
2月理事会だより

2月の理事会での討議事項
（理事会2月5日） 抜粋
1. 今後のJAのあり方について2月

理事会で討議されたが、方針と
しては従来通りの「互助会」を
尊重し、同時に徐 に々「チャリテ
ィー活動」を広げていくことにしたい。

2. 最近はJAのホームページを見て入会する人が以前より
も多くなったため現在のホームページの内容更新、整理

を行う。

JAJA

*新入会員 6名  
現在会員数　メール会員246名／文集郵送希望会員42名
文集・会報郵送希望会員55名（名誉会員8名を含む）計343名

今月の会員の動き

JA会員特典協賛店
JA会員特典協賛店詳細につきましてはJAのウェブサイトを
ご参照ください。 （Webサイトはこちらをクリック）
＊現在、新しい協賛店を開拓中です。お知り合いで協賛店に
参加されたいとお考えの方がありましたら、是非お知らせく
ださい。 尚、組織、会則をご希望の方には配信いたしますの
でご連絡ください。　
電話 07957548023　メール membership@japanassociation.org.uk 

会員部　ウィンター　千津子

会員部からのお知らせ

2月2日に福祉部例会が参加者11人で開かれ、今月は久し振

り旧部長の竹中さんも出席され過去の貴重な経験を通して

色 な々アドバイスを頂く事が出来たのは幸いであった。

現在見守りプロジェクトでA会員に就いて過去に遡って話し

合い、今後どの様な支援が求められているのか検討した。

ご家族のいらっしゃらない独身の会員とご家族がいらっしゃ

るが頻繁に訪問する機会が少なく現在置かれている会員の

日常生活、情況をよく理解されていない場合等、課題は種々

ある。ご家族が福祉部の支援を積極的に受け入れたくない

場合もあるようで、こちらから連絡を入れてもその後の反応

がなかったりする。ご家族がいらっしゃる会員はご家族を交

えて福祉部員と一緒に今後の支援、介護に関して話し合い

最善の支援を進め、実行できる事が望ましい。

しかし乍ら我々福祉部員が出来る支援には限界があるので

本格的な介護、看護を要する時は地域のソーシャールワーカー

にコンタクトを取り直接面談する事が求められると思う。

今後もこのA会員に関しては部長と地区担当部員が綿密に

連絡を取り合いながらプロジェクトを進めていく方針である。

福祉部

今月は昨年末にご逝去された宮松雅子さんの事が話題に上

がり、お元気な時は紅葉会の参加は勿論、懇親会にもお顔

を出していられ、美味しいお食事がお好きな宮松さんは西支

部の懇親会が今の様にEat_Tokyo

で定着される前にはご自分の近くの

中華レストランなどを紹介して下さ

り、お口添えで美味しい中華での懇

親会を企画し、お安く提供して頂い

た事が記憶に新たに蘇った。

西支部の山本郁子、Phipps勢津子、其れと最近はShailer

文野も頻繁ではなかったが見守りプロジェクトの一環で長き

に亘りお見舞いを続けて頂き感謝致します。

在りし日を偲び、宮松さんのご冥福をお祈りします。合掌

懇親会については次ページへ→
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 南支部懇親会

日時： 3月13日（金） 12:00-14:30
会場： Sagamiya
         County Hall, Riverside Building,
         Belvedere Road, London SE1 7PB
最寄駅： Waterloo駅 より徒歩10分位
申込締切日： 3月6日(金)
申込先: 川西弘子
Tel: 01932248142, 07394658773
E-mail: a.alibert@ntlworld.com
会費: ￡15 (お茶、サービス込み)
担当: 川西弘子、小野宣美 07496101834、
　　  シェイラー文野 07411852815
8月の南支部懇親会で初めて使ったレストラン、室内は明る
く、懇親会の為に貸切なので、皆様自由にお喋り、動き回る
事ができます。
レストランはHANNAHと大きく看板がある隣です。
お弁当の内容は、その時期に手に入る新鮮な食材を使うの
で、メニューは2月会報掲載締め切りまでに間に合いません
でした。
5種類くらいのメニューは、参加締め切り後、参加者に別途、
メニュー選択のメールを差し上げます。皆様の参加お待ちし
ております。

 西支部懇親会

日時： 4月3日（金） 12:30より
会場： EAT TOKYO
　　  16 Old Compton Street, London, W1D 4TL
         *以下Webサイトを見て下さい
Tel: 020 7439 9887
Website: www.eattokyo.co.uk/soho
会費: ￡13 (予定)
連絡先: 山本郁子　 
Email: imandry@tiscali.co.uk
携帯: 07979 596 471
または竹内みどり 0777 447 6293までお願いします。
西支部以外の会員の方も歓迎ですので万障お繰り合わせの
上ご参加ください。
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、
部長の田口晴恵迄メール又は携帯までご連絡下さい。
E-mail: taguchi@japaneseassociation.org.uk
携帯: 07840219028
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春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、4月初旬を予定していま
す。
人の心は自在にタイム・スリ
ップ出来るから便利。春号
の特集は皆様にはるか昔、おおよそ613,200時間くらい遡っ
て子供時代の夢を語っていただければと思っています。

『英国春秋』2020年春号（No.36） 
タイトル：  フリー又は　
春号特集　「私はこれになりたかった」
子供の頃には色 と々夢がありました。「大きくなったら、機関
車の運転手に、看護婦さんに、マジシャンに、バレリーナに」等、
一つでも二つでも思い出すままに書き綴ってみてください。

原稿締切： 2020年3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　

文集部

ナルク部
ナルク部では2月1日に「人生後期に考えておくべき法的手
続き」講演会をコグニティブ法律事務所のホークス真弓弁護
士とRichard_Bates弁護士を講師としてお招きして開催し
ました。この講演会は、これまで、JAナルク部で英国版エン
ディングノートを制作するために2018年から行ってきている
日本の介護保険制度、英国の社会保障制度、人生後期のフ
ァイナンシャルプランニングについて等の講演会の締めくく
りとしたもので、英国に住む上で準備すべき法的手続きとし
て、遺言書やlasting power of attorneyを含めて、また突然
の不慮の事態に行うべき手続きなどについてお話をしてい
ただきました。当日は55名の方 に々参加いただき、法的手続
きについて学べたとても有意義な会と多くの方にフィードバ
ックをいただきました。そこで、ナルク部はこのような会を今
後も定期的に開催させていただく予定です。

ヨガ

2月17日にはヨガ教室を開催しました。今年前半期は利用し
ているスタジオの都合で、これまでの土曜日から月曜日の教
室となりますが、同日は５名の方 に々参加いただきました。
来月は下記のように開催を予定しています。
日時：3月23日月曜日 15:30～16:30
場所：Yogabase 257 Liverpool Road, London N1 1LX
        地下鉄Angel駅から北に向かって徒歩7分
参加費:  ナルク会員は5ポンド、非会員は6ポンド
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二水会の報告を講師の内田先生に書きましたメールで代用
させていただきます。

二水会

2月二水会の報告

内田先生

おはようございます。
昨夕は素晴らしいお話をお聞かせいただきまして誠に
有難うございました。
60分間の中で環境にフォーカスを置いた形での多くの
実例、実験などを取り入れたお話し、帰りがけに多くの
参加者が今回の二水会に参加してよかった!との声も
聞こえていました。

地球の平均気温がこの100年？で一度上昇したという
ところの話と人間の体温が一度上がると寝込まないと
ならないとの話の対比例は大変わかり易いいお話でした。

地球環境は様々な要素の中でのファインバランスが
保たれておりそのバランスの中で生物が生きている
わけですから、地球自体は声を出して辛いとは言いま
せんが、それを認識して適切な対応をしないと、、、
ということだと理解しています。

この度はご多忙の中、二水会のためにこのような参加
者の皆様の心を打つご講演心より御礼申し上げます。

ご帰国が3月とお聞きしましたが、内田先生とご家族
にとりましてのロンドンのこの一年のご経験が有意義
であったとお聞きしましたがまたいつの日かロンドン
でお会いできますこと楽しみにしております。

ご帰国便が快適なフライトでありますように！
引き続きどうぞよろしくお願いします。

飯塚忠治
二水会担当
参加人数　20名

3月二水会のお知らせ

1952年11月福岡県に生まれる。高校までは福岡で、大
学は中央大学英文科、1975年卒業の年23歳で憧れの
英国に(高校生の時大阪万博で英国館を見学して以来) 
英語のブラッシュアップという名目で、1年の期限付きで、羽田空
港から飛行機で渡英。英会話教室では物足りなくadult educa-
tion courseで絵画教室や陶芸教室、料理教室、テニスレッスン
等、未だもって人生最高の1年を英国で過ごしました。その中で
もパーシバルデイビット中国陶磁器ファウンデイションのコレクシ
ョンを目の当たりにみて目から鱗3度の飯よりも自分の好きな物
は此れだと開眼、私の一生の仕事となった東洋古美術の世界に
のめり込んでいったのです。さりとて稼業とは全く関係ないし、
一から試行錯誤の43年間の奮闘記をお話致したいと存じます。
現在はBritish Antique dealers association のメンバーにも選
ばれてロンドンで東洋古美術店を経営して今に至っています。

講師： 清水菊江様

会場：Farm Street Church, 114 Mount Street, 　　
　　  　London W1K 3AH
         https://farmstreet.org.uk/contact/
会費：  £５（JA会員）£８（非会員）（現金でお願いします。）

参加申し込み：下記のメールアドレスに参加希望をお知ら
せいただきたくお願いします。
iizuka@japanassociation.org.uk (飯塚忠治)

日時：　3月5日（木）18:30より
演題:　ロンドン試行錯誤の43年間の奮闘記　
1975年にロンドンに来て以来、中国陶磁器に魅せられて、
東洋古美術商になっていった44年の歳月を振り返り、試行錯
誤の奮闘記を英国の骨董事情も交えお話したいと思います。

【今後の予定】

月 スピーカー 演題

4月8日 沖田利通様　 宇宙 (仮題)

5月14日 荒木繁様 リニア―新幹線 (仮題) 　　

☆　講演の後の講師をお囲みしての懇親夕食会も予定していま
す。この二水会で多くの方たちとお知りあいになっていただき英国
生活を楽しいものにしていただければ幸いです。

IT部からのお知らせ
最近メールのセキュリティに関するご相談が何度かございま
した。（特にメールを乗っ取られるケース。第三者による不正
アクセス）メールサービスにログオンする際の認証はパスワー
ドで行われるため、セキュリティの強度は利用するパスワー
ドの長さや難解度に依存することになります。他方パスワー
ドを長くしたり、難解にすると、パスワードを忘れてしまった
り、管理が難しくなります。そこで、最近はスマートホンを利
用して二要素認証という方法が推奨されております。二要素
認証を利用すればメールサービスにログオンする際にパスワ
ードだけでではログオンできなくなります。ご自身が所有さ
れるスマートホンに確認コード等が表示され、その情報を更
に入力あるいはスマートホンで許可しなければメールサービ
スにログオンが完了しなくなります。この仕組みにより仮にメ
ールサービスのパスワードが第三者に漏れても、メールを乗
っ取られる危険性をきわめて低くすることができます。

☞二要素認証の利用ガイド
クリックるすると各利用ガイドをご覧いただけます。
Apple ID、Google、Microsoft、Yahoo Japan
*本資料は独立行政法人情報処理推進機構セキュリティセンターから発行さ

れているものです。

以上お知らせですが、この件に関してのご質問はsecre-
tary@japanassociation.org.uk までお送りください。
事務局でまとめてIT部より回答させていただきます。また、
ご質問が多い場合、あるいは文章では不十分で今一つ理解
できないという方が多い場合には改めて説明会も開催した
いと思います。
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1月の報告
紅葉会1月は恒例の新年会でした。Bloomsbury Central 
Baptist Church4階にて、1月23日木曜日に会員81名（うち
お二人は体調をくずされキャンセル）、ゲスト4名の合計85名
の紅葉会始まって以来の最高人数のご参加で、毎年ながら
素晴らしい生け花（高橋先生作）や新春にふさわしい書き初
め（渡邊氏作）の数 に々囲まれて和やかに楽しい時を皆様で

過ごす事ができました。
今年は大使館からJAの
名誉会長であられる辻
阪総領事をお招きし、ま
ずは総領事のご挨拶、そ
の中でクイーンに直接お
会いになったお話等をお
聞きした後、紅葉会創始

者のウィリアム百子副会長の乾杯の音頭で皆で新年を祝い
ました。そしてゆっくりと時間をかけて皆さんとお喋りを楽し
みながら、新年にふさわしい美味しいお節しかもたっぷりの
量のお弁当をいただきました。腹ごなしには皆さんで「富士
の山」等3曲を合唱、休憩の後、会員の着物姿も美しいプラ
ンケット咲江さんによるお琴の演奏を楽しみました。皆が聞

紅葉会

日時： 3月26日（木）１時４５分より（開場１時）
会場： Bloomsbury Baptist Church 地下1階
　　  235 Shaftesbury Avenue London WC2H 8EP 
最寄駅: Tottenham Court Road/Holborn

イベント

❶ 「忘れな草」上映会 2:45-3:30pm

今回は現在に比べて未だ日本人人口も少ない時代に渡英さ
れた5名の方のインタビュ―を見て頂きます。会員にも顔な
じみの方 な々のでお楽しみに！
❷ 紅葉会の今後の運営についての話合い 3:40-4:30pm 
23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。
参加費　会員5ポンド / 非会員7ポンド
お問い合わせ koyokai@japanassociation.org.uk     
電話  07957548023

けばすぐわかる日本の伝
統的な「６段の調べ」「四
季の小学唱歌」等、参加
者で口ずさめるも曲も演
奏いただき、会場は満場
の拍手喝采！
続くビドル恵さんにお正
月に相応しく今年の干支
のネズミの折り紙のご指
導いただいた。手を動かした後は、若手会員の早川ひとみ
さんとマケイラ可奈さんのリードにて、頭の体操のクイズ、こ
れも懐かしい私達が育ってきた盛り沢山の昭和に関するク
イズで楽しみました。そしてラッフルとオークションもゲスト
や皆さんの寄付によりたくさんの品物が揃い、また良いお値
段で売ることができました。売上はラッフル£150、オークション
£377でした。佐野会長にもこの新年会にご参加いただき場
を盛り上げていただきました。今回も買い出しや準備と片づ
けもご参加の皆様の見事なご協力をいただき滞りなくスム
ースに会が運べました事を心より感謝いたします。新年会に
ご参加、ご協力いただいた全ての皆様に厚くお礼申し上げます。

3月のお知らせ
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TEAM SMILEよりお知らせ

❷ 1/25TEAM SMIE(青年部）主催「ジャンヌ・ダルクの会」報告
19名参加予定の内、17名が参加
＠Sagamiya 会費35ポンド（ワンドリンク付き）
ナルク部部長ホワイトハウスさんも参加されナルクについての
説明や、エンディングノートに関する講演会の事などをご説明
くださいました。参加予定の2名が癌闘病の為不参加になっ
たことから早期発見早期治療について、また病気になったと
きに確かな情報を提供しあって不安緩和や適切な処置など
が話題になった他、それぞれ個人の活動内容、その活動に対
する皆の応援、将来の事、介護の事等が話題になりました。

❶ TEAM SMILE （青年部）主催　SKT88
(S=シニア K=キッズ T=Together 88=パチパチ拍手）

今回は「Himemama」と 合同主催です。
日本の歌や踊り・お話などを通じて、子供達とシニアの方々
が一緒に日本の文化に触れあう会です。
外国に住む子供たちに日本人の愛を注いであげたい。という
思いから始まり、違う世代の日本人コミュニティーの皆さん同
士が仲よくなることでコミュニティーの活性化を目指し、世代
を超えた交流から助け合いへ繋がることを目的として開催し
ています。子供たちには日本の文化を知ってもらう良いチャ
ンス。シニアの皆さんは、子供たちから笑顔と元気を貰って
若返った気分になって下さい！
[今回の内容]
・プロ歌手と童謡を歌おう♪・ダンス・折り紙・カルタ・はない
ちもんめ・お習字・おやつ・他
▼過去開催のブログ▼
http://ameblo.jp/skt88naomi/
• 開催日：2020年3月21日（土）
• 時間：1時開場　1時半開演
☆ソフトドリンク＆スナック付
• 会費：会員無料　（非会員 8ポンド　1家族何人でも）
• 会場： The Winch Play Room
            21 Winchester Road London NW3 3NR
           最寄り駅 Swiss cottage
Tel: 020 7586 8731 www.thewinch.org    
●お問い合わせ　
Team Smile部 鈴木ナオミ naomi@sweet-naomi.com

mailto:?subject=
http://ameblo.jp/skt88naomi/
www.thewinch.org
mailto:?subject=
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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。

映画同好会
▍次回の上映会のお知らせ
上映作品  『用心棒』 1961年
*いつもと日時や申込み締め切りが違いますのでご注意下さい
二組のやくざが対立するさびれた宿場町。そこへ一人の浪
人者がふらりと流れ着く。男はやがて巧みな策略で双方を
戦わせ、最後には自らの刀を抜き。。。。時代劇に西部劇の
要素を取り入れた痛快娯楽活劇。ピストルにマフラーのニ
ヒルな殺し屋を演じた新鋭・仲代達矢の存在感が光る。
ヴェネツィア国際映画祭で三船敏郎が主演男優賞をとった
黒沢映画を鑑賞します。こちらの上映で、しばらく映画同
好会はお休みいたします。

日時：3月16日(月曜日）13:00～16:00
会場：Farm Street Church 別館 
所在地：114 Mount Street, London W1K 3AH 
行き方：地下鉄 Bond Street 駅 または Green Park 駅か
ら徒歩５分ほど 
参加費：場所代として￡4、JA非会員￡5 
申込締切日：3月13日（金） 
備考：要申し込み  taekoj@hotmail.co.uk ジョンソン 
問い合わせは 渡邊 07783 426113 加藤ウォーバーグ 
07944 030150 まで

▍1月の報告
1月21日（第3火曜日）『Tokyo olympiad 1964』上映しま
した。皆さん一様に感動されました。何故かなら皆さん方
はロンドンに来る前の青春時代を日本で過ごされた方が大
半で、懐かしい思いも当然あったでしょう！ともかくこのドキ
ュメンタリー映画は、従来の「ドキュメンタリー」の範疇に入
らない作品で、むしろドラマチックな作品であり、市川崑総
監督の奥様で、女性シナリオラーターとして、「水木洋子」
か「和田夏十」かと言われるほどの実績を持っていた、和
田夏十さんに若手の白坂衣志夫、詩人、哲学者の谷川俊
太郎および市川崑監督の四人が参画し完成された脚本の
素晴らしさがあったと思う。また膨大に記録した実写版の
編集も大変だったと思いますが、「第二次大戦後の日本人
の苦難の道のりを乗り越え将来を見据えた一大叙事詩」が
投影されたドキュメンタリー映画であると確信できます。こ
の第18回東京オリンピック大会をキッカケに日本経済の復
興があり、日本人も豊かな生活が確保されました。教育、芸
術文化の充実もあって、今日の経済大国に発展して来まし
た。まさにその原点がこのフイルムに収められた映像のか
ちであります。今年の夏は二度目の「夏季Olympic大会」
市川昆監督に替わって、今や世界的に知られる女流監督「
河瀬直美」さんがバトンを引き継いだそうです。

今年の英国の冬は半世紀ぶりの悪天候だとか、あの文豪「夏目漱
石」でなくても滅入ってしまいます。こうした時ほど芸術の世界、中で
も楽しい映画をみてお過ごし戴くと良いのではーーーー。突然に映画
青年？を自称する私の方から、映画愛好者の皆さまに御通知申し上
げます。皆様方お一人お一人と一緒になって育み楽しんできました
『映画同好会』も、ほぼ６年間にわたり約８０本の映画の上映をして
来ました。ピカデリーサーカスのラーメン屋さんの二階から始まって、
現在のメイフェアーにあるカソリック教会別館での長期に亘る映画鑑
賞会実施は一重に皆様のご協力の賜物と心から感謝しています。
ところが正直なところ、私的なことで恐縮ですが、最近人並みに老い
を感じ、自らの体力の衰えと陰で支えてくれた愛妻の体調が思わしく
無く誠に勝手ですがこの「映画同好会」の運営から手を引きたいと
考えます。ここ数ヶ月、後継者として選ばせて頂いた加藤ウォーバー
グさんとも会の運営をよりよくするためにミーティングをして幹事達に
無理のない運営ができないか？相談も重ねてきました。幸い幹事の
まゆみさん、妙子さん、日出美さんはもとより日本人会理事（殊
に事務局長の千津子さん）各位のご助言を頂きました。ですが、

短時間では決め兼ねており、また決まり次第ご連絡いたします。

折からこの夏はオリンピックイヤー。名作記録映画『東京オリンピ
ック１９６４』（市川崑総監督）上映会活動をする事になりましたの
で、在英国日本人、英国人、世界中からロンドンで生活している皆
様にお見せしたいと、会場探しなどしております。有志で活動し、少
しでも多くこの収益金を『東京パラリンピック組織委員会』へ寄贈
したいと願っています。現在ロンドン市内にある大学講堂を二箇
所確保しました。この件につきましての御協力は別途ご案内を差し
上げますのでよろしくお願いします。
映画同好会では2月に『タンポポ』を
上映しましたが、3月には最後の最後、
天下の黒澤明監督が（世界の若手監
督に影響を与えた）世に送り出した三
船敏郎、仲代達矢主演の『用心棒』
を上映する事に-決しました。ふるって
ご参加くださいますよう、幹事一同お
待ち申し上げます。

幹事代表　渡邉道英

mailto:taekoj%40hotmail.co.uk?subject=


▍1月俳句を学ぶ会の報告
日時：1月16日（木）　13:30 より
出席者10名，季題は『小正月』　　
うっすら霧雨がけぶる中の良い出席で新年の集いとなり
ました。いつもより何か華やいだ感じがありました。

▍俳句を学ぶ会　3月のお知らせ
3月19日 (木)13:30 
3月の季語は「春帽子」です。
連絡先：クーパー矩子　02078285255 　　　　　　　

俳句を学ぶ会

ぱりぱりの薄氷踏みて小正月　　　　　　　　

　　　　　　　    松尾　美知子　　
　　　     （音の表現が効果的です）

境内に笑顔と振袖小正月　　　　　　　　　　

　　　　　    　　小野　宣美　　
　　　     （初詣の楽しい光景がよめました）

十五日小豆粥食べ邪気払い　　　　　　　
　　　　　　　　 上田　陽子　　
　　　     （小正月につきものの小豆粥が表れましたね）

小正月真っさらな暦張り終えり　　　　　　　
　　　　　　　　　キング　悦子　　　　
　　　     （改まった心持ちが感じられます）

とどめなき母の思い出小正月　　　　 
                                クーパー　矩子　　             
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▍2月の報告
第33回となる今回はバルト海近辺の国エストニア、ラトビ
ア、ポーランドなどのお料理が主なSouthwark駅から3分
のBaltic Restaurantで17名が参加。ボリュームたっぷり
の4コースで、中には食べきれず持ち帰りをした人も何人
かいた。コロナウィルスで中国人に間違えられて嫌な思い
をされないようにレストランに日本人であることをメニュー
の上にJapan AssociationのGourmet Societyと書いて
もらうようお願いしたり、心配をしながらレストランに着い
たが、皆waiter達はとても感じが良く差別もなく接してく
れて、ホッとして、食後のお茶もレストランで楽しんでから
解散となった。

iPhoneで写真を撮る時に顔などにピントを合わせたい時
は画面の顔の上を1-2秒タッチするとAE/AFの文字が表示
されその顔にピントと露出が合わされます。又全体の画面
の明暗を調節したいときは画面に表示されている小さな太
陽のマークを上下に指で移動すると自由に明るさが変えら
れます。

▍今月の豆知識 ▍3月の予定
• 日時: 3月3日(第1火曜日)   3月10日(第2火曜日)   
           3月24日(第4火曜日) (12:00 - 15:00)
• 会場: Le Pain Quotidien,Fulham　
• 所在地：212, Fulham Road,London, SW10 9PJ
• 行き方: South Kensington 駅、又はFulham Broadway 
駅からBus route 14, 414, 又はEarls Court 駅からBus 
route 328, C3に乗り、Chelsea & Westminster Hospital 
のバス停で下車、徒歩1分
• 参加費: 無料 （但し、会場を提供して頂いているお店にご
自身でお好みの飲み物又は食事を注文して、直接お店に
精算して頂きます。)
• 備考: 皆んなでお茶菓子を持ち寄りお喋りに花が咲き、毎
回あっという間に時が経つ和やかな会です。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以下の連絡先にご一報頂け
れば幸いです。その後はとくに毎回出席、欠席をお知らせ
いただく必要はありません。
• 連絡先: 松崎美枝子　
(miekobarraclough@hotmail.com, 07903445144)

スマホ同好会
2月11日、晴天ながらも気温の低い中、12名の参加でした。先回の参加者の方からの要望に応えて、最初に参加者全員から先
ずは質問事項をお聞きして、それに答えて行くと言う形を取りました。AppleのInternet BrowserであるSafariのBookmarkの
使い方、iPhoneのホーム画面のiconやフォルダーの移動フォルダーの名前の変更、iPhoneの言語設定の変更、Google Tran-
slation (翻訳）アプリのダウンロード・使い方、日本のTVニュースの視聴、LINEとText Messageの違い等 に々ついてQ&Aがあり
ました。その後、Scamメールや詐欺電話の経験談もあり、皆さんでその様な詐欺に合わない様、お互いに注意喚起しました。
そして、会の後はいつものパブで親交を深めました。

食べ歩き

mailto:miekobarraclough%40hotmail.com?subject=


グリーブス邦子

地下鉄散策スケッチ 【ポートレート】
2月12日、参加者9名、スマホでも使っているカフェ”ルパン“にてポートレート制作の準備から始める。日本語では肖像画、
という事になる。これも色 あ々り写実形の似顔絵に対して抽象形のマンガ”人物”だと似させる事が第1ではない。今回初
めて気が付いた事は、どんなスタイルにしろ描いた人が不愉快にならない作品に仕上げる事がエチケットだという事だ。
人物は難しい。点一つ一ミリのズレが人相を変える。そういう意味で大変良い勉強になる。良い絵を描くには先ずモデルに
なる人の良い表情を見付ける事、これが結構難しい。写真を参考にする場合は、構えて撮ったものより集合写真などリラッ
クスして撮った物の中に良い物がある。良い表情を捕らえる目が無ければ良い表情の絵を描くのは難しい。皆さんの努力ぶり
には頭が下がります。来月はボーリング場に行きます。一般の方の参加も歓迎です。楽しく遊び、そして学びましよう！

ビドル恵 シェイラ文野

山本郁子 ハーテイみえ
ジョンソン妙子

古沢いくこ スタンディング百合子 竹内みどり
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その他同好会のお知らせ

★ 地下鉄散策スケッチ
3月11日(第2水曜日) 11:30～
場所： Queens Way (Central line)
改札口を出た所で集合、その後近くのボーリング場で2時間
程楽しみ(絵は動く人物全身をスケッチ又は写真に撮る)、
ランチは隣りの中華又は近くに開店した“eat東京”辺り、ラッ
シュ前に解散の予定。

★ コーラス(旧 カラオケ改め)
3月5日(第1木曜日) 13:00～16:00
場所： Le PainQuotidien
(スマホと同じ場所なので、スマホの所を良く読んでください) 
連絡先： 竹内 07774 476 293

 
We Won’t Forget You 

Marking the 9h Anniversary of the disaster 

12:00-15:00 
11th March (Wed) 2020 

With an opportunity to make your personal memorial 
adding a petal to the memorial tree. 

 

 
 at St Margaret’s Church, SW1P 3JX 

next to Westminster Abbey  
 

 

photo by Shu Tomioka 

Contact : 日本語英国教会 Shuto-tomoni@hotmail.co.uk/shunoheiwa@gmail.com Contact : 日本語英国教会Shuto-tomoni@hotmail.co.uk/shunoheiwa@gmail.com

の
行事予定

◆英国日本人会公式サイト http://japanassociation.org.uk/    ◆英国日本人会Facebookページ https://www.facebook.com/japanassociation/
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スマホ同好会
コーラス
二水会
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スマホ同好会
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南支部懇親会
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映画同好会
*3月会報原稿
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俳句を学ぶ会

TEAM SMILE 
(SKT88)
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西支部懇親会
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