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7月理事会だより

・映画同好会を廃止、今後旧映画同好会幹事から映画上映会
の依頼がある都度、理事会で検討、日本人会としてできる映画
会は特別イベントとして扱う。
・日本人墓地への植樹は墓地の記念式典等で植樹する以外, 個
人の依頼では植樹を行わないとする。
・本年度のジャパン祭りはVirtualで行う。JAとしてはポジティブ
に出来ないと思うが何か思考があり、まとめてみたいと言う人が
いれば行う。
• 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

• Natural Natural の会員割引

＊詳細は最後のページをご参照ください。

JA会員の皆さま
ロックダウンも緩和されてき、正常の生活に戻りつつあり
ますが、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

慮なく下記までお知らせ下さい。

新入会員：1名 退会者：１名（本帰国のため） 
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、 会員入会申込書の更新を
しました。 http://japanassociation.org.uk/ご入会案内/
* 年会費 3 ヶ月フリーオファー
本年度も7月以降9月末までにご入会の方は1年分の年会費をお支払
い頂き、来年(2021年)10月の会費更新時までの会員費とさせていた
だきます。良い機会ですので、お知り合いでまだ会員でない方にご
案内ください。
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

NALC部
*7月21日10時より1時間ズームでヨガ教室開催
*座ってできるズンバ教室開催を行う事を検討中
メール： nalc@japanassociation.org.uk

TEAM SMILEよりご報告

鈴木ナオミさんの新曲「Harder and Faster」が
アメリカのチャートで
1位に選ばれました！！

▷ Yahoo!ニュース記事を
是非お読み下さい

【コロナと生きる】
都市封鎖で心と向き合い、
ヒットチャートで1位になった“ロンドンの歌姫”
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20200701-00185917/?f-
bclid=IwAR0bkzUSQgw4HgLL7msxOF_q6Uu32p7GYMO5vdxPh11m-
8dEPla4WRb8uJCg

▷ 新曲　Harder and Faster　曲紹介
https://youtube.com/watch?v=33vMM_nQTW4

 

▷ ダウンロードはこちら
English version https://linkco.re/c1HYv7DE
Japanese version https://linkco.re/02zmANsn
▷ 『癒やされて下さいシリーズ』も合わせてご覧下さい

「ジュピター　薔薇」
https://youtu.be/B5t-yO7rL70

鈴木ナオミさんからのメッセージ
「いつも応援ありがとうございます。皆さんのご支援のおか
げでいつも頑張ることができています。
これからもどうぞ宜しくお願いいたします。鈴木ナオミ」

iTunesで配信したことがきっかけ
で、「キングズ・オブ・スピン・トップ
30」の1位に選ばれました。

薔薇の写真を募集して参加型ミュー
ジックビデオ『癒やされてください』
を作成しました。
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福祉部

7月の福祉部例会は1日（水）午後3時より初めてのZoomミーティン
グとなりました。Zoomに不慣れなメンバーばかりの為、数人で前
もって「練習」をしておいたお蔭で当日は問題なく進行でき、ホット
したことは隠せません。思えばいつものファームストリート教会で
の例会が3月初旬だったので4カ月振りのミーティング、ロックダウ
ン中は毎月メールでやり取りをしていましたが、やはり皆の元気な
顔を見ながらの例会はとても嬉しく話も弾みました。世界を脅かす
コロナパンデミックではありますが、この緊急事態でZoomが一挙
に世界中に広がり、多くの人 に々喜びを与えてくれているともいえ
ます。
今月も東西南北の各支部からの報告は、見守りプロジェクトの対
象である皆さんのほとんどがお元気でおられるという嬉しいもので
ありました。しかしながら、以前は元気にJAの諸 の々イベントに参
加されていた会員がお年と共に足が弱くなってきている、又は持
病が次第に重くなってきている、などの報告もあり、福祉部として
は今まで以上に心を込めた見守りに力を注ぎたいと思います。
今までは全て自分で出来ていたことも徐 に々人の手を借りたい、気
軽に頼める人がいたら、、、と思うようになるのは、生きている限り

7月の報告
いつかは誰もが体験することです。又、年齢に関係なくこの長く続き
そうなコロナ感染で気分が滅入ってしまいそうになることもありまし
ょう。いつもは英語での生活で大丈夫と思っていても、時には日本
語で気楽にお喋りしたい！と思う時もあるのではないでしょうか。そ
んな時はどうぞお気軽に福祉部にご連絡ください。
福祉部は「楽しい毎日を過ごすためのネットワーク作り」の大切さを
実感しています。最近は何かお手伝いしたい、という思いを持って
入会される若手の方 も々結構いると聞いています。ＪＡ会員の皆さ
んが英国に住む同士としてお互い助け合い、学び合うことが出来
ればどんなに生活が豊かになることでしょう。パンデミックが教えて
くれたことに「隣人を思う優しさ」があると思います。人間の良い面
が、この大変な時にＪＡ会員の間でも実行されることを願ってやみ
ません。

ヘルプを必要とされている方、福祉部のネットワーク作りに協力して
下さる方、又は福祉部に対するご希望のある方はメール、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

紅葉会(Zoom)

7月2日（木）、「今後の紅葉会のあり方」と言う表題でズームによ
る紅葉会を開催しました。
新年会以来お顔を拝見する会員の方も数名おり、また、日本から
も2名参加してくださり、26名の参加でした。
1.　「今後の紅葉会のあり方」では
● 紅葉会は部長ではなく「紅葉会コーディネーター」を3人程

度自薦、他薦で選び、その方 が々（交代で）紅葉会を運営
していく

● コーディネーターの選出は一斉メールで会員全員に募りま
た。JAのFB等を活用し、広く会の外にも呼びかける（7月
11日付一斉メールを参照）

2. ここしばらくの間は集会はできないため、紅葉会はズーム
で行う予定

3. 参加費
● 当面の間、ズームのみで行う場合は無料

4. ズームのメリット
● 遠方の会員も参加できる
● 今後、会場形式で行う様になってもズームと並行して行

い、遠方の方も参加いただける様にする

日時：7月23日（木）午前10時45分より
演題：キャラ弁を一緒に作りましょう・外国人向け簡単和食の紹介
講師：富永紀子　 
わしょクック株式会社　代表取締役社長 
一般社団法人　外国人向け料理教室協会　代表理事
【経歴】
北里大学　薬学部卒業　薬剤師資格を取得。
1991年～2016年クラシエ(株)（旧カネボウホームプロダクツ）、日本ロ
レアル(株)、ベーリンガーインゲルハイム(株)、ガルデルマ（株）の化粧
品・製薬会社のマーケッターとして数多くの製品を担当。
そのかたわら、クシマクロビオテックス、国際食学協会で料理を学び、食
育指導士の資格を取得。2014年に外国人向け料理教室「わしょクック」
を自宅でスタートし、2016年に会社設立。現在では東京・神奈川・大阪
の３つ教室で運営。
2017年に一般社団法人外国人向け料理協会を設立。外国人に和食を
教える事のできる認定講師の育成スクールを運営。スクールでは料理
の技術だけでなく、ビジネスとして運営していくための、ノウハウも取
得。認定講師の資格を取得すると自宅や貸会場で外国人に和食料理を
教え、教室を運営することが可能。現在110名が業務委託契約を提携
日本全国・海外で110のフランチャイズを開校。
和食作りを通したチームビルデインング企業研修、インバウンドによる
地方創生事業も展開している。https://washocook.com/ja/home/
今回は富永先生にお子様、お孫さんに喜ばれるトトロのキャラ弁（キャラ
クター弁当）作り方、また外国人向け簡単和食を紹介していただきます。
＊ご一緒に作りたい方は下記リンクから材料を確認してご用意ください。
時間は50分程度です。
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/files/499eb1f4-9c41-
4786-a02c-d030658ffe15/キャラ弁_トトロ_新弁当箱_オンライン_紅葉会用.pdf

今回は会員、非会員の参加大歓迎ですので、お友達にもご紹介ください。
参加の申し込みはkoyokai@japanassociation.org.uk まで。
通常、紅葉会は申し込み不要ですが、ズームでは申し
込みをされないと参加できませんのでご注意ください。
非会員でご参加の方は２、３、４にご記入ください。
1. 会員氏名　2.ゲスト氏名　3. ゲスト携帯電話番
号（可能であれば）　4. ゲストメールアドレス
当日お目にかかれますのを楽しみにしております。 
 

ズーム紅葉会報告

7月ズーム紅葉会のお知らせ

8月以降のズーム紅葉会のお知らせ

8月末、もしくは9月始めに、ハンプトンコートで染織文化財修復
部門の責任者であられる、高見美花さんに「テキスタイルコンサ
ベーション」のお話をしていただく予定でおります。ズームにて
ヘンリー８世時代のタぺストリーの修復、洗浄、ビクトリア女王
のケープの修復等をご覧になりながら講演いただく予定です。
詳細は追って一斉メールにてお知らせします。
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平和を祈る　広島・長崎原爆投下75周年を覚えて

Pray for Peace – remembering the 75th Anniversary 
of the Hiroshima and Nagasaki Atomic Bombs
Open between 12:30 - 15:30 on 6th August 2020 
at St Martin’s Church, West Acton W3 9SQ
上記時間内 　出入り自由　

Free entry – please light a candle during the 
above opening hours

by Tomomi Johnson
主催　日本語英国教会　
St Martin’s, West Acton 
Japanese Anglican Church (UK) St Martin’s West 
Acton
Contact : Shuto-tomoni@hotmail.co.uk

日時：7月8日(水)午後8時より
講師 ：沖田利通様
演題：宇宙に思いを馳せて -星空観望の楽しみ-
会場：ZOOM スクリーン上
参加人数：55名

7月の報告

二水会

二水会で二度目のZOOM講演会となり、先月よりも安心して進
められました。
沖田様からは玄人はだしの知識と経験に基づき、広大な宇宙
の様子を素人でもわかるように解説いただきました。星空を最
後に見上げたのはいつだっただろうかと、参加者一同童心に
帰りながら、銀河鉄道に乗って宇宙を旅しているように講師の
話に引き込まれていきました。綺麗な写真にため息をつきなが
ら、何千光年という目もくらむような時間の彼方に想いを寄せ
て、はるか昔に誕生した星が放った光を、今私たちが見て感動

している不思議と、人間の
小ささを感じないではいら
れない楽しい一時間でし
た。40億年後には、太陽
が膨張して地球が飲み込
まれて消滅してしまうとい
う話を聞き、科学が発達し
て不老不死が達成されて
も、40億歳までしか生きられないのかと、とんちんかんなことを
思ったのは、恐らく私だけだと思います。楽しい講演を無事に終
える事ができたことにつきまして、事前に準備をよくしていただ
いた講師の沖田様、参加いただいた皆様に感謝申し上げます。

今後しばらくZOOMを利用して二水会を開催して参ります。8月
は夏の休暇をいただき、9月の開催となります。
9月に皆様にお会いできることを楽しみにしております。（伊東）

ロックダウンも少しづつ緩和され、街 に々
活気が戻って来つつある今日この頃、皆様
はお元気でお過ごしでしょうか。やっとフェ
イス・マスク組が増えてきたようですが、ま
あ、遅すぎるということはないのでしょうね。
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　

ヘンドン日本人墓地清掃

お盆の清掃、供養を8月14日（金）
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。
清掃後、三輪精舎より石井健心様
の読経供養がおこなわれます。
只、この度はコロナウイルスの影
響で、恒例の清掃状況で運べませ
ん。ロックダウンも柔和になってき
ましたが、ご参加人数制限等が御
座います。
8月に入りまして、ご参加可能な方
は下記にてご一報ください。
fujitajapanassociation.org.uk 
Tel 0208 208 0408  l  07930 455 026 
ご連絡、宜しくお願い致します。　藤田　（墓地管理部）

お盆の清掃、供養のご案内

特別イベント部・都道府県人会

＊恒例の懇親会はコロナ禍のために今年は中止
＊9月13日開催予定の都道府県人会ゴルフ大会の件ですが、コ
ロナ禍のためにゴルフ場も100名も受けられないかと思うので来
年に延期の予定です。（ゴルフ場と交渉中）　
＊バス旅行やゴルフ懇親会も今年は中止
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会 員 紹 介 鬼頭あゆみさん： 数々の世界遺産を取材したフリーアナウンサー

はじめまして、フリーアナウンサーの鬼頭あゆみです。ロンドン
へ来てちょうど1年。夫の転勤に伴い10歳と8歳の子供とともに
やってきました。
東海テレビでキャリアをスタートさせ、ニュースやスポーツ番組
を担当。その後フリーランスとなり、TBS「サンデーモーニング」
に出演、その後、NHK「探検ロマン世界遺産」でリポーターとし
て、4年間、世界各国の世界遺産を取材しました。南米のガラパ
ゴスやアフリカのセレンゲティ・カナダのスカングアイなどの秘境
からヨーロッパの世界遺産などなどを巡りました。中でも特に、
思い出が深いのが、イエメンのシバームです。砂漠のマンハッタ

ンと呼ばれる泥のレンガで
作られた摩天楼。砂漠の中
に忽然とあらわれるその姿
は、とても印象深いもので
した。多くの人たちに取材、
特にイスラムの女性たちの
暮らしを垣間見れたことは
貴重な経験となりました。

2019年7月に渡英以降は、NHKの８K番組のナレーションをす
るなど、ロンドンでも少しづつフリーアナウンサーとしての活動
を続けています。
来て早 、々まさかのロックダウンになってしまいましたが、一日
一回のエクササイズで公園へ出かけ、新緑の美しさに改めて気
づかされた日 で々した。この時期のイギリスの公園はとても美し
く、毎日散歩する中で、緑の濃さが変化するなど自然を楽しむこ

とができました。
映画「ラブアクチュアリー」が公
開された時、来日した主演のヒ
ュー・グラントさんにインタビュ
ーする機会がありました。その時

「ロンドンのおすすめは、リージ
ェントパークやハイドパークなど
の美しい公園」とおっしゃってい
ました。今回、ロンドンでの生活をスタートさせてみて、本当に、
ロンドンの公園の良さを実感しています。ロックダウンの緩和が
始まってから一番の楽しみは、ファーマーズマーケットで新鮮な
お野菜や果物そしてお魚を買うこと。イギリスのお野菜は土が
違うからでしょうか？日本よりも甘みを強く感じます。そして果物
が安くて、とても美味しく、最近は特にケント産のチェリーには
まっています。もう一つマーケットでの楽しみが、フィッシュスタ
ンド。釣りたての新鮮な鯛を買ってお刺身で食べたり、生きたロ
ブスターや蟹を買ったりしています。ロックダウンの中でも、やっ
ぱりロンドンは楽しいと思う日 で々す。

鬼頭あゆみ
ホリプロ所属フリーアナウンサー
東海テレビを経てフリーに
TBSサンデーモーニング
NHK総合　探検ロマン世界遺産リポーターなどに出演していた
2019年7月よりロンドン

▍今月の豆知識
－ QRコードの読み取り方法 －

▍ 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。
7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日
途中参加・途中退出も自由です。
備考 : 特に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

7月14日のスマホ同好会は日本からの1名を含め、24名の参加でした。iCloud・iCoud Drive・icloud.com、VPN (Virtual Private 
Network)、スマホ同好会インターネットサイトでの過去のメールマガジンの閲覧、iPhoneのカレンダー・カメラ機能等 に々ついてQ&A
が有りました。

スマートフォンでQRコードを読み取れば、
一瞬でwebサイトにアクセスすることが可
能です。カメラの写真を起動させます。写
真をQRコードに近づけると黄色い囲み枠
ができスクリーンの上部にwebサイトQRコ
ード・・・・・をSafariで開くと出るのでそれをタッチするとwebサ
イトが表示されます。そのサイトを保存したい時はスクリーン
の下部に表示されている四角に矢印のついたマークをタッチ
して保存先を選びます。

4

♪　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。

mailto:miekobarraclough%40hotmail.com?subject=


地下鉄散策スケッチ 【夏】

グリーブス邦子

ハーテイみえ

竹内みどり

田口邦子ビドル恵

古沢いくこ

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)
コロナで集会はもう少し様子を診たいので当分はお休み。

★  地下鉄散策スケッチ
出たい人と出たく無い人が半々なのでとりあえず宿題とす
る。題は“水”。水には流れ、渦、滝、飛沫、etc色々な形があ
る。それを絵にしてみましよう。出たい人達の為の具体的
な良い案ができたらメールします。
〆切は8月19日正午です。頑張って描いて下さい。

山本郁子

コロナで集合出来ず 宿題画になつて4回目。今回は描く領域を広げて”夏”をイメージする物を描いてみた。予想外に広範囲には
ならなかった。ひまわりが４人も居たのには一寸驚き。それだけスーパーなどでも売っているポピュラーな花だからだろうか！
花火は最近では大晦日から新年にかけての世界中の一大イベントとなっているが 我 の々年代の日本人には隅田川の花火大会な
ど 浴衣にうちわなどを持って夕涼み方 見々上げる夏の夜空を連想する。コロナも大分緩和され元の生活に戻りつつあるが全面的
に戻るにはもっと大きな時間がかかるだろう。8月は何時もなら海に出掛けたりするが今年は我慢、出たい人と、出たく無い人が
半 な々のでとりあえずは宿題とし、何か良いアイデアがあった時はメールで知らせる事とする。

ジョンソン妙子
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▍6月俳句を学ぶ会の報告: 季語【薫風】
今月もメールで皆さんの句を送り合いました。送られてくる句
が増えて嬉しい悲鳴です。ロックダウンも会員には創作意欲を
かき立てたのでしょう。

▍俳句を学ぶ会のお知らせ

俳句を学ぶ会

薫風やふわりと揺れるワンピース
（映画の場面のようですね。） 　　  ウィーラー由美　 　
　　　　　　　　　　　　　
薫風に乗って流るるピアノの音(ね)　　　　　　　 

（この曲はショパンでしょうか。）　   ウィンター千津子 　　
　　　　　　　　　 　　             　
薔薇咲いて薫風に託す旅の夢　　　　　 
 （旅を思う初夏の句です。）          岡部道 　

風薫る、木の葉のささやき楽しみて 
                                                               田口邦子

水鳥の泳ぐ川面に風薫る
                                                               川西弘子

薫風の市場（イチバ）めぐりて昼餉時 
                                                               クーパー矩子

白雨（しらう）浴び枝で身を震る小鳥かな　　　　
（よく観察していますね。）  　　　　上田陽子
　　　     　　　　　　　　　　
万緑の息吹身にしむ夜明けかな　　　　　　　

（しみじみとした情感があります。） 　 広瀬信子

薫風や夫婦（めおと）茶碗に注（つ）ぐ煎茶　　　 
（美味しそうなお茶の香りがしそう。）バンダースケーフ 日出美

如雨露持つ手に薫風の流れおり　　　　　　　
　　　　　　　　　   キング悦子 

虹の橋二重に架かり風薫る　　　　　　　　　
                                                   タミーガブニー

見上げたる空の色濃き風薫る 
                                                   福重久子 

薫風に絵筆休めて深呼吸　　　　　　　　　　 
                                                 松尾美和子( オハロラン) 　　　     

7月・8月と句会はメールで作品をクーパー先生に送ります。
7月の季語は「万緑」　8月の季語は「盛夏」です。
連絡先：クーパー矩子　02078285255

渡邉道英 さん 『コロナウィルス騒動の中での明るいニュース』
本日、我が家に明るいニュースが飛び込んで来ました。それ
はしばらく音信不通の若い女性から届いた極めて明るいニ
ュースでした。
私どもの郷土四国は、「タオルと造船の町」今治市（市役所
の職員）から「ハンプトン宮殿」の中にある大学に留学中の

『阿部寿江（ひさえ）』さんからのメールでした。
卒論を書いているとの情報は本人から年明けにあり、卒業
論文が終わり次第、３年間の留学も終わり帰国すると考え
ていました。
その際には、我が家で愛媛県人会を開催（バーベキューを
実施）することになっていました。ところが今回のコロナ問題
で大変な思いをした様子。

『渡邉さん、ご無沙汰しています。お元気ですか？　連絡せ
ずすみませんーーー先日、プロジェクトを提出し、オンライン
で学校のAwards eveningがありました。そして、Best Dis-
sertaitionとTop Studentを受賞しました。首席で卒業でき
るので、この３年間が報われました。今は学校のconfiden-

tialプロジェクトに取り組んでい
ます、7月中にはナナエさんも交
えてお会いできれば幸いです。
スケジュールの目処がついたら
連絡します』
一般の人にはよく解らないでしょ
うが、彼女が学んだ内容は、英
国の伝統的な『刺繍』の研究と、
実際に刺繍そのものを創ること
でした。誠にすごいことです。本
人は今治市に職員として長く勤
め、その報償として３年間好きな事をやって良い事、当然
職場復帰も認めるとのことで、「将来のタオル作り」の為に

「伝統的な刺繍の勉強」をしたいとのことでした。兎に角素
晴らしい足跡を残してくれたと日本人の一人として誇りに思
い、且つ祝福を送りました。

写真は刺繍作業のイメージで登場人
物とは関係ありません。
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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

世界遺産の世界遺産の旅旅
Vol.1Vol.1

☞ 今月は『世界自然遺産ジュラシックコースト』

こんにちは！鬼頭あゆみです。イギリスで暮らしはじめて1年、英
国初心者です。今回、会報に自己紹介を載せさせていただいた
上にさらにコラムまで書かせていただく機会をいただき大変恐
縮です。
● ● ●

ここ数ヶ月のロックダウンの間の楽しみはファーマーズマーケッ
ト。英国産の新鮮な野菜やお魚を買うことができ日本にいる時
以上に美味しく新鮮な食材に恵まれて生活することができまし
た。特に、漁師さんの鯖、カニ、ロブスター、牡蠣は絶品で、コロ
ナ太りの主な原因の一つになっています。聞けば、ドーセットの
海で獲ったものだとか。先日、鯛を買い、お刺身にさばいて食べ
ている時にこのお魚のとれるドーセットの海は果たして綺麗な
のであろうか？安心して食べるためにもその海を見に行かなく
てはと思い立ったのです。
DORSETとグーグルマップで検索し、その海岸線を見ていくと
世界自然遺産ジュラシックコーストと言う美しい海岸線がでて
きました。会員紹介でも書か
せていただいたように、数年
前まで、NHKの番組で世界遺
産のリポーターをしていたの
で「是非、見ておかなければ！
」と俄然やる気になったので
す。

（と言っても、最近運転を止
めたので夫をそそのかし運転
をしてもらいました）
● ● ●

ロンドンから片道3時間弱、道中の景色も美しく、途中茅葺屋根
の可愛らしい村を通り過ぎ、ジュラシックコーストがあるダード

ル・ドアに到着。駐車場からは、コロナの時
代ですので、目指す海辺までワンウエイシス
テムになっていました。しかし、その道がひ
どいのです。歩けば歩くほど海岸線から遠
ざかり、しまいには林の中に迷い込み、さ
らに、牛の放牧地と思われる谷を歩くこと
15分。完全に道を間違えたと諦めかけた

瞬間、突然目の前に、断崖絶壁と真っ
青な海が姿を現すのです。ドラマティ
ックな海との出会いにドキドキ。まる
でテレビの演出のようです。コロナ対
策のおかげ？で感動が倍増です！（この
ルートを是非おすすめします）

ジュラシックコーストは、この写
真にあるように恐竜が水を飲
んでいるかのような景色がとて
も印象的です。なんでこんな形
に？と不思議に思っていると、そ
の側には、ジュラ紀の地層が見
られる絶壁も。恐竜の暮らして
いた時代に思いを巡らせなが
ら靴を脱ぎ足だけパシャパシャ
と。
● ● ●

今回の旅でのもう一つの出会いが、PURBECKのアイス。地元
のミルクで作られていて絶品。ハニーコームハッシュと言うア

イスは、思わずおかわりしてしまう
程。絶景を楽しみながら味わってみ
てください。

● ● ●

世界遺産の番組のリポーターとして、世界35カ国で絶景を見て
きましたが、地球の裏側に行くために飛行機で30時間かかった
り船にのったり、セスナにのったり二度と戻れない場所ばかりで
した。ロンドンから車でたった3時間弱でこの海に出会えるなん
て、英国の魅力の奥深さに改めて感動しました。
今度からは、あのドーセットの海を思い浮かべながら、お魚を味
わおうと思います。

まさに絶景！
絶対いつか行きたい！
車持ってない（泣）

次回はどこの世界遺産が
見られるのか楽しみ！

編集担当まきこ
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ナチュラルナチュラル日本食材

※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

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】
・8月2日（日）までのご注文⇒8月8日（土）に配達
・8月9日（日） までのご注文⇒8月15日（土）に配達
・8月16日（日）までのご注文⇒8月22日（土）に配達
・8月23日（日）までのご注文⇒8月29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。
☆冷凍メニューが少し復活しました ☆ 
前回大変好評だった冷凍メニューを９点のみ復活しております。 
※配達の際はクーラーボックスに入れてお届けいたします。
＊納豆＊冷凍餃子　鶏&野菜＊たこ焼き＊うなぎ蒲焼＊イカゲ
ソ＊のばしエビ（天ぷら用）＊竹笛ちくわ＊あらびきソーセージ
＊大福５個入り（白、赤、白ごま、黒ゴマ、黒豆）
◎仕出し弁当の例

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
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もしくはお抹茶
のアイスクリームをプレゼントさせて頂
きます。

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 鰻重 松花弁当

So Restaurant お惣菜ホームデリバリー 

So Restaurantは無事Liverpool Street近くのSozai Cooking 
Schoolに移転し惣菜デリバリーは再開しました。お近くの方に
は便利なお引き取りも出来ますし、近 テ々ークアウェーも開始し
ますのでご期待ください。
Soのお惣菜お届けを値下げ致します！
£60のお惣菜セットを£53に。また追加
注文のフォアグラ重は£29が£25、うな
重も£26が£23でお求めいただけます。

だんだん残り少なくなって来ましたが、在庫があるうちだけのお
飲み物の特価販売も続いており、最後にビールの大放出です。
お酒類もVAT分値下げしました。更に大好評のちらし寿司も追
加、または単品ででお求めいただけるようになりました。
単品の場合は一回のご注文が£60以下の場合、送料が掛かり
ます事ご了承下さい。
ご注文はこちらから（曜日によって配達可能なエリアが変わりま
すのでご注意ください）
https://neconote.com/users/85583/services?utm_sour-
ce=ja&utm_medium=email&utm_campaign=delivery
詳しい申し込み手順は以下の「So惣菜デリバリー申し込み手
順」を参考にして下さい。
https : / /docs .goog le .com/document /d /1cTG51t -
nQKEfF9pVj9BUleClGbxEV1q6Zaw26MF-YTcA/edit

So新住所
5 Middlesex Street London E1 7AA
お問い合わせ先：info@neconote.com

フォアグラ重 ちらし寿司 うな重

日本食デリバリーサービスとお得な情報

8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、短歌な
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8月19日 newsletter@japanassociation.org.uk
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