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9月26日（土）・27日（日）にバーチャルバーチャルジャパンジャパン祭り祭り開催決定！
例年トラファルガー広場で開催しているジャパン祭りは、今年は、

何万もの人が集まるイベントは開催できず、又、このコロナで多くの

方がお亡くなりになっていることも考慮し、祭りではなく、日本文化

紹介のイベントに替え、バーチャル（ウェブサイトでの）イベントとし

て、9月26日、27日の両日、開催します。

日本の芸能、武芸、食のLiveのプログラムの他に、日本の各地を紹介するページも設ける

ことにしています。世界のどこからでも閲覧できるイベントになるので、多くの人にご覧頂け

ればと思います。　

こちらのサイトよりアクセスしてください↓

https://www.japanmatsuripresents.com/

開催日に上記のサイトにアクセスすると、自動的にイ

ベントサイトへアクセスできるようになっております。

事務局　　secretary@japanassociation.org.uk
　　　　　Tel 07957 548023
福祉部　　welfare@japanassociation.org.uk
      　　　Tel 078402 19028
ナルク部　nalc@japanassociation.org.uk
       　　  Tel 074030 11124

9月理事会だより

9月2日に行われた理事会の抜粋です
・ 日本館の寄付は今後も受け付ける。
・ 新たに例会部を設け、その傘下に二水会と紅葉会をおく。
毎月の繰り返しになりますが、この期間中、食材、お惣菜等のデ
リバリーを引き続きやっ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。

JA会員の皆さま
このロックダウン中に福祉部員またボランティアの皆さまの
ご協力でお友達網、連絡網もできました。ロックダウンも可
也緩和されてき、正常の生活に戻りつつありと思っていまし
た所がまた、更にRule of 6 が適用され半ロックダウンの状
態です。この様な状況下、私達でお手伝いできることがあり

ましたら遠慮なく下記までお知らせ下さい。

9月2日の理事会で新しく入会された方は会としてこのような活
動をしていることを知らない人が多いのではないかという指摘
がありましたのでここでご説明させて頂きます。
英国日本人会は発足当時から会員が自由に出入りできるクラブ
のような場所を欲しいと願ってきました。しかし、一番重要な資
金繰りの問題があり、具体的に進めることができませんでした。 
2013年12月、佐野前会長の提案のもと「ジャパンハウス」を目
指そうと寄付活動を開始しました。その後日本政府によってロン
ドンに「ジャパンハウス」が設立されたことにより、2018年に私
達の方の名称を「日本会館」と変更して会員の方々の寄付を現
在もそのまま継続しています。
現在、88,204ポンド（2020年6月）を会員の皆様から頂きお預か
りしています。ロンドン市内に会専用の場所を確保するには未
だ程遠い金額ではありますが「ちりも積もれば。。。」と言う諺通
り、何時かは私達の夢が達せる日がくると願ってこの活動を続
けていきたいと理事一同願っています。
既に寄付をして下さった会員、継続的に毎月振込なさっている
会員、又これから寄付をして頂く会員の皆様にこの機会をもっ
てお礼を申し上げます。（寄付の詳細については事務局 secre-
tary@japanassociation.org.ukへご連絡頂ければ幸いです。）

会長　ウィリアムズ百子 

「日本会館」寄付募金活動について
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新入会員：2名 
現在会員数：メール会員252名／文集郵送希望会員44名　
文集・会報郵送希望会員56名（名誉会員8名を含む）計352名
*個人情報の機密が厳しくなりました現在、 会員入会申込書の更新を
しました。 http://japanassociation.org.uk/ご入会案内/
10月1日は会員年会費更新日となります。改めて一斉メールでお
知らせいたしますが、今年から年会費更新はオンラインとなりま
す。https://forms.gle/YJum3jRML2AUVsJL8　 

今月の会員の動き

会員部からのお知らせ 従来通り紙面をご希望の方はこちらをクリックしてください。
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/files/
98fad75e-8c88-4451-9a18-67592c05d482/20_21_年会費.フォーム
docx.01.pdf
締め切りは9月30日です。この日を過ぎますと£2の事務手数料がかか
ります。まだ更新をなさっていない会員は速やかに更新をお願いい
たします。
会員特典サービス協賛店リストも更新いたしましたのでご参照ください。
http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/
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 

日時：9月9日（水）午後8時より          講師：ホールト知子様
演題：そろばんの魅力とイギリスでの活動状況
参加人数：45名 (Zoom)
ホールト様からは、そろばんの基礎知識から、歴史、そろばんの
効果、現在の状況などをお話していただきました。電卓の登場に
より計算器としての役割は終わったものの、現在に至るまで小学
校の必須科目として大切な役割を果たしていると聞き、何でも新
しいものに置き換えられてしまう現代社会にあって、脈 と々残る歴
史の一部に触れたような気がして感慨深く聞きました。そろばん
は十進法の理解や、小数点やkm/m/mmなどの単位の理解を助
ける優れたツールであること、暗算力を磨くいい方法となることな
どを伺いました。現在では、珠算指導者の先生がボランティアで
学校を回っているそうですが、その方 の々高齢化が著しく、現在で
は80％以上のそろばんの先生が、50代以上となっていること、先
生全体の30％以上が70代以上となっていることをお話いただき
ました。日本ではそのような危機的な状況が進んでいる中で、何
か力になれることはないかとしきりに思いました。（大人向けそろ
ばんオンラインコースが開始されたそうなので、ご興味ある方はご
連絡ください！３級を取得するとそろばんを教えられるそうです！）
海外での普及状況もご紹介いただきました。算数の基礎を理解
するための道具として注目されており、アメリカやハンガリーでも
普及していること、また、タイ・マレーシア・レバノン・トンガなど義
務教育にとりいれられている国もあり、日本でのそろばん人口が
60万人に対して世界では48か国で、1,000万人以上が学んでい
るということでした。英国でも、人的・物的リソースに限りがある中
で普及活動を継続的に行なわれていることを伺いました。また、
ハンガリーで普及に努められた、マルカリアン君枝先生が聴衆と
してご参加されていましたので、お話を伺うことができ、多くの方

の々長きに渡る活動が、私たちが現在見たり聞いたりする結果と
して出てきているものであることを改めて感じました。
10月はJR東海の上野様に、新幹線とリニアの講演をしていただ
く予定です。詳細は9月15日のJAからのメールをご覧ください。
当面はZoomでの活動を続け、多くの方 に々ご参加いただけれ
ばと思います。（伊東）

9月の報告

二水会 NALC部

ナルク部では9月8日に例会を行い今後の活動について話し合
いました。その際に、今年2月に行われたナルク部の講演会以
来お手伝いをしてくださっていた高木麻里さんが引っ越される
ことで退会をされること、それに対し、ミルロイ美紀さんが10月
から正式にナルク部のお手伝いをしてくださることとなりまし
た。
また、9月15日にはヨガ教室が開催され、11名の方 に々参加い
ただきました。次回のヨガ教室は10月13日（火）を予定していま
すので、別途一斉メールでご連絡いたします。
そして、10月のナルク部のイベントとしては下記が予定されて
います。
●講演
10月1日（木）午後1時半から「ファイナンシャルアドバイザーか
ら見た人生後期ライフプランの立て方」をSt. James’s Place 
Wealth Managementのアソシエイト・パートナーの新井様に、
人生後期を有意義に過ごしていただくために考えていただくポ
イントとして英国の遺言書、Lasting Power of Attorney、相続
税対策等を含めてお話いただきます。
●ズンバ
10月7日（水）11時からズンバゴールドチェアのオンラインクラス
を開催します。これは、今月の紅葉会でご紹介させていただき
好評でしたので、定期的に開催することとなりました。椅子に座
りながら行うダンス・フィットネスで、様 な々年齢や体力レベルの
方 に々楽しんでいただけるクラスです。30分ほどのクラスです
のでぜひお試しください。
●ヨガ
10月13日（火）10時から11時にオンラインヨガ教室

先についてお問い合わせや参加希望などに
ついては、nalc@japanassociation.org.ukまでご連絡くださ
い。
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福祉部
る上で一番大切なものとは、、、笑い、人との繋がり」と「諸々の
詐欺に負けない対処法」でした。参加者の体験談も含めて貴重
な意見交換の時が持てました。これから日がどんどん短くなっ
ていきますが、皆さんの心の中はいつも明るくあって、ちょっと
気が沈むことがあっても直ぐ回復できますようにお祈りします。
次回の歓談サロンは10月21日（水）午後2時からです。予約の必
要はありませんので、お茶でもいれてお気軽にご参加ください。
お待ちしております。Zoomのリンクは10月15日ごろ一斉メー
ルでお送りいたします。なお、ご質問がありましたらwelfare@
japanassociation.org.ukまでご連絡ください。

福祉部
去る9月16日（水）に第一回目の「福祉歓談サロン」がZoomにて
開催されました。出席者は24名でしたが、そのうち11名は福祉部
メンバー、今回は幸いに全員が揃い皆さんにご挨拶、というところ
からスタートしました。ウィリアムズ百子会長も出席して下さり、福
祉部の活動に対して労いのお言葉を頂きました。私たちが今こう
して活動できるのも、百子会長始め先輩方の労苦があってこそで
す。私たちも助け合い精神を会全体に広げることが出来るよう頑
張りたいと思います。出席された皆さんも福祉部の活動内容に興
味を持たれているようで、正しくこの歓談サロンはいろいろなご質
問にお答えできる良い場所と言えます。 今回の主な話題は「生き

紅葉会(Zoom)

日時　9月3日（木）13:00－14:30
8月の紅葉会は講演者の都合より9月3日におこなわれた。
ハンプトンコートのRoyal Palace Collection の修復部マネジャ
ーの高見美花さんに「染織の保存―ハンプトンコートの舞台裏
から」の講演をしていただきました。ハンプトンコートに保存さ
れている歴代のキング、クイーンの絵画、家具、調度品、染織の

保存、修復のお話を盛り沢山の写真、ビデオを使ってのお話
で、保存・修復の重要さ、また修復の過程、修復されたものの再
展示の様子等、ととても興味深いお話で、参加者は６０名でし
た。講演の後も沢山のご感想のメールをお送り下さりありがとう
ございました。
第2部として、会員のオブライエン直子さんによる「椅子に座っ
てできるズンバ」の紹介があり、参加者が一緒にズンバをやっ
てみました。この試みに興味を持った会員が多く、今後は月1、2
回の予定でナルク部が主催となりズームにて行う予定です。

8月ズーム紅葉会報告

9月24日（木）第4回ズーム紅葉会のお知らせ

日時：9月24日（木）午後１時（12時45分より入場可）〜
参加費：無料
講演テーマ：馬との関わりと華麗なホースレイシングについて
講師：富岡典子氏

1970年代後半、語学留学の
ため初めて渡英。1980年に
英国人と結婚し、サフォーク
州ニューマーケット近郊の村
に移り、カントリーライフがス
タート。1985年、大阪の四天
王寺が全寮制の英国四天王

寺学園を設立。そのお手伝いで念願の日本人の世界に戻る。後
に、四天王寺はバークシャーのニューベリーにお城と広大な敷地
を購入しゴルフ場を建設、その開発に関わる。しかし、競馬と家族
のいるニューマーケットに戻りたく、サフォーク州英国四天王寺学
園に戻り、2000年に学校が閉鎖になるまでいたが、その後、留学
コンサルタントとして独立。現在は、フォーダムアビーというカント
リーハウスを拠点に堂島酒ブルワリーの設立のお手伝いをしている。

講演テーマ：馬との関わりと華麗なホースレイシングについて

もともと、乗馬が好きで、常に馬を所有してきました。息子が小さ
い頃は、ポニーを、そして現在は、15年連れ添って来た大きな斑馬
と、その仔と他に２頭、合計４頭のお世話を毎日しています。競馬
は80年代後半からのめり込
みましたが、ギャンブルでは
なく、その華やかさや血統や
馬そのものに魅かれたからで
す。競馬歴30数年の間に、日
本からの遠征馬のお手伝い
をしたり、ジョッキーや調教師
さんやオーナーたちのお世話
をしたり、テレビ番組を作ったり、現在も競馬の記事を書いたりし
ています。この度、「華麗なるイギリス競馬の世界」というNHKの
3時間番組の制作に関わりましたが、そのタイトルのように、社交
場としての競馬の華やかな部分について、英国王室と競馬の歴
史、実際に皆様に競馬に触れて頂く事ができるよう、ホースレイ
シングの番組について、馬のセリや生産牧場、競馬産業、また、ニ
ューマーケットについてお話します。

10月22日（木）第5回ズーム紅葉会のお知らせ 

日時：10月22日（木）午後１時　（12時45分より入場可）〜 
参加費：無料
講演テーマ：コロナ病棟でのコロナとの戦い（仮）
講師：NHS日本人看護師　ピネガー由紀氏（仮）
注）この講演については講師・講演テーマ・日にちの変更があるか
もしれません。

ズーム自彊術教室

紅葉会では2週間に一度、金曜日の10時より伊東恵子さんの指
導により自彊術教室をズームで行っています。ご興味のある方、
参加希望の方はkoyokai@japanassociation.org.ukまでご連絡
ください。次回は9月25日（金）10時からです。
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今月もたくさんのお写真を投稿していただきありがとうございました。

TEAM SMILEよりお知らせ
美容・健康オンライン講座　
テーマ「１００歳になっても若 し々く　Vol.1
昨日より今日、今日より明日、もっと健康に美しく！  」
講師：小幡洋子さん
●2020年10月3日（土）13時  　　　　　　　　　　   
◆参加費　無料
◆参加をご希望の方はお知らせ下さい。ZOOMリンクをお送り
いたします。
◆お問い合わせ：naomisuzuki7@icloud.com
いくつになっても女性にとって「いつまでも美しくありたい」、と
いう願いは遺伝子的に備わっています！内側から光沢するような
美しさは健康があってこそ。そう、美しさと健康は切っても切れ
ない関係。
以下の3つを一緒に行い、また考え、エイジレスな美しさを目指
しましょう！
• 心―綺麗であり続ける決意（諦めない）
• 身体―適度なエクササイズ
• マインドフル美容―丁寧なスキンケア、ヘアケア
人の身体は不思議なほど正直です。「今更」という言葉を使う
だけで体の細胞が反応し、細胞は弱っていくことを選んでいっ
てしまいます。「もっと元気に綺麗になろう！」というだけで細胞

は喜び、活性化するのです。 でも日常生活の中、自分のモチベ
ーションを常に上げておくということは難しいものです。
KOTOHA Cosmetics Londonのダイレクターであり、美力アッ
プコーチでもある小幡洋子さんが、皆様の「美と健康」のモチベ
ーションを上げるお手伝いをしてくださいます。
美容家としての知識、経験からの美容アドバイス、簡単に取り入
れられる美容ルーティンのご紹介はもちろん、毎回、講座の最後
にはいくつか「美しくなる習慣」として3つ、アクションプランを提
案してくださいます。

8月15日に開催しました令和2年豪雨被災地支援の為のチャリ
ティーイベント（オンライン）では、多くの会員の方にご賛同頂く
ことができまして心から感謝いたします。現地で被災地支援を
行っているNPOユアアクションに30万円を寄付させて頂きま
した。
今後ともご支援宜しく
お願いいたします。
鈴木ナオミ
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地下鉄散策スケッチ 【火】

グリーブス邦子

ハーテイみえ

竹内みどり

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

★  地下鉄散策スケッチ・コーラスお知らせ
“コーラス”も”地下鉄散策スケッチ”もコロナで集合出来ないので当分はお休みとします。一日も早くこの問題が解決して
皆さんと一緒に描ける日を楽しみにしたいと思います。 絵を描く事は引き続き “宿題”で続けます。

山本郁子

今回も又抽象的な絵に挑戦。現代は抽象的な表現の方が主流なので そういう事も一寸やってみましょうか、という気分で取り
組んでみた。そして色 な々火が集まった。優しい火、激しく燃える火、勢いのある火、神秘的な火、官能的な火、ストーリーのあ
る火、たかが燃える火、それが描く人、描き方によってこんなにも印象が違うのだ。面白い。
今回はダイレクトに火を描いた人が多かったが、一段階想像の域を広げて描いたストーリーのある絵もあり私自身にとっても
大変勉強になつた。コロナは又盛り返している様で、集まれる人数が6人になってしまい当分は全員集合は出来ないので宿題
画になる。室内で生かせる絵もあり何とか元気でこの問題を乗り越え、又全員集合で絵を描きたいと思っている。
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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。



句会を指導されているクーパー会員はご自身の都合により句会を辞められました。これまでのクーパー会員の添削つきの句の会
報掲載は今月が最後となります。来月からはこの同好会のメンバーで毎月自撰句を会報に投稿して行く予定です。　　　　　

8月の季語は「盛夏」です。9月の季語は「夏の果て」でした。9月の季語を使ってのいくつかの投稿がありますので併せて掲載さ
せていただきます。

俳句を学ぶ会

パチパチとブナ爆ぜ盛夏の朝を行く　　　　　　
　　　　（その音聞いてみたいです）  
　　　　　　　　　　　　　　　岡部道

誰も来ず鳴神来る夏盛り　　　　　　　
　　　　（こわくなりそうな雷の到来）  
　　　　　　　　　　　　　　　ウィーラー由美

夏祭り浴衣の金魚風にゆれ　　　　　　　　
　　　　（涼しそうな風景）  
　　　　　　　　　　　　　　　小野宣美

真夏の夜ピアノ弾く手をキイにとめ　　　　　　
　　　　（ピアニストの一つの楽しみ？）  
　　　　　　　　　　　　　　　ウィンター千津子

夏盛り想い出つめて旅にたつ　　　　　　　
　　　　（しみじみとした情感）  
　　　　　　　　　　　　　　　福重久子

酷暑にて木陰で眠るハンモック　　　　　　　
　　　　　　　　　　　松尾　美和子( オハロラン)

やっと来た盛夏もすぐに終わり告げ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　田口邦子

お盆入り仏に捧ぐジェラニウム　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　廣瀬信子

句を選ぶ日々の苦楽や夏盛る　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　クーパー矩子

手拭いがスカーフ代わり盛夏かな　　　　　　　
　　　　（ハンカチでは追いつきませんね）  　　
急ぎ読む本を包むや晩夏光
　　　　　　　　　　　　　　　上田陽子

夏盛り滴る果実頬張れり　　　　　　　　
　　　　（おいしそうな感覚が出ています）  　　
かにかくにコロナと共に夏はてる
　　　　　　　　　　　　　　　キング悦子 

待ちに待つ恵みの雨よ盛夏の夕　　　　　　
　　　　（同感！降った後の嬉しさ）  
　　　　　　　　　　　　　　　タミーガブニー

風鈴の音(ね)が和（やわら）げる傷心　　　　　
　　　（優しい和の心と言いましょうか）  　　
芝刈りの音（おと）静まりて夏の果て
　　　　　　　　　　　　バンダースケイフ日出美

せせらぎの際で寛ぐ暑い夏　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　川西弘子

山鳩や所狭しと水あそび　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　藤原栄

 　 　

▍今月の豆知識
－ iPhone、iPadのバッテリーに優しい充電方法 －

▍ 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「午後1時から午後4時」まで。
9月29日、10月6日、10月13日、10月20日、10月27日
途中参加・途中退出も自由です。
備考 : わからないことを遠慮なく質問したり、最近発見したこ
とを皆さんにシェアーするなど、参加者の全員が平等に発言し
て、情報交換できる会です。特に今更恥ずかしくて誰にも聞け
ない質問大歓迎です。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

充電するタイミングは頻繁に充電するのは避けたほうが良く
低電力モードに入る20%手前で充電を開始するのが理想で
す。また充電中に動画を視聴したりする高負荷コンテンツの

利用は熱に弱いバッテリーには良くありま
せん。最近のスマホはフル充電しても問題
はありませんが充電量0%でスマホを何日
も放置するのはバッテリーの寿命に良くあ
りません。

9月8日のスマホ同好会は、日本からの2名を含めて25名の参加でした。PDF (Portable Document Format)とは、YouTubeの
チャンネル登録・ライブラリー・視聴履歴・自分の動画・後で見るの機能、Londonの公共交通機関のバス・電車・地下鉄の運行状
況を確認するアプリの紹介、アプリのダウンロード・削除、Zoomのバーチャル背景はWindows 10でもCPUの性能によって利用
出来ない場合もある事、Zoomの表示される名前の変更方法等についてQ&Aがありました。
その後、皆さんと興味ある歓談をいたしました。
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英国初心者の英国初心者の絶景絶景巡巡り！り！
鬼頭あゆみ鬼頭あゆみが行くが行く

イギリスのイギリスの旅旅
Vol.3Vol.3

☞ 今月は『Black Chalk ワイナリー』

ちょっと古い話ですが、６月の父の日にどんなプレゼントを贈ろ
うかと思案していた時、東京で活躍するソムリエの友人から耳
寄りな情報が。イギリスのスパークリングが今、凄い事になっ
ているというのです。特にハンプシャーは、石灰質の土壌で、ぶ
どう栽培に適している上に、温暖化の影響か、近年は気温も高
く、質の高いぶどうが採れるようになっているのだとか。夫は、
無類のワイン好き、特にスパークリングが大好きで、これはと思
い、早速、イギリスでのおすすめを聞くと、著名な評論家のジャ
ンシス・ロビンソンさんが絶賛するワインがあると教えてもらい
ました！
イギリス南部ハンプシャーにあるBlack
Chalk、すぐにネットで１本注文。さらに
飲むだけじゃなくぜひぶどう畑を見に行
きたいと思いロンドンから出発しました。 
車を走らせること1時間３０分、そろそろ
近くに来たようだと思ったころ想像もしていなかった可愛い
村が目の前に。手入れの行き届いた茅葺屋根と木枠組の家。 
Whererwellという村で、観光地化していない桃源郷のような

佇まい。カフェやお土産屋もな
く、村の人が丁寧に暮らしてい
る雰囲気が伝わり、小さな宝物
を見つけた気持ちになりまし
た。村はずれには、小川が流れ
ていてこの水の美しいことと言
ったら。清流の上に木製のフッ
トパスがあって散策も楽しめ
ます。

そんな美しい水の流れる場所に、目指すBlack Chalkワイナリ
ーがありました。ワイン工房の駐車場に車をとめ、少し坂を登っ
た先に、広大な葡萄畑が広がっていました。なだらかな丘に緑
のぶどうの木。とても美しい光景で、こんな場所で育つ葡萄か
ら作られたワインはと期待感が高まります。（ちょっとケチな夫
は、特別な時に空けたいと、せっかく買ったスパークリングワイ
ンは、今もセラーの中に・・・）実は、こちら英在住日本人の方が
共同経営者なんだそうです。どういうきっかけで、ワイナリー
の経営を始められたのかちょっと気になりますね。ワイナリーで
は、ランチ付きのツアーなどもやっているようで、次は是非と思
っています。９月末から１０月、収穫が終わったあと、ぶどう畑は
一斉に紅葉し、とても美しくなります。だいぶ前ですが、NHKで
フランスのブルゴーニュのぶどう畑の紅葉を見て、とても感動
したのですが、きっとイギリスでも見られるはず。秋、ぶどう畑
の絶景を探しに出かけて見ようかと思っています。その報告は
次回！

8月7日　日本に本帰国致しました。
コロナ禍で皆様に直接お会いしてご挨拶することができず失礼致しました。
JAの皆様とご一緒した数々の楽しい想い出を沢山もって又皆様とのご縁をこれからも大切にしながら
久しぶり(40年)の日本での生活をスタート致しました。これまでいろいろお世話になりありがとうございました。
これからもJA会員としてzoomミーティングでお会いできると思います。
メールアドレスは変わりませんのでこれからもKeep in touch!
日本にいらっしゃる時は是非ご連絡下さいませ。お待ちしております。
皆様のご健康ご活躍を日本よりお祈りいたしております。

福重久子

事務局より追記：福重さんにはJAでは多方面に渡り、とても活躍して頂きありがとうございました。
また、ご本人の本帰国時にJAにご寄付も頂き厚くお礼を申し上げます。

福重久子さんより本帰国のご挨拶
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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9月5日付けの一斉メールをご参
照ください。
9/10月のデリバリーは下記の通りです。

【配達日詳細】
●9月
9月26日（土）配達　20日（日）締め切り
今回新しく取り扱いになるのが
• ねりわさび、カラシ、柚子胡椒、
ご希望の多かった
• 味噌ラーメン、醤油ラーメン（冷凍）
●10 月
10月17日（土）11:30-18:00
受注締め切り：10月11日（日）
※【10月】以降〜　月一回配達
※シニアデリバリー問合せ電話窓口　
営業時間　平日15時ー18時
担当の関口が平日はテイクアウェイの販売スタッフのため、
メールでお問い合わせいただけると大変助かります。
メール：mugendelivery@hotmail.com
電話：　07985275610

あべのホームデリバリー

ホームページでご注文下さい。 
https://www.abeno.co.uk/order
また引き続きお茶、日本
食材、調味料等の宅配も
続けていますのでお気軽
にお問い合わせください。
elizenakatani@yahoo.
co.jp 
Tel:07778651694
JAの会員と言って下さると、紙の抗菌加工マスクケースをプレ
ゼントします。ちょっとマスクを外す時、保管に便利で、また一つ
新しいマスクも収納して置けるので安心です。

 

※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。

握り寿司

松花弁当

So Restaurant お惣菜ホームデリバリー 

いつもSo Restaurantのお惣菜デリバリーをご利
用いただきありがとうございます。お陰様で大勢
の方からご利用いただき、定期的にご注文くださ
る方も増えて参りました。 
●全国に配達・テークアウェイも出来ます
ロンドンの市内に直接お届けは続行し
ていますが、英国内どこでも配達可能で
す。エジンバラやカーディフなど遠方か
らのお申し込みも多数頂いています。So 
RestaurantのキッチンはLiverpool Street駅近くお近くにお越
しになる際にはお気軽にテークアウェーも出来ます。
●申し込みが簡単に
皆様のお声に答えるべく申し込みがより簡単になるようにSo 
Restaurantのページがリニューアル、そちらから直接、簡単に
手続きできます。
● メニューも充実・お重の具だけの注文も可能に
さらに種類も充実、うな重やフォアグラ重に加えて登場した鶏
重、牛丼などはご飯抜きで具だけをご注文できるようにもなり
ました。お新香セット、お茶漬け具セット、なども
お選びいただけます。ロンドン便、またはテーク
アウェーではお寿司もお選びいただけます。
これ以外にもメニューを開発中、ブラックカレー
や3分で出来上がる鍋焼きうどんセットなど発
表に向けて最適な提供方法を研
究中です。ご期待下さい。
ご注文はこちらから。
www.sorestaurant.com
5 Middlesex Street London 
E1 7AA
お問い合わせ先：info@neconote.com

Ready to make お好み焼き材料 冷凍お好み焼き

1. Modque  http://modque.jp/
スマートフォンアプリ　Molight
売ります・買いますのサイト、アプリです。会員の阿瀬さんが中心
で行っています。アプリに“売ります”掲載無料ですのでご利用く
ださい。
2． (ki:ts)　https://kits-london.com/collections/mask
JA会員は日本製マスク30％引き、他の商品10％引きとお得です。

おつまみセット 松前寿司

日本食デリバリーサービスとお得な情報

会員お得コーナー 

10月もZoomリモートミーティングで各
会のイベントを実施予定。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。近況報告、写真、川柳などジャンルは問いませんの
で、会員の皆様と共有したいことをメールにてお送り下さい。

締切10月14日 newsletter@japanassociation.org.uk
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