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5 月理事会だより 

 

5 月の理事会での討議事項（5 月 13 日）抜粋 

1. 会員数増強、1000 名を目指す。 

2. 山本新理事の所属は新たに設定した IT 担当部部長とす

る。 

3. 新設となった２部署の部長の挨拶及び抱負。 

 

＊山本学 IT 担当部長 

5 月より JA 理事に就任いたしました山本学です。新しく

創設された IT 部を担当させて頂きます。22 年間ロンドン

で IT 万屋として経験してきた事を JA の運営に役立てた

いと考えております。先ずは現状確認と目標設定を皆さま

のお力を借りて実施したいと思います。 

 

＊ホワイトハウス佐藤敦子ナルク部長 

5 月から理事の大役を承りましたホワイトハウス佐藤敦子

です。2013 年のナルク設立時からコーディネーターとし

てお手伝いをさせていただいておりましたが、この度ナル

クが JA の中の部として独立することになり、部長を勤め

させていただくことになりました。今後もナルク部では、

一昨年から進めておりますエンディングノートをまとめる

活動を続けるとともに、JA の会員の皆様にとって役に立

つ健康関連ワークショップを主宰させていただく予定です。

今後ともよろしくお願いいたします。 

 

会員部からのお知らせ 

 

今月の新入会員  １名 

＊会報に載せさせていただいておりました新入会員のお名

前は、先月からは個人情報尊重のため、掲載なしと致しま

す。 御了承下さい。         

現在会員数 計 349 名  

 うち、メール会員 237 名、文集郵送希望会員 47 名 

文集・会報郵送希望会員 56 名（名誉会員 8 名を含む） 

 

年会費半額オファー 

本年度も 4 月以降ご入会の方には次期会費更新時（10 月

1 日）までの会員費を半額とさせていただきます。この機

会に、お知り合いでまだ会員でない方にご案内ください。 

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/ 

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 

 

 

バスツアーのご案内 

 

6 月 8 日終日ケンブリッジと元駐日英国大使邸庭園訪問 

 

日時: ６月８日（土） 

集合時間：9:15（時間厳守）までに Sofitel London St 

James hotel（地下鉄ピカデリーサーカス駅から徒歩で 3

分）9 時 30 分に Sofitel London St James hotel から

ケンブリッジ観光し午後は元駐日英国大使邸や Staploe 

Gardens での チャリテイー会場訪問（入場料無料）、ロ

ンドンに戻るのは午後 6 時予定。 

参加費： お一人 30 ポンド（30 名以下になりますと料

金が変更になります。） 

締め切り：5 月 30 日（木）までに満山

（yoshio.mitsuyama@gmail.com）までにメールでのみ

お申し込みをお願いします。支払いは当日バスの中でお支

払い下さい。また、お申し込み後のキャセルは 5 月 30

日以降のキャンセルは全額請求となりますのでご注意くだ

さい。 

 

広報部からのお知らせ 

 

Facebook の「英国日本人会」のページに「いいね!」を

お願いいたします！！ 

こちらのページに英国日本人会関連のイベントや同好会等

の情報発信・投稿をご希望の方はお知らせ下さい 

 

https://www.facebook.com/japanassociation/ 

 

広報部 担当 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 
 

 
 

 

文集部からのお知らせ 

 

文集『英国春秋』春号（No34）が完成いたしました。 

今号も多くの作品が寄せられ、制限ページ数超過で次号に

続編をお願いしたケースが出てしまうほどになりました。

お忙しい中ご投稿いただきました皆様、大変有難うござい

ました。既にお手元に付済みですので、Ｅ－文集ともども

合わせお楽しみ下さいますように。 

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:membership@japanassociation.org.uk
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
https://www.facebook.com/japanassociation/
https://www.facebook.com/japanassociation/
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
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次号、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。 

 

『英国春秋』２０１９年秋号（No.35） 

タイトル：フリー又は秋号特集「忘れられぬ人、出来事、

思い出、旅、等々」 

新しい元号「令和」が始まり、昭和・平成が次第に遠のい

て行くようで、少々心寂しさを覚える昨今です。そこで、

昭和・平成を通して皆様の「思い出の箱」から、何か心に

残る一話をご披露していただければと思っています。 

原稿締切：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：ogawa@japanassociation.org.uk 
 

 

二水会 

 

６月のお知らせ 

6 月二水会では、NPO 法人エモトピースプロジェクト事

務局長の林美智子氏を日本からお迎えしご講演頂きます。

林様は水の結晶に関する研究者である故・江本勝博士のも

とで師事しておられ、その遺志を継がれて日本国内外で、

精力的に講演活動を展開され

ていらっしゃいます。  

個人的にも非常に興味があり、

皆様にも楽しんで頂けると確

信しておりますのでどうぞご

参加ください。お持ちしてお

ります。 

  

日時: 6 月 19 日（水）18:30～20:00 頃まで（第三水曜

日に実施） 

演題: 「水からの伝言・・・水が伝える言葉と意識の力」 

講師: 林 美智子（NPO 法人 エモトピースプロジェクト事

務局長、グローバルディレクター） 

プロフィール:2004 年に、世界的ベストセラーの『水か

らの伝言』『水は答えを知っている』等の著者、江本勝の

国際版権担当および国際秘書となる。2011 年には NPO

法人エモトピースプロジェクトを故江本勝と共に日本で立

ち上げ、世界中の子供たちに 6 億 5

千万冊の絵本『水からのでんごん』

を無料配布し、水の真実と「愛と感

謝」の輪を広げる当プロジェクトに

尽力を注ぐ。米国大学在学中、中米

のコスタリカ大学に留学、コスタリ

カ運輸省で日・英・スペイン語の通

訳を務め、米国大学卒業。2 人の息子の母。 

mailto:soh.miyamura@jeib.co.uk  

（資料）水の結晶の秘密の動画: 

https://youtu.be/h33CSZG5GEY 
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: soh.miyamura@jeib.co.uk （宮村 創） 

※※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。 

 

今後の予定 

7 月 10 日 百子 WILLIAMS 様／演題：「Falling 

Blossoms」 哀しくも愛の包まれた実話を語る 

 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会 

 

紅葉会４月報告 

日時：2019 年 4 月 25 日 

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 地下１階             

参加者： 会員 34 名 非会員 12 名  合計 46 名 

司会／ギブソン小池和子 

受付／ニコルズ三枝子、グリーブス邦子    

お茶／竹内みどり 有志 

会計／フィップス勢津子 

レポート／川西弘子        

ブリング&バイ／藤田幸子、ジョンソン妙子 

 

【第 1 部】 

1．新入会員２名ご出席、２部にグリーンコーラスの方５

名と一般の方が７名もご参加。 

2．各部報告 

3．4 月誕生日の方は 3 名。 

4．4 月の歌「おぼろ月夜」「花」「鐘の音」 指揮 田村

陽子 伴奏 ウィンター千津子 

5．ラジオ体操 

  

【第２部】 

日本で 17 年イギリスで 8 年計 25 年のベテラン魚屋ベル

トン由香さん、別名ニックネームのプリヒル姉さんに、イ

ギリスで買える魚の日本名と、その魚に合った美味しい食

べ方をスライドを見ながら話して頂きました。講演の一部

をご紹介します。 

 

シーバス（スズキ）: 川魚

の味なので、塩焼き、ムニ

エルが美味しい。 

プレイス（ツノカレイ）: 

フィレでも売っており、茶

色の皮の半身の方が肉厚。 

煮付けに美味しい。 

レモンソール（ババガレイ） : 臭みが無く、プレイスより

美味しい。どんな料理にでも合う。 

マカレル（サバ） : 大西洋のサバは、アブラがのっていて

いつでも美味しい。 

スケイト（エイヒレ）: 煮付けにしても美味しい。 

ソードフィッシュ（メカジキ）:焼肉のタレでマリネして照

り焼きに。 

 

豆知識として:  

*スーパーマーケット Waitrose は他のスーパーに比べる

と、鮮度を保っている。 

*タラはサバより鮮度の落ちが早い。 

mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
mailto:soh.miyamura@jeib.co.uk
https://youtu.be/h33CSZG5GEY
https://farmstreet.org.uk/contact/
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*魚の臭みは、腐敗していく段階で一時臭いが消えるので

注意すること。 

*魚に寄生するアニサキスは、酢や塩では死なないので、

加熱又は 24 時間以上冷凍をすること。タラ、イカ、サケ

などに寄生しているが、養殖魚には寄生していない（養殖

サケ等） 

質問:イカの塩辛はイギリスで作れるでしょうか？ 

答:イギリスで手に入るイカは、ヤリイカでワタが小さく塩

辛は作れないが、柔らかいのでどんな料理にでも使える

（塩辛が出来るイカは、スルメイカでワタが大きい）。 

日常生活に欠かせない興味深い話題で、イキの良いプリヒ

ル姉さんの話に引き込まれ、アッと言う間に時間超過の講

演と成りました。 

（記録 川西弘子） 

 

紅葉会６月の予定 

6 月第２部のゲストは JA 会員でもいらっしゃる、英国式

ティーレッスンとフィニッシングスクール主宰の下条千恵

子さんです。これから夏に向けて、ちょっとおしゃれに磨

きをかけてみようかしらと思われる方必見のお話です。 

 

タイトルは「新しい自分を探すファッションのご提案」 

サブタイトル:～パーソナルカラー、骨格に合うデザインを

知り、ご自身と服が引き立てあう魅力的な着こなしを楽し

みましょう～ 

内容:第一印象は人が決めるものですね。皆さんで楽しく意

見交換しながら、好きな色と似合う色の違いを理解しまし

ょう。次にご自身の骨格タイプを見極めます。骨格は、体

重や年齢に関係なくパターンがあり、似合う服の形、素材

も決まってきます。そして、ＴＰＯに合わせたドレスコー

ド、立ち居振る舞い等もご紹介させて頂きたいと思います。

ご自身の目的に合わせて、ファッションをブラッシュアッ

プさせましょう。 

 

下条さんプロフィール:日本在住時は、トヨタ自動車のイメ

ージレディーとして勤務。2007 年から海外で生活。アメ

リカ生活を経て、現在はロンドン在住。その間に多種のセ

ミナーやパーティー等社交行事等に参加し、様々な技能を

修得。自らも英国式紅茶教室等を主宰し、多くのインスト

ラクターを輩出。他にも東京ドームテーブルウェアフェス

ティバルなどの講演多数。これまでのセミナー、レッスン

の参加者は 5000 人を超える。一度きりの人生を最大限

に輝かせるために 、より美しく幸せな人生を送りたい方

をサポートさせて頂きたいとの下条さんのメッセージです。  

 

日時:6 月 27 日（木）13:00 開場  

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 

会場:Bloomsbury Central Baptist Church 地下１階      

所在地:235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP 

行き方:Tottenham Court Road／Holborn から 5−7 分 

参加費:会員£5 非会員£7 

問合せ:07962905866 

koyokai@japanassociation.org.uk 
 

☆   ☆   ☆ 

TEAM SMILE 部（青年部） 

 

ジャンヌ・ダルクの会開催のお知らせ 

日時：6 月 29 日（土）18:30〜 

がんばる女性を応援する会です。主婦の方、学生さんも歓

迎 

予算 30 ポンド前後（１ドリンク） 

場所は人数を確定後決定し、次回会報と、別途メールでお

知らせ致しますので、まずは参加ご希望の方は 6 月 20

日までにお知らせ下さい。 

 

Team Smile 部 担当 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 

 

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部 

 

福祉部 5 月例会が通常通り開催されたが、部員の多くが

里帰り中で 6 名のみの参加となった。 

・各支部担当者による見守りプロジェクトの報告 

 

各支部の報告  

 

東支部 

見守り対象者 7 名。遠出が困難な A 会員だが、ご家族が

買物その他の外出に付き添ってくれており安心できる。今

回の懇親会は体調不良で参加不能だった。今後の参加を希

望しており、東支部担当者が付き添うこともオプションの

一つ。B 会員は気候が良くなったら懇親会に参加を希望し

ておられる。C 会員は健康維持のため散歩を日課としてい

るのはご立派。電話が通じないＤ会員を心配し、ご家族に

連絡を取ったところ、難聴ぎみになったため電話機を改善

する予定とのこと。気分転換に紅葉会への参加を勧誘中。

長期間の施設療養が続く E 会員を 4 名で見舞う。好物の

果物は食が進んだが、施設の昼食は嫌がった。寡黙になっ

たように見受けられたが、帰り際に「また来てね」と言わ

れほっとした。88 歳の F 会員が新たな見守り対象者とし

て加わった。 

 

西支部 

先月初めて紅葉会に参加された A 会員は、階段を踏み外

したが運よく怪我を免れたと連絡して来られた。長時間座

っていることができないため今月の紅葉会は不参加。ご家

族と同居中ゆえ生活面の問題はないとのことで安心。認知

症の施設入居中のＢ会員は、帯状疱疹に罹患したが回復に

向かっている。訪問は避けたほうがいいとのことで様子見

中。高齢者施設に入居中のＣ会員は、ご主人が毎日見舞う

上、友達が毎週訪問されるので安心。担当者が訪問中、双

方向の対話ができたのは喜び。認知度には波があることを

実感。独居中のＤ会員は、日本人の介護士が身の回りの世

話と話し相手に来てくれるので問題ない。外出を好まない

ので、心身の健康のため紅葉会参加を勧誘中。 

 

北支部 

見守り対象者 3 名。A 会員は通院に担当者が付き添う必

要がある。Ｂ会員はメール連絡したところ、投与薬不適合

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
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の問題を抱えるものの、ご家族による十分な介護があり自

宅療養中でも担当者としては安心。今後も定期的に連絡を

取り合うことを約束。Ｃ会員は病名が確定して適切な治療

を受けているが、歩行が困難になってきた。ご家族が近く

に住むためサポートを受けている。 

 

ケアホーム準備委員会の報告 

海外に有料ホームを建設中の日系企業からの情報を得て参

考にしつつ準備を進める。 

 

支部懇親会のお知らせと報告 

 

東支部懇親会報告 

東支部は去る 4 月 27 日（土）に通常のレストランで開

催された。このレストランは懇親会スタート以来、毎回使

っているので従業員の方たちとも顔なじみになりとても使

いやすい。さらに参加者がそれぞれ好みのメニューを選べ

るのも魅力のひとつ。 

今回はちょうど里帰りの会員が多かったため、10 人のこ

じんまりとした会となり、「少人数だったので話している

方の声がよく聞けて嬉しかった」などのコメントも頂き、

幹事としては嬉しい限りであった。 

 

西支部  

8 月開催予定。7 月会報でご案内 

南支部 

8 月下旬にロンドン市内で開催予定 

 

北支部からのお知らせ 

日時：6 月 19 日(水)12:00〜14:30 

会場：Cocoro Japanese Restaurant 

25 Coptic St., Holborn London WC1A 1NT 

02074360550 

会費：£15 

申込締切：6 月 14 日 

定員：25 名 

 

今後の予定 

10 月 東支部 

11 月 北支部 

12 月 無し 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

墓地管理部 

 

ヘンドン日本人墓地、春の墓地清掃と供養 

好天に恵まれた４月２０日（気温 22.7 度）恒例の清掃、

供養が行われました。11 時前から清掃開始、故名列記の

ボードや、墓石を、心込めて磨かれる方々、雑草取り、溜

まった落ち葉をかたずける方達、お花を持参して活けてく

ださる方、其々皆さんで清掃に励みました。 

12 時前に、石井腱心師と共にご参加の 3 名の学生さん達

の読経が始まりました。お久しぶりにご参加頂いた、日本

語教会の服部牧師の講話が有り、永眠された方々へ思いを

馳せお祈り致しました。 

佐野会長のご挨拶後に、おぼろ月夜を田村さんの指揮のも

と皆さんで合唱し、清掃、供養が無事に終了致しました。

イースター連休中にもかかわらず、ご参加頂いた皆様、心

より感謝申し上げます。 

有り難う御座いました。 藤田（墓地管理部） 

 

   
 

参加者の方より 

素晴らしい天候に恵まれ、小鳥の声を聞き、おしゃべりに

花を咲かせながら雑草を一本一本抜き、落ち葉の一枚一枚

を拾いきれいになった墓地と心で仏教の教え、キリストの

心を拝聴、心、洗われた素晴らしい時を有り難う御座いま

した。いつものことながら、役員の皆様のご苦労に感謝で

す。甘い、うまいと、ごちそうになるばかりで、お手伝い

もせず、ごめんなさい。（スミエ） 

 

素晴らしいお天気の中、友達とおしゃべりをしながら草取

りに励みました。その後、心に響くお話を腱心様と服部牧

師から聞いた後、軽いスナックを墓地で食べました。（グ

リーブスくに子） 

 

今回も晴天に恵まれて、皆さんと力を合わせてあっという

間にお墓の清掃も終わりました。終わった後でお墓の回り

に座ってピクニックをして、楽しいひと時を過ごしました。

（ジョンソン妙子） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

同好会報告とお知らせ 

 

俳句を学ぶ会 

 

4 月の報告 

日時：4 月 18 日（木）13:30 より 

出席者 11 名，季題は『おぼろ月』 

イースターを前にして良い出席でしたしユニークな発想が

出て面白い集いでした。 

 

おぼろ月名も無き野辺の花摘みて   

                                        バンタースケーフ日出美 

（ありきたりの光景でないのが素敵です） 

 

花冷えの宴に入らず一人酒                         上田陽子 

（粋がっている姿が浮かんできます） 

 

おぼろ夜を嬉しと思う逢瀬かな                      岡部道 

（風情のある句が詠めましたね） 
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6 月のお知らせ 

日時：6 月 20 日（木）13:30 

会場：Royal Festival Hall 6F 

＊6 月の季語「青いりんご」 

連絡先：クーパー矩子 02078285255（出席できない

方はクーパーまでご連絡を） 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

スマホ同好会 

 

５月の報告 

5 月 14 日のスマホ同好会は好天気にも恵まれ、14 名の

参加でした。最初に最近亡くなられた JA の会員のご主人

への追悼の気持ちを込めて、その故人が生前好きだったと

言う「シクラメンのかほり」を聴き、その後、脅迫メール

への対応、出欠予定表「伝助」の使用方法、Tube Map

のダウンロード、iPhone 本体のメモリー不足の場合の対

処法、バスの到着時間の調べ方、iPhone の電話の掛け方、

YouTube のビデオの検索方法、Bluetooth・SNS・

SMS とは等について Q&A が有りました。 

 

今月のアプリ 

Google Translate 

 

海外旅行に Google Translate の同時翻

訳を使うとレストランでのメニュー選びなどにとても便利

です。iphone では App store で無料の google 

translate をダウンロードします。ホーム画面の上部にあ

る言語をタッチして変換言語を選びます。そのあと画面の

カメラ入力をタッチすると写真が撮れる状態になるのでそ

のスクリーンにあるシャッターボタンの上にある小さな目

のマークをタッチしてください。目が緑に変わると同時翻

訳機能になります。スクリーンを翻訳したい文字、文章に

当てると即時に翻訳をしてくれます。ほかにも google 

translate は音声入力、手書き入力、会話の機能等あるの

で試して見てください。使い方が難しいという方はぜひス

マホ同好会に参加してください。 

 

６月の予定 

日時 : 6 月 11 日（火）、2５日（火）の 12:00〜15:00 

会場 : Le Pain Quotidien, Fulham 

所在地：212, Fulham Road, London, SW10 9PJ 

行き方 : District, Circle, Piccadilly lines の South 

Kensington 駅、又は District line の Fulham 

Broadway 駅から Bus route 14, 414, 又は District, 

Piccadilly lines の Earls Court 駅からバス 328, C3 に

乗り、バス停 Chelsea & Westminster Hospital で下車、

徒歩 1 分 

参加費 : 無料ですが、会場を提供して頂いているお店にご

自身でお好みの飲み物又は食事を注文して、直接お店に精

算して頂きます。 

備考 : 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。 

初めて参加をご希望の方は、以下の連絡先にご一報頂けれ

ば幸いです。その後は、特に毎回、出席・欠席を事前にお

知らせ頂く必要はありません。 

連絡先:松崎美枝子 miekobarraclough@hotmail.com 

07903445144 

 

☆   ☆   ☆ 

 

映画同好会 

 

６月のお知らせ 

映画同好会『張り込み』 

小説新潮所載の松本清張の同名小説の映画化で、兇悪犯を

追う刑事の姿を描いたセミ・ドキュメンタリ。橋本忍が脚

色、野村芳太郎が監督した。主演の高千穂ひづる他、宮口

精二、高峰秀子、田村高廣など。 

日時：6 月 18 日（第 3 火曜日）13:00～16:00 

会場：Farm Street Church 別館  

所在地：114 Mount Street, London W1K 3AH 

行き方：地下鉄 Bond Street 駅 または Green Park 駅

から徒歩 

参加費：場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

申込締切日：6 月 16 日 

備考：要申し込み：taekoj@hotmail.co.uk ジョンソン 

問い合わせは渡邊 07783 426113、加藤ウォーバーグ

07944 030150 まで 

 

☆   ☆   ☆ 

 

食べ歩き会 

今回は 2013 年以来 30 回目の食べ歩き会。4 月の終わ

り（4 月 29 日）で日本へ行かれる方も多く、7 人という

少人数で Islington の casual French restaurant 

(Sacre Coeur)でのお食事会。 

夜はいつも賑やかなレストランだが、月曜日のせいかあま

り混んでいず、私たち貸切のような感じでわいわいガヤガ

ヤと姦しいい女性のおしゃべり。久しぶりに何人かがスタ

ーターにエスカルゴを食べ Languedoc の美味しいワイ

ン、フレンチの家庭料理をいただきました。 

いつもは食後場所を変えてお茶に行くのが、お店もすいて

いてそのまま居座りお茶をいただき解散した。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

地下鉄散策スケッチ 

5 月 8 日 ハリーポッターで有名なキングズクロス駅に集

合、ハリーポッターのせいか、大変な変わり様で有名なホ

ーム 9 と 4 分の 3 はホームではなく壁にプレートがはめ

込まれていた。お土産屋も大繁盛でプレートの下は写真を

撮る人達 20 人位の行列が出来ていた。構内を散策して皆

さんの関心を集めたのが、鳩を追い払う為に放たれていた

鷹で、専門の指導員が付いていた、小型で親しみやすく、

直ぐに人気者になった。がメインは何と言っても隣りのセ

ントパンクロスのゴシックの壮大な建物なのだが皆さんの

mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
mailto:taekoj@hotmail.co.uk
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関心は真っ二つに分かれ絵は鷹と建物になってしまった。

次回はロンドンブリッジステーション周辺を散策する。 

 

スケッチ会主催の薔薇見会 

毎年恒例でスケッチ会主催のリージェント公園での薔薇見

会を 6 月 25 日（火）12:30〜15:00 頃まで行います

（雨天でも催行）特注花見弁当（今年はお茶無し）£10

をオーダーするので、6 月 22 日までに竹内まで電話又は

メールで申し込んで下さい。07774476293 

misao.m.takeuchi@icloud.com 
 

 
 

☆   ☆   ☆ 

 

 

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 

＜テニス同好会＞ 

1、 6 月 12 日(水)13:00-15:00 

2、 Victoria Park 

3、 

 

209 Ballards Lane, London N3 1LY 

地下鉄 Finchley Central （Northern Line）

下車、バス 13 か 406 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  07702049639 

6、 公園の南側には駐車可能です。雨天中止。 

＜映画鑑賞＞ 

1 6 月 18 日(第 3 火曜日)13:00～16:00 

2 Farm Street Church 別館 

3 114 Mount Street. London W1 

4 上映作品：『張り込み』 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

5 要申込 taekoj@hotmail.co.uk 

ジョンソン 申込締切日：6 月 16 日 

6 問い合わせ 渡邊 07783 426113 

加藤ウォーバーグ 07944 030150 

今月は申込先が違いますのでご注意下さい。 

＜地下鉄散策スケッチ＞ 

1、 6 月 12 日(第２水). 12:00 

2、 バラマーケット正面入口前 

3、 ロンドンブリッジ駅 

4、 ケータイを常に使えるように On にしてお

く事 

5、 一般の方の参加歓迎 

6、 竹内  07774476293 

＜合唱カラオケ＞ 

1、 6 月 6 日 (第 1 木) 13:00〜16:00 

2、 Le Pain Quotidien, Fulham 

3、 212 Fulham Road, London SW10 9PJ

（先月に続き 歌と体操ダンス） 

4、 12:30 South Kensington 改札口 

5、 竹内 07774476293 

＜第５回ゴルフ同好会＞ 

1、 5 月 30 日(木) 

2、 Coombe Wood Golf Club 

3、 

 

George Road, Kingston Hill, 

Kingston upon Thames, Surrey KT2 7NS 

4、 初心者大歓迎。ゴルフ好きの親睦ゴルフ、楽し

くコースを回ります。詳細は、5 月会報にてお

伝えします。 

5、 川西 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

＜歩く会＞ 

1、 6 月 13 日(木) Kingston 駅 改札を出た所で

11:00 集合 

2、 (お弁当持参) Kingston-Teddington lock (オ

mailto:misao.m.takeuchi@icloud.com
mailto:taekoj@hotmail.co.uk
mailto:a.alibert@ntlworld.com
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リジナルは、1810 年に建設)- Eel Pie Island 

-Ham House -Richmond まで、 テムズ川沿

いを歩きます。 解散時間 17:00 

3、 

 

South Western Train: Waterloo 駅 10:27 

発 

Kingston 駅着 10:55  (ゾーン 6) 電車は

Clapham Junction, Wimbledon にも停車 

4、 参加費：無料 

5、 川西弘子 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

01932248142 

6、 当日の連絡先は 07979816673 へ。雨天中

止。全行程歩く時間、約 3 時間、疲れた場合

は、Ham House の辺りからバスで、

Richmond 又は Kingston に戻ること可。フ

レキシブルにします。5 月の歩く会が雨天で中

止となりましたので、同じ内容で再度実施しま

す。お弁当持参(Teddington lock で昼食)。 

雨天中止 

 

その他のお知らせ 

 

田中弘子先生による日舞のおさらい会のお知らせ 

今回も、Kimono de 

Go & NAO のご協力に

より、着物の素材でド

レスを作ったファッシ

ョンショーもあります。

入場は無料です。ご参

加いただける方は

www.eventbrite.co.uk 

/Search "Nihon 

Buyo"にお申し込みく

ださい。 

また、ドネーションも

募っております。 

日時：6 月 29 日（土）

17：00～18：30 

開場 16：45 

場所：Netherhall House Nutley Terrace, London 

NW3 5SA 

詳細は hiroko.tanaka@gmail.com 

02075861779 

 

☆   ☆   ☆ 

 

Leeds  大学さくらフェスティバルの 

お知らせ 

 

リーズ大学の日本人留学生による、第

３回 Leeds 大学のさくらフェスティバ

ルが行われます。 ステージパーフォ

ーマンス、日本食屋台、着物着付け、

書道体験、日本フッション誌の試し読

み等です。  

 

日時：6 月８日（土） 11 時〜16 時まで 

場所：KirkGate Market, Leeds, 84-86 Vicar Lane, 

LS2 7HY, Leeds 

Email: sakurafesinleeds@gmail.com 

 

☆   ☆   ☆ 

2019 年 6 月以降の行事予定 

日付   行事予定 

5 月 30 日 (木) ゴルフ同好会 

6 月 6 日 (木) 合唱カラオケ 

6 月 8 日 (土) バスツアー 

  Leeds  大学さくらフェスティ

バル 

6 月 11 日 (火) スマホ同好会 

6 月 12 日 (水) テニス同好会 スケッチ同好会 

6 月 13 日 (木) 歩く会 

6 月 18 日 (火) 映画同好会 

6 月 19 日 (水) 二水会 北支部懇親会 

6 月 20 日 (木) 俳句を学ぶ会 

6 月 25 日 (火) スマホ同好会 薔薇見会 

6 月 27 日 (木) 紅葉会 

6 月 29 日 (土) ジャンヌダルクの会  

日舞おさらい会  

グリーンコーラス 

7 月 10 日 (水) 二水会 

7 月 20 日 (土) UCL サマースクール 

9 月 15 日 (日) 文集締め切り 

9 月 29 日 (日) 国際日系歌謡大会 

10 月 1 日 (火) 海外日系人大会 

 

グリーンコーラス第 31 回定期演奏会のご案内 

今年は、第一部に女声合唱

組曲『今日もひとつ』。星野

富弘さんの詩に、なかにし

あかねさんが旋律をつけた

ものです。今日という日を

大切に愛おしみ、生かされ

ていることへの感謝を綴っ

た温かく優しい言葉の数々

を歌に乗せてお届けします。第二部はヨハンシュトラウス

２世によるオペレッタ『こうもり』。仮面舞踏会を舞台に

人々の思惑が交錯する恋愛喜劇からハイライトを数曲、ご

紹介します。 

そのほか、アイルランドの伝統曲『Down by The Salley 

Gardens』や『夕焼小焼』などの日本の唱歌も予定。皆

様のお越しをお待ちしています。 

日時：６月 29 日（土） 15:00〜16:45 

会場：Hinde Street Methodist Church 

19 Thayer Street, London W1U 2QJ 

指揮：高塚翠華 ピアノ：関屋紀子 

入場無料 

連絡先：londongreenchorus@gmail.com 

mailto:a.alibert@ntlworld.com
www.eventbrite.co.uk%20
mailto:詳細はhiroko.tanaka@gmail.com
mailto:sakurafesinleeds@gmail.com
mailto:londongreenchorus@gmail.com
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☆   ☆   ☆ 

 

 

UCL 大学主催・高校生向けサマースクール 

 

UCL - Japan Youth Challenge：英国の高校生 50 名

参加者募集ご協力のお願い 

 

世界を視野にいれた自分の未来について考える機会を提供

することを目的とした以下のサマースクールに関して、英

国の高校生のお知り合い等へ情報拡散のご協力をお願いで

きましたら幸いです。 

 

日程：7 月 20 日～27 日 

場所：立教英国学院（7/20）、ケンブリッジ大学

（7/21-22）、ロンドン UCL 大学（7/23-27） 

対象者：英国の高校生 50 名（GCSE 修了学生～6th フ

ォームカレッジ生） 

※日本からの高校生 50 名の応募は終了しています。 

テーマ：みんなのためのアクセシビリティ - スポーツ、人

工知能、ロボティックス Accessibility for all - Sports, 

AI & Robotics 

内容：講義、ワークショップ、グループディスカッション、

シンポジウム、文化交流、スポーツイベント、日本語クラ

ス（初心者及び非初心者向け）、観光等 

費用：英国高校生は、大学寮に宿泊しない場合無料 ～ 

宿泊希望により£900 まで 

申し込み：ウエブサイトより https://www.ucl-japan-

youth-challenge.com （ウェブサイトから添付のパン

フレットもダウンロード可） 

 

その他のご協力のお願い： 

① 寄付金（日本からの参加者は基本的には自己負担、別

に設けた奨学金制度のサポートの為・個人、企業、団体、

£１から全て歓迎） 

② 日本の高校紹介（来年以降も参加校を広げたい） 

③ 活動を支援して頂ける応援団やボランティア（情報拡

散、運営面でのサポート、組織や団体との橋渡し、寄付金

のご協力、その他アイディア等） 

 

お問い合わせ・寄付：事務局 

Hideyuki Miyahara: hmiyahara@japanatuk.com 
Wataru Tage: wtage@japanatuk.com 

 

 
 

 
 

☆   ☆   ☆ 

 

第 60 回海外日系人大会 日程について  

 

海外日系人協会は、10 月 1 日（火）、2 日（水）、3 日

（木）の 3 日間、節目となる第 60 回海外日系人大会を

東京で開催いたします。（9 月 29 日（日）には、第 4 回

国際日系歌謡大会を予定しています） 

なお、日程の詳細、テーマ等につきましては決まり次第改

めてお知らせいたします。参加お申込は、例年通り 7 月

ごろから受付を開始する予定です。 

本年もみなさまのご参加を心よりお待ちしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

 

＊第 59 回海外日系人大会 事務局連絡先など 

（公財）海外日系人協会 

http://www.jadesas.or.jp/taikai/ 

TEL:+81-45-211-1780  

taikai@jadesas.or.jp 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

編集後記 

 

令和へと元号が変わるのを機に設けられた日本の「超大型

連休」。皆さんのところへも日本のご家族、ご親戚、ご友

人の方々が訪れたのかも知れません。「連休疲れ」のあと、

また冬が戻ったような寒い日が続き、なんとも堪えました。

皆さん、風邪などお召しになっていなければよいのですが

………（MS） 

 

https://www.ucl-japan-youth-challenge.com/
https://www.ucl-japan-youth-challenge.com/
mailto:hmiyahara@japanatuk.com
mailto:wtage@japanatuk.com
http://www.jadesas.or.jp/taikai/
mailto:taikai@jadesas.or.jp

