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　青葉目にしみる季節になりました。皆さまお元気で毎日

を送られていることと存じます。

　本年3月に行われました年次総会後初の4月の理事会

で、理事の皆さまの賛同を受け、ウィリアムズ百子前会長

の後任として会長に選任されましたウィンター千津子で

す。この会に多大以上の貢献をなさり現在あるJAを作り上

げて下さった佐野元会長、そして英国日本人社会で多方

面に渡り多くの活躍をされてきた百子前会長の後を引き継

ぐ事になり、その大任に身の引き締まる思いでおります。

　私自身は頭脳明晰とはほど遠く、また何の才能もない全

くの普通の人間ですが、今まで努力だけは惜しみなく続

けて参りました。1997年にJAに入会いたしましたが、当時

はまだ仕事をしておりましたので長い年月の間、幽霊会員

でした。2007年にロンドンに居を移した事をきっかけに、

当時の会員部長のターナーさんからロンドン住所になった

ので是非、会にもご参加くださいと言う暖かいお手紙をい

ただき、そこから私とJAとのおつきあいが始まりました。紅

葉会の歌の伴奏の定期的な担当から始まり、その間、福

祉部北支部の幹事もお手伝いいたしました。

　続いて2015年9月に紅葉会の部長役を仰せつか

り、2016年1月から会員部をそして、2017年11月から事務

局長として今日までやってきました。この期間を通し色々な

事があり、山ほど学ぶこともありましたが、何と言っても一

番辛かったのはNational Lock Down でした。集会がで

きなくなってしまい、どの様にして会を継続していくか、と

ても大きな課題でした。幸いにも当時、急激に台頭してき

たズームを理事の皆さまの承認を得て、各会合をズーム

を通して始めることができました。お陰様で多くの会員の

方々から支援していただき、当時の全ての集会をズームを

通して開催できたのはとても素晴らしいことでした。そして

パンデミックにも拘らず、会員も安定した数を保つことがで

き、これも会員の皆さまのご支援があればこそととても嬉し

く、また誇りに思う次第です。ここでチャリティー団体とし

て質、量ともに大きく発展してきたJAの活動を会員の皆さ

まと一体になり、これからの活動をより楽しい、充実したも

のとなる様、そして様々な課題に立ち向かい更にこの会が

発展することができる様、今まで以上に惜しみない努力を

続けていきたいと思います。まだまだ力不足の部分が多分

にあると思いますが、皆様との繋がりを尊重し、引き続き

皆さまのご協力、ご支援をお願いする次第です。

　最後に、今もまだコロナは去ったわけではない現状を

踏まえ、それを認識しながら、これからも皆さまが元気で諸

行事に積極的にご参加してくださることを心から期待して

おります。また皆さまにお目にかかる機会が増えることを祈

念して、ご挨拶とさせていただきます。

英国日本人会会長

ウィンター千津子
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会員部

理事会だより

●今月の会員の動き●
新入会員：2 名　退会：2 名
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 30
日までの年会費が半額の £7.50 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 /
◉ 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　　　　　　

●5月4日に行われた理事会の抜粋●
・新理事の紹介
　1）会員部長　阿部喜美江さん（写真左）
　2）会報部長　グラハム明美さん（写真右）

・JAクラブ（日本会館）のあり方について
　大きな課題のため、本件1件に絞り理事会を行う予定
・紅葉会、二水会、都道府県人会について
　現在、英国日本人会、紅葉会、二水会、都道府県人会　　
　と「会」についての混乱があり、今後、紅葉会部、
　二水会部、都道府県人会部とする 
・理事会運営指針集の見直しで、”無所属の理事もある”の　
　一項を削除、各理事はそれぞれの担当部署を受け持つこと
　にした

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！

「にぎやかな　夏菩提樹の　葉陰かな」
庭の一部がWoodland 状になっていて
ライムツリーとブナの木の間にブルー
ベルとワイルドガーリックが自生して
います。ライムツリーの葉陰で巣立っ
たばかりらしい小鳥たちも青と白の
カーペットの隙間に餌をさがしに来て
います。
いくこアレンさん

ダービシャーのゴルフ場で
発見した「つくしんぼう」
石川寛さん

水芭蕉（上）
新緑（右）

川西弘子さん

トラファルガー広場の
箱庭ガーデン ( 下 )
竹内みどりさん

ホランドパーク内の
京都ガーデンの
こいのぼり

広瀬サマーズ信子さん
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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://www.japanassociation.org.uk/%E7%90%86%E4%BA%8B%E4%BC%9A%E6%A7%8B%E6%88%90/
https://www.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.live-website.com/%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

5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、9名の方々
に参加いただきました。来
月も第一週火曜日の6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。

5月10日に行われたアイアンガーヨガ教室は、12名の参加で行
われました。6月も予定通り第2火曜日の14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26日に開
催されて14名の方々に参
加いただきました。この教
室も今月24日11時からの開
催で、6月は28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。  

●文集部よりお知らせ●
五月のシンボル花、山査子（さんざし・メイフラワー）の真っ盛
り。続いて、垣根に卯の花が咲いてホトトギスの忍び音が聞こ
えてくれば最高。ひと時、諸難事を忘れて、ホトトギスならぬブ
ラック・バードの歌声に耳を傾けるのも一興かも知れません
ね。皆様はお元気でお過ごしでしょうか。
文集秋号を右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

また、ナルク部で先月21日に開催した「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」
のセミナーのまとめは英国日本人会のサイトに掲載されてい
ますので、ご興味があればこのリンク（shorturl.at/lDJR4）で
ご覧ください。

今月のナルク部の例会は5月18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
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若葉のにおいが満ち溢れる今日この頃、皆さまいかがお過ごし
でしょうか？

現在福祉部は、ご依頼を受けました会員の方々にお電話や訪
問を通じて定期的にご連絡をさせて頂いておりますが、コロ
ナ禍を経て支援方法の多様化の必要性が求められている様
に感じております。今後福祉部は、その方々の状況に対応した
支援ができますように努力をして参りたいと思います。ボラン
ティアですので支援には限りがありますが、ネットワークを生
かしてご協力を下さる方々をご紹介できる場合があります。ご
本人、邦人のご友人の方のご支援を希望される方、また、ご相
談や福祉部の支援内容等の問い合わせ等がございましたら、
どうぞお問い合わせ下さい。
お問い合わせの内容は秘密厳守させて頂きます。
ホール　hall@japanassociation.org.uk

北支部懇親会
日　時：６月29日（水）12：00〜14：30
場　所：Sarang Korean Restaurant
　　　   887 Finchley Road NW11 8RR 　Tel: 0208 8455 1035
最寄り駅：Golders Green（Northern Line）

参加ご希望の方は下記からメニュ―を選び、申込時にお知ら
せ下さい。
連絡先：
バンダースカイフ日出美 h.nabeshima@btinternet.com
スコット純子 sumiko.scott@btinternet.com 
Tel: 020 8340 9063
メニュー (全10％サービス込)：
１．Chaps Che Dop Bad（牛肉、糸蒟蒻、野菜のビビンバ）￡9.40
２. Beef Dolsot（牛肉、生卵、野菜のビビンバ）￡9.80
３. Chicken  Dolsot（チキン、生卵、野菜のビビンバ）￡9.40
４.  Seafood Bokum Udong（シーフード焼うどん）￡9.60

東支部懇親会
日時：7月22日（金）12:30~14:40
場所：Cocoro, Blomsbury, WC1A 1NT
詳細は追ってお知らせ致します。

福祉サロン　
今回はHolidayについて歓談を
致しました。旅の目的やその方
法など、皆さん本当にさまざま
でした。一人旅で、現地の人に
プロポーズされたなんてことも！ 
次回６月１５日のサロンでは、「私達のお財布を直撃する物価
高」について、節約術、お手頃なお買い物、パウンド・ショップ
の活用法などを歓談致しませんか？

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

福祉部福祉部

先日、およそ２年ぶりに交流を深める為の懇
親会（南支部）をNew Maldenのレストラン
で行いました。本当に久しぶりでしたので色々
なお話に花が咲き、あっという間の２時間で
した。
来月は北支部の懇親会が行われます。（上記
参照）皆様ふるってご参加下さい。北部以外
にお住まいの方も、JA会員以外の方も大歓
迎です。

南支部懇親会
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紅葉会部

● 4月紅葉会の報告●

“ Japan made the  impossible possible “
8 万人のボランティアが参加した東京 2020 大会。
新型コロナウィルスの影響で多くの制約のあるなか開催され
大成功を収めました。2012 年のロンドン五輪の言語サービス

ボランティアを務めて以来、ソチ、リオ、東京とボランティア
をされた西川千春氏に ” オリンピックボランティアの意味、楽
しさ “ についてズーム講演をしていただきました。ボランティア
とは大義ミッション・公共性への共感、共鳴と自己実現・自主
性がプラスされたものというお話の後、スポーツ会場での裏
話…パラリンピックのゴールボール選手らのコミュニュケーショ
ン能力の高さ、以前の大会で活躍した女子卓球選手たちの通
訳の様子など写真やビデオと共に紹介していただきました。

● 6月紅葉会のお知らせ●
わしょクックの寿司職人、椎名さんが巻き寿司アートをご披露
下さいます。
日　時：6 月 23 日（木）10:00 〜
※日本からのズーム講演のため開始時間が通常より早くなりますのでご注意
ください。詳細は一斉メールでお知らせします。ぜひご参加ください。

●5月の報告●
日　時 : 5 月 11 日 ( 水 ) 午後 8 時より
講　師 : 鈴木康之様
演　題 : 山梨県ってどんなところ？
会　場：ZOOM スクリーン上
参加人数：35 名

現在勤務されている自治体国際化協会のご紹介と、総務省か
ら出向されていることから、選挙についてのお話からしていた
だきました。選挙について、近い将来、在外投票がインターネッ
トを通してできるようになること、選挙権の年齢が現在の 20
歳から18 歳に引き下げられること、インターネットを使用して
選挙運動ができるようになること、についての話がありました。
世の中が変わると、変わった時には変化を感じますが、すぐに
それは当たり前になるものです。日本に帰った時に、「一足遅く」
変化を感じることが増えるたびに、浦島太郎になっていく自分
に気が付くことを思い出しました。
山梨県の話はリニア中央新幹線からでした。最初はタイヤで
走り、速度 150km 以上から超伝導になるそうで、宇宙船に乗っ
ているような感じということでした。2027 年開業予定と聞い
た数年前には、ずいぶん先の話と思っていたリニアでしたが、

（工事中断で開業は遅れる予定ですが）乗ることを想像できる

時期に入ってきたように思いました。山梨の甲府市に駅ができ
るということですので、いつか日本全国を旅する夢が叶う時に
は、リニアで山梨に行ってみたいと思いました。
日照時間が全国で１、２を争うことや、災害が少ないというこ
と、桃の生産量が１位ということなど、知らないことが沢山あっ
たことに気がつきました。山梨のワインは上品な味わいで、鉄
分が少ないため、刺身などの生魚にも合うとのこと。繊細な
味の違いに鈍感であることを自認する僕ではありますが、次
に日本に行く時には山梨産のワインを飲んでみたいと思いまし
た。また、金融互助制度の「無尽」文化の紹介がありましたが、
僕の出身地の岐阜県下呂温泉でも、類似の金融互助制度の歴
史があることから、故郷を思い出しながらお話を聞きました。
千葉県ご出身の鈴木さんが、将来住みたい場所として奥さん
と山梨県だと話していることをご紹介いただき、それほど山梨
県が良い場所なのかと、今回の講演のテーマを選ばれた理由
に合点がいった気がしました。
質疑応答の時間には、山梨県ご出身の方から富士山の頂上は
静岡県側にあり、それが決まったエピソード（？）をご紹介い
ただくなど、熱心なお話もありました。最近特に思いますが、
自分も含めて、子供時代を過ごした場所が、その人にとって特
別な場所になるのはなぜなんだろうと、当たり前でありながら、
理屈で納得するかどうかに係らず、そういうものであることを
不思議に感じずにはいられません。ロンドンから日本を「感じ
る」ことができる貴重な講演でした。

（伊東ノリ）

● 6月二水会のご案内●
日　時：6 月 8 日（水）午後 8 時より
演　題：（検討中・UK 旅行関連）
講　師：江國 まゆ様
参加申し込み：https://forms.gle/iBnbf5bjP8mCkkbF7

二水会部
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スケッチ

ビドル恵　

スタンディング百合子

シェイラ文野山本郁子

高波三枝子
竹内みどり

課題  “イザベラプランテーション”

今回は五月にツツジや石楠花が満開で有名なリッチモン
ド公園内のイザベラプランテーションに出かけた。残念
ながら五月晴れとはならず、五月雨になってしまった。ま
た雨の日故に起きた不愉快な出来事、それでも16人集ま
るといつもの楽しい会になる。歩く距離も適度、街中の

公園にはないワイルドな感じが素晴らしく、まるで子供
時代の遠足気分だった。帰り着いた駅で集中豪雨に会
い、運が良かった事にホッと胸を撫で下ろす。石楠花、ツ
ツジ以外にも、さつき、ブルーペルなど帰宅してからも
カラフルな花に囲まれた幸福な気分な1日だった。

スタンディング百合子

グリーブス邦子

ハーテイみえ

スケッチ会主催の恒例の薔薇見会を6月8日（第2水曜日）12:00より、リー
ジェント公園にて行います。お弁当をご持参されない方で、特製薔薇見弁当

（£15）を希望される方はお電話又はEメールにてお申し込みください。場
所は（何時もの所）クイーンメアリーズガーデン正面ゲートの西側。自由参
加、雨天でも催行です。 
申し込みは竹内まで　Tel: 07774 476 293
Email: misao.m.takeuchi@icloud.com　〆切 6月6日 20:00

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 5月の句　題「苺（いちご）」

太陽の恵滴る苺かな	 キング悦子

かき氷イチゴの味が口にとけ	 廣瀬信子

大盛りの苺に旬を知らされし	 バンダースケイフ日出美

蛇いちご草にかくれて紅く熟れ	 岡部　道

いちご狩り思い出すのは友の顔	 松尾美和子 (オハロラン)

この色は裏切るまいと苺買う	 ウィーラー由美

花の芯もうすぐ苺になりそうな	 	ウィンター千津子

名のない苺笑みあふれ	 	福重久子

陽だまりに娘と摘んだ赤い苺 ( いちご )		中田浩一郎

いちご摘み幼き頃に想い馳せ	 	ガフニータミー

食すより思い出多し苺がり	 	小野宣美

散歩道緑葉の合間野苺よ	 	藤田幸子

墓地に咲く桜並木に供養する	 	川西弘子

苺

川柳
ご興味ある方は下記までどうぞ。

secretry@japanassociation.org.uk

高騰の　食費燃費の　行く末は
パトカーも　追いつけられない　インフレ
自家用車　不要だけれど　火の車
インフレ車　赤のシグナル　無視走行
同価格　内容量が　減っている
糠に釘　Stay Pound & Price

通せんぼ　火の車群　通せんぼ
誰もが　乗車拒否の　火の車
火の車　赤字の家計　文字通り
立て札　駐車禁止　火の車

　　　　　　　　　　　　ドン柳

iPhone、iPad のメッセージのテキストを読み上げてもらう
設定⇨アクセシビリティー⇨読み上げコンテンツに入って、選択
項目の読み上げをONにして下さい。読み上げ速度も此処で変
えられます。
テキスト上を長押しして、出てくる項目の中から「 読み上げ 」を
タップします。WhatsApp でもこの機能が使えます。 

第1、第２、第3、第5火曜日の「午後１時から４時」です。
6月7日、14日、21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

5月10日、iPhone・iPadのパスコードは、10回連続して誤入
力すると自動的に本体のデータが消去され、パソコンから
Apple ID・パスワードを入力して再起動しないと使えなくな
る事、テザリング（Tethering）とはWi-Fiの無い環境でスマ
ホの4G・5Gのモーバイル通信をWi-Fiルーター（インターネ

ット共有・Personal Hotspot）として、他のパソコンやiPadか
らインターネットに接続して利用出来る事、NHS Appのコロ
ナワクチン接種証明、日本入国時に必要なコロナ検査証明
書・質問票・mySOS・COCOA・Fast Track等について情報交
換をしました。 

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 24 25 26

27 28 29 30

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
スケッチ
薔薇見会

ズンバ・
ゴールド・チェア
スマホ同好会

アイアンガー
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

マインドフル
ネスなヨガ教室

紅葉会
北支部懇親会

イベントカレンダー
詳細は各ページをご覧ください。

フィンチリーテニス同好会 

日　時：6月2日(木)13時〜
場　所：Victoria Park, 62 Long Ln, London N3 2PX
連絡先：Oakley千春　ja.tennis@outlook.com
毎月第一木曜としていますが、その他の曜日、回数も増やし
ていきますので、まずは一度ご連絡下さい。毎回参加出来
なくてもOKです。ゆるーくプレイします。初心者大歓迎！

歓談サロン

Bank Holiday Bank Holiday

久し振りの歩く会は5月5日，Richmond Park 内の
ツツジで知られる Isabella Plantation を訪れまし
た。晴天に恵まれ、満開のツツジの群生を散策、
長いロックダウンより解放され、美しい自然の中で
英気を養うことができました。参加者8名。

次のウォークは7月4日（木）
Hampton Court Palace の庭園を予定。詳細は6月
会報にてお知らせします。
担当者：川西弘子　a.alibert@ntlworld.com/
Tel：07394 658 773

JA 会員特典サービス協賛店からのお知らせ

今月よりＪＡニュースレターへ「暮らしの知
恵」というコラム文を寄せる機会を頂き、皆
様へご挨拶をさせて頂きたいと思います。

私共は2001年ロンドンに設立した日系総合不
動産会社ケンズ・エステイトと申します。
弊社は不動産賃貸、売買、投資、管理など様
々なサービスを提供しておりますので日本へ
の本帰国で不動産を売りたい、またお子さん
方が独立をして家が大きくなりすぎてサイズ
ダウンをしたい等、不動産関連やお住まいで
の困りごと、修理、お家の改装、等々ご質
問・お問合せがありましたらお気軽にご連絡
ください。

ケンズ・エステイト
218 Great Portland St, London W1W 5QP

お問い合わせ：enquiries@kensestate.com  
担当　加藤　www.kensestate.com

暮らしの知恵

歩く会


