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紅葉会５月の報告 

開催日時：２０１７年５月２５日（木） 

               １３：４５ ～１６：００ 

開催場所：Bloomsbury Baptist Church ４階 

The Forum 

司会：ウィンター千津子 

受付：デニヤ葉子・西脇優子 

お茶当番：竹内みどり 

会計：フィップス勢津子 

報告・写真：田村陽子・八木岡幸枝 

会報封書詰め：高嶋喜代子・有志 

ブリング＆バイ：藤田幸子 
 

第１部 １３：４５～１４：４０ 

１．新入会員・ゲストの紹介 なし 

２．各部報告 

会員部：４名入会 

特別イベント部：６月２４日（土）バスツアー

Waddesdon Manor、６月２１日（水）大和日英基

金で北出明氏による杉原千畝特別講演会 

福祉部：６月１７日（土）ナルク UK の２０１７年

度総会・基調講演 

忘れな草部：スコットランド在住日本人が数名 

同好会部：６月８日（木）ゴルフ同好会、テニス同

好会発足、詳細は会報参照 

３．皆で歌いましょう 

５月の歌：３曲 ５月の歌・茶摘み・カチューシャ 

指揮：田村陽子 ピアノ伴奏：ウィンター千津子 

４．ラジオ体操 
 

第２部 １４：５０～１６：００ 

今月の特別イベント 

演題：神道について 

講師：加藤大志（SOＡS MA Religions of Asia 

and Africa 修士課程留学中） 
 

日本文化の源泉といわれる神道。しかし、なぜ神道

を理解することが難しいのだろうか。神道理解の一

助となるよう、神社の本殿奥に祀られている神鏡の

ように、イギリスという鏡に照らすことで見えてき

た神道についてお話を伺いました。 
 

≪出席者の感想≫ 

・神道に対しての疑問が少し理解できた。興味深か

った。✎小野宣美✎ 

・代々神道の家に生まれた者が、神道に疑問を抱い

て外国へ勉強に来たことが、青年としてすばらしい

ことである。✎田村陽子✎ 

・日本の神道には経典等は無いということを知り、

驚いた。寛容の精神、共同体の調和を基に、和を以

て貴しとなす日本的な考えの大切さを、改めて認識

した。✎高嶋正明✎ 

 

出席者 ３１名 

敬称略、以上 

     講師の加藤大志さん 

    

紅葉会からのお知らせ 
日時： 7 月 27 日(木) 1 時 45 分より 

 （開場 1 時 ） 

会場： 会場名 Bloomsbury Baptist Church  

 マイナス 1 階 Friendship Centre 

住所 235 Shaftesbury Avenue London 

WC2H 8EP（最寄駅 Tottenham Court 

Road/Holborn） 

演題：「わすれな草」上映会 

講師： ウィリアムズ 百子 

会費： 会員￡4.00 非会員￡5.50 

担当者: ウィンター千津子 

連絡先 Mail : winter@japanassociation.org.uk 
 

「わすれな草」上映会 

紅葉会での 3 回目のインタビューを上映します。 

特に今回は最近お亡くなりになったヤス子・フェザ

ーストーンさん、セツ子・久我・コーニッシュさん

のお二人のインタビューも入れましたのでお元気だ

った頃のお二人を偲びましょう。 
 

尚、７月から、紅葉会の会場はマイナス１階の

Friendship Centre となります。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

６月二水会報告 
◉ 日時: ６月１４日（水）18:30 より 

◉ 演題:  「絵画の秘密 絵画修復師から見えるもの」 

◉ 会場: Farm Street Church (114 Mount 

      Street, London W1K 2AH) 

◉ 講師: 絵画修復師 山本 亜紀 様 

◉ プロフィール：2006 年イタリアへ移住。フィレ

ンツェの絵画修復学校へ入学、Tecnico Espertoin 

Restaurodi Dipinti の技術を獲得。額縁、金箔貼り

の技術も取得。見習いで入られた工房で、卒業後正

式採用されて現在に至る。工房の取引先は、個人、

古美術商、美術館と幅広く、ティツィアーノ、ゴヤ

などの修復も手がける。パリのルーブル美術館で今

開催中の展示会ではクライアントがルーブルに貸し

出した絵画の修復にも関わる。 
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6 月の二水会は絵画修復師としてヨーロッパで活躍

されている山本亜紀様にお越いただきお話しをして

いただきました。 

 絵画修復師の山本亜紀さん 

   

イタリアの美術館

で絵を修復してい

たのを見た時に、

「このこつこつが

いいなあ、こつこ

つすることが好き

で、人と関わらず

にいいなあ」、と思われたことがきっかけで、絵画

修復師の道に進まれ 7 年目の山本さん。今回絵の修

復の為にロンドンへいらっしゃったそうです。 

  これから修復する予定の実物を見せていただき

ながら、絵の説明や修復方法など具体的に説明をし

て下さいました。今や修復されていない絵はないと

いう程、修復師の役割は大きいようですが、この仕

事は几帳面で妥協を許さない日本人には向いている

と言われるそうです。 

  修復師への経緯や工房でのお仕事にまつわるお

話し、また流行や絵の内容、イタリアの修復師の現

状などについても具体的にお話し頂き、参加者は、

興味深く聞き入っていました。 （参加者 27 名） 

 
 

7 月二水会のお知らせ 
◉ 日時： 7 月 12 日（水）18:30 より 

◉ 演題： 日本の大学事情（立命館大学 大分キ   

ャンパスの取組） 

◉ 講師： 坂本 順子 様 （立命館大学 ロン

ドン事務所代表） 

◉ 会場： Farm Street Church (114 Mount 

Street, London W1K 3AH) 

     （最寄り駅： Bond Street or Green Park) 

◉ 会費： £５（JA 会員）£８（非会員） 

◉ 問い合わせ：

nisuikai@japanassociation.org.uk (宮村） 

 

 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 

 

会員部からのお知らせ 
今月は 5 名の新入会員がありました。   
 

新入会員  敬称略 

神 一子(681)、水野 昭子(682)、馬場 信裕 (683) 

大澤 史子(684）、 伊東 敬行 (685)         
 

現在会員数 E 会員 216 名  E プラス 45 名 

一般会員 86 名（名誉会員含む）計 347 名 
 

新入会員の月毎の会報記載は毎月、15 日までに受け

付けさせて頂いた方まで載せさせていただきます。 

尚、組織、会則をご希望の方には配信いたしますの

でご連絡ください。 
 

会員部 ウィンター 千津子 

電話 07957548023   

メール  membership@japanassociation.org.uk 

 
 

☆   ☆   ☆ 

 

                

福祉部だより    
支部総括本部からの報告 
 

南支部懇親会のお知らせ 
日時： ８月 30 日(水) 12:30 ～15:00 

会場： レストラン 海 

    30 York St., Twickenham, TW1 3  LJ 

    Tel: 020 8892 2976 

交通:① National Rail(New Malden, Kingston, 

Wimbledon, Waterloo 等から South West Train

の Twickenham 駅で下車。駅を出て直ぐに左折、

真直ぐ大きな信号まで約５分歩き、信号を渡ってす

ぐに左折(York St)してバス停を過ぎたところの右側。  

② Kingston/Surbiton よりバス 281 番の    

London Road で下車。(約 30 分) 

③ Richmond 駅から(道路を渡らずに)バス、490, 

33, R68, R70, H22 乗車。York Street で下車

(約 10 分),レストランは目の前。 

締切日： ８月 23(水) 

会費： £11(お茶、10%サービスチャージ込み) 

担当：川西弘子 email : a.alibert@ntlworld.com 
 01932 248142 または携帯 :  

 07979816673(当日のみ) 

   小野宣美 携帯帯: 07528402346   

駐車場： London Road , 信号の角にある、

Premier House/The Shark の間を入る(Arragon 

Road)位置は、Waitrose の裏、2 時間£1.50,  3 時

間 £3.50 
 

下記の 5 種類のランチボックスより選び、出席申し

込みの際にお知らせくださ 

1..寿司弁当、 2. 刺身弁当、 3, チキン照り焼き弁当 

4. サーモン照り焼き弁当      5. チキンカレー 

 

☞ 西支部懇親会詳細は会報７月号にてお知らせ

いたします。 
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ナルク UK 活動報告  

2017 年 6 月 17 日、

31 名の参加により

NALC UK の年次総会

が開催された。日本出

張の為欠席の佐野圭作

代表に代わり、竹中副

代表が挨拶。NALC の

時間預託ボランティア活動、スイス（2002 年）、

アメリカ（2005 年）、英国（2013 年）、オラン

ダ（2016 年）、デンマーク（設立準備開始）と、

海外拠点が続々と設立され、日本国内だけでなく海

外でも着実に発展している状況が紹介された。続い

て、コーディネーター・チームにより、福祉部との

連携による見守りプロジェクト、健康維持目的のワ

ークショップ／セミナー、時間預託ポイント取得の

仕組み等の説明で総会を閉会。引き続き、在英 16

年のセコム英国社長竹澤稔氏より、日本初の民間警

備会社としてのセコム社のサービス内容の説明に続

き「安心・快適なシニアライフの為に - 安心して暮

らす為の防犯生活術」のテーマで、英国で暮らして

いく為に必要な防犯対策等の心得等をお話し頂いた。  

 

基調講演要旨 

「シニアの安全―安心して暮らすための防犯生活術」 

 セコム社創設から今日までの歩み 

1962 年に日本初の

民間警備会社として

設立。東京オリンピ

ックで警備会社のず

ばぬけたサービスが

広く認められた。現

在は、住宅警備から

高齢者の見守り介護・健康サービス、病院経営

まで、人々の生活を支えるサービスを幅広く提

供している。 

 「安全に暮らすには」犯罪に巻き込まれないた

めのポイント 

日本で振込詐欺が年間 1 万 3 千件を超えている。

海外居住者を狙うケースへの対策 ①事実確認 

②家族や友人や警察に相談。英国では屋外設置

の ATM で現金引出中に狙われるケースが多い。

その防止策は ①銀行内設置の ATM 利用 ②

後ろから見られていないか確認 ③一度に高額

を引出さない ③後ろから話しかけられても無

視 ④引出した現金はさっさとしまう。 

 バイク/自転車によるひったくり防止法 ①後ろ

に注意しながら歩く ②携帯電話の操作や音楽

を聞きながら歩かない ③鞄は車道と反対側に

持つ ④開口部が大きなトートバックを避ける 

⑤歩道の建物側を歩く ⑥走りやすい靴を履く。 

 夜道を歩く際の注意 ①夜遅い帰宅時は一人歩

きを避ける ②人通りのあるところを選ぶ ③

逃げ場や助けを求められる場所を見つけておく 

④防犯ブザーやホイッスルを持ち歩く ⑤

「Help」や「Fire」と叫ぶと注意を引きつける。 

 屋内侵入の防止策：窃盗などの軽犯罪は英国で

は先進国中、最も多く発生（日本の 5 倍）して

いる。セキュリティーは「相対的なもの」であ

り、心理作戦として近所より少しでも防犯対策

が高くするのが効果的：①フロントドアの鍵は

二重よりは三重に ②窃盗犯にとって自動閉鎖

型の鍵はゼロに等しいのでカンヌキ型の鍵を追

加 ③ 窓はダブルグレージングやグリッド（格

子）等で防犯性を高める ④ 家周りは見通し良

く整理 ⑤CCTV を付ける ⑥はしごの屋外放

置は窃盗にとって絶好の足場提供 ⑦車庫の施

錠は厳重に（中の工具は最適の侵入具）⑧鳴る

だけのアラームでなく、警察や警備会社に通報

できるシステムを ⑨外から見える場所に貴重

品を置かない  

 長期間留守の対策 ①タイマー付き電灯設置 

②新聞／郵便物の回収やゴミ箱出しをご近所に

頼む ③留守電に長期旅行のメッセージを入れ

ない ④タクシー運転手に期間を明かさない 

⑤旅行鞄の名札には自宅でなく旅行先の住所を

記入 

 侵入窃盗の対策 ①金庫は床固定型を選ぶ ②

鍵／財布は寝室に ③目線より低い引き出しは

厳禁、高い場所に収納 ④侵入者にはチャレン

ジせず、音を立てず、鍵の閉まる部屋に家族で

こもって生命の危険を回避 

 Q＆A：セコムのホームセキュリティーやセコム

運営の介護施設等への質問が多かったことは有

意義なセミナーであったことの証。 

 セコムのホームページと連絡先 

日本語連絡先：020 8660 1360   

メール：japandesk@secom.plc.uk 

  ホームページ：https://www.secom.co.jp 

 （Whitehouse 佐藤記） 
 

福祉コラム 
デンマークの高齢者ケア見聞記 

「エイジング・イン・プレイス」 
 

欧州日本人会ネットワーク（ENJA）の 2017 年度

会議がデンマークで開催された。幸運にも、国連の

2017 年度世界幸福度ランキングで、ノルウエーに

次いで２位に輝く同国の高齢者住宅を見学するを得

た。以下は、同国の高齢者福祉の現状見聞記である。 
 

幸福度ランキング世界第 2 位の国とは 

国土が九州とほぼ同面積。人口約 570 万人。平均寿

命 81 歳。平均年収世界 2 位。その約半分が税金に

徴収されるにもかかわらず、高福祉高負担を選択し

たのは国民自身。成熟した民主主義、平等意識、政

府への高い信頼感を背景に、社会保障．医療、福祉，

教育システム、国民年金、高齢者住宅が保障され、

生涯を通じて自分らしい生活が送れる安心感が，高

い幸福度の源泉だろう。 ６５歳から支給される国民

年金には労働市場付加年金が上乗せされ、失業保険
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も充実。高齢者年金や 18 歳以上の障害者向け「早

期年金制度」も手厚く、住居の提供やヘルパーがフ

ルタイムで利用できるなど、極めて充実した社会保

障が彼らの幸福感を支えていることを実感した。 
 

医療と福祉 

全国民が GP に登録し、必要に応じて専門医が紹介

される点は英国と同じだが、医療費は自治体が徴収

する住民税で賄われる。高齢者福祉が充実している

背景には、地方分権システムが効率的であるのに加

え、義務教育から大学教育まで一貫して無償で提供

される教育制度がある。死ぬまで生活が保障される

国では、誰も貯金の必要性は感じないもので、税金

は、国に「搾取される」のではなく「預ける」とい

う概念が浸透している。国家予算の 45％前後が社会

保障に使われている（日本は 19％程度）。 
 

高齢者福祉の政策変更 

世界に先駆けて 50 年代に高齢化社会を迎えた同国

では、60 年代に特別養護老人ホームの建設が相次ぎ、

施設介護が主流となった。その結果、財政の逼迫や

高齢者の処遇悪化などの問題に直面、政府は高齢者

福祉政策の抜本的見直しを迫られた。その際の政策

変更において特筆すべきは、高齢者自身による「高

齢者政策委員会」の設置である。羨むべき福祉政策

は、高齢者の声を反映して生まれた「高齢者三原則」

という基本理念に基づいている。かくして 1980 年

代には、養護施設や保護住宅による「施設介護」か

ら「自立支援」へと大きく舵を切ったのである。  

 

「高齢者三原則」とは 

①「自己決定の尊重」 ②「継続性の維持」 ③

「残存能力の活用」の三原則で、高齢者自身が生き

方、暮らし方を決定し、周囲はこれを尊重し、社会

的な役割や交流を創出することにより、高齢者は

「生きる主体」としての価値を感じながら、可能な

限り住み慣れた場所で尊厳をもって生き続けること

が保証され、残された能力を活用して、彼らの生活

を出来るだけ変化させずに支援する、という考え方

である。この理念は定着し、今日に至っている背景

にあるのが 70 年代の大規模な地方自治体再編成で

ある。国は大枠の制定にとどまり、県も介入を控え、

市に分権化されることで、小回りの利いた効率的な

福祉政策の実施が可能になった。言い換えれば、福

祉に対して一般市民の厳しい目が光っているという

ことである。 
 

住まいとケアの分離 

1988 年の養護老人ホーム（プライエム）新設を禁

止する法が施行されたのを機に、90 年代以降、良質

な「高齢者住宅」が拡充され、24 時間在宅ケアが開

始される。最期まで地域で暮らせる「地域居住」が

実現し、これまでの施設内での介護機能は地域の手

に移された。公立高齢者住宅は、一般住宅と同等の

質の高さが義務づけられていて、自立生活期間を長

くし、施設への不必要な移動を回避する効果を発揮

している。「住み慣れた自宅や地域に最後まで留ま

りたい」という人間の根源的な願望に応え、虚弱化

後も自立して暮らせる工夫が凝らされている。こう

した「地域包括ケア」の現場で重要なカギを握るの

が訪問看護師の存在である。彼らは GP の指示を受

け、介護スタッフと連携し、福祉と医療をつなぐコ

ーディネーターとしての役割を担う。個別ニーズに

合わせたきめ細かい見守りや生活支援などのサービ

スをスムースに提供している。地元の要介護者に関

する情報の把握、健全な精神の維持、家族や周囲と

の関係、自立度、コミュニケーション機能などをし

っかりとチェック、見守り、彼らが質の高い自立生

活を維持できるよう気を配る。 
 

三原則に沿った良質な高齢者住宅モデル 

 

医師と判定委員会の評価に

より承認された入居者は、

精神の安定と維持のため、

馴染みの家具、絵画、装飾

品、家族写真などを持ち込

み、 住み慣れた居住空間を

作り出し、自由に生活でき

る住環境を確保している。

看護師、 作業療法士、 理学

療法士が常勤して健康管理、

指導、緊急時の対応を行う。

外部との交流も活発に行わ

れ、広大な敷地にいくつか

の独立したブロックと管理棟が配置され、各ブロッ

クの中庭には様々な花が咲き乱れ、四季の変化を体

感できるよう配慮されている。大きく開口された窓、

広い廊下や食堂などの共用スペースはゆったりと設

計されている。スタッフは入居者とスタッフは、マ

ンツーマンに近い体制が取られている。公営住宅法

により、自立型高齢者住宅、介護型住宅、グループ

ホーム等があり、自立型の個室の広さは 60～80 平

米，介護型は 40 平米程度の広さが確保される。車

椅子生活を考慮してバリアフリーが義務化、介助者

の作業スペースを考慮してバストイレも 7 平米（2

坪)と驚く広さである。共有スペースで過ごす入居者

は明るくにこやかで、満足感が滲み出ている。塀も

門もないオープンプランの庭園を認知症の人も自由

に散歩でき（外部に通じる通路を黒色にすることで

認知症の人の徘徊が防がれる）、スタッフはこれを

静かに見守っている。 

良質な高齢者住宅の入居により、健康寿命が延びる

結果、医療・介護費や社会保障費の削減が期待でき、

社会保障費が適正化され、活力ある超高齢社会を作

るためにはデンマークをモデルにした「良質の高齢

者住宅」の整備が不可欠だろう。 

以上、デンマークの高齢者福祉の現場の概略である。

早い段階で高齢化社会を迎えたデンマークの試行錯

誤と成功例は、超高齢化をひた走る日本の福祉政策

にとって貴重なモデルであると確信した。（竹中記） 

  
入居者の誕生会用 

テーブルセッティング
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ENJA（European Network of Japanese  

    Associations） 

第 8 回コペンハーゲン大会の報告  

2017 年 5 月 19～20 日 (金～土曜日)  

参加理事：竹中厚子/上田陽子 
 

  会場はコペンハーゲン

中央駅から 30 分程の海辺

の郊外超高級住宅地の一角

の東海大学の職員施設です。

固定資産税が一年間日本円

で 500 万と立派な施設と環境にまず驚きました。建

物の裏側海の向こうにスウェーデンが見えます。大

会参加者は日本から２名、ドイツ２名、デンマーク

５名、スイス１名、フィンランド２名、オランダ 3

名、イギリス 2 名計 17 名と参加数は少ないものの

中身の濃い大会でした。殆どの参加者及び講演者も

18 日午後入館し其処で合宿ですからケータリングの

夕食後早速に非公式ミーティングを夜 12 時近くま

で行いました。 

  主な議案は次回 ENJA 第９回の候補国について、

ENJA 今後について話し合いました。貴重な意見交

換になり次回第 9 回はドイツでの開催約束を確認し

て皆床につきました。翌 19 日は朝からケア施設訪

問（竹中理事より福祉コラムの中に報告）と午後は

基調講演 A,B,C 会議の後は場所を変えて懇親会（セ

ントラル駅近くの日本食レストラン）がありました。      

懇親会でも話が尽きず危うく最終電車に走って乗り

最寄り駅からは皆さまでゾロゾロ歩きセンターの門

限 11 時はとっくに過ぎても治安の良い素敵な月夜

の心地よい散歩でした。若い参加者はこれぞ合宿の

良さで夜中３時頃まで物議に燃えていたようです。

寝不足で翌日講演を心配しましたが、余計な老婆心

で若い岡本医師の基調講演 D も成功裏に終え昼閉会

しました。 

  中日の 19 日は地元デーマーク日本人会から一

般会員が多数参加されてティーブレイクの時には各

国の交流が出来て勉強になりました。 
 

テーマ A 《キャラバン-メイト認知症サポーター養

成運動について》 

  日本 NPO 法人地域ケア政策ネットワークが日本

全国で行っているものをドイツで取り入れた会

（DeJak-友の会のキャラバン-メイト担当）の西野

フリーデヴァルト文子氏から実例交えて実績報告が

ありました。「認知症」について正しい知識を持ち、

「認知症」の方やその家族を支える手だてを知り支

援をしていく取り組みです。キャラバン-メイト講習

は若い人にも広がり更に上のステップの目指す人が

多いそうです。 

テーマ B 《もし自分の大切な人が、もし自分に何化

が起こったら》 

  スイスケアーチームジャパン副代表リッチャー

美津子氏のケアラー員としての今に至るまでの悩み

と問題から克服そして夢と熱く語って頂きました。

Care Team Japan Swiss(CTJ)とは将来の高齢化

を懸念し 2002 年設立の在スイス邦人の助け合いの

ボランティア組織でエンディングノートの作成手掛

けました。エンデングノートは 2012 年 ENJA 第 5

回ロンドン大会でも紹介されその後改良と拡散され

たようです。スイスナルクは参加が出来ませんでし

た。そこで英国日本人会から竹中福祉部長のナルク

のフロー説明がありました。 
 

テーマ C 《心と身体切っても切れない関係》 

  日本から参加され精神科専門医で JAMSNET 東

京所属の松永優子氏に職業性ストレス簡易テストや

セルフケアの為に自分のライフスタイルの覚え書き

を実際に実践して頂きました。近年一番重要視され

る事は病気を作る前のプライマリーケアです。松永

氏は東京医科歯科大学病院 渡航者医療センターの

レジエンス外来の精神科専門担当医です。望まず海

外転勤になる場合も含め海外で暮らす者には特別ス

トレスが掛かっている為に病気に陥り易い興味深い

内容と対策法の実践（マインドセルフケア、マイン

ドフルネス、呼吸法エクササイズ）は折々会報で紹

介していきます。 
 

テーマ D《デンマーク医療事情と欧州医師会》 

  岡本健医師はデンマーク在 10 年血管外科が専

門です。血管の健康を中心にデンマークで日本人医

師としての活躍をお話頂きました。動脈硬化の予防

が健康な生活を送るうえで重要です。動脈硬化を作

るファクターは喫煙、糖尿病、高血圧、高脂血症な

どで食生活の配慮と適度な運動が大切です。 
 

デンマークは福祉国家？ 

  90％がデンマーク人のほぼ単一民族国家です。

ノルウェー、スウェーデンと体制が似ています。共

働き国家で子供を育て易い環境が整って（保育所、

児童手当、学費無料等）います。医療システムは税

収財源の国民皆保険制で制度は UK と同じですが、

実際人口に対して医師、看護師の数を比較したら内

容は明らかに違うと言えます。特に看護師の数 UK 

8.2 人(人口千人当たり)対してデンマーク 16.5 人、

因みに日本 11.0 人です。デンマークの訪問医療、訪

問看護充実は国家プロジェクトです。医師の数 UK 

2.8 人（人口千人当たり）デンマーク 3.7 人、日本

2.4 人です。医師が多いに越した事はないですが、看

護職員のゆとりのある配置がサービス向上に繋がり

ます。看護師の人口比数１位スイス 17.6 人、２位ノ

ルウェー16.9 人、３位デンマーク 16.5 人になりま

す（2014 年国際比較） 

高齢者への対応の原則（生活支援法 1988 年）は無

料予防対策（重篤化するまえに）とサービスだけで

なく更に老後の生活の質の向上を目指しています。

自己決定を尊重し地域住居と環境の継続（住み慣れ

た自分の家に住み続ける）可能な限り自分の体を使

い続けられるような在宅ケアと訪問看護充実によっ

て病院的高齢者施設は廃止の方向にあるそうです。

病気になって入院も儘ならない UK と大分開きがあ

り驚愕しました。 

  ENJA の基本条項省きますが、欧州において日

本人の抱える問題をシェアーし解決策を探る為にス
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タートしました。長く途絶えた時もあり JA は

2012 年第５回ロンドン大会から参加しております。

第６回スイス大会以降確実に大会が継続する為の基

本条項作成等と次回の議題検討に連絡委員 4 名＋開

催国代表によってスカイプ会議を 1,2 ヶ月間隔にて

途絶える事なく審議を行いました。 

  前回 2015 年第７回パリ大会より ENJA 枠組み

のしっかりした大会に至っております。今回のコペ

ンハーベンでは中身の充実が図れたと思います。連

絡委員の一人（事務局上田）として日曜夜８半以降

のスカイプ会議（過去 31 回）は疲れますが良い経

験と勉強させて頂きました。大会の議事録がまだ出

来ておりません。掻い摘んだ報告です。もっと詳し

くお知りになりたい数字など質問又ご意見がござい

ましたら事務局までよろしくお願いいたします。    

     （上田記） 

 

 

 

 

 
参加者一同 

 

テニス同好会発足のお知らせ 
日時：毎月第２水曜日午後１時―3 時（２時間程度）  

第１回目 ７月１２日（水） 雨天中止 

場所：Princess Park Manor,  Royal Drive , 

 London N11 3FP 

最寄り駅：Piccadilly line Cockfosters 方面

の Bounds Green 駅下車、 Edgware 行き

Bus  Root No 221 ８つ目のBellvue 

Road 下車、徒歩3分。あるいは、Bounds   

Greenの次の駅 Arnos Grove で下車、徒歩

１３分 又はNational Rail New 

Southgate 駅 徒歩7分 

無料駐車場あり 

会費： 無料 非会員参加可  ボール代 別途 

連絡先：ウィンター千津子 07957548023   

   chizwinter@icloud.com  

             高嶋 喜代子   07702 049639 

     kiyoko.takashima@outlook.com   

 

テニスを通じて、会員の健康の保持と会員同士の親

睦、交流を図りたいと思います。 初心者の方も是

非ご参加下さい。また、テニスコートがある場所は

30エーカーの個人敷地の中にあり、テニスをなさら

ない方も芝生の上、木陰でテニスのプレーを観戦し

ながらピクニック等も楽しめます。 

 
注：テニス同好会が理

事会にて承認されたおり、

他全ての同好会での怪我

等は個人責任とする文言

も加えられました。 

 

 

歩く会の報告 

日時：５月 19 日(金) 

コース: Home Park/  Hampton Court/ Bushy 

Park 

担当者： 川西弘子 

感想: 今日は、天気予報で、雨の予定でしたが、

ラッキーなことに、雨に降られることもなく、9

人で楽しくお喋りしながら、ハンプトンコート、

ブッシーパークをゆったり歩き、最後の頃には、

太陽が出て、とても気持ちの良いウオーキングを

堪能しました。 りえ 

 

歩く会のお知らせ 
日時：7 月 13 日(木) 

集合場所と時間：British Rail: Sutton 駅(Zone 5) 

11 時 

British Rail: Victoria 駅 

10:31 発、Sutton 着 10:58 

Sutton よりバス S1 

Wool pack にて、バス 166 に乗り換え、Oak 

Park 下車 

コース: Mayfield Lavender Farm  

     1 Carshalton Road, Banstead, SM7 3JA 
 

広大な、25 エーカーの緩やかな丘に、ラベンダーの

紫色の絨毯を敷き詰めたように咲き誇る中を、散策

します。ラベンダーのウネの間は、フカフカした草

地なので、歩きやすい靴をお勧めです。優しい歩き

なので、歩きに自信のない方でも大丈夫。 

入場料 £1 

お昼はラベンダーに囲まれてのピクニック。 

園内のカフェで、ランチを買う事も可。 

雨天中止    解散時間 4 時頃  

担当者：川西弘子 

連絡先：電話番号：01932 248 142 

携帯: 07979816673(当日のみ) 

E-mail ： a.alibert@ntlworld.com 

 

俳句を学ぶ会からの報告 
日時：6 月 15（木） 9 名出席 
  

いかにも夏らしい日に元気に集まりました。 
 

◉蟬しぐれ木立の中を駆け巡る      小野宣美 
 

◉時に日に駆け足で行く待ち合わせ 
 

    千津子ウィンター 
 

◉半衿の白さ際立つ夏木立             福重久子 
 

 

次回、7 月の季題は『日盛り』 

開催日は 7 月 20 日です。 
 

暑さにめげず句を作りましょう 

問い合わせ先: クパーのり子 020 7828 5255 

mailto:chizwinter@icloud.com
mailto:kiyoko.takashima@outlook.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
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スケッチ会報告 

6 月 10 日 グリニッチカティサークの駅に集合

した。参加者はレギュラー3 名が不参加で計 6

名。    天文台が有名 経度の出発点で天文台の庭

に東西に分けた白線があり、そこを またいで写

真を撮ったりしたものだ。  この線の東 135 度

に日本の明石があり標準時となつている。 又エ

リザベス一世生誕地という事や王立海軍学

校   最近ではロンドン マラソンの出発点として

も有名だ。   商店街や博物館を抜け公園にはい

りスケッチしたが  後で見ると 4 人が天文台の

方向を描いていた。 最近の皆さんの上達は素晴

らしい。   各個人の努力を感じる。  会員も増え

る傾向にあるので楽しみだ  次回は動物に挑戦す

る。 
   
 

                                                             

 

 

 

 

 

We are the Artists! 

 

6 月の作品 

 

６月度映画同好会報告 
２０１７年６月２０日（第三火曜日）１３：００〜 

上映作品：『なみだ川』（大映京都製作 １９６７

年１０月２８日公開） 

 原作；山本周五郎。監督；三隅研次  

 江戸の庶民の哀歓を描く名手・山本周五郎の短編

『おたふく物語』を映画化した人情映画。 

  江戸・日本橋を舞台に姉妹がお互いの幸せを願

って、いじらしく暮らす姿を感動的に描いた小説。 

脚色は実力者依田義賢。監督は田中徳三、池広一夫

と共に「大映京都三羽烏」と称され、全盛時の大映

京都撮影所を支える主力監督としてプログラムピク

チャーを撮りつずけた三隅研次。また国産初の７０

ミリ映画『釈迦』の監督としても有名。 

  姉に藤村志保、妹に若柳菊。藤村志保は島崎藤

村の名高い小説『破戒』のヒロインに抜擢され、芸

名に島崎藤村の「藤村」主人公「志保」を得て「藤

村志保」としたことはあまりにも有名） 大女優京マ

チ子、山本富士子の後継者として期待され、この作

品は一本立ちのきっかけを作った作品。 

 ▼当日は英国の気象観測史上１５０年ぶりの猛暑に

もめげずたくさんの人が参加してくれました。感謝

です！ 次回（７月１８日）は３７歳の若さで、癌

のため夭折してしまった「雷さま」こと名優『市川

雷蔵』の遺作ともゆうべき名作『ある殺し屋』（京

都市民映画祭賞受賞）『ある殺し屋の鍵』の二作品

を一挙上映いたします。乞うご期待！！（文責渡辺

道英） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事会だより 

6 月定例理事会 7 日（水）17:30〜18:00 

主な討議内容とお知らせです。 

◉ 故スチュアートたきこ会員のご家族から JA へ

£5000 寄付がありました。 

◉ メンバーズカードは次年度会費納入以降に発行予

定です。 

◉ へンドン墓地の杉の木が隣の松の日照を遮る為

£380 で伐採しました。 

◉ 二水会担当の宮村理事は今年度中は務めて頂けま

す。 

◉ テニス同好会承認、他全ての同好会での怪我等は

個人責任とする。 

◉ SKT:  7 月 2 日 

◉ ENJA コペンハーゲン大会参加報告 

 （別掲載）当会報５～６ページに記載 

 

 

 

山本郁子 

グリーブス邦子 

 

シェイラ文野 クーパー矩子 

ジョンソン妙子 竹内みどり 
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同好会のお知らせ 

1、開催日時 2、場所 3、住所 4、詳細 

5、担当者 6、備考 

＜ウォーク＞  

   当会報 6 ページ目に記載 

＜合唱カラオケ＞ 

1 7 月 6 日  (第 1 木曜日). 13:0０～16:00 

2 カラオケ エポツク 

3 30 Brewer Street, London W1 

徒波書房の奥 

4 飲食持ち込み自由 

5 竹内 07774 476 293 

6 要予約 
 

＜スマホ/iPad/iPhone＞ 

1 7 月 11 日 (第２火曜日 (13:30ー

16:00)  

7 月 25 日（第４火曜日）  (13:30ー

16:00) 

2 あべのレストラン地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 wifi の接続の仕方とアプリダウンロードと

その使い方などモニターで説明 

講師なし情報交換の場です。レベルに関係

なく楽しく皆んなで IT 情報を披露しあいま

しょう。今更聞けない質問大歓迎です。 

情報交換は ipad にとどまらず多岐な話あり

茶菓子も多岐持込大歓迎 

マイカップ持参 

5 担当者： 浜口理枝   rie036@gmail.com 

      高嶋正明、上田陽子  
6 会員£２、非会員£5 

 

＜スケッチ＞ 

1 7 月 12 日.(第 2 水曜日)  11:00 

2 Holland park 駅 

3 地下鉄   セントラル ライン 

4 動物を描くので 自分にあった描き方 に必要

な道具  画材 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 

孔雀  りす  小鳥などがいるので  ピーナッツ 

やパンなど彼らの好物を用意 

＜映画鑑賞＞ 

1 7 月 18 日(第 3 火曜日) 12:20～16:00 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 特別 短篇二本立て 

[ある殺し屋] 

 監督 森  一生    主演 市川雷蔵 

 成田三樹夫   野川 由美子 他 

 [ある 殺し屋の鍵] 

  監督  森  一生 

 主演 市川雷蔵 西村晃 野川由美子 他 

5 渡辺 07783426113 

竹内 07774476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 
 

 

 

 

 

     今後の行事予定 

 

01-Jul 土 グリーンコーラス 

03-Jul 月 バラ見会リージェント公園 

05-Jul 水 定例理事会 

06-Jul 木 合唱カラオケ 

11-Jul 火 スマホ/iPad/iPhone 

12-Jul 水 スケッチ 

12-Jul 水 二水会 

12-Jul 水 テニス同好会発足 

13-Jul 木 歩く会 

18-Jul 火 映画鑑賞 

19-Jul 水 7 月原稿締め切り日 

20-Jul 木 俳句 

21-Jul 金 NALC 例会 

22-Jul 土 NALC ヨガ 

25-Jul 火 スマホ/iPad/iPhone 

27-Jul 木 紅葉会 

29-Jul 土 東支部懇親会 

09-Aug 水 テニス 

14-Aug 月 墓地清掃 

30-Aug 水 南支部懇親会 

10-Sep 日 ゴルフ大会 

15-Sep 金 英国春秋秋号原稿締切 

16-Sep 土 NALC ヨガ 

 

 

編集後記： 6 月半ばから 1 週間近く続いた猛

暑、皆様にはいかがお過ごしだったでしょうか？ 

一般家庭にクーラーを置かずに過ごせる湿気のない

過ごしやすさが身上の英国に戻った感のある現在で

す。 

  さて、今回の会報は何時もより大きく紙面を割

き、世界が直面する「高齢化問題対策」を見事に成

功させたモデルケースのデンマークを、今年度の

ENJA コペンハーゲン大会に参加した JA 理事お二

人に詳しくご報告いただきました。 
  それでは引き続き爽やかな夏を満喫できますよ

うに。         編集チーム 

 

＜食べ歩き＞ TBD 

    来月号にてお知らせ 

mailto:浜口理枝　%20%20rie036@gmail.com

