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ヘンドン日本人墓地     
 

春恒例の日本

人墓地清掃と

法要が去る 4

月 15 日に無

事終了しまし

た。イースタ

ーホリデー中

にもかかわら

ず、日本国大使館の竹内領事、佐野会長はじめ 40

名もの多くの会員、ゲストにご参加いただき、盛会

のうちに終えることができました。  

 掃き清められた墓地で、佐藤顕明他による読

経に耳を傾けながら、ここに眠られる先達を偲びま

した。続いて、田村会員の指揮のもと、童謡「おぼ

ろ月夜」を全員で合唱。心のこもった美しい歌声が

静かな境内に染み透るように感じました。 

  法要の後、有志の皆さんで近くのコーヒーシ

ョップに移動し、和やかに軽食や雑談を楽しみまし

た。.贅沢な和菓子を差し入れてくださった日本大使

館、ご参加頂きました皆様、コーヒーショップでお

手伝い下さった鈴木ナオミさん、手作りの菓子を持

参されたメイ・ヱリさん、ご支援まことに有難うご

ざいました。心よりお礼申し上げます。 

藤田 ( 墓地管理部 )  

≪参加者の一言≫ 

 イースター中にもかかわらず、大勢の皆様方の

ご協力を嬉しく感じました。墓地の桜が満開で

和やかなお掃除日和でした。           日出美 

 初めて参加しましたが、沢山の会員の方たち、

他の関係者の方たちが参加され、みるみる内に

墓地が綺麗になっていきました。皆さんの熱心

に清掃される姿に感動しました。私自身も終わ

った後はとても気持ちが良く、清々しい気分で

した。    小野のぶみ 

 

ヘンドン日本人墓地の桜 
春には鮮やかな花々が沢山目に飛び込みますが、

満開の桜に出会うと特別な思いで足を止め、眺め

ます。 

さて、昨年ヘンドン墓地

80 周年記念植樹の二本の

小さな桜の木にも 3 月末に

写真のように立派に花が咲

きました。花がつくにはま

だまだと思っていたので驚

き、毎年の開花が楽しみに

なりました。 

更に今後、いつか英国で

我々日本人が手がけた沢山の桜の木の元でお花見

をしたいものです。（墓地管理部） 

理事会だより   
4 月定例理事会:4 月 5 日（水）17:30〜18:00  

主な討議内容とお知らせです。 

◉ 音楽同好会立ち上げ承認 

◉ ヘンドン墓地清掃に服部牧師に参加依頼承認 

◉ 英検事業を英国日本人会が正式に請け負う事にな

りました。 

◉ 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 24 日（土） 

◉ 杉浦千畝についての講演 6月 21 日（水） 

◉ 故バカレッジ勝子さんのご遺産から英国日本人へ

£50,000 寄贈するというご遺言により 

    3 月入金受理されました。故人のご意思に従い使

用検討するまで経理保存致します。 

◉ JA20 周年記念誌リーフレット発行 
 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会３月の報告 

開催日時：２０１７年３月２３日（木） 

   １３：４５～１５：４５ 

開催場所：Bloomsbury Baptist Church ４階 

司会：ウィンター千津子 

受付：川西弘子・藤田幸子 

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：田村陽子・八木岡幸枝 

 

第１部 １３：４５～１４：４０ 

１．新入会員・ゲストの紹介 

２．各部報告 

墓地管理部：４月１５日（土）１１時に墓地清掃 

福祉部：緊急連絡先３つ 

忘れな草部：７月に発表 

同好会部：歩く会４月１０日（月）子羊の生まれる

時期にショーラムの農場訪問、ゴルフ同好会６月８

日（木）１１時スタート、詳細は会報参照 

紅葉会部：会報封書手伝いは田村・シェイラー 

３．皆で歌いましょう 

３月の歌：２曲 うれしいひな祭り・花 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 

 

第２部 １４：４５～１５：４５ 

今月の特別イベント 

演題：グリーンコー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  

    ピアノ伴奏：関屋のり子 

日本の歌曲、地方に特色した歌、及びミュージカル

〈マイフェアレディ〉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した。 
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プログラム：トルコマーチ・終わりは知らないけれ

ど・早春賦・松島音頭・花（紅葉会合唱）・ステキ

でしょう・踊り明かそう・オーシャンゼリゼ・メッ

セージ 

≪出席者の感想≫ 

・天使の歌声のすばらしいハーモニーを堪能しまし

た。♪ヴァンダースケイフ日出美♪ 

・歌って気持ちよかったです。♪グリーブス邦子♪ 

・合同で歌う楽しさがあり、歌うことによってスト

レス解消になると感じました。♪高嶋喜代子♪ 

・全て素敵でした。♪モーガン道子♪ 

・普段、歌は歌わないので、嬉しかったです。懐か

しい曲もありました。♪田中重夫♪ 
 

出席者 ３０名 

敬称略、以上 

 

紅葉会からのお知らせ 
日時： 5 月 25 日(木) 

 1 時 45 分より（開場 1 時 ） 

会場： 会場名 Bloomsbury Baptist Church ４階 

 The Forum 

住所 235 Shaftesbury Avenue London 

WC2H 8EP（最寄駅 Tottenham Court 

Road/Holborn） 
 

演題： 神道について 

講師： 加藤 大志 

SOＡS MA Religions of Asia and Africa の修士

課程留学中  

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 
 

 

５月紅葉会例会は、 ２月の二水会で好評でした、加

藤大志さんの神道についてのお話です。日本文化の

源泉と言われる神道。しかし、なぜ神道を理解する

ことが難しいのだろか。神道理解の一助となるよ

う、神社の本殿奥に祀られている神鏡のように、イ

ギリスという鏡に照らすことで見えてきた神道につ

いてお話したいと思います。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

４月二水会の報告 
日時：４月１２日（水）１８：３０～２０：００ 
会場：Farm Street Church, 114 Mount Street, 

   London, W1K 3AH   

演題：クルーズ客船 ～ 船旅の魅力 

講師：赤松憲光（日本郵船 豪華客船「飛鳥」元副

船長） 

プロフィール：1990 年日本郵船入社、2005 年船

長、2016 年～日本郵船グループヨーロッパ（ロン

ドン）勤務 

 4 月の二水会では、日本の誇る豪華客船の副

船長をされていた赤松様より豪華客船「飛鳥 II」のお

話を中心に、船旅の楽しさについてご講演頂きまし

た。はじめに、世界の客船の歴史についてご説明頂

き、1989 年が日本のクルーズ元年だということに

ついてもお話し下さいました。船は交通手段からレ

ジャーの旅へ、心の充実や満足を得る指向に変わっ

ていったそうです。今の飛鳥 II（乗員数 470名、乗

客数 872 名、全室海側の客室 436 室）は、1990

年に、クリスタルハーモニーという名前でデビュー

し、初代の飛鳥の後継船として 2006 年に飛鳥 II に

改名されました。 
 

日本籍客船の魅力としては、基本の文化が日本なの

で、日本語や和食、穏やかな心配りで安心感を持て

ることだそうです。「時の揺り籠」と言われるクル

ーズの魅力に関しては、非日常の時間をゆっくりと

楽しむ究極のスローライフということがあるようで

す。以下のような特徴についてもご説明頂きました。 

 

１．安全・安心： 

危険な場所には行か

ない・診療設備完備、

船は最も安全な交通

機関 

２．快適： 地球の

どこにいても船内は

快適、おいしい食事

に美しいエンターテイメント、無限の自由    

３．便利： パッキングからの開放、寄港地は向こ

うからやってくる、出入港手続きも簡単、ストレ

ス・フリーの旅 

４．感動：自然現象との出会い、海からの風景、ク

ジラやイルカ等の海洋生物との出会い、人との出会

い、新しい自分の発見、おしゃれを楽しむ（ドレス

コード）、船上からの皆既日食  

５．健康：規則的な生活が可能、充実したフィット

ネス設備、スポーツ系の教室、エステ・サロン、海

のヒーリングで効果、母なる海に抱かれる 
 

また、クルーズを楽しむための秘訣としては、１） 

他人へ気配りすること、２）70 点主義でいること、

３）できるだけ下調べをすること、４）お気に入り

のスニーカーは忘れずに、５）視野を広げるための

双眼鏡を持参する

こと、などがある

そうです。 
 

最後に、飛鳥 II と

地球の物語という

ことで、様々な場

所の大自然の写真

等を見せていただ

きながら解説頂き、

船旅の楽しさを垣間見ることができました。 
 

参加者 20 名 
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5 月二水会のお知らせ 
日時：5 月 10 日（水）18:30 より 

演題：自分を知る旅へ出よう ～ 

       シンギングボウル+歌ヨガ 

講師： Matthews 雅子 

◉ プロフィール： ２０００年に渡英。セラピストし

て活動する傍ら、心と体の癒しイベント等も主宰し

ている。もともと、歌うことは好きであったが、数

年前にキルタンと出会い、癒し効果を体験する。

Narayani に師事しキルタンを学びつつ、「歌ヨガ」

と名付けて、ワークショップを行っている。ホメオ

パス・メディカルレイキ学会認定セラピスト・イベ

ントオーガナイザー 

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 
今月は 11 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。 まだ 10 月の更新時期まで４ヶ月の部

会、同好会があります。 この機会にまだ、会員に

なっていらっしゃらない皆さまの友人、知人の方々

に当会の活動、活躍をご紹介いただき、これからも

更に会員が増えますよう、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 : 敬称略 

 ボーン  浪江   (667)            

 デュルーリー  和枝       (668) 

浅野 晃彦            (669)      

    ホール ひとみ          (670) 

     スパイビー 恵            (671) 

     飯田 慎一              (672) 

     鈴木 敏夫              (673)  

     川崎 成歩                  (674) 

     渡邉 美里                  (675) 

     パーカー 百代            (676) 

     嶋 一哉                     (677) 

 

現在会員数 E 会員 209 名  E プラス 43 名 

一般会員 86 名（名誉会員含む）計 338 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。 
 

会員部 ウィンター 千津子 

電話：07957548023   

メール：membership@japanassociation.org.uk 

TEAM SMILE（青年部）の報告 
 

SKT88 シニア＆キッズ Together 開催報告 

開催日：2017 年 3 月 5 日（13 時〜16 時半） 

場所： The Winch（Swiss Cotage 21 

Winchester Road London NW3 3NR 

参加者３３名 (新規 JA 入会者２家族) 

 

日本人のお父

さん同士が仲

良しグループ

の子供たちや

多国籍のお母

さんが参加し

て盛り上がり

ました。 
 

カルタや、恒

例のはないちもんめ、ドレミの歌などでジュニアと

シニアが交流しました。 

ご参加有り難うございました。 

シニアの皆様のご参加をお待ちしています！！ 
 

▼開催内容のブログはこちら 

http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

  担当: TEAM SMILE部 鈴木ナオミ 

 

☆   ☆   ☆ 

 

第 4 回都道府県人会懇親会開催の報告 

英国日本人会主催 第 4 回都道府県人会懇親会が開

催されました！ 

４月 10 日（月）場所：New Loon Fung  

  Restaurant（中華レストラン） 

２７の都道府県から参加者数４８名の方にお集まり

頂き、和やかな会になりました。 

この懇親会をきっかけに、９名の方が英国日本人会

に新規入会されました。 

最後はジャパン祭りソング『IBUKI』で手拍子、そし

て「故郷」を皆さんで合唱して終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

英国日本人会お花見ピクニック 
爽やかな五月の風と緑のもと『英国日本人会お花見

ピクニック』を 5 月 7 日ハマースミス日本庭園で行

います。JＡイベント部よりお弁当をオーダー致しま

す（£8.00 予定）ご希望の方は下記に 4 月 29 日ま

でに、ご連絡ください。 

mitsuyama@japanassociation.org.uk 

mailto:membership@japanassociation.org.uk
http://ameblo.jp/skt88naomi/
mailto:mitsuyama@japanassociation.org.uk
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又は、お弁当持参下さい。 

皆様からの持ち寄りも歓迎

いたします。 

食後に皆で合唱、ゲーム、

等を予定しています。 

芝生に敷く敷物をお持ちの

方はご持参ください。 

皆様お誘い合わせてのご参

加をお待ち致します。 
 

日程： 5 月 7 日(日) 

時間 :  １１時 半 ~  ３時頃 

場所：Hammersmith Park 

South Africa Rd, Shepherds Bush W12 

地下鉄：White City,  Shepherd Bush 

Shepherd Bush Market 

バス: Shepherd Bush Green まで来るバスは 多数 

31, 49, 95,148, 207, 237, 260, 272, 

607, C1, 220   
 

お問い合わせ：JA 特別イベント部 

満山 07958 955 931 

藤田 0208 208 0408    

event@japanassociation.org.uk 
 
少々の雨でもお天気にめげず決行。 

ご心配な方はお電話ください。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

岐阜さくらの会からの植樹セレモニーのご案内 

愛知県を含む中部地方出身者の会「岐阜さくらの

会」は、国内はもとより、海外に桜の木を植樹し、

国際交流を計っている約 500 名の会員を持つ団体で

す。その回数は、過去 23 年間で、24 カ国 39 都市

となっています。本年は 5 月の連休に同団体の会員

約 30 名が、キューガーデンにて、桜の植樹を行い

ます。大使館よりも、大使を初め５名の方々が参加

の予定です。 

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、満山宛、ご連絡下さい。 

yoshio.mitsuyama@gmail.com 
 

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） 
 

      英国日本人会都道府県人会 満山喜郎 

 

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。 

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。 

詳細はこちらか https://waddesdon.org.uk/ 
 

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。）尚、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 6 月１2日（月）までに満山宛ご連

絡ください。yoshio.mitsuyama@gmail.com 

 
 

☆   ☆   ☆ 
 

文集部からのお知らせ 
『英国春秋』春号（Ｉｓｓｕｅ

３０）が完成いたしました。 

ご投稿いただいた皆様大変有難

うございました。 

一般会員及びＥプラスの方々に

は郵送済み、Ｅ会員の方々は一

斉メールのリンクからお楽しみ 

下さい。（又はＪＡ ウェブサ

イトより） 
 

又、 スタンプ代節約の為手渡し出来そうな方には

『英国春秋』春号（Ｉｓｓｕｅ３０）順次お渡し又

はお届けしています。該当会員で 4 月過ぎても受け

取れない方はお知らせ下さい。 
 

文集サイト 

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

content/uploads/2017/04/2017Spring.pdf 

  

次号秋号は下記要項で原稿募集いたしますので、 

奮ってご投稿下さいますように。  

『英国春秋』秋号 

タイトル： 自由、又は秋号特集「私のとっておき

の話」（幽霊を見た話、泥棒にお金を返してもらっ

た話、素晴らしい人に出会った話等・・・） 

原稿締切：２０１７年９月１５日（ただし原稿は随

時受付） 

字数  ：Ａ４ ２～３枚（出来ればワードファイ

ル添付でおねがいします。） 

 

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部だより 
支部統括本部からの報告 

 

南支部懇親会の報告 
4 月 5 日（水）12:30～15:00 

mailto:event@japanassociation.org.uk
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
https://waddesdon.org.uk/
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com
http://www.japanassociation.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017Spring.pdf
http://www.japanassociation.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/2017Spring.pdf
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4 月の南支部懇親会

は、会員の方には余

り馴染みのない

Twickenham にあ

る、中国人オーナー

の日本レストラン 

 < 海  > で、25 名

の参加者を迎えて行

われました。晴天に

恵まれ、食後はテムズ川に沿って、桜や対岸の風景

を楽しみながら、リッチモンドまでのそぞろ歩き。 

次回も同じレストラン<海>にて、9 月初め頃を予定し

ています。詳細は７月会報でお知らせいたします。 

≪参加者の感想≫ 

 食事も美味しかったし、貸切だったらもっとよ

かったですね。散歩コースも川沿いで綺麗でし

た。もう少し速く歩いた方が良いと思いまし

た。  倭子 

 ランチは美味しかったですね。レストランは駅

から近くて、便利な場所でした。懐かしい皆さ

んのお顔とお名前が一致しなくて、今度何方か

が、写真を見ながら説明して下さると嬉しいで

す。テムズ川沿いのウオークはとても 気持ちが

良かったです。 

 満開の桜が、日本のお花見を思い出させてくれ

ました。 英子 C 

 美味しいランチの後は、川辺を歩き、お天気が

とても良く、楽しいひと時を皆様と過ごし、充

実した１日となりました。ありがとうございま

した。  まゆみベイリー 

 

東支部の懇親会のお知らせ 7月 29 日(土)開催を予

定しており、会報 5 月号にて詳しくお知らせいたし

ます。 

西支部懇親会のお知らせ  
次回は 8 月開催を予定しており、会報 7 月号で詳細

をお知らせいたします。 

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。 

 

 

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 

<例会> 

ナルクの四月例会が 2017 年 4 月 11 日（火曜日）、

アベノ地下会議室にて高嶋正明・ナップ静枝・バグ

リー直子・ 山口ゆかりが参加して開催、以下が討議

された。 

＜見守りプロジェクト＞ 

福祉部の東西南北各支部担当者を中心に活動が展開

されており、今年度からは、ナルクＵＫもＩＴのサ

ポートを中心に活動に参加することが決まった。    

見守りプロジェクトのデータ管理は、夏/秋頃から開

始される予定で、高嶋会員に見守り日誌の IT化を担

当して頂くことになった。 

見守りプロジェクトの電話による「安否確認」がナ

ルクポイントの対象になるかにつき、5 月例会で討

議する予定。 
 

＜ナルク名簿＞ 

3 月までの会員のポイントの更新と、2016/17 年

度の各会員個人の年間ポイント集計、ステートメン

トを遂次全会員に送付する作業は、静枝ナップを中

心に実施される。 

＜緊急連絡カードのデータ化＞ 

5 月中旬から作業開始を予定。 

＜4 月のヨガ・ワークショップ> 

＜春の日本人墓地清掃のポイント＞ 

ナルクポイント対象イベントである日本人墓地清掃

が 4 月 15 日に行われた。藤田墓地管理部長より同

イベント参加者のリストを入手して、加算作業を行

う。また、JA Web 上のナルク活動報告用に写真送

付も依頼する。 

＜秋期ワークショップの予定＞ 

9～10 月の土曜日の午後に、佐藤式リンパケアのワ

ークショップを開催する予定が話し合われた。 
 

福祉コラム 

歯抜けな話 
    半年ごとの里帰り中である。目的は歯の治療。

日本人は世界一器用な国民、との思い込みが異常に

強いのだろう。最近は英国人の歯医者にお目にかか

ることは少なくなったとはいえ、彼らの手にかかっ

たら、口中血だらけにされる、という恐怖心が付き

まとって英国ではどうしても歯医者に行けない。あ

の無骨な手は日本人の華奢な口には合わないに決ま

っている。兎に角、信用できないのである。 

  もうすぐ日本、という安心感がそうさせたのだ

ろう。出発直前に前歯で固いアイスクリームを齧る

という失態を演じてしまった。何と、前歯がポロリ

と口から弾け飛んだのだった。翌日は、生憎、福祉

部のMさんのご主人が運転を申し出てくださって、寝

たきり高齢者のお見舞いが予定されていた。できる

だけ口を開かないよう、すまし顔で上品に振る舞っ

た。ところが、ランチをご一緒することになり、も

うこれまでと観念した。英国人のご主人との間で、

福祉部のボランティア活動が話題になった。みっと

mailto:kunikogreaves@yahoo.co.uk
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
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もなさに加え、前歯のない不便を思い知ったのであ

る。中学に入学したころ、ネイティブの英語教師に

散々発音を訓練された記憶が突如としてよみがえっ

た。「V」「R」「L」の発音は日本語にない。読者

のみなさんは、在英が長いから「V」は、前歯で下唇

を軽く噛んで発音することはご存じだろう。ところ

がどっこい、前歯が一本不足すると、空気がスース

―抜けて、「V」の音が「F」になってしまうのであ

る。ボランティアは    ホランティア、愛はラブでな

くラフになってしまう。笑うに笑えない「歯抜け」

な経験だった。余談だが、通常の治療とは異なり、

前歯は隣の歯との色合わせが必要ということで高額

な治療費が請求された。治療中の今、加齢の悲哀を

しみじみと感じている。（Ｔ） 
 

 『2015 年 12 月突然の孤独死をされたタキコ・スチ

ュアード会員のご妹様からのその後の報告です』 

      福祉部 合掌 

亡き姉の散骨式を終えて 

ＪＡの皆様、大変ご無沙汰しております。亡き姉の

お別れ会に際しましては、多くのご参加をいただき

まして、誠にありがとうございました。 

この 4 月 20 日、「富士山の見

える相模湾に骨を撒いて欲し

い。」という姉の強い遺志に従

い、たまたまお里帰り中の福祉

部の竹中様、飛田まゆみ様と姉

上のお三方にご参加いただき、

散骨式を無事に終えることがで

きました。昨日とは打って変っ

た晴天、波静か、富士山に見守

られる、まさに最高のコンディションの中、船に揺

られて、相模湾の沖合に指定された散骨地点に到達。

しめやかに散骨、献花、献酒、黙祷をささげました

ことを報告させていただきます。        鈴木すえ子 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

ゴルフ同好会のおしらせ 
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 
4 月 20（木）10 名出席 
 

会が終わって美味しいつまみが沢山あって、話も弾

みました。 
 

◉風薫るベンチで交わす人と犬 

田口邦子 

◉咲き競うおごりの蒼樹風薫る 

悦子キング 

◉ほほなでる花の香り風光る 

福重久子 

次回 5 月の季題 

『五月晴れ』が季題となります。 
 

先月の紹介の松尾さんの句は誤記の為、次のように

訂正します。    ≪春めくや濃淡極める木々の色≫ 
 

問い合わせ先  

クパーのり子 020 7828 5255 

 

スケッチ会報告 
  今季最後となる室内でのスケッチ会を 4月 12

日にいつもお世話になっている "阿倍野"さんの地下

で行った。レギュラー4 名が欠席の少人数ながら、

新人が一人加わり、計 5 名の参加。  宿題や 1 人で

２枚描いてくれた人もいて作品は 7 枚となつた。 

    日本で人気の絵手紙、  季節の表現や 趣味  旅行

の思い出や近況報告など、文章とは又 違った個性を

生かした表現ができる。 

  春は花の季節。  一番人気だつた、イースターエ

ッグや 旅の思い出の建物など初めてながら印象的な

良い出来上がりになった。  有名画家のコピーより 

心のこもったオリジナル作品の絵手紙、  クリスマス

カードや誕生カードにして送ったら喜ばれるに違い

ない！ 次回は久し振りの屋外となる。 雨も考えサ

ウスバンク周辺で行うことにした。 
 

 

 

４月の作品 
 

 

       古沢いくこ          田口邦子         竹内みどり 

       シェイラ文野 グリーブス邦子 

 

     シェイラ文野 
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グリーブス邦子 

               

 

歩く会報告４月     
日時：4 月 10 日(月) 
場所：Coombes 

Farm Shoreham by 

Sea 
 

数人のレギュラーの会員

が 日本に行っていたり、

所用などで不参加となり

ましたが、８名が参加。 

田中えり子さんの案内で、1 時間半カントリーサイ

ドを歩いて農場へ。 

今時、テレビでよく放映されている、lambing(子羊

が生まれる)も実際に見るのはとても興味深いもので、

皆さん、いろいろ質問をしていました。 

えり子さん、今回の企画、そして案内ありがとうご

ざいます。川西記     

≪参加者の感想≫ 

 大快晴の中、ロンドン ビクトリア駅から１時

間 10 分の電車旅。歓待してくれた、田中え

り子さんのガイドで楽しくお喋りしながら、

本格的なカントリーウオーク。生まれたての

子豚ちゃん、子羊ちゃんの体を舐めまわって

いる羊の母親の愛情溢れる姿に感動しまし

た。  理枝 

 ファームは久しぶり。羊赤の赤ちゃんって、

本当に可愛ですね。ご案内いただいた、えり

子さん、ありがとうございました。 さちえ 

 

iPhone/iPad 同好会報   
4 月 11 日（火）、Tottenham Court Rd の近くの

日本レストラン「あべの」の地下会議室で、総勢 16

名の参加と最近では最も多くの皆さんが参加して行

われました。質問内容は、Notes/Reminders の利

用方法、Facebook での Notifications のメールを

減らす方法、Facebook の友達の解消方法、メール

で受け取った数枚の写真から 2－3 枚を選択して他

の方に転送する方法、メールで受け取った PDF ファ

イルを iPhone/iPad の iBooks にフォルダーを作成

して保存する方法、London Bus, Tube, Train の到

着時間の確認方法等々、多岐に渡りました。そして、

次回以降もう少し初歩的な質疑応答も出来る様にと、

時間を現在の第 2・第

4 火曜日の午後 2 時

から 4 時までの 2 時

間から、午後 1 時半

から 4 時までの 2 時

間半に延長する事とな

りました。この会への参加は予約は必要ありません。

飲み物の My Cup・お菓子等はご自身で適宜ご準備

下さい。今更聞けない質問大歓迎是非ご参加くださ

い。     高嶋 

 

3 月度映画同好会報告  
2017 年 03 月 21 日（第三火曜日）13:00  

上映作品『妻の日の愛のかたみに』 

現在では難病として認定されている老若男女を問わ

ずに発症する難解な病気の一つ『ALS』筋萎縮性側

索硬化症を扱った作品。英国ではこの病の発症者ホ

プキンス博士が脳波でコミュニケーションをしてい

るということで、極めて特異な存在として有名です。    

この映画の主人公は実在していた歌人で当時

（1965 年 10 月製作の映画）病名も分からずリュ

ーマチの一種ではとの無理解究る処遇を受けて、愛

するがゆえに夫と離婚します。福岡県の水郷柳川の

美しい自然を背景に、互いに相手を気づかう夫婦の

愛情と、妻が詠む短歌が観る人の胸を締め付けます。   

悲しい映画であることを予告しての上映会でしたが、

予想外に感動された方が多く ホッとした次第。 洋の

東西を問わず、ギリシャ悲劇からオペラ、演劇に至

るまで、優れた喜劇も悲劇も観客の一人一人にカタ

ルシスを与え満足させるのだと意を強くしたところ

です。 

4 月度映画同好会報告    

2017 年 04 月 18 日（第三火曜日）１３；００〜 

上映作品：山本五十六 

脚本：須崎勝弥・丸山誠治  

監督；丸山誠治 

特撮監督；円谷英二 

音楽；佐藤 勝 

主演；三船敏郎 松本幸四郎（先代）辰巳柳太郎 

加東大介 森雅之 加山雄三   黒沢年男 藤田進 

司葉子 酒井和歌子 他東宝オールキャスト 

  最も勇敢に日米開戦に反対し、そして戦争にあた

っては最も重大な責任の場に立たされ全力をふるっ

て戦い抜いた連合艦隊司令長官山本五十六。真珠湾、

ミッドウエー、ソロモン及び南太平洋海空戦、ガナ

ルカナル島攻防戦と日本の命運を握る五大海空戦の

壮絶な戦いを背景に、かつての日本帝國海軍が生ん

だ名提督山本五十六元帥の壮烈な最後には、眼前に 

 起きた事実の如くに胸の痛みに耐えかねた次第！ 

 昨年春に帰国した際、新潟県長岡市にある瀟洒で

静謐な『山本五十六記念館』を訪ねた際、米軍の索

敵機に打ち落とされた無残な輸送機の断片を思い出

していました。それにつけても上映当日の４月１８

日は山本五十六長官の命日であったことに驚いてい

ます。（敬礼・黙祷・合掌） 

 

 

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＞  

都合により一斉メールでお知らせします。 

 

見学や お食事会だけの参加も

結構ですので、 是非気軽に ご

参加ください！ 

 スケッチ会一同 
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＜合唱カラオケ＞ 

1 5 月 4 日  (第 1 木曜) 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 5 月 9 日(第 2 火曜) 13:30〜16:00 

5 月 23 日(第 4 火曜) 13:30〜16:00 

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 5 月 10 日(第 2 水曜)11:30～ 

2 ネルソン、マンデラ像前 

3 ロイヤル フェスティバル ホール 

     サウス バンク 

4 今季初めての屋外の景色 

好きな画材で(水彩 パステル コンテ etc) 

5 竹内  07774476293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 

＜映画鑑賞＞ 

1 5 月 16 日(第 3 火曜)12:30～16:00 

2 Farm street church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 [小さな逃亡者] 日、露 合作映画 

 監督  衣笠貞之助 & エドワルド トチヤロフ 

    出演  少年  他 助演  宇野重吉  藤巻 潤 

            宇津井健   京  マチ子  他 

5 渡辺 07783426113 

竹内 07774476293 

6 要予約 

場所代 ￡4、JA 非会員￡5 
 

＜食べ歩き＞ TBD 

来月号にてお知らせ 

 

☆   ☆   ☆ 

 

『ジャズで彩る昭和歌謡ショー』 
鈴木ナオミ 熊本・東北復興支援 

チャリティーコンサート♪ 
 

[日時]2017 年 5 月 18 日（木） 6:30pm Open  

 7:00 Start    

[会場]：Sozai Cooking School    5 Middlesex 

Street, London E1 7AA 

日本酒 つまみ＆デザート（枝豆・唐揚げ・餃子・

シュウマイ・たこやき・炊き込みご飯 シュークリ

ーム等）付き 

£20（JA 会員３ポンド引き） 

※収益は義援金として「虹の架け橋ワールドプロジ

ェクト」にお送りいたします。

http://nijikake.weebly.com/ 

◇提供：宝酒造 田崎フード 

ミュージシャン 

ピアノ 徳永きょうすけ 

アコーディオン 小川正浩 

ドラム 伊東浩之 

※定員になり次第〆切りとさせて頂きます。 

お問い合わせ 鈴木ナオミ  

           naomi@sweet-naomi.com 

 

北出 明 氏特別講演会開催 
英国日本人会主催で、「命のビザ、遥かなる旅路～

杉原千畝を陰で支えた日本人たち。ユダヤ人たちの

その後～」というトピックで、下記のとおり、特別

講演会を開催しますので、ご案内します。 

第二次世界大戦下、ナチスに追われた多くのユダヤ

人に日本への通過ビザを発給し、数千人もの命を救

った外交官杉原千畝氏の話はあまりにも有名です

が、ユダヤ人たちの逃避行を陰で助けた日本人も少

なからずいました。また、生き延びた彼らがその後

どうなったかはあまり知られていません。知られざ

る歴史秘話を追い続けるフリーライターの北出明氏

を講師にお迎えしての講演会です。講演は日本語で

行われます。 

日時：2017年6月21日（水）18時30分～20時

 （受付：18時～） 

会場：大和日英基金 

   The Daiwa Anglo-Japanese Foundation 
             Daiwa Foundation Japan House 
             13/14 Cornwall Terrace, London NW1 4QP 
         Tel: 020 7486 8420  

定員：80名 

参加費：無料 

申込み先：yoshio.mitsuyama@gmail.com  
 

北出 明氏プロフィール：1944年三重県上野市（現・

伊賀市）生まれ。1966年慶應義塾大学文学部仏文学科

卒、国際観光振興機構（JNTO）に就職。2004 年 JNTO

退職。その間、海外はジュネーブ、ダ

ラス、ソウルに駐在。現在はフリーラ

ンス・ライター。著書に『風雪の歌

人』（講談社出版サービスセンタ

ー）、『釜山港物語』（社会評論

社）、『命のビザ、遥かなる旅路』

（交通新聞社）、『Visas of Life and 

the Epic Journey』（朝文社）など。 

協賛：大和日英基金、株式会社ジェイ

ティービー 

北出氏の著書は当日お求めになれます。 

 

編集後記 
春たけなわとてか、この会報

に載りきれないほどの情報が

集まりました。今月は JA 有

志の花見の宴の写真をご紹介

して。皆さんにお別れします。

来月も宜しくお願いします。

編集チーム 
                                            ケンジントンガーデンにて 

http://nijikake.weebly.com/
mailto:naomi@sweet-naomi.com
mailto:yoshio.mitsuyama@gmail.com

