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理事会だより

●8月3日に行われた理事会の抜粋●
◉JA主催の催し物については付保の検討の必要があり、主催
者はリスクをよく検討して企画をする事
◉辻阪名誉会長離任
◉毎月の繰り返しになりますが、この期間中、日本食材、お惣
菜等のデリバリーを引き続きやってくださっている方々には厚
くお礼を申し上げます。＊詳細は8ページをご覧ください。
• 夢源レストランさんの65歳以上対象の食材・お弁当のデリバリー
• So Restaurantお惣菜のデリバリー
• WASO日本食材・冷凍お惣菜　　
●JA クラブについて●
先月の会報で、JAクラブ開催の延期をお知らせしました。感染
状態を観察しながら会員の皆様の健康を優先し、もし可能で
あれば第一回の集まりを9月13日（月）に行いたいと思います。
今後の状況をみながら改めてご案内させていただきます。

会長　ウィリアムズ百子

●今月の会員の動き●
新入会員：1名　現在会員数：メール会員 252 名／文集郵送
希望会員47名　文集・会報郵送希望会員 51名（名誉会員8
名を含む）計350 名
◉7月よりご入会の方は会員年度 2022 年 9月末まで有効と
なります（3ヶ月分フリーオファー）この機会にまだ会員でな
いお知り合いやお友達にご紹介ください。 
◉会員特典サービス協賛店リストは下記を参照ください。
https://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト/
◉組織　https://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /
◉会則　https://japanassociation.org.uk/ 英国日本人会 -会則 /
◉ JAの GDPRの Policy
 https://japanassociation.org.uk/ 事務局より/ja の gdpr-policy/ 
◉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。membership@japanassociation.org.uk　　　　　　
◉今月終わりに 2021年 /2022 年会員更新のお願いをお送り
します。

●お盆の清掃供養●
お天気に恵まれた８月１４日、１１時前から清掃が始まりまし
た。今年は早春以来雨が多かったせいか、此れまでにない雑草
の伸び具合でした。有志の皆さん懇親込めて清掃、草取り、短
時間でスッキリ綺麗な状態です。
三輪精舎、健心福主管の御勤め読経、その後のお話は、親の
愛、心沁みるお話を聞かせて頂きました。
百子ウイリアム会長のご挨拶後、田村さんの指揮のもと皆さん
で“ふるさと”を心を込めて合
唱後、お盆の清掃供養は無
事に終了致しました。ご参加
頂きました有志の皆様に感
謝、有難うございました。又、
交通事状、体の不調等の為、
止む無く参加不可能とお知ら
せ頂きました方々、お気持ち
を汲み感謝いたします。

墓地管理部　藤田

参加者の方々より一言
・久方ぶりに参加した。
夏は雑草も成長が早く、
びっくりする程はびこっ
ていた墓地も24名もの人
の参加で1時間もするとす
っかり綺麗になってしま
った。天気には恵まれる
事が多く今日も好天、そし
てもう一つの楽しみは皆
さんに会える事、皆さん
とのお喋りは本当に楽し
く仕事もはかどる。不思
議な事に疲れても何だか
気分が爽やか、ご先祖様
達も御喜びなのかもしれ
ない。（竹内みどり）
・久し振りに大勢の皆さんにお逢いし、草ぼうぼうの墓地は、アットいう間に
綺麗になり、掃除の合間に皆さんと色々とおしゃべりし，三輪精舎さんのお話
しも心にしみ、今、生かされていること、感謝いたします。（田村陽子）

会員部

墓地管理部

JAウェブサイト　https://japanassociation.org.uk 忘れな草ウェブサイト　https://wasurenagusa.org.uk
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二水会

文集部

TEAM SMILE

●英国日本人会 Team Smile 応援企画●

日時：9月26日（日）12時配信開始
コンセプト：～ハーモニー～1人では何もできない
内容：●日本の人気音楽番組「ハモネプ」優勝者をはじめ、ハー
モーニーで綴る日本の懐かしい曲の演奏
主催：虹の架け橋「Save the kids Project」「罪の無い子供た
ちに笑顔と未来を♯１」
●日本を代表する映画監督、元サッカー日本代表、国際ジャー
ナリストなど、世界で第一線で活躍する豪華ゲストによるパ
ネルディスカッション～今、私たちにできること～子供達と一
緒に社会に向き合います。＆活動報告
●日本マジック協会会長　マジックショー

ハーモニーを中心とした音楽・パネルディスカッションのチャリ
ティー配信番組を開催します。
コロナ禍で、皆、生き辛さを感じているとおもいますが、素敵

● 9月二水会のお知らせ●
日時：9月8日（水）午後8時より
演題：幕末の日本人留学生がお世話になったアレキサンダー・
　　 ウィリアムソン教授
講師：佐藤平顕明（さとうたいらけんみょう）様
　　（三輪精舎主管）
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/5GLNmzgJWXbrhQKt5

●文集部よりお知らせ●
心配していたオリンピックも無事終了、メダルの数
に喜び、日章旗の揚がるたびに感激しました。多く
の反対を押し切っての開催でしたが、やはり行なっ
て良かったのでしょうね。次はパリで３年後に迫っ
ていますので、アスリートも大忙しというところでしょ
うか。
『英国春秋』の原稿を募集いたします。要項は右記
のとおりですので、奮ってご投稿下さいますように。

『英国春秋』2021年秋号（No.39）
タイトル：フリー、または「私の秘め事」、
　「私の秘密」、「私のとっておきの話」
字　数：A4　2～3枚（出来ればワード添付）
締　切：2021年 9月15日
（但し、原稿随時受付）
送付先：
bunshu@japanassociation.org.uk

なハーモニーと前向きなディスカッション
を聴いて頂き、元気になって頂きたいと
思います。そして、困窮する日本の子供
達の支援につなげたいと思います。

＜無料＋寄付のお申し込み＞
※支援金は全額寄付いたします。
◆公式HP:
https://naomisuzukip.wixsite.com/
savethekidsproject 
◆このイベントを開催する理由
https://naomisuzukip.wixsite.com/
savethekidsproject/about_us

＜寄付送り先＞
◆子供食堂 ◆ NPOユアアクション ◆不
登校・若者の自殺問題に提起した映画
製作へのサポート

プロデュースTeam Smile 部　担当　鈴木ナオミ
naomisuzuki7@icloud.com

15

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、主催者の責任ではないことをご了承ください。
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NALC部
8月3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、10名の方々に参
加いただきました。来月も
第一週火曜日の9月7日11時
から行いますので、よろし
ければぜひ参加ください。

ヨガ教室は8月10日に行われ
て12名の方に参加いただき、
参加者の方から普段使わな
い部分のストレッチができ
たと喜んでいただきました。
来月の教室も第2火曜日9月
14日午前10時からの開催と
なります。

先月17名の方々に参加いた
だきましたマインドフルネス
なヨガ教室は、今月24日11時から行われます。この教室も来
月第4火曜日の28日11時から開催を予定しています。

先のクラスについて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
はイベント前日に招待リンクを送付させていただきます。  

今月のナルク部の例会は8月17日にロンドン市内で、ナルク部
と福祉部の前部長の竹中厚子氏にも参加いただき、福祉部の
方々との交流会も兼ねて、お食事会形式で行われました。ま
ず、ナルク部と福祉部の方々の自己紹介で始まり、今回は福祉

部が行っている見守りの
活動を細かく教えていた
だき勉強をさせていただ
きました。福祉部、ナル
ク部共に、英国日本人会
会員の方々をサポートす
る活動をしていますので、
今後も年に2回ほどこの
ような福祉部の方々との
交流会を行い、より協力
関係を深めることができ
ればと考えています。

なお、この数か月は会報
でもお伝えしています
が、ナルク部では、会員
の方々が気兼ねなくサポートを依頼できるように、JA会員の
皆様に付与されているナルク部時間預託のための10ポイント
を利用して、病院の付添、買い物サポート等、会員同士で助
け合うコーディネートも行っています。
そこで、お怪我で買い物が難しい、病院への通院が
一人では不安な際などは、お気軽にナルク部（na l c@
japanassociation.org.uk）までご連絡ください。ご希望いた
だきましたら、サポートができる会員の方を一斉メールで募
り、コーディネートをさせていただきます。その際、サポートい
ただく会員の方の交通費等は実費でお支払いいただきます
が、実際にサポートいただいた時間は会員の方保有のポイン
トから一時間あたり1ポイントをお手伝いいただいた方へお
支払いいただくために、その他の費用は基本発生しません。

ナルク部　nalc@japanassociation.org.uk

皆さま、今月の会報を受け取る頃は夏も終わりですが、如何お
過ごしでしょうか。7月19日からパンデミック規制が完全解除
され、最近ではマスクなしの人々を多く見かけます。英国では
ワクチン接種のお陰で（感染者数は未だに多いですが）国民
の免疫力が高まり、以前と比べて命は救われていることは確
かですね。それでも変異し続ける新型コロナはデルタ変異株
から最近話題のラムダ株が更に感染度が高いと報告されてい
ますから安心はできません。英国政府は経済復興のためにこ
れ以上指示はせず、今後は国民一人一人の判断に任せる、とい
う姿勢です。「個人の自由尊重」の考えが根底にある英国社会
の中で暮らす私たちですが、皆さんはこのような英国政府の
対策をどうお考えですか。次回の歓談サロンで皆さんのご意
見をお聞き出来たらと思います。因みに最近のNHSはほとん
ど電話で対応、ところがその電話もなかなか繋がらなかった

りでイライラされることはありませんか。GPサービスやNHSに
関しても次回の歓談サロンで皆さんの体験談をシェアできた
らと思います。

歓談サロンは毎月第三水曜日（8月は夏休みでした）ですので、
次回は9月15日、午後2時から4時です。
Zoomミーティングのリンクは一斉メールにて、数日前にお送り
いたします。初めての方大歓迎ですのでお気軽にご参加くださ
い。

福祉部連絡先：07487 419 953（メッセージを残してくだされば
折り返しお電話を差し上げます）
一般的お問い合わせ　welfare@japanassociation.org.uk 
個人的お問い合わせ　taguchi@japanassociation.org.uk

福祉部福祉部
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●9月紅葉会のご案内●
日時：2021年9月23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：『映画をこよなく愛す』（私と映画の関係は？）
講師：渡邉道英様

講演のテーマとレジメ
◉始めて映画を観たのは小学校の頃、「巡回映画」という教育上
の映画鑑賞会があって、全校生徒が一緒に美空ひばりの双子役
の『ひばりとすみれ？』とか外国映画『ターザン』などでした。
◉母もの映画で三益愛子さんが演じるお母さんと別れ別れに
なった娘（少女）が苦労の末、再会する話など。
◉NHKの子供番組「新諸国物語」（「笛吹童子」「紅孔雀」「南
総里見八犬伝」の映画化）
◉大学時代(東京)の外国映画の名作鑑賞　池袋にあった『人生
座』『文芸坐』銀座にあった日本映画専門の『並木座』
◉日仏交換映画祭で本格的な映画を系統立てて観た。フラン
ス映画186本、日本映画60本を一気呵成（約2年間）に観た体験
◉ATG映画(日劇地下、後楽園、新宿)での世界中から集めた斬
新的映画、映画作家が想いを込めて制作したニューシネマ運動
プロの道を目指す
◉シナリオ研修所12期生として学ぶ
◉松竹を飛び出した大島渚が主宰する独立プロダクション
『創造社』で助監督としてアルバイト

プロの世界に
◉大映京都撮影所制作部監督室助監督試験に合格1965年4月
1日赴任。映画制作ならびに映画に関する執筆活動

簡単な経歴　
1941年6月　広島県呉市で産まれる（呉市海軍省官舎）
1943年父親の郷里愛媛県越智郡菊間町（現今治市）に移籍
　町立亀岡小学校卒業（S29年）、亀岡中学校卒業（S32年）
1960年3月　愛媛県立今治北高等学校卒業
1965年3月　国立東京教育大学教育学部卒業

1965年4月　大映京都撮影所監督室・助監督として入社
1970年8月　富士写真フイルム株式会社入社
　役員秘書課、業務管理部、営業部、仙台営業所所長、
　本社マーケテイング部、商品開発課長＆商品販売課長兼務
◉東京ディズニーランド開設、スポンサー企業（80社のディズ
ニー会）として写真用商品の開発・販売
1993年12月　サラリーマン生活にピリオッド。仙台市、
　大津市、熱海市などで知人、友人の事業に参画
2000年12月　愛妻夫佐子を難病ARSで失くす
2004年12月　ロンドンにて、高校のクラスメート渡邉信子と再会
2009年4月　共に人生の終着まで心友として互いに配偶者
　として結婚現在に至る。（現在傘寿80歳）

＊2017年から5年間、紅葉会の会計担当をやってきてくださったフィップス勢津子さんが辞任されました。長い間本当にお疲れ様でした。

紅葉会 (ZOOM)

Landscape Garden,Painshill Park にある
葡萄畑、白鳥のいる湖と洞窟 (grotto)

投稿：川西弘子さん

投稿コーナー

素敵なお写真、楽しいお写真をお送り
いただきありがとうございました！

投稿：Mさん
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この度の映画制作にあたり、最も重要と思えるファクターは音
楽であると考えてき　ました。七番目に生まれた芸術が『映
画』であるとするならば、「絵画」「音楽」「彫刻」「舞踏（踊
り）」「建築」「演劇（舞台）」は紀元前からあって、ギリシャで
は紀元前500年の頃、アクロポリスの丘に「パルテノン神殿」
が建設されていて、「黄金分割」（平面幾何で一つの線分を外
中比に分つこと。小部分の大部分に対する比を大部分の全部
に対する比に等しくなるように分割すること、比は一対一•六一
八で美感がある）を実現させました。
大理石のエンタシスの美しい支柱と破風にはペルシャの攻撃
に勝利した英雄達の彫刻が彫られていました。神話の上演と
コーラスが演奏された音楽堂も存在していました。
映画が生まれた1920年代の2000年前から6つの芸術が完成さ
れていたことになります。そして時間を伴った芸術として、音楽
と映像は最も近い存在であり、ワンショットの動画に深みと広
がり与えてくれる、最も重要な存在であると考えています。
世界の名作と言われる映画作品には、この音楽が印象深く且
つ忘れ難いものとなっています。例えば『市民ケーン』『東京
物語』『ゴッドファーザー』『七人の侍』『ニューシネマパラダイ
ス』『ローマの休日』『ウエストサイド物語』『雨月物語』『慕
情』『カサブランカ』『ドクトルジバゴ』『エデンの東』『風と共
に去りぬ』『老人と海』『野いちご』などなどーー。

映画監督を目指す若者にとって、自ら音楽を創る能力は無い
だけに、既成のクラシック音楽を何度も何度も聴いて、記憶し

て置くしかありません。ヘンデル、ハイドン、モーツアルト、ベー
トーベン、ブラームス、チャイコフスキー、ワグナー、ベルディ、
プッチーニなどなどーーー。
久しぶりに我が書斎に閉じこもって学生時代から収集した「カ
セットテープ」（レコードからコピーも含め）「CD」を聴いてい
ます。中でも「ベートーベンの交響曲」（No1～No9）「ピアノ協
奏曲」「バイオリン協奏曲」は誰が指揮し、何処の交響楽団か
を意識していました。例えば当時人気絶頂期であったカラヤン
（ベルリンフィルハーモニー）を中心にワルター、過去の名指
揮者フルトベングラー、マタチッチ、小澤征爾など聴き比べを
していたようです。なかんずく「ベートーベン作曲」の交響曲、
＜NO3英雄＞＜NO5運命＞＜NO6田園＞＜NO9第九（合唱付
き）＞は指揮者と交響楽団を比較していました。例えば＜NO5
運命＞などは演奏時間まで記録していました。カラヤンは最
も短く、ワルターとは２分の違い、フルトベングラーは最も長く
カラヤンとの違いが５分近くあったなど。

今回の制作映画『瀬戸内水軍の覇者・村上武吉でござる』及
び長編記録映画『大山祇神社と河野・村上水軍1300年の歴
史』には、スペインの舞曲「ボレロ」とビバルディの「四季」、そ
して、従来にない日本独特の大太鼓、小太鼓、縦笛、横笛、囃
子音頭、そして海の歌を中心にした「演歌」の曲を活用したい
と考えています。皆様の提案を受け付けて居ります。

渡邉道英拝
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スケッチ

久方ぶりに海に出かけたブライトン、イーストボーン、ヘース
テイング。夏になると遠足気分で出かけたものだ。電車に
乗り皆んなでワイワイガヤガヤ。童心に戻って出かけるの
は本当に楽しい。南の方は何度か出かけた事があるので
今回はロンドンから東に位置するウイスタブルに出かけて
みた。ケントに属し最東端はマーゲイト。海産物の養殖  特
に牡蠣が有名との事、Victoriaに集合して総勢12人で出掛
けた。電車は 冷房が良く効いて快適で1 時間一寸、あっと

いう間に着いてしまった。初めての場所で案内者が遅れた
為右往左往、それでも30分位で海辺に辿り着いた。南の
観光開発された街に比べこじんまりでレストランは何処も
予約で一杯、Take out  のFish &Chipsを浜辺のベンチで
ピクニックランチ、牛の油で揚げたタイプが好評だった。
絵は “海”  “人物” “建物” に別れた。表現力に加え想像力、
創造力も要る。楽しみの後には苦しみが待っていた。今回
は皆さんの力作に拍手！。

山本郁子

高波三枝子

古沢いくこ

スタンディング百合子

シェイラ文野

ハーテイみえ

竹内みどり

グリーブス邦子

ビドル恵

同好会ガイドライン：
JAの全ての同好会の活動は、会員同士の同好の集まりであり、JAの主催する活動ではありません。それぞれの同好会の主催
者が個人として自主的に運営し、参加者も自己責任で参加します。JA会員・非会員に拘わらず参加可能です。JAは何ら同好会
の活動に対し、責任を負いません。
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YouTube動画の速度調節と早送り
YouTubeで話し方が早過ぎて聞き取りずらい時は画面
の右上にある３つの点のマークをタップして再生速度
を選び、標準以下の速度に調節すると理解しやすくな
ります。動画速度を速めることもできます。YouTubeの

動画を早送りするには、画面右側をダブルタップする
と10秒送り、左側をダブルタップすると10秒戻しがで
きます。また、それぞれ3回タップで20秒、4回タップで
30秒の送り・戻しも行えます。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
8月31日、9月7日、14日、21日。途中参加・退出も自由です。

スマホ同好会 8月10日のスマホ同好会は日本からの2名を含めて、19名の参加でした。iPhoneの写真の整理の仕方、自
宅のパソコンでのインターネットバンキングは利用しているものの、外出時等にスマホを利用してのモ
ーバイルバンキングは未だ不安で利用していない事、日本や中国で普及しているQRコードでの電子決
済、インターネットバンキング関連のパスワードの管理方法等について、Q&Aをしました。

初めての方は松崎美枝子までご連絡下さい。
Email：miekobarraclough@hotmail.com Tel：07903 445 144

Online ZOOM ミーティング予定

俳句を学ぶ会 8月の句  今月の題　「昼顔」

夕明かり昼顔絡む垣根草 上田陽子

昼顔にひょんな所で出会いけり キング悦子

深草の茂みに白い昼顔や 廣瀬信子

昼顔や広野（ひろの）に独り影薄し バンダースケイフ日出美

潮騒に昼顔震えるごとく咲く 岡部　道

昼がおの楚々たる風情藪の中 松尾美和子 (オハロラン)

あばら家の庭で誰待つ昼顔や ウィーラー由美

昼顔もしっとり濡し虹かかる 川西弘子

夏盛り昼顔満開母ひるね ウィンター千津子

昼顔のフェンスに絡む蔓つよし 福重久子

昼顔や電信柱にしがみつき 小野宣美

昼顔よ微睡む（まどろむ）君よ頬染めて 中田浩一郎

霊園に咲きし昼顔心沁み 藤田幸子

ヒルガオのつる塀伝い薄紅に ガフニータミー

テニス同好会 

ͷ݄ࠓ
౾ࣝ

8月19日のテニス同好会の参加者は6名。2面コートを借
りてプレイしました。一時の夏日は過ぎましたが、夏は
まだまだ続きます！テニスでコートを走り回り、心地よ
い程度の暑さで気持ちの良い汗をかきました。皆さん
も、ぜひ、参加をお待ちしています。

次回のテニス同好会
日程：9月2日(木)、16日(木)　13:00～14:00 (又は15時まで)
場所：Victoria Park, 209 Ballards Lane, London N3 1LY
地下鉄：Finchley Central (Northern Line）下車
参加費：£3.70/60分を参加人数で折半
申し込み：オークリー千春
Tel: 07940 028 020　ja.tennis@outlook.com

桃の知る  季節の知らせ  頬いっぱい
子供たち  ぶどう数えて  ほめられる
ペンと紙   封筒 、切手    時代遅れ
バスは走る  喜怒哀楽の  背を見せて
乳母車  輝く瞳  運ばれる
ジーンズに  窓開けても 心は閉じ

ロンドンは  曇りのち晴れ  そして雨
ロンドンは  晴れのち曇り  即雨
世界中  二百十日の  TRAGEDY 
ケアホーム  夢みるうちに  あの世いき

吾柳

川柳
ご興味ある方は下記までどうぞ。
secretry@japanassociation.org.uk
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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 29 30 

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 

レストラン、テイクアウェイショップも、
営業中です。ぜひお立ち寄りください！ 毎週木曜は生バンドやダンスが観られる、

Music and Dance Festival を開催中です♪

�া��قଅكଦؙഁीજॉ㌣��া��قসكऽद
6R�5HVWDXUDQWदमেঅشঝधउणऽाரऋপ௬दघآ
ଠਞभःःमؚਗఆदखःउํఘؚฟᕄؚअऩऩन
मःऊऋदखॆअऊ؛मেংথॻृॲথ५ऩनभ
0XVLF�DQG�'DQFH�)HVWLYDO॑ ৫ಈরदघڧ
ชశउාः়ॎचभؚउःदऎटऔः؛

৸বଦଛभउႏཅ७ॵॺओ੧
�া��قكଛभउႏཅ७ॵॺम়ؚॎच⍭पႆॉმ
္๊॑यचञَ⍍भ⍭Ⴝُপஉउौखभএথሌ९ش५दऔ
ढरॉ४গش३شपႋखऋढथःञटऎَਮ௯ঁথংش
شཅपमउඣभउपुᇃखःَभঌঌটথॳౢ؛ُॢ
ঀُഐཅधखथुखःَᎀध७টজभउऱञखُয
भຓૢइधाऋखःَप॒ग॒भმ๊ਮइُ॑उඍऐ
ःञखऽघ؛

ओିધमऒठैऊै
KWWSV���ELW�O\���8�sG

उਖः়ॎच
LQIR#VRUHVWDXUDQW�FRP
1DGLDK�1DRNR
Brand Manager

So Restaurant
��0LGGOHVH[�6WUHHW�
/RQGRQ�(���$$
�������������

UK wide Delivery
'LQLQJ�,Q�	�7DNHDZD\
7XH�	�:HG�����SP
7KXU�6DW�����SP�����SP

WASO 日本食材オンラインデリバリー 

英国全域（離島含む）に無料配送しております。 

:$62मഐ๋॑அिउႏཅृম୫౫قउඵମු؞જॉಉكभड़
থছॖথॹজংজشदஶব৸ୠ૮મଦଛखथउॉऽघ؛�
:$62ງஂ
كड़থছॖথતقম୫౫मਈக৳؞
૮મଦଛكਣஅिقஶবनऒदु؞
�شॲشॽঐड़؞�টথॻথ0����i��ؚটথॻথਗ��i���
�كਐऋभৃ়म৸પ৳قओਂৎؚੰ๋औोऩःद઼ऌଦ૭؞
່��મ৶শ؞ᅤໜಾ੩ق३গছথणయك੪મ৶শभ⎨நೢୌ
উজेॉؚङढधउ੭ऩቛấইছॖृฟॱথؙ॔شॹজংজ؞
ؙಉभഐ๋ఉਊुओकःऽघ
ିધ१ॖॺ؟ZZZ�ZDVR�WRN\R
ऽङमႨ१ॖॺद१ॖথ॔ॵউ॑उൢःखऽघ؛
KWWSV���ZZZ�ZDVR�WRN\R�XVHUV�VLJQBXS
સਬ॥شॻ��ੂभओঢ়બ��
:$62॔ढ़क़থॺ॑७ॵॺ॔ॵউपؚओఃஈःञटःञও
؛ॻ॑उइखऽघش॥؛ঝ॔ॻঞ५॑ओନਦऎटऔःش
������ফ�া��
H�PDLO��FRQWDFW#ZDVR�WRN\R

उணखा؞ओਂਡमৣऽदउਞೄपउਖः়ॎचऎटऔः؛
PXJHQGHOLYHU\#KRWPDLO�FRPؙ7HO���������������

9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：9月22日
newsletter@japanassociation.org.uk

ओਹ৷ःञटःथउॉऽघ३ॽ॔ॹজংজشमؚাڭदಲ
ਢदघ؛ਬऌਢऌेौखऎउൢःःञखऽघ؛
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थउॉऽघৢ؛ଞਜরमउਗ਼ਵपলोऩःহऋःभदؚওشঝदउਖः
়ॎचःञटऐोयؚপँॉऋञःदघ؛
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『英国春秋』
原稿締切り
歓談サロン

二水会
スケッチ会

県人会
ゴルフ大会

ズンバ・
ゴールド・チェア

スマホ

ヨガ教室
スマホ

マインド
フルネスな
ヨガ教室

テニス同好会

紅葉会

テニス同好会

会報
締切り

虹の架け橋
配信スマホ

ম୫ॹজংজش१شঅ५ੲਾ
※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。


