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英国日本人会 2016 年度年次総会・報告 

 皆様本日は年末のお忙しい中、我々の記念すべき

第 20 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 月に発足し早くも

20 年を迎えました。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ました。 

当時の日本人の永住者の数は僅か 5,200 名（男性

1,350、女性 3,850）といわれ現在の 18,000 強

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 313 名（名誉会員 8 名を含む）で

すので本年はとうとう 300 名の大台に乗ったわけ

です。 

E-mail 会員（189 名）の増強が大きく寄与したと

言えます。近未来に 1,000 名の会員を目指した会

員部の強化が望まれます。 

 

今年は誠に残念な事に 4 月 14 日に起きた熊本地震

によって祖国日本の多くの方々が犠牲に成られまし

た。弊会は理事のウイリアムもも子さんを筆頭に熊

本県人会を支える募金活動を応援しました。お陰様

で熊本県へ英国熊本県県人会名で￡24,410.54 の

義援送金がされました。地元紙も大々的に取り上げ

られ熊本県知事からも丁重なるお礼状が寄せられま

した。 

ご支援くださった皆様、本当に有難う御座いました。 

 

不幸にして今年も会員の中から三人の方がお亡くな

りになられました。故スチュワードたき子

（2015.12.23）さんと故やすこフェザーストーン

（2016.2.12）さんと故矢沢益恵（2016.11.23）

さんです。 

会からはーーーー多くの会員の皆様がご葬儀他にご

参列下さいました。 

此処で皆様とご一緒にたき子さん、フェザーストー

ンさんと益恵さん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。 

 

 ではーー黙祷始め、 

―――― 黙祷終わり、 有難う御座いました。 

 

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 311 名に対しご出

席の方が 58 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 114 名、会則に定める定足

数 63 名（会員の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

行役として議長を勤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。 

  

拍手ーー 

         有難うございました。 

  
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、先ず全てをご説明をさせて戴き、そ

の後ご質問、ご意見を頂戴して、その後一括の採決

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（1）2016 年度の年次活動

報告の説明をさせて戴きます。 

昨年 12 月 5 日に Bloomsbury Baptist Church

会場で年次総会と忘年会が行われました。総会議事

進行は原案通り無事ご承認されてまして、その後の

盛大な忘年会が開催されました。 

  

今年も定例会の活動は例年通り又それ以上に活発で

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。 

 

つきましてはこれから各部担当理事部長の皆様から

簡単に活動状況をご報告いただきますので宜しくお

願いいたします。時間の都合で議長である佐野が大

方のご説明を申し上げます。 

 

１）事務局並びに会報部―上田事務局長理事（元黒

澤理事） 

２）経理部並びにジャパンハウス基金―花岡理事 

３）会員部―飛田副部長（上田理事） 

４）文集部―小川理事 

５）福祉（ナルク）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 
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８）二水会部―宮村理事 

９）紅葉会部ー小川理事 

１０）都道府県県人会部ー満山理事 

１１）同好会部（カラオケ会、絵画会、他）－（竹

内元理事） 

１２）広報部ー鈴木理事 

１３）忘れな草部ーウイリアム理事 

 

――有難う御座いました。 

 

以上のご報告の通り定例部会でそれぞれがしっかり

と運営された事は誠に頼もしい限りでありました。 

例会以外では 

１）先ず 7 月 30 日に行われた「皇国同胞之墓建立

80 周年記念」式典が取り上げられます。鶴岡大使

閣下並びに大使館の皆様、ヘンドン墓地の方々、バ

ーネット区長様方、担当理事、会員、日系企業の皆

様のお陰で、日本国政府から麻生副総理閣下の御来

臨を得て無事盛大に記念式典が開催できました。皆

様本当にご苦労さまでした。草葉の陰で我等が祖先

の方々もお喜びの事と存じます。 

 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宇山総領事、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。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）福祉部は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 関しては皆さんの総意を持っ

て三年前に 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。 

３）イベント部 

今年も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 25 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、今年は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

た事も多とさせて戴きます。そして祭のジャパン祭

実行委員を成された花岡理事、鈴木理事、満山理事、

黒澤理事、そして補佐の長濱会員の活躍とその労に

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

なられた存じます。又事務局も会報の発行に手間暇

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、今年は SKT88 を通じての若年層への会員増

強策も実施しました。小さなお子様連れの若い会員

が増えたのも特記されます。 

総会前までの年会費の更新作業は毎年大変ご苦労を

お掛けしております。 

この時期に更新がなされない方が色々な事由で多く

でました。今年は会員部の努力のお陰では改善をを

見ています。 

尚、会員部関連で本会の会則の改定をお勧めするご

提案が期末にありました。会則の変更、改定は時代

の変遷と会員のご希望を多く取り入れる為にも必要

に応じて検討する方針です。但しチャリテイ団体の

特性等を充分法的にも備えた検討をしたいと考える

ものです。拙速でなく専門家も含めた検討をして参

る予定です。 

５）経理部も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（会計事務所）には確りした

監査をお願いしております。 

此方でも近未来の重要検討案件として Gift Aid の申

請導入の問題が有ります。 

会の趣旨、方針、人的労度との関係もよく見据えて

当会にとっての是非を検討します。 

６）会報部は元黒澤理事を中心にして長濱会員が補

佐をして来ました。現状は事務局長の下で上記両氏

のボランティアサポートを得ています。 

印刷は今年の中ごろから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作って

くださいました。 

毎月の会報作りは簡単ではありません。どうぞお手

伝いくださる方があられたらお申し出ください。 

７）例年通り文集部は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。二年前から 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）忘れな草部は既に多くの方々をインタビューさ

れ 70 名に成るほどの方々が収録されました。今年

は遠くは中部英国までも足を運ばれたウィリアムズ

さんとチームの皆さんの努力を多としたいと思いま

す。www.wasurenagusa.org.uk 

９)SKT88（シニア キッズ get  トゲアザー）開

催 

TEAM SMILE 主催で今年は 6 月と 10 月に鈴木ナ

オミ理事の計らいで二度開催できました。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。 

１０）事務局―全てのことに対応されなくてはなり

ません。昨年から上田理事がこの激務の担当部署を

本当に良くこなしていただきました。事務局の支え
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があって始めて他の部の活動が可能です！！これ等

の陰の働きに最大の敬意を表します。 

 

議題一項 報告事項 （２）2016 年 7 月―2017

年６月予算 

花岡副会長理事から説明。 

由田監査役からの監査承認を得ております。 

 

議題二項 （１） Annual Report and 

Financial Statement 決算 

花岡副会長理事から説明 

     （２） 一般会員の年会費値上げ

￡24.00 申請 

      会則９条によって総会での決議を必要

とす。 

      上田理事事務局長から説明 

     （３）新年度理事候補者の紹介と選出 

理事候補者の方は前列にお進みください。 

ご紹介いたしますーー皆様向かって左側からーーー

ー 

以上の方方の理事選出についてご承認をお願いいた

します 

候補者はお戻りください 

 

以上議題 1、2 からなる５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－－－ 

回答は担当理事より応答がなされました。 

次回総会への参考になるご意見も戴けました。 

 

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５項目を一括採決いたしますがご異議はござい

ませんでしょうか。 

  

異議なしーーー 

  

異議なしと認めます。 

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。又、

会員以外の一般参加の方は、この採決に加わる事は

出来ませんので、ご了解ください。 

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 2016 年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。 

 

尚引き続き JA 創立 20 周年記念式典に移らせてい

ただきます。多少準備がありますのでしばらくはこ

のままでご歓談ください。準備をしている方型宜し

くお願いいたします。        

以上 

英国日本人会 会長 

佐野 圭作 

☆   ☆   ☆ 

 

在英日本大使館での総会・20 周年記念式典祝賀会 

英国日本人会が 1996 年 11 月に設立されてから、

20 周年を迎えました。 

それを記念して、12 月 2 日（金）に、会員の皆さ

ん、大使館の皆さん、関係者など多くの方の出席の

下、在英国日本国大使館で式典・祝賀会が開催され

ました。 

総会は祝賀会の前に同じく大使館で行われました。

総会では佐野会長より「当初は約 40 名足らずの会

員によって発足した会も、現在は 313 名（名誉会

員 8 名を含む）の会員数になり本年は 300 名の大

台に乗りました。」と冒頭ご挨拶があり、お亡くな

りになった方への追悼の意を表して、皆で黙祷をし

ました。 

 
佐野英国日本人会会長 

 
鶴岡駐英日本国大使 

各部活動報告の後、滞りなく提案議案はすべて提案

議題の通り可決されました。 

その後、式典・祝賀会となりました。 

鶴岡公二駐英国日本国大使のご臨席を賜り「英国日

本人会は今年二十歳の成人になられ真におめでとう

ございます。大使館は今後も日本人コミュニティー

に寄り添い共に歩んでいきます。」という心強いス

ピーチを頂戴いたしました。 

廣田丈自さんの尺八や麻生花帆さんの日本舞踊が披

露された後は、日本酒や、お寿司・和食が振る舞わ

れ、和やかな雰囲気の中、皆さん笑顔で参加されて

いました。 

 
▼当日の写真は JA の WEB サイトか、こちらのリ

ンクからご覧になれます。▼ 
https://goo.gl/photos/amMq8EmohQJNyVZu7 

広報担当 鈴木ナオミ 

☆   ☆   ☆ 
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紅葉会１１月の報告 

開催日時：11 月 24 日（木）13:45～16:30 

開催場所：Farm Street Church 

司会：ウィンター千津子 

受付：小野宣美・川西弘子 

お茶当番：竹内みどり 

会計：フィップス勢津子 

報告・写真：八木岡幸枝 

 

第１部 １３：４５～１４：３５ 

故矢澤益江会員のために１分間の黙祷 

１．新入会員・ゲストの紹介 新入会員２名（プラ

ンケット咲江・ティーベン律子） 

２．各部報告 

事務局：１２月２日（金）午後５時３０分から日本

大使館にて英国日本人会総会・JA 創立２０周年記

念祝賀会を開催、約１００名出席予定、ID 持参、ク

ロークには貴重品を置かないこと 

墓地管理部：１１月２３日（水）矢澤益江会員の仏

式葬儀 

福祉部：ナルク説明、各支部懇親会は会報参照 

文集部：新規投稿者歓迎 

忘れな草部：現在まで５４件取材 

同好会部：詳細は会報参照 

３．皆で歌いましょう 

１１月の誕生：１名（シェイラー文野）、１２月の

誕生：２名（グリーブス邦子・小野宣美） 

１１月の歌：２曲 たき火・里の秋 指揮：田村陽

子 ピアノ伴奏：なし 

４．ラジオ体操 

  
第２部 １４：４５～１６：３０ 

今月の特別イベント 

演題：鼓の魅力 

講師：麻生花帆氏 

室町時代から何百年と受け継がれてきた「鼓」の音

色を聴きながら、日本の伝統文化の理解を深めるお

話をしていただきました。また、鼓の基礎知識を解

説していただき、構え方・打ち方の指導をしていた

だきました。音符のない独特の楽譜を見ながら、実

際に掛け声とともに体験できる貴重な機会でした。 

 

出席者 ３8 名 

敬称略、以上 

☆   ☆   ☆ 

 

 

紅葉会からのお知らせ 

日時：1 月 26 日（木）13:30 より（開場

12:45） 

会場：Bloomsbury Baptist Church 4 階 

住所：235 Shaftesbury Avenue, London 

WC2H 8EP（最寄駅 Tottenham Court 

Road/Holborn） 

会費：会員￡20.00 非会員￡20.00 

担当者：ウィンター千津子 

連絡先： winter@japanassociation.org.uk 

 

1 月紅葉会例会は、恒例の「新年会」です。 

場所はまた Bloomsbury の教会です。お正月用の

お弁当つき、今回は津軽三味線の名士市川響さんと

お弟子さんの演奏を予定しております。他にも盛り

沢山のプログラム。皆で新年を大いに楽しみましょ

う。またラッフル景品をお一人一品ご持参下さい。

オークションの品物も大歓迎です。皆様のご参加を

楽しみにしております。 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 

2017 年度年会費支払いのお願い 

今年も残り僅かとなりましたが今現在年会費の未納

の会員がいらっしゃいます。 

ご更新される会員は下記の口座へ至急お振込み願い

ます。 

残念ながらご退会を希望される会員も下記の会員部

宛にメールでその旨ご連絡願います。 

又、個人情報（住所、電話、メールアドレス等）の

変更は速やかに下記のメールアドレスにご連絡下さ

い。 

口座名・小切手宛先：Japan Association in the 

UK 

送付先：Ms Mayumi Tobita 

71 Hervey Close, Finchley, London N3 2HH 

振込先：NatWest Bank, 56-00-23、A/C No 

26027607 

以上、ご協力の程宜しくお願い致します。 

 

新入会員：ゴッドフレイ千代（648）、山下美保子

（649）、フィオレッティ勝美（650）、ティーベ

ン律子（651）、足立英里（652）、ドサー里見

（ 653 ）、 Greg Davis （ 654 ）、益並香奈

（655） 

退会会員：外山香穂里（606）敬称略 

現在会員数：E 会員 190 名、E プラス 41 名、一

般会員 85 名（名誉会員含） 

 

尚、組織・会則をご希望の方には配信しますのでご

連絡下さい。 

07931 534 166 会員部 飛田まゆみ 

membership@japanassociation.org.uk 

☆   ☆   ☆ 
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1 月二水会のお知らせ 

日時：1 月 11 日（水）18:30 より 

講師：フジテレビ 特派員 佐野 純（元米国ワシ

ントン特派員） 

演題：アメリカ大統領選挙について 

会場：St. James's Church, 197 Piccadilly, 

London W1J 9LL 

会費：￡５（JA 会員）￡８（非会員） 

問合せ：nisuikai@japanassociation.org.uk (宮村) 

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 

12 月 13 日（火）Farm Street Church 会議室で

福祉部とナルクの忘年会が開催されました。各支部

担当者とナルク・コーディネータからの活動報告に

続き、来年度の活動に関する意見交換などが活発に

行われ、幕の内弁当を頂きながら終始なごやかな集

いとなりました。 

 

支部報告 

2016 年も間もなく閉じようとしています。皆様お

元気でお過ごしでしょうか。東支部は下記の要領で

懇親会開催を予定しています。新年早々にお会い出

来ることを楽しみにしております。皆様にとって来

年も良いお年でありますようにお祈り申し上げます。 

東支部懇親会のお知らせ 

日時：2017 年１月 14 日（土）12:30 より 

会場：Hare & Tortoise(Blackfriars 支店）

90New Bridge Street, EC4V 6JJ 

会費：￡15 前後 

担当者：田口晴恵 harue.t@hotmail.co.uk 

山崎栄子 020 8858 9404 

緊急連絡は 07840 219 028（田口） 

12 時半以降はレストランまで：020 7651 

0266 

 

西支部懇親会 

４月開催を予定しています。詳細は追ってご案内い

たします。 

 

南支部懇親会のお知らせ 

日時：2017 年４月５日（水）12:30 より 

会場：レストラン「海」 

(日本食／ランチボックス  ５種類) 

最寄り駅：National Rail/Twickenham 

会費：￡11（お茶/サービス料込） 

担当者：川西弘子  

南支部の懇親会は、例年２月と 8 月に会を行なって

いますが、次回は幹事の都合により 4 月開催を予定

しています。詳細は会報 2 月号をご覧ください。 

 

北支部懇親会のお知らせ 

日時：2017 年 1 月 10 日（火）12:30～14:30  

会場：Cocoro Restaurant 

住所：31 Marylebone Lane, London W1H 

2NH（最寄駅 Bond Street） 

Tel：020 7935 2931 

会費：￡15 

担当者：ウィンター千津子 / スコット純子 

連絡先：020 8248 2883/020 8340 9063 

E-mail：chizwinter@icloud.com 

sumiko.scott@btinternet.com 

北支部懇親会は Cocoro Restaurant で行います。

新年にちなみ例年のように御節のお弁当です。皆さ

ん、ふるってご参加下さい。申し込みは１月 6 日

（金）までにお願いいたします。申し込まれても不

参加になる場合は、必ず幹事までお知らせ願います。

よろしくお願いいたします。 会費はいつもより高

めですが、お正月料理と言うことで、ご了承くださ

い。 

 

NALC UK 活動報告 

・視力回復のアイトレ・ワークショップ 

ヨーロッパ第一号の Eyetre UK を運営するパーカ

ー圭絵氏を講師に迎え、11 月 19 日（土）にアイ

トレ・ワークショップが開催された。アイトレとは、

30 年前に日本で開発された低周波技術の名称で日

本全国 400 店舗以上のアイトレサロンが既にオー

プンしている。低周波により、凝り固まった眼の筋

肉をほぐし、弱まった視力の回復を目的としている。

ピント調整の仕組みの説明後、毛様体とピント調整

筋につながる筋肉に刺激を与える機器が各人の眼の

状況に応じてピンポイントで刺激を与えるなどの治

療方法が説明された。同技術は、日本の眼科医から

も奨励されている。眼の疲労は、体調不良の原因と

なることは既に証明されており、疲れ目や眼精疲労

が、ドライアイ、緑内障、白内障、自律神経の乱れ、

風邪、虫歯や歯周病などにも関係しているとのこと。

疲れ目を癒す以下の自己マッサージも伝授された； 

1.瞳の下のくぼみを押す 

2.首の付け根を指でマッサージ 

参加者の中から２名が選ばれ、アイトレ器具による

施術が行われた。先ず、現在の視力が測定され、15

分の施術後に再度視力を計測した結果、アイトレ前

とアイトレ後では、右 1.0→1.2、左 0.8→1.0、両

目 1.2→15 という風に大幅な回復が見られた。 

以下の視力回復トレーニングを毎日実行してくださ

い： 

1.眼をギュッと強く閉じてから 10 秒後に目だけ上

に動かす。 

2.眼をギュッと強く閉じてから 10 秒後に目だけ下

に動かす。 

3.眼をギュッと強く閉じてから 10 秒後に目だけ右

に動かす。 

4.眼をギュッと強く閉じてから 10 秒後に目だけ左

に動かす。 

5.横向きの 8 の字を指で描きながら目で 3 回追う

（顔は動かさない）。 

6.指を奥から手前へ 3 回動かして目で追う（顔は動

かさない）。 

7.両手を肩幅より少し広めに前へ出して左と右の親

指を立て、交互に 10 回見る（顔は動かさない）。 

8.右の親指を立てて手を伸ばして遠くへ出し、左手

の親指を立てて手前に置き、右親指と左親指の爪を

交互に 10 回見る（顔は動かさない）。 

参加者は 25 名で、ナルク会員以外の方も多かった

ことは朗報。アイトレは 10 歳以上のお子様から可

mailto:chizwinter@icloud.com


JA Web Page: http://www.japanassociation.org.uk/                   忘れな草 Web Page: http://www.wasurenagusa.org.uk/ 

能で年齢の上限はなく、過去 30 年間無事故で安全

が保証されている。詳細、施術のお問い合わせは直

接パーカー講師にお願いします

（info@eyetre.uk ）。 

 

・今年最後のアイアンガーヨガ・ワークショップが

11 月 26 日（土）に開催。ワークショップ後の講

師を交えての忘年会で盛り上がった。2017 年度最

初のワークショップが 1 月 28 日（土）15:00～

16:00、Yogabase にて開催予定。 

 

・ナルク時間預託点数を使って、日本在住のお母様

の遠距離介護を希望するナルク会員のリクエストに

対応中。会報にて経過報告を予定。 

 

・新たに更新された JA ウェブサイトと Facebook

上で、ナルクのワークショップ、日本人墓地清掃ボ

ランティアその他の活動が随時報告されるのはナル

ク活動にとっては画期的な前進。ボランティア利用

リクエストやご質問等は、ナルク担当までお気軽に

ご連絡下さい。 

コーディネータ ：山口ゆかり作成 

事務局連絡先 Tel: 0772 1201 389  email: 

nalclondon@gmail.com 

 

福祉コラム 

2016 年最後の福祉コラムです。責任者の力量不足

にもかかわらず、福祉部とナルク UK のチーム全員

による全力投球の活動のおかげで、無事に年を越す

ことができそうです。会員の皆様には、温かいご支

援ご理解にあらためてお礼申し上げます。 

英国の EU 離脱や米国の大統領選の結果に一喜一憂

させられた波乱に満ちた一年でしたが、憂鬱な世相

を吹き飛ばしてくれるニュースもありました。ロッ

ク歌手、ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞です。

「後期高齢者」と呼ばれる年になって、初めて彼の

「Forever Young」を聞き、すっかり魅せられて

しまいました。福祉部とナルク UK 全員からの感謝

の気持として、時代を超えて色あせない歌詞をお届

けします。深い愛の言葉をかみしめながら、新しい

年をお迎えください。（T） 

May God bless and keep you always 

May your wishes all come true 

May you always do for others 

And let others do for you 

 

May you build a ladder to the stars 

And climb on every rung 

May you stay forever young 

Forever young, forever young 

May you stay forever young 

 

May you grow up to be righteous 

May you grow up to be true 

May you always know the truth 

And see the lights surrounding you 

 

May you always be courageous 

Stand upright and be strong 

May you stay forever young 

Forever young, forever young 

May you stay forever young 

 

May your hands always be busy 

May your feet always be swift 

May you have a strong foundation 

When the winds of changes shift 

May your heart always be joyful 

May your song always be sung 

May you stay forever young 

Forever young, forever young 

May you stay forever young 

☆   ☆   ☆ 

 

俳句を学ぶ会報告 

11 月 17 日（木） 

９名出席。日本から戻ってきた人が多く勉強の後の

話題も豊富でにぎやかな一時間半となりました。来

月の季題は『木枯」です。 

  

・ 客寄せの声がとび交う冬の市  宣美ロビンス 

・ 紅と黄と流れてまわる京の傘  西脇優子 

・ 髪にふれ落葉が運ぶ冬の声   上田陽子 

 

12 月 15 日（木） 

7 名出席。少し遅れて始まりました。今年最後で終

了後は和菓子を頂いて談笑。 

  

・ 冬霧や電飾の灯もおぼろなり  ロケット康子 

・ 年の瀬に孫と俳句に追われけり デニア葉子 

・ 木枯に赤いほっぺの子供達   松尾美和子 

  

来年 1 月の句会は悦子キングさん宅で行います。季

題は「冬日影」。 

☆   ☆   ☆ 

 

TEAM SMILE（青年部）  ジャンヌダルクの会 

新年会のお知らせ ▼家族同伴歓迎▼ 

＜★ジャンヌダルクの会はがんばる女性を応援する

会です★＞ 

※参加希望の方は 1 月 15 日（日）までに鈴木

naomi.suzuki@japanassociation.org.uk までご連

絡下さい。 

 

日時：1 月 21 日（土）18:00 より 

場所：JOY KING LAU 

3 Leicester Street，London WC2 

最寄駅：Leicester Square、Piccadilly Circus 

参加費：男性 35 ポンド 女性 30 ポンド 

今回は新年会につき、 

※男性・ご主人・家族同伴歓迎！！ 

子供 2 歳以下無料 3 歳以上 8 歳まで ７ポンド 

   9 歳以上 15 ポンド 

☆   ☆   ☆ 
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スケッチ会報告 

今年初めての室内になる。レストラン[阿倍野]さん

は重宝させて頂いているが  こういう時は本当に助

かる。皆んなで果物を持ち寄り静物写生を行なった。 

風景画と違って視野が遠くからいっぺん近くなる。

葡萄、柿、リンゴ、みかん、チェリー、皆んなが持

ってきた物を並べてみる。描いてみると簡単ではな

い事が解ってくる。チェリーと葡萄の違い、みかん

と柿の違い、違いが解る工夫、色、影、形。皆んな

の目が真剣になっている。 仕上げは宿題になった。

静物はもう一度やちてみたい。遅めのランチの後は

途中参加の人も交えての K さんの誕生パーティーと

なり 盛り上がった。誕生日の本人は 誰でも童心の

笑顔になり周りも笑いと笑顔で満ち溢れるので何回

やっても楽しい。次回は久し振りの展示会をしたい

と思っている。 

 
シェイラ文野 

 
グリーブス邦子 

 
山本郁子  

竹内みどり 

 
全員集合 

☆   ☆   ☆ 

 

歩く会のお知らせ 

日時：１月 9 日（月）11:00～15:00 

会場：National Gallery 

Trafalgar Square,Sainsbury Wing の正面入口の

中 

担当者：川西弘子 

連絡先：01932248 142 

E-mail：a.alibert@ntlworld.com 

 

冬は寒く、お天気も不安定なので、1 月、２月はア

ートギャラリー、ミュージアムなどちょっと教養を

高める歩く会としました。 

新年の歩く会は、ナショナルギャラリーにて、

11:30～12:30。Free Guided Tour に参加。

（tour の内容は未定）。11:00 に National 

Gallery の Sainsbury Wing の正面入口に集合。 

13:00～13:45 Lunchtime talk : Turner /The 

painter and his house at Twickenham 

最後に 18 世紀から 20 世紀にかけての印象派を鑑

賞するのはどうでしょう。。 

お昼の時間がありませんが、館内の Espresso Bar

のあたりで持参のお弁当を食べられるとのこと。疲

れたら、休むところも沢山ありますので、歩きに自

信のない方でも、参加されてはいかがですか。 

☆   ☆   ☆ 

 

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 

＜ウォーク＞ 

 当ページ冒頭参照 
 

＜合唱カラオケ＞ 

1 1 月 5 日（木）13:00～16:00   

2 カラオケ エポツク 

3 30 Brewer Street, London W1 

徒波書房の奥 

4 飲食持ち込み自由 

5 竹内 07774 476 293 

6 要予約 
 

＜スマホ/iPad/iPhone＞ 

1 1 月 10 日（火）14:00～16:00 

1 月 24 日（火）14:00～16:00 

2 あべのレストラン地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 Wi-Fi の接続の仕方とアプリダウンロード

とその使い方などモニターで説明予定。講

師なしの情報交換の場です。初心者、中上

級者の方も一緒に楽しく皆んなで情報を披

露しあいましょう。会費無料。JA 会員の

み参加可 15 名程。 

5 上田、浜口 rie036@gmail.com 

6 自由参加（JA 会員のみ） 
 

＜スケッチ＞ 

1 1 月 11 日（水）11:00～ 

2 レストラン一点張 

3 80 Brewer street, London W1 

4 展示会の為の取り付け作業をする 

昨年と今年 描いた絵の中から 3.4 枚持参 

1 月 12 日（木）12:30 プライベート

View.  [一点張り] 1F にて   会費￡3 

軽食のサービス有（餃子 鳥唐揚げ 焼きそ

ば etc.）15:30 まで。 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 
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＜映画鑑賞＞ 

1 1 月 17 日（火）12:30～15:30 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 「青い山脈」（オリジナル） 

主演：原 節子、 池部 良、杉 葉子 他 

5 渡辺 07783426113 

竹内 07774476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 
 

皆さん『Freedom Pass 』を大いに利用して外

に出ましょう 見聞を広めて楽しみましよう 出た

くなくなるのがボケの始まり 同好会は会後のお茶

や食事だけの参加も可 ぜひお出かけください。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

ネパール活動報告  

2016 年 6 月、日本とネパール外交樹立 60 周年記

念行事として、ネパール政府、JICA 国際協力機

構・ 在ネパール日本国大使館の後援により企画され

た、ネパール地震 1 年メモリアルコンサートの出演

依頼を受けネパールに行きました。 

英国日本人会にも後援頂き、会員の皆様にも寄付な

どの御支援頂いて開催した、3 月のロンドンでの東

日本大震災メモリアルコンサートのニュースがネパ

ール政府に届いたことが発端でした。現地に到着し

てすぐ、やはり被災地の状況が気になったので仮設

テントの訪問を希望したところ、現地のスタッフが

テントに連れていってくれました。 

  
「攻撃されるかもしれない？」という不安もありま

したが、雨期でドロドロの敷地に入っていくと、中

から笑い方を忘れたかのような女性が出てきたので、

身を固めて恐る恐る近づくと、ポツリポツリと大変

な生活の説明をはじめました。 

  
そして、「テントの中の写真を撮影して世界の人達

に知らせて欲しい」と言われ、テントの中に招かれ

撮影させて貰いました。非常に劣悪な環境で生活し

ていて、畳３畳くらいのスペースに 8 人が寝ている

そうです。雨期で大雨が流れこんできます。大半の

方が病気になっているそうです。絶望していました。 

  
一人の被災者の方と話しているうちに、他のテント

から女性が次々出てきて、皆さん口々に病気の事や、

生活の不安を話されていました。もっと話をしたそ

うでした。皆さんの為に、少しでも癒しになったら..

と「星に願いを」を歌いました。笑顔で拍手を沢山

くれました。ネパール地震から 1 年以上経過した今

も、酷い生活をしている人が沢山います。ここにも

支援の必要な人達が居ることを思い知らされ胸が痛

みました。コンサートの収益をカバンに変えて学校

に寄付をしにいったところ、子供たちから笑顔がこ

ぼれました。 

  
そして、11 月再びネパール政府より依頼があり、

今回の訪問では更にテントの皆さん 300 人を励ま

すコンサートを開催できました。 

  
また政府関係の方の主催でネパールの子供支援のチ

ャリティーコンサートに出演したところ私のネパー

ルでの活動を認めて下さり、ネパール政府の厚生労

働大臣 Labour & Employment Ministry, Minister 

より「International Friendship Award Expert 

of The Year」という賞を頂きました。 

英国日本人会の皆様に応援して頂いたおかげで広が

った活動がこのような結果に繋がり大変有り難い想

いでいっぱいになりました。これからも日本と英国、

更に他の国の友好の架け橋になれるよう精進したい

と思いますので御支援の程宜しくお願いいたします 

鈴木ナオミ 

☆   ☆   ☆ 

 

英国日本人会、会報編集者急募 

毎月発行している JA ニュースレターの編集業務の

お手伝いをしてくださる方を募集しております。 

Microsoft Word の知識が多少必要ですが、特に難

しい作業ではありません。 

我こそはと思われる方は事務局までご連絡くださ

い。 

 

事務局：secretary@japanassociaion.org.uk 

☆   ☆   ☆ 


