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待ちに待った新緑の季節がやってきましたね～！まだまだ慎重に距離を置きながらも、フィジカルに、デジタ
ルに、みんなで集まれるイベントをどんどん実行していく予定です。是非ご参加ください！

Bøgen er sprunget ud! Den dejligste sæson er kommet. Vi holder stadigvæk afstand. Men lad os mødes
alligevel både fysisk og digitalt.
ニュースレターの内容・Inhold
•

割引券-RABATKODE 配布のお知らせ

•

シェラン 5 月に歩く会/ Sjælland Walking Tour in May

•

デジタルイベント開催のお知らせ

•

子育て勉強会とアンケート調査のお願い

•

その他（桜祭り SAKURA FESTIVAL/年間イベントカレンダーetc）

割引券-RABATKODE 配布のお知らせ
コペンハーゲン国際ドキュメンタリーフィルム・フェスティバル
Japanske film på CPH:DOX（Copenhagen Int. Documentary Film Festival）
4 月 21 日～5 月 12 日の期間中に www.cphdox.dk で開催されるコペンハーゲン国際ドキュメンタリーフィルム・フェスティバル。
今年は 2 作のドキュメンタリーフィルム(Tokyo Ride、AGANAI 地下鉄サリン事件と私)が日本からエントリーしました。フェスティ
バル開催中、有料でストリーミングができますが、日本人会会員の皆さまには、こちら 2 作が割引料金でご覧いただけます。割引コー
ドは DOX21JAPAN です。ぜひご利用ください。
Festivalen foregår 21. april - 12. maj på hjemmesiden www.cphdox.dk, hvor man vil kunne se de nyeste og bedste
dokumentarer fra hele verden, der er blandt andet 2 japanske film “Tokyo Ride”og ” Me and the Cult Leader”. Vi fik et
særtilbud kun for Nihonjinkais medlemmer: 20% rabat på de to japanske film. Rabatkoden er DOX21JAPAN:

🍀シェラン 5 月に歩く会/
Sjælland Walking Tour in May 🍀
日時/Dato

：2021 年 5月 30 日（日）14 時～17 時頃まで

集合場所/Sted ：Legepladsen i Utterslev Mose 住所/Adresse ：Pilesvinget 65, 2700 København
参加費/Pris

：日本人会会員（ならびに世帯内のご家族）と一般こども 無料 /Gratis for medlemmer og børn

：会員以外のみなさま おとな 50kr/ Voksen (Ikke-medlemmer eller familie og venner uden for husstanden) 50kr

詳しくはこちらをご覧ください。 Man kan læse mere om det her.
記事の詳細は、当会のホームページ JDnet.dk で！お問い合わせは nihonjinkai@hotmail.com まで。
Mere på dansk på vores hjemmeside JDnet.dk. Send os en mail, hvis du har spørgsmål！
プライバシーポリシー/Privacy Policy: こちらでご覧ください Click here.
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NEW！デジタルイベント開催/Online Arrangement

på japansk

対面で集まることが難しい昨今、デンマーク日本人会ではおうちにいても皆様に楽しいイベントに参加し
ていただきたいと考え、デジタルイベントチームを発足いたしました。
今後手探りではありますが、会員のみならず非会員の皆様にも楽しんでいただけるデジタルイベントを企
画してまいります。「こんなデジタルイベントをやって欲しい！」というご意見も大歓迎です！
今回のニュースレターでは、デンマーク日本人会デジタルイベント記念すべき第一弾「一緒に歌いましょ
う」（会員向けイベント）と、6 月に開催予定の「忍者道場―忍者銀太郎さんによる忍者レッスンとパフ
ォーマンス」（公開イベント）についてご案内します。

日本人会 5 月のデジタルイベント 「一緒に歌いましょう」
開催日：2021 年 5 月 9 日(日)13 時から
2021 年最初のデジタルイベントは、5 月頃に歌う季節の歌を YouTube の伴奏で、芹沢典子さんと一緒に歌う企画を立
てました。皆の知っている歌で歌詞も画面に出てきますので、覚えてなくても心配無用です。お子さんと一緒に日本の
歌を歌ってみましょう。シニアの方達も昔の歌を思い出しながら懐かしいひと時を過ごしましょう。
参加申し込み：2021 年 5 月 7 日まで。 nihonjinkai@hotmail.com
Zoom を利用します。詳しくはこちらをご覧ください。
6 月開催公開イベント

「忍者道場－忍者銀太郎さんによる忍者レッスンとパフォーマンス」

開催日：2021 年 6 月 6 日

日曜日

14 時から（仮）

Zoom を使用します。

※スケジュールは変更の可能性もあります。変更の場合は改めてお知らせいたします。
世界を股にかける忍者・銀太郎さん。コペンハーゲン市の母語クラスでも忍者道場を開催してくださったことがあり、
大人にも子供にも大好評を博しました。そんな銀太郎さんが、6 月に世界のどこかから、デンマーク日本人会のために
オンラインで忍者道場を開いてくださいます！

このイベントは公開イベントとなります。

初回公開イベントということで特別に、会員非会員を問わず、全編無料でご参加、ご視聴いただけます。言語は日本語
となりますが、周りで忍者に興味のある方がいればどうぞこの情報をシェアしてくださいね。
忍者道場への当日のリンクはこちら
https://us02web.zoom.us/j/87692857545?pwd=ME8wMjBzTWpLU1laUE5qekZmcGhiQT09
ミーティング ID: 876 9285 7545
パスコード: 977562

詳しくはこちらをご覧ください。

記事の詳細は、当会のホームページ JDnet.dk で！お問い合わせは nihonjinkai@hotmail.com まで。
Mere på dansk på vores hjemmeside JDnet.dk. Send os en mail, hvis du har spørgsmål！
プライバシーポリシー/Privacy Policy: こちらでご覧ください Click here.
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子育て勉強会とアンケート調査のお願い
日本人会が実施するオンラインによる子育て勉強会です。会の形体としては、子育ての悩みの井戸端会議ではなく、 現
在のデンマーク教育論や研究結果などに基づいてそれぞれの参加者さんの悩みに当てはめて考えてみる学びの場です。
デンマーク教育論や研究結果などは教育学を大学で学んでいるファシリテーターから提示され、それらのメソッドや考
え方を参加者が抱える問題点に当てはめていき、解決の糸口をさがしていきます。
アンケートはコチラ↓↓↓
https://jp.surveymonkey.com/r/3TLTYTD
※このアンケート調査の目的は２つです。１つ目は、勉強会を実施させる価値があるのかどうかの見極め、２つ目は、
悩みの傾向とカテゴリー化を知るためです。皆さん、ご協力お願いいたします。

その他お知らせ
桜祭り SAKURA FESTIVAL

日本人会蔵書リスト・Nihonjinkai Bibliotek

日本

人会の単行本蔵書リストはここをクリックしてくださ
2021 年オンライン桜祭りをこちらの桜祭りのホー
ムページからご覧いただけます。皆さんもきっと恋
しいおなじみの桜祭りのバーチャル版の他にも生け
花、お茶、お料理、文化や歴史の講演などなど、盛
りだくさんの動画がアップされています。お勧めで
～す！Vi vil anbefale online Sakura festival her på
Sakura festivals hjemmeside.

Du finder nogle rigtig

gode videoer af feks. foredrag om den meget
populære Anime” Kimetsu no Yaiba” , Tsubaforsamlig i Design museet, Te-ceremonie, Ikebana og
meget mere.

い。会員の方には無料でお譲り致します。予約してい
ただき、シェランで行われるイベント（次回のイベン
トは 5 月 30 日の 5 月に歩く会）の集合場所でお渡し
しますので、お気軽にご連絡ください。
Michiko.nihonjinkai@gmail.com Vi vil forære
japanske bøger til medlemmer. Er der nogen
interesserede? Kontakt mig venligst.

Her er

listen. (Roma -ji efter side 27)

「ユラン半島・フュン島シニアの会」
日本人会第 2 回目理事会において「ユラン半島・フュン島シ

Statens Serum Institut(SSI)に関しての質問を大募

ニアの会」の立ち上げが決定しましたのでお知らせいたしま

集します！！会報誌２０２１年９月号に特集記事を

す。今現在皆さんと集まることはできませんが、晴れて日程

掲載予定です。聞いてみたいこと、気になることが

が決まり次第お知らせいたします。55 歳から 100 歳の方々

ある方はこの機会にぜひ下記メールアドレスまで質

が入会できますので、是非シニア会員募集しております。

問をお送りください！

皆様方とシニアの会を楽しめることを願っています。

makiishii@yahoo.com

君子・ラワセン

記事の詳細は、当会のホームページ JDnet.dk で！お問い合わせは nihonjinkai@hotmail.com まで。
Mere på dansk på vores hjemmeside JDnet.dk. Send os en mail, hvis du har spørgsmål！
プライバシーポリシー/Privacy Policy: こちらでご覧ください Click here.
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イベントカレンダー /Kalender
以下の日程は、状況により、変更、または中止になる場合があります。
当会ホームページやフェイスブックなどのお知らせをご確認ください。

5 月 May 2021
9 日（日）

皆で歌おう会 デジタルイベント

30 日（日）

シェラン歩く会 都会のオアシス

6 月 Juni 2021
6 日（日）

忍者道場 デジタルイベント

20 日（日）

シェラン歩く会 トロルに会おう！

8 月 Aug. 2021
7 日（土）

ユラン 夏の集まり

日時未定

シェラン 夏の集い

日時未定

フュン BBQ 大会

10 月 Okt. 2021
日時未定

シェラン キノコ狩り

16 日（土）

ユラン キノコ狩り

日時未定

フュン キノコ狩り

11 月 Nov. 2021
13 日（土）

ユラン忘年会

フェイスブックで日本人会のイベントをフォローしよう！
Log på Facebook! Prøv at klikke på F-mærket ovenfor og følg med i vore arrangementer!
ご住所、お電話番号、メールアドレスの変更や、退会届けは、忘れずに出来るだけ早く、デンマーク日本人会事務局
nihonjinkai@hotmail.com までご連絡をお願いいたします。
Husk at sende en mail til bestyrelsen til nihonjinkai@hotmail.com, hvis du skifter adresse, telefonnummer
eller e-mailadresse. Det gælder også, hvis du vil melde dig ud af foreningen.

記事の詳細は、当会のホームページ JDnet.dk で！お問い合わせは nihonjinkai@hotmail.com まで。
Mere på dansk på vores hjemmeside JDnet.dk. Send os en mail, hvis du har spørgsmål！
プライバシーポリシー/Privacy Policy: こちらでご覧ください Click here.

