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「ふれあい」をテーマとするジャパン祭りは、今年

で９回目を迎えます。

トラファーガー広場で

開催されるこの祭りが

ロンドン市民、企業社

会をはじめ、お子さん

からお年寄の誰もが主

役となってお楽しみ頂

けるような「手づくり」

のイベントにするよう

実行委員会一同頑張っ

ております。つきまし

ては、ジャパン祭りの

趣旨にご賛同いただき、

会員の皆様からの温か

いご支援ご協賛を賜り

ますよう心よりお願い申し上げます。 

 

   日時：９月２４日

（日） 

   運営協賛 

ジャパン祭りの運営

費（目標額￡2000）

にご協力お願い申し

上げます（金額は問

いません） 

小切手宛先 JA   

小切手送付先 JA

事務局 Japan 

Association in the 

UK、 c/o JEIB, 1st 

Floor 3 London 

Wall Buildings London EC2M 5PD 

銀行振込：Nat West Bank Sort Code: 56-00-

23 

口座名：Japan Association in the UK    

口座番号：２６０２７６０７    

  

  物品協賛 

JA ブースでの販売品の提供を受け付けております。 

お問い合わせは JA 特別イベント部にお願いいたし

ます。 

満山 yoshio.mitsuyama@gmail.com 07958 955 

931 

小野 nobumirobins@yahoo.jp   

藤田 fujisachi@aol.com 

    
    

 

 

 

ヘンドン日本人墓地清掃供養報告 

 

好天に恵まれた 14 日（月）お盆の墓地清掃、供養

が行われました。 

 

在英国日本国大使館より、飯田公使、宇山総領事夫

人、竹内領事のご参加がありました。会員、非会員、

お孫さんなど多数の皆様のご参加で、和気藹々と清

掃、植木の剪定、雑草取りなどに取り組み励みまし

た。 

  

清掃後、佐藤主管、博子様のお盆の供養、読経に耳

を傾けこの地にて永眠された方々のご冥福を祈りま

した。 

 

 記念写真を皆さんで撮って頂いた後、解散となりま

しが、有志の方は近くのコーヒーショップへ、と向

かいました。 

  

ご参加いただきました皆様、ありがとう御座いまし

た。心よりお礼を申し上げます。（参加者３８名） 

 

藤田 〔墓地管理 部） 

 

 

参加者の方より 

  

＊本日は好天候の中、たくさんの同志達と共に、綺

麗に清掃された御墓の前で一緒に供養することが 

出来て幸せな気持ちにさせられました。 

 

藤田様やお手伝いの方々、ありがとう御座いました。 

お礼を申し上げます。   （ 節子、ピール） 

  

＊日本人墓地の清掃と供養の行事に参加させて頂き、

感謝しております。〔秋葉重辰、早苗） 
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mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
mailto:nobumirobins@yahoo.jp
mailto:fujisachi@aol.com


JA Web Page: http://www.japanassociation.org.uk/                   忘れな草 Web Page: http://www.wasurenagusa.org.uk/ 

紅葉会９月のお知らせ 

 

日時：９月２８日（木）１時４５分より（開場１時） 

会場：Bloomsbury Baptist Church マイナス 1 階 

235 Shaftesbury Avenue London     

WC2H 8EP (最寄駅 Tottenham Court       

         Road/Holborn) 

 

９月の例会では久しぶりに「皆さんの会」を予定 し

ています。当日の会について良いご提案のおありの

方はどんどん、お知らせください。また、J 

Gourmet より、10 ポンド程度のお弁当の注文を予

定しております。  

 

ご希望の方は、９月２２日（金）までにお申し込み

下さい。申し込みの数が１０個以下の場合には残念

ながら、お弁当の注文はいたしませんので、ご了承

ください。紅葉会のアイディア、お弁当注文につき

ましては下記にメールをいただけるか、お電話をい

ただけると幸いです。楽器を演奏出来る方、何か皆

さんで遊べるアディア、または、皆さんに披露でき

る特技をお持ちの方、大歓迎です。思い出深い写真

なども公開するのもいいと思います。また、ジャパ

ン祭りの後ですが、紅葉会バザーも行う予定です。 

ジャパン祭りには持ってこられなかったけれど、紅

葉会には何かと思っていらっしゃる方、よろしくお

願いいたします。 

winter@japanassociation.org.uk     
 電話     07957548023 

☆   ☆   ☆ 

二水会のお知らせ 

次の二水会は９月１３日(水)ですが、講師への交渉中

のため、後日一斉メールにて詳細をお知らせします。

会場と会費は毎月通りです。 

◉ 会場： Farm Street Church (114 Mount 

Street, London W1K 2AH) （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 2 名の新入会員がありました。 

   

新入会員  敬称略 

 -正田 衛(687)  - 福原 亮(688) 

        

現在会員数 E 会員 219 名  E プラス 45 名 

一般会員 85 名（名誉会員含む）計 349 名 

 

毎月１5 日までに申し込まれた新入会員が会報に記

載されます。また、先月もお知らせいたしましたが、

８月、９月にご入会の方は、会員費を 1 年間分いた

だきますが、「Taste of Japan Association」と

いう意味で、次回更新時、10 月までの２ヶ月分をフ

リーにさせていただきます。どうぞ、お知り合いで

まだ、JＡに加入していらっしゃらない方をお誘いく

ださい。 

 

 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。 

 

電話 07957548023 会員部 ウィンター 千津子 

メール

mailto:membership@japanassociation.org.uk 

 

☆   ☆   ☆ 

理事会だより 

 

8 月臨時理事会 2 日（水）17:30〜20:00 

主な討議内容とお知らせです。 

 

◉ JA ジャパンハウスに名称変更を総会で発表 

◉ メンバーズカードは年内に発送する 

◉ 会報原稿〆切毎月第 3 水曜日厳守 

◉ 9 月 24 日(日曜日)ジャパン祭り盆踊りは今年度

は行わない 

◉ 英国春秋 20 周年特集号を 10 月発行予定 

  ☆   ☆   ☆ 

 

「つなぐ」のは何か」－ 日本語・文化 － 
 

「日系デイアスボラ研究」をされている東洋大学の

三宅和子教授が JA 会員の皆様に御協力を頂きアン

ケート調査されました。英国に根を下ろし日本人が

自らと家族の言語使用、継承、日本との関係，終の

棲家、アイデンティティーをどのように捉えている

かを探った調査とその関係についてのお話になりま

す。 

 

講演の最後の一部で「忘れな草」プロジェクトから

のビデオ インタビューも紹介されます。 

 

日時：９月１６日（土）１４時 ― １７時 

会場：SOAS, University of London, WC1H 0XG 

( 部屋番号 B102) 

講師：三宅和子氏（東洋大学日本文学文化学科教授） 

ゲスト： ウイリアムズ・モモコ氏 

申し込み先：＿Tel: 020 3102 5021  

Email: info.language@jpf.org.uk   

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 

 

支部活動報告 

 

東支部懇親会報告  

 

7 月 29 日（土）開催の東支部懇親会は、恒例とな

っている Blackfriars の Hare & Tortoise で 16 名

の参加で開催されました。最初に 5 月 27 日に亡く

なられた久我会員に一分間の黙祷を捧げました。メ

ニューからそれぞれがお好みを選んで美味しく頂き

ました。皆さんの顔が見えるようにテーブルを四角

mailto:winter@japanassociation.org.uk
mailto:nisuikai@japanassociation.org.uk
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に囲んで一人一人経験談等を話しながら、大変に和

やかな雰囲気の中で楽しい懇親会となりました。次

回は六か月先の予定です。（田口記） 

 

北支部懇親会のお知らせ 

 

日時: 2017 年 9 月 22 日 (金)  

          12.30pm より 14.30 pm まで 

会場:    Cocoro Japanese Restaurant 

住所:    31 Marylebone Lane, London  

           W1U 2NH（最寄駅 Bond Street） 

Tel.:     020 7935 2931 

会費:  ￡13 

担当者:  グリーブズ邦子 スコット純子 

連絡先: 

電話番号: 020-8952  7453    0784 9922082                       

               (Greaves) 

              020-8340 9063    0748 4112259 

                  (Scott) 

Email :  kunikogreaves@yahoo.co.uk 

           sumiko.scott@btinternet.com            

 

Cocoro 特製の美味しいお弁当です。今回は

1.00pm からでなく 12.30pm からですのでお間違

えのないようにお集まりください。なお締切日は９

月１８日(月)です。参加費£13 はお釣りのないよう

ご準備願います 

 

西支部懇親会のお知らせ 

 

日時：    9 月 14 日 (木) 

    12 時 30 分より 

会場：  EAT TOKYO （いつもと同じ場所です） 

住所： 16 OLD COMPTON STREET,       

LONDON W1D 4TL 

会費：    会員￡13 予定 非会員 

担当者： 山本郁子 

     竹内みどり 07774476293 

連絡先：   電話番号 07979596471 

     E-mail imandry@tiscali.co.uk 

西支部以外の方も歓迎ですので万障繰り合わせの上

ご参加ください。 
 

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 3LJ   Tel. 020 

8892 2976  

最寄駅：  Twickenham National Rail(South 

West Train)、 Waterloo, Wimbledon, New 

Malden, Kingston からも乗れます。 

T 駅を出たら、左折、真っ直ぐ大きな信号まで歩き

（約５分）、信号を渡ってすぐ、左折(York St.)、バ

ス停を過ぎた右側。  

又は、Kingston/Surbiton バス 281、  London 

Road で下車  

又は、Richmond 駅側バス、490、Ｒ68，Ｒ70， 

22 York Street で下車  

（約 10 分）、レストランは来た方向に少し戻る。 

申込締切日： 8 月 23 日（水） 

申込先：川西 01932 248 142 

a.alibert@ntlworld.com 

会費： £11 (お茶,１０％サービスチャージ込）当日 

 mobile：川西 07979 816 673（当日のみ） 

小野 07528 402 346（当日のみ）  

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 

メニューは、下記の５種類より選び、出席申し込み

の際にお知らせください。 

全てランチボックスです。 

 １．寿司弁当 ２. 刺身弁当 ３．チキン照焼弁当  

 ４．サーモン照焼弁当 ５．チキンカレー 

 皆様の参加お待ちしております。 担当 川西弘子・

小野宣美 

 

ナルク UK 活動報告 

 

８月例会の議事録 

 

ナルク UK 事務局例会が 2017 年 8 月 8 日（火）

にアベノ地下会議室にて７名の事務局員参加で開催

され、以下の議題が討議された。 

 

ナルク会員名簿の更新と入力 

ボランティアのポイントは 2014 年まで遡ってして

加算 

JA 主催イベントとナルク主催イベントの得点を以下

の通りとすることを再確認 

ナルク主催のイベントやワークショップへの参加（1

点） 

上記の受付役員等お手伝い／JA 主催イベントや同好

会のオーガナイザー（１点） 

ナルク主催イベントは自己申請不要だが、JA 主催イ

ベントは自己申請が必要（ナルク事務局による把握

が困難なため） 

 

ボランティア活動 

 ハリス春子会員宅の植木剪

定のボランティア要請に対し、

田中会員が２日間サービスを

提供。 

横田けいこ会員が日本祭り販

売用の品を提供。当日朝 8 時

にトラファルガー広場に搬入

するボランティアを高嶋会員

が提供の予定。 

恒例の 8 月度ヨガワークショ

ップ開催。 

JA のサイトについて 

サイトの一部更新が滞ってお 

お元気な春子さん   り、その解決をナルク事務局                    

か          から JA サイト運営者の杉森

氏に更新を鈴木理事を通じて要請。 

mailto:kunikogreaves@yahoo.co.uk
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
mailto:imandry@tiscali.co.uk
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ナルク海外拠点の新設立について 

 

デンマークの日本人会（Klub Japan）よりナルク

拠点設立の希望が日本本部に寄せられたが、国際部

の役員交代時期と重なるなどの本部の事情により、

ナルク UK に拠点設立の指導の依頼があり、前向き

な対応を決定。 

 

9 月度コーディネータ例会は 9 月 12 日（火）

11am @アベノ地下会議室にて予定 

 

 

NALC ヨガ報告 

 

8 月 12 日（土）、ロンドンの北  Islington の

Yogabase で NALC Workshop アイアンガーヨガ

が、大西敬子さんの御指導の下、開催されました。   

アイアンガーヨガとは、各種補助具を使い、弱い部

分を強くし、硬い部分を柔らかくすることで、身体

の動きをよりスムースにしたり疲労を回復させるな

どの効果があります。当日は、指導の大西敬子さん

を含めて 9 名の参加で、通常のエクササイズに加え、

椅子を利用した捻転・屈伸運動をして、いつもより

体が軽くなった感じでした。ヨガの後は、近くのパ

ブで皆さんとおしゃべりをして楽しいひと時を過ご

しました。 

 

 
 

 
 

ナルク・エンディングノートのワークショップ 

 

人生の最終ステージに差し掛かり、行動力、判断力、

コミュニケーション力が衰えたり喪失する前に、

様々な準備をしたり、人生を総括することはとても

大切なことです。残された者の迷惑にならないよう、

物理的、社会的関係を整理して、ご自分の希望を記

録するためのノートは「エンディングノート」と呼

ばれています。その草分け的存在が日本のナルク本

部により２００３年に作成され、ロングセラーとな

っております。 

 

ナルク UK は、このノートをテキストとして、英日

の法制度の違いを含む、様々な問題をご一緒に考え、

整理、記録するお手伝いの機会を下記の通り企画し

ました。どなたにとっても欠かせない、大切なワー

クショップです。会員・非会員の区別なく振るって

ご参加ください。 

 

日時: 9 月 30 日（土）14:00-16:00 

場所: Farm Street Church 別館 

住所：114 Mount Street, Mayfair, London W1K  

   3AH 

参加費：ナルク会員 4 ポンド 非会員 6 ポンド 

 

参加希望者は nalclondon@gmail.com に 9 月 26

日（火）までにご連絡下さい。 

 

 

 

福祉コラム 

 

ノーモア・ヒロシマ！ ノーモア・ナガサキ！ 

8 月 6 日が今年も巡ってきた。ロンドン北部のビク

トリア公園の桜の木の下で、毎年、地元有志が開催

するヒロシマ・デーに、JA 有志も参加した。大きく

育った桜の木は暴風雨で倒れていた。新たに植えら

れた若木に、平和を象徴する紙製の白鳩が羽ばたい

た。参加者は、即席の祭壇を囲んで平和を祈り、核

廃絶の日を夢見て歌った。8 月は戦争や死について

思うことの多い月である。二つの原爆の日と終戦の

日。そして、祖先や先達をしのぶお盆が巡ってくる。 

シベリア抑留の経験をもつ詩人の石原吉郎氏が、原

爆を含む大量殺戮は「名を奪う死」である、と書き

残している。「死においてただ数であるとき、それ

は絶望そのもの。人は死において、ひとりひとりの

名を呼ばれなければならないものなのに。」 広島、

長崎の被爆による死亡者の総計は７２年間で６０万

人に達するという。 

 

「長崎は今日も雨だった」「雨のオランダ坂」など、

長崎を歌う戦後の歌は、みじめな雨と結びつくもの

が多い。「それは、まぎれもなく原爆の記憶」と、

分析する向きもある。真っ青に晴れ渡った広島と長

崎の上空で原爆がさく裂したのは、７２年前の 8 月

6 日と 9 日。人類が絶対に忘れてはならない、消し

去ってはならない殺戮の記憶である。偶然そこに居

合せたことで背負わされる過酷な運命は、誰の身に

も起こりうる。 

 

「被爆二世にまつわる新聞記事をこっそり読んでい

た息子は、もしかしたら、わが身にも、と、被爆を

密かに恐れている。だが、被爆一世の母親には、そ

の不安を隠すのだ。」と、原爆の語り部と呼ばれた

林京子氏は回想記に残している。戦争とは無縁のは

ずの孫子までが苦しまねばならない悲劇は、こうし

て後世に引き継がれる。唯一の被爆国である日本は、

原水爆の恐怖のない平和な世界を実現するため、声

高に全世界に訴え続ける責任があることを忘れては

ならない。 

 

自身も被爆二世の俳優兼シンガーソングライター、

福山雅治氏作詞による「クスノキ」に、ノーモア・

ヒロシマ！ノーモア・ナガサキ！の悲願を託そう。

そして来年は千羽鶴で祭壇を飾ろう。 
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我が魂はこの土に根差し／決して朽ちずに決して倒

れずに／我はこの丘 この丘で生きる／幾百年越え／

時代の風に吹かれ／片足鳥居と共に／人々の営みを

／歓びを かなしみを／ただ見届けて／我が魂は／

奪われはしない／この身折られど この身焼かれども

／涼風も爆風も／五月雨も黒い雨も／ただ浴びてた

だ受けて／ただ空を目指し／我が魂はこの土に根差

し／葉音で歌う 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

長崎の被爆クスノキ 

 

 
☆   ☆   ☆ 

 

テニス同好会報告 

 

当初 8 月 9 日（水）に開催予定でしたが、雨の為一

週間延期となり、8 月 16 日（水）に開催されまし

た。当日は、天候にも恵まれ、5 名の参加で、2 時

間みっちりとストローク練習をしました。テニスの

後は、近くでお茶をして、楽しく歓談しました。 

 

 
 

 

9 月のテニス同好会のお知らせ 

 

開催日時 : 9 月 13 日（第二水曜日）13:00 - 

15:00 

場所 : Princess Park Manor Tennis Court 

住所 : Princess Park Manor, Royal Drive, Friern 

Barnet, London, N11 3FL (Piccadilly Line 

Cockfosters 方面の Bounds Green 下車、

Edgware 行きの Bus Route 221 に乗車、8 つ目

の Bellevue Road で下車徒歩 3 分、又は Bounds 

Green の次の駅の Arnos Grove で下車、徒歩 13

分、又は National Rail New Southgate 駅下車、

徒歩 7 分）  

詳細 : 毎月第二水曜日に 2 時間、良く整備された上

質のテニスコート 2 面を利用して、テニスを楽しん

でいます。テニスのレベルを問わず、テニス愛好者

は大歓迎です。更衣室・シャワールームは併設され

ていませんので、テニスの出来るウェアーで、テニ

スラケット・シューズ持参でご参加ください。 

担当者 : 高嶋喜代子 07702 049 639 

kiyoko.takashima@outlook.com 

備考 : 会員・非会員を問わず参加可。テニスコート代

は無料。 

 

 
 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

俳句を学ぶ会より報告 

 
８月１７日 出席： 九名 

 

季題：  秋風 

 

◉ 夏帽子 汗を拭いて 棚の中      上田陽子 

 

◉ 二人して 出かける夜の 無月かな 西脇ゆう子 

 

◉ 秋風や 揺るる笹の葉 くもの糸   

                                   ヴァンダースケイフ日出美 

 

９月は２１日が句会の日です。 

問い合わせ先：クパーのり子 020 7828 5255 

 

来月の季題は “秋時雨” です。今月の皆の作品

を英国春秋に載せます。 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

第 2 回ゴルフ同好会お知らせ 

 

 

日時           ：８月 31 日(木),  午前

11 時スタート 

場所            :  Pine Ridge Golf Club         

(                   (Camberley, GU16 9NX) 

                     www.pineridgegolf.co.uk 

 

mailto:kiyoko.takashima@outlook.com
http://www.pineridgegolf.co.uk/
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          又は、South Buckinghamshire G.C 

         (Park Road, Stoke Poges, SL2 4RJ   

         www.thesouthbuckinghamshire.co.uk                             

 

対象者       :  ゴルフ経験者 (初心者以外) 

会費          :  ゴルフコースによって、21 ポンド  

        又  は 16 ポンド (プレー代のみ) 

締切日      ； ８月 22 日(火) 

当日幹事   :   川西 (a.alibert@ntlworld.com) 又は 

満山 (yoshio.mitsuyama@gmail.com) 

ゴルフ場は、締め切った後に詳細を連絡させていた

だきます。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

歩く会のお知らせ 

 

日時                 :   ９月 9 日(土) 

集合場所と時間  :   National Rail, Kingston 駅改札

口  10 時 15 分 集合 

National Rail, Waterloo 駅 ９時 44 分発、

Kingston 駅着 10 時 13 分 

バス 715  10 時 48 分発 West End Lane, Esher

下車 

バスは一時間に一本なので遅れないように。 

コース              ；   18 世紀の造園家 Capability 

Brown 等が造園した、National Trust,  

Claremont Landscape Garden を２時間ほど散策。 

当日は Heritage Day で入場無料 

帰りは、15 時 06 分 又は 16 時 21 分のバスで、

Kingston 又は Surbiton へ 

その他             :    お昼は、着いたら、ピクニックラ

ンチ(園内にカフェあり) 

小雨決行 

歩く会の、オーガナイザーはオーガナイズする事を

目的としており、事故や怪我に関して自己責任でお

願いいたします。 

解散時間         :     ５時―6 時 (Kingston) 

担当者            :      川西弘子 

連絡先            :     電話 01932 248 142 

                       携帯 07979816673 (当日のみ) 

メール : a.alibert@ntlworld.com 

 
☆   ☆   ☆ 

 

文集部からのお知らせ 

 
文集『英国春秋』秋号を、下記要項で原稿募集いた

しますので、奮ってご投稿下さいますように。 

尚、本号はＪＡ20 周年記念号として、その関連記事

も掲載する予定です。この 20 年間で楽しかった思

い出や、イベント等をも綴っていただければ嬉しい

限りです。 

 

『英国春秋』秋号  

タイトル  ： フリー又は秋号特集「私のとって

おきの話」（幽霊を見た話、泥棒にお金を返しても

らった話、素晴らしい人に出会った話・・・）、        

または、「英国日本人会と私」 

 

 

 

 

原稿締切 ：  

２０１７年９月１５

日（金）ただし原稿

は随時受付） 

 

字数 ： Ａ４ ２

～３枚 （出来れば

ワード添付） 

 

 

送付先： ogawa@japanassociation.org.uk  

または  Mrs M Hodgson, 492 Canterbury 

Way, Herts, SG1 4ED     

☆   ☆   ☆ 

 

iPhone/iPad 同好会報告 

 

8 月 8 日（火）、iPhone/iPad

同 好 会 が Tottenham Court 

Road 近 く の 日 本 レ ス ト ラ ン

Abeno の地下会議室で、新人の

方 3 名を含む 13 名の参加で開

かれました。iCloud とは何か、

Calendar の古いデータの表示方法、Music Sheet

の検索・PDF フォーマットでの iBooks への保存方

法、Line の App のダウンロードの方法、最近実際

に起った事例としての credit card の不正使用のトラ

ブル等々、多岐に亘る活発な Q&A や情報交換が行わ

れました。初参加の方からは、大変有意義で今後も

参加したいとの有り難いコメントを頂きました。 

 

 
 

☆   ☆   ☆ 

 

スケッチ同好会報告 

 

8 月 9 日   TowerHill 駅に集合 。 生憎の雨、それも

朝から、シトシトと 切れ目無く一日中降り続いたと

いう最悪のコンディション。こんな天気で何人出て

http://www.thesouthbuckinghamshire.co.uk/
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
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来てくれるだろうと心配したが何と 9 人の参加とな

った。 駅の西側に海軍の戦没慰霊と昔の処刑場跡の

ある小公園があり、人通りも少なく ベンチも多いの

で、絵を描くには 最適と思っていたのに 残念ながら

の雨。 どうしたものかと思っていたら誰かが角のパ

ブを見つけた。中に入ると２階もあり、ロンドン塔

やタワーブリッジも良く見え雨のせいか空いていた

ので 、そこで描く事に決まった 。鉛筆でサッサと始

める人、水彩で描く人、  写真を撮る人、 １時間は

直ぐに過ぎた。  ランチは Blackfriars の日本レスト

ランへ。   暖かい場所でリラックスして食べた和食

はことの外美味しくかんじた。 

 

  
 

古澤いくこ         クーパーのりこ 

   
 

 シェイラ文野      ジョンソン妙子 

 
 

 田中くにこ       ハーティみえ 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

             山本郁子 

     
グリーブスくにこ      竹内みどり 

 

☆   ☆   ☆ 

 

映画同好会の報告 

 

２０１７年８月１５日（第三火曜日）１２：３０〜 

上映作品はジェームス・ディーン主演『エデンの東』

（米国 WB1955 年製作） 

監督；エリア・カザン 

出演；ジェームス・ディーン、レイモンド・マ ッセ

イ、ジュリー・ハリス他 

スタッフ；脚本ポール・オズボーン 原作ジョン・

スタインベック 

音楽；レナード・ローゼマン  

 

圧倒的な心理描写。ジェームス・ディーンを一躍ス

ターにした本作品の持つメッセージは、今なお私た

ちの心に鋭く突き刺さって来ます。 

 

▼ファーストシーン；ジェームス・ディーン扮する

キャルは近くの漁港で賭博場の女将をしている 

母ケート（ジョー・ヴァン・フリート）に一人でそ

っと会いに来た。現実の母は幻の母とは違って、何

か老醜が鼻について嫌だった。 

 

▼ラストシーン；母親は死んだ、とばかり思ってい

た双子の兄アーロンは、目前の自堕落な母の姿に 

ショックを受け自暴自棄の揚句、軍隊に志願してし

まった。それを知った父親は、これまたショックで

倒れてしまった。脳卒中である。今は心からキャル

を愛するようになっていたアーロンのガールフレン

ドのアブラは、キャルがどんなに父親の愛情を欲し

がっているかを心を込めてアダムに説いた。人を愛

する者の心からなる愛の言葉は、頑なな父の心を溶

かした。（文責渡邉道英） 

 

 
 

 

 

☆   ☆   ☆ 
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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 

＜スケッチ＞ 

1 ９月１３日 （水） 

2 Warwick Aveneue  ST  改札口 

3 地下鉄 Bakerloo line 

4 カナル(運河)の景色を描きましょう 

5 竹内 07774 476 293 
 

＜合唱カラオケ＞ 

1 ９月７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 ９月１２日  (第 2 火曜) 13:30〜16:00 

９月２６日  (第４火曜) 13:30〜16:00 

2 あべのレストラン地下 

住所 47 Museum Street  

London WC1A 1LY 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 Wi-Fi 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予定。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 

初めての方はメールでその旨連絡をお願い

します 

5 浜口、高嶋、上田 rie036@gmail.com 

6 会費：会員£2 非会員£５ 
 

＜映画鑑賞＞ 

1 ９月 1９日 (第 3 火曜) 12:30〜１６:００ 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 [男はつらいよ] 

 監督 山田洋次  主演  渥美清  倍賞千恵子   

光本幸子    (シリーズの第一作   この一作

から  長いシリーズが始まりました) 

5 渡辺 07783426113 

竹内 07774476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 
 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 9 月のスケジュール 

 

日付 行事予定 

22/08/2017 (Tue) iPhone/iPad 同好会 

30/08/2017 (Wed) 南支部懇親会 

31/08/2017 (Thu) ゴルフ同好会 

05/09/2017 (Tue) 福祉部例会 

07/09/2017 (Thu) 合唱カラオケ 

09/09/2017 (Sat) 歩く会 

10/09/2017 (Sun) ゴルフ大会 

12/09/2017 (Tue) スマホ/iPad/iPhone  

12/09/2017 (Tue) ナルク例会 

13/09/2017 (Wed) 二水会 

13/09/2017 (Wed) テニス同好会 

13/09/2017 (Wed) スケッチ 

14/09/2017 (Thu) 西支部懇親会 

15/09/2017 (Fri) 英国春秋秋号原稿締切 

16/09/2017 (Sat) NALC ヨガ 

16/09/2017 (Sat) 三宅和子氏講演-日本文化 

19/09/2017 (Tue) 映画鑑賞 

20/09/2017 (Wed) 会報原稿締め切り 

21/09/2017 (Thu) 俳句同好会 

22/０9/2017 (Fri) 北支部懇談会 

24/09/2017 (Sun) ジャパン祭り 

26/09/2017 (Tue) スマホ/iPad/iPhone  

28/09/2017 (Thu) 紅葉会 

30/09/2017 (Sat) NALC エンディングノート 

 

 

 

 

 

 

報編後記：全くのシロウトで始めた編集ですが、ほ

んのちょっと慣れた感じ。先月に続き超簡単料理で

す。マヨネーズ：ハンドブレンダ

ーとそれが入るぐらいの筒型の入

れ物（あきビンなど）。ビンに卵

一個を割り入れ、からし小匙一、

酢かレモン、塩コショウを少し。

ブレンダーを一番底にいれ、一二分掻きまわすだけ。

あまりの簡単さに、どうして今までマヨネーズを買

っていたのだろう、と疑問に思うほどです。きっと

みんながこれを始めたら、キューピーとかヘルマン

の経営が傾くから、秘密にしておかないと、という

彼らの陰謀にちがいない。 

 

随時投稿ご意見をお待ちしています。（ｓｋ）

newsletter@japanassociation.org.uk   

事務局：secretary@japanassociaion.org 

  

mailto:rie036@gmail.com
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mailto:newsletter@japanassociation.org.uk　
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