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都道府県人会懇親会のお知らせ 

日時： 4 月 1 日（金）19:00～ 

会場： New Loon Fung Restaurant(中華

レストラン) 

1/F-4/F 42-43 Gerrard Street, 

London W1D 5QG 

Tel: 02072879025 

最寄駅：Piccadilly Circus駅 

会費： 男性：￡35 / 女性：￡30 

担当者： 満山喜郎 (Yoshio Mitsuyama) 

連絡先： mitsuyama@japanassociation.org.

uk 

この懇親会はゴルフされる、されない関係ない親

睦を目的としておりますので皆様のご参加をお待

ちしております。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

バスツアー「行先」募集のお知らせ 

好評の日帰りバスツアーは 2014 年度「コッツウォ

ルズ」2015 年度「バースとストーンヘンジ」を開

催してきました。 

今年度も夏に開催の予定です。ついては今年は「行

先」を募集いたしますので奮ってご意見をお寄せく

ださい。 

連絡先：満山喜郎

mitsuyama@japanassociation.org.uk 

☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会新年会の報告 

開催日時：1 月 28 日（木）13:45～17:45 

開催場所：Bloomsbury Baptist Church 4 階 

司会：ウィンター千津子 

受付：ベーリーまゆみ 

お茶当番：竹内みどり 

会計：山下良子 

報告：写真：八木岡幸枝 

１． 紅葉会 部長挨拶 

２． 日本大使館 浅利文化公使のお話 

３． 新年の乾杯 会長の音頭 

４． 食事 

５． 桂サンシャインの落語 

６． 任命状授与 Japan House 設立にあた

り、会長が「Expert Advisor」に任命さ

れた。大使から任命状を授与された。 

７． 新入会員紹介 ２名 ホークス真弓、滝本

佳代子 

８． 新年の歌 １月１日、富士の山 

９． ラッフル 

１０． クイズ 司会進行：ビドル恵 

１１． 皆で歌いましょう〜1 月の誕生日、1 月の

歌 2 曲…母さんの歌・椰子の実、指揮：

田村陽子 ピアノ伴奏：ウィンター千津子 

１２． オークション 

１３． 会長閉会の辞 

当日、時間は少々長引いたが、会場の教会側が、今

日は「You can stay as long as you want」とい

う事で、開始は、13 時 45 分、閉会は 17 時半と、

殆ど半日、これまでの最大の出席者の元に、会員一

同、美味しい新年にちなんだお弁当、、大使館、浅利

公使の「ジャパンハウス」設立に関する具体的な経

過、またそれに関する朗報をいただき、サンシャイ

ンさんの英語、日本語チャンポンの落語等々、とて

も楽しい半日であった。 

出席者 74 名   敬称略、以上 

 

  
☆   ☆   ☆ 

 

紅葉会からのお知らせ 

日時： 3 月 24 日(木) 

13 時 45 分～（開場 13 時） 

会場： Bloomsbury Baptist Church 4

階 

235 Shaftesbury Avenue 

London WC2H 8EP 

最寄駅 Tottenham Court 

Road/Holborn 

演題： グリーンコーラス 

会費： 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 

07957548023 

3 月紅葉会例会は、グリーンコーラスさんによるコ

ーラスです。 

コーラスグループの 15 名の方々で、日本各地の子

守歌や民謡、日本の四季の歌、ミュージカルナンバ

ーなどを歌ってくださいます。 

私達が子供の頃から親しんできた歌、思い出のミュ

ージカルの名曲を楽しみましょう。 

☆   ☆   ☆ 

 

 

mitsuyama@japanassociation.org.uk
mitsuyama@japanassociation.org.uk
mitsuyama@japanassociation.org.uk
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福祉ナルク部の報告 

南支部懇親会の報告 

日時： ２月５日(金)  

12:00～15:00 

会場： KJ レストラン (韓国／日本食) 

65 High Street 

New Malden, Surrey, 

K3 4BT 

02089423602 

(最寄り駅: National Rail/New Malden

駅) 

会費： 会員￡12 前後(会員)  

担当者： 川西弘子 

小野宣美 

連絡先： 電話ル： 

01932248142 

02089731962 

メール： 

a.alibert@ntlworld.com 

nobumirobin@cloud.com 

 

 

 

今回より南支部を担当し

てくださる小野宣美さん

を紹介。 

出席者は 25 名。 北、

東、西、遠路から、そし

てこれから会員になろう

とされている方達が参加

され、各自好きな物を頂 

きながらの楽しく歓談。 

3 時間がアッと言う間にたってしまいました。食後

は、向いの Cafe でさらに御喋りを楽しむ方、韓国、

日本食の買物をされる方達。月例会等普段 滅多にお

会いしない方も懇親会には参加され、「初めてお会

いした方ともお話が出来て遠路から参加した甲斐が

ありました」との感想も頂き、この場がより良い交

流の機会になったことを願っています。 

次回は夏。7,8,9 月のいずれかで実施を予定。追っ

て会報にてお知らせします。川西記 

 

西支部懇親会の報告 

日時： ２月 19 日(金)  

12:30～16:30 

会場： EAT TOKYO 

16Old Compton ST. 020 74399887 

(最寄り駅: Leicester Square 駅) 

会費： ￡12 前後 

担当者： 竹内みどり 

山本郁子 

連絡先： 電話番号： 

07774476293（竹内） 

07979596471（山本） 

今回は初めて懇親会に参加された方を含め１5 名。

皆さんの好みこのレストランはいつもおいしくてボ

リュームがあり値段も手ごろなので人気がある。食

事のあと会長よりこの会をこれからもお互い助け合

い親交を深めるようにとの挨拶があり、その後全員

で近くのコーヒー店に移動。時間のたつのを忘れる

ほどおしゃべり経験談など心置きなく語った。 

感想：私は初めての参加でしたが皆様とお会いしお

話をしてとても楽しい時間でした。次からもぜひ参

加する様に努力しようと思います。モーガン道子 

北支部の会員である私です。恐る恐る参加させてい

ただいたのですがとても楽しかった。区域外でもお

友達を作れますよね。坂本佳子  

久しぶりに皆さんとお会いして楽しい時を過ごしま

した。今年もよろしくお願いします。川副まり枝  

賑やかで和気あいあいとした集まりはとても楽しく

美味しい食事も満足でした。バンダ―スケイフ日出

美 

 

ナルク UK 活動報告 

ナルク UK は、コーディネータ研修会を 2 月 16 日

（火）に開き、下記の議題が討議された。 

②  2013 年発症のくも膜下出血後遺症でロンドン

北部のナーシングホームでリハビリ中の矢沢益

恵会員のお見舞い/話し相手を福祉ナルク部のボ

ランティアチームが週 3 回の頻度で続けてきた

が、諸事情によりバークシャー州のナーシング

ホームに転居。近隣在住会員による同ボランテ

ィア活動を継続する必要があるとの判断で、ナ

ルク会員への募集を行ったところ、お一人から

ご連絡があった。ナルクのボランティアは通常

2 名なので、募集の続行を討議。高齢者、特に

認知症患者のお見舞いはトラブルを避けるため

通常 2 名で行っている。 

③ ナルク年会費問題：子育中の会員の会費免除の

可能性が理事会で討議され、該当者の条件等そ

の他の問題解決が難しく、次年度も引き続き今

年度並みの年会費が続行されること。代わって、

ワークショップのナルク会員￡3 の支払いを新

たに無料化が決議。免除を含む会費問題は継続

審議される。 

④ ナルクワークショップ： 

 ２月 27 日（土）に日本クラブで 13 時 15 分

から行われるロンドン大キングスカレッジ老年

学研究所フェローの林まゆみ先生（Dr）による

ディメンシャフレンズ講義の準備とリマインダ

ー発送を行う。 

 3 月のワークショップ予定：ビギナー向けヨガ

クラスを計画。追って案内発送予定。 

 

故スチュワードたき子さんを偲んで 

  
 

不幸にもたき子さんの孤独死が発見されたのは去

年の１２月２３日でした。物静かでホンワカと笑顔

を絶やさないたき子さんは、意外にも社交的で、

mailto:a.alibert@ntlworld.com
mailto:nobumirobin@cloud.com
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色々な方達とお知り合いであったことが判り意外で

した。シフォンケーキがお上手で、カラオケ会に美

味しいお手製を作って持って来られ、参加者に振舞

って下さったことを懐かしく思い出します。 

ただ一人残された妹スエ子さんを囲んで、ごく内

輪の密葬が２月３日（水）に行われ、９日（火）の

午前中にヘンドンの日本人墓地で散灰式、続いて近

くのパブで「お別れ会」が開かれました。前日まで

暴風雨の悪天候が続いており、散灰式も危ぶまれま

したが、当日は久々の好天で午後には珍しく太陽も

顔を出しました。 

散灰式とお別れ会には佐野会長始め３０名を超え

るＪＡ、ＪＣ、ＪＡＬ時代の同僚、ご友人が参加さ

れ、明るく賑やかなお別れ会となりました。スエ子

さんの姉上を慕う言動を目にして、故人が妹さんの

人生にとってどれほど大切な存在であったか、とい

うことも知りました。福祉部有志の準備した和食は

大好評で、何一つ残すことなく楽しんで頂けたこと

を嬉しく感じました。当日はご芳志箱が用意されま

したが、スエ子さんの切願で、￡140 全額がＪＡに

寄付されました。 

今回の痛ましい孤独死を機に、独居高齢会員を対

象とする「緊急時連絡票」（安全カード）が近日中

に全会員に配布されることになりました。最後に、

故たき子さんの笑顔を思い浮かべつつご冥福をお祈

りします。合掌     （バンダースケイフ記） 

 

福祉コラム 

ヤシの実人生に朗報 

エジンバラ大学とインドのニザム医科学研究所の共

同研究の結果、バイリンガルの高齢者は一か国語し

か話さないモノリンガル高齢者に比べて、認知症発

症が 4，5 年遅くなるという結果がこのほど専門誌

に発表された。流暢に話せるとか、読み書きが優れ

ているなどとは関係なく「複数言語を話すかどう

か」が発症時期の決めてとなる。「二言語の併用は、

今得られるどの薬よりも優れた認知症予防」と同研

究は述べている。 

バイリンガルが必ずしも発症を食い止めることには

ならないが、複数言語を常用することが「認知的予

備力」を高めると説明している。「認知的予備力」

とは、これまでの経験知や学習で得た知識などが脳

細胞を刺激し、その数を増やし、記憶力を高める。

車の予備タンクのようなもので、脳の燃料が切れて

も、もう少し先まで走り続けられる脳内の蓄えのこ

とである。これは言語能力について特に該当する。

バイリンガルの人は、ある言語でコミュニケーショ

ンをとっている間、もう一つの言語を黙らせておく

脳の抑制能力を使っている。その結果、脳の老化を

遅らせる。ということは、海外在住の日本人は、外

国暮らしを成り立たせるため、現地語を必死で学習

する結果、蓄えが増える。また、有り余る時間を有

効にという定年後の生涯学習においても、言語学習

は他の科目の学習に比べ、脳だけでなく精神力まで

強める、という実験データもある。 

児童教育の観点からもバイリンガルの優位性が指摘

されている。「あまり使う機会のない自分の母国語

を学ばせるのは、子供を混乱させるし、学校の成績

にも不利益をもたらす。その上、使う機会も少ない

ので時間の無駄」と母国語を子供に話したがらない

親が多いのは実に残念、と教育現場は危惧する。母

国語だけを話すモノリンガル児童は、バイリンガル

児童から成績が大きく引き離されるという研究結果

は既に多く出ている。外国語の文法や語彙の学習に

悪銭苦闘する結果、言語能力だけでなく、他人の考

え方に対する理解力、難局に直面した際に柔軟に対

応できる精神力などが身に付くという。 

話変わって日本では、ネットその他のメディアの普

及で、造語や外来語が氾濫した社会を反映し、世代

間ギャップが話題になっている。これは、厳寒のあ

る日、高齢者が「とっくり」セーターを求めてデパ

ートにでかけた際の笑うに笑えないエピソード。

「首がすっぽり隠れる。。。」と身振り手振りで説

明しても、若い店員には「とっくりですか？ どの

ような形…」とまったく通じない。運よく目の前に

展示されていた「とっくり」シャツを示したところ

「あー、タートルネック(ハイネックとも)です

ね！」と、上から目線の言葉が返ってきたという。 

「名も知らぬ遠き島より流れよる。。。」という島

崎藤村の歌詞が我々の心にジーンと響くのは、日本

の風土の中で育まれた美しい大和言葉が使われてい

るからだろう。ヤシの実人生を選び、バイリンガル

に生きてきたとはいえ、古きよき日本語も忘れない

で大切にしたいものである。 

☆   ☆   ☆ 

 

iPad / iPhone 同好会からのお知らせ 

日時： 3 月 8 日（火）、3 月 22 日（火）

14:00～16:00 

会場： アベノレストランの地下 

47 Museum Street, London 

WC1A 1LY 

会費： 無料 

担当者： 浜口、上田 

連絡先： rie036@gmail.com 

WiFi の接続の仕方とアプリダウンロードとその

使い方。モニターで説明予定 

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。 
 

☆   ☆   ☆ 

 

理事会だより 

2 月 3 日（水）定例理事会の主な討議内容です。 

・墓地 80 周年と JA20 周年について 

・ナルク会費継続して審議になりました 

・ナルクシステムの単純化について 

・緊急連絡表発送 

・SKT 参加費は無料決定 

・震災 5 周年コンサートの後援決定 

・部長、副部長は理事である必要はない 

  現在 12 名理事体制で決定 

・ハマースミスピクニック中止決定 

・バスツアー先募集し催行予定です 

☆   ☆   ☆ 

 

 

rie036@gmail.com
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2 月二水会の報告 

日時： 2016年２月10日(水) 18:30〜20:00 

会場： St James's Church, Piccadilly 

演題： 『米国のアナポリス式リーダー教育』 

講師： 在英国日本国大使館 防衛駐在官 北川敬

三 １等海佐 

2月10日の二水会では、米メリーランド州の州都

アナポリスにある海軍兵学校を卒業された異色の自

衛官である北川敬三さんにお越し頂きました。自己

紹介、学校紹介、渡米の理由、学生生活、アナポリ

スで学んだ事等をシェアして頂きながら、リーダー

教育についてもお話いただきました。とても気高く、

堂々と、面白いお話も交えていただきながらお話い

ただきました。 

 
高校生の時まで山口県を出た事のなかった北川さ

んがアナポリスに行こうと決心されたのには、「男

子たる者、成田から出て活躍する人材になれ！」と

いう恩師からの影響や交換留学の体験、また吉田松

陰の教育観等の影響があったようです。 

アナポリスとは、アメリカでは人気があり、一目

おかれている軍人をつくる大学だそうです。すべて

お国の為、ということで成り立っているようです。

卒業生には、大統領、閣僚、宇宙飛行士、議員、実

業家になった方も多く、ノーベル賞を取られた方も

いるようです。日本人の卒業生は、２０世紀に北川

さんお一人だけだそうです。 

４年間の教育システムに関しては、「いいリーダ

ーになるには、いいフォロアーになる」ということ

で、１年目は絶対服従、外泊禁止等からはじまった

ようです。２年目はメンター、３年目は全人格的指

導、４年目は組織のリーダーというような内容での

教育を受けられたようです。ノブレス・オブリージ

ュということで、社会の責任を果たしなさいという

ことも言われていたようで、北川さんはDuty（義

務）という言葉が好きだと言われていました。また、

学校生活の中では、Honor Concept（名誉概念）

というのがあり、以下のようなことが発覚したら即

退学だったそうです。 

— うそをつかない 

— カンニングしない 

— ぬすみをしない 

北川さんがアナポリスで学んだ以下のようなリー

ダーシップもシェアして頂きました。 

— 何があっても正しい事を行う（自信に裏打

ちされた不変の誇りを持つ） 

— 何事にも絶対へこたれない 

— 間違ってもいいからやらせる 

また、下のものを休ませて、自分が嫌な事を引き受

ける。自分の最大の関心は部下の福利（しあわせ）

であるということ、そして、愛情をかけることなど

も学ばれたようです。必読書「 Message to 

Garcia」（ガルシアへの手紙）からは、自分で問題

設定し、自分で解決できるリーダーについての教え

を学ばれたようです。 

全体を通して、北川さんは以下３つのような事を

学ばれたようです。 

①プロフェッショナリズム：命を懸ける厳しさ 

②サービス：自己犠牲、献身、モティベーション 

③インテグリティ：誠実さ、高潔さ、ノブレス・オ

ブリージュ 

卒業後に、「人々の自由を守るため」に存在する

自衛官になろう、と思われ、高い気位を持つ事がで

きる天職だと意識し始められたようです。 

東日本大震災においても、最後のとりでは自衛隊

ということで、決死の覚悟で原子力発電所に水を投

下したことで、海外の関心を引き寄せることになっ

たお話もして下さいました。軍隊は迷っちゃいけな

い、軍人は純粋、軍人は価値判断がしっかりしてい

るという、民間と異なり、シンプルな部分のお話や

フィジカルな訓練のことについてもシェアしていた

だきました。 

日本の国益を守る使命感に満ちた北川さんの精神に

参加者もインスピレーションを受けて会場を後にし

ました。   （参加者２1名） 

☆   ☆   ☆ 

 

二水会からのお知らせ 

日時： 3 月 9 日（水）１８:３０～ 

会場： St. James's Church 

197 Piccadilly 

London W1J 9LL 

演題： 『エンターテイメントからの復興支

援と芸能界の舞台裏』 

講師： 歌手 鈴木 ナオミ 

東日本大震災から5年、『音楽のチ

カラ』を信じて被災地を皆さんを笑

顔にしようと コンサート活動を続け

る鈴木ナオミのエンターテインメン

トによる支援活動の軌跡と芸能界の

話です。プロフィール：福岡出身 

イギリスを拠点に、歌手・女優・司

会者としてヨーロッパで活動中のマ

ルチタレント。 

会費： 会員￡5.00 非会員￡8.00 

担当者： 宮村 

連絡先： nisuikai@japanassociation.org.uk 
 

☆   ☆   ☆ 

 

2 月映画同好会からの報告 

開催日：2 月 16 日（火） 

上映作品は『ローマの休日』（ウイリアム・ワイラー

監督）でした。 

この映画は私どもの世代はほとんどの人が一度は見

ている作品だと思います。「良き内容、良き主題、良

き構成、良き描写」つまり、素晴らしいシナリオと

見事な演出があったれればこそ実現した作品だと考

えます。そして、オードリー・ヘップバンがあって、

初めて生まれた作品であるとも思います。 

mailto:nisuikai@japanassociation.org.uk
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西部劇ばかりに出演し世界を魅了したグレゴリーペ

ックですが、この『ローマの休日』と『ナバロンの

要塞』は本当に良かったと思います。 

あの「60 年安保闘争」の翌年、昭和 36 年の春、

二度目の公開が実現しました。この作品『Roman 

Holiday』を大学一年生となって、初めて上京した

田舎者である私が目もくらむほどのゴウジャスで、

優美な古都ローマの風景に酔いしれたのも、当然だ

ったと考えます。日比谷映画の周辺は長い行列がで

きていました。 

それでは、素晴らしい映画、心高ぶるエンジョイメ

ントな映像文化に触れていきましょう！（文責ー渡

邉道英） 

☆   ☆   ☆ 

 

俳句を学ぶ会からの報告 

日時：2 月 18 日（木）13:30～15:30 

ロイアルフェスティバルホールロビー8 名出席 

クーパー先生のご主人がご逝去、お元気な先生にお

逢いし生徒は皆安心して勉強出来ました。ハーフタ

ーム混雑で我々の席を探せず帰られた方がでたのは

残念でした。 

足元を すくわれ気付く  薄氷（うすらい）に  

田口 邦子 

愛のチョコ 春遠からじ  やわらかに 

上田 陽子 

次回 3 月 17 日（木） 

『古雛』『おひなさま』が季題となります。 

問い合わせ先：クーパーのり子 

☆   ☆   ☆ 

 

会員部からのお知らせ 

ウエルカム茶話会（新会員のオリエンテーショ

ン）が 2 月 18 日（木）に二年振りに会長事務所を

お借りして開かれました。上田事務局長が進行役を

務めて下さり、会長が新入会員に歓迎の意を表さ

れ、その後理事が各部の活動内容の説明、そして新

入会員の自己紹介等とオリエンテーションも和やか

な内にも和気藹々と進みました。当初の予定より多

少参加者数が少なかった所為か親睦を計る上では好

都合でした。「当会は会員各位のボランティアに依

り運営され、相互支援、相互扶助をモットーに英国

での生活を楽しく過ごす」と言う事を新入会員によ

くご理解頂けたと思います。今後は各位が積極的に

会が運営するイベント、福祉活動への参加、貢献し

て下さる事を願っております。 

会員部では各イベント開催時に新入会員の勧誘を

しておりますが、中々会員数の大きな増加は見られ

ません。既に会員である皆様方が友人、知人を積極

的にご紹介頂き大きな「英国日本人会」へと発展す

るよう働きかけて頂くようお願いします。 

 
 

  
新入会員： 

イネス多恵子(600) 

渡辺総一郎(601) 

ﾎｰｸｽ真弓(602) 

藤本あかり(603)、 

退会会員：なし（敬称略） 

ご逝去 ：ﾌｪｻﾞｰｽﾄｰﾝ野村靖子（388）  

現在会員数：286 名 

内訳、名誉会員 8 名、E-会員 199 名、一般会員

79 名 

尚、組織・会則が欲しい方は配信しますのでご連絡

下さい。 

会員部 飛田まゆみ / Greaves 邦子 

07931534166  

membership@japanassociation.org.uk 

Quality of Life ( Q .O. L )  - 心掛けたい 10 か条 

1. 人に迷惑をかけず、笑っている事がいちば

ん。 

2. バランスの取れた食事を心がけ、毎日 30 分

の歩行と充分な睡眠（ストレス対策）が大

切。( 睡眠中に骨やそれを支える筋肉が強化

されます) 

3. 日常的に身体を使う事（庭仕事、料理、掃除

など）を進んでやる。指、足, 身体の関節は 

それぞれ使わなければ硬くなるので柔らかさ

を保持するためには動かす事が大切。 

4. 常に身体を鍛えていれば病気の治り方が早い

ので適度の運動（ストレッチ運動など）を継

続して体を鍛えておく事は大切。でもやりす

ぎはダメ。栄養、運動、休養の 3 つが健康

な体の保持の秘訣。 

5. 趣味を持ち 自分の生きがいになるものを創

る。 

6. 他人や社会に役に立つ自分なりの何かを見つ

けてやる事が大切。（ボランテイア活動な

ど） 

7. 脳に刺激を与え、例えば読書（特に音読や速

読）、漢字や算数のテストをしてみるなど。 

これらは高得点になり自分が満足するもの

である事が大切。 

8. いつもプラス思考を心がけ、心身の健康に留

意し、楽しく生きようと努力する。 

9. 独り暮しの場合は、ネットワーク作りを心掛

け、毎日誰かと話をすることを勧める。何か

変事、事故があった時に誰かが気付いてくれ

るので発見が早くなり早期治療・治癒につな

がる。 

（差し支えなければ同封の福祉部「緊急連

絡カード」用紙にご記入いただいた後、福

祉部にお渡しください。個人情報は責任を

持って保管します。） 

mailto:membership@japanassociation.org.uk
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10. 自分の老後はどうあるべきか、最後をどのよ

うに生きるべきかを今から真剣に考えてお

く。 

ウエルカムオリエンテーション資料抜粋/会員部作成              

☆   ☆   ☆ 

 

第 3 回 SKT88（シニア&キッズ TOGETHER）の

報告 

開催日：2 月 7 日（水） 

場所：Belsize Community Library Antrim Grove 

London NW3 4XN  

担当：鈴木ナオミ 

今回は 12 家族 シニア 13 名 計 45 名が参加しま

した！ 

シニアとキッズの皆さんが一緒に「ずいずいずっこ

ろばし」や「はないちもんめ」などの 

童謡を歌ったり、踊ったりしました。 

節分の直ぐ後だったので、バックにアメ玉をいっぱ

い詰めて『豆まき』ならぬ『アメまき』 

で、アメをまいて皆で真剣に拾いました。子供たち

は大喜び！！ 

そのあと、カルタ大会。そして『だるまさんが転ん

だ』では佐野会長も参加され 

大盛り上がりでした。 

カルタを探すときの子供たちのキラキラした瞳や、

だるまさんが転んだでかけまわる 

子供の笑顔にシニアの皆さんも元気を貰ったようで

した。 

これからも多くの皆さんにご参加頂き、世代を超え

たネットワーキングの場を 

作りたいと思います。 

ブログはこちら http://ameblo.jp/skt88naomi/ 

  

  
☆   ☆   ☆ 

 

スケッチ会からの報告 

２月 10 日 (水) 今期初めて久しぶりの

victoria&Albert musium に来た 学生達が多く大変

混んでいた 久しぶりのミルズさん 山崎さんを加え

6 名の参加 描かなくて観て歩くだけでも充分に素晴

らしく興味深い 素描は必ずビギナーでやらされるが

たまに原点に返るのも悪くない かなり集中するので

目が疲れるので時々手を休めて他の作品を眺めたり

立ち上がって少し歩いたりする中二階に渡り廊下が

ありそこから各部屋を見下ろす事が出来る 特に休館

中の部屋の様子新しい作品の搬入中だったり 清掃 

移動 の作業が見られて大変興味深い 有名なミケラ

ンジェロのダビデ像の部屋も閉まっていたがそこか

らは見られ時々立ち上がって歩いたり眺めたり気分

をリフレッシュしながら作品を仕上げた 

3 月は"ウォーレスコレクション"二出かける。 

 

  
グリーブス邦子 ミルズリツ子 

  
山本郁子 田口邦子 

☆   ☆   ☆ 

 

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＞ 

休会中です。アイデアのある方はおしら

せください。 

＜カラオケ＞ 

1 3 月 3 日（木）13:00～16:00   

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 3 月 8 日（火）、3 月 22 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

http://ameblo.jp/skt88naomi/
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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 3 月 9 日（水）13:00～ 

2 ウォーレスコレクション 

3  Manchester Sq W1M 

    (Bond St 下車) 

4 水が使えないので水彩以外の物 

5 竹内  0777 4476 293 

6 自由参加（JA 会員のみ） 

＜映画鑑賞＞ 

1 3 月 15 日（火） 

2 13:00～16:00 Farm St. Church 別館 

3 114 Mount Street, London W1 

4 浮草  小津安二郎監督 

   京 マチ子  中村鴈治郎 主演 

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?? 
 

☆   ☆   ☆ 

 

東日本大震災メモリアルコンサート「架け橋プロジ

ェクト」のお知らせ 

当会会員の鈴木ナオミさんが主催する東日本大震災

メモリアルコンサート『架け橋プロジェクト』英国

日本人会で後援をしています。 

皆さんどうかお出かけ下さい。応援よろしくお願い

いたします。 

『架け橋プロジェクト』東日本大震災メモリアルコ

ンサート 

日時： 3 月 14 日（月） 

18 時開場（映画予告） 

19 時開演   

入場無料 

会場： Islington Assembly Hall 

 (Upper Street, London N1 

2UD, 5min walk from 

Highbury& Islington） 

演題： 『エンターテイメントからの復興支

援と芸能界の舞台裏』 

出演者： 鈴木ナオミ（歌） 

廣田丈自(尺八 唄＜民謡＞太鼓) 

一川響(三味線) 

ダイアナ湯川（ヴァイオリン)・

Thames Daiko  

里の子会（福島県の子供日本舞踊) 

企画・プ

ロデュー

ス： 

鈴木ナオミ（NANA MUSIC UK 

LTD) 『架け橋プロジェクト』 

後援： 在英日本大使館 

英国日本人会 

在英日本商工会議所 

ロンドンしゃくなげ会（福島県人

会） 

とっておきの音楽祭（宮城県） 福

島民報社  

◆◆全員にプレゼントあります!!  先着順で東北の酒

ティスティングがあります◆◆ 

西洋と日本伝統の音楽のコラボレーションです。 

『大切な事は継続です！！”音楽の力” を信じ

て ”忘れない” と ”ありがとう” の架け橋を皆

さんの力で繋いで下さい！！』 

被災地とロンドンを映像で結ぶ！！ コンサート映

像は全世界に同時配信されます。 

◇◇一人でも多くの皆さんのご来場が被災者の方々

をより勇気付けることとなりますのでお誘い合わせ

の上お越し下さい。◇◇  

無料コンサートですが、会場や音響機材の借用料経

費の為の寄付を募っています。ご協力お願いいたし

ます。 

寄付：振り込み先 

Bank: NatWest Moorgate Branch 

口座名：Japan Association in the UK 

Account No: 26027607 

Sort Code: 56-00-23 

送金の際の Reference は「SHINSAI」でお願いい

たします。 

宜しくお願いいたします。 

☆   ☆   ☆ 

 

 
☆   ☆   ☆ 
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グリーンコーラス東日本大震災 5 周年メモリアルラ

ンチコンサートのお知らせ 

日時： 3 月 9 日 （水）13:15～ 

会場： St. Dunstan-in-the-West 

186A Fleet Street, London 

EC4A 2HR  

最寄駅 Chancery Lane, Temple 

入場料： 無料（Retiring collection) 
 

 

 
☆   ☆   ☆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アレキサンダー・ウィリアム・ウィルアムソン伝 

購入ご希望の方は、Three Wheels にお申し込み下

さい。 

Tel：020 8248 2542 

Email：threewheels@threewheels.org.uk 

定価は、￡19.00（送料別）です。 

なお、2 月 25 日（木）の紅葉会で、本の紹介と販

売を行います。 

 

☆   ☆   ☆ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


