
英国日本人会の皆様

長かった規制が 7月19日に解除され、皆様におかれてはますますお元気でお過ごしのこと
と思います。

2018 年 8月より名誉会長を努めさせていただいておりましたが、今般、転勤発令を受け、8
月にロンドンを去ることとなりました。3年間、皆様に大変お世話になり、ありがとうござい
ました。忘年会や新年会にも出席させていただき、皆様と楽しいひと時を過ごしましたこと
はいい思い出です。
任期の後半は、コロナの影響で活動が大きく制限されましたが、オンラインを活用した皆様
の多岐にわたるご活動をニューズレター等で拝見し、柔軟な発想による活動のご継続は素晴
らしいと感じておりました。その一方で、皆様に直接お目に係る機会が大幅に減ってしまった
ことは残念でした。
後任の川瀬和広総領事は、8月からロンドンでの勤務を開始します。規制緩和後に着任しま
すので、皆様にお目にかかる機会も多くあるのではないかと思います。
これからは、オンラインも活用しつつ、感染にも気を付けながら少しずつ皆様の活動も元に
戻っていくものと思います。引き続きどうぞ気をつけてお過ごしください。

皆様とまたどこかでお目にかかれますことを楽しみにしています。改めまして、ありがとうご
ざいました。　

在英国日本国大使館総領事　辻阪高子

᧸ສዕጿఫ᭮ᶅଞᲅᶣẠྟଅମସၵేଞምሑ



1

理事会だより

●7月7日に行われた理事会の抜粋●
◉6月26日に行われた2020年度決算報告の臨時総会の報告
◉JA活動についての保険について検討したが現在の所ズーム
で行っているため、対面で集会、催し物を行う様になった事を
想定し再考慮する。
◉第10回ENJA(European Network of Japanese Association)
オランダ大会が10月3日（日）オンラインで行われる。テーマは
A：「在欧邦人高齢化問題と対応」
B：「継承日本語教育と補習校授業校について」
オンラインで開催のため、誰でも参加ができる。
◉毎月の繰り返しになりますが、この期間中、日本食材、お惣
菜等のデリバリーを引き続きやってくださっている方々には厚
くお礼を申し上げます。　　　＊詳細は8ページをご覧ください。
• 夢源レストランさんの65歳以上対象の食材・お弁当のデリバリー
• So Restaurantお惣菜のデリバリー
• WASO日本食材・冷凍お惣菜　　
●JA クラブについて●
先月の会報で、JAクラブの第一回の集まりを8月に予定してい
るとお伝えしました。その後、政府は7月19日付でロックダウ
ンの規則を解除しましが、現状はデルタ菌が蔓延して決して
Covid-19が消滅したわけではありません。
今回は会員の皆様の健康を優先して、今しばらくは屋内におけ
る対面の会合は見合わせることとし、JAクラブの集まりは今後
の状況をみながら会合の日程をあらためてご案内させていた
だきます。

会長　ウィリアムズ百子

●今月の会員の動き●
新入会員：3 名　現在会員数：メール会員 251名／文集郵送
希望会員47名　文集・会報郵送希望会員 51名（名誉会員8
名を含む）・ご逝去1名　寺田玲子　計349 名
◉7月よりご入会の方はお支払いの年会費が会員年度 2022
年 9月末まで有効となります（3ヶ月分フリーオファー）。
この機会に是非、お知り合いやお友達にご紹介ください。 
◉会員特典サービス協賛店リストは下記を参照ください。
http://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト/
◉組織　http://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /
◉会則　http://japanassociation.org.uk/ 英国日本人会 -会則 /
◉ JAの GDPRの Policy
http://japanassociation.org.uk/ 事務局より/ja の gdpr-policy/

●ヘンドン日本人墓地清掃供養のご案内●
恒例のお盆の清掃供養を８月１４日（土）11時頃から始めま
す。ご都合のつく方はお手伝いをお願い致します。並びご参詣
ください。庭仕事用具があれば有効ですが、無理をされない
で下さい。当日はお天気具合、又は状況変更等もあり得ますの
でご心配な方はご連絡ください。

墓地管理部　藤田
fujisachi@aol.com  Tel: 07930 455 026

会員部

議事録

墓地管理部

英国日本人会2020年度6月期決算に関する臨時総会議事録
日時：2021年6月26日　午後6時より
場所：ZOOM
出席：33名　委任状-会長129、出席者3、理事8　合計173
１ 付議事項
A ）Annual Report and Financial 決算
花岡議長より2020年度6月期の決算報告が説明され、
全員賛成で承認された。

２ 補足事項
A）高嶋会員より2018年6月期決算報告の中のナルク関連弁
護士費用について再度発言があった。

JAウェブサイト　http://japanassociation.org.uk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忘れな草ウェブサイト　https://wasurenagusa.org.uk
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文集部

●7月二水会の報告●
講師：栗田路子様
演題： 「BREXITとコロナ禍を通して、見つめてきたEUと国の今」
参加人数：75名

ベルギーに在住され、ジャーナリストとしてご活躍されている
栗田さんを講師にお招きしました。オンラインでベルギーと
つながることに感謝しながら、EU側から見た英国の興味深
いお話を伺いました。シェフィールドの大学で学ばれた経験
や、娘さんがスコットランドの大学に進学されたこと、また、
英国人の友人が多いことや、ベルギーから英国への入国に際
してイミグレーションの手続きがなかったことに感動したこと
など、英国に親しみを持たれているエピソードをご紹介いた
だきました。
お話の中で特に個人的に目からウロコだったのは、ワクチン
の開発が英米だけが先行した訳ではないという事実でした。
少し陰謀論めいたことを思っていた僕は、英米のワクチン開
発がとても早かったのは、その技術を長い間進めていたから
で、中国から発生したのも米国で行われていた遺伝子組み換
えによるウイルス研究と関係があるのではないかと、思ってい
ました。講演を聞いてわかったのは、ファイザーのワクチンは
ドイツのバイオンテックという小さなリサーチ会社が開発した
もので、創始者はトルコ系移民夫婦であること、ジョンソン・
アンド・ジョンソン社のワクチン開発はベルギーのヤンセン社
で行なわれたこと、ということでした。
これらの研究者たちの間では、中国がシークエンシング（DNA
配列情報）を公開した直後の2020 年1月に 20日には、メッ

センジャーRNAを使用してワクチンの開発ができることを発
表していたというお話がありました。2020 年 3月時点でバイ
オンテック社とファイザー社との間でワクチンの大量生産の
契約が締結されたということで、3月といえばロックダウンが
始まった月だったことを考えると、一般市民である僕達が目
にするニュースの前に物事は進んでいたんだ、と不思議な感
覚にとらわれました。
ワクチンの開発については、アメリカではファイザー社やモデ
ルナ社が英雄視され、フランスでは、モデルナ社やアストラ
ゼネカ社の社長はフランス人であることが取り上げられ、ドイ
ツではバイオンテック社が英雄視されていることなど、各国
各様の報道がされているという話を聞いて、インターネットで
何でも情報が入手出来る世の中にあって、まだまだ言語の壁
や、大手メディアの影響力が大きいことを感じました。考えて
みれば、僕自身YouTubeで情報系の動画を毎日チェックして
いるのですが、登録しているのは、ほとんど全て日本語のユー
チューバーで、英語の登録は動物関係ばかりだということに、
ハッと気付きました。。。動物の可愛さは国境を越えるんです
ねー、と言っている場合ではありませんっ！
アストラゼネカ社のワクチン製造に英国優先条項があったこ
とや、英国変異株（アルファ株）の発表が、Brexit との交渉
の関係で意図的に遅らされたと考えられていることなどのお
話があり、ワクチン・ナショナリズムという報道があったこと
を思い出しました。EUの医薬品庁はBrexit によって、ロンド
ンからアムステルダムに移転し、その初仕事がワクチンの承認
（2020 年12月21日）だったそうです。Brexit の交渉は、すっ
たもんだありましたが、合意なき離脱（No Deal Brexit）を覚
悟した最後の最後、昨年年末のクリスマス直前に合意が行わ
れて今に至っています。コロナウイルスによるロックダウンが
長く続いていたため、その影響がよくわからないというのが
個人的な印象です。コロナウイルスの「満ち潮」が引いたとき
に、どのような景色が見えるのか、今後いい話が出て来るこ
とをを期待したいと思います！（伊東）

※8月の二水会はお休みです。

●文集部よりお知らせ●
七夕さまも過ぎて本格的な夏到来、皆様はお元気でお過ごし
でしょうか。先週からとうとう“ロックダウンが解除 ”と言わ
れていますが、何となく手放しで喜べないわだかまりがあるの
も確かです。あとは一人一人が気を付けて行動・・・というと
ころでしょうね。
『英国春秋』の原稿を募集いたします。
要項は下記のとおりですので、奮ってご投稿下さいますように。

『英国春秋』2021年秋号（No.39）
タイトル：フリー、または「私の秘め事」、
　　　　「私の秘密」、「私のとっておきの話」
字　数：A4　2～3枚（出来ればワード添付）
締　切：2021年 9月15日
（但し、原稿随時受付）
送付先：
bunshu@japanassociation.org.uk

二水会

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、主催者の責任ではないことをご了承ください。
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NALC部
7月6日にズンバ・ゴールド・チェア
のオンラインクラスを開催し、17
名の方々に参加いただきました。
来月も第一週火曜日の8月3日11
時から行います。

また、ヨガ教室は7月13日に行われ
て12名の方に参加いただきました。来月の教室は第2火曜日8
月10日午前10時からの開催となります。
そして、先月20名の方々に
参加いただきましたマイン
ドフルネスなヨガ教室は、
今月27日11時から行われ
ます。この教室も来月第4
火曜日の24日11時から開
催を予定しています。

それでは、先のクラスにつ
いては通常通りご案内の
一斉メールをイベント前に発信させていただき、参加をご希望
いただいた方々へはイベント前日に招待リンクを送付させてい
ただきます。  

なお、先月30日に行いました「英国でのケアホーム費用とその
ファイナンシャルプランニングについて」のセミナーには60名
の方々に参加いただきました。このまとめは講師の新井康人
様にご確認いただき、すでに英国日本人会サイトに掲載されて
いますので、よろしければご覧ください。

最後になりましたが、ナルク部
の例会は7月20日にロンドン市
内で、ナルク部の前部長の竹中
厚子氏を迎えてお食事会兼で
行われました。対面での例会は
ほぼ1年半ぶりとなりましたが、
ここでは夏休みを利用して、英
国日本人会のエンディングノー
トのデジタル版の編集を進め
ることが話し合われました。

先月の会報でもお伝えしましたが、ナルク部では、会員の方々
が気兼ねなくサポートを依頼できるように、JA会員の皆様に付
与されているナルク部時間預託のための10ポイントを利用し
て、病院の付添、買い物サポート等、会員同士で助け合うコー
ディネートも行っています。そこで、お怪我で買い物が難しい、
病院への通院が一人では不安な際などは、お気軽にナルク部
（nalc@japanassociation.org.uk）までご連絡ください。ご希
望いただきましたら、サポートができる会員の方を一斉メール
で募り、コーディネートをさせていただきます。その際、サポー
トいただく会員の方の交通費等は実費でお支払いいただきま
すが、実際にサポートいただいた時間は会員の方保有のポイン
トから一時間あたり1ポイントをお手伝いいただいた方へお支
払いいただくために、その他費用は基本発生しません。。

ナルク部　nalc@japanassociation.org.uk

TEAM SMILE

●初の「オンライン SKT88 世界子供広場」を開催●
7月17日（土）、歌、ジェスチャーゲーム、マジックショー、
ダンスなどイギリス人7人と日本の子供達、3名のイギリス
のシニアの皆さん、そして御父兄が繋がって楽しく開催で
きました。「オンランだからこそできる形だ」「うちの子供
が初めてオンラインイベントを楽しく最後まで参加できた」

等、保護者からも喜びとご支援のメッセージをいただきま
した。一方で、予約の段階では「うちの子供は既にオンラ
インのイベントに参加しすぎて飽きている」というご意見も
あり、課題もありましたが、マジシャンをお招きするような
機会はオンラインだからこそできることなので、今後も楽し
んでいただける企画で、開催して参りたいと思います。ご
参加くださった皆様ありがとうございました！

Team Smile 部　担当　鈴木ナオミ
naomisuzuki7@icloud.com

ᶹᶹ
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紅葉会 (ZOOM)

●6月紅葉会の報告●
講師：ロンドン在住、銀行員、依田卓也氏
演題：「パイプオルガン入門」

パイプオルガンの歴史
パイプオルガンは何と、水力を利用したものが古代紀元前から作
られ、その後、中世後期に発達。Renaissanceバロックで昇華、花
開いていく
＊ドイツでは、オルガン文化の頂点に立つJ.S.バッハ。
バッハ終焉後もメンデルスゾーン、シューマン、リスト、ブラームス、
レーガーなどロマン派のオルガニストが活躍
＊オランダ
・北ドイツと近いという地理的利点により北ドイツのオルガンビ
ルダーA.シュニットガーと息子が多くの歴史的オルガンを制作
・バッハより前にポリフォニー作品を残したスウェーリングが有名
＊フランス 
・ドイツにに1世紀遅れてバロック音楽が発展
・1789年に始まるフランス革命で主要都市の多くの教会のオルガ
ンは破壊
・その為にフランク、サン・サーンス、ヴィドールなどのロマン派オ
ルガニストが活躍
＊イギリスについては次回にということで楽しみです！
パイプオルガンの構造
パイプオルガンの表と裏を詳しくご説明下さり、色々なパイプが
どんな音色を出すか聴かせていただきました。

8フィートのパイプでピアノと一緒の音程が出る。倍になると音程
が1オクターブ下がる。彼がご存じの中で、64フィートのパイプが
一番長いということでした。
演奏
コンピューターを使いいろいろなパイプオルガンの音を再現でき
る。
Hauptwerk Virtual Pipe Organ というソフトウェアを使っている。
・実存のパイプオルガンをサンプリング
・MIDI（ Musical Instrument Digital Interface） 機器をコンピュー
ターに接続し、実存するパイプオルガンを教会やコンサートホール
の音響同じレベルで忠実に再現
これのすごいところは、実際にある教会に行って、様々なマイクを
設置してすべてのパイプの音を録音して、家の電気のオルガンで弾
くと、それが、あたかも教会で演奏しているように再現してくれる。

3曲ご披露頂きました。
Johann Senastian　Bach 　 O Mensch 
Felix Mendelssohn Bartholdy　オルガンソナタ 1番 アダージオ
Johann Senastian　Bach 最も有名　Toccata＆Fuge

週末に趣味で演奏されているだけとは思えない、心が洗われるよ
うな、荘厳で重厚な素晴らしい演奏に皆で酔いしれました！！
最後に質問も沢山出て、盛り上がりました。お仕事を休んで貴重
なお時間を割いて下さったことに心より感謝です。

※8月の紅葉会はお休みです。

福祉部都道府県人会

Covid19の影響で昨年は中止となりました在英都道府県人会
対抗・親睦ゴルフ大会ですが、7月19日にロックダウンが全面解
除されたため、今年は右記日程にて開催をする運びとなりまし
た。事務局では安全対策を万全に備え大会に臨む所存です。
さて、本大会は毎年100人を優に超える在英日本人ゴルファー
にご参加いただいている欧州最大の親睦ゴルフ大会です。今年
はPine Ridges Golf Clubでの開催となります。みなさまのご参
加を事務局一同お待ちしております。
都道府県人会単位での参加となりますので、会に所属されてい
ない方は当該都道府県人会をご紹介させていただきます。お気
軽に事務局までお問い合わせください。また、参加人数が4名
に満たないチームは他県・他会との連合チームとなりますが、
チーム編成は事務局において調整となりますので、都道府県ご
とにお申し込みされるよう宜しくお願い申し上げます。
英国日本人会　KGC実行委員会
名誉会長　　佐野 圭作
大会会長　　満山 喜郎
実行委員長　坂 佳樹

お問い合わせ、都道府県人会のご照会等はKGC実行委員会ま
でお気軽にご連絡ください。
kgc@japanassociation.org.uk
yoshio.mitsuyama@gmail.com

開催日：2021年9月12日（日）
主　催：英国日本人会　　　
後　援：在英日本商工会議所
会　場：Pine Ridge Golf Club  https://pineridgegolf.co.uk
                Old Bisley Rd, Frimley, Camberley, Surrey GU16 9NX
予約開始：8月2日（月）12:00
　　　　　http://kgc.japanassociation.org.uk
予約締め切り：8月20日 (金） 17:00
募集定員：100名　定員になり次第、締めきり
各県二組まで参加可能（例外として東京は四組、大阪は三組
まで参加が可能です）
参加費：１組4名£300（1名あたり£75）グリーンフィー・ラン
チ・賞品代を含む。飲み物は各自負担

第19回 在英都道府県人会対抗・親睦ゴルフ大会（KGC）開催のお知らせ

ְᯐᯒᯀ
Ϛ͛ᮻ
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今回の「全仏オープンテニス」の問題も単にテニスの中だけの
問題では無く、彼女の人間としての広く、深い観点から思考し
た行動であったと考えていました。人種差別問題は元より、貧
富の問題、権力者と弱者の問題、そうした「社会の公平で無い
状態」に憤りと抵抗をしていたものと考えます。「何が四大テニ
ス大会」か？記者会見を拒否したと罰金制裁を科し、テニスの
四大大会（オーストラリア大会、全仏大会、全米大会、そしてウ
インブルドン選手権大会）から閉め出すとも報道されていた。
賢明な大阪選手は自らの行動が全仏テニス大会に参加してい
る仲間達に迷惑をかけたと判断、同大会を棄権すると決断。
そして『全米テニス大会』『オーストラリアテニス大会』の覇者
が、しばらく参加せず休戦する旨宣言した。誠に勇気のいる決
断であった。通常なら名声も金銭も十分手にした状態であり、
多少の不満は容認して人生を謳歌する選手達が殆どでしょう
が、大阪さんは容認出来ないで自らの信念を曲げなかったもの
と思います。今日スポーツが企業化し、莫大な契約金が支払わ
れ、アマチュアとプロの垣根も無くなって居ります。
ともあれ、高額な契約金はじめ広告料金が私ども庶民との意
識に隔たりを大きくし、理解の範中にない有り様です。この裏
返しとして記者の皆さん（新聞、雑誌、報道各社に所属）たち
は、こうした有名人達から何でも聞く権利がある？と勘違い、根
掘り葉掘り質問を浴びせかかる。どちらかと言うと、「大坂なお

み」さんのような生真面目で、不器用？な人は緊張のあまり、ノ
イローゼ気味になってしまう。我々の若い頃は『大宅壮一』さん
など記者クラブで論陣を張るメンバーお一人お一人が、節度を
重んじ精度の高い言動でもって、聞いている私ども庶民に真実
を伝えておられたように思います。今回の問題も早々と当事者
たちが自らの反省や、新たな在り方を模索する旨表明したこと
は素晴らしいことであった。

フランス大会の責任者が『大坂なおみさんが一日も早い回復
をして、来年のフランス大会に参加してください』とまで陳述。
それは目前になって迫っているいている「ウィンブルドン大会」
の組織委員会は、発祥の地でもあって、自らが最も痛切に感じ
ているはずです。彼女の出場が無い「ウインブルドン大会」に
行きたいとは思いません。15年に亘って長い行列を作ってきた
大勢のテニス・ファンも同じだろうと考えます。伝統あるテニス
のメッカとも言うべきウインブルドンの奢りであると私は思い
ます。『大阪なおみ』さんが出場するまでウインブルドンには行
きません。皆様方は如何お考えでしょう？
今後は我が地元（愛媛県松山市出身の）マスターズ優勝者『松
山英機プロ』が出場する「THE OPEN」（全英プロゴルフ）に応援
しに行くことが最大の楽しみです。　　　　　　　　

渡邉道英拝

今月の「歓談サロン」は顔馴染みの
会員は勿論、日本長期帰国中の会
員、旦那様のお仕事の関係でフラン
ス滞在中の会員、そして初めて参加
された会員3人の方々も含めて楽しい
時を持ちました。今回の話題は「ホリ
デイ」。コロナ規制が解除になると何
処も混むことを想定して、既に旅行を
済ませた方々もおられました。ある方はウェールズのアングルシ
ー島に行かれたそうで、絶対にお勧めしたい美しい観光地だそ
うです。アングルシー島と聞くと、プリンスウィリアムとキャサリ
ンさんが生まれたばかりの第一子、ジョージを連れて3年間住ん
だ地です。プリンスウィリアムはRAFの救助ヘリコプターのパイロ
ットとして働いて満足だったようですが、キャサリンさんは何時
もサポートをしてくれる愛する家族が傍にいなくて、ちょっと寂し
い思いをされたそうです。
「寂しい思い」と言えば、今回初めて参加された方の内、佐藤洋
三さんをご紹介したいと思います。洋三さんは現役時代はソニー
にお勤めだったそうで、現在は奥様のかよさんとお二人でサリー
にお住いです。福祉部の弘子さんが今回はご自宅に伺い、Zoom 

ミーティングに出席できるようお手伝いをしました。初めての
Zoomミーティング、しかも沢山の日本人女性の笑顔を一度に見
ることができて、ちょっと汗をかいてしまった！そうです（笑）。
これを機に、是非とも歓談サロンに参加して頂ければ、と思いま
した。更に、出来れば男性の会員にも声をかけて、男女混合の8
人くらいのグループ会話のチャンスもあったらよいかな、とも思い
ました。洋三さんが「日本語を話すチャンスがあまりなくなって
きた」とのお言葉で、そのようなアイデアが頭に閃きました。
7月中旬にお亡くなりになられた故寺田玲子さんも、日本人が周
りにいない地域で20年間（旦那様のお仕事の関係で）住まわれ
ました。最後の言葉は「私は日本語が話せなくて、長い間寂しい
思いをしてきました」でした。若い頃は考えることもありません
が、年を重ねていくと本当に母国語で話せる喜びをひしひしと感
じるものです。お互い、そのニーズを分かち合って楽しい毎日を
過ごしたいですね。

福祉部連絡先：07487 419 953（受信専用電話）
welfare@japanassociation.org.uk 
taguchi@japanassociation.org.uk
※8月の歓談サロンは夏休みのため、次回は9月15日です。

福祉部福祉部
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スケッチ

ホランドパークの日本庭園は有名ですがそれよりずっと古
くからあるハマースミスの日本庭園の事は知らない人が多
い。管理にはJAの会員が関わっている事もあり、今回はこ
の公園の事を宣伝する良い機会でもあると考えミニウォ
ークを兼ねて一般の人も交えロックダウンの緩和で皆んな
で楽しめると考え公園をメインにしたコースを歩いた。ラ

ンチは別の公園でピクニック、その後、今年中に歩行者天
国になると言われているオックスフォード通りのマーブル
アーチに作られている人工の山を見学に行った、完成は
今月末との事、ぜひ又皆んなで登ろうという事になってい
る。という事で１人を除いた全員が日本庭園を１人が人工
山を描いている。

山本郁子 古沢いくこ

スタンディング百合子 スタンディング百合子

シェイラ文野

ハーテイみえ

竹内みどり

グリーブス邦子

ビドル恵

ϋϚʔεϛεͷຊఉԂ

ϚʔϒϧΞʔνͷਓ

同好会ガイドライン：
JAの全ての同好会の活動は、会員同士の同好の集まりであり、JAの主催する活動ではありません。それぞれの同好会の主催
者が個人として自主的に運営し、参加者も自己責任で参加します。JA会員・非会員に拘わらず参加可能です。JAは何ら同好会
の活動に対し、責任を負いません。
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Flush - Toilet Finder & Map
トイレの少ないイギリスの街角ではこの無料のアプ
リがあると便利です。このアプリでは自分の位置が

地図上に表示され、その近辺の複数のトイレの位置
が表示されます。選んだトイレをタップするとそのト
イレの情報 (距離、歩行時間等) がわかります。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
8月3日、10日、17日、31日。途中参加・退出も自由です。

スマホ同好会 7月13日のスマホ同好会は19名の参加でした。スマホ・PC関係では、Wi-Fiルーターは常時電源をオンにしてい
ても問題ない事、PCは長時間使用しない場合は電源をオフにする事、Adblocker、YouTubeを広告無しで視聴
出来るYouTube Premium、Gmailの迷惑メールのブロック、Adobe Acrobat ReaderはPDFファイルの読み取り
だけで編集にはAdobe Acrobat Proの有料版が必要で有ること等についてのQ&Aが有りました。

初めての方は松崎美枝子までご連絡下さい。
Email：miekobarraclough@hotmail.com Tel：07903 445 144

Online ZOOM ミーティング予定

俳句を学ぶ会 7月の句  今月の題　「汗」

汗流し着替え夏豆冷えビール 上田陽子

（傍題 : 汗流し、季語 : 夏豆）
庭仕事一汗かいて缶ビール キング悦子

汗ばみし手にひんやりとサニタイザー 廣瀬信子

老いを知る玉の汗拭（ふ）く芝刈り日 バンダースケイフ日出美

片乳房つかんで汗して乳吸う児 岡部　道

断捨離で疲れ果てたか玉の汗 松尾美和子(オハロラン)

汗忘れ薔薇迷宮を彷徨えり ウィーラー由美

作品の完成腕に玉の汗 田口邦子

しっとりと汗ばむ肌に花びらが 川西弘子

サッカー戦手（て）に汗にぎり見守りし ウィンター千津子

玉の汗野菜収穫一休み 福重久子

玉の汗背中に陽を浴び草むしり 小野宣美

庭仕事頬つたう汗空碧く 中田浩一郎

山登り一足ごとに滲む汗 藤田幸子

庭手入れ汗の賜物バラ満開 ガフニータミー

テニス同好会 

ͷ݄ࠓ
౾ࣝ

ウィンブルドン選手権も始まり、益々テニス熱が上がる
日々の木曜の午後、月1回のテニス同好会が行われまし
た。この日の参加者は3名。JAテニス同好会は上級、中
級、そして始めたばかりの人など様々です。申し込み日
が過ぎても人数に余裕があれば参加出来ます。当日の
朝お申込みされる場合はお電話ください。８月から月2
回行う予定です。

次回のテニス同好会
日程：8月5日(木)、19日(木)　13:00から1～2時間
場所：Victoria Park, 209 Ballards Lane, London N3 1LY
地下鉄：Finchley Central (Northern Line）下車
参加費：£3.70/60分を参加人数で折半
申し込み：オークリー千春
Tel: 07940 028 020　ja.tennis@outlook.com
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So Restaurant お惣菜デリバリー 夢源 65 歳以上会員へのホームデリバリーサービス 

7 月のデリバリーの予定を
ご案内いたします。 夏です！ロックダウン解除です

みなさまいかがお過ごしでしょうか
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英国全域（離島含む）に無料配送しております。 
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8月もZOOMにて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。
皆様からの寄稿や写真などお待ちしております。
メールにてお送り下さい。 締切日：8月18日
newsletter@japanassociation.org.uk

Summer
Bank Holiday

(30)

ズンバ・
ゴールド・チェア

スマホ

ヨガ教室
スマホ

マインド
フルネスな
ヨガ教室

テニス同好会

スケッチ

テニス同好会会報
締切り

墓地清掃
供養

スマホ

ম୫ॹজংজش१شঅ५ੲਾ
※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。

マーブルアーチに作られている山 緑化が進むピカデリー界隈

投稿写真コーナー

投稿：竹内みどりさん

素敵なお写真を
お送りいただき
ありがとうございました！

スマホ(31)


