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英国日本人会 2018 年度年次総会・会長報告 
 

皆様本日は お忙しい中、第 22 回年次総会にご参集下さ

り誠に有難うございます。 

 

当英国日本人会は 1996 年 11 月に発足し既に 22 年経

過し今年で 23 年目を迎えました。幾多の会員の方々、並

びに理事役員の方々の大きな支えとご協力の下に今日に至

っております。当初は約 40 名足らずの会員によって互助

会的性格を持った当会は戦前の日本人同胞会を復活させる

に相応しい会として発足しています。当時の日本人の永住

者の数は僅か 5200 名（男 1350、女 3850）といわれ、

現在の 20000 名に成ろうとしている事からすると隔世の

感があります。現在の会員数は 334 名（含む名誉会員 8

名）となっています。メール会員（会員 277 名）の会員

数が圧倒的であります。尚、昨年（332 名）比では総会

員数はほぼ同数です。今後の会員数の増強が期待されます。 

 

今年も不幸に

して会員の中

からお 2 人の

方がお亡くな

りになられま

した、故ハリ

ス春子さん

（享年 88 歳）と林 玲子さん（享年 66 歳）です。又三

輪精舎のご住職佐藤法師様の奥様博子さんが 12 月に他界

されたのは誠に残念であります。会からは多くの会員の皆

様がご葬儀又は追悼式にご参列下さいました。此処で皆様

とご一緒に御三人さまの霊に一分間の黙祷を捧げたいと存

じます。 

それではこれよりご賛同の皆様と共に心を込めます。 

 

ご賛同により皆様と共に心を込めて黙祷。  

 

それではただ今より議事に入ります。会則第 14 条の規定

により総会は委任状を含む会員の 5 分の 1 以上の出席を

持って成立いたします。本日現在の議決権のある会員数は

334 名に対し、ご出席の方が 42 名、欠席者のうち委任

状を議長あてにご提出願っている方が 140 名、理事会・

理事には 17 名、総会参加の他の会員へは 4 名、会則に

定める定足数 67 名（全会員 334 の 5 分の 1 以上）を

充足しております。したがって本日の総会はめでたく成立

し此処での決議は有効となります。 

 

これより議事に入らせていただきますが私佐野が進行役と

して議長を務めさせていただきます、ご異議がなければご

承認の拍手をお願いいたします。 拍手。 

  

それでは早速議事に入らせていただきます。  

 

既に皆様にお送りいたしました総会 議題 をご参照いた

だきたいと存じます、お諮りしたい議題は 4 項目であり

ます。時間の関係上議決に関しましては、報告事項、付議

事項について、先ず全てをご説明させて戴き、その後ご質

問、ご意見を頂戴して、その後議題（2）の付議事項につ

いては採決で、ご承認をいただきたいと考えております。 

 

最初に  ｛議題 1、報告事項 その（1）｝ 

2018 年度の年次活動報告の説明をさせて戴きます。 

昨年 2 月 22 日に Bloomsbury Baptist Church にて年

次総会が行われました。総会議事進行は原案通り無事ご承

認されていました。今年度も定例会の活動は例年通り又は

それ以上に活発でした。特に多くの会員サポートを得て担

当理事部長はじめ各役員の努力も相俟って大きな成果を得

たと確信しています。つきまして時間の都合で議長である

佐野が大方の活動報告をご説明申し上げます。 

各部局と担当理事： 

1） 事務局―   ウィンター事務局長 

2） 経理部並びにジャパンハウス基金―花岡理事 

3） 会員部―  ウィンター理事 

4） 文集部―小川理事 

5） 福祉（ナルク）部と会報部―竹中理事 

6） 特別イベント部―満山理事 

7） 墓地管理部―藤田理事 

8） 二水会部―飯塚理事 

9） 紅葉会部―ギブソン小池理事 

10） 都道府県県人会部―満山理事 

11） 同好会部（カラオケ会、絵画会、スマホ同好会、  

他） 

12） 広報部―鈴木理事 

13） 忘れな草部―ウィリアムズ理事 

14） Team Smile 部―鈴木理事（「SKT 88」と「ジ

ャンヌダルクの会」（頑張る女性の会）） 

――活動報告――佐野議長、 

1）先ず恒例の墓地の清掃は佐藤三輪精舎ご住職による法

要も兼ねた春と秋の清掃、8 月 14 日にはお盆の弔いと清

掃そして大使館より竹内領事班長がお手伝いに駆けつけて

戴きました。今年も計三回の清掃が行われましたー本当に

墓地ご担当の藤田理事とご協力者の方に感謝しますととも

にご参加された方々にお礼申し上げます。 

2）福祉部    

今年も昨年同様以上に我々の心を支える活動をたくさんな

されました。竹中理事の旗の下にナルク活動を含めて皆さ

ん多くの部員の方々が一致協力されてご病気のお見舞いご

葬儀のお手伝いにと休む事無い努力を多としたいと存じま

す。ナルク活動の活発化と共にロンドンを東西南北の地域

別支部の活動が大きく貢献し地域密着化を計っています。

我々の福祉の増進の為これからも大いに期待が為されます。

時間預託制度 NALC に関しては皆さんの総意を持って 5

年前 NALC UK 支部が福祉部の下に設立され預託制度も

段々と軌道に乗ってきつつあると見受けます、今後の発展

が期待されます。尚途中経過ですが「エンデイング ノー

ト」の作成に鋭意努力をされている事も特記されます。 
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3）イベント部    

トラファルガー広場での＜Japan Matsuri>は真っ青な秋

晴れの下盛大に 9 月 30 日（日）に開催されました。此

処で多くは語る必要は無いと存じますが、今年も特に女性

会員の皆さんが熱心にボランテイア参加されて理事と共に

ＪＡの法被姿でストール運営をされました、大きな売り上

げも達成された事も多と報告します。圧倒的人気を得た阿

波踊りを推進された小川、飯塚理事の労も多とします。そ

して祭のジャパン祭実行委員を成された花岡理事、満山理

事、そして歌と踊りで毎年盛り上げてくれている鈴木理事

にもその労に心から感謝申し上げます。 

4）会員部    

本会の活動の原点は会員で有ります。 

E-Mail 会員制度を導入してから多くの方々が便利になら

れたと存じます。又事務局も会報の発行に手間隙が少なく

なる利点があります。今年は多くの E-Mail 会員増が計れ

ました。他方、一昨年は SKT88 を通じての若年層への

会員増強が過去においては図れましたが、本年度は充分で

はなかったと反省しています。毎年の事ですが総会前まで

の年会費の更新作業に大変ご苦労を会員部長にお掛けして

おります。一昨年からは念願の会員証を発行させて頂き

JA 協賛店のご協力を得て会員の皆様のお役に立つ様にし

ています。 

5）経理部    

大変な労力を要する部です。花岡理事にはお忙しい中でも

確りとした経理をやっていただき感謝です。又会計監査で

は由田様（ＪＦＳ会計事務所）には確りした

Independent Examination をお願いしております。 

6）会報部    

一昨年から結成された編集チームにより各部の多彩な活動

を報じています。印刷は昨年もカクエイ印刷さんに印刷を

お願いしています。内容も数多くの会員、理事の方々によ

る協力で多くの情報を集め毎月お送りできました。お陰さ

まで会員お一人お一人との絆を確りと造ってくださいまし

た。 

7）文集部    

例年通り今年も立派な文集を春､秋と 2 回発行に成功。内

容豊かな文集はたぶんに欧州一ではないでしょうか？来年

も多くの企画をお持ちの様ですので会員の皆様の投稿を大

いに歓迎いたします。4 年前から E-Mail 配信を導入しま

したのでどうぞこちらを大いに利用されて下さい。印刷で

の配信は作成に多くのボランテイアの方々が手伝って下さ

いました。小川部長のご努力を多としたい。皆さん今後も

大いにご投稿ください。 

8）忘れな草部    

プロジェクトも 5 年間を終えて順調に進んでいます。現

在までには多くの方々からお話を聞くことが出来、収録さ

れました。プロジェクトの紹介は紅葉会を含めそのつど行

いました。又過去には地方新聞、Japan Times 等でこの

プロジェクトが紹介されました。皆様のご支援の下チーム

として今年も頑張ってゆきます。今年もご努力された

WILLIAMS さんとチームの皆さんの努力を多としたいと

思います。mailto:www.wasurenagusa.org.uk 

9）TEAM SMILE   

SKT 88 で多くの子供達とお母さんが参加下さりシニア

との交流も出来ました！又「ジャンヌダルク」会も頑張る

女性をより一層支援しています。 

10）事務局    

全てのことに対応されなくてはなりません。 

本年度に於いては数多くの難問に確りと対処していただい

て居ります。理事会の運営から、各部の取り纏め、此処の

外部からの問い合わせなどなど際限の無い仕事を誠に手際

よく対応して下ったと存じます。新年度も何卒宜しくお願

いします。 

11）紅葉会    

例年の通り各方面の専門家、文学者、音楽家、美術家等、

各方面の方々の講演を毎月企画し、月一度の例会をより楽

しく、又お友達を作る機会として皆様に楽しんでいただい

て居ります。小池理事の毎月の例会でのアレンジを此れか

らも期待しています。 

12）昨年まで有った同好会部は本年から紅葉会の傘下と

なりました。皆様も会報での実施報告でその活動はよくご

理解されている事と存じます。参加される方々のご努力に

感謝し今後益々のご発展を期待しています。 

13）都道府県県人会部    

4 月 11 日に懇親会、9 月 9 日には盛大にゴルフ大会も開

催しました。満山理事には大変お世話様でした。 

14）二水会    

2 月より飯塚理事がご担当されて、恒例の例会を開催し

益々会が活発化されました。発足以来広中さんには会の受

付から講師の食事手配迄本年も大変ご苦労様でありました。                                           

         

｛報告事項その（2）｝2017.7 月―2018.6 月予算 花

岡副会長理事から説明。 ――――以上で議題［1］の報

告事項の報告を終わります。 

｛議題二項  付議事項｝その（1）：Annual Report 

and Financial Statement 決算（尚 由田監査役の所属

される ＪＦＳ会計事務所の Independent Examination

を得ています）  

花岡副会長理事から説明。 

 

その（2）：新年度理事候補者の紹介と選出。   

ご紹介いたします。個々の理事候補が自己紹介しました。 

以上の方々の理事選出についてご承認をお願いいたします。 

   

以上議題 2 の付議事項 2 項目が理事会提案の総会決議事

項です。このご提案に対しましてご意見、ご希望のある方

のご発言を求めます。ご発言にあたっては挙手願います議

長が指名しましたら先ずお名前をお聞かせ戴き簡潔にご発

言をお願いいたします。 

  

質疑応答：経理関連その他ご質問がありましたが、適宜ご

説明をいたしました。 以上でご発言を打ち切らさせてい

ただきます。これより決議に入りますが先にお願い致しま

したとおり 2 項目を採決いたしますがご異議はございま

せんでしょうか。 

  

1） 異議なしと認めます。 

2） （異議あり 無し。） 

 

それでは採決の前に一言確認させて戴きます。 

採決は会員 1 名にたいし 1 票が有効になります。 

本日ご家族、ご同伴者としてご参加の方は会員登録されて

いる代表者の方が採決に参加して下さい。 

mailto:www.wasurenagusa.org.uk
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では賛成の方挙手をお願いいたします。 

賛成多数と認めます。 

よって提案議案はすべて提案議題の通り可決されました。 

有難うございました。 

これをもちまして 2018 年度の総会を終了させて戴きま

す。 

ご協力有難うございました。 

 

英国日本人会会長 佐野 圭作 

 

 

会員の高橋寿美江先生によ

る美しい新春の生け花 

 

 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

2 月理事会だより 

 

2 月の理事会での討議事項（理事会 2 月 6 日） 抜粋 

 定例年次総会は基本的には毎年 12 月とする（今

年は 12 月 7 日） 

 1 月 24 日行われた年次総会に続き本年度の会長、

副会長を選出。その結果、会長 佐野氏、副会長 

花岡、ウィリアムズ両氏。 

 2019 年度役職分担を作成。 

 
 

 

 

会員部からのお知らせ 

 

今月は 4 名の新入会員がありました。 

 

新入会員  敬称略 

 -佐々木 啓介(752)  -鈴木 久美子(753)   -奈良 

信子（754)    -河野 由利(755) 

 

ご逝去 

 -スパー中条 あつ子（512） -レイ あさ子（148） 

 

・現在会員数 メール会員 231 名  文集郵送希望会

員 47 名 文集・会報郵送希望会員 56 名（名誉会員含

む）計 334 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。

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 

 

☆   ☆   ☆ 

 

二水会 2 月の報告 

 

日時： 2 月 13 日（水）18:30 より 

演題: ロイヤルウェディング・ＥＵ離脱・シリア取材… 

   あのニュースの真相は？海外特派員の取材活動の舞

台ウラ」 

講師：日本テレビロンドン支局長 亀甲 博行（きっこう 

ひろゆき）様 

参加人数：37 人 

会場が一杯になるほどの参加者を前に「日本テレビライブ

ニュースステーションロンドン」を 37 人の参加者を前に

今までのニュース、TV などに出てこない側面などを語っ

ていただき、特に BREXIT の時の人、MAY 首相の人とな

りを含む解説など普段聞けない話もあり参加者全員大いに

楽しみました。 

スピーチの後の懇親会参加者の 18 名と、こちらも美味し

いパスタとワインで大いに盛り上がり和やかな懇親会とな

りました。  

 

3 月二水会のお知らせ 2019 

 

日時：3 月 13 日（水）18:30 より 

演題：「東日本大震災から 8 年、福島の今」 

 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災から、2019 年 3 月

で 8 年を迎えようとしています。 

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
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福島県では、2020 年東京オリンピックで野球・ソフトボ

ール競技の県内開催が決定するなど、明るい話題が生まれ

る一方、9 月には震災からの復興を願い寄贈・設置された

防護服姿の子どものモニュメント像が、住民の批判を受け

て撤去されるというニュースもありました。震災後 8 年

が経とうとしている今も、福島県にとって東日本大震災は

過去の出来事ではなく、傷跡と向き合いながら「復興」を

目指して歩みを続ける道半ばにあります。 

福島県職員として、また、一福島県民として、福島県の震

災後 8 年間の歩みと現状、今後に向けての取組をお話し

するとともに、海外への情報発信や福島県の取組について、

皆様のご意見を伺う機会とさせていただければ幸いです。 

 

 
       福島県会津若松市鶴ヶ城   

 

講師：  渡邉美里様 

福島県国見町出身。震災直後の 2011 年 4 月、福島県に

入庁。県商工労働部、いわき建設事務所勤務を経て、

2017 年 4 月から（一財）自治体国際化協会ロンドン事

務所に出向中。 

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 

4 月 演題未定 小林恭子様       ジャーナリスト                                                                       

5 月 演題未定 中田浩一郎様 弁護士                                                                                 

6 月 水からの伝言・・・水が伝える言葉と意識の力」     

林美智子様 

 

☆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 報告とお知らせ 

 

紅葉会 3 月（3 月 28 日）はゲストに歌手の望月あかりさ

んをお迎えします。新年会でもご披露いただいた素晴らし

い歌唱力とユーモア溢れる司会でロンドンのみならず世界

を股にかけて活躍中のあかりさんに「私がイギリスで演歌

を歌う理由～歌は人生を映す鏡～」と題してお話しいただ

きます。 

超がつくほどの山口県のド田舎から大都会ロンドンへやっ

てきてから、イギリスで唯一の演歌歌手として活動を始め

たその理由とは？そして、その活動を通じて訪れた 10 以

上の国と地域の人々との交流と反応とは？日本人の心とも

いえる演歌。その演歌そのままのような人生を送ってきた

というあかりさんの悲喜こもごものエピソードをお話しい

ただきます。 

 

開催日              3 月 28 日（木） 

時間 

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 

 235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP              

最寄駅 Tottenham Court Road/Holborn 

会費 会員  £5           非会員 £7     

問合せ 07962−905−866   

koyokai@japanassociation.org.uk＊新会費に注意 

     

紅葉会例会これからの予定 

 

4 月 25 日 魚屋プリヒル姉さん   ベルトン由香様 

 

TEAM SMILE 部（青年部） 

 

◆SKT88 開催お知らせ リマインダー 

●3 月 10 日（日）SKT88 （Senior and Kids 

Together)▼  

●時間 1:30 開場 2:00 開始   

●会費 会員無料 （非会員 £5 1 家族何人でも）☆ソ

フトドリンク＆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  

☆今回はお習字や、早口言葉などがあります! 

[その他予定内容： 童謡 手遊び 踊り 折り紙 カル

タ 等] 

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/ 

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

 

◆ワークショップのお知らせ 

神経科学と脳科学をベースにしたタイプコーチングを学ん

で、あなたの身体が持つ本来の能力を発揮させてみません

か？ 

＜こんな方にオススメ！＞ 

身体の負担を軽減したい・得意分野を見出したい・やる気

をもっと出したい・人間関係を良好にしたい 

自信を持ちたい・苦手分野も知りたい 

 

●開催日： 3 月 8 日（金）13 時～16 時 ・定員：15

名 （同時通訳付き） 

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
http://www.thewinch.org/
http://ameblo.jp/skt88naomi/
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●場所：North Finchley（London） 

24 Fallow court Avenue North Finchley London 

（GPS にセットするとアクセスできない裏庭に連れて行

かれるので “通りの名前” をご確認下さい！ 

車でお越しの方は、この近辺の通りは規制がありませんの

で駐車いただけます。 最寄りの駅は West Finchley (徒

歩 10 分強)） 

●費用：会員 特別初回価格￡35 

   非会員 £38  

 

◆Type Coaching とは？          

生まれつきの神経回路の反応を調べる Action Types とい

うメソッドの簡単なフィジカルテストにより生理学的機能

（反射、知覚、感覚系の統合、運動制御など）を明らかに

することで、MBTI メソッドで使われる 16 種類の個性の

中からあなたの身体が持つ性格を明らかにします。 

そこから脳科学をベースにした Zhealth を用いることで、

あなたの潜在能力を引き出し生活やお仕事に活かせるよう

お手伝いをする、スイス発祥のメソッドです。 

今回は特別価格にて開催いたします。 

 

＜講師プロファイル＞ 

アリスター・マツォティー先生   スイス出身。スター

ウォーズ・ローグワンやハリーポッターと謎のプリンスな

どの作品で活躍するスタントコーディネーターであり、ま

た映画やコマーシャルなどの現場で役者、またアスリート

など約 900 名以上にタイプコーチングを指導する脳・神

経科学に精通した学者肌のスポーツマン！ 

 

＞＞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 

 

◆お知らせ◆ 

会員の鈴木ナオミさんが、ラグビーワールドカップ 2019 

オフィシャルアンバサダー（正式名：ラグビーワールドカ

ップ 2019 開催都市特別サポーター）に大会本部組織委

員会より任命されました。 

他には、五郎丸歩さん、八代亜紀さん、宮崎美子さん、

NMB48 他がいらっしゃいます。応援宜しくお願いいたし

ます。 

「このような素晴らしい皆さんと同じお役目を頂戴し、大

変僭越ではありますが、心を込めて、ニッポンを応援させ

て頂きたいと思いますのでご支援宜しくお願いいたします。

鈴木ナオミ」 

 

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 

 

去る 2 月 6 日に 2 月例会が開催され、下記議題が話し合

われた。紙面の都合上、詳細は割愛し、議題のみに絞らせ

て頂く。 

（1）会員死亡後の家族会員の取り扱いについて：     

（2）会員でない同胞が、公的、私的の機関もしくは団体

から福祉関連の支援をリクエストされた場合の対応： 

（3）会員死亡時の献花または献金の手配： 

（4）その他 

☆会報締切日リマインダー送付の廃止 

☆見守りその他の活動の活発化に伴い増加中の不定期少額

出費に備えたペッティキャシュの部内保管について 

☆会報記事内での見守り対象者の呼称について 

☆支部懇親会への新参加者の名札の用意 

今回は、新旧部長、各支部担当者全員が揃い、活発な意見

交換、提案、希望、今後の方針など、大変に有意義な例会

となった。（ヴァンダースケイフ日出美）  

 

 

支部懇親会のお知らせとご報告  

 

東支部 

東支部懇親会は 4 月 27 日（土）に、おなじみの H&T レ

ストランにおいて開催を予定しています。詳細は会報 3

月号にて掲載。（田口晴恵） 

 

西支部 

2 月 21 日（木曜日）EAT TOKYO にて開催。20 名を

超える参加者で盛り上がった。参加者の感想等は来月号に

掲載予定。（山本郁子） 

 

南支部懇親会のお知らせ 

日時  3 月 14 日 (木)   12:30  - 15:00 

会場  レストラン海 

      30 York Street. Twickenham. TW1 3LJ 

      Tel: 020 8892 297            

最寄駅 ①Twickenham 駅（South West 

Train)Waterloo、Wimbledon. New Malden から乗車

可。駅を出て左折、真っ直ぐ大きな信号まで歩き(約 5 分)

信号を渡って左折(York Street).バス停を過ぎたところで

右側。 ②Richmond 駅からバス 490. R68. R70. H22 

にて York Street 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 2 月 25 日(木) 

申込先 川西弘子 （携帯 01932 248 142） 

メール a.alibert@ntlworld.com 

費用 ￡11 (お茶、10% サービスチャージ込) 

担当  川西弘子 07979816673 (当日のみ) 

      文野シェイラー 07411852815 (当日のみ) 

参加ご希望の方は、下記メニューからお選びの上お申込み

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. チキンカレー弁当 

食事を囲みながらのおしゃべりに花を咲かせましょう。沢

山のご参加お待ちしております。 

 

北支部懇親会のご報告 

2 月 8 日にレストラン・ミヤマにおいて懇親会が開催さ

れました。猛烈な強風にあおられる悪天候にもめげず、

25 名(男性 2 名)の参加で大いに盛り上がりました。昼食

後の自己紹介では、健康法、持病の悩みなど胸襟を開いて

話され、参加者同士の交流が一段と深まった感じがしまし

た。近くのカフェに場所を変えて、そのままお喋りが続行

されました。皆様ご参加有難うございました。（スミ子ス

コット） 

mailto:naomisuzuki7@icloud.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
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文集部よりのお知らせ  

 

次号、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。 

文集発行は 4 月初旬を予定しています。  

『英国春秋』2019 年春号（20 周年記念号） 

  

タイトル：フリー又は 春号特集「未知の世界」 

予知能力（予感、虫の知らせ、胸騒ぎ 正夢）、 

テレパシー、念力、透視、無識の世界、デ ジャヴ 

臨死体験、プラシーボ効果等、これらはごく身近 

聞かれる言葉ですが、さて説明するとなると、ちよ 

っと困ってしまいそうな事柄です。ご自分の体験談、 

知人・友人の体験談、そしてこれらについてのご 

見等をお聞かせ下さい。  

 

原稿締切： 3 月 10 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 

 

☆   ☆   ☆ 

 

同好会報告とお知らせ 

 

1 月俳句を学ぶ会の報告 

 

日時：1 月 17 日（木） 13:30 より 

出席者 11 名、季題は『去年今年（こぞことし）』 

退院された松尾さんを迎えて活発な集まりとなりました。 

句会の後はいつもの様に話題が飛び交い良い年のスタート

の様です。 

― 海原のたゆたう波に初日の出     広瀬 信子 

 新春の絵になる風景ですね。 

 

― 確実な老いの対策去年今年      田口 邦子 

         皆、同感な事でしょう。 

    

― 断捨離の誓い新たに去年今年    キング 悦子 

  きっぱりと決めたことは尊いです。 

 

― 坑わず波にまかせて去年今年     岡部 道 

  新年の悟りといいましょうか。 

 

スマホ同好会 

 

2 月 12 日(火)のスマホ同好会は、Tel/Text message の

使い方、スマホを HDMI ケーブルで TV に接続する方法、

iPhone/iPad の メ ー ル の 受 信 ト ラ ブ ル 、 Google 

Translate で、音声入力して色々な言語に翻訳し表示する

方法、不要な App の削除方法、iOS のアップデート方法、

Calendar の使い方、Roaming とは、英国で費用が安く

利用者が増えている Giffgaff の SIM Only の紹介、次世

代通信規格 5G の紹介等、非常に内容の濃い会でした。初

めて Le Pain Quotidien に来られた方々も、会場が広く

てトイレも近く、非常に雰囲気が良いと満足されたご様子

でした。 

 

次回は下記の通りです。 

毎月第二・第四 火の正午から午後 3 時まで 

3 月 12 日(火)、3 月 26 日(火)、4 月 9 日(火) 

場所：Le Pain Quotidien. Fulham 

212. Fulham Road. London SW10 9PJ 

020 3823 4510 

https://www.lepainquotidien.com/uk/en/locations/

FUL/212-Fulham-road 
注) 2018 年 12 月までスマホ同好会の会場として使用し

ていた日本食レストラン “夢の木” と同じ通りの南西へ

4 軒目の Coffee Shop です。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。 

 

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 

 

映画鑑賞会 

 

2019 年 2 月度「破戒」の反響などについて、正直なと

ころ名作映画ではあるが 30 数名もの皆さんが参加してく

れるとは思っていませんでした。島崎藤村の小説『破戒』

は高校生の頃読みました。被差別部落に生まれた小学校教

師の苦悩を描いた物語です。大映の時代劇スター・市川雷

蔵の市川崑監督作品 3 回目の主演作品となります。『炎上』

（三島由紀夫原作「金閣寺」原作）、『ぼんち』の女遍歴を

重ねる大阪船場ぼんぼん息子役。これに続いて、被差別部

落出身者の青年という難役を見事に演じました。また「藤

村志保」さんのデビュー作品でもあります。芸名は原作の

藤村「藤村」とヒロイン役のお「志保」から取っています。

この経緯は直接『藤村志保』さんから詳しく聞いたことが

あります。 

この映画の重要人物を演じた『三國連太郎』『岸田今日子』

さんは何度見てもすごいの一言です。最後にモノクロ映画

にかけては世界一と呼ばれたカメラマン「宮川一夫」さん

は黒澤明監督の『羅生門』でカンヌ映画祭本編はグランプ

リを、スタッフ賞ではで見事撮影賞に輝いていました。

色々ご教授いただいた映像作りはいまでも忘れる事が出来

ません！  

 

地下鉄散策スケッチ 

 

今回は Northern line の Colindale 駅よりバスで 10 分

程の所にある"RAF Museum"に出かけた。理由は 2 ヶ月

程前に、"ジャーニー"で、第 1 次大戦で英空軍の複葉機で

戦った日本人パイロット、リー・フサオ・オハラ氏の記事

を読み興味を持った。始発駅ではないが、"地下鉄散策"な

ので 3 つ手前ではあるが、行ってみる事にした。 

mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
https://www.lepainquotidien.com/uk/en/locations/FUL/212-Fulham-road
https://www.lepainquotidien.com/uk/en/locations/FUL/212-Fulham-road
mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
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計 13 名が参加した。広い敷地の中に 4 棟にわかれ、新

旧合わせて 100 機以上の飛行機が展示されている。実物

は何でも迫力がある、複葉機は思ったより大きく、新鋭の

戦闘機などは小さかった。子供の遊び場や疑似体験出来る

場所などもあり、お孫さんがいる人達にはお勧めできる。

お楽しみのランチは、かつて八百半のあった所が今は素晴

らしいフードホールのある新しいビルになり賑わっていた。

お値段も手頃、何しろ量が多い、其々好きな物にパックも

貰い、半分はお持ち帰り。しばらくは楽しいおしゃべりの

一時を過ごした後解散した。但し絵の方はまだ描いた事の

ない "雪景色 "に挑戦してみた。次回は南の始発駅の

Morden に出かける。 

 

 

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＞ 

今年 3 月迄お休みです。 

今年 4 月第 2 水に再開の予定です。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

＜合唱カラオケ＞ 

1 3 月 7 日(第 1 木)13:00～16:00 

2 Le Pain Quotidien. Fulham 

3 212. Fulham Road. London SW10 9PJ 

エポックが改造中の為臨時にスマホ同好会と同じ

場所を使います。 

4 初めての場所なので皆んなで一緒に行きましょ

う。South Kensington の改札口へ 12:30 に

集合にて。 

5 竹内 07774476293 

＜映画鑑賞＞ 

1 3 月 19 日(第 3 火)13:00～16:00 

2 Farm Street Church 別館 

3 114 Mount Street. London W1 

4 上映作品：『生きる』（1952 年年公開、監督 黒

澤明） 

主な出演者は、志村喬、千秋実、金子信雄、木村

功など。 

主人公渡辺は 30 年間無欠勤、事なかれ主義の模

範的役人。ある日、渡辺は自分が胃癌で余命幾ば

くもないと知り、人間が本当に生きるということ

の意味を考え始め、そして、初めて真剣に役所の

申請書類に目を通す。。。人間が生きることについ

ての哲学をも示した名作。 

5 要申し込み：

mailto:h.nabeshima@btinternet.com 

鍋島 

6 問い合わせ 渡邊 07783 426113 加藤ウォー

バーグ 07944 030150 

 場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

今月は申込先が違いますのでどうぞご注意下さ

い。 

＜地下鉄散策スケッチ＞ 

1 3 月 13 日  (第 2 水) 11:30 

2 地下鉄  Morden 駅(Northern Line)  

3 改札口  集合 

4 近くにあるマナーハウスに行く予定 

5 竹内 07774476293 

6 一般の方の参加歓迎 

＜歩く会＞ 

3 月はお休みです。 

*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。 

 

 

mailto:h.nabeshima@btinternet.com
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【「2011 年東日本大震災を覚えてのサービス」について

のお知らせ】 

東日本大震災が起こってから 8 年目になろうとしていま

す。 

復興がかなり進んでおりますが、まだ痛手を負っておられ

る方、困難な生活をされている方々がおります。 

そしてさらに 小さくても支えようとしているボランティ

アの方々がおられます。 

英国の地にて祈りを捧げることで、少しでも励ましを送る

ことができるのではないかと思い、今年も St Margaret's 

Westminster Abbey のご厚意で 3 月 10 日午後 2 時半

から 4 時半まで写真の展示、そして祈りの木を設定いた

します。それぞれ宗教は異なっても、それぞれの祈りを 

捧げる場として、企画していますので、どうぞ、ご自由に

お立ち寄りくださると幸いです。（ジョンソン友紀） 

  

 
Commissioned Lay Minister by Diocese of London/ 

Worcester LLM Student 

Japanese Anglican Church (UK) 日本語英国教会  

St Martin’s West Acton   

http://shuto-tomoni.wixsite.com/jesus  (our 

website) 

http://blog.goo.ne.jp/jacuk (our blog) 

 

 

 

 

 

 

2019 年３月の行事予定 

 

日付   行事予定 

3 月 7 日 (木) 合唱カラオケ 

3 月 8 日 (金) 青年部・ワークショップ 

3 月 9 日 (土) 大震災復興支援コンサート 

3 月 10 日 (日) 文集部／文章原稿締め切り 

  「震災を覚えてのサービス」 

  SKT88 

3 月 12 日 (火) スマホ同好会 

3 月 13 日 (水) 地下鉄散策スケッチ 

3 月 14 日 (木) 南支部懇親会 

3 月 13 日 (水) 二水会 

3 月 19 日 (火) 映画鑑賞 

3 月 20 日 (水) 会報締め切り 

3 月 23 日 (土) ナルクヨガ 

3 月 26 日 (火) スマホ同好会 

3 月 28 日 (木) 紅葉会 

4 月 9 日 (火) スマホ同好会 

4 月 25 日 (木) 紅葉会 

 

 

編集後記 

 

今回より編集・割付担当がかわりました。特に２月号は総

会の報告等もあり、盛りだくさんとなっています。 

若干仕様も変わっておりまして、ご迷惑をおかけいたしま

すがどうかご了承くださいませ（MS） 


