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６月理事会だより 
 

6 月の理事会での討議事項（理事会 6 月 6 日） 抜粋 

 

� 2018 年度総会、忘年会は１２月 1 日（土）

午前１１時より。 

� 会報掲載の為の同好会の写真は沢山送られてく

るが、 掲載写真に関しては会報部に選定を任

せる。 

� 日本人ケアーホームへの取り組みが議題として

上がり、JＡとしては 、飯塚理事が中心となり、

JＡメンバーとチームを作る。  

  

 

理事会質問コーナー 

 

理事会への質問は

mailto: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

へ掲載いたします。質問をお送り下さる際、 

会報に掲載希望有無を必ず明記ください。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 
 

6 月の新入会者 

豊田 直紀（717） エルムス 満里奈（718） 

栗崎 典子（719） 田中 理絵（720）   

鈴木 真理子（721）中西 清香（722） 

岡崎 利香（723)  北条 恵美（724）                             

以上８名 

       

現在会員数 E 会員 224 名  E プラス 55 名 

一般会員 71 名（名誉会員含む）計 350 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 3 ヶ月フリーオファー 

 

本年度も７月以降９月末までご入会の方は年会費 12

ポンドをお払い頂き、来年（2019 年)10 月の会費更

新時までの会員費 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

mailto:membership@japanassociation.org.uk 
  

☆   ☆   ☆ 

 

６月月二水会報告 
 

二水会 6 月は SOAS の教員の Dr. Alan Cummings

に流暢な日本語で「歌舞伎の変遷」という興味深いお

話をご講演いただきました。 

現在、歌舞伎は男優が演じますが、発祥時は女性によ

る歌舞が中心でした。観客は主に男性で、歌舞伎に関

わる刃傷沙汰が絶えず、時の権力によって歌舞伎が禁

止されました。その後、若い男性が演じるようになる

と、若い男性を好む男性観客間のイザコザが続発。そ

の後、改善が加えられて現在の歌舞伎スタイルが形成

されました。 

 

歌舞伎の歴史に残る一大スキャンダル「江島生島事件」

は、大奥の御年寄・江島と歌舞伎役者の生島の密会事

件。カラフルで興味深いお話でした。 

 

講演後の懇親会への参加者も多く楽しい一夜となりま

した 

参加人数 30 名  

 
6 月二水会のお知らせ 

 

 
日時：7 月 11 日（水）18:30 より 

演題：世界共通語としての「手品・奇術」の醍醐味

（実演あり） 

当日はトランプを使った簡単なマジックをお教えしま

す。ご興味のある方はトランプを一組ご持参下さい。                             
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講師：篠沢義勝氏 （Dr Yoshikatsu SHINOZAWA） 

 

＜プロフィール＞ 

 

幼少より手品に魅かれ、独学で腕を磨く。荒川の中学

時代に奇術部を創設し部長として活躍。米国留学時代

に地元の新聞に掲載される。大学時代、タレントショ

ーにも出場し喝采を浴びる。1990 年、日系企業の駐

在員としてマジックの本場、英国に転勤。本業および

学位取得のため一時マジシャン活動を中断するが、

2008 年より英国各地でイベントや勤務先で活動を再

開。2012 年ロンドン郊外への転居をきっかけに、バ

イリンガルマジシャンとしてロンドン地域での活動を

精力的に展開。昼はロンドン大学経営学科教員という

別の顔を持つ。2017 年末、日経 CNBC 番組に出演。

「ブレグジットの影響」を語るかと思えば、マジック

も披露。

https://www.facebook.com/pg/magiciankatsu/p

hotos/?ref=page_internal 

 

 

会場： Farm Street 教会  

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) 

 

 

「幹事からのご案内」 

篠沢氏が目の前で繰り広げるマジックを数回みて、こ

れは凄いと呟いた！ 

今回はマジックの醍醐味についてのお話しと実演。幹

事役いち推しのイベントです。真夏の夕べの「不思議

なマジカル・レクチャー」を是非お楽しみください。 

 

今後の予定    

 

８月はお休み 

 9 月 12 日—ジャーニーでおなじみのコラムニスト、

黒田犬彦さん 

10 月 10 日—「こころの怪我」に優しいヒプノセラ

ピスト、アシュリー・ウイルソン寛子さん 

11 月 14 日—グローバルにご活躍の建築家、井関武

彦さん 

12 月はお休み     

   1 月 —38 万キロからみたダイナミックな地球、

原発を考える 飯塚忠治  

 

☆ 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５月の報告 
 

日時 5 月２4 日（木）１３：４５−１６：００ 

場所 Bloomsbury Baptist Church 地下１階

  

参加者 26 名 (ゲスト一名) 

司会 ギブソン小池和子 

受付 ウインター千津子、ウイリアムズ百子 

お茶当番 竹内みどり、ニコルズ三枝子 

会計 シーラー文野 

報告 ベイリーまゆみ 

B＆B 藤田幸子、ジョンソン妙子  

 

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参照 

３ 私の一言 ウイリアムズ百子会員から簡単で時間  

の節約になる料理方法のご紹介がありました。 

４ 皆で歌いましょう リード 浜口理枝 ピアノ 

ウインター千津子 

５月誕生日 竹内みどりさん 

 ５月の歌 『野ばら』『茶摘み』 

５ あやとりで頭の体操  

 

第２部 今月のイベント 『アロマセラピーイントロダ

クション』 

 

Rikyu オーナーセラピストの北条恵美さんから、アロ

マセラピーが初めての人を対象に、基礎知識から暮ら

しに役立つ代表的な精油

の効能と活用法について

お話しいただきました。

精油は代謝促進（ローズ

マリーなど）呼吸器系

（ティーツリーなど）消

化器系（オレンジなど）

神経系・内分泌系（ゼラ

ニュームなど）心理関連

（ラベンダーなど）など

に様々な働きかけが期待

できるそうです。花は虫

除けのためにも香りを出

すけれどその香りは人を惹きつける。しかし『香害』

という言葉もあるくらいで、効果を知って使わないと

逆効果にもなる。ペパーミントはネズミやゴキブリを

避ける効果もある。フローラル系の香りは女性ホルモ

ンを促し、スキンケアにもいい。 

 

代表的な精油の効果  

ローズマリー 集中力を高め、脳を活性化させる 

ラベンダー ストレス、不眠などを軽減、火傷にも

効く 

ティーツリー 風邪や花粉症などの緩和、加齢臭にも 
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主な質疑応答 

 

 精油は溶けるか？ 油には溶けるが水には

溶けないので利用する前に振ってから使う。 

 高血圧の人も使えるか？ ローズマリーはカン

ファーという刺激物質があり、高血圧の人は気をつけ

たほうが良い。 

 お風呂に入れて使えるハーブは？ ローズマリ

ーをよくもんで利用すると筋肉疲労に良い。体を活性

化する。 

  

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

紅葉会７月のお知らせ 
 

日時 ７月２６日（木）１時４５分より（開場１時） 

会場 Bloomsbury Baptist Church 地下１階 

235 Shaftesbury Avenue, London 

WC2H 8EP 

 最寄駅 Tottenham Court Road / Holborn 

 

『皆で歌いましょう』若者たち、浜辺の歌、夏の思い

出、見上げてごらん夜の星を、 みかんの花咲く丘、忘

れな草をあなたに、花、荒城の月 

 

『持ち寄りバザー』 

＊7 月はゲストの講演はありません。 

 

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６月例会開催 

 

福祉部 6 月例会は、竹中の喜寿のお祝いと重なったた

め、議事録代わりに楽しそうな歓談風景スナップをお

届けします。 

   
おにぎりもありました    料理は男の仕事 

 

 

支部懇親会報告 

 

東支部からのお知らせ  

 

一年のうちで最も素晴らしい時期ですが、皆様お元気

でお過ごしでしょうか。さて、東支部懇親会を下記の

如く設定致しましたのでお気軽にご参加ください。 

日時：２０１８年８月１８日(土）１２時３０分より  

場所：Hare & Tortoise(Blackfriars 支店）90 New 

Bridge Street, EC4V 6JJ 

メニューはお寿司他お好きなものをお選びください。 

予算：￡15 ポンド～￡20 

参加ご希望の方は田口晴恵までメール

harue.t@hotmail.co.uk  
または電話０７８４０２１９０２８にてご連絡くださ

い。 

 

西支部からのお知らせ 

 

9 月開催の予定です。7 月の会報でご案内いたします。 

 

南支部懇親会のお知らせ 

 

日時   ； ８月 30 日(木)  12:30 ー 15:00 

会場    ； レストラン海 

30 York St., Twickenham, TW1 3LJ,  Tel : 020 

8892 2976 

最寄駅 : Twickenham 駅、National Rail (South 

West Train) Waterloo, Wimbledon, New Malden, 

Kingston からも乗れます。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) , バス停を過ぎたところで右側。 

又は、Kingston, Surbiton バス 281, London 

Road 下車。   (約 30 分) 

   又は、Richmond 駅からバス、490,   

R68,  R70,  H22, にて York St.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(木) 

申込先：川西 01932 248142 

   a.alibert@ntlworld.com 

会費  ： ￡11  (お茶、10%サービスチャージ込)    

担当            :  川西 弘子 07979816673 (当日のみ 

                    小野宣美  07496101834 (当日のみ) 

駐車場   :  London Road, 

信号の角にある、Premier House/ The 

Shark のあいだを入る 

(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、出席申込の際に

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 

 

皆様のご参加お待ちしております。   

 



4 
 

北支部懇親会報告 

 

2018年5月25日(金)  

今年第3回目 北懇親会は5月25日に南部亭にて25名

の参加者で開催。4テーブルに分かれての昼食会とな

った為、開会閉会のご挨拶や新参加者の紹介などが不

十分だったことお詫びいたします。「小グループだっ

たのでゆっくりと会話が楽しめてとてもよかった。」

というご意見もあり、担当者一同安堵しました。食事

の後、近くのパブでお茶を楽しんで解散となりました。 

 

次回の北懇親会は、9月24日(月)で、会場が Miyama 

(Mayfair) Restaurantに変更となります。詳細は7月

号をご覧ください。 

 

 

ナルク活動報告 

 

ナルク UK6 月例会報告 

2018 年 6 月 12 日（火曜日）、Farm Street 教会

１階小会議室にて開催された。今月は事務局員の里帰

や旅行などで 3 名の参加者だったが、真剣に話し合い

が行われた。 

 

一斉メールの件 

成長途上にあるナルクＵＫの使命、設立理念、活動内

容を会員の皆様により深く理解して頂くためには、広

報活動が重要な役割を果たします。その一環として、

各種のワークショップ開催を活動の中心に置いている。

より多くの会員にご参加頂くための広報として、JA 全

会員向け一斉メールは効果的であり、ＩＴ担当者に今

後ともご理解ご協力を要請する。 

 

ヨガ教室 

高齢者、身体的問題を抱える方向けにプログラムされ、

健康増進が保障されるヨガ・ワークショップにより多

くの会員が参加されるよう広報活動を活発化。 

 

福祉部とナルク 

先輩格の福祉部の「見守りプロジェクト」の活動とナ

ルクの時間預託システムを効率的にリンクし活発化す

るための合同会議開催により意見交換する。 

 

福祉コラム   

 

万引き家族がパルム・ドール賞受賞 

是枝裕和監督の「万引き家族」が今年度のカンヌ国際

映画祭で最高賞を受賞した。小欄は、21 年ぶりの日

本映画による受賞に沸く東京に幸運にも居合わせた。

前作「そして父になる」も審査員賞を受賞している。

海外でも日本の名匠と評価が高まっている。公開一週

間の観客数が 100 万人を突破したという話題作の受

賞記念上映会に出かけた。 

「万引き家族」の舞台は、大都会に林立するビルの谷

間に取り残されたボロボロの日本家屋。高齢の未亡人

の家に転がり込んだ、いわくありげな 5 人が疑似家族

を形成し、未亡人の年金を当てにして生計を立ててい

る。僅かの生活費を稼ぐのは、日雇い労働者の父親、

クリーニング店員の母親、風

俗店で働く妹。それでも食費

は足りずに、万引きで賄う。

社会から置き去りにされ、見

捨てられた血のつながりのな

い 5 人の、ゆるやかなで温も

りある「絆」が、ベテラン俳

優たちの名演技でごく自然に

描かれる。 

数年前に年金不正受給事件が

続発し、軽犯罪でしか生きら

れない貧困層が厳しく罰せら

れた。この事件を根本まで掘

り下げ、深く考えたことが制作のきっかけとなった、

と監督はインタビューで答えている。法の下で「犯罪

者」の烙印を押された弱者に焦点を当て、彼らを否定

せずに、同じ目線で見つめる監督独自の「人間観」が

映画の細部で感じ取れる。 

特別上映は、世田谷の二子玉川にある映画館で行われ

た。ここは、高級レストランやおしゃれなブティック

が立ち並ぶ近郊タウン。昼下がりのレストラン街では、

スマートな身なりのマダムや家族ずれが行列をつくっ

ていた。映画の余韻に浸るどころか、日本の格差社会

をまざまざと見せつけられる経験だった。 

世界的に「持つ者」と「持たざる者」の格差が拡大し

ている今、日本を含む先進社会の福祉政策は、貧困層

を助けるどころか、彼らを敗残者とみなし、個人の責

任として処理している。地域、企業、家族の共同体は

崩れ、独居者が増えている。２０４０年には、独居者

が全世帯の４割に上り、そのうち高齢者が半数近くに

なると推計されている。加えて、法の外でしか生きら

れない、見捨てられた貧困層の増加が報じられている。 

最高賞に輝く傑作を絶対に見て欲しい。そして、社会

の約束事である「法」の内側で安心して暮らせるご自

身の境遇に深く感謝することも忘れないで欲しい。

（Ｔ） 

☆   ☆   ☆ 

  

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） 
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原稿締切 ２０１８年９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  mailto:ogawa@japanassociation.org.uk 

または     Mrs M Hodgson, 492 

Canterbury Way, Herts, SG1 4ED 

 

☆   ☆   ☆ 

 

TEAM SMILE 部〔青年部）報告 
 

◆5 月 20 日（日）に

開催されました

SKT88(シニア＆キ

ッズ Together) は

５０名の参加、７家族

が新規で英国日本人会 

会員になって頂きまし

た。（写真添付） 

今回はあやとりをやって、お父さん達が大盛り上がり

でした。 

皆でこいのぼりや、ドレ

ミの歌を歌ったり、折り

紙をしたりして楽しい時

間を過ごしました。 

詳しくはブログをご覧く

ださい。 

 

〜〜内容の報告書ブログはこちらです  

↓ クリック ↓〜〜 

▼https://ameblo.jp/skt88naomi/entry-

12377972405.html 

 

（ブログは参加者の皆さんに許可を頂き投稿しました） 

 

  

ジャンヌダルクの会 

 

◆５月１８日（金）開催されました「英国日本人会 

TEAM SMILE 頑張る女性の会（ジャンヌダルクの会）」 

は、１４名の参加で、都道府県人会の時に利用させて

頂きました「BENIHANA」さんの御厚意で３０ポンド

で大変なご馳走を出して下さいました。(写真添付） 

参加者それぞれ

の専門分野など

を発表し、将来

勉強会などがで

きたら素晴らし

い！との意見が

でました。 

 

いつも御支援あ

りがとうござい

ます 

Team Smile 部 担当 鈴木ナオミ 

  

☆   ☆   ☆ 

 
 

7 月 3 日  (火曜日)   

12:30 クイーンメアリーズガーデンの正面ゲート 集

合 

又は Baker St Station  シャーロックホームズ像前  

12:15 

特製花見弁当 (お茶缶付き).   ￡11 

申し込みは竹内まで  0777 4476 293 

E メール    Misao.m.takeuchi@icloud.com 

締め切り：   6 月 2９日  １０ＡＭ ( 雨天でも遂行) 
 

☆   ☆   ☆ 

 

日本クラブ女声合唱団 グリーンコーラス 

 第 30 回定期演奏会 
   

今年のグリーンコーラスは大作２曲に挑戦します。ま

ずはラテン語の教会音楽をジャズ風にクールにアレン

ジした『A Little Jazz Mass』。 

そして、ワルツ王と呼ばれるヨハン・シュトラウス作

曲の『南国のばら』。陽気なワルツ曲を合唱で聴く機

会は珍しいかもしれません。そのほか、例年のように

日本や欧州の名曲を揃えています。 

第 30 回記念となる今年の公演日は七夕。みなさまの

願い事が歌声に乗って空に届くよう、心を込めて歌い

ます。 

どうぞお誘い合わせの上、

足をお運びください。 

 

日時：2018 年７月７日

（土）午後３時～（４時

45 分頃までに終了予

定）。 

会場：Hinde Street 

Methodist Church (19 

Thayer Street, 

Marylebone, London, 

W1U 2QJ) 

最寄駅：地下鉄ボンド・

ストリート駅 

指揮   ：高塚翠華 

ピアノ：関屋紀子 

入場無料（活動賛同への寄付金歓迎です） 

連絡先：大谷トク子(mail@tokukojay.demon.co.uk) 

 

同好会報告とお知らせ 
 

映画鑑賞会報告 

6月19日 29名の参加 

名匠「小津安二郎監督」と珠玉の名作『麥秋』 
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当時の松竹の宣伝文句《エゴに向き合う人間の孤独と

崩れてゆく大家族への愛おしい思い。そして新たに生

まれる家族への希望が見事に織り重なった名作映画》

『麥秋』。 

 

この作品ほど小津安二郎と野田高梧のコンビが長時間

をかけて構想を練り、シナリオの完成に立ち向かった

ことはない（野田高梧の回想録）とのこと。終戦後は

しばらくの抑留生活を経て１９４６年に広島港へ上陸

して帰国した小津監督ですが、しばし映画の仕事を離

れたかったという、しかし会社の度重なる催促に重い

腰を上げ戦後第一昨『長屋紳士録』（１９４７）を作

り上げた。戦後に知己を得ていた志賀直哉の『暗夜行

路』をモチーフにしたと目される作品『風の中の牝鶏』

は評判も悪く失敗作であった。 

１９４９年、原節子を初めて迎えた作品『晩春』を発

表。この作品は「独自の撮影スタイルの徹底」「伝統

的な日本の美への追求」「野田高梧との共同執筆」

「原節子と笠智衆の起用」で『小津調』の完成と戦後

の小津作品の一里塚となった。さらに「一年一作」と

呼ばれる寡作監督になった。１９５０年新東宝で『宗

方姉妹』を撮り、ついで１９５１年『麥秋』が芸術祭

文部大臣賞を受賞し名監督としての評価を決定的なも

のにした。そしてついに、１９５３年『東京物語』が

制作され、原節子と笠智衆をメインに据えて、さらに

深く家族のあり方を問うた作品を作った。この作品は

小津の映画人生の集大成であり、代表作となった。

（文責・渡邉道英） 

 

映画鑑賞お知らせ 

 

7 月 17 日(第 3 火曜) 13.:00～16:00 2  

Farm Street Church 別館 3  

114 Mount Street, London W1 4 

[男はつらいよ寅次郎 あじさいの恋] 

監督・原作：山田洋次, 脚本：山田洋次、朝間義隆 

主演; 渥美清、倍賞千恵子、いしだあゆみ 

渡辺 07783 426113  

竹内 07774 476293 6  

要予約 場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

  

テニス同好会報告 

 

６月13日(水)開催、参加人数は5名。今月の同好会は、

時折陽のさす曇り空、気温21度、微風あり、スポーツ

をするにはもってこいのお天気、コート外の芝生には

ピクニック気分のグループや家族連れが座っていての

どかな雰囲気の中、いつも通りにストロークなどの練

習を開始。すると、可愛い闖入者が！リスです。大き

なシッポを揺らしながらコートの中心部をササーと通

り抜けました。そのユーモラスな姿を暫し眺め、そし

て、試合を開始。 

以前はなかなか決着がつかない事が多かったのですが、

この日はあっさりと勝敗が決まり、Deuceになったの

は2回ほどでした。もしかして、上手くなった？いや、

それほどでも？皆うーむと首を傾げていました。 

 

テニス同好会お知らせ 

 

１ 7 月 11 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。 

 

歩く会報告 

 

日時: 5月21日(月)  

 

コース : リッチモンドパーク、イザベラプランテーシ

ョン、ベンブロックロッジ、King Henry's Mound 

参加者９名 

イザベラプランテーショ

ンのツツジの最高の見頃

には1週間ほど遅かった

ようですが、大木、潅木、

の石楠花の花の美しいデ

イスプレーに私達を楽し

ませてくれました。 

 

感想 

毎年５月には家族と必ずイザベラプランテーションへ

石楠花とツツジのお花見に行っていましたが、今年は

同好会の皆様とご一緒におしゃべり、歩き、花見の3

つを同時に楽しむことができました。また、ヘンリー

８世が妻の1人を処刑したのを示す狼煙が上がるのを、

そこで見届けたと言われるKing Henry's Moundの丘

から、遥か遠くにSt Paulを見ることができたのも、お

みやげ話の1つです。 ギブソン 

 

歩く会お知らせ 

 

１ ７月12日(木 ) 

集合場所: Charing Cross駅 (South East Rail), 10時

45分発,  Hastings 着 12時15分 

グループ割引は3人以上, フリーダムパスとグループ割

引を使って往復£18位。 

時間に乗れるよう、余裕をみて集合して下さい。 

２ コース:  歴史の豊かなHastingsを、Hastings 

にお住いのまゆみベイリーさんに案内していただきま

す。 

             Hastingsに着き次第、海辺にて昼食。昼食後、

海辺に関連したミュージアム訪問 (無料). 歴史豊かな

オールドタウンを１時間ほど歩き、ジョージストリー

トを経て、ケーブルに乗り(歩きも可)、城跡と高台から

風景を楽しむ。まだまだあります。現地に着いてから

のお楽しみ。 
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帰りは、Hastings発 17:21, 17:50, 18:20, 18:46

等、１時間に２本あります. 

 

３ 雨天キャンセル。 弁当持参 (現地にて購入可) 

４ 連絡先 : まゆみベイリー      clive-mayumi-

bailey@supanet.com 

電話:  01424 443689 (7:00-21:00 の時間のみ

OK ) 携帯: 075 1642 7870 ( 当日のみ ) 

 

第三回ゴルフ同好会報告  

 

日時 : ６月12日 ( 火)  

コース : Coombe Wood Golf Club 

 Kingston upon Thames 

コースは良く整備され、プレーのし易い良いコースで、

男性5名,女性5の参

加、 

 3,3,４のグループで

18ホールを楽しく回

りました。 

結果は(敬称略)   

優勝: 川西、 準優勝 : 

飯塚、  ３位: 佐野 

 

第4回ゴルフ同好会は、９月13日(木) Coombs 

Wood G Cを予定。 

幹事は川西、副幹事は飯塚 

今回の幹事、満山、オーガナイズありがとうございま

した。 

Coombe Wood GCを提供してくださった渡邊さん、

ありがとうございます。 

次回の同好会詳細は、７月会報を御覧ください。 

川西記 

 

 

スマホ/iPhone/iPad 同好会報告 

 

2018年6月12日（火） 

 

London Chelseaの日本レストラン「夢の木」でスマ

ホ同好会が開かれ、12名が参加しました。 

Apple ID の Payment information の変更、急に e-

mail の送受信が出来なくなった場合の対処の仕方など

Email 送受信のトラブル、ストレージ容量が少なくな

った時に増やす方法や外部メモリでのデータの保存、

iPhone と iPad の同期をストップする方法や、

Phone/iPad のデータの iCloud を通じての同期・バ

ックアップ、iPhone/iPad に登録されている自分のク

レジットカード情報を変更したり削除する事等々、難

度の高い質問が多数あり、皆さんの熱心さに感嘆しま

した。なお、「高額で難しいハイテクのスマホなど全

然使わなくても電話の送受信とテキストだけで充分！」

という方用に簡単に使える携帯電話のお薦めと連絡先

登録の仕方や使用法などご教示しました。その後、皆

さんと「夢の木」のランチ弁当を賞味しながら、楽し

い一時を過ごしました。 

 

スマホ同好会お知らせ（毎月第２・第４火曜日） 

 

１ ６月２６日（火）、７月１０日（火）、７月２

４日（火）毎回１２時から３時まで。 

２ レストラン「夢の木」 

３ 204 Fulham Road, London, SW10 

9PJ   Tel: 020-7351-2777 

最寄駅：Earl's Court Tube Station, Bus 

328 or C3駅前で乗車。Fulham Road手前

のバス停で下車。進行方向の左に曲がって

Chelsea & Westminster病院の斜め前。 

または、South Kensington Tube Station, 

Bus 14 or 414 バス停T乗車、バス停HA 

Chelsea & Westminster 病院で下車。 

４ 参加費 お問い合わせください 

５ 浜口 E-mail: rie036@gmail.com  Mobile: 

07939254277 

６  皆んなでお茶菓子を持ち寄りお喋りに花が咲き、

毎回あっという間に時が経つ和やかな会です。 

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

者の全員が平等に発言して、情報交換できる会

です。特に今更恥ずかしくて誰にも聞けない質

問大歓迎です。新規参加希望者は幹事の浜口ま

で連絡お願いします。 

  

 

俳句同好会お知らせ 

 

５月は休会でした。 

 

日時 7 月１９日（木）午後 1 時半より 

場所 Royal Festival Hall 6F   Belvedere Road  

London SE1 8XX 

連絡先 クーパー矩子 0207 828 5255 

 

来月の季語は「日盛り」です。 

欠席の方はクーパーまでお知らせください。 

 

 

 

スケッチ会報告 

 

６月 13 日  ケンウッドハウスで開

催。  広大な池のある庭では  恒例

の野外コンサートの会場作りで関係

者は大わらわだった。 ハウスの隣

りに素晴らしいガーデン カフェが

あり、 薔薇を始めカラフルに草花が咲き乱れ、観光客

より地元らしき人々で賑わっていた。 カフェ周辺、 ハ

ウス、ガーデン、池などが皆さんの画題になつた。 建

物、木、草花などそれぞれの得意な画題で構想が決ま

った。 参加者 8 名。来月は夏の海、 ヘーステングを

予定。 
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６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 郁子 

    
  竹内  みどり       古沢いく子  

 

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 ７月 1１日(第 2 水曜) １０：４５ 

2 Charing Cross 駅集合 Iinformation デスク前 

11:15. に乗る 

3 ヘーステイング 

4 海に行きたいだけの人の参加も可 

5 山本    07979596471 

＜カラオケ＞ 

1 ７月５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 

＜第 28 回食べ歩き会＞ 

1 2018 年 7 月 13 日(金) 12.15pm 

2 Singapore Garden Restaurant 

3 83 Fairfax Rd. London NW6 4DY  (020-

7328 5314) 

5 sumiko.scott@btinternet.com OR 020-

8340 9063 

  Tel 020-8340 9063 

*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６月以降の行事予定 

 
日付   行事予定 

6 月 26 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

6 月 28 日 (木) 紅葉会 

7 月 3 日 (火) 薔薇見会 

7 月 5 日 (木) カラオケ 

7 月 7 日 (土) グリーンコーラス演奏会 

7 月 10 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

7 月 10 日 (火) ナルク例会 

7 月 11 日 (水) テニス同好会 

7 月 11 日 (水) 二水会 

7 月 11 日 (水) スケッチ 

7 月 12 日 (木) 歩く会 

7 月 13 日 (金) 食べ歩き 

7 月 17 日 (火) 映画鑑賞 

7 月 18 日 (水) 会報締め切り 

7 月 19 日 (木) 俳句同好会 

7 月 21 日 (土) ナルクヨガ教室 

7 月 24 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

7 月 26 日 (木) 紅葉会 

8 月 11 日 (土) ナルクヨガ教室 

8 月 18 日 (土) 東支部懇親会 

8 月 30 日 (木) 南支部懇親会 

9 月 12 日 (水) 二水会 

9 月 13 日 (木) ゴルフ同好会 

9 月 15 日 (土) 英国春秋秋号原稿締切 

9 月 24 日 (月) 北支部懇親会 

9 月 30 日 (日) ジャパン祭り 

12 月 1 日 (土) 忘年会 

 

編集後記：  

最高の天気につられて北ロン

ドン Trent Park のそばにあ

るイチゴ狩りに行ってきまし

た。ここではイチゴは 1 メー

トルほどの高さの枠に植えて

あるので、かがまなくてもい

いので、楽です。それが何百列もある風景は圧巻です。

安いとは言えませんが、新鮮なところがいいですね。

http://www.parksidefarmpyo.co.uk/ (sk) 

 

来月も投稿をお待ちしています。 

会報の編集を手伝ってくださる方を募集しています。

Microsoft Word の経験が少しあれば役にたちます。 

編集チーム一同。

newsletter@japanassociation.org.uk 


