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10月の理事会での討議事項（理事会10月2日） 抜粋
1. 本年度より総会案内・委任状は基本的にはメール送信、

総会への出欠・委任状はメール返信で行う。
2. 諸経費の値上がりより年会費値上げの案が上がる。　

対象は主に会報を郵送で受け取っている会員となる。
3. 会則のJ Aの会計年度につき、10月1日から翌年9月30日

を7月1日から翌年6月30日とする。
4. ケアーホームその後の進行状況の説明。今回はティー

ム4名でケンブリッジの建築間もないケアーホームを訪
問。部屋のデザイン等見学した。

10月理事会だより

会員部からのお知らせ

*新入会員　3名 　 *退会者　7名
現在会員数　メール会員256名／文集郵送希望会員47名
文集・会報郵送希望会員55名（名誉会員8名を含む）計358名
＊＊8月末に「2019/20年度年会費納入」のお願いを郵送致 
しました。9月30日(月)が期日でしたので未払いの会員の方
は速やかに更新手続きをお済ませください。10月以降のお
支払いには事務手数料(2ポンド)が発生しますので£2を加算
した金額をお支払い下さ い。
残念ながら退会を希望される会員もメール（membership@
japanassociation.org.uk)でも受け付けおりますのでお知ら
せくださいます様お願いいたします。

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。http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス

協賛店リスト/

＊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　　
会員部　ウィンター　千津子

天気予報を聴きながら案じていたお祭り日でし
た。当日は雨が降ったり止んだりの一日でした
が、有志の皆さんは朝早くからお手伝いに駆け

付けて頂きました。今年のJAストールはビドルさんの似顔
絵、並びに紙人形会の手作りカードやブローチ入りの折り紙
ボックス、折り鶴、団扇にお習字等、日本のクラフトが並びま
した。特にビドルさんの似顔絵イラストは行列ができ大人気
のイベントとなり、途中から待っているお客様を番号順にし
応対しました。着物着付け係の方 は々、雨の為に時間が限ら
れてしまい残念でしたがそれなりに観衆の方、希望者の方
に楽しんで頂けたと思います。午後の阿波踊りはステージ、

JAPAN祭り、風雨が厳しい中、大盛況で幕を閉じました
並びに前方広場にて、踊る阿保なら
踊らにゃソンソンと輪になり我を忘
れ、楽しいひと時が過ぎていきまし
た。
今年の最大イべント、日本の祭りもお
陰様で無事終了致しました。お手伝
い頂いた皆様、感謝申し上げます。
有り難う御座いました。

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。http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/＊お知り合いで協賛店に参加されたいとお考えの方がありましたら、是非お知らせください。 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　　会員部　ウィンター　千津子メールmembership@japanassociation.org.uk
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。http://japanassociation.org.uk/ja-会員特典サービス協賛店リスト/＊お知り合いで協賛店に参加されたいとお考えの方がありましたら、是非お知らせください。 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　　会員部　ウィンター　千津子メールmembership@japanassociation.org.uk
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二水会

10月二水会の報告

日時：10月9日（水）
参加人数：36名
講師：平野亮一さん（ロイヤルバレープリンシパル）
        植田リサさん（バイオリニスト）

11月二水会のお知らせ

演題: 『ドキュメンタリー映画』の魅力 → 『東京オリンピック1964』

対談形式で参加者からの
様々な質問に率直に乗り
のいい感じでお話をいた
だき、時には爆笑あり参
加者全員が楽しめたこと
と思います。平野さんか
らはそのうちに第二弾を
二水会で何かやりましょう！とのお約束もいただいています。

そもそも映画の誕生はドキュメンタリー性がそのものであっ
て、対象物（被写体）をそのまま映し出すことから始まりまし
た。 連続撮影のできる同録カメラと 「エジソンが発明した映
写機」によって実現した大人のマジック箱でした。こうしたド
キュメンタリー映画の歴史と代表的な世界の記録映画の紹
介と市川崑監督、宮川一夫カメラマンが残した『東京オリン
ピック1964』を時間が許せる限り上映して感動に浸りたいと
考えています。

日時: 11月13日（水）18:30より
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：参加申し込みをこのメールにご返信いただける

か下記のメールアド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)

講師プロファイル講師: 渡邉道英様
 
• 昭和16年6月6日広島県呉市出生。
• 昭和40年4月大映株式会社京都撮影所制作部、監督

室、助監督として入社
『大魔三部作、市川雷蔵主演『ある殺し屋』『ある殺しの
鍵』ならびに『陸軍中野学校』『眠狂四郎』シリーズ。勝新
太郎主演『座頭市』『悪名』『兵隊やくざ』シリーズ。　　
　　　　
▽ 25歳で『映画演劇総労働組合大映労組中央執行委員
長』就任。
• 昭和45年8月16日富士写真フイルム株式会社入社。

仙台営業所長本社マーケティング部、商品開発課件
販売課長、ディズ二―商品の企画製造。

【今後の予定】

月 スピーカー 演題

12月 お休み ー

1月 パネルディスカッ
ション

英国で送る老後、ケアーホ
ームスタディー状況報告

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。

NALC部

ナルク部では10月17日に月例会を行い、今月の理事会で話
し合われたことを報告後に11月に行なうエンディングノート
の講演会についての準備等や当日の役割分担の打ち合わせ
をしました。なお、次回講演会の詳細はすでに一斉メールで
ご連絡をさせていただいていますが、下記のようになります。

　 講演会

日時：　11月2日（土曜日）13時半から15時半まで

会場：　日本クラブ　(Units13 and 14, Ground Floor, 
Europoint Centre, 5-11 Lavington Street, London SE1 
0NZ　Tel: 020 7921 9490）

会費：　JA会員5ポンド、非会員7ポンド

講師：　中田浩一郎弁護士

講演内容：　人生後期に考えておくべき遺言書やPower of 
Attorneyを含む法的手続き

なお、今回の会場は通常利用している教会の予約が取れな
かったために日本クラブで、時間も30分早い13時半からとな
っていますのでお気をつけください。

　 ヨガ

毎月行っていますヨガ教室は、講師の大西敬子先生が
ご旅行中ですので、11月30日に午後3時から4時まで
Yogabase（257 Liverpool Road, London N1 1LX）となっ
ています。

ご希望であれば nalc@japanassociation.org.ukへご連
絡ください。

http://farmstreet.org.uk/contact/
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紅葉会

9月紅葉会の報告

期日: 2019年9月26日(木)

司会　ギブソン小池和子
受付　ウイリアムズ百子、グリーブス邦子
会計　フィップス勢津子
お茶　竹内みどり、有志
記録　オブライエンさち

参加人数 :   会員  32人　 合計　32人
8月と9月誕生日の人 : 3人

会場： Bloomsbury Central Baptist Church 　
         地下１階 

【第2部】

第２部では講師にグリーンメディカル院長の小谷信行様を
お迎えして「アンチエイジングの医療―若い脳、皮膚、腸を
保つー」と題して、お話いただいた。

日本では通常Anti-ageingという言い方をするが、英国では 
Healthy Ageingと呼ばれることが多い。老いることを否定的
に捉える日本と、肯定的に捉える英国との違いが、表れてい
るのではないか。

日本ではアンチエイジング学会を中心に、研究から治療まで
成果を上げている。
いかに健康寿命を延ばすか。認
知症予防の意味でも、知的＋
筋力トレーニング、五感への刺
激、食生活の見直し、特に発酵
食品による腸内環境改善、更に
いかに健康な皮膚を保つかな
どが語られた。

一方英国NHSで提唱されてい
る点についても語られた。足（
脚ではなく）、眼、口内、耳など
の健康に注意を払うこと、健康
な食生活、人との交流・ボランティアなどで行動的に過ごすこ
となど。

【第1部】

今月は歌の時間にブリュッセル
在住のソプラノ歌手正木裕子さ
んが、すばらしい歌声を披露して
くださった。懐かしい童謡、ご出
身の熊本の民謡など、15分では
物足りなく、アンコールにも答え
て頂き、その豊かな歌声に皆聞
き入った。

11月紅葉会お知らせ

期日：11月28日（木）13：45～16：00　　
時間：13：00 開場　　
第１部 13：45～14：35 各部報告、歌、体操　他
第２部 14：45～16：00 ゲスト講師講演
会場： Bloomsbury Central Baptist Church 地下1階
　　  235 Shaftesbury Avenue London 
         WC2H 8EP　　　
最寄駅：Tottenham Court Road/Holborn
会費： 会員 £5   非会員 £7
問合せ： 07962−905−866       
koyokai@japanassociation.org.uk

第２部講師：料理研究家、写真家　横山明美様
タイトル：ティナ・ターナーからQE号まで、「出来ます！」と言
い続ける人生
横山明美さんは英国のファッションとロックに憧れて24歳で

渡英。その後、和食レストランのウェイトレスとして働くうち、
ティナ・ターナーのプライベートシェフとして雇われ、さらに
オフィスで勤務する傍ら、ジャーナリストとしての活動を開始
し、日本では本を何冊も出版する幸運に恵まれながら、なぜ
か突然料理研究家に転向。
近年は豪華客船クイーンエリザベス号の和食ゲストシェフと
して日本酒の蔵元と日本の食文化をプロモートするなど、海
外での活動も広がっている。

料理研究家としての活動、執筆家・写真家としての取材裏話
などを交えて、そのユニークな人生についてお話しいただき
ます。錦秋の午後、マルチタレント明美さんの軽いタッチのト
ークをお楽しみください！

講師プロフィール：Akemi Yokoyama
Japanese Culinary Instructor and Chef Writer



福祉部 10月福祉部例会

10月2日に福祉部例会が参加者８人で開かれ、ちょうど例会を開始しようとした時に
会館内の警報が鳴りだし全員が一旦屋外退去となりましたが幸いにも何事も無くミ
ーティングルームに戻ることが出来ました。
今月も見守りプロジェクトを中心に展開された。

もう一度此処で福祉部の活動の主たる『見守りプロジェク
ト』について簡単な説明をしてみたいと思います。
当初は70歳以上の会員を対象に始めましたが周知の如く
昨今の多くの70歳前半の会員の皆様はエネルギーに溢れ
しかも心身ともに健康状態が宜しいと言う事で次には75
歳以上の会員を対象に各支部毎に担当者がコンタクトを
始めました。その際に、今後この様なコンタクトを希望され
るか伺い継続を希望された会員、又はそれ以後に体調が
優れず色々なイベント等への参加が出来難くなった会員、
或いは一人暮らしで安否確認を定期的に希望される会員
にコンタクトを続けています。
しかし乍ら年齢如何に関わらず見守りが必要とされる会員
には福祉部員は支援の手を差し伸べたいが情報を入手し
ない事には支援活動が始まりません。ご本人から直接福
祉部にコンタクト取って頂くか、見守りを必要とされる会員
をご存知であれば友人からでもご連絡頂きたいです。
我々の活動内容は種 に々亘り行われるが、ホームに暮らす
会員のお見舞い、病院等への付き添い、お買い物が必要
な際は買い出し等、会員のご希望に沿った形で行われま
す。
又、見守りプロジェクトの報告に関しては会員より名前の
開示、或いはイニシャルでの公表も望まないケースが多く
具体的に個 に々関する報告は避けるようにさせて頂きたい
と思います。

但し会員本人が公表する事を了承される際はきちんとした
ご報告が出来ます。
全会員の内、現在我々部員が定期的に支援、コンタクトの
みをする会員数は15名前後であり、この会員方の中でも
天候次第ではJapan祭りへの参加を希望されていらした
が生憎当日は雨模様でもあり楽しみにしていらしたが参加
を見合わせた様でした。
しかし、支部の懇親会には参加お申し込みをされていらっ
しゃるがこれも天候次第で足が遠のいてしまうのが誠に
残念です。
今月は見守り対象者の皆さんがお変わりなく日々暮らされ
ている事をご報告する次第であります。
今月は我 部々員の一人が最愛の伴侶を亡くされ、この数か
月深い悲しみの中に暮らす日々を見守り対象のご病人達
からそれぞれ心を寄せられ、慰められ、励まされ相互に支
援、扶助の気持ちを打ち出して行くことは素晴らしく効果
的であることを学びました。
英国日本人会はチャリティー団体であり、私達福祉部員の
みでなく、会員全員が福祉活動を支え、誰もが「出来る時
に出来ることをする」というモットーを実行していきたいと
思います。

見守りプロジェクトに対するご要望、ご意見はメールにて
田口晴恵福祉部長宛にお送り下さい。
taguchi@japanassociation.org.uk
メールをご利用でない場合は携帯：07840219028にご連
絡下さい。

見守りプロジェクト

懇親会の報告、お知らせ

北支部懇親会
日時：2019年11月20日(水)
        12時15分より14時15分まで
会場:Cocoro Japanese Restaurant
         25 Coptic St., Holborn
         London WC1A 1NT
今回のCocoro Restaurantの最寄りの駅はTottenham Court 
RoadかHolbornですのでお間違いなく。
電話：020-7436 0550
会費:£15 デザートなし、お茶代込み

締切日:11月13日(水)
定員:25名
申し込み先:グリーブズ邦子、kunikogreaves@yahoo.
co.uk、020‐8952- 7453                               
スコット純子sumiko.scott@btinternet.com、020-8340 
9063
参加ご希望の方はお早めにご連絡ください。
尚、締切日、11月13日以降のキャンセルは£15お支払い頂く
事となりますのでご了承ください。
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西支部懇親会
レストランが中心地にあるせいか、東西南北から24名の方
が集まって下さり賑やかなお食事会だった。西支部の特徴
は会費が決まってない事で、自分が食べた分を自分で払う  
£8.5の人がいれば£15の人もいる。安くて美味しいに越した
事はない。二次会の”カフェ ネロ”にもほとんどの方が参加し
て下さり、お喋りに花が咲き、笑いの絶えない楽しい会でし
た。また３ヶ月後、皆さんと元気で再会の出来るのを楽しみ
にして居ります。
皆さんからの感想

「乾杯！」から始まった懇親会。それぞれ好みのお昼をオー
ダーしてお喋りタイムが始まります。場所を変えて食後のコ
ーヒーと共に他のメンバーと新しい話題が。
皆さんと親しくお話しできる機会が持てる懇親会を何時も楽
しみにしています。
会長、白ワインご馳走様でした！
皆さんと一緒に食べて、笑って、お喋りする楽しいひと時でし
た。健康にはくれぐれも気を付けまた次回に元気でお会いし
ましょう！

「初参加の二人と佐野会長を迎えて、いつもの通り楽しく気
さくな懇親会でした。次回を心待ちにしています。」

東支部懇親会
今年2回目の東支部懇親会は10月12日（土）、お馴染みの
Blackfriars駅近くのHare and Tortoiseレストランにて開催
されました。当日は地球温暖化デモのせいか週末工事のせ
いかで地下鉄やバスに影響があり、さらに雨模様ということ
もあって参加者にとってはかなりの努力を要する集まりとな
りました！
参加希望されていたけれど断念された会員の皆さんもおら
れましたが、結局15人が集まり到着と同時にお喋りに忙しく
もお食事もしっかり頂きました（因みに自分の好きなものを
幅広いメニューから選べるのがこのレストランの良い点）。
参加された会員の方から、「交通機関のトラブルで途中諦め
ようと思ったけれど、地下鉄の階段のところで親切な男性が
ヘルプしてくれたこと、そして幹事の妙子さんが待ってくれ
ていると思い頑張って杖をついて1時間も歩いて来てよかっ
た。これで気力が弱っていた身に自信がついて近いうちに予
定している日本行きも大丈夫そうに思える。」と仰っていまし
た。このお言葉で思ったことは出席回数が増えると顔馴染み
ができ、次に会うことが楽しみになる、ということです。どの
集まりもそうですが、初めて参加された方も是非とも何回か
出席されることをお勧めします。それが次第と自分のネットワ
ークの幅が広がり、お互い助け合い励ましあえる仲間ができ
ます。日本人会に入ってよかった、と思って頂けるよう幹事も
頑張りますので宜しくお願い致します。

文集部よりお知らせ

文集『英国春秋』秋号（No35）が完
成いたしました。お忙しい中ご投
稿いただきました皆様、大変有
難うございました。既にお手元に
送付済みですので、E-文集とも
ども合わせお楽しみ下さいますよ
うに。

次号、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。
文集発行は来春、4月初旬を予定しています。

『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」
子供のころは色 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　（出来ればワード添付）
送付先 ： ogawa@japanassociation.org.uk　
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英国の日本人 − オーラルヒストリー

①1960～1970年代に渡英された8名日
本人の方々のインタビュ−ヴィデオの上
映。
期間：10月21日～11月24日の約1ヶ月
場所：Japan Houseの地下一階の会場
101-111 Kensington High Street London W8 5SA

②Japan House と英国日本人会との共同イベント
日時：11月7日（木）6.30pm～9.00pm
場所：Japan House 地下一階の会場
      住所は同上
申し込み：  https://www.japanhouselondon.uk

忘れな草よりお知らせ

この日は1970年代に渡英され英国で御活躍されているファ
ッションデザイナーの小篠みち子氏、フォトジャーナリストの
加藤節雄氏、フランクチキン等で知られているパーフォーマ
ーの法木和子氏の3名の方をお迎えしての座談会を行いま
す。その後ドリンク、和菓子、スナック等も楽しめるレセプショ
ンもありますので皆さん、奮ってご参加ください。
参加を希望される会員はJapan Houseのウェッブサイト(上
記申し込み参照）にアクセスしてWhat’s onの欄からイベント
をクリックしてBookを通してオンラインでお申し込みください。



広報部よりお知らせ

英国日本人会に後援頂いているBridge Together Project企画
として、10月1日にCadogan Hallで開催されましたコンサー
トと10月4日に大使館で開催されました「日本初　ユネスコ
世界記憶遺産山本作兵衛炭坑画」ワールドツアーレセプショ
ンは英国日本人会の多くの方にご支援・ご参加頂き無事終了
いたしました。両方のイベントに日本から夏木マリさんが出
演してくださり盛り上がりました。

夏木さんより、英国日本人会の皆さまに宜しくお伝え下さい
とのメッセージを預かりました。

大使館でのセレモニーでは、鶴岡大使に大変有り難いお褒
めのお言葉を頂戴し、また、麻生副総理からもお祝いのメッ
セージを頂戴することができました事は英国日本人会の皆さ
まのご支援があったからこそと改めて有り難く思いました。

ユネスコ世界記憶遺産山本作兵衛炭坑画展は右記のスケジ
ュールで来年まで開催されますので（在英日本大使館ギャラ
リー2019年10月4日～11月15日）どなたでもご観覧できま
す。是非、お立ち寄り下さい。

● 開催会場

1. ウェールズ英国国立炭坑博物館（Big Pit） 　　　 
2019年9月14日～2020年9月30日まで

2. 在英日本大使館ギャラリー　                                  
2019年10月4日～11月15日　　　　　　　　          
※大使館オープニングイベント　　　　　　　　
　2019年10月4日　夏木マリさんご出演

3. ブルネイギャラリー　SOAS ロンドン大学東洋アフリカ学院   
2020年1月10日~3月21日

4. スコットランド国立炭坑博物館　                            
2020年6月～9月

5. ニューヨーク Nippon Club                                     
2020年5月14日～5月28日

● Bridge Together Project公式HPページ　
https://www.goto-japan.net/

♪　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。

テニス同好会
10月9日(水)、弱 し々い日差しの太陽が時折顔を出すも直
ぐに雲に隠れてしまうこの日、5名の参加で行われました。 
30分の練習の後、ダブルスの試合をしたのですが、風が
ある為なのかうまくリターンが決まらぬ事が度々。その中
でも、Aさんが特に嘆くので、皆でハイ今打ってと声をか
けたら、綺麗に相手コートへボールが。言わなきゃよかっ
たと誰かが言ったので皆大笑
い。そのあとも対戦相手を変え
ながら、4回ほど試合をしまし
たが以前より皆上手くなった
様に感じられました。適度な運
動と笑い、楽しい一日でした。 
来月11月から来年3月まで、テニ
ス同好会はお休みです。
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映画同好会『時代屋の女房』（森崎 東監督）
1983年に村松友視の直木賞受賞作品である「時代屋の
女房」を原作に作られた映画。監督：森崎東、脚本：荒井晴
彦。骨董屋を経営する中年男と、その店に転り込んできた
娘の関係を中心に、近所に住む人々の生活を人情味ゆた
かに描く。主演は渡瀬恒彦、夏目雅子。
日時：11月19日(第3火曜日）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：11月17日
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

映画同好会

https://www.goto-japan.net/


● 9月俳句を学ぶ会の報告
日時：9月19日（木）　13:30 より
出席者11名，季題は『流れ星』　ゲスト3名
いつもと違った雰囲気で最初は戸惑いながらも徐 に々活
発になっていきました。

�亡き夫に感謝伝える流れ星　     　　　　　　　     
                    バンダースケイフ　日出美　　　　　
       （やさしく守ってくださる伴侶への思いです）
�秋草を生けて我待つ父なりし	   
                    広瀬　信子
       （今になってなつかしい親の心です）　　
�星飛んで次を待つ間の願い事　　　　　　　　　　
　                 岡部　道
       （願い事をする微妙な時をとらえています）
�一筋の光に望み託しけり

                    松尾　美和子
       （リズムにのってまとまった句となっています）
�星流る夜ふけにひとり悩みつつ	   
 　    クーパー　矩子

● 俳句を学ぶ会　11月のお知らせ
11月21日（(木)12;00 
11月の季語は「冬日和」です。
11月の句会は各自の句を読みながら早めの忘年会を行い
ます。
連絡先：クーパー矩子　02078285255 　

俳句を学ぶ会

10月4日食べ歩き会は日本クラブから近いSout-
hwarkにあるtapas bar/restauran - Mar I Terraで
10名が出席した。2018年2月の食べ歩き会で行っ
たAqua Nueva Tapas/Restaurantと比べると、ず
っとカジュアルで値段的にも、雰囲気もサービスも
良くて、バリエティーに富んだtapasを楽しんだ。解
散前、そのままレストランに留まってお茶を飲みな
がらおしゃべりに花を咲かせた。

食べ歩き
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10月8日ロンドンでは久しぶりの晴天の中、新人の方1名を
含む16名の参加でした。YouTubeの色 な々活用方法、iP-
honeの画面上でiconを移動する方法、WiFiと3G/4Gの移
動データ通信の比較、Bluetoothとは、Text Messageの発
信・削除方法、PC・iPhoneで色 な々Appを並行して使用す
るMulti-Taskの方法等、多岐に亘るQ&Aがありました。
そして、現在の第二・第四火曜日の午後のApple iPhone/
iPadを中心とした会に加えて、11月の第三火曜日19日の
正午から午後3時に、同じ会場で、Androidのスマホを対象
とした会を開催します。Androidのスマホを利用している
方で、何か使い方が分からない事がある方は、是非お誘い
あわせの上、ご参加ください。

ピンタレストは写真から情報(旅行、アート、
手芸、ペット、その他いろいろ)を得られるア
プリです。iPhoneでは無料のピンタレストを
AppStoreでダウンロードします。例えばフロ

ントページの検索にインテリア2019と入れた場合、最近
のデザイン、家具、流行色等いろいろな写真が表示されま
す。興味のある写真を保存して見比べることもできます。ア
イデアやインスピレーションを得るのに役立つアプリです。
いろいろな写真を見るのも楽しいです。

●今月のアプリ　< Pinterest >

●11月の予定
日時: 11月12日(第二火曜日)、11月19日(第三火曜日)
　　  11月26日(第四火曜日)(12:00 - 15:00)
会場： Le Pain Quotidien,Fulham　
所在地： 212, Fulham Road,London, SW10 9PJ
行き方: District, Circle, Piccadilly linesのSouth Ken-
sington駅、又はDistrict lineのFulham Broadway駅から
Bus route 14, 414, 又はDistrict, Piccadilly linesのEarls 
Court駅からBus route328, C3に乗り、Chelsea & Wes-
tminster 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。

スマホ同好会

https://www.pinterest.co.uk/


10月9日待ちに待った動物園。遥か昔に行ったきりすっか
り忘れていた場所だ。思ったより敷地も広く”檻の中”とい
うイメージではなく、動物達が生まれ育った場所に近い環
境の再現の努力を感じた。幼い頃に行った動物園は檻が
並んでいて色々な動物達を次から次に見る事が出来たが
ここでは敷地が結構広いので、地図を見て同じ環境に住
む動物達を見に行く。お目当のゴリラはすっかり野性味の
とれたマイホームパパぶりには失望。かなりの距離を歩く
ので健康な人には良い運動になると言えるが膝が悪い私
にはかなりハードではあった
が童心に返って沢山の動物
達を見て楽しい時間を過ご
す事が出来た。次回は久し
ぶりに室内で人物クロッキー
を行う予定。

地下鉄散策スケッチ

ハーテイみえ

山下美保子

ビドル恵

スタンディング百合子

古沢いくこ グリーブス邦子

竹内みどり 山本郁子 田口邦子

その他同好会のお知らせ

1. 開催日時 2. 場所 3. 住所 4. 詳細 5. 担当者 6. 備考

★ 合唱ナツメロ （旧合唱カラオケ）
1. 11月7日(第一木曜日)13:00～16:00
2～5まで上記の地下鉄散策スケッチと同じ

★ 地下鉄散策スケッチ
1. 11月13日(第二水曜日)
2. Le Pain Quotidien, Fulham
3. 212 Fulham Road, London SW10 9PJ
4. 興味ある方は竹内までお電話ください
5. 竹内 07774 476 293

6. 場所が解らない人は、同じ場所なのでスマホ同好会の所を良く読んで
下さい。北や東から来る人は11:30にSouth Kensingtonの改札口に集合。 
用意する物：最低A4サイズのスケッチブック。コンテ、パステ
ル、4B～6B鉛筆 消しゴム,etc  絵の具は禁止(お店を汚さない為)

日付 曜日 行事予定

11月2日 土 ナルク「人生後期法的な手続き」講演

11月7日 木 忘れな草

11月7日 木 合唱ナツメロ

11月12日 火 スマホ同好会

11月13日 水 二水会

11月13日 水 地下鉄散策スケッチ

11月19日 火 スマホ同好会 （Android使用者対象）

11月19日 火 映画同好会

11月20日 水 北支部懇親会

11月20日 水 会報原稿締め切り

11月21日 木 俳句を学ぶ会

11月26日 火 スマホ同好会

11月28日 木 紅葉会

11月30日 土 ナルクヨガ

12月7日 土 年次総会　忘年会

2019年11月以降の行事予定

編集後記
今月から編集を担当している真希子です。今月は様々な色
やアイコンを駆使して、少しでも読み易くなるように心掛け
ましたが、いかがでしょうか。今後も読みやすいデザインや
レイアウトを追求していきたいと思います。
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