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英国日本人会御中  
ウィリアムズ百子会長殿  
77, Victoria Street, Box 108, 
London SW1H 0HW 
（写）英国日本人会理事会  
       2021 年 11 月 3 日  
       高嶋 正明  
       15, Earlsfield House 

Royal Quarter, Seven Kings Way 
Kingston upon Thames KT2 5BG 

拝啓、  
 

ウィリアムズ百子会長の 7 月 9 日付けメールについて  
 
ウィリアムズ百子会長に於かれましては、益々ご健勝の事とお慶び申し上げます。  
 
さて、ウィリアムズ百子会長は 2017 年 12 月の理事会による￡3,500 の予算外支出につ

いて、今年 7 月 9 日付けの高嶋宛のメールで「弁護士の意見では、高嶋に著作権侵害問

題は有ると言う事でした。」と「弁護士のフィーについても理事会として見積りも取り、

妥当と判断された事です。」と明言されました。（詳細は添付コピーをご参照下さい。）  
 
これら 2 点のウィリアムズ百子会長の主張は、過去の御自身、及び佐野前会長・花岡副会

長・ウィンター千津子事務局長・竹中前理事の発言と辻褄が合わず、矛盾していると思わ

れる点を以下に指摘させて頂きます。  
 
1) 著作権侵害問題について  
 
2018 年 1 月 11 日の理事

会の高嶋へのヒアリング

でのウィリアムズ百子副

会長（当時）の発言  

「JA が問題視しているのは著作権侵害云々では無く、

NALC UK のエンディングノートを本人のホームページ

から削除する様指示したにも拘わらず弁護士の Letter を
出してやっとそれが遂行された事である。」こちら  

2019 年 2 月 11 日付け竹

中理事（当時）のレター  
「私は著作権の専門家で有りませんので分かりません

が、「NALC UK Ending Note」は、多くの部分を NALC 
本部発行の「ナルクエンディングノート」を参考にして

いると、個人的に考えております。」こちら  
2021 年 7 月 9 日のウィリ

アムズ百子会長の高嶋宛

メール  

「弁護士の意見では、高嶋に著作権侵害問題は有ると言

う事でした。しかし、理事会としては、更に弁護士費用

も発生するであろう著作権侵害を追及する判断はせず、

高嶋は会員としてあるまじき行為をしたとして、会員資

格一時停止と言う対処をしました。」こちら  

https://bit.ly/3btzZ7t
https://bit.ly/3BsCukR
https://bit.ly/3CCtbQP
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このウィリアムズ百子会長の 2021 年 7 月 9 日のメールは、御自身の 2018 年 1 月 11 日

の発言と辻褄が合わず、矛盾していませんか。更に竹中前理事も、御自身が著作権侵害問

題について個人の主観を述べたのは、何故でしょうか。竹中氏は、理事会が英国弁護士事

務所から著作権侵害問題が有るとの客観的な調査結果を受け取っていた事を御存知無か

ったのでしょうか。何か、不可解・不自然ではありませんか。  
 
ウィリアムズ百子会長の仰られるように、「弁護士の意見では高嶋に著作権侵害問題が有

る」との事でしたら、高嶋の「終活ウェブエンディングノート」の何ページのどの箇所の

記述が著作権侵害に当たるのか、英国弁護士事務所の調査結果を開示ください。  
 
そもそも理事会は高嶋の「終活ウェブエンディングノート」に著作権侵害が有るかどうか

を英国弁護士事務所に調査する為に￡3,500 の費用を支払ったのではありませんか。そし

て、その英国弁護士事務所から著作権侵害問題有りとする調査結果を受け取ったのにも

拘わらず、それを開示せず、結果として著作権侵害と言う違法行為自体に何の是正措置を

講ずること無く放置し、高嶋を会員としてあるまじき行為をしたとして会員資格停止処

分としたなど、ウィリアムズ百子会長が仰られる事は合理性が無く、支離滅裂ではありま

せんか。  
 
もし、ウィリアムズ百子会長が、その英国弁護士事務所からの調査結果を開示頂けないの

でしたら、ウィリアムズ百子会長は根拠・証拠を示す事なく高嶋を誹謗中傷・名誉棄損し、

それは JA 会長の会員に対するパワーハラスメント行為であるとして、その発言の撤回と

謝罪を求めます。  
 
2）英国弁護士費用￡3,500 について  
 
2018 年 1 月 11 月の理事

会の高嶋に対するヒアリ

ングの場での花岡副会長

の発言  

「英国弁護士事務所から高額な請求書が届いて、この費

用を JA が負担すべきか苦慮している」（高嶋註：ウィン

ター千津子事務局長は、この理事会の高嶋に対するヒア

リングを録音されていた筈ですので、ご確認下さい。）  
2018 年 1 月のウィンター

千津子事務局長の JA 懇親

会での発言  

「英国弁護士事務所から高額の請求書が届いてびっくり

した。」（高嶋註：その JA 懇親会に参加した方からの伝聞

情報。）  
2018 年 8 月 31 日の佐野

前会長と高嶋とのミーテ

ィングでの佐野前会長の

発言  

「こんな問題で、JA は弁護士事務所に￡3,000 も支払う

羽目になって嘆かわしい。」こちら  

2021 年 7 月 9 日付けウィ

リアムズ百子会長の高嶋

宛メール  

「弁護士のフィーについても理事会として見積りも取

り、妥当と判断された事です。」こちら  

 

https://bit.ly/3CzwpEO
https://bit.ly/3CCtbQP
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ウィリアムズ百子会長が仰られる様に、本当に理事会はこの件について、英国弁護士事務

所から費用見積もりを事前にとって、理事会で討議した上で、￡3,500 の支出を承認され

たのでしょうか。そのウィリアムズ百子会長の主張は、上記の佐野前会長・花岡副会長・

ウィンター千津子事務局長の仰られた事と辻褄が合いません。どなたが本当の事を仰り、

どなたが事実とは異なる虚偽の発言をされて居られるのでしょうか。更に高嶋が第三者

を通じて入手した 2017 年 12 月 12 日の理事会の議事録（こちら）にはその様な記載は有

りませんが、果たして何時の理事会でその￡3,500 の支出を討議し、事前承認されたので

しょうか。  
 
以上、ウィリアムズ百子会長に於かれましては、良心に従って、御自身の発言の根拠・証

拠をお示し頂き、JA 会長として誠実に説明責任を果たして頂きたく存じます。もし、そ

の根拠・証拠をお示し頂けないのでしたら、御自身の発言の撤回と謝罪を求めます。  
 
以上宜しくご対応の程、お願い申し上げます。  
 
 
 

早 々  
 
高嶋 正明  

https://bit.ly/3mwroat
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