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　3月26日、まるで春がやってきた様な快晴に恵まれ、年次総会
の後、午後1時よりジャパンハウスで、大使館から川瀬総領事ご
夫妻、園部領事をお招きし参加者も83名と、盛大に「JA 25周年
記念祝賀会」が開かれました。JAの創立者である百子会長、加
藤節雄さんのご挨拶をいただき、川瀬総領
事の音頭で乾杯をして幕を開けました。
　正面には高橋寿美江先生の活けられたお
花が会場を飾り、また先生のご好意で各テー
ブルにも春に相応しいお花の花瓶をご用意
いただきました。先生には深くお礼を申し上
げます。
　まずはソーザイさんからのお弁当に舌鼓を
うち、赤、白ワイン、また酒サムライさんから
ご寄付を頂いた日本酒もテーブルを賑わせま
した。
　会は順調に運び、食事の後、JA25周年記念ビデオが上映さ
れ、発足当時よりの会員の方々の若かりし日の写真が次々と映
し出され、会場では歓声や笑い声が響きました。このビデオに
は百子会長がJA発足以来保存してくださった数々の写真、会報
第１号などもありました。JAのためにここまで保管して下さり、
貴重な資料をどうもありがとうございました。また、ビデオの

制作も鈴木ナオミさんに携わっていただき、ナオミさんの綺麗
なナレーション、ビデオ運び、また最後にはナオミさんご自身が
歌われた「Mother」という震災の復興支援ソングとしてリリー
スした曲、「両親からもらった命を大切にして、自分を輝かせ、

強く、真っ直ぐ生きていこう！」というメッ
セージが込められている歌で幕が閉じら
れました。その後、参加者全員で「Happy 
Birthday Dear JA」で合唱し、JA創立25年
のお誕生日は頂点に達しました。
 その後は、ラッフルの予定でしたが、ラッ
フル の景品の中に日本酒が４本あり、景
品にしないでオークションにして欲しいと
言う希望が出たため、急遽、飯塚理事と
広中久枝さんにオークションをお願いしま
した。お二人のお陰で、益々会が盛り上が

り、思いがけずの寄付をありがとうございました。ラッフルは参
加者全員の名前をラッフル袋に入れ、川瀬総領事が読み上げら
れました。
 最後に花岡副会長の「閉会の辞」を持ち、予定よりも40分延長
でめでたく閉会となりました。その後、参加者の多くの方からお
礼のメールや電話をいただき、心よりお礼を申し上げます。

 
　 不穏な世の中にありながら、自然は今年

もまた花満開の春を私たちに届けてくれ
ましたが会員の皆様はお元気でお過ごし
でしょうか。
私は3月26日の総会で理事を辞任いたし
ました。コロナパンデミックが始まった

2020年の4月、佐野前会長が辞任され非常時という事で会長役
を引き受けましたが、この2月末をもってコロナに関する全ての
規則が解除されましたので私のお役目も終了しました。
　去年の11月に英国日本人会にとって節目となる25周年を迎え
ました。しかし、多くの人の集まり事はコロナ禍の為延期され皆
様にはご迷惑をおかけしました。しかし先月3月26日、年次総会
の後に25周年記念祝賀会を催すことができ、出席して頂いた会
員の皆様とお祝いをすることが出来たことは会長辞任のタイミ

ングと重なり私にとって思い出に残る記念の日ともなりました。
発足当時は40数名の会員が現在、355 名となり、ここまで立派に
成長できたのは、ひとえに会員の皆様の暖かい支援,　歴代の理
事の方々の努力があったからだと改めて感謝の気持ちで一杯で
す。
　長いようで短かったこの25年でした。当時は発起人10人の大
半は元気一杯の50代半ば、初代会長の平久保さんも77歳でし
たが驚くほどお元気でした。この25年間、色々な事がありました
が、今振り返ると楽しかった行事や会員との親睦、交流の思い出
だけがよみがえって来ます。

　今後も新しい会長の下、英国日本人会が更に飛躍する為に会
員の皆様の更なるご支援をお願い致します。

2022年4月19日
英国日本人会元会長 ウィリアムズ百子

英国日本人会 会員の皆様へ
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赤字が理事　14 名

2022年度　役職分担表　　　　　　　　　       2022年4月20日

●今月の会員の動き●
新入会員：2 名　退会：9 名（3 月で自然退会）
現在会員数：349 名（名誉会員８名を含む） 
＊ 4 月 1 日からご入会の方は次期会員更新時 2022 年 9 月 31
日までの年会費が半額の £7.5 となります。この機会にまだ会員
になっていらっしゃらないお友達、お知り合いをお誘いください。
◉組織　https://japanassociation.org.uk/ 理事会構成 /

◉会員特典サービス協賛店リスト
https://japanassociation.org.uk/ja- 会員特典サービス協賛店リスト /
◉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　　　　　　

●4月20日に行われた理事会の抜粋●
・新会長・副会長
　1）新会長には参加理事満場一致でウィンター千津子現事務
　　局長が選任された
　2）副会長には花岡高明経理担当、ホワイトハウス敦子ナル
　　ク部長が選任された
　3）新理事としてグラハム明美さん、阿部喜美江さんが承認　
　　され来月の理事会より理事としての活躍を開始
　4）各部職務担当（別紙参考）
　5）百子前会長は相談役となります
・JA総会及び25周年記念祝賀会の反省―お弁当の量が少なかっ
たと言う声が多かった

日　時：2022年3月26日　午前10時半より11時50分
場　所：Japan House 
出　席：25名、委任状　会長・95、出席者 33　合計153

１ 付議事項
A）決算 
2020/2021会計年度実績（送付済みのAnnual Report and 
Financial Statement 参照）
花岡副会長より2021年6月期会計年度の実績につき説明
された。2021年6月期会計実績は、Report of Council and 
Financial Stateamentの通り可決された　
B）新年度理事候補の紹介と選出
1）議長から、理事会推薦理事候補者12名を理事として選任
することを提案し153票を持って承認された
2）立候補された高嶋会員の理事選任については、賛成は出
席者2名、委任状17名、合計19名で過半数に達しないため否
決された
２ 報告事項
A）2021年7月〜2022年6月の予算につき議長より報告された
B）各部報告
各部より活動状況につき報告された
C）2022年度10月から、郵送会報代、郵送文集代の値上げが
報告された　＊会報　£30/年　＊文集　£10/年
３ 補足事項
A）定款35条の委任状についての意見がでた
現在、総会出欠届に対し、
１）出席します
２）欠席しますので
＊決議事項一切に関し会長にいたします
＊決議事項一切に関し出席する会員（理事を含む）に委任します。
３）会長または出席する会員に一切を委任なさらない方は各
項目についてお答えください。
の形式をとっているため、一切を委任するとした会員は３）の
各項目につい回答する必要はない事が説明された
B）Hammersmith 公園の日本庭園について、JAがサポートす
る様にとの提案があった

英国日本人会2021年度総会議事録

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。

https://japanassociation.org.uk/%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%A7%8B%E6%88%90/
https://japanassociation.org.uk/ja-%E4%BC%9A%E5%93%A1%E7%89%B9%E5%85%B8%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%8D%94%E8%B3%9B%E5%BA%97%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88/
https://japanassociation.org.uk/%E8%8B%B1%E5%9B%BD%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E4%BC%9A-%E4%BC%9A%E5%89%87/
http://japanassociation.org.uk/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80%E3%82%88%E3%82%8A/ja%E3%81%AEgdpr-policy/
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NALC部

4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、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5
月3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。

4月12日に行われたアイアンガーヨガ教室は、14名の参加で行
われました。5月も予定通り第2火曜日の10日で、通常通り他の
クラスと異なり1時間早い午前10時からの開始と
なりますのでご注意ください。

毎月第4火曜日に行われているマインドフルネスなヨガ教室は、
先月29日に開催され、16名の方々に参加いただきました。この
教室も今月26日11時から、5月は24日11時からとなります。

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。  
また、今月は21日に人生後期に知っておくべきファイナンシャル
プラニングの一貫で「人生後期のファイナンシャルプランニング
の基本に戻って考えるべきことについて」のセミナーを対面とオ
ンラインのハイブリッドで、ファイナンシャルアドバイザーでSt. 
James’s Place Wealth Managementのパートナーである新井康
人（あらいやすと）氏にお話をいただきました。

●文集部よりお知らせ●
百花繚乱の候となりましたが、パンデミック収束、戦争終焉と
ならない限り心から花々を愛でる気持ちにはなれないような
今日この頃です。
皆様はお元気お過ごしでしょうか。E－文集は発信済、装丁文
集郵送は下旬を予定していますので、お楽しみくださいますよ
うに。次号秋号を下記の通り募集いたしますので、奮ってご投
稿下さいますように。

『英国春秋』2022 年秋号（No.41）
タイトル：フリーまたは　特集として「戦いとは」

（戦争、友人 · 知人とのいさかい、夫婦喧嘩、人生との戦い・・・）
字　数：A4　2 〜 3 枚（出来ればワード添付）

締　切：2022 年 9 月 15 日　（但し、原稿随時受付）
送付先：bunshu@japanassociation.org.uk

このまとめは後日英国日本人会のサイトに掲載しますが、準備
ができ次第一斉メールでお知らせします。

今月のナルク部の例会は4月19日にオンラインで行われ、今後
のセミナーを含めた予定について話し合われました。

ナルク部では時間預託のシステムもご利用いただけます。これ
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。

文集部

●ヘンドン日本人墓地、春の清掃供養の報告●
好天に恵まれ、春の日本人墓地
清掃供養が、4月16日11時前から
始まりました。当日はイースター
ホリデーを控えて、交通機関が
スムーズに運行してない所も有
りましたが、多数のご参加を頂
きました。
三輪精舎より、石井建心福主管

の読経が、静寂な敷地内に響きお祈りしました。お勤め後、建
心師の心に沁みるお話しを聞き感銘、気持ちが洗われ有難か
ったです。田村さんの指揮の下、ふるさとを皆さんで心を込め
て合唱し故人を忍びました。その後、お茶とお菓子、フルーツ
等、皆さんで軽食談話ピクニックを楽しみました。

遠方から長時間かけご参加頂いた方々、お花を活けて頂いた
高橋先生、石碑磨きに精を出された文子さん、紅茶、Coffee の
Take away の為、お店まで往復された千津子さんと、数人のお
手伝いの方皆様のご協力の下、無事終了いたしました。
春の清掃供養にご参加頂きました皆様お疲れ様、有難うござ
いました。　墓地管理部　藤田

参加者の方から一言
イースターの前日にもかかわらず大勢の会員が参加されて清らかな
気持ちでお清掃が出来ました。加えて地下鉄のスト、その他の不便を
乗り越えて遠方より来られた方、皆様お疲れ様でした。（日出美）
お天気に恵まれて清掃も気持ちよく進みました。沢山の皆様がお集
りになり、その後の会話も楽しませて頂きました。皆様お疲れ様でし
た。（早川ひとみ）

墓地管理部
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紅葉会 (ZOOM)

● 3 月紅葉会の報告●
コロナも落ち着き
始 め、 日毎 に 春
らしくなった３月
4 日、 紅 葉 会 で
は待ちに待った 2
年 振りの 懇 親 会
を開きました。
ひな祭りをテーマ
に、会員のビドル
恵さん のご 協 力
で 会 場には 折り
紙 の 段 飾りが置
かれ、ウィリアム
百子 会 長 のご 挨

拶で会が始まりました。まずは、皆で楽しく会食。どちらのテー
ブルからも笑い声が聞こえ、久々の顔合わせにお話が尽きま
せん。その後ビンゴ、折り紙でお雛様のしおり作り、ラッフル、

皆で合唱の際は会員の３月のお誕生日もお祝いをし、楽しい
時間を過ごしました。

● 5 月紅葉会のお知らせ●
ギタリスト、武本英之さんを会場にお招きしての懇親会を開
きます。ぜひご参加ください。
日　時：５月 26 日　13:00 〜
場　所：Farm Street Church
                114 Mount Street, London W1K 3AH
参加費、その他詳細は一斉メールでお知らせします。 

春も深まり、のどかで過ごしやすい日が続きますが、つつがな
くお暮らしでしょうか？

４月の福祉サロンは、日本への永久帰国について既に日本へ
ご帰国された方々の体験談を交えながら、日本での住宅事情
やマイナンバー制度、英国の住宅売却のタイミングと税金対
策、英国で受給される年金の送金方法の知恵など、盛りだくさ
んの内容となりました。地震については不安があるものの、食
事、医療なども充実しており、皆さん全員が帰国して本当に良
かったというご意見でした。ご好評につき、この話題は再び取
り上げようと思います。

さて、交流を深める為のお食事会のお知らせです。是非、JA会
員以外のお友達もお誘い下さい。
南支部懇親会
日　時：5月13日（金）12：30〜14：30
申し込み締め切り：5月６日（金）
場　所：KJ韓国レストラン
65 High Street, New Malden, Surrey KT3 4BT   Tel: 020 8942 3602
最寄り駅：New Malden（South Western Railway) フリーダム
パス使用可。

参加ご希望の方は次の三つのメニューからお選びいただき
川西弘子までご連絡ください。（e-mail: a.alibert@ntlworld.
com、もしくは、Tel: 07394 658773）
1. Udon Set（寿司付き） £12.70、２. Salmon Teriyaki Bento 
£13.80、３. Beef Bulgogi Bento £11.60（全10%サービスチャージ込み）

皆さんが安心して歓談ができますよう、前日又は当日にLateral 
Flow Testをお願い致します。

北支部懇親会
日　時：６月29日（水）12：00〜14：30
場　所：Golders Green　詳細は追ってお知らせ致します。

福祉サロン　
次回5月１８日のサロンでは、ホリデーについてお気に入りやお
勧めの場所、又、休暇の留守宅をどのようにしているかなどを
お話しませんか？詳細は後日お知らせをさせて頂きます。 
 
福祉部連絡先：　　　 　 
一般的なお問い合わせ  welfare@japanassociation.org.uk
個人的なお問い合わせ  hall@japanassociation.org.uk
Tel: 07487 419 953

広報部

3 月 26 日に開催された英国日本人会 25 周年祝賀会では、この 25 年間の記
録を綴ったメモリアル動画を制作・放映いたしました。会に参加されなかった
方のために Youtube に残していますのでご覧ください。

＜観覧リンク＞ https://youtu.be/SMtvFZBVBcM

福祉部福祉部
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● 4 月の報告●
日　時 :4 月 13 日 ( 水 ) 午後 8 時より
講　師 : フォガティ洋子様
演　題 : オペラハウスは楽しい
会　場：ZOOM スクリーン上
参加人数：60 名

オペラハウスって、どんなところなんだろう？興味津々でご講演
を聞きました。「みなさん中に入ったことがなくても、建物の
前は通ったことがあると思います。」講師のフォガティ洋子さん
が最初に紹介されたのは、ロイヤルオペラハウスでした。建物
の写真を見ても、ぴんと来ませんでしたが、この原稿を書い
ている今、グーグルマップで見てみると、コベントガーデン駅
近くのアップルストアがある、僕も知っている区画にある建物
とわかりました。今度近くに行く機会がある時には、建物の
中に入ってみようと思いました。
次は、イングリッシュナショナルオペラ（ENO）、ここでは英語
に翻訳したオペラが演じられるということでした。ここで上演
された「MIKADO」（ミカド）について、いわばオペレッタです
と紹介されました。オペレッタって、何だろう？そんな疑問が
湧きましたが、ド素人を自認する僕は、「まだ質問するのは早
い」そう自分に言い聞かせました。このミカドというオペラは、
ちょうど一ヶ月ほど前に、永住権を取得するために受けなけれ
ばならなかった、ライフ・イン・ザ・UK というテストに向けて
必死で勉強している時に、学習用のテキストの中に出てきたの
で、「日本語なのかな？」と覚えていました。ミカドを作ったギ
ルバートとサリバンというコンビはとても有名だとお話があり、
勉強したテキストの写真の顔が頭に浮かんできて、「知識」が
現実社会と結びついたような気がして嬉しく感じました。
講演はロンドンを離れ、グライン（ド）ボーンへ。劇場を所
有するオーナーの奥さんは、オペラ歌手としてきた時に見初め
られたとか。ジュリアス・シーザーの劇で、クレオパトラ役で
歌う予定だったイギリス人の女性の代わり、出演したアメリカ
人だということでした。国を越えて代役が来るという話に、日
本でもそういうことはあるのだろうかと思い、オペラのビジネ
スとしての「マーケット」とオペラ歌手の活躍の場所について、
興味を持ちました。
次はポール・ゲッティ邸の広大なウォームズリーパークの中に
あるガーシントンオペラ。アメリカから来た石油王のポール・
ゲッティが、大きな邸宅の外に赤電話（公衆電話ボックス）を

設置し、ゲストが電話したい時には自宅
の電話を使わせずに赤電話を使わせた
エピソードはとても有名とご紹介いただ
きました。イギリスとアメリカの「近さ」
について、改めて感じました。
グレンジパークオペラは、今イギリスで
一番新しいオペラハウス。でも、劇場

の椅子は昔のロイヤルオペラハウスの椅子を買って持ってきた
ものが使われている、という面白いお話がありました。また、
テレビクイズ番組ユニヴァーシティチャレンジの初代司会者バ
ンバー・ガスコイン氏の叔母さんが所有していて、彼に遺贈し
たんだそうです。ユニヴァーシティチャレンジに出演すること
を夢みている僕は、グレンジパークオペラに行ってみなければ
いけない気分に駆られました。
ワスフィ・カーニというインド系のヴァイオリニストの女性のお
話がありました。オックスフォード大学を出て、シティで 10 年
働いた後に、人生を後悔しないように好きだったオペラの世
界に入った人です。刑務所の中でオペラを行うことを始めたり、
大金を集めてぼろぼろだったグレンジフェスティバルを大改装
して、立派なオペラハウスにしたお話をご紹介いただきました。
最後に、ロンドンのホランドパークの紹介がありました。UK
国内の旅行もほとんどしたことのない僕にとっては、ロンドン
の中にあり、また屋外に屋根の付いた開放感がある雰囲気の
写真を見て、初めてオペラに行くとしたら、ここかな、と思い
ました。
質問の中で、韓国出身のオペラ歌手には素晴らしい人がいる、
日本人ではほぼいない、というお話があり、その理由としては
韓国ではキリスト教徒が多く、賛美歌を歌う機会が多いので、
そこからオペラ歌手になる人の才能が見出されるのではない
か、というお話を興味深く聞きました。
オペラに限らず知らないことだらけだったため、刺激を受ける
と同時に、これからもいろいろなことを吸収していかなければ
いけないと思った 4 月の二水会でした。

（伊東ノリ）

● 5 月二水会のご案内●
日　時：5 月 11 日（水）午後 8 時より
演題：「山梨県」ってどんなところ？
講師：鈴木 康之様
参加申し込み：https://forms.gle/iJYquvt5ScGifQ1Y9

TEAM SMILE
●東日本大震災 11th メモリアル『Malo Tonga』 ●  *Malo= ありがとう

3 月 27 日に開催されました「東日本大震災 11th メモリアル
Malo Tonga」へのご支援有難うございました。
皆様から寄せられた寄付の合計は、502,000 円（オンライン
手数料 10% を差し引いた金額）となりました。
全額、駐日トンガ王国大使館を通じ子供支援に寄付させてい

ただきます。
英国日本人会の皆様には多大なるご支援、ご協力をいただき
まして誠に有難うございました。今後ともどうぞよろしくお願
いいたします。

東日本大震災 11th メモリアル Malo Tonga 実行員会

Newsletter編集部ではみなさまからの投稿をお待ちしております。
写真やエッセイ、楽しいエピソードなど下記までお送りください。締め切りは毎月第三水曜日です。
＊スペースの都合で掲載できない場合もございますのでご了承ください。
newsletter@japanassociation.org.uk

二水会
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スケッチ

ビドル恵　

スタンディング百合子 スタンディング百合子 スタンディング百合子 シェイラ文野

グリーブス邦子

山本郁子 古沢いくこ

ハーテイみえ

高波三枝子 竹内みどり

課題  “グリニッジ”

展望台からの眺め　25年前 現在

有名な天文台を含む大きな公園内に桜並木
がある。久しぶりにグリニッジ界隈に住む一
般の人も交じえ“桜の花見ピクニック”を行っ
た。ヘンリー8世など王室にも所縁のある場
所でもあり、街中が興味深かった。

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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俳句を学ぶ会 4月の句　題「桜（さくら）」

桜見て雅の一語花に酔う	 キング悦子

花（桜 )の下立ちて西行思うなり	 廣瀬信子

愛猫（ねこ）が待つ家路を急ぐ桜雨	 バンダースケイフ日出美

花筏鏡の水にたゆとうて	 岡部　道

満開の桜に偲ぶ源氏かな	 松尾美和子 (オハロラン)

混沌の争いつづき桜燃ゆ	 ウィーラー由美
* この句は ” ウクライナでサクランボが採れる聞き、浮かんだ句です ”

幸せは桜のトンネルくぐる時	 	ウィンター千津子

彼岸入り鶯と共に太極拳	 	福重久子

さくら舞い薄紅色に涙する	 	中田浩一郎

八重さくらピンクと白が競い咲く	 	ガフニータミー

桜散り川面に模様ゆらゆらと	 	小野宣美

陽の光浴びし華やか糸桜	 	藤田幸子

月満ちて水面（みずも）に揺らぐ夜桜よ		川西弘子

桜

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

花ほころび　翔んで跳ねての　兎月（4月）
色々のイースターエッグ　目で食べる
四月馬鹿　オミクロン亜種　嘘であれ
インフレの　法的規制を　解除なし
言うべきか　ペット・車に食費増
“共に生きる”コロナ・インフレ　マジですか

インフレは　栄養成分の　減少も
一方通行　スマホオンリー　依存症
運転中の　加害装置は　スマホです
青空へ　宇宙飛行士　募集の夢

　　　　　　　　　　　　ドン柳

先月の訂正　アノニマス　オミクロン亜株に　ハッカーを　⇨　アノニマス　オミクロン亜種に　ハッカーを

Siriとのやり取り
私：（ホームボタンを長押し、サイドボタンを長押し、
　　またはSiriと呼びかける等、機種によって違います。
Siri：ご用件は何でしょう？  私：食事会の予定を追加する
Siri：予定の日時はいつですか？ 私：来週の30日、土曜日
Siri：予定は何時からですか？ 私：12時30分
Siri：次の土曜日の予定を登録しました。
カレンダーに記載されます。食事会、4月30日、土曜日、12:30

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
5月3日、10日、17日、31日。途中参加・退出も自由です。

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 ミーティング予定今月の
豆知識

4月12日のスマホ同好会は、初めての試みとしてZOOMミーテ
ィング（参加19名）とReal ミーティング（参加5名）を同時開催
し、合計24名が参加しました。内容はYAHOO! JAPANの欧州
向けサービスは多分、欧州GDPR（General Data Protection 
Regulation）個人情報保護規則の関係で4月6日に停止になっ
た事、Google Driveのファイルの削除、VPN（Virtual Private 

Network）はインターネット回線のセキュリティ向上の為のサー
ビスであり、NortonやMacAfeeは端末へのコンピューターウィ
ルスの侵入を防ぐセキュリティソフトで別物で有る事、iOS・iPad 
OSの最新バージョンは15.4.1で、OSの自動アップデートの設定に
してあると深夜にWi-Fiと且つ充電ケーブルに接続されている場
合に自動アップデートされる事等についてQ&Aをしました。

スマホ同好会
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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

23/30 24/31 25 26 27 28 29

投稿写真コーナー
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！

編集部では皆さま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：毎月第三水曜日

newsletter@japanassociation.org.uk

二水会

3 日 憲法記念日
4 日 みどりの日
5 日 こどもの日

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

スマホ同好会

紅葉会

テニス同好会

24 マインドフル
ネスなヨガ教室

歩く会

紅葉会
南支部懇親会

イベントカレンダー
詳細は各ページをご覧ください。

31 スマホ同好会

フィンチリーテニス同好会 
日　時：5月5日(木)13時〜
場　所：Victoria Park, 62 Long Ln, London N3 2PX
連絡先：Oakley千春
ja.tennis@outlook.com

歓談サロン

夢　源 
Email: deliverymugen@hotmail.com
Tel: 07985 275 610
http://www.mugenholdings.com
5 月注文締め切り日：5 月 12 日（木）配達：5 月 21 日（土）
* ナショナルロックダウン以来、シニアデリバリーサー
ビスを私達 JA 65 歳以上の会員のために毎月欠かさ
ずやっていただきましたが、本業もお忙しくなり、皆
さんのお世話をして下さった森下さんもしばらく休業
と言うことで 5月をもって終了となります。2 年強の間、
毎月欠かさず私達の為に日本食材、和食を届けてい
ただき心よりお礼を申し上げます。

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

＊今月をもちまして会報での和食デリバリーコーナー
は終了させていただきます

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。

Bank Holiday

今は、ツツジの見どころ、そして石楠花も開花し始め、一年で一番美しい時期です。
久振りの歩く会、皆様と楽しみましょう。事前連絡不要の自由参加です。
日　時：5月5日（木） 雨天中止
集合場所：Kingston 駅（South Western Train)
集合時間：11時　Waterloo駅 10時27分発　Kingston駅着 10時５５分（駅構内のトイレ使用可）
コース：Kingstonよりバス８５番にて、Warren St下車
リッチモンドパーク内の色とりどりの、ツツジや石楠花の咲く、Isabella Plantation を散策（約2時間）
ここで持参のピクニックランチ後、ロンドンが一望に見渡せるPembroke Lodgeへ歩き（約20分）
休憩後、バスにてRichmond 又はKingston へ。歩き足りない方は、テムズ川沿いを歩いてRichmond駅へ
終了時間：4時頃

担当者：川西弘子　a.alibert@ntlworld.com/Tel：07394 658 773

自粛生活で庭の手入れに時間をかけられるようになったせいか、
あるいは多雨の天候のおかげか、この椿はこの春これまでで
一番たくさんの花を咲かせてくれました 

いくこアレンさん

歩く会


