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皆さま、明けましておめでとうございます

英国日本人会会長
ウイリアムズ百子

　2021 年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げ
ます。
　新型コロナウイルスの感染が地球規模で拡大する中で、新
しい年を迎えることになりました。この悪夢のようなパンデ
ミックに打ち勝つにはワクチンの力を頼みとするしかない中、
接種も始まり少し希望が見えてきたと言えます。
　2021 年（令和二年）は干支である丑（うし )、先を急がず
一歩一歩着実に物事を進めることが大切な年とも言われます。
残念なことにケアホームでお過ごしだった会員のお一人がコ
ロナで亡くなられました。会としては最初の犠牲者で心から
ご冥福をお祈りいたします。
　これからもしばらく厳しいロックダウンが続きますが皆様
も更なる忍耐と健康管理をされますようお願い申し上げます。
このような非常事態の中で一つ特筆すべきことはロックダウ
ン以来急激に盛んになったズームです。JAでも昨年 6月にこ
れを導入し、ズームならではの素晴らし効果を発揮していま
す。対面式の会合が出来ないにもかかわらず、様々なズーム
イベント、各部のミーテイングを通して会員の皆様と交流を
続けてこられたことは本当に素晴らしく心身共に救われたこ
とと思います。
　更に、今年も会員として多くの方々が更新され、又新しく入
会された会員もいらっしゃることは本当に喜ばしいことです。
　理事一同、今まで同様にこれからも皆様の元気づけの為に役
に立つ情報やズームによるイベント活動を提供してゆきますの
で、沢山の方々が参加されることをお待ちしています。
　一日も早く普段の日常生活が戻ることを祈念し会員の皆様と
お会い出来ることを楽しみにしています！
　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

謹んで新年のご挨拶を申し上げます

英国日本人会　名誉会長
在英国日本国大使館　総括公使兼総領事　辻阪高子

　昨年は、誰もが予想もしなかった一年でした。新型コロナ
ウイルス感染症のため、皆様の生活も大きく影響を受け、多
くの不自由に直面されたものと存じます。このような困難な
状況の下におかれても、オンラインを活用して様々な活動に
取り組まれている皆様のお姿を毎月のNewsLetter やホーム
ページで拝見させていただきました。新しい状況に素早く適
応され、ご活動の幅を広げておられることは素晴らしいこと
です。
　本年の最優先課題は、引き続き新型コロナウイルス感染症
の克服です。日本にとってグローバルな戦略的パートナーで
ある英国ですが、日英両国が連携して、新型コロナウイルス
感染症を収束させ、世界経済の復興に向けた道筋を示し、「ポ
スト・コロナ」の国際秩序作りの主導的役割を果たしていく
必要があると思っています。また、本年も既に大変良好な日
英関係をあらゆる側面で拡大・深化させ、信頼関係を拡充さ
せることも重要です。
　ちょうど昨年の今頃、新年会の場で書初めをする機会があ
りました。何を書いてもいいとのことでしたので、「健康」と
書きました。年末年始の一時帰国中にいくつか病院に行った
後だったこともあり、まず頭に浮かんだ言葉でした。今思えば、
昨年ほど老いも若きも自身の、家族の、そして同僚の健康を
意識した年はこれまでなかったのではないでしょうか。本年
もまた身体のみならず心の健康の維持を第一に、皆様のさら
なるご活躍と英国日本人会の益々のご発展を祈念致します。
　日本大使館としましては、皆様への適宜適切な情報提供に
努めますとともに、コロナ禍においても領事業務を継続して
遂行するために全力を上げて取り組む所存です。
　本年も引き続きどうぞよろしくお願い致します。
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二水会

1月理事会だより

会員部からのお知らせ
＊新しく日本人によるおうちのメントナンス・修理が加わりました。
◉組織　http://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /
◉会則　http://japanassociation.org.uk/ 英国日本人会 -会則 /
◉ JA の GDPR の Policy http://japanassociation.org.uk/ 事務局
より/ja の gdpr-policy/ をご参照ください。
◉ご家族のメールアドレス追加をご希望の方は下記にご連絡くだ
さい。メール　membership@japanassociation.org.uk

◉川柳同好会発足が承認されました。
◉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
ます方々には深くお礼を申し上げます。（最終ページ参照）
・夢源レストランさん＜日本食・お弁当（65歳以上対象）＞
・あべのお好み焼きやさん＜お好み焼き・その他の食材＞
・So Restaurant さん＜お惣菜＞
要注意  ”怪しい（？）メールとの付き合い方”
・心当たりのない銀行や税務署を騙った詐欺
まがいのメールを受信した際は、慌てず直ぐに削除
しましょう。こういった重要な内容は一般的にレターで通知がきます。
・知人のメールアドレスから不審なメールを受信した際は、そのメ
ールに返信したり他人に転送せずに、ご本人に電話などの別の方
法でコンタクトして不審メールを受信した旨を伝え、ご本人が送付
されたかどうか確認しましょう。

●1月二水会の報告●
日時：1月13日 (水 ) 午後 8時より
講師：飯塚忠治様、田口晴恵様
演題：日本人とその家族のためのケアーホーム設立に関して
会場：ZOOM スクリーン上　参加人数：117名
幅広く開催の案内をしたこと
と、関心の高さが相まって全
英各地より117名ものご参加
をいただきました（英国外か
ら参加いただいた方もいらっ
しゃったかもしれません！）。
同テーマでは昨年1月に続いての開催となりました。飯塚さんか
らは、ケアホーム設立に向けての選択肢や課題、また昨年からの
情報のアップデート等を、晴恵さんからは現場からの報告という
形で、今起きていることの話をしていただきました。
質疑応答の時間には多くの方にご発言いただきました。ソーシャ
ルケアの仕事に携わっている方のお話やお住いの地域ケアホーム
のお話、自分が入居するかどうかを考えた場合に気になる事項な
ど多種多様なご質問がありました。また、日本人が期待するサー
ビス内容や品質を提供するという点で、このプロジェクトの趣旨
には異論はなかったと思いますが、ケアホームと地域との関わり
や日本語でのサービスをどこまで求めるかなど、時には発言者間
で異なる意見や考えがあり、当然といえば当然と思いましたが進
める上での難しさを感じる場面でもありました。

印象深かったのは、「ネットワーキング」としての繋がりが欲しい、
という声とそれに賛同する方が多くいらっしゃったことでした。特
に、今回遠方からご参加いただいた方にそのような声が多かった
ように感じました。コロナウイルスで世の中が一変してしまってい
ますが、唯一と言っていいほどの功罪としてはZOOMなどのオン
ラインを通して、離れた場所に住む方 と々つながることが容易に
できるようになったことではないかと思います。それが抵抗なく、
また幅広く受け入れられる状況となったことが「いい意味で」人々
の意識・行動を変えたと感じています。同様のテーマで実施され
た昨年1月の二水会は、会場での実施でしたので、ロンドンとそ
の近郊にお住まいで、かつ、会場に足を運ぶことができた方のみ
が参加できたことを考えますと、多くの方 と々「ネットワーキング」
のような形で繋がることができたのは絶好の機会となったように
も思いました。ケアホーム全体のプロジェクトから考えますと、ま
だ動き出したばかりの状態だと思います。先は長く、困難もある
のではないかと思われますが、多くの方々の知恵と力、また若干
のタンス預金（？）の力を借りて、進めていっていただければと思
いました。（伊東）

●2月二水会のお知らせ●
日時：2月10日 (水 ) 午後 8時より
演題：和太鼓の魅力と楽しみ方　講師：鈴木久美子様
参加費：無料　参加申し込み： 下記のリンク先よりお申し込
みくださいhttps://forms.gle/n8uVMspPnuXkSvo99

●花岡高明副会長　旭日双光章叙勲のお知らせ●
2019 年 11月3日に発表され
ていた当会花岡副会長への旭
日双光章伝達が、コロナ禍の
影響で遅れていましたが、こ
の度下記の写真の通り大使公
邸にて長嶺大使より伝達受章

されました。花岡副会長は在英日本商工会議所の事務総長を
過去12年に及び任じておられ、ジャパン祭りの実行委員長も
昨年より任じており、又桜植樹実行委員会副委員長等の功績
が認められました。改めてお祝いを申し上げます。

●1月7日に行われた理事会の抜粋●
◉2月26日（金）に開催される総会についての打ち合わせ

◉今月の会員の動き
新入会員：6 名　現在会員数：・メール会員243 名・文集郵送希
望会員44 名・文集・会報郵送希望会員52名（名誉会員8名を含む）
・退会者3名・ご逝去1名 横田桂子　計339 名 ( 含未更新者2名 )

◉会員特典サービス協賛店リストは下記を参照ください。
http://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト/
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NALC部

TEAM SMILE

●美容・健康オンライン講座●
テーマ：100歳になっても若々しく Vol.２+ツボ刺激健康法
講師：小幡洋子様（46名申し込み、36名参加）
Vol.1に続いて今回も美容家・小幡洋子さんより
―100才になっても健康で美しく、若々しくある、3つの原則ー
　　１．適度な運動
　　２．お手入れ（スキンケア、ヘアケア）
　　３．心の持ち方

ナルク部では1月5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、新
年早々から22名の方々に参加いただきま
した。以前から、参加いただいている方
々に、隔週での開催、もしくは時間を延
長しての開催と嬉しい提案をいただいて

いましたので、来月の教室では通常のセッション後に笑いヨガ
を少しお試しいただくことも考えています。来月のクラスは、
第1火曜日の2月2日11時からを予定していますので、よろしけ
ればご参加ください。
また、ヨガ教室は1月12日に行われ、新た
に参加された方も含めて14名の方々に参
加いただきました。今回もクラス後に「ク
リスマス、新年でガチガチになった筋肉
が本当に開いて伸ばせました。とても良
い気持ちです。」と嬉しいフィードバック
もいただきました。来月の教室は第2火曜日2月9日午前10時
から開催となりますので、ご予定に加えていただければ幸い
です。
そして、先月お知らせしていました2月の日本と英国をまたが
る相続についてのウェビナー日程が右記のように決まりました
のでご案内させていただきます。

日時：2021年2月24日（水）午前11時より（GMT英国時間）
演題：日本と英国にまたがる国際相続～資産と相続人について  
CROSS-BORDER SUCCESSION: Assets and Beneficiaries in 
Japan and in the UK
講師：リチャード・ベイツ弁護士、ホークス真弓弁護士（コグニ
ティブ法律事務所）、金久直樹弁護士（渥美坂井法律事務所
ロンドンオフィス、パートナー、ロンドンオフィス代表）
なお、先の2つのクラスと講演会は通常通
りご案内の一斉メールをイベント前に発
信させていただき、参加をご希望いただ
いた方々へはイベント直前に招待リンク
を送付させていただきます。  
最後になりましたが、ナルク部の例会は1
月5日に行われ、今後のイベントの予定、
準備などが話し合われました。また、ナル
ク部へ本等のチャリティーショップへの運搬サポート依頼を年
末いただいていました会員の方が、年初Covid-19感染者への接
触から自己隔離の必要があったために、買い物サポートもさせ
ていただきました。そこで、先のように実質的なサポート等が必
要な会員の方がいらっしゃればお気軽に下記のメールアドレスへ
ご連絡ください。　　ナルク部 nalc@japanassociation.org.uk

というテーマで、諦めない」という意識、女性ホルモンの為の
柔軟体操などをわかりやすく映像も使ってご説明いただきま
した。また、鈴木ナオミより免疫アップのツボ刺激健康法のお
話しもさせていただきました。次回Vol.3もお楽しみに！
※血圧の高い方：運動やツボ刺激などを行う際は、体調と相談しながら徐々
に行ってください。
オンライン講座のアイディアや内容のリクエストも受付中！
鈴木ナオミまでお送りください。naomisuzuki7@icloud.com
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ZOOM特別新年会の報告

福祉部福祉部

本年度JAの最初の企画として、1月6日に元駐日英国大使、
現オックスフォード大学ウルフソンカレッジの学寮長のテ
ィムヒッチンズ氏をお招きし、現在研究中の「ヒッチンズ
の平家物語入門」と2016年、日本で英国大使時代に発行
された「大使の句集」についてお話をいただきました。
「平家物語」では外国人にとって750ページもある英文訳
の本を読むのは辛いがティムさんは「平家絵物語」を見つ
けられ、絵を見ながら「平家物語」を理解していくとい
う、日本人では思いもつかない「平家物語入門」のお話を
伺いました。「大使の句集」のお話ではこの本のイラス
ト・編集をおやりになった笠嶋孝至さんも日本から参加く
ださり、この本をイラスト入りで発行した際、句集は春夏
秋冬の句で成されているが、春の色、夏の色等、その季節
の色を出すのに苦労なさったとの事、例えばイギリスの感
覚では春は白、紫（スノードロップやクロッカス等の色）
であるが、日本では春はピンクである。そして夏、秋、冬

コロナパンデミックの2020年にさようなら！日本人会の皆さん
が無事に新年を迎えられて良かったとほっとしている間もな
く、、福祉部の「見守り」対象のおひとりで、ちょうど2020年の
一月号でもご紹介した横田桂子さんが年明け2日目にしてコロ
ナ感染でお亡くなりになった、という何ともショックな知らせ
を受けました。桂子さんがおられたナーシングホームは十分な
コロナ対策をしていましたが、去年の秋ごろから発見された新
型コロナウィルスの変異型の感染力が七割増しと強いので、と
うとうそのホームからも被害者を出してしまったと言えます。も
う少しで桂子さんもワクチン接種を受けることができたのに、
と思うと何とも切ない思いでした。

英国政府の常に遅いコロナ対策で英国は欧州の中で感染者
数及び死者数最悪の状態となり、このままではＮＨＳ崩壊の
恐れがあるため政府は世界で最初のワクチン接種を開始しま

の色を説明された。また、句集の最後の締め括りの俳句を
どうしてこの句『幸せはぴったりとした締めくくり』を選
んだ理由などを伺いました。質疑応答では、ティムさんの
句集の中の句を画面で拝見しながら、参加者からこの表現
は英語の方が良い、俳句を作る時、日本語英語どちらの言
葉で考えるのか、５７５の配置は俳句を作ってから替え
るのか等、20分程度活発な質問が飛び交いました。この
「大使の句集」を希望者にお譲りいただけるとの事で豪華
版、普通版と希望者を募りました。ま
た、講演の前に挿絵担当の笠嶋さん
からも挿絵いりで一句送られてきまし
た。ティムさんのお部屋には新春らし
いネコヤナギも飾られ、新年にふさわ
しい講演でした。参加者82名。
参加者の声
＊本当に良いお話でしたね。少し高尚になった感じがしました。
＊Dear Sir Tim,　Thank you very much for your talk!　My husband 
and I really enjoyed your Haiku and the talk.　I come from Ishikawa 
prefecture and I was particularly moved by your Kenrokuen haiku.
(Please  forget that gentleman’s suggestion. I thought the way you 
wrote was very original therefore Good. Not 類想類句 which is very 
important!　Best wishes ＊お話を伺っていて日頃の煩悩が洗われ
た様でした　＊ティムヒッチンズさんの新年会のお話は楽しかった
です。＊大使の句集を手に取って味わってみたい、と思って先ほ
ど申し込みました。＊大使のお話とても良かったわ。大変楽しみ
ました。挿絵をした方からいろいろお話し聞きたかった。

した。去年の12月後半から3回目のロックダウンに入っている
にも拘わらず死者数が一日で千人を超える状況が続いている
のは本当に悲しい現実です。それでもかなりのスピードでワク
チン接種が進められているので希望は持てそうです。2020年
は経済を心配して政府は規制を厳しくすることを躊躇していま
したが、今は完全に感染をゼロにすることの重要性を強調して
います。政府の呼びかけも必要ですが、国民一人一人が責任を
持って行動することがコロナ感染終息への成功の鍵と言える
でしょう。
次回のZOOMによる「福祉歓談サロン」は2月17日（水）2時か
ら5時です。事前予約の必要なし。途中参加・退出も自由です
のでお気軽にお入りください。ZOOMのリンクは数日前に一斉
メールにてお知らせします。お待ちしています。
又、何かご心配やお困りのことがありましたら遠慮なく下記ま
でご連絡ください。
メールアドレス：Welfare@japanassociation.org.uk
電話番号：07487 419 953
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紅葉会(ZOOM)

文集部

●ズーム１月紅葉会新年会のご案内●
日時：2021年1月28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： 紙切りとマジック
講師：スティーブ＆惠 ビドル夫妻様 
参加方法：オンラインお申し込みはこちら
⇨ https://forms.gle/A2owZtFBVYADH7KAA
2日前程度を目途にご連絡いただいたメールアドレスにリンクを送信します。
(前日までに届かない場合は、koyokai@japanassociation.org.uk までお問い
合わせください。)

ビドル惠さんはJA会員でいらして、折々のイベントで折り紙・イ
ラストの楽しいアートを見せて下さるお馴染みの方です。紅葉
会新年会では、ご夫婦で“紙切りとマジック”ショーを息の合っ
たパーフォーマンスでご披露頂ける事になりました。ご夫妻は
３０年以上に渡って、子供・一般向けのショー、TV番組で広く
ご活躍されて来ました。ポール・ダニエルショー、ブルースフォ
ーサイスの“ジェネレーションゲーム”へのレギュラー出演、恐竜
ブーム時代には、“恐竜を折ろう”のシリーズ番組にも出演され
ました。紙切りマジックのご披露だけでなく、映画・T V番組の
コンサルタントとしても業績を重ねられています。クラフトの本
や絵本も多数出版され(28タイトル)、多国語圏に翻訳・出版さ
れています。詳細は、http://www.paper-magic.net 及び　英
国春秋 2018年・春号 (Issue no 32)の書き切り芸人をお読みく
ださい。

イベントの最後には、簡単に作れ
る「箸置き」を実演しつつご指導
してくださるので、10センチ四方
の紙をご用意ください。

ウイリアムJA会長の新年の挨拶に続き、幸多い新年への強い
思いを込めて乾杯しますので、お好みの飲み物をご用意くださ
い。この素晴らしい新年会で、皆さんと明るく盛り上がりたいと
思います。最後に小部屋に分かれての懇親会など、楽しいこと
も予定しています。振るってのご参加をお待ちしております。
●ズーム2月紅葉会のご案内●
日時：2021年2月25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：「スパイよもやま話～英国情報機関の今昔」  
講師：片山哲也様  
<プロフィール>1968年佐賀県生まれ。金沢大学教育学部卒業
後、93年時事通信社入社。札幌支社、外信部勤務を経て、カイ
ロ（2001-05年）、ニューデリー(06-10年)、ニューヨーク(12-16
年)の各支局で特派員。17年9月からロンドン支局長。紛争や動
乱、テロに関する取材経験が豊富。散歩と乱読が趣味。

SafariのWebページ、メールのメッセージでスクリーンショットを
撮ると、スクリーンに見えているものだけでなく、ページ全体のス
クリーンショットが保存できます。スクリーンショットはホームボタ
ンのある機種ではホームボタンと右横にある電源ボタンを同時に
押します。ホームボタンの無い最近の機種では音量ボタンの音量
拡大のボタンと右横にある電源ボタンを同時に押します。

両ボタンを押すとスクリーンショットされた写真が左下に小さく
表示されます。その小さな写真をタップすると写真が大きくな
り、画面上部にスクリーンとフルページというタブが表示されま
す。フルページをタップすると見えていない範囲も含めたページ
全体が右横に表示され完了をタップするとPDFでファイルアプリ
等に移動、保存が選択できます。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
1月26日、2月2日、2月9日、2月16日。途中参加・途中退出も自由です。

▍いまさら恥ずかしくて誰にも聞けない質問大歓迎！
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。

スマホ同好会 1月12日のスマホ同好会は、日本から1名、新人の方1名を含む22名の参加でした。ご自身のデバイスに
インストールされているZOOMのバージョンの確認方法、ZOOMの最新バージョン5.4.9のダウンロード
方法、写真のスライドショーの使い方、iPadのマルチタスク機能（Slide Over, Split View）、iPad・iPhone
のバッテリーの健康診断、Magnifier等についてQ&Aがありました。

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
参加しています。初めての方は松崎美枝子までご連絡下さい。ZOOMの
接続方法をお知らせします。
Email：miekobarraclough@hotmail.com Tel：07903 445 144

惠様：英国マジックサークル会員
　　　シルエットカッターズギルド会員
スティーブ様：英国マジックサークル会員
(Associate of inner magic circle with silver star)

●文集部よりお知らせ●
雨が降ろうが、風が吹こうが、ロックダウンになろうが、春の
花々がその蕾を大きく膨らませてきました。皆様はお元気で
お過ごしでしょうか。花や小鳥だけでなく、我々も春の訪れが
心待たれ、それに日足もずいぶん伸びてきたことだしで、何
か良いことがありそうな、何か文集に書いてみたいような、そ
んな気にさせられる今日この頃です。

春号の原稿を下記の要項で募集いたします。奮ってご投稿く
ださい。
『英国春秋』2021年春号（No.38）
タイトル：フリー又はコロナ蔓延奮闘記
字数：A4　2～3枚（出来ればワード添付）
締切：2021年 3月15日
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk

▍今月の豆知識　一度のスクリーンショットでページ全体を撮影する。(ios13 から)

▍スマホ同好会 Online ZOOM ミーティング予定
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【新年】スケッチ

今回の題はズバリ “新年”
“初日の出”を描いた人が4人もいた。その他も個性豊かで、
やはり人は其々考え方が違うものだと改めて感じ入るもの
があった。’20年は本当にコロナに明け暮れた一年だった、
会合も2月が最後であったしスケッチ仲間は9月に集合する
事が出来たが、他の人達とは１年近く会ってない事になる、
ワクチンの予防接種も始まり桜が咲く頃には皆さんに会う

事が出来るかもしれない。昨年はコラージュや写生だけで
はなく、想像したり創造して描く分野にも挑戦した。”新年“
イコール”またひとつ年をとった“訳で体力が低下するのは
仕方ないにしても、メンタルな面では益々充実、面白そう
な事には何でも挑戦したいと思っている。そして今年もま
た皆さんにとって良い年になる様、健康管理に気を付け良
い絵が描ける様に頑張りたいと思っています。

ビドル恵

山本郁子

ハーテイみえ

竹内みどり

山本郁子

高波三枝子

シェイラ文野

古沢いくこ

スタンディング百合子

グリーブス邦子
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俳句を学ぶ会

花のいろはうつりにけりな
　　いたずらにわが身世にふるながめせしまに （小野小町）
田子ノ浦に打ち出でてみれば
　　白妙の富士の高嶺に雪はふりつつ （山部赤人）
夜をこめて鳥の空音はかるとも
　　よにあふさかの関はゆるさじ （清少納言）
山里は冬ぞ淋しさまさりける
　　人めも草もかれぬとおもへば （源宗干朝臣）
わたの原こぎ出でて見れば
　　久かたの雲ゐにまがふおきつしらなみ
 （法性寺入道前関白太政大臣）
これやこの行くも帰るもわかれては
　　しるもしらぬも逢坂のせき （蝉丸）

初空を走り終え喰う佳味雑煮 上田陽子

初空の雨天仰ぎつ屠蘇を飲む キング悦子

初夜空白雲まといお月さま タミー・ガブニー

初空や われ呼ぶ母の 声聴けり 廣瀬信子

コロナ禍が有史となりて年の暮れ バンダースケイフ日出美

初空の真澄にカモメ円を描く 岡部　道

初空に思い万感手を合わせ 松尾美和子 ( オハロラン)

初空の隅に凝りし去年の雲 ウィーラー由美

初空を仰ぎて年の無事祈る 田口邦子

初空の岩礁に立つ太公望  川西弘子

初空に響き渡るはショパンの音 ウィンター千津子

初空を海鵜群れなし彼方へと 福重久子

コロナ禍で初空仰ぎつ心凍て 小野宣美

初空や松の枝より雨 (あま)しずく 藤原　栄

コロコロと　コロナ対策　変わるたび
ドンドンと　増え続ける　感染者
へいボリス　まじめに仕事　やってくれ
ひきこもり　パンデミック前　しょんぼりと
ロックダウン　おひとりさまが　ニューノーマル
はつらつと　元気出てきた　ひきこもり
にほんこく　鎖国じょうたい　ぶり返し
外国に　住んでる我ら　帰れるか　
帰っても　冷たい仕打ち　受けるかも
コロコロと　変わるウイルスで　あたふたと
ワクチンを　打つか打たぬか　迷いけり
うし年に　モー突進する　ころな菌

コロナの川柳　ロバート千恵子　

微生物人物金を止めにけり
コロナ禍で無二の親友ユーチューブ
コロナ禍で肥満丸ぽちゃ急増す
コロナ菌可視出来たならもっと怖い
コロナ禍で世界は一つマスク人
世界中マスクの内で口ごもり
はてどなたサングラスかけマスクして
コロナ禍に川柳作って憂さ晴らし
覆面で歴史を刻む事となり　
よそよそし礼儀作法を身につけり
よそよそし上様の如距離を置く
あの世にも持ちて行きたし目と写真
何もかももったいないから捨てられぬ
これまでの日常茶飯夢の如
心から笑っていいとも来る日待つ

コロナ禍に詠める　キング悦子

今年はすっかり忘れていた「小倉百人一首歌カルタ」にトライしました。昔々、息子にプレゼ
ントした『小倉百人一首歌かるた』が手元にありましたので、取り出して数10年ぶりに遊んで
みました。満更ではなく高校時代に学んだ万葉に戻った思いでした。西暦1235年に藤原定
家卿が古来の歌人の中から有名な歌を各一首ずつ天智天皇から雅経、家隆卿に至るまでの
歌を選び、京都嵯峨小倉山の別荘の障子（現在のふすま）に、色紙に書いて貼ったのが始ま
りとかーー。皆様方もトライしては如何でしょうか！？　　渡邊　道英

淡路島かよふ千鳥のなく声に
　　いくよねざめぬすまの関もり （源兼昌）
天つ風雲のかよひ路ふきとじよ
　　乙女のすがたしばしとどめむ （僧正遍昭）
千早ぶる神代もきかず龍田川
　　からくれなゐに水くくるとは （在原業平朝臣）
人はいさ心もしらずふるさとは
　　花ぞむかしの香ににほひける （紀貫之）
君がため春の野に出でて若菜つむ　　　　　　
　　わが衣手にゆきはふりつつ （光孝天皇）
春すぎて夏きにけらし白妙の　
　　衣ほすてふ天の香具山 （持統天皇）

小倉百人一首歌

川柳

川柳同好会発足！ ご興味ある方は
secretry@japanassociation.org.ukまで！
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Mon Tue Wed Thu Fri Sat  Sun
1 2 3 4 5 6  7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

उा൏ऌؚ൏ऌजयपैङளഝ
൏ऌृ๐ऑলखؚྂ൏ऌⅨऩन
भષुਯऎؚঋ४ॱজ॔থওॽ
গुشౄৰखथःऽघ؛ਬऌਢऌभ
ओିધؚओ੍ର॑उൢःಱखऽघ؛ 
https://www.abeno.co.uk/order

ऽञਬऌਢऌؚउภؚম୫౫ؚ৹મಉभ୧ଦुਢऐथः
ऽघभदउਞೄपउਖः়ॎचऎटऔः؛
elizenakatani@yahoo.co.jp�ؙ7HO؟�������������

-$भভ৩धढथৣऔॊधؚभಿ༳ਸੵঐ५ॡॣش५॑
উঞ८থॺखऽघ؛ठॆढधঐ५ॡ॑ਗघৎؚ৳ଵपਹ
दؚऽञणৗखःঐ५ॡुઽವखथ઼ऐॊभदੱदघ؛ 

編集後記
すがどうぞよろしくお願いいたします。
昨年は新型コロナで在宅勤務になったり、ホリデーやお友達との食事
会など色々なイベントが中止になり生活にメリハリがなくなったせい
か、あっという間に一年が過ぎてしまいましたね。皆さんが1日も早く安
心して暮らせ、Onlineではなく実際にお顔を見ながらイベントが開催
できる日がくることを心から願いつつお手伝いをさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。本号よりNewsletterの編集を
担当させていただくこととなりました、JA会員の坂佳樹（ばんよしき）と
申します。三、四年ほど前の二水会にて「ろうそくとの出会い、制作から
空間演出に至るまで、ろうそくの灯りに魅せられた20年の軌跡を巡りま
す」という演題で講演をさせていただきましたので、その際にお会いし
た方もいらっしゃるかと思います。高崎市出身、在英26年の若輩者で

あべの ホームデリバリー So Restaurant お惣菜デリバリー 

夢源 65 歳以上会員へのホームデリバリーサービス 

2 月のデリバリーの予定を
ご案内いたします。

来週の So Restaurant 
お惣菜メニューをご案内します 。

ご注文時に JA会員と言って下さい！紙の抗菌
加工マスクケースをプレゼントします！

�া��قଅكଦ
ഁीજॉ㌣�া�قসك��ৎऽद
�া��قଅكଦ
ഁीજॉ㌣�া��قসك��ৎऽद

�াभିધम�া୍पउଛॉःञखऽघ؛
ओਂਡम૿ਊभঢ়ઠऽदउਞೄपउਖः়ॎचऎटऔः؛
ওشঝ؟mugendelivery@hotmail.com
7HO؟������ق����������������ك��

ቛấऋउःखःఛතदघ
ቛấमढ़টজشमःभप౭ുऋ௹୕્ؚप๗॑ऎஅि
भऋ્ඉदघ؛๗मৗ༚৻ප॑ણपखؚျൽोृหऩ
नؚઍधुঢ়ॎॉभः౭ുಞदघ؛৲भेःपஜ
⍭धেऋऺؚرढऒॉആऽॊ५شউपखऽखञ؛ঽੇ
ଲটش५ঁम१থॻॖॵॳपुळढञॉآ
6R�5HVWDXUDQWभੱऎखभउႏཅ॑उ௫खाऎटऔः؛
ถमऒठै॑ओ༮ऎटऔःؙKWWSV���VRUHVWDXUDQW�FRP

තীમ৶धྭभउએदয়ஐ॑उ໑ःखऽच॒ऊ
තীपजभফभ౩্�্�॑ःथ୫सॊधକऋଐःधऔ
ोॊ୬ඕऌํఘ્؛प�णभ౫॑ඕःञुभ॑ૣඕऌؚ
౩্ඕऌधళलऽघ؛ਯदघउଫीपनअझ؛
KWWSV���VRUHVWDXUDQW�FRP�SURGXFWV�VHWVXEXQ����

ऒभৎळढञॉभ൏ऌᇦुওॽগشप୯ਸ
ऽञؚ४কشॽ॑شᔳघॊ१شঅ५ु৫खऽखञ؛
उେःभपढ़شॺप୯ਸखथຘऐोयؚ
उ୫হधુपਈৗಀ॑उඍऐखऽघڧ
https://sorestaurant.com/

ओିધमऒठैऊै؟KWWSV���ELW�O\���8�sG
उਖः়ॎच؟info@neconote.com

2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。 締切日：2月17日
newsletter@japanassociation.org.uk

※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。
ম୫ॹজংজش१شঅ५ੲਾ

ゴールド
チャアーズンバ　
スマホ

ヨガクラス
スマホ

ナルク
相続ウェビナー

二水会

スマホ

紅葉会 年次総会


