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紅葉会新年会の報告 

開催日時：1 月 26 日（木）13:30-16:40 

開催場所：Bloomsbury Baptist Church 地下１階 

司会：ウィンター千津子 

受付：田村陽子・マック睦子・フィップス勢津子 

お茶当番：竹内みどり＋有志 

お弁当手配：ウィリアムズ百子 

飲み物他準備：藤田幸子 

オークション出品選別：ウィリアムズ百子・藤田幸

子 

ラッフル：川西弘子・ベーリーまゆみ・飛田まゆみ 

・ヴァンダースケーフ日出美 

オークション：小川のり子 

歌の指揮：田村陽子 

歌の伴奏：ウィンター千津子 

会計：フィップス勢津子 

報告・写真：八木岡幸枝 

 
佐野英国日本人会会長 

 
飯田文化公使 

1．開会の辞（紅葉会部長 ウィンター千津子） 

2．英国日本人会会長新年の挨拶（佐野圭作） 

3．新年乾杯（竹内日本領事館領班長） 

4．食事 

5．歌（一月一日・見上げてごらん夜の星を） 

6．飯田文化公使のお話 

7．鼓演奏（麻生花帆） 

8．津軽三味線演奏（一川響・弟子２名） 

9．酉の折り紙（ビドル恵） 

10．ラッフル交換・オークション 

11．歌（ヤシの実） 

12．閉会の辞（紅葉会副部長 川西弘子） 

 
竹内日本領事館領班長並びに飯田文化公使のご同席

を得て、盛大に執り行われました。過去最多の出席

者の皆さんが、美味しいお弁当や飲み物とともに、

新春に相応しい歌や伝統芸能、お楽しみのラッフル

交換・オークションを満喫しました。終始笑顔に包

まれた紅葉会新年会でした。成功裏に終わった陰に

は、関係者の尽力がありました。 

 
麻生花帆さん 

 

 

 
一川響さん 

出席者 83 名 

敬称略、以上 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会 3 月のお知らせ 

日時：3 月 23 日（木）13:45～（開場 13:00） 

会場：Bloomsbury Baptist Church 4 階 

住所：235 Shaftesbury Avenue, London 

WC2H 8EP 

（最寄駅 Tottenham Court Road/Holborn） 

演題：グリーンコラスによるコーラス 

講師：グリーンコーラス  

指揮 高塚翠霞 ピアノ 関谷のり子 

会費：JA 会員￡4.00 非会員￡5.50 

担当者：ウィンター千津子 

連絡先：Mail winter@japanassociation.org.uk 

 

３月紅葉会例会は、 グリーンコーラスさんの歌で

す。日本の歌曲、地方に特色した歌、及びミュージ

カル〈マイフェアレデイ〉の中から数曲、また皆さ

んがご存知の曲〈早春賦〉他など、会員と一緒に歌

うプログラムも用意してくださいます。全部で 8～

10 曲ほどのプログラムの予定です。皆様のご参加

を楽しみにしております。 

☆   ☆   ☆ 

 

｢忘れな草｣プロジェクト 

共同通信社が取材したプロジェクトの記事が幾つか

掲載されました。青森県「東奥日報」、長野県「信

濃毎日新聞」、熊本県「熊本日日新聞」、更に英文

で「The Japan Times」でも報道されたとのこと

です。 

☆   ☆   ☆ 
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文集部からのお知らせ 

『英国春秋』春号の原稿を下

記の要項で募集いたします。 

一人でも多くの皆様からの投

稿をお待ちしています。 

 

 
春号特集：「私の好きな小説、詩歌、短歌・俳句」

その他出版物であれば何でも可 

タイトル：フリー又は上記特集 

原稿締切：2017 年 3 月 15 日（水） 

但し、締切前後に集中するきらいがありますので、

原稿は常時受付け 

枚数：A4 ２～３枚（出来ればワード・明朝・

10.5 添付） 

送付先：ogawa@japanassociation.org.uk 又は 

Mrs. M. Hodgson, 492 Canterbury Way, 

                           Herts.  SG1  4ED 

☆   ☆   ☆ 

 

都道府県人会懇親会開催のおしらせ 

日時：4 月 10 日（月）19:00 より 

場所：New Loon Fung Restaurant（中華レスト

ラン） 

1/F-4/F  42-43 Gerrard Street, 

London W1D 5QG 

Tel: 020 7287 9025 

（最寄りの地下鉄 Piccadilly Circus 駅から徒歩４

分） 

料金：女性：30 ポンド、男性：35 ポンド 

※  飲物代は含まれてません 

都道府県人会部長 満山 

☆   ☆   ☆ 

 

俳句を学ぶ会報告 

日時：2 月 16 日（木） 

新たにウィンターさん、藤田さんを迎え 11 名出席

で会議室を予約して貰って落ち着いた時間でした。 

 

・春の空 ほころぶ椿 紅映ゆる 

ウィンター千津子 

・三日月に 願いをかける 春の空 

藤田幸子 

・恵方巻 お福分けして 春祝う 

福重久子 

来月も今日と同じ場所にて。次回 3 月の季題『春め

くや』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 主催、SKT88（Senior and Kids 

Together）開催のお知らせ 

☆会報先月号に告知された会場は変更になりまし

た！ご注意下さい！！☆ 

場所：The Winch Play Room  

21 Winchester Road, London NW3 3NR 

Tel：020 7586 8731、www.thewinch.org  

最寄り駅：Swiss cottage  

☆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 

時間：13:00 開場、13:30 開演 

内容：童謡、手遊び、踊り、折り紙、カルタ等 

今回のお姉さんは Tamae Paker さんです 

 

▼過去開催のブログ▼ 

http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

 

＞＞参加希望の方下記までご連絡下さい！＜＜ 

担当：英国日本人会 鈴木ナオミ 07796 144 

338  

naomi@sweet-naomi.com 

Facebook イベントページ 

https://www.facebook.com/events/6908188

97755883/ 

 
☆   ☆   ☆ 

 

2 月二水会報告 

日時：2 月 8 日（水）18:30～20:00 

会場：Farm Street Church, 114 Mount Street, 

London, W1K 3AH 

演題：「グローバル化と神道」～ 如何にして英語

で説明するか 

講師：加藤大志（服部天神宮権禰宜として奉職・現

在ＳＯＡＳReligion of Asia and Africa の大学院

生） 
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2 月の二水会では、加藤大志さんをお迎えし、グロ

ーバル化と神道についてについてお話しいただきま

した。 

神職になられた経緯に関しては、加藤さんは神職者

の祖父、父親の存在もあり、はじめは神職になりた

くなかったそうです。慶応大学卒業後、国学院大学

で神職の資格を取られ、その後明治神宮での実習も

されたようです。頭を使うことにとらわれていて、

サッカー少年であった加藤さんが、みそぎの実習の

様子を見て、はじめ理不尽さも感じられたようです。

しかし、様々な方との交流を通して、次第に父や祖

父のお蔭さまで生かされていると感じるようになり、

やりたくない思いが減ってきたようです。その後も

神道とは何なのか、全くわからなかったそうです。

このまま神職になってよいのかという想いと、グロ

ーバル社会での神道の可能性への知的好奇心から留

学を決意されたそうです。（ちなみに、神職で英語

を話せる方はほとんどいないそうで、留学をされる

方もいないそうです。） 

留学中に深く、神道とは何なのか、ということを見

つめなおされたこともシェアしてくださいました。

「あなたの宗教は何ですか？」と聞かれ、神道を宗

教という西洋から導入された概念の枠組みで語る難

しさを感じたりされたようです。神道のスタンスと

しては、神を信じる（Believe in God）というより、

すべての宗教に敬意を払う（pay deep respect to 

divinities）というのが適当なのではないかという事

でした。ＳＯＡＳでは、イタリア人の先生に学問の

対象として神道は重要でない、それは神職の主観的

な解釈だ、感性と理性を融合させろ等と言われたり

されたようですが、先生が真正面からぶつかってき

てくれたことに感謝もされているそうです。また、

加藤さんが頭でばっかり考えられていた時に、自分

のこころの会話を大切にしていた仏教者の方との出

会いで考えが 360 度変わったことや、こころを磨

けば磨くほど、感じる心が磨かれるというこころの

大切さを学ばれた事もお話しくださいました。 

神道については、感性の文化、原始的直観、自然の

原理であること、八百万のカミについて等説明いた

だきました。神道の世界観に関しては、特別な人が

アーティストなのではなく、すべての人が特別なア

ーティストなのだというイギリスのサティッシュさ

んの言葉に通じるということも言われていました。 

神道では、「いまここを生きる」ということが大切

で、これからグローバル社会の中で、『おかげさま

で生かされている』ということを共有されていきた

いという想いや、今後日本の宗教界を盛り上げてい

きたい、イギリスと繋がってやっていきたいという

メッセージで加藤さんはお話しを締めくくられまし

た。 

 会場からは多くの質問が出て、宗教の定義に関し

ては、人々に安心感を与えるものと定義したいです、

と答えられていました。    （参加者 31 名） 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

3 月二水会のお知らせ 

日時：3 月 8 日（水）18:30 より 

演題：「英国にいるとわからない BREXIT の真実」 

講師：佐藤宣之（財務省・チャタムハウス客員研究

員） 

講師プロファイル： 

1965 年東京都杉並区生。1988 年東京大学法学部

第一類（私法コース）を卒業、同年大蔵省（現・財

務省）に入省。入省後は英国ケンブリッジ大学留学

（経済学修士）、名古屋国税局磐田税務署長、在シ

ンガポール日本国大使館二等書記官・一等書記官、

OECD（パリ）、名古屋大学大学院経済学研究科教

授等を経て 2015 年より現職。2016 年より名古

屋大学客員教授も兼務。BREXIT の深度ある理解を

目指したロンドン在住少数有志による「BREXIT 勉

強会」主宰者。今回のロンドン転勤後 4 ヶ月余でロ

ンドン市交通局の軌道（EMIRATES AIR LINE を

含む TUBE、DLR、OVERGROUND、TFL RAIL

及び TRAM）を完乗。モットーは「國酒（日本酒、

焼酎、泡盛の総称）の普及を通じた世界平和への貢

献」。 

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） 

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

 （宮村） 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 

本年度２月より、 会員部部長は飛田まゆみに代わ

り、ウィンター千津子、また、副部長はシェーラー

文野となります。 

従来通り、個人情報の変更（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。 

今月も５名の新入会員がありました。 会員各位の

勧誘、同好会の活動等を通して会員が増えてきてい

ることは、大変喜ばしいことです。 これからも皆

さまの友人、知人の方々に当会の活動、活躍をご紹

介いただき、会員増に御協力、ご支援をいただけま

すよう、よろしくお願いいたします。 

新入会員：原 三郎    （657）敬称略 

     勝又 由江   （658） 

     ドブソン ます美（659） 

     佐藤 行子   （660） 

     クラーク 眞理 （661） 

退会会員：坂田 文    （592） 

現在会員数：E 会員 196 名、E プラス 41 名、 

一般会員 84 名（名誉会員含む）計 321 名 

新入会員の月毎の会報記載は毎月、15 日までに受

け付けさせて頂いた方まで載せさせていただきま

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 

メール membership@japanassociation.org.uk 

会員部：ウィンター千津子 

☆   ☆   ☆ 
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福祉部だより 

支部統括本部からの報告 

最近は、各支部が開催する懇親会もすっかり定着し、

支部それぞれの特色が反映されたとても内容の濃い

楽しい会になってきたと感じます。回を重ねる毎に

参加者数も増えています。しかしその一方で、見守

りプロジェクトの必要性も高まっていて、紅葉会、

懇親会に参加出来ない会員との綿密なコンタクト、

訪問等の必要が高まっています。付き添い、お見舞

い、買い物などのサポートを必要とされる会員がい

らっしゃいましたら、各支部の担当者または飛田ま

ゆみ支部統括担当 

<mayumi0312tobita@gmail.com>まで遠慮なくご

連絡下さい。 

 

南支部からのお知らせ 

日時：4 月 5 日（水）12:30～15:00 

会場：レストラン[海] 

30 York Street, Twickenham TW1 3LJ 

020 8892 2976 

最寄り駅：National Rail（South West） 

Twickenham 駅 

駅より左に曲がり、真っ直ぐ大きな信号（徒歩約 5

分）まで歩き信号を渡ってすぐ左に曲がる（York 

Street）。バス停を過ぎたところで右側。 

Kingston/Surbiton よりバス 281 番で London 

Road で下車（約 30 分） 

締切日：3 月 29 日（水） 

会費：￡11（お茶、10%サービス込み） 

担当者：川西弘子 

小野宣美（３月末頃まで日本） 

連絡先：01932 248 142 

a.alibert@ntlworld.com 

注記： 

駐車場ご希望の場合：London Road より信号の角

にある Premier House と The Shack の間を入る

（Arragon  Road）位置は Waitrose の裏。2 時間 

￡1.50, 3 時間 ￡3.50 

メニュー：下記の 5 種類の中から選んで、出席申し

込みの際にお知らせください。全て Bento Box で

す。 

1. 寿司弁当 2. 刺身弁当 3. チキン照り焼き弁当 

4. サーモン照り焼き弁当 5. チキンカツカレー 

どの支部からもご自由に参加できますのでふるって

ご参加ください。（川西） 

 

東支部からの報告 

東支部懇親会は去る 1 月 14 日（土）にお馴染みの

Hare & Tortoise レストランの Blackfriars 支店に

て開催されました。いつもの顔ぶれあり不安に感じ

て来られた方あり他の集まりでたまたま誘われて参

加された方あり、で計 16 人でした。いつものよう

に、こじんまりとした一角に丁度良い感じで座るこ

とが出来また皆で話し合える内容あり、で有意義な

時間を過ごすことが出来ました。お料理も美味しく

手ごろなお値段というお声を頂き幹事一同ほっとし

ております。次回も同じ場所で 7 月後半の土曜日を

予定しておりますので、ご都合がつきましたら是非

ともご参加ください！（田口） 

北支部からのお知らせ 

これまでご担当くださったウインター千津子さんが、

紅葉会/会員部の部長を兼任されることになり、担当

をグリーブス邦子さんに引き継いで頂くことになり

ました。純子スコットさんはご担当を継続してくだ

さいます。北支部懇親会は来月号にてご案内を予定

しております。今後とも引き続きご支援よろしくお

願いいたします。 

 

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  

懇親会が予定を繰り上げて 2 月に開催されます。ご

一緒に 2017 年の抱負など語り合いましょう。西支

部以外の方も大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 例会が 2 月 14 日、レストラン・アベノ

地下会議室にて開催され、以下の課題が討議されま

した。 

・ナルク UK 会員名簿の更新 

SKT88 には参加者にポイントが加算されるが再確

認。 

・2 月のワークショップ 

昨年から開始されたヨガのワークショップは、健康

と精神の安定と維持に効果があるため、大西敬子講

師に依頼し、月例で開催しています。 

アイアンガーヨガは、各種の補助具を使い、体の弱

い部分を強化し、硬い部分をもみほぐし、動作をス

ムーズにし、疲労を回復させるなど、素晴らしい効

果があります。経験豊富な講師が、腰や膝に痛みの

ある方や疾患のある方にも配慮したカリキュラムで

対応されますので、老若男女どなたでもコンディシ

ョンに応じて無理なく改善されます。多数のご参加

をお待ちします。 

日時：2 月 25 日（土）15:00～16:00 

場所：Yogabase：257 Liverpool Road, 

London N1 1LX 

地下鉄 Angel 駅から北に向かって徒歩 7 分

（www.yogabase.org.uk 参照） 

・JA 同好会と合同のラインダンス・ワークショッ

プを 5 月に予定 

・ナルク総会 

6 月 10 日（土）14：00～16：00 

＠FarmStreet Church にて開催予定 

・託児付きワークショップおよびイベントを今後の

課題として話し合いを継続 

・3 月の例会：3 月 14 日（火）11：30 

＠アベノ地下会議室にて開催 

・今月の担当者：ホワイトハウス敦子 
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・視力回復（アイトレ）ワークショップの報告 

昨年 11 月に行ったアイトレ・ワークショップに沢

山の会員から再度開催のリクエストがあり、2 月

12 日（日）に 2 回目のワークショップが開催され

た。講師は、SKT（シニア・キッズ・トゥギャザー）

88 会の主要メンバーでもある パーカー圭絵氏。 

トラブルの原因を根本から改善するアイトレ装置開

発の経緯、疲れ目が心身にどのような影響を及ぼす

か、疲れ目・眼精疲労の原因等を分りやすく解説、

視力低下を起す原因となる生活習慣、眼精疲労緩和

のツボ押しや家庭で出来る自己マッサージなどが伝

授された。15 分の施術体験があり（通常サロンで

は 30 分）参加者の 60 代の女性で、視力 左 0.5

→0.9 右 0.08→0.09 両目 0.5→1.0 という結

果に一同驚いた。 

アイトレ装置は、顔のリフトアップにも効果があり、

トライアルで施術された。 

尚、アイトレは 10 歳以上のお子様から施術が可能。

年齢の上限はなく、過去 30 年間無事故で安全が厚

労省にも保障されてる。ご質問や施術のご希望は、

パーカー講師に直接お願いいたします

（info@eyetre.uk） 

 
アイトレ・ワークショップの模様 

 

福祉コラム 

あなたの「老い方」は 
ある町にまことに集まりの悪い敬老会があった。主

催者が頭を捻り、会の名前を「尚歯会（歯を尊ぶの

意）」に変えてみた。中国の白楽天が勉強会のため

に考案した呼称と伝えられている。すると、にわか

に会員が増えたという。たかが名前、されど名前な

のである。 

人それぞれ老い方が違うように、老いをテーマとす

る呼称も多々存在する。英語で代表的なのが「Age 

gracefully」。優雅に年齢を重ねるという意味であ

る。これを逆手にとった「Age disgracefully（み

っともない老い方）」や「アンチエイジング」など

の言葉も、昨今、美容健康業界やメディアを賑わし

ている。 

70 歳を過ぎてなお、若い頃の突飛な服装とライフ

スタイルを全く変えず、エネルギッシュに歌い続け

るロック歌手。その名もミック・ジャガー。ロック

世代を代表する彼は「みっともない」といわれよう

が、少数派になることを全く厭わない。世間一般の

常識的な生き方を「何か違うんじゃない」と、とり

あえず逆らってみる。大勢に流されずに、若さを追

い求める。余談になるが、73 歳でひ孫もいるミッ

クさんは、奔放な女性遍歴の末、8 人目の子供が誕

生したと伝えられている。周囲を見回しても、こう

した「アンチエイジングの老い方」に共感し、自ら

も実行している高齢者は決して少なくない。 

現在、84 歳の作家、黒井千次さんは、「老い遅れ」

という新語を編み出した。その考え方は、「みっと

もない老い方」と真逆。年不相応に、老いるべきと

きに老いていかないと、「老い遅れる」。老人には

若者とは違う身の処し方があるはずとアンチエイジ

ングの考え方を一蹴する。やみくもに若さを追求す

るあまり、大切な生き方を見失う危険がある。老い

を「やんわり」と受け入れ、年相応に、自然体に、

健やかに老いる自分に向き合うのが理想と持論を展

開する。いかにも日本的、伝統的な精神性が伝わっ

てくる。まことに優雅な老い方ではあるものの、若

干魅力に欠けると感じるのは筆者だけだろうか。 

90 歳を過ぎた英文学者の外山滋比古氏は、自らの

体験を踏まえて、年齢を重ねても気力溢れた人生を

送る法として「人生二毛作の生き方」を提案してい

る。定年後の第二の人生を充実させるには、50 代

に 2 回目の作く付けの種をまくことが決め手という。

後半生は非常に長い道のりになるため、ワインの熟

成を気長に待つように、自分の中に眠っている思考

力をじっくりと寝かせておく。そうすると、純度が

高まるのだそうだ。二毛作の考えに沿うなら、60

歳は折り返し点にすぎない。長寿社会を意識し、自

分に最も適した老い方を探す時代が到来したようで

ある。あなたはどの老い方を選びますか。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

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 

 

== 
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日時：3 月 13 日（月）11:00～15:00 

11 時にすみ子スコット宅に集合 

4 Montenotte Road, London N8 8RL 

地下鉄 Highgate 駅より徒歩 10 分 

終了は 12:45、Highgate の Historic Woodman 

Pub (パブでランチ) 

小雨決行 

ルート：すみ子さんのご主人デイビッドさんの案内

で、Queens Wood、Highgate Wood を歩きま

す。 

歩く距離は 5～６キロ、約一時間半 

連絡先：すみ子スコット: 

電話：020 8340 9063 

携帯：07484112259 

E-mail：sumiko.scott@btinternet.com 

川西弘子 

電話：01932 248142 

E-mail：a.alibert@ntlworld.com 

今回はパブでランチをしますので、お弁当の持参は

無し。尚ぬかるみが予想されます。対応できる靴で

歩きましょう。 

☆   ☆   ☆ 

 

スケッチ会報告 

2 月 8 日（水）レストラン"あべの"さんの地下で行

った。12 月から使わせてもらっているがまずはオ

ーナーさんに感謝したい。 

4 月までは室内なので今期は初歩の課題である[画

材]と[テクニック]から始めている。テーマは[花]。

春らしいチューリップやヒヤシンスなどの入った花

瓶をテーブルの真ん中に置き周りに座った。そして

全員が パステルに挑戦。最近は種類も増え本来のク

レヨン、クレパス に加え ソフト、オイル、コンテ

系など豊富な画材を選ぶ事が出来る。携帯が便利な

のでスケッチには向いている。ソフトは指で伸ばす

と艶が出、重ねる事によって 好みの色を作り出す事

が出来る。これは大変面白い。印象派の巨匠達も 多

くのパステル画を残している。新人２名を加え参加

者 10 名。お喋りを交え、つまみ食いもしながらの

和気藹々の一時、春が匂ってくる花の仕上がりだっ

た。次回は[アクリル] に挑戦する。 

 
オークレイ千春 

 
クーパーのり子 

 
グリーブス邦子 

 
山本郁子 

 
ジョンソン妙子 

 
シェイラ文野 

 
田口邦子 

 
古沢郁子 

 
竹内みどり 

 

 

 
全員集合 

☆   ☆   ☆ 
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理事会たより 

2 月定例理事会を 2 月 1 日（水）17:30〜18:00  

主な討議内容とお知らせです。 

・2017 年の役割分担の追加、 

 法務部立ち上げ決定 

 シェラー文野さんの会員部副部長承認、 

 ウイリアムズモモコ理事の都道府県人会部副部長

承認 

・若年層役員起用推進 

・県人会部  懇親会 4 月、ゴルフ大会予定 9 月 

・イベント部 ハマースミスお花見ピクニック 🌸 5

月 7 日（日）、バスツアー6 月 

・桜植樹についてヘンドン墓地を検討（JA20 周年

の一環事業） 

・JA20 周年記念誌リーフレット発行 

☆   ☆   ☆ 

 

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＞ 

 前ページ参照 
 

＜合唱カラオケ＞ 

1 3 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 3 月 14 日（火）14:00～16:00 

3 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 3 月 8 日（水）11:30～ 

2 阿倍野レストラン  地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 先月に続き静物の" 花" 

アクリルに挑戦（絵の具は私のある物を皆

さんでシェアしましょう  買う必要無し 画

用紙は硬めの物を用意して下さい） 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 
 

＜映画鑑賞＞ 

1 3 月 21 日（火）12:30～15:30 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 「妻の日の愛の形見に」 

監督：富本荘吉 

主演：若尾文子、  船越英二  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。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

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 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会新年会写真館 
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