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5 月理事会だより 
 

5 月の理事会での討議事項（理

事会 5 月 8 日） 抜粋 

★4 月の紅葉会で行った「理事

と会員の懇談会」を今後も年に 1 度の割合で行いたい。 

★個人情報保護法（GDPR）の会員への通知について。 

★第９回欧州日本人大会は、2019 年 6 月 5 日（水）

～7 日にドイツのハイデルベルグにおいて、①在欧邦

人の健康・福祉・高齢化問題 ②日本語教育の二大テ

ーマで開催される。 興味のある会員は自由に参加で

きる（但し、全経費は自負担）。詳細は委員会より追

って報告される。 

★二水会案内をジャーニー、英国ダイジェスト等に２

—３ヶ月掲載、参加者を募る。 

 

理事会質問コーナー 

理事会への質問は 

secretary@japanassociation.org.uk までお送りく

ださい。  (なお個人的質問にはお答えできませんので

ご了承ください) ご質問、回答につきましては翌月の

会報に、また理事会にかける必要のある事項について

は 翌々月の会報に載せさせていただきます。質問を

お送り下さる際、会報に掲載希望有無を必ず明示下さ

るようお願いいたします。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 
 

5 月の新入会者 

—高橋 広美（716）                              

以上１名 

     

現在会員数 E 会員 ２１６名  E プラス ５５名 

一般会員７１名（名誉会員含む）計３４２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。 

 

JA 会員特典協賛店 

 

JA 会員特典協賛店詳細につきましては JＡのウェッブ

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。 

協賛店詳細は随時ウェブサイトを更新しております。 

また、お知り合いで協賛店に参加されたいとお考えの

方がありましたら、是非お知らせください。尚、組織、

改訂された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。 

 

年会費半額オファー 

本年度も４月以降ご入会の方は次期会費更新時（１０

月 1 日）までの会員費を半額とさせていただきます。 

良い機会ですので、お知り合いでまだ会員でない方に

ご案内ください。 

 

電話 07957548023 会員部 ウィンター 千津子 

メール  membership@japanassociation.org.uk 

電話 07957548023   

  

☆   ☆   ☆ 

 

5 月二水会報告 
 

5 月 9 日（水） 18：30 より 

参加人数１５名で講師の 松浦留美子様に下記演題でお

話いただきました。 

演題：「あなたの愛が伝わっていますか？」 

この中で受動的な聞き方 

能動的な聞き方、聞き方にもそ

の効果が大きく違う事を講演の

中で演習＜実例＞を参加者と共

にしていただきました。 

多くの参加者から参加したこと

で今まで見えなかったことが見

るようになったかも知れないと

いうコメントも頂きオーガナイ

ザーもほっとしました。 

お話の中で「権力、暴力は影響

力と反比例する、というのは名

言でした。」というコメントも

参加者のお一人から頂いています。 

二水会は参加されますときっといいことがあります。 

 

宮村前二水会部長、お疲れさまでした！ 
 

宮村さん、3 年間お忙しい状況

の中、二水会の幹事をご立派に

盛り上げて来られて、大変感謝

しております。責任感バリバリ

の性格でとても爽やかなお人柄

でした。3 月の最後のセミナー

では講師を囲み、宮村さんへのお疲れ様の乾杯をして

労をねぎらわせて頂きました。また奥様のお茶のお手

伝いも忘れることは出来ません。ありがとうございま

した。           

 

6 月二水会のお知らせ 
                 

日時：6 月 13 日（水） 19:00 より 

演題：梨園か離縁か？：歌舞伎の始まり 

file:///C:/ja/kaihou/201805Kaihou/secretary@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
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歌舞伎の世界は「梨園」といった上流階級なイメージ

がある。ただし、歌舞伎の始まりにさかのぼると河原

乞食やら非人やら、差別の対象になっていた。徳川時

代のはじめに、歌舞伎はどのような環境で生まれ、社

会とどのような接点を作り、時代が経つとそれらはど

のような変化を見せたのか。この発表でそのような変

化を解説したいと思います。 

 

講師：   アラン・カミングス氏 (Dr Alan Cummings) 

 

プロフィール：ロンドン大学（学部）、早稲田大学

（修士）、ロンドン大学（博士）を卒業。現在、ロン

ドン大学東洋アフリカ研究所（SOAS）の講師。歌       

舞伎をはじめ、日本の古典芸能・古典文学専攻。歌舞

伎や俳句などの英訳を出版。 

 

会場：  Farm Street Church, 114 Mount   

               Street, London W1K 3AH 

      https://farmstreet.org.uk/contact/ 

 

会費：       £５（JA 会員）£８（非会員） 

 

参加申し込み：  iizuka@japanassociation.org.uk 

(飯塚忠治) 

 

 

「二水会オーガナイザーのご挨拶」 

 

私たちは日本の歴史を中学、高校で学びましたが、学

んだ内容は断片的であり、その時代に起きた重要事象

の年代と、何が起きたか？ぐらいで歴史を紐解くまで

には至っていないことが多かったと今更ながら気付か

されます。 

６月の会ではカニンガム氏に歴史に育まれ現代は日本

文化の代表の一つとして世界的にも認知されている日

本伝統文化の歌舞伎について歴史を遡り深く掘り下げ

た観点からの興味の尽きないお話を日本語でしていた

だけます。英国で日本の伝統文化の真髄を知ることの

出来るまたとない機会です。 

皆様のご参加をお待ち申し上げます。 

 

☆ 講演の後の講師をお囲みしての懇親夕食会も予定

しています。この二水会で多くの方たちとお知りあい

になっていただき英国生活を楽しいものにしていただ

ければ幸いです。 

 

紅葉会４月の報告 
 

日時  ４月２６日（木）13:45-16:00 

場所  Bloomsbury Baptist Church 

参加者  ３７名 

司会  ウインター千津子 

受付  シェーラー文野、飛田まゆみ 

お茶当番 竹内みどり、有志 

会計  フィップス勢津子 

報告  ギブソン小池和子 

 

第１部  

１ 新入会員なし 

２ 各部報告お知らせ  詳細は会報の各部報告欄

を参照 

３ 皆で歌いましょう 指揮 田村陽子 ピアノ 

ウインター千津子 

４月誕生日歌マック睦子さん、古沢イク子さん

 ４月の歌 『朧月夜』『早春賦』 

４ ラジオ体操 

  

第２部 今月のイベント 『理事と会員の懇親会』 

JA 設立以来初の試みとして、理事会への希望、不明点

等の質疑応答が活発に行われました。まず会長より JA

の発足からこれま

での歩み、特にチ

ャリティ団体とな

って活動の公共性

が重要になったこ

と等、ご挨拶。そ

の後質疑応答。 

 

主な質疑応答 

 

収入と支出  寄付金、会費、イベント収入、

英検請負収入等は一般の収入として JA 名義の銀行口

座に入金される。各部の必要経費は出金伝票をベース

に支出を行っている。日本館設立のための資金は、使

途限定資金として別勘定となっている。毎年の各部予

算は申請書を基に、理事会で決定される。現在のとこ

ろ収入の方が支出を上回っている。 

  

決算   各部からの支出報告（領収書

つき）を経理部がまとめ、独立の会計監査に提出され

る。総会での決議事項の１つとなっており総会への欠

席者は委任が可能である。 

 

理事の選出  理事の推薦または自己推薦は

全て理事会にはかられる。理事会で候補者の賛成が得

られない場合には総会にて出席者（委任状も含む）の

半数以上の賛成が必要である。 

 

会長、副会長の選出  総会後の最初の理事会

において出席理事の投票により決定される。 

 

チャリティ団体の意味は？  Public benefit のため

の活動をすること、例えば日本祭りや墓地の世話など

はそれに含まれる。JA は日本語を話す人々（Public）

のための活動をする団体としてチャリティステータス

を獲得した。 

 

ジャパンハウス設立の進捗状態  現在全世界で３箇

所のみ（ロサンゼルス、サンパウロ、ロンドン）で設

立が進められている。ロンドンは設置場所が住宅街の

ため認可に時間がかかった。日本人建築家のデザイン

により、今年 6 月 21 日が開館、一般公開は 22 日か

ら。 

 

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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個人に関わる問題で質問があったが、懇親会での質問

事項として相応しくないと会長が回答。 

 

紅葉会 6 月のお知らせ 
 

日時 ６月２8 日（木）１時４５分より（開場１時） 

会場 Bloomsbury Baptist Church 地下１階 

住所  35 Shaftesbury Avenue, London WC2H        

8   ８EP 

 最寄駅 Tottenham Court Road / Holborn 

講演テーマ 『筆一本、日本～中国～イタリア～ イ 

ギリス』 ギリス』 

講師  書道家 小平多起さん 

 

長野県飯田市出身の小平さんは 9 歳より書道を習い、

2008 年中国政府特待生として国立中国美術学院 にて

中国書法と篆刻 美術学修士学位を取得。2009 年より

ローマ在住。 

2011 年東日本大震災復興支援企画への参加をきっか

けにイタリアでの書道活動を開始、以降イタリア内外

で書道講座、個展、パフォーマンス等幅広い活動を展

開し「世界一うつくしい文字、漢字」の魅力を発信中。

ロンドン訪問を機にロンドンをとても気に入って JA

の会員にもなってくださいました。 

講演内容は、 

・ 中国で書道を学んで 

・ イタリアで書道を教えて見えたもの 

・ 書道の本当のおもしろさ 

・ ロンドンでしたい私の書道 

・ 書道実演 

 

今年 1 月 2 日 

ロンドン ジャ

パンセンター 

パントン店で

の書き初めデ

モンストレー

ション ” 凧

（たこ）” 

 

参加費  会員 4 ポンド  非会員 5.5 ポンド 

連絡  koyokai@japanassociation.org.uk  

07962−905−866 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

福祉部だより 
 

福祉部活動報告 

 

福祉部５月例会開催 

 

２０１８年５月１６日（水）、ファームストリート教

会小会議室にて、飛田まゆみ、シェイラ文野、グリー

ブス邦子、ジョンソン妙子、ヴァンダースケイフ日出

美の 5 名の参加により、各支部の見守りプロジェクト

その他を中心に福祉部の 5 月例会が開催された。 以

下は議事録の抜粋：    

 

東支部：（担当：ジョンソン） 

東支部の見守り 対象者の近況に関する報告以下の通り。

ほぼ全員が年齢相応の健康を維持している。M 会員夫

人が重度の糖尿病で、老々介護の厳しい状況だが、ご

主人は支部懇親会に参加を希望している上、ご自身の

健康管理のため、歩行などのエクササイズを心がけ、

血圧計を入手し朝晩二回測定するなど前向きな対応に

安堵。一人暮らしの 80 歳過ぎの被見守り会員は、自

宅を売却中で落ち着かない状況だが、売却後はご子息

宅の近所に移転を計画していると、こちらの情報も担

当者一同を安心させてくれた。また、紅葉会参加をご

希望の高齢会員が単独で会場まで来られないので、当

日の付き添いを検討すべきだろう。 

 

南支部： （担当：川西／小野／シェイラ） 

担当者二名が欠席で報告はなかったが、特に不安な高

齢者が不在であり、目下、安定した状況。東支部担当

者がニューモルデンの施設入居中のＳ夫人を見舞って

くれているとの報告に一同感謝。 

 

北支部： （担当：グリーブス／スコット／ヴァンダ

ースケーフ） 

特記事項なし。  

 

西支部：（担当：山本／シェイラ／フィップス） 

ナーシングホーム入居中の認知症会員を二名の担当者

が見舞った。その際、会話が英語だった。これまで美

しかった皮膚が赤みがかってきになったと報告。 

 

その他 

10 年近く寝たきりの会員の法的後見人問題は 5 人チ

ーム体制で対応中。福祉部員でない藤田会員の友人

（元日本大使館勤務シェフ）の件は、援助が必要な状

況とのことで、JA 入会を勧めるよう検討。事務局に赤

十字より問合せのあった、施設入居中の高齢男性に関

しては、本人の希望を事務局が確認した上で福祉部が

対応することを確認。 

 

部長不在で参加者の少ない例会だったが、 充実した 

ミーティングとなった。６月の福祉部例会は、ナルク 

と合同で竹中 宅にて 開催。（ヴァンダースケイフ記） 

 

支部懇親会報告 

 

東支部からのお知らせ 

東支部懇親会の詳細は、来月号をご覧ください。 

 

西支部からのお知らせ 

次回は 9 月開催の予定です。7 月の会報にてお知らせ

いたします。 

 

南支部懇親会のお知らせ 

        30 York St., Twickenham TW1 3LJ 

日時 : 8 月 30 日(木) 

会場:  レストラン「海」 

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
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  担当者: 川西、小野 

尚、詳細は６月会報をご覧ください。 

北支部懇親会のお知らせ 

２０１８年 5 月 25 日(金)12 時 30 分～14 時 30 分 

会場:            Nambu-Tei 

住所:            209A Baker St., London NW1 6AB   

電話：          020-7486 5026 

最寄駅:         Baker Street North Exit  

申込締切日:   2018 年 5 月 21 日(月) 

会費:            £12 (デザートなし、お茶、サービス込 

み)               み） 

申込先:        グリーブズ邦子

(kunikogreaves@yahoo.co.uk)(020-8952 7453)    

スコット純子(sumiko.scott@btinternet.com) (020-

8340 9063) 

お申込と同時に下記の menu をお知らせ下さい。 

１．鳥照り焼き定食 

２．豚生姜焼き定食 

３．さんま塩焼き定食 

４．鯖塩焼き定食 

５．鍋焼きうどんセット(稲荷と太巻き付き) 

６．鴨南蛮そばセット(稲荷と太巻き付き) 

 

 

ナルク活動報告 

 

ナルク UK の月例会が 5 月 15 日

（火）に Farm Street 教会小会議室にて 4 名が参加

して開催され、以下の議題が討議された。 

 

ナルク一斉メールについて ：ナルク UK 主催のワー

クショップのご案内に関する会員向け一斉メールは、

現在、外注しているため、理事会でリマインダー一回

に限定する方向が検討された。ナルク UK の運営面か

ら考えると、回数限定は厳しいので、理事会に再考を

検討の要望を提出したい。ヨガ教室のリマインダーは

例会中に外注担当者から発信済。 

オランダ・ナルクの訪英に対応：5 月 22 日（火）に

双方の抱える問題や情報を交換する懇親会を開催（静

枝・敦子参加予定） 

4 月度ワークショップの参加名簿とポイント：貯まっ

たナルクポイントの使い方が今後の課題 

次回のナルクワークショップについて：10 月中にエ

ンディングノート・ワークショップ第三弾を開催予定。

「英国の介護事情に関して」をテーマとして計画。 

 

ヨガ・ワークショップのご案内 

ナルク UK 主催の月例ヨガ・ワークショップを下記の

日程で開催致しますのでご案内申し上げます。 

 

アイアンガー・ヨガは、 インドのアイアンガー師によ

って開発された流派です。ポーズの正確さ、整合性、 

時間配分、順序 及び 用具使用 などを特徴としていま

す。身体的に無理のない方法で安全に、正確に、整合

性をもってポーズを達成するために備付の用具を用い

ます。  

 

年齢、柔軟性、体調などの個人差にかかわらず、体の

弱い部分を強化し、硬い部分を柔らかくすることで、

初心者の方も中級・上級者の方も同じポーズを無理な

く実践し、各ポーズの効果が最大限に得られます。身

体の動きをよりスムーズにしたり、疲労を回復させる

などの効果もあります。心身の均衡を保つことが究極

の目的です。リピーターの方はもちろん、初めての方

もどうぞお誘い合わせの上ご参加下さい。お会い出来

るのを楽しみにしています。 

 

日時： 6 月 23 日（土）15:00～16:00 

場所： Yogabase：257 Liverpool  Road, London 

N1 1LX 

地下鉄 Angel 駅から北に向かって徒歩 7 分

（www.yogabase.org.uk 参照） 

用具： スタジオ備付の補助具使用 

服装： 運動着 

参加費:  ナルク会員 5 ポンド、非会員 6 ポンド 

 

大西敬子講師のプロフィール 

国際関係学修士号取得後、金融業界で活躍。1979 年

にヨガに目覚め、アイアンガー・ヨガ指導資格を取得。

現在は更なるヨガ訓練に専念しながら個人や法人グル

ープにヨガを指導。 

 

＜ヨガ・ワークショップのお申込お問合せ＞ 

JA 福祉部ナルク担当 

email: nalclondon@gmail.com 

Tel: 07769 178752 （メールでご連絡ができない

場合のみご利用ください。） 

 

2018 年度ヨガ・ワークショップ Yogabase 開催予

定日：7 月 21 日（土）、8 月 11 日（土）、11 月

17 日（土） 

 
 

福祉コラム  
  

不老長寿時代の到来か！ 

現在、110 歳超の長寿者は世界に 400 名。正確なデ

ータに裏付けられた史上最長の長寿者はフランス女性

のジャンヌ・カルマンさん。享年 122 歳 164 日だっ

た。いつの世も、不老不死は富豪

や権力者の見果てぬ夢である。彼

らは実現のため の研究プロジェク

トに巨費を投じている。 

 

現在、実験段階にあるのが、死体

の凍結保存、頭部移植後のコンピ

ュータ・アップロード等の研究で、

恒常性維持機能の活性化、幹細胞

を使った疾病治療、遺伝子操作、DNA 改造などは、

人々の充実した人生を出来るだけ長引かせる技術とし

て大きなチャンスを生み出している。 

 

最先端医療利用による健康長寿の実現に専心するワー

ルドクリニック社の医学博士、ダニエル・カーリン氏

はこう語る。「医学は人々の寿命を延ばすまで発達し

mailto:kunikogreaves@yahoo.co.uk
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
http://www.yogabase.org.uk参照/
mailto:nalclondon@gmail.com
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た。大富豪は、既にこうした技術革新の利益を享受し

ている。」 

 

不老長寿に挑戦する医師は少なくない。コミュニテ

ィ・ヘルス・アソシエイツ代表で医学博士のジェフリ

ー・フリードマン氏もその一人。「バランスの取れた

人体機能を維持しつつ、自立した質の高い生活を出来

るだけ長く送れるよう、病気治療だけでなく予防する

ことで、長寿を支援することが医師である我々の使

命。」と意欲を示している。 

 

老化予防は、高齢化社会と相まって注目を集めている。

ケンブリッジ大の老年生物学者、オーブリー・デ・グ

レイ氏は、コンピュータ・プログラマーでもある。

「研究資金が潤沢であれば、50 年内に寿命が 500 歳

から 1000 歳にまで伸び、永遠に若いままでいられる

研究を大成功できるだろう。」と前代未聞の予測をす

る。学界の異端児である氏は、細胞や分子にダメージ

を与える老化原因を次の７つに絞り込む： 

ガンをもたらす染色体の突然変異 

ミトコンドリアの突然変異  

細胞内のゴミ 

細胞外のゴミ 

細胞外における架橋形成 

死ぬべきなのに死なない細胞 

細胞の死 

グレイ氏は、「細胞や分子が受けたダメージが蓄積さ

れて、取り返しがつかなくなる前に、修復や無害化す

る。こうすれば長く元気なままでいられる。老化を遅

らせるのでなく、老化そのものを食い止めるのだ。」

と単純明快である。その考え方を「工学的戦略」と呼

ぶ。細胞に溜まるゴミをただ掃除することにより老化

を防ぐ点を特徴とする。体内で埃のようにまき散らす

分子を除去するにはどうするかを試行錯誤した末、土

中の微生物が、棺の蓋や死衣を通り抜けて、ゴミを最

後まで食い尽くしている墓場に答えを見出したのであ

る。老化阻止のヒントが墓場にある、という氏の独創

性はダビンチにも匹敵する、と評価する向きもある。 

人工知能の世界的権威、レイ・カーツワイル氏も不老

長寿の提唱に意欲を示す。「テクノロジーの発展が人

間の寿命を延ばす。今後 10～15 年頑張って生きてい

れば、不死身になれるかもしれない、という寿命回避

速度の概念（寿命が老化速度を超えて伸びること）を

提唱する。人類初の 150 歳の人がこの世に生を受け

たわずか 10 年後に生まれた人の中から、人類初の

1000 歳が登場することも現実の世界で起こりうる。

医療の進歩と時間の経過が足並みをそろえる時代には、

健康に最大限気をつける人が不老長寿を実現する可能

性は十分にある、と予測する。 

科学技術の進歩で、万一、不老不死の時代が到来した

としても、人類にとって望ましいことばかりではない

気がする。善良な物理学者の研究で核兵器が生まれた

ことを決して忘れてはならない。長寿志向のクローン

などの先端技術が悪意ある人の手に渡った場合、果た

して悪夢を封じ込め続けることができるだろうか。

「人類による神への挑戦」が着々と進んでいる。その

向こうに何が待ち伏せているのだろう。考えただけで

空恐ろしい。（Ｔ） 

♪♪ コンサートのお知らせ ♪♪  
 
世界で活躍する三味線プレイヤー大

野敬正さんの新ユニッ”Shamipia"

のヨーロッパツアー。 

鈴木ナオミと、今をときめくギタリ

スト Hide Takemotoo さんと共演

で NY ライブでの曲も披露。 

めったにない組み合わせ☆この機会

をお見逃し無く！！ 

 

▼5th June @ Green Note  £15  Door Open 

7pm  演奏 8pm start 

106 Parkway London NW1 7AN 

www.greennote.co.uk 

 

※お問い合わせ チケット予約は 

www.greennote.co.uk  または、 

鈴木ナオミ  naomi@sweet-naomi.com   

07796-144-338 まで 

 

 

♪国家斉唱 無事に終えました 応援有り難
うございました ♪  
 
5 月 6 日 満員御礼 楽天イーグルス vs 埼玉西武ラ

イオンズ  

●映像はこちら 

https://www.youtube.com/watch?v=j7M2w1sb

rgg&feature=share 

 

☆   ☆   ☆ 

  

文集部よりのお知らせ   
 

秋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１０月初旬を予定しています。一人でも多

くの会員の皆様からのエッセイ（名文・迷文を問わず）

を期待しています。 

  

『英国春秋』２０１８年

秋号 

  

タイトル：フリー又は 

秋号特集「私の楽しみ」 

（旅、スポーツ、食べ歩

き、映画・芝居・音楽鑑

賞、書く事（日記又は文

集へ？）、描く事 etc.

皆さんの楽しみをご披露

下さい） 

  

原稿締切 ２０１８年９月１５日（ただし原稿は随時

受付） 

 

http://www.greennote.co.uk/
http://www.greennote.co.uk/
mailto:naomi@sweet-naomi.com
https://www.youtube.com/watch?v=j7M2w1sbrgg&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=j7M2w1sbrgg&feature=share
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字数 ： Ａ４ ２～３枚 （出来ればワード添付） 

送付先  mailto:ogawa@japanassociation.org.uk 

または     Mrs M Hodgson, 492 

Canterbury Way, Herts, SG1 4ED 

 

☆   ☆   ☆ 

 

同好会報告 
 

映画鑑賞会 

5 月度映画上映会の報告 

 

５月１５日（第三火曜日）pm１：３０〜 

〓上映作品『大地の子守歌』（増村保造監督） 

スタッフ；原作 素九鬼子 

     脚本 白坂依志夫 増村保造 

     撮影 中川芳久 

     音楽 竹村次郎 

キャスト 原田美枝子 佐藤祐介 灰地 順 堀井永

子 木村 元 岡田英次 

     梶芽衣子 田中絹代  

 

丁度日本のベストシーズンで帰国者が多く、それでも

参加者は１６名と良く参加してくれたと感謝していま

す。最近の日本映画には観るべき作品が殆ど無い。勿

論良質の作品もあって、東京の友人から推薦も受けて

いますが、DVD を買って自宅で見れば事足りるものば

か り 、 是 枝 君 の

「スリ軍団の家族」

を描いた作品が現

在只今開催中のカ

ンヌ映画祭でグラ

ンプリを受賞*する

との前評判とか、

期待したいものだ。

そんな中、日本の

映画界が倒産の憂き目にあった時代（1976 年製作）

の名作を見て、貧しい独立プロダクションで作られた

小品であるが、心から感動した映画であった。主人公

の「おりん」が苦界から自由の身になって四国巡礼を

しつつ、人間扱いされなかった牢獄の中で過ごした、

瀬戸の小島の遊郭のことを回想する。もう見たく無い、

此れ以上の辛いおりんの姿を見無いほうがよいと思う

刹那、増村監督は遍路姿のおりんに変えてくれる。芯

の強い女を描いた恩師『溝口健二』やイタリアの巨匠

『ヴィットリオ・デ・シーカ』に学んだ増村保造監督

の奥深さを感じる作品でした。 

 

*速報：the Palme d’Or as the best film at the 

2018 Cannes Film Festival 受賞の報道がありまし

た。おめでとう！！！ 

 

次回６月作品は小津安二郎監督の最高傑作『東京物語』

『秋日和』『彼岸花』などの基本路線を作ったと言わ

れる『麦秋』を上映します。小津調と言われる映像表

現の分析をし、追体験をしていただきます。（文責渡

邉道英） 

スマホ/iPhone/iPad 同好会 

 

これまで、スマホ同好会とし

て利用していた Tottenham 

Court Road 近くの Abeno 

Restaurant の地下が改装工

事の為利用できなくなった為、Chelsea の「夢の木」

と言う日本食レストランの地下に会場を移動して 4 月

24 日（火）、5 月 8 日（火）に開催されました。機

内モードの便利な利用方法、電話に出れない場合のテ

キストメッセージの送付方法、WiFi の設定方法、Line

の利用方法、メールアカウントの追加方法等々、多岐

に亘る活発な Q&A が有りました。 

 ＊今後しばらく会場と時間帯が異なりそれにより料

金も変わりますので、新規参加希望者は、幹事の浜口

まで確認をお願いします。 

 

テニス同好会 

 

5 月 9 日素晴らしい五月晴れのもと、Finchley 

Central ・Victoria Park 内のテニスコートに於いて

参加者 5 名にて行ないました。 

約 1 時間ほどサーブ、ボレー、ストロークの練習後、

ダブルスの試合をを 3 回ほどしましたが、なかなか決

着がつかなかったり、珍プレーがあったりで、思わず

笑ってしまう場面も多々あり、身体を十分に動かし、

笑いも沢山の楽しいテニスでした。 

2 時頃から気温が上昇し始めましたが、時折爽やかな

風を浴びてのテニスに皆満足の表情でした。来月も(こ

そ、もっと？)頑張りましょうを合言葉に散会しました。 

 

第２７回食べ歩き会 

 

4 月 27 日のお食事会は先回

(2 月)の Shard チェーン店の

Aqua Nueva とは違った、

East Finchley のこじんまり

した French bistro で行われました。4 月は日本へ行

かれる方も多く 11 名の参加でしたが、家庭的なフレ

ンチ料理と美味しいワインをいただきながら皆おしゃ

べりに花を咲かせました。 

＊次回の食べ歩き会は 6 月終わりか 7 月初めの予定。 

 

俳句同好会 

 

4 月１９日（木）1 時半より出席者６名ー連絡なく欠

席の人もあって、先月の半分の出席率でした。 

 

嘘に酔い心和みし四月馬鹿     上田 陽子 

さよならはうそよと言って四月馬鹿 岡そくほう部 

道 

ほとばしる紅き血潮か紅椿     広瀬 信子 

 

＊３月の俳句の会で訂正があります。 

菜の花に春の息吹早取りす（キング悦子）は、菜の花

に春の息吹先取りす の誤りでした。 

訂正させていただきます。 

 

mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
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スケッチ会 

５月９日、St ジェームス公園で行った。 ロンドンの

中心地、しかもバッキンガム宮殿の前という観光コー

スのど真ん中に値するラッシュのような人出。  好天気

のせいか、芝生の方もピクニックの子供逹やまどろむ

人達で いつばい。 仕方なくカメラを持って移動。１時

間半後 、 ピカデリー寄りのヨーク公記念碑下の大階段

の下にて再集合した。  公園側から池越しに望むホース

ガーズの建物、池のほとりのコテージ 、 花壇に咲き乱

れるカラフルな春の花、まばゆい新芽の並木道。皆さ

んの力作が並んだ。 前号で絵本の事を書いたが 、  

  "スケッチでロンドン巡り" も悪くないな等とも思っ

た。 来月はハムステッド に行く予定。 

 

5 月の作品 

  
グリーブス 邦子       ビダル  恵 

  
ジョンソン 妙子       ハーテイ みえ 

   
シェイラ 文野     山下 美保子 

   
山本 郁子           竹内  みどり   

   
田口 邦子.               素晴らしい天気でした      

 

同好会 6 月お知らせ 

 

スマホ/iPhone/iPad 同好会 

 

今後もいままで通り第２火曜日と第４火曜日の午後開

催ですが、しばらく会場と時間帯が異なりそれにより

参加費も変わりますので、新規参加希望者は、幹事の

浜口まで連絡確認をお願いします。 

 

5 月 22 日（ 火）２−４pm   

場所：カラオケ店 Epoc   30 Brewer Street,  Soho,   

          W1F 0SS (徒波書房 書店部の奥) 

電話 020-7437-5238  最寄り駅：

Piccadilly Circus Tube Station  徒歩 5 分 

6 月 12 日（火）1 ー３pm  

場所： レストラン 「夢の木」 204 Fulham Road, 

London SW10 9PJ   

 Tel: 020-7351-2777   

最寄り駅：Earl's Court Tube Station then 

Bus 328 or C3 駅前で乗車し、Fulham 

Road 手前のバス停で下車。進行方向の左に曲

がって C&W 病院の前、または South 

Kensington Tube Station then Bus 14 or 

414 [Get on Stop T & Get off at 

Chelsea & Westminster Hospital Stop 

HA] 

連絡： 浜口 E-Mail: rie036@gmail.com   

Mobile: 07939254277 
 

わからないことを遠慮なく質問したり、最近発見した

ことを皆さんにシェアーするなど、参加者の全員が平

等活発に情報交換できる会です。特に今更恥ずかしく

て聞けない質問大歓迎です。 

 

 

テニス同好会 

 

１．6 月 13 日（水）午後 1 時～3 時 

２．Victoria Park 

３．62, Long Lane, Finchley, Barnet N3 2 PX 

交通・地下鉄 Northern Line, Finchley   Central 下

車、バス-13 番か 460 番に乗り、 

   2 つ目の停留所 Victoria Park 下車。 

４．参加費・無料 

５．高嶋喜代子 07702 049 639  

kiyoko.takashima@outlook.com 

６．Victoria Park にはテニスコートが６面あり、周

辺に駐車も可能です。レベルに関係 なく皆さんの

ご参加をお待ちしています。 

  

第三回ゴルフ同好会 

 

コンペと言うより、皆さんと一緒に楽しくプレーをし

ながらの親睦が目的ですので、 

ゴルフ好きの会員の方、奮ってご参加下さい。 

 

1 期日: ６月 12 日(火) 

 スタート時間 ：11 時 10 分 

mailto:rie036@gmail.com
tel:07939254277
mailto:kiyoko.takashima@outlook.com
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集合時間 ： 10 時 30 分(プレーができる状態で、ク

ラブハウスにて) 

2 場所: Coombe Wood Golf Club(クームウッ

ド GC. www.coombewoodgolf.com) 

3 George Road, Kingston Hill, Kingston 

upon Thames, KT2 7NS 

Tel: 020 894 20388   ,  020 894 26764 

4 料金 : 20 ポンド (飲み物、食事は各自精算) 

5 申込先 : 川西(a.alibert@ntlworld.com) 又は

満山(yoshio.mitsuyama@gmail.com) 

 

歩く会 

 

歩く会の 6 月はお休みです。 

 

その他同好会お しらせ 

 

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 6 月 13 日(第 2 水曜) 

2 11:00.  Goders green 駅  改札口 

3 Hampstead Heath 

4 好きな画材  好きなテクニックで 

5 竹内   0777 4476 293 

6 雨天遂行 

＜合唱カラオケ＞ 

1  6 月 7 日 (第 1 木曜日) 13:00～16:00 

2 カラオケ エポック 

3 30 Brewer St London W1 

4 飲食 持ち込み 可 

5 竹内   0777 4476 293 

6 初参加の方は要予約 

＜俳句＞ 

1 6 月 21 日(第 3 木曜) 13:30～15:00 

2 Royal Festival Hall 6F 

3 Belvedere Road London SE1 ８ＸＸ 

4 ６月の季語は「青嵐」です。 

5 現在、定員 10 名を越しており、空席ができるま

でお待ち下さい。参加できない方はクーパーまで

ご連絡ください。 

＜映画鑑賞＞ 

1 6 月 19 日(第 3 火曜) 13:00～16:30 

2 Farm Street Church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 上映作品『麦秋』小津安二郎監督。原節子、 司

葉子共演  小津安二郎監督を代表する傑作の 1

本。結婚にあまり興味のない娘と、そんな娘に早

く結 婚してほしいと気を揉む家族を中心にさり

げない日常をユーモ アを織り交ぜ淡々と細や か

に描く感動作。原節子が演じる。戦後の女も素晴

らしく、家族の変容を見事に見せる。 

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 5 月以降の行事予定 

 

日付   行事予定 

5 月 22 日 (火) スマホ/iPad/iPhone 理事会 

5 月 24 日 (木) 紅葉会 

5 月 25 日 (金) 北支部懇談会 

6 月 5 日 (火) Shamipia Concert 

  
 

第９回欧州日本人大会 （ドイツ） 

6 月 6 日 (水) 海外日系日本人会（ハワイ） 

6 月 7 日 (木) カラオケ 

6 月 12 日 (火) 第三回ゴルフ同好会 

  
 

スマホ/iPad/iPhone 理事会 

6 月 13 日 (水) テニス同好会 

    スケッチ 

  
 

二水会 

6 月 16 日 (土) 日本舞踊おさらい会 

6 月 19 日 (火) 映画鑑賞 

  

 

ジャパンハウス開館 

  6 月 20 日 (水) 会報締め切り 

6 月 21 日 (木) 俳句同好会 

6 月 23 日 (土) ＮＡＬＣヨガ 

6 月 28 日 (木) 紅葉会 

8 月 11 日 (土) ＮＡＬＣヨガ 

8 月 30 日 (木) 南支部懇親会 

９月予定 
 

西支部懇親会 

9 月 15 日 (土) 英国春秋秋号原稿締切 

   

編集後記：去年に引き続き超簡単

料理です。サケのマヨネーズ味噌

焼き。二人分、フォイルを３０ｃ

ｍ四方二枚、サケ二切れ、適当な

野菜の薄切り（玉ねぎ、にんじん、コージェット、マ

ッシュルームなど冷蔵庫に眠っている野菜なんでも）。

ソースは一人前：マヨネーズ大匙二、味噌大匙一、酒

かホワイトワイン大匙一か二を混ぜる。フォイルに薄

くオイルを塗り、野菜を少しのせ、その上にサケを一

切れ、また野菜をのせます。フォイルの両端を折り、

上からソースをかける。フォイルを折って閉じる。こ

れをフライパンに二つ置き、中火で１０分ほど焼きま

す。付け合わせはご飯でも新じゃがでもいいでしょう。

お試しください。(sk) 

 

来月も皆様のご投稿をお待ちしています。 

編集チーム一同  

newsletter@japanassociation.org.uk 
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