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初夏の季節が、すぐそこにやって来ました。皆さま、いかがお過ごしでしょうか？徐々にコロナワクチン接種
も進み、大勢の人が一堂に集まれる日ももうじきです。Vi ser frem til sommeren, som er lige om
hjørnet! Hvordan har I det? Om lidt er flere mennesker blevet vaccineret, så vi håber at kunne
mødes flertalligt snart.

ニュースレターの内容・Indhold
•

シニア会のお知らせ 2021 年６月の例会

•

シェラン 6 月に歩く会・Nihonjinkai Sjælland: Vandretur i juni

•

デジタルイベント-【再告知】忍び学園のお知らせ/ Shinobi Gakuen/Euro Ninja Academy
【NEW!】日本酒オンラインテイスティング Sake Online Tasting

•

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

日本人会シニアの会 2021 年 6 月の例会 /Nihonjinkai Senior Club
『お久しぶりです会』

開催

皆様、やっと皆さんのお顔を見ながらお喋りしながら昼食をとる会が実現します。
下記の通りに計画を立てましたので、お集まりください。
言うまでもない事ですが、コロナパスとマスクをお忘れなくご持参ください。
日：2021 年 6 月 5 日（土）12 時半から Tid: d. 5. juni kl. 12:30
場所：レストラン「京都」Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel 内
Amager Boulevard 70, 2300 København S
会費：一人 280KR

飲み物除く。

定員：20 名

Tlf.: 3332 1674
詳しくはこちらをご覧ください。

シェラン 6 月に歩く会/ Nihonjinkai Sjælland: Vandretur i juni
シェラン地方の美しい自然の中を元気に歩く会の第 2 弾です。建築家ビャルケ・インゲレスの「8 ハウス」を横
目に、自然保護公園を通り抜け、Kongelunden の森の中に住んでいるトロルのビャルケに会いに行きましょう！約
9km の道のりですが、みんなで歩けばアッという間についてしまいます。「そんなに歩けないよ」という皆さんにはバ
スか車で集合した後 3 ㎞歩く短距離コースも用意しました。ビャルケを探し当てたら、美味しいデニッシュが待ってい
ます。ご褒美にみんなで一緒に食べましょう！Vil du vandre med os gennem Kongelunden og besøge
trolden Bjarke Cirkelsten?
日時/Dato

詳しくはこちらをご覧ください。Læs mere om det her.

： 6 月 20 日（日）/ Søndag den 20. juni

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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集合場所と集合時間 / Mødested og tid :徒歩 9km コース
短距離 3km コース

メトロ Vestamager 駅の西口出口に 11 時集合。
南駐車場, Skovvej/Fasanstien に 12 時集合。

For 9 kms tur kl. 11 ved Vestamager St. (Ørestads Boulevard)
For 3 kms tur kl.12

Sydlig P-Plads Skovvej/Fasanstien. (2791 Dragør)

デジタルイベント開催/Online Arrangement på japansk
先日のデンマーク日本人会初のデジタルイベント「一緒に歌いましょう」へご参加くださった皆
様、ありがとうございました。初のデジタルイベントということで少々手間取りましたが、美し
い歌声を皆様と楽しむことができたと感じています。今回のニュースレターでは、6 月 6 日土曜
日に開催予定の「忍び学園―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）の再告知と、7 月に開催予定の「日本酒オンラインテイスティング」（会員向けイベント）についてご案内しま
す。Efter vores første digitale event 'Syng sammen online' fortsætter vi succesen med online events.

6 月開催 公開イベント 「忍び学園－忍者銀太郎さんによる忍者レッスンとパフォーマンス」 Gensyn med
Shinobi Gakuen/Ninja Academy med optræden og undervisning v/Gintaro
開催日：2021 年 6 月 6 日

日曜日

14 時～ Zoom を使用します。Tid: 6. juni fra kl. 14 på Zoom (ingen

tilmelding)
※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び学園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
オンラインで忍び学園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。
忍び学園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。

7 月開催 会員向けデジタルイベント 「日本酒オンラインテイスティング」/ Sake online tasting
Zoom を使用し、日本酒 3 種類の飲み比べをするオンラインテイスティングイベントです。

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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国際唎酒師の資格を持つナビゲーターが、日本酒基礎知識についても簡単に説明をさせていただきます。難しい話はあ
りません！気軽にご参加ください。
金曜日の夜に、3 種類の日本酒を一緒に飲み比べて、コロナパス不要のオンライン飲み会を楽しみましょう。
開催日/Dato

2021 年 7 月 2 日（金曜日）夜 7 時より（予定）1 時間から 1 時間半程度

Tid: d. 2. juli 2021, kl.

19:00 – ca. 20:30 på Zoom. Pris 430 kr. Du modtager ved døren 3 slags fin japansk sake og bliver vejledt
online af en international Kikisake-shi (sake ekspert).
※使用言語は日本語となります。Det vil forgå på japansk
ナビゲーター
参加費

国際唎酒師・デンマーク日本人会理事会補佐

足立マチセン奈穂

430 デンマーククローネ（日本酒 3 本、ご自宅までの配送料込み。チケットサイトでのチケット発行費用が別

途かかります。）
催行人数

15 セットをご用意しています。

参加申し込み締め切り

2021 年 6 月 16 日（水曜日）中

※日本酒配送の関係上、早めの締め切りを設定していますのでご注意ください。
参加申し込み方法

以下のリンクより、チケットをご購入ください。

http://www.place2book.com/sw2/sales/ee8amyoee1
詳しくはこちらをご覧ください

その他お知らせ
会報誌編集部では国立血清学研究所 Statens Serum
Institut(SSI)にお勤めの山川愛さんのインタビューを予定し
ています。SSI でのお仕事について、または愛さんの日常に

桜祭り SAKURA FESTIVAL

ついてなどご質問がある方はこちらまでお寄せください。

2021 年オンライン桜祭りをこちらの桜祭りのホームペー

makiishii@yahoo.com

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

会報誌編集部より

の桜祭りのバーチャル版の他にも生け花、お茶、お料理、
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６月２0 日の６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

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” ,
Tsuba-forsamlig i Design museet, Te-ceremonie,
Ikebana og meget mere.

interesserede? Kontakt mig venligst.
Her er listen.

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。

6 月 Juni 2021
6 日（日）
20 日（日）

忍者道場 デジタルイベント
シェラン歩く会 トロルに会おう！

7 月 Juli 2021
2 日 （金）

酒オンラインテイスティング

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.

