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英国日本人会の皆様、 

 

新春の寿ぎをお祝い申し上げます。 
 

2019 年、平成 31

年も最後の年です。

新たな年号が 5 月よ

り始まる記念すべき

年を迎えて此処に皆

様のご多幸を心から

お祈りさせて戴きま

す。 

 

歴史を振り返りますと、戦前 1930 年代には我々の先

輩達が“同胞会”を結成されて在英日本人の福利厚生

を計って居られました。会の主だった運営は英国の柔

道の父と言われ敬わられた小泉軍治氏達が相互扶助を

心されておったと聞き及びます。 

 

彼等の礎があってこそ今日の我々在英日本人の道が開

かれたものではないでしょうか？ ヘンドンの“皇国同

胞墓”はその証左で有ります。その意味でも皆様と共

にこの地に在ってご縁を戴いて生かされている今日に

感謝であります。 

 

正に只今 Brexit が英国全土を世界を揺るがして居りま

すが、我々は揺るぎない日本の心と力を持ってこの地

で英国に英国人に声援を送りながら確りと共に生きて

行きたいと願うものであります。 

 

寒さが愈愈厳しい季節になってきていますのでどうか

お風邪をひかないよう皆様一人一人がお気をつけくだ

さいますよう切に願っております。 

 

本年も小生は一会員として皆さんと手を携えて会の発

展を願って参ります。 

 

どうぞ宜しくお願いします。 

 

佐野 圭作 

英国日本人会 会長 

 

☆   ☆   ☆ 

 

1 月理事会だより 

 
1 月の理事会での討議事項（理事会 1 月 15 日） 抜粋 

 

 1 月２４日開催の年次総会での出欠、委任を確

認。 

 廣田丈自さん、３月９日（土）の公演支援。 

 Church にてスタンドアップコメディアン、 

 「ぜんじろうの」公演を J A 主催で行う。 詳

細は「お知らせ」を参照。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 
 

今月は 4 名の新入会員がありました。 

   

新入会員  敬称略 

 吉田 千恵(748)  伊藤 喜美子(749)   

   管沼 優子（750)    ホール 美奈子(751) 

          

現在会員数 メール会員 ２２8 名  文集郵送希望

会員 ４９名 文集・会報郵送希望会員５７名（名誉

会員含む）計 334 名  

 

毎月 15 日までに申し込まれた新入会員が会報に記載

されます。  

 

JA 会員特典協賛店 

 

JA 会員特典協賛店詳細につきましては JＡのウェブサ

イト をご参照ください。 

http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービ

ス協賛店リスト/ 

 

協賛店詳細は随時ウェブサイトを更新しております。 

その月限定の特別オファー等も掲載しています。 ま

た、お知り合いで協賛店に参加されたいとお考えの方

がありましたら、是非お知らせください。 

 

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 会員部 ウィンター 千津子 

メール membership@japanassociation.org.uk 

 

 

http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/
http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/
mailto:メールmembership@japanassociation.org.uk


 

    2 

 

東北大震災、津波の復興支援コンサート 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 月９日（土）、19 時より、Putney の St Mary’s Church で廣田丈自さん東北大震災、津波の復興支

援コンサートが行われます。通常の入場料は 15 ポンド、コンセッション 10 ポンドですが、今回は丈自さ

んのご好意により、J A の会員、同伴者に限り、一般 13 ポンド、コンセッション、8 ポンドとなります。

この特別価格のティケットをご希望の方は secretary@japanassociation.org.uk に 3 月５日（火）までに

お申し込みください。ティケットは当日、現金またはチェックと交換で会場渡しとなります。丈自さんのご

支援をよろしくお願いいたします。              事務局 

 

廣田さんより    

 

皆様 

お元気でお過ごしの事と思います。２０１９年３月９日 7 時より St Mary’s Church Putney にて、コ

ンサートを行う運びとなりました。第一部は London Metropolitan String Orchestra  との共演で、私

の編曲オーケストレーションによる日本の美しい民謡を、第二部は The London Taiko Drummers との

エネルギー溢れる太鼓、並びに日本打楽器の演奏をお贈りしたいと思います。 

 

東日本大震災津波の甚大な被害を受けてから ２０１９年３月１１日で８年目を迎えます。今回は、未だに

物理的、精神的復興途上の多くの皆様への応援メッセージをお届けするコンサートとしたいと思います。

（LMO は廣田と共に２０１２年に復興祈願東北ならびに東京公演）音楽を通してロンドンの皆様との最高

の文化交流となると信じます。 

 

皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。                      廣田丈自     
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二水会１月の報告 
 

 

 

参加者は 40 名 

講演内容 
 

参加者全員にパワーポイ

ントの写真を見ながら銀

河系の外まで旅をしていただき、途中で月に立ち寄り、

その次にはインターナショナル宇宙ステーションを訪

問して地球に戻りました。そしてその後は今度は地球

の内部の探索をし、火山の起こる仕組み、地震の起こ

る原因をこの目で見て、プレートの動きから日本の地

震、津波、火山が起きていることと、日本列島の大き

さに対して太平洋プレートが日本に衝突する巨大な力

から必ず起きる地震、津波、火山の事を再認識、最後

には原発の立つ地盤は大丈夫なの？というところまで

話が進みました。 

  
 

２月二水会のお知らせ 2019 
そろそろスノードロップの花を見たという声が聞こえ

る時期になりました。そうなりますと、春が着実に訪

れてていることが確信できます。 
 

本日はそんな春を感じることが出来る 2 月の二水会へ

の参加のお誘いです。下記が添付案内からの一部抜粋

となリ増す。ニュースの最前線に立たれる方からの生

のお話を聞けるまたとない機会です！ 
 

日時：2 月 13 日（水）18:30 より 
 

演題:「演題：ロイヤルウェディング・ＥＵ離脱・シリ

ア取材…  あのニュースの真相は？海外特派員の取材活

動の舞台ウラ」 
 

２０１６年６月からロンドン支局長として赴任。ロン

ドンでは赴任直後にＥＵ離脱の国民投票を取材。ギリ

シャの難民問題、ノーベル賞授賞式、相次いだロンド

ンのテロ事件、ヘンリー王子とメーガン妃のロイヤル

ウェディング、シリア取材、イタリア総選挙など幅広

く取材している。ロンドン支局としての担当エリアは

ロシアからヨーロッパ、中東、アフリカまで幅広く、

２年半で取材で訪れた国は延べ約４０か国。 

 

講師：日本テレビロンドン支局長亀甲博行（きっこう

ひろゆき）様 

 

＜プロファイル＞大阪出身。１９９７年日本テレビ入

社。報道局に配属され、社会部で記者人生をスタート。

数々の理不尽？な張り込みや尾行取材などを経験した

のち、、、、、、、 

 

皆様のご参加をお待ち申し上げております。 

 

英国日本人会二水会     幹事飯塚忠治 

 

会場： Farm Street Church, 114 Mount Street, 

London W1K 3AH    

https://farmstreet.org.uk/contact/ 

 

会費：  £５（JA 会員）£８（非会員） 

 

参加申し込みは下記にお知らください。 

  iizuka@japanassociation.org.uk  (飯塚忠治) 

 
今後の予定 
 

3 月―「東日本大震災から 8 年、福島の今」   福島県

からロンドンの自治体教会に出向中  渡邉美里様 

☆ 講演の後の講師をお囲みしての懇親夕食会も予定

しています。この二水会で多くの方たちとお知りあい

になっていただき英国生活を楽しいものにしていただ

ければ幸いです。 

☆   ☆   ☆ 
 

 

紅葉会 報告とお知らせ 
 

12 月紅葉会はお休み、1 月 24 日（土）は JA の新年

会となります。次回の紅葉会例会は 2 月 28 日(木)で

す。 
 

ゲスト講演は現在 Picaddily の Fortnum＆Mason で

TeaMaster として勤務されている飯白福人（いいじろ

ふくと）さんです。大学卒業後、静岡の製茶会社にて

日本茶、及び抹茶の製造、販売に携わった後、渡英。

UKTeaAcademy にて TeaChampion の資格を取得。 

 

お茶屋さんの息子さんに生まれ、日本茶インストラク

ターの資格も持つ飯白さん。お茶全般への飽くなき探

求心とお茶オタクを自称する豊富な知識。皆さんの

「知らないそして知りたい」紅茶の歴史を伝授頂きま

す。 
 

「ロンドンにおける紅茶の歴史」を中心に、紅茶、日

本茶、ウーロン茶、などお茶そのものがどう違うのか

などもお話しいただく予定です。当日は茶葉も何種類

かお持ちいただき、皆さんに香りを楽しんでいただき

ます。またまた乞うご期待！ 

 

会場：Bloomsbury Central Baptist Church  

235 Shafsbury Ave. London WC2H 8EP   

時間：13:45〜16:00  

問い合わせ： 07962-905-866 ギブソン 

会費：会員 5 ポンド、非会員 7 ポンド＊新会費に注意     

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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紅葉会例会これからの予定 

 

2019 年 3 月 28 日  

       演歌歌手                望月あかり様 

2019 年 4 月 25 日  

       魚屋プリヒル姉さん   ベルトン由香様 

 

TEAM SMILE 部（青年部） 

 

●頑張る女性を応援する会=ジャンヌ・ダルクの会   

1 月 19 日(土) Camden 近くのラーメン瀬戸にて開催

しました 

14 名が参加 2

名の方が、新し

く英国日本人会

会員になって下

さいました。 

 

ギョウザ、唐揚げ、お寿司、〆のラーメンなど 8 コー

スを楽しみながら近況や、英国での将来設計などを語

り合いました。 

ジャンヌ・ダルクの会は不定期で開催しています!  

今後も、開催詳細は会報や英国日本人会の Web 公式サ

イト、Facebook ページなどに 

告知していきますので、是非ご参加下さい。 

 

●SKT88 （シニア＆キッズ Together) 3 月初旬に開

催予定です。 

詳細は次回の会報をご覧下さい 

◆英国日本人会 公式サイト 

http://japanassociation.org.uk/ 

◆英国日本人会 Facebook ページ 

https://www.facebook.com/japanassociation/ 

 

<お問い合わせ> 

 TEAM SMILE 部 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 

 
☆   ☆   ☆ 

 

スタンドアップコメディアン 

「ぜんじろう」の公演のお知らせ 
 

来たる2月26日（火）６時半よりJ A主催でスタンド

アップコメディアン 「ぜんじろう」の公演を行いま

す。会員の皆様、お友達もお誘いの上、ふるってご参

加ください。 
 

吉本興業国際派芸人「ぜんじろう」は90年代半に関西

で活躍をした後アメリカに渡り、身近なネタから時事、

流行、芸能などの幅広いネタをマイク1本で自らの話術

だけで笑いを生み出すスタンダップコメディアンとし

ての技術に拍車をかけ、今回ロン

ドンにやってきます。今年はイギ

リスのレスターとアイルランドの

コメディーフェスティバルに招待

後、英国日本人会の為に特別公演

を開催することになりました。本

場のスタンダップコメディーを日

本語でお楽しみいただけるチャンスです。 

ぜんじろう～4 回目のインドツアーの Youtube 

日時：2月26日（火）午後6時半から8時まで 

会場：Farm Street Church,  114 Mount Street, 

London W1K 3AH 

入場料：会員5ポンド、非会員8ポンド 

お申込みは secretary@japanassociation.org.uk ま

でお願いいたします。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

福祉部だより 
 

福祉部 2019 年新年会報告 
 

２０１９年１月１２日、福祉部とナルク UK 合同の新

年会がＦａｒｍＳｔｒｅｅｔ 教会会議室にて開かれ

た。英国の冬典型のどんよりした曇り空の中、21 名の

皆様にお集まりいただいた。 
 

昨年末に新旧部長の交代は完了しており、新年会は、

竹中前部長による９年間の在任期間総決算で始まった。

続いて、責任者のバトンを手渡された田口新部長は、

「前任者の敷かれたレールを引き継ぎながらも、革新

的な考えと行動で新たに出発したい」と新年にふさわ

しい前向きな抱負を語った。福祉部の活動が更に発展

することが期待される。昼食後は、各支部の担当者に

より、前年度の活動が総括された。 
 

日本人専用ケアホームの設立に意欲を燃やす飯塚理事

（二水会担当）が今回初参加された。同理事は、「同

じ目標を持つ他の日系組織とも協調しながら、理想や

夢を追い求めるのではなく、実現可能な手堅い計画を

もって、１歩１歩前進したい。」と語られた。福祉部

にとって、実に頼もしい助っ人の登場に拍手が沸いた。 
 

田口新部長は更に「つい最近、仲間の一人が、日本人

向け施設を地方に造りたい、と大変に意欲的な話をさ

れていました。飯塚理事の夢が実現しそうな気がし始

めました。私の仲間にも福祉部の例会に参加して頂き、

お話を伺う機会を作りたい。同じ志を持つ団体が集ま

って、同じ目漂に向かうなら、実現の可能性は大きい

筈です」と、期待感を吐露。2019 年も福祉部はエネ

ルギッシュな活動を展開します。 

（ヴァンダースケイフ日出美）  

 

 

http://japanassociation.org.uk/
https://www.facebook.com/japanassociation/
mailto:naomisuzuki7@icloud.com
https://youtu.be/jEjLtK7uyzk?t=1
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支部懇親会のお知らせ  
 

東支部 
 

東支部懇親会は、4 月開催予定。 田口晴恵 

 

西支部 
 

日時 2 月 21 日（木曜日） １２時半より 

会場 EAT TOKYO   

費用 13 ポンド前後 

住所  １６ OLD COMPTON STREET, 

LONDON W1D 4TL サイトを見てください 

電話 020ー7439－９８８７   

Web site ：www.eattokyo.co.uk/soho 

連絡先 山本郁子 E-mail：imandry@tiscali.co.uk 

携帯  ０７９７９ ５９６ ４７１ 

または 竹内みどり携帯０７７７ー４４７ー６２９３ 
 

前回お知らせした日程が同好会の行事と重なるため、2

月 21 日（木）に変更しましたのでお間違えないよう

お願いします。西支部以外の会員の方も歓迎ですので

万障お繰り合わせの上ご参加ください。 
 

南支部 
 

日時  3 月 14 日 (木)   12:30  - 15:00 

会場  レストラン海   30 York Street, Twickenham, 

TW1 3LJ      Tel: 020 8892 297            

最 寄 駅  ① Twickenham 駅 （ South West 

Train)Waterloo、Wimbledon, New Malden から乗

車可。駅を出て左折、真っ直ぐ大きな信号まで歩き(約

5 分)信号を渡って左折(York Street)、バス停を過ぎ

たところで右側。 ②Richmond 駅からバス 490、 

R68、 R70,、H22 にて York Street で下車(約 10

分)、レストランは来た方向に少し戻る。 

申込締切日 ２月 25 日(木) 

申込先 川西弘子 （携帯 01932 248 142） 

メール a.alibert@ntlworld.com 
費用 ￡11 (お茶、10% サービスチャージ込) 

担当  川西弘子 07979816673 (当日のみ) 

      文野シェイラー 07411852815 (当日のみ) 
 

参加ご希望の方は、下記メニューからお選びの上お申

込みください。 

1. 寿司弁当、 2. 刺身弁当、 3. チキン照焼弁当、4. サ

ーモン照焼弁当、 ５. チキンカレー弁当 

食事を囲みながらのおしゃべりに花を咲かせましょう。

沢山のご参加お待ちしております。 
 

北支部 
 

２０１9 年 2 月 8 日(金)12 時より 14 時まで 

会場    Miyama, Mayfair 

住所    38 Clarges Street, London W1J 7EN  

電話      020-7493 3807)                                          

最寄駅    Green Park 

申込締切   2019 年 2 月 1 日(金) 

定員       25 名 

費用       £15                        

連絡先   グリーブズ邦子

(kunikogreaves@yahoo.co.uk)(020-8952 7453) 

OR     スコット純子(sumiko.scott@btinternet.com 

(020-8340 9063)                                                     
 

参加ご希望の方は、下記メニューから選んだ上でお申

し込みください。 

日替わり定食(チキンカツ定食 + 山菜冷やしそば) 

豚生姜焼き定食、とんかつ定食、焼き魚定食 

  全ての定食にご飯、味噌汁、フルーツ、お茶サービス

が付きます 

 

文集部よりのお知らせ  
 

次号、春号の原稿を下記要項

で募集いたしますので、奮っ

てご投稿下さい。 

文集発行は４月初旬を予定し

ています。  

『英国春秋』２０１９年春号（20 周年記念号） 

  

タイトル：フリー又は 春号特集「未知の世界」 

予知能力（予感、虫の知らせ、胸騒ぎ 正夢）、 

テレパシー、念力、透視、無識の世界、デ ジャヴ 

臨死体験、プラシーボ効果等、これらはごく身近 

聞かれる言葉ですが、さて説明するとなると、ちよ 

っと困ってしまいそうな事柄です。ご自分の体験談、 

知人・友人の体験談、そしてこれらについてのご 

見等をお聞かせ下さい。  
 

原稿締切：２０１９年３月１0 日（ただし原稿は随時

受付） 

字数 ： Ａ４ ２～３枚 （出来ればワード添付） 

送付先 ： ogawa@japanassociation.org.uk  

または Mrs M Hodgson 492 Canterbury Way   

 Herts, SG1 4ED 
 

☆   ☆   ☆ 
 

同好会報告とお知らせ 
 

1２月俳句を学ぶ会の報告 

 
日時：12 月 20 日（木） 13:30 より 
 

出席者 12 名，季題は『冬日和』。 

師走で皆多忙な中、良い出席でした。 いつもよりス

ピードアップして早く終わったのもこの後の忘年会に

心がはやっていたのかも？ 
 

― 母の着物香りなつかし冬日和  

  川西 弘子 

  思い出の着物の柄や色まで忘れられませんね。 
 

http://www.eattokyo.co.uk/soho
mailto:imandry@tiscali.co.uk
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:kunikogreaves@yahoo.co.uk
mailto:sumiko.scott@btinternet.com
mailto:ogawa@japanassociation.org.uk


 

    6 

 

― 冬陽射す露天風呂なる湯気透かし 

  岡部 道 

  デリケートな情景をとらえています。 

      

― 冬日和目覚めず母は旅立ちぬ 

  福重 久子 

  辛い立場を静かに詠めました。 
 

―  水鳥よ肢は冷えぬか冬日和 

   ウィーラー 由美 

   鳥たちは平気なのでしょうが、見ている方が寒く 

     なります。 
 

１月の季語「去年今年」です。 

 

俳句を学ぶ会 ２月のお知らせ 
 

日時 ： ２月２１日（木）13.30   

場所 ： Royal Festival Hall 6F 

 ＊２月の季語「紅梅」 

連絡先：クーパー矩子 0207 828 5255         

      出席できない方は Cooper までご連絡く

ださい。 

 

スマホ同好会 

 

1 月 8 日(火)2019 年初回のスマホ同好会は、会場を

これまでの日本食レストラン「夢の木」から、同じ地

域 に あ る 「 LePainQuotidien,Fulham 」 と 言 う

Coffee/BakeryShop に移して開催され、９名の参加

でした。第４次産業革命ともいわれている“5G–第５

世代移動通信システムの説明、iOS12 へのアップグレ

ード FaceTime, Line/WhatsApp/ 

Messages 等の違い、スマホ同好会のサイトの索引の

紹 介 、 iPhone/iPad と テ レ ビ の 接 続 方 法 、

Notification のキャンセル

方法等々の Q&A が有りまし

た。新たな会場についても、

概ね皆さんは好印象を受け

られた様子でした。 

次回は下記の通りです。 

毎月第二・第四火曜日の正

午から午後 3 時まで 

1 月 22 日(火)、2 月 12 日(火)、2 月 26 日(火) 

場所     LePainQuotidien,Fulham 

212,FulhamRoad,London 

SW109PJ Tel:02038234510 

www1.lepainquotidien.com 

注)2018 年 12 月までスマホ同好会の会場として使用

していた日本食レストラン“夢の木”と同じ通りの南

西へ４軒目の CoffeeShop です。 
 

皆んなでお茶菓子を持ち寄りお喋りに花が咲き、毎回

あっという間に時が経つ和やかな会です。わからない

ことを遠慮なく質問したり、最近発見したことを皆さ

んにシェアーするなど、参加者の全員が平等に発言し

て、情報交換できる会です。特に今更恥ずかしくて誰

にも聞けない質問大歓迎です。 

 

初めて参加をご希望の方は、以下の連絡先にご一報頂

ければ幸いです。その後は、特に毎回、出席・欠席を

事前にお知らせ頂く必要はありません。 

連絡先:松崎美枝子 

miekobarraclough@hotmail.com 

07903445144 

 

映画鑑賞会 
 

昨年 9 月時点で年間上映スケジュールでは、昨年度

「カンヌ国際映画祭グランプリ」の『万引き家族』を

計画していたが、ＤＶＤが入手出来ず、急遽差し替え

をした永遠の美青年大スター「市川雷蔵」の主演映画

『弁天小僧』（1958 年）を鑑賞した。さらにお正月

お年玉として歌舞伎女型の頂点にある「坂東玉三郎」

の『京鹿子娘道成寺』（記録映画）を同時上映。現在

年末年始で帰国中の常連の皆様方に変わって、全く新

たな新入会員が沢山来場頂き（２２名皆様）新年を寿

ぎました。感謝感激であった。 

 

この映画は歌舞伎では、

有望新人５人が打ち揃っ

て華々しく上演する『白

波５人衆』の「美人局・

弁天小僧菊之助」を主人

公にした映画化だ。〓時

代 劇 の 父 〓 と 言 わ れ 、 

『忠次旅日記』三部作で名を馳せた名匠「伊藤大輔監

督」が大映京都撮影所に里帰り（旧日活）し、『切ら

れ与三郎』（1960 年 市川雷蔵主演）と併せて、歌

舞伎からの映画化に成功。大映の大スター「長谷川一

夫」を上回る売り上げと、人気を獲得した作品であっ

た。大岡越前守として共演した『勝新太郎』と共に、

大映を背負って立った最後の銀幕スターの２０代の演

技に脱帽。最近の東京では黒沢明監督や小津安次郎監

督の名作の舞台化が進んでいます。世の中は面白い！

（文責渡邉道英） 
 

 

地下鉄散策スケッチ 
 

1 月 9 日今回はセントラルラインの西の終着始発駅の

Ealing Broadway に集合。約 5 分程歩いて Walpoke

公園に向かった。寒い日でしかも予報にはなかった雨

も少し降った。今まで 10 月から 4 月までは屋根のあ

る暖かい場所、又 1 人ではあまり行く機会がないとい

う事で、美術館博物館に出かけた。従って今回が初め

ての冬景色の写生となる。イギリスの冬は晴れの日も

少なく色彩的には綺麗では無いが、落葉樹が多いので

葉の落ちた枯れ木の怪奇的な枝ぶりや、ユーモラスな

形など其れなりに面白い。 

x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://5/
x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://7/
tel:020%203823%204510
https://www1.lepainquotidien.com/uk/en/locations/FUL/212-Fulham-road
mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
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又絵を描く事以外皆んなで集まつての楽しい会話、食

事など、地下鉄を利用して知らない場所にもどんどん

出かけよう、という事で 12 月から始めた。早速今回

はベトナム料理のレストランに入り、ヘルシーで美味

しくはしを使って楽しい遅めのランチだった。次会は

ヘンドンの航空博物館を見学に出かける。 

 

   
  シェイラ 文野   スタンディング百合子 

    
   グリーブス 邦子        ビドル  恵 

   
       山本 郁子           ジョンソン 妙子 

 

 
 竹内みどり       ハーティみえ

 
   田口邦子 

 

 

 

その他同好会のお知らせ 

 

1、開催日時 2、場所 3、住所 4、詳細、 

5、担当者 6、備考 

＜テニス同好会＞ 

今年３月迄お休みです。 

今年４月第 2 水曜日に再開の予定です。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

＜合唱カラオケ＞ 

1 ２月 7 日(第 1 木曜日）13:00～16:00  

2 カラオケエポック 

3 330Brewerst.London.W1F 

OSS 徒波書房の奥 

4 飲食持ち込み可 

5 竹内 07774476293 

＜映画鑑賞＞ 

1 ２月 1９日(第３火曜日）13:00～16:00 

2 Farm Street Church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 上映作品『破戒』市川崑監督作品。被差別部落の

出自を隠しながら生きる教師の苦悩と葛藤を描い

た島崎藤村の原作の映画化。主演、市川雷蔵。藤

村志保のデビュー作。 

5 要申し込み： taekoj@hotmail.co.uk  

ジョンソン 

6 問い合わせ 渡邊 07783 426113 加藤ウォー

バーグ 07944 030150 

 場所代 ￡4、JA 非会員￡5 

＊今回は上映終了後、少し座談会の時間をとりま

す。ふるってご参加ください。 

＜地下鉄散策スケッチ＞ 

1 ２月 1３日(第 2 水曜日) 11:30 

2 Colindale(地下鉄 Northernline) 

3 改札口  集合 

4 徒歩約 10 分の所にある RAF 博物館に行く。終

着駅ではないが途中下車という事になる興味ある

事は何でもやつてみよう 

5 竹内 07774476293 

６ 一般の方の参加歓迎 

 

*各種イベント参加者へのお願い* 

イベント参加中に起きた怪我・事故は自己責任におい

て処理され、主催者の責任でないことをご了承くださ

い。 

 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

一月の力作 

mailto:taekoj@hotmail.co.uk
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第三弾です 

 

どこに行っても青いアーチと

ドームだけれど、昔の王宮は

内部が色鮮やかでとてもきれ

いだった。ここでも熱心なお

土産屋がいっぱい。私たちよ

り前にウズベキスタンに来た

友人が白い地に青で刺繍のあ

るテーブルクロスを買ったのだけれど、一度洗濯した

ら、全体が青くなってしまった、と言っていた。 

 

民族衣装の博物館もあって、

なにか懐かしい絣模様のドテ

ラみたいなものがいっぱいあ

った。街で見かける人々は本

当にいろいろで、ロシア系、

中東風、時には韓国人風なひ

ともいた。イスラムといって

もソ連時代の影響か緩やかな

ものらしく、若い女性でスカーフをかぶっているのは

ほとんどいない。みなミニスカートにブーツというの

が多い。日本からの観光客にも数回あった。 

  

Saga はファッションショー

と民族音楽を組み合わせたシ

ョーに連れて行ってくれた。

伝統的な模様を現代風にアレ

ンジしたもので、とても美し

い。もちろんモデルがいいか

らなだろう。これらの衣装は

買うこともできて、素晴らしい刺繍のコートを一人が

試していくらか聞いてみたら 350 ドルとのことだった。 

 

各町にバザーがあるけれど、タシケントのは巨大。ま

るでフットボール場みたい。丸い建物の中に何十、何

百と小さい店があり、ほとんどの店で同じようなもの

を売っている。果物、漬物、肉、ナッツなどが多い。

肉は巨大な塊で売っていて、タシケントでは馬肉が名

物とのことだ。この国ではベジタリアンは存在しない、

とガイドが言っていた。野菜果物は大きく立派だ。ナ

ッツも一キロ単位で売るので、私たちは半分にしても

らった。 

   

数回ランチが含まれていないだけだったので、それに

食べ物は安いので、そんなに現金はいらない。しかし

最後にガイドとバスの運転手にチップとして数十ドル

づつあげることになっている。噂では給料はとても少

なくチップをあてにして働いているというので、あげ

ないわけにもいかないだろう。 

To be continued 
 
 

2019 年 2 月の行事予定 

 

日付   行事予定 

1 月 22 日 (火) スマホ同好会 

1 月 24 日 (木) 年次総会 紅葉会新年会 

2 月 7 日 (木) カラオケ 

2 月 8 日 (金) 北支部懇親会 

2 月 12 日 (火) スマホ同好会 

2 月 13 日 (水) 二水会 

2 月 13 日 (水) ナルク例会 

2 月 13 日 (水) スケッチ 

2 月 19 日 (火) 映画鑑賞 

2 月 20 日 (水) 会報締め切り 

2 月 21 日 (木) 俳句を学ぶ会 

2 月 21 日 (木) 西支部懇親会 

2 月 26 日 (火) スタンドアップぜんじろう 

2 月 26 日 (火) スマホ同好会 

2 月 28 日 (木) 紅葉会 

3 月 9 日 (土) 東北大震災復興支援コンサート 

3 月 10 日 (日) 文章原稿締め切り 

3 月 14 日 (木) 南支部懇親会 

3 月 28 日 (木) 紅葉会 

4 月 25 日 (木) 紅葉会 

 

 

編集後記 

 
ここ数年編集をしてくださった美子さ

んがこの会報の編集を前月号で降りる

ことになりました。どうもありがとう

ございました。ご苦労様でした。 

(sk) 

 


