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 ヘンドン日本人墓地清掃のお知らせ 

 

8 月 14 日（水）に恒例、お盆の墓地清掃、供養を行いま

す。ご都合のつく方はお手伝いをお願い致します。共にご

参詣ください。 

当日はゴム手袋、庭仕事用

具等ご持参されれば有益で

す。 

清掃後、三輪精舎のお盆の

供養に参加いたします。 

終了後、有志の方は近くの

コーヒーショップにて、軽

食をご一緒致しましょう。 

 

開始時間：8 月 14 日（水）11 時頃より、 

場所：Hendon Cemetery & Crematorium 

Holders Hill Road Mill Hill London NW7 1NB   

地下鉄: Mill Hill East (Northern Line) 

バス利用:Golders Green 駅より No,240 Bus stop 

(Hendon Cemetery)    

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: 0208 208 0408   07930 455 028 

mailto:japanesecemetery@japanassociation.org.uk 

藤田（JA,墓地管理部） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

7 月理事会だより 

1. 7 月の理事会での討議事項（理事会 7 月 3 日）抜

粋新しいウェブサイトの立ち上げは費用の面（特

にメンテナンス費用）を検討。討議の結果、現在

の所、JA ウェブサイト利用者は少人数である事

がレポートされている(1 ヶ月 20 人以下)。その

結果、今後の方針として、今の所は新サイト立ち

上げを見送り、現在の J A サイトのコンテンツを

見直し、オペレーションの幅を広げていき、ブラ

ッシュアップする事とする。山本理事のサポート

の元で「WordPress」 の最新版を導入、担当者

で共有してサイトを更新していく。その後更に必

要とあれば新しいサイトの立ち上げを再検討す

る。 

2. ジャパン祭りで「阿波踊り」を実行することが決

定された。担当は、飯塚、ギブソン小池、ホワイ

トハウス佐藤理事。 

 

 

 

会員部からのお知らせ 

 

新入会員      ３名 

 

＊新入会員のお名前は、個人情報尊重のため、掲載なしと

致しております。 御了承下さい。 

 

・現在会員数 計 354 名  

 うち、メール会員 250 名／文集郵送希望会員 48 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 3 ヶ月フリーオファー 

本年度も７月以降９月末までご入会の方は年会費 12 ポン

ドをお払い頂き、来年（2020 年）10 月の会費更新時ま

での会員費 とさせていただきます。 良い機会ですので、

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 

 

６月の報告 

 

日時： 6 月 19 日（水）18:30～20:00 

会 場 ： Farm Street 

Church, 114 Mount 

Street, London W1K 

3AH 

演題：「水からの伝言・・・

水が伝える言葉と意識の力」 

講師：林 美智子氏（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） 

 

6 月の二水会では、日本から訪英中の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の林美智子さん

をお迎えして、「水からの伝言」についてご講演頂きまし

た。張りのある力強いお声でご講演頂き、参加者皆が内容

に引き込まれていきました。 

mailto:japanesecemetery@japanassociation.org.uk
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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いろいろな水を凍らせて顕微鏡で撮影した世界初の氷の結

晶写真集「水からの伝言」の著者として世界的に有名な江

本勝博士の遺志を受け継がれ、現在、日本国内外での講演

活動を精力的に展開されていらっしゃる林美智子氏。 

 

まず、江本氏は、全ては波動で、水が波動を運ぶことを科

学的に証明できずにいて、何か目に見える形として示せな

いかと考え続ける中で、凍らせた水の結晶の形の写真撮影

に成功したというお話しをして下さいました。 

 

音叉の実験も実際にやって下さり、同じ周波数は共鳴し合

うという共鳴現象、波動の法則についても示して頂きまし

た。又、ジェラルド・ポラック博士やリュック・モンタニ

エ博士の水に関する科学的な研究の紹介も交えながら、水

は情報を記憶し、水は情報を伝達し、水は人の意識、集合

意識と深く関係していることについてもお話し下さいまし

た。さらに、私たち人間の約７０％は水でできていて、地

球の表面も約７０％は水でできていることも改めて聞かせ

ていただきました。 

 

その上で、発する言葉や考えによって、違う結晶ができる

ということもスライド写真を示しながら、わかりやすく説

明して下さいました。水に、「ありがとう」という言葉を

見せると、六角形の力強い結晶ができ、「ばかやろう」と

いう言葉を見せた水は、結晶構造が壊れてしまっていまし

た。又、「私ならできる」 という言葉と 「どうせ無理」

という言葉でも、結晶の形には大きな違いが出ていました。

最も美しい水の結晶である「愛と感謝」の写真も見せてく

ださいました。 

 

私たちが普段使っている言葉も、良

い言葉を口にすれば、周りに良いエ

ネルギーを与え、悪い言葉を口にす

れば、悪いエネルギーを与えること

になることがスライドから一目瞭然

でわかり、私たちが何気なく使っている言葉の大切さを改

めて実感することができました。 

 

最後に、常にポジティブな言葉を使いましょう！というこ

とで林氏は会を締めくくられました。 

 

参加者からは、「来て本当に良かった」、「感動を持って新

しい世界を発見した」、「新しい窓が開いた感覚です」「林

さんという方にお会いできたいい日でした！」「また来年

も来てほしい」等の声がありました。会場の空気も溌剌と

した雰囲気に包まれ、良い講演会になりました。 

（参加者 25 名） 

 

今後の予定 

８月 夏休み 

９月 11 日 池田様 2020 年宇宙の旅「仮」 

10 月９日 上田りさ様･平野様 音楽界とバレーのアー

テストトーク(仮) 

11 月 13 日 渡辺道央様 1968 年東京オリンピック映

画鑑賞とトーク「仮」 

 

 

紅葉会 

 

紅葉会６月報告 

日時：6 月 27 日（木） 

会場：Bloomsbury Central Baptist Church 地下１階             

参加者：会員 39 名、非会員 2 名（合計 41 名） 

 

司会／ギブソン小池和子 

受付／山本郁子、デービス志保子 

お茶／竹内みどり 有志 

会計／フィップス勢津子 

レポート／ニコルズ三枝子 

ブリング&バイ／藤田幸子、ジョンソン妙子 

 

【第 1 部】 

1．お仕事を半休にしてご出席いただいた会員もいて嬉し

く思いました。 

2．各部報告 

3．６月誕生日の方は３名。 

4．６月の歌「みかんの花咲く丘」「夏は来ぬ」指揮 田

村陽子 伴奏 ウインター千津子 

5．ラジオ体操第１ 

 

【第２部】 

 

当初予定のゲスト下条千恵子さんがご家族の急病入院でお

出で頂けなくなり、急遽ファイナンシャルアドバイザーの

新井康人さんに「人生 100 年時代のライフマネージメン

ト」と銘打って講演をお願いしました。新井さんは東京、

香港、ロンドンでファイナンシャルアドバイザーとして長

年活躍され、現在ロンドンで独立して仕事をされています。 

 

私たちの寿命は年々伸びて 10 人に 1 人は 100 歳まで、

またはそれ以上生きると言われています。銀行の金利も低

くなり、インフレに対応できるような引退後の生活経済プ

ランをどうするか？この課題は誰もが健康の次に大切だと

考えることですが、これを実行に移す必要性について様々

の図やチャートを使ってご説明いただきました。財産とは

「お金」だけでなく、自分の持つ「コミュニティ」もその

一つというお言葉が印象に残りました。 

 

新井さんは JA 会員を対象に投資、遺産処理などについて

の無料セミナーを行なっていらっしゃいますので、ご参加

になって具体的なプランを作られてはいかがでしょうか。 

新井さんがファイナンシャルアドバイザーと成られるまで

の過程や、日本や香港でのご経験も気さくにお話しいただ

き、皆さん興味津々でお聞きになっていました。 

 

講演者への質問 

—ロンドンで独立した時のビザは？  

インベスターズビザ（£1000000 以上を UK にて投資す

る）を申請し取得。 

—UK で投資をすることのメリットは？ 

ロンドンは NYC と東京の間にあり、リアルタイムで世界

の様々の市場に投資ができる。投資商品も多く投資のダイ

バーシティが高い。 
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—新井さんにお願いした場合の料金は？各サービスにより

違う。例：LPA Lasting Power Attorney （自分が意思

表示をできない身体状態になった時に金銭と治療について

の権限を全託する制度）の書類作成は約２千ポンド前後。

LPA は本人が健康な間に手配する事が重要で、できれば

家族を選ぶのが賢明。（記録 ニコルズ三枝子） 

 

 

紅葉会 8 月はお休みです。 

 

＊阿波踊り踊り子募集＊ 

 

来たる 9 月 29 日（日）にトラファルガー広場で行われ

る恒例の日本祭りで、今年も日本人会主催で阿波踊りを踊

ります。その際の踊り子さんを募集いたします。全体で

60−80 人は出ていただけると嬉しいです。 

 

参加ご希望の皆様はシェイラー文野さんにメールでご連絡

ください。mailto:fumino_s@hotmail.com  
 

練習日は 9 月 18 日（水）二水会の前５時半位と 9 月 26

日（木）紅葉会の後４時位を予定しています。奮ってご応

募ください！ 

 

☆   ☆   ☆ 

福祉部 

 

活動報告 

  

福祉部７月定例会が各支部の担当者の参加で、第一水曜日

の 3 日に開催された。今月も「高齢者見守りプロジェク

ト」を中心に、下記の報告と話し会いが真剣に行われた。 

 

議題１： 

ケアホーム準備委員会報告 

 

フランクフルトの有料ケアホームの一角に日本人専用棟が

2 年後に建設が予定されている。こうした他国の動きを参

考に、セキュリティの確保、日本語でのコミュニケーショ

ン、日本食提供などの条件を揃えた、在英日本人にとって

理想の施設が英国で実現されることが待ち望まれる。 

 

議題２： 

見守りプロジェクト各支部報告 

 

東支部： 

80 歳以上の見守り対象者 7 人中 6 名が在宅介護を受けて

いる。大半が足腰の痛みや咳の問題などを抱えているが、

電話でのコミュニケーションが可能。2 名が血液検査の結

果待ち状態。なお、紅葉会などの JA イベントへの参加を

希望する 90 歳の会員もあることを考慮に入れ、電話によ

る安否確認にとどまることなく、送迎や日本食等のサービ

スにまで見守りプロジェクトを拡大することを前向きに検

討すべきだろう。 

 

 

 

西支部： 

80 歳以上は８名。見守り対象者はケアーホーム入居中の

2 名。先月は担当者の多忙で訪問ができなかったので、

近々に見舞いを予定している。 

 

南支部： 

80 歳代は 6 名だが、総じて健康を維持している。85 歳

の対象者などは往復徒歩でテニスクラブに通う対象者や紅

葉会への参加を希望する 90 歳の対象者など頼もしい生涯

現役のシニアたちである。歩行困難の会員も麻雀で頭の体

操中。調子を崩している会員はご家族によるケアがあるた

め安心。      

 

各支部懇親会 

 

東支部／10 月開催予定 

 

南支部懇親会のお知らせ 

日時 8 月 29 日(木)12:00-14:30 

会場:  Sagami-ya 

County Hall, Riverside Building, 

        Belvedere Road, London SE1 7PB 

        Tel: 07507914874 

最寄駅 : Waterloo 駅 より徒歩 10 分位 

締切日 8 月 23 日(金) 

申込先 川西弘子 Tel: 01932248142 または

a.alibert@ntlworld.com 

会費  ￡15 (お茶、サービス込み)  

担当  川西弘子 

小野宣美      07496101834(当日のみ) 

シェイラー文野  07411852815(当日のみ) 

 

次の回は、会員の方が来やすい、フェスティバルホール近

くの County Hall にある、日本人経営の日本レストラン

にしました。レストランは HANNAH と大きく看板があ

る隣です。お弁当の内容は、その時期に手に入るものを使

うのでまだわかりません。初めてのレストランですが、何

が出るかお楽しみ。皆様のご参加お待ちしています。 

 

北支部: 

 

今回は Cocoro Restaurant Tottenham Court Rd.店で

の初めての試み。雨模様のお天気だったが、会長を含む

26 名の参加となった。幕の内弁当はとても美味しく、店

内も広々としたスペースだった。１２時開始のためか、他

の客が来られるまで時間があり、貸し切り状態で、声を張

り上げて他のお客様にご迷惑にならずに各自が自己紹介や

会話が楽しめた。昼食後、近くの bar/cafe での二次会で

も賑やかな雑談が続いた。 

 

今後の予定 

11 月／北支部 

12 月／無し 

 

 

 

 

mailto:fumino_s@hotmail.com
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NALC 部 

 

ナルク部では 7 月 11 日に月例会を行

い、今月の理事会で話し合われたことを

報告後に、9 月のエンディングノートのワークショップに

ついての打ち合わせをしました。今回は相続税と遺書、ま

た不慮の事態が起きた際の対処法などについてを計画して

いますので、追って詳細をご連絡します。 

 

それに加え、現在行っているヨガ教室に加えて、健康促進

の一環として体操ダンスやズンバ教室などの開催について

も話し合われました。また、すでにご案内をしていますが、

今月のヨガ教室は 7 月 27 日（土曜日）午後 3 時から 4

時まで Yogabase（257 Liverpool Road, London N1 

1LX ） で 行 い ま す の で 、 ご 希 望 で あ れ ば

nalc@japanassociation.org.uk へご連絡ください。 

 

なお、ナルク部ヨガ教室の先生は、JA 及びナルクの活動

の支援のためのチャリティとして無償で教えてくださって

います。そのため、皆さまからの参加費は、スタジオ賃貸

支払い費用となっていますが、スタジオ賃貸費用支払い後

に余剰分があれば JA 及びナルク部の活動のために充当し

ています。ヨガマットやブロック、ロープなど備品が完備

された専用スタジオの定員は 15 名です。 

 

最後になりましたが、ナルクのポイントは、ヨガ教室など

のナルク部や JA 主催のイベントに

参加いただけると加算され、このポ

イントは、日本ナルク本部を介して

日本のご両親への遠距離介護や、英

国ではガーデニングやコンピュータ

ーのお手伝い等でご利用いただけま

す。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

Team Smile 

 

7 月６日にラーメン瀬戸にて「頑張る女性の会」ジャン

ヌ・ダルクの会を開催今後のイベントの事や、それぞれの

人生設計について話し合い、和やかに過ごしました。お寿

司や、ぎょうざ、唐

揚げ、ラーメンなど

いつものように食べ

きれないほどのお料

理が出てきて皆さん

お持ち帰りしました。 

 

お問い合わせ 

TEAM SMILE 部 

鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

文集部よりのお知らせ 

 

『英国春秋』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：２０１９年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 ： mailto:ogawa@japanassociation.org.uk  

 

広報部よりのお知らせ 

 

Facebook 内容充実の為、発信したいニュースがありま

したらお知らせ下さい。 

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

 

お問い合わせ 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 
 

☆   ☆   ☆ 

 

同好会報告とお知らせ 
 

俳句を学ぶ会 
 

日時：6 月 20 日（木） 13:30 より 

 

出席者 9 名，季題は『青りんご』 

いつもより出席者数が少なくて家族的な感じでさっさと能

率のよい午後でした。 

「青りんご」の季題は難しかったようです。 

 

- 人々の真意に触れたる初夏の空    

バンダースケイフ 日出美 

  （良い友人、知人を持たれての句でしょう）  

 

- 雨上がりつばめ飛び交う爽やか日     小野 宣美 

  （のどかな風景がよめました） 

 

- 頑（かたくな）な青りんごのような彼 

ウィーラー 由美 

  （季題をちょっとひねった面白さです） 

 

mailto:nalc@japanassociation.org.uk
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
mailto:https://www.facebook.com/japanassociation
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
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俳句を学ぶ会 ８月のお知らせ 

 

日時：８月 15 日（木) 13:30 から  

会場： Royal Festival Hall 6F  

        ＊８月の季語「夏盛り」 

連絡先：クーパー矩子 02078285255         

    出席できない方は Cooper までご連絡ください。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

スマホ同好会 

 

７月の報告 

7 月 9 日のスマホ同好会は病気療養後半年振りに元気な

姿で参加された方や、新人の方も含めて、11 名の参加で

した。 

携帯電話の契約内容や利用料金をリアルタイムで調べるア

プリについて、Map の使い方、Auto-Lock 時間の調節

方法、本体や iCloud のメモリー容量の調べ方、不要なメ

ールの削除方法等の Q&A がありました。 

 

スマホ関係以外でも、実際に有ったインターネットショッ

ピングやクレジットカードのスキミングの第三者による不

正使用の被害の話もあり、予定より長く午後 3 時半まで

会は続きました。 

 

今月のアプリ 

 

クックパッド 

 

クックパッドは料理レシピのコミュニティ website です。

iPhone では AppStore で無料のクックパッドをカタカナ

でクックパッドと入力してダウンロードします。ホーム画

面ではカテゴリー別にレシピを探せますが料理名や家にあ

る食材名等を入力するとそれに沿ったレシピを探すことが

できます。ダイエット又は高血圧、コレステロールなどの

病名を入力すると病状改善のためのレシピが探せて便利で

す。 

 

 

８月の予定 

日時 : 8 月 13 日(火)27 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 Line の South 

Kensington 駅 、 又 は District Line の Fulham 

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

Piccadilly Line 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 

 

8 月のお知らせ 

映画同好会上映作品 『男はつらいよ 旅と女と寅次郎』 

山田洋次監督 

寅さんが旅公演の途中失踪した演歌歌手と知り合い恋をす

るシリーズ第 31 作。原作・監督は「息子(1991)」の山

田洋次。脚本は山田洋次と朝間義隆の共同執筆、撮影は高

羽哲夫、マドンナは都はるみ。 

日時：8 月 20 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 

備考：要申し込み妙子ジョンソン  

   taekoj＠hotmail.co.uk 

電話連絡は渡邉（077-8342-6113or074-5106-

6906）まで 

 

☆   ☆   ☆ 

歩く会 

 

実施日:7 月 11 日(木) 

コース:Mayfield Lavender Farm 

参加者 6 名の少ない人数でしたが、少ない人数が功をし

て皆さんも大変楽しまれた。 

 

参加者の感想： 

ビクトリア駅のプラットホーム。

発車５分前、来た来た日本人女性

の２人連れ。Sutton 駅からバス

を乗り継ぎラベンダーフィールド

へ。そこの近くで手持ちのお弁当

を食べながら予備知識を。ラベン

ダーの畝の中をお喋りしたり写真

を撮ったりしながら歩き、ラベン

ダーにも早咲き、遅咲きがあるこ

とを知りました。帰りがけにまた

ベンチで語らい。たった６人と思

いましたが、こも絶妙な人数が幸

いし皆が一つの話題に集中でき歓談の時をすごしました。

S.M. 

mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
mailto:taekoj＠hotmail.co.uk


 

     6 

 

サットンに長く住むお友達に数年前に連れて行ってもらっ

て以来、しばらく訪れておりませんでしたが、有料になっ

てしまったのと、SNS の威力もあって、観光バスまで乗

りつけられているのには驚きました。でもその分、手入れ

が行き届いているようで、ラベンダーは以前にも増して、

益々美しく、香りも強くなっているように感じました。今

回は少人数で、ゆっくりラベンダーの香りを楽しみながら、

リラックスして歩くことが出来ました。来年もぜひこの時

期に歩く会の皆さんと一緒に訪れたいですね。 A.I. 

 

テニス同好会 

 

今年度 2 度目のテニス同好会は、10 日(水)に参加者 7 名

で行いました。5、6 月は雨天の為中止となり、4 月以来

参加申込みをされていた方と初対面、メンバーに紹介し、

30 分程度の練習の後試合へと移行。試合では、全体的に

メンバーのスキルが Up した感があり、以前にも増して面

白さが出て来ました。 

 

折しも、ウインブルドン チャンピオンシップが開催中、

やはり出場選手の事などが話題になり、テニスが終わった

後はいつものパブで、錦織圭対フェデラーの試合を観戦し

ました。 

 

8 月の予定 

 

日時：8 月 14 日(水) 13:00-15:00 

場所:Victoria Park  

所在地:209、Ballards Lane、London N3 1LY 

行き方：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。 

参加費：無料 

問合せ先：高嶋喜代子、07702049639 

備考：公園南側には駐車可能。雨天中止。 

 

 

地下鉄散策スケッチ 

 

急に夏らしくなった事もあり以前から乗りたかつたナロー

ボートに乗ってリトルベニスと呼ばれているウオーリック

アベニュー近くの出発点からカムデンタウンまでの高級住

宅地や動物園を通る 45 分間を、一般のツーリストと一緒

にガイドさんの説明を聞きながら観光した。 

カムデンは日曜市で有名だが、この日もかなりの賑わいで、

楽しみのランチも丁度手頃な和食の店があり、天気にも恵

まれ程良い夏の暑さの中で楽しい 1 日を過ごす事ができ

た。絵は薔薇見会の薔薇か、ボート観光に関する物を描く。

来月は墓地清掃と重なる為、月の始めの８日に、これも恒

例の海への日帰り旅行でイーストボーンに出かける。 

一般の方々の参加を歓迎します。楽しい一日を過ごしまし

ょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーブス邦子 
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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 

＜地下鉄散策スケッチ＞ 

1、 8 月 8 日(第２木曜日) 10:15 

2、 ビクトリア駅 10:15、チケット売り場前に集合

（10:46 の電車に乗る為） 

3、 イーストボーン 

4、 雨天中止、その時は 11:30 に Dalston 

Kingsland 改札口集合 

5、 竹内  07774476293 

＜合唱カラオケ＞ 

1、 ８月１日(第１木曜日) 

2、 Le Pain Quotidien, Fulham 

3、 212 Fulham Road, London SW10 9PJ 

4、 初めての人、心配な人は 12:30 South 

Kensington 改札口 

5、 竹内 07774 476293 

＜食べ歩き会＞ 

1、 7 月 26 日(木)12:00〜 

2、 “Mere” Restaurant 

3、 

 

74 Charlotte St., London W1T 4QH(020-

7268 6565) 

地下鉄 Northern Line Goodge St.下車 徒歩

5 分 

4、 申込締切日：7 月 22 日(月) 

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６回ゴルフ同好会＞ 

1、 9 月 12 日(木) 

2、 Coombe Wood Golf Club 

3、 

 

George Road, Kingston Hill,  

Kingston upon Thames,Surrey KT2 7NS 

4、  

5、 川西 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

 

JA 会員の皆様 

 

夏も本番となって参りました。日本の夏

は祭りと盆踊りなどの伝統踊りで盛り上

がりますね。 

 

私たち日本人会も 9 月 29 日(日）のト

ラファルガー広場でのジャパン祭りにお

いても、今年も阿波踊りを主催すること

になりました。昨年は皆様のご協力によ

りたくさんの踊り子さんを集めることが

でき感謝いたします。今年も全体として

60 名以上の踊り子さんを確保したいと思います。皆様ど

うぞ、ご自分のみならずご家族お知り合いにお声がけいた

だき、ご協力をお願い申し上げます。 

 

確実に参加して頂ける方（家族、友人も含む）はお名前を

シェイラー文野さんまでお知らせください。 踊り子集め

の管理は文野さんの担当です。

fumino_s@hotmail.com  (fumino の後はアンダーバー _ 

です)までご連絡をお願いいたします。祭りの前に、9 月

に 3 回ほど踊りの練習を予定しております。 

 

今年も皆様の踊りのパワーでジャパン祭りを盛り上げまし

ょう‼️ 

 

阿波踊り実行委員代表 

飯塚忠治 

ホワイトハウス佐藤敦子 

ギブソン小池和子 

 

 

2019 年８月以降の行事予定 

 

日付   行事予定 

7 月 2６日   （金） 食べ歩き 

7 月 27 日   （土） ナルクヨガ 

８月１日 (木) 合唱カラオケ 

８月８日 (木) スケッチ 

8 月 10 日 （日） テニス同好会 

８月 13 日 (火) スマホ同好会 

８月 14 日 (水) 二水会 

８月 15 日 (木) 俳句を学ぶ会 

８月 20 日 (火) 映画同好会 

８月 21 日 (水) 原稿締め切り 

８月 27 日 (火) スマホ同好会 

８月 29 日 (木) 南支部懇親会 

9 月 11 日 (水) 二水会 

9 月 12 日 (木) ゴルフ同好会 

9 月 15 日 (日) 文集締め切り 

9 月 2９日 (日) ジャパン祭り 

 10 月 1-３日          海外日系人大会 

 

 

その他のお知らせ 

 

 

第 60 回海外日系人大会 日程について （再掲載） 

 

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。 

 

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

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。 

mailto:sumiko.scott@btinternet.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:fumino_s@hotmail.com
http://www.jadesas.or.jp/taikai/
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＊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 

 

 

Sail GP 観戦のお勧め 

 

来たる 8 月 10～11 日、ワイト島カウズ

沿岸にて開催されますプロフェッショナ

ル·セーリング大会「SailGP（セールジ

ーピー）第４戦」に日本チームが参戦します。 

SailGP は今年からスタートした国対抗のグ

ローバルなセーリング·リーグです。世界

最速のヨットを使用し、世界の名だたる都市で開催される

シリーズレースで、年間チャンピオン（賞金 100 万米ド

ル）をかけて戦います。 

 

カウズ大会は、シドニー、サンフランシスコ、ニューヨー

クに次ぐ４戦目で、カウズ大会の後は、9 月 20~22 日に

フランスのマルセイユにて最終戦が行われます。 

 

以下、ご参考までに大会概要を記します。 

大会名：カウズ SailGP（セールジーピー） 

大会期間：8 月 10〜11 日  

（チームは 8 月 4 日から 13 日までの滞在予定） 

レース海面：ワイト島カウズ沿岸 

テクニカルエリア（チームベース）：Southampton 

Associated British Ports 内 

レース·ビレッジ：Queen's Rd., The Cowes Green か

ら Egypt Point の間（無料でご観戦が可能です） 

参加国：米国、英国、豪州、フランス、中国、日本 

公式サイト：https://sailgp.com/ 

チーム情報：https://sailgp.com/ja/teams/japan/ 

イベント情報：

https://sailgp.com/races/cowes/event-overview/ 

関連ビデオ：

https://www.youtube.com/channel/UCJevy9W-

LqQ4RDTD6Q-G_DA 

問い合わせ先：ksofuku@sailgpjpn.com（Japan Sail 

GP Team 早福 COO） 

 

英国入国時自動ゲート利用について 

（重要事項なので再度掲載します） 

 

５月２０日より，日本のＩＣ旅券保持者で，航空機や鉄道

を利用して英国に入国する１２歳以上の方は，自動化ゲー

トの利用が可能となりましたので，お知らせいたします。

ただし，一部例外となる場合もありますので，ご注意くだ

さい。 

 

１．５月２０日，英国政府は，オーストラリア，カナダ，

日本，ニュージーランド，シンガポール，韓国及び米国の

７カ国のＩＣ旅券保持者で，航空機や鉄道を利用して英国

に入国する１８歳以上の方を対象として，入国時における

自動化ゲートの利用を可能にするとともに，入国カードの

提出を廃止しました。 

 また，１２歳から１７歳の方についても，自動化ゲート

の利用対象となる大人に同伴される場合には，同様に自動

化ゲートの利用が可能とのことです。 

 

２．ただし，自動化ゲートを利用した場合，英国の入国印

は押印されません。英国の入国印がないことにより，行政

手続き等で何らかの不便が生じる可能性も否定できません

ので，入国印を必要とされる方は，有人の入国審査カウン

ターにて入国審査官に相談するようにしてください。 

 

３．更に，次の方々については，引き続き入国審査官によ

る入国印の押印を受ける必要があると案内していますので，

ご注意ください。 

（１）滞在予定が６ヶ月未満の短期留学生の方 

（２）滞在予定が３ヶ月未満の Tier 5（Creative and 

Sporting）の滞在資格の方 

（３）滞在予定が１ヶ月未満の専門的職業（Permitted 

Paid Engagement）での滞在資格の方

（https://www.gov.uk/permitted-paid-

engagement-visa） 

（４）ＥＥＡ（European Economic Area，欧州経済領

域）国籍者の家族で，永住目的で入国する方 

 

４．詳しくは，英国政府発表の次のウェブサイトをご覧の

上，ご質問やご不明な点がある場合は，英国内務省入国管

理局へお問い合わせください。 

https://www.gov.uk/government/news/governme

nt-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-

countries 

 

 

在英国日本国大使館領事班 

電話：０２０－７４６５－６５６５（代表） 

 

ーW 杯 100 日前イベント  

 

五郎丸歩さんらと共に、ラグビーワールドカップ（RWC）

本部組織委員会より、RWC 開催都市特別サポーター（オ

フィシャルアンバサダー）に任命されている会員の鈴木ナ

オミさんは、6 月 12 日に日本で開催された RWC100 日

前イベントでテーマソングを歌いプロモーション活動を行

いましたが、その際の事が日本で報道されています。詳細

は以下にまとめられています。 

記事：http://www.sweet-naomi.com/media,6.html 

 

mailto:taikai@jadesas.or.jp
https://sailgp.com/
https://sailgp.com/ja/teams/japan/
https://sailgp.com/races/cowes/event-overview
https://www.youtube.com/channel/UCJevy9W-LqQ4RDTD6Q-G_DA
https://www.youtube.com/channel/UCJevy9W-LqQ4RDTD6Q-G_DA
mailto:ksofuku@sailgpjpn.com
https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa
https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries
http://www.sweet-naomi.com/media,6.html

