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7/9（木）10 a.m.～  

 毎月恒例ラジオ体操と市内公園巡り 

 Beacon Hill Children’s Farm前に朝10時集合。 

 

7/15（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

   今月第一水曜日（7/1）はカラオケ・ポット  

 ラックはお休み。 

 

7/20（月）11 a.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

7/23 （木）1 p.m.～ 

 「茶話会：困難を克服した経験を話し合うパネル」＠岡田宅 

 話し手は中川恵美子さん、フリチャックよしこさん、岡田知子さん 

  

 

 

 

 ７月のイベント 

カラオケクラブ 
 第1回のカラオケ・クラブは2009年3月18日に9人の参加で始まりました。今月の15日

で何と122回、丁度1年の3分の1を毎日やった事になります。発足直後の5月に会員の方が

カラオケ大会に参加して、そのまま帰らぬ人になってしまったのは悲しい出来事でした。 

 

最近は一曲ずつ進めて、その曲を知っている人が歌うという風に、曲の発掘をしていま

す。若いうちに日本から離れている方が多いので、やはり好まれるのは70、80年代のも

の、年長に至ってはそれ以前のものも。また、時には懐かしいフォークソングやデュエット

曲、演歌等などが流れます。 

 

声を出す事がいかに健康的であるか、そしてポットラックの美味しいお料理に舌鼓を打ち

ながら楽しくやっています。肩の凝らない(実際に肩は凝っていても)、みんなが仲間をモッ

トーにここまで続けられた事に感謝です。（記：カラオケ会員） 
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人生の困難を乗りこえた経験者の座談会 

 7月23日、岡田知子さん宅で、人生の困難を乗り越えた経験者の座談会・茶話会が行われました。どれもと

ても興味深いお話でした。 

 

 孝子さんのお話。小児麻痺にかかり、一生を“障害を持って生きる”という難題を与えられながらも、 

スキューバダイビング、スキー、登山、乗馬、連続3000回続ける縄跳びなど、正常な肉体を持った人々にも

なかなか達成できない事柄に挑戦し、“死ぬまで輝いている人生を送りたい”という言葉を目標に置く彼女の

ライフプランには感動しました。 

 

 恵美子さんのお話。去年の11月、卓球の練習中に起きた事故についての経験談でした。恵美子さんは玉を追

いかけているうちに頭をコンクリートの壁に打ちつけ、その結果、脳震盪を起こし、CT scanでは脳がずれて

いるという診断を受けながらも、“もしかしたら、自分は死んでいたかもしれない”“植物人間になっていた

かもしれない”と、現在の自分の立場をPositive に捉え、その結果、頭痛に悩まされながらも、現状とどの様

に接したら良いか、日々の葛藤の中で学びながら、少しずつ回復に向かっているとのことでした。 

 

 知子さんのお話。42年という長い結婚生活の後、5年の闘病生活の果てに御主人を癌で亡くされた経験談で

した。御主人のDennisからは“良い人生だった”と、知子さんにとっては最高の暖かい言葉を送られ、とても

感動したそうです。今では寂しさを乗り越え、“一人でいるのも良いかな？”と思う時もあるくらいまで気持

ちが落ち着いてきた様です。 

 

 今回3人のお話を聞き、3人に共通している事は、Positive thinking ではないかと感じました。それに加

え、3人の人柄もあり、沢山の人々に出会い、沢山のサポートを受ける事が出来たのだと思います。 

  

 私自身にも色んな事が起こりましたが、今回の茶話会に出席し、他の人の経験談を聞くことにより、辛いの

は私だけではないということを自覚出来たのは大変有難く、とても貴重な時間を過ごす事が出来ました。又、

スピーカーの方々も、自分の経験、胸の痞えを話すことによって少しは辛さも軽減できたのではないかと思い

ます。又、母国語を共有できるという事の素晴らしさも実感できました。（記：住吉のり子） 
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ウンチはくさいだけじゃない 
『ちきゅうがウンチだらけにならないわけ』を読んで 

 ぼくはこの夏『地球がウンチだらけにならないわけ』を読んだ。タイトルが気になったからだ。中をペラペラめくって

みると、たくさんの生物がリアルなイラストでのっていてまるで動物図かんみたいだった。 

  

 この本の主人公はフレンチブルドッグ。さん歩中のこの犬が、自分のフンは飼い主が片付けてくれるけど、野生の生き

物のウンチはどうなるんだろう、と考えるところから始まる。 

  

 生き物は必ずウンチをする。だからウンチをそのままにしていたら、町はよごれ放題、地球はよごれ放題になるはず。

だけどそうなっていない。 

  

 動物から様々なウンチが出ている。毎日毎日色々な方法でウンチをしている。その中でもぼくが一番印象的だったの

は、ナマケモノだ。木の上でふだんはくらしているけれど、ウンチをする時だけは、地上におりてくるそうだ。前に動物

園で見た時にし育員の人に、ナマケモノは食事やすいみん、出さんも木の上ですると聞いたことがあった。それなのに、

ウンチだけは地上でする、とゆうのがとてもおもしろかった。 

  

 では生き物のウンチはどうなるのか。地上のウンチは雨にとけて土にしみこみ、植物のえいようになっていく。そこま

ではぼくもしっていた。でも、おどろいたのは、ウンチの他の利用法だ。ウンチを食べる生き物がいるとは知らなかっ

た。これはすごくビックリした。他にもウンチ中にかくれんぼうする生きものがいること。ウンチが種を運んで新たな命

をつないでいるということ。ウンチのいがいなはたらきを知って今までより身近に感じた。 

  

 そして主人公のフレンチブルドッグは最後に思う。「自分のウンチはゴミ箱にすてられ、人のウンチは、水に流されて

しまう。役に立っているのかな。」って。 

  

 今はだいたいのうちのトイレが水洗になっているけれど、ぼくのお父さんやお母さんが子どもの時は、くみ取り式が多

かった。だから昔はそれを肥料にすることができた。だけど今はむずかしい。流されて行ったウンチはどうなっていくの

だろう。 

  

 下水道。ついこの間、学校で習ったところだ。調べてみると、ぼくの家のぼくのウンチ

は下水管を通って浄化センターに流されていき、おでいしょりしせつというところで、肥

料にかえられる。その他に、セメントやレンガなどにも活用されているところもある。そ

して今、他の使い方もけんきゅうされているところだ。日本の中には下水管が通っていな

いところもまだあるそうだ。早くみんなのウンチが再利用されるように下水道がゆきわた

るといいなと思った。 

 

 ぼくのウンチも少しだけ役に立っていることがわかって安心した。 （記：根岸陸人） 

 春に日本に一時帰国した際、とても素敵な小学生の兄妹に出会った。名前を陸人君、桜来ちゃんという。何より感心した

のは2人の礼儀正しい挨拶の仕方だった。初めて会った日、小学4年生の陸人くんは、立ち止まり、かぶっていた野球帽を

外し、丁寧にお辞儀をして「こんにちは」と挨拶をしてくれた。就職活動セミナーで講師がお手本に見せるような、見事

な挨拶で、私は「へぇっ」を声を上げて感心してしまった。そんな陸人君が青少年読書感想文全国コンクールで入賞した

読書感想文を寄稿してくれた。 
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晴れ男！日本縦断おかやまＰＲ（その１１） 
 下関からスタートした初日はとても濃い一日でした。（この旅は毎日が濃かったのですが、この日は特にそうでした！） 

 

朝一番で宮本武蔵と佐々木小次郎が決闘した巌流島へ行きました。武蔵は現在の岡山県美作市出身と言われており、巌流

島ではその話を岡山県紹介動画として撮影しました。（生誕には諸説あり）何を言うかを前もって決めておき、動画を撮影

している際には、歩きながら、また少し身振りも交えて、カメラに向かって決められたコメントを話します。ＴＶレポー

ターのようにやってみました。たったこれだけなんですが、いろいろ気をつけなくてはいけない点があって、なかなかス

ムーズにできません。テレビに出ている方がどれだけ鍛えられているかとしみじみ感じました。 

 

 巌流島から戻り、下関の魚市場の2階にある人気回転寿司で慌しく昼食をとって、ＦＭ下関へ。お邪魔したのは芸人さん

の番組でした。吉本興業がやっている企画で都道府県芸人というのがあります。各地に住み、その土地をアピールする芸人

さんで、今回は山口県に住んでいる方。実は生まれは埼玉県志木市ということで、僕と一緒でした。山口や岡山ではなく、

埼玉の話で一番盛り上がりました。 

 

その後は、ＦＭ下関の敷地内で岡山のラジオ番組への電話インタビューを収録し、宇部まで自転車で移動しました。ＦＭ

宇部出演のため18時前に到着が絶対というスケジュールです。下

関から宇部までどんな道だったかあまり覚えていません。ともかく

事故無く、スケジュール通りに到着しようと自転車を漕いでいまし

た。 

 

 そして無事に間に合ってＦＭ宇部へ。（通称：ＦＭきらら、写

真）ここでカメラにハプニングが起こります。ラジオの出演時は、

いつも2台のカメラで撮影します。1台は、走行中Ｍさんが車から

撮影しているカメラで、スタジオの隅に設置し全体を見渡せるよう

に撮影。もう1台は僕が管理している自転車に載せてるカメラで、

ラジオの時はミニ三脚を立てて僕や出演者の顔を撮影しています。 

 

ＦＭ宇部でも、いつも通りにセッティングし、本番開始。順調に

進行していきました。が、しかし。数分経つと「ピロン～♪」と機

械音がなり、カメラがストップしてしまいました。あれ？何かあっ

たのかなぁと、もう一度録画ボタンを押して、録画しました。数十秒するとまた「ピロン～♪」と鳴ってストップ。ラジオ

の本番中ですから、この音も放送されています。パーソナリティの方から「何かなってますね？大丈夫ですか？」と突っ込

みをうけます。まずい。なんでだ？（汗）本番の緊張の中、頭をぐるぐる回転させます。そしてわかりました。原因はバッ

テリー切れ。 

 

普段なら数時間の自転車走行と一本のラジオ出演分なら十分バッテリーはもちます。この日はＦＭ下関で撮影していた

分、いつもよりバッテリーを消耗していたのでした。「宇部に間に合うようにいかなくちゃ！」と考えてばかりで、バッテ

リーの残量まで全く気が回りませんでした。予備バッテリーはいつも持っていますが、本番中で交換できず。今思えば「す

みません。ちょっと機材トラブルで」と話しながら交換すればよかったと思うのですが、その時はそんな余裕なしでした！  

 

結局僕の顔を写すアングルの動画はほとんど撮れず、その日の夜はこっぴどくＭさんに怒られました。朝一番に巌流島に

いた事が、もう何日も前の事のように感じ

られる、そんな濃密な一日でした。 

（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 



愛らしい。幼児語は実に愛らしい。舌足らずな発音と、かわ

いい動作に笑みがこぼれる日々である。 

 

しかし、時々気になるのだ。アカネはもしかしてこのまま

ずっと幼児語を発し続けるのだろうかと。一応、言語教育に携

わっていた身であれば、なおさら気にかかってしまう。そこで

ちょっと調べてみると、幼児語は調音部位が未発達のために起

こるのだと言う。調音部位とは、たとえば唇などがある。「両

唇音」などというのを聞いたことがあるだろうか。上唇と下唇

が触れて音の有る発音がb（びん）、音が無い場合はɸ（ふね）

とかいうやつだ。あ～、やったやった。音声学とやらで習った

記憶がある。日本語教育能力検定試験で受験者にもっとも毛嫌

いされ、難関とされている分野だ。要はこういった部位の筋肉

が、発音を繰り返すことにより鍛えられ、記憶されて幼児語と

いうのは消えていく。 

 

日本語には多言語に類のないほどオノマトペ（擬態語や擬声

語）が豊かに存在する。これは幼児語に持ってこいの材料であ

る。オノマトペを繰り返すことによって形成される幼児語がた

くさん存在するのだ。例えば英語では猫のことを子供はKittyと

呼び、Miaoとは呼ばない。だが、日本語では猫はにゃー

にゃー、犬はわんわん、牛はモーモー。アカネはBeacon Hillの

子供動物園にいるヤギたちを「かっぱ」と呼ぶ。どうも「お馬

さんぱっかぱっか」から派生しているようだ。 

 

前庭にあるラベンダーの茂みにはBumblebee（丸花蜂）が

たくさんやってくるのだが、アカネはこれを「ばんびー」と呼

ぶ。バンブルビーと呼ぶのは長すぎるのだ。公園へ出かける

と、「ばんびー」を追いかけ、芝生の隙間に咲いているデイ

ジーやタンポポを摘み取っては「どうじょ、どうじょ」と両手

で差し出す。 

 

「座る」というときに私はアカネに「おっちん」という幼児

語を使う。頻繁に使う「こっち」（外出した際に「こっちに行

くよ。こっちだよ」ということが多い）と混ざってアカネは

「とっち」と発音する。「おっちん」はおそらく母が私に使っ

ていたのだろう。だが、群馬にある実家に帰省した際、ちょう

ど同い年の子を持つ同級生に会うと、友人は「えんと」という

幼児語を使っていた。調べてみると「おっちん」は西日本で使

われているらしい。「鎮座する」から来ているのだろう。私の

母は京都出身である。なんと、幼児語には方言まで存在するの

だ！ 

 

家で飼っている大好きな猫のおかげで、ひげの形を真似す

るベビーサインから始まった「猫」は「にゃあにゃあ」を経

て、今は「なーにゃお」となっている。おそらく日本語の猫

の鳴き声と、英語の猫の鳴き声である「みゃおみゃお」が混

ざったアカネ独自のバイリンガル幼児語なのだろう。 

 

1歳児が一番喜ぶ遊びといえば、全世界共通で「いないい

ないばあ」だ。アカネもこれに漏れず「ないない、ばあ」と

遊ぶ。英語ではPeek a booと言うのだが、これまた長い。発

音が長い。よってアカネは「ピック―」と言う。最近ではま

ぜこぜにして「ないない、ピック―、ばあ」という。「なー

にゃお」がさらに複雑化した幼児語バイリンガルバージョン

だ。 

 

“Watermelon watermelon apple pear ba-

nanananana fruit salad”というフルーツサラダの歌があ

る。アカネはどうしてもapple pearのところがapple pieに

なってしまう。もうこうなったら、フルーツサラダにアップ

ル・パイを入れたらいいのではないか。アイスクリームに

クッキーやショートケーキのフレーバーがある時代だ。フ

ルーツサラダにパイが入っていたって文句はないだろう。 

 

ロケットに乗って月へ旅行する歌では、最後にカウントダ

ウンをし、“blast off（発射）”と言ってジャンプしたり、

大人が幼児を空に抱き上げるのだが、このblast offがアカネ

はpastaになってしまう。こうなったらロケット旅行に行か

ずに、いっそのことパスタを賛えたらいいではないか。イタ

リア人なら大喜びだ。 

 

おもしろい。幼児語は実におもしろい。もう、この際、私

たちがシカをティカと呼び、ぞうをじょーしゃんと改名した

らいいのではないかと思ってしまう。そうして大人も、晴れ

た日に公園へ出かけて花を摘み、「バンビー」を「どう

じょ、どうじょ」と追いかければ、この世から争い事が、一

つ、また一つと消えていく気がするのは、私だけだろうか。 

(記：高井MacLean若菜) 

 

あかねのあのね 
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 今年は８月９日(日)にビクトリア日系社会で恒例のお盆フェステ

バルが催されます。私たち日本友好協会は，日系文化協会(VNCS)

に協力するという形で積極的に例年参加しています。この行事は、

太平洋戦争以前におよそ１５０人の日本人がRoss Bay Cemetery

に埋葬されている記録を発見した事から始まりました。 

 

カナダで一番古い日本人埋葬者がここに永眠しています。ぺネ

ロープ号船上マストから落下し、1887年１月１１日に亡くなった 

むねやま よしたろう です。日本人初のカナダ移民者と知られる長

野万蔵が横浜から船に乗り、ウエストミンスターの海岸に降り立っ

たのが1877年ですので、その１０年後になります。この頃はまだ、日本からの移民者はバンクーバー

ではなくビクトリアの波止場に着いていました。新田次郎が書いた小説「水安丸」では、横浜から８３

人の宮城県登米郡出身の密航者を乗せた、3本マストで200トンの小舟が、エスクワイモルトの海軍基

地の近くで錨を降ろしました。到着時に西洋の衣類を着用した方が良いと判断した指揮者及川甚三郎

が、横浜の古着屋で、当時ヨーロッパから入ってきたナポレオン時代の軍服を購入し、下船の時に全員

に着用させました。 

 

日本からの船がバンクーバーに着くようになるまで、ビクトリアの日系社会は繁栄し、旅館も３軒あ

りました。その後、ヨーロッパで始まった「黄渦論」の影響で、経済的な地盤を築き上げてきた日系人

の排斥運動が起こりました。また、１９４１年に太平洋戦争が勃発し、日系人は西海岸５００キロ以内

に居住する事が許されず、１９４９年まではビクトリアを初めとする西海岸に戻れませんでした。残念

な事に、それ以降も墓地に埋葬された家族で帰られた人は１人もいませんでした。排斥、人種差別の経

験による挫折感や仕事を見つける難しさは現代では考えられないものだったでしょう。 

 

8月９日は、例年通り、午前中に日本人墓石の掃除を行い、清めた後に線香と花を墓石に捧げ、バン

クーバー仏教会の僧侶による供養が行われます。午後には近接のロスベイ委員会庭園で、軽食のサービ

スや盆踊り、太鼓、民謡の催しがあります。午

前中の墓石の清掃、午後の軽食の準備等のボラ

ンティアを歓迎します。皆さんのご家庭のお庭

からの献花や軽食（ベーキング）の寄付をして

いただけるようでしたら、実行委員岡田（250

-477-4355）までご連絡ください。行事の詳

細を知りたい方、その他質問のある方からのご

連絡もお待ちしています。（記：岡田知子） 

ロスベイ墓地お盆フェスティバル 
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音楽室といえば黒板に必ず五線が描かれてありまし

た。その五線にドレミを書いて勉強した記憶はあまり

ありません。壁にはベートーベン、バッハ、ヘンデ

ル、ショパン、モーツァルト等の肖像画がありまし

た。銀髪カールの彼らのヘアスタイルが、かつらだっ

たと知ったのはだいぶ後の事でした。1700年初めの

生まれと言えば18世紀初頭で日本は江戸時代。小唄、

都々逸が流行っている頃、西洋ではクラシック音楽が芽生えていて、また素晴らしい楽器がありました。文化

の違いは明瞭ですねぇ!!日本人の肖像画は山田耕作、滝簾太郎くらいだったでしょうか？音楽室はたいがい廊

下の突き当たりにあり、一般教室より広い教室でした。ピアノが置いてありましたが、今と違って当時ピアノ

を弾ける生徒は1人もいませんでした。その五線に描かれているのがト音記号。ト音記号とは真ん中の線(第

三線)に「ト」の音階を書いたもの。ト音とは「ソ」のこと、英語で「G」を表します。そしてそのGをデフォ

ルメしたのがト音記号なのです。4拍子とは1小節に4分音符が4個、半音上がる下がるでシャープやフラット

の記号がありました。1人づつ課題曲を歌う試験やクラシック音楽のレコードを聴く音楽の授業がありまし

た。これが退屈でつまらなくイヤで音楽が苦手になりました。カラオケは空(から)のオーケストラの略ですが

これも日本発祥のグローバル文化だとか？（記：好岳） 

音楽室 
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７月 ラジオ体操と公園めぐり 

 今回はビーコンヒル・パーク。10時に集合しラジオ体操第1第2

を行い、パーク内を散策した。青鷺を求め歩いて池の所に行くと、

周りの高木に1メートル大の巣を発見。近くに青鷺が10数羽いた

が不動のままだった。30分程散策して近くのアイスクリーム屋さ

んでソフトクリームを食べ集合地で解散した。当日カメラを忘れて

写真を撮れなかったので後日行ってみたが、鷺は夕食でも食べに

行ったのか、一羽も居なかった。（記：浦中武広） 

６月 藍染 

 6月25日、染物に詳しい允子さんの

ご指導に従い浦中家の裏庭でハンカチを

染めました。其々個性的な作品が出来上

がりましたのでご披露します。 

（記：洋子Currie、写真：瑛Calder) 

  

 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。 



☆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 

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 2 0 日

（木）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


 

♪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 

どうも低空飛行気味だ。春に日本でたっぷり

充電し、こちらに戻ってきてから突っ走りす

ぎて、バーンアウトしてしまった。暑さのせ

いもあるのだろう。寝ても澱のように沈殿し

た疲れがとれない。育児中は仕方ないものな

のか？育児に終わりはないのに、肩こりや背

中の痛みから解放される日は果たしてやって

くるのだろうか・・・。 

 

在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 
 

 

総領事館では毎月，総領事から皆様へのご挨拶をはじめ，領事サービスについてのお知らせや，当地における安

全情報，文化イベント情報等，皆様のお役に立つ情報を「メールマガジン」としてお届けしております。メールマ

ガジンの配信登録がお済みでない方は，この機会に是非，下記をクリックの上，「仮登録ページへ」にお進みくだ

さい。手続きは簡単です。http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html 

また総領事館では，ツイッター及びフェイスブックの公式アカウントも開設しておりますので，下記をクリック

の上，どうぞご利用ください。 

ツイッター（日本語）（http://twitter.com/JapanCons_vanc） 

フェイスブック（日本語）(https://www.facebook.com/JapanCons.vancouver) 

  

外務省では，スマートフォン向けの「外務省海外安全アプリ」を公開しました。このアプリは，海外にお住まい

の方や海外出張されている方に，海外安全情報をより身近にご利用いただくために開発されました。海外旅行登録

「たびレジ」とともに，ご自身やご家族の安全のために，是非ともご利用ください。ダウンロードはこちらからど

うぞ。http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html 

 

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
http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/vancouver_ca.html
http://twitter.com/JapanCons_vanc
https://www.facebook.com/JapanCons.vancouver
http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html


 

 

 
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 

広告募集 
 

さくら通信に掲載する広告を募集してい

ます。年間10回の発行で、広告料は年間

100ドルです。通信はビクトリア友好協

会会員に発信される他、会のホームペー

ジにも掲載されています。あなたの広告

をさくら通信に載せてみませんか。 

ご連絡はメールにて：jfs@2012.live.jp 

mailto:ma.victoria@live.ca

