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熊本地震募金活動
4 月 14 日に起きた地震より早くも 1 ヶ月余たちま
したが、被災者の方々は未だ余震の続く中不穏な毎
日を過ごされていると聞いています。
今回英国日本人会の支援を受けて会員の皆様からも
既に沢山の寄付を頂きましたが一人一人にお礼状を
書く事ができませんのでこの紙面を借りて熊本県人
会を代表してお礼申し上げます。
熊本県人会の有志、他県からのボランテイア達で街
頭募金を行う他、多数の日系レストランや店舗で募
金箱を置かせて頂きました。日本人ばかりでは無
く、ロンドンの人達や観光客の方々が気持ちよく寄
付をして下さり徐々に集まっています。
集まった義援金は 6 月半ばに集計して熊本県庁の口
座へ入金する予定になっていますので 6 月の会報に
て最終金額のご報告をさせて頂きます。
Momoko Williams
尚、JA 事務局宛ての義援金は引き続き受け付けて
おります。
英国に住む熊本出身の人達が故郷の悲惨なニュース
を聞き何らかの支援をしたいと言う強い要望に答え
て「熊本県人会」では英国日本人会(Registered
Charity No.1145493)の全面的な支援のもと義援
金募集の活動を開始しました。英国日本人会の皆
様、どうぞご協力お願い致します。集まった義援金
は全額、英国日本人会経由で熊本県庁の[熊本地震義
援金]口座宛に送金されます。
小切手：「Japan Association」宛、裏に「熊本地
震」と記入。
郵送先：Japan Association in the UK
c/o JEIB. 3 London Wall Buildings,
London EC2M 5PD
銀行振込の場合：
Bank: NatWest bank
Sort Code: 56-00-23
Account No.: 26027607
Account Name: Japan Association in the UK
Ref: Kumamoto Jishin
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☆

☆

林景一駐英大使離任のお知らせ
長年に亘り英国日本人会を暖かくお見守りください
ました林大使が先日離任されました。英国日本人会
より佐野会長名で以下の感謝状を差し上げました。
（JA 事務局）

在英国日本国大使館
特命全権大使 林 景一閣下
平成２８年５月５日
感謝状
謹啓、
英国日本人会はこの度の大使ご退任の報に接し、誠
に御名残り惜しく存じます。
五年数ヶ月前にご着任されて以来誠に多くの局面で
ご理解をお示しの上でご支援ご指導を賜れました。
お陰様で、チャリテイー団体にも正式に登録も出来
ました。
又大使閣下のご理解を戴きながら大使館総領事様に
英国日本人会名誉会長就任のご承認を賜れた事も感
謝で有ります。
最近になって 1936 年当時の皇国同胞之墓の建立に
かかわる記事の中で、往時の”同胞会名誉会長が松
山総領事”様で有られたことを知り正しく我が意を
得たりと頷きました。
我々近年に於ける昔の同胞会は今後益々の発展拡大
が期待されます。
在英同胞の多くは日本女性であり其れが結婚相手は
英国人が圧倒的で有ります。
日英の交流に正しくこれ等の人的つながりを強く持
った英国日本人会は今後も益々活躍出来る事でしょ
う。
ジャパンハウスの開設も来年に迫ってきていると伺
います、大使閣下のご苦労も大変だったでしょう。
我々の利用できる部分は当初の我々の希望までには
行かないようで残念ですが期待を持ち続けていま
す。
大使閣下のご在任中で特筆される事の一つに’’ジ
ャパン祭”がございます、長州ファイブも含め英国
に於ける日本人コミュニテイで最大のイベントにし
て下さいました。
どうぞ日本にお戻りに成られましても、いつも我々
在英日本人が林大使のことを感謝の気持ちを持って
住みつずけて居る事を思い起こして下さい。
会員一同に代わりまして感謝を込め改めて有難うご
ざいましたと申し上げます。
終りに林大使閣下ご夫妻の益々のご健勝を祈ってお
ります。
敬白
英国日本人会 会長
佐野 圭作

☆
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SKT88 開催のお知らせ
＜S＝Senior K=Kids T＝Together シニアと
ジュニアの交流会です＞
2016 年 6 月 26 日（日）14:30（14:00 時開
場）
♪ソフトドリンク＆スナック付♪
●会費
JA 会員：無料
非会員：5 ポンド（1 家族 何人でも）
●場所：Belsize Community library
Antrim Grove, London NW3 4XN Belsize Park
の駅から徒歩 5 分
Tel：020 7078 7483
[内容：かるた プロ歌手の歌 童歌 踊り 読み聞
かせ など]
大好評カルタ大会で読み聞かせ！！
世代を超えた楽しい会にしたいと思います。
※文字の読めない幼児用もあります！ 是非ご参加下
さい！
※地下鉄の運行状態をご確認の上お越し下さい。
☆お習字、漢字、手遊び、教えてあげられる方大募
集！！
ピアノ：とくながきょうすけ先生
ミ Tamae Parker

うた：鈴木ナオ

お問い合わせ：TEAM SMILE 鈴木ナオミ
07796-144-338
naomi.suzuki@japanassociation.org.uk
☆

☆

☆

バスツアー開催のおしらせ
日時：6 月 18 日（土）09:00（時間厳守）
集合場所：Waterloo Place, Lower Regent
Street SW1（今までと同じ場所）
訪問地：Stratford Upon Avon（終日観光）
アンハサイウイー・コテージ、トリニティー教会、
川べりを散策しなががらシイックスピアの銅像のあ
るクロフトガーデンやシェークスピア劇場シェーク
スピア生家等々を訪問予定
（入場希望者は各自現地でチケット購入していただ
く事とします。）
料金：お 1 人 30 ポンド（入場料は含まれておりま
せん）
（33 名以下の場合は料金が参加人数によって変わ
りますのでご了承ください。）
（バスは大型 49 人乗りです。）
締切：6 月 8 日（水）
キャンセル：１週間前までは無料
満山喜郎 (Yoshio Mitsuyama)
e-mail：mitsuyama@japanassociation.org.uk
Tel：07958 955 931
☆

☆

二水会５月の報告
日時：2016 年 5 月 11 日（水） 18:30〜20:00
会場：St James's Church, Piccadilly
演題：『新 日本民謡 考察』
講師：廣田 丈自（ひろた じょうじ）氏
5 月 11 日（水）の二水
会は、ご存知我らの丈自
さんことマルチミュージ
シャンの廣田 丈自さんを
お迎えしお話をして頂き
ました。
まず丈自さんは「民謡歌
手」ではないとご自身で
おっしゃられました。
民謡は物心ついたときか
ら生活の中の一部として
あったものだそうです。
既に当地にて幅広い活動をしていた 1999 年にお父
様の訃報に接した際、シシリー島での公演がありど
うしても穴が開けらえず葬儀には出席できなかった
そうです。お父様とはそりが合わなかったが亡くな
られた後に大きな悲しみに包まれ、お父様への供養
を込め幼心にお父様が毎晩唄われていた「民謡」を
ご自身でも始められたとのことです。
丈自さんが歌われる民謡の全てはご自身と何らかの
縁で結ばれたものとのことで、歌われる民謡の元と
なっている土地へは必ず訪れ、その歌に込められて
いる「息吹」までをご自身のものとされていらっし
ゃるようです。当日は「江差追分」（北海道民謡）、
「新相馬節」（福島県民謡）、「南部牛追い唄」
（岩手県民謡）、「小諸馬子唄」（長野県民謡）を
披露してくださいました。また全員で子供の唄メド
レーということで「この道」と「赤とんぼ」を合唱
いたしました。

最後にはご自身でいちばん思い入れの深い「江差追
分」（北海道民謡）の「前唄」をご披露くださいま
した。当日の会場は丈自さんの「気」が満ち満ちた
素晴らしい空間となりました。
（参加者 20 名）
☆
☆
☆

☆
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6 月二水会のお知らせ
日時：6 月 8 日（水）18:30 より
演題：『夢の超・超特急』 ～リニアモーターカー
が世界を変える～
講師：八多義徳（JR 東海ロンドン事務所長）
東京都中野区出身。1990 年 JR 東海入社。東海道
新幹線の技術開発や海外展開、人材育成などに従
事。東京・大阪・台北などの勤務地を経て、2012
年 6 月より現職。
会場：St. James's Church, 197 Piccadilly,
London W1J 9LL
会費：￡５（JA 会員）￡８（非会員）
6 月二水会では JR 東海の八多さんより、夢の乗物
リニアモーターカーについてお話いただきます。
リニアモーターカーは既に夢ではなく、あと数年で
実現されるようです。
八多さんにはこのリニアモーターカーについて熱く
語ってもらう予定です。
是非ご参加下さいますようお願いします。
問い合わせ：nisuikai@japanassociation.org.uk
(宮村)
☆
☆
☆
紅葉会 4 月の報告
日時: 4 月 28 日（木） 13:45-16:10
場所:Bloomsbury Baptist Church 4 階
司会: ウィンター千津子
受付: ピップス勢津子/ジョンソン妙子
お茶当番: 竹内みどり/田村陽子
会計: 山下良子
写真: ウィンター千津子
報告: デニヤ葉子

墓地管理部、次回の墓地清掃はお盆 8 月 14 日
（日）。
文集部、今後文集は、本会員と記事を書いてくれた
方以外で文集が欲しい方には、1 冊￡3.50 で販売。
記念小冊子、JA２０年のあゆみを作成予定につき、
編集のお手伝いをしてくれる人募集中。
同好会、会報参照
映画鑑賞会、次回 5 月は、「祇園囃子」
3. 紅葉会から、5 月の紅葉会はいつもより 1 時間早
い開始となる。詳しくは会報参照。11 月の紅葉会
では、教会の下のホールで「忘れな草」を上映予定。
ウイリアム百子会員より、熊本地震義援金の箱を作
り、会場で寄付のお願いをする。
その他、藤田幸子会員より「故スチュワードたきこ
さんを偲んで」の会で黒の帽子の落し物あり、会の
参加者には該当者なし。
田中弘子会員より、6 月 18 日、日本舞踊のおさら
い会あり、場所は Nether Hall House, 最寄駅は、
Finchley Road 17 時開始、着物の生地を使ったド
レスのファッションショーも行われる。
福重久子会員より、昨年までの東北大地震支援の為
の、さくらブローチの寄付金で、桜の木を福島に 2
本植えてもらう事になった。
4. 皆で歌いましょう、4 月誕生日、古沢いくこ、松
尾美和子、2 人共 8 日の生まれと言う事で、お釈迦
様と同じ日に誕生。
４月の歌、 「おぼろ月夜」「花の街」指揮、田村陽
子、ピアノ伴奏、ウインター千津子
5. ラジオ体操、PC の音楽不備により、皆でハミン
グしながら第一だけ体操する。

第１部 13:45 ～ 14:40
1. 新入会員・ジョーンズかおり、シェイラー文野、
ゲスト・伊藤きよこ
2. 各部報告: 事務局、一般会員に会報を渡し、残り
は郵送。バラード和子会員ご逝去される。バスツア
ーの訪問地 Stratford Upon Avon に決まる。会報
参照。
北支部懇親会 5 月 6 日は ￡13 おつりのないよう
に。会報参照。
会員部、4 月、12 名が新会員になる。
福祉部、大切な情報満載なので 4 月の会報を是非読
んで欲しい。

第 2 部 14:50 ～ 16:10
特別イベント
「香水のお話」講師: 橋本美弥子
現在、The Perfume Studio に勤め、お客がデザイ
ンして作る香水のコンサルタントをされ、いろいろ
な雑誌に記事を載せ、香水の魅力を語り、ピアニス
トとしても活躍される。日本人は、キャンドルやル
ームスプレー、入浴剤など、環境としての香りはよ
く使うが、コミュニケーションとして、また、芸術
(自己表現)としての香りが苦手。香水はイメージと
しての香りによる表現である。一つの香水には、
5000 以上もある芳香原料から 60 から 200 もの
原料が使われ、その組み合わせで調香師が和音を作
り、香りに色のイメージを与え、また各々の原料の
揮発速度の差を利用して物語を描く。つまり、香水
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創りは音楽(交響曲)と美術と文学を合わせたような
芸術性高い創造作業なのである。一つの香
水を完成させるのに普通 6 カ月から１年以上もかか
る。
今回は、代表的な香りとして、4 種類の芳香原料を
試香紙に含ませ、全員にその違いを嗅ぎ分けてもら
う。夏のイメージである柑橘類の Top Notes, 春の
イメージであるフローラル(バラ、すみれ、クローバ
ー)の Middle Notes, 秋のイメージであるバニラが
メインの Base Notes、最後に冬のイメージである
コケの香りである。それらを鼻の先で振り、複雑で
かつ調和の取れた最高の香りを体験する。ピアノの
教師でもある講師が、それぞれの香りからイメージ
されるピアノも披露してくれ、音楽と香りの芸術的
な接点を学ぶ。最近では、植物から抽出される原料
は非常に高価で、芳香に一定性がないことから、天
然の匂いの分子を人工的に再現した合成化学香料が
活躍する。
昔は動物の香水原料も使われていたが、今では規定
上使用が禁止されている。
香水はボトルやネーミングが大切で、かつて芸術性
の高い香水瓶がデザインされた。代表的な物として
ゲランの噴水のイメージで有名な「シャリマー」や
貝殻のイメージで有名な「シャマード」がある。
自分だけの香水作りに興味がある方は、
問い合わせ: Tel 07733-463-704（橋本美弥
子）
e-mail: miyakohashi@aol.com
（敬称略） 出席者: 40 名
☆
☆
☆
6 月紅葉会のお知らせ
日時：6 月 23 日(木) 13:45 より（開場 13:00）
会場：Bloomsbury Baptist Church 4 階
住所：235 Shaftesbury Avenue, London
WC2H 8EP（最寄駅 Tottenham Court
Road/Holborn）
演題：アレキサンダーテクニック
講師：田中重夫、史明氏
会費：JA 会員￡4.00 非会員￡5.50
担当者：ウィンター千津子
連絡先： winter@japanassociation.org.uk
Tel 02082482883/07957548023
6 月紅葉会例会は、アレキサンダーテクニックのお
話です。アレクサンダー・テクニックは、姿勢を正
し自然な体の使い方を学ぶことで、肩こりや腰痛の
原因である体の歪みを少しずつなおしていきます。
マッサージをして凝りをほぐしたり、筋トレをした
り、バキバキとするのでは無く、まず自分のくせに
気づき、意識的に体の緊張が抜けるように練習を
し、体が自然な状態に戻って行くようにします。
プロフィール：田中史明
イギリスでアレクサンダー・テクニックの資格を所
得し、10 年以上に渡り大学やクリニックで教えた
経験を持つ。また演劇の講師でもあり、心身のトレ
ーニングを専門に研究し、英国の演劇学校や大学で
講師を努める。2014 年に、帰国してあやべ吉水の
管理人をしながら、地域活性化の為にコンサートや
JA Web Page: http://www.japanassociation.org.uk/

イベント等を上林で開催していた。現在は、フリー
でこういった活動を行っている。
尚、6 月の紅葉会開始時刻は従来通り、午後 1 時開
場、1 時 45 分開始となります。
☆

☆

☆

福祉部報告
福祉部支部活動報告
東支部懇親会のお知らせ
日時：7 月 23 日（土）12:30 より
会場：Hare & Tortoise(Blackfriars 支店）
90New Bridge Street, EC4V 6JJ
会費：15 ポンド前後
担当者：田口晴恵、山崎栄子
連絡先：020 8858 9404
E-mail：harue.t@hotmail.co.uk
皆様お変わりなくお元気でお過ごしでしょうか。
さて、前回の東支部懇親会は年の初め睦月で、故ス
チュワードたきこさんを偲ぶ会でした。年 2 回の懇
親会、次は文月に予定しています。いつもの場所で
久しぶりにお会いして、美味しいお料理とお喋りを
楽しみましょう！メニューはお寿司他お好きなもの
をお選びください。
北支部からの報告
日時：5 月 6 日（金）12:30-14:30
会場：Cocoro Restaurant
会費：JA 会員￡13
担当：ウィンター千津子 スコット純子
出席者は、26 名。今回もレストランオーナーの特
別なお計らいで美味しい、初夏に相応しい季節の弁
当を提供していただいた。最近は他の支部からの参
加者も増え、新入会員 3 名も出席、特別に取り上げ
る議題もなく、楽しい懇親、談話会で有意義な時を
すごせた。今回ご自分で直接当日レストランに申し
込まれた方があったが、これはどの支部の懇親会で
も必ず幹事を通して参加を申しこんで下さいますよ
う福祉部竹中部長からのお願いです。また遅刻なさ
るのかと思っていた会員が最後まで到着せず心配し
たがその方は会場への途上駅で転倒、出血がひどく
救急車で運ばれたというハプニングもあり、今後は
遅刻、参加予定で参加されない方にも幹事は注意が
必要と痛感した。
ウィンター記
南支部懇親会のお知らせ
日時：8 月 26 日（金）
会場：会場その他の詳細は 6 月号会報でご案内いた
します。
ナルク UK 活動報告
ナルク・ワークショップ開催のお知らせ
3 月 4 月に続き 3 回目のアイアンガーヨガのワーク
ショップを、5 月も下記の通り開催致します。
アイアンガーヨガは、各種の補助具を使い、弱い部
分を強くし、硬い部分を柔らかくすることで、身体
の動きをよりスムーズにしたり、疲労を回復させる
忘れな草 Web Page: http://www.wasurenagusa.org.uk/

などの効果があります。ベテラン講師が、腰や膝に
痛みのある方や疾患のある方にも配慮したカリキュ
ラムで対応されますので、老若男女どなたでもコン
ディションに応じて無理なく改善されます。まさに
万能ヨガといえるでしょう。リピーターの方も今回
初めての方もお誘い合わせの上奮ってご参加下さい。
尚、参加者のご要望に講師が快くお応えくださり、
月例ワークショップとして毎月最終土曜日に開催す
ることになりました。
記
日時：5 月 28 日（土）15:00～16:00
場所：Yogabase：257 Liverpool Road,
London N1 1LX
地下鉄 Angel 駅から北に向かって徒歩 7 分
（www.yogabase.org.uk 参照）
用具：スタジオにある補助具を使用
服装：運動着
参加費：ナルク会員は 4 ポンド、非会員は 5 ポンド
講師：大西敬子会員
国際関係学修士号取得後、金融業界で活躍。1979
年にヨガに目覚め、アイアンガーヨガの指導資格取
得。現在は本業の傍ら個人や法人グループに指導。
参加申込先：JA 福祉部ナルク担当
Tel: 07721 201 389
email: nalclondon@gmail.com
福祉コラム
スコットランドの「認知症使節」ジェームズ・マキ
ロップさん訪日 その２

認知症と診断された直後のジェームズさん、丹野さ
ん、藤田さんが共有する、救いようのない「空白の
期間」は、告知を受けた多くの人が通る道である。
認知症の診断は、本人とその家族に耐え難いほどの
衝撃をもたらす。ましてや本人が暮らす地域社会が
認知症の知識と理解が乏しい場合の負のインパクト
は想像に難くない。診断後に経験する絶望と孤立感
を伴う空白の日々か らどうしたら抜け出すことがで
きるだろう。「他の認知症の人たちとの出会いが突
破口となって、希望と目的意識を与えてくれた。」
と丹野さん。
家族は、おろおろしたり、囲い込んで守ろうとする。
だが、意識が前向きになる転機 を迎えるきっかけは、
病気をきっかけに友情が芽生える見ず知らずの同志
である他人がもたらしてくれる、と述べている。
「認知症は症状が見えない。だから自分からニーズ
を周りに知らせることが大切。認知症になっても生
活を充実させる方法はある」と丹野さんは強調する。
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ジェームズさんが周囲から支援を得るために編み出
した方法は「ヘルプカード」。「私は認知症です。
何々のニーズが必要です。」とカードに書いて示す
だけで、必要な助けが得られる。興味深いことに、
丹野さんも似たようなアイデアを考えついた。通勤
途中にカードを示すだけで、 見知らぬ人が快く助け
舟を出してくれる。
診断直後の絶望から抜け出した丹野さんは、地元仙
台市に認知症の人たちを温かく受け入れる出会いの
場「おれんじドア」を開設した。ここは、傾聴、情
報提供、アドバイスなどの相談窓口で、最も大切な
役割が、認知症本人に希望を与えること。鳥取市に
住む藤田さんは、地元に若年性認知症と取り組むグ
ループ「クローバー」を立ち上げた。
ジェームズさんのスコットランドでの経験と合わせ
鏡のような経験を共有する丹野さんと藤田さんは、
今や日本認知症ワーキンググループの重鎮的存在。
診断直後の「空白の期間」には周りの支援が不可欠
であることを率先して訴える。日本政府による認知
症施策推進総合戦略「新オレンジプラン」が策定さ
れたのは 2015 年。日本認知症ワーキンググループ
の提案が同施策に盛り込まれた。どちらのワーキン
ググループも、主導するのは認知症の当事者たちだ。
当事者を はじめ家族や身近な人々がよりよく生きる
ことができるように、認知症に対する社会の姿勢や
考え方を改め、政策に働きかけ影響を及ぼすなどの
活動を精力的に続けている。 ジェームズさん、丹野
さん、藤田さん等のこうした活動は、認知症当事者
自身が社会や政策を変えたり改善したりできるとい
うことを我々に明示してくれる。同様に、当事者が
声を上げ、 自らの実体験を分かち合うことで、同じ
状況にいる仲間たちがよりよく生きるための道案内
の 一翼を担ったり、また社会や政策に働きかけ影響
を及ぼすことで、認知症に優しい社会作りに 貢献で
きること等を我々に明示してくれる。
日本もスコットランドも、認知症の人たちに押され
た社会的烙印（スティグマ）を減らし、一般市民の
認知症への関心を高めた点で大幅な前進を果たした。
日本では、「認知症サポーター」と呼ばれる啓発キ
ャンペーンで、サポーター講座を受け認知症サポー
ターになった人が全人口 の 5.5%に当たる 710 万
人に達した。スコットランドでも同キャンペーンは
急速に拡大している。
しかしながら、ハートフォーラムの参加者は、日
本とスコットランドが真に認知症 に優しい社会にな
るまでの道のりは遠い、という点で意見が一致して
いる。「単に知識と理解を拡大させるだけでは不十
分」と丹野さんは厳しい。「確かに一般市民の意識
は高まった。でも、更なる前進のカギは、高まった
意識を実際の支援行動に移すこと。」とコメントす
るのは、パネリストの一人、認知症介護研究・研修
東京センター研究部長の永田久美子氏。意識を行動
に移す方法の一つは、認知症を自分の問題として捉
えること。ちなみに日本では、2025 年には 65 歳
以上 の 5 人に 1 人が認知症になると推計されてい
る。スコットランドの場合、2014 年度の調査で回
答 者の 76％が認知症の人を知っていると答えてい
る。
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行動に移すための第二の方法は、認知症本人との
出会いと関わり。気にかかっていること、 やりたい
こと、願望などの本人の肉声に耳を傾けることであ
る。「本人の希望、夢、考えを聞くことが大切」と、
ジェームズさんは強調する。意識を行動に移す機会
はこうした関わりを通じて生まれる。それを機に支
援者が相手と同じ目線をもつパートナーに変わるの
である。 「先ずは耳を傾けること、 そしてやりす
ぎないこと」とジェームズさんは注意を促す。東京
と大阪のフォーラム参加者は、 認知症の人たちは、
啓発や理解促進の活動、仲間たちへのピアサポート、
政策改善の推進など を通じて、地域社会に貢献する
ことを望んでいる、という意義深い事実を学んだ。
ジェームズさんは参加者に、「 もし母親 が認知症
になったら 、社会 に 彼女をどう扱 ってほしいです
か 。」と 「 もし あなた自身が将来、認知症 にな
ったら 、 あなたは 社会 に どう扱ってほしいです
か 。」 という二つの問いかけをした。
「ジェームズさんに対する尊敬の念は、スコットラ
ンド中を駆け巡る根気強いく活動する人に対してと
いうよりは、目の前にいる生身の姿に単純に魅かれ
た。」と丹野さんはジェームズさんと出会えたこと
の喜びを吐露した。一方のジェームズさんも、日本
への旅を通じ、国境を超えて 同志と向き合い、失望、
恐れから希望へと通じる旅路が驚くほど似通ったも
のであった事実を 語った。
5 月の G7 サミットで日本は議長役を務める。ス
コットランドと日本の二者間の対話が、グローバル
な対話へと広がり、認知症に優しい世界の創造へ発
展するとしたら、全世界の 4,650 万人、そして将
来確実に増加する認知症の人たちにとって明るい未
来が約束されたことになる。
著者：林 真由美 (ロンドン大学キングスカレッジ老
年学研究所研究フェロー) Journal of Dementia
Care 2016 年 5-6 月号 Vol.22, No. 3, pp.1213 に掲載
☆
☆
☆
理事会だより
5 月 4 日（水）定例理事会の主な討議と決定内容で
す。
・国のジャパンハウスへの JA 参入の望みが薄く
JA 独自の方向について
・墓地 80 周年について
・JA20 周年祝賀会予定
・20 年周年記念冊子発行
・新会員 7 名承認
・林大使後退任に記念品と感謝状を贈る
・6 月 18 日（土）バスツアー
☆
☆
☆
5 月度映画同好会報告
開催日：5 月 17 日（火）
場 所：Farm Street Charch
上映作品は、西の巨匠・溝口健二監督『祇園囃子』
（1953 年大映京都撮影所）でした。
この作品の前年 1952 年（昭和 27 年）には井原西
鶴の「好色一代女」を基に、田中絹代主演で撮った
『西鶴一代女』
（大映京都）を製作。当初国内ではベ
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ストテン 9 位の評価だったが、ヴェネチア国際映画
祭に出品されるや海外の映画関係者から絶賛され、
サンマルコ銀獅子賞を受賞。
ここから日本国内でも溝口の評価が変わる。さらに
1953 年（昭和 28 年）には、上田秋成の原作を幽
玄な美で表現した自信作『雨月物語』が同映画祭で
サンマルコ銀獅子賞 1 位を獲得（この年は金獅子賞
の該当者がなく、本作が実質の最高作であった。
）
この頃から、海外でも熱烈なる溝口ファンが生まれ
はじめ、1954 年（昭和 29 年）にも森鴎外『山椒
大夫』でも同サンマルコ銀獅子賞を受賞。三年連続
のヴェネチア映画祭賞を受賞するという快挙を成し
遂げ、一躍国際的に認知される映画監督になった。
今回上映した『祇園囃子』は上記の作品のど真ん中
で製作された作品で、溝口映画の絶好調の頃に製作
された作品です。専門家の立場から言っても完璧な
映画であると再認識した次第。
「女性を描いて右に出
るものなし」と言われた溝口健二監督だけに参集し
てくださった、映画愛好家の皆さんの感想も大変な
もので、活況を呈しました。
次回は、参加者全員が押した川端康成原作、中村
登監督『古都』
（岩下志麻主演）を上映いたします。
（文責：渡邉道英）
☆
☆
☆
俳句を学ぶ会からの報告
日時：5 月 19 日（木）13:30-15:30
ロイアルフェスティバルホールロビー
出席は 7 名でしたので家庭的な雰囲気の集まりとな
りました。
鈴蘭の可憐な花に緑添う
福重 久子
新緑に我が青春を重ねけり
キング 悦子
昼寝猫手枕ぬくき一人ごち
ロケット康子
次回 6 月 16 日（木）
季題
『朝顔』が季題となります。
問い合わせ先：クパーのり子
☆
☆

020 7825 5255
☆

スケッチ会からの報告
5 月 11 日（水）Hammersmith の橋を望む川沿い
の小さな公園からそれぞれ橋、川、建物、樹木など
を描いた。4 月号より場所探しや人が多く落ち着い
て描けないなどの理由で 1 時間半では一寸短く、完
成出来ない時はその場を写真に撮り宿題にして家で
仕上げても良い事にした事だ。4 月号の皆さんの作
品はどれも大変良かった。それは全員が宿題で仕上
げたからだ。多くの人々から讃辞を戴いた。落ち着
いて描くとそれぞれの個性が強く出て大変興味深い。
そして改めて感じる事、それは絵は上手い下手では
ない、面白いか面白くないかだという事。
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感想
今回も快晴に恵まれて、新緑の中を楽しく散策しま
した。
久し振りに参加しました。天候にも恵まれリッチモ
ンドのツツジがとても素敵でした。
全員集合

イザベラプランテーションの色とりどりなツツジと
シャクナゲが目に眩いほど素晴らしく、感嘆のため
息連発でした。とても楽しく歩きました。
色とりどりのツツジ、シャクナゲの美しさに心が洗
われました。楽しい 1 日でした。

グリーブス邦子

クーパーのり子

田口邦子

シェイラふみの

山本郁子
竹内みどり
☆

☆

☆

初めてのイザベラプランテーションの咲き乱れたツ
ツジとしゃの美しさに感激しました。
☆
☆
☆
歩く会からのお知らせ
日時：6 月 10 日（金）
集合場所と時間：
National Rail：Arundel 駅 11:00
行き：
National Rail, Victoria 駅発 09:32
Arundel 駅着 11:00
帰リ:
Arundel 発 16:46
Victoria 着 18:20
Victoria 駅から乗車される方は早めにに駅に行っ
て、グループ割引を利用。グループは 3 名以上。3
割引。通常料金 ￡29・10

歩く会からの報告
5 月 16 日（月）11:00-16:00
参加者 15 名。
リッチモンドパークの、イザベラプランテーション
に入るとすぐにブルーベルのカーペット、奥に進む
につれ、今が最高の見頃と思われる色とりどりのツ
ツジとシャクナゲが、見事な色のハーモニーをかも
しだしていました。小径を散策。ツツジに囲まれて
のピクニック。お腹が満たされたところで、約 30
分程歩いて、次の目的地ペンブロークロッジ no
見晴らしの良いテラスで一休み。最後のコース、
King Henry's Mound にて、遠くセントポール寺
院を垣間見、テムズ川沿いを歩いてリッチモンド駅
へ。パブで疲れを癒しお開きとなりました。皆さん、
良く歩き、さぞお疲れになったことでしょう。でも
ヘルシーウオークでした。

担当者:田中えり子
（川西弘子）
連絡先：01273 452 187
携帯：07527 318 051
E-mail：eriko.ch02@hotmail.com
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アランデルはロンドンより南西に約 75 キロにあ
り、ノーフォーク公爵のお城があり、小さな町はカ
フェ、アンテイークのお店、野鳥公園、またリバ
ー、アランを散策と、色々な楽しみ方があります。
アランデル駅から町へ約 15 分、トイレ 20 ペン
ス。お城の入場料、シニアは￡15.50（オプショナ
ル）。雨天（小雨）決行。
☆
☆
☆

第 16 回食べ歩きの会
日時：6 月 10 日（金）12:15
場所：House of Ho Vietnamese Restaurant
1 Percy Street, Fitzrovia, London W1T 1DB
020 7323 9130
参加ご希望の方はスコット純子（020 8340
9063）or sumiko.scott@btinternet.com に 6
月 8 日（水）までにご連絡ください。 純子 Scott
☆
☆
☆
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＞
上記掲載済
＜カラオケ＞
1 6 月 2 日（木）12:00～16:00
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 6 月 14 日（火）、6 月 28 日（火）
14:00～16:00
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 6 月 15 日（水）11:30～
2 Royal Albert Hall 前
4 Kensington Garden に入り Flower Walk
を歩き新緑や花を描きましょう。
5 竹内 0777 4476 293
6 自由参加（JA 会員のみ）
＜映画鑑賞＞
1 6 月 21 日（火）
3 12:30～15:30 Farm St. Church 別館
（30 分早くなったので要注意 弁当持参
OK）
3 114 Mount Street, London W1
4 「古都」中村 登監督
主演：岩下志麻、長門裕之
5 渡辺 07783426113
竹内 07774476293
6 要予約
皆さんフリーパスを大いに利用して外に出ましょ
う 見聞を広めて楽しみましよう 出たくなくなる
のがボケの始まり 同好会は会後のお茶や食事だけ
の参加も可 ぜひお出かけください。
☆
☆
☆
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会員部からのお知らせ
新入会員
プランケット咲江(632)
子(634)

吉村珠美(633)

紅林晶

現在会員数：315
尚 組織、会則が欲しい方は配信しますのでご連絡
ください。
07931534166
会員部 飛田まゆみ/Greaves 邦子
membership@japanassociation.org.uk
☆
☆
☆
日本舞踊のおさらい会
第 25 回日本舞踊のおさらい会を開催いたします。
今回は、SUJAKU of Kimono de Go ＆ NAO さ
んのご協力による、着物の素材で作ったドレスのフ
ァッションショーもおこないます。
皆様方のお越しを、心よりお待ちしています。
日時：6 月 18 日（土）
開場：16:45 開演：17:00
場所：Netherhall House
Nutley Terrace London NW3 5SA
TEL：020 7435 8888
ご参加いただける方は恐れ入りますが、お名前を
hiropilove@gmail.com まで、お送りいただくか、
田中 020 7586 1779 までご連絡よろしくお願い
致します。
田中弘子

☆

☆

☆
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