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10月理事会だより

10月7日に行われた理事会の抜粋です。
• 家族のメールアドレス登録可とする。ただし、会員の投票権
は一家族一票とする。また同家族でも投票権希望の家族
がいる場合には別途年会費をいただく。ご家族のメールア
ドレス追加希望の会員は下記までメール連絡のこと。

　　 membership@japanassociation.org.uk
• 非会員の同好会参加について。本来、同好会は趣味・興味
が同じ会員同士が集まって作った会であり、英国日本人会
のメリットを高める為にも非会員で同好会に参加する人に
は会員になっていただくようお願いをする。また非会員で福
祉のケアを必要とする人もなるべく会員になっていただくよ
うにする。

• ズーム参加で参加者には名前を出してもらう事。名前を出
さない参加者には退出してもらう旨、あらかじめズーム会
の催し物の案内に入れるようにする。

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。
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新入会員：4名 現在会員数：メール会員327名／文集郵送希望
会員41名　文集・会報郵送希望会員51名（名誉会員8名を含む） 
退会者（含9月）25名 計327名
会員年会費更新
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。
今年から年会費更新はオンラインとなりました。
https://forms.gle/YJum3jRML2AUVsJL8
また従来通り紙面ご希望の方はこちらをクリック願います。
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/files/
98fad75e-8c88-4451-9a18-67592c05d482/20_21_年会費.フォーム
docx.01.pdf

会員部からのお知らせ

締め切りは9月30日でしたのでこの日以降の更新には£2の事務手数
料がかかります。
電話 07957548023　 会員部　ウィンター　千津子
メール membership@japanassociation.org.uk 

TEAM SMILEよりお知らせ

「バーチャルホリデー世界旅行に行った気分になろう！！」講座
2020年11月21日（土）１３時～　所要時間70分前後
◆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：naomi.suzuki@japanassociation.org.uk
今年はイギリス国外への旅行に行けず、不完全燃焼なサマーホ
リデーだった方も多いと思います。そんな方へ、2001年からロ
ンドン在住、趣味世界旅行・旅行歴30年の工藤千春さんが皆さ
まの残念な思いにリベンジするかのごとく、見た事もない世界
の絶景や憧れのリゾート地をご紹介。皆さんも一緒にバーチャ
ル世界旅行をしている気分に浸って下さい。
◆ 講師：工藤千春さん
2001年にワーホリで渡英以来ロンドン在住。現在はIT系企業
に勤務しながら、旅行と1人暮らしを満喫している。
*******************
10月3日に開催しました「美容・健康オンライン講座100歳にな
っても若 し々く Vol.1」にご参加いただいた皆さまありがとうご
ざいました。次回は来年の1月を予定しています！！お楽しみに！！



日時：10月14日（水）午後8時より          講師：上野直之様
演題：進化し続ける東海道新幹線
参加人数：40名 (Zoom)
新幹線について、その歴史から技術的な進化、そして、営業・開
発・生産・保守などの部署が一体となって行われている絶え間な
い改良や、環境性能の向上と省エネなど、についてお話しいただ
きました。講師の上野様ご自身が、運転手としての経験から始ま
り、現場の保守作業や、アメリカでの新幹線の売り込みなど、様々
な業務に携われてこられたことから、幅広いお話をわかりやすくお
話いただきました。
会場での開催ができない状態が続いているのは残念ですが
Zoomでの開催となったことから、大勢の方 に々気軽にご参加い
ただけることになったことが予想外の喜びとなっています。今回
は、未来を担う10代の少年からも数名の参加があり、JRに就職す

るためには、どのような勉強をし
ておく必要があるのか、など鋭い
質問が出ていました。（回答とし
ては、特定の学部・勉強ということ
ではなく、業務に応じて様々な知
識・経験が求められるとのお話で
した。また、現在では海外での人

材も多く求められているとのお話がありました。）他の参加者から
は、日本の高い品質と海外で求められる品質の差についての質
問などもあり、日本の技術の優位性と、一方で、海外で同じように
展開できない（またはそこまでの高い品質が必要とされない）こと
の難しさがあるとのお話がありました。
コロナウイルスの影響で今は人の移動が制限されている状況で
すが、いずれ安全かつ快適に、好きなところに移動できる日が戻
ってくると思いますので、日本が世界に誇る素晴らしい技術の一
つとして輝き続けていって欲しいと感じました。（伊東）

10月の報告

二水会

1948年長野県岡谷市に生まれる
2、３才の頃両親に連れられて東京、池袋へ
学園紛争最中に大学に在籍。ノンポリで学生運動とは無縁の生活
卒業を前に欧州旅行へ。その後ロンドンに移住。
手始めにレストランを、その後車のビジネスへ移行。
2003年に車のディーラーを売却、セミリタイアとうそぶきしばし充電
期間（かどうかは甚だ疑問）
2006年にレストランを再開
2016年以降は今までとは全く違うオンラインビジネスを目指す。

講師： 浜 哲郎様　 ���ϐ���

日時：11月11日（水）午後8時より          
演題：好奇心と欲・生涯現役
参加費：無料 (Zoom)
初めてロンドンの土を踏んだのが1971年晩秋。英国生活がそろ
そろ40年近くになろうとしています。幼い頃から何かを作るのが
好きで、きっといつかは建築とか自動車とか何かを作る仕事をす
るのだと漠然と思っていました。それが何故かもの作りの道へは
進まずにイギリスに住み着き20代で起業。以来、仕事が趣味でし
ょうと言われても仕方ないほどいつもビジネスをしています。何故
ビジネスなのか。20年近く前にいったんメインのビジネスを売却
し、50代半ばで早期リタイアした格好だったのに何故まだ仕事を
続けているのか。イギリスに来るに至った経過からざっと半生を振
り返り、ビジネスを続ける訳をお話しさせていただきます。

11月のお知らせ

*参加申し込み：下記のメールアドレスにお知らせください。
nisuikai@japanassociation.org.uk (二水会専用アドレス) 
★参加受付確認のお願い：Zoomへのアクセス方法は11月8日（
日）にご案内予定です。11月9日（月）時点で案内メールが届い
ていない場合は、ジャンクメールをご確認ください。見つからな
い場合には上記二水会専用アドレスまで再度ご連絡ください。 
できるだけ11月8日までにお申し込みいただけますと幸いです。
＊100名までの参加が可能になります。　　　　　　　　　　
二水会幹事代理　伊東敬行

NALC部
ナルク部では10月1日に「ファイナンシャルアドバイザーから見た
人生後期 ライフプラニングの立て方」のオンラインセミナーを
開催し、St. James’s Place Wealth Mangementの新井康人
様にお話しいただきました。28名の方 に々参加いただき、多く
の方から有意義な話であったこと、日本語での説明が分かりや
すかったこと、そしてLPA（Lasting Power of Attorney)の必要
性が理解できたので準備をします、といったフィードバックをい
ただきました。
なお、エンディングノート関連セミナーは、今後も定期的に、法
的手続き、ファイナンシャルプランニング等を勉強会として開催
をしていく予定です。
次回は日本の法的手続きを日本在住の弁護士の方にお話をい
ただく方向で検討していますので、詳細が決まりましたらご案
内させていただきます。

10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、
インストラクターの資格を持つオブライエン直子会員に教えて
いただきました。このクラスには17名の方 に々参加いただき、フ
ィードバックも、30分とちょうどよい時間で楽しく体を動かすこ
とができました等と、参加者の皆様に喜んでいただけたようで
す。そこで、今後は毎月第1火曜日午前11時からの定期開催と
し、来月は11月3日と予定していますのでよろしければ参加くだ
さい。
また、ナルク部で長く大西敬子会員にご協力いただき行ってい
るヨガ教室は10月13日に行われ、10名の方に参加いただきま
した。この教室も常に参加者の皆様に喜んでいただいており、
今後も毎週第2火曜日午前10時からの定期開催とし、来月は11
月10日に行いますので、通常通りご案内の一斉メールを発信し
ますが、ご予定に入れていただければ幸いです。
ナルク部　nalc@japanassociation.org.uk
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福祉部

した。前回と同じく20人強の方々が3時間の枠の中で自由に入
ったり出たりされました。今回の関心は、この長引くコロナ禍の
なかでどのような体力維持をしているか、でした。筋トレや毎日
歩くことを続けている人もいれば、近頃はモチベーション低下気
味、という声もありました。コロナ終息の日が来る日を待ち望み
ながら心身ともに持ちこたえたいですね。お互い励まし合って
頑張りましょう！
次回の「福祉歓談サロン」は11月18日（水）2時から5時です。数
日前にリマインダーとZoomのリンクをお送りします。予約は必
要ありませんのでお気軽にお寄りください。ご質問がありました
ら下記までご連絡ください。
メール:　welfare@japanassociation.org.uk
電話連絡先:　07840219028　田口晴恵

福祉部

去る10月7日（水）にZoomにて福祉部例会が開かれました。
今回は新しく福祉部メンバーになったホール美奈子さんの紹介が
ありました。お住いがグリニッジですので担当地域は東支部にな
ります。一緒に奉仕の仕事が出来ることは大変嬉しいことです。
今月は3人の会員の方 か々ら福祉部に対して感謝のお言葉を頂き

ました。何と言って大きなことをしたわけでは
ありませんが、ちょっとしたお手伝い、支部担当
者のチームワークによるモラルサポート、そし
て毎月お電話で連絡をしていることに対しての

お礼などでした。これからも出来る限りのことは続けていきたいと
思います。
10月21日（水）の午後2時から第二回目の「福祉歓談サロン」が開
かれました。今回は日本とフランス（旅行先）からの出席もありま

紅葉会(Zoom)

日時　9月24日（木）13:00－14:30
9月の紅葉会は9月24日におこなわれた。
競馬レポーター・写真家の富岡典子さんをお招きし「馬との関わ
りと華麗なホースレイシングについて」の講演でした。 競馬は、
富岡さんがニューマーケットに移り住んだ事で、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、日本の競馬
関係者のお手伝いをしたり、自分も競走馬のオーナーになったり

それは楽しかった90年代のお話や、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したお話
でした。
また、NHKの３時間番組の制作に関わった「華麗なるイギリス
競馬の世界」という、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、実際に参
加者と競馬に触れ、ホースレイシングの番組についてや、馬の
セリや生産牧場など、競馬産業について、また、ニューマーケッ
トについて盛り沢山のお話をいただきました。（参加者48名）

9月ズーム紅葉会報告

ズーム紅葉会10月のお知らせ
注）10月の紅葉会は10月22日に予定していましたが、講師の都
合により、11月6日（金）に変更となりました。
第5回ズーム紅葉会
日時：11月6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

新型コロナ感染拡大により本年4月より専門の外科部門から「コロ
ナ病棟」で患者のケアに当たり、目のあたりにしたコロナ患者との戦
い、そのご苦労のお話をいただきます。       　　　　　　　

ズーム紅葉会11月のお知らせ
日時：11月26日（木）午前10時半（10時15分より入場可）～ 
参加費：無料
講演テーマ：クリスマス華やかなお寿司作り

講師：NHS日本人看護師　ピネガー由紀氏
2001年に渡英、マンチェスター大学カント学部
卒業、英国の正看護師免許を取得。2013年か
ら英国中部のNHS病院に勤務。外科部門に所
属。本年4月からは新型コロナウィルス感染拡
大のため「コロナ病棟」で患者のケアーに当た
っている。神奈川県出身。　

講師：元寿司職人   細川勝志氏
東京の寿司学校で寿司の基礎を修得し、
築地、デパート、外資系ホテルの寿司店
に勤務。当時は、和食を食べている外国
人のお客様を見ていると、本当に美味し
そうに、楽しんで食べるので、嬉しい気持
ちになった。そうした経験のなかで、徐々
に外国人に美味しい和食をもっと紹介し
たい、色 な々会話をしてみたいと思うよう
になり、料理教室でそれを実現することを決断。寿司店を退
職し、現在は食料品店で働きながら、英語を勉強しつつ講師
として活動中。
 ＜実績＞ カイ日本語学校 プライベート巻き寿司レッスン ・シ
カゴ在住日本人向け 握りずしオンラインレッスン

���ϐ���

クリスマスも近くなり、まだこのCovid-19の影響を受けてお
り、外食などもままならない毎日ですが、せめて家庭で楽
しめるクリスマス用のお寿司作りをご紹介いただきます。

参加ご希望の方はkoyokai@japanassociation.org.uk までお申し込みください。

���ϐ���

3



「秋深し　隣は何を　する人ぞ」と詠まれた季節になりました
が、コロナ蔓延で“何も出来ない”と嘆いてばかりおられないと、自
分自身を元気づける日 を々送っています。
『英国春秋』秋号（No.３7）が完成
いたしました。ご投稿いただいた皆
様どうも有難うございました。E-文
集は配信済み、文集本体の郵送は
今月の会報と同封させていただく
予定ですので、今しばらくお待ちく
ださいますように。

文集部 次号、２０２１年春号の原稿を下記要項で募集いたしますの
で、奮ってご投稿ください。
２０２１年春号（No.38）
タイトル: フリー 又はコロナ蔓延奮闘記（読まれた本の読後感も
含め）
字数:  A4　２～３枚（出来ればワード添付）
締切: ２０２１年３月１５日
メール： bunshu@japanassociation.org.uk
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10月６日の午後2時ごろのこと、２階にいた私は道路工事の
ようなドリル音を聞いて1階に降りテレビを見ていた主人に
あの音は何だろう？と尋ねました。主人も工事じゃないの？と
言うので、気にも留めず、でもやけに音が大きいので外を見
てみると、男が手に何か持って立っている。さらに道に止めて
いたホンダの車の下に何か差し込んでいる、とそこまで目の
前に見ていたのにピンとこなかった私！
何だろうと入り口の鍵を開けて外へ出た時には、隣の家の前
に止まっていたグレーの車にその男が乗り込み走り去ってし
まいました。中には黒いマスクをかけた三人の男が乗ってい
て、走り去る車のナンバーも見たにも関わらず、すぐ書き留
めなかったらショックでオタオタしているうちに悲しいかなう
まく思い出せず。。。
これが、家の前に止めていたホンダCRVのcatalytic con-
verterと言うパーツが、白昼堂 盗々まれた事件です。主人も
私も在宅していてドリル音を聞いたにも関わらず、まさか盗
もうとしてるとは夢にも思わず。盗まれたのは車の外部、運
転席の下にあるパーツで、800～1000ポンドで売れるそうで
す。コードレスアングルグラインダーという棒状の研削機を車
の下に突っ込んでカットするという荒っぽいやり方。 警察と保
険屋に通報した所、ホンダとトヨタのこのパーツが性能が良
いため最近ちょくちょく狙われているとの事でした。コロナで
金がない人間が増えてこのような犯罪がますます増えている
ようです。その後人から聞いた話ではこのパーツに含まれる
プラチナの量がトヨタとホンダは特に多く、これを溶かしてイ
ンゴットにして中東に送り、アクセサリーとして加工してなん
百倍にもして売るんだとか。真偽のほどはわかりませんが、
ともかく誰かが盗品を買い取っていることは間違いなく、組
織的な犯罪です。
精神的ショックと同時に何故携帯持って出なかったのかとい
う後悔と（写真くらいは撮れたかもしれない）自分の危機感
のなさ、怪しいものを見たらパッと反応する機転のなさにが
っかりしました。のほほんと生きているのが証明されてしま
いました。

しかしこの事件の後心から有り難かったのは、ご
近所さんがみんな協力して助けてくれたことです。 
まず向かいと別隣がセキュリティカメラを設置してるので、す
ぐに見てくださいました。それによると2時15分に反対側に
車を止めあたりを伺い18分に我が家の方に車を回し、1人
が車を降りて2時20分からことに及び23分には仕事終了！プ
ロですね。警察は通報したナンバーでは見つけられなかっ
たのでcase closedと、通報した1時間後には知らせてくる
し、またまたがっかりしました。
それでもめげない主人は通りの端にある自動車修理屋も
CCTVを設置しているというので聞きに行きました。する
と自分のホンダも同じパーツをついこの間盗られたという
ことで同情してくれて記録を見て、それらしい車の車種と
ナンバーを突き止めてくれました。これが事件の次の日で
す。よし！これで警察が捕まえてくれると期待したのもつか
の間、車は小さいVAUXHALL zafirfaなのについているナ
ンバーはRangeRoverのものとのこと！全く盗難を目的に
計画的に付け替えているんです。警察もこれではナンバー
プレートや車種から犯人を割り出すことは不可能ですね。
またぬか喜びでした。。。
保険屋があっという間に手配をしてくれたのがせめてもの救
いでしたが、パーツの再設置には時間がかかっています。

みなさん、災難は忘れた
頃にやってくる。いつもい
つも心配しているのもよく
ありませんが、もしホンダ
やトヨタをお持ちだったら
十分気をつけてください。

我が家のホンダは18年目の古い車で、アラームも付いてい
ませんでした。新しい車は盗難が起こらないようにしっかり
作ってあるらしいですが、逆に古目のはご注意です。また
道路に駐車するときは、運転席を縁石の側にして止めた方
が盗られにくいと言われています。

ギブソン小池和子さん 『自転車のパーツ泥棒にご注意』



▍今月の豆知識
－iPhone/iPad の画面をテレビに映す方法－

▍ 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。
10月27日、11月3日、11月10日、11月17日、11月24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。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)

手っ取り早く安価で　iphone/ipad 画面をテレビに映すには2
種類のケーブルを使う有線方法があります。
1、HDMI ケーブル(約£６)
2、変換アダプター(Apple lightning digital AV adapter 約£40 )
テレビ~HDMIケーブル~変換アダプター～iPhone/iPadの順
に繋ぎます。テレビの裏側にあるHDMIケーブル差し込み口に
はチャンネル番号がついているのでテレビの電源を入れたら
同じチャンネルに入力します。これでiPhone/iPadの動画や
FaceTime 等がテレビの画面で楽しめます。

10月13日は日本からの2名を含めて22名の参加でした。iPhone・iPad・ノートブックPCに外部モニタ
ーを接続するDual Displayの勧め、Zoomバーチャル背景の可能なiPhone・iPad・PCの仕などにつ
いて説明が有りました。その後、皆さんと興味ある歓談をいたしました。

スマホ同好会
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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。

Whitehouse佐藤敦子さん 『バーチャルロンドンマラソン出走報告』

ロンドンマラソンはワールドマラソンメイジャーズ（世界6大
マラソン）の1つで、ランナーにとっては出走することを夢見
る大会です。毎年4月に行われ、4万人のランナーがグリニ
ッジ・パークからドックランズ、タワーブリッジを渡りロンドン
塔、バッキンガム宮殿前、そしてザ・マルをゴールとし、ロン
ドンの真っ只中を走り抜けます。
通常はロンドンマラソンに出走するためには、①エリート
枠、②GFA（Good for Age)枠、③チャリティー枠、④一般
参加枠で、条件を満たす人 が々それぞれエントリーをして出
走権利が得られます。①は招待選手やトップ順位を狙える
選手、②は英国在住でそれぞれの年齢で設定されているタ
イム内で走れるランナー枠、③はチャリティーのために一定
額の寄付を募ることが必要とされる枠、④はどのようなラン
ナーもエントリーできますが抽選で応募者数などにもよって
は、12倍から23倍と世界でも最も難関と言われているカテ
ゴリーでもあります。私は10年ほど毎年④の枠でエントリー
をしていますが、未だ抽選に当たったことがなく、輝かしく
憧れのレースでした。
このレースが、今年はコロナ禍で4月から10月4日に延期さ
れ、結局エリートのみで開催されることが決まり、参加予定
の一般ランナーはバーチャルで参加が可能となっていまし
た。このバーチャルとは、エリートが走った今年特別に設定
されたバッキンガム宮殿側のセント・ジェームズ・パーク近く
の周回コースではなく、自分で決めたコースを10月4日午前
零時から24時間以内に42.195キロをそれぞれが走るという
ものでした。そこで、まずバーチャルロンドンマラソン参加枠
は、今年すでに参加が許されていた人 へ々招待が入り、その
後45000人までは世界のランナーが20ポンドでエントリーが
できる「Most inclusive（最も多様性を受け入れる）」ものと
なり、私もこの一般枠で参加が可能となったのでした。

バーチャルレースに参加する一般ランナーは、当日までに今
回特別に作られたGPSで距離数が確認できるロンドンマラ
ソンアプリをそれぞれがスマートフォンにインストールし、好
きな時間に好きな場所で走ることができ、私の走り仲間は
日本、タイ、米国など世界各地で走っていました。
私は今回走るコースをほぼ毎日走っているテムズ川沿いの
コースとして、また今年は肩にヒビが入る怪我をして十分な
準備ができていなかったことからも、無理せず42.195キロの
旅を楽しむことを一番に出走することとしました。
当日はほぼ一日雨が降り続くお天気でしたが、私が走ったコ

ースは十数人のロンドンマラソン参加
者が走っていて、お互いにすれ違うごと
に手を叩いて応援をし合うなど、スポー
ツマンシップに溢れたもので忘れがた
いものとなりました。タイムはこれまで
5回走ったマラソンの中でも最も遅いも
のでしたが、走ることの楽しさを改めて
感じたようにも思います。

今年はロンドンマラソン40年目ということもあり、数日後には
40周年を記念するデザインのフィニッシャー（完走者）のTシ
ャツとメダルも届き、改めて完走の余韻を噛み締めることも
できました。
私は毎年目標レースを決めて、少なくとも1つのマラソン距
離以上のレースに出ていますが、やは
りロンドンマラソンは特別なものがあり
ます。いつの日か、ロンドンマラソンのコ
ースを4万人のランナーと共に走れるこ
とを夢見て、また日々のトレーニングに
励みたいと思います。



俳句を学ぶ会

幾度読む病む友の文秋ともし　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　上田陽子 　　
活字追う我に寄り添う秋灯　　　　　　　　　　
　　                                 キング悦子

秋の夜半母の絵画に想い馳せ
                                       タミーガブニー

ガス灯の夜道に霞む秋灯
                                       廣瀬信子

君がいて夜長を共に秋灯し
　　　　　　　　　　　　バンダースケイフ日出美

仕事終え急ぐ家路の秋灯り
　　　　　　　　　　　　岡部道

秋燈にひとりぽっちの長い影
　　　　　　　　　　　　松尾美和子(オハロラン)

温燗を注ぎて頬杖秋灯し
　　　　　　　　　　　　ウィーラー由美

秋灯し本を開けど物想い
　　　　　　　　　　　　田口邦子

岩風呂の水面(みずも)に揺らぐ秋灯し
　　　　　　　　　　　　川西弘子

秋灯し求めて急ぐ家路かな
　　　　　　　　　　　　ウィンター千津子　 　

映画同好会

会員の皆様
秋も日毎に深まりもう直ぐ冬時間に変わろうとしています、皆様
ご健勝にお過ごしのこととお喜び申し上げます。
8年以上に亘り毎月皆様に楽しんで頂いた映画同好会は3月の
上映が最後で暫く活動を休止させて頂いております。この間、邦
画、洋画を合わせて100本ほどの名画といわれる作品を鑑賞し
て参りました。渡邊氏がお手持ちのDVD中から、或いは帰国時
に買い求められ毎度話題が豊富な映画を上映して下さいまし
た。毎月の上映会の中で時には会場費が不足する様な事態もあ
りましたが最終的には手元に247ポンドの現金が残りました。
3月の上映後、皆様とご一緒に茶菓など頂きながら打ち上げ会を
企画しておりましたがこのCovid-19が脅威を奮い始めて企画だ
けで実施されずに本日に至っておりました。この余剰金の使途を
幹部と検討した結果、渡邊氏が現在進められている映画製作に
役立てて頂ければ同好会の皆様にもご納得頂ける事と考え、10
月14日に渡邊氏の銀行口座に247ポンド全額をお振込み致しま
したのでご報告と渡邊氏からの、理事並びに会員の皆様への謝
辞を頂きましたので併せて会報に記載させて頂きました。
今後映画同好会は新たなメンバーが新企画で会員の皆様と上
映を楽しんで頂く事を考えておりますがこのコロナ禍、上映計画
が困難な為もう暫くご辛抱頂きたいと考えております。

映画同好会幹部一同

映画同好会会員の皆 様々、そして私を支えて頂いた役員各位へ
この度は貴重な同好会の預貯金の中から、小生にたくさんの
お金を贈って頂きました。大変心苦しく思いつつも折角の皆
様各位からの心からのプレゼントですので、喜んで受け取ら
せていただきました。近い将来私の「映画作品」（シナリオを
含む）、「映画に関する書籍」（映画論、俳優論など）など皆様
にお返し出来るよう鋭意努力しています。どうぞその日まで
待っていてください！映画の素晴らしさを死ぬまで研究し、理
想的な映画の製作、映画の継承に努めて参りますので今後
ともよろしくお願いいたします。愛妻の信子と共に感謝の気
持ちを込めまして。御礼とさせていただきます。
有り難うございました。
　　　　2020年10月14日　渡邉道英（旧姓　越智道英）拝

ſ಼ƣဨஜŷƿƁƝŻƉƋŹƳƌƔj

公園の栗    
小粒だが一寸甘味  
温暖化でか年 落々
ちるのが早くなる。 

リタイアしたダブルデッカ
ー、電飾で輝きながら現在
は”Afternoon tea tour”
だって、  グッド アイデア。

ダブルの虹   
2秒程の虹のショー。

春 秋
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地下鉄散策スケッチ 【動物】

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
スケッチ会に関しては上で書いた様にテーマは
”コロナパンデミック”。表現は何でも有り、解らな
い人は相談して下さい。
Tel-07774476293   竹内
一般の人の参加 歓迎
〆切   11月18日  正午

山本郁子

前回、前 回々と抽象に取り組んだせいで頭の使い過ぎもあって今回は”動物“を描く事にした。ペットを描いた人が多く9人の内
5人が猫を描いた。トラ猫の3枚は同じ猫を違う角度から描いた様に良く似ている、偶然の一致とは言え大変面白い。動物の絵
は簡単な様でもかなり繊細な感覚を要する、顔の表情など1本の線、1ミリの白点で表情が変わったりする。ペットが居ない人
はヤギ、ひつじ、水鳥、と別れたが抽象は頭を使うし、写実は手先を使うので何でも真剣に取組めば大変な事には変わりはな
い。10月も早終盤に入り紅葉で公園の木 は々色付き秋の風情、11月は何時も紅葉を描いて来たが今年は思いきつて”コロナパ
ンデミック”に挑戦してみたい。メンバーの一人からの提案という事もあるがこの様な前代未聞の出来事を一体どの様に表現
するか私自身も正直言って解らない。又この様な機会が二度とあるとも思えない。表現は何でもあり、又、作品に説明が必要と
する場合はコメントを付ける。一般の人も興味ある人はドンドン参加して下さい。サアどんな作品が出来るか楽しみだ。

田口 邦子

コロナの世相
作　ビドル恵
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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。
11月のデリバリーは下記の通りです。
【配達日詳細】
・　締め切り日：11月15日（日）18時 
・　配達日：11月21日（土）10時-18時
※大変たくさんのご注文をいただいており、土曜日1日だけで配達
するのが厳しくなっております。お食事のご注文がない場合（物品
のみの場合）日程を変更し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。 
引き続きどうぞよろしくお願いいたし
ます。
※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

⏚␑␆⑦⌤⑫⑵⑵⌤

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
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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。
●サイトはより使い易くなりました
誰でも使いやすいようにWebサイトを改善、発送
日も増加し火、水、木曜日からお選びいただけます。（お手元に
届くのは概ね翌日です）
●全国に配達・テークアウェーも出来ます
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。
● メニューも充実・お重の具だけの注文も可能に
忍者カレー*、鍋焼きうどんが新登場！うな重、フォアグラ重に加
えて鶏重、牛丼などはご飯抜きの具だけのご注文も承ります。
お漬物セット、お茶漬け具セット、などもご購入できます。
● テークアウェーではお寿司もどうぞ
お寿司のライナップも充実。 
*忍者が携行していたと言われ
る解毒、整腸作用のある竹墨を
使用したブラックカレーです。
● ご注文はこちらから
https://bit.ly/33U3fld
5 Middlesex Street London 
E1 7AA
お問い合わせ先：
info@neconote.com
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おつまみセット 松前寿司
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スマホ
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スマホ
ズンバ 紅葉会
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スマホ
ヨガ 二水会
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スマホ 福祉部
会報原稿〆切

Team 
Smile

23 24 25 26 27 28 29

スマホ 紅葉会

30 1 2 3 4 5 6

日本食デリバリーサービス情報

11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11月18日 newsletter@japanassociation.org.uk
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