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理事会だより

会員部

●12月7日に行われた理事会の抜粋●
◉12月3日に行われる予定であった、A25周年記念特別イベン
トはオミクロン種の発生によりこの状態が改善されるまで延
期とする。
◉新しいJAのロゴの作成を検討中
◉田口晴恵理事・福祉部長辞任承認　

●会長より　英国日本人会25周年特別忘年会の延期について●
11月26日に新しいコロナ異変種オミクロンが南アフリカで発生
したとのニュースを受け、28日の夜に緊急理事会を開きました。
政府の方針発表は恐らく2-3週間後になるだろうと推定される
中、予定通り開催するべきかどうかの討議を致しました。
準備も殆ど完了し、後は開催を待つという状況でしたが高齢者
の会員が多い日本人会として、このような緊急事態になった中
で果たして開催しても良いのか理事一同悩みました。しかし、

最終的に会員の安全を優先して延期と言う判断を下しました。
参加申し込みされていた会員の方々にご迷惑をお掛けしたこと
をお詫び申し上げます。
イベントを楽しみに待っていただいた会員は失望されたと思い
ますが、反面、このような状況の中での延期はやむを得なかっ
た適切な判断だったというご意見も頂きました。
来年になり、状況が回復された時点で新しい日程を組み、皆様
にご案内いたします。その節には皆様と25周年記念のお祝いを
することを楽しみにしています。

12月の理事会で田口晴恵福祉部長から理事の辞任と退会のお
知らせがありました。突然の事で理事一同驚きました。会とし
ては残念な事ですがご本人の意思を尊重して承諾することにな
りました。３年間、福祉部長として、理事として会の為に貢献し
て頂きありがとうございました。

●今月の会員の動き●
新入会員：2 名　現在会員数：メール会員 258 名　文集郵送
希望会員 39 名　文集・会報郵送希望会員 48 名（名誉会員 8
名を含む）　ご逝去：田口邦子　退会：2 名
全会員　計 345 名
・今月は会 員特 典サービス協 賛 店に JSTV が加 盟しまし
た。日本一時帰国もままならない今、日本のテレビを楽し
んでいただきたいとの事です。1 月 2 日まで特別キャンペー
ン を実 施 中 で す。 詳 細 は www.jstv.co.uk。 また 登 録 後
customerservice@jstv.co.uk、こちらに JA 会員である事をお
知らせ下さい。トートバッグのプレゼントがあります。

◉会員特典サービス協賛店リスト
https://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト /
◉組織　https://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /
◉会則　https://japanassociation.org.uk/ 英国日本人会 - 会則 /
◉ JA の GDPR の Policy
 https://japanassociation.org.uk/ 事務局より /ja の gdpr-policy/ 
◉ご家族のメールアドレス追加をご希望の方は下記にご連絡
ください。membership@japanassociation.org.uk　　　　　　

JAウェブサイト　https://japanassociation.org.uk 忘れな草ウェブサイト　https://wasurenagusa.org.uk

Regent Street のクリスマスライト
ウィンター千津子さん
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●文集部よりお知らせ●
コロナウイルスのおかげでギリシャ語のアルファ
ベットを覚えました。もし最後のオメガまで来
たら、あとはどう呼ぶのかと少々気になりまし
た。今年もコロナで明け暮れましたが、その内
ペニシリンや抗生物質のような画期的な “ 万能
薬 ” の登場で、Covid-19 も感冒並みに扱われる

（？）日が来るのを夢見ています。それでは皆様
どうぞ良いお年をお迎えくださいますように。

次号の原稿を募集いたしております。要項は下
記のとおりですので、奮ってご投稿下さいます
ように。

『英国春秋』2022 年春号（No.40）
タイトル：フリー
字　数：A4　2 〜 3 枚（出来ればワード添付）

締　切：2022 年 3 月 15 日
　　　　（但し、原稿随時受付）
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk

『瀬戸内海賊衆村上武吉』が信長の天下とりに待った

この映画を制作するに当たって、河野水軍から村上水軍へと
展開して行った瀬戸内海の水軍史は、ほぼ1300年の歴史が
あります。従って一挙に映画化することは困難でした。村上
水軍の最大の敵、織田信長との一騎討ち『大阪石山本願寺
の決戦』（木津川口での「織田信長軍」と「毛利軍＆村上水
軍」争奪戦）をメインに描いて行く事にしました。
天下取りの総仕上げと織田信長は考え、配下の明智光秀、豊
臣秀吉の忠告も聞かず自らが先頭になって闘った為、鉄砲の
弾に当たるなど、木津川口での攻防は壮絶なものでした。
最初の頃は村上水軍の強力なパワーと「焙烙玉」よって信長
軍は敗走を重ね、やがて、御座船（母船）7艘が村上水軍の「
焙烙玉」で焼け落ちてしまった。こうして浄土真宗の権力者
「顕如」は村上水軍の活躍でお米など食料品を確保し、要
塞（石山本願寺）の中に保存、数千人分の籠城作戦も軌道に
乗って、１０年に及ぶ長期戦となってしまった。
信長は九鬼水軍に『鋼鉄船』の建造を命じ村上水軍の焙烙
玉の対策に着手。巨大な鉄鋼船を建造し、村上水軍を逆襲
した。「比叡山延暦寺」の皆殺しに続く、この信長の残虐性
は天皇家、将軍家　有力大名の危惧することになリ、明智
光秀は、ついに本能寺で織田信長の命を奪うことになって、
政権を豊臣秀吉並びに徳川家康へと誘うこととなってしまっ
た。
豊臣秀吉、徳川家康は海賊禁止令を出して、海の安全と船に
よる物流の重要性を認識させて行く。瀬戸内を中心とした海
賊衆も日本の時の権力者と一緒になって、海上における運輸
産業の一翼を担って、近代的な造船と安全且つ大量輸送の

技術を磨き、港の整備（港湾事業）によっ中国、韓国、台湾
初め東南アジアへと門戸解放が進み、今日のような国際的な
日本となったのでしょう。村上武吉が率いた村上水軍の末裔
たち明治維新の立役者『伊藤博文』初め世界最強であったロ
シアのバルチック艦隊を、瀬戸内水軍の戦略で打ち破った東
郷元帥の銘参謀『秋山真之』など村上水軍の末裔たちの活
躍は目覚ましいものがありました。　

さて、数十年ぶりに『京都の太秦』に帰って、時代劇を制作
することは最高の喜びです。かつて私は『大映京都撮影所』
で助監督をしていました。「遅過ぎた助監督」と揶揄された
世代でもあり、かつての仲間たちもほとんど鬼籍に入った
か、肉体的にも無理できず病院通いをしている様です。

私が映画を学んだ大映京都撮影所は、『ベネチュア国際映画
祭』『カンヌ国際映画祭』などでグランプリを獲得した撮影
所でした。『羅生門』『地獄門』『山椒大夫』はじめ『眠狂四
郎シリーズ』『座頭市シリーズ』特撮映画『大魔神シリーズ』
を製作した今は無き「時代劇専門の撮影所」でした。日本独
特の時代劇映画を継承できるような作品創りと、映画志望の
若い世代と寝食を共にしてテクニックを伝達できる場に出来
ればと決意しています。
　なお、コロナ問題で、大幅にクランクインも遅れています。
そんなこともあって、今年は「瀬戸内海賊衆の記録映画」を
制作し、ヴェネチア映画祭の「記録映画部門」に応募するこ
とにしました。従って本編の制作は2022年以降になると考え
ています。

渡邉道英拝

映画製作の意図（記録映画及び本編の制作）と
重要シーンの地御前（広島県厳島）

寄 稿

文集部

万能薬

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、主催者の責任ではないことをご了承ください。
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NALC部

12月7日にズンバ・ゴール
ド・チェアのオンラインクラ
スを開催し、13名の方々に
参加いただきました。来月
も第一週火曜日の1月4日11
時から行いますので、よろし
ければぜひ参加ください。

12月に大西敬子先生が日本へ一時帰国をされていたことから
お休みをいただいたヨガ教室は、新年は第2火曜日11日午前
10時から行います。

11月23日に15名の方々に参加いただき
ましたマインドフルネスなヨガ教室は、
今月は28日11時から、そして新年も第4
火曜日の1月25日11時から開催を予定
しています。先のクラスについては通常
通りご案内の一斉メールをイベント前
に発信させていただき、参加をご希望いただいた方々へはイベ
ント前日に招待リンクを送付いたします。  

今月のナルク部の例会は12月14日にお食事会を兼ねて行われ
ました。ここでは、新年以降の予定の確認と今後のナルク部

の活動に関して話し合われました。11
月同様にナルク部の主催ではありませ
んが、今月4日に行われた「日本への永
住帰国～帰国時の手続きのまとめ」
のオンラインセミナーへは部長のホワ
イトハウス佐藤敦子が参加し、開催し
た社会保険労務士事務所から了承を
いただいた上でまとめを作成していま
す。しかし、今回のまとめは英国日本
人会の会員のみへ公開が許可されたために、このレジメのみ
を英国日本人会のサイトに掲載してあります。この内容にご興
味があれば、nalc@japanassociation.org.ukへご一報くださ
い。ご依頼いただいた方に個別にまとめをお送りします。

本年もナルク部の活動にご協力、ご賛同いただきありがとう
ございました。新たな年も引き続き、エンディングノート関連セ
ミナーとして、人生後期の法的手続き、およびファイナンシャ
ルプラニングのセミナーを専門家の方々にご協力いただき行っ
ていく予定です。今後ぜひ専門家に聞いてみたいというような
内容がありましたら、お気軽にnalc@japanassociation.org.uk
までご連絡ください。また、時間預託制度に関しても、ご質
問、ご依頼などありましたら、ご一報ください。素晴らしいクリ
スマスと新年をお迎えください。

TEAM SMILE

●「美容・健康オンライン講座ご案内●
テーマ :100 歳になっても若々しく Vol.4 ＋ ツボ刺激健康法」
日時：1 月 16 日（日）13:00 〜 14:00　ZOOM 　　
お申し込み：https://forms.gle/grDPFuPWfmGtNbPH8
締め切り 2022 年 1 月 14 日（金）
※お申し込みと同時に ZOOM リンクが表示されます。

「2022 年もますます健やかに、素敵な貴女を目指しましょう」
この美容講座シリーズでは…
いつまでも健康で美しく、若々しくある、3 つの原則
　１. 適度な運動
　２. お手入れ（スキンケア、ヘアケア）
　３. 心の持ち方
この３原則に基づいて、皆様に定期的に美活を提案させてい
ただいています。もし前回のワークショップで気合をいれたも
のの、モチベーションが下がってしまった、と言う人も大丈夫。
新年を機会にまた気持ちを入れ替えて美しさを磨いていきま
しょう。

＜講師プロフィール＞
小幡洋子さん： OTOHA Cosmetics London ダイレクターで美容家。
KOTOHA を 2015 年に設立。東洋ハーブエキスを使ったプロダクトは
2016 年にジャニーラブプラチナムアワード、2018 年にグリーンペア

レントナチュラルビューティアワードを受賞している。プロダクトビジ
ネスをする一方、自ら長年の肌荒れや、激太りを克服した経験を活
かし、内面を含めた女性美磨きのメソッドを美容講座、レッスンを
通して発信することにも情熱を注いでいる。

Team Smile 部
担当　鈴木ナオミ　naomisuzuki7@icloud.com

12 月 2 日に開催の「リースを一緒につくりましょう」
Ritsuko Bachmann（バッハマン律子）先生のご指導の下、作
品制作に参加してくださった皆さんの真剣な眼差しがとても印
象的でした。お疲れ様でした！作品集をご覧ください。
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紅葉会 (ZOOM)

● 11 月紅葉会の報告●
石川美 枝子さん 
ボタニカルアート
ボタニカルアート
は 18 ～ 19 世 紀
に写真のない時
代に植物を記録

する方法として発展したが、今また発展していて、第二の黄金
時代と言われるほど。テクノロジーが進んだこういう時代だ
からこそ、こういうように、手間をかけて人間が時間をかけ
て描いた絵が楽しまれる。描く方も楽しいし、見て頂く方に
も楽しんでいただける時代になった。
自分のテーマとして、日本の桜、ボルネオの熱帯雨林の植物
が好きだそうである。鉛筆デッサンがとても大事。描く前に
細部をよく観察して正確に描くことが必要。植物に対する知
識が必要。原則として、実物と同じ大きさで描き鉛筆デッサ
ンでかなり細部まで描くそれから彩色する。

● 12 月特別紅葉会の報告●
12 月特別紅葉会は「華やかなお正月料理」、日本からのズー
ムオンタイムクッキング講座でした。ご指導くださったのは細
川勝志シェフ、パリッとした板前さん白衣と白帽子という粋な
職人姿、笑顔での登場です。細川シェフは昨年に引き続いて
のアンコール出演で、昨年は「クリスマス華やかなお寿司作り」
を指導してくださいました。

今回のお正月料理はレシピ通りに前もって下準備がされてお
り、それぞれの材料は手際良く目の前で調理されていき、一
時間余りで色鮮やかな五品となりました。その手際の良さと
出来上がりの素晴らしさには「鉄人の料理」と称賛の声も挙
がりました。細川シェフの手順良さを見ているうちに、是非作っ
てみたくなった、という声が多く届きました。
海外で日本料理を作る時、必ずしもレシピ通りの材料が手に
入らない事があります。そこで諦めずに、入手できる材料を
使ってみると思わぬ味が生まれるかもしれません。今回のば
ら肉も、代替品としてローストビーフ・ハム・ベーコンでも良し、
柚子の変わりにレモン、蕪がなければ大根を、という様に範
囲を広げてのチャレンジも出来る様です。
会員の田村陽子さんは、画面を見ながら押し寿司を作られま
した。（写真右上）小さなプラスティック容器を使っての押し
寿司の材料は大根、しゃけフレーク、しらすぼしなどで、そ
の出来上がりは見て楽しくとても美味しそうでした。

● 1 月紅葉会のお知らせ●
紅葉会では 1 月 27 日に対面新年会を計画していましたが、
会場への入場人員が 1 月末日までは 25 名までと制限された
ため、対面新年会の日程を変更して「遅ればせ紅葉会新年会」
として 2 月 17 日（木）に予定しています。そのため、1 月の
紅葉会は「書き初め」をズームで行います。
日時：１月 27 日（木）１時 (12 時 45 分から入場可）
会場：ZOOM
参加費：無料
講演テーマ：イギリスで書道という日本文化を伝える
講師：アーズ由希子様　惠杏壽昌鶴  Yukiko Ayres

＜講師プロフィール＞
東京都出身。梅島幼稚園卒
園、中央大学法学部卒業。
梅島幼稚園では石井式漢字
教育を実践しており、卒園
後も同園園長主催の国語教
室に通い、字の成り立ちを
学ぶ。6 歳から書道と剣道
の稽古を始める。高校卒業
後、矢代黄昌に入門。日下
部鳴鶴 - 岩田鶴皐 - 稲垣黄
鶴 - 矢代黄昌 - 惠杏壽昌鶴　
26 歳 一般社団法人日本書道院同人に推挙
現在一般社団法人日本書道院英国支部
Westminster School Under School & Great School 書道担当

主な活動歴については、サイトをご覧ください。
https://yukikoayres.com/past-events
YouTube に文字の成り立ち、書き方の動画を投稿していますので、
ご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCjmTxq_DWQ4W0fzWxDAPxqw

今回は、日本にいたら絶 対に経 験しなかったであろうと
いう事例をお話ししたいと思っています。The Connaught 
Hotel100 周年記念写真集の題字を揮毫した際のエピソードを
お伝え出来たらと考えています。片仮名、変体仮名を実際に
書きながら、どのように文字を選んだか、実際に筆で字を書
きながらお伝えします。

* 今年 1 月から12 月まで紅葉会のコーディネーターを勤めて
くださった、クルクシャンク英子さんとクリストファーズひな子
さんには心よりお礼を申し上げます。
**2022 年 1 月から紅葉会部長に早川ひとみさん、副部長・
会計には阿部喜美江さんとなります。

お問い合わせ：koyokai@japanassociation.org.uk
Tel：07907 415 922
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投稿写真コーナー
素敵なお写真をお送りいただきありがとうございました！

朝焼け
バンダースケイフ日出美さん

Oxford Street の
クリスマスライト（左上）
冬（左）
ウィンター千津子さん

コロナ禍で日本の検疫 10 回目記念の富士山（隔離のホテルから）
小川典子さん

私の父だったら「額に入れて飾れ」と言ったことだろう。
10 回のジャパン隔離検疫の記録

小川典子さん

手作りの折り紙
ポインセチア のクリスマスカード

( グリーブス邦子さん作 )

みなさまの
投稿を

お待ちして
います。

Newsletter編集部ではみなさまからの投稿をお待ちしております。
写真やエッセイ、楽しいエピソードなど下記までお送りください。締め切りは毎月第三水曜日です。
お待ちしております。＊スペースの都合で掲載できない場合ございますのでご了承ください。
newsletter@japanassociation.org.uk



6

●福祉部長職辞任のご報告●
皆様におかれましては、2年近く続いている新型コロナ・ウィル
ス感染パンデミック下ではありますが、お元気で年の瀬をお迎
えのことと存じます。
さて、私事で誠に恐縮ではありますが、この度12月7日の理事
会におきまして、私の福祉部長職の辞任の申し出が承諾されま
したことを、ここにご報告させて頂きます。皆様には急なお知ら
せとなりましたが、以前より自身が関わっております日本人の
為のケアホーム設立のプロジェクト、ケアコミュニティージャパ
ン（CCJ）に専念する為に決断致しました。現在、その活動が活
発化し、繁忙を極めて参りましたことから、JA福祉部の部長と
CCJの責任者の立場を両立することが難しくなってきており、将
来的なことを鑑みて職を辞することを判断した次第です。
なお、パンデミックにより対面の懇親会が叶わなくなりました
代わりに開始致しました、Zoomによる「歓談サロン」ですが、
色々なトピックで気軽にお喋りが出来る、とご好評を頂いてお
ります。このサロンは、今後も各支部の福祉部員によって継続
されますので、是非ともご参加下さいますようお願い申し上げ
ます。今後、後任の福祉部長が決定致します迄は、副部長のホ
ール美奈子会員が部長代理を兼任する事となりますので、今後
とも福祉部をどうぞ、宜しくご了承の程お願い致します。

これまで支えて下さいましたJA会員の皆さまに、心より感謝申
し上げます。これからも人と人との繋がりを大切に、人生を歩
んでいきたいと思っております。2022年が皆さまにとって素晴
らしい年になりますよう、お祈り申し上げます。

2021年12月　田口　晴恵

次回の歓談サロンは2022年１月19日（水）午後2時から4時を
予定しております。詳細につきましては、後日一斉メールにてお
送り致します。 

福祉部連絡先：welfare@japanassociation.org.uk
Tel: 07487 419 953

夢　源 
Email: deliverymugen@hotmail.com　Tel: 07985 275 610
http://www.mugenholdings.com　1 月注文締め切り日：1 月 20 日（金）配達：1 月 28 日　
So Restaurant
Email: info@sorestaurant.com　https://www.sozai.co.uk
WASO
Email: contact@waso.tokyo　注文サイト https://www.waso.tokyo

日本食デリバリーサービス情報
※JA会員の皆様の責任においてお取り扱いをお願いいたします。

JA会員の皆様に
心を込めて

お届けします！

● 1 月二水会のご案内●
日時：2022 年 1 月 12 日（水）午後 8 時より
演題：僕が見た 2016・17 年の中国（上海）
講師：伊東敬行（二水会幹事）

参加費：無料
参加申し込み :下記のリンク先よりお申し込みください。
https://forms.gle/Rg97qGdfaatGHnpdA

福祉部福祉部

二水会

http://www.mugenholdings.com
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スケッチ

寒くなった事と一年の最後の月としてウオークは無し、そし
て久しぶりの屋内で現役1人以外の9人が全員集まりこの
一年の反省、来年の予定などを話しあった後、クリスマス

を兼ねた忘年会で盛り上げ絵の方も今年最後の月を華や
かに”12月の花”で締めくくった。

ビドル恵
＜胡蝶蘭＞

山本郁子 古沢いくこ
＜シクラメン＞

スタンディング百合子
＜ひいらぎ南天＞

山下美保子
＜胡蝶蘭＞

シェイラ文野 グリーブス邦子
＜クリスマス・ローズ＞

ハーテイみえ
＜ポインセチア＞

高波三枝子
＜水仙＞

竹内みどり

同好会ガイドライン：
JAの全ての同好会の活動は、会員同士の同好の集まりであり、JAの主催する活動ではありません。それぞれの同好会の主催
者が個人として自主的に運営し、参加者も自己責任で参加します。JA会員・非会員に拘わらず参加可能です。JAは何ら同好会
の活動に対し、責任を負いません。
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Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun
     1 2

3 4 5 6  7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23

24/31 25 26 27 28 29 30

31

詳細は各会のお知らせをご覧ください。
編集部では皆さまの寄稿や写真の投稿などお待ちしております。

Eメールにて下記までお送り下さい。 締切日：1月19日
newsletter@japanassociation.org.uk

二水会

元日

俳句を学ぶ会 12月の句　題「冬薔薇（ふゆそうび）」

冬の薔薇思わす友よ無事なりや	 キング悦子

一輪のしぐれに静か冬薔薇	 廣瀬信子

冬薔薇朽（く）ちし蕾の二つ三つ	 バンダースケイフ日出美

色形潔くして冬薔薇	 岡部　道

冬薔薇の健気な ( けなげな )姿胸をうつ	 松尾美和子 (オハロラン)

冬薔薇もう耐えること止めて良し		 ウィーラー由美

冬薔薇茶花にしようか一輪を	 	 川西弘子

一輪の大輪誇る冬薔薇	 	 ウィンター千津子

落ち葉舞う公園の隅冬薔薇	 	 福重久子

寒風に耐えてなお立つ冬薔薇 	 中田浩一郎

深紅色華やかさ落ち冬薔薇	 	 ガフニータミー

iphone/iPad のロック画面とホーム画面の壁紙を
好きな写真に変えましょう。
写真をタップして載せたい写真を選びます。右上、又は、左
下にある四角に矢印の共有マークをタップします。いろい
ろな項目のなかでuse as wallpaper (壁紙に設定)を選びま
す。写真が表示されますので、写真の表面を2本指で開いた
り閉じたりして大きさを調節します。set(設定)をタップする
と、ロック画面、ホーム画面、または両方に載せる、の選択
ができます。選んでタップして完了です。これとは別に設定
に行ってwallpaperをタップしてAppleが作成した壁紙や端
末にある写真から選ぶこともできます。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
1月4日、11日、18日。途中参加・退出も自由です。

スマホ同好会

12月7日、Apple WatchについてQ&A、情報交換をしました。

初めての方は松崎美枝子までご連絡下さい。
Email：miekobarraclough@hotmail.com Tel：07903 445 144

Online ZOOM ミーティング予定

ズンバ・
ゴールド・チェア
スマホ同好会

ヨガ教室
スマホ同好会

紅葉会マインドフル
ネスなヨガ教室

スケッチ

美容
健康

オンライン
講座

スマホ同好会
会報締切り
歓談サロン

テニス同好会 
テニス同好会は2022年3月までお休み
です。4月からまたスタートしますので、
よろしくお願いします。
問合せ: jatennis@outlook.com
Tel: 07940 028 020 オークリー千春

冬
薔
薇

イベントカレンダー




