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8月理事会だより

・ 福祉部、ナルク部、Team Smile部の今後の活動の報告、活
動内容については8月以降の会報に掲載予定
・  JA事務所住所変更
旧：c/o JEIB 3 London Wall Building London EC2M 5PD
新： 77 Victoria Street Box 108 London SW1 0HW
注）このアドレスはCompanies House 登録と郵便の受け取りのみで実際の活

動はここでは行っておりませんのでご注意ください。

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：3名 
現在会員数：メール会員250名／文集郵送希望会員44名　
文集・会報郵送希望会員56名（名誉会員8名を含む）計350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。

今月の会員の動き

会員部からのお知らせ

10月1日は会員年会費更新日となります。改めて一斉メールでお
知らせいたしますが、今年から年会費更新はオンラインとなりま
す。https://forms.gle/YJum3jRML2AUVsJL8　従来通り紙面をご希
望の方は下記のmembershipのメールアドレスにメールをお送りくだ
さい。また、会員特典サービス協賛店リストも更新いたしましたので
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/
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 

ヘンドン日本人墓地清掃

お盆の清掃、並び供養が14日（金）11
時頃から行われました。当日は雨模様
でしたが、清掃、供養の間は雨に降ら
れなく幸いでした。読経後、石井健心
様より（父母の恩重経）につき心に沁
みるお言葉が有りました。この度は、コ
ロナの影響もあり参加人数は制限され
12名の有志の集まりでしたが、皆さん
のご協力の下、短時間で綺麗になり有
り難うございました。遠方から、又、近辺より、ご参加頂きました
皆様、感謝いたします。
藤田　（墓地管理部）

参加者の方より
一言ご感想

雨模様の中でもきっとお参りの時
は晴れると確信していましたが、
矢張り、いつもの通りに晴れまし
た。先人の方々の思いがひしと伝
わった一時でした。有り難う！　　
　　　　　　　　　坂元富美子

久しぶりに皆様のお元気な様子を
見て嬉しかったです。墓地もアッと
いう間に綺麗になりました。親の
思についてのお話し心に沁みまし
た。この素晴らしい日本人会に感
謝です。　　　　　　田村陽子



福祉部
8月の福祉部例会は5日（水）11時より3時間の枠をとって前回と
同じくZoomにて行いました。最初に各支部からの見守り対象
者25名の近況報告がありました。今回私たち福祉部員が話し合
ったことは、毎月電話連絡してよいのか、ということでした。私
たちが好意で連絡したとしても必ずしも良いとは限らないから
です。場合によっては「かえって迷惑」と思われるケースもある
のでは、ということでした。福祉に携わる者としての心がけとし
て「しつこいアプローチ」はしないことを部員一同誓った次第で
す。その反面、ご家族がいらしてもやはり時 日々本語でお喋りし
たい、と思われる会員も結構おられます。コロナ感染パンデミッ
ク以前は「懇親会」でお会いすることが出来ましたが、ここ暫く
はそれが叶いませんので、せめてもZoomでご希望に応えたい
と思います。それで考えたことは「福祉歓談サロン」という新し
い企画です。一か月に一度の頻度で開催したいと思います。詳
しくは右欄をご参照ください。

8月の報告福祉部 新企画
！

新企画
！ ZOOMによる「福祉歓談サロン」始めまーす！

第一回目は9月16日（水）2時から5時の3時間、福祉部メンバー
がお待ちしていますのでご都合の良い時間に気軽に出入りなさ
ってください。参加された方々の興味のあるトピックを一緒に考
えたり、色々心に思うことや悩みごとを共有することで、皆の知
恵や励ましをもらって気分が一転することってありますよね。時
を共にすることで更なる親睦を深めることが出来ればと思いま
す。日にちが迫りましたら一斉メールでリマインダーをさせて頂
きますが、一応Zoomのリンクは以下の通りです。
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91551784979?pwd=MzJ2RnJwdHF-
PR0cwV0JJVHhJT2pWQT09
Meeting ID: 915 5178 4979　Passcode: 452067
新企画の「福祉歓談サロン」に関するご質問、又は他の件でお聞
きになりたいことがありましたら、田口晴恵まで下記の何れかの方
法でお気軽にご連絡ください。
harue.t@hotmail.co.uk　07840219028 (電話又はテキスト）

日時：9月9日（水）午後8時より
演題：そろばんの魅力とイギリスでの活動状況
皆さんはそろばんを習ったことはありますか？日本では教育課
程にそろばんが含まれており、今でも小学3年生、4年生の算数
の授業でそろばんを習います。日本では「そろばん」を聞いた事
も見たこともないという人は殆どいませんが、使い方を知らな
いという方が昔に比べて多くなりました。暫くそろばん人気は低
迷していましたが、最近また子供に人気の習い事ランキングで
Top10にそろばんが入るようになり、人気が復活しています。本
セッションでは、そろばんの魅力とイギリスの方達にどのように
そろばんが受け入れられているかをお話させて頂きます。

9月のお知らせ

二水会

東京都世田谷区出身。在英14年目。10年間ロンドンの日系銀行で勤
務後、2017年に地元の小学校でそろばんについて子供達に説明す
る機会があり、それを機に銀行を退職。地元の小学校3校、土曜日の
日本語学校、及び自宅でそろばん指導をしている。実家はそろばん
教室。コロナの影響で2020年4月からオンラインレッスンで指導を行
っている。子供達へのそろばん指導だけではなく、「そろばんをイギ
リスで普及させる事」を目標に、イギリス・日本の珠算界ではレジェン
ドのマルカリアン君枝先生とも協力し、Japan Societyのそろばん普
及活動のサポートをしている。Association of Teachers of Mathe-
matics会員、NPO法人 国際珠算普及基金正会員。

講師： ホールト知子様　 ���ϐ���

*会場：皆様のご自宅でご参加いただけます。　*参加費：無料　　     
*申し込み：下記のメールアドレスにお知らせください。
nori.nkito@yahoo.com (伊東敬行)　＊定員100名　　　　　
★参加受付確認のお願い：ZOOMへのアクセス方法は9月6日（日）
にご案内する予定です。9月7日（月）時点で案内メールが届いてい
ない場合は、ジャンクメールに分類されていないかご確認くださ
い。見つからない場合には、伊東まで再度ご連絡ください。  
9月度二水会幹事代理　伊東敬行

NALC部

ナルク部では、8月18日にオンラインヨガ教
室を開催し、9名の方々に参加いただきま
した。大西敬子先生の的確な指導と見事
な時間配分で新たにヨガを始められた方か
ら熟練の方々皆様に喜んでいただきました。来月は9月15日（
火）10時からを予定していますので、ご興味があればナルク部
（nalc@japanassociation.org.uk）までご連絡ください。
また、9月3日（木）の紅葉会では、ズンバゴールドチェアという、
椅子に座ってできるズンバのご紹介をズンバインストラクター
で会員の丸山オブライエン直子さんからしていただき、将来的
にナルク部主催でオンライン教室を定期的に行う予定です。

そして、9月29日（火）午後1
時半からは、ナルク部主催エ
ンディングノート関連ウェビナ
ーとして、St. James’s Place 
Wealth Managementのアソ
シエイト・パートナーの新井様
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
プランの立て方」として、人
生後期を有意義に過ごして
いただくために考えていただ
くポイントとして英国の遺言
書、Lasting Power of Attor-
ney、相続税対策等を含めて

お話いただきます。この詳細については、近々別途ご案内を一
斉メールで出させていただきますので、ぜひご予定に加えてお
いてください。

画像：ナルク日本本部冊子より
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紅葉会(Zoom)

日時　7月23日（木）
7月の紅葉会は紅葉会として2度目のズー
ムで行いました。日本のわしょクックの富永
紀子氏をお招きし、「キャラ弁を一緒に作り
ましょう」を行いました。この会では富永講師が実際にキャラ弁
（トトロのキャラクター）を作りながら、私たちも一緒に作れると
言うズームならではの講演で、日頃使っている私たちの周りに
ある材料を使い、見事にトトロのキャラ弁ができました。富永氏

は外国人に簡単和食を教える資格を取得すると言う講座を横浜
で開催されています。興味のある方はnoriko.tominaga@gmail.
comまで直接お問い合わせください。この日の参加者は38名で
した。
また、この日は紅葉会の例会として「ハッピーバースデー」や「
皆で歌いましょう」を試みにやってみましたが、私達が使ってい
る普通のズームでは参加者各自のインターネットの接続等の関
係から本来は皆で一斉に歌うのですが、それが4輪唱になって
しまったりしてそれはそれで楽しかったです。今後はこれに対応
ができるまでは恒例の「皆で歌いましょう」はズーム紅葉会では
お休みします。

7月23日ズーム紅葉会報告

9月3日（木）ズーム紅葉会のお知らせ（第3回ズーム紅葉会）

9月3日（木）１時よりズームによる紅葉会を行います。今回は「染
織の保存と修復ーハンプトンコート宮殿の舞台裏から」というテ
ーマで、ハンプトンコートのHistoric Royal Palace Collection
の修復部マネージャー、高見美花さんにお話いただきます。ハン
プトンコートに保存されている歴代のKing, Queenの絵画、家具
調度品、染織品の保存・修復についてお話です。またとないチャ
ンスですのでどうぞ皆まさまふるってご参加ください。ゲスト(非
会員）の方もウェルカムです。また、その後、2時10分頃より会員
の丸山オブライエン直子さんに「座って行うズンバ」のデモンスト
レーションを行っていただく予定です。

参加の申し込み:koyokai@japanassociation.org.uk 通常、紅
葉会は申し込み不要ですが、ズ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。会員は氏名、非会員は氏名、
携帯電話番号（可能であれば）、メールアドレスをお知らせ下さい。 
日時：9月3日（木）午後1時（12時45分より入場可）～ 
参加費：無料

日時　8月21日（金）10:30－11：30「自彊術の紹介」
この日は特別紅葉会とし、伊東恵子さ
んをお招きし、自彊術のイントロダクシ
ョンと上半身の運動の実演をやって
いただきました。参加者 も一緒に顔

8月21日特別紅葉会の報告

講師：高田美花氏
【現職】ヒストリック・ロイヤル・パレスコレクション修
復部マネージャー、英国保存修復学会(ICON)公認修
復技術者(ACR)。大阪外国語大学アラビア・アフリカ
語学科卒業。国立民族学博物館情報企画課勤務を
経て１９９７年に渡英。ロンドン大学コートールド美
術研究所大学院美術修復科テキスタイルコンサベー
ションセンター染織品保存三年制PGディプロマ課程
修了後、２０００年より米メトロポリタン美術館、米スミソニアン国立ア
メリカンインディアン博物館の染織品保存部メロン財団特別研究員。２

００２年よりヒストリック・ロイヤル・パレス勤務。２０１４年より現職。 
講演テーマ1：
染織品の保存と修復－ハンプトン・コート宮殿の舞台裏から
このトークでは、ハンプトン・コート宮殿にあるこの修復スタジオ
で日 行々われている修理措置の過程や保存、展示方法の現状な
どを、主にタペストリーの事例を中心にご紹介したいと思います。
講演テーマ2： 椅子に座ってできるズンバのイントロダクション
講師：丸山オブライン直子氏
椅子に座ってできるズンバの紹介、今後ナルク部の活動として、
月に1度の割合で定期的に行う方向に持っていきたい。

9月24日（木）ズーム紅葉会のお知らせ （第4回ズーム紅葉会）

日時：9月24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：馬との関わりと華麗なホースレイシングについて
講師：富岡典子氏
1970年代後半、語学留学のため初めて渡英。1980年に英国人と結婚し、
サフォーク州ニューマーケット近郊の村に移り、カントリーライフがスター
ト。1985年、大阪の四天王寺が全寮制の英国四天王寺学園を設立。その
お手伝いで念願の日本人の世界に戻る。後に、四天王寺はバークシャーの
ニューベリーにお城と広大な敷地を購入しゴルフ場を建設、その開発に関
わる。しかし、競馬と家族のいるニューマーケットに戻りたく、サフォーク州
英国四天王寺学園に戻り、2000年に学校が閉鎖になるまでいたが、その
後、留学コンサルタントとして独立。現在は、フォーダムアビーというカント
リーハウスを拠点に堂島酒ブルワリーの設立のお手伝いをしている。　　

すりや上半身の首、肩等の運動を行い、これからもこのクラスを
定期的に行ってほしいと言う参加者全員の希望であった為に、今
後の方針を近日中に決める予定です。募集期間が5日間ほどし
かなかったにも拘らず、参加者は32名でした。
http://www.jikyou.com/

講演テーマ：馬との関わりと華麗なホースレイシングについて
もともと、乗馬が好きで、常に馬を所有してきました。競馬は80年
代後半からのめり込みましたが、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たからです。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、現在も
競馬の記事を書いたりしています。この度、「華麗なるイギリス競
馬の世界」というNHKの3時間番組の制作に関わりましたが、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、実際に皆様に競馬に触れて頂く事
ができるよう、ホースレイシングの番組について、馬のセリや生産
牧場、競馬産業、また、ニューマーケットについてお話します。
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数日の間でしたが、軒先につるした風鈴が涼風を送ってくれたよ
うです。向日葵や立ち葵の茎が日ごと
に伸びて行く今日この頃、しばしコロナ
蔓延を忘れさせてくれる夏の盛り。
秋号の原稿を下記要項で募集いたし
ますので（締切間近）、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　

締切間近！

▍今月のアプリ
－ Google Arts & Culture －

▍ 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。
8月25日、9月1日、9月8日、9月15日、9月22日、9月29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。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

Googleと世界各地の美術館、博物館が協
力してできたアプリでインターネット上で
色々な作品を鑑賞する事ができます。キー
ワード検索で名前、カテゴリー、年代など
で作品を探し出したり、ストリートビューで館内に入って作品
を見て回ったり360度viewやzoom inの機能を使える作品も
あります。アプリをインストールするにはAppStoreで無料でダ
ウンロード出来ます。

ௗଈƷƔƄƊǈƣſ಼Ǉဨஜƌƛ

ŹƔƕƂŷƿƁƝŻƉƋŹƳƌƔc

TEAM SMILEよりご報告
オンラインイベントを予定しています。詳細は次回会報でお知ら
せします
•10月　　美容講座、簡単エクササイズ
在宅が多い日々の中で、おろそかになりがちなケアについてや
体を動かしてストレス解消方法など
•11月　　女子一人旅　世界旅行記　
この夏、ホリデーに行けなかった人必見！ホリデーに行った気分
になります。

令和豪雨被災地支援チャリティー配信ライブにご賛同頂いた皆
さまには心から感謝申し上げます。報道されない被災地の現状
もわかって、今後の防災対策について考えさせられた！
とのコメントを沢山頂きました。
8月31日まで、配信をして募金活動を続けますので（31日までご
覧頂けます）引続きご支援宜しくお願いいたします。
•お申し込みサイトはこちらです
https://www.eventbrite.com/e/jazz-de-city-pop-tick-
ets-114867068494
宜しくお願いいたします。　鈴木ナオミ
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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。



地下鉄散策スケッチ 【水】

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

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お知らせ
コロナで宿題になって次回は6回目となる。今回もStay組とOut組は半々だったので両方やろうとしたが悪天候の予報で
中止になったのでそのまま次回にやる事にした。場所は”Holland Park“9月9日11:30 High St Kensington駅改札口を出
た所に集合。ランチはピクニックの予定なので作るのが大変な人は駅にある”わさび“やM&S”などで買う事ができる。
又一般の人の参加も歓迎なので外に出たい人は誰でもお出で下さい。

山本郁子

ロックダウンで宿題画になって5回目になる。今回の題は“水”で川や海や池などの水の動きを頭の中で図案化して抽象にしろ
具象にしろ絵にしたら面白いのではないかと思ったが私の説明不足だったせいか半分以上が“水のある景色”になってしまっ
た。皆さん努力家で描いた景色はどれも良く描けている。今は集合出来ないのでメール8割、電話2割位で皆さんと連絡し合っ
ているがやはり会って話し合う時よりは完璧に伝わらないのかもしれない。という事で絵が二つのタイプに別れてしまった。
9月は今回中止にしたホランドパークに一般の元気で出たい人も交えピクニックスケッチ会にしたいと思っている。
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▍7月俳句を学ぶ会の報告: 季語【万緑】
ロックダウンで皆が集まって句を発表することができず、メー
ルで交信しました。今月の季題が難しかったようで皆さん、苦
労されたようです。句は拝見できても皆さんとお会いできない
のは淋しいです。

▍俳句を学ぶ会のお知らせ

俳句を学ぶ会

匂い立つ木々の緑に寄せる詩(うた)　
（リⓗ䛺ྂ㢼䛥䜢ឤ䛨䜎䛩） 　　 松尾美和子( オハロラン) 
　 　
万緑にのみ込まれつつ渡る瀬よ　　　　　　　　
（䝎䜲䝘䝭䝑䜽䛻ャ䜑䜎䛧䛯䠅　   䜴䜱䞁䝍䞊༓ὠᏊ 　　　
　　　　　　　　 　　             　
藤の花うす紫を爽やかに　　　　　　　　　　 
㻌䠄ዪ䜙䛧䛔ྃ䛷䛩䛽䠅㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌⸨ཎᰤ㻌　

濃淡の万緑に勝つマグノリア 
                                                          上田陽子

陽が昇る万緑の影濃くなりぬ
                                                           ᗈ℩ಙᏊ

万緑や鼓打つ音遠く聞く 
                                                          ᕝすᘯᏊ

万緑の大地に遊ぶ日もありし　　　　　　　
（しみじみと昔をしのぶ句）  　　キング悦子
　　　     　　　　　　　　　　
万緑のトンネル行きや別世界　　　　　　　　　
（見所が良いですね） 　ℭℭℭℭℭℭℭタミーガブニー

奥入瀬の万緑優し君と居て　　　　　　　 
（ロマンチィックが二人の句です）    岡部道

万緑の深みに沈む二人して　　　　　　　　　 
（仲が良い情景ですね）                   䜴䜱䞊䝷䞊⏤⨾

万緑が庭に影落つ日暮れかな　　　　　　　　
                                                         䝞䞁䝎䞊䝇䜿䜲䝣᪥ฟ⨾

万緑や汗ばむ額に涼運ぶ
                                                       ⏣ཱྀ㑥Ꮚ㻌

万緑に風がそよぎて音かなで　　　　　　　　 
                                                      ᑠ㔝ᐉ⨾　　　     　　　　　

8月の季語は「夏盛り」、9月は「夏の果て」です。
連絡先：クーパー矩子　02078285255

イギリス風万緑⇒

渡邉道英 さん 『追悼　渡哲也くん（8月10日逝去　享年78歳）』
1941年（昭和16年）生まれの芸能人はとにかく多い。世界
的歌手となった「坂本九」さん、お笑いの世界では「欽ちゃ
ん」、映画スターも例外ではありません。「石坂浩二」「三田
佳子」「川谷祐三」さんなど枚挙にいとまが無い。中でも、最
後の銀幕スターとして異彩を放ったのが「渡哲也」さんでし
た。国民的大スター「石原裕次郎」を敬愛し、せっかく入社し
た日活撮影所を飛び出し、「石原プロ」に参加、大病を患った
石原裕次郎に付き添い、石原プロ制作の大作映画『黒部の
太陽』『栄光の5000キロ』『富士山頂』『蘇る大地』などに参
画。TVでは『西武警察』など人気シリーズのリーダーとして
大活躍。「古武士」の様な「空手道」に秀でた人物、まこと男
花のある俳優として後輩からも愛された兄貴分。個人的には
彼も私も同時に映画界に入り、会社は日活と大映の違いと、
俳優と助監督の違いはあるものの、同じ映画制作に身を置い
た私たちでした。彼の「新人映画スター誕生」の報道はもの
凄いものでした。私は6月生まれ、彼は12月生まれ、更に互い
に父親が帝国海軍呉軍需部に所属であって、呉市生まれ。戦
後の幼少年期を父親の郷里瀬戸内海（淡路島と今治市）で過

ごした。映画界に関しては勝新太郎さんと石原裕次郎さんと
が互いに独立プロダクションを立ち上げ、兄弟の如く接してい
た頃、渡哲也さんと会ったことがありました。しかしその時は
黙礼しただけで、話したこともありません。しかし惹かれるも
のが多く、いずれ私の映画作品には出演してもらうつもりでい
ました。まことに残機に耐えません。
現在急ピッチで『瀬戸内パイレーツ（河野水軍ー村上水軍）』
の映画化に取り組んでいます私達ですが、時代劇のスペシャ
リスト（スタッフ）、役者などが次 と々身罷っていきます。時間
がありません。時代劇（アニメでは無い）に興味を持つ新人た
ちを育成することも併せて、次世代に日本映画の特異な分野
『時代劇（サムライの世界）』を継承していくことに重きを得
ています。「遅すぎた助監督たち」と報道されたこともありま
したが「どっこい生きている」と2年後を封切りを目途にして、
準備態勢に入りました。渡哲也君！貴兄が残した映画製作の
炎を消さない様に決意しました。
いずれ天国で語り合いましょう！合掌
越智道英（助監督時代の旧姓）
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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

イギリスのイギリスの旅旅
Vol.2Vol.2

☞ 今月は『Mayfield Lavender Farm』

ラベンダーの香り！
生まれてはじめて憧れのラベンダーファームへ。満開の時期が
限られているので行きたいと思いながらも、なかなか日本でも

いけずいつかいつかと思ってい
ました。ロンド近郊で見られると
知ってさっそく出発。車で1時間
ほど。電車でも行けるそうです。
見頃の時期にこられた嬉しさで、
ブンブン飛んでいる蜂ですら可
愛く思えてきます。

ラベンダーの香りと最初に出会ったのはイギリス。大学生の
時、ウインチェスターでホームステイをしていた私。偏頭痛で突
然倒れむこと度々。
ミセス・グリーンが1本のラベンダーオイルを渡してくれました。
「あゆみ、こめかみに塗ってみなさい」と。
その頃、アロマオイルがどこにでもあるものではなく珍しい時
代でしたので、ラベンダーオイルによって痛みが和らぎそのあ
とはどんな時も手放せないオイルとなりました。

コロナ以降、体も心も縮こまって
いましたが、ラベンダー畑を歩く
うちにホッとリラックス。
いい香りに誘われて歩いていく
と、カフェが。ラベンダーのカッ
プケーキにラベンダーのドーナ
ツ、どれも美味しそう。

そんな中でも輝いて見えたのが、ラベンダー色のシャーベット
のようなドリンク。
先に来ていた地元の子供たち
が飲んでいて。子供も私も釘
付けです。
お店で、「ラベンダー色のドリ
ンクをください」　「ラベンダ
ー味じゃないけどいい？」と。
ちょっと拍子抜けしたけれど、
お味はソーダ味だったけれ
ど、ラベンダー畑の中で飲ん
だのでフレッシュなラベンダ
ーの香りとともに楽しめました。

今年はラベンダーの満開の時期が
遅れていると言われていたので、ま
だ見られるところがあればいいなと
思います。
ラベンダーの石鹸・アロマオイル・ラ
ベンダー蜂蜜で家でもラベンダーフ
ァームを思い出す日々です。
ああ、いい香り！

今月も
素敵なスポットのご紹介
ありがとうございます！

これはインスタで
見つけた
夕暮れの

ラベンダーファーム。
絶景ですね～！

　　　編集担当まきこ
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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8月1日付けの一斉メールをご参
照ください。
8/9/10月のデリバリーは下記の通りです。
【配達日詳細】
●8月
8月29日（土）配達お休み
●9月
9月5日（土）配達お休み
9月12日（土）配達　6日（日）締め切
り
9月19日（土）配達お休み
9月26日（土）配達　20日（日）締め
切り
※10月以降～　月一回配達
ようやくロックダウンが緩和されてきて、
少しづつですが、街にも活気が戻りつつあ
ります。おかげさまでレストランの再営業
に向けて動き出すことができ、すでに営
業しているテイクアウェイショップが軌道
に乗り始めました。 大変ありがたいこと
にデリバリー継続のご希望を多く頂いて
おり、スケジュールは変更させていただき
ますが、継続してデリバリーさせていただ
きます！少しづつになりますが、9月以降は
お食事メニューもアップデート予定です！
是非今後もご利用いただければ大変嬉し
く思います。
※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
お電話をご希望の場合は上記時間であればご対応させていた
だきます。その他ご不明点などございましたら、いつでもご連絡
をいただければ幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします

⏚␑␆⑦⌤⑫⑵⑵⌤

ホームページでご注文下さい。 
https://www.abeno.co.uk/order
8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

≫⌤⑵⑵⑫⌤⑦ؾ⏢≫⊿⊹⊬⊽⋀⊬⊿⊾⊱⊜≫⊺⊝

So Restaurantのお惣菜デリバリーサービス
のご利用が簡単になりました。今までneco-
noteのサイトを通してご注文頂いていた方は 
引き続きそちらからもご注文可能ですが、新規に
注文されたい方はリニューアルされたSo Restaurantのウェブ
サイトが簡単で便利です。
今ならリニューアルを記念して、£10引きのバウチャーが 
ご利用になれます。
バウチャーコード　ENJOY820JA 
£53以上買うと、£10引き　※一人一回限り利用可能 
期限：8月31日 24時
ご注文はこちらから。 
www.sorestaurant.com

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

9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9月16日 newsletter@japanassociation.org.uk
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