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理事会だより 
 

8月の理事会での討議事項（理事会 8月 5日） 抜粋 

 ジャパン祭りでの「阿波踊り」用に網笠 100

個を注文。  

 日本会館への寄付は、毎年会員更新時期に同時

に送られるが、祭りの寄付と重なるため、本年

度より総会案内送付時に同時に送付される。 

 

ハマースミス日本庭園 Garden Party 
 

7月29日（日）に予定されていたハマースミス公園日

本庭園のガーデンパーティーは強風の為、8月4日（土）

に延期された。前日の3日には記念式典が行われ、鶴

岡日本大使、ハマースミス・フラム区区長Ms Brown

の挨拶、鏡開き、正門プレート除幕式などが行われた。 

 

 

 

翌4日のガーデンパーティーでは、ステージで太鼓、

琴、津軽三味線等の演奏、また、数カ所に貼られたテ

ントの中では、日本食の販売、盆栽の展示、着物の着

付け、折り紙、習字等の実習が行われ、公園にやって

きた人々に日本の文化を披露した。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、また理事会に諮る必要のある事項については 

翌々月の会報に掲載いたします。質問をお送り下さる

際、会報に掲載希望有無を必ず明記下さるようお願い

いたします。 

Japan 祭り開催のお知らせ 
 

ジャパン祭り開始以来、今年で通算 10回目となりま

す。今年もトラファルガー広場で 9月 30日(日) 

10am - 8.00pmに開催されます。 
 

10 周年を迎える節目となる今年の祭りを応援したく、

ＪＡも毎年お馴染みのブースを出店します。会員の皆

様からの出店に関するユニークなアイディアや販売品

などのご協力をお願いします。当日の販売担当、アト

ラクション担当等のボランティァを募集しております。

ジャパン祭りは、国籍、老若男女を問わず、誰もが楽

しく参加してお楽しみ頂ける数少ない機会です。 
 

ジャパン祭りへの協賛のお願い 

在英日系人コミュニティをはじめ、地元の方々、ビジ

ネスの方々、児童、学生が主役となって楽しんで頂け

るイベントにするよう企画されております。 

皆様からのご芳志が大切な運営資金となります。私ど

もの主旨をご理解頂き、下記の通り、ご寄付を賜りた

くご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

   ジャパン祭り運営委員会 

小切手宛先：ＪＡ 

送付先：JA事務局 Japan Association in the 

UK、 c/o JEIB, 1st Floor 3 London Wall 

Buildings London EC2M 5PD 

銀行振込：Nat West Bank Sort Code: 56-00-23 

口座名：Japan Association in the UK    

口座番号：２６０２７６０７    

各種お問い合わせは：特別イベント部  

event@japanassociation.org.uk 

（ 担当：藤田／ロビンズ） 

 

☆   ☆   ☆ 

 
 

会員部からのお知らせ 
 

8月の新入会者 

シャープレス 豊子（729）  

以上 1名 

現在会員数 E会員 228名  Eプラス 56名 

一般会員 70名（名誉会員含む）計 353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 をご参照ください。 

３日の記念式典にて 

mailto:secretary@japanassociation.org.uk
mailto:event@japanassociation.org.uk
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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。 

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。 
 

年会費 3ヶ月フリーオファー 

先月まで上記のようにご案内していましたが、10月

の切り替え時期まで 1か月余の現在、9月にご入会の

方は、会員費を 1年  いただきますが、「Taste of 

Japan Association」という 味で、次回更新時、

10 月までの１ヶ月 をフリーにさせていただきま

す。どう 、お知り合いでまだ、JAに加入していらっ

しゃらない方をお誘いください 
 

会員年会費更新 

また、JＡ会員費更新時期（2018 年 10 月１日より）

がやって参りました。 

更新依頼書は今月末までに発送の予定です。 よろし

くお願いいたします。 
 

＊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。 
 

会員部 ウィンター 千津子 

電話 07957548023   

メールmembership@japanassociation.org.uk 

 
☆   ☆   ☆ 

 

ヘンドン日本人墓地清掃供養報告 

お盆の清掃並びに供養が 8 月 14 日（火）に開催され、

竹内領事はじめ、40 名近くの方々が参加されました。 
 

全員参加の清掃に続き、三輪精舎の佐藤顯明師、博子

夫人の読経、同師のご説法、「故郷」のコーラスを介

して、今は亡き先達のみ霊に感謝の祈りを捧げること

ができました。ご参加の皆様に、心からお礼を申し上

げます。（参加者３９名）   （藤田）   
 

<参加者コメント> 

❀ お盆の墓地清掃に参加しました。今年も例年の様

に好天に恵まれ 40人近くも集まり、1時 程でスッ

カリ綺麗になった墓前で、主管の読経と、説法に心を 

洗われる一日でした。親睦会も沢山のお料理でした。 

                   飛田美江子 

❀ 今回初めてお盆の供養に参加させて頂きました。

佐藤先生のお経と御説法、そして、友紀・ジョンソン

さんによるお祈りは、ヘンドン墓地に眠る方々を想い

ながら、日・英の文化の垣根を超えたところで、暫し

平和なひと時を皆で共有できたように感じました。英

国に長年暮らす日本人として、大変貴重な経験となり

ました。この機会を企画・運営して下さった方々に、

心よりお礼を申し上げます。                  Hall 美奈子 
 

❀ 初めて参加させて頂き，共に祈りをささげること

ができたことを感謝しています。掃除も一緒にでき、

とても楽しい一時でした。ありがとうございました。                

       ジョンソン友紀 
 

☆   ☆   ☆ 

 

二水会のお知らせ                 
日時： 9月 12日（水）18:30より  

演題：  「イギリスで沖縄について考える」 
 

イギリスから遠く離れている日本の、そのまた南端に

位置する沖縄ですが、調べるとイギリスとは 外と関

係の深い地域であることが かります。今回は短い時

 ですが、中世以降の沖縄の歴史や文化を振り返ると

ともに、現在の沖縄が直面するさまざまな問題につい

て述べたいと思います。 
              

講師： 黒田犬彦氏 

歌人、コラムニスト、エッセイスト、元英系銀行の財

務アナリスト。在英三十年。ロンドンの日本語新聞に

コラムを連載して十五年。現在、週刊「ジャーニー」

に「英国随想録」を連載中。歌人として朝日歌壇賞、

角川短歌賞などを受賞。著書にエッセイ『イギリスで

はなぜ散歩が楽しいのか？』など。近年は沖縄問題の

研究に力を入れている。（本名 渡辺幸一） 
 

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： 

下記のメールアドレスに参加希望をお知らせください。 

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

今後の予定 

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  

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

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
https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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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

 が感じられました 。 

 

紅葉会 9月のお知らせ 
9月 27日はナショナルギャラリーを中心に絵画ツア

ーガイドをなさっている志村みちさんに、有名な絵画

の背景にある 外なストーリーや興味深い歴史の数々

を、ユーモアたっぷりにお話しいただきます。 
 

今後の予定 

10月 25日  テーブルアレンジメントの岡部淳子さ

ん 

11月 22日  クルーズツアーガイドのワードあやこ

さん 

☆   ☆   ☆ 

 

９月３０日(日曜日)のジャパン祭

りで ≪みんなで阿波踊り≫を
ＪＡ阿波踊り準備委員会が企画し

ています。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。 

踊りの練習は、映画会、紅葉会等の終了後を利用して

行っていますので、適宜、ご参加ください。 

          

ＪＡ阿波踊り準備委員会 

 

☆   ☆   ☆ 

 

TEAM SMILE部・SKT88開催のお知らせ 
 

▼10月 7日（日）SKT88 （Senior and Kids 

Together)▼ 開催のお知らせ 

●時 2時開場 2時 30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    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] 
 

☆オーストラリアに移住されるたまえさんの最終日と

なります！お別れ会を企画しています。 

 

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 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 

 
☆   ☆   ☆ 

 

文集部よりリマインダ―   
 

『英国春秋』２０１８年秋号

の原稿締め切り日が 

９月１５日に迫りました。 

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。 
 

 

タイトル：フリー又は 秋号特集「私の楽しみ」 

https://maps.google.com/?q=21+Winchester+Road+London+NW3+3NR&entry=gmail&source=g
http://www.thewinch.org/
http://ameblo.jp/skt88naomi/
mailto:naomi@sweet-naomi.com
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（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） 
 

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 

 
☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 
 

福祉部活動報告 
 

福祉部８月例会 
８月１５日にファームストリート教会小会議室にて

10名の参加で開催。今回は、ご主人の認知症ケアで

大変な苦労をされている、オブライエンさんの経験談

を伺う機会を設定した。そのため、各支部担当者によ

る「見守りプロジェクト」の報告は次の課題として持

ち越された。 

以下の問題について、参加した全員が「他人事でない」

と真剣に受け止めた。質疑応答も充実した内容となり、

オブライエンさんに全員が感謝した。 

 

1. 認知症を疑うきっかけは何だったか 

2. ご本人を専門医の受診にどのようにして同 させた

か 

3. 現役としての仕事とケアをどう両立させているか 

4. 施設選びのポイントは何か 

5. 相談者や窓口の検索法 

 

支部懇親会のお知らせ 
 

西支部懇親会のお知らせ 
日時： 9月 7日（金曜日） １２時半より  
会場： EAT TOKYO   

会費：  １３ポンド（予定） 

住所  :  １６ OLD COMPTON STREET,      

  LONDON W1D 4TL 

（地下鉄レスタースクエアーとトッテナムコートロー

ドの中 ） 

電話： 020ー7439－９８８７   

Web site ： www.eattokyo.co.uk/soho 

          

連絡先：山本 郁子 imandry@tiscali.co.uk 

または竹内みどり ０７７７ー４４７ー６２９３まで

お願いします。 西支部以外の会員の方も歓迎です。万

障お繰り合わせの上ご参加ください。 

 

南支部懇親会のお知らせ 
日時： ８月 30日(水)  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からも乗車可。 駅を出たら左折し、真っ直

ぐ大きな信号まで歩き(約５ )、信号 を渡ってすぐ左

折(York St)し , バス停を過ぎた右側。 

 又は、Kingston, Surbiton バス 281, London 

Road 下車。又は、Richmond駅側バス、490, R68,  

R70,  H22, York St.で下車(約 10 ), レストランは

来た方向に少し戻る。 
 

締切日 ： ８月 23日(水) 

申込先： 川西   01932 248 142.      

  a.alibert@ntlworld.com 

会費：   ￡11  (お茶、10%サービスチャージ込み 

担当:    川西  07979816673 (当日のみ) 

             小野   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 

￡1.50, ３時 ￡3.50 

メニュー：お申し込み時に下記５種類よりお好みをお

伝えください。 

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 
 

皆様のご参加をお待ちしております。   

 

北支部懇親会のお知らせ 
日時： 9月 24日(月)12時 30 より 14時 30 

まで 

会場:   Miyama, Mayfair 

住所： 38 Clarges Street, London W1J 7EN                     

                     (020-7493 3807) 

最寄駅：Green Park 

申込締切日:   2018年 9月 18日(火) 

定員:    25名 

会費:    £15 (ご飯、味噌汁、フルーツ付、サービス込

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) 
 

出席者の方は下記のmenuをお選びの上、お申し込み

下さい。 

①  日替わり定食 (当日のお楽しみ) 

②  豚生姜焼き定食 

③  とんかつ定食 

④  焼き魚定食     

どのメニューにもご飯、味噌汁、フルーツが付きます。 

 

 

ナルク UK活動報告   
 

ナルク UKの月例会が 8月 16日にファームストリー

ト教会小会議室で開催された。事務長、コーディネー

タ、IT担当、経理などの担当者が参加して、以下の議

題が討議された。 
 

mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
http://www.eattokyo.co.uk/soho
mailto:imandry@tiscali.co.uk
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:kunikogreaves@yahoo.co.uk
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
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● ナルクの組織内での役割 

英国に身寄りのない独居会員の高齢化や健康問題は、

今後ますます深刻化するだろう。信頼できる後見人を

どのように選定するか、施設選定の条件、などの今後

の問題について 見が交換された。 
 

● 10月開催予定のワークショップの大枠合  

日時：10月 4日（木）14：00－16：00 

会場：FarmStreet教会 1階ホール 

講師：Nuffield Trustの Natasha Curr氏（Senior 

Fellow in Health Polic) 

9月 1日頃、会員に一斉メール予定 

会報とMixbにも掲載 
 

● ベビーシッターとホームスティ依頼への対応 

期 ：10月 15日から 19日まで、ロンドン外の移動

先でのベビーシッターを求める問合せがあった。ナル

ク UKは、チャイルドマインダー、ベビーシッターの

資格者以外を紹介することはできないため、人材募集

広告が可能なMixb等を利用するよう依頼者に紹介す

ることで合 。 
 

● 9月度ナルク例会予定 

9月 13日（木）10：30-12：30に Farm Street 

Church1階小会議室（予約済） 
 

● ヨガ・ワークショップは会場の都合により 9

月は休会。 

 

福祉コラム  
 

千羽鶴に平和への祈りを込めて 

     1945年 8月 6日午前 8時 15 、広島に原爆投

下、14万人が死亡。8月 9日午前 11時 02 、長

崎に原爆投下、7万 4千人が死亡。両市の被爆者総数

は推定 60万人。残虐で非道な戦争は、市民の生命と

生活を跡形もなく奪い去ったのだった。 

     あの日から 73年。今も核廃絶の動きは依然として

鈍い。世界のリーダーたちによって核兵器が葬られる

ことがないのなら、世界中の一般市民の強い願いとた

ゆまぬ行動力で葬るしかない。 

     ロンドン北部のビクトリア公園に、一本の桜の木が

植えられている。それを囲む

柵に「広島長崎被災者追悼記

念」という碑銘が英文で刻ま

れている。今年も地元の英国

人有志と JA有志、合わせて

40名ほどが 8月 11日に参

集した。公園の近くに住む飛

田まゆみ、ミエ子姉妹が音頭

をとり、半年かけて千羽鶴が

準備された。それを桜の柵に

下げ、オリジナルな祭壇が作られた。地元の参加者か

ら「ワンダフル」と喝さいを浴びた。区長の参加もあ

り、黙祷、詩やエッセイの朗読、コーラスなどによる

追悼式がしめやかに執り行われた。 

 

全参加者の平和の祈りを、梅原司平作詞作曲の『折り

鶴』に託してお伝えする。 
 

生きていてよかった それを感じたくて 

広島のまちから 私は歩いてきた 

苦しみをことばに 悲しみをいかりに 

きずついたからだで ここまで歩いてきた 
 

 

この耳をふさいでも 聞こえる声がある  

この心閉ざしても あふれる愛がある  
 

はばたけ折り鶴 私からあなたへ 

はばたけ折り鶴 あなたから世界へ 
 

生きていてよかった それをみつけたくて 

長崎のまちから 私は歩いてきた 

この胸のいたみを うた声にたくして 

焼けあとの下から ここまで歩いてきた 
 

この耳をふさいでも 聞こえる声がある  

この心閉ざしても あふれる愛がある  
 

はばたけ折り鶴 私からあなたへ 

はばたけ折り鶴 あなたから世界へ  
 

はばたけ折り鶴 私からあなたへ 

はばたけ折り鶴 あなたから世界へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同好会報告とお知らせ 
 

テニス同好会の報告 
 

8月 8日水曜日, 気温 24度さわやかな風の中、、全

部で 8人の参加でテニスが始まりました。初めての参

加者 3人を含め、少し緊張気味にストロークの練習を

相手を変えながらし、そして、試合へと進みました。

4人づつ 2コートに かれ、4ゲーム対戦し、勝った

ペア同士、負けたペア同士が、さらに対戦しました。

結局 2対 2で引き けでしたが、私達のレベルがいか

に拮抗しているかが かる試合でした。一心にボール

を追い、いっぱい汗をかき、思いっきり笑った一日で

した。                                           デニヤ 葉子 

 

スケッチ会報告 
8 月８日、つい 1 ヶ月程前に薔薇見に来たばかりのリ

ージェント公園に来てみた。今年の猛暑は記録的で

30 度を超える日が続いたが、前日のおしめり程度の

雨のおかげで 26 度程に下り、公園の木や水のせいか

夏らしい 1 日だった。但し芝生は枯れて真っ白。絵に

すると 木々の緑との面白いコントラストになつた。 今

回はホリデイやらお孫さんシッターやらで休みが多か

つたが、数枚の写真を送った所 偶然同じ場所を描いた

絵が重なった。しかし出来上がった絵は全く違った作
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品になっている。 アートの面白い所はこういう所で、

上手い絵、面白い絵、個性が滲む絵、キレイな絵、魅

力は幾つにも かれる。上手いという事だけが評価さ

れる訳ではない、というのが現代の解釈だ。  我がスケ

ッチ会には超上手い絵から超面白い絵まで個性豊かな

画家が揃っていて、私自身にも学ぶ事が多く 大変やり

がいを感じている。来月はタワーブリッジ近辺に行く

予定。 

8月の作品 

 

  シェイラ文野    グリーブス邦子    ハーティみえ  
  

   ビドル恵み          竹内みどり 

                  

 田口邦子        ジョンソン妙子     
    

   山下美保子          古沢郁子 

 

スマホ同好会報告 
2018年 8月 14日（火） 

今日のスマホ同好会は、過ごし易い気温の中、11名

の参加でした。Cookieとは何か、Rooterの Resetの

方法、Safariへの Favoriteサイトの登録方法、

iCloudの容量の増加方法、iPhoneの連絡先の

Favoriteへの登録方法、iPhoneの表示画面の縦から

横への変更方法、最新の携帯電話のマーケットシェ

ア・Huweiの台頭、NHSの Pharmacy To Youの紹

介等、色々な Q&Aが有りました。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。最後に、会員の King 悦子さんが作

詞したスマホ同好会小唄の紹介があり、皆さんで合唱

しました。皆さんも是非一緒に歌ってください。 
 

「ボケます小唄・ボケない小唄」の YouTubeの URL

は以下の通りです。 

https://www.youtube.com/watch?v=rlDcwT9Q

zTs&feature=youtu.be 
 

更に King 悦子さんが作詞した「スマホ同好会小唄」

の YouTueサイトは以下の通りです。 

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

27Y2rxHHWs&feature=youtu.be 

 
 

俳句を学ぶ会報告 
 

7月１９日（木）１時半より。 出席者１１名 

会場の Royal Festival Hall では卒業式があり、大混雑

の中をぬけて６階へ。 

予約して確保された場所があって幸いでした。 

活発な 見が飛び交い笑いもまじるクラスでした。 

７月の季題は「日盛り」です。 
 

❆ひざかりに麦わら帽子がよく似合う   田口邦子 

❆日盛りに庭の木陰で歌を詠む      福重久子 

❆日盛りに紫陽花哀れ水を乞う     キング悦子 
 

尚、8日の句会は８月１６日に

終了しました。季題は「夏帽子」

でした。作品は 9月の会報に掲

載いたします。 

９月の句会は９月２０日（木）

Royal Festival Hall６階で１時

半より、季語は「うそ寒」です。 

欠席の方は Cooper までご連絡

ください。  

020 7828 5225 
 

 

次回の同好会お知らせ 
 

映画鑑賞会  
 

9月 18日(第３火曜日）13:00～16:00  

Farm Street Church 別館  

3 114 Mount Street, London W1  

上映作品『七人の侍』（1954年公開、製作は東宝） 

*7月の会報で華岡青洲の妻とお伝えしましたが、年頭

のスケジュール通り 9月は『七人の侍』をお届けしま

す。誤報をお詫びいたします。 
 

戦国時代、農民に雇われた七人の侍と、野盗と化した

野武士の一団との戦いを中心に描くスペクタクル大作。

黒澤明監督作品のなかで、世界的にもアクション映画

の傑作と評価されているだけに、いくつかのバージョ

ンがあるが、今回は上映時 １９０ のバージョン。

製作費は当時の金額で 2億 1千万円という超大作、ま

さに日本を代表する芸術作品である。ヴェネツィア国

https://www.youtube.com/watch?v=rlDcwT9QzTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rlDcwT9QzTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-27Y2rxHHWs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-27Y2rxHHWs&feature=youtu.be
https://maps.google.com/?q=3+114+Mount+Street,+London&entry=gmail&source=g
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際映画祭銀獅子賞受賞。 

監督： 黒澤明 脚本：黒澤明、橋本忍、小国英雄 

主演： 三船敏郎、志村喬 音楽：早坂文雄 
 

  今回上映の黒澤明監督の『七人の侍』シナリオラ

イターの一人、橋本忍さんが亡くなられたとの訃報が

ありました。個人的にも師と仰いだ方で１００歳であ

られた由。１９５０年芥川龍之介の原作からヒントを

得て書いたのが『羅生門』で、黒澤明監督が世界に羽

ばたいた（ヴェネチュア映画祭でグランプリを獲得）

名作であった。それ以来黒澤作品『生きる』『七人の

侍』『悪い奴ほどよく眠る』『生きものの記録』『蜘

蛛巣城』『隠し砦の三悪人』『どですかでん』の代表

作品に参画されました。ご冥福を祈念します。 

  さて、今や『市民ケーン』『ゴッドファーザー』

と並び『七人の侍』は映画専門家が選ぶ世界のベスト

３に入っています。助監督の頃からハリウッドの巨匠

「ジョンフォード監督」を目指して、映画らしく、動

的でシンプルな楽しい映画を作ることを夢にして、遂

に『七人の侍』をつくった。御殿場で撮影した野盗が

繰り出す荒馬の疾駆のシーンは、製作日数を大幅に上

回り、製作費も大幅に掛かり、東宝本社は中止を求め

た。試写会のときにはほぼ４７ が経営者側からカッ

トされ、ご存知の通りの１６０ の長さで上映された。

今回初めて BFIが保有するポジティブフイルム２０７

 のダイレクターカットで上映します。乞うご期待！

（文責 渡邉道英） 
 

スマホ同好会 

8月２8日（火）、9月１1日（火）、9月２5日

（火）毎月第２・第４火曜日 
 

時 : 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, 駅前の Bus停 

328 or C3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。 

連絡先：浜口  

E-mail: rie036@gmail.com   

Mobile: 07939254277 
 

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 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。 

 

第4回 ゴルフ同好会     
 

９月は、ゴルフには快適な月です。 

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、

奮ってご参加ください。 
 

日時       : ９月13日(木) 

場所       : Coombe Wood Golf Club (クームウッド

     GC. www.coombewoodgolf.com) 

               George Road, Kingston Hill, Kingston-

     Upon-Thames, KT2 7NS 

               Tel: 0208 9420388 

スタート時  : 11時 

集合時  : 10時30  (プレーができる状態で、クラブ

ハウスにて) 

グリーンフィー: £20 ( 飲み物、食事は各自精算) 

申込先 : 川西(a.alibert@ntlworld.com)  

 

 

テニス同好会 
 

9月 12日(水)午後 1時-午後 3時 

Victoria Park 

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。 

参加費・無料 

連絡先：高嶋喜代子 07702 049 639  

 kiyoko.takashima@outlook.com 

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。 

 

 

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 

＜ウォーク＞ 

9月 8日に予定していた Painshill歩きは電車ス

トのために中止。８日のスト回避、又は別のコー

スが見つかった場合は、一斉メールにてご案内予

定です。 

＜合唱カラオケ＞ 

1 9月 6日 (第 1木曜) 13:00～16:00 

2 カラオケ エポツク 

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 
 

＜第 29回食べ歩き会＞ 

1  9月 21日(金)  

12.30pm 

2 Tierra Peru Restaurant 

3 164 Essex Rd., Islington 

London 

N1 8 LY (020-7354 5586) 

4 参加ご希望の方は

sumiko.scott@btinternet.com OR 

020-8340 9063まで 
 

https://maps.google.com/?q=204+Fulham+Road,+London,+SW10+9PJ&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=204+Fulham+Road,+London,+SW10+9PJ&entry=gmail&source=g
mailto:rie036@gmail.com
http://www.coombewoodgolf.com/
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:kiyoko.takashima@outlook.com
https://maps.google.com/?q=164+Essex+Rd.,+Islington+London+N1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=164+Essex+Rd.,+Islington+London+N1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=164+Essex+Rd.,+Islington+London+N1&entry=gmail&source=g
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
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＜スケッチ＞ 

1 9月 12日 (第 2水曜).  

2 11:30. Joiner Stサイド出入口集合 

3 ウイリアム カーティス エコロジカル公

園 

4 川越しに望む タワーブリッジ  ロンド

ンブリッジ   ロンドン塔などを描く 

5 竹内  07774476293 
 

＜映画鑑賞＞ 

1 9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 『七人の侍』（1954年公開、製作は東

宝）監督： 黒澤明 脚本：黒澤明、橋本

忍、小国英雄 

主演： 三船敏郎、志村喬 音楽：早坂文雄 

5 渡邊 07783 426113  

加藤ウォーバーグ 07944 030150 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA非会員￡5 特別料金  

￡5～￡6 

☆ 今回は特に長い映画ですので、 

１３：００に開始します。  
 

 

*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。 
 

Classic Carがお好きなあなたにお知らせ 
Capel Manor Classic Vintage Car Show 
  ロンドンの北エンフィールドにある Capel Manor 

Garden で毎年 9 月第一日曜日、今年は 9 月２日（日）

にクラシックカーショーがあります。これはコマーシャル

なものではなく、車好きが自

慢の自動車を持ち寄って見せ

合うというものです。ここ数

年行っていますが、なん百台

ものピカピカのクラシックカ

ーが勢 ろいして壮観です。

もちろんフェラーリとかロー

ルスロイスとかもあります。 

  Capel Manor はノースサキュラーのケンブリッジ

ラウンドアバウトから A10をまっすぐ北に 15 ほどの

ところにあります。M25 のちょっと手前です。ここは園

芸の学校でもあり、ショーだけではなく 30エーカーもあ

るガーデンも見逃せません。入るとすぐ左手に日本庭園が

あります。まっすぐ行くとカーショーですが、右に曲がる

とどの季節にいっても学生が世話をしているのでしょう、

見ごたえのある大小６０ものガーデンがあります。鯉のい

る日本風の池とか大きな迷路、春には水仙、シャクナゲも

みごとです。子供用には小規模ながら動物園もあります。 

https://www.capelmanorgardens.co.uk/events/

classic-and-vintage-car-show-2018.html 

  もう一ついい点は犬を連れて行けることです。もち
ろん綱付きですが、広々としたガーデンで犬も喜んで歩い

ています。入口近くのカフェも普段は学生用なためか、安

くてボリュームのあるランチが食べられます。 

入場料：大人£8、 子供£4、コンセッション £7  （S.K.）                                           

2018年 8月以降の行事予定 

日付   行事予定 

8月 28日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

8月 30日 (木) 南支部懇親会 

9月 1日 (土） 西日本豪雨チャリティー     イベ

ント 

9月 5日 (水) 福祉部例会 

9月 6日  (木) 合唱カラオケ 

9月 7日 (金) 西支部懇親会 

9月１1日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

9月 12日 (水) テニス同好会 

9月 12日 (水) スケッチ 

9月 12日 (水) 二水会 

9月 13日 (木) ナルク例会 

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 18日 (火) 映画鑑賞 

9月 19日 (水) 福祉部月例会 

9月 19日 (水) 会報原稿締め切り 

9月 20日 (木) 俳句を学ぶ会 

9月 21日  (金) 第 29回食べ歩き会 

9月 24日 (月) 北支部懇親会 

9月２5日 (火) スマホ/iPad/iPhone  

9月 27日  (木) 紅葉会 

9月 28日  (金) 
ジョイオブ酒 イベント

Barbican Centre 

9月 30日 (日) ジャパン祭り 

10月 4日 (木) NALCワークショップ 

10月 7日 (日) TEAM SMILE・SKT88  

10月 10日 (水) 二水会 

10月 25日 (木) 紅葉会 

11月 14日 (水) 二水会 

11月 22日 (木) 紅葉会 

12月 1日 (土) 忘年会 

 
編集後記：  
 

季節先取り―ケンジントン

ガーデンの栗の写真が届き

ました。猛暑のおかげで今

年は豊作だとか！９月中旬

の収穫時期に行かれたらい

かがでしょうか。 

 

✩ＥＵ個人情報保護規制強化に伴い、被写体の権利が

問われる（肖像権）恐れがあります。記念撮影的なも

のでなく、スナップ写真の掲載になりますことをご了

承ください。 

✩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。
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