
２０１１年度 

～C.W.ニコル

新緑の候、時下ますますご清祥の段、

配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、福岡日英協会定例総会を下記

た C.W.ニコル氏の講演会(日本語）と

演とご歓談を皆様でお楽しみください。

 

日 時 ： 20

場 所 ： ホテ

              福岡

 

Ⅰ.   総 会 / Genera

Ⅱ.   C.W. ニコル氏 講

       演題 『 誇り高き

Ⅱ.   懇 親 会 /  Fr

＊懇親会会費： 会

  お申込み：事務局まで、お電話（09

         にて、５月３１日（火）ま

C.W.ニコル氏 

1940 年、英国ウェールズ生まれ。17 才

北極生物研究所の技官として、海洋哺乳

エチオピア帝国政府野生動物保護省の猟

創設し公園長を務める。1972 年よりカナ

環境保護局の環境問題緊急対策官として

る。1980 年より長野県黒姫に居を定め、

2002年荒れた森を購入し、生態系の復

団を設立。2005年には、英国エリザベス

太子と高円宮妃殿下がアファンの森をご

 
 

                          

第４６回定例総会のご案

ル氏講演会と懇親会を開催します～

、お慶び申し上げます。平素は当協会の活動に

記の通りに開催いたします。総会後は、「アファン

懇親会です。環境保護に熱心に取り組まれて

。多数のご参加をお待ち申し上げております。 

記 

11 年 6月 7日 火曜日 １８：００ （受付

テルオークラ福岡 4F 平安の間  

岡市博多区下川端町３－２ Tel : (092)262-111

al Meeting 18:00（会員のみ） 

講演会 / Mr. C.W. Nicol Speech  １８：３０ 

き日本人でいたい 』 “I want to be proud to b

riendship Party １９：３０  

会員 ４,000 円 一般 ５，０００円 

92-476-2155）か Email （fjbs.tomoike@dolp
までにお名前とお電話番号をお知らせください。

才でカナダへ渡り、その後、カナダ水産調査局 

乳類の調査研究にあたる。1967 年より 2年間、 

猟区主任管理官に就任。シミエン山岳国立公園を

ナダ水産調査局淡水研究所の主任技官、また 

て、石油、化学薬品の流出事故などの処理にあた

以後執筆活動をしている。2002 年 7 月、日本国

復活を試みる作業を20年間行い、財団法人C・W・

ス女王陛下より名誉大英勲章（M.B.E.）を賜る。200

視察された。 (http://www.cwnicol.com/profile/
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