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11月の理事会での討議事項（理事会11月8日） 抜粋
1. 年次総会・忘年会案内を11月11日に、郵送、一斉メール

にて送付
2. 総会議題について検討―既に会員には総会開催案内

でお知らせ済み
3. 紅葉会部長交代
4. ケアーホームその後 ― ケアーホームについての質問事

項を会員に送付し、回答を集計する

11月理事会だより

英国日本人会会員のお二人が叙勲された嬉しいニュースが
入りました。是非会員の皆様とこの喜びを分かち合いたいと
思います。

会員叙勲のお知らせ

現 英 国日本 人 会 の 副 会 長 、
及び 経 理 担 当 理 事 の同 氏は
旭日双 光 章 を日本 政 府 から
叙勲されることが11月2日の
日経新聞に発表されました。 
花岡氏は在英国日本商工会議
所事務総長をお勤めになった功
績に基づく叙勲。

英国日本人会の発起人の一人で
あり現在も会員の同氏に2019年
8月に英国政府よりMBE(Mem-
ber of the Most Excellent Order 
of the British Empire)授与のお
知らせがありました。長年にわた
りフォト・-ジャーナリズムを通して
日英関係促進に貢献されたこと
を評価されての受賞。

Congratulations

花岡高明氏

加藤節雄氏

*新入会員　4名 　 *退会者　9名
*ご逝去　 高階怜子　佐藤恵子　2名

（退会者、ご逝去なさった会員について詳細をお知りになりたい方

は、下記会員部までご連絡ください）

現在会員数　メール会員248名／文集郵送希望会員47名
文集・会報郵送希望会員55名（名誉会員8名を含む）計350名

今月の会員の動き

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/

＊現在、新しい協賛店を開拓中です。　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。 
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　メール membership@japanassociation.org.uk 

会員部　ウィンター　千津子

会員部からのお知らせ

秋の日本人墓地清掃が10月
19日（土）終了致しました。
お天気に恵また当日、会員
の皆様が道具片手に駆け
付けて頂き、又、大使館よ
り、週末にかかわらず津田
領事が、初の墓地清掃に足
を運んで下さいました。雨降り日が多かったせいか、雑草も
根を張り結構ハードな作業でしたが、皆さんでおしゃべり、
会話をしながら、清掃に励みました。清掃後、三輪精舎，健
心師の読経のお勤めと共にお祈りし、又その後のお説教に
も心を洗われました。終了後、帰途につく方、レストランへ向
かう方、と其々別れましたが、ミルヒル、ラウンダァ―バート
近辺のパブに行き、お茶、スナック共に談話した後、解散致
しました。ご参加いただきました皆様、有り難う御座いまし
た。お礼を申し上げます。　藤田　（ 墓地管理部）

ヘンドン日本人墓地清掃の報告

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%40japanassociation.org.uk%20?subject=
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二水会

11月二水会の報告

日時：11月13日  参加人数：20名
講師：渡邉道英さん

渡邉さんの映画について、東京オリンピックの映画にまつ
わるお話を20分くらいしていただき、その後、東京オリン
ピックの映画3時間以上の映画の最初の部分約35分ほ
ど上映、時間の制約がありもっと観たいというところで終 
わらざるを得ないことになりましたが、映画のカットの技
術的なことの斬新さ、他1964年の日本が戦後ようやく世 
界の一員になれるという経済発展の息吹を感じさせるい
い時代に生きる人間に焦点を当てた記録映画でした。富
士山を背景に聖火リレーのランナーが走る姿は、もう感
動的でした！一月に映画同好会から再上映していただけ
るという話です。是非この機会をお見逃しのないように。
12月の二水会はお休みで、2020年1月は日本人の入居でき
るケアーホーム設立に向けての活動経過報告と、この課題
のディスカッションの場となります。

11月福祉部例会

福祉部11月例会は11月6日（水）に何時ものFarm Street 
Churchにて行われました。
福祉部が力を入れている「見守りプロジェクト」はロンドン
を中心に東西南北に分け、それぞれの地区を2人か3人が
担当、また会員の皆さんお馴染みの「懇親会」を企画するメ
ンバーでもあります。現在のところ80歳から97歳の20人ほ
どの会員の皆さんに定期的に電話連絡又はご自宅／ケアホ
ーム訪問を行っています。もし、どなたかお知り合いの方で

（80歳以下の方でも）ヘルプを必要とされている方がいらっ
しゃいましたら福祉部代表の田口晴恵までメールtaguchi@
japanassociation.org.uk又は携帯07840219028までご連
絡ください。

懇親会の報告

北支部懇親会
日時：2019年11月20日(水)
今回第2回目のCocoro Restaurant TottenhamCourt Road店
での北支部懇親会、石狩鍋から始まる素晴らしいお弁当（も
ずく、天ぷら、卵豆腐、イワシの照り焼き、おもち）とお茶をい
ただき、新メンバーも入れて25名が参加。皆おしゃべりに花
を咲かせて2時間があっという間に過ぎてしまった。昼食後、
近くの”All Bar One”でお茶とワインで、おしゃべりの続きをし
て解散。

福祉部

ナルク部では11月2日に、エンディングノート関連講演会とし
て「人生後期に知っておくべき法的手続きについて」の講演
会を行う予定でしたが、講演いただく中田浩一郎弁護士が
体の調子を壊されたので延期をさせていただきました。

なお、この講演会は来年2月1日で現在調整していますの
で、この詳細は決まり次第ご連絡させていただきます。

毎月行っていますヨガ教室は、11月30日に午後3時から4時
までYogabase（257 Liverpool Road, London N1 1LX）と
なっています。ご希望であればnalc@japanassociation.org.

ukへご連絡ください。

ヨガNALC部

mailto:taguchi%40japanassociation.org.uk?subject=
mailto:taguchi%40japanassociation.org.uk?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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10月紅葉会の報告

期日: 2019年10月24日(木)
司会　ギブソン小池和子
受付　オブライエンさち、ヴァンダスケープ日出美
会計　フィップス勢津子
お茶　竹内みどり、有志
ブリング＆バイ　ジョンソン妙子、藤田幸子
記録　ギブソン小池和子
参加人数 :   会員29人　非会員1人　 合計30人
会場： Bloomsbury Central Baptist Church 4階 

第２部は講師に異文化コンサルタントのグレアムロレンスさ
んをお迎えし「異文化を超えて日英の架け橋に」と題して、
ご自分の経験に基づいたお話を流暢な日本語でお話しいた
だいた。
今年2019年のビジネス日本語スピーチコンテストで優勝し
た見事な日本語力の持ち主グレアムさんだが、日本との初め
ての出会いは11歳の時に見た「将軍」という映画。初めて日
本語を使ってみたのは、パブで空手の先生と話した時。その
後日本語学習を始めたが、その頃の英国では日本語の教科
書は2冊しかなく、しかも全くコミュニカティブではなかった。
昔の日本の英語教育がThis is a penで始まるのと同じパタ
ーンだった。
その後当時の趣味の空手を極めるために初めて３ヶ月間静
岡へ留学。帰英後、ある日本企業で初めての外国人社員とし
て働きながら、どうしてもまた日本へ留学したかったグレアム
さんにチャンスが訪れたのはなんと交通事故で歯を折った

時！保険金で歯を手術するか、しないでお金を貰うか？選ん
だのは£1000を貰って日本へ行くことだった。
この時の日本滞在中に、日本の大学院を卒業し日本女性と
結婚。家族と英国へ戻り様々の日本の大企業で働く。その経
験を生かして現在は異文化コンサルタント会社の代表を務
め、日本的ビジネス文化を教える講座も開いている。
ご趣味である居合道のビデオも見せていただいたが、袴姿
も凛 し々く一瞬の気合いで竹をスパッと切ってしまう技には
びっくりした。居合道の練習は通常木刀で行なうが、段をと
る試験では本物の真剣を使う。
またコンテストで射止めた日本往復のチケットで今年の夏は
日本へ旅行されたが、その際山形県の農村活性化プロジェク
トに参加し、特設の雪上相撲大会に出演。また現役マタギ（
熊撃ちを生業とする職業）の家に泊まって、酒を酌み交わし
ながら話を聞くなど、様 の々珍しい体験をされた。

今月は2名の新会員を迎え、ハロウイーンテーマの黒

とオレンジの装いで皆さん楽しんでいただきました。

【講演者への質問事項】  
❶

問い：ご両親はどんな教育をされたのか？
答え：ごくフツーのイギリス人だが、自分の希望することには

必ずサポートをしてくれた。

❷

問い：英国人が日本企業で働く時、ぶつかる問題は？
答え：Work & life balance つまり「休み」を取りにくい点が

一番大きい。
      
❸　　
問い：国際結婚におけるコミュニケーションギャップはどう解

決している？
答え：まずは謝ること！そしてお互いの文化を理解しようと努

力すること。

12月の紅葉会例会はお休みです。

＊ 紅葉会新年会2020年1月23日（木）詳細は別途お知
らせいたします。

紅葉会
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「忘れな草」イベント

Japan Houseで11月7日に開催されたイベントには
沢山のJA会員の方々に出席頂きありがとうございまし
た。開催寸前になって小篠ミチコさんの日本滞在が延
長され 参 加 できなくなるというハップ ニングがありま
した。幸いに世界ネットで繋がっている時代なのでス
カイプを使って事前にヴィデオ　インタビューをして当
日、ミチコさんも参加という形をとることが出来ました。 
Mike Houlihan, Japan House館長に続き、日本大
使 館 の伊 藤 公 使にご挨 拶をして頂いた後、パネル の
加 藤 節 雄さん、ホウキ和 子さんと私も少し加 わりサイ
モン・ライトの司 会 で 予 定 の時 間 があっと言う間に過
ぎるほど楽しい会 話をすることができました。更に昔
の 写 真 やヴィデ オが 観 客に 好 評 だったと思 います。 
レセプションで は 寄 付して 頂いた「酒サムライ」から
の日本 酒 、福 島「しゃくなげ 会 」からのピー チジュー
ス、会 員 の田口晴 恵さん 経 営 の 和 菓 子 からのどら焼

きを 楽し ん で 頂 け たと思 います 。失 敗と言 え ば J A
が 用 意し たスナック菓 子 の 量 が 少 なくてアッと言う
間に無くなってしまった事 でした！1 0 0 人 近い人 たち
に 必 要 な 量 の 判 断ミスでした！！お 詫 び い たします。 
Momoko Williams　（プロジェクト部長）

11月7日午後6時半からジャパンハウスと英国日本人会の共

同主催で「忘れな草」プロジェクトの紹介とそのパネルディス

カッションが行われましたので参加させていただきました。

当日は、パネリストとしてフォトジャーナリストの加藤節夫さ

ん、パフォーマーの法貴和子さん、そして予定されていたファ

ッションデザイナーの小篠美智子さんが、日本からの帰国が

遅れたために、英国日本人会副会長で「忘れな草」プロジェ

クトを取りまとめていらっしゃるウィリアムズ・モモコさんがお

話をされました。また、小篠さんは同日参加はできなかった

ものの、別途日本の小篠さんにインタビューを行ったビデオ

も紹介されました。

パネル・ディスカッションはジャパンハウス・ロンドンプログ

ラムマネージャーのSimon Wright氏がインタビューアーとし

て、英国へ移住した日本人の方々の歴史をビデオグラフィー

として残す「忘れな草」プロジェクトの重要さを伝えて始まり

ました。

それぞれの方々の英国へ移住されたストーリがとてもユニ

ークでしたが、加藤さんはジャーナリストとして英国へ来た

はずがカメラマンとして仕事が始ま

り、当時英国へ留学されていた現

天皇陛下を取材することも多くあっ

たとのこと。また、法貴さんは英国

文化に傾倒されていたことから英

国が外国として訪問した最初の国

で、英国の人々が大人でありなが

らある意味子供のように自由に生きていることに驚き、ご自

身にとっても生きやすい国であると思われたこと。そして、小

篠さんは日本に居ることで、すでにファッションデザイナーと

して活躍していたお姉さん達のお手伝いで終わることを避

けたかったために、当時比較的治安の良いと思われていた

英国へお母様の経済的サポー

トを受けて英語が全く話せな

い中で来ることになったとのこ

と。

最後に、パネリストの方々に日

本の若い人々へのメッセージ

が問われましたが、ウィリアム

ズ・モモコさんの「インターネットなどで情報を得られること

や便利な日本の中で生活することで満足しているのではな

く、外の世界を自分の足で訪れて経験をするという気持ちを

持って欲しい」という言葉で締めくくられ、多くの方々が共感

していたように思います。

私は英国日本人会の「忘れな草」プロジェクトについて改め

てこのイベントで学ばさせていただきましたが、インタビュー

を受けた1950年代以降英国へ移住された先輩方々の、今で

は想像できないご不便もある中でこの地で生活を築かれた

歴史を残すことの大切さを感じると共に、今後も英国と日本

を繋いでいくであろう日本人の方々の様々な生き方を記録し

ていく「忘れな草」プロジェクトが、長く続いていくことを願

い帰途につきました。 Whitehouse佐藤敦子

「忘れな草」イベント、パネルディスカッションに参加して

忘れな草よりお知らせ



5

♪　同好会報告とお知らせ　♪
*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。

▍10月俳句を学ぶ会の報告
日時：10月17日（木）　13:30 より
出席者9名，季題は『秋湿り』　
雨の中をついて9名の出席。
いつもながら活発な集いとなりました。

▍俳句を学ぶ会　12月のお知らせ
12月12日(木) 13:30
12月の季語は「木枯」です。
連絡先：クーパー矩子　02078285255 　　　　　　　

俳句を学ぶ会

�お手前を楽しむ外は秋湿り　　　　　　　　
　　　                         松尾　三和子

　　　 （良い趣味をお持ちでの一句）

�秋寂びて白髪の増えし猫と我 
                                     クーパー　矩子　　 

�秋湿り道はポプラのプリント地　　     　
　　　                                キング　悦子　　　　　　
　　　　（目の付け所がおもしろいです）

�コンカーの色艶を増す秋湿り 
                                            岡部　道　　  
              （イギリスでの秋らしい色合いですね）　
　
�秋湿りむくもり求めて暖をとる　　　　　　
　　　　　　　　　　　      田口　邦子
              （寒くなってきましたので同感）

▍10月度上映会「橋のない川」の報告
日時：10月15日
場所：Farm Street Church 114 Mount Street, Mayfair, 
London WlK 3AH
参加人数：15人
原作『住井すえ』さんの小説の映画化。第一部から第七部
まで刊行され、第八部は表題のみを残して作者の住井す
えさんが死去された。明治時代後期の奈良県のある被差
別部落（小森部落）が舞台になっている。ほとんど全編を通
じて部落差別の理不尽さ並びに陰湿さが書かれている。
最終的には京都市岡崎で行われた「水平社宣言」をもって
締めとしている。一部から七部までの累計発行部数は800
万部をこえている。１９６９年〜１９７０年と１９９２
年の２度にわたって映画化されました。今回上映した作品
東陽一監督版は部落解放同盟が映画化を企図して東を監
督に起用したのである。音楽にボリビアのチャランゴのチャ
ランゴ奏者「エルネスト・カブール」を起用したことでも知
られている。配給収入は１２億円。

映画同好会
▍次回の上映会のお知らせ

『忠臣蔵』（松田定次監督）
各社が競って製作した忠臣蔵を、東映が映画化した作品
で、「若さま侍捕物帖 紅鶴屋敷」でコンビを組んだ比佐芳
武が脚本、松田定次が監督。片岡千恵蔵、中村錦之助、大
河内伝次郎、市川右太衛門など東映のオールスターが見
ものです。三時間あまりの上映時間のため途中休憩を少し
とります。

日時：12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：12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

mailto:taekoj%40hotmail.co.uk?subject=


冬時間に戻り紅葉が始まると1日が急
に短くなる。そして寒さも本格的にな
る。先月は動物だったので今月は人物
にしましょうという事で久 に々屋内で描
く事になった。基本で必ずやるクロッキ
ーに挑戦してみた。1人10分間で全体
の形を正確にまとめあげる勉強だ。4人
描いて一息入れた所でランチ。後半は
従業員の若い男性が気軽にモデルにな
ってくれて皆さんの調子が一気に高ま
った。今回は全員がその場で描き上げ
た。顔から描くと頭でっかちになる。そ
れを克服する為の努力が現れ、それぞ
れ線に個性が出ていて面白い仕上りに
なっている。次回は静物と後半は、忘年
会で今年を閉めようと思っている。

山下美保子 ジョンソン妙子

地下鉄散策スケッチ
<10分間クロッキー>

次ページに続く
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11月12日好天の下13名の参加でした。
インターネットで日本のTVニュースを視聴する方法、メ
モリー容量の大きい動画ファイルをメールで送付する方
法、SMS / LINE / WhatsApp の違い、出欠予定表の伝助
の名前の削除方法、Cloud Storage の iCloud / OneDri-
ve / DropBox / Google Driveとは、Apple iPhone / An-
droid の違い、Apple TV とは、等のQ&A がありました。
11月19日には初めてのアンドロイドスマホ会が開かれ毎月
第一火曜日に行われることが決まりました。次のアンドロイ
ドスマホ会は1月7日(第一火曜日)です。

音声アシスタントのsiriを毎日の
生活に役立てましょう。ホームボタ
ンを長押しして今日の天気は、気
温は何、あした7時に起こして、タ
イマー10分お願い、日本の時間は
何時、ビートルズのアルバムをか
けてと色 の々注文が出来ます。Si-
riでカレンダーに予定を書き込む

時は忘年会の予定を入れてと伝えると何日ですかとsiriが
聞いてきますので何月何日ですと答えると何時からですか
と聞いてくるので時間を教えるとカレンダーにそのように
書き込まれます。リマインダーも使いこなすと便利です。

▍今月の豆知識

▍12月の予定
日時 : 12月10日(第二火曜日)(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 Ken-
sington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Bus route328, C3に乗り、Chelsea & Wes-
tminster Hospitalのバス停で下車、徒歩1分
参加費： 無料

（但し、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。その後はとくに毎回出席、欠席をお知らせい
ただく必要はありません。
連絡先: 松崎美枝子　
(miekobarraclough@hotmail.com, 07903445144)

スマホ同好会

x-apple-data-detectors://6
x-apple-data-detectors://9
x-apple-data-detectors://9
x-apple-data-detectors://9
x-apple-data-detectors://10
x-apple-data-detectors://11
x-apple-data-detectors://11
x-apple-data-detectors://11
x-apple-data-detectors://13
mailto:miekobarraclough%40hotmail.com?subject=
https://www.apple.com/uk/siri/


ハーテイみえ グリーブス邦子

竹内みどり

山本郁子 古沢いくこ シェイラ文野

スタンディング百合子

ビドル恵

7



詐欺にご注意ください！！
これからクリスマスシーズ
ン、小包があちこちから送ら
れてくると思いますが、郵便
受けにPDSから「留守でし
たので荷物を届けらせませ
んでした。こちらに電話をし
てください」といった趣旨の
カードが入っていたら要注
意です。

「誰かからの小包かしら？」と思って指示された電話番号に
電話をかけたりすると、とんでもない電話代が請求される 
SCAMだそうです。騙しは、荷物を届けを装い留守だから
電話する指示カードに電話するだけで チャージされる仕組
みですー315ポンドチャージされた例あり。

これからクリスマスで沢山の人が荷物受け取る事を見越し
た詐欺です。

何かと気ぜわしい時ですが気をつけましょう！

英国日本人会忘年会
12月7日（土）に開催される英国日本人会年次総
会後、恒例の忘年会を開催いたします。多数のご参
加をお待ち申し上げます。忘年会参加申し込みは、
出来るだけ早く下記、ウィンター宛にお送りくださ
い。メールでも受け付けますができるだけ12月7日
前までに小切手をお送り下さいます様、お願いいた
します。　
もし、当日払いでキャンセルなさった場合でも後日
参加費はいただきますので御了承下さい。

☆ 参加費　
会員及びその家族はお一人　20ポンド
ゲストはお一人　25ポンド

☆ 日時
2019年12月7日（土曜日）　 
午後1時 開場
午後1時30分〜4時30分　忘年会

☆ 場所　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
Bloomsbury Baptist Church   
235 Shaftesbury Avenue, London 
WC2H 8EP 
最寄の地下鉄駅： Tottenham Court Roadまた
はHolbornから徒歩5分 　　　　　　　

*あげて嬉しい、もらって嬉しいプレゼント交換、オークシ
ョンへの品物の寄付も歓迎です。

【忘年会問い合わせ先】
ウィンター 07957 548023  
secretary@japanassociation.org.uk
申込書・小切手送り先：Chizuko Winter
209A Princes Park Manor, Royal Drive,　
London N11 3FS

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

★ コーラス(旧 合唱ナツメロ改め)
1. 12月5日(第一木曜日)13:00〜16:00
2〜5まで上記のスケッチと同じ

★ 地下鉄散策スケッチ

1. 12月11日(第二水曜日)

2. Le Pain Quotidien, Fulham

3. 212 Fulham Road, London SW10 9PJ

4. 自分の描きたい物(花、果物、置物  etc)を持参。絵の
具は後片付けをきちんとする事を前提に使用可。後
半は忘年会、楽しく過ごしましょう！

5. 竹内 07774 476 293

2019年12月以降の行事予定

日付 曜日 行事予定

11月30日 土 ナルクヨガ

12月5日 木 コーラス(旧 合唱ナツメロ改め)

12月7日 土 年次総会　忘年会

12月10日 火 スマホ同好会（iPhone）

12月11日 水 地下鉄散策スケッチ

12月12日 木 俳句を学ぶ会

12月17日 火 映画同好会

1月7日 火 スマホ同好会（Android）
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