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理事会だより

会員部

●2月2日に行われた理事会の抜粋●
◉ホール美奈子さん（福祉部長）、早川ひとみさん（紅葉会部
長）を理事として承認

◉JA年次総会は3月26日（土）Japan Houseで行う予定
◉延期になったJA25周年記念は同日年次総会後に行う予定
＊食事は前回予定していたBuffet形式から現在のコロナ事情
を鑑みてお弁当とする
◉JAのHPの改善、改良を検討したが、費用の面から今回は現
存のHPを維持していくことにする

私は先日、BBC 1 の TV ニュースを見ていて驚きました。
BBC のインタビューに答えていたRoyal Mailのインタビュー
アー曰く、『Royal Mail は、時代に乗ってこれから「バーコー
ド付きの切手」を発行していく。これまでのバーコード無し
の切手は、来年2023年１月31日まで使用可能。それまでに
使い切るようにして下さい。』
私は昔、アマチュア！コレクターとして、記念切手をたくさん
買って貯めたものがあるので、’Don’t worry.’ の決まり文句
に腹が立ちました。抗議しようか！と思うくらいに。
調べたら、’Swap out’ と言うsystemが出来るようなので、そ
れに従って新しい切手に変えようと思います。これは私のよ
うな者が沢山いることを想像するとRoyal Mailにとっては、
大変な仕事になると思います。パンクするほどの！？
The Swap Out scheme will open on March 31, 2022. 
Customers will be able to send unused stamps via a 
Freepost address. Forms will be available via a variety of 
channels, including: local customer service points; the 
Royal Mail website and via its customer experience team. 
Further details will be announced shortly.
調べましたが、まだwebsiteにはformsは見つかりませ
ん。つまり全てがこれから？！私は3月31日に向けて、古い
切手のパックの束をまとめてSwap outの準備をして置こう
と思います。

●今月の会員の動き●
新入会員：2 名　現在会員数：メール会員 264 名　文集郵送
希望会員 40 名　文集・会報郵送希望会員 48 名（名誉会員8
名を含む）　全会員　計352 名
◉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 クラブについて●
昨年6月の会報にて「日本館の経過報告」でご案内をいたし
ましたJAクラブは、コロナ感染が収まらないまま中断されて
おりましたが、コロナも落ち着いてきましたので、いよいよ4
月よりテストケースを始めたいと思います。場所はCityにあり

ます IIJ EUROPE社 が
提供してくださるオフィ
スの一部のスペースとな
ります。詳細は追って来
月、3月の会報、一斉メ
ールにてお知らせいた
します。
　
会長　ウィリアムズ百子

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

早川ひとみさんホール美奈子さん
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●2022 年 2 月の報告●
日　時：2 月9日 ( 水 ) 午後 8 時より
講　師：上野直之様
演　題：新幹線誕生ものがたり
会　場：ZOOM スクリーン上
参加人数：45 名

JR 東海の上野様にご講演をいただきました。今年は「のぞみ」
が 30 周年を迎えるという記念の年であるとご紹介いただき、
時の流れを感じつつお話に聞き入りました。「鉄道」の発祥は、
皆さんご存じの通り英国ですが、1803 年に馬が「鉄の道」を
使って材木の運搬を行ったのが始まりであることや、人を乗
せた最初の「鉄道」は馬が引いた「客車」( 細長い荷台のよ
うなものに人が沢山乗ったもの）がスワンジーを走ったことな
ど、当時の時代背景を想像せずにはいられないお話が写真と
ともに紹介されました。一方日本では、ペリーが浦賀に来航
した1854 年の翌年に、佐賀藩で鉄道の模型が完成されたこ
と、実際の鉄道の運航は1872 年の新橋―横浜間であったこ
と、また、その建設は着工から運航開始までにほんの2 年半
だったことなどのお話があり、そのスピードには驚くばかりで
した。さらに、日本の鉄道誕生に影響を及ぼした人物として
紹介された、エドモンド・モレルは 30 歳、大隈重信は 32 歳、
長州ファイブの一人の井上勝は開業した1872 年当時 29 歳と
いうことに、もっと驚きました。
鉄道の軌道の幅の国による違いについては、どういう経緯で
それが生じたのか、世界地図上の色分けを見ながら、世界の
歴史と西欧列強の力関係などについて、興味が湧いてくるお
話でした。日本では、当初の「弾丸列車」計画が、戦争で中

断せざるを得なかったことなど、社会情勢の影響を受けたこ
とは初めて知りました。デゴイチ（D51型）を手掛け、弾丸
列車計画にも参加された島秀雄さんは、十河国鉄総代と並
び、新幹線の父と言われており、その人は広軌論を唱えた島
安二郎さんの息子とのお話がありました。実社会、学問やス
ポーツなど、親や周りの環境に引っ張られて大きな功績を残

すサクセスストーリーを耳にしますが、新
幹線の事業は、島さんが親子で成し遂げ
た成功だと言ってもいいのではないかと感
じました。英国での仕事・生活で、言葉
をはじめ、社会・経済などの知識の不足
を日々感じる自分の状況を考えながら、い
ずれ自分の知識・経験が何か、誰かの役
に立たれる日が来るのだろうか、とふと思
いました。
エリザベス女王ご夫妻が1975 年に新幹線
に乗車した写真を見て、国が誇れるものが
あるというのは素晴らしいことだと思いま
した。新幹線駅構内の碑に記載されてい
る、新幹線は日本人の叡智と努力の結晶
である、という言葉をご紹介いただき、不
思議とその通りなんだろうな、という納得
感がありました。東京駅のプラットホーム
19 番には、十河総裁のレリーフがあると

聞き、今度東京駅で新幹線に乗るときには見に行ってみたい
と思いました。
質疑応答では、JR パスの人気の高さを感じる発言を沢山い
ただきました。日本に帰る度に、新幹線をはじめ日本の鉄道
を楽しんでいるという鉄道ファンの方もいらっしゃって、講師
の上野さんも特に喜ばれていました。また、日本の鉄道技術
は世界一だという激賞と、それをリードする JR 東海さんには、
これからも世界一であり続けてください、という激励のご発言
がありました。その他、マグレブ（リニアモーターカー）につ
いては、建設は進んでいるものの、2027 年の開業予定の遅
れは避けれられないだろうとのお話がありました。世の中が
どんどん変化する中で、人々の移動手段がどのように変わっ
ていくのか、遠い未来のことは想像がつきませんが、これま
でのように（またはそれ以上に）、日本が世界の中で存在感を
発揮してほしいと思った講演でした。（伊東ノリ）

●3月二水会のご案内●
日　時：3月9日（水）午後8時より
演　題：今までのインターネット、これからのインターネット
講　師：西川善高様
https://forms.gle/5dwwBKSGGew1Skfe9

二水会

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

2月1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、17名の方々に参加いただきました。来月も第一週火曜日の3
月1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。

2月8日に行われたアイアンガーヨガ教室は、13名の参加で行
われました。3月も予定通り第2火曜日の8日で、通常通り他の
クラスと異なり1時間早い午前10時からの開始となりますので
ご注意ください。

毎月第4火曜日に行われているマインドフルネスなヨガ教室
は、前月1月25日に開催され、19名の方々に参加いただきまし
た。この教室も今月は予定通り22日11時からの開催で、3月も
22日11時からとなります。

●文集部よりお知らせ●
春の先駆け、スノードロップがここかしこで咲き始めました。
２番手、３番手の花々が舞台裏でその出番を待っているかのよ
うに、その蕾を日増しに膨らませてきている今日この頃、皆様は
お元気でお過ごしでしょうか。
春号の締め切りが近づいてきました。募集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

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させていただきます。  

今月のナルク部の例会は2月8日にオンラインで行われ、今年のセ
ミナーの日程について話し合われ、人生後期に知っておくべきファ
イナンシャルプラニングの一貫でLasting Power of Attorney (LPA)
に絡めたお話を4月にしていただく方向で調整をすることとなり
ました。詳細は別途ご連絡をしますが、特にご希望の内容があり
ましたらました、お気軽にナルク部（nalc@japanassociation.org.
uk）までメールでご連絡ください。

ナルク部の時間預託のシステムは、JA会員の方々が気兼ねな
くサポートを依頼できるよう
に、JA会員の皆様に付与さ
れているナルク部時間預託
のための10ポイントを利用
して、病院の付添、買い物サ
ポート等を受けるというもの
です。そこで、お怪我で買い
物が難しい、病院への通院
が一人では不安な際などは、
お気軽にナルク部（nalc@
japanassociation.org.uk）ま
でご連絡ください。ご希望い
ただきましたら、サポートが
できる会員の方を一斉メールで募り、コーディネートをさせて
いただきます。その際、サポートいただく会員の方の交通費等
は実費でお支払いいただきますが、実際にサポートいただい
た時間は会員の方保有のポイントから一時間あたり1ポイント
をお手伝いいただいた方へお支払いいただくために、その他
費用は基本発生しません。

文集部
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紅葉会 (ZOOM)

● 1月紅葉会の報告●
Zoom  講演：「書き初め」
講　師：エアーズ由希子様

お正月といえば書き初め。1月は書家のエアーズ由希子さんを
をお招きしました。
同じく「道」である剣道も３段というエアーズさんは６歳から
書道を始め、現在はヨーロッパをはじめ、イギリスでレクチャー
や字の成り立ちの解説、デモンストレーションをなさるなど幅
広くご活躍されています。
昨今の日本字ブームではさぞ多くの需要があるのではと思って
ましたが、「道」や「書体」を理解されずご苦労なさったお話
は日本人の私たちには意外でした。また質問に対して習字を
習うのは何歳からでも遅くはありませんとの答えでした。
明るく和やかに体験談を伺った後、最後に今年の干支にちな
んで「寅」の字を書いていただきました。
＊尚、エアーズ由希子様より、当日充分に書き方をお話しでき
なかったということで、以下の動画を送っていただきました。
https://www.youtube.com/watch?v=1yJkP9lxOeg

● 3月紅葉会のお知らせ●
来月は、3月にちなんで「ひな祭り懇親会」を開きます。
ご一緒に楽しいひとときを過ごしましょう。皆様、ぜひご参
加ください。
日　時：3月3日13:00 ～
場　所：Farm  Street Church    
　　       114 mount Street, London W1K 3AH
会　費：£25 
詳細は一斉メールにてお知らせします。

ご挨拶
寒気の中にも早春の息吹が感じられる頃となりましたが、皆
さま、お変わりなくお過ごしのこととお慶び申し上げます。
前部長退任に伴い、この度、福祉部の部長に就任致しました
ホール美奈子です。パンデミックのさなかに福祉部に入部を
致しましてまだ日も浅い中、多くのことを学ばせて頂いており
ます。至らぬ点も多いことかと存じますが、諸先輩方にお力
を借りて、福祉部全員で福祉活動に尽力して参ります。副部
長のシェイラ文野、グリーブス邦子ともども、どうぞ、宜しくお
願い致します。

皆様とZOOMでお会いしております福祉部の歓談サロンで
すが、次回３月１６日では、昨年秋にお話を下さいました梅澤
實さんに再度ご登場頂きます。リハビリテーションも順調で、

今回はご専門の骨董品の鑑定をなさって下さいます。
そして、この春には各支部での懇親会を再開させる予定で
す。東西南北それぞれの地域で（勿論、他の地区からの参加
も大歓迎！）、お会いできなかった間の出来事に話を咲かせ
ませんか？上記歓談サロンと共に、別途お知らせをさせて頂
きます。どうぞ、お楽しみに！

福祉部連絡先：　　　 　 
一般的なお問い合わせ
welfare@japanassociation.org.uk
個人的なお問い合わせ
hall@japanassociation.org.uk
Tel: 07487 419 953
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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！

夢　源 
Email: deliverymugen@hotmail.com　Tel: 07985 275 610
http://www.mugenholdings.com　3月注文締め切り日：3月17日（木）配達：3月26日（土）
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

ਠબ᧴ᰩᰲήᰗήᰵᰛࡄԴ
※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。

+"ձһͷօ༷ʹ
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春の訪れ　スノードロップ
ウィリアムズ百子さん

クロッカスと木瓜（ボケ）の花
ウィンター千津子さん

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。
＊スペースの都合で掲載できない場合もございますのでご了承ください。
newsletter@japanassociation.org.uk
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スケッチ

ビドル恵　 スタンディング百合子 スタンディング百合子

山下美保子

シェイラ文野 グリーブス邦子

山本郁子 ハーテイみえ

竹内みどり

՝��lਓz

今月の課題は ”人物 ”  (ポートレートではなく上半身以上
とする) という事だった上に知っている人を描くのは難し
い。本人より美しく仕上がった時は良いがそうでない時

は大変だ。わたし自身も苦労した割には上出来とは言え
ない仕上がりだった。また機会があったら挑戦して納得
できる作品に仕上げたい。

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。



Google mapsで各駅の発車時刻を調べましょう。
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俳句を学ぶ会 2月の句　題「早梅」

早梅の香り求めて苑に行こ キング悦子

早梅や出会えて嬉し公園 廣瀬信子

早梅の蕾賑わし去年今年 バンダースケイフ日出美

老木を早梅訪う寒さかな 岡部　道

早梅に想いを寄せる夕餉かな 松尾美和子 (オハロラン)

早梅にちょいと呼ばれて振り返り  ウィーラー由美

早梅の花びら散りし石畳  川西弘子

早梅や蕾いっぱい身につけて  ウィンター千津子

咲いたかな東寺のピンク懐かしや  福重久子

早梅（そうばゐ）よ寒くはないか火の恋し 中田浩一郎

早梅の枝にロビンのカップルが  ガフニータミー

早梅や空き家の庭にもの悲し  小野宣美

朝風に靡く早梅垣根越し  藤田幸子

早 

梅

川柳
ご興味ある方は下記までどうぞ。

secretry@japanassociation.org.uk

スクーター乗る人だけが有頂天
スクーター蛇行追いこし自由自在
マスクかけ本音ブツブツ目で笑い
あごの下マスクかけてさがす人
すれちがうワンコ鎮座の乳母車
三階のタワーバギーに三つ児乗り

私への最低賃金の値上げを
頭脳の温暖化防止策を
私にもマイクロチップ必要か
履歴書自己の炭素度記入欄

ドン柳

マップ上の駅 (地下鉄、鉄道) のマークをタップするとその時点での発
車時刻情報が表示されます。バスの時刻を調べたい時は、マップをバ
ス停が表示されるまでピンチアウトして拡大し、バス停マークをタップ
します。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
3月1日、8日、15日、29日。途中参加・退出も自由です。

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

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
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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：毎月第三水曜日

newsletter@japanassociation.org.uk

二水会

春分の日
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詳細は各ページをご覧ください。

スマホ同好会

会報締切り
歓談サロン

JA 年次総会

１. 映画製作にあたって

   瀬戸内の海賊大将『村上武吉』の活躍を映画化するに当たって、半世
紀以上前から試行錯誤を繰り返し、やっと結論を得ましたので下記の通
り企画提案いたしましす。New Corona Vir問題の見通しがつくまでは、
撮影現場を動かすこともなりませんが、着 と々準備を進めて参りました。
主人公の「村上武吉」は戦国時代の瀬戸内海の海賊衆を掌握し、中国
地方の覇者「毛利元就」の海上覇権（制海権）の協力者として、「瀬戸内
海航路の関所警備」を統括、現在の海上保安庁（或いは海上自衛隊の
責務も含む）の役割を果たしていました。鎌倉幕府、室町幕府、さらには
戦後期時代の長期にわたって「極めて強力な村上水軍の総大将として
大活躍した人物でした。
その昔『源頼朝』が驕れる平家を屋島、安芸の宮島、壇ノ浦の攻防の末
破り、武家社会を鎌倉の地に築きました。その時瀬戸内の海上を掌握し
ていた「河野水軍」の協力なくしては成立しなかったのです。この河野水
軍臣下であったのが「村上水軍」であり、明治維新まで「来島村上」家は
活躍しました。河野•村上水軍の活躍の歴史は千三百年にも及んでいま
す。中でも戦国時代を制覇し征夷大将軍の地位を築いた織田信長が比
叡山延暦寺を焼き討ち、一向宗の宗徒の全滅を図った「大阪石山本願
寺」の焼き討ち事件は特筆すべきことで「信長の天下取りと仏教指導者
蓮如との宗教戦争」でした。

海に取り囲まれている我が国日本では、海賊の出現は海上交通の歴史
と同時に始まりました。瀬戸内海は約6時間間隔で潮流が東へ西へと変
わり、海峡で激変する急流と岩礁に喘ぎながらゆっくり航行する。そん
な難所も海賊には箱庭同然で、地の利に長じた海賊の強さは推測に難
くない。「続日本記」に「近来、伊予国宮崎村に海賊群居し、略奪するこ
と尤も切りなり、公私宮崎村を拠点にした海賊が暴れ、宮崎村•今治市北
端の大崎鼻、来島を結ぶ線上が伊予海賊の発祥の地とも言える記述が
ある。宮崎村とは愛媛県今治市波方町宮崎でありl、海賊の宮崎城や「お
頭の家跡」「御崎砦趾」狼煙場跡などの遺跡がある。数多く居た海賊衆
を取り纏め制海権を掌中にしたのが、河野水軍であって中央政府から認
められ、来島瀬戸、宮窪瀬戸、鼻栗瀬戸に関所を設け、警備に当たった
いました。

河野氏は、伊予国（愛媛県）の有力な豪族で、越智氏の流れを汲むとさ
れ、第22代当主「河野通清」は「湯築城」を築き居城としてきました。河
野氏は河野郷（旧北条市河野地区付近）を出自とする。当初は国衛の役
人として活動していたと考えれているが、源平合戦で源氏に味方したこ
とで鎌倉幕府の御家人となり、西国武将でありながら大きな力を有し
た。その後室町期に道後に湯築城を築き本拠を移した。河野宗家は、代
々湯築城を拠点としたが、河野水軍の本拠地は松山市津、港山の一帯
であった。河野氏の菩提寺は旧北条市の善応寺である。湯築城へ移転す
るまでは善応寺の双子山城を本丸として、支城に恵良山城、鹿島城、大
山寺城、高縄山城があった。

２. 河野水軍・村上水軍の歴史

◆平安•鎌倉時代　平安時代の末期は、平清盛率いる伊勢平氏の傘下に
あったが、その後、源平合戦においては河野道信が河内源氏の流れを汲
む源頼朝に協力して西国の伊勢平氏勢力と戦った。鎌倉時代になり承
久の乱の時、反幕府側の後鳥羽上皇に味方したために一時的に衰退し
たが、元寇のときに勇将•河野道有が活躍してその武名を馳せ、河野氏の
最盛期を築き上げた。

◆南北朝時代•室町時代　南北朝時代には、四国へ進出し伊予に侵攻
した細川氏と争う。河野道盛は足利尊氏に従い伊予守護職を手にした
が、河野道朝は細川頼之の侵攻を受け世田山城で討ち死にした。子の

河野道堯は九州に逃れ、南朝勢力であった懐良親王に従い伊予奪還を
伺う。幕府管領となった細川頼之が1379年の庚暦の政変で失脚すると
道堯は南朝から幕府に帰服し、斯波義政から伊予守護職に任じられ頼
之追討令を受けて細川方と戦うが、頼之の奇襲に遭い戦死した。その後
頼之が幕府に赦免されると、1386年には3代将軍足利義満の仲介で河
野氏は細川氏と和睦する。

◆戦国時代•安土桃山時代　戦国時代に入ると、予州家との抗争は終息
したものの有力国人の反乱や河野氏内部での家督争いが相次いで起こ
り、その国内支配を強固なものにする事は出来なかった。結果的に、来
島村上氏や平岡氏、野島村上氏といった新たに台頭した有力国人勢力
に政権運営を強く依存する形となり、末期には軍事的にも毛利氏の支援
に支えられることになった。
この頃の河野一族は、戦乱が絶えず、一族揃って無事に正月を迎えるこ
とが難しかったため、旧暦１２月の巳の日に先祖の墓前で一家寄り添っ
て餅を食す「みんま」と言う慣しができた。これは現在も愛媛県中予地
方を中心に各家々で受け継がれている。

◆河野氏遺臣の再興のための戦い　慶長５年（1600年）には関ヶ原の戦
いに呼応して、安芸の毛利、村上勢（村上掃部頭元吉ー村上武吉の長子）
と、四国に残留した平岡勢が共同して、慶長５年８月２８日に加藤嘉明の
居城正木城に軍勢2000余騎で攻め寄せるが、守将佃十成の計略にはま
り、上陸地点である三津で散陣していたところに夜襲を受け、火を掛けら
れ混乱し激戦の末に少数の加藤勢に撃破された（三津浜夜襲）。

◆河野氏の名称の由来　越智玉興（伊予橘氏の祖）と越智玉澄の兄弟
が699年（文武3年）に都落ちする際、瀬戸内海の備中沖で飲料水が無く
なり、玉興が弓を海中に差し込み潮を搔き分けた所、真水が湧いてきて
渇きを癒すことができた。これが水島の地名の由来となり、この故事に
鑑みこの水の源は、越智氏の領地である伊予国高縄山から流れてきた
ものであるとし、「この水の可なること、予が里よりす」と玉興が言った
ことから「水」「可」「予」「里」の4字を組み合わせて「河野」とし、居舘
の地域を「河野郷」と称し、養子となった玉澄が『河野』を名字とした。

渡邉道英拝
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