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英国日本人会会員の皆様、明けましておめでとうご

ざいます。皆様それぞれ良い新年をお迎えになった

ことと存じます。 

昨年英国では、ハリー王子の婚約やカズオ・イシグ

ロさんのノーベル文学賞受賞といっためでたいこと

もあれば、テロの度重なる発生、６月の総選挙以降

の政治の不安定化など、良くないニュースもいろい

ろありました。しかし、こと日英関係については、

春の安倍総理訪英、８月末のメイ首相訪日など両国

首脳や多数の閣僚の訪問が行われ、経済、安全保障、

文化等あらゆる面で関係強化に弾みがつきました。

英国における桜の植樹構想が、佐野会長はじめ関係

者のご尽力により、共同声明において両首脳に歓迎

される運びとなったことも特筆すべきでありましょ

う。昨年種が蒔かれたこの植樹プロジェクトを、今

年は芽が出るように育てていきたいものです。 

今年は明治維新１５０周年でもあります。１８６０

年代に英国に留学した長州五傑をＵＣＬのウィリア

ムソン教授が温かく受け入れたことや、明治政府の

お雇い外国人の半数以上が英国人であったことなど、

日本の近代化に英国が大きな役割を果たしたことに

あらためて思いを馳せてみる良い機会です。今年英

国の EU 離脱交渉が正念場を迎える中、１５０年前

の貢献への恩返しというわけではありませんが、日

本として英国に注文をつけつつも寄り添っていくこ

とが大事ではないかと思います。英国日本人会のこ

の国に根ざした活動も、良好な日英関係の発展を支

える意義深いものであると考えます。 

また、日英交流史の中で英国に骨を埋めた先達同胞

が多数いたことも忘れてはなりません。今年創建８

２年となるヘンドンの日本人墓地を守っていただい

ている英国日本人会の関係者の皆様に深く感謝申し

上げます。 

墓地の管理のみならず、福祉部や様々な懇親会・同

好会の活動、そしてジャパン祭りへの貢献など、英

国日本人会の会員の皆様の大変精力的な活動には目

を見張るものがあり、私はいつも皆様から元気をい

ただいております。この２０１８年、皆様がお元気

で幸せに過ごされますよう、心から願っております。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

佐野会長よりの新年のご挨拶 

 
新年明けましておめでとうございます。 

皆さんの英国日本人会は会の発足以来今年で 22 年

目を迎えます。1996 年に会を始めた時の精神は相

互扶助であり将来の福祉をお互いに支え合って行き

たいと言うものでした。当時まだ 50 歳代そこそこ

で有った多くの設立参加者は自分も含めて 70 歳代

の半ばに成っています。時の過ぎるのはまさに光陰

矢の如しであります。 

 

初代会長であられた故平久保さんが今この会をどう

見ておられるだろうか？等と思い出すのも自分自身

が年を取ってきた証左かと思う今日この頃です。多

くの部会がご担当責任者の良きご指導で活躍されて

います。本当にご苦労様です。全てが、順調とはい

えませんが理事お一人お一人が心を尽くしてボラン

ティア活動を部会の皆様と一体でなされている事に

心から敬意を表するものです。 

 

戦前には、柔術家で英国の柔道の父とまで称された

小泉軍司が「同胞会」を自分の柔道場から起こして

おった様です。ヘンドンの皇国同胞の墓はその流れ

であったのでしょう。戦前の多くの偉人に敬意を表

し、与えられた今の我々の存在を皆さんと共に大切

に維持し将来の若い人々に引き継いで行けたらと願

うものです。改めて会員の皆様のご健康とご多幸を

心より祈念させて戴きます。 

 

どうぞご家族ともども良い戌年であります様心から

願っております。 

 

佐野 圭作 

英国日本人会 会長 

 
☆   ☆   ☆ 

 

2017 年度忘年会が盛大

に開催 

 
１２月１６日（土）午

後１時より、恒例の英

国日本人会忘年会が、

在英日本大使館の宇山

総領事ご夫妻始め、５

名のゲストをお迎えし、

参加者７０名で盛大に

開催されました。 
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Jgourmet よりの年末に相応

しい美味しいお弁当に舌鼓をう

ち、その後腹ごなしに全員で

「きよしこの夜」、佐野会長か

ら独唱で始まった「上を向いて

歩こう」を歌って、一休憩。そ

の後、現在イギリスで活躍中の若手日本人バイオリ

ストの小町碧さんの演奏

を堪能しました。 その

後のクイズでは、クイズ

担当者のウィットに富ん

だ進行で、会場は爆笑。 

ラッフル、オークション

と続き、「蛍の光」を全

員で歌って、予定通り午

後 4 時半に終了しました。        

ウィンター記 

 
☆   ☆   ☆ 

 

二水会一月休会のお詫びと二月のお知らせ 
 
新年おめでとうございます。 

本年も宜しくお願い申し上げます。 

 

２０１８年１月の二水会は講演者等の都合により休

会となっております。ご連絡が大変遅くなりました

ことを深くお詫び申し上げます。 

 

二水会担当  宮村 創 
 

日時：2 月 14 日（水） 18：30 より 

演題：「私が見た独裁者たち－中東を中心に」 

講師：片山哲也（時事通信社ロンドン支局長） 

 

講師プロファイル： 

１９９３年に時事通信社入社。２００１年よりカイ

ロ、ニューデリー、ニューヨークで特派員を務める。

アラブやインド亜大陸、カナダ、国連など約３０カ

国・組織をカバー。この間、イラクのフセイン大統

領、リビアのカダフィ大佐、エジプトのムバラク大

統領、パキスタンのムシャラフ大統領と、一癖も二

癖もある「独裁者」が失脚していくのを目撃した。 

 

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：

mailto:nisuikai@japanassociation.org.uk(宮村) 

 

☆   ☆   ☆ 

 

理事会報告 
 

＊年次総会は２月２２日（木）午後５時半より、

Bloomsbury Baptist Church （紅葉会 

 と同じ会場）開催。 

＊飯塚忠治氏を理事として理事会で承認。 

＊英検事務業務が JＡ管理管轄となる。 実際には実

務は外注とする。 

＊東日本大震災７周年を迎えての追悼Vigilが行われ

ます  

 日時： ２０１８年３月１１日（日曜日） 午後

２時半から４時半 

 場所： St. Margaret Westminster Abbey 

（ウェストミンスター寺院の敷地内にあ  

 る教会です。)上記の二時間、教会が一般公開され

ている時間帯は、出入り自由です。 

 （詳細は追ってお知らせいたします） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 
 

1 月は入会、 なし。     退会 ２名 

    

現在会員数 E 会員 ２１２名  E プラス ５３名 

一般会員７２名（名誉会員含む）計３３７名  

（会費未納者１２名を含む） 

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。 

 

会員証発行の件 

１０月に会員証を１１月に発行とお知らせいたしま

したが、２０１８年１月１８日に発行いたしました。  

発行が遅れます事をお詫び申し上げます。  

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。 

電話 07957548023 会員部 ウィンター千津子 
メール membership@japanassociation.org.uk 

 

JA 会員特典サービス協賛店リスト 

 

特点協賛店につきましては、飲食店はこの会報に記

載しましたが、その他にもビューティー関係とかが

あります。詳しいことや最新の情報は JＡのウェブサ

イト http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービ

ス協賛店リスト/をご参照ください。 

 

（2017 年 11 月現在） 

協賛店 
住所・電話 ・ホームページ・連絡先 

サービス内容 

●飲食● 

So 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン 

3-4 Warwick Street London W1B 

5LS  02072920767 

http://www.sorestaurant.com/  

ディナー１０％オフ 

Cocoro 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン

（Marylebone 

店） 

31 Marylebone Lane London 

W1U 2NH  02079352931 

http://cocororestaurant.co.uk/en/  

£12 のランチ 10 回で£12 のランチ

１回 

mailto:nisuikai@japanassociation.org.uk
mailto:メールmembership@japanassociation.org.uk
http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト
http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト
http://www.sorestaurant.com/
http://cocororestaurant.co.uk/en/
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Cocoro 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン

（Bloomsbury 

店） 

25 Coptic Street London WC1A 

1NT  02074360550 

http://cocororestaurant.co.uk/en/  

£12 のランチ 10 回で£12 のランチ

１回 

Cocoro 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン（Highgate 

店） 

232 Archway Road London N6 

5AX  02088340600 

http://cocororestaurant.co.uk/en/  

£10 買い上げ毎に１ポイント、10 ポ

イントで£10 までのランチまたは寿司

の Take away 

Benihana 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン（Piccadilly 

店） 

37 Sackville Street London W1S 

3EH  02074942525 

http://www.benihana.co.uk/  

ランチ、ディナーは 10％引き 

Benihana 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン（Chelsea 

店） 

77 King’s Road London SW3 

4NX  02073767799 

http://www.benihana.co.uk/  

ランチ、ディナーは 10％引き 

Tokimeite｜全

農レストラン 

23 Conduit Street London W1S 

2XS  02038264411 

http://www.tokimeite.com/  

食事 10％引き 

Miyama 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン（Mayfair 

店） 

38 Clarges Street London W1J 

7EN  02074933807 

http://www.miyama-

restaurant.co.uk/ 

  ほうじ茶無料 

Miyama 

Restaurant｜

日本食レストラ

ン（City 店） 

17 Godliman Street London 

EC4V 5BD  02074891937 

http://www.miyama-

restaurant.co.uk/ 

ほうじ茶無料 

Ittenbari  一点

張り 

84 Brewer Street London W1F 

9UB  020872871318 

お茶無料 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

紅葉会 2 月のお知らせ 
 

日時：2 月 22 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) 

 

講演テーマ：アンティエイジイング 

講演者：小幡洋子 KOTOHA Cosmetics London 

ダイレクター 

講演要旨：アンティエイジングをテーマに、アンテ

ィエージングの食べ物、美容法を織り交ぜながら、

肌の仕組みから基本となるスキンケアーの紹介。 

また、小幡さんご自身のスキンケアー製品を JＡのメ

ンバーでシルバーの会員（６５歳以上だそうです）

は今回と限らず、毎回 10％オフで提供いただいてい

ます。当日も、購入希望者は現金でも、カード支払

可能です。 

 

久しぶりに女性にとても関心のあるお話です。  

どうぞ、皆さま、お友達もお誘い合わせの上、ふる

ってご参加ください。 

 

参加費 会員 4 ポンド 非会員 5.5 ポンド 

  

お問い合わせ     

winter@japanassociation.org.uk     

電話     07957548023 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

福祉部だより 
 

福祉部 2018 年度初例会 
１月９日（火）に今年度初の福祉部例会が開かれた。

東西南北の支部担当者が参加し、高齢会員の見守り

プロジェクトを中心とする積極的な話し合いがもた

れた。担当者一同の積極的なボランティア活動に温

かいご支援ご理解をお寄せください。 

 

●南支部  
ストロークに襲われた会員が会話が出来るほど回復

という報告に参加者一同安堵。 

      

●北支部       

  
近年、都会の喧騒や世の中の急速な変化のせいか、

うつ病に悩む会員の報告が散見される。見守りの範

囲を高齢会員から年齢幅を拡大して対応する必要が

あることが報告された。   

   

●東支部   
ご高齢の高松氏は大変お元気という報告に全員が喜

んだ。転倒して歯が欠けた会員の報告もあり、足の

筋肉を衰えさせない、ヨガ、散歩、水泳などのエク

ササイズの習慣化を奨励する。  

   

●西支部     
認知症を発症し、施設に入居中の会員を定期的に見

守っている、との報告があった。  

     

●支部統括担当へのリクエスト  

      
自分の住居区とは異なる支部に名前が記入してある

会員が何人かいるのでその点を本人に確認した上で、

支部会員リストを更新して欲しい、という要望があ

った。    

http://cocororestaurant.co.uk/en/
http://cocororestaurant.co.uk/en/
http://www.benihana.co.uk/
http://www.benihana.co.uk/
http://www.tokimeite.com/
http://www.miyama-restaurant.co.uk/
http://www.miyama-restaurant.co.uk/
http://www.miyama-restaurant.co.uk/
http://www.miyama-restaurant.co.uk/
mailto:winter@japanassociation.org.uk
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●２月例会     

      
昨年まで福祉部例会日を毎月第一火曜日と決めてい

たが、今年から変化を持たせて 2 月の例会を第三水

曜日の 21 日とする。然し全員揃って参加出来る日

を決めるのは困難なため本年はその日を例会日とし

て行っていきたい。例会後は階上のレストランに移

り新年会ランチを楽しんだ。（鍋島記） 

  

各支部の活動報告 
 

●東支部懇親会のお知らせ 
懇親会を下記に開催いたしますので是非ご参加くだ

さい。いつものように和気あいあいの雰囲気の中、

２０１８年の抱負などを語りながら楽しい時間を過

ごしましょう！ 

  

日時：2018 年 2 月 10 日(土）12 時 30 分より 

場所：Hare & Tortoise(Blackfriars 支店）90New 

Bridge Street, EC4V 6JJ 

レストランのメニューからお好きなものをお選びく

ださい。予算は 15 ポンドから 20 ポンドくらいと

みておいていただけると良いかと思います。 

参加ご希望の方は下記までご連絡ください： 

E メールの場合：田口晴恵 harue.t@hotmail.co.uk    

お電話の場合：山崎栄子 020ー8858ー9404  

当日の緊急連絡：07840219028（田口） 

 

●西支部懇親会のお知らせ 

西支部の懇親会は以下の通り開催いたします。

西支部以外の会員の方も大歓迎ですので万障お

繰り合わせの上参加お待ちしております。 

ご参加ください。 
日時： 2 月 28 日（水曜日） １２時半より 

会場： EAT TOKYO 

会費： １３ポンド（予定） 

住所 :１６ OLD COMPTON STREET, 

LONDON W1D 4TL（地下鉄レスタースクエアー

とトッテンハム コートロードの中間にあり 

 ます。サイトを見てください ） 

電話： 020ー7439－９８８７  Web site ：

www.eattokyo.co.uk/soho 

連絡先：山本 郁子：imandry@tiscali.co.uk 

    携帯  ：０７９７９ ５９６ ４７１ 

竹内みどり 携帯 ０７７７ー４４７ー６２９３ 

 

●南支部懇親会のお知らせ 
南支部は下記の通り、3 月に懇親会を予定していま

す。ふるってのご参加お待ちしています。 

日時  :  ３月 8 日(木)     12:30 - 15:00 

会場  :  レストラン 海 

             30 York St., Twickenham, TW1 3LJ 

            電話 ： 020 8892 2976 

            最寄駅  : ①Twickenham 駅 (South 

Western Train/ Waterloo 駅より) 

駅を出たら左折し、真直ぐに大きめの信号まで歩き

(約 5 分)、信号を渡り、すぐ左折(York St), バス停

を過ぎたところの右側。 

   ②Richmond 駅より(道路を渡らず) バス、490,  

R68, R70, H22  にて、York Street 下車(約 10

分), レストランは、来た方向に少し戻る。 

申込締切 :  ３月１日(木) 

会費  :  ￡11 ( お茶、10%サービスチャージ込み) 

担当 : 川西弘子、小野宣美 

連絡先 :  川西弘子  01932 248 142 携帯(当日

のみ).: 07979816673 

 a.alibert@ntlworld.com  

小野宣美    携帯(当日のみ) : 07496101834 

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 位 

 

下記の 5 種類のメニューから選んで出席申し込みの

際にお知らせください。 

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 

 

●北支部懇親会の報告 
毎回お世話になっている Cocoro Restaurant の予

約が取れず、今回初めて南部亭で新年会を開催。懐

かしい鍋焼きうどん、サンマ塩焼き定食などの家庭

的なメニューに皆さん満足されたと思います。話題

豊富なお喋り

であっという

間に懇親会は

幕を閉じまし

たが、その後

も近くの

Francesca 

Italian Cafe

でお喋りを続

けて解散しま

した。 

 

 

 

ナルク UK 活動報告 
 

2018 年度初のナルクＵＫ例会が 1 月 18 日（木）

に、恒例のアベノ・レストラン地下会議室でホワイ

トハウス新事務局長、ナップＩＴ担当、山崎コーデ

ィネーター、シェーラ経理担当、竹中副代表とウィ

ンターＪＡ事務局長の参加で開催され、下記の議題

を中心に新年度の抱負などが話あわれた。 

      ナルク UK 事務局とコーディネーター人事に

ついて 

多忙な現役生活の中、チームのボランティア活動を

率先してきたホワイトハウス・コーディネータが竹

中事務局長の後任に決定。なお新コーディネーター

も募集中。 

 

mailto:a.alibert@ntlworld.com
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 新年度のワークショップを企画 

要望の高いエンディングノート・ワークショップ第

二弾を 3 月下旬開催予定。 

 ロンドンのセント・バーソロミュー病院内に

著名な米設計家により新たに建造された「マギー

ズ・キャンサー・ケアリング・センター見学会を企

画。日程等の詳細は後日紹介。 

 高齢者向けヨガ教室を新年度も引き続き開催 

次回のヨガは 1 月 27 日（土）15:00-16:00 

＊次回ナルク例会予定：2 月 13 日（火）11：00

＠アベノ地下会議室 

 

福祉コラム 
 

2018 年が幕を開けました。会員の皆様には健やか

に新春を迎えられたこととお喜び申し上げます。本

欄は、読書三昧を兼ねた寝正月で英気を養いました。

特に感銘を受けた一冊がありましたので一部をご紹

介します。京セラ創設者、稲森和夫著の「考え方」

（大和書房）と題する本です。 

 

 人生の方程式 

若い頃、中学、大学、就職試験をことごとく失敗し

た著者が見出したのが「人生の方程式」である。人

生の結果は、 ①能力、②熱意、③考え方という三

つの要素を掛け算の答えで表すことができると言う。

先ず「能力」だが、これは頭

の良し悪しや身体的能力を含

む、生まれながらに備わった

要因である。次が「熱意」で、

偉大な業績も一歩一歩の積み

重ねでしができないことから、

一生懸命情熱をもって頑張る

努力を意味する。つまり、後

天的に自分の意志で決めるこ

とができる。最後の「考え方」

は、その人の思想、哲学、理念、信念など、人とし

て生きる姿勢の総称である。そしてこの「考え方」

こそが、最も大切な要素で、人生方程式の結果を大

きく左右することになる。なぜなら、どれほど才能

に恵まれようが、どれほど熱意をもって努力しよう

が、考え方が間違っていたら、マイナスを掛けるこ

とになり、人生は無残な結果に終わる。例えば、物

事がうまくいかない理由を、言い訳、不平、不満、

妬み、相手の攻撃などの考えを持つ場合、結果はマ

イナスとなる。能力が高ければ高いほど、熱意が強

ければそれだけ、負の値が大きくなり、マイナスの

幅が拡大する。逆に、苦難に遭遇しても、「いつか

きっと明るい未来がくる」と信じて、前向きに、一

生懸命努力する、というプラスの考え方をすれば、

能力が劣っていても、素晴らしい人生の結果を得る

ことができる。実際、２兆３千億円もの巨大負債を

抱えて経営破たんした日本航空の再建に乞われて無

給で参加した際、この人生方程式を適用し、わずか

３年で飛躍的な業績の向上を達成した。人生方程式

の正しさが見事に立証されたのである。日航の失敗

は、「考え方」を誤り、心を失い、才に溺れると必

ず失敗する、という人生方程式の典型例といえる。 

 

プラス思考には、前向き、肯定的、建設的、協調性、

真面目、正直、検挙、努力家、利己的でなく、感謝

の心を忘れず、善意に満ち、思いやりなどの考え方

が含まれる。 

マイナス思考には、後ろ向き、否定的、非協力的、

悪意、意地悪、他人を陥れる心、嘘、傲慢、怠け、

利己主義、不平不満、他者への恨み妬みなどがあげ

られる。 

 

 人間社会をよりよい方向に導く利他の心 

自分勝手で利己的な考え方をずっと巡らせている人

は、その考えと同じように、人間性や人格がえげつ

ないものに堕落する。逆に、思いやりに満ちた優し

い「考え」を抱いている人は、知らず知らずに思い

やりに溢れた人柄になっていく。「世のため人のた

めに」どれだけ尽くしたか、という事実だけが死後

に残され、富も名声も残らない。美しい心がなけれ

ば、世のため人のために尽くすことはできない。 

 

自分のことはさておき、人のために尽くそう、とい

う美しい心は、人生の羅針盤となり、最高の勲章で

ある。優しい思いやりに満ちた心と行動は、相手に

よいことをもたらすのみならず、必ず自分に返って

くるものである。美しい心をつくる最善策は、「苦

労」とか「苦しみ」を磨き粉にして心を磨くことで

ある。苦労を不満としたり、世の中や他人を恨んだ

り妬んでいては、心を磨くことはできない。心が汚

れるだけである。 

 

これは水の流れに例えると分かりやすい。たらいの

水を相手の方に押しやれば、たらいの中で結局自分

の方に戻ってくる。同様に、人に喜びを与える行為

は、おのずと自分に戻ってくる。これぞ仏様の「利

他の心」という教えである。「自分、自分」という

利己心は、周辺との間に軋轢を生じさせ、悪い方に

自分を追いやる。利他の心があれば、思いやりの心

で周囲と接するため、潤いある平和で幸せな社会が

築かれ、一人一人の運命も好転する。人の行為の中

で最も尊いものは、他人のために貢献することであ

る。 

 

 愛に満ちた心は宇宙の意志 

すべてのものを進化発展させる流れを「宇宙の意志」

と考える。この意志は、愛，誠、調和に満ちており、

一人ひとりの思いが発するエネルギーがそれに同調

するか、反発しあうかによって、その人の運命が決

まる。もともと宇宙は一握りの素粒子から始まった。

それは一瞬たりとも現状に留まらず、進化を繰り返

し、現在の宇宙を形成した。この過程を振り返ると、

神羅万象あらゆるものを進化発展させる方向に導く

流れ、言い換えれば、すべてをいつくしみ、育てて

いく意志が存在するとしか考えられない。人間が心

で思い、実行することを、宇宙の意志はすべて押し

進めようとする。だから、その波長がぴったり合っ
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た時、人生は好転する。宇宙と反対の利己的考えを

持てば、宇宙の流れに逆らうことになり、悪い結果

となる。純粋で正しい心で人生を送れば必ず宇宙が

助けてくれる。 

 

2018 年も、会員の皆さんとご一緒に利他の心で進

化発展させたいと強く希望します。今年も会員の皆

様のご理解ご支援をよろしくお願いいたします。

（Ｔ） 

☆   ☆   ☆ 

 

 
 

BENIHANA Piccadilly 

店 Chelsea 店 

 

2 月限定で JA 会員

へのスペシャルオフ

ァー！ 

*牛丼 2 ポンド(プラ

スサービスチャージ) 

土日の週末も可です。 

皆さんのお出でをお

待ちしています。 

 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

俳句を学ぶ会の報告 
 

１２月２１日（木） 

 

１２月の俳句の会は新人のウィーラーさんを交え１

２名が出席。メンバーは全部で１５名なので、これ

以上増えると限られた時間内に収まらないので今の

所、定員締め切りとします。 

 

ー舞う雪の花散るごとき手のひらに       

バンダースケイフ 日出美 

ー枯れ葉踏み度重なりし野辺送り        

広瀬 信子 

ー鍋に煮えて外は木枯らし二人きり       

ウィーラー  由美 

来月の季題は「初夢」です。 

新年を迎えての良い句がみられますよう期待します。 

 

クーパー 矩子 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

第 26 回食べ歩き会同好会のお知らせ 

 
２０１８年 2 月 23 日(金) 

12.30pm 

Aqua Nueva Spanish Restaurant 5th Floor 

240 Regent St. London W1B 3BR 

(020-7478 0545) 

 

参加ご希望の方は sumiko.scott@btinternet.com OR 

020-8340 9063 までご連絡ください。 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

歩く会報告 

 
日時 : 1 月 11 日(木) 

コース : Tate Modern 

まず、1900 年以降の,ピカソ、ダリ、デガ、マチス、

アンディ ウオーホ

ール等の作品を観賞

後、加わった、ガイ

ドツアーでは、現代

アートのツアー、日

本人の作品の説明も

あり、学ぶこと大の

歩きでした。私達の

会話にも熱が入り、

解散は、予定の 4

時を、とうに過ぎた,５時近くとなりました。（川西

弘子） 

 

 

 

 

写真は、日

本人アーチ

ストの作品 

 

 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

mailto:sumiko.scott@btinternet.com
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文集部よりのお知らせ   
 

春号の原稿を下記要項で募集

いたしますので、奮ってご投

稿下さい。文集発行は４月初

旬を予定しています。 

  

『英国春秋』２０１８年春号 

タイトル  ： フリー又は 

春号特集「私からのちょっと

一言」（提言、苦言、箴言な

ど日頃の思いを、政治家、組織・企業・団体  Brexit, 

有名人宛へ） 

  

原稿締切 ： ２０１８年３月１５日（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 

 

☆   ☆   ☆ 

 

1 月度映画鑑賞の報告 

 

１月１６日（火曜日）13；００〜 

上映作品『富士山頂』（石原裕次郎プロ制作）原

作；新田次郎 脚本；國弘威雄 監督；村野鐵太郎 

撮影；金宇満司、照明；椎葉昇、録音；紅谷擅一、

美術；横尾嘉良、音

楽；黛敏郎 

主演；石原裕次郎、

勝新太郎、渡哲也、

山崎努、芦田伸介、

東野英治郎、宇野重

吉、佐藤充、中谷一

郎 

市原悦子、星由里子、古谷一行、露口茂、清水将夫、

神山繁 加藤武 田中邦衛 橋本力 酒井修 

青山良彦 浜田光夫 鈴木瑞穂 信欽三 今福正男 

ほか新劇人（民芸座、俳優座、文学座）多数 

 

襲い来る雪崩れ、

吹きすさぶ暴風雨、

大自然の極限を克

服し遂に富士山山

頂にレーダーを作

り上げた。 

これは日本人の勇

気を謳ったドラマ

だ！今や日本経済

映画の後の楽しいダンス     は世界のトップレ

ベルにあり、鉱工業生産並びに日本で生み出した各

種製品は全世界のマーケットに出回っている。丁度

この映画が製作された時代は日本の基幹産業が急速

に伸長した頃であった。 

一方戦後の貧しい時代を支えてきた映画産業は不況

の真っ只中で、次々と老舗の撮影所が倒産、中村錦

之助（東映）はじめ三船敏郎（東宝）、勝新太郎

（大映）石原裕次郎（日活）が独立プロを創り世界

のマーケットに進出、大成功を収めた。こうした作

品の代表作品がこの『富士山頂』である。（文責渡

邉） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

スケッチ会報告 

 

1 月 10 日   今季初めての室内 "レストランあべの"

さんの 地下に集合した 。 そしてこれも又久々の人

物クロッキーを行った。一人を 10 分で描く。 これ

を出席者の数だけ描いて練習し気に入った一枚に手

を加え提出して貰った。   今回の絵は皆さんそれぞ

れ素晴らしい。 色使いにも工夫がありそれぞれの個

性表現の努力を感じた。 クロッキーに手 を加えて仕

上げた人達の作品の中にも、細やかな表現が素晴ら

しい物もあつた。情けないのは自分の物のみで、皆

さんがこんなに上達して下さるとやりがいを感じる。 

次回には"静物" を、そして我々の展示場 ("一点張り"

二階) も一年経つので、新たな作品に入れ替えようと

思っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古澤いくこ ハーテイ ミエ 

 

竹内みどり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山本 郁子 プランケット 咲枝 グリーブス  邦子 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

シェイラ  文野 ジョンソン 妙子 田口邦子 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 

映画の後の楽しいダンス 
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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 2 月 14 日(第 2 水曜) 

2 11:00    レストラン"あべの"地下 

3 ４７ Museum. St.  London. WC1A 

4 水彩で  静物を描く予定    厚手の 水彩用 画

用紙  絵の具  水  などを用意 

5 竹内      07774 476 293 

＜合唱カラオケ＞ 

1 2 月 7 日   14:00～16:00 

2 カラオケ エポツク 

3 30 Brewer Street, London W1F 0SS 

徒波書房の奥 

4 飲食持ち込み自由 

5 竹内 07774 476 293 

＜スマホ/iPad/iPhone＞ 

1 2 月 13 日 &2 月 27 日(第 2 & 4 火曜) 

13:30～16:00 

2 “あべの”レストラン地下  

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 WiFi 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 rie036@gmail.com 

6 会費：会員£2 非会員£５ 

＜映画鑑賞＞ 

1 2 月 20 日(第 3 火曜) 13:00～16:00 

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 

出演  渥美清     嵐 寛寿郎    三木のり平  

   ( マドンナ)  真野 響子 

5 渡辺  07783 426113 

竹内  07774 476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

 

*各種イベント参加者へのお願い* 

イベント参加中に起きた怪我・事故は自己責任にお

いて処理され、主催者の責任でないことをご了承く

ださい。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 

 

2018 年 1 月～3 月の行事予定 

 

日付   行事予定 

1 月 23 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

1 月 25 日 (木) 紅葉会新年会 

1 月 27 日 (木) NALC ヨガ 

2 月 7 日 (水) 合唱カラオケ 

2 月 10 日 (土) 東支部懇親会 

2 月 13 日 (火) 
スマホ/iPad/iPhone  

ナルク例会 

2 月 14 日 (水) 
スケッチ 

二水会 

2 月 15 日 (木) 会報締め切り 

2 月 20 日 (火) 映画同好会［男はつらいよ］ 

2 月 21 日 (水) 福祉部例会 

2 月 22 日 (木) 
年次総会 

紅葉会 

2 月 23 日 (金) 食べ歩き同好会 

2 月 27 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

2 月 28 日 (水) 東支部懇親会 

3 月 8 日 (木) 南支部懇親会 

3 月 11 日 (日) 東日本大震災追悼 Vigil 

3 月 15 日 (木) 文集締め切り 

3 月下旬 
 

NALC ワークショップ 

 

編集後記： 

ずいぶん前から読む本はほとんどが Ebook にな

ってしまっているのですが、最近はそれも面倒に

なって Audio Book です。去年からは図書館

から借りられる Audio Book を愛用していま

す。タブレットやスマホ／iPhone に Libby とい

う App をダウンロードし、図書館のカード番号

とパスワードを入力するとアッと驚くほどの何千

何万もの Ebook とか Audio Book が借りられ

ます。それもタダで。Ebook で良かった事は知

らない単語あればそれをたたくとすぐ辞書がでて

くることでした。それが Audio Book ではでき

ないのですが、いくつかわからなくても本筋には

問題ない、と深く考えなければいいのです。寒い

冬でもわざわざ図書館に出かけなくても本が借り

られるし、期限になればなにもしなくても自動的

に返却になります。日本の図書館もこういうサー

ビスをやってくれないでしょうか。海外からも借

りられたら、素晴らしいことです。(sk) 

 

尚、随時投稿ご意見をお待ちしていますが、特に

ロンドン以外の地域にお住いの方々のお話などを

楽しみにしています。編集チーム一同  
newsletter@japanassociation.org.uk   

事務局：secretary@japanassociaion.org 

mailto:rie036@gmail.com
mailto:secretary@japanassociaion.org

