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６月理事会だより 
 

６月の理事会での討議事項（理事会６月６日）抜粋 

1. 今年もジャパン祭り（9 月 29 日）では例年同様

1 ブースを借りるが、本年度からは物品の販は止

め、着物の着付け、切り絵、折り紙等、従来とは

目先を変える事とする。  

2. 今後の IT 部の活動としては山本理事の諸提案（こ

こでは省略）を取り入れ徐々に JA の IT 関係を改

善していく。新しいウェッブも考えていただく。 

☆   ☆   ☆ 

 

 

会員部からのお知らせ 
 

新入会員      4 名 

退会    １名 

ご逝去   ギーン瑞江（215） 

 

＊新入会員のお名前は、個人情報尊重のため、掲載なしと

致しております。 御了承下さい。 

 

・現在会員数 計 351 名  

 うち、メール会員 247 名、文集郵送希望会員 48 名 

文集・会報郵送希望会員 56 名（名誉会員 8 名を含む） 

・年会費 3 ヶ月フリーオファー 

本年度も７月以降９月末までご入会の方は年会費 12 ポン

ドをお払い頂き、来年（2020 年）10 月の会費更新時ま

での会員費 とさせていただきます。 良い機会ですので、

お知り合いでまだ会員でない方にご案内ください。 

・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/ 

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 

 

 

特別イベント部 
 

特別イベント部では「6 月 8 日終日ケンブリッジと元駐

日英国大使邸庭園訪問」を企画、30 名 が参加した。 当

日、小雨模様のロンドン を９時１５分に出発、次第に晴

れるかと期待したがケンブリッジに近づくに従って雨足は

ひどくなり、運転手さんの許可を得て、車内で持参のお弁

当をいただいた。11 時 20 分にケンブリッジ到着時には

雨とひどい風、ガイドさんに連れられて、数学橋を見学し、

ケンブリッジの中心地へ。１時間 20 分の自由時間、雨、

風がひどく、その時間はコーヒーショップやパブで楽しい

おしゃべり、またマーケットプレイスで新鮮な野菜や果物、

魚、花等を見学（野菜果物市場では買う人の行列が長かっ

た）、Church of St Mary the Great 内 を見学した。 

 

その後 12 時 50 分にケンブリッジか

らバスで約 1 時間ほどのステープル

にある元駐日英国大使, Sir Graham 

Fly 邸庭園を訪問。 到着時には雨は

上がっており、懸念されていた芝生

もいわゆるグラスでぬかっておらず

安心。 奥様の豊子さんの案内で 3.5

エーカーの庭内を散策。 サクラン

ボ、びわ、りんご、プラムなど果物

の木が沢山あり、多くの木が奥様の手で種から 育てられ、

特に珍しかったのは有名なマヌカハニーの元となるニュー

ジーランドからタネで持ってこられて育てたマヌカ、花を

沢山つけていた 。 自然の中に作られた、桜や白樺の並

木道、 また奥様が何万と言う種をばら撒き自然に育てた

デージー、ジャパニーズローズ等、約 40 分かけて散策、

その後、奥様お手製のケーキ、スコーンでクリームティー

を楽しんだ。  続いて隣家のお庭も訪問、こちらもよく

手入れをされたお庭で自然の花、白い藤棚、池、橋、石膏

の子馬、フラミンゴ等も置いてあり、参加者はそこで写真

撮影に忙しかった。 またプラントセールも行われており、

小さいポットは５０ペンス、大きなポットは 1 ポンド均

一という格安のお値段で参加者はそれぞれいくつかのプラ

ントを購入 していた。 4 時に現地を出発、その頃には

お日様も顔を出し、途中、トイレ

休憩も入れ、無事 5 時 45 分にロ

ンドンに到着をした。 猫一匹歩

いていなかった広々としたカント

リーサイドからたった 2 時間足ら

ずで人、人、人、人の洪水のリー

ジェントストリートに戻ってき、

そのギャップの大きさに驚いた。 

 

参加者の感想 

 

*個人では行きにくい２つの庭園は、見応えのあるもので

した。とくに元駐日大使邸庭園では、ご夫人による熱意あ

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:membership@japanassociation.org.uk
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ふれるご説明、世界各国から集められた草木（特にマヌカ

の花木など）の豊富さ、それにその広大な面積に圧倒され

ました。この企画、すばらしいと思いました。ケンブリッ

ジ観光の時間が短かかったですが、雨でもあり、庭園を十

分に楽しめたので私は満足です。 S.O 

 

*生憎とお天気が今ひとつの日ではありましたが、久しぶ

りのケンブリッジ方面へのツアーでしたので、懐かしさ一

杯でした。 フライ豊子さんのお宅訪問では広大なお庭を

丁寧な解説と共に紹介して頂き、日頃のガーデニングのご

苦労を思い巡らせていました。 ケンブリッジでは参加者

のお一人のバースデーランチをお祝いする機会があり、と

ても楽しい日でした。 お世話下さった、付き添いの理事

の方々、お疲れ様でした。 H.H 

 

 

 

二水会 
 

７月のお知らせ 

 

日時：7 月 10 日（水）18:30 より 

演題: 「Falling Blossom」  

～英国軍人アーサーと下町娘まさの半世紀に渡るドラマ～ 

 

2006 年春に「Falling Blossom」が出版されました。今

回は出版までに至るリサーチ、翻訳の難しさや楽しみを、

又本に載せることができなかったアーカイブの資料などを

使って、イギリス軍人アーサー・ハート・シノットと鈴木

まさとの悲劇的な人生の跡を辿ります。  

 

講師： ウイリアムズ 百  

子さん 

1966 年明治大学文学部

英米文学科卒業、同年渡

英、結婚。 

通訳業と主に NHK テレ

ビ番組のリサーチ、コーディネート業を 35 年。1993 年

英国熊本県人会発足、1996 年英国日本人会の発起人の一

人として現在の JA 活動開始。 

2001 年「英国の日本人」写真展を国内 10 ヶ所で開催。

2002 年同展示を日本の 10 ヶ所で開催。2006 年に

「Falling Blossom」を Pagnamenta 氏と共著で出版、

2008 年 Japan Society Award 受賞、2013 年「忘れ

な草」プロジェクトを立ち上げ戦後の英国に於ける邦人社

会の記録を残すべき活動中。 

 

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： 

下記のメールアドレスに参加希望をお知らせいただきたく

お願いします。 

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

※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。 

 

今後の予定 

８月 夏休み 

９月 11 日 池田様 2020 年宇宙の旅「仮」 

10 月９日 上田りさ様･平野様 音楽界とバレーのアー

テストトーク(仮) 

11 月 13 日 渡辺道央様 1968 年東京オリンピック映

画鑑賞とトーク「仮」 

 

 第９回 ENJA Meeting Report       

会場  Midori The Green Guest House、Heidelberg 

期間      6 月２日（日）～６月４日（火） 

参加国   日本、イギリス、デンマーク、オランダ、フラン  

ス、スイス、ドイツスペイン、ルクセンブルグ、         

アメリカ、アイルランド 

参加総人数    ５７名 

英国からの参加  加藤 ウォーバーグ啓子、飯塚 忠治 

上記２名は JA の代表として 

コンソレ 敦子さん、学校教育関係セミナー、特別参加 

 

３日間の主テーマ下記が主要テーマとして講演、デモンス

トレーション、各国の持つ課題等が発表された。 

全般的に言えることは各国とも抱える課題は同じで相似形

を示していたのが確認され今後、これらの課題につき情報

交換、人的交流などが有益であると感じた。 

今回はその基盤となる人的ネットワークが少し出来たと言

える。 

１．海外子女教育の課題、 

２、海外居住者の老後、「認知症」 

 この分野では敦賀温泉病院の玉井院長が認知症全般に  

ついて講演。この病院のある地域では認知症の知識の啓蒙

活動が活発であるので重症患者の入院率が下がっている。  

緩和ケアー：様々な疾患から来る痛みの緩和はするが、治

療をしないということが本人に一番いい結果が現れるとい

うような話があった。 

 

    
     

英国でも既に取り組まれているエンデングノートのモデル

も作成されている。（ドイツ）特筆できる事は、フランク

フルトでは２年後に日本人が入居できる棟がある老人ホー

ムの一角に出来るということを知り、具体的に物事が動い

ていることで英国もそろそろ行動する時期が来ているので  

はないかと感じた。フランクフルトの関係者とは継続した

コンタクトを維持してゆくことが必要。今回の講演者のお

https://farmstreet.org.uk/contact/
mailto:iizuka@japanassociation.org.uk
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一人岡田先生がカナダのもみじヘルスケアーセンターを紹

介してくださるとお約束を頂いている。英国のモデルとな  

るか？ 

 

各国の日本人会の運営は活発な活動をされている感じでし

たが、若い方の入会がすくなく大きな課題だと一様に共通

した認識、この背景は若い人達は SNS で交流が出来るの

で直接人と人との交流が不要と感じているのではないかと

いうコメントも出された。 

 

今回の岡田慎一朗先生の講演とデモンストレーションは、

人間の持つ力のポテンシャルを古武術から引き出すという

話は、新しい発見でした。例えば火事場の馬鹿力はどこか

ら出るか？ 

 

ENJA の次回ミーティングはオランダで２０２１年と決

まりました。今回の５７名の参加者を集めた ENJA ドイ

ツの関係者の方々の並並ならぬ努力で準備、開催をされ成

功したと思いました。 

 

  飯塚忠治 

                         

 
 

紅葉会 
 

紅葉会５月報告 

日時：5 月 23 日（木） 

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 

地下１階 

参加者：会員 24 名 非会員 1 名  合計 25 名 

 

司会／ギブソン小池和子                                                                                                                                                                                                  

受付／デニヤ葉子、フィップス勢津子    

お茶／竹内みどり 有志 

会計／フィップス勢津子 

レポート／川西弘子        

ブリング&バイ／藤田幸子、ジョンソン妙子 

 

【第 1 部】 

1．ゲスト１名ご出席 

2．各部報告 

3．５月誕生日の方は４名。 

4．５月の歌「茶摘み」2 人組で懐かしい手遊びをしなが

ら歌いました。結構難しい〜（汗）「上を向いて歩こう」

「故郷」 指揮 田村陽子 伴奏 ウインター千津子 

5．ラジオ体操第２に挑戦！ 

 

【第２部】 

 

ロンドンで 40 年以上の歴史を持つ女声合唱団グリーンコ

ーラスの皆さんの美しく澄んだ歌声を聞き、最後に私達も

いっしょに「上を向いて歩こう」と「故郷」を合唱しまし

た。現在専任指揮者とピアノ奏者のほか団員 17 名で年に

1 度の定期演奏会の他、ジャパン祭り等の日本関連のイベ

ントや英国のイベントにも積極的に出演されています。 

バラエティに富んだ選曲は、懐かしい日本の唱歌「ずいず

いずっころばし」と「七つの子」、また星野富弘さんの詩

に、なかにしあかねさんが旋律をつけた「今日もひとつ」

と「秋のあじさい」は日本語の美しさをしみじみ感じさせ

てくれる珠玉の作品でした。 

そしてヨハンシュトラウス２世によるオペレッタ『こうも

り』からの２曲は仮面舞踏会を舞台に人々の思惑が交錯す

る恋愛喜劇からのハイライト曲。オペレッタだけあってち

ょっとクスッと笑ってしまう題材でした。 

最後に名曲「終わりは知らないけれど」でフィナーレを飾

ってくださいました。 

 
 

 

紅葉会７月の予定 

（会員の文化祭です♪みんなで楽しみましょう！） 

 

日時：7 月 25 日（木）13：00 開場 

13：45〜14：15 第１部  各部報告と連絡のみ 

14：15〜14：45 小休憩の後、ミニ県人会とバザー 

開始  

14：45〜16：00 第２部 文化祭！ダンス、ゲーム、

ゲストの歌等盛り沢山 

 

 

会場：Bloomsbury Central Baptist Church 地下１階              

所在地：235 Shaftesbury Avenue WC2H 8EP              

行き方：Tottenham Court Road / Holborn から 5−7

分 

参加費：会員 ￡5           非会員 ￡7     

問合せ：koyokai@japanassociation.org.uk 

07962−905−866 （電話は 7 月 17 日まで）  

 

7 月の例会は JA 会員の「文化祭」を行います。学生気分

に戻って展示物、バザー、ダンス、歌、ゲームなど皆さん

で楽しみましょう。青年部、男性（老いも若きも）大歓

迎！ 

まずそれぞれのご出身の地方、県の地図を見てお集まりい

ただき、ミニ県人会を致しましょう。それから有志による

リードで、ラインダンスとフラダンス（予定）で体をほぐ

しましょう。歌と体操もご一緒に。そしてゲーム「私は

誰」、俳句作り、似顔絵コーナー、ゲストの歌などをバザ

ーと並行で楽しんでいただきます。 

皆様の隠れた才能？の作品（絵、写真、習字、手芸などな

ど）やバザー品（手作り食品含む、ただし購買し食する場

合は自己責任とする）を大募集しております！ 

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
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出品されたい方は koyokai@japanassociation.org.uk  

または 07962−905−866（電話は 7 月 17 日まで） へ

ご連絡ください。当日持ち込みでも ok です。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

福祉部 
 

福祉部 6 月定例会が通常の第一水曜日に開催された。支

部担当者を中心に活動のコアである「高齢者見守りプロジ

ェクト」を中心に、下記の報告と話し会いが真剣に行われ

た。毎月の報告に軽く目を通されるだけでも、会員の高齢

化が現実の問題であること、他人事と「高みの見物」して

いる余裕のないこと、相互支援の精神が福祉部に健在であ

ること、などが肌で感じられるだろう。 

 

見守りプロジェクト各支部報告 

 

東支部 

見守り対象者７名は 80～90 代。足と膝の痛みで JA 主

催のイベントの参加が難しい A 会員は、出席を望んで回

復に努力している。庭仕事から遠ざかっていた B 会員も

徐々に作業開始。一日一回の外出に努める C 会員。調子

を崩した D 会員は検査結果待ち。紅葉会出席の望む E 会

員の希望を叶えるよう担当者は準備中。睡眠障害の治療に

通う E 会員。寝たきり状態でケアホーム入居中の F 会員

は食欲を回復して一安心。 

 

西支部 

見守り対象者 2 名ともケアホームに入居中。A 会員（90

歳）は紅葉会参加のために治療に励む。B 会員（80 歳代）

は定期的にケアラーが来てくれるが、話し相手が欲しい様

子で対応を模索。 

 

南支部 

調子を回復中の A 会員は連絡法として電話よりメールを

希望。高齢の B さんは診断後の投薬が決定した状況のた

め、緊急連絡を確保。担当者が GP に同行することを検討

中。 

 

北支部 

症状に不適切な薬の改善を模索中の A 会員。体力減退を

訴えているのが懸念される。他の対象者 2 名は現状維持

だが、定期的に連絡を取って見守る必要があろう。 

 

その他の議題 

 

●NHS は新たに HUBS と呼ばれるセクションを設けた。

具体的には、呼吸器系、心臓系、記憶障害、転倒を中心と

する症状に応じて GP が紹介状を HUBS に送ることで容

易にアポが取れるシステム。HUBS に登録することで検

査が受けられ、自宅でのアセスメントも可能。福祉部によ

り詳細な調査を検討。 

●この 10 年で、福祉部員も含む会員の高齢化は著しい。

現状に対応するため、若手会員から福祉部員を積極的に募

集する方向で意見一致。是非ご連絡ください。 

 

各支部懇親会 

 

東支部／10 月開催予定。 

西支部／8 月開催予定。7 月会報で詳細をご案内します。 

南支部／8 月 29 日(木)にロンドン市内のレストランで開

催予定。詳細は 7 月会報にてお知らせします。 

担当  川西弘子 

 

今後の予定 

11 月／北支部 

12 月／無し 

 

 

NALC 部 
 

ナルク部では 6 月 13 日に月例会を行

い、9 月のエンディングノートのワーク

ショップについての打ち合わせをしました。今回は相続税

と遺書についてを計画していますので、 

追って詳細をご連絡します。また、すでにご案内をしてい

ますが、6 月 29 日は今月のヨガ教室を午後 3 時から 4

時まで Yogabase（257 Liverpool Road, London N1 

1LX）で行いますので、ご希望であれば 

mailto:nalc@japanassociation.org.uk へご連絡くだ

さい。 

 

なお、5 月 25 日に開催されたヨガ教室には 11 名の方々

に参加いただきました。 

 

  
 

ナルクのポイントは、ヨガ教室などのナルク部や JA 主催

のイベントに参加いただけると加算され、このポイントは、

日本ナルク本部を介して日本のご両親への遠距離介護や、

英国ではガーデニングやコンピューターのお手伝い等でご

利用いただけます。ご質問やご希望は何時でも

nalc@japanassociation.org.uk へご連絡ください。 

 

 

 

Team Smile 
 

6 月 28 日に予定していましたジャンヌ・ダルクの会は７

月６日(土)に変更になりました。 

 

日時：７月６日(土)18:30 

場所：ラーメン瀬戸  5 Plender St, London NW1 0JT 

( 最寄り駅 Camden or Morning Crescent )  

会費：￡30(ラーメン or アイスクリーム付き）＋１ドリ

ンク 

mailto:koyokai@japanassociation.org.uk
mailto:nalc@japanassociation.org.uk
mailto:nalc@japanassociation.org.uk
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お問い合わせ 

TEAM SMILE 部 鈴木ナオミ 

naomisuzuki7@icloud.com 
 

☆   ☆   ☆ 

 

文集部よりのお知らせ  

 

 

『英国春秋』秋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１０月初旬を予定しています。 

  

 

『英国春秋』２０１９年秋号（No.35） 

タイトル ： フリー又は  

秋号特集 「忘れられぬ人、出来事、思い出、旅、 等々」 

新しい元号「令和」が始まり、

昭和・平成が次第に遠のいて

行くようで、少々心寂しさを

覚える昨今です。そこで、昭

和・平成を通して皆様の「思

い出の箱」から、何か心に残

る一話をご披露していただけ

ればと思っています。 

 

原稿締切：２０１９年９月１５日（ただし原稿は随時受付） 

 

字数  ： Ａ４ ２～３枚 （出来ればワード添付） 

 

送付先 ： mailto:ogawa@japanassociation.org.uk  
 

 

☆   ☆   ☆ 

 

                                

 

同好会報告とお知らせ 

 

俳句を学ぶ会 
 

日時：5 月 16 日（木） 13:30 より 

 

出席者 9 名，季題は『藤の花』 

ご不幸のあった日出美さんも句を寄せて下さって感に入り

ました。句会が済んだ後も色々と話に興じた午後となって

おります。 

 

- 藤の花たわわに盛り屋根重し      ガフニー タミー       

  （素直に観察できています）  

                

-  紫を帯にさそうか藤の花      川西 弘子                             

  （ユニークな発想をとりました） 

 

-  藤房をゆらりゆらして風が行く   岡部 道  

  （リズム感がある感覚が良いです） 

 

-  白壁に乱れ咲き降る藤の花  ウィンター 千津子 

  （散る花を美しく捉えています） 

 

俳句を学ぶ会 ７月のお知らせ 

 

日時：７月18日（(木)13.30  

会場： Royal Festival Hall 6F  

        ＊７月の季語「夕涼み」 

連絡先：クーパー矩子 02078285255         

    出席できない方は Cooper までご連絡ください。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

スマホ同好会 

 

６月の報告 

6 月 11 日のスマホ同好会は、曇り空の中、13 名の参加

でした。 iPhone/iPad と TV の接続、スマホでの数独の

楽しみ方、EU 内でのスマホの無料ローミング、スマホの

録音機能の Voice memo、メールで添付された写真のス

マホへの保存、4G/5G について等の Q&A がありました。

スマホ以外の話題でも、英国のエアポートで日本を含む 7

か国の IC チップ内蔵のパスポートで 5 月末から並ばずに

自動ゲートで入国できる様になった事、来年 6 月から 75

歳以上の TV ライセンスの無料サービスが廃止になる事、

英国・日本の介護制度に就いての情報交換もあり、大変有

意義な会でした。 

 

今月のアプリ 

 

Google maps 

 

Google maps で鉄道及び地下鉄各駅、

バス停留所での到着時刻を調べましょう。 iphone では

app store で無料の google maps をダウンロードします。

マップにある駅、バス停のマークを軽くタップするとその

駅の電車時刻と行き先が画面に表示されます。バス停のマ

ークはマップをある程度拡大すると表示されます。路線の

運行状況もわかりとても便利です。 

 

7 月の予定 

日時 : 7 月 9 日（火）、23 日（火）の 12:00〜15:00 

会場 : Le Pain Quotidien, Fulham 

所在地：212, Fulham Road, London, SW10 9PJ 

行 き 方  : District, Circle, Piccadilly Line の South 

Kensington 駅 、 又 は District Line の Fulham 

Broadway 駅から Bus route 14, 414, 又は District, 

Piccadilly Line の Earls Court 駅からバス 328, C3 に乗

り、バス停 Chelsea & Westminster Hospital で下車、

徒歩 1 分 

 

参加費 : 無料ですが、会場を提供して頂いているお店にご

自身でお好みの飲み物又は食事を注文して、直接お店に精

算して頂きます。 

備考 : 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

mailto:naomisuzuki7@icloud.com
mailto:ogawa@japanassociation.org.uk
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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 

 

☆   ☆   ☆ 

 

映画同好会 

 

６月の報告 

 

６月 18 日（火） 

上映映画『張込み』（松竹製作）野村芳太郎監督 

原作；松本清張 脚本；橋本忍 撮影；井上晴ニ 音楽；

黛 敏郎 

◯強盗殺人罪を追って、二人の刑事が横浜から夜行列車で

佐賀に向かった。そこには三年前に別れた女が居る 

犯人は必ず会いに来る！刑事がそこで見たものは、男と女

の悲しい人生だった。張込みをして今日で八日目、来た！

犯人が遂に現れた！ 

刑事と殺人犯の息きずまる対決。九州の阿蘇山につながる

久住連山が犯人を追い詰めたロケーションとして描かれた

が、映画ならではの広がりと奥行きの深さに、ちっぽけな

人間の営みが消え入るような儚さになっていく。 

◯野村監督は 1919 年（大正８年生まれ）京都府出身、

慶應義塾大学卒。父親の野村芳亭は日本の映画監督の草分

け的存在。松竹蒲田撮影所の所長も勤めた人物。映画は子

どもの頃からよく見ていて、大学卒業の 1941 年、松竹

大船撮影所に入社。1946 年復員。黒澤明作品の『醜聞』

『白痴』では助監督を務め黒澤監督から「日本一の助監督」

と評価された。野村の名を広めたのは 1958 年の『張込

み』であった。それ以降ショッキングな描写を伴なう社会

派的色彩の強いサスペンスを数多く撮るようになり、名作

を世に送り出した。当日は雨模様の天候にもかかわらず

（文責渡邉道英） 

 

７月のお知らせ 

映画同好会上映作品 『秋津温泉』 

岡田茉莉子主演 吉田喜重監督 

 

男と女、美しい四季を背景に描かれる妖しい情念の戯れ。

岡田茉莉子・映画出演１００本記念作。 

藤原審爾の原作を吉田喜重監督が脚色した。岡山県の津山。

山奥の鄙びた温泉場を取り巻く大自然の美しさ、映像美に

我を忘れてしまう。 

日時：7 月 16 日（第 3 火曜日）13:00～16:00  

会場：Farm Street Church 別館  

所在地：114 Mount Street, London W1K 3AH 

行き方：地下鉄 Bond Street 駅 または Green Park 駅

から徒歩 

参加費：場所代￡4、JA 非会員￡5 

申込締切日：7 月 14 日 

備考：要申し込み妙子 J taekoj＠hotmail.co.uk 
電話連絡は渡邉（077-8342-6113or074-5106-

6906）まで 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 

ゴルフ同好会報告 

 

第 5 回ゴルフ同好会は、5 月 30 日(木)、Coombe 

Wood G C にて開催されました。 

参加者 9 名（敬称略）。 

優勝: 満山善郎、準優勝: 花岡高明、3 位: サーテーズ倭子 

次回は、9 月 12 日(木)  Coombe Wood GC 

幹事は、優勝者、満山さん 

川西記 

 

歩く会 

 

６月 13 日(木)の歩く会は、悪天候のため、中止となりま

した。 

 

歩く会の７月のお知らせ 

 

日時: 7 月 11 日(木) 

集合場所と時間: Sutton 駅改札を出たところ、11 時 15

分 

行き方:British Rail(Southern Train)、Victoria 駅 10 時

25 分発 Sutton(London)駅着 10 時 53 分,  Zone 

5,Sutton 駅よりバス S1 乗車、Wool Pack にてバス

166 に乗り換え、Oak Park 下車。 

コース: Mayfield Lavender Farm 1 Carshalton Rd, 

Banstead, SM7 3JA 

 

広大な、25 エーカーの穏やかな丘に、紫色の絨毯を敷き

詰めたような、ラベンダーの咲き誇る中を歩きます。 

ラベンダーの香りに酔いながら、リラックスした、散策な

ので、歩きに自信のない方でも大丈夫。    

解散時間: 4 時頃 

備考: 入場料: ￡2.50 

雨天中止 

ランチは、持参して、近くの公園で食べる。 

担当者: 川西弘子  mailto:a.alibert@ntlworld.com 

電話 : 01932248142 

 

テニス同好会 

 

今月も雨の為、テニス同好会活動は中止となり活動報告は

ありません。 

 

日時:7 月 10 日(水）13:00-15:00 

場所:Victoria Park 

所在地:209、Ballards Lane、London 、 

N3 1LY 

行き方：地下鉄 Finchley Central (Northern Line)下車、

バス 13 か 406 に乗り、2 つ目の停留所 Victoria Park 

で下車 

mailto:miekobarraclough@hotmail.com
tel:07903%20445144
mailto:taekoj＠hotmail.co.uk
mailto:a.alibert@ntlworld.com
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参加費：無料 

問合せ先：高嶋喜代子 07702049639 

備考：公園南側に駐車可能です。 

雨天中止 

 

地下鉄散策スケッチ 

6 月 12 日、London Bridge 駅近くのバラマーケットに

出かけた。生憎の雨模様だったが、ガード下など使ってい

るせいか天気や曜日など関係ない賑わいで、良い匂いが漂

い観光化されているのか客層もインターナショナルで値段

もクオリティが良いとはいえ、スーパーなどの 3 倍〜5

倍位の高さには驚いた。絵にするとなるとこれ又難しく、

人々、店頭の商品、店のインテリア、などに分かれた。 

来月はリトルベニスからナローボートに乗りカムデンに行

く予定。。 

 
 

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 

＜地下鉄散策スケッチ＞ 

1、 7 月 10 日(第 2 水曜日) 11:30 

2、 地下鉄 WarwickAvenu 駅(Bakerloo 

     線)の改札口  出た所 

3、 リトルベニス 

4、 ナロボートでカムデンタウンに行く 

5、 竹内  07774476293 

＜合唱カラオケ＞ 

1、 7 月 4 日 

2、 Le Pain Quotidien, Fulham 

3、 212 Fulham Road, London SW10 9PJ 

4、 初めての人、心配な人は 12:30 South 

Kensington 改札口 

5、 竹内 07774 476293 

＜食べ歩き会＞ 

1、 7 月 26 日(月)12:00〜 

2、 “Mere” Restaurant 

3、 

 

74 Charlotte St., London W1T 4QH(020-

7268 6565) 

地下鉄 Northern Line Goodge St.下車 徒歩

5 分 

4、 申込締切日：7 月 22 日(月) 

5、 参加ご希望の方はお早めに

sumiko.scott@btinternet.com または

02083409063 までお知らせください。 

＜第６回ゴルフ同好会＞ 

1、 9 月 12 日(木) 

2、 Coombe Wood Golf Club 

3、 

 

George Road, Kingston Hill,  

Kingston upon Thames,Surrey KT2 7NS 

4、  

5、 川西 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

＜歩く会＞ 

1、 7 月 11 日(木)  Sutton 駅改札を出たとこ

ろ、11 時 15 分 

2、 (お弁当持参／途中で昼食)- 

 British Rail(Southern Train)、Victoria 駅 

10 時 25 分発 Sutton(London)駅着 10 時

53 分,  Zone 5,Sutton 駅よりバス S1 乗車、

Wool Pack にてバス 166 に乗り換え、Oak 

Park 下車。 

コース: Mayfield Lavender Farm 1 

Carshalton Rd, Banstead, SM7 3JA 

3、 

 

Victoria 駅 10 時 25 分発 

Sutton(London)駅着 10 時 53 分 

4、 参加費：無料 

5、 川西弘子 mailto:a.alibert@ntlworld.com 

01932248142 

6、 当日の連絡先は 07979 816673 へ。雨天中

止。 

 

グリーブス邦子 

mailto:sumiko.scott@btinternet.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:a.alibert@ntlworld.com
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2019 年７月以降の行事予定 

 

日付   行事予定 

6 月 27 日 (木) 紅葉会 

6 月 29 日 (土) ナルクヨガ 

7 月４日 (木) 合唱カラオケ 

7 月 6 日 (土) ジャンヌダルクの会 

7 月 9 日 (火) スマホ同好会 

7 月 10 日 (水) 
二水会 テニス同好会 スケッ

チ 

7 月 11 日 (木) 歩く会 

7 月 16 日 (火) 映画同好会 

7 月１７日 (水) 原稿締め切り 

7 月 18 日 (木) 俳句を学ぶ会 

7 月 23 日 (火) スマホ同好会 

7 月 25 日 (木) 紅葉会 

7 月 26 日 (金) 食べ歩き会 

9 月 11 日 (水) 二水会 

9 月 12 日 (木) ゴルフ同好会 

9 月 15 日 (日) 文集締め切り 

9 月 2９日 (日) ジャパン祭り 

10 月 1-３日 海外日系人大会 

 

 

 

その他のお知らせ 
 

 

第 60 回海外日系人大会 日程について  

 

海外日系人協会は、10 月 1 日（火）、2 日（水）、3 日

（木）の 3 日間、節目となる第 60 回海外日系人大会を

東京で開催いたします。（9 月 29 日（日）には、第 4 回

国際日系歌謡大会を予定しています） 

 

なお、日程の詳細、テーマ等につきましては決まり次第改

めてお知らせいたします。参加お申込は、例年通り 7 月

ごろから受付を開始する予定です。 

 

http://www.jadesas.or.jp/taikai/ 

本年もみなさまのご参加を心よりお待ちしております。ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

＊第 59 回海外日系人大会 事務局連絡先など 

（公財）海外日系人協会 

http://www.jadesas.or.jp/taikai/ 

TEL:+81-45-211-1780 

taikai@jadesas.or.jp 

 

 

 

 

 

 

英国入国時自動ゲート利用について 
 

５月２０日より，日本のＩＣ旅券保持者で，航空機や鉄道

を利用して英国に入国する１２歳以上の方は，自動化ゲー

トの利用が可能となりましたので，お知らせいたします。

ただし，一部例外となる場合もありますので，ご注意くだ

さい。 

 

１．５月２０日，英国政府は，オーストラリア，カナダ，

日本，ニュージーランド，シンガポール，韓国及び米国の

７カ国のＩＣ旅券保持者で，航空機や鉄道を利用して英国

に入国する１８歳以上の方を対象として，入国時における

自動化ゲートの利用を可能にするとともに，入国カードの

提出を廃止しました。 

 また，１２歳から１７歳の方についても，自動化ゲート

の利用対象となる大人に同伴される場合には，同様に自動

化ゲートの利用が可能とのことです。 

 

２．ただし，自動化ゲートを利用した場合，英国の入国印

は押印されません。英国の入国印がないことにより，行政

手続き等で何らかの不便が生じる可能性も否定できません

ので，入国印を必要とされる方は，有人の入国審査カウン

ターにて入国審査官に相談するようにしてください。 

 

３．更に，次の方々については，引き続き入国審査官によ

る入国印の押印を受ける必要があると案内していますので，

ご注意ください。 

（１）滞在予定が６ヶ月未満の短期留学生の方 

（２）滞在予定が３ヶ月未満の Tier 5（Creative and 

Sporting）の滞在資格の方 

（３）滞在予定が１ヶ月未満の専門的職業（Permitted 

Paid Engagement）での滞在資格の方

（https://www.gov.uk/permitted-paid-

engagement-visa） 

（４）ＥＥＡ（European Economic Area，欧州経済領

域）国籍者の家族で，永住目的で入国する方 

 

４．詳しくは，英国政府発表の次のウェブサイトをご覧の

上，ご質問やご不明な点がある場合は，英国内務省入国管

理局へお問い合わせください。 

https://www.gov.uk/government/news/governme

nt-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-

countries 

 

 

在英国日本国大使館領事班 

電話：０２０－７４６５－６５６５（代表） 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:taikai@jadesas.or.jp
https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa
https://www.gov.uk/permitted-paid-engagement-visa
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries
https://www.gov.uk/government/news/government-expands-use-of-epassport-gates-to-7-more-countries

