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いやはや、昨夜（10 月 4 日）はビックリしました。

地下鉄のエレベーターで改札口に向かっていたとき

でした。上の方からバケツがぶっつかりながら落ち

てくるような音がしたので、自分の足にぶつかった

ら大怪我をする、とよけな

がら見ると、丸坊主の巨体

が横向き状態で転げ落ちて

くるではありませんか。

「下まで落ちたら死んでし

まう」と、とっさに男性の

ベルトを掴み、落ちるのを

ストップし、エレベータを

緊急停止してもらいました。

頭中血だらけの男性のベル

トを掴んで押えていたのは

10 分程度だったと思います。その内に体格のいい

駅員が、私に代わって男性を抑えつけてくれて、本

人が意識を取り戻したので、一命をとりとめた、と

考えてそのまま現場を離れました。あのまま誰も助

けてくれなかったら、死んでしまったかも。。。。

お互い、飲んだ際は注意しましょう。一寸先は闇の

体験でした。 

（満山記） 

☆   ☆   ☆ 

 

ヘンドン日本人墓地清掃リマインダー 
秋のヘンドン日本人墓地清掃、供養を１０月２８日

(土）に行います。 

   

時間 11 時頃より清掃開始 

場所 Hendon Cemetery & 

Crematorium 

Holders Hill Road, MillHill, 

London NW71NB   

     

お天気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。 

Tel:	020-8208-0408	M:	079-3045-5028	
Mail:	japanesecemetery@japanassociation.org.uk		
藤田	(ＪＡ墓地管理)	
 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会９月の報告 
 

開催日時：９月２８日（木）13：45-16：00 

場所：Bloomsbury Baptist Church 地下１階 

司会：ウィンター千津子 

受付：小野宣美・メイゑり 

お茶当番：竹内みどり  

会計：フィップス勢津子 

報告・写真：八木岡幸枝 

会報封書詰め：ヴァンダースケーフ日出美 

ブリング＆バイ：藤田幸子 

第１部 １３：４５～１４：５０ 

会食 

１．部長挨拶 

２．新入会員・ゲストの紹介 新入２名（神(じ

ん)・大澤）、ゲスト１名（竹内清子） 

３．皆で歌いましょう 

９月の歌：４曲 追憶・かあさんの歌・若者たち・

Row, Row, Row Your Boat 指揮：田村陽子 

ピアノ伴奏：ウィンター千津子 

４．ラジオ体操 

第２部 １５：００～１６：００ 

１．関戸会員挨拶 

２．各部報告 詳しくは会報の各部報告参照。 

３．今月のイベント 

会員の皆さんの特技披露 

プログラム： 

１．中国武道デモンストレーション（カンフー） 

      大澤史(ちか)子 

２．バイオリン演奏ハンガリアンダンス 田村陽子 

３．折り紙実演 羽ばたく鳥 ビドル恵 

４．ヨガデモンストレーション 神(じん)一(かず)子 

５．日舞 田中弘子 

＊絵のアルバム展示 松尾美和子 

出席者の皆さんが、会食とともに、会員の皆さんの

特技披露を堪能しました。多芸多才なＪＡ会員の一

端を垣間見ることができた豊かな時間でした。 

出席者 ３６名  敬称略、以上 
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紅葉会１１月のお知らせ 

 

日時:11 月 23 日（木）1 時 45 分より（開場 1 時） 

会場：Bloomsbury Baptist Church 地下１階   

235 Shaftesbury Av London WC2H 8EP  

( 寄駅 Tottenham Court  Road/Holborn) 

 

講演テーマ：その先にある場所 

講演者：一級建築士 井関 武彦 

講演要旨：「その先にある場所—ザハ･ハディド(注)   

の建築空間」 

1950年にイラクのバグダッドで生まれ、2016年

に急逝したイギリスの建築家ザハ･ハディド。 

近代建築のさまざまなコンセプトを塗り替える、斬

新で活気に満ちた建築を実現し、世界でも屈指の建

築家として活躍する。その華麗な経歴の影で、ムス

リムのバックグラウンドを持つ女性の建築家として

直面した数々の困難の軌跡を紹介する。 

（注）ザハ･ハディット ２０２０年東京オリンピ

ックの新国立競技場の当初案をデザインした。６５

歳で急逝 

参加費 会員４ポンド 非会員  5.5 ポンド 

 

井関武彦  経歴；1978 年愛媛県生まれ 

京都大学で建築学を専攻し、その後2004年に渡英。 

ロンドン大学バートレット校で建築学ディプロマを

修了 一級建築士、王立建築家協会公認建築家 

 

紅葉会部長募集 

 

次期紅葉会部長を募集します。 やってみたい、や

る気のある方、是非応募してください。 

部長の仕事としては、 

１ 紅葉会会場探し（既に来年 7 月まで予約済み） 

２ 毎月の講演者の決定 

３ 当日のプログラムを作成 

４ 紅葉会の司会 等 

詳細は応募なさった方に説明します。 

連絡先： ウィンター千津子

winter@japanassociation.org.uk     

 電話     07957548023 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

10 月二水会報告 

 
◉ 日時：10 月 11 日（水）18:30～20:00 

◉ 演題：落語家 桂三輝さんによるお話 

◉ 講師：桂サンシャイン（落語家・劇作家・作曲  

家）カナダのトロント生まれ 

◉ 会場： Farm Street Church  

 

10 月の二水会では、落語家の桂サンシャインさん

をお迎えして、今までの経緯や夢などについて面白

おかしく情熱的に日本語でお話し頂きました。 

 

落語に惚れ、38 歳で桂文

枝の元に弟子入りし、厳

しい修行も重ねてきたサ

ンシャインさん、海外で

落語ができるとは思って

もいなかったそうです。

カナダ公演の際、初めの

頃は客のほとんどは日本人のお客さんだったのが、

７割が日本人でなくなった時に、海外公演への大き

な夢が生まれたそうです。ファンが増えてきたリ、

外国人リピーターも多い中、落語がヒットショーに

なれば、という夢もお持ちのようです。日本に全く

行ったこともなく、日本に特に興味もあるわけでも

ない方も来て下さり、公演後に、「日本に行きたく

なった」とか言われたりすることもあるようで、サ

ンシャインさんは、文化大使のような役割も担って

いるようです。落語は西洋のコメディとは異なり、

純粋な笑いで子供も大人も誰でもわかるような単純

なものが多く、時代も超えているから海も超えられ

ると言われました。   

 

現在はロンドンに引っ越されて、今後日本、ロンド

ン、ニューヨークを拠点として活動する予定だそう

です。落語ロンドン公演は、レスター・スクエア・

シアターで 9 月 30 日から 10 回、その後は米ニュ

ーヨークのオフ・ブロードウエーでの長期公演も開

催されるそうです。  （参加者 23 名） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

11 月二水会のお知らせ 
日時：11 月 8 日（水） 18：30 より 

演題：ジャパン・ハウスについて 

予定講師：Simon Wright (未確定) 

講師プロファイル：Japan House London 

Director 

会場：Farm Street Church (114 Mount Street, 

London W1K 2AH) 

（ 寄り駅： Bond Street or Green Park) 

会費：£５（JA 会員）£８（非会員） 

問い合わせ：nisuikai@japanassociation.org.uk 

(宮村) 

 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 
 

10 月は 3 名の新入会員がありました。  

   

新入会員  敬称略 松本ディレシー チズ子(692) 

アレン 郁子(693) 林 繁子（694） 

 

退会 詳細略 - 19 名（詳細をお知りになりたい

方は会員部ウィンターまでご連絡ください。連絡 

   先は下記に掲載されています） 
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現在会員数 E 会員 207 名  E プラス 55 名 

一般会員 75 名（名誉会員含む）計 337 名  

（会費未納者を含む） 

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。 

 

8 月末に「2018 年度年会費お支払い」及び 「J

Ａジャパンハウス設立基金募金」のお願いを郵送致 

しました。 会員費未払い の会員がまだ若干いらっ

しゃいます。 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 ポンド)が発生 し

ます。 延滞金を加算した金額をお支払い下さい。 

また、残念ながら退会を希望される会員もメールで

結構ですので下記メールまでお知らせください。  

 

会員証発行の件 

１１月、総会案内と共に英国日本人会会員証をお送

りいたします。これは JＡ内の各催し物等で提示が

求められることがあります。 また各種会員特典サ

ービスもありますのでご期待ください。 

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 

Mail:membership@japanassociation.org.uk 

 

☆   ☆   ☆ 

 

理事会だより 

 

第 9 回ジャパン祭りご協力ありが

とうござました。 

ブース売上£2,177.53 

売上より反省会費用£150 

ブース経費£304.20 

JA 会計£1,723.33 入金致しました。 

年次総会 12 月 16 日（土）10：30〜 

同日午後 13：00〜忘年会 

案内発送予定 11 月初旬 

 
☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 
 

故タキ子・スチュアード会員

の三回忌 

去る 10 月 3 日、故タキ子ス

チュアード会員のご遺族、鈴

木スエ子さんを日本からお迎えし、墓地管理担当の

藤田理事の司会により、佐野会長臨席の下、滝本弁

護士その他福祉部員総勢１３名が参加して滞りなく

執り行われました。各自お線香をお供えしながらお

祈りした後、小学唱歌「ふるさと」を合唱。カラオ

ケ会のレギュラー会員であった故タキ子さんを偲ん

で生前中の思い出話を語りあって終了しました。 

午餐会は、Ｇｏｌｄｅｒｓ ＧｒｅｅｎのＥａｔ東

京に場所を移して行われました。領事館から上島領

事館員が出席され、全員が着席後、すえ子さんが

「今日の三回忌法要は、生涯、心に刻まれる意義深

いものでした。」と感謝の言葉を述べられた。 

  

支部活動報告 

東支部からのお知らせ 

東支部の次回懇親会は 2018 年 1 月の予定。会報

11 月号にて詳細にご案内いたします。 

 

西支部からのお知らせ 

次回の懇親会は 4 月の予定。会報 2018 年 2 月号

でご案内いたします。 

 

南支部からのお知らせ 

8 月 30 日(水)にレストラン「海」で開催されまし

た。南支部懇親会会場の楽しい写真をお楽しみくだ

さい。 

 

 

  

 
 

 
初参加会員 

      おいしそ

う 

 

 

 

 

 

北支部懇親会の報告 

 

日時:  2017 年 9 月２２日(金) 

場所:   Cocoro レストラン(Marylebone) 

担当:   グリーブズ、スコット 

 

今回は 3 人新しい

方 が 参 加 で 全 部 で

25 名が集まりまし

た。少々お席がきゅ

うきゅうでしたが、

皆和気藹々とおしゃ

べりが続き、いつも

のように鈴居さんか

ら の 特 別 な お 料 理 

ー 秋の野菜の天ぷ

ら、珍しいお魚、韓

国のおもち、お漬物

と 後のデザートは

草餅 ー をいただき楽しいひと時を過ごしました。 

次回は１月の末頃を予定しています。 



	

4	
	

 

 

ナルク UK 活動報告 

 

ナルク本部発行のエンディングノートの基本部分の

英訳を併記した NALCUK 版が IT アドバイザーの

高嶋会員の手で迅速に編集された。これを機に

NALCUK は、創設以来の懸案事項だった「ナル

ク・エンディングノート」の紹介を兼ねたワークシ

ョップを、去る 9 月 30 日に開催。予想をはるかに

上回る 45 名もの参加者に、チーム全員が勇気づけ

られると同時に、身が引き締まる思いを実感した。

会場設置のプロジェクター/TV 接続のトラブル発

生で、参加者に会議室の移動をお願いするなどの若

干の手違いを除いては、プログラムに従って順調に

進行できて一同胸を撫でおろした。 

 

2013 年に実施された遠山教授／福祉部共同プロジ

ェクト「英国在住の高齢日本人の意識調査」のデー

タ活用、エジンバラ大学認知症研究所フェローの

Dr 林真由美提供のビデオ「日本の認知症グループ

ホームから学ぶ」の上映、紅葉会の 2 月セミナー

で滝本佳代子弁護士が講演された「英国の相続手

続・遺言書の作成の重要性」の復習など、盛沢山の

プログラムに、エンディングノートを活用した終活

ワークショップの第二第三弾を、という希望が多か

った。来年度は、医療介護、相続、贈与、遺言書、

終末期医療、葬儀等の英日の制度的、法的相違を含

むテーマのワークショップを専門家にお願いするこ

とを優先課題にすることが決定された。                     

                                                                

lデンマークで NALC の海外拠点設立の準備を主

導される Petersen 氏

がナルク UK のワーク

ショップ体験参加を兼

ねて研修のため来英さ

れた。 

l 定例会が 10 月 8

日火曜日にアベノ地下

会議室にて開催。           左下が Petersen 氏 

下記が討議された： 

l エンディングノート・ワークショップの参加者

からのフィードバック。回答は概ねポジティブで、

アンケートの回答を今後のワークショップに生かす

こと。非会員の参加者によるエンディングノート

UK 版送付希望があったが、法律、金融その他の専

門家によるアドバイスを取り入れて集大成された

「ナルク UK 版」を正式に公開するが、現段階で

は、非会員の希望には添えない事を確認。    

l ワークショップ参加費と会場費を確認し、休暇

中の会計担当者に託す。            

l ナルクにリンクした JA の FaceBook に掲載さ

れたワークショップの写真に関してクレームがあっ

たが、JA の写真がリンクしないように JA のサイ

ト担当者にリクエストする。ワークショップ等で主

催者が撮影した写真は会報やサイトにアップロード

する事を事前に伝える。 

l10 月開催のワークショップ「マインドフルネ

ス」に関し、前回の失敗を繰り返さないよう、プロ

ジェクターにメモリースティック使用を講師の方に

リクエストする。「マインドフルネスの意味がよく

分からない」という意見に対応するため、具体的な

紹介を追加してリマインダーを発信する。 

l 今後のワークショップと活動については、エン

ディングノート第二弾として、「日英ケア事情」の

ワークショップを 2018 年の 1 月か 2 月早々（第

三週土曜日頃）に開催を予定し、林まゆみ先生に依

頼。 

l第三弾は 6 月頃に遺言書作成や税務関係を予

定。 

l今後のナルク UK 活動の一つに、認知症カフェや

バザー開催なども視野に入れる。 

l 2018 年度総会は 9 月開催を予定。ネット詐欺

やサイバー被害防止に関する基調講演を検討。 

l 11 月例会は 11 月 14 日（火） 

 

福祉部とナルクの合同クリスマス会を 12 月 1２日

（火曜日）12：00－14：00 に予定 

 

福祉コラム 

 

故園田会員追悼礼拝に寄せて 

ご子息による追悼文            

 

1932 年東京生まれの父、故園田邦夫は、クリスチ

ャンだった祖母の影響で、10 代から教会の英語ク

ラスで勉強を始めました。母とはバプティスト教会

の聖書クラスで会いました。Wheaton 大学（シカ

ゴ市）で哲学と神学を学ぶために 21 歳で渡米。1

年後に渡米した母と結婚しました。1960 年にバプ

ティスト教会の牧師になります。                                                    

その後、エジンバラ大学で更なる勉学を目指してス

コットランドに移住。次いでロンドン南部に居を構

えました。同時通訳という新種の職業幕開けと共に

これに参加、遂には世界でも屈指の通訳者に上り詰

めました。 

今日の追悼礼拝にご参加の皆様は、父が日々続けた

説教、病気見舞

い、パイプの水

漏れから PC の

修理に至る、幅

広い奉仕活動を

通じて、教会

で、仕事の場

で、英国日本人

会の集いで、ご

縁を頂いた方々

でしょう。家族にとって故人は、慈愛溢れる父であ

り、献身的に生涯を捧げた夫でありました。 

 

僕たちからみた父は、頭脳明晰、勇猛果敢、忍耐

力、想像力などの資質を併せ持つ、人生のモデルで
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した。どのような難問も粘り強く解決の糸口を探り

ました。父を必要とする誰にでも惜しみなく救いの

手を差し伸べました。 

 

戦前教育を受けた父は大変な倹約家で、一粒のご飯

も残さず平らげました。再利用できる可能性を考

え、何でも取っておく始末屋でもありました。好き

な庭仕事は日が暮れても手を休めず、懐中電灯の薄

明かりで作業を続けました。 

 

兄弟にとって思い出深いエピソード 

 

• モスクワの街角で、空手の達人のふりをしてス

リを撃退した父。 

• 寝たきりになった母を献身的に介護し続け、夜

中に何度も起こされて、疲れ果てているにもかかわ

らず、母のおでこに笑顔で「おやすみ」のキスをす

る父。 

 

デービッドにとっての楽しい思い出: 

• 孫の幼稚園の「祖父母デー」に参加。散会後に

園児たちの送迎バスに乗りこんで、彼らとの時間を

楽しんだ父。 

• 米国人の妻が初めて父母を訪問した際、「今日

のご馳走はお寿司です」とプラスチック製の寿司を

出してニヤニヤしていた父。 

 

ケンが鮮明に記憶している出来事 

• 物置でこっそり科学実験していたら、どう間違

ったのか、もうもうと煙が出はじめた。それを叱る

どころか「好奇心が満たされたのだし、死なずに済

んでよかっ

たね。」と

満足げだっ

た父。実

は、何度か

死にそうな

経験をした

のですが。                                                 

• お古の

PC をプレゼ

ントした数年後には、僕より沢山の中古 PC に囲ま

れていた。それらを修理し、PC の苦手な人たちに

使い方を教え、ご家族とメール交信できるようにし

てあげた父。 

 

僕たちは、ほんの数か月間しか皆様を存じあげませ

んが、その間の亡父に対する温かい思いやりと見守

りに対し、言葉では言い尽くせないほどの感謝で一

杯です。皆さんに深く愛され、惜しまれて天国に旅 

立った父はとても幸運な人です。本当に有難うござ

いました。 

 

 

エンディングノートについての NALC UK ワークョ

ップについて 

9 月 30 日（土）午後、London Mayfair の Farm 

Street Church の Hall にて、NALC UK 主催、

高齢者の終末期準備活動（終活）の一環として、エ

ンディングノートについてのワークショップが開催

され、予想を上回る総勢 45 名の方々が参加されま

した。NALC UK の副代表竹中厚子の挨拶、デン

マークで NALC の設立準備をされている

Petersen 千恵子さんのご紹介に始まり、NALC 

UK のコーディネーターの Whitehouse 敦子が、

エンディングノートの説明。その後、高嶋正明から、

4 年前に英国日本人会福祉部と大阪桃山学院大学遠

山伊津子教授との共同プロジェクト「英国在住の日

本人高齢者の老後の意識調査」の概略説明、エディ

ンバラ大学の林真由美教授の「日本の認知症グルー

プホームから英国が学ぶ」のビデオ上映、その後、

再び Whitehouse 敦子

から今年 2 月の紅葉会

でセミナーをされた滝本

佳代子弁護士の資料に基

づいて、英国の相続手続

き・遺言書の作成の重要

性の説明がありました。

今後、NALC UK は、

終活の一環として、医療介護、相続、贈与、遺言書、

終末期医療、葬儀等々、英国と日本の制度の違いも

含めて、夫々の分野の専門家をお招きしてワークシ

ョップを開催したいとの方針が示されました。 

 

参加者からのコメント

をいくつか： 

 

wNever too late では

無く、Never too early を実感したワークショップ

になったようですね。色々な企画・準備有難う御座

いました。 

w切実に差し迫った事柄故にとても勉強になりまし

た。今後もシリーズ化して定期的に開催をお願いし

ます。 

wとても良かったです。やはり老後は心配ですから

次の機会も参加させて頂きます。 

w英国永住の為、老人ホームやケアホームについて

の知識を得たいと思います。入居料、待遇、食事、

死後の葬儀について等、日本人専用のホームの可能

性など教えて欲しいと思います。 

w遺言書の書き方や相続税について、専門家から説

明をお願いしたい。 

w夫婦で老後の事を色々と話し合いますが、具体的

に書き残すことは有りませんでした。このエンディ

ングノートには具体的に書き残す事が出来ますし、

新しい問題点も明確になり、少しづつ将来の準備が
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出る様な気がします。いつも役に立つ講演を開いて

下さり感謝です。 

 

 

 

文集部からのお知らせ 

 
文集『英国春秋』秋号（No.31）が完成いたしまし

た。今号はＪＡの２０周年記念号でもあり、通常の

エッセイや俳句に加え、その設立経緯や２０年の軌

道をたどる活動状況などと盛りだくさんになりまし

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。秋の夜長のひと時を、文集又は

“スクリーン文集”でお楽しみ下さいますように。 

 

また、次回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。 

 

『英国春秋』２０１８年春号 

 

 タイトル：フリー又は 春号特集「私からちょっ

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, 有名人等に対し） 

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 

 

TEAM SMILE お知らせ 
 

ジャンヌダルクの会開催 

12 月 5 日（火）19 時 

会場：ラーメン瀬戸  5 Plender St, London 

NW1 0JT  020 7387 8530  

▼頑張る女性を応援する会です▼ 

※＞参加希望の方必

ず下記までご連絡下

さい！＜※ 

お問い合わせ：担当 

英国日本人会 

TEAM SMILE 部 

鈴木ナオミ

07796-144-

338  

naomi@sweet-naomi.com   

 

TEAM SMILE  SKT88 

▼11 月 26 日（日）SKT88 （Senior and Kids 

Together)▼ 開催のお知らせ 

●時間 1 時半開場 ２時開始 

☆ソフトドリンク＆スナック付 

●会費 会員無料 （非会員 ５ポンド 1 家族何

人でも） 

●場所： The Winch Play Room  

21 Winchester Road London NW3 3NR 

Tel: 020 7586 8731 www.thewinch.org    

寄り駅 Swiss cottage  

[内容：童謡 手遊び 踊り 折り紙 カルタ 等] 

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 07796-144-338 

naomi@sweet-naomi.com   

 

映画同好会の報告 

 
１０月１７日 pm１時〜上映作品『悪名十八番』

（森一生監督） 

今や世界の名作となった『座頭市』はじめ『悪名』

『兵隊やくざ』各シリーズは当時。常に全国の映画

館を一杯にしました。 

 

今回上映した作品は”勝ちゃん”

の絶頂期のもので、私も助監督と

して森組スタッフの一員でした。

メインスタッフ、メインキャスト

の中で現在生きているのは女優安

田道代と私の二人のみになりまし

た。今東光原作の主人公村上朝吉を演じる役者『勝

新太郎』が も輝いている映画であり。個人的には

大好きな作品です。 

さて。『天才勝新太郎』と呼ばれて久しい銀幕スタ

ー勝新太郎さん

が逝って今年で

２０年になりま

す。忘れもしな

い東京築地本願

寺で行われた葬

儀に駆けつけた

私ですが、築地

市場で働く皆さんはじめ。全国各地から集まった庶

民、熱狂的な映画ファンが何と一万５千人（NHK、

TBS。フジ TV など TV 報道）、殊に棺を乗せた

葬蓮車を見送る時の模様は壮絶であり。ファンの温

かい惜別の掛け声の連鎖でした、走馬灯の如く”勝

ちゃん”の勇姿が浮かんでは消えていったことを思

い出していました。中でも今回上映した『悪名十八

番』のラストシーンが強烈に思い出されました。 

 



	

7	
	

次回は『ゴッドファーザー』です。物語とは別に映

画手法。映像表現の真実などコッポラ監督 

を世界的な名監督にしたモンタージュ理論を紐解い

てみせます！乞うご期待！（文責渡辺道英） 

 

 

俳句同好会報告 
 

日時:９月 21 日(木) 

出席者１０名 

会の終わりに、元駐日英国大使の俳句集に挿絵を描

かれた大使の友人の笠嶋氏が見えて、「大使の句集」

の本にサインをしてくださいました。 

 

◉秋時雨音なき風情胸に染む  ウィンター千津子 

情景の描写だけでなく気持ちがこめられています。 

 

◉紫に染められし庭秋時雨     福重久子  

庭一面の彩りが目に浮かぶようです。 

 

◉あられ伴れ秋の時雨が芝の上    岡部道  

あられを伴れるという擬人化面白い新人の句となり

ました。 

 

10 月の同好会は 19 日(木曜日)です。 

10 月の季題『木の実落つ』となります。 

問い合わせ先クパーのり子 02078285255 

 

 

テニス同好会活動報告 

10 月 11 日（水）、いつものロンドンの北、

Friern Barnet の Princess Park ManorTennis 

Court でテニス同好会が

開かれ、5 名が参加しま

した。ショート・ロング

でウォーミングアップを

した後、5 人で組み合わ

せを変えながらダブルス

の試合を 4 セット行いま

した。丁度レベルも同じ位で、ジュースが何回も続

いたりと、かなり接戦のゲームも数多くありました。

その後、近くでお茶をご一緒して、楽しい時間を過

ごしました。 

 

11 月のテニス同好会のお知らせ 

 

 開催日時 : 11 月 8 日（第二水曜日）13:00 - 

15:00 

 場所 : Princess Park Manor Tennis Court 

 住所 : Princess Park Manor, Royal Drive, 

Friern Barnet, London, N11 3FL (Piccadilly 

Line Cockfosters 方面の Bounds Green 下車、

Edgware 行きの Bus Route 221 に乗車、8 つ目

の Bellevue Road で下車徒歩 3 分、又は Bounds 

Green の次の駅の Arnos Grove で下車、徒歩 13

分、又は National Rail New Southgate 駅下車、

徒歩 7 分）  

詳細 : 毎月第二水曜日に 2 時間、良く整備された上

質のテニスコート 2 面を利用して、テニスを楽し

んでいます。テニスのレベルを問わず、テニス愛好

者は大歓迎です。更衣室・シャワールームは併設さ

れていませんので、テニスの出来るウェアーで、テ

ニスラケット・シューズ持参でご参加ください。 

    担当者 : 高嶋喜代子 07702 049 639 

kiyoko.takashima@outlook.com 

    備考 : 会員・非会員を問わず参加可。テニスコー

ト代は無料。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

iPad/iPhone 同好会報告 

 

10 月 10 日（火）TottenhamCourtRoad 近くの

日本食レストラン Abeno の地下会議室で、スマホ

同好会が開催され、12 名の参加でした。Wifi への

接続方法、Map の利用方法、英国で購入したスマ

ホを日本で利用する為の SIM ロックの解除、SIM

の交換、Roaming とは、辞書アプリのダウンロー

ド方法等々、 初から 後まで活発な Q&A が有り

ました。更に、人生の終末期の諸々の活動-終活に

ついても色々情報交換をして、有意義な時間を過ご

しました。以上、触って試して一つずつ新発見で毎

日楽しい iPhone/iPad 同好会」からの報告でした。 

 

尚スマホ同好会は、今年 7 月から JA 会員￡2.00、

非会員￡5.00 の参加費を徴収しておりますが、今

回過去 7 回分の参加費として￡164.00 を JA に

全額入金致しましたので、併せて報告致します。 

 

 

 

スケッチ同好会報告 

 

今月は恒例になっている栗拾いも込みなので、ケン

ジントンガーデンに出かけた。残念ながら今年は早

かったらしく殆ど落ちた後だつた。それでも運の良

かつた人は 3、40 個位は拾った様だ。小粒だが甘

味で人気も年々高くなっている様で、競争率も高く

なるばかり。苦労した割には収穫が少なく、腰やら

膝やら身体中が痛くなり、老体にはかなりキツイ作

業なのに、栗拾いには不思議な魅力があってこの時

期になると"辞められない止まらない"のだ。絵の方

はイタリアンガーデンからサーペンタインに沿って

故ダイアナ妃の記念水路辺りまでの景色を描いた様

だ。噴水、色付いた木立、橋、建物など皆さんの力

作に、秋の色が滲む。栗が落ちると紅葉が始まる来

月は、紅葉真っ盛りの今年 後の屋外での写生とな

るホランドパークに出かける。 
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全員集合      山本いくこ 

 

  
古澤郁子      グリーブスくにこ 

  
竹内みどり       ハーティみえ 

   
クーパーのりこ  ジョンソン妙子    田中邦子 

 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 

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 １1 月 8 日 （水） 

2 11:00 Holland Park 駅改札口集合 

3 Holland Park 

4 美しい紅葉を描きましょう 

5 竹内      07774 476 293 

＜合唱カラオケ＞ 

1 １１月１日(第 1 水曜日) 13:00～16:00 

2 カラオケ エポツク 

3 30 Brewer Street, LondonW1F 徒波書房の奥 

4 飲食持ち込み自由 

5 竹内 07774 476 293 

6 先月より水曜日になったので要注意 

＜スマホ/iPad/iPhone＞ 

1 １１月１４日 ２８日(第 2,4 火) 13:30〜16:00 

2 “あべの”レストラン地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 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。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、高嶋、上田 rie036@gmail.com	

6 会費：会員£2 非会員£５ 

＜映画鑑賞＞ 

1 １１月２１日 (第 3 火) 2:30〜１６:００ 

2 Farm Street Church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 [ゴッド ファーザー (パート 1)] 

監督  フランシス フォード コッポラ 

出演  マーロン ブランド   アル パチーノ 他 

5 渡辺  07783 426113 

竹内  07774 476293 

6 要予約 場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

 ※ ウォークは１１月はお休み 

 

１０月１１月のスケジュール 

日付   行事予定 

10 月 24 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

10 月 26 日 (木) 紅葉会 

10 月 28 日 (土) 墓地清掃 

11 月 1 日 (水) カラオケ 

11 月 8 日 (水) テニス同好会 

11 月 8 日 (水) スケッチ 

11 月 8 日 (水) 二水会 

11 月 14 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

11 月 15 日 (水) 会報締め切り 

11 月 21 日 (火) 映画鑑賞 

11 月 23 日 (木) 紅葉会 

11 月 26 日 (日) SKT88 

11 月 28 日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

12 月 5 日 (火) Team Smile ジャンヌダルクの会 

12 月 16 日 (土) 年次総会 

12 月 12 日 (火) 福祉部とナルクの合同クリスマス会 

12 月 13 日 (水) 会報締め切り 

3 月 15 日 (木) 文集締め切り 

 

編集後記：今月は皆さん沢山書いてくだ

さってありがとうございました。スペー

スの関係で多くの写真とか記事を削らな

くてはならず、申し訳ありません。うれしい悲鳴で

す。来月もよろしく。 

随時投稿ご意見をお待ちしています。（ｓｋ）

newsletter@japanassociation.org.uk   

事務局：secretary@japanassociaion.org 


