
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。 

 8月1 0日は好天気に恵まれ、今年もロスベイ墓地で恒例のお盆の行事が行われまし

た。昨年よりは少ない参加者で、オールド・セメトリー・ソサエテーのグループの方

たちが居りませんでした。日系カルチャー・ソサエテーの若いメンバーが大活躍され

ていました、今年は今までの係りの一人のクリステーナのお母様がお亡くなりにな

り、メキシコに急に行かれていました。マイク安部さんはバンクーバー仏教協会のイ

クタ師のお供で付き添い、ヴィクトリアには２時頃到着し、いつも踊りやお盆の係り

で活躍している岡田知子さんも不在でした。私も今まで係りをしていたので、日系の

方から連絡が入りました。理事会で選ばれた訳では有りませんが、責任を感じて今年

もお手伝いをすることに成りました。 

 去年と同じように架け橋の碑にお花を供えたり、墓石を掃き清め線香やお花を飾

り、セレモニーの準備をしました。折りから３０度プラスの暑さでしたが、今年は若

い学生さん達が良く働いてくれました。このお墓に眠る、いたいけのない子供の姿と

オーバーラップするかのように子供達も沢山お手伝いをしてくれました。 

 イクタ師が壇に飾った精霊馬（しょうりょううま）についての説明がありました。

きゅうりとなすの飾り物ですが、どうもこの国には適当なきゅうりがありません。カ

ナダのそれは太くて皮が硬く、イングリシュ・キュウカンバーは長すぎ、ピクルス用

は小さすぎる。それで我が家

の庭のズッキー二が手ごろの

馬になりました。勿論茄子も

此方のは凄く大きくて太りす

ぎ、チャイニーズ又はジャパ

ニーズは長くて色も良くな

く、とても牛とはいいがた

い。それでもとても格好の良

いナスを見つけました。ひと

つ１ドル６９セントしまし

た。正にこれは”郷に入って

は郷に随え”のことわざで

しょうか？われわれがこの国

に来て生きて行く為のサバイ

バルですね。 

ビクトリア日本友好協会             

jfs2012@live.jp                                  http://vjfs2013.wordpress.com 
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精霊馬 

 ８月のイベント 
8月、ビクトリア日本友好協会が主催する

行事はありませんでした。 
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 友好協会からはリンドリ美穂さん

がお友達と一諸にお墓のお掃除、メ

リ子さんは汗だくでがんばりまし

た、麦わら帽子が良く似合っていま

した。高根芳雄・百合子さんご夫

妻、ふじやの林さん、荒川恵美子さ

ん、アルカイヤ慧子さん、今年もお

花を沢山ありがとうございました。

バークレイ正美さん。今年も盆踊り

で活躍された浦中武宏・允子さんご

夫妻。最後に私の主人アルダーは腰

の痛みを抑え、今年もミスターサン

ドマン、をしてくれました。昨年マ

イクから頂いたあだ名です。ミス

ターサンドマンはお線香を立てるの

に砂を小さい紙コップに入れ線香立てを考案したことからつきました。皆さんご苦労様でした。翌日、日系文

化協会のスーザン、パテイー、クレイグから「お疲れ様、ご苦労様」とメールが入りました。良いリーダーは

この様にボランテアの心を掴み、次の行事にも是非お手伝いしますという気持ちにさせるのでしょうか。この

会から来年はもっと沢山の会員に参加して頂きたいと思います。そして今後、日系グループのメンバーと友好

協会が横のつながりを深め、互いに協力しあえたらいいと思います。 
（記：Currie洋子、写真：Lindley美穂） 

理事会のお知らせ 
 

9月の理事会は15日（月）１

２p.m.から浦中宅で行われ

ます。 
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 今泉優香さんの三周忌

 8月13日で、ビクトリアにおいて交通事故で今泉優香さんが亡くなられて2年が経ちました。優香さんは

2012年8月13日、ダウンタウンのダグラス通り交差点を横断中、ツアーバスに衝突され、亡くなられまし

た。ビクトリア日本友好協会からは今年も命日に栃木県宇都宮にお住まいの今泉ご夫妻にお花を贈りまし

た。  

9/3（水）2～8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/11（木）10 a.m. ～ 

 ロスベイ墓地散策＆日系人の歴史の旅 

 当日はShopping Centre Thrifty Foods入口前に集合。ラジオ体操は架け橋で行います。雨天中止。参加希望者は  

   当日午前9時までに岡田知子（250-477-4355）まで連絡してください。 

 

9/15（月）12 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会昼食理事会 

 

9/17（水）2～8 p.m. 

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/25（木）1 p.m.～ 

 手作りの会 布製ブローチを作ります。参加費は5ドル。（材料費込）浦中宅（250-995-8501） 

 ９月の予定 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。 

水溶性ビタミンのうち、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチ

ンの8種の総称をビタミンＢ群と呼ぶそうです。ベジタリアンの方はビタミンＢ群が不足がちになるのでサプリメント摂取

をお薦めしますが、実際のところビタミンＢ群とは何ぞやという疑問をウィキぺディアで調べてみました。スペースに限り
があるので2度に分けてご紹介致します。（以下、ウィキペディアからの引用） 

 
ビタミンB1（チアミン）：糖質、アルコール類および分岐脂肪酸の代謝に用いられ、不足すると脚気や神経炎などの症状  

            を生じる。酵母、豚肉、胚芽、豆類、玄米に多く含有される。 
ビタミンＢ2(リボフラビン)：脂肪、炭水化物および蛋白質の代謝や呼吸、赤血球の形成、抗体の生産、正常な発育に必要

   とされる。甲状腺の正常な活性の維持や、皮膚、爪あるいは頭髪をはじめ体全体の正常な健康状
   態の維持に不可欠であり、不足すると口内炎や舌炎、皮膚炎、てんかん発作、白内障を含む眼の
   疾患などの症状を生じる。肉類、卵、牛乳、チーズ、ヨーグルト、葉菜類、全粒穀物等に多く含
   有される。 
ビタミンＢ3（ナイアシン）：熱に強く、糖質・脂質・タンパク質の代謝に不可欠である。循環系、消化系、神経系の働き

   を促進する働きがある。欠乏すると皮膚炎、口内炎、神経炎や下痢などの症状を生じる。エネル
   ギー代謝中の酸化還元酵素の補酵素として重要である。 
 
追記：健康シリーズ⑥でお知らせしたビーコンヒルパークラフターヨガクラブがCheck News で紹介されました。日本人

では私と由里さんが登場します。ビデオを見ながらぜひ一緒に笑って下さい。 
ht tp: / / w w w.cheknews.ca / w hy -so-many-people-are- laughing -in -victorias -beacon -hill -park /  

 
   毎週日曜日10時半~11時半 雨天決行 ビーコンヒルパーク（日時計Sun Dial） 

   参加無料 お問い合わせ：778 - 9 7 7 - 0 7 9 7（記：Lindley美穂） 

健康シリーズ⑨ ビタミンＢ群 ウィキぺディアより 

http://www.cheknews.ca/why-so-many-people-are-laughing-in-victorias-beacon-hill-park/
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特別講座 

日本人のアイデンティティ・価値観とは 

 去る7月26日土曜日、午後2時より、「日本人のアイデンティティ・価値観とは」と題しての特別講座が開

かれました。講師は盛岡大学国際文化関係照井悦幸教授、および、移住者難民定着・異文化適応専門ソー

シャルワーカーの岡田知子氏。終了後、参加できなかった会員から内容を知りたいとのリクエストの声が

あったため、講師のお二人にお願いしてこちらの通信に概要を掲載することになりました。 

「おつき合いいただきまして、ありがとうございました」の普遍性（一部抜粋） 
 

＜先生である私の話＞ 

 私は学生生活を終えて教員になります。「学生」という私から「教員」という私になりますが、私が

教員であると認識するのは「先生」と呼んでくださる「学生」さんがおいでになるからなんです。職場

である大学を出てファーストフード店に寄り道すると、知っている学生がアルバイトしています。はっ

として、「先生」という自分に戻ろうとしている自分がおります。ところが、学生の方が偉くって「い

らっしゃいませ。こちらでお召し上がりでしょうか」なんて言うのです。店員である自分に徹している

んですね。そこで、ここでは先生でなくて、一人の「お客さん」である「私」に気がつくのでありま

す。向こうは、目でにっこり笑っても、自分が今誰であるかをわきまえていらっしゃいます。学生で

あった人が店員になっている。相手側の変化でこちらとの「関係」が変わり、自分が誰であるかもか

わったわけです。幸か不幸か、私はいまだ独身ですが、ファーストフード店で一人のお客さんになった

先生は、お家にもどったら「おとうさん、お帰り」と声が飛んできます。「俺は先生だ」といったら気

でも狂ったかと心配されるかもしれませんが、これも「おとうさん」と呼んでくださる「息子や娘」が

あって、その関係のなかで生じたこの人物のひとつの私の姿です。「私」というものは、他者との関係

のなかで生まれるのですね。他者がいなくては、自己も存在できないことになる。そして、まわりとの

関係において自己は、いくつかの自己に変化する、流動的なものだともいえるのです。 

 

＜日本人はつくられる：進化系日本人へ＞ 

 19 8 0年代の初め、私は盛岡から緊張して東京に出てきます。都会に出ていく田舎者、口の重い、あ

か抜けない東北人である自分というIDを持って。なぜそんなIDを持ってしまっていたのでしょうか。い

や、みんなが東北をそう思っておりました。なぜでしょう。明治日本の国づくりの過程で、例えば共通

語が徹底されていきます。東北の小学校では国語の時間にきちっとした日本語で朗読することを指導さ

れる。子供たちは、訛って読むと「訛るんでね！」と訛った教師に叱りつけられるわけです。国の教育

の中で、訛ることは恥ずかしいこと遅れていることだとみんな信じている。東北の訛り、田舎、遅れて

いるというイメージは他の地域の人々に共有され、そう見なされた時から東北人自身が一番そう自覚す

るようになったのですね。集団のアイデンティーが、社会的な関係や教育のなかで創られていくひとつ

の例だと思います。 

 さて、ものの見方や考え方、価値観などは、人々の関係のなかで学ばれ、模倣され、共有されていく

と思います。小学校の中学年にもなれば、その国語の教科書に必ず掲載されているお話があります。

「ごんぎつね」あるいは「傘地蔵」といった話です。子供たちは、先生のガイドに従って、これらの登

場人物の心を読み取り、なにが大切で、なにをすべきであるかを考えるのでしょう。そこに、日本の伝

統的な価値観や生活感覚、心情などが盛り込まれているのであります。学校の風景のなかクラスメイト

と一緒に確認しあって、そのエッセンスは継承されていくのだと思います。こうして、日本人は創られ

ていくのですね。（以下省略） 

（記：盛岡大学国際文化関係照井悦幸教授） 



カナダにおける日本人のIdentity 

 

 短期の旅行者では経験しないかもしれませんが、長期に亘ってカナダに滞在している方は、カルチャー
ショックを感じたり、日本人としてのidentityを考える機会があると思います。自分が培ってきた日本的

なもの（Japaneseness）、価値観、また行動パターンがカナダの社会でどう保持できるのか、はたし

て、補正が必要なのかを皆さんと談話する機会を7月2 6日に持ちました。 

 誰がカナダ社会に適するのか？日本人のidentityに触れる前に、カナダ人のidentityって何なのでしょう

か？先ず、カナダ人が誰であるかを考えなければなりません。カナダ人とは先住民だけであると定義つけ

る人もいます。もし、カナダの永住権・市民権を持っている人と定義をつけると私達の多くがカナダ人の
identity に貢献することになります。20 0 2年の国勢調査の結果、英語の次に多く話される言語はもはや

フランス語ではないことがわかりました。19 7 0 年代に導入されたpoint systemでそれまで中心だった英

語・フランス語圏から移住する人達に代わって、世界中から、特に有色人種の移住者が増えてきました。
毎年２３－25万人入国する移住者がカナダのident ityを決める鍵になるでしょう。 

 さて、日系社会のident ityはどうでしょうか？それを理解するには、明治維新以来何が日本で起きたか

を知る事が大事ではないでしょうか。例えば、120年前の日本で人口密度の一番高い地域はどこでしょう

か。東京、大阪、名古屋あたりと思う方も多いと思いますが、意外と北陸の富山県と新潟県の地域でし
た。この時期日本の総人口は4千万人で、現在の3分の1です。20世紀初頭の出生率は人口千人に対し30

人。現在は10人にも満たない数値です。19 3 0年に5.07人だった平均家族が、19 9 0年には3.0人にな

りました。男女間の役割も急激に変化しました。結婚する事が人生で重要な事と誰でも思っていたのに対

し、一生結婚しないでも良いと思う人が多くなり、結婚という形式以外で生活している人も増えていま
す。皆さんもご存知のように、日本は世界で一番の老人人口を抱えています。19 5 5年に5％だった65歳

以上の人口が19 9 5年には14％、2 0 2 0年までには28％になり5人に一人が65歳以上になります。 

 また、伝統的な日本人の価値観や日本人らしさを変える支流文化(sub culture)の存在も見逃せません。

1 9 7 0年代以降生まれた「新人類」と呼ばれる若い世代は「人生は楽しむもの」、彼らに忍耐・我慢・犠

牲・恥・謙遜・内気という言葉はありません。伝統的な価値観ではなく、感じた事（感覚）・信じている

事を基本的に決断の礎にします。オーデオ・ビジュアル（音楽／視覚）中心で、ウエッブサイト、フェー

スブックやツイッターなど、情報に頼る毎日の生活を大事にします。戦後のベビーブームに生まれた団塊
の世代の方には、私達の大事なidentity をどう次世代に繋げていくかと懸念する方もいると思いますが、

最近、ブラジルのFIFAの大会で若い日本人のグループが球場でごみをきれいにして、世界中のサッカー

ファンに目撃され話題になりました。やはり世代を超えて「日本人らしさ」が伝わっているのですね。

（記：岡田知子） 
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ニセアカシアの花が咲く頃は雑魚釣りが楽しみでした。獲物はオイカワやウグイですがこの辺

りではハヤ、クキと呼んでいます。その雑魚釣りも数年前からカワウが原因で釣れなくなって

しまいました。根こそぎ彼らに食べられてしまうのです。毎朝愛犬の元ちゃん(元旦に家族の一

員になったので元ちゃん…15才)の散歩の折、数百羽のカワウの編隊飛行が観察出来ます。こ

れが今大変なことになっているそうです。TVでやっていましたが鮭や鮎の稚魚を放流しても

ほとんどカワウに喰われてしまい、かなりの損害額になるとか？それと養殖魚の生け簀が狙わ

れるているらしいです。大きなナマズを正に鵜呑みにしているシーンもありました。さらに糞

害で植物の生態系まで荒らされるようです。鹿や猿の農作物への被害は良くニュースになりま

すがそれに匹敵するカワウの魚被害の話は余り知られていません。そ

んな話を聞くと散弾銃で撃ってみたくなりますがカワウの肉は食べら

れないそうです。ちなみに長良川の鵜飼の鵜はウミウとのこと。

(記：好岳) 

カワウの話 



  鹿児島市へ向かって目指したのはラジオ
局、鹿児島シティFMでした。鹿児島市を中心と

した地方FM局です。 

 おかやまPRと書かれた自転車で走っていて

も、さほどPRの効果は見込めません。カナダ横

断した時もアメリカ西海岸縦断した時もそうで

したが、多くの人に知ってもらう事をやらない

といけません。今回は岡山県のプロジェクトと
して「仕事」での自転車PR旅。そこで考えたの

は、全国の地方FM局を訪問し番組に出させても

らうことでした。 

でもただ出演させてもらっても「自転車で岡山
をPRしている人がきました～！」となるだけ。

さらなる仕掛けとしてリスナープレゼントを用

意しました。どんなプレゼントかと言うと、岡

山県内２７市町村の特産品や企画です。お菓子

やフルーツなどもあれば、宿泊券などもあります。どのプレゼントになるかを決めるのはくじです。番組内で

パーソナリティーの方にその場で２７市町村の名前が書かれたくじをひいてもらい、出てきたところの市町村の
プレゼントを差し上げる・・・その市町村の紹介をさせてもらって岡山のPRとさせてもらう企画です。この企

画は各地でなかなか好評でした。くじの中に、どこが入っているのか、どんなプレゼントが残っているのか、い

つも聞かれます。 

 しかしラジオ番組は（このあと行く先々でずっと続いていくのですが）どこでも緊張しました。当たり前です

がパーソナリティの方々も毎回全く違い、進行の仕方もそれぞれでした。自分がよく聞いている番組だったら雰
囲気もなんとなくわかりますが、全く知らない番組ばかり。この自転車旅を通じて1 8回出たのですが、いつで

もどこでも緊張していました。 

 緊張しすぎておかしくなるくらいだった初回の
ラジオ出演を終えた翌日は1日で1 0 0㎞を走る長

い行程の日でした。しかも1月なのに気温は2 0度

近くまであがったのです。さすが南国、これが鹿

児島か・・・と思いながら、半袖で自転車を漕い

でいきます。道端には柑橘類の売店がたくさん。

信号待ちしていたら、車から袋いっぱいにみかん

をいただいたこともありました。 

 熊本に入り、八代市ではトマトフェスタにお邪

魔して、クマモンに遭遇。熊本市では熊本城が、

まさにその名に違わぬ天下の名城で、スケールに

圧倒されました。 

 こうしたエピソードは、ラジオ出演・新聞社の
取材を受けながら岡山のPRをするのに、その街の

印象として話していきました。 
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晴れ男！日本縦断おかやまＰＲ（その２） 

 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 



 8か月を迎え、最近のベビーグループのホット・ト

ピックはIs your baby sleeping through the 

night?である。もしも夜を通して眠ることなく何度も

授乳が必要な場合は、母乳の糖分によって虫歯ができ
やすくなるのだという。そうしてsleep training /ねん

ねトレーニング略して「ねんトレ」をすべきだ、とい

うのだ。 
 そうか、ベビーは夜の8時から朝の6時まで一人で

ベッドで寝なくてはいけないのか。そしておっぱいも

途中で飲んではいけないのか・・・と耳情報を鵜呑み

にした私は、いろいろな年代のママたちに尋ねたり、

書籍をあたってみたりした。同年代のママたちと異な

り、一世代前のママたちはみな、「何それ？必要ない

んじゃない？」と答えを返してきた。 
 よくよく調べてみると、sleep through the night

とは1 0時間ぶっ続けを指すのではないのだという。

せいぜい5時間から6時間。それもそうだ。大人だっ

て8時間じっと眠りこけることは稀だ。そして夜中の

授乳は生後1 0か月くらいまでは望ましいという説も

あった。 
 なんだ、アカネさんはすでに3か月にして5－6時間

まとめて寝ていたし、7か月で夜中の授乳も1回に

なっている。躍起になってリサーチしていた私はなん

だか肩透かしを食らった気がした。たぶん、一世代前

には母乳よりも粉ミルクが推奨されたように、ねんト

レは今の世代のママたちのトレンドなのだろう。 

 しかし、眠れない。 

 どうにもこうにも私が眠れない。 

「いつぐらいから熟睡できるようになった？」と尋ね

た私にパブリック・ヘルス・ナースが笑って答えてく

れた「今はよく眠れるわよ。子供たちがみんなカレッ

ジへ行って一緒に住んでいないから。」その瞬間、熟
睡という言葉は1 8年先まで飛んでいった。 

 仕方がない。今はいさぎよく諦めよう。全身マシュ

マロのようなアカネの寝姿を眺めることで明日のエネ

ルギーにするしかない。 

 母の辞書に「熟睡」という二文字はないのだ。 
（記：高井MacLean若菜） 
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あかねのあのね 

 読書をしながらうとうとと寝入る。はたまた二度寝
はどうだろう。夜中前に就寝して8時間睡眠。一杯

引っかけた後の昼下がりのうたた寝。あぁ、居眠りな

んていうのもいい。なんて素敵な響きの言葉たち。そ
して今の私の暮しにはなんて縁のない言葉たち。8時

間ぐっすり眠ったことがいつだったか思い出すことす
らできない。いや、6時間の熟睡だってもう記憶の遠

い彼方に行ってしまった。 

 子育てにつきもの、それは寝不足との戦いである。 

 アカネが新生児のころは、授乳と授乳との間の睡眠

をいかにとるかという戦いだった。新生児は平均して
1 7時間程度眠るのだとか。そうか、それならこちら

にも少しは眠る時間があるだろうと高をくくってい

た。アカネは明らかに平均よりも睡眠時間が少なかっ

た。一度あまりに気になったので数日ほど記録をとっ

てみたことがある。（こんなことをしているからなお

さら睡眠不足になるのだが）計算してみるとアカネの
睡眠は一日1 0時間以下だった。 

 アカネはnoisy sleeperだった。本人は寝ているの

だが、唸ったり反り返ったりで隣で横になっていた私

はほとんど眠れなかった。唸り声は人間のものからは

ほど遠く、まるで恐竜のようで、体は何かに憑かれた

かのようにうねっていた。気になってナースに尋ねる

と、「大半はストレッチで、あとは消化機能が働いて

るのよ。赤ちゃんは自分の体に慣れるのに時間がかか
るのよ。3か月すれば消えるわ」と言われた。言われ

た通り、3か月を過ぎるころ、アカネは嘘のように静

かに眠るようになった。 
 2か月半を迎えると、アカネの睡眠にリズムが現れ

始めた。夜は9時の授乳を終えると、2時か3時くら

いまでベビーベッドで眠ってくれるのだ。久しぶりの

まとまった睡眠は私にとって極楽だった。そのはず

だった。腹時計ならぬおっぱい時計がそうさせなかっ
た。アカネはすやすやと寝入っているのに、私は3時

間できっちり目が覚め、次の授乳の時間まで目が冴え

て眠れない日々が続いた。 
 4か月。アカネは夜中の授乳2回程度で夜8時から

朝6時まで眠るようになる。それなのに相変わらず私

は3－4時間で目が覚めてしまった。 

 7か月。離乳食も軌道に乗り始め、這い這いが始ま

り、これまで以上にぐっすり寝てくれるようになっ
た。授乳は夜中の1回で済むのだが、どういうわけか

アカネは毎晩鼻を詰まらせ、息苦しくて目を覚まし

た。いろいろと試したがこれといった解決法はなく、

一緒に目を覚ましてトントンと背中を叩いたり、さ

すってあげたり、抱っこをしてあげたりを繰り返し

た。アカネが再び寝付くのを見届けると、こちらは

すっかり目が冴えて眠れなかった。 



 このたび，日加ヘルスケア協会，隣組，日系シニアズ・ヘルスケア＆住宅協会，当館の共催により，

「キャラバン・メイト養成研修」を開催する運びとなりました。 

 この研修は，日本の厚生労働省が推進している「認知症キャラバン」の一環として，トロントより専門

家を講師にお招きし，認知症に対する正しい知識と対処方法を身につけた「キャラバン・メイト」を養成

することを目的に開催されるものです。 

 バンクーバー日系コミュニティーのなかで，現在中心となってシニアプログラムに積極的にかかわって

おられる方，また研修後に認知症サポーターグループを各職場，職域，日系コミュニティーの中で積極的

に担ってくださる方の積極的な参加を期待しております。 
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在バンクーバー総領事館１２５周年記念会講演会 

作家 桐島洋子氏講演会  

いきいきと輝く生き方 

日時：９月５日(金)午後６時半 

会場：在バンクーバー総領事館領事待合室 

住所：900-1177 W.Hastings St., Vancouver 

入場：無料 

事前登録：event@vc.mofa.go.jp 

Swartz Bayフェリーターミナルから午後1時のフェリーで行かれる方は、778-977-0797 

miho_lindley@hotmail.com までご連絡下さい。 

  

桐島洋子氏プロフィール 

１９３７年７月６日、東京生まれ 

 文藝春秋に入社し、ジャーナリストとして活躍。１９７０年処女作「渚と澪と舵ーふうてんママ

の手紙」を刊行。１９７２年には、アメリカ社会の深層を覆す衝撃の文明論「淋しいアメリカ人」

で第３回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞するなどマスメディアの第一線で著作・テレビ・講演

などの幅広い活動を行う。 

 ３人の子供の子育てを了えてからは仕事を絞り、一年の三分の一をバンクーバーで過ごしなが

ら、環境問題などにも関心を深めている。 

 

キャラバン・メイト養成研修のお知らせ 

桐島洋子氏講演会  

  いきいきと輝く生き方 

mailto:event@vc.mofa.go.jp
tel:778-977-0797
mailto:miho_lindley@hotmail.com


     

キャラバン・メート養成研修 
―日本の厚生労働省が推進する「認知症を知り地域をつくる１０ヵ年：認知症キャラバン」― 

［日時］2014年9月21日（日）09：30～16：30（09：15受付開始） 

［場所］在バンクーバー日本国総領事館 ９階 

［講師］カナダ・ジャムズネット代表 傳法 清 

ファミリー・ドクター・田中朝絵 

［受講料］無料   

［問合せ先］隣組 

［Tel］  604-687-2172 

 

 

共催： 

 
 

協力：カナダライフ（浅野 功）バンクーバー新報、リステルホテル 

メディアスポンサー：バンクーバー新報 
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人間としての尊厳を保って晩年まで自分らしくありたい、これは誰もが願っていることです。

にもかかわらず、この万人の願いを阻み、先進国で医学的、心理的、社会的問題としてクローズ

アップされてきているのが、「認知症」です。認知症はその患者さん自身だけでなく、その家族

にとっても大きな問題となっています。しかし、認知症の方も、周囲の人の理解とサポートがあ

れば、穏やかな老後を過ごしてゆくことが可能です。それには、誰もが認知症についての正しい

知識と、認知症の方を支える手立てを学ぶことが不可欠です。 
このたび、日本の厚生労働省が推進している「認知症キャラバン」の事業が、カナダ・バン

クーバーで展開されます。このキャラバン・メート養成研修では、まず認知症に対する正しい知

識と具体的な対応方法を学ぶ「キャラバン・メイト」を養成します。そしてこの「キャラバン・

メイト」は、自分の学んだ知識や体験などを地域、職域、学校などで人々を指導し、認知症のサ

ポーターを育てる講師役になります。認知症の人や家族を温かく見守り、支援する町づくりに向

けて、関係機関等への働きかけ、協力、連携など、地域のリーダー役を担うことも期待されてい

ます。 
世界保健機構 （WHO）や国際アルツハイマー協会などでも、高い評価を受けているこの

「キャラバン・メート養成研修」を、カナダ JAMSNET代表・傳法 清氏を講師にお迎えし、一

日の日程で行います。 
 皆様、どうぞ積極的にご参加下さい。 
                      日加ヘルス・ケア協会理事：ウィンザー原田直子、宮地昭彦 

受講後、認知症を支

援する「目印」とな

る ブレスレット（オ

レンジリング）と修



☆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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＜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 Col-

lege 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する為に、原稿の締め切りは毎月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。 [ビクトリア日本友好協会理事一同] 

 

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.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月はお休みをしていましたが、また9月からいつも通りに行います。 

 

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 

疲れがたまっているのかどうも最近体調が

すぐれない。週に一度のペースでダウンし

ている。子育てをしていて一番困るのは自

分が寝込めないことだ・・・。来月、日本

から母がこちらに来てくれる。家事から解

放されるかと思うと、まるでバケーション

にでも行くかのように気持ちが楽になる。

神様仏様お母様である。あれも食べたい、

これも作ってもらおうと、今からわくわく

しながら母の到着を待っている。後追いが

始まったアカネさん、どうか人見知りをし

て泣かないでくださいね。 

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 

Awesome Organic Coffee 
717 Douglas St. Victoria 

250-475-2739 
 

Non-Caffeinated ENERGY BOOSTER 
カフェイン無しの滋養強壮ドリンク 

Daily Essentials (4種ブレンド) 240ml $3.00 

OPC-3 (ピクノジュノール)   60ml $1.00 

Multivitamin (総合ビタミン)   60ml $1.00 

Advanced B (ビタミンB)   60ml $1.00 

Calcium Plus (カルシウム)   60ml $1.00 

mailto:ma.victoria@live.ca

