
 
ビクトリア日本友好協

会 は、日 系 コ ミ ュ ニ

ティーとして1995年に

発足された非営利グ

ループです。会員から

のサポート、寄付、広

告掲載、ボランティア

によって支えられてい

ます。 

―――今日は表通りでお迎えを待つという母親を送り出し、１分後に追いかけ、「お

母さん、いま、会社から連絡が来て今日は自宅で待っていて下さいと電話があったの

で、家に戻ってきて」という娘

の言葉に、「ああそうかい」と

自宅に戻って来る母親。いつ

も、デイケアーのピックアップ

は自宅と決まっているのに何か

思い違いをする母親に合わせ、

一応、母親の言葉を肯定し、そ

の後に軌道修正を行う娘。デイ

ケアーに行くことは仕事に行く

ことだと思い込んでいる母親。

母の言葉をまず肯定し、嘘八百

みたいなことに対しても、何に

でも話を合わせながら、あるべ

き方向に持っていく娘。――― 

ビクトリア日本友好協会            jfs2012@live.jp 
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❀さくら通信❀   

 

7/3（水）2 ～8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

7/9（火）10 a.m. ～ 

  散歩の会 岡田知子宅に集合 

 

7/19 （金）2 p.m.～ 

 安部良さんによる懇談会＠岡田宅 

 

 

 

 介護についての懇談会 

「認知症の母に寄り添って」を聞いて 

 7月のイベント 

訂正とお詫び 

 
「さくら通信」

第186号は5・6

月合併号として

発行いたしまし

たが、正しくは

6・7月合併号で

した。ここに訂

正してお詫び申

し上げます。 
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 ８月の予定 

8/6（火）10 a.m. ～ 

  散歩の会 岡田知子宅に集合 

 

8/11（日） 

 日系文化協会主催「お盆行事」 

 12:00 p.m. ～ Ross Bay Cemeteryにてお掃除 

 2:30 p.m.～ 同場所にてセレモニー 

 3:30 p.m.～ Ross Bay Villaにて懇親会 

 日系人が奉られているロス・ベイ墓地の掃除のボランティアを募  

 集しています。参加できる方は岡田知子宛にご連絡下さい。 

 （☎：250-477-4355） 

一番最初のお散歩の会 

 ７月９日、第一回目の「お散歩の会」は、参加予定の方々数名が当日急に体

調がよくないということで不参加となり、女性３名だけの集まりとなりまし

た。それでも晴天の中、爽やかに吹く風を肌に感じながら、また、お互いにし

た最近の旅の話、経験談を交わしながら、まず、岡田宅のあるLexington 

Ave.を出発点に、Arbutus Rd.までの下り勾配の道を歩き、細い横道を通り貫

け、木製の階段を下りて目の前に広がる、Arbutus Cove.に着きました。調度

引き潮の時間で、私達は砂浜を楽に歩く事ができましたが、今度はCoveの半

対側まで行き着き、再びArbutus Rd.に戻る為には、大小の岩の上を足が濡れ

ないように歩いた後、今度は来たときより長い木製の階段を上ることになるの

です。でもなんとか息切れせずに Arbutus Rdまで歩き、その後Ebony Pl, 

Greenlands  Rd.を通って、出発約後１時間１５分程で、Lexingtonに戻っ

て、一番最初の「お散歩の会」が終わりました。普段このように歩くことが

めったにない私にとって、良い運動にもなる「お散歩」となりました。次回は

「お散歩」の後に、お茶かランチということです。楽しい「お散歩の会」にな

りそうです。（記：瑛コルダー） 

いろいろな事が分からなくなって来ている

母を、やさしさや深い愛で包んでいる娘の

姿が見えてきました。私が同じ立場に立っ

たならば、それは違うと真向から反対し、

正しいことを一生懸命に説明し、説得をし

て母親を混乱させ、自分も疲労困ぱいする

のが目に見えてきます。物事が分からなく

なっても自分を否定されることは淋しい。

忍耐、労りや愛が大切で、わずかに残って

いる理解力も機能していくのでしょう。

「お母さんはお父さんのことが死ぬほど好

きなのでやさしい言葉やしぐさをして下さ

い」と頼んでも「そんなこと出来るかい」

と、頑固で照れ屋の父親に根気よく説得を

続ける娘の、両親に対するとても深い感謝

と愛が感じられました。 

（記：正美バークレー、写真：浦中允子） 

行事予定に変更、あるいは追加がある場合

は、追ってメールにて皆様にご連絡いたし

ます。 
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このビデオぜひご覧になってみて下さ

い。http://youtu.be/5D6ZgT5O0Eo 

(2:10)  

世界最年長のヨガインストラクターとし

てギネスブックに登録されたTao Por-

chon-Lynchさんのインタビューです。

モデル・女優・プロフェッショナルダン

サーの経歴を持つTaoさんは８歳の時か

らヨガに興味を持ち、３２歳の時からヨ

ガを教えるようになり、今も現役で活躍

されていらっしゃいます。昨年は６９歳

若いダンスパートナーとプエルトリコで

のタンゴ競技に参加されたとの事。（タ

ンゴではなくサルサのようです

が・・・）Taoさんに触発され友人と一

緒にヨガ同好会を始めました。毎週火曜

日午前１０時～１０時５０分にヨガビデ

オを見ながらコールウッドで練習しています。興味のある方はお気軽にご連絡下さい。参加無料。（美穂：778

-977-0797）遠方にお住まいの方は図書館でビデオを借りて試されてみるといいかもしれません。Yoga 

ZoneのIntroduction to Yoga（Beginners）はお薦めです。（記：リンドリ美穂） 

 『新渡戸稲造ものがたり 真の国際人 江戸、明治、大正、昭和

をかけぬける』 （ジュニアノンフィクション）  

著者：柴崎由紀 出版社：銀の鈴社 

 

新渡戸稲造といえば、「日本のお札に載ってる人」、「『武士道』を

書いた人」、「バンクーバーにあるNitobe Gardenの人」・・・。名

前に馴染みはあるけれど、実際にどんな人物だったのかはあまり知ら

ない人が多いのでは？実は、ここビクトリア市は、新渡戸稲造生誕の

地、盛岡市と姉妹都市にあり、また、終焉の地（1933年、Royal 

Jubilee Hospitalにて死去）でもある。今回、著者である柴崎由紀さ

んが日本友好協会に連絡をしてこられ、7月20日～22日のビクトリア

滞在中に理事数名と新渡戸稲造に由のある場所を一緒にめぐる機会が

あった。ジュニア・ノンフィクションではあるものの、大人でも十分

に楽しめる一冊。夏の昼下がり、冷たい白ワインを片手に、歴史の行

間にたゆたうのはいかがだろうか。（記：高井MacLean若菜） 

 

 柴崎 由紀 

 東京生まれ。成城大学卒。アメリカ・コロラド大学ボールダー校で  

 B.A.取得。銀の鈴社で企画・編集に携わる傍ら、フリーランスで執 

 筆を続けている。 

 

 

 93歳のヨガ・インストラクター 

http://youtu.be/5D6ZgT5O0Eo
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Thank you Canada, again.  
安部良さんによる自転車3000キロの旅 

「自転車で走るような長い旅すると、余計なものがそぎ落とされていきます。 
自分の中の考え、くだらない欲望、どんどんシンプルになっていきます。 
時間は戻ってこない。その時間を共にできること以上に素晴らしいこと 
なんて、ほとんどない・・・」 

 

 2011年3月11日、ガンで亡くなる直前の友人を埼玉の病院で訪れている際に東日本大震災に遭遇、

「自分のやりたいことをやろう」と思い立ち、大陸を自転車でまわることを決意する。自転車でカナダと

いう異国の大陸を一人の日本人が走り抜けることで多くの人から注目されるならば、メッセージを発信し

たい・・・「震災への支援の感謝を伝えよう」。多くの日本人にとって「生きること」について今一度立

ち止まり、考えさせられることになったこの震災で、安部さんが考え抜いた末に出した答えは「“人生”

→“いのち”→“日本”」のベクトルを経て「“大陸横断・カナダ８０００キロの旅”」だった。 

 

 同年5月、これまで自転車の旅という経験を一つも持たないままにカナダを東から西へ横断。翌2012年

にはニュージーランドおよび台湾でも同様に自転車の旅を決行。 

 

 2013年の今回はアメリカのサンディエゴからバンクーバー、ビクトリアまでの3000キロを走った。

その目的は、これまでの支援に対する感謝の意を表することと、漂着したがれきの様子のレポートおよび

清掃。 

 

 前回の旅でビクトリアを訪れた際、出会った日本友好協会のみなさんと話がしたいと領事館を通して連

絡が届き、7月19日に急遽、安倍良さんによる懇談会を岡田知子宅にて開くこととなった。当日は急な連

絡にも、6名の参加者があり、アットホームな会が実現した。 

 

 自転車の旅となると予定が前もって組みにくく、友好協会会員の方々には急な連絡となってしまったた

め、今回の懇談会に出席したくても出席できなかった方も多いと思われる。安倍さんにお願いをして、懇

談会の内容、また、主にバンクーバー→ナナイモ→ビクトリアの部分に焦点をあてた自転車旅のエピソー

ドや旅に秘めた想い等を次号から数回に渡って「さくら通信」に寄稿してもらうことになった。どうぞ、

お楽しみに。（記：高井MacLean若菜） 

 
https://www.facebook.com/RyoingWestCoast2013 

安部 良（あんべ・りょう） 
1981年埼玉県生まれ。2005年成蹊大学卒。

会社勤務を経て、2011年3月11日の震災後、

支援へのありがとうのメッセージを伝えたい

と、自転車で世界を走行。これまでの総走行距

離16,000KM。 

https://www.facebook.com/RyoingWestCoast2013


 我が家の朝ごはんは、半端じゃなく

盛りだくさんである。朝は米粒と決

まっている。それも玄米に雑穀が混

ざっているもの。これに、みそ汁と納

豆とサラダと煮物に炒め物、フルーツ

がつく。朝ご飯は一日のメイン・

ディッシュで、カナダ人の夫は日本食

が好きだ。いつか、私がテレビを見な

がら、三杯酢に漬かったもずくをちゅ

るちゅるとすすっていると、夫が「何

それー。」と話しかけてきて、答えも

聞かないままにもう一つあったもずく

のカップのふたを勢いよく開けて、二

秒くらいで一気にそれを飲み込んだ。

「たっまんなくすっぱいね。でも、僕

はこれくらい毎日でも食べられる。」

と、三カップ百円のもずくに仁王立ち

で挑戦状を叩きこんでいた。過去にバ

ンクーバーの夫の弟の家へ滞在した際

に、朝から小さなベーグルしかかじら

ない夫の弟は、ある日自分の兄夫婦が

台所で朝から米を炊き、幾種類ものお

かずを並べ始めたのを見て、気でも

狂ったのかと聞いてきた。それくらい

豪快な朝ご飯だ。そう、納豆の話だっ

た。納豆はズボラ主婦の味方、ベジタ

リアンの貴重なタンパク源！だけど、

日本食品店で冷凍納豆に3パック2～3

ドル払うのにはちょっと・・・。

「じゃ、作ればいいんじゃない？！と

思い立って、いざ実験！ 

 

納豆 

ずっと台所に立って見張っていなくて

はならないわけではないけれど、時間

がかかるので覚悟して取り掛かるべ

し。それと、菌が死なないように容器

等は熱湯消毒しておくこと。 

 

乾燥大豆   200ｇぐらい 

市販の冷凍納豆  1パック

（1/4から1/2くらいでも大丈夫） 

 

平らな部分が多い耐熱皿 

湯たんぽあるいはペットボトル 

 

１．大豆をたっぷりの水に一晩浸す。 

２．蒸し器か圧力鍋で大豆を指で簡単 

 につぶれるくらいまで蒸す。（我が家 

 には圧力鍋がないため、2時間半くら 

 い蒸してみたけど、まだちょっと硬 

 かった） 

３．冷凍納豆を熱湯でひたひたになる程 

 度に混ぜておく。 

４．耐熱皿に大豆を移す。このとき、豆 

 粒が３－４層程度までなら菌が回りや 

 すい。 

５．３を4にまんべんなくかけ、ラップ 

 を表面に密着させて、適当にフォーク 

 等で穴を開けておく。（菌の繁殖には 

 酸素が必要） 

６．5をタオル等で包んで、熱いお湯の 

 入った湯たんぽあるいはペットボトル 

 の上に乗せる。 

７．10時間から20時間程度で出来上が 

 り。ただし、お湯がぬるくなったら変 

 える必要あり。（納豆菌は摂氏30度 

 から40度くらいで最も繁殖しやすい 

 らしい） 

８．ジップロック器等に移し、冷蔵庫で 

 数日置いてからが食べごろ。冷凍も冷 

 蔵庫で一度寝かせてから。 

 

菌から作ろうなんて思ったら大変だけ

ど、納豆から納豆を作るのであれば、時

間はかかるけれど、できるものなのです

ね。出来上がり時点で台所が強烈な納豆

臭に見舞われたのが難点ではあったので

すが、美味しくできました。グーグル先

生によると、納豆をかき回すのには意味

があり、グルテンが一定の方向になると

美味しく感じるかららしい。なので、途

中から反対方向に回すのはよくないと

か。納豆の変わったレシピでおすすめ

は、納豆ピザ！ビールに合いますよ。 

（記：高井MacLean若菜） 

 

風の吹くまま 胃 の向くまま 
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投稿者募集！ 
エ ッ セ ー、リ サ ー チ、写

真、俳句などの投稿をお待

ちしています。  

 

寄稿へのお願いと 

お知らせ： 
さくら通信を出来るだけ早

く皆様に配信、郵送する為

に、原稿の締め切り日は毎

月20日といたします。ご

協力をよろしくお願いいた

します。 

 

投稿先： 

wakkie210@gmail.com 

 

◎本紙に掲載されている記

事の内容につきましては、

各々の執筆者がその責任を

負われ、広告におきまして

も、依頼主の責任のもとに

掲載しております。ビクト

リア日本友好協会は、記事

及び広告によって生じたト

ラブルに関しての責任を一

切負わない事を明記いたし

理事会のお知らせ 
 

8 月 の 理 事 会 は 2 6 日

（ 月 ） 1 p . m ～ か ら  

Zen Floral Studioで行

われます。会員の方々の

参加も大歓迎です。 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99%E3%80%80%E7%B4%8D%E8%B1%86&source=images&cd=&cad=rja&docid=7I02RxC0vKx30M&tbnid=1dXXiaZ3_X1YVM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpixta.jp%2Fillustration


2012年10月20日(土)、日本語図書館・ライブラリー21(＠Zen Floral 

Studio)が入っているストラタビル地下全体が床上浸水となりました。原因は、

昨年の夏Sannich市が行ったReynolds Rdでの杜撰な下水管交換工事でした。

現時点では床・壁・トイレの修復が終了し、地階がほぼ復元された状態になって

います。 

救済された本は、救済時に従事していただいた各ボランティア宅に分散され、

保管されています。 
 会員の皆様には救済された書籍を今後も楽しんでいただきたく思っています。 
図書館の方向性が決まり次第、追って通知致しますので、今暫くお待ち下さいま
すようお願い致します。 

☆海外生活安全情報☆ 

   在バンクーバー日本国総領事館より 

 

 

 

 

●当館では毎月、当地における安全情報をはじめ、領

事サービスについてのお知らせや、文化イベント情報

等、皆さんのお役に立つ情報をメールでお届けしてい

ます。登録がお済みでない方は、下記をクリックの

上、「仮登録ページへ」にお進みください。 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/

vancouver_ca.html 

 

●在留邦人の皆様の安全確保の基礎となるのが「在留

届」です。異動のシーズンを迎え、当館からの緊急の

ご連絡に支障ないように「在留届」、及びその内容に

変更が生じた場合や帰国される場合は「住所変更届・

帰国届」のご提出をお願いいたします。 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/

special_j/2013/resident_season.htm 

 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/

oshirase_tanpa.html 
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✻日本語図書館/ライブラリー21✻ 
   住所：3947 Quadra St. (Zen Floral Studioの地下)  
 ☎： 250-727-0056 加藤幸保     
 開館日時：月曜～土曜 11：00～5：00 

＜教師およびクラスアシスタント募集中！！！＞子供達に日本語を教えてくださる教師、及びアシスタント

の方を募集しています。興味がある方は是非ご一報下さい。授業は毎週金曜日4～5:30p.m.@Camosun 

College Landsdown校)。詳細を知りたい方は林明子まで：hayashitomo@shaw.ca  

✐ ビクトリアヘリテッジ日本語学校より ✎ 

http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html
http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/resident_season.htm
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/resident_season.htm
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tanpa.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tanpa.html
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E6%97%A5%E6%9C%AC+%E5%9B%BD%E6%97%97+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=xKwpu8FLbhJDTM&tbnid=9rFKo0NjjsZwtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpixta.jp%2Fillust%2F
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=本+イラスト+無料&source=images&cd=&cad=rja&docid=GXEXz6mPF5expM&tbnid=GSa9FmHsRz2D4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2013%2F03%2Fblog-post_2258.html&ei=s1mxUc2-DYSDiALctYCgBQ&bvm=bv.47534661,d.cGE&psig


東北地方太平洋沖震災義援金  

 

『被災地へ送る義援金について』 

 

直接日本 Red Cross へ振り込み：参照ウエブサイト 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/

special_j/2011/earthquake_donation.htm  

＊日本 Red Cross への振り込みは税額控除の対象外です。

予めご了承下さい。 

Market America ブランド 
www.shop.com/VictoriaCanada 

＜購入方法＆サイト＞ 
 

 ⦿ステップ１  www.shop.com/VictoriaCanada のMarket   

         America Brandsをご覧下さい。 

 健康：Isotonix, Heart Health, Glucosatrin, Ultimate aloe  

 スキンケア：Skintelligence, Cellular Laboratories  

 若返り：Prime, Matriskin, Lumier De Vie, Vitashield  

 ミネラル化粧品：Motives  

 ヘアケア：Fixx, Royal Spa  

 環境に優しい洗剤：Snap, Global Care  

 車のお手入れ：Auto Works, Friction Free 3000  

 痩身：TLS  

 ペットケア：Pet Health 
 

⦿ステップ２  ma.victoria@live.ca 宛に欲しい品と数量をお 

        知らせ下さい。 

会員特典10%引き＆福島義援基金10％  

日本友好協会会員が

www.shop.com/VictoriaCanada 

から Market America ブランドを購

入する際、特典として10％引きさ

れ、更に別の10％が福島義援基金と

して積み立てられます。Shop.comは

3500社による4千万種の商品を割引

価格で購入できるサイトです。高品

質・低価格のMarket Americaブラン

ドをぜひお試し下さい。 

   ♪カラオケ/♪ 

♪ポットラック会♪  

♪♫♬ ♪♫♬ ♪♫♬  

8月はお休みします。また、9月から以

下のようにいつも通りの開催になりま

すので、ふるってご参加ください！ 

 

浦中宅で行います。 

住所: 4103  Tuxedo Dr.    

☎: 250-995-8501 

 

毎月第1、第3水曜日、2〜８:00 

p.m、お好きな時間に参加できます。参

加費は２ドルですが、寄付としてそれ以

上でもかまいません。 

 

食べ物、飲み物は、各自持参でお願いい

たします。 

 

尚、ビクトリア日本友好協会は、飲食に

よって生じたトラブルには責任を一切負

わない事を明記するとともに参加者ご自

身のご自覚とご了

承をお願いいたし

ます。  

編集後記 

ビクトリアでは鹿による畑や庭が荒らされる被

害、ライム病（Lyme菌による感染症の一種）が

相次ぎ、問題になっています。連日、地元紙でも

ラディカルな処分派「射殺して食用肉にする

etc.」と平和主義な共存派「鎮静剤を打って自然

が豊富な土地に移すetc.」が記事を握わせていま

すね。そんな中、裏庭で母鹿が双子の小鹿を産み

ました。種類にもよるみたいですが、鹿が双子を

産むのは稀ではないとか。この小鹿たち、後ろ脚

が前脚と比べると明らかにひょろりと長くて、何

とも不安定。昔アニメで見た奇妙に飛び跳ねるバ

ンビというのは事実に基づいていたのだな、と朝

の紅茶をすすりながら小鹿たちを眺め、なんとか

お互いにとって幸せな策にたどり着けないものか

と思うのでした。 

http://www.shop.com/VictoriaCanada
http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://www.shop.com/VictoriaCanada
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%99%E3%81%B3%E3%80%80%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%84%A1%E6%96%99&source=images&cd=&cad=rja&docid=xZNnOvVCw0uVoM&tbnid=pitqTdXZpv6-QM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fillpo


 

 

 
ビクトリア日本友好協会協賛店として、会員の皆様に下記のような特典を与えてくださるお店です。  

会員証を提示の上、ぜひご利用ください！ 

  Zen Floral Studio = 正価の１０％引き 

   3947 Quadra St.  ☎ 250-727-0056 代表：加藤幸保 

 

  View St. People’s Pharmacy = 正価の１０％引き          

    867 View St.     ☎ 250-361-3773 代表：宇治昭子 

        

       www.shop.com/VictoriaCanada = Market America ブランド10％引き 

      ☎  778-977-0797  ショップコンサルタント：リンドリ美穂 ma.victoria@live.ca   

 

協賛店の紹介 

mailto:ma.victoria@live.ca

