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3 月理事会だより 

 

3 月の理事会での討議事項（理事会 3 月 6 日） 抜粋 

1. ENJA (European Network Japan 

Association)の JA 代表 2 名指名（飯塚理事及び

一般会員１名）。 

2. お知らせの一斉メール、会報掲載の定義の決定。 

 英国日本人会の各部行事案内（二水会、紅

葉会、特別イベント部、Team Smile  部

等） 

 英国日本人会として支援するチャリティー

の催物、公演等（文化的、芸術的、社会的

に） 

 英国日本人会会員が大幅なディスカウント

を受けるもの（例えばチケットが半額、無

料等） 

 宣伝の為の一斉メール、会報掲載はしない 

3. 現、J Aウェッブサイトは4年前にサイト立ち上げ

のために無料で取得したサイトを使用している。 

近年多方面に渡り、サイトの更新が必要となり、

JAとしては新規にウェッブサイト立ち上げをする

事にした。 

4. 元会員（匿名希望）より、4000ポンドの寄付が

あった、内訳は忘れな草部に1000ポンド、日本

人墓地に1000ポンド、日本会館資金に2000ポ

ンド。また、会員（匿名希望）より文集部へ300

ポンドの寄付をいただいた。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 

 

今月の新入会員  2 名 

＊先月まで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、今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 337 名  

 うち、メール会員 234 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 

 

二水会 

３月の報告 

実施日：3 月 13 日（水） 

参加人数：41 名 

（一財）自治体国際化協会ロンドン事務所に出向中の渡邉

美里様に「東日本大震災から 8 年、福島の今」という演

題でお話を頂きました。 

多数の方に参加をいただき、福島の震災からの復興の数々

の具体的なな話をしていただきました。当日は福島県人会

からの参加者も多く講演会の後の懇親会も 21 名と多数の

方に参加を頂き、いつものように盛り上がった夕べでした。 

 

４月のお知らせ 

日時：4 月 10 日（水）18:30 より 

演題：「#MeToo から#WeToo へ いきいきと家庭を、

世界を変える」 

近年、セクハラや性的暴行に対して声を上げる#MeToo」

が世界中に広がりました。「共感した」「ともに声を上げた

い」という方もいれば、「なんだか言いたいことも言えな

くなったな」と窮屈な思いを抱く方もいるのではないでし

ょうか。テレビのコマーシャルでも「女性差別だ」と抗議

の声が上がって取り下げる例も出てきています。その背景

には何があるのでしょう？男女が幸せに生きるために、日

常生活の中で何ができるか、一緒に考えてみましょう。 

 

講師： 小林恭子様 

在英ジャーナリスト。秋田県出身。東京・成城大（映画専

攻）卒業後、外資系金融機関に勤務。後に読売新聞英字新

聞部で記者・編集者職。2012 年渡英。メディア、ジャー

ナリズム、政治・社会の記事を「英国ニュースダイジェス

ト」、ヤフー個人ニュースなどに寄稿。新刊は「英国公文

書の世界史」（中公新書ラクレ） 

 

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) 

※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 

5 月 8 日 中田浩一郎弁護士／演題：未定 

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


 

    2 

 

6 月 19 日 林美智子様／演題：「水からの伝言…水が伝え

る言葉と意識の力」 

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 1 月報告 

紅葉会 1 月は恒例の新年会でした。 Bloomsbury 

Central Baptist Church 地下１階にて、1 月 24 日木曜

日に会員 75 名、ゲスト 5 名のご参加で、素晴らしい生

け花（高橋先生作）や新春にふさわしい書き初め（渡邊様

作）の数々に囲まれて和やかに楽しい時を皆様でシェアで

きました。いつもに増して美味しくたっぷりの量のお弁当

に始まり、津軽三味線の一川響さんと歌手の望月あかりさ

んによる演奏と歌に聞き惚れ、続くビドル恵さんのお正月

らしい折り紙と漢字クイズで頭の体操？ 

そしてラッフルとオークションもゲスト様や皆さんの寄付

によりたくさんの品物が揃い、また良いお値段で売ること

ができました。売上はラッフル£153、オークション

£386 でした。佐野会長や日本大使館の飯田公使にもイベ

ントにご参加いただき場を盛り上げていただきました。 

また買い出しや準備と片づけもサポートチームの皆様の見

事なチームワークであっという間にできてしまい、本当に

感動いたしました。新年会にご参加、ご協力いただいた全

ての皆様にこの場を借りて深くお礼申し上げます。 

 

 
 

 
 

 

 

紅葉会 2 月報告 

 

日時：2 月 28 日（木） 

会場：Bloomsbury Central Baptist Church 地下 1 階 

参加者：会員 36 名(新入会員 1 名)、非会員 3 名／合計 

39 名 

 

司会／ギブソン小池和子 

受付／藤田幸子、フィップス勢津子 

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／ジョンソン妙子 

 

【第 1 部】 

1．各部報告 

2．2 月誕生日の２名を囲みハッピーバースデーを歌いま

した。 

3．お得なシニアの映画割引について、会員より案内があ

りました。 

4．2 月の歌「トロイカ」「今日の日はさようなら」「ドレ

ミの歌」 ＊体操の代わりにアクションしながら歌いまし

た♬ 

指揮 田村陽子 伴奏 ウインター千津子 

  

【第２部】 

Fortnum & Mason で Tea  Master として勤務されてい

る飯白福人(いいじろ ふくと)さんにロンドンにおける紅茶

の歴史を中心にお話し頂きました。（川西弘子記） 

 
 

お茶は紀元前中国で葉を噛んで薬として飲まれていたが、

日本には平安朝に仏教と共に入った。 

イギリスでは、1600 年代にポルトガルからまず日本茶が

入り貴族は日本茶を飲んでいたが、日本の鎖国により日本

茶の入手が出来なくなった為、東インド会社を通じ中国の

Lapsang Souchong 茶を飲むようになった。この時代

お茶は高価な嗜好品で、貴族の間だけで飲まれていた。 

1700 年代、ロンドンで Coffee House が流行ったが、

1 番後発の Thomas Twining が開いた店が大ヒットし

Black tea や Green Tea(中国産)等、多種類のお茶を販

売するようになった。ここは初めて女性も入れる画期的な

店となった。 

1800 年代になるとインドのアッサムでも茶木が発見され、

Darjeeling． Nilgiri． Ceylon(Sri Lanka)でお茶が栽培

されるようになる。 

英国では対中関係の悪化により Lapsang 茶が入手出来な

くなった為、茶葉に柑橘系のオイルをつけて Lapsang 茶

と似たフレーバーの Earl Grey が作られ、Lapsang 茶の

代わりとして飲まれた。 
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1890 年代、Thomas Lipton が東インド会社に対抗して

Ceylon Orange Pekoe 等のお茶を作成、英国全体に広ま

り一般の人々も安価にお茶を楽しめるようになった。 

1900 年代には Twining 社が Earl Grey に柑橘や沢山の

花のフレーバーを加えて売り出した。 

「Lady Grey」が大ヒットしたが、その名は商標登録され

ているため他社も同様の紅茶を開発しているが別名で売っ

ている。Fortnum Mason では Countess Grey がそれ

に当たる。 

Tea Bag は 1930 年代にアメリカで考案された。 

1950 年代から東アフリカ(ケニヤ、ジンバブエ)にお茶の

栽培が広がり、中国、インドに次いで世界第三位の生産国

となっている。 

茶葉は葉の大きさや部分により様々な名が付けられており、

缶などに表示がされている。例えば OP は Orange 

Pekoe (orange はオランダ貴族の名前で果物ではない)、

FOP は Flowery Pekoe（茶木の一番上の葉で上等の葉）

のこと。 

実際に何種類かのお茶を用意して頂いたので、皆で匂いを

嗅いだ。Lady Grey のデリケートな香りは、匂いだけで

も美味しいお茶を飲んだような気分になった。飯白さんの

巧みな話術で、お茶の歴史を分かりやすくまた楽しく学び

ました。知的好奇心が刺激される素晴らしい内容でした。 

 

＊講演者への質問 

1. 紅茶を入れるときは、ミルクが先？ お茶が先？ 

そのルールは無いが、ボーンチャイナ等のデリケートなカ

ップは、熱いお茶を入れてヒビが入らないように、ミルク

を先に入れた。 

2. 紅茶はなぜ熱湯で入れるのか？ 

紅茶に含まれるカテキンは、高温で抽出するので、紅茶は

熱湯で入れる。 

3. 硬水？ 軟水？ 

アッサムは硬水 (英国で一般に飲まれているのは、アッサ

ム茶)、ダージリンは軟水（日本は軟水なのでダージリン

は日本の水で入れると美味しい） 

 

紅葉会４月の予定 

ゲストに「プリヒル姉さん」こと魚屋さんのベルトン由香

さんを迎えます。日本で魚屋勤め 17 年、結婚を機にイギ

リスに渡り偶然が重なり魚屋にまた勤める事ができ現在 9

年目。 

 
北ロンドンのプリムローズヒルのフランス系の魚屋に勤務

（お店はマーブルアーチにもあり）。プリムローズヒルの

魚屋、プリヒルと言う所からいつしかプリヒル姉さんと言

うニックネームが付きました。 

イギリスで買える魚の英語名と日本名の説明、そして紹介

したお魚の食べ方や一言豆知識など織り交ぜてお話します。

日本名がわかると意外に日本で食べていたお魚がイギリス

でも食べられる事に気づくと思います。 

 

日時：4 月 25 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） 

 

SKT88 開催の報告  

日時：3 月 10 日(日) 14:00〜16:30 

会場：The winch  

参加者 44 名 

報告ブログ https://ameblo.jp/skt88naomi/entry-

12446644638.html 
 

今回は、田中弘子先生ご夫妻のご指導でお習字をしました。 

毎回、子供たちの成長が楽しみです。シニアの皆さんも懐

かしい遊びをしに是非ご参加下さい。 

１．ひなまつり 

２．早口言葉 琴ちゃん 

３．歌；おぼろ月夜 

４．ラジオ体操 

５．幸せなら手を叩こう 

６．花一匁 

７．通りゃんせ 

おやつ 

８．お習字 ＆ おりがみ 

９．妖怪体操 

10．ジャパン祭りソング  

 

  

 

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
https://ameblo.jp/skt88naomi/entry-12446644638.html
https://ameblo.jp/skt88naomi/entry-12446644638.html
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ワークショップ（タイプコーチング）開催の報告 

日時：3 月 8 日（金） 

参加者： 10 人 

オリンピック選手や、プロのスポーツ選手、ダンサー、米

国企業などで取り入れられているコーチングで、数万の症

例からその人の性格のタイプによって戦略を導き出すもの

でその人の持つ能力向上に役立つそうです。あるさまざま

な動作を事前に行う事で、どの動作がその人の優位性を導

くのか確認するという興味深いワークショップでした。  

こんなワークショップをしたい！など、リクエストお待ち

しています。（担当：TEAM SMILE 部  鈴木ナオミ 

mailto:naomisuzuki7@icloud.com） 

 

ぜんじろう公演 

日時:2 月 26 日(火) 

 

吉本興業お笑い芸人 ぜんじろうさんのワールドツアーの

一環で、英国日本人会主催でロンドン公演が開催されまし

た。笑いの中に、涙と感動! 「苦労や失敗挫折。だから人

生が面白い！」 

英国日本人会会員、非会員の皆様合わせて 60 名以上のご

参加でした。最後のコーナーで司会の鈴木ナオミと夫婦漫

才の場面もあり盛り上がりました。最後の記念撮影のコー

ナーではラグビーワールドカップを一緒に盛り上げて下さ

いました。 

  
 

 
 

今回のツアーは、チェコ、アイルランド、オーストリア、

英国のレスターで公演を終えた後、ロンドンで開催。その

後、スウェーデン、フランス、オランダ、ドイツとツアー

をされ大好評のようです。今回のロンドン公演は日本語で

したが、他の国の公演では、英語でも開催しているそうで

す。頑張って下さい！（レポート 司会担当：鈴木ナオミ）  

 

☆   ☆   ☆ 

福祉部 

 

去る 3 月 6 日、福祉部の 3 月例会が開催され、部長/支

部担当者計 8 名の参加で下記の議題が話し合われた。 

・各支部担当者による見守りプロジェクトの報告 

・繰り返された孤独死への反省 

支部懇親会のお知らせと報告  

 

東支部 

見守り対象者は 7 名。高齢者にとって辛い季節の変わり

目ということもあり、体力の衰え、手足の疾患、風邪など

の症状をそれぞれ訴えているが、総じて小康状態を維持し

ている。歩行可能な高齢者は、爽やかな季節になったら、

支部懇親会等のイベントへの参加を希望している。10 年

間、寝たきりの会員は、1 月に発症した肺炎も回復、無事

に退院し平穏な日常を取り戻している。近隣在住者と東支

部担当者がチームを作り、交代で好物の和食を持参して定

期的に見舞いを継続中。 

 

西支部 

認知症施設に入居中の会員を 3 人の担当者が見舞ってい

る。コミュニケーションは一方通行だが、突然「こんにち

は」などの日本語が飛び出して驚かされることが報告され

た。もう一人の施設入居者は、海馬の機能が弱まった結果、

ご主人が毎日見舞われていることは「わからない」ようだ

が、昔の記憶は鮮明に脳に残っていて会話が弾む。最近紹

介された Queensway 在住の日本人には JA 入会手続き

を勧め、見守り対象リストに加える予定。 
 

南支部 

会員（86 歳）の孤独死が再発した。非常に残念で心が痛

むニュースであるが、これを機に見守りプロジェクトの方

法を見直すことが真剣に討議された。今後、福祉部員だけ

でなく、他の会員の協力と理解を求めることで対応する。

見守り対象者は現在 7 名。目下、重篤な闘病者はないが、

脳卒中後遺症のリハビリに励む会員が一人、回線工事のた

め、暫く連絡のつかないご夫婦を近々に訪問予定。 
 

北支部 

対象者は 2 名。一人は虚弱体質だが、俳句の会や絵画作

成など、精神面で補う努力が頼もしい。パーキンソン症の

会員は自分の症状に最適な治療薬に巡り合えていないため

試行錯誤中。患者を一番理解しているご家族の存在は、本

人だけでなく福祉部にとっても安心感につながる。（ヴァ

ンダースケイフ記） 
 

東支部懇親会のお知らせ 

日時：4 月 27 日（土）12:30 から 

会場：Hare & Tortoise (Blackfriars) 

所在地：90 New Bridge Street, London EC4V 6JJ 

メニュー：寿司他お好みのものを自由選択 

予算：15 ポンド程度 

問合せ先：ジョンソン妙子 taekoj＠hotmail.co.uk 

当日連絡先：田口 07840219028 
 

南支部懇親会報告 

去る 3 月 14 日(木)、レストラン海にて 20 名のご参加で

懇親会が開かれました。普段会う機会のない会員やはるか

遠方のカーディフ（ウェールズ）からわざわざご参加いた

だいたゲストもありました。和やかな雰囲気の中、店主の

特別サービスの枝豆も加わり、お食事とお喋りでアッと言

う間に時が過ぎました。喋り足りない 17 名がカフェに移

動。引き続きお喋りに花が咲きました。素晴らしい親睦の

機会に皆さんハッピーな気分で解散。有意義な午後でした。

（川西記） 

mailto:naomisuzuki7@icloud.com
mailto:taekoj＠hotmail.co.uk
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墓地管理部 

 

ヘンドン日本人墓地、春の墓地清掃と供養 

恒例、春の墓地清掃並びに供養を 4 月 20 日に予定して

おります。ご都合の付く方は、どうぞお手伝いをお願い致

ます。共に、お参り下さい。当日は除草、清掃用具をご持

参いただくと便利です。 

清掃、供養（三輪精舎、日本語教会）終了後、有志の方々

は、近くのコーヒーショップにて軽食をご一緒致しましょ

う。 

日時 ： 4 月 20 日（土）11:00 頃より 

所在地： Hendon Cemetery & Crematorium 

Holders Hill Road, Mill Hill, NW7 1NB 

 

 
 

行き方： 地下鉄、Mill Hill East (Northern Line) 下車、

徒歩約 10 分。又は Golders Green 駅近辺より 240 番

のバス利用で Hendon Cemetery 下車、徒歩約 5 分  

連絡先： お天気次第で中止も有りえます、ご心配な方は

ご連絡ください。藤田（JA 墓地管理部）

02082080408／07920455028 

 

 

同好会報告とお知らせ 

 

俳句を学ぶ会 

 

2 月の報告 

日時：2 月 21 日（木）13:30 より 

出席者 10 名，季題は『紅梅』 

暖かい日が続いて皆の気分も晴れやかな集いとなりました。 

 

 - 紅梅も白梅も欲し我が庭に キング悦子  

 - 梅酒瓶紅梅一枝咲かせおり ウィラー由美 

 - 紅梅や一輪ごとの陽の温み バンタースケーフ日出美 

 - 紅梅の蕾眺めて人を待つ 上田 陽子 
 

4 月のお知らせ 

日時：4 月 18 日(木) 13:30  

会場： Royal Festival Hall 6F  

＊4 月の季語「月おぼろ」 

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 
 

3 月の報告 

3 月 12 日のスマホ同好会はやや肌寒い天候の中、12 名

の参加でした。メールを受信したくない人からのメールを

迷惑メールとして受信拒否する方法、iPhone/iPad から

プリンター接続ケーブルやプリンタードライバーのダウン

ロード無しに Apple AirPrint 対応のプリンターで簡単に

印刷出来る事、Bluetooth とは、Google での検索方法、

YouTube での昭和の懐メロを再生する方法、アプリ

100 選の YouTube の紹介、Apple の Internet 

Browser Safari の使い方、Facebook / Pinterest / 

Twitter について、Schedule アプリの使い方等々、多岐

に亘る Q&A が有りました。 

 

4 月の予定 

日時 : 4 月 9 日（火）、23 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 

 

３月の報告 

『生きる』（1952 年東宝製作／黒澤明監督作品／志村喬

主演）上映報告 

 

この作品を製作した動機を黒澤監督自ら次のように語って

いる。「時々考えるのですよねーー例えば僕自身がね、落

ち着いてこのまま死ねるかな。どう考えても何か思い残る

ことがたくさんあってね、そう安らかには死ねないでしょ

う。生きてる上でこれだけのことはしたっていうものが何

か人間なきゃね、とても死ねないんじゃないかなって、そ

んなこといろいろ考えていたわけですよね。死っていうも

のを予告された男が果たしてどうなるのかなと、そういう

事を考えているうちああいう作品ができちゃったんですが

ね」「病院で『なんでもありません、何食べてもいいし何

しても結構です』って言われたら一番危ないんだよね

（笑）」黒澤作品の中でも、ヒューマニズムが頂点に達し

たと評価された名作で、その題名通り「生きる」という普

遍的なテーマを描くと共に、お役所仕事に代表される官僚

主義を痛烈に批判している。通夜の翌日。市役所では、通

mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
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夜の席で主人公渡辺課長をたたえていた同僚たちが新しい

課長の下、相変わらずの「お役所仕事」を続けている。し

かし、渡邉課長の創った新しい公園は、子供達の笑い声で

溢れていた、劇中で志村喬演じる主人公が「ゴンドラの唄」

（吉井勇作詞、中山晋平作曲）を口ずさみながらブランコ

をこぐシーンは、名場面としてよく知られている。第４回

ベルリン国際映画祭でベルリン市政府特別賞を受賞した。

第 26 回キネマ旬報ベスト・テン第一位。昭和 27 年度芸

術祭賞受賞。（文責：渡邉道英） 

 

4 月のお知らせ 

映画同好会『男はつらいよ 望郷篇』 

寅さんシリーズの 5 作目。長山藍子がマドンナとして演

じたがあまりの人気にシリーズは延長されることになった。

山田洋次監督による昭和 45 年の作品。 

 

日時：4 月 16 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：4 月 14 日 

備考：要申し込み（いつもと違いますので、ご注意くださ

い） 

mailto:h.nabeshima@btinternet.com 鍋島 へ 

問い合わせは 渡邊 07783426113 加藤ウォーバーグ 

07944030150 まで 

 

☆   ☆   ☆ 

 

地下鉄散策スケッチ 

 

3 月 13 日  Northern Line 最南端の Morden 駅に集合

した。近所に住む F さんの下調べのおかげで歩いて 10 分

程の所にある Morden Hall Park に向かった。今あちら

こちらで見かける Wild cherry と思われる満開の桜をここ

でも多く見かけた。花が多くなり、日も長くなり、すっか

り春めいてきた今日この頃だ。公園の中を川が流れていて

昔懐かしい水車小屋があった、岸辺の木々の芽は膨らみ、

水仙の花が咲き乱れ春の景色になっていた。 

通りに出ると白蓮も花盛り、街がいっぺんに明るくなる。

公園散策の後はお待ちかね、ランチ。 

この界隈には韓国系の人達が多く住み、韓国レストランが

多い、その中でも美味しくお手頃なお店に F さんお勧めの

店に行った。一番人気は”ビビンパ”、アツアツご飯は最

高！皆さんお腹イッパイでハッピーな 1 日でした。 

次回は桜の花見に間に合うか？ケンジントンガーデンに出

かける。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:h.nabeshima@btinternet.com
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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、 4 月 10 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。 

＜映画鑑賞＞ 

1 4 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 上映作品：『男はつらいよ 望郷篇』 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

5 要申込:mailto:h.nabeshima@btinternet.com 

鍋島 申込締切日：4 月 14 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、 4 月 10 日(第２水). 12:00 

2、 アルバート記念碑前(ロイヤルアルバートホール

の向かい側) 

3、 現地集合 

4、 桜の花見と公園散策 

5、 一般の方の参加歓迎 

6、 竹内  07774476293 

＜合唱カラオケ＞ 

1、 4 月 4 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 

＜食べ歩き会＞ 

1、 2019 年 4 月 29 日(月)12:00〜 

2、 Le Sacre Coeur French Bistro 

3、 

 

18 Theberton St., London N1 OQX 

(02073542618)  

地下鉄 Angel（Northern Line）下車、徒歩約

10 分。 

4、 申込締切日：4 月 27 日 

5、 参加ご希望の方はお早めに

sumiko.scott@btinternet.com または

02083409063 までお知らせください。 

＜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、4 月会報にてお

伝えします。 

5、 川西 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

＜歩く会＞ 

1、 4 月 8 日(月)  Kingston 駅 改札を出た所で

11:00 集合 

2、 (お弁当持参)-Bushy Park-Kingston。全行程

歩く時間は約 2 時間。Hampton Court 

Palace では Wild Garden を散策、春で忙しい

水鳥や、鹿を観察しながら、Bushy Park の池

を一周して Kingston へ。 

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。疲れた方、時間に余裕ない方は、バスで

Kingston へ、又は Hampton Court 駅から帰

ることも出来ます。 
 

 

2019 年４月以降の行事予定 
 

日付   行事予定 

４月 4 日 (木) 合唱カラオケ 

4 月 8 日 (月) 歩く会 

4 月 9 日 (火) スマホ同好会 

4 月 10 日 (水) 二水会 

  地下鉄散策スケッチ 

  テニス同好会 

4 月 15 日 (月) 第６回都道府県人会懇親会 

4 月 16 日 (火) 映画鑑賞 

4 月 17 日 (水) 会報締め切り 

4 月 18 日 (木) 俳句を学ぶ会 

4 月 20 日 (土) 墓地清掃と供養 

4 月 23 日 (火) スマホ同好会 

4 月 25 日 (木) 紅葉会 

4 月 27 日 (土) 東支部懇親会 

  ナルクヨガ 

4 月 29 日 (月) 食べ歩き会 

5 月 30 日 (木) 第５回ゴルフ同好会 
 

 

その他のお知らせ 

第６回都道府県人会懇親会のご案内 

次のような詳細にて計画をしておりますので、出席できる

方は満山宛にメール（yoshio.mitsuyama@gmail.com）

にて３月 31 日までに連絡お願いできますでしょうか。 

mailto:h.nabeshima@btinternet.com
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
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日時：4 月 15 日（月）19:00〜 

会場：BENIHANA Japanese Restaurant  

37 Sackville Street, London W1S 3EH 

（02074390756）Piccadilly Circus 駅から徒歩２分 

費用：お１人 30 ポンド（日本茶は無料ですが、他の飲物

代は含まれておりませんので、各自購入でお願い致します） 

 

福島青年管弦楽団ロンドン公演 

日時： 4 月 1 日（月）19:30〜 

会場：サウスバンクセンター クイーンエリザベスホール 

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-

on/125395-fukushima-youth-sinfonietta-2019 

 

東日本大震災で被災した約 50 人の 13 歳～19 歳の若手

ミュージシャンからなる、「福島青年管弦楽団（ the 

Fukushima Youth Sinfonietta）」が、ロンドンのサウ

スバンクセンター クイーンエリザベスホールでチャイコ

フスキー交響曲第 5 番を演奏します。 

2014 年の設立以降、世界のステージで演奏を重ねてきま

した。ロンドンデビューを飾った、2014 年のクイーンエ

リザベスホールでのソールドアウト間近コンサートの後、

【東京】サントリーホール、【東京】オペラシティコンサ

ートホール、【ボストン】シンフォニーホール、【バンコク】

シアムピックガネシャにて公演しました。 

また、外国人音楽家らや、研修先のプロ奏者グループと協

働するという革新的アプローチで、若者たちが国際的資質

を身につけながら自己成長を遂げる姿を絶賛され、名声を

博している青年オーケストラです。 

演奏旅行中の楽団員らは、ロンドンで、盲目の子どもたち

を音楽によって支援する「アンバートラスト（Amber 

Trust）」や、ヨーロッパ初の黒人·マイノリティー人種

のオーケストラである「チネケ！管弦楽団（Chineke! 

Orchestra）」のミュージシャンたちと交流します。本公

演のステージでも、この二団体とコラボします。 

 

福島桜フォート展示会・写真展 

会期： 4 月 2 日（火）～11 日（木）09;30〜17:30

（ただし、6 と 7 日は休館） 

会場：在英日本国大使館 地上階ギャラリースペース 

主催：NHK 福島放送局、在英日本国大使館 

後援：在英国福島県人会「ロンドンしゃくなげ会」、グレ

イトブリテン・ササカワ財団 

大使館入館の際に ID （パスポート、運転免許証、フリー

ダムパス等）が必要となります。 

 

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 
 

ファイナンシャルプランニングのセミナー開催のご案内 

St.James’s Place Wealth Management（以下 SJP）

より、日本人の英国永住者または長期在住者向けに、日本

語によるファイナンシャルプランニング講座を開催いたし

ます。毎回個別のテーマを設定し、出来るだけ参加者皆様

が各自知りたい点をカバーできるよう 12 名前後の少人数

セミナーとして、定期的に開催していく予定です。少しで

も多くの方に、英国で生活していく上での経済的側面から

お役に立てるような有益なアイデアを紹介するのがこのセ

ミナーの目的です。今回は 2 回のセミナー開催をご案内

します。 

【詳細】 

１、4 月 24 日（水）17:30〜18:45 

テーマ:リタイアメント・プランニング 

「人生 100 年時代」という言葉もあるように、私達の平

均寿命が延びるにつれ、リタイアメントという言葉の定義

は、一世代前の画一的な概念から、各個人の考え方・ライ

フスタイルの違いにより多様化しています。この講座では、

イギリスの年金制度（国民年金、企業年金、私的年金）の

概要、税制上の特徴から、今からいかに将来のリタイアメ

ント時に備えていくか、またリタイアメントを迎えた時に

考慮すべき事柄を解説します。 

 

２、5 月 7 日（火）17:30〜18:45 

テーマ:インベストメント・マネージメントアプローチ 

「インベストメント（投資）」に「リスク」はつきもので

す。では「リスク」とは何か？ファイナンシャルプランニ

ングにおける投資リスクについての概念を解説し、各リス

クアセットの説明、実際に投資を実行するときに考えるべ

き事柄、投資利益にかかる税制、また SJP におけるイン

ベストメントマネージメント・アプローチについて解説し

ます。（注;この講座では今後のマーケット動向の予想はい

たしません。） 

*講義、解説は日本語で行いますが、スライド及びプレゼ

ンテーション資料は全て英語のみになることを予めご了承

下さい。 

【申し込み先】どちらか、または両方のセミナーについて

ご参加希望、お問合せはメール yasuto.arai@sjpp.co.uk

または携帯 07557797310（新井）までご連絡くださ

い。 

【場所】（両回とも） 

SJP シティオフィス、ボードルーム 

St.James’s Place House,3 Moorgate Place,London 

EC2R 6EA（最寄駅 Moorgate から徒歩 4 分） 

【参加費用】無料 

 

編集後記 

 

会報の表記にできるだけ統一感を持たせようと、情報をい

ただく方々にはあれこれと細かいリクエストを差し上げて

おります。依然として新しい編集・割付担当が試行錯誤の

最中です。何かご意見をいただければ嬉しいです。（MS） 

https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/125395-fukushima-youth-sinfonietta-2019
https://www.southbankcentre.co.uk/whats-on/125395-fukushima-youth-sinfonietta-2019
http://www.jadesas.or.jp/taikai/
mailto:taikai@jadesas.or.jp
mailto:yasuto.arai@sjpp.co.uk
mailto:yasuto.arai@sjpp.co.uk

