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❀さくら通信❀   

 

7/10（木）10 a.m.～  

 毎月恒例ラジオ体操と市内公園巡り 

 Polo Park (Polo Cl.の近く。North Sannich。 

 

7/16（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

     

7/21（月）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

7/24 （木）1 p.m.～ 

 毎月恒例手作りの会「とぼけネコ」作り 

 

7/26（土）2 p.m.～ 

 特別講座 「日本人のアイデンティティ・価値観とは」 

 講師： 盛岡大学国際文化関係教授 照井悦幸 

           移住者難民定着・異文化適応専門ソーシャルワーカー 岡田知子 

       講座内容はさくら通信次号に掲載予定です。 

 ７月のイベント 

とぼけネコづくり 
２回目のとぼけ猫の手作りでは仕上げをしました、作品はなかなか個性があり、面白く、それぞれユニークな

猫になりました。写真を参考に見てください。今回の参加者は少人数でしたが、何時ものように楽しい集いで

した。允子さんから新しいクラフトの講習があり、布地で作る花のブローチこれもまた素敵に出来ました。手

先を使って雑談をしながら頭を回転させ、呆け防止の午後でした。（記＆写真：Currie洋子） 
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お天気の中の７月散歩 
 7月10日水曜日、参加者14名。お天気にも恵まれ快晴の中 Polo Parkにてラジオ体操をした後、

ローカルならではのコースでWallace Drをお喋りしながら歩きました。 会話も弾み  あっという間に時

間が過ぎました。 海の向こうにはアメリカとカナダの国境近くにある ワシントン州のマウントベーカー

の山も見え、富士山によくにていました。車で移動中は SIDNEYの町も一望出来ました。ランチはロー

カルで人気のあるThe Roost Farm Bakeryに行きましたが、お昼前から行列があり、少し時間がかか

りました。ロシアンブレッドが有名で、この黒パンはライ麦を使ったパンで、ずっしり重い酸味の効い

た健康パンです。私は、今回は軽めのマーブルブレッドでスモークサーモンのサンドイッチをオーダー

しましたが、ボリュームたっぷりで食べ切れない量でした。 フレッシュでとても 美味しかったです。何

よりも身体を動かした後に 皆様と 美味しいランチを食べ楽しい時間を過ごす事が出来ました。今回もお

天気に恵まれ最高でした。参加された皆様、有り難うございました。次回も楽しみにしております。 

（記＆写真：内藤三代子） 
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健康シリーズ ⑧ カルシウム 

 カルシウムは健康維持に欠かせないミネラルの代表格ですが、不足ぎみの人が人口の半数以上を占める

のは間違った知識が原因ではないかと思われます。 

 

① カルシウム不足で骨が脆くなる骨祖しょう症はデンマーク・スイス・スウェーデン・オランダ・アメ

リカというように乳製品の摂取量が多い国に顕著です。乳製品は酸性食品です。体は血液をｐｈ７．３７

前後に維持するためアルカリ成分が足りない場合は、骨や歯などに貯蔵されているカルシウムやマグネシ

ウムなどのミネラルを中和に使うため酸性食品を多く摂る方は骨や歯などが脆くなります。乳製品からは

カルシウムを摂取できないだけでなく抗生物質やホルモンなどの発癌物質も含まれているので摂り過ぎな

いようにしましょう。 

 

② 甘い物を食べ過ぎると虫歯になると言われるのは甘い物が歯を溶かすわけではなく、①でもご説明し

た通り、甘い物は酸性食品だからだそうです。 

 

③ お酒や肉類も酸性食品です。ほどほどに・・・ 

 

④ レモンは歯を溶かすというのは間違いです。レモンは酸っぱいので酸性食品と思われがちですが、消

化後にアルカリに変化します。私は疲れている時や酸性食品を摂り過ぎた時にはレモン水を飲んでｐｈバ

ランスを整えますが今のところレモンで歯が溶けた形跡はありません。お酢もレモンと同様に体のｐｈバ

ランスを整え抗酸化作用もあるのでお薦めです。 

 

⑤ カルシウム剤：市販されているカルシウム剤の多くは卵殻や貝殻のような体が消化吸収できない原料

を凝固剤で固めたものです。これらの残留物質が血管を塞いで心筋梗塞や心臓発作の誘発要因になるとい

う調査結果が発表された際には大勢の方がカルシウム剤を摂るのを辞めてしまいました。 

カルシウムはケールやほうれん草などの緑黄色野菜、海藻類やナッツ類からも摂取できますが、骨祖しょ

う症、虫歯、関節炎、筋肉の痙攣、不眠、怒りっぽい、爪が割れる、抜け毛などの症状がある方は、体が

吸収できる原料で作られた安全なカルシウムサプリも合わせて摂られることをお薦めします。 

（記：リンドリ美穂） 

 

健康に関する無料相談は778-977-0797で受け付けております。 

 先日のことです。クレジットカード会社から預金残高がショートしている

からと手紙が届きました。銀行へ行き窓口で「他行への振込手数料はいくら

かかりますか？」と聞き、その後ATMで手続きを始めようとしたら行員が

飛んで来て、取り扱いの説明が始まりました。ははーん、振込詐欺防止のマ

ニュアルに沿った対応だな…と解らないふりをして言われるままに手続きを

終えました。新聞、TV、行政機関やこれだけ金融機関で防止策を展開しな

がらも、相変わらず被害者が後を絶たないのは犯罪技術？の巧みさなんで

しょうね？マジ手口を習いたいと思いますよ。そしてノウハウを勉強し、シ

ミュレーションを重ねて自信を着けたら実行したいと思います？ 

 ちなみにATMでの振り込みは最大50万円まで、1日一回までと制限がある

のです。（記：好岳） 

振り込み詐欺 
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晴れ男！日本縦断おかやまＰＲ（その１） 

 昨年ビクトリアを訪れてからもう1年が経ちました。もっともっと前のことのように感じます。さまざまな

事があったからなんでしょうね。そんなこの1年間では、岡山県のPRスタッフをやった事が一番大きな出来事

でした。その経緯はさくら通信の１月号に載せていただきましたが、まだそのお話をしていませんでしたの

で、どんなものだったのか何回かに分けて書きたいと思います。 

 全国に公募しPRスタッフとして採用された6名。採用後どのようにPRするかは、各々が企画を考えて県か

らOKをもらい実行していきます。僕は自転車で世界各地を走った経験から、日本縦断しながら岡山をＰＲす

ること企画。他に、劇団員だった人は岡山県内27市町村の歌を作り個々の市町村を知ってもらう企画、県内に

住み地元の面白い点をよく知っている人は岡山県内の散歩スポットを紹介していき岡山の魅力を再発見しても

らおうという企画。それぞれ個性や感性を活かした企画になりました。 

 同じく採用された中の一人にテレビで番組制作をやっていた人がいて、その人とコンビを組み、企画をさら

に固めていきました。「晴れ男！日本縦断おかやまPR」と題し、自転車で岡山をPRしていく旅をドキュメン

タリーのように車で追いかけながら撮影。編集された後にYoutubeの岡山県公式アカウントにアップしまし

た。旅の様子に岡山の名所やグルメの紹介を織り交ぜていきます。撮影と編集ができる人と一緒にやること

で、文章や写真だけでなく、映像でも内容が見られるようになり、現地にいない人でも、よりリアリティーを

持って見てもらえるようにしていきました。 

 仕事は2013年12月から始まっていましたが、企画が通り、準備を進め、実際に動き始めたのは年が明けて

1月になってからでした。自転車で全国縦断ということで、1月23日には岡山県庁前で出発式が行われる事に

なりました。県庁職員みなさんに集まっていただき、伊原木隆太岡山県知事から直接、スタッフ委任状を授与

されました。そして「行って来ます！」の決意表明のス

ピーチ。1月ですからすっごく寒い。自転車をこぐための格

好をしてるので、結構薄着です。しかも庁舎前は日陰。

ずっとぶるぶる震えていました。（笑） 

 出発式は岡山県内の新聞やテレビ（NHKも含めて）が詰

め掛けてニュースになりました。PRスタッフとしては、話

題を作り注目をしてもらうことが最重要の仕事です。どれ

だけメディアに取り上げてもらうかで広告換算された数字

が大事な成果になります。PRスタッフを全国に公募したの

はYahooのトップページに載るくらい全国的に話題になり

ましたので、採用された自分たちがどれだけ成果をあげる

のかが問われていました。自分が携わる企画でメディアを

呼べたのは成果として幸先の良いものでした。 

 それからさらに準備を進め、旅の出発地点である鹿児島

県指宿市へ向かいます。日本縦断おかやまＰＲ自転車旅の

出発地点は鹿児島県指宿市にある西大山駅。薩摩富士とい

われる開聞岳を目の前に臨むJRで最南端の駅です。いよい

よスタートというところですが、県庁前の出発式とは違

い、僕と同行してる人のたった二人だけ。しかもこの日（1月30日）の朝はかなり強い雨で、その後もどんよ

りした空模様でした。標高1000ｍに満たない開聞岳の頂上は雲で隠れています。 

 晴れの国おかやまのPRスタッフ“晴れ男晴れ女”なのにこんな天気・・・しかも２人きりと寂しい。

まぁ、いきなりいいネタができたってところで、55KM先の鹿児島市へ向かいました。・・・続く 

（記：安部良） 

 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 



 ハーフバースデー。生まれて6か月目の日をそう呼ぶ

のだという。親になるまでこの世にそんな言葉が存在

することすら知らなかった。なるほど、生後～1歳まで

にはその後の人生では見られない目覚ましい変化と発

達がある。赤ちゃんは半年生きただけでも目出度いの

だ。 

 6か月を迎えるにあたり、赤ちゃんの生活にはもう一

つ大きな変化がある。Solid Foodの始まりである。そ

れまで母乳やミルクしか口にしてこなかった人間が初

めて固形の食べ物を口にするエキサイティングな出来

事である。そう、エキサイティングなはずなのだ。 

 だが、ちょっと待って欲しい。日本語でSolid Food

は離乳食と呼ばれる。乳を離れる食と書いて離乳食。

実に自立への一歩である。あぁ、アカネさん、あなた

はこうして大人の階段を登っていってしまうのです

ね。そうして、取り残された母は階段の踊り場でひと

り地団太を踏むのである。 

 少し地団太を踏みたいのにはわけがある。アカネと

私の授乳の始まりは困難を極めた。授乳とは、実際に

やってみなければわからない、新生児と母親による一

筋縄ではいかない共同作業なのだ。いや、ここはあえ

て「私」ががんばったと言わせてもらおう。そこには

通称「おっぱい問題」と呼ばれる数多くのハードルが

潜んでいた。切れる、裂ける、流血する・・・そんな

痛い洗礼は序の口だった。 

 まず、母乳が遅れた。そして量がなかなか増えな

かった。赤ちゃんは生まれてきてから数日の間に体重

が多少落ちる。そこで2週間後に出生体重まで戻ること

を目標とし、3か月をめどに2倍の体重を目指す。アカ

ネは体重が増えなかった。それどころか減少し始め、2

週間後には出生体重の10％ほど減少した。ドクターお

よびナースからミルクを足すように告げられた。 

 声を大にして言うが、私は決してミルクでの育児に

反対ではない。むしろ、そんなの個人の選択に過ぎな

いし、母乳育児に鼻も胸も突き出して得意になる必要

なんかないわ、という意見の持ち主だった。なのに、

実際にはミルクを足すことに激しい抵抗を覚えた。何

よりもアカネの食物資源であるべき自分がそうなれな

いことに不甲斐なさを感じて涙がこぼれた。 

 新生児は授乳はじめから次の授乳までが1時間半から

2時間置きと言われている。この授乳回数12回に加え

て、私には搾乳という作業があった。ダイニング・

テーブルにはその四分の一の面積を昭和の足踏みミシ

ンを彷彿させる搾乳機が陣取った。病院から戻った日

にレンタルした品であった。そして、アカネには黄疸

の気があった。入院を延長させるほど深刻ではないに

しろ、黄疸の新生児に特徴的な授乳中にすぐに眠って

しまう傾向が例外なくあった。また敏感肌のアカネに

は生まれた翌日からおむつかぶれが発生していた。 

 たとえば夜中の0時に授乳を開始する。慣れない授乳

に角度や態勢を変えるものの、数分経つとアカネは眠り

こける。毛布にくるんで真冬の裏庭へ出る。再び授乳す

るが、また寝る。今度は肌着を脱がせる。授乳、また寝

る。濡らしたガーゼで顔をぺたぺたとはたく。ようやく

片方のおっぱいを飲むのにすでに30分以上が経過して

いる。ここでおむつ替え。かぶれた部分を暖炉に向けた

り、ドライヤーをあてたり、はたまたふうふうと吹いて

あげたり、オムツが替わるころには20分以上が経過。

再びもう一方の授乳に30分かかる。ようやくアカネを

バシネットに入れると、今度は搾乳に20分以上かかっ

た。 

 眠る暇などどこにもなかった。移り住んだ新しい土地

に家族も友人もいなかった。 

 「授乳はね、赤ちゃんとお母さんが躍るタンゴのよう

なものなの」とパブリック・ヘルス・ナースが言った。

アカネと私のステップはなかなか揃わなかった。時はク

リスマス、そして新年。ナースが入れ替わり、立ち代り

やってきた。彼女たちが私の命綱だった。 

 結局ミルクの補充は数週間で終わり、搾乳機も2か月

弱でテーブルから消えた。だが、いつか母乳が出なくな

る日がやってくるんじゃないかと恐れた私の搾乳は、回

数こそ減ったものの、アカネが4か月半になるまで続い

た。止めたきっかけは、なんてことはない、日本に行く

にあたり、飛行機で搾乳はできなかったからである。 

 この涙あふれる痛ましい努力を、「離乳食」というも

のにとって代わられるのである。多少の抵抗を感じても

許してもらいたい。 

 6か月検診に行ったとき、私とアカネのタンゴを傍ら

で見守っていたDr.Gは「赤ちゃんは日々変化している

のよ。お母さんも変わっていかなくちゃ」と笑顔で言っ

た。 

 はじめて離乳食を2回食べた日、アカネはいつも起き

る夜中に声をあげて泣くことなくすやすやと寝入ってい

た。隣で寝ていた私はいつも通りに目が覚め、アカネが

起きてくるのを今か今かとその寝息に聞き入っていた。 

 アカネは先日7か月を

迎え、それまで対面式

だったバギーに進行方向

を向いて座るようになっ

た。バギーを押して歩き

ながら見ていた顔が見え

なくなり、またほんの少

しアカネの背中が遠のい

た。 

 母は痛い。眠い。そし

て切ない。       

(記:高井MacLean若菜) 

 

あかねのあのね 
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☆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 

Page 6 

2014年8月 第198号 

＜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 ✎ 

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ます。 

理事会のお知らせ 
 

8 月 の 理 事 会 は 1 8 日

（月）1p.m～から浦中

宅で行われます。会員の

方々の参加も大歓迎で

す。 

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


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。 

♪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。（理事より） 

編集後記 

鹿対策のフェンスが功を奏し、畑ではかぶ

やケールや大根、春菊が育った。先日、夫

も私も外出する際に、フェンスの一か所に

あるゲートを閉めずに行った。昼間庭で鹿

を見かけたことなどないから大丈夫だろう

と思ったのが甘かった。昼過ぎに戻ると、

畑には点々と見覚えのある足跡。あれ？と

思って見渡せば、ケールもレタスもおいし

そうなところが食べられている。してやら

れたり、鹿の方が上手だったか！葉物はす

ぐに育つのでよいが、愛しのトマトちゃん

の芽がいくつか消えていたのがくやしくて

たまらない。 

8月はビクトリア日本友好協会

が主催するイベントはありま

せん。皆様、よい夏をお過ご

しください。 

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

