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ヘンドン日本人墓地     
 

 

恒例の春の墓地清掃と先人を偲ぶ法要を下記の通り

予定してます。ご都合のつく方は、是非とも参加く

ださい。当日はゴム手袋、庭仕事用具があれば有益

です。終了用後、希望者の方は近くのコーヒーショ

ップにて軽食をご一緒致しましょう。 

    

記 

日時：４月 15 日(土）11 時 

場所：Hendon Cemetery &     

Crematorium 

Holders Hill Road, Mill Hill, 

London  NW7 1NB 

  

地下鉄 Mill Hill East  

(Northern  Line )   

 下車徒歩約 10 分  

バス：Golders Green 駅よ

り 240 のバス利用、ヘンドン墓地バス停より徒歩約

３、４分 

 

お天気具合によって中止も有りえますのでご心配な

方はご連絡ください。  

Tel: 020-8208-0408   M: 079-3045-5028 

Mail: japancemetery@japanass.org.uk   

藤田 (ＪＡ墓地管理) 

  

   ☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会２月の報告 
開催日時：2017 年２月２３日（木） 

  １３：４０～１６：００ 

開催場所：Bloomsbury Baptist Church ４階 

司会：ウィンター千津子 

受付：福重久子・田口邦子 

お茶当番：竹内みどり・ヴァンダースケイフ日出美 

会計：フィップス勢津子 

報告・写真：八木岡幸枝 

 

第１部 １３：４０～１４：４０ 

１．新入会員・ゲストの紹介 西脇さん・きくよさ  

ん・ローズさん 

２．各部報告 

事務局：会報ボランティアは、ハンプソンよしこ・

ナップしずえ 

会員部：部長はウィンター千津子 

    副部長はシェーラー文野 

特別イベント部：５月７日（日）ハマースミスお花

見ピクニック、６月２４日（土）バスツアー 

福祉部：見守りプロジェクト東西南北の４つと外部

１つ 

同好会部：詳細は当会報５～８ページ参照のこと 

 

３．皆で歌いましょう 

２月の歌：２曲 雪の降る町を・若者たち 指揮：

田村陽子 ピアノ伴奏：ウィンター千津子 

４．ラジオ体操 

５．お知らせ 英国ニュースダイジェストの山崎さ

んが紅葉会を取材、この教会の４階で 3・5 月、１

階で 6 月、地下１階で４・７・９・１０月 

 

第２部 １４：４５～１６：００ 

今月の特別イベント 

演題：遺言書作成時の注意点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）、ドゥルーリー

和枝（ファイナンシャルアドバイザー） 

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した。 

 

英国における相続と遺言書の作成：滝本佳代子（英

国法弁護士） 

１．英国の相続について 

２．遺言書の重要性 

３．遺言書作成時の注意点 

 

相続税とその対策：ドゥルーリー和枝（ファイナン

シャルアドバイザー） 

１．相続税の仕組み 

２．在英日本人と英国相続税 

３．相続税対策例 

 

出席者 ６１名 

敬称略、以上 

 

 

 

 
            ドゥルーリー和枝氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
熱心に聞き入る会員 

 

 

 

 



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

紅葉会からのお知らせ 
日時： 4 月 27 日(木) 

 1 時 45 分より（開場 1 時 ） 

会場： 会場名 Bloomsbury Baptist Church -1 階 

住所 235 Shaftesbury Avenue London 

WC2H 8EP（最寄駅 Tottenham Court 

Road/Holborn） 

演題： 異国に生きる私たちの健康：イギリスの福祉

の歴史を振り返る 

講師： ケーブル 典子 

シニアリサーチフェロー 

公衆疫学学部、ユニバーシティーカレッジロンドン 

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 Mail winter@japanassociation.org.uk 
 

４月紅葉会例会は、 現 UCL でご活躍中のケーブル

典子先生の福祉についてです。イギリスに National 

Health Care Service(NHS)が導入されてから早７

０年近く経つが年々経済が逼迫される中、現在この

ヘルスケアサービスの存続は色々な形で危機にさら

されています。イギリスの福祉の歴史を振り返るこ

とで NHS がどのようにして生まれたか、これからこ

れをどうやって守っていけばいいのか考え、私たち

もいつかは直面しなければならないかもしれない問

題を、皆さんと一緒に考える機会をケーブル先生に

作っていただきます。 皆様のご参加を楽しみにし

ております。 

尚、４月の会場は地下１階の Friendship Centre で

す。 

☆   ☆   ☆ 

3 月二水会の報告 
日時：３月８日（水）１８：３０より１９：３０ 

会場：Farm Street Church, 114 Mount Street, 

London, W1K 3AH 

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（英国王

立国際問題研究所）客員研究員 

 

３月の二水会では、会場側の都合でいつもより広い

お部屋で佐藤宣之さんにご講演いただきました。講

師のご希望により、講演の模様に代えて講演資料本

文を以下に掲載しますので、ご質問、ご意見等のあ

る方は講演資料に記されている講師のメールアドレ

ス宛に直接ご連絡下さい。 

佐藤宣之氏 

 

英国にいるとわからない BREXIT の真実 

2017 年 3 月 

 チャタムハウス（英国王立国際問題研究所）客員

研究員・佐藤宣之 

連絡先：nsato@chathamhouse.org 

 

EU レファレンダム＝国際貿易体制の選択 

EU レファレンダムを論じるには、国際貿易体制の知

識が不可欠（だったのだが…） 

WTO（世界貿易機関）：本部ジュネーヴ 

WCO（世界税関機構）：本部ブラッセル 

物品貿易：通常の輸出入 近年は原則として自由、

例外として法律で輸入禁制品を指定 変り種：機用

品、電気 

サービス貿易：越境サービス 例：国際電話による

海外コンサル利用、海外で船舶修理、支店開設によ

る銀行サービス、海外公演 

 

国際貿易体制の分類 

① WTO 加盟国 

Most Favoured Nations （MFN 最恵国待遇）：

全加盟国に対して同一の待遇、無差別原則とも表現 

その例外：Free Trade Area、Customs Union 

② Free Trade Area（自由貿易地域） 

特定国・地域の間で物品・サービス貿易を自由化

（物品の関税撤廃・引き下げ、サービスの規制撤

廃・緩和）、実際の名称は FTA（自由貿易協定）、

EPA（経済連携協定）等  

WTO 協定上の要件：「実質上全ての貿易」の物品の

関税撤廃、サービスの規制撤廃 

「実質上全ての貿易」の一般的理解（EU 文書等）：

貿易量の概ね 90％以上を無税譲許し、且つ重要セク

ターを一括除外しないこと 

③ Customs Union（関税同盟） 

FTA＋域外国・地域に対する関税を一本化、WTO

協定上の要件は FTA と同じ 

④ Single Market（単一市場） 

CU（物品の関税撤廃、サービスの規制撤廃） or 

FTA＋人、物、資本の移動自由化 

WTO 協定上の概念ではない⇒WTO 協定上は

Customs Union or FTA の一種 

 

EU に関わる国際貿易体制の具体例 

イ WTO 加盟国： 殆どの国地域 

ロ Free Trade Area（自由貿易地域）：スイ ス、

 カナダ（未発効）、日本（交渉中） 

ハ Customs Union（関税同盟）：トルコ 

ニ Single Market（単一市場）：ノルウェー等 

 

4 月二水会のお知らせ 
日時：4 月 12 日（水） 18：30 より 

演題：クルーズ客船～船旅の魅力 

講師：赤松憲光（日本郵政 豪華客船「飛鳥」元船

長） 

講師プロファイル： 1990 年 日本郵船入社 

   2005 年 船長 

   2016 年～NYK GROUP 

   EUROPE(LONDON)勤務 
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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) 
 

☆   ☆   ☆ 

全国県人会部のイベント予定 
 

第 4 回全国都道府県県人会開催のご案内 

他の県人会との交流を深め、在英日本人の親睦と絆

を強めることを目的とする懇親会を下記の通り企画

しました。皆様お誘いあわせの上、是非ご参加下さ

い。参加ご希望の方は満山宛

（yoshio.mitsuyama@gmail.com) 

にメールにて３月２８日までに連絡ください。 

       記 

期日：４月 10 日（月）午後 7 時より 

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 
   （料金には飲物代は含まれておりませんので 各自

 購入でお願い致します。） 

 

岐阜さくらの会からの植樹セレモニーのご案内 

英国も花の便りが届くこの頃です。皆様にはご健勝

のことと存じます。 
さて、愛知県を含む中部地方出身者の会である「岐

阜さくらの会」は、このたび、キューガーデンにソ

メイヨシノの植樹を実施する運びとなりました。 

つきましては、在英日本人の皆様方を植樹セレモニ

―にご招待申し上げたく、お誘いあわせの上、多数

のご参加をお待ちしております。 

なお、参加ご希望者の入場料無料手続の関係上、お

手数ですが事前に満山

（yoshio.mitsuyama@gmail.com 

<mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com）までメー

ルにてご連絡下さい。  
 

記 

日時：5 月 8 日（月）午前 10：30 分 

場所：キューガーデンのパームハウスの隣 
 

プログラム: 10：30 参加予定者集合 

       10：45～ セレモニー（挨拶、植樹） 

                 11：30～ ティ＆コーヒータイム 

             （談話など） 

 

2017 年度都道府県人会ゴルフ大会開催のご案内 

9 月１0 日［日）にバッキングガムシャー・ゴルフ

場で開催予定ですので、こちらも多数のご参加をお

待ちしています。    

 英国日本人会都道府県人会部長 満山 

 

 

バスツアー開催のお知らせ 
スケジュール調整の結果、昨年キャンセルとなりま

した、バスによる終日観光を下記の通り開催いたし

ます。お誘いあわせの上、ふるってのご参加を心よ

りお願いいたします。 

記 

目的地：Waddesdon Manor 

現在はナショナルトラスの管理下にあるロスチャイ

ルド家の 19 世紀のマナーハウスです。同邸宅は、

ヴィクトリア女王を始めとする王侯貴族が訪れた豪

邸で、家具調度、絵画の大半はは文化遺産に指定さ

れています。邸宅の南にはフランス人の造園家によ

る整形庭園やローズガーデン、チューリップ畑もあ

り、敷地内には広大な森が広がっており日常とは別

世界のひと時が経験できます。 

Waddesdon Manor 住所：Waddesdon, near 

Aylesbury, Buck. HP19 0JH 

 

参加費：30 ポンド予定（50 人乗り大型バスを使用

しますので、32 名に満たない場合は料金が変動しま

す。）上記に入館料は含まれていません。 

開催日：6 月 24 日（土曜日） 

集合場所：Lower Regent Street（通常の集合場所

のホテル前） 

集合時間：午前 9 時 30 分 

参加ご希望の方は満山宛ご連絡くださ

（yoshio.mitsuyama@gmail.com) 

 

 

会員部からのお知らせ 
今月は５名の新入会員がありました。 例年通り、

４月１日以降に入会される方は、16/17 年度の９

月末までの会費として、英国日本人会会員費が半額

になります。 この機会にまだ、友人やお知り合い

で、JＡの会員でない方を是非、お誘いください。

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    金 相演    （662）  敬称略 

      清水 敬奈   （663） 

      ホルダー 美帆子（664） 

      濱田 健一   （665） 

      筒井 祐介   （666）     

現在会員数 E 会員 200 名  E プラス 42 名 

一般会員 84 名（名誉会員含む）計 326 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  ウィンター 千津子 

メール:membership@japanassociation.org.uk 
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福祉部だより 

支部統括本部からの報告 

水仙やクロッカスが咲き競い、ようやく本格的な春

を感じるこの頃です。会員の皆様はお変わりなくお

過ごしですか。今年に入り、「見守りプロジェクト」

のニーズが高まっており、福祉チームはお見舞い、

訪問等の活動に追われる状況です。福祉・ナルク部

員によるサポートを必要とされる会員は、各支部担

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。ご相談は個人情報として取り扱います

ので、ご安心ください。 

 

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： South West Train (Waterloo 駅から)  

     Twickenham 駅下車 

駅より左に曲がり、真っ直ぐ大きな信号まで歩き、

信号を渡ってすぐ左に曲がる（York Street）。バス

停を過ぎ、すぐ右側。（徒歩 10 分くらい） 

Kingston/Surbiton よりバス 281 番で（約 30 分） 

London Road で下車 

締切日: ３月 29 日(水) 

会費：£11 (お茶、10%サービスチャージ込) 

担当者： 川西弘子 01932 248 142 

             携帯：07979816673     (当日のみ) 

             小野宣美 

             携帯：07528402346 (当日のみ) 
 

PS: 駐車場 ー London Road、信号の角にある、 

      Premier House/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 
 

メニューは、下記の５種類より選び、出席申込みの

際にお知らせください。全て、弁当ボックスです。 
 

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 
 

どなたでも参加できますので、皆様ふるってご参加

ください。 
 

以上宜しくお願いいたします。 川西弘子 

 

北支部懇親会のお知らせ 
日時:  2017 年 5 月 12 日(金)1 時より 3 時まで 

会場:  会場名 Cocoro Restaurant 

住所:  31 Marylebone Lane London  

    W1U 2NH（最寄駅 Bond Street） 

Tel:  020 7935 2931 

会費:  会員£13 

担当者: グリーブズ邦子 スコット純子 

連絡先:  020-8952 7453 

              0784 9922082(Greaves) 

  020-8340 9063  

  0748 4112259(Scott) 

Email : kunikogreaves@yahoo.co.uk 

 sumiko.scott@btinternet.com 

Cocoro 特製の美味しいお弁当です。皆さん、ふるっ

てご参加ください。なお参加費はお釣りのないよう

ご準備願います。 

 

西支部懇親会ご報告  
２月24日（金）に ご好評のレストラン、EAT 

TOKYOにて開催されました。 

通常より早めの２月開催でした。他支部からの参加

者も含めた１４名の参加となり盛り上がりました。

食後、近くのコーヒー店でのおしゃべりは大変に濃

密な話題もでて、笑いに包まれた実に楽しいティー

タイムとなり、時間のたつのも忘れてしまいました。 

≪参加者の感想≫ 

z 新しい方の参加もあり皆でランチを楽しくいた

だき盛り上がりました。ひさえ 

z おしゃべり楽しく過ごしました。食事もよかっ

たです。 美枝子 

z 紅葉会の翌日南支部からの２人を加えて西支部

懇親会を EAT TOKYO で 和気あいあいの楽

しく美味しいランチを致しました。また南から

越境参加させていただきます。えり 

 

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 

3 月 14 日（火） 11:00 より、アベノ地下会議室

において月例会が開催され、以下の議題が討議され

た。今回はドブソンますみ会員と高嶋正明会員がゲ

ストとして参加された。 
 

ナルク UK 名簿とポイントの入力 

新入会員名簿の入力。 ボランティア提供者のポイ

ント入力とその確認作業 
 

個々の会員のポイント残高ステイトメントは年に

1 回、4 月に集計し、遂次送付する事を再確認。 
 

ウエブサイト上のナルク UK 申込書の P2 が欠

落している。ウエブ担当者に改善をリクエストする。 
 

ナルク・ワークショップ 

好評のアイアンガーヨガ 2 月ワークショップが第 4

土曜日に開催された。9 名が参加。 

今後のワークショップとして、ライフコーチングに

よる「マインドフルネス/心の持ち方」、癌患者の心

のケアを中心とするチャリティー団体、マギーズ・

センターのロンドン施設の見学等が提案された。 
 

ナルク総会の開催 

6 月 17 日に FarmStreet Church 会議室において

2pm から開催予定。 

当日のメインイベントとして、「見守りプロジェク

ト」を実施しているセコムの竹澤氏のスピーチ 
 

見守りプロジェクト 

福祉部の支部を中心に展開している見守りプロジェ

クトの一環として、新たに「見守り日誌」作成を導

入。会員からお預かりしている「緊急連絡先」と記

入済みの「日誌」を合体させたシステム作成を高嶋

氏に依頼。 
 

月も第 4 土曜日にヨガ・ワークショップ開催 
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ナルク携帯電話と緊急連絡先 

携帯電話に連絡しても繋がらなかったという苦情が

あった。ナルク携帯電話にボイスメールが入ってい

なかった事と不明瞭な通話記録に関して、携帯電話

の設定と記録を確認する。今後、緊急連絡先として、

①ナルク携帯電話番号、②竹中自宅電話番号、JA 事

務局の 3 つを掲載する。 
 

ナルクデータシステム化と情報管理方法について 

ナルクデータシステム化を検討するにあたり、高嶋

正明会員が IT アドバイザーとして参加して頂く。情

報管理方法について様々な提案を頂く。 
 

４月度例会は 4 月 11 日（火）11：00＠アベノ

地下会議室にて開催予定 

 

福祉コラム 

オバサン・パワー瀕死の過疎地を再生 
 

日本の国立人口問題研究所の国勢調査の 2010 年の

人口統計は１億 2800 万人だった。それが 40 年に

は 16％も減少し、１億 700 万人に縮小すると試算

している。地方の過疎化問題は深刻さが加速してい

る。徳島県も例外でなく、人口減少のうねりに歯止

めがきかない。今、脚光を浴びている上勝町も、山

間部という地理的条件で厳しい状況に喘いでいる。

1950 年に 6500 人だった町民が現在は 1600 人

余り、そのうち 65 歳以上が半数を超え、町ごと消

滅の危機に立たされていた。 

こうした悪条件を逆手にとって、過疎地を再生した

元気オバサンたちの奮闘ぶりがメディアを賑わして

いる。彼女たちの日常を支えている「葉っぱビジネ

ス」の仕掛け人は横石知二氏。30 年前に同町の農協

に指導員として就職した。当時は、ミカンと林業が

主産業だったが、高齢化や若者の転出などのマイナ

ス要因が重なり、急速に斜陽化していった。「何と

か存続させなければ。」と横石氏は日夜考えをめぐ

らせた。ある日、大阪の料理屋で目にした光景にひ

らめきを覚えた。料理に添えられた、赤いもみじの

葉を「可愛い！」「素敵！」と、若い女性たちが持

ち帰っていたのである。「そうだ、葉っぱを売ろ

う」。思い立ったら即実行の横石さん。地元の住民

に早速相談したものの、「与太話だ」と全く相手に

されなかった。「葉っぱビジネス」が高齢オバサン

の間に根を張るまでは、膨大な時間とエネルギーが

費やされ、数々の試行錯誤

を重ねた。横石氏のプラス

思考と粘り強さが功を奏し、

高級料理店向けに葉っぱを

売る「いろどり」事業は、

日本全国に販路を広げ、確

実に根を張っていった。 

「真の高齢者向け福祉とは、

高齢者を老人ホームに閉じ

込めることでも、薬漬けに

することでも、一日中家で過ごさせることでもあり

ません。元気な間は仕事を続けよう、と、社会貢献

につながる役割を提供すること。それこそが地域全

体の活性化につながるのです。 それこそが究極の

福祉政策です。」と横田氏は力説する。事業資金の

過半は、町が出資している。現在、全国シェアは８

割に達し、輸出も手掛けているという。200 軒に満

たない農家の約 350 人がビジネスに従事し、早朝か

ら PC 画面を睨んでは、頭と体をフル回転させてい

る。彼らの平均年齢は 70 歳、最高齢は何と 94 歳

という。 

 

「自分を賭けることで力が出てくるんだ。能力の限
界を考えていたら何もできやしない。」岡本太郎

（太陽の塔を制作した芸術家） 
 

☆   ☆   ☆ 

 

ゴルフ同好会が誕生 
ゴルフ好きの会員の皆さんが楽しくプレーしながら

親睦を深めることを目的としています。 

初心者、経験者の区別なく、ご興味のある方は奮っ

てご参加ください。 

詳細は、下記のとおりです。 
 

日時: 6 月８日(木) 11 時 スタート 

場所: Hoebridge  Golf Center 

 www.hoebridgegc.co.uk 

 Old Woking Rd, Surrey GU22 8JH  

 Tel:01483 722611 

会費: プレー代 : 22 ポンド位 

食事代: 追って連絡   

集合時間:10 時 20 分 

(プレーできる状態でクラブハウスにて) 

申込先:満山 (yoshio.mitsuyama@gmail.com)  

申込締切日:４月 30 日(土) 

 

俳句を学ぶ会報告 
 

３月１６日。参加者７名 

いよいよ４年目を迎え皆さんとても上達されていま

す。これからもご一緒に励んで参りましょう。 

今回も熱心な学びぶりでした。来月の季題は「風薫

る」です。句会に出席できない時は前もってご連絡

ください。 
 

問い合わせ先: クーパーのり子、020 7828 5255 

 

・春めくや濃淡極める春の色     松尾美和子 

・春めきておしゃれ心も目覚めけり  悦子キング 

・水ぬるみ花ほころびて陽のやさし  

    日出美ヴァンダースケイフ 

 

 

スケッチ会報告 
 

今月は水曜日から始まっているので 少し早めの 8 日

に"あべの"さんの地下の部屋で行った。  前回同様 オ

ーナーさんに感謝したい。   

今回はアクリルに挑戦してみた。 アクリルは 短時間

で 油絵の具と同じ表現(効果)をする事が出来るので 

油の強烈な匂いの苦手な人や 短時間で完成させたい
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人に向いている。  水彩とは全く反対に描く。 水彩

は明るい色を先に  アクリルは油と同じ様に、 遠景

や  バック  または濃い色から先に 描いて行く。 乾

くのが早いので早く完成する という事はそれなりの

テクニックが必要となる。 慣れると大きく大胆に描

きたくなる。 そうなると かなりのエネルギーを必要

とするので、 若返りに効果があるかもしれない。  

参加者 8 名    前回に続き(花)を描いた。  写実 メル

ヘン ポエム シンプル   其々の個性を生かし 一生懸

命の姿勢は大変嬉しい。 アクリルを使いこなすには 

もう少し時間がかかりそう。 

来月は室内最後となるので、 日本の熟年に人気のあ

る"絵手紙"をやつてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報に華を添えるメンバー 

 

3 月の作品 

 

川西弘子 

 

ジョンソン妙子 

クーパーのりこ シェイラ文野 

山本郁子 

 
古沢郁子 

田口邦子 竹内みどり 

 

 

歩く会の報告 2 月 
日時：２時 27 日(月) 12 時～16 時 

会場：Victoria & Albert Museum 

参加者 12 名。 

ガイドツアー

は、シバの像

からはじまり、

モダンファー

ニチャー、日

本の漆の技術

を学んだ、ア

ーチストの作

品、陶器、ル

ネサンス等、 

1 時間余を かけてのツアー、昼食後も、興味のある

セクションを回り、４時頃終了。 

≪感想≫: 

・英国在住 10 年目にして、初めての V &A ミュ  

ージアム。世界各国のアーチストの様々な、作品を

収集し、保存しているのは、さすが英国と感心させ

られました。.    Davidson 江利子 

・素晴らしかったです。 又、訪れたいと思います。          

     貴代子 

・ガイドの方の説明が、興味深く、とても楽しく参

加させていただきました。   ウイリアム 文子 

・外は雨でしたが、さすが V & A の中は、思った以

上に見る物があり、時間が短く感じられ、とても楽

しかったです。又、是非行きたい所の１つとなりま

した。           文野 

・久し振りの博物館訪問、ガイドツアーに加わり、

勉強になりました。      日出美         
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歩く会報告 3 月 
日時： 3 月 13 日 (月) 11 時～16 時 

コース：Queens Wood, Highgate Wood, 

Alexandra Palace  

今回の歩きのコースは、純子スコットさんと、ご主

人のデビッドさんに企画していただきました。2 月

の会報でお知らせしたコースを Alexadra Palace ま

で延長。最高のお天気に恵まれ、参加者 16 名， 

時には、足を止め、コースにまつわる自然、歴史等、

デビッドさんの説明に耳を傾けての楽しい歩きは、

全コース歩いて、15,700 歩となりました。皆さん、

とても健脚。 

 

≪参加者の感想≫ 

・純子スコットさんの旦那様、デビッドさんの、忍

耐強く、心優しいガイドで、とても楽しいウオーク

キングとなり、美味しいパブランチを、美しい眺望

を眺めながら頂き、最高に楽しい 1 日となりました。

     理枝 

・最高のお天気に恵まれ《太陽がいっぱい)、ゆっく

りお喋りを楽しみながら、散歩的に歩き、パブラン

チで、腹ごしらえをし、久し振りの、歩く会でした。   

     みち子 

・アレキサンドラ パレスに初めて来た、参加者は、

その景色の素晴らしさに感嘆して 

いました。ロンドンを一望出来て良かったです。   

     日出美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歩く会のお知らせ 
日時： ４月 10 日（月) 

往:ビクトリア発 10:17 

ショーラム着 11:27 

復: ショーラム発 16:42 

     ビクトリア着 18:00 

場所 Coombes Farm 

３月 3 週目から４月半ばまで子羊の生まれる時期

で、この時期を一般公開している、地元の農場を訪

れます     

入場料：農場の入場料 £3 

担当者： 田中えりこ (川西弘子) 

連絡先：電話番号:01273 452 187 

メール: eriko.ch02@hotmail.com 
 

ショーラムにお住まいの田中えり子さんの企画で

す。 

コースは、ショーラム駅からトーブリッジを経由し

て、農場まで、約 1 時間半ほど歩き、農場に着いて

から、ピクニックランチ。農場の見学後、15 時に農

場からバス停まで 30 分歩き、15:50 のバスで、シ

ョーラム駅着 16:08 
ショーラム駅発 16:42, ビクトリア駅着 18:00 

農場は足元が悪いかもしれません。(グチャグチャし

ている)  汚れても良い、履きやすい靴を、お勧めし

ます。                 川西記 

 

食べ歩き会からの報告 
第 20 回食べ歩き会 

2 月 10 日 (金) 12・00 

Yoshino Japanese Restaurant（ Piccadilly） 
 

今回は私たちにとっておなじみの日本料理店でした

が、ミニ懐石という感じで、お味、プレゼンテーシ

ョン、サービスとみな、素晴らしく満喫いたしまし

た。昼食後、近くの静かなホテルでお茶をいただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 月 6 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 4 月 14 日  (第 2 火曜) 14:00〜16:00 

4 月 25 日  (第４火曜) 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） 
 



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

＜スケッチ＞ 

 

1 4 月 12 日 (第 2 水曜) 11:30〜 

2 阿倍野レストラン  地下 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 [絵手紙]  季節や自分が知らせたい物 

の写真又は資料を持参 テクニックは  

自由 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 

＜映画鑑賞＞ 

1 4 月 18 日 (第 3 火曜) 12:30〜15:30 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 [山本五十六] 

丸山誠二 監督 

三船敏郎 仲代達矢 加山雄三 

他 東宝 オールキャスト 

5 渡辺 07783426113 

竹内 07774476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 
 

＜食べ歩き＞ 

 

1 4 月 4 日 12:30～14:30 

2 Addies Thai Restaurant   

3 121 Earls Court Rd. 

London SW5 9RL 

(020-7259 2620) 

4 タイ料理 

5 スコット純子 020-8340 9063 

sumiko.scott@btinternet.com 

6 要連絡 

 

☆   ☆   ☆ 

 

編集後記 

３月号から JA 会報の編集長を仰せつかりました、

ハンプソン美子です。よろよろ発車した頼りない編

集長を、ナルク UK の IT 責任者という重責も兼ねて

いらっしゃる、ナップ静枝さんが副編集長としてご

支援くださり、大変に心強く思います。今後とも出

来るだけスムーズに作業を進めたく、各部のご担当

の皆さまのご協力を是非ともお願いいたします。最

後になりましたが、10 数年の長期にわたり、粛々と

大変な編集業務に携わってこられました、黒澤前編

集長に対し心よりお礼申し上げます。 

会報編集チーム代表 

 
青春の詩  

サミュエル・ウルマン 井上正康・啓子 （訳） 

 

若さとは人生の一齣を指すのではなく 

あやなす心の有様を言うのである。 
 

強い意志，溢れる想像力、燃える情熱、 

恐れることのない冒険心、これこそが若さの証である 

歳月は深いしわを刻むが、それだけで老いることはない 

理想と情熱を失う時、初めて人は老いる 

自信喪失、不安と猜疑心、恐れと失望 

それが心をしぼませ、魂をむしばむ 
 

たとえ何歳であろうとも、 

満天の星の輝きにも似た驚きと感動、好奇心とあくなき

挑戦、喜びと勇猛心、そこに若さがある 
 

 

人は信念と共に若く、疑念と共に老いる 

自信と共に若く、恐れと共に老いる 

希望と共に若く、失望と共に老いる 
 

心ふさぎ魂が凍てつく時、人は若くして朽ちる 

夢と希望と喝采が魂の琴線をふるわせる限り 

人は永遠の青春を生きる 

YOUTH 
 

Samuel Ullman 
 
 

Youth is not a time of life; it is a state of mind; 
it is not a matter of rosy cheeks, red lips and 

supple knees; it is a matter of the will, a quality 
of the imagination, a vigor of the emotions; it is 

the freshness of the deep springs of life. 
 

Youth means a temperamental predominance of 
courage over timidity of the appetite, for 

adventure over the love of ease. This often 
exists in a man of sixty more than a boy of 

twenty. Nobody grows old merely by a number 
of years. We grow old by deserting our ideals. 

 

Years may wrinkle the skin, but to give up 
enthusiasm wrinkles the soul. Worry, fear, self-

distrust bows the heart and turns the spirit 
back to dust. 

 

Whether sixty or sixteen, there is in every 
human being's heart the lure of wonder, the 

unfailing child-like appetite of what's next, and 
the joy of the game of living. In the center of 
your heart and my heart there is a wireless 
station; so long as it receives messages of 

beauty, hope, cheer, courage and power from 
men and from the infinite, so long are you 

young. 
 

When the aerials are down, and your spirit is 
covered with snows of cynicism and the ice of 

pessimism, then you are grown old, even at 
twenty, but as long as your aerials are up, to 

catch the waves of optimism, there is hope you 
may die young at eighty. 

 

 


