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JAPAN 祭り 

 
 

今年もジャパン祭りが（9 月 29 日（日））トラファー

ガースクエアーで開催が決定致しました。 
 

⁑ 祭りの実行主体団体として、会員の皆様からの寄

付*を募っていますので、ご協力をどうぞ宜しくお願い

致します。（*詳細は下記参照)  
 

第 11 回目とも成りますと、日本人会の出店ブースも

販売商品が殆どなく、日本の民芸品が不足しておりま

す。その為、今年はブースの内容、形式を変えて、日

本のクラフトを観衆の皆さんへ紹介し、ご一緒に楽し

みましょう。折り紙、兜作り、習字、着物エクスペリ

エンス（着物の着付）等々。その他、アイディアが御

座いましたらご連絡ください。 
 

日時  9 月 29 日（日）10 時ー8 時迄、ノンフード

ブースは 10 時ー6 時、年に一度の日英親善イベント、

日本のお祭りに会員皆様揃ってのご参加、ご協力お願

い致します。 
 

お問合せは特別イベント部   

満山 yoshiomitsuyama@gmail.com 

藤田 fujisachi@aol.com 

 

寄付金送付先 ：Japan Association in the UK  (小

切手宛先 JA in the UK)  c/o 3 London     

Wall Buildings,  London  EC2M 5PD        または 

銀行振込 ：    NatWest Bank, Sort code ; 56-

00-23  A/C no;26027607      A/C name ; 

Japan Association in the UK 

  

今年の祭りでは、昨年も大好評だった着付けイベント

を行います。着物を着たい人に好きな着物の着付けを

し、その人のスマホで写真を撮ります。当日昼頃から

夕方まで 2 時間くらいのシフトでお手伝い頂ける方、

どうぞご連絡ください。また着付けや帯結びが自信が

なくても 9 月 2 日（月）と 9 月 26 日（木）4 時から

の、阿波踊り練習会の際に講習を致します。是非ご参

加になって一緒に、イギリスに住む世界中の人々に着

てもらいましょう！ 

連絡: kimonokaz707@yahoo.co.jp 
 

ジャパン祭りの阿波踊り参加へのご案内 
すでに一斉メールなどでご連絡をさせていただいてい

ますが、本年も 9 月 29 日（日曜日）のジャパン祭り

では、昨年同様に JA 主催で阿波踊りを披露させてい

ただくこととなっています。 
 

当日は太鼓の廣田丈二様、三味線の一川響様、演歌歌

手の望月あかり様が音楽を担当くださり、舞台とトラ

ファルガー広場で阿波踊りを踊らさせていただく予定

です。出演時間は 8 月末にジャパン祭り運営委員から

連絡をいただくことになっていますが、ぜひ今年も多

くの方に参加いただきたくお願いいたします。 
 

なお、当日のパフォーマンスを前に、本場徳島で阿波

踊りを踊ってこられた方々からご指導いただく練習会

が下記のように予定されています。 
 

日時：9 月 2 日（月曜日）16 時から 18 時まで（JA

主催特別映画「万引き家族」鑑賞会後）  

会場：Farm Street Church （114 Mount St, 

Mayfair, London W1K 3AH） 
 

日時：9 月 21 日（土曜日）16 時から 18 時まで（ナ

ルク部「【仮題】年金や相続税を含む人生後期の生活設

計」講演会後 ） 

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 地下１

階  （235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP） 

注： 同日は昨年男踊りを披露してくださった川井佐

栄さんがご指導くださいます。また、太鼓の廣田丈二

様も 17 時から参加いただくことになっています。 
 

日時：9 月 26 日（木曜日）16 時から 18 時まで（9

月紅葉会後） 

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 地下１

階  （235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP） 

mailto:yoshiomitsuyama@gmail.com
mailto:fujisachi@aol.com
mailto:kimonokaz707@yahoo.co.jp


 

     2 

 

注：同日は昨年舞台で踊りを披露してくださった木村

さんがご指導くださいます。 

 

なお、踊り子募集の一斉メールでもお願いいたしまし

たが、確実に参加していただける方（家族、友人も含

む）は、お手数ですがシェイラー文野

（fumino_s@hotmail.com ）までご連絡ください。 
 

阿波踊り実行委員 
 

お問い合わせ：ホワイトハウス佐藤敦子 

whitehouse@japanassociation.org.uk 

 

☆   ☆   ☆ 

 

ヘンドン日本人墓地清掃報告 
 

お盆の清掃,並び供養が 8 月 14 日（水）11 時より行

なわれました。当日は朝から雨で、雨の中、傘を片手

に皆さんで雑草取り、苗木の剪定に励みました。変わ

りやすい雨多い天候

のせいか、雑草が敷

地内面に根をはり茂

っていました。 
 

早目に作業を終了し、

お盆の供養が始まり

ました。佐藤主管の

読経が静寂な墓地境

内に響き、其々の志

を込めてお祈り致しました。集合写真を撮った後、か

たずけをし，スポーツセンターのコーヒーショップに

向かいましたが、残念なことに、そこに落ち着くこと

が出来ませんでした。今までと違い会員制になってい

ました。 
 

８月 10 日（月）10 時半にスポーツセンターへ出向き

14 日、1 時ごろの予約をレセプションにお願いして来

ましたが、キチンとマネジャー迄、届いてなく、手抜

きが有ったようです。 
 

幸いに、近辺にお住いの文子マセティ―さんのお宅へ

皆さんでお邪魔し、軽食、談話を楽しませて頂きまし

た。文子さん、大変お世話様になり、感謝いたします。 
 

最後になりましたが、日本国大使館より、辻坂総領事

様がお忙しいスケジュールの中ヘンドン日本人墓地迄、

どら焼きのお土産持参でお参り頂きました。皆さんで

お茶とともに美味しく頂きました。有り難う御座いま

した。 
 

雨の中、清掃、供養に佐野会長はじめ、ご参加いただ

きました皆様、有り難う御座いました。この度は、

少々の手違いが起こり、ご参加頂いた皆様にご迷惑を

おかけ致しました。心よりお礼を申し上げますと共に、

お詫びを致します。 藤田 （墓地管理部） 
 

 

 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

８月理事会だより 
 

8 月の理事会での討議事項（理事会 8 月 7 日） 抜粋 

1. 英国内新グループとの交流を図り、J A の催し

物へ参加招待等をしたい。 

2. 本年度決算実績（監査前）、今期は

£16,808.11 の黒字となる。 

3. 本年度より、ナルク UK は J A の部署の一つ、

ナルク部となった 為、一般会員には不明瞭な

ナルクのポイント制度についてナルク部より J 

A 会員全員にお知らせすることにする。 

4. 阿波踊り実行委員会を設立、実行委員は飯塚、

ギブソン小池、ホワイトハウス佐藤の３理事と

する。 

5. ケアーホームその後の進行状況の説明。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

会員部からのお知らせ 
 

今月の会員の動き 
 

*新入会員 2 名 

       

現在会員数 メール会員 252  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）計 356 名  
 

・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/ 

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あと１ヶ月余の現在、９月にご入

会の方は、会員費を１年分いただきますが、 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。どうぞ 、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  

本年も、JA 会員費更新時期(2019 年 10 月 1 日)が

やって参りました。 更新依頼書は今月末に発送の予定

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。 
 

電話 07957548023 会員部 ウィンター 千津子 

メール

mailto:membership@japanassociation.org.uk 
    
 

☆   ☆   ☆ 

 

mailto:fumino_s@hotmail.com
mailto:whitehouse@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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二水会 
 

7 月二水会の報告  

日時: 7 月 10 日（水）18:30 より 

演題: 「Falling Blossom] ～ 英国軍人アーサーと 

下町娘まさの半世紀に渡るドラマ～ 

講師： ウイリアムズ 百子さん 
 

参加人数:３０名 

  

この本を書くにあたり３年間もリサーチに時間を費や

したお話しの中で、この本の主人公のアーサーとまさ

に導かれるがごとく次々と埋もれていた事実が発見さ

れてゆくリサーチ力の素晴らしさに驚嘆。アーサーと

まさのラブストーリーが８百通以上の手紙の中から明

らかにされてゆく道筋、そしてアーサーが西部戦線で

受けた砲弾で両足を失

った時の看護をしてく

れた女性が現れて結

婚、、、、その後も続いた

アーサーとまさの文通、

ドラマヲ見るように参

加者を引き付けた９０

分でした。 
 

講演後の懇親会も大いに賑わいました！ 

 

9 月二水会のお知らせ 

                 

日時: 9 月 11 日（水）18:30 より 

  

演題:  中国映画の楽しみ方 ―― 映画製作の歴史と近年

の動向 
 

少し堅苦しいイメージがあったり、大きなお金が動い

ている噂が流れたりしている中国映画（中華人民共和

国で製作された映画）ですが、国外で公開される作品

が少ないこともあり、その実像はなかなかつかみにく

い側面があるかと思います。今回は、中国映画の歴史

を実際の映像とともに簡単に振り返り、近年の動向に

ついて説明していきたいと思います。英国の劇場で一

般公開される中国語圏映画（台湾・香港・シンガポー

ルなども含む）は多くありませんが、さまざまな映画

祭などで鑑賞できるチャンスはかなりあります。そう

した情報も含め、英国で中国映画（あるいは中国語圏

映画）を観る楽しみをお伝えできればと思います。 

 

講師： 吉川龍生（よしかわ・たつお）先生 
 

慶應義塾大学経済学部教授。専門は、中国映画史・中

国近現代文学・中国語教育。 

1976 年、神奈川県生まれ。慶應義塾高等学校教諭な

どを経て、現職。2016〜2018 年、ロンドン大学

SOAS 訪問研究員。 

2008 年より、慶應義塾大学日吉キャンパスで、日吉

電影節（ひよしでんえいせつ）という中国語圏映画を

紹介するイベントを毎年開催している。そこでの上映

作品を中心として、日本語字幕翻訳も行っている。 

 

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 

         

10 月 9 日    スピーカー 上田りさ様･平野様    

演題  音楽界とバレーのアーテストトーク(仮) 

11 月 13 日      渡辺道英様        

1968 年東京オリンピック映画鑑賞とトーク「仮」 

☆ 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 
 

7 月の報告 

1)  期日: 2019 年 7 月 25 日(木) 

2)  司会 川西弘子 

   受付 オブライエンさち、藤田幸子 

   会計 フィップス勢津子 

   お茶 竹内みどり、有志 

   写真 ウインター千津子 

   記録 川西弘子 

 

 3)  参加人数 :   会員  36 人 非会員 1 人  合計 

37 人      今月誕生日の人 : 3 人  

４)  会場： Bloomsbury Central Baptist 

Church 地下１階  （235 Shaftesbury Avenue 

WC2H 8EP） 

５)  7 月紅葉会は講演者無しの会員だけの紅葉会文

化祭でした。会員の渡辺さんに"祝・紅葉会文化祭" と

筆で大きく文化祭ムードを盛り上書いて頂きました。 

    

2 部プログラム 

まず"都道府県人会"と称し、

7 グループに分かれ、自分

の属するグループに座り歓

談。 

続いて：  

1.阿波踊りのように繰り返

して踊る(?) "Macarena"

を、ビデオでチアガール の

ような女の子達が踊るのを

真似をしながら会場をグル

グル踊りながらの軽い体操

ダンス。みどりさんの指導。 

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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2. ex singer タミーさん自作、"マイブルーロマンス" 

と他 1 曲、笑いを交えての大熱演に拍手喝采！ 

 

3.俳句作り   クーパー先生 の指導。季語"夏盛り"を、

各グループの代表が一句を 詠み上げ、先生が一番良い

句を発表。 一位は関西地区代表が詠んだ「鴨川に鷺飛

び立てり夏盛り」でした。 

 

4. ゲーム"私は誰？" : 似ても似つかない古~~い写真を

見て、誰か当てる。 

 

5. 似顔絵コーナー: ビドルさん担当。 

 

6. バザー: 妙子ジョンソンさん担当 

 

7.  絵画集の展示: みどりさんの作品、ビドルさんの作

品 

 

最後に、誕生日の歌と 7 月の歌、" 夏の思い出", "帰れ

ソレントへ"を合唱して、終了。 

 

この日は最高に暑い日でしたが、みどりさんが冷たい

お茶を用意し、どら焼きも加わり、暑さも忘れての楽

しい午後を過ごしました。 
 

9 月紅葉会お知らせ 
 

期日：9 月 26 日（木）13：45～16：00 

会場：Bloomsbury Central Baptist Church 地下１

階  （235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP）    

演題：「いつまでも若々しく、アンチエイジングの医療 

ー若い脳、皮膚、腸を保つー 」 

講師：グリーンメディカル院長 小谷 信行様 

要旨： 今日本では、アンチエイジングの取り組みが

盛んに行われ、アンチエイジング学会を中心として研

究から治療まで成果を上げています。その中でも美容

皮膚科医療により若い皮膚を保つこと、認知症予防も

含めて活動的な脳トレーニングをすること、そして発

酵食品を中心とした腸内環境の改善による全身の若返

りなどの方法に注目が集まっています。イギリスで具

体的に取り組める方法を提示しながらアンチエイジン

グについて、解説したいと思います。 
  

講師プロフィール： 

Dr NOBUYUKI KODANI（小谷信行） 

Japan Green Medical Centre   

CEO / Medical Practitioner（院長）鳥取県出身、岡

山大学医学部卒業。岡山大学小児科講師 

松山赤十字病院小児科第一部長、松山赤十字病院副院

長 な ど を 務 め た の ち 、 2017 年 よ り JAPAN 

GREENMEDICAL CENTRE (LONDON) CEO に就

任。免疫アレルギー、育児学、小児心身症を専門に幅

広い診療を行う。 30 年に渡り、気管支喘息、アトピ

ー性皮膚炎、心身症、不登校などの子どもたちの体と

心の治療やサポートに取リ組んでいる。15 年前から胎

児から大人までを一貫して支える「成育医療」といわ

れる総合的小児医療を展開している。 

 

 

英国日本人会 後援 コンサートのお知らせ 
 

東京オリンピック・パラリンピック企画 

Bridge Together Project   

 

10 月 1 日 文化融合コンサート＠Cadogan Hall  

19:00 Start £30 

昭和歌謡 vs Jazz Funk  

夏木マリさん スペシャルゲスト  

出演 鈴木ナオミ 

   James Taylor Quartet  

         太神楽パフォーマー 鏡味 味千代 

   ※オープニングアクトには BBC のスタンダップ  

コ  コメディアン大会での優勝者 小谷ゆりこが出演 

決定 決定 

  

●オンラインチケットご購入  

https://cadoganhall.com/whats-on/james-

taylor-quartet-naomi-suzuki/ 

●お電話でのご購入  Box Office: 020 7730 

4500 

5 Sloane Terrace 

London SW1X 9DQ 

 

世界的に活躍する UK ジャズファンクの巨匠 James 

Taylor Quartet によって UK ジャズ風にクールにア

レンジされた、美空ひばり・サザンオールスターズ・

植木等などの日本の古き良き時代の歌謡曲の演奏と、 

「太神楽」という日本の伝統芸を織り交ぜ視覚的にも

日本の文化を表現するという斬新で鮮烈な世界初の試

みです。 

Cool Japan として、日本のアニメソングや、アイド

ルは既に世界に広ま

りつつあります。し

かし、日本の音楽史

を支えてきた古き良

き時代の歌手や歌謡

曲、童謡などはまだ

あまり知られていま

せん。今、世界に広

がるポップカルチャ

ーの基盤となった日

本の名曲が

UKJazz &Funk の

アレンジによって新

しく生まれ変わり、

世界に発信されよう

としています。ご支

援宜しくお願いいた

します。 

 

お問い合わせ 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 

◆内閣官房東京オリンピックパラリンピック推進本部

事務局認定プロジェクト Bridge Together Project

公式サイト◆ 

https://www.goto-japan.net/ 

https://cadoganhall.com/whats-on/james-taylor-quartet-naomi-suzuki/
https://cadoganhall.com/whats-on/james-taylor-quartet-naomi-suzuki/
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
https://www.goto-japan.net/
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福祉部 
 

支部報告 

 

東支部：会員七名とコンタクト 

特別に明記するような変化はなし。A さんは血液検査

の結果待ち、歩行が今まで比べて遅くなっている。  

B さん、血圧の薬の副作用のしためかめまいで倒れ医

者で診察の予定。 C さん、病院通いはなくなって、自

身で塩分控えたダイエット中。 D さん、9 月には紅葉

会に参加希望だが中々アレンジが難しい。E さん、膝

の痛みで屋内でも歩行が大変、気功、ペインクリニッ

クに通い回復の為努力をなされている。 

 

西支部：A さんは前回の訪問時より痴呆が進みあまり

反応なし、菓子類にも食指を動かさない。 B さん、お

話し好きでよくお話されて一応普通の会話が成立。 

 

南支部：川西、宣美さんが欠席で報告がなしだが、特

別に変化なし、但し日本から一時的にロンドンに戻ら

れた A さんは短い滞在の後再度日本に帰国されたが、

病状が気懸り。 

 

北支部：会員三人が見守り対象 

A さん、メール送信したが返信なし、もう少々待って

再度連絡を入れる。 B さん、リュウマチで歩行困難に

なってきている。 C さん、杖を突いて歩かれるが俳句

会に出席、先日日出美さん、純子さんがランチとその

後お茶をご一緒した。ご近所の会員に支援を求める為

に連絡を取る計画。 

     

各支部懇親会 

 

西支部懇親会のお知らせ 

  

前回お知らせした西支部懇親会は 8 月の予定でしたが

南支部と重なる為、下記の通り 9 月 18 日水曜日に変

更しましたのでお知らせいたします。 

  

西支部以外の会員の方も歓迎ですので万障お繰り合わ

せの上ご参加ください。 

  

日時： 9 月 18 日（水曜日） １２時半より 

会場： EAT TOKYO   

会費： 約 13 ポンド（予定） 

住所:  １６ OLD COMPTON STREET, 

LONDON W1D 4TL サイトを見てください 

電話： 020ー7439－９８８７   

Web site ：www.eattokyo.co.uk/soho 
連絡先：山本 郁子 E-mail ：

imandry@tiscali.co.uk 

携帯  ：07979 596 471 

または竹内みどり 携帯 0777-447-6293 までお

願いします。 

  

東支部懇親会のお知らせ 

日時：10 月 12 日（土）12:30 から 15:00 頃まで 

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  問い合わせ先：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) 

 

今後の予定 

11 月／北支部 

12 月／無し 

 

 

NALC 部 

 

ナルク部では 8 月 15 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 月と 11 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。9 月は

相続税と遺書を含む人生後期の生活設計について、会

の日程でファイナンシャルアドバイザーのドゥルーリ

ー和枝様にお話をいただきます。当日は 9 月 29 日の

ジャパン祭りでの阿波踊りの練習会も太鼓奏者の廣田

丈二様と共に行いますので、ぜひご参加ください。 

 

日時：9 月 21 日（土曜日）14 時から 16 時まで講演

会、 16 時から 18 時まで阿波踊り練習会 

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 地下１

階  （235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP） 

会費：JA 会員 5 ポンド、非会員 8 ポンド 

 

また、11 月 2 日（土曜日）には、弁護士の中田浩一

郎先生に人生後期に準備をする法的な手続きとして遺

言書などについてお話をいただく事になっています。 

 

なお、すでにご案内をしていますが、9 月のヨガ教室

は 9 月 7 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、参加ご希望であれ

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

http://www.eattokyo.co.uk/soho
mailto:imandry@tiscali.co.uk
mailto:taekoj＠hotmail.co.uk
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:nalc@japanassociation.org.uk
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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。ご質問やご希望は何時で

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

 

☆   ☆   ☆ 

 

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 
 

7 月俳句を学ぶ会の報告 
 

日時：7 月 18 日（木） 13:30 より 

 

出席者 10 名，季題は『夕涼み』 

ホール１階は卒業式があって大混雑でしたが６階の私

達は能率よく勉強できました。 

 

★湯上りに羽織る浴衣や夕涼み  

             バンダースケイフ日出美      

（なつかしい日本の情緒の句ですね） 

★夏草を踏みわけ訪ぬ墓参り      広瀬 信子 

（暑い中のお墓まいりが目に浮かびます）   

★苔の花踏まずに歩く森の中        ウィラー 由美 

  （珍しい情景が印象的です） 

★投げ扇浴衣乱して競い合う                  上田 陽子 

  （動きの入った面白さの句です） 

★ベランダに花の香ほりと夕涼み    クーパー 矩子 

 

８月俳句を学ぶ会の報告  

 

日時：8 月 15 日（木） 

13:30 より 

 

出席者 12 名，季題は『夏

盛り』 

多人数で賑やかな集いとなり

ました。 これだけ集まると

句を読む声が聞こえ難い時も

あり、繰り返すのが苦労でし

た。 

 

★紫の絵心さそう杜若（かきつばた） 松尾 美和子 

★夏盛り孫の進めるヨットの帆   ウインター 千津子 

★百日草咲いて盛りの夏日中            岡部 道 

★縁日で金魚すくい幼き日    ガフニー タミー 

★涼しさに異国で思う終戦日                 上田 陽子           

★昼顔や頼れぬ人を頼みつつ         クーパー 矩子              

 

俳句を学ぶ会 ９月のお知らせ 

 

日時：9 月 19 日（(木)13.30  

会場： Royal Festival Hall 6F  

 ＊9 月の季語「流れ星」 ＊10 月の季語は「秋湿り」 

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。 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

mailto:nalc@japanassociation.org.uk
mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
mailto:https://www.facebook.com/japanassociation
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
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スマホ同好会 

 

スマホ同好会 8 月の報告 

 

8 月 13 日のスマホ同好会は、過ごし易い好天の中 11

名の参加でした。インターネットでラジオを聴くアプ

リの有料・無料の確認方法、YouTube の再生リスト

（Playlist）の利用方法、iPhone iPad の iOS を最新

バージョンに更新する重要性、お好みのインターネッ

トサイトを iPhone iPad のホーム画面に登録する方法、

icon の移動、iPhone iPad の縦横画面のロック設定・

解除方法、iMessage の手書き（handwriting）メッ

セージの送付方法等々、多岐に亘る Q&A がありまし

た。 

 

9 月の予定 

日時：9 月 10 日（火）24 日（火）の 12:00-

15:00 

会場：Le Pain Quotidien, Fulham 

住所：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 Bus Route 

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： 皆でお菓子を持ち寄りお喋りに花が咲き、毎

回あっと言う間に時が経つ和やかな会です。分からな

い事を遠慮なく質問したり、最近発見した事を皆さん

とシェアするなど参加者の全員が平等に発言して情報

交換出来る会です。特に今更恥ずかくて誰にも聞けな

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 07903 445 

144 

☆   ☆   ☆ 

映画同好会 

 

映画同好会『地獄門』 

菊池寛の原作「袈裟の良人」は、平家と源氏が入り乱

れる戦場で出会った盛遠と袈裟の物語。日本で初めて

パルムドールを獲った監督、衣笠貞之助による大映第

一回総天然色映画。 

出演者、長谷川一夫、京マチ子、黒川弥太郎、などに

よる第 7 回カンヌ国際映画祭でグランプリも受賞した

見逃せない一本。 

 

日時：9 月 17 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５分ほど 

参加費：場所代として￡4、JA 非会員￡5 

申込締切日：9 月 15 日 

備考：要申し込み： 

 taekoj@hotmail.co.uk ジョンソン 

 

問い合わせは 渡邊 07783 426113 加藤ウォーバー

グ 07944 030150 まで 

 

☆   ☆   ☆ 

歩く会 

 

9 月はお休みです。 

 

テニス同好会 

 

今日 14 日が活動日でしたが、生憎の雨の為、中止と

なりました。 

 

9 月の案内 

 

日時:9 月 11 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 460 に乗り、2 つ目の停留所、Victoria 

Park で下車。 

参加費:無料 

問合せ先:高嶋喜代子、07702049639 

備考：公園の南側には駐車可能。雨天中止。 

 

地下鉄散策スケッチ 

 

今年の夏の One day trip はイーストボーンに決まり

スケッチ部 8 名、一般 8 名、現地の人 3 名の計 19 名

となつた。ビクトリアを出た時は曇っていたのに海に

付くにつれ天気は良くなつた。ランチは現地お勧めの

フィッシュ&チップスで味良し、値段もお手頃で大満足。

食後  外に出た時には青空に丁度良い夏の日差しが心地

よく 海岸通りは百花繚乱の花壇が人々の目を楽しませ

ンチでまどろむ幸福そうな老人達の姿が印象に残った。

食後は自由行動だつたので海辺に行く人と周遊自動車

街を見学する人に分かれ海辺の街を楽しんだ。9 月は

キングスランドのマーケットに出掛ける。一般の人達

も歓迎です。外に出て楽しいひと時を過ごしましよう。 

ょう！ 

9 月の作品 

   
    山本郁子        田口邦子 

mailto:miekobarraclough@hotmail.com
mailto:taekoj@hotmail.co.uk
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    ハーティミエ       ビドル恵 

 

  
    シェイラ文野       グリーブス邦子 

   
    古沢いくこ          竹内みどり 

 

 

食べ歩き 

 

7 月 25 日の猛暑から少し解放された翌日、Modern 

British (European) の fine dining で 知 ら れ る

Monica Galetti の”Mere” Restaurant にて 12 人

が参加し、31 回目の食べ歩き会を行いました。

Monica Galetti は南太平洋の Samoa 島出身、フラン

ス人のソムリエのご主人とこのレストランを経営して

いる。ミシェラン スターのレストランは品が良く、少

量で値段も高めなのでセットメニュー を注文した。幸

い個室も予約でき、

料理、サービス、

雰囲気を満喫した。

食 事 後 は 近 く の

Japanese cafe - 

Tombo でお茶とお

しゃべりを楽しん

で解散した。 

 

 

 

 

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、 9 月 11 日(第２水曜日) 11:30 

2、 Dalston  Kings land(Over ground) 集合 

3、 マーケット 

4、 課題はフルーツ又は野菜なので写真を撮るのを

忘れない 

5、 竹内  07774476293 

＜合唱懐メロ (旧合唱カラオケ)＞ 

1、 9 月 5 日(第 1 木曜日) 13:00〜16:00 

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 476293６ 

６、 カラオケはオーナーが代わり大幅に値上がりし

たので、場所も名前も内容も変え新しい会とし

て再スタート。スマホで使っている所で、ユー

チューブを使って思い出の曲、体操ダンス etc

を楽しむ。新人大歓迎、お喋りを交え大いに楽

しみましよう！ 

＜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 

5、 川西 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

 

2019 年 9 月以降の行事予定 

日付   行事予定 

8 月 29 日 (木) 南支部懇親会 

9 月 2 日 (月) 特別映画鑑賞会 着付け講習 

9 月 5 日 (木) 合唱懐メロ 

9 月 7 日 (土) ナルクヨガ 

9 月 10 日 (火) スマホ同好会 

9 月 11 日 (水) テニス スケッチ 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 17 日 (火) 映画鑑賞会 

9 月 18 日 (水) 西支部懇親会  会報締め切り 

9 月 19 日 (木) 俳句を学ぶ会 

9 月 21 日 (土) 
ナルク「英国の相続」阿波踊り練

習 

9 月 24 日 (火) スマホ同好会 

9 月 26 日 (木) 
紅葉会 着付け講習 阿波踊り練

習 

9 月 29 日 (日) ジャパン祭り 国際日系歌謡大会 

10 月 1 日 (火) 
会員費更新締め切り 海外日系人

大会 文化融合コンサート 

10 月 12 日 (土) 東支部懇親会 

 

mailto:a.alibert@ntlworld.com

