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新年のご挨拶 

会員の皆様へ、 

 

新年明けましておめ

でとう御座います。 

この会報がお手元に

届く頃は既に二十日

正月も終わって居る  
  事でしょう。 

昨年は多くの行事が盛大に執り行われました。 

 

月例会を除いては： 

＊1 月は恒例の紅葉会の新年会 

＊3 月は東日本大震災五周年メモリアルコンサート 

＊4 月には都道府県県人会懇親会 

＊4－6 月に掛けて熊本地震災害募金活動を成功裏

に実施 

＊7 月はヘンドンの皇国同胞之墓の 80 周年記念式

典 

（麻生副総理並びに鶴岡大使他お歴々のご同席を得

ました） 

＊9 月第 13 回都道府県対抗ゴルフ大会を開催 

＊9 月には恒例となった第８回ジャパン祭を盛大に

開催 

＊最後に 12 月には大使館のご支援の下に英国日本

人会創立 20 周年記念式典を開催させていただけま

した。 

鶴岡大使閣下よりは“良くぞ皆さん此処まで相互に

頑張って来られました、大使館は皆さんのために有

るのですから何でも仰って下さい。出来るだけご支

援いたします。”と言う趣旨の力強いお言葉を戴き

ました。 

誠にありがたい事であります。 

我々は既に数十年に亘って英国に在住しています

が、日本人の心を持って英国との親善、文化交流、

将来の発展への願いももって今後も元気に生きて参

りたいと願います。 

本年はジャパンハウスもいよいよ年度後半にオープ

ンされるやに伺っています。 

我々の目的に沿う部分は大いに協力させて戴きなが

ら今後の推移を見守って参りましょう。 

最後に新年ですから、夢のお話も申し上げたいと存

じます。 

その一つは、1910 年に“日英博覧会”（添付参

照）が日本庭園（今のハマースミス公園、ジャパニ

ーズガーデン）で｛さくら祭｝を開催したいと言う

夢です。 

もう一つはこの際、日英交流を深める為、“我々の

さくら”を英国ロンドンに数多く植える運動を開始

したいと夢見るものです。 

多くの他の機関、企業、個人のご支援を戴きながら

大使館のご指導の下で皆さんとご一緒に 

“我々の桜を花咲かせませんか！！！” 

皆さんの束ね役の会長として、本年も微力ですが全

力を挙げてお尽くしいたす所存です。 

皆さんのご多幸を心から祈ります。 

 

佐野 圭作 

英国日本人会 会長 

 

日英博覧会（Wikipedia より転載） 

 

日英博覧会（にちえ

いはくらんかい）

は、イギリスのロン

ドン市ホワイトシテ

ィ区で、1910 年 5

月 14 日から 10 月

29 日まで行われた

日本政府とイギリス

の博覧会会社が共催

した博覧会である。

日本にとっては、日

露戦争の勝利の結果

欧米の列強と肩を並

べたと自負する植民 

世界遺産となった明治日本の産業革命遺産 製鉄・製

鋼、造船、石炭産業の年代設定の下限を 1910 年と

したのは、この博覧会の成功により産業国家の仲間

入りを果たしたと見做されたことによる。開催期間

の合計で 835 万人の観客が訪れ成功を収めた。 

☆   ☆   ☆ 

 

理事会たより 

新年会おめでとうございます。 

昨年は墓地 80 周年、JA20 周年二大行事ともに無

事に終了致しいたしました。 

今年もより充実した活動の年になりますよう理事一

丸で尽力いたします。 

会員皆様のご協力ご指導の程よろしくお願い申しあ

げます。 

1 月 4 日（水）定例理事会の主な討議とお知らせで

す。 

・ 総会にて全理事の継続承認を受けて 2017 年の

役割分担決定  

・ 8 月理事会の承認をえて Team Smile 部発足 

・ web の充実の実行（広告掲載等）IT 管理と HP

アップデート外注 

・ 文集 4 月中旬発行予定 

・ 県人会部懇親会、ゴルフ大切予定 

・ イベント部 桜まつり、桜植樹について検討する 

   ハマースミスお花見ピクニック ?? JA 主催検討 

   日本祭り、バス旅行予定 

・＜12 月会報の総会報告 9）紅葉会ー小川理事は

誤記、ウィンター理事です＞ 
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 ウインター理事が紅葉会部長と会員部長を兼任 

 会員証と会則について検討し対応していく 

・ ギフトエイド対応を検討する 

 

2017 年度 JA 理事役職分担表 
部署名 正 副 補佐役 

会長 佐野 藤田、竹

中、花岡 

 

事務局 上田  鈴木 

経理部 花岡  シェイラー 

会員部 ウィンター   

広報部 鈴木   

会報部   上田 

文集部 小川   

福祉部 竹中 ヴァンダー

スケイフ、

山本 

福祉部： 

支部総括：飛田 

東支部：田口、

山崎、ジョンソ

ン 

西支部：山本、

竹内 

南支部：川西、

小野 

北支部：スコッ

ト、田村、フッ

プス 

補佐：ウィンタ

ー、ラブ、ライ

フ、ガフニー 

ナルク UK：ホ

ワイトハウス、

ナップ、山口、

丸山、大西、鈴

木、中谷 

アドバイザー：

Dr.ケーブル、

Dr.林、酒井、、

ウイリアムズ、

イネス、マッセ

ン、藤田（順不

同） 

特別イベント 満山 藤田、小野  

墓地管理部 藤田  ウィリアムズ 

二水会部 宮村  広中 

紅葉会部 ウィンター 八木岡、川

西 

ウイリアムズ、

竹内、田村、小

野、デニア、べ

ーりー、藤田、

メイ、ジョーン

ズ（順不同） 

同好会部 佐野  総括：竹内、ス

マホ：浜口、合

唱カラオケ：竹

内、映画：渡邊

道英、Walk：川

西、スケッチ：

山本、俳句：ク

ーパー、食べ歩

き：スコット 

都道府県人部 満山   

忘れな草部 ウイリアム

ズ 

 花岡、加藤、他

に非会員 7 名 

Team Smile 

(青年部) 

鈴木   

監査役 由田   

赤字は理事 11 名 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会からのお知らせ 

日時：2 月 23 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） 

演題：遺言書作成時の注意と英国における相続税に

ついて 

講師：滝本佳代子（英国法弁護士） 

ドウリー和枝（Finance Advisor) 

会費：会員￡4.00 非会員￡5.50 

担当者：ウィンター千津子 

連絡先： winter@japanassociation.org.uk 

 

２月紅葉会例会は、「遺言書作成時の注意点と英国

における相続税について」です。 

遺言作成時の注意事項、また英国における相続の流

れ、相続税についてケーススタディーを含めて分か

り易く説明していただきます。この日は一般的なテ

ーマで個人的質問は後にこのお二人にメールにて連

絡となります。講師はロンドンでご活躍中の遺言、

相続についてのエキスパートです。２月まだ寒い日

が続くことと思いますが、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 

会費支払いのお願い 

2017 年度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。 

最近は会員各位の勧誘、同好会の活動等を介して新

入会員が増えてきているのは大変喜ばしい現象で

す。これからも皆様のご友人、知人の方々に当会の

素晴らしさを宣伝し会員増加にご協力、ご支援頂き

ます様お願いします。 

口座名・小切手宛先：Japan Association in the 

UK 

送付先：Mayumi Tobita 

71 Hervey Close, Finchley, London N3 2HH 

振込先：Nat West 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：ドルビー雅代(656)  敬称略 

退会会員：なし 

現在会員数：E 会員 192 名、E プラス 41 名、一

般会員 84 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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福祉部だより 

福祉部は高齢者、寝たきり、独居などの弱者のニー

ズにお応えすべく、また彼らの目線に立って、優し

さと温もりを込めた活動を全部員一丸となって推進

いたします。皆様のご理解・ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 

支部報告 

北支部からの報告 

日時：1 月 10 日 （火）12:30～14:30 

会場：Cocoro Restaurant 

担当者： ウィンター千津子 スコット純子 

出席者は 25 名。いつも通りレストランオーナーの

特別のお計らいもあり、１月ということから美味し

い御節料理風のお弁当を提供していただきました。 

現在福祉部が実施中の「見守りプロジェクト」の一

環で久しくお見かけしなかった方々に「できたら懇

親会だけでもご参加ください」とお話をした所、そ

の中のお一人にもご出席いただきとても嬉しかった

です。皆でとても楽しいひと時を過ごしたと思いま

す。               ウィンター記 

 

 

 

南支部から懇親会のお知らせ 

日時：４月５日（水）12:30～ 

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 月に開催していま

すが、幹事の都合により 4 月開催を予定しています。

他支部の皆様も大歓迎です。多数のご参加をお待ち

しております。 

 

西支部からのお知らせ 

日時：2 月 24 日（金）12:30～ 

会場：EAT TOKYO 

住所：16 Old Comton Street, London W1D 

4TL 

会費：JA 会員￡13 予定  

担当者：山本郁子 

竹内みどり 07774 476 293 

連絡先：07979 596 471 

E-mail imandry@tiscali.co.uk 

幹事の都合により 2 月に懇親会開催日が繰り上がり

ました。ご一緒に新年の抱負など語り合いましょう。

西支部以外の方も歓迎ですので万障繰り合わせの上

ご参加ください。 

  

NALC（ニッポン・アクティブ・ライフ・クラブの

略称）UK の活動報告 

ナルク UK 事務局は 1 月 17 日（火）お好み焼きレ

ストラン・アベノで 2017 年度の新年会、引き続い

て開催された例会は、アベノのオーナーの特別のお

計らいで JA 会員がほぼ無料（光熱費 50 ポンド/月）

で使用させて頂いている地下会議室で開催。JA ホ

ームページの運営も担当されている鈴木なおみ広報

部長をゲストにお迎えし、今年度の予定や方針など

について突っ込んだ話し合いがもたれた。報告に代

わり、議事録を以下に掲載。 

・遠距離支援の運営システムについて 

UK のナルク会員が、日本の各ナルク拠点で、UK

拠点の会員の預託点数を使って、日本ボランティア

提供を利用する場合（概ねナルク UK 会員の親の支

援）に必要な手続きに関し、日本に残された UK 拠

点の親の支援をお願いする際、日本の最寄りの拠点

で本人が会員登録する必要の有無についてのルール

が曖昧なため、ナルク本部の仲国際部長に確認する。 

・ポイント利用のガイドライン 

個人的な子育て支援、留守番、家事援助などの、ナ

ルクポイントで利用可能なボランティア利用のガイ

ドラインを早急に作成。 

・会員間のボランティア活動以外にポイントが加算

されるナルク活動についても、再度会員にご案内す

る必要があるため、ポイント加算ガイドラインも早

急に作成。 

・ナルク・ワークショップ等の一斉メール 

一斉メールの際、新規会員の漏れをなくし、退会者

を削除するなど、会員リストの更新を徹底する。一

斉メールの際、JA サイトのリンクなどを張って、

情報発信を活発化。 

・ナルク・ワークショップ 

今後のワークショップの予定 

・視力回復アイトレワークショップ２月開催 

・ラインダンス３月頃開催 

会場の空き状況などを確認。若いナルク会員の積極

的参加を目的として、子連れでも参加できるよう、

託児所付きワークショップ等も前向きに検討。 

福祉部とナルク UK の活動運営費に関して 

福祉部とナルクの活動活発化に伴う JA の負担軽減

を目的とし、例えば、ナルク会員から不用品提供を

リクエストし、チャリティー・バザーを開催する。

会場費の発生を避けるため、JA サイトに「売り買

いコーナー」を設ける等、本件を今後の討議課題に

する。 

・ナルク総会 

2013 年ナルク UK 設立以来、システムの構築にエ

ネルギーを傾注していたため、開催が頓挫されてき

た総会を、ナルク UK 代表（佐野 JA 会長により兼

務）の予定を確認の上、5 月 13 日（土）頃を目途

に開催予定。 

・2 月度ナルク UK 例会 

2 月 14 日（火）11：30＠アベノ地下会議室予定 

（今月の担当者、山口ゆかり作成） 
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福祉コラム 

世界の激変と迫りくる超高齢社会を元気溌剌乗りき

るために 

EU 離脱の英国、凄惨な紛争が繰り広げられる中東、

トランプのアメリカ、プーチンのロシア等々、これ

までの世界秩序がガラガラと音を立てて崩れつつあ

る。新大統領誕生でアメリカ社会の分裂が止めどな

く深まれば、建国以来の自由と民主主義の基盤が危

うくなるのでは。異国の地に暮らす我々は、かつて

ない規模の混乱の時代をどう捉え、どう生きればい

いのだろう。新聞や TV の報道に不安や不快感は募

る一方で、精神衛生上、最悪である。 

著名な免疫学者、多田富雄氏は、免疫の仕組みの哲

学的意味を解明した（「寛容のメッセージ」）。人

間社会を考える上で大きなヒントとなるのが「寛容」

である、と説いている。病原体などの異物が体内に

入ると、通常、免疫力が自己と区別して排除する。

だが、時には異物を自己であるかのように受け入れ

ることがある。生物の反応は条件次第で、「あいま

いさ、つまり、寛容性こそが生命をしなやかで強靱

なものにしている」と述べている。寛容についても

う１つ。 米国のスザンナ・ジョーンズさんは昨年、

世界最高齢１１６歳の天寿を全うした。長生きの秘

訣を問われ、「家族への愛と他者への寛容さ」を挙

げている。安泰が保証されず、不安定な現代こそ、

「寛容」な心を鍛えて、明るい未来の到来を信じ、

健康長寿を実現したいものである。 

笑う門には福来る。近年、笑いの効用が解明され、

医学的にも応用する試みが盛んである。そこで小欄

は、全国老人福祉施設協議会が募集した、６０歳以

上の川柳の受賞作をご紹介する。皆さんの初笑いに

供すれば幸いである。（T） 

「介護士もイケメンそろえ指名制」（女性が圧倒的

多数を占める老人ホームを題材に） 

「カーナビより先に指示出すかかあナビ」 

「覚悟決め薬やめたら絶好調」 

「定年後３日で妻の部下になる」 

「ついて来い言ったあんたがついて来る」 

「目がかすみ妻と書いたら毒に見え」 

「とぼけたらついにボケたと案じられ」

 
☆   ☆   ☆ 

 

１月二水会の報告 

日時：2017 年 1 月 11 日（水） 

会場：Farmer Street Church、114 Mount 

Street, London, W1K 3 AH 

演題：『 アメリカ大統領選挙について 』 

講師：佐野純（フジテレビロンドン支局長・元米国

ワシントン特派員） 

 

  2017 年初めの二水会では、佐野純氏をお迎え

し、昨年 11 月に行われたアメリカ大統領選挙につ

いてのお話をしていただきました。  

 まず、なぜトランプ氏が勝ったのか、ということ

について、出口調査における様々なデータ（性別、

年齢、人種、経済状況、学歴、支持政党、居住区、

宗教、政策に対する質問等）を示してくださいまし

た。様々な角度からのトランプ氏とクリントン氏を

比較した検証の結果言えることは、トランプ氏に投

票したのは、地方在住白人、男性 キリスト教、学

歴は低く、所得中流以上の方だそうです。問題はあ

っても、トランプ氏の方が変えられるのではないか

と期待をもって入れたのではないかとのことです。 

 

 次に、アメリカと世

界がこれからどうなる

のか、ということにつ

いて、お話し下さいま

した。トランプ氏選挙

勝利後 60 日以上引き 

延ばされ、本日 11 日に初めて行われた次期大統領

記者会見のホットな情報もご紹介くださいました。 

ロシアの情報保有の報道否定の件、自らの事業は息

子 2 人に譲渡する件、オバマケアを廃止して新制度

へ向かう件、メキシコとの国境に壁を作る件など改

めて表明した一方で、環境規制の緩和や地球温暖化

対策には後ろ向きである件など、反グローバルな方

向であるような内容でした。短期的には雇用を増や

す為、メリットがあるかもしれないけれども富裕層

に有利になってしまい、長期的には成功するかどう

かは疑問が残るとのことです。 

記者会見とは別の閣僚の公聴会での証言では、中東

政策、シリア政策の件、対中外交、日米同盟等ご説

明いただき、今後不確実性が高まるのではないかと

いうことでした。それに流されて私たちが視点を失

ってはいけない、日本はどうするのか、それに備え

ていかなければならないと言われていました。

2017 年はイギリスの EU への離脱通告をはじめと

し、オランダ、フランス、ドイツでの選挙やサミッ

ト等様々な世界の政治の動きもあり、躍動の年にな

りそうだと言われていました。 

（参加者 28 名） 

☆   ☆   ☆ 

 

2 月二水会のお知らせ 

日時：2 月 8 日（水）18:30～ 

会場：Farm Street Church (114 Mount Street, 

London W1K 2AH) 

     （最寄り駅： Bond Street or Green Park) 

会費：£５（JA 会員）£８（非会員） 

講師：加藤 大志 

演題：「グローバル化と神道」 

    ―如何にして英語で説明するかー 

プロフィール：平成 2 年（1990 年）9 月に神社宮

司の長男として生まれる 

神社名：服部天神宮（大阪府鎮座） 権禰宜として

奉職 

現在 SOAS MA Religions of Asia and Africa の

学生。 

問い合わせ：nisuikai@japanassociation.org.uk 

 （宮村） 

☆   ☆   ☆ 
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俳句を学ぶ会報告 

日時：1 月 19（木） 

ヘンドンのキングさん宅に 12 名集まり元気に新年

の意見交換が出来ました。 

・失くしもの我を忘するや年初め 

葉子デニア 

・冬日陰つぼみも序々にふくとめる 

田口邦子 

・凍てつきてすべりそうなる冬日かげ 

悦子キング 

次回 2 月の季題 

『春の空』が季題となります。 

問い合わせ先 

クーパーのり子、020 7828 5255 

   
☆   ☆   ☆ 

 

TEAM SMILE 新年会報告 

1 月 21 日（土）TEAM SMILE 頑張る女性を応援

する会「ジャンヌダルクの会」新年会を開催 

チャイナタウンの中華料理店にて、19 名のジャン

ヌダルクとご主人・お子さん総勢 25 名で楽しい時

間を過ごしました。ご懐妊された方をお祝いし、プ

チラッフルもあり、あっという間の 4 時間でした。

これからも在英女子を応援します！ご興味のある方

は是非ご参加下さい！ 

 
TEAM SMILE：鈴木ナオミ 

naomi.suzuki@japanassociation.org.uk 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 回 SKT88 開催のお知らせ 

Ｓ＝Senior K= Kids T=Together  

日時：3 月 5 日（日）13:30～ 

場所：Belsize Community library 

Antrim Grove, London NW3 4XN Belsize Park

の駅から徒歩 5 分 

(020) 7078 7483 

☆ソフトドリンク＆スナック付 

会費：JA 会員無料 

   非会員 5 ポンド 1 家族何人でも 

[内容：カルタ 童謡 手遊び 踊り 折り紙等] 

大人も子供も一緒に遊んで元気になりましょう！ 

過去開催のブログ 

http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

 

▼英国日本人会ＨＰ：

http://www.japanassociation.org.uk/ 

 

担当 英国日本人会 鈴木ナオミ  07796-

144-338  

naomi.suzuki@japanassociation.org.uk 

※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。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

歩く会報告 

日時：1 月９日（月）11:00～15:00 

会場：National Gallery 

あいにく地下鉄のストと重なり有志２名が参加。予

定どうり Guided Tour に加わり 1 時間、ビザンチ

ン後期から 18 世紀にかけて年代を追っての説明。 

ランチタイムトークでは Twickenham のターナー

の家について、そしてターナーが Isleworth 近辺を

描いた絵、Richimond Hill から望むテームズ川の絵

（ここは以前スケッチ会でスケッチした場所）等の

トーク。 次回の歩く会で、この辺りを歩いてみたい

と思います。 

淋しい歩く会となりましが私達３人実のある歩きで

した。                  川西 

  
☆   ☆   ☆ 
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歩く会のお知らせ 

日時：2 月 27 日（月）12:00～16:00 

場所：Victoria&Albert Museum 正面入り口の中 

Cromwell Road, South Kensington 

担当者：川西弘子 

連絡先：01932 248 142 

Mobile： 07979816673 

         ( 当日のみ) 

E-mail : a.alibert@ntlworld.com 

12:30 に無料のガイドツアーに参加（所要時間：1

時間）このガイドツアーは Introductory Tour でい

くつかの代表的な展示を回わりながらそれぞれを説

明。ガイドによって何処を回るか分かりませんが、

私が参加した時はイスラム（ペルシャのカーペッ

ト）,ファッション、日本、中国、インド、ロダンの

彫刻、ラファエルの天井から床までとどく、漁師、

セント. ピーターを描いた大きな絵等でした。 

2 月もまだ寒いので、屋内を歩くことにしました

が、３月から、外を歩きます。     川西弘子 

☆   ☆   ☆ 

 

スケッチ会報告 

昨年は何もやらなかつたので 新年新たな切替の気分

で展示会をする事に決め 11 日に取り付け 12 日プ

レビューを行った。 

普通こういう場所を確保するだけでも大変なお金が

かかるのに格安で場所を提供してくれた"一点張り"

さんにいつもながら感謝したい。12:30 にオープン。

ワインやチョコレートなどの差し入れもあり和やか

に始まった。朝からの寒さと雨という悪天候にも関

わらず全員で 20 人近い人達が集まってくれた。各

自の絵の説明の後はお食事会。サラダにはじまり鳥

唐揚げ、 餃子、最後のやきうどんが一番人気だった。

又皆さんの好意で余分に払って下さったおかげで

我々の負担が軽くなり大変助かりました。気のあっ

た人達とのワイワイ ガヤガヤは本当に楽しい。一年

がアッと言う間に過ぎ去るが絵は残るので力作は大

切に保存してほしい。 

来月は静物の続きで花を描く。全員でパステルに挑

戦したい。色々テクニックも学んでみたいので。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

12 月度映画同好会報告 

2016 年 12 月 20 日（火）13:00～ 

上映作品『男はつらいよ、寅次郎紅の花』は、四半

世紀にわたって国民的映画として大変な人気であっ

た「男はつらいよ」シリーズの 48 本目の最終かつ

完結作品でした。物語の内容はともかくとして、名

優渥美清さんと山田洋次監督が最後に表現したかっ

たのは、三度の食事よりも恋に陥ってしまう（片想

い）「車寅次郎」にとって通常の男女の恋愛感情と

いうよりも、優しい愛、小難しく言うと人間愛であ

って、「寅さん」にとっては永遠に続くものーーー。 

但し、現実は厳しいことで『車寅次郎』を演じた

「渥美清」さんは癌に侵され、大変な時期であった

由。しかしあの大震災の後の神戸に仲間を見舞いに

行くシーンを撮影していたのには驚いた。超娯楽作

品の中にこのような繊細な映像を挿入した山田洋次

監督に脱帽する思いでした。 

  
 

1 月度映画同好会報告 

2017 年映画上映会スケジュールはトップを切って

皆様の多くが希望されました『青い山脈』（1949

年版、今井正監督、東宝製作）を取り上げました。 

2017 年 1 月 17 日（火）13:00～ 

原作：石坂洋次郎の小説の映画化 

監督：今井正 

主演：原節子、池部良、杉葉子。木暮実千代、若山

セツ子 

主題歌：「青い山脈」西条八十作詞、服部良一作曲、

藤山一郎、奈良三枝 歌 

学生時代に日本映画の秀作ばかりを集めて上映する

映画館が銀座並木通りにあり、その名も『並木座』

（洋画は池袋に「人生座」がありました）で見たの

が最初でした、主人公の女子学生役を颯爽と演じた

「杉葉子」の伸びやかな肢体と、Tokyo から赴任し

てきた原節子の新しい女性教師像に心動かされまし

た。当時『高等師範学校』の伝統を有する大学、し

かも教育学部で学んでいた私で、同級生の大半

（95％）が全国の県立高校の教師として卒業して行

きました。思い出深い映画でした。 

 

2 月度映画上映会は、「岩下志麻」主演『五弁の椿』

（山本周五郎原作）に決定しました。「東京オリン

ピック」の年に制作日数 6 カ月、セット数 34 杯、

Open セット 10 杯、当時破格の膨大な製作費で完

成した豪華絢爛たる時代劇超大作です。是非見て欲

しい作品の一つです。 

（文責渡辺） 

☆   ☆   ☆ 
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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＞ 

 当ページ左側参照 
 

＜合唱カラオケ＞ 

1 2 月 2 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 2 月 14 日（火）14:00～16:00 

2 月 28 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 2 月 8 日（水）11:30～ 

2 阿倍野レストラン  地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 静物の続きでテーマは" 花" 

パステルに挑戦  全員パステルで描く 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 
 

＜映画鑑賞＞ 

1 2 月 21 日（火）12:30～15:30 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 「五弁の椿」 

野村好太朗監督 

 主演：岩下 志麻、加藤 剛、左 幸子 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。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドキュメンタリー映画上映のご案内 

日時：2 月 9 日（木）18:30～ 

場所：The Swedenborg Society, 20-21 

Bloomsbury Way, London WC1A 2TH 

 (Hall entrance on Barter Street) 

 

自らが美しいと思った日本の風景を映像化し世界の

注目を浴びているプロジューサー、井野英隆氏を迎

え、秋田県の美しい風景と人々の暮らしを収めた代

表作「True North, Akita」シリーズや地震を経験

した熊本県の力強い姿をとらえた「Letters from 

the Gods」等の動画を上映。 

 

今回は Japan Society 会員だけでは無く特に英国

日本人会の皆様のように在英歴が長い日本人の方々

にも、日本の地方の美しい魅力を再発見していただ

く機会になるかと思いご案内いたします。ご参加お

待ちしています。 

 

無料、ご予約・お問い合わせ先 

The Japan Society 

events@japansociety.org.uk  

Tel: 020 3075 1996 

☆   ☆   ☆ 

 

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 

☆   ☆   ☆ 


