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理事会だより 会員部

●10月6日に行われた理事会の抜粋●
◉JA25周年記念特別イベントを12月3日（金）ジャパンハウス
で行う
◉JA25周年を記念して会員に新しいロゴを公募するかどうか
◉毎月会報に載せている和食デリバリーについては今後はそ
のお店の連絡先・HPのみの掲載とする

●会長より〜会員の皆さま●
10月も末となるとめっきり秋も深まった昨今ですが、お元気で
お過ごしでしょうか。Covid-19は相変わらず感染者も多く、未
だ収束したとは言い難い状況です。しかし、ワクチン接種も大
半の国民が2回受け、特に高齢者はブースターの3回目を受ける
ことが出来るようになり、少しづつ平常の生活にもどってきま
した。
今年は英国日本人会が発足して25年になります。この節目を
何らかの形でお祝いしたいと思い、現在「25周年記念特別忘
年会」を企画しています。当然、現状況が変わり対面での集ま
りが難しくなれば、この企画も中止になる可能性はあります
が、一応、12月3日（金）を目指して計画を勧めていきたいと思
っています。更に25周年を記念して、新しいロゴを会員の皆様
から募集して作成する案も理事会で検討しています。
この記念行事に関しては今後、詳細が決まり次第追ってお知ら
せ致します。

英国日本人会会長　ウィリアムズ百子

●今月の会員の動き●
新入会員：3 名
現在会員数：メール会員 258 名
文集郵送希望会員 38 名
文集・会報郵送希望会員 50 名（名誉会員 8 名を含む）
退会者 10 名　全会員　計 346 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。
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　　　　　　

◉ただ今 2021・2022 会員費更新のお願いをしております。
締め切りは 9 月 30 日（木）でした。
オンライン会員費更新はこちらから
https://forms.gle/YJum3jRML2AUVsJL8
紙面会員更新はこちらから
https://mcusercontent.com/331101233c75b3bae0cb9cfde/
files/166ecc76-5f8c-ac5c-e27a-874c18c27253/21_22_ 年 会
費 . フォーム .pdf

ウィリアムズ百子さんウィンター千津子さん

Kew Garden
Japan Festival のひとこま

投稿写真コーナー

ケンジントンガーデンの栗”
竹内みどりさん

素敵なお写真をお送りいただきありがとうございました！
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●日本庭園清掃の報告●
10月10日（日）ハマースミス、日本庭園の清掃が
行われました。
日本クラブ、Japanese Garden Society U.K.、在
英国日本国大使館、Local の Councillor、ローカ
ルの方々、日本人会等、約70名の参加でした。 
パークマネジャーの挨拶後、清掃開始。伸びた竹
や木、垣根の剪定、池の中、周りの清掃等々それ

ぞれの分野に7、8人ずつ分かれて
位置につき作業開始。ロックダウ
ンの為、2年ぶりの清掃で何処も
結構ハードな作業でした。1時に
お昼の休憩、日本クラブより支給
されたパックランチを頂いた後、
清掃再開。片付け作業に戻り、4時
前に終了致しました。日本人会か

らご参加頂いたカクエイ印刷の畑さん、吉田さ
ん、小川さん、マセティーさん、竹内さん、皆様、
大変お疲れ様でした。感謝 

イベント部　藤田

イベント部

前回1964年の東京オリ
ンピックは学生時代で、
東上線常盤台の学生寮
にあって、広い談話室の
真新しい小さなTVに同
窓生が群がって、尊敬す
る卒業生達の活躍に歓声を上げたことを思い出していまし
た。勿論、体操競技で金メダルに輝いた「小野喬」「遠藤幸
雄」そして柔道の「猪熊功」先輩たちです。あれから半世紀
以上も過ぎた今年、遙か異国ロンドンでしかもミッドナイト
に毎日の如く、TVに齧り付いた自分が信じられません。コロ
ナ騒動と80歳と言う年齢がそうさせたのでしょうか？。殊に
パラリンピックの選手達の活躍には身震いするような感銘
を受けました。パラリンピック（Paralynpic Games）は身体
障害者（肢体不自由ー上肢•下肢および欠損、麻痺）脳性麻
痺、視覚障害、知的障害）を対象とした世界最高峰の「障害
者スポーツの総合競技大会」オリンピックと同じ場所で開
催される。2004年のアテネ大会から夏季オリンピックと共

同の開催組織委員会が
運営することになりまし
た。そして第1回大会ロ
ーマが23カ国400人、第
二回大会東京が22カ国
567人、第3回がイスラエ

ルのテルアビブ29カ国1047人でしたが、現在は参加人数が
ほぼ10倍になったと言うことです。両手両足がない選手が
水泳などで金メダルを取ったり、走り幅跳びは健常者の記
録を超えたとのニュースもありました。インタビュアーが優
勝の選手に問いかけると、笑顔の後から涙するシーンが一
杯見られ、苦節10年と言いますが、誠に努力の末に勝ち得
た美しい涙でした。見ている私もうるうるしたことが何度も
ありました。「事実は小説より奇なり」と言いますが本当に
感銘を受けました。今後僅かな金銭ですが生涯パラリンピ
ック組織委員会に寄付をしたいと考えています。皆様もご
協力ください、お願いします。

2021年9月　渡邉道英拝

『TOKYO オリンピック』の成果と
『TOKYO Paralympic』の感動‼

寄 稿

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

10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、15名の方々に参加い
ただきました。来月も第一
週火曜日の11月2日11時から
行います。よろしければぜひ
参加ください。

ヨガ教室は10月12日に行われて10名
の方に参加いただきました。来月の
教室も第2火曜日11月9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26日11時から行われま
す。この教室も来月第4火曜日の23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10月20日にオンラインで行われまし

た。ここでは、来月13日に行われる日本の公的年金（厚生年金、
国民年金など）に関する無料オンラインセミナーの案内を日
本の社会保険労務士事務所から英国日本人会にいただいたこ
とから、同日はナルク部部長のホワイトハウス佐藤敦子が参加
し、簡単なまとめを作成すること、また今後同事務所との協力
で会員向けセミナーの可能性等も検討することなどが話し合
われました。なお、会報でこの数ヶ月お伝えしていますが、ナル
ク部の時間預託のシステムは、JA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
い物サポート等を受けるというものです。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（nalc@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、その他費用は基本発生しません。なお、
お持ちの10ポイントを使い切ってしまわれた場合は、ポイント
を別途購入いただくことも可能です。ポイント購入でお支払いい
ただいた資金はJAへの寄付とさせていただきます。

時が経つのは早いもので、この会報が皆さんのお手元に届く
頃には2021年も残り二ヶ月となりますね。ワクチン接種3度目
のブースター及びインフルエンザ接種が急速に進められていま
すが、この冬は昨年のようにならないことを祈るばかりです。
長引くコロナパンデミックで、人々の心が不安に支配されてい
るような今日この頃です。
これから暗い冬に向かって、少しでも平穏な気持ちで生活出
来ることを願って、10月の「歓談サロン」のトピックは、「言葉」
について一緒に考えてみたいと思いました。「言葉」は人を幸
せにしてくれることもあれば、傷つけることもあり、又、励まし
てくれることもあります。皆さんも自分の人生を振り返ってみ
ると、「あの時、こんなことを言われたっけ」と懐かしい思い出
が蘇ってくるのではないでしょうか。今回参加された皆さんか
らも、色々な思いを語って頂きました。「そのつもりはなくて
も、どうしても批判的な言葉が出てしまう」や「直そうと思って
も、なかなか難しい」という、意識はあるのだけれど、どうも・
・・という方がいれば、「他人と過去は変えられないが、自分は
変えられる」と昔の上司から教えられた教訓を、ご自分の毎日
の生活の中で実施されている方もおられました。

今回の歓談サロンにはZOOMの使い方がイマイチ、ということ
で前もって下記のメッセージをお送りくださった方もおられま
した。

この86才で大変お元気な方の生活心得は・・・
（１）行雲流水
　　（物事に執着せず、自然の成り行きに身を任せること）
（２）私のOAPは Old Age Pensioner ではなく
　　 Optimistic, Active & Positive　だそうです！

コップの水が「半分しかない」よりも「半分もある」と物事が見
えるようになると、心が自然と明るいほうに変わっていく（希
望が持てる）そうです。生きるということは決して簡単ではあり
ませんが、心の持ち方で人生が変わるのであれば、絶対に体
験してみたいと思いませんか。

次回の歓談サロンは11月17日（水）午後2時から4時です。
初めての方大歓迎です。トピックは
「米国の政治、日本の政治、異なる
意見、どんどん言おう」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します。

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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文集部

紅葉会 (ZOOM)

●9月紅葉会の報告●
「映画をこよなく愛す」
講師：渡邉道英氏（元映画助監督）

初めに観たのは美空ひばりの映画。そして広島だったので学校
から観に行ったのは「原爆の子」。「ビルマの竪琴」市川崑さんが
映画作られ、大変話題になった。武者小路実篤の「友情」とか、
太宰治の「走れメロス」「南総里見八犬伝」などの映画に影響を
受けた。
中学に入って、日活の映画、石原裕次郎さんとか、石坂洋二郎さ
ん原作の「青い山脈」とか「若い人」とか、いう小説を読んで映
画見たり、映画見てから小説読んだり。大学では東京教育大学
の映画研究会の部長になったり、他、東大の教養学部とかの連
中とサークルを組んで、大学映画連盟で活動。試写会を観せて
頂き、感想を出した。1925年にスターリンの革命のとき、乗組員
が政府に反旗を翻す。無声映画だったが、「オデッサの階段」カ
ットバック乳母車で逃げる 親子を後ろからどんどん撃ち落として
いく。そのカットがすごい。迫る兵隊、逃げる親子が階段降りて
いく。カットバック、迫ってくる革靴、逃げる乳母車の繰り返し。
フランスは映画発祥の地。1927年に撮ったルネ・クレール監督の
トーキー映画、「パリの屋根の下セーヌは流れる」この辺からミ
ュージカル系統の映画がトーキー化されて、この映画が私は映画
の始まりと考えている。BFI（ロンドン映画祭）もご覧になるとい
いです。10月から日本映画100年祭スタートします。黒澤明の「7人
の侍」もあります。そこまでに至る映画を全部上映します。
映画は7番目の芸術と言われている。6番目までに絵画、彫刻な
ど。ギリシャの時代までに完成されていた。
1927年、映画が始まってからまだ100年もたっていない。これから
どんどんよくなる。映画言語も考えられるようになった。言葉で
はない、むしろ映像ですべてを表現し、それを皆さんに訴えるこ
とができる時代が必ず来るだろう。かって、新藤兼人監督「裸の
島」という映画をとった。ドイツの映画祭でトップをとった。瀬戸
内海の段々畑で黙々と乙羽信子さんと2人で働いている。セリフ
なんかない。でも伝わってくるものはすごい。これが理想。テレビ
でそれができるか？
テレビの基本、同時放送することが強み。オリンピック放映のよ
うな。映画のようなものはできない。「羅生門」という映画で大

映を知った。オリンピックの翌年に1940年大映に入り、大映の助
監督になった。市川雷蔵さん「眠狂四郎」と勝新太郎「座頭市」
がメインに。面白かった。私は、やはり映画を観てその後、喫茶店
で語りたいような映画を作りたい。
日本ほど映画、芸術に対してお金を使わない国はない。イギリ
スでもフランスでも映画にお金をつぎ込んでくれる。映画は80
人くらいのスタッフがいる。数十人数百人で製作するのが映画。
いろいろな専門家で作る。大道具さん、小道具さん、衣装部さ
ん。007でも！手作業から超ハイテクまで。。監督部はそれを引っ
張り出して使わせていただく。音楽で例えれば交響曲、ピアノ協
奏曲やバイオリン協奏曲というのでなく、映画はオーケストラの
よう。無数の芸術家集団が作ったものが本来の映画であろう。た
だし、ヒッチコックは反対に抜いていく、専門的な要素を削ってい
く。映画理論の逆説で生まれた。相当賢くないとまとまらない。
俳優から監督になった人もイギリスに多い。「シチズンケーン」と
いう映画。いまだに評価されている。アメリカの新聞王について
の映画。役者も映画監督もやった。もともとシェークスピアの俳
優。あらゆる技術を使ってる。これを見るといい。オーソンウェー
ルズ作った。
コッポラの作ったマフィアの映画と黒澤さんの作った映画「7人の
侍」。この辺ベスト３。映画作品は産業である。商品である。お金
が返ってこないと次の映画が作れない。売れる映画を作って再
生産している。巨大装置産業。スタジオで撮影する。ロケーショ
ンでオープンセットでとる。羅生門も嵐山が見えるオープンセット
でとる。広大なものがないと撮れない。数億円を投下して数十億
円を回収する。そんな映画は今日本にない。007なんかはそう。そ
ういう映画はもともと資本家が集まって、お金を集めて株式のよ
うに投資する。
最後にご質問も活発に出て、皆さん、映画がお好きな方が多く盛
り上がりました。現在も映画製作中のエネルギッシュな渡邉さん
に皆感動しました。渡邉さん、本当にありがとうございました！

●11月紅葉会のご案内●
日時：2021年11月25日（木）
　　 午前11時（10時45分より入場可） 
参加費：無料 　講演テーマ：ボタニカルアート
講師：石川美枝子様

●文集部よりお知らせ●
恐ろし気なお面やマントが店頭に勢ぞろい、TV にも
怪奇映画の登場が見られる、ハロウィンの季節がやっ
てきました。この異教の風習もすっかりイギリスに根
付いてしまったようですね。パンプキンに火を灯し、
悪病・コロナ祓いをしようかな・・・と考えています。 
次号・春号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』2022 年春号（No.40）
タイトル：フリー
字　数：A4　2 〜 3 枚（出来ればワード添付）

締　切：2022 年 3 月 15 日
　　　　（但し、原稿随時受付）
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk
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● 10 月二水会の報告●
日時：10 月 13 日 ( 水 ) 午後 8 時より
講師：横山三加子様
演題：国際会議　取材の舞台裏とニュースの捉え方
会場：ZOOM スクリーン上
参加人数：45 名

毎日新聞の欧州支局から日本にニュースを届けている、現場
の話を聞くことができました。今年開催の G7 では、各国首
脳がコーンウォールに集まった会議の場所と、プレスセンター
の場所が 30 キロ以上離れていたということを聞き、セキュリ
ティーが理由なんだろうか、と想像しながら、話に聞き入り
ました。そこで話し合われた内容は、「ワクチンを途上国含め
2022 年に 10 億回提供する」「G7 の立場としては、中国の力
が強まることを懸念して・・」などなど。聞いているうちに、
ふと僕の友人のアイルランド人が言っていたことを思い出しま
した。「何で G7とか言って、開催費用や警備費に税金を何
十億円もかけるんだ。そんな会合は本当に必要なのか？」・・・
思い出しながら、僕は思いました。なるほど、確かに。アイ
ルランドが G7 に参加することは、ないだろう・・・。政治に
批判的な彼の発言ではあるものの、突き詰めて考えてみると、
資本主義国をリードする「先進国」と呼ばれる国が数カ国集
まって、事前に事務方で綿密に打ち合わせ済みであろうストー
リーに従って、パフォーマンスをする舞台なのかな、という気
もしてきました。世の中は、学校で勉強した通りに、「正しい
こと」が起こるのではなく、「力関係」で動いていく部分が少
なからず（大きく？）あるものだ、などと思いながら聞いてい
たのは、参加者の中では僕だけだったかもしれません。

ベネチアで行われた G20 各国財務大臣の会議のお話もありま
した。G20 には、中国やロシアなども含まれるということで
すので、集まるニュースメディアの数も人数も多いのだろうか、
と思いながらお話を伺いました。中国の習近平は、コロナ感
染を懸念して、オンライン参加の可能性が高いこと、日本の
岸田首相も総選挙のためオンラインでの参加予定など、各国
の「都合」も関係することがわかりました。会議が開催され
た部屋とニュースメディアの部屋は隣接していて、コーンウォー
ルの G7とは大きく異なっていたとのことでした。フランス、
ドイツの財務大臣がメディアの前に姿を現して各国の取材に応
じていたのに対して、日本の麻生大臣・黒田日銀総裁は、会
議開催場所から 30 分ほど離れたホテルの中で、日本のメディ
アだけが入れる記者会見を行ったのみで、他国の記者からも
日本に取材をしたかったとの声があったことが残念だった、
とのお話しいただきました。日本もどんどん海外に発信して
いってもらいたいと思いました。
10 月末 からグラスゴーで 開 催される気候 変 動 対 策 会 議
COP26 には、総選挙を終えた岸田首相も駆けつけるのでは
ないか、とのお話でした。すでに、ボリス・ジョンソンから岸
田首相に直接の電話があったとのことで、「参加をお待ちして
います」と言われ、それはすなわち、日本からの「おみやげ（日
本国内の石炭火力の廃止時期の言明）」を期待している、と
解説いただきました。最近のニュースでも、英国王室のメン
バーが積極的に発言していますので、世間的にも関心が高まっ
ていると思います。各国の経済的な利害も関係してくることか
ら、日本は自国の利益を守りながら思うような主張できるの
か、どのような「力関係」が議論の方向性に影響を及ぼすの
だろうかという疑問が湧いてきて、さらに国際ニュースを注意
深く見てみようと思いました。
なお、横山さんへの質疑応答の中で、二水会を毎日新聞に載
せてもらえるようお願いをしましたが、「力関係」により難し
そうでした。まだまだ、二水会が頑張っていく道のりは長い
ことを実感しました。（伊東ノリ）

● 11 月二水会のお知らせ●　　　　　　　　　　　　　　
11 月二水会のお知らせ (2021) 
日時：11 月 10 日（水）午後 8 時より
演題：　福島第一原子力発電所の現状について（仮）

『英国春秋』2022 年春号（No.40）
タイトル：フリー
字　数：A4　2 〜 3 枚（出来ればワード添付）

締　切：2022 年 3 月 15 日
　　　　（但し、原稿随時受付）
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk

夢　源 Email: deliverymugen@hotmail.com　Tel: 07985 275 610
 http://www.mugenholdings.com　11 月注文締め切り日：11 月 17 日（水）配達：11 月 20 日　
So Restaurant Email: info@sorestaurant.com　https://www.sozai.co.uk
WASO Email: contact@waso.tokyo　注文サイト https://www.waso.tokyo

日本食デリバリーサービス情報
※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。

JA会員の皆様に
心を込めて

お届けします！

二水会
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TEAM SMILE

●テーブルコーディネートレッスン●

テーブルコーディネートって何？敷居が高いのでは？と思って
いる方、ちょっとした工夫次第で日々の暮らしを心豊かにして
くれるテーブルコーディネート。テーブルコーディネートの基礎
をレクチャーさせて頂きます。
日時：11 月 5 日（金）ZOOM
◆参加ご希望の方は 11 月 3 日までにこちらのフォームまでご
連絡ください。https://forms.gle/nBKgV2q46XrtXPLx9
参加リンクをお送りいたします。
※前日になっても届かない場合は迷惑メールボックスをご確
認いただき、ご一報お願いいたします。
naomisuzuki7@icloud.com

【講師ご紹介】佐藤昌子　 日本で 10 数年商社勤務の傍、町田ひろこ氏に
師事しインテリアコーディネートを学ぶ。その後、夫の仕事の関係で渡英

（在英 17 年間）。 渡英後、堀江千秋氏よりテーブルコーティネートを学ぶ。
2014 年より、空間コーディネイト及びお料理プレゼンテーション＆オーガナ
イズ術のアイデアを提案する「Atelier Curious March」を自宅にてスタート。
また、イギリスの良さを伝えるべく”イギリスをとことん楽しもう ” の FB コミュ
ニティも運営。現在は、インテリア、テーブルコーディネート、カラーコーディ
ネート、お料理盛付術、ホームパーティーオーガナイズ術全てを総合的に学
ぶ事の出来るオンラインレッスンを開催中。
ウェブサイト：https://curiousmarch.wixsite.com/march

◉ご報告◉
9 月 26 日、10 月 3 日に開催しました ” 虹の架け橋「Save The 
Kids Project」” では多くの方にご支援いただくことができ感
謝申し上げます。頂いたご寄付は ¥556,000 でした（オンライ
ン決済手数料を引いた額）。全額を●子供食堂 Kakecomi
● NPO ユアアクション （スポーツを通じた子供支援）
●映画「有り、触れた、未来」製作費（子供の不登校、自殺
に問題提起した映画）に送らせていただきました。
Thank you message: 
https://vimeo.com/636173689/8b985e3987
ご覧になっていない方はアーカイブを是非ご覧ください！
● 9 月 26 日アーカイブ：https://youtu.be/RswLPzIqCrE
● 10 月 3 日アーカイブ：https://youtu.be/f488tArvaW8　
● https://naomisuzukip.wixsite.com/savethekidsproject

受付担当の皆さん

バザー売り子さん

Molightの説明会

美味しいお弁当

福祉部特別イベント

● 10 月 22 日　JA バザー・懇親会の報告●　
昨年のロックダウン以来初めての対面での JA の催し物「JA バ
ザー・懇親会」が Modque さん（アプリを使用してのリサイク
ル会）の協賛で開催されました。
曇り空、前日から急に気温が下がったにも拘らず、37 名の
会員が参加して下さいました。1 年半以上対面集会ができ
なく皆さんにお目にかかるは本当に久しぶりでしたが、その
違和感もなく、お弁当を楽しむ方、買い物で忙しい方、お

しゃべりに夢中になり、久しぶりに田村陽子さんの指導で４
曲を皆さんで楽しく歌いました。最後に Modque（アプリ名
Molight）の阿瀬さんよりアプリを使ってのリサイクルの方法
をスクリーンを使用して分かり易くご説明いただきました。ま
た、この日の説明が十分理解できなかった、またはバザーに
参加できなかった方々は下記、PDF をご参照ください。
https://drive.google.com/file/d/1iYmqtp0lwsNsrKX1SiPVatn
a6_4jDQX3/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1iYmqtp0lwsNsrKX1SiPVatna6_4jDQX3/view?usp=drivesdk


週間
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スケッチ

週刊ジャーニーに”シティのビルの屋上からの眺めが素晴
らしい”という記事を読んで、灯台下暗しで案外面白いかも
しれないと考え皆さんに打診した所、逆にプロのガイド付
きの案内でとの希望があり興味津々の出だしだった。

St.Paul大聖堂を出発して一周し、シティに向かい、そして
又戻って来るという2時間間のミニウォークではあったが 
さすが資格を持った人の話は面白く、何の変哲も無い庭
や建物が歴史を加えるだけで生き生きと印象深く見えてく
る、冗談を交えながらの楽しい話とウォークだった。

古沢いくこ

ハーテイみえ 山本郁子

竹内みどり 参加者の皆さん　ビドル恵

高波三枝子

スタンディング百合子 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。



iPhoneの拡大鏡（Magnifier）を虫眼鏡に使いましょう
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11月もたくさんのイベントを実施。詳細は各会のお知らせをご覧ください。
編集部では皆さまらの寄稿や写真の投稿などお待ちしております。

Eメールにて下記までお送り下さい。 締切日：11月17日
newsletter@japanassociation.org.uk

歓談サロン

二水会

俳句を学ぶ会 10月の句　題「いわし雲」

いわし雲惚けると惚れる同漢字	 キング悦子

天高く群れ行く白きいわし雲	 廣瀬信子

寒村やいわし雲浮く旅の空	 バンダースケイフ日出美

寝つかれぬ夜長は独りもの悲し バンダースケイフ日出美
（9 月の句　題：夜長）*

月影を透かして広がるいわし雲	 岡部　道

見上げれば思わず写真をいわし雲	 松尾美和子(オハロラン)

高 と々小さな群れの鰯雲	 ウィーラー由美

シマウマの群れなす草原イワシ雲	 川西弘子

いわし雲旬のイワシが待ち遠しい	 ウィンター千津子

うろこ雲亡き兄想う季節くる	 福重久子

縁側で見上げる空にいわし雲	 小野宣美

いわし雲夕食（ゆうげ）に運べその美味を	中田浩一郎

鰯雲乗って行きたい未知の国	 藤田幸子

いわし雲輪廻転生視るが如	 ガフニータミー

拡大鏡がホーム画面にない場合は設定からアクセシビリテ
ィに行って拡大鏡(Magnifier)をオンにします。
拡大鏡の画面の大小、明るさ、コントラストはスライドさせ
て変えられます。フラッシュライトを同時に使うこともでき
ます。手ブレで文字が見づらい時は丸印をタップして撮影
出来ます。この写真はフォトライブラリーに自動では保存さ
れません。保存したい時は共有マークをタップして保存先
を指示します。

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
11月2日、9日、16日、30日。途中参加・退出も自由です。

スマホ同好会
10月12日、iOS15・iPadOS15の新機能の紹介、5Gとは、BT・Vi-
rgin Media等のメジャーなBroadband service providerは通
信速度によって契約料金が異なるもののサービス自体は余り
差異は無いのでは、Drag & Dropとは、OneDrive上のファイル
の削除方法等について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

鰯曇　乗って行きたい　無菌国
自家用車　リモートワークで　オンパレード
人よりも　犬にハローの　すれ違い
宅配は　カワサキスズキの　オートレース
ハダカでも　マスクをつけて　歩く人
あくびして　フェイスシールド　NoSorry

親指の　スワイプだけの　Exercise
火と槍が　マスクの下から　飛び出すぞ
目薬は　口開けないで　目を開ける
沈黙の　スピーチレスは　多弁です
久しぶり　コロナのせいです　何もかも
自主隔離　しなけりゃならぬ　アルコール

吾柳

川柳
ご興味ある方は下記までどうぞ。

secretry@japanassociation.org.uk

ズンバ・
ゴールド・チェア

スマホ同好会

ヨガ教室
スマホ同好会

紅葉会マインドフル
ネスなヨガ教室

スケッチ

スマホ同好会

スマホ同好会

会報締切り

* 編集の手違いにより 9月に掲載されなかったバンダースケイフ日出美さまの句を掲載させていただきました。お詫び申し上げます。編集部

イベントカレンダー

テーブル
コーディネート

レッスン




