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英国日本人会 2015 年度年次総会・報告 

 皆様本日は年末のお忙しい中、我々の第 19 回年

次総会にご参集下さり誠に有難うございます。 

 

当英国日本人会は 1996 年 11 月に発足し早 19 年

が過ぎ去りました。 

幾多の会員の方々、並びに理事役員の方々の大きな

支えとご協力の下に今日に至っております。 

当初は約 40 名足らずの会員によって互助会的性格

を持った当会は戦前の日本人同胞会を復活させるに

相応しい会として発足しました。 

当時の日本人の永住者の数は僅か 5,200 名（男

1,350、女 3,850）といわれ、現在の 18,000 名

強に成ろうとしている事からすると隔世の感があり

ます。 

現在の会員数は 286 名(名誉会員 8 名を含む)です

ので来年に向って多くの会員増強が望まれます。 

期中に 300 名を越しましたが 9 月末の更新時に継

続がされなかった方が多かったので会員部では次回

からは更改手数が簡単に出来るようなやり方等を検

討してもらいます。 

 

さて我々英国に在住する者にとって祖国日本は言う

までも無く掛け替えの無い国であります。 

その大切な祖国が誠に残念な事に 2011 年 3 月 11

日の東日本大震災により壊滅的な被害を受け今も全

国民挙げて復興の努力をされている訳であります。 

又今年は茨城、栃木県の大洪水での被害他多くの自

然災害でおおくの方々が犠牲となりました。 

不幸にして今年も会員の中からお一人の方がお亡く

なりになられました、故バカレッジ 勝子さんです。

会からは献花をお届けして霊を弔いさせて戴きまし

た。 

此処で皆様とご一緒に多くの災害に遭われた被害者

の皆様と勝子さんの霊に一分間の黙祷を捧げたいと

存じます。 

 

それではこれよりご賛同の皆様と共に心を込めます。 

 

 ではーー黙祷始め、 

―――― 黙祷終わり、 有難う御座いました。 

 

それではただ今より議事に入ります、 

会則第 14 条の規定により総会は委任状を含む会員

の 5 分の 1 以上の出席を持って成立いたします。 

本日現在の議決権のある会員数は 278 名に対し、

ご出席の方が 32 名、欠席者のうち委任状を議長あ

てにご提出願っている方が 140 名、会則に定める

定足数 56 名（会員の 5 分の 1 以上）を充足してお

ります。 

したがって本日の総会はめでたく成立し此処での決

議は有効となります。 

  

これより議事に入らせていただきますが私佐野が進

行役として議長を勤めさせていただきます、ご異議

がなければご承認の拍手をお願いいたします。 

  

拍手ーー 

         有難うございました。 

  

それでは早速議事に入らせていただきます。  

 

既に皆様にお送りいたしました総会「議題」をご参

照いただきたいと存じます、お諮りしたい議題は 4

項目であります。 

時間の関係上議決事項に関しましては、全 4 項目に

ついて、先ず提案ご説明をさせて戴き、その後ご質

問、ご意見を頂戴して、その後一括の採決で、ご承

認をいただきたいと考えております。 

最初に 

  議題 1 項 2015 年度の年次活動報告の説明を

させて戴きます。 

 

昨年 12 月 13 日には日本クラブ会場で年次総会と

忘年会が行われました。 

総会議事進行は原案通り無事ご承認されてまして、

その後の盛大な忘年会が開催されました。 

今年も定例会の活動は例年通り又それ以上に活発で

した。 

特に多くの会員サポートを得て担当理事部長はじめ

各役員の努力も相俟って大きな成果を得たと確信し

ています。 

 

つきましてはこれから各部担当理事部長の皆様から

簡単に活動状況をご報告いただきますので宜しくお

願いいたします。 

 

  1) 事務局並びに会報部―上田事務局長理事（黒

澤理事） 

  2) 経理部並びにチャリテイ推進部―花岡理事 

  3) 会員部―飛田福部長（上田理事） 

  4) 文集部―小川理事 

  5) 福祉（ナルク）部―竹中理事 

  6) 特別イベント部―上田理事（関戸理事） 

  7) 墓地管理部―藤田理事 

  8) 二水会部―宮村理事 

  9) 紅葉会部＿ウインター千津子理事 

10) 都道府県県人会部ー満山理事 

11) 同好会部（カラオケ会、絵画会、他）－上田

事務局長（関戸、竹内元理事） 

12) 広報部ー鈴木理事 
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13) 忘れな草部ーーウイリアムズももこ理事 

 

――有難う御座いました。 

 

以上のご報告の通り定例部会でそれぞれがしっかり

と運営された事は誠に頼もしい限りでありました。 

 

例会以外では 

1) 墓地の清掃は佐藤三輪精舎ご住職による法要も

兼ねた春と秋の清掃、8 月 14 日にはお盆の弔いと

清掃そして大使館より宇山秀樹総領事、田辺邦彦領

事ご夫妻がお手伝いに駆けつけて戴きました。今年

も計三回の清掃が行われましたー本当に墓地ご担当

の藤田理事とご協力者の方に感謝しますとともにご

参加された方々にお礼申し上げます。 

2) 福祉部は今年も我々の心を支える活動をたくさ

んなされました、 

竹中理事の旗の下にナルク活動を含めて皆さん多く

の部員の方々が一致協力されてご病気のお見舞いに

お手伝いにと休む事無い努力を多としたいと存じま

す。 

ナルク活動の活発化と共にロンドンを東西南北の地

域別支部の活動が大きく貢献し地域密着化を計って

います。我々の福祉の増進の為これからも大いに期

待が為されます。 

欧州全体での日本人の交流の為に本年はフランスで

開催された”第７回在欧州日本人会連合会”に参加

をして情報交換をしていただきました。 

時間預託制度 NALC に関しては皆さんの総意を持

って一昨年に NALK UK 支部が福祉部の下に設立

され預託制度も段々と軌道に乗ってきつつあると見

受けます、今後の発展が期待されます。 

3) 特別イベント部 

今年のトラファルガー広場での＜Japan Matsuri>

は真っ青な秋晴れの下盛大に 9 月 19 日に開催され

ました。此処で多くは語る必要は無いと存じますが、

女性理事皆さんを中心に熱心なボランテイアの会員

皆さんが JA の法被姿でストール運営をされました、

大きな売り上げも達成された事も多とさせて戴きま

す。そして祭の実行委員を成された花岡理事、鈴木

理事、満山理事、黒澤理事、そして補佐の長濱会員

の活躍は大変なものでしたとご報告申し上げますと

ともにその労に心から感謝申し上げます。 

4) 会員部 

本会の活動の原点は会員で有ります。 

E-mail 会員制度を導入してから多くの方々が便利に

なられた存じます。又事務局も会報の発行に手間隙

が少なくなる利点があります。この機会に多くの E-

Mail 会員増を計って行きたいものです。他方、今年

は SKT88 を通じての若年層への会員増強策も実施

しました、小さなお子様連れの若い会員が増えたの

は特記されます。 

総会前までの年会費の更新作業は毎年大変ご苦労を

お掛けしております。 

この時期に更新がなされない方が色々な事由で多く

出ました、来年は改善を図ってみたいと思います。 

5) 経理部も大変な労力を要する部です。花岡理事

にはお忙しい中でも確りとした経理をやっていただ

き感謝です。又会計監査では由田様（会計事務所）

には確りした監査をお願いしております。 

6) 会報部は黒澤理事を中心にして長濱会員が補佐

をして居ります。又数多くの会員、理事の方々によ

る協力で多くの情報を集め毎月お送りできました。

お陰さまで会員お一人お一人との絆を確りと作って

くださいました。 

毎月の会報作りは簡単ではありません、どうぞお手

伝いくださる方があられたらお申し出ください。 

7) 例年通り文集部は今年も立派な文集を春､秋と

2 回発行に成功。 

内容豊かな文集はたぶんに欧州一ではないでしょう

か？来年も多くの企画をお持ちの様ですので会員の

皆様の投稿を大いに歓迎いたします。 

一昨年来Ｅ－Ｍａｉｌ配信を導入しましたのでどう

ぞこちらを大いに利用されて下さい。 

印刷での配信は作成に多くのボランテイアの方々が

手伝って下さいましたが多くの労力をお割きく下さ

いました。小川部長のご努力を多としたい。皆さん

今後も大いにご投稿ください。 

8) 忘れな草部は既に多くの方々をインタビューさ

れ 44 名もの方々が収録されました。 

5 月 14 日には大使館で上映会が笹川財団、JS の

サポートを得て催されました、又遠くはウエールズ

までも足を運ばれた Williams さんとチームの皆さん

の努力を多としたいと思います。

www.wasurenagusa.org.uk 

9) SKT88（Senir Kids get Together）開催 

Team Smile 主催で今年は 6 月と 10 月に鈴木ナオ

ミ理事の計らいで二度開催できました。多くの子供

達とお母さんが参加下さりシニアとの交流も出来ま

した！ 

10) 事務局―全てのことに対応されなくてはなり

ません。 

今年から上田理事がこの激務の担当部署を本当に良

くこなしていただきました。事務局の支えがあって

始めて他の部の活動が可能です！！ 

これ等の陰の働きに最大の敬意を表します。前事務

局長の黒澤理事が補佐をしてくれました。 

 

議題 2 項 JA 決算案提出及び会計記録確認報告と

その承認 

 

次に決算案についてご説明いたします。（花岡理事） 

 

既に由田監査役に監査をお願いしてお手元に配布の

通り会計は適正に処理されていたとの確認を戴いて

おります。個別の費用科目の明細は担当理事が責任

を持って予算と一緒に支出を管理しております、経

理は全体のとりまとめを行っており各自の管理責任

はしっかりとされています。 

 

議題 3 項 予算案提出と承認  
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各部からの収入、支出が検討されて提出作成されて

います。  

 

他に全体では収入面が会費収入安定と特別イベント

部、ドネイションの収入増減を予測し、 

 

議題 4 項 理事候補者の紹介と選出であります。 

 

理事候補者の方は前列にお進みください。 

ご照会いたしますーー皆様向かって左側からーーー

ー 

以上の方方の理事選出についてご承認をお願いいた

します 

 

   候補者はお戻りください 

 

以上議題 1-4 項目が理事会提案の総会決議事項です。 

  

このご提案に対しましてご意見、ご希望のある方の

ご発言を求めます。 

ご発言にあたっては挙手願います議長が指名しまし

たら先ずお名前をお聞かせ戴き簡潔にご発言をお願

いいたします。 

  

質疑応答－－－ 

回答は担当理事より応答がなされました。 

次回総会への参考になるご意見も戴けました。 

 

以上でご発言を打ち切らさせていただきます 

これより決議に入りますが先にお願い致しましたと

おり４項目を一括採決いたしますがご異議はござい

ませんでしょうか。 

  

異議なしーーー 

  

異議なしと認めます。 

採決の前に一言確認させて戴きます。 

採決は会員 1 名にたいし 1 票が有効になります。 

本日ご家族、ご同伴者としてご参加の方は会員登録

されている代表者の方が採決に参加して下さい。又、

会員以外の一般参加の方は、この採決に加わる事は

出来ませんので、ご了解ください。 

   では賛成の方挙手をお願いいたします。 

   賛成多数と認めますよって提案議案はすべて

提案議題の通り可決されました。 

  

   有難うございました。 

  

これをもちまして 2015 年の総会を終了させて戴き

ます。ご協力有難うございました。 

尚引き続き忘年会に移らせていただきますが、多少

準備がありますのでしばらくはこのままでご歓談く

ださい。準備をしている方型宜しくお願いいたしま

す。 

以上 

英国日本人会 会長 

佐野圭作 

忘年会 

総会に引き続き、会長の挨拶で忘年会が始まりまし

た。大使館から宇山総領事ご夫妻、田邉領事ご夫妻

にご出席をいただき、60 名強の参加者で会場は一

杯になりました、例年のクイズやオークションなど

で盛り上がりました。多数の景品提供、オークショ

ンの売り上げなど会員皆さんのご協力に感謝いたし

ます。また「SAKE Samurai」の Rie Yoshitake

様より 30 本以上の日本酒をご寄贈いただきました。 

  
☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会からのお知らせ 

日時：1 月 28 日（木）13:45 より（開場 13 時） 

会場：Bloomsbury Baptist Church 4 階 

住所：235 Shaftesbury Avenue, London 

WC2H 8EP 

（最寄駅 Tottenham Court Road/Holborn） 

 

1 月紅葉会例会は、恒例の「新年会」です。 

新しい場所で 4 階にも拘わらず、エレベーターがあ

りますので、上までいらっしゃるのに問題はありま

せん。場所は多少の不慣れはあるでしょうが、地図

を添付いたしますので、ご参照ください。お正月用

のお弁当つき、しかも、今回は、金髪のカナダ人の

落語家、桂三輝（サンシャイン）さんの落語の公演

もあり、プログラムも盛り沢山になっております。

皆で大いに楽しみましょう。皆様のご参加を楽しみ

にしております。 

 

会費：会員￡20.00 非会員￡20.00 

担当者：ウィンター千津子 

連絡先：winter@japanassociation.org.uk 

☆   ☆   ☆ 

二水会のお知らせ 

日時：１月 13 日（水）18:30 より 

演題：「日本人から見たアラブとイスラエル」 

講師：南武志（時事通信ロンドン支局長） 

1965 年生まれ。大阪大学人間科学部卒。 

90 年時事通信社入社。外信部から横浜支局を経

て、エルサレム、カイロ両支局で特派員。 

2013 年 6 月から現職。 

会場：St. James's Church, 197 Piccadilly, 

London W1J 9LL 

会費：￡5（JA 会員）￡8（非会員） 

問い合わせ：nisuikai@japanassociation.org.uk 

 (宮村) 

☆   ☆   ☆ 
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福祉ナルク部より年度末のご挨拶 

福祉ナルク部が 2015 年度の活動を無事に終了する

ことができましたのは、ひとえに会員、理事会、事

務局の皆様のご理解とご協力のお蔭と心からお礼致

します。支部とナルク UK の担当者一同のこうした

強い感謝から活発な活動につながったものと確信い

たします。また、会員による研修会やワークショッ

プ等のイベントへの積極的な参加も大変心強く、

2016 年度もこうした地道な活動を続けたく、信頼

と友情により結ばれたチームの力を一段と強め、皆

様からのご意見ご批判に対し、創意工夫をもってお

応えしてまいります。引き続きご支援のほどよろし

くお願いいたします。    福

祉ナルク部一同 

 

北支部からのお知らせ 

日時：2016 年１月 15 日（金）12:30-14:30 

会場：Cocoro Restaurant 

31Marylebone Lane, London W1H 2NH（最寄

駅：Bond Street） 

Tel：020 7935 2931 

会費：会員￡15 非会員￡N/A 

担当者：ウィンター千津子、スコット純子 

連絡先：電話番号 020 8248 2883/020 8340 

9063 

E-mail： chizwinter@icloud.com 

sumiko.scott@btinternet.com 

今回の北支部懇親会は、新年会も兼ね、Cocoro 

Restaurant で行います。皆さん、奮ってご参加下

さい。 

 

南支部からのお知らせ 

日時：2 月 5 日（金）12:00-15:00 

会場：KJ レストラン(韓国/日本食) 

住所：65 High Street. New Malden,Surry K3 

4BT 

電話：020 8942 3602 

（最寄駅：National Rail/New Malden 駅） 

締切：2016 年 1 月 29 日（金） 

会費：会員￡12 前後 

担当者：川西弘子・小野宣美 

連絡先：01932 248142 

E-mail：a.alibert@ntlworld.com 

nobumirobins@icloud.com 

今回の懇親会はレストランだけになりますのでお間

違えのないようお願いいたします。 

小野宣美さんは 12 月 23 日から 1 月 20 日迄留守

をしますのでその間の電話連絡は、川西までお願い

します。 

 

東支部からのお知らせ 

日時：1 月 9 日（土）12:30- 

会場：HARE & TORTOISE（Blackfriars 支店） 

住所：90 New Bridge Street, London EC4V 

6JJ 

会費：会員￡15 前後 

メニューはお寿司他お好きなものをお選びください。 

担当者：田口春恵・山崎栄子 

連絡先：020 8858 9404（山崎栄子） 

E-mail：harue.t@hotmail.co.uk (田口春恵) 

11 月の懇親会は急遽キャンセルとなり、参加を予

定されていた皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ござ

いませんでした。新年を祝って楽しくお喋りが出来

ればと下記のように再度企画いたしましたので、ご

自由にご参加ください！ 

尚、当日の緊急連絡は 07840 219 028（田口）、

又は 12 時半以降は携帯が繋がらない事もあります

ので直接レストランの電話 020 7651 0266 まで

お願い致します。 

 

西支部からのお知らせ 

日時：2 月 19 日（金）12:30- 

会場：EAT TOKYO 

住所：16 Compton Street, London W1D 4TL  

電話：020 7439 9887 

Web：www.eattokyo.co.uk/soho 

会費：会員￡1３前後 

お好きなものをメニューからお選びください。 

担当者：山本郁子・竹内みどり 

連絡先：07979 596 471（山本郁子） 

E-mail：imandry@tiscal.co.uk 

竹内みどり 07774 476 293 

2016 年の抱負計画など楽しくおしゃべりしましょ

う。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下さい。ご出欠はレストラン

予約の都合上、2 月 12 日（木）までにお願いしま

す。 

 

ナルク UK 活動報告 

＜ナルク名簿について＞ 

ナルク会員番号と JA 会員番号の整合性の確認、ポ

イント状況の確認などの作業を実施し、加算後、更

新版および活動記録表がナップ静枝コーディネータ

講師により作成。 

＜ワークショップ・墓地清掃。協賛イベントの参加

者のポイント集計について＞ 

名簿改訂後、電話やメールで参加を表明した会員の

リストをアップロードする。 

ナルク会員メール（G ドライブ）に上げて必要があ

ればいつでもリストの確認ができるように改善。 

＜ナルク携帯電話のプロバイダーサービス終了につ

いて＞ 

新しい携帯を手配 

＜2016 年度のワークショップ計画＞ 

2015 年度から開始されたワークショップは徐々に

参加者が伸びており、2016 年度は回数を増やして

開催予定。 

2 月は Ruth あきよ溝口氏による認知症のワークシ

ョップを計画。 

＜ナルク G メールとドライブの使用方法について不

明点を確認＞ 
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福祉コラム 

歳月人を待たず 

月日は瞬く間に過ぎ、今年もわずか数日余り。せめ

て会員の皆さんに寄り添ったものをと心がけ、毎月

拙文を書かせて頂いた。誰もが一日一日を大切に生

きて欲しいと願いつつ。筋力と能力の密接なつなが

りで 2015 年の締めくくりとさせていただく。 

ロンドン大キングス・カレッジ校の老年学研究チー

ムは、43 歳から 73 歳までの一卵性双生児 150 組

の女性を対象に過去 10 年にわたって研究を継続。

このほど研究結果が「老年学ジャーナル誌」に発表

された。脚力が強いほど脳の老化をうまく乗り切れ

る、という実に分りやすい結果となった。  

運動をすると脳を活性化するセロトニンという神経

伝達物質が出る。セロトニンが増えると穏やかな気

持ちにさせるため精神が安定する。セロトニンが

「幸せ物質」と呼ばれる所以である。足の筋肉は体

の中で最も衰えやすく、不可をかける運動でないと

強化され難い。脳が健全かどうかについては、ライ

フスタイル因子等も調べる必要があるが、脚力の測

定での判定が確実である。同研究チームは、脚力測

定にレッグ・エクステンション・マシン、脳の認知

力は、コンピュータ化された記憶と認識処理力テス

トを使っている。 

 
 

10 年前の研究開始時に脚力が強かった双生児は、

認識処理能力も優れていた。しかも 10 年後の老化

測定の際にも、認知力低下の度合いが少なかった。

チームリーダーのスティーブ博士曰く「心臓の状態

も重要な因子ではあるが、認知機能低下の最も強い

因子は脚力の低下だった。脚力アップの運動は脳を

健全に保つためのバロメーター。」と二つの因子の

密接な関係を強調した。英国アルツハイマー協会の

調査部長、ブラウン博士も、「運動が認知力と体力

の維持に極めて重要であることは既成事実であり、

この研究で脳の全容が解明したわけではないが、脚

力と脳の密接な関係が一層明確に立証されたと考え

る。」と歓迎している。余談になるが、92 歳まで

現役で舞台に立ち続けた往年の女優、森光子さんは、

脚力を強化するため 1 日 150 回のスクワットを怠

らなかったと言われる。 

話変わって過疎化と資金難に悩む小さな町が未来志

向で考えだした福祉最前線のニュース。 

北海道の奈井江町は、「一人暮らしの高齢女性と福

祉を学ぶ短大生が一緒に生活する場所を作れば、高

齢者にとっては心強いし、若い学生には勉強にな

る。」と熱心に役所に働きかけ実現にこぎ着けた。

続いて、病院にサービス付き高齢者向け住宅を併設

する計画を考案した。高齢者福祉に新たな視点を当

てる試みとして、公立病院の病棟の一階部分を「サ

ービス付き高齢者住宅」として誕生させるというも

の。現存施設の有効活用は自治体予算削減に対応す

る苦肉の策だが、入居する高齢者は、病院内という

安心を手に入れる。まさに一石二鳥。高齢者福祉問

題が山積している日本で、地方による試行錯誤の努

力は、財政難に喘ぐ地方活性化にも一石を投じるこ

とになる。 

高齢化する英国日本人社会も、こうした取り組みか

ら真摯に学ぶことで、「ご飯とみそ汁付き」の日本

人専用のケアホーム実現に一歩近づけるのでは、と

夢を膨らまるのは小欄だけではないだろう。 

 

== 

長年、福祉ナルク部のアドバイザーをお願いしてい

るロンドン大キングスカレッジ校老年学フェローの

記事と研究資料がガーディアン紙と国連の人間開発

報告書（P.120 Box 4.2.）に下記の通り掲載され

ました。是非ともお読みください。 

http://www.theguardian.com/healthcare-

network/2015/dec/08/casinos-leaf-picking-

new-god-supporting-older-people-japan-

cities 

 

http://hdr.undp.org/en/content/human-

development-report-2015-work-human-

development 

☆   ☆   ☆ 

 

Team Smile 会合の報告 

12 月 16 日（水）英国日本人会『TEAM SMILE』

会合を開催しました！ 

今回は若年層・働く女性・子育てママさんが中心に

集まり活発な意見が交わされました。これからも定

期的に開催したいと思います。 

ネットワーキングの場としてこれからの英国日本人

会の発展に繋がりますよう、また情報交換や会員同

士の助け合いの場にもなることを願っています紅葉

会、二水会にご参加の先輩方にもアドバイスやサポ

ートを頂きたくどうぞ宜しくお願いいたします。 

担当：鈴木ナオミ 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会 11 月の報告 

日時: 11 月 26 日（木）14:00-16:30 

場所: Bloomsbury Baptist Church 1 階 

司会: ウィンター千津子 

受付: 藤田幸子、トロロプ禮子 

お茶当番: 竹内みどり、広瀬信子 

会計: 山下良子 

報告・写真: 八木岡幸枝 

 

第１部 14:00～14:50 
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1. 新入会員紹介 2 名 

2. 各部からの報告 

事務局: 12 月 5 日（土）忘年会のボランティア募集

約 10 名 

会員部: 年 2 回手紙郵送、住所変更の場合は届ける

こと 

特別イベント部: 部長空席、満山会員が担当 

墓地管理部: 11 月 7 日(土)墓地清掃に 27 名参加、

お礼 

福祉部: 会報参照 

文集部: 「私の好きな場所」原稿募集中 

同好会部: 歩く会ー持ち回りで企画、iPad/iPhone

ー参加奨励、スケッチー約 10 名参加、映画鑑賞ー

約 15 名参加、俳句ー休会、食べ歩きー1 月 22 日

(金)場所未定 

3. 皆で歌いましょう～11 月の誕生 2 名 マセッテ

ィ・太田、11 月の歌 2 曲…たき火、野菊 指揮: 田

村陽子 ピアノ伴奏: ウィンター千津子 

4. お知らせ 

ウィンター部長: 来年からラジオ体操をする、来年

2 月にフランス人落語家シリル・コピーニ氏の落語 

会費+￡2 

田中弘子: 10 月 31 日（土）第 24 回日本舞踊おさ

らい会のお礼 

5. 会長挨拶 

  
第２部 15:05～16:30 

今月の特別イベント 

演題: タナカー・ブヒクロサンとロンドン日本人村 

講師: 小山騰(こやまのぼる) 元ケンブリッジ大学図

書館日本部長 

概要: 1885 年(明治 18 年)1 月 10 日、ロンドンの

ナイツブリッジに開業したロンドン日本人村は、4

ヶ月で 25 万人の入場者があるほど繁盛した。同じ

時期に開演したギルバートとサリヴァンのコミッ

ク・オペラ『ミカド』の人気とあいまって、ロンド

ンにある種の日本ブームを引き起こした。そのロン

ドン日本人村の仕掛け人であるタナカー・ブヒクロ

サンについて、その正体が以前から不明であった。

最近出版した『ロンドン日本人村を作った男』で、

そのタナカー・ブヒクロサンが、実は幕末日本に

英・仏公使館の書記官兼通訳として滞在したフレデ

リック・ブレックマンというオランダ人であったこ

とを明らかにした。そのタナカー・ブヒクロサンと

ロンドン日本人村について講演。 

出席者 42 名 

敬称略、以上 

（報告・写真）八木岡幸枝 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

SKT88 開催のおしらせ 

TEAM SMILE 主催 第 3 回 SKT88 イベントを 2

月 7 日（日）に開催します！ 

(Ｓ＝シニア Ｋ＝キッズ T=Together 88＝パチパ

チ（拍手）） 

シニアとキッズの交流は今、世界的に注目を浴びて

います！ 

歌や踊り童歌、日本の文化や遊びを通じて、世代を

超えた交流から助け合いへ繋がることを目的として

います。是非ご参加下さい。 

場所（次号会報でお知らせします） 

今回は「かるた」や「読み聞かせ」を中心に開催し

ます。 

読み聞かせを担当して下さるシニアの方大募集

中！！  

ブログ：SKT88  で検索         

http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

担当 鈴木ナオミ 07796 144 338  

naomi@sweet-naomi.com 

☆   ☆   ☆ 

 

映画鑑賞会 12 月度活動報告 

12 月 15 日（火）クリスマスデコレーションで賑

わうボンドストリートを通って、定着した絶好の会

場（カソリック教会の文化施設）で、最も日本的な

テーマであり、伝統的な劇作『忠臣蔵』（大映京

都・渡辺邦男監督）の上映を行いました。年末の多

忙な時期にもかかわらず沢山のメンバーが集い、活

気にみなぎった喫茶店での語らいに及びました。 

 歌舞伎や浪曲、講談は言うに及ばず、映画誕生以

来、格好の材料として何度も映画化されてきたが本

作は大映が日本映画の黄金時代に満を持して放った

最高傑作。大石内蔵助に大映のトップスターの長谷

川一夫以下、浅野内匠頭に市川雷蔵、岡野金右衛門

に鶴田浩二、赤垣源蔵に勝新太郎、大石主税に川口

浩、吉良上野介に滝沢修という人気・実力を兼ね備

えた男優陣に加え、京マチ子、若尾文子、山本富士

子、三益愛子ら充実の女優陣を配した豪華布陣の

『忠臣蔵』の決定版。 

監督は当時”天皇”とまで言われた渡辺邦男。ひた

すら娯楽に徹した演出は、講談調で見せ場を網羅し

た面白さのてんこ盛り。1958 年の配給収入トップ

に輝く大ヒット作品でした。 

 

次回は新春 1 月 19 日（火）美人女優「原節子」さ

んの訃報に伴って、『追悼原節子さん』と銘打って

小津安二郎監督の名作『秋日和』を急遽上映するこ

とになりました。 

乞うご期待。更に 2 月は『ローマの休日』となって

いなす。（文責渡邉） 

☆   ☆   ☆ 
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12 月俳句を学ぶ会からの報告 

日時: 12 月 17 日（木）13:30-15:30 

場所: ロイアルフェスティバルホール ロビー 

          先生も含めて全部で 9 名出席 

 明るい席が取れ時間通り始まる。久しぶりの顔も見

られ、ことし最後の俳句の会なので、皆別れを惜し

むような雰囲気の中、お菓子を食べながら和気藹々

と、おしゃべりに花が咲く。 

● 冬帽子かぶれば 5 才若返る 

                                                     悦子キング 

● 寒中や粋な帽子が街を行く 

                                                    宣美ロビン 

次回: 1 月 21 日 (木) 11:30 ～ 

場所: 悦子キング宅 

『去年今年(こぞことし)』が季語となります。 

問い合わせ先: クーパーのりこ 

☆   ☆   ☆ 

 

12 月の紙人形会報告 

 いつもの通り 11 時から 15 時半まで、各自が好み

の人形作りに励みました。材料となる和紙の入手が

困難なこと、また高価であること等から料費の値上

げを参加者間で相談した結果、今までの 2 ポンドか

ら 3 ポンドに引き上げることに決定。トロロプ先生

のご親切に甘えながら来年も此の会が継続していか

れます。 

なお欠員が出る場合はこの場に連絡しますが現在の

ところ満員となっています。 

連絡を頂いた方のお名前はリストに載せて、欠員が

出来次第連絡をしています。 

連絡先：h.nabeshima@btinternet.com. 次回は

1 月 8 日（金）です。 

☆   ☆   ☆ 

 

第 14 回食べ歩きの会 

2016 年 2 月 2 日（火）12:15PM 

El Pirata Spanish Tapas Bar/Restaurant 

5-6 Down Street, Mayfair London W1J 7AQ 

Tel: 020 7491 3810 

 

参加ご希望の方は Sumiko Scott

（sumiko.scott@btinternet.com or 020 8340 

9063）にご連絡ください。 

☆   ☆   ☆ 

 

第 50 回スケッチ会報告 

12 月 9 日（水）レストラン"あべの"さんの地下の

部屋で行なった。参加者 6 名。10 名位いればもっ

と盛り上るかなとは思うが我々だけというのは本当

に落ち着いて居心地が良く落ち着いて描く事が出来

る。駅前で買ってきた花と各自が持って来た果物を

机に並べそれぞれが描き始めるとおしゃべりもピタ

リと止み皆さんが真剣になつているのがこちらにも

伝わって来た。時間が来ても誰も手を止めず皆さん

かなり熱が入っていた。こういう事は大変嬉しい。

お食事会は多数決で"和食"になりそこにだけ参加し

た人も混じえ大いに楽しく盛り上がつた。次回は

「ポートレート」にする。 

 
クーパーのり子 

 
グリーブス邦子 

 
山本郁子 

 
田口邦子 

☆   ☆   ☆ 

 

浜会員が「海外日本料理普及功労賞」受賞 

『JA 会員 浜 哲郎様が農林水産大臣賞を 11 月日本

で受賞されました』 

日本食海外普及功労者表彰事業は、日本産農林水産

物・食品の輸出の一層の拡大に向けて、海外に在住

し日本食・食文化又は日本産農林水産物・食品の海

外での紹介、普及等に多大に貢献してきた者（日本

食海外普及功労者）に対し、農林水産大臣賞を授与

するものです。 

 

「So Restaurant」オーナー・「Sozai Cooking 

School」オーナー 

日本料理アカデミーUK 会長 Japan Society 理事  

浜 哲郎（はま てつろう） 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_a

ward/ 

 
☆   ☆   ☆ 

 

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_award/
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_award/
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関戸前 JA 副会長より 

長年に亘り JA の活動に献身的に貢献されました関

戸前副会長が今年度をもって理事を退任されまし

た。ほんとうにありがとうございました。 

以下氏より総会・忘年会前日に佐野会長、上田事務

局長宛届きましたメールです。 

 

佐野さん 

上田さん 

 

ただいま大陸移動中で、特別イベント部、同好会部

の活動報告出せず、理事としても不完全なまま一年

過ごしてしまい、申し訳ありません。このまま静か

に日本に長期一時帰国ということになりますが、毎

年夏には短期に戻るつもりですので、皆様によろし

くお伝え下さい。 

 
☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 

前年度末に 300 名を超えた会員数が現在 300 名を

割っています。これは毎年、年度更新時に種々の理

由で退会される会員がいらっしゃり、その後また

徐々に入会者が増えていくい傾向です。 

会員のご友人、知人に積極的にお声を掛けて頂き

「英国日本人会」への入会をお薦めして頂きたく宜

しくお願いします。 

尚、一旦中止しておりました新入会員のウエルカム

茶話会を来年 2 月に実施する予定です。茶話会の詳

細は該当者に 1 月中にご連絡致しますので沢山の新

会員のご参加を期待しております。 

 

新入会員：なし 

退会会員：なし  

現在会員数、286 名 

内訳： 

名誉会員 8 名、E 会員 195 名、一般会員 83 名で

す。 

  

尚、組織・会則が欲しい方は配信しますのでご連絡

下さい。 

07931 534 166 会員部長 飛田まゆみ 

membership@japanassociation.org.uk 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

文集部からのお知らせ 

次回春号は下記要項で募集致しますので、奮ってご

投稿下さいますように。 

 

『英国春秋』2016 年春号 

タイトル：フリー又は春号特集「私の好きな場所、

町、街、国」 

原稿締切：2016 年 3 月 21 日（月） 

但し、締切前後に集中するきらいがありますので、

原稿は常時受付け 

枚数：A4 2～3 枚（出来ればワード・明朝・

10.5 添付） 

送付先：ogawa-n@orbixmail.co.uk 又は 

Mrs M Hodgson, 492 Canterbury Way, Herts. 

SG1 4ED 

☆   ☆   ☆ 

 

同好会からのお知らせ 

1、開催日 2、場所と時間 ３、住所 ４、詳細   

5、担当者 ６、（予）要予約・要連絡・参加希望 

＜ウォーク＞ 

休会中です。アイデアのある方はおしらせくださ

い。 

＜スケッチ＞ 

1 1 月 13 日（水） 

2 11:30 あべのレストラン地下 

  場所が分からない人は 11:15 Holborn 駅 

  改札口集合 

3 47 Museum Street, London WC1A 

4 ポートレート(鏡又は顔写真)自分の好きな描

き方で 

5 竹内 07774 476 293 

6 自由参加 

＜カラオケ＞ 

1 1 月 7 日（木） 

2 13:00―16:00  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 1 月 12 日（火）、1 月 26 日（火） 

2 14:00～16:00 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） 

mailto:membership@japanassociation.org.uk
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＜映画鑑賞＞ 

1 1 月 19 日（火） 

2 13:00～16:00 Farm St. Church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 「秋日和」 原 節子さんを忍んで 

  （小津安二郎監督） 

  30 名位入場可能 会費￡3～￡5 

  場所も設備も大変よいのでお勧め。 

5 渡辺 07783 426 113 

  竹内 07774 476 293 

6 要予約 
 

☆   ☆   ☆ 

 

盗難事件ストーリー 

12 月５日（土）JA 忘年会の後、会場の隣のカフェ

で、鈴木ナオミさんのパソコンや iPad が入ったバ

ッグ（スーツケース）が盗難に遭いましたが追跡し

て取り戻したそうです。 

追跡機能を作動させる事の参考として追跡の様子の

レポートをご紹介します。 

 

『絶対に近所に捨ててある！あんな柄のしかもキャ

リーケース（小さいスーツケース）を一緒に持って

歩いて逃げるなんて考え難い だって追われてバッ

グを見られれば直ぐに足がつくから。。』 

そんな確信があったから、皆さんと別れてカフェを

出た後、直ぐに警察には行かず、カフェの近所の裏

路地や人通りの少ないところを黙々と探した。iPad

や Mac などの Apple 商品を GPS 機能で追跡がで

きるのは、自分の携帯がそれらと同期できる

iPhone の場合だけと聞いていた。 

私の携帯は iPhone ではないから自分の iPad や

Mac book の追跡はできない。主人と二人で忘年会

で使った重いスピーカーとマイクスタンドを持っ

て、1 時間以上『目』でその辺りを探し回しまわっ

てみたが、これはあまりにも無謀で果てしない追

跡。。と、諦めてというか「明日からの仕事をちゃ

んと回す方が先決」と気持ちを冷静に切り替えて、

まず仕事が滞らないために新しいパソコン購入にオ

ックスフォードストリートの Mac ショップへ 走

る。 

事情を話し、今すぐパソコンが欲しいと言いつつも

駄目元で「ＧＰＳ機能で追跡できないかなぁ？」と

独り言のようにつぶやいたところショップアシスタ

ントは売り場ディスプレイ用のパソコンで直ぐに追

跡開始！場所を確認っ！！ 

パソコンの画面が映し出す地図上で、私のパソコン

と iPad がある場所がブルーにピカピカ点滅してい

るではないか！！動いているようだ。まだ捨てられ

ていない。ソーホーだ。盗られた現場からそんなに

遠くない！！そうか、Apple 商品なら自分のもので

なくても、ID さえあれば誰からでもログイン追跡で

きるんだ！！「単独の追跡は危険なので現場急行の

場合は必ず警察と一緒に行くように」と念を押さ

れ、999 をコール。 ショップから直ぐ近くにある

ポリスステーションに走れと言うからそこめがけて 

走る 走る 重いスピーカーとマイクスタンド持っ

て走る！ 

息を切らしながら駆け込んだのに、しばし待たされ

る（想定内）散々待たされた揚げ句、ポリスは、迷

惑そうに「年末の土曜日の盗難なんて何千件もある

んだから捜査は無理」という。 

 

ならば、iPhone を持っているポリスを呼んでくれ

と叫び、そのおまわりさんの iPhone でログイン私

のキャリーケースの現在地を再確認。トッテナムコ

ートロード駅の少し南にある。1 時間前に Mac シ

ョップで確認したときより、少し北へ移動してい

る。犯人の場所が追跡で分かっているのだから一緒

に行ってくれ！と懇願するも「人手不足だし、犯人

の顔を知らないのにあんな人ごみで探すのは無理」

と再び無情に断られる。「えぇ??酷い」 

よし、もう自力で追跡するしかない。ならば早く開

放してくれ！！犯人が遠くに行ってしまう前に！！

しかしここは警察。マニュアルにそって長々と調書

は取られる。しかも段取り悪い。1 時間以上延々と

尋問、主人が書類に諸々書き込んでいる間、イライ

ラ。。 

もう一度 iPhone を持ってるポリスを呼んで GPS

で位置確認。また少し動いている。いや、待て

よ。。？ 既に 2 時間以上経過しているのに移動の

範囲が小さいのは何故だ？キャリーケースを持って

ソーホーを飲み歩いているのか？？食事？ポリスス

テーションを飛び出して、iPhone を持っている友

達に電話して協力依頼、私の ID でログインしてもら

い位置確認また少し動いている。ドキドキする。 

電話で位置を聞きながら捜索開始。今立っている場

所から 100 メートル四方内まで接近！近くにあ

る！！はやる気持ちを抑えて位置を GPS で追跡し

た情報に息を潜める友達は、「犯人と鉢合わせは危

ないから深追いするな。」と万が一の事態を心配し

てそう何度も言う持っていたマイクスタンドを無意

識に握りしめる。大きな移動はないが、遠隔なの

で、精密な位置確認ができない。でも、近くにある

のは確かだ。絶対に近くにある！「盗んだバッグ

は、人ごみのパブの中に入り金目の物を盗った後そ

こに捨てる。」と聞いたことがある目に付いた人ご

みのレストランやパブに入りしらみつぶしに床や他

人の荷物を目視でチェックしていたら私達が不審者

と間違われる。 

捕まえられそうになって困っていると向いのレスト

ランのオーナーのブライアンという人が何事かとや

って来た。涙目で事情を話すと、「Come with 

me」と自身の iPhone で追跡してくれる。ブライア

ンについて走る。かなり近くにあるぞ！！捜査用

iPhone と一緒だと位置情報も精密になる。10 メー

トル以内、、、5 メートル以内 あの柄のバックの

気配を息を止めて探す。行き交う人が全員犯人に思

えてくる。3 人で目に付くゴミ箱やゴミをためてい

る場所をのぞき込む。ゴミ袋でさえ手に取る。3 メ

ートル以内… 1 メートル以内….. 心臓の鼓動。。 

ついに GPS が発信するブルーライトとブライアン

の GPS の位置が重なる立っている場所の目の前

は、テーブル１つだけのお客なんて誰もいない小さ
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な Take away ケバブ屋、その左に目をやると工事

中の建物、右に視線を移すとドア その隣に既に閉店

した楽器屋。「このビルの中だ」3 人で同時に上を

見上げると 4 階建てのアパート ドアから人がでて

きたけど流石に犯人のアジトに踏み込む勇気はな

い。「THE END」とガックリうつむいた瞬間に、

ブラインがそのケバブ屋に乗り込む主人が続く。

「マジ？」 こんな「混雑してない」しかも、狭い

ところにわざわざ犯人がバレバレで持ってくるわけ

ない。 

絶望していると、店主がひょいと、見慣れた私のパ

ソコンケースを出してきた。中に iPad も、ご丁寧

にチャージャーも入っている！！余りに驚いて「ぎ

ゃーっ！」と絶叫。 

近くに捨ててあったのを誰かが拾ってこの店に持っ

てきたらしい。微妙に北に南に動いていたのは、捨

てられ、拾われ、そしてこの店に誰かが持ち込む経

緯だったのだろう。探し当ててくれたブライアン

と、店主と抱きあって喜ぶ。ロンドンにも善人がい

ました。 

これは奇跡です。親切なブライアンと会った奇跡。

誰かがこの店に届けた奇跡。GPS で追跡できた奇

跡。店主が興奮して話す、この辺りの治安の悪さと

怖い経験談と警察は非協力的だという愚痴をしばら

く聞いて家に戻ったときには日にちが変わりかけて

いました。くたびれてソファーで撃沈。 

皆様にはご迷惑をおかけしましたが、いい教訓にな

りました。 

お騒がせして申し訳ありませんでした。 

鈴木ナオミ 

☆   ☆   ☆ 

 

会報への広告掲載について 

会報への広告掲載料金は以下の通りです。 

 

 JA 会員の案内 非会員の案内 

１／４ページ ￡10 ￡15 

1／2 ページ ￡20 ￡30 

全ページ ￡40 ￡60 

 

締め切りは毎月第 4 木曜日直前の日曜日となりま

す。 

送り先：newsletter@japanassociation.org.uk 

（会報部） 

☆   ☆   ☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア通訳 

ご提供いたします 
 

イギリス在住歴が長い方、これから

いらっしゃる方どなたでもお手伝い

させていただきます。 

 

現在コミュニティー通訳者資格取得

を目指しております。銀行口座開設

や市役所での手続き、どのような小

さなことでもやらせていただきま

す。お問い合わせお待ちしておりま

す。 

 

ト蔵 美江 (ぼくら みえ) 

Email: intmb2505@gmail.com 

Mobile: 07939 077 193 

☆   ☆   ☆ 

 


