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理事会だより 
 

9 月の理事会での討議事項（理事会 8 月 5 日） 抜粋 
 

9 月３０日（日）ジャパン祭り、英国日本人会として

はブース、阿波踊りの参加 

日本大使館総括公使、総領事、辻阪 高子氏着任 

 

Japan 祭り開催のお知らせ 

 
 

今年は 10 周年です！ 

日時：９月３０日（日）10 時~20 時 

場所：Trafalgar Square  

▼英国日本人会は、●「ストール出店」 ●「阿波踊

り」 で参加いたします▼ 

会員の皆様も是非、ご家族・お友達とお出かけくださ

い 

阿波踊りは、どなたでもご参加できます。 

＜詳細は下記＞ 

◆ストール 

英国日本人会のストール（マーシャルアーツ会場の隣）

では日本の小物、日用品、書籍などを格安で販売。 

着物「Try on」のコーナーも設置しています。 

お気軽にお立ち寄りください。その際、会員の皆様は

是非ストールの担当の皆さんにお声かけ頂ければ幸い

です。応援宜しくお願い致します！！ 

◆みんなで阿波踊り 

JA 阿波踊り準備委員会が企画する “みんなで阿波踊

り”に参加しよう! 

踊りの所作はいたって簡単、服装は自由（ゆかた、は

っぴがあればなお結構）ですので、

ＪＡの会員の皆様はもちろん、ご家

族、お友達、お知り合いの方々と輪

になって、いやもっと大きな渦とな

って、スクエアー全体を埋め尽くし

ましょう。 

・出場時間 １３時５５分～１４時１５分（２０分） 

・出場場所 スクエアーの真ん中で輪になって踊る 

（舞台では阿波踊りのベテランのショウダンスと廣田

太鼓チームの生演奏） 

・集合場所 開始２０分ほど前 広場中央付近で、阿

波踊りの衣装を着けているグループが目印 

・随時参加 当日、いきなり普段着のまま、踊りの輪

に加わっていただいて結構です 

◆ジャパン祭り 公式サイト：

http://www.japanmatsuri.com/ 

◆ジャパン祭り FB ページ：

https://www.facebook.com/Japan.Matsuri.Lond

on/ 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDqOD8sqHcAhVGXhQKHY8NDd8QjRx6BAgBEAU&url=http://blog.livedoor.jp/daei0721/archives/42240150.html&psig=AOvVaw3ZYgC_qpI29VGNnaz6PYs1&ust=1531753995217544
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☆   ☆   ☆ 

 
 

会員部からのお知らせ 
 

今月は 3 名の新入会員がありました。 

   

新入会員  敬称略 

小林 正康(731)   佐藤 雅子(732) 

田中 ちはる(733) 

        

現在会員数 E 会員 231 名  E プラス 56 名 

一般会員 70 名（名誉会員含む）計 357 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。 

＊＊8 月末に「2018/19 年度年会費納入」 のお願い

を郵送致 しました。 9 月 30 日(日)が期日です。未払

い の会員は 更新手続きをお済ませください 。 10 月

以降のお支払いは延滞金(2 ポンド)が発生しますので延

滞金を加算した金額をお支払い下さい。 

残念ながら退会を希望される会員も退会と記した納入

票を○で囲みご返送ください。  

 

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 をご参照ください。 

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

ス協賛店リスト/ 

協賛店詳細は随時ウェブサイトを更新しております。 

その月限定の特別オファー等も掲載しています。 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、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 

 

☆   ☆   ☆ 

 

ヘンドン日本人墓地清掃供養 

 
恒例秋の墓地清掃を 10 月 20 日（土）に行います。 

ご都合の付く方はどうぞお手伝いをお願い致します。 

当日は雑草取り用具、手袋等をご持参されると有益で

す。 

 

清掃、供養の終了後、

有志の方は近くのカフ

ェで軽食をご一緒致し

ましょう。当日の天候

具合によって中止も有

りえますので、ご心配

な方はご連絡ください。

又、週末の為、地下鉄の運行状況をご確認ください。 

 

日時   ：10 月 20 日（土）11 時ごろより約一時間半 

場所   ：Hendon Cemetery & Crematorium  

            Holdershill Road London NW7 1NB 

地下鉄 : Mill Hill East  (Northern Line)  又は、

Golders Green 駅 より、 バス No, 240 番。 

 

墓地管理部 藤田 Tel ：0793 045 5026  : 0208 

208 0408   

 
 

☆   ☆   ☆ 

 

9 月度二水会の報告 
 

9 月 12 日（水）に黒田犬彦氏を講師にお迎えして 

「イギリスで沖縄について考える」というタイトルで

お話を頂きました。 

 

沖縄の政治史を民の立場から 500 年以上に遡るお話

し、中国との関係、琉球王国として独立していた国が

日本に組み込まれた背景、そして現代の沖縄の抱える

基地問題まで取り上げ一般的には聞き流してしまいそ

うな言葉、米国と結んでいる「地位協定」の解説でこ

の協定に拠って沖縄

の人々が不平等な状

況におかれているの

か、日本人として再

び沖縄の事を考えて

欲しいというメッセ

ージが込められたお

話でした。 

参加者は 67 名。 

 

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/
mailto:メールmembership@japanassociation.org.uk
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二水会のお知らせ  

 

日時： 10 月 10 日（水）18:30 より 

演題：  「ヒプノセラピーと心と体の癒し」 

 

ヒプノセラピー（催眠療法）は､心の深層部に働きかけ､

様々な変化を促し､心の問題や悩みの改善を図ります｡

そして、セラピー中に体験する深いリラクゼーション

は副交感優位にして、ストレスを発散、体のバランス

を整えたり、深い癒し効果があることがわかっていま

す。ヒプノセラピーとはどういうものかという基礎知

識とともに、もしよかったら、ちょっとしたデモンス

トレーションでリラクゼーションのグループワークを

実施いたします。日常の慌ただしさを忘れ、心を解放

して幸福感を味わうような、そんな時間が持てたらい

いなと思っています。 

             

講師： アシュリーウイルソン寛子さん 

  

ヒプノセラピスト、催眠療法は安全なセラピーで、心

と身体の癒し効果も大いに期待できると確信しており

ます。子育て、仕事、恋愛、家族関係などの悩みに合

わせてカウンセリング、NLP、自己催眠などを行いな

がら身体の不調や心理的な問題や症状に合わせたセラ

ピーをご提供しています。 

   

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：下記のメールアドレスに参加希望をお

知らせいただきたくお願いします。 

  iizuka@japanassociation.org.uk (飯塚忠治) 

 

今後の予定 

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  

2 月―「ニュースの??」演題未定、日本テレビ英国ビ

ュウローチーフ   亀甲博之さん 

 

☆ 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 7 月の報告 
 

日時 7 月 26 日（木） 13:45－16:00 

場所 Bloomsbury Baptist Church 地下一階 

司会 ウィンター千津子（部長ギブソン小池休暇の為） 

受付 メイえり／飛田まゆみ 

お茶当番 竹内みどり  

会計  フィップス勢津子 

報告  ベイリーまゆみ 

参加者 30 名 
 

第一部 

 １．新入会員の紹介 オブライエンさちさん  

        ゲスト なし 

 2． 各部報告 詳細は会報の各部お知らせ／報告参照 

 3． ７月の誕生日  ウィリアムズ百子さん 

 4． ラジオ体操 メイえりさんの指導で本格的ラジオ

体操を目指し、丁寧な指導を受けました。 
 

第二部 今月の特別イベント 「皆で歌いましょう・ 

ミニバザー」  

参加者全員で田村陽子さん指導のもとに全曲 7 曲を歌

いました。二部合唱にもなり、参加者全員で歌って楽

しみ、その後のミニバザーでは参加者からの持ちより

で、£６３．２０の売り上げがありました。 皆さん、

御協力をありがとうございました。 
 

会終了後は９月３０日のジャパン祭りで参加の阿波踊

りの練習が田中弘子先生の指導のもとに行われ、浴衣

に着替えた会員もあり、ジャパン祭りに向かっての阿

波踊りへの熱意が感じられました 。 

 

紅葉会 9 月のお知らせ 
 

来週木曜 9 月 27 日（木）は紅葉会例会です。 

第１部は１時４５分より。  

第２部ではナショナルギャラリーで”名画が解るキリ

スト教”ツアーを主催されている絵画アテンドガイド

の志村みちさんをゲストに迎え“西洋芸術の背景にあ

るテーマ・ストーリー”の面白さを皆様にお伝えいた

します。 

  

志村さんはロンドンで FineArt を勉強するうち、西洋

文化の底を流れる聖書やキリスト教の伝統テーマの面

白さに気付いたそうです。宗教美術も決して高尚でと

っつきにくい物ではなく、とても人間臭い、時に笑い

を誘うようなテーマを背景に持っているものも沢山あ

るようです。会員様も非会員様もこの機会にどうぞ聞

きにおいでください。 

  

さてここでクイズ。＋＋＋＋キリストの復活＋＋＋＋ 

  

 キリストはなぜ白地に赤い十字の旗を持っているので

しょう？ 

イングランド・フットボール or ラグビーor クリケッ

トのサポーターだから、えっ！ 

                        正解は 9 月 27 日の紅葉会で！ 

  

13：45〜14：35   第１部    各部報告、Let’s 

Sing Together、みんなの体操 

14：45〜16：00   第２部       ゲスト講師講演 

Bloomsbury Central Baptist Church 地下１階 に

て      

235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP    

最寄駅 Tottenham Court Road/Holborn  

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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会費                 会員  £４      非会員 £５.５ 

問合せ 07962−905−866       

    koyokai@japanassociation.org.uk 

 

この日、会に出席の方でジャパン祭り（９月３０日）

の JＡのブースに飾る折り鶴を５羽、紐でつないでお

持ち下さる事に御協力願えると幸いです。 

 

☆   ☆   ☆ 
 

TEAM SMILE 部 
 

▼SKT88 （Senior and Kids Together)▼ 開催の

お知らせ 

●日程：10 月 7 日（日） 

●時間：2 時開場 2 時 30 開始 

●会費 会員無料 （非会員 ５ポンド 1 家族何人でも） 

☆ソフトドリンク＆スナック付 

●場所： The Winch Play Room 

21 Winchester Road London NW3 3NR 

Tel: 020 7586 8731 www.thewinch.org     

最寄り駅 Swiss cottage 

[内容： あやとり 童謡 手遊び 踊り 折り紙 カルタ 等] 

 

☆今回はたまえさんがラストの日となります！オース

トラリアに移住されるそうです。 

皆さんでお別れ会をしたいと思います。 

 

<SKT88 > 

世代を超えた交流から助け合いへ繋がることを目的と

しています 

子供たちには日本の文化を知ってもらう良いチャンス。 

シニアの皆さんは、子供たちから笑顔と元気を貰って

若返った気分になって下さい！ 

 

▼過去開催のブログ▼ 

http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

＞＞参加希望の方下記までご連絡下さい！＜＜ 

お問い合わせ：担当 英国日本人会 TEAM SMILE 部 

鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 

************************************************* 

9 月 1 日開催の西日本豪雨チャリティーイベント

（KoToHa 主催)で集まった寄付金額 1020 ポンドは 

「ももたろう基金」

https://www.momotarosaigai.jp/に送金されました。 

ご協力ありがとうございました。 

************************************************* 

鈴木ナオミ 

☆   ☆   ☆ 

福祉部だより 
 

福祉部９月例会開催 

 

９月５日、定例会場のファームストリート教会小会議

室において、９名の参加者で「高齢者見守りプロジェ

クト」の報告を中心に例会が行われた。 

東支部 

80 歳以上の高齢者が 6 名おられるが、重篤な闘病者

や入院加療中の会員はいないのが幸い。M 会員は、散

歩、週一のボーリング、お孫さんと会うことが最高の

寛ぎ。D 会員は、多彩な食品を食べるよう工夫して、

衰えを感じつつある体力を維持。I 会員は、各支部開催

の懇親会や地元の歩く会への参加など、積極的に外出

する努力により体調を整えている。M 会員は、眼科の

手術を控え体調を崩さないよう注意、東支部懇親会や

映画会への参加を楽しみにしている。90 歳を迎える F

会員は、日常会話がほとんど英語で、ご近所の知人と

のティータイムやプールでの水泳を楽しむ。紅葉会へ

の参加を希望しており、途中までどなたかが迎えに来

て欲しいと希望。９２歳とは思えないほどお元気な T

会員は、久しぶりに８月の東支部懇親会に参加。お好

きな卓球を１年前に辞めた結果、体力の衰えを感じる。 

 

西支部 

西支部の見守りの対象はケアホーム入居中の M 会員の

み。同会員は認知症が進行し、見舞者を認識できない

様子だが、食欲は旺盛。施設入居中の非会員の支援を

要請された。ご主人との交信を通して実情を把握し、

入会後は西支部が見守りを担当。 

 

南支部 

転倒して骨折された R 会員だが、声は大変お元気。近

くのお嬢さんがケアしてくださっている様子なので安

心。H 会員は、脳梗塞後、言語障害が残っているが、

階段の上下運動などのリハビリを開始。９４歳になる

H 会員、F 会員、Y 会員、F 会員、Y 夫妻など南支部

在住の高齢者は特に問題なく安定した生活を送られて

いる。 

 

北支部 

M 会員は、各種の検査で病院通いの日々にしては大変

お元気で、俳句会への参加や自宅での絵画制作などで

リラックス。N 会員もお元気で、担当者からの電話連

絡を非常に喜ばれている。パーキンソン病を発症した

P 会員は、歩行障害が始まり、イベントへの参加がな

くなったが、ご家族のケアが期待されるので安心。C

会員は、脳梗塞の後遺症による言語障害があるため、

電話による連絡は難しいが、ご家族のケアが期待でき

る。 

 

１２月８日に福祉部＋ナルク合同忘年会がファームス

トリート教会で開催を決定。 

 

ケアホーム設立準備委員会との合同会議が 10 月 9 日

（火）12；00 に予定。 

 

支部懇親会のお知らせ 

 

東支部からの報告 

  

去る８月１８日（土）に、今回もすっかりお馴染みと

なった Blackfriars にある Hare & Tortoise にて昼

食を共に致しました。 

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
http://www.thewinch.org/
http://ameblo.jp/skt88naomi/
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
https://www.momotarosaigai.jp/
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参加した１９名はそれぞれ好みの食事を頂きながらお

喋りに花を咲かせました。皆さんとの会話の中で、こ

の懇親会を年に２回から３回に増やしたら良いという

ご希望がありました。気の早い私は即その場で 11 月

10 日とお知らせしました。ところが後でその日は

Lord Mayor's Show の日と分かりバスなどのルート

閉鎖などがあるので、日にちをその一週間前の 11 月

3 日（土）に変更させて頂くと共にこの場をお借りし

てお詫び申し上げます【担当 田口春江】 

 

西支部からの報告 

 

今回は初参加の方を含む 25 名がいつものレストラン

に集い、美味しい和食で大変に盛り上がりました。新

しい方たちの自己紹介や近状報告もあり、食後のコー

ヒー店でのお茶とお喋りも、皆、大いに楽しみました。

意義のある会となって担当者は胸を撫でおろしました。

（担当：山本郁子／竹内みどり） 

 

参加者の感想 

バラチラシがとても美味しかったです（ニコルズ三枝

子） 

食事はおいしくおしゃべりも楽しかったです（マック） 

 

南支部からの報告 

 

８月 30 日(木)にレストラン

「海」で行われた懇親会は、

ロンドンから 30 分の南に

位置するにもかかわらず、

23 名もの参加者があり、大いに盛り上がりました。

94 歳の JA 最年長、原三郎氏が元気なお姿を見せてく

ださり、全員が拍手で歓迎しました。二次会のカフェ

でも時間を忘れてお喋りに花が咲き、実のある交流の

1 日でした。次回は来年３月頃を予定しています。

（担当：川西／小野） 

 

 

ナルク UK 活動報告   

 

2018 年 9 月 13 日に定例会場にて、運営担当者 5 名

全員が参加して定例会がもたれた。 

 

ナルク UK の独立の可能性 

9 月の JA 理事会で、ナルク UK 独立について討議さ

れたことが部長により報告。2013 年の設立以降、福

祉部の下部機構として様々に調整しつつ機能してきた。

万一、独立が実行される場合、周囲（JA,日本本部、福

祉部等）との友好関係をどう保持するかなど、極めて、

慎重、かつ長期的視点をもって取り組む態度が重要だ

ろう。 

 

10 月 4 日のナルクワーク・ショップ「英国の医療及

びソーシャルケアシステム」 

「エンディングノート」のナルク UK 版作成のため、

就活の必要な各種の問題を皆様と共に考え、整理、記

録するためのワークショップの第 2 弾です。医療、ソ

ーシャルケア向上のリサーチを専門とする Nuffield 

Trust の医療政策シニア・フェローNatasha Curry 氏

を講師にお迎えして開催されます。 

 

講師の Curry 氏が英語でスピーチされますが、ナルク

UK 発足からお力添え頂いている、エジンバラ大認知

症研究所の林真由美氏（Dr）が日本語で丁寧に解説し

てくださいます。今回は、都合により、平日午後に下

記の要領で開催されますので、皆様のご参加をお待ち

しております。 

 

日時 : 10 月 4 日（木曜日）14:00 - 16:00 

場所 : Farm Street Church, 114 Mount Street, 

Mayfair, London W1K 3AH 

テーマ : 「英国の医療及びソーシャルケアシステム」 

講演は、英国の医療とソーシャルケアの基本、財源、

ソーシャルケアの被対象者、今後の問題点、近い将来

の医療とソーシャルケアの政策変更、介護保険制度を

導入し高齢化社会への対応を進める日本から何を学べ

るかなどを主なテーマとし、引き続き、パネラーによ

る討論に移行。 

 

参加費：ナルク会員 4 ポンド 、非会員 6 ポンド（家

族で参加された場合はお一人分の会費のみをお支払い

いただきます。お釣りの無いようにご用意ください。） 

 

ナルク会員はナルクポイントが 1 ポイント加算されま

す。準備の都合上、参加ご希望の方は、

nalclondon@gmail.com まで氏名とナルク会員か非会

員かを明記の上、9 月 30 日（日曜日）までにご連絡

下さい。 

 

ナルク 11 月度例会は 11 月 22 日（木）予定 

福祉部ナルク合同忘年会予定 

 

福祉コラム  
 

プラスチックの海 

 

幼い頃「昔々、浦島は助けたカメに連れられて、、」

と歌い、浦島太郎の童話を読んだ記憶のない日本人は

まずいないだろう。古来、ウミガメは、人間と非常に

身近な存在だった。残念なことに、近年、産卵できる

砂浜の消失やプラスチックによる海洋汚染などで、他

の海洋生物同様、生息が危ぶまれている。 

 

ウミガメは、熱帯・亜熱帯の海洋を中心に生息する。

日本でも、産卵地を守る活動が沖縄、九州、四国を中

心に活発化している。ウミガメがプラスチックのゴミ

を、海藻やクラゲなどの餌と間違えて食べる事故が頻

繁に報じられている。ユーチューブにアップされた、

プラスチックフォークが刺さったウミガメの映像も被

害の甚大さを物語っている。更に、海洋投棄された漁

具や網に絡まって身動きできずに餓死するケースも世

界中で報告されている。 

 

mailto:nalclondon@gmail.com?subject=%E3%80%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AE%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%A8%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%8D%E3%81%AE%E8%AC%9B%E6%BC%94%E4%BC%9A%E3%81%94%E6%A1%88%E5%86%85%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC
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北オーストラリアでは、2005 年～2012 年間におよ

そ 9000 超のゴーストネット（海洋投棄された網やロ

ープ）が回収されており、これらに絡まって餓死する

ウミガメの数は年間 14,600 頭に上ると推定されてい

る。カナリー諸島沿岸では、ウミガメの餓死の 7 割が

人間活動に起因し、その 25％は違法投棄された漁具

に絡まったものという結果が発表されている。 

 

孵化したウミガメの赤ちゃんが海に向かって移動する

際に、散乱した漁具に絡まって身動きが取れなくなる

ケースも多い。プラスチックによる深刻な被害はウミ

ガメに限らず、海洋生物すべてが受けている。 

 

福島県沖は、寒流と暖流の交わる「潮目の海」と呼ば

れ、豊かな漁場が形成される。そのため、ウミガメ産

卵の北限といわれている。昔から浦島伝説の舞台と言

われてきた所以である。浦島伝説を背景にしてか、

2018 年 11 月に「世界水族館会議」が同県いわき市

で開かれるという。世界中の海洋学者や水族館関係者

が集結し、「タイやヒラメが舞い踊る」かつての美し

く豊かな海を取り戻し、未来の世代に残す有意義な話

し合いをもつ。 

 

こうした試みへの

期待は極めて大き

い。地球市民の一

人一人が、プラス

チック製品の不使

用、不買などを実

行し、プラスチッ

クごみを最大限に

減らすよう努力することが、かけがえのない美しい地

球を守ることに貢献するはずである。「浦島太郎と竜

宮城」をテーマにしたイベントに、世界の注目が高ま

って欲しいものである。 

 

同好会報告とお知らせ 
 

テニス同好会 

1、10 月 10 日(水) 午後 1 時ー午後 3 時 

2、Victoria Park  

3、62、Long Lane、Finchley 、Bernet、 

       N3 2PX 

       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 で下車。 

4、参加料   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 

       有り、周囲に駐車も可能です。 

       レベルに関係無く皆さんのご参加をお 

       待ちしています。 

       雨天の場合は中止です。 

 

 

スケッチ会 

 
9 月 12 日 LondonBridge 駅近くに集合。この辺には

随分久しぶりに来た。まだロンドンダンジョンが大人

気だった頃で、観光バスが行き交っていた。それにし

てもすっかり洗練され綺麗になっているのには驚いた。

対岸より望むと歴史を感じさせるロンドン塔のバック

には、シテイのこれ又変わったデザインの新しいビル

がエネルギッシュに林立し、新旧ミックスの面白い景

色を創り出していた。東側も倉庫やドックなどが一部

に原型を残して改築され、新しいカ

フェやブティックが出来、すっかり

新しい街になり、観光客も交え人々

で賑わっていた。今回はロンドン塔、

タワーブリッジ、シティホールの何

れかがテーマになる事だろう。何れ

も難しそうだ。又皆さんの個性溢れ

た作品が楽しみだ。    

        9 月の作品 スタンディング百合子 

 

シェイラ文野      山下 美保子    古沢 いくこ 
 

   

 

 田口邦子      竹内 みどり 

ビドル恵 

 

   

  山本郁子       グリーブス邦子    ハーテイみえ 

   

 

歩く会 

 

10 月の歩く会はお休みです。 

 

食べ歩き会 
 

第 28 回食べ歩き会 (７月

１３日) 

Singapore Garden   12

名参加 
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酷暑の７月１３日、レストランに入るやいなやエアコ

ンの効いた心地よい店内で雑談、飲み物をオーダーし

始める。このレストランは中国／インド／マレイ料理

が食べれる面白い所。サービス満点、店の雰囲気も最

高でおしゃべりにはずみ、閉店になったので、近所の

パブに移り解散した。 

 

第四回ゴルフ同好会 
日時  :  9 月 13 日(木) 2018 

コース : Coombe 

Wood Golf Club, 

Kingston upon 

Thames 

快晴の秋日和に恵ま

れ、新会員で初参加、

若手の小林正康さん

が加わり 10 名の参加でプレーがされました。酷暑の

夏でカリカリに乾いたフェアウェイはボールがよく転

がってくれる。でもどこに転がってくれるかが問題。

グリーンも早く、まるでキャッチボールをするかのご

とく、なかなかホール入らない。皆さま奮闘の結果、

このような状況にもかかわらず、素晴らしい 

スコアでの優勝者 は佐野さんでした。 

優勝   : 佐野圭作 

準優勝 : 飯塚忠治 ( 前回と続けて 2 度目の準優勝) 

三位   :  川西弘子 

次回、第五回ゴルフ同好会は来年 5 月頃を予定。幹事

は優勝者の佐野さんになります。川西記 

 

俳句を学ぶ会 

 

8 月俳句を学ぶ会の報告 
 

日時：8 月 16 日（木） 

13:30 より 

出席者 １２名，季題は『夏帽子』。 
 

☆杜若（かきつばた）艶（あで）な紫目にしみる 

松尾 美和子                                  

  絵を描く人の作品らしい句です。 
 

☆うつせみを宝とする子にほほ笑みし  

上田 陽子          

  目の付けどころが面白い。 

      

☆若き日の夏服今も似合いけり  

       広瀬 信子 

  体型が変わらないのはラッキーですね。 
 

☆夏帽子胸にまどろむ草に寝て 

              岡部 道 

  言いまわしが巧みです。 
 

９月の季語は「うそ寒」でした。 

１０月の季語「月夜」です。 
 

10 月の俳句を学ぶ会 

日時 ： 10 月 18 日（木）13.30   

場所 ： Royal Festival Hall 6F 

連絡先：クーパー矩子 0207 828 5255 

 

スマホ同好会 

 

スマホ同好会は、9 月 11 日（火）に Chelsea の日本

食レストラン「夢の木」で開催され、10 名の参加で

した。iPhone での WiFi ネットワークの共有、伝助

(www.densuke.biz)のグループスケジュール管理、マ

ッ プ の 使 い 方 、 Email と SMS (Short Message 

Service)の違い、WhatsApp のダウンロード方法、

Voice Mail, 絵文字の使い方、そしてスマートスピーカ

ー・Google Assistant の利用方法等、多岐に亘り充

実した内容でした。Q&A の後は、夢の木のランチボッ

クスを皆さんで賞味しながら、楽しい一時を過ごしま

した。 

 

次回は下記の通りです。 

毎月第２・第４火曜日 

9 月２5 日（火）、10 月 9 日（火）、10 月２3 日

（火） 

 

時間: 毎回１２時から３時まで。 

場所：レストラン「夢の木」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。 

 

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。 

連絡先：浜口  

E-mail: rie036@gmail.com   

Mobile: 07939254277 

 

映画鑑賞会 

 

昨日９月１８日火曜日 上映作品『七人の侍』（黒澤

明監督）この作品は１９５４年４月２６日に公開され

ました。東宝製作・配給。モノクロ、スタンダード・

サイズ、２０７分（３時間２７分）の長時間の仕上が

りでした。黒澤監督自らが編集した、いわゆるダイレ

クターカットの『七人の侍』です。当時の通常作品の

７倍の制作費をかけ、何千人ものスタッフ・キャスト

を動員、一年余りの撮影期間をかけました。 

興行的には大成功で７００万人の観客動員を記録しま

した。この作品で黒澤監督はマルチカム方式（複数の

カメラで同時に撮影する方式）を採用し、望遠レンズ

を多用しています。ダイナミックな編集を駆使して、

http://www.densuke.biz/
mailto:rie036@gmail.com
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豪雨の決戦シーンなどアクションシーンを生み出しま

した。さらにその技術と共に、脚本、綿密な時代考証

によりアクション映画・時代劇に於けるリアリズムを

確立しました。 

 

ヴェネチア国際映画祭で銀獅子賞を受賞。あの『ゴッ

ドファーザー』のフランシス・フォード・コッポラ監

督。「スターウオーズ』のジョージルーカス監督。さ

らにはステイーヴン・スピルバーグや北野武に多大の

影響を与えました。 

 

『そんなに長く感じませんでした』『感動的な作品で

した』など女性の皆さんからの感謝の言葉に、『もっ

と素晴らしい世界の映画を上映しようと』心に誓いま

した。良い一日でした。（文責渡邉道英） 

 

 

その他同好会のお知らせ 

 

1、開催日時 2、場所 3、住所 4、詳細 

5、担当者 6、備考 

＜合唱カラオケ＞ 

1 10 月 4 日 (第 1 木曜) 13:00～16:00 

2 カラオケ エポツク 

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 初参加の方は要予約 
 

＜スケッチ＞ 

1 10 月 10 日 (第 2 水曜).  

2 11:30.  High St Kensington 駅 改札 

 口集合 

3 Kensington Gardens 

4 建物が続いたので久々の動物(鳥)を 

描いてみようと思う   その後 栗拾       

をやるので手袋 食卓用ナイフ ビニ        

ール袋などを用意 

5 竹内  07774476293 
 

＜映画鑑賞会＞ 

1 10 月１６日 (第３火曜日) 13:00～

16:00 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street London W1 

4 『お葬式』 

5 加藤ウｵーバーグ；07944030150 

  渡邉；07783426113 

６ 要予約 

 場所代£４、JA 非会員£５ 特別料金

£５〜£６ 

７ 備考；前回から従来のようなお茶菓子

の用意は中止する事になりました。 

飲み物など個人で持参ください。 

〓お問い合わせがございましたら、上

記加藤、渡邉に電話ください！ 
 

 

 

*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 10 月以降の行事予定 

日付   行事予定 

9 月 25 日 (火) スマホ同好会 

9 月 27 日 (木) 紅葉会 

9 月 30 日 (日) ジャパン祭り 

9 月 30 日 (日) JA 会費納入締め切り 

10 月 3 日 (水) 福祉部例会 

10 月 4 日 (木) ナルクワークショップ 

10 月 4 日 (木) 合唱カラオケ 

10 月 7 日 (日) SKT88 

10 月 9 日 (火) ケアホーム＋福祉部会議 

10 月 9 日 (火) スマホ同好会 

10 月 10 日 (水) 二水会 

10 月 10 日 (水) テニス同好会 

10 月 10 日 (水) スケッチ同好会 

10 月 16 日 (火) 映画鑑賞会 

10 月 18 日 (木) 俳句を学ぶ会 

10 月 20 日 (土) ヘンドン日本人日地清掃 

10 月 23 日 (火) スマホ同好会 

10 月 25 日 (木) 紅葉会 

11 月 3 日 (土) 東支部懇親会 

11 月 14 日 (水) 二水会 

11 月 17 日 (土) ＮＡＬＣヨガ 

11 月 22 日 (木) 紅葉会 

12 月 1 日 (土) 忘年会 

12 月 8 日 (土) 福祉部＋ナルク合同忘年会 

 

編集後記：  
✩久しぶりの超簡単料理。アロット

メントからの収穫のバターナットス

クウォシを片付けなければ、という

わけで初めてこれでスープを作りました。バターナッ

トスクウォシ（大）一個細切れ、玉ねぎ（中）一個細

切れ、ガーリック二かけ小さく細切れ、はちみつ大匙

一、ローズマリー一枝を電子レンジで数分、その後オ

ブンで３、４０分。できたころ、ベーコン二切れを細

切れにし、カリっとするまで炒める。ここにバターナ

ットスクウォシと玉ねぎ（ローズマリーは捨てる）、

水７，８００cc、チキンスープストック一個をいれ、

ちょっと煮たら、クリームを 100 ㏄、あれば白ワイン

を 100 ㏄入れ、ブレンダーでクリーム状にする。美

味しいスープの出来上がり。（sk） 
 

✩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 と簡単な Excel の経験があれば役に

たちます。 編集チーム一同。

newsletter@japanassociation.org.uk                     

mailto:newsletter@japanassociation.org.uk

