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在英国日本国大使館に着任し、総領事を拝命いたしました
川瀬和広です。この度、日本人会の名誉会長就任のご依頼
をいただき、たいへん光栄に感じております。喜んでお引き
受けさせていただくとともに、一言ご挨拶を申し上げます。
私が外務省に入り、初めての海外生活を体験したのは、90
年代後半の英国でした。世界に向けられた視野の広さと、
多文化・他民族を受け入れる懐の深さに、世界帝国の遺産
を感じ、大いに感銘を受けたものでした。歴史ある大学町
で勉学にいそしむ一方で、パンティング（船遊び）の爽やか
なひとときを過ごしたこと、旅行で訪れた各地の風景の美
しさや、荘厳な歴史的建造物の数々も思い出に残っていま
す。それから数十年を経て、自らの職業人生の原点たる英
国で在勤する機会を与えられたことは、大きな喜びです。

英国は、ＥＵからの離脱という、非常に大きな戦略的な選
択をしました。今後の英国がどこに向かうのかは、非常に
注目されるところです。その点、現在の英国政府はインド太
平洋地域への「傾斜」を強めるとしており、日本との関係強
化に向けた機会の窓が大きく開いています。こうした特別

な時期に英国で勤務できることも、また非常に幸運なこと
と感じています。
こうした日英関係の基礎は、もちろん国民間の交流にあり
ます。そして、英国は、約6万３千人と世界で６番目に多くの
日本人が暮らす国です。大使館として、在留邦人の皆様に適
切に領事サービスを提供することはもちろんですが、私は、
在留邦人の皆様とも手を取り合って、日本と英国の関係が
いっそう強まり、深まるよう、努めてまいりたいと思いま
す。英国日本人会の皆様とも、今後、密接に協力させていた
だければ幸いです。

末筆になりましたが、日本人
会のますますの御発展と、会
員皆様の御健勝をお祈りい
たしまして、私の挨拶とさせ
ていただきます。

在英国日本国大使館総領事
川瀬　和広

●秋の清掃供養●
恒例、秋の日本人墓地、清掃供養を行います。ご都合の付く方は御手伝い
をお願い致します、共にご参詣ください。当日は雑草取り用具、ゴム手袋等
が有れば有益です。
清掃後、三輪精舎、石井建心副主管より供養が行われます。

日時：10月30日（土）１１時頃より
場所：Hendon Cemetery & Crematorium  　
Holders Hill Road, Mill Hill, London NW7 1NB
当日はお天気具合で中止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　Tel: 020 8208 0408    fujisachi@aol.com

墓地管理部

ၖᖲ᭮ᶅଞምሑ

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

NewsLetter
Vol.279

事務局長: ウィンター千津子
英国日本人会ニュースレター第279号 23 Sep 2021

Registered charity number: 1145493

Japan Association in the UK │ 77 Victoria Street Box 108 London SW1H 0HW
Web: https://japanassociation.org.uk  │  E-mail: secretary@japanassociation.org.uk

9
2021



2

文集部

理事会だより

会員部

●文集部よりお知らせ●
秋号（No.39）にご投稿いただきました皆様、大変有難うご
ざいました。おかげさまで今号も多岐にわたる話題のエッセ
イが集まり、編集者を喜ばせてくれました。「ラーメンからミ
サイルまで」の某社のキャッチフレーズではありませんが、脳
の話に続き、007、オペラ、妖精、卵・蜂蜜、暴君の話など、
そして少し硬派の美の本質論やロシヤ文学論と盛沢山です。
10月初旬には E-文集、郵送分は下旬となる予定ですが、ど
うぞ存分にお楽しみくださいますように。

 
また、次号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』2022 年春号（No.40）
タイトル：フリー
字　数：A4　2～3枚（出来ればワード添付）
締　切：2022 年 3月15日
（但し、原稿随時受付）
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk

●9月1日に行われた理事会の抜粋●
◉大使館川瀬和弘総括公使兼総領事がJA名誉会長に就任
◉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●
6月末よりロックダウンも収束しコロナの夏の期間、幾らか自
由な生活を楽しまれましたか？通常の例会は未だズームを使っ
ていますが、小グループでの集まりやお友達とのお食事会など
で会う機会はあることでしょう。先月の会報で9月にはJAクラ
ブを開始したいとお伝えしましたが、諸事情から今年一杯は
定期的な集会は様子を見てみようということになりました。
来年には皆様とお会いできることを楽しみにしています。引き
続き安全第一でお過ごしになりますよう。

会長　ウィリアムズ百子

ロンドンでは市内の大気汚染を軽減するべく、超低排出ゾーン
（ULEZ）規制が10月25日より始まります。。排出ガス基準を満
たさない車両については、域内の走行に1日ごとの課金がなさ
れる制度です（1日£12.50）。ただし、生産から40年以上のクラ
シックカーは規制から外されるなどの措置もとられています。
これはNorth Circular, South Circularの外に住む人が車でこの
中に運転して入るのに適用されます。
ご自分の車が排出ガス基準に満たしているかいないかはこの
サイトにご自分の車のレジストレーションNoを入れますと確
認できます。https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-
vehicle/

知って
おきた

い事

●今月の会員の動き●
新入会員：3 名　現在
会員数：メール会員
254 名／文集郵送希望
会員 48 名　文集・会
報郵送希望会員 51名
（名誉会員8 名を含む）
計353 名

◉会員特典サービス協賛店リストは下記を参照ください。
https://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト/
◉組織　https://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /
◉会則　https://japanassociation.org.uk/ 英国日本人会 -会則 /

◉ JAの GDPRの Policy
 https://japanassociation.org.uk/ 事務局より/ja の gdpr-policy/ 
◉ご家族のメールアドレス追加をご希望の方は下記にご連絡
ください。membership@japanassociation.org.uk　　　　　　
◉ただ今2021・2022 会員費更新のお願いをしております。
締め切りは 9月30日（木）です。
オンライン会員費更新はこちらから
https://forms.gle/YJum3jRML2AUVsJL8
紙面会員更新はこちらから
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/
files/166ecc76-5f8c-ac5c-e27a-874c18c27253/21_22_ 年 会
費 .フォーム .pdf

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

9月7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11名の方々に参加い
ただきました。来月も第一
週火曜日の10月5日11時
から行いますので、よろし
ければぜひ参加ください。

ヨガ教室は9月14日に行われて11
名の方に参加いただきました。来
月の教室も第 2火曜日10月12日
午前10 時からの開催となります。

先月18 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28日11時から行われます。この教室も来月第 4火曜日
の26日11時から開催を予定しています。
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。  
今月のナルク部の例会は9月14日に行われました。ここでは、

今後の予定が話し合われ、数年来まとめているエンディング
ノートのひな形を今年中に作成すること、そして来年2月ごろ
には、ジョンソン政権が改革を進めようとしている社会保障
関連のセミナーを行う可能性が話し合われました。
なお、会報でお伝えしているナルク部の時間預託のシステム
について、今回はポイントについても少し加えて説明させてい
ただきます。ナルク部の時間預託システムは、JA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、買い物サポート等を受けるというものです。
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。なお、お持ちの10ポイン
トを使い切ってしまわれた場合は、ポイントを別途購入いた
だくことも可能です。ポイント購入でお支払いいただいた資金
は JAへの寄付とさせていただきます。

すっかり秋の気配が感じられるこのごろとなりましたが、皆様
におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
去る9月15日（水）の「歓談サロン」ではイギリス政府コロナ感
染防止対策及びNHSについて話し合いました。
政府は2度のワクチン接種を済ませて6カ月以上経っている50
才以上の人に3度目のブースター接種を20日の週からスタート
するとしており、サロン参加者の3人くらいは
既にその招待がきているとのことでした。12
才から15才に対するワクチン接種は発育に障
害を招く恐れがあるので良くないのでは、と
いう意見や、ワクチン接種は絶対に受けない
という方もいれば、基本的には受けたくない
が、海外旅行ができなくなることなどを考慮
して受けることにしたという方もありで世界
を脅かしているコロナ感染の対応は非常に難
しく、この十数人の集まりの中でさえ色々な意見があることが
確認されました。結局は個人がどの情報を信じるかによって、
自分で決めるしかないという結論に達しました。
NHSについては、英国が誇りをもって戦後から今日まで医療
費無料でやってきたことに対し、これだけ時代が変わっている
のに持続しようとすることに無理があることが話題になりま
した。同時に最近発表された政府の国民保険料を1.25%引き
上げる案の紹介もありました。これは政府の公約に反した増

税となりますが、パンデミックという前代未聞の状況であるた
め、ジョンソン首相は国民の支援があると強調しています。
今でもコロナ感染者は一日に3万人を超えていますし、死者も
200人近くになる日もあります。それでも、会員の間では懇親
会が早く開催されることを待ち望んでいる方も多いと思いま
す。普段でしたら東西南北の支部がそれぞれに懇親会を企画

しますが、近いうちに東西南北合同の集まり
を企画したいと思います。その際には、必ず
前日にNHSから支給されているテストキット
で陰性であることを確認頂くことを徹底し、
久しぶりに会える皆さんが安心して参加され
るように努めたいと思います。日にちは11月
初旬、詳しくは追って一斉メールにてお知ら
せ致します。
次回の歓談サロンは10月20日（水）午後2時

から4時ですので、お気軽にご参加くださいませ。初めての方
大歓迎です。ZOOMミーティングのリンクは一斉メールにて数
日前にお送り致します。

福祉部連絡先：07487 419 953（メッセージを残してくだされば
折り返しお電話を差し上げます）
一般的お問い合わせ　welfare@japanassociation.org.uk 
個人的お問い合わせ　taguchi@japanassociation.org.uk

福祉部福祉部
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紅葉会 (ZOOM)

● 9月二水会の報告●
英国日本人会ともかかわりのあるヘンドンの日本人墓地でも
お世話になっている三輪精舎の佐藤平顕明（さとうたいらけ
んみょう）主管にご講演いただきました。不勉強なため、私
自身はアレキサンダー・ウィリアムソン教授のことは、講演の
演題をいただくまで知りませんでした。もともと日本と関係の
あった方かと思ったところ、英国の化学のレベルを大きく引き
上げたと言われる学者であり、無償の愛を日本人留学生に注
いで下さったとのことでした。小さなお子さんがいる中で、留
学生数人を自宅に下宿させたり、病人を自宅で看病され、ま
た、ブリタニア工場見学などに連れて行くなど、様々なお世
話をされました。また、奥さんが妊娠されている中でも、不
幸にも結核で亡くなった山崎小三郎を自宅で看病するといっ
たことがあったそうです。

山崎小三郎のについて描写されている、井上勝と先に日本に
帰国した伊藤博文、井上馨の間での書簡をご紹介いただきま
した。山崎小三郎たちが「無金にて着英」「大ひに困窮にて、
朝夕衣食のことも弁じ難く、昼夜とも衣服をも変えず」「居所
に火爐もこれなき深冬を凌ぎ」「誠に無窮の貧困を致し候由」、
その結果、「山崎は労廃の病を得、殊の外難儀致し候」、「ド
クトルウィレムソン方へ転居、同人夫婦至極親切に致し候由」
と、日本が貧しい国であったことや、ウィリアムソン教授にお

世話になったことが手に取るようにわかりました。また、ウィ
リアムソン教授の奥様のエマ夫人の遺書の中でも、留学生と
して学んだ日本人たちへの贈り物があったお話は、日本との
絆を感じさせるものでした。
また、佐藤さんがアレキサンダー・ウィリアムソン教授とエマ
夫人のお墓を、日本人墓地と同じブルックウッド墓地の中で、
日本人留学生4人のお墓からそう遠くない場所にひっそりと
佇んでいるのを「発見」した時には驚いたとのお話がありま
した。この発見がなければ、本日の講演の機会や僕自身がア
レキサンダー・ウィリアムソン教授のことを知る機会がなかっ
たかもしれない、と考えると、佐藤さんに感謝の気持ちでした。
（伊東）

●10月二水会のお知らせ●　　　　　　　　　　　　　　
日時：10月13日（水）午後8時より
演題：国際会議
　　　取材の舞台裏とニュースの捉え方
参加費：無料
会場：ZOOM
＜イントロダクション＞
2021年は英国・欧州にとって国際会議イヤーと言える１年です。
6月には英コーンウォールで主要７カ国（G7）首脳会議（サミット）
が開かれましたし、中国などを含めた主要20カ国（G20）の
会合はイタリアで開かれています。そして11月にはグラスゴー
で国連気候変動枠組み条約第 26回締結国会議（COP26）が
開かれます。
とっつきにくいと思われる方も多いであろう国際会議につい
て、取材現場の様子や各国の駆け引き、日本の立ち位置など
を紹介することで、少しでも身近に感じていただければと思っ
ています。

●10月紅葉会のご案内●
日時：2021年10月28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：がんと寄り添ってのヘルスコーチ
講師：まり子ラベンダージョーンズ様

健康はすべての土台
だけど
健康がすべて、ではない

健康の先にある
あなただけの人生を輝かせる
習慣づくりヘルスコーチ

7回の手術・リハビリを経て、がんと共に生きる体験を活かし、
ヨガ・アーユルヴェーダのディプロマ資格取得後、シンガポール
およびロンドンにて、ヨガスタジオ、クリニック、がんセンター
などでヨガセラピー、アーユルヴェーダ、行動科学に基づいた

身体と心、生活習慣を視野に入れたホリスティックな健康指
導を15年以上おこなっている。現在はオトナ女子の不調を解
消するオンライン講座展開中。
「もっと元気になりたい・変わりたい・輝きたい」と願う日本
人女性のために、2017年からオンライン講座を主催し「まるご
とセルフケア」の精神で、自然のリズムで暮らす【10の習慣】を
指導している。

＜プロファイル＞
神奈川県逗子市出身。英国人の夫と3人の子供達とシンガポー
ルに2002～2013年まで駐在生活。その後、夫の故国イギリスに
移住。ロンドンとコッツウォルズ田舎の2拠点生活を愉しむ。

参加方法　
オンラインお申し込み
https://forms.gle/RDsyRmPecZM2BW7t8　　　　　　　　　
＊必ず10月26日（火）までにお申し込みください。　

二水会
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TEAM SMILE

●英国日本人会 Team Smile 応援企画●
『音楽・マジック・ディスカッション』
子供食堂寄付・子供支援チャリティーイベント

日時：9月26日（日）、10月3日（日）12時配信開始
コンセプト：～ハーモニー～1人では何もできない
内容：●懐かしの日本の歌謡曲。フジテレビの人気番組アカ
ペラ大会「ハモネプ」の優勝者出演やコーラスグループによる
素晴らしいハーモニーをお届けします。
●ディスカッション「今、私たちにできること」
元サッカー日本代表巻誠一郎氏、日本を代表する映画監督山
本透氏、国際ジャーナリスト木村正人氏他
（世界第一線で活躍するプロフェッショナルが子供からの質問
に答える。視聴者もチャットで参加）
●マジックショー＆種あかし（マジックグッズ、CD、Tシャツ
プレゼント）
●昨年の熊本豪雨災害チャリティーの義援金使途報告

ハーモニーを中心とした音楽・パネルディスカッ
ションのチャリティー配信番組を開催します。
コロナ禍でみな、生き辛さを感じていると思いま
すが、素敵なハーモニーと前向きなディスカッショ
ンを聴いて元気になって頂きたいと思います。そ
して、困窮する日本の子供達の支援につなげたい
と思います。

＜寄付・お申し込み＞
料金：無料。または子供食堂などに寄付するた
めに1000 円 /8 ポンド～のご寄付をお願いして
おります。35ポンド以上ご寄付いただいた方に
は抽選で、巻誠一郎さんの引退試合のサイン入り
ユニフォーム、他、全員にプレゼント贈呈。
※支援金は全額寄付いたします。

【寄付金送金先 - 英国】
NANA MUSIC UK LIMITED
Account No: 63180697
Sort Cord :20-95-61 
Bank Name: Barclays Bank
◆公式HP:
https://naomisuzukip.wixsite.com/savethekidsproject 
◆このイベントを開催する理由
https://naomisuzukip.wixsite.com/savethekidsproject/
about_us
また、HPや番組内で広告を入れてくださる企業様も求めてい
ます。是非ご協力をお願いいたします。

主催：虹の架け橋「Save the kids project』
実行委員長　鈴木ナオミ
お問い合わせ：naomisuzuki7@icloud.com

福祉部福祉部 都道府県人会特別イベント部

●在英都道府県人会対抗・親睦ゴルフ大会（KGC）のご報告●
第１９回在英都道府県人会・親睦ゴルフ大会は先日9月12日
（日）、天候にも恵まれた素晴らしい大会となりましたことをご

報告申し上げます。今年は津
田領事をはじめ 29 組、115
名もの参加者が集まり熱戦が
繰り広げられました。団体優
勝は岩手県、個人優勝は岩
手県の牛堂様となりました事
を報告させていただきます。
来年は 20 回大会という大き
な節目を迎えるにあたり、特
別企画など準備したいと思い
ます。

● J A 特別バザー（協力Molight）開催のお知らせ●　
J Aではロックダウン以来初の対面特別企画としてバザーを行
うことになりました。日程的には 10月の半ば頃、午後1時か
ら4時頃まで。詳細は追って一斉メールでお知らせします。
しかしながら、まだ一度に沢山の人が集まるのは少し危険を
感じますので今回のバザーは出入り自由な形で行います。こ
のバザーは紅葉会で行っている、Bring and Buy 形式で、現
在 J Aでお預かりしている品物、また会員が売りたい物を当
日持ち寄るという形となります。（個人の売り上げの J Aへの
寄付については検討中）当日はお弁当コーナー（前もって注
文）、コーラスコーナー、アプリを使ってのリサイクルコーナー
等を企画しています。
なお、この企画の参加にあたっては、くれぐれも皆まさ個人
の責任においてご参加ください。
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スケッチ

今回は話題になっている場所、ケンジントンパレスの花壇
に設置された故ダイアナ妃の銅像見学。その後ピクニック
ランチ、そしてマーブルアーチの人工山に登る、というミニ
ウォークになった。マーブルアーチの方は気の毒な程の酷
評で登ってみると周りのビルより低いので仕方がないの
かもしれないと思った。
スタッフは皆さん感じ良く、リフトまであり心配したトイレ
も内側に完備されていた、絵の方は俄然花壇の方が多く

ダイアナ妃の銅像よりも花壇に魅力があった様に思う。
銅像も設置された場所が一般的な常識では考えられない
場所で、しかも後ろ向き。花壇の中には入れないので肝心
要の顔の表情などは横顔でも10米位は離れた所からでな
いと見る事ができない。壇の方は型にはまった植木鉢を
並べた様な花壇ではなく野原に自然に咲き乱れる野性の
草花が咲き乱れ誰でも描きたくなる様な華やかな魅力が
あったという気がする。

山本郁子

山本郁子

高波三枝子

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 ビドル恵 (私の創造したダイアナ妃像)

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。



iPhone/iPad の自動ロックを解除、または自動ロックするまでの時間の長さを変更する方法
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iPhone/iPadは一定時間操作をしないと自動的にロッ
クがかかり、スリープ状態になります。これが邪魔に
なる事がありますがその時は自動ロックをなしにで
きます。設定 (Settings) 画面表示と明るさ(Display & 

Brightness )ー 自動ロック(Auto Lock )で変更します。
自動ロック解除では手動で画面をスリープさせるの
で、この解除が必要でない時は電池消耗を防ぐために
自動ロックに戻しておきましょう。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
10月5日、12日、19日。途中参加・退出も自由です。

スマホ同好会 9月14日は日本から3名を含めて21名の参加でした。 iPhone.iPadのファイルフォルダーの名前の変更、
お好みのYouTube動画をplaylistに保存、ipadのキーボードの画面の位置の移動、ios14.8がリリースさ
れた事、メールに添付されたファイルの保存等々についてQ&Aを行いました。

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 9月の句  今月の題　「夜長」

足弾むプロム帰りの百夜秋 上田陽子
（ももよ / 夜長の傍題）

夜長よりあれこれせんとやる気出し キング悦子

断捨離に迷う心や夜長かな 廣瀬信子

昼顔や広野（ひろの）に独り影薄し バンダースケイフ日出美

編みかけの襟巻き手にする夜長かな 岡部　道

閑かさに読書三余 ( ざんまい )夜長かな 松尾美和子 (オハロラン)

茄子を炊き夕餉の後の夜長し ウィーラー由美

若き日の思い出耽る ( ふける)長い夜 川西弘子

日が暮れて今日も夜長何しよう ウィンター千津子

海越えてズーム参加の夜長かな 福重久子

娘来て夜長の会話　時忘れ 小野宣美

秋の夜に兎が踊る満月よ 中田浩一郎

時流れ日ごとに夜長読み耽り 藤田幸子

秋深き夜長に光る月見草 ガフニータミー

テニス同好会 

ͷ݄ࠓ
౾ࣝ

9月2日のテニス同好会の参加者は４名。天候にも恵ま
れ、ショート・ロングラリーの練習の後、組み合わせを
変えながらダブルスのゲームを楽しみました。
次回のテニス同好会
日程：10月21日(木)　13:00～14:00 (又は15時まで)
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
今年のテニスは10月で最後を予定しています。皆さんの
ご参加をお待ちしています！

みなさまの投稿をお待ちしています。

Newsletter編集部ではみなさまからの投稿をお待ちしております。
写真やエッセイ、楽しいエピソードなど下記までお送りください。締め切りは毎月第三水曜日です。
お待ちしております。＊スペースの都合で掲載できない場合ございますのでご了承ください。
newsletter@japanassociation.org.uk
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※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。

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 

レストラン、テイクアウェイショップも、
営業中です。ぜひお立ち寄りください！ 毎週木曜は生バンドやダンスが観られる、

Music and Dance Festival を開催中です♪
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Brand Manager
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WASO 日本食材オンラインデリバリー 

英国全域（離島含む）に無料配送しております。 
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10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：10月21日
newsletter@japanassociation.org.uk
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スケッチ
同好会
二水会
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ズンバ・
ゴールド・チェア
スマホ同好会

ヨガ教室
スマホ同好会

紅葉会マインドフル
ネスなヨガ教室

テニス同好会

墓地
清掃供養

虹の架け橋
配信

スマホ同好会


