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新型コロナウィルスの感染拡大を防ぐ為の外出禁止も
可也緩和されてきました。
しかしながら今でも何かご不自由をされている方はい
らっしゃいませんか？私達でお手伝いできることがあ
りましたら遠慮なくお知らせ下さい。

6月理事会だより

JAではZoomを採用、今後、会場を使用しての集会が可能にな
るまでの間、二水会、紅葉会等のレギュラーなJAの会はZoom
を通して行う予定。また、会場使用の集会が可能になっても
Zoomを通して地方にお住まいの方も参加できる様にしたい。
この期間中、食材、お惣菜等のデリバリーをしてくださっていま
す方 に々は深くお礼を申し上げます。
• 夢源レストランさんの65歳以上対象の日本食・お弁当のデリバリー

• あべのお好み焼きやさんのReady to cookの素材 ・その他のデリバリー

• So レストランさんのお惣菜のデリバリー

＊詳細は最後のページをご参照ください。

紅葉会（ズーム）

日時：7月2日（木）午後２時より（30分前より入室可）1時間程度

トピックス「紅葉会の今後の運営についての話合い」
（3月紅葉会休会の為、行えなかったもの）

JA発足以来24年目を迎え、新しい会員も増えた現在、これから
もっと紅葉会が活性化する為に会員の自由な意見交換を通して
話し合いをしましょう。
また、何か取りあげたら良いのではというトピックスがありました
ら下記のメールアドレスにお知らせください。
ズームミーティングの詳細は追って一斉メールで連絡いたします。
▎お問い合わせ
電話 07957548023　
メール koyokai@japanassociation.org.uk

新入会員：2名 現在会員数：メール会員248名／文集郵送希望
会員43名　文集・会報郵送希望会員55名（名誉会員8名を含
む）計346名
*個人情報の機密が厳しくなりました現在、会員入会申込書、及び年
会費更新の内容につき新しいフォームを検討中です。
*現在、会員年度を半分過ぎておりますので、ご入会の方は年会費半
分の6ポンドになります。
尚、組織、会則をご希望の方には配信いたしますのでご連絡下さい。
電話 07957548023　 会員部　ウィンター　千津子
メール membership@japanassociation.org.uk 

今月の会員の動き

会員部からのお知らせ

皆様はつつがなくお過ごしでしょうか。
時はまさに輝かしい皐月、森に行けばもう
ブルーベルは終わりましたが、サンザシや
シャクナゲの花々咲き誇り、木々の若葉が
萌えるようで、落ち込んだ心を癒してくれ
ます。そうですね、あともう少し、元気で行きましょう。
次号、秋号の原稿を下記要項で募集いたしますので、奮ってご
投稿下さい。文集発行は、10月初旬を予定しています。

文集部

『英国春秋』2020年秋号（No.37）
タイトル　　：　フリー又は　
秋号特集　「初恋の記」または「失恋の記」
そろそろ時効だから話しても・・・
と思われる方、いやまだまだ心の痛みが消えやらぬと思われる
方は恋愛感情なしの「忘れられぬ人」でも結構です。
原稿締切　：　2020年9月15日（ただし原稿は随時受付）
字数　　：　A4　２～３枚　（出来ればワード添付）
送付先： ogawa@japanassociation.org.uk　
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福祉部

コロナ感染拡大防止のため私たち会員もここ数か月間色々不自由な生活を強いられていますがロックダウンも徐 に々緩和されつつ
あり、ご家族のとの再会も屋外でなら良くなり、又今週より更に規制が緩くなり久し振りにご家族のお顔を直に拝見しながら多いに
お話に花が咲くことでしょう。この様な状況下、今月も各支部の見守りプロジェクトの報告は先月に引き続きメールで交わされまし
た。喜ばしい事にこの１か月も殆どの会員の方 に々大きな変化が見られず健康状態もそれなりに良好であったとの報告でした。

先月A会員が転倒されたと報告しましたが徐 に々良くなってい
られ、先月末にお誕生日を迎えられお嬢さん、お孫さんがお誕
生日のお祝いに駆け付けて下さり庭越しでバースデー
の歌をプレゼントされたそうです。

6月の報告

最近は会員の皆様が日本食の宅配サービスも受けられることにな
り、ご利用されていらっしゃる方も増えているそうです。食生活はこ
んな時期ですから猶更美味しいものを頂く機会があるのは嬉しいで
すね。元気な源は矢張り食にありです。引き続きコロナ感染防止に
細心の注意をお払いになってお元気にお過ごし下さい。
尚、ヘルプを必要とされている方がいらっしゃいましたら、福祉部ま
でメール、welfare@japaneseassociation.org.uk
又は携帯電話07840219028（部長：田口晴恵）までご連絡下さい。

福祉部

B会員はご家族がいらしてお庭でBBQをされお孫さんとお会い
してとても楽しい一時を過ごされたとの事でした。

C会員はケアホームにいらして元気がない声で「誰もお見舞
いにきてくれない」と言われるのですが今は未だお見舞は叶
わないのでもう暫く我慢して頂く以外ないのが辛いで
す。一日も早くにお見舞が再開する事を祈る思いです。

D会員はご親切な方が日本食を買って来て下さるので生活には
ご不自由されていないようです。又、命の泉を毎晩就寝

前に召されるので睡眠も良くとれるので安心です。

日時：6月10日（水）午後8時より 
講師 ：小林信美様
演題：えーっ、スタンダップ・コメディ？
会場：ZOOM スクリーン上
参加人数：53名

6月の報告

1964年大阪大学工学部電子工学科卒業、同年ソニー株式会社

に入社。研究開発部門を主に渡り歩き、1990年に英国に赴任し

Basingstokeに半導体開発センターを設立。1995年に一旦東京

に帰任したあと2000年に再び英国に赴任（Oxford）したが2003

年に引退し、そのまま英国に滞在し続け現在に至る。英国内住居

はAscotに始まり、その後Henley-on-Thames、Ealing、Wimble-

donを経て現在はWestminsterです。

講師： 沖田利通様　

二水会

7月のお知らせ
日時： 7月8日（水）午後8時より
演題： 宇宙に思いを馳せて　－星空観望の楽しみ－
2016年の初夏にスペインのアンダルシア州の地中海沿岸にある小
さな街に別荘を購入しました。毎晩夏の空をテラスで眺めていると
もっと詳細に見てみたくなり、思い切って天体望遠鏡を購入。しば
らく肉眼でアイピースを覗き込んでいましたが、倍率3百倍程度で
は月はともかく木星、土星など大きな惑星でも5ミリ程度の大きさに
しか見えず、星雲や銀河ではボーッとした薄い雲程度の存在が分
かる程度ですぐ飽きてしまいました。そこで色 他々のマニアの投稿
などを読んでみると写真に撮って観察するのが常道であることを知
り、今度はキャノンの一眼レフカメラを買って先輩たちのやり方を真

Profile

会場：皆様のご自宅でご参加いただけます。
会費：無料
参加申し込み：参加申し込みを下記のメールアドレスにお知らせ
いただきたくお願いします。6月の定員は48名でしたが7月度か
らは100名までの参加が可能になります。
nori.nkito@yahoo.com (伊東敬行) 
7月度二水会幹事代理

二水会初めてのZOOMでの講演会うまく行くかどうか、ドキドキ
しながらの講演会となりました。小林様からは英国コメディーを
あらゆる角度から解説いただき、日ごろあまり縁のない領域が
少し近くなったような気がしました。ZOOMを使っての講演会、
遠くに住んでおられる会員の方も参加を頂き、自宅にいながら
このような企画に参加出来てよかったとのお話もお聞かせいた
だいています。
今後もZOOMを利用して二水会開催してまいりますのでどうぞ
宜しくお願いします。(飯塚)

似してみることにしました。その方法でようやく趣味としての楽しさ
を知った次第です。望遠鏡も一眼レフカメラも生まれて初めて操作
するので最初は失敗だらけでしたが、ネットで検索したり望遠鏡販
売店に問い合わせたりして知識を深め、ようやく狙った対象をなん
とか画像に収めることができるようになりました。今日お見せする
写真は経験者には見せられないような稚拙さですが本日の聴衆の
皆様は素人だと勝手に思い込み恥を忍んで公開するものです。
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会 員 紹 介 Yoshihiro Aseさん：世の中のためになるサービスを考える

イギリスに来たのは、2018年12月。現在は、駐在員として働く傍
ら、在英日本人による起業·副業·勉強会コミュニティ Modque（もず
く）という組織を運営しています。起業·副業·勉強会というと堅苦し
いイメージがありますが、駐在員から主婦、起業家など、様 な々バッ
クグラウンドを持つメンバーが、日 ア々イデアを出し合いながら、世
の中の為になるようなサービス作りを行なっています。
その中で我 が々大切にしている思いが「海外に住む日本人の生活
をより豊かなものにする」という事。私自身、イギリスに来た当初
は、不慣れな海外生活で戸惑う事も多く、特に食事や生活家電の
使い勝手の違いに苦しんでいました。こちらに来て１ヶ月が経った
頃、日本のお米が恋しくなり、炊飯器を持ってこなかった事を非常
に悔やんでいたのを今でもよく覚えています。幸い、周囲の親切
な方 の々サポートのお陰で現在は何不自由なく生活出来ています
が、コロナによるロックダウン期間中に来られた方等は本当に大変
な思いをされているのではないかと思います。
さて、イギリスでは、在留邦人の７割近く（およそ4万人）が一時滞
在者である事に加え、その大半が2,3年の内に帰国してしまいま
す。その度に、数年しか使われていない高級家具や電圧の異なる
家電製品等が持ち帰られる事なく、大量に廃棄されています。一
度の引っ越しで、不要品を捨てることによる機会損失額は1世帯あ
たり約15.5万円と言われており、短い期間に多くの日本人が帰国·
入国を繰り返すイギリスでは、年間で数百億円規模の無駄を排出
してしまっている計算になります。こういった無駄な資源を有効活

用し、経済的に困っている方に再分配出来な
いかという思いから、先日、海外でもかんたん
にフリマが出来るスマホアプリMolightを導入
しました。ただでさえ家賃・物価が高いイギリスにおいて、ワーキン
グホリデー参加者や留学生などの若いメンバー、コロナウイルス拡
大により収入が断たれてしまった方 の々生活コストを少しでも下げ
られれば、と願っています。
前述の通り、Modqueはコミュニティであり、企業ではない為、給
与が出るようなものではないですが、その分メンバーの思いが強
く反映されます。思いを共有した仲間たちと、一からサービスを考
え、作り、使ってもらうという一連の活動を通じて学べる事は非常
に多いです。難しい局面も多 あ々りますが、その分、それを乗り越
えた時に自身のスキルがどんどん向上していくのが実感出来る貴
重な機会になっています。
人生100年時代に突入したと言われる昨今、働き方や世の中から
求められる能力は日々 変化しています。テクノロジーの発達により、
今までは当然のように存在していた業種が淘汰される事もありま
す。今まで以上に、個人としての力量が試される世の中において、
職場·家庭の他に、自身の成長に繋がるような居場所を作っておく、
というのは非常にオススメです。
▎Modque　 http://modque.jp
▎Molight（アプリ）　https://apps.apple.com/jp/app/molight/id1482578587?l=en

*ウェブサイトを掲載しますがこの件に関してはJA会員の皆さまの責任においてお取り扱いください。

▍今月の豆知識
－ コントロールセンターの表示方法 －

▍ スマホ同好会 Online Zoom ミーティング予定

開催日は毎週火曜日の「正午から午後3時」まで。
6月23日(火)、30日(火)、7月7日(火)、14日(火)、21日(火)、28日(火)
途中参加・途中退出も自由です。今更恥ずかしくて誰にも聞け
ない質問大歓迎です。
スマホ同好会は、参加者の皆さんは在宅のままOnlineで
Zoomと言うアプリを利用して行っています。参加方法はとて
も簡単です。初めて参加をご希望の方は松崎美枝子までご連
絡下さい。Online Zoomミーティングの接続方法をお知らせし
ます。
• 連絡先: 松崎美枝子　
(miekobarraclough@hotmail.com, 07903445144)

スマホ同好会

6月9日のスマホ同好会は日本からの2名を含めて、23名の参加でした。iPad・Notebook PCを買い換え時の仕様・価格の検討ポイン
ト、All in Oneとは、Zoomに参加する際の名前の設定変更、AVGというセキュリティソフト、メールで送られて来た動画ファイルが開
かない問題、Androidスマホで写真の容量を小さくしてメールに送付する方法、Apple Pencil、Windows用Pencilの有無、CD・DVD
の写真はクラウドに保存すべきか、OneDrive・Google Driveの使用方法等、予定を超えて午後3時半過ぎまでQ&Aが続きました。

iPad、iPhoneの画面の明暗、文字のサイズ等の操作が出来
るコントロールセンターを画面上に表示するには、iPad又は
ホームボタンのないiPhoneの場合は、スクリーンの右上に出
ている充電率等の4種類のマークを触った状態でそのまま指
を下に(スワイプ)滑らせます。ホームボタンのあるiPhoneで
は、スクリーンの下の枠から上部にスワイプします。それと同
時にコントロールセンターが表示されいろいろな操作ができま
す。出てくるコントロールセンターの内容を変えたい場合は　
設定>コントロールセンター>カスタマイズの順序で開いて載
せる項目を個 の々必要に合わせて選択出来ます。
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♪　同好会報告とお知らせ　♪

*各種イベント参加者へのお願い： イベント参加中に起きた怪我・事故は自己責任において処理され、主催者の責任でないことをご了承ください。
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▍5月俳句を学ぶ会の報告
今月の句会もメールでそれぞれの句を送付、添削という形をと
りました。ロックダウンの成果か佳い句が集まりました。句に向
かい合う時間がふえたのでしょう、それぞれ上達しています。

▍俳句を学ぶ会のお知らせ

俳句を学ぶ会

白壁に藤房の滝国の春 　　　　　　　　　　　　　 
（ダイナミックな作風） 　　　    岡部道 　 　
　　　　　　　　　　　　　
藤の花白ければなお影深し　　　　　　　　　　 

（趣のある句となっています）    ウィーラー由美 　　　
　　　　　　　　　　　 　　             　
亡き友の庭にあふるる藤の花　　　　

（思い出の句となりましたね）       ウィンター千津子 　

かの家の窓辺を彩る藤の花　　　　　 
                                                   　田口邦子

藤のつる巻きつ巻かれつ伸びて行き　　　　　
　　　　　                      小野宣美

朝露にぽっつり滴る(したたる) 藤の花　　　　　
　　　　　　　　　　　川西弘子

古藤の幹よじれつつ花連ね（つらね） 　　　　　
　　　　　　　　　　　クーパー　矩子

夜風には立ち泳ぎかな鯉のぼり　                      　  
（視点が面白いです。） 　　　　　上田陽子
　　　     　　　　　　　　　　
行く春や窓から送る別れかな　 　　　　　　　

（しみじみとした情感） 　　　　　　広瀬信子

藤の花切なき月日（つきひ）巡り来て　　　　　 
（吐息が聞こえてきそうです） 　 バンダースケーフ 日出美

藤の花色も香りもあらまほし　　　　　 
                                                   　　   キング悦子

藤棚の房たなびかせ風香る　　　　　　　　　
　                                             タミーガブニー

藤の花風に揺られて匂いたつ　　　　　　　　
　                                  福重久子

知らぬ土地道標(道しるべ)なる壁の藤　　　　　
　　　　　　　　　　　 松尾　美和子(オハロラン)

6月の季語は「薫風」（クンプウ）または「かおる風」です。
今月もまたメールにての通信句会となります。
連絡先：クーパー矩子　02078285255

ハットフォードシャーの
ポピーフィールド

“コロナ”など どこ吹く風とばかりに集ま
って日光浴を楽しむ若者達

Oxford Street

KensingtonGardensのRound 
pondで見かけたおしどり

エジプシアンギースの家族

今月の写真今月の写真
お笑い川柳

延命は　不要と書いて　医者通い
三時間　待って病名　「加齢」です
いい夫婦　今じゃどうでも　いい夫婦
⽬覚ましの　ベルはまだかと　起きて待つ
起きたけど　寝るまで特に　⽤もなし
改札を　通れずよく⾒りゃ　診察券
誕⽣⽇　ロウソク吹いて　⽴ちくらみ
万歩計　半分以上　探し物
この頃は　話も⼊れ⻭も　かみ合わず
ＬＥＤ　使い切るまで　ない寿命
留守電に　「ゆっくりしゃべれ」と　どなる⽗
へそくりの　場所を忘れて　妻に聞く
何回も　話したはずだが　「初⽿だ」

匿名での投稿ですが、おもしろい
川柳をたくさん頂きました。

竹内みどりさんその他竹内みどりさんその他
写真提供くださった方写真提供くださった方

ありがとうございました。ありがとうございました。

4



地下鉄散策スケッチ 【紫陽花のコラージュ(貼り絵)】

グリーブス邦子

ハーテイみえ 竹内みどり

山下美保子

ビドル恵 古沢いくこシェイラ文野 スタンディング百合子

その他同好会のお知らせ

★ コーラス(旧 カラオケ改め)
まだ集合出来ない状態なので当分はお休み。

★  地下鉄散策スケッチ
規則が緩和されだとはいえ万全を期して宿題とする。課
題は会員の方のアイデアで”夏”。夏に関する事なら何でも
良い。かなり広範囲の解釈ができるので得意な分野で頑
張って下さい、〆切は7月15日正午です。

山本郁子

今月のテーマは６月の花”紫陽花”のコラージュ(貼り絵)という事でほとんどの人が未経験の為、悪戦苦闘の努力の結果だけあっ
てインパクトも強く、それぞれ個性が滲み出て大変興味深い仕上がりになっている。大変で苦労した分、出来上がった時には充
実感があり楽しかったいう意見もあり、幾つになっても挑戦するということは脳を活性化するし前向きの行動だと思うので、これか
らも面白そうな事があったらなんでもやってみたいと思っている。

ジョンソン妙子

ビドル恵さんの折り紙ビドル恵さんの折り紙

今月は紫陽花を折って頂きました。

引き続き家にいる時間

が長いと思いますので

折り図を参考にぜひ

作ってみてください！
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渡邉道英 さん 『近況報告』
皆々様お元気ですか？こんな体験は我が人生79年になりま
すが、全く初めてです。3月16日に実施しました『映画同好
会』（黒澤明監督作品「用心棒」）以来、ロンドン市内には入
っていません。「70歳以上は自宅に居る」ことになってほぼ
３ヶ月になります。この間家内と二人で「ガーデニング」と

「趣味のコテージ造り」を愉しんで来ました。屋根の部分を
本格的に入母屋方式に傾斜をつけ、明かり窓も付加して見
ました。外壁の塗装、内壁は赤、青、ピンク、白と大胆なペ
ンキを塗って見ました。お陰様でこの秋には『アトリエ』『木
工細工ルーム』『カラオケとプチ映画館』が完成するめどが
出来ました。皆さんが来てくれる様に仕組んでまいります。

さて、従来から楽天的な性格ですので、「テ
レワーキング」による、新たなテレビ電話の
活用方法など日本人会の仲間たちと勉強
会、即実行して愉しんでいます。みんな熱
心で文化活動の一翼を担うべく リアリテイーのある『川柳』
から、新型コロナウイルスに対する日本、英国、イタリア、ス
ペイン、ドイツ、フランス、そしてアメリカ、中国の指導者の
品定めなど、誠に楽しい議論も続き深夜までディスカッショ
ンもしました。毎日の様に二人して麻雀をし、名作映画を見
直しています！ 『野菊の如く君なりき』で泣かされ、植木等、
渥美清に笑い飛ばされ！腸捻転になりそうです！！！

鈴木ナオミ さん 『癒されて下さい』

◆Vol.3 「いのちの歌」
https://youtu.be/TJ7FJSgI-20
◆Vol.4 可愛いわんちゃんねこちゃんの動画
https://youtu.be/HIcy8dcvkxw 癒されるよ癒されるよ

私は、retirement flat(=apartment)に住んでいる。移り住
んで１年半ほどして、コロナウイルスの危機が騒がれ、３月
半ばには「70才以上の者は、自己隔離をするように。」と言
う政府の指示が出され、その旨を書いた手紙まで送られて
来た。米、パスタ、豆腐、冷凍の鮭・鶏、調味料、サラダドレッ
シングなどの買い置きはしたものの、新鮮なパン・野菜・果
物・乳製品は必要に応じてそのつど買うしかない。無知な私
は、スーパーの配達制度を勘違いしていた。「週に最低£40
以上か£60以上買わないと届けてくれない」と。独り者の私
は、新鮮な食料をそんなに消費しないのである。おたおたし
ている内に、delivery slotなるものの余裕が無くなり、やが
て、どこのスーパーも、新しい客を締め出した。
気が付くと、アパート管理人の事務所の向かいにある掲示
板に、’Don’t spread virus, spread love’と言う小さな紙が
貼られてあった。「話し相手が必要な人」「買い物が必要な
人」「薬を薬局に取りに行けない人」「手紙の投函ができな
い人」などがおおよその内容で、４～６項目くらい書かれて
あり、全て無料で支援します、との事。管理人に尋ねると、既
に、数人が問い合わせをしていると言う。私も早速電話で問
い合わせをした。私が、自分の置かれている状況を説明する

と、’No problem.’との返事。彼女は、自分のお金で私の必
要とする物を買って来てくれると言う。「それでは、私は彼女
にどう返金すればよいのか？」再び、’No problem.’と言う。
そして彼女は、私に、彼女の銀行口座番号など個人情報を
教えてくれ、ネットでの現金振込方法を教えてくれたのであ
る。私は、「この人は、見も知らない私をこんなにも信用しく
れ、助けてくれようとしている。」と思い、すっかり感心してし
まった。だいぶ前、’Jimmy’ll fix it’というTV番組があり、子
供の困った事を全て解決してくれるおじさんが居る番組があ
ったのを思い出した。(残念ながら、後になって、この人は、
子供を性的に悪用したかどで逮捕された、が。)
Charlotteに相談すると、全てがスラスラと解決する。’Char-
lotte will fix it’ の印象であった。こうして、彼女は、最初の
言葉通り、毎週、私の買い物をして届けてくれ、他のアパー
トの人達も大変お世話になって来ている。
それでも、もう自己隔離１２週間が過ぎ、私は、ここで独立
し、手袋とマスクをして買物に出掛けることを決意した。こ
の先、しばらくは、「ウイルスと共に生きなければならない」
と科学者は言うし、「自分で動ける内は、出来るだけひとさ
まに迷惑を掛けたくない、」と言うのが本音なのである。

須永静江さん 『Don’t spread virus, spread love』
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あべのホームデリバリー

ホームページにあるものは、ホームページでご注文頂いて下さい。 
www.abeno.co.uk
6、7月はホームページからご注文頂いた方全
員にホットケーキ若しくはお抹茶のアイスクリ
ームをプレゼントさせて頂きます。それ以外の
日本食、日本食材は、えりーぜに直接お
問い合わせ下さい。
elizenakatani@yahoo.co.jp
電話番号：07778651694
冷凍のお好み焼き、添加物抜きで昆布
と鰹出汁の優しいお味で出来上がっています。バキュームパッ
クで日持ちがするので非常食としても安全、安心です。京都の
お茶宇治園さんの美味しいお茶も届いています。
また、お食事の時に使用中のマスクを収納し、新しいマスクも
一つ収納しておける抗菌加工のマスクケースも日本から届いて
います。抹茶アイスも更に美味しいものが出来上がったので、
是非とも召し上がって頂きたいです。
 

※このご案内は全てJA会員の皆様の責任においてお取り扱いをお願いいたします。

デリバリーは取り敢えず、ポストコードS、N、Wですが、ご相談頂
ければイーストやエッジウェアの方なども行かせて頂いています。 
お味噌も、酵素が生きた美味しい物をお分け出来ます。英国で販
売されている物は高熱処理してあり発酵しないので、これはとて
も美味しいです。
ご注文のお届けの際に、ご自宅でご
使用済みのボトルに補充可能です。
醤油、味醂風、調理酒、生味噌。詳細
は直接お問い合わせ下さい。
冷凍お好み焼き2枚10ポンド ソース、オカカ、青のりつき（バキュー

ムバッグで日持ちがす
る1ヶ月Biogradableの
バッグを使用）
電子レンジで７～８分
でもうご飯！ 

 

We arrived at North Cyprus on 12th March for 3 weeks 
holiday and due to go back on 2nd April. Cyprus lock 
down started few days after we had a lovely time with 
our friends in their apartment. We did 15 days self iso-
lation followed by the curfew 9pm to 6am.
  A week later an ambulance and police car outside our friend 
Keith’s and his apartment was sealed off. Ambulance crews 
worn the masks/groves and white outfit. We had a mighty 
shock that our friend Keith died, he was only 62 years old. 
My wife was so worried he might died by coronavirus.
  Our flight go back to UK was cancelled and no more flights 
in April/May. Travel insurance and Visa runs out on 11th 
April so we were a bit of panic. On top of this we were not 
able to go out. Some local helped us for shopping’s We tried 
contact to the travel insurance, airline and North Cyprus im-
migration. We use all our phone allowance over £100!!! and 
most time listening the music, it is still ringing in my ear !!!!  
 British High Commission announced another Repatria-
tion flight on 2nd May. These rescue flights only give us 
24 hours as we were in North (Turkish side) so no way we 
can arrange few things before cross the border (Green 
Line ) to South (Greek side). However this last one give 
us 48 hours so we jumped in and reserved two seats. But 
to organise to get to border was nightmare.
1   wait till airline to accept our reservation.
2   need Police permission go out in Curfew and get to 
border before 6 am. These rescue flights always leave 
in early mornings.
3 organise the Taxi to get to the border. Taxi driver 
need the police permission as well.

4  have to be the check point by 6 am.
Waited till 9 pm on, we had a phone call to say that we 
secured the seat , tried to find the Taxi driver after 9 
pm  inside restricted time zone. and who was  willing to 
take us to the border under the curfew.
  We found the driver after many phone calls to local taxi 
co after 11pm!! His name was Imram who used to live 
in London for so many years and speak a good English.
Imran‘s taxi arrive at our apartment at  4:30 am. it was 
still dark. We locked up the place and hurried to loaded 
our luggage. The road was empty. We were worried 
that the police would stop our taxi. We found out Imran 
know where the police road blocks were.
 We got to the check point 05:30 am. At Greek side of 
check point after passes Turkish passport control, there 
two officials from British H.C and one high ranking Army 
British military base in Cyprus next to this check point 
greeted us and helped us to board the coach. We set off 
to Larnaca airport escorted by British Army at 7 am.
  There were only 50 passengers on this repatriation flight, 
only one occupied all three seast and given  a mask plus 
one bottle of small water each for 4 hours flight.
We safely arrived at London Heathrow airport. Another sur-
prise was no body wearing mask and no check at LHR!!!! 
We were wearing the mask all the time in Cyprus for 2 
months when we are outside, this was new law there.
   It was like a movie such as escape from war torn country 
in dark early morning escorted Army. This holiday we never 
forget in life time 111111
S Watanabe...…..MEMBR 601

Soichiro Watanabe さん 『近況報告』

日本食デリバリーサービスとお得な情報
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ナチュラルナチュラル日本食材ディスカウント情報
※英国日本人会の皆さまには特別にディスカウントコードがございます。　　
◆Code: WORLDSAKE 
お会計の時にこちら↑のコードをご入力下さい。日本酒・食材を初回のみ10%ディスカウント
させて頂きます。 
是非ご利用下さい。こちらから購入可能です。 https://natural-natural.shop

（この件はJA会員の皆様の責任においてお取り扱いをお願いいたします）

夢源 65歳以上会員へのホームデリバリーサービス

引き続き、お弁当、食材のデリバーを行っています。
商品の詳細は６月１日付けの一斉メールをご参照ください。
７月のデリバリーは下記の通りです。

【配達日詳細】
・6月28日（日）までのご注文　7月4日（土）に配達
・7月5日（日）までのご注文　7月11日（土）に配達
・7月12日（日）までのご注文　7月18日（土）に配達
・7月19日（日）までのご注文　7月25日（土）に配達
ロックダウンの大幅緩和による交通事情で
日程の変更などさせていただく場合もございますので、ご理解い
ただければ幸いです。

大変ご好評いただいているメニュー２点の写真です。

・おつまみセット　£22.00

 

 

・松前寿司（鯖寿司）£16.00

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
29 30 1 2 3 4 5

スマホ 紅葉会
6 7 8 9 10 11 12

スマホ 二水会
13 14 15 16 17 18 19

スマホ 会報締切
20 21 22 23 24 25 26

スマホ
27 28 29 30 31 1 2

スマホ

Zoomリモートミーティン
グで実施予定。詳細は各
会のお知らせをご覧くだ
さい。引き続き皆様から
の寄稿や写真などお待ち
しております。締切7月15
日 newsletter@japana-
ssociation.org.uk

みなさん、こんにちは。編集
担当の真希子です。今月はち
ょっとスペースが余ったので
最近仕事でお世話になってい
る方からプレゼントで頂いた
Soレストランのお惣菜セット

の食レポを書きます。私が頂いたのは、鶏の照り焼
き、フォアグラソテー、子持ちししゃもの天ぷら、南
瓜煮、里芋田楽、ピリ辛こんにゃく、赤ワインで量と
しては2人前ほどです。鶏の照り焼きが家庭では

食食
レポレポ

再現できないような
香ばしさを放っていて
感激してほぼ一人で
食べました。真空パッ
クに入っているので
味がしみ込むのがい
いのかもしれません
ね。 温かいうどんを作ってその上にししゃもの天ぷらを
乗せて食べるのもよかったです。ちょうど編集作業が始
まる忙しい時期に届いたのでとても助かりました！
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