
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。 

午前中は曇っていて心配したが、花を

持ってロスベイに向かう頃には晴れてき

た。到着したときにはお墓のお掃除の準

備は既に整い、お花の活け込みも始まっ

ていた。今年初めての参加で要領が分か

らず、周りの皆さんを見て遅ればせなが

らお墓を覆っている草を刈ったり、墓石

を洗ったりしているうちに無心になって

いることに気がついた。ただ墓石に刻ま

れた年齢が目に入ると「若くして亡く

なったんだなぁ」と思いを馳せることに

もなった。 

日本ではお盆の意味も考えずに、ただ

昔からの伝統に習い、きゅうりの馬やナ

スの牛を作ってお供えしていたが、生田

グラント開教使の説法によると、祖先が

あの世から馬に乗って早く家に戻ってこ

られるよう、そして歩み遅い牛はあの世

に帰るのが少しでも遅くなるようにとい

う願いがこめられているそうだ。今まで

多くの命のおかげで私たちの今日の生活

があり、亡くなられた方々は私たちにそ

れを感謝するようにと導いてくれているのがお盆そのものではないかと話された。ま

た「盂蘭盆経」では、目蓮が瞑想中、お釈迦様に言われて僧侶の集まりに布施をし、

餓鬼道に苦しんでいる母親が苦しみから救われたこと知って喜んで舞ったのが盆踊り

の始まりだとか・・・そのあとのお盆のイベントには延べ１００人ほどの人たちが集

い、カナダ式に民謡・踊り・太鼓と用意された食べ物を大いに楽しんだ。日本から来

加されていた親子もこの行事に感激されていたとか。私もここビクトリアにいて和太

鼓の音を聞きながら亡き父母の供養ができたような気がした。 

ビクトリア日本友好協会             

jfs2012@live.jp                http://vjfs2013.wordpress.com 
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お盆行事に参加して 

 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。 



Page 2 
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理事会のお知らせ 
 

9月の理事会は21日（月）

11：30a.m..から行われま

す。 

9/2（水）2～8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/10（木）10 a.m. ~ 

 ラジオ体操と公園めぐり＠Beaver Lake近郊を予定しています。 

 ミニ・バーベキューランチを予定しています。各自飲み物とおにぎりを持参してください。材料等準備をす 

 る必要があるため、参加希望者は事前に浦中允子（250-995-8501）までご連絡ください。 

 

9/16（水）2～8 p.m. 

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 
 

9/21（月）11：30 a.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会昼食理事会 

 

9/24（木）1 p.m.～ 

 手作りの会 クリスマス・フルーツケーキ作り＠岡田宅 

 材料の調達があるため、参加希望の方は岡田知子（250-477-4355)まで事前に 

 ご連絡願います。 

 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。 

記：木全信子 

写真：洋子Currie 



バッテリーを切らしてしまった宇部市から翌朝向かったのは周南市。周南市には新幹線も停まる徳山駅があり

ます。福岡市と博多駅のように駅名と地名が異なります。もともと博多の街の隣に、黒田家が築城と町を整備し

て名づけたのが福岡。徳山と周南は平成の大合併のひとつで、徳山市とその周辺の自治体が合併し、周防国の南

の地域という事で周南市になったようです。地名が変わるのは政治的な理由なんですね。どの時代も権力者や

リーダーが街づくりをしていくからなのでしょう。 

その周南にあるラジオ局「しゅうなんＦＭ」。しゅうなんＦＭさんからは企画書を送っただけで、連絡があり

ました。岡山ＰＲ日本縦断自転車旅では、予定していたルート上にあるラジオ局へ企画書を送り、その後電話を

して出演交渉をしていました。先方から「この日時でどうですか？」と連絡がくることはほとんどありませんで

した。連絡がないから出演がだめだという事ではなく、電話をして日時が決まっていったのですが、先方から連

絡が来ると、こちらとしてはとても嬉しい。行く前から好印象を持っていたラジオ局でした。 

スタジオがあるのは、徳山駅から東へ7キロぐらいの下松市にあるショッピングモールの中です。話を聞いて

みるとプロモーションを歓迎し、ラジオを通じて紹介しているとの事。災害時に地域の細かい情報を提供する役

割を担うために、日本各地に誕生してきたコミュニティラジオ。地元で暮らす人たちが創るラジオは、外から来

た人たちを暖かく迎え、地域に伝えていく事にも一役買っています。 

 山口県から広島県に入る前、岩国

市の錦帯橋に立ち寄りました。木組

みのアーチで作られた錦帯橋は聞い

たことがありましたが、橋を裏側か

ら見ると複雑に木が組まれ、要所で

は鉄も使われていました。350年

以上の歴史があり、何度も架け替え

が行われ、技術が伝承されてきまし

た。渡れるのは徒歩のみで、自転車

を停めて渡るのは心配だったので、

眺めたり、下から見上げたりしただ

けでしたが、それでも十分楽しめま

した。陽も傾きはじめていたので先

を急ぎましたが、次に来た時は渡っ

てみたいです。 

そして広島県へ。山口県の瀬戸内

側は意外と長い。下関から3日間山

口県を走っていました。岩国市が山

口県であることも驚き！市民生活としてはほとんど広島県のような感じなのに・・・。広島市方面へ向かう夕方

の国道2号は大渋滞でした。のろのろと車列の脇を自転車ですり抜け、夕暮れ時に海沿いを走っていきまし

た。・・・続く   
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晴れ男！日本縦断おかやまＰＲ（その１２） 

 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 



ら私はおっぱいを飲む権利がある、とアカネは訴えているわ

けだ。ただ泣くだけじゃなく、ちゃんと論理を付けて訴えてく

るとは・・・なんてこった！と眠気がすっかり吹き飛ぶだけで

なく、思わず吹き出してしまった。おそらく、嘘でも口答えで

もたぶんそのどちらでもないのだろうが。 

 

先々月、アカネは大好きな「きらきらぼし」を歌うのに、英

語も日本語もベビーサインも混ぜこぜにして歌うと書いた。あ

れから2か月弱。見事なコード・スイッチングが始まった。夫

と歌うときには英語の歌詞でどうやら歌っているらしいのを耳

にした私は、ある日、アカネと英語バージョン、日本語バー

ジョンと立て続けに「きらきらぼし」を歌ってみた。結果、

Twinkle twinkleで始まれば、歌はその後英語になり、きらき

らで歌えば、日本語が続いた。そういえば、朝、私に挨拶をす

るときは「おはよー」で、夫には「モーニン」と言って「おは

よー」とは言わないのだ。 

 

先日、大好きなお猿さんのぬいぐるみを持って出かけたら、

知らないおじさんに“What`s your monkey`s name?”と話

しかけられた。私は笑顔で”Oh, it`s just [monkey].”と言っ

て通り過ぎたのだが、建物を出て、おじさんの姿が見えなくな

り、ドアを閉めたところで、アカネはお猿のぬいぐるみをペタ

ペタと叩きながら「アイアイ」とつぶやいた。（アカネは猿を

アイアイと呼ぶ）ここに私はいくつかの反省点を見たのであ

る。一つはアカネがおじさんの質問に答えるペースを待たずに

自分で解答してしまったこと。また、いつもアカネが「アイア

イ」と呼んでいるお猿さんを勝手にただのMonkeyにしてし

まったこと。アカネはおじさんの英語の質問をきちんと理解

し、それに対して私が答えた英語の内容も聞き取った上で、

「お猿さんのぬいぐるみの名前はMonkeyじゃなくってアイア

イだよ」と私に日本語で伝えてくれたのである。私のこれまで

の人生における（そして今現在も続いている）言語習得への努

力はいったい何なのだろう、と思わせてくれるほど脅威的な

コード・スイッチングだ。 

 

臨界期（が存在すると

いうのはあくまで仮説らし

いのだが）を過ぎてから第

二言語を習得した母は生粋

のバイリンガルっ子に驚か

される毎日である。 

（記： 

高井MacLean若菜） 
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あかねのあのね 

寝がえり、はいはい、つかまり立ち、二足歩行、発話…こ

うした人の発達のすべては生まれる前からプログラミングさ

れている。しかも、個人差はあるにしろ、だいたい同じ時期

にそのプログラムが解放され、乳児・幼児がマイル・ストー

ンを一つ、また一つと踏んでいくのは、もう見ていて驚異を

飛び越して脅威を感じると言っても過言ではないくらいだ。 

 

今月、アカネは2語センテンスが始まった。新たなマイルス

トーンを踏んだのである。「ぽん、ぴかぴか」と言って、階

段の下を指さして泣く。「ぽん」は投げるの擬音語で、「ぴ

かぴか」は衝撃によって内部が光るピンクのゴムボールを指

す。「お気に入りの光るボールを投げたら階段を転がり落ち

て行ってしまった」と言うのだ。あるいは、「とっち（おっ

ちん）、ブック」と言われれば、夫はすぐさま「座って本を

読」まなくてはならない。さらに、マミーと私のことを呼ぶ

ようになってまだ数か月しか経っていないのに、もうすでに

「マミー、バイバイ」の2語センテンスを話すようになった。

これだけお世話をしているというのに、私のことを差し置い

て、「ダディ、ダディ」と夫の後を金魚のフンのようについ

て回る。第一次反抗期の始まりだ！ 

 

アカネは現在20か月。私はまだ授乳を続けている。母乳で

育てるのかミルクを使うのか、またいつ授乳をやめるのか、

は全くもって個人の自由だと私は思っているが、幼児が2歳に

なるまではWHOは授乳を推奨している。私自身、なんといっ

ても授乳の始まりが困難を極め、軌道にのってからは授乳が

幸せな時間に変わったこともあり、無理にやめようという気

は一切ない。だが、虫歯の問題から、また私の睡眠確保のた

めにも夜中の授乳は基本的にしていない。こちらの話が理解

できるようになってからは、寝る前に、みんな（「テディ」

と「わんわん」と「なーにゃお」は一緒にお布団で寝る）朝

までねんねだよ、ぱいぱいもねんね、マミーもねんね、朝に

なったらぱいぱいしようね、と言い聞かせるようになった。

そうして夜中は授乳をしないのだが、アカネはいまだに朝ま

でに何度か目を覚まし、眠りに戻れず泣くことが多々ある。

ある晩、夜中に目を覚まして泣き出したアカネは「ぱいぱ

い、モーニン」と言った。机上のデジタル時計を見遣れば、

草木も眠る丑三つ時。普段なら背中をトントンして、大丈

夫、ねんねよと言って自分も寝に戻るのだが、この時ばかり

は、私の眠気も一気に吹き飛んだ。「ぱいぱい、モーニン」

だと！これは、嘘の始まりだ。それとも、口答えの始まり

か。まだ暗いから夜だけど、おっぱいが飲みたいから、ぱい

ぱいはもうモーニング（朝）になっていることにして、だか



 去年、富岡製糸場と絹文化遺産群が世界遺産となりました。ユネスコも安売りをしたもんです。自然遺産と

文化遺産を合わせて、日本で18番目だそうです。こんな狭い日本に多すぎませんか？一昨年の富士山もそうで

す。自然遺産で却下されて文化遺産で復活だなんて、選挙区で落選したのに比例区で当選したのと同じよう

で、何か腑に落ちません。裏に内閣官房費？政務調査費？経団連？絶対に何かあるに違いありません。登録と

なったその日から物凄い数の見物客が訪れて大渋滞…いわゆるインフラが間に合わないのです。駐車場が少な

い、遠い、案内人のボランティアが足らない、団体予約は数ケ月先、知らずにやって来た団体の対応…。日本

の近代化の実現、高品質、大量生産技術の貢献は確かにその通りでしょう。売らない、貸さない、壊さない…

官営工場であった富岡製糸場は後に民営化され、片倉工業に業務委託されました。飲み会の話題はもっぱら

「女工哀史」「あぁ野麦峠」と同じ悲話があったかどうか？物知りで知ったかぶりのO君曰く「官営工場だから

いわゆるエリート教育を受けながら仕事をしていたので、女工哀史はなかった。むしろ各地の製糸工場へ指導

員として派遣されたエリートだった」とか…？でも我々の仲間は納得しません。民営化になれば、多かれ少な

かれ悲話があったに違いない、ただ公表しなかったのだ…との結論に達しました。肝心の富岡製糸場は、見学

出来るエリアが総施設、建屋の1割にも満たないそうです。耐震工事、補強工事に数百億円、完成に30年もか

かるそうです。問題だらけの有り様。他の施設まで40kmも離れていて、他にも遺産群があるのか知らない人

が多く、ツアーで全てを周遊するのは1日では無理です。ちなみに友人達に尋ねてもどちらにも行った事がない

人だらけ。それほど地元にも馴染んでいないのです。世界遺産てなんなの？ （記：好岳） 
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今年は、8月の中旬から朝夕日増しに初秋の風を肌に感じます。5，6，7

月と晴天で暑い日が続き、ブラックベリーも例年より早く甘い実を収穫で

きます。ブラックベリーは西海岸特産で、ほかの地域での収穫はできない

ようです。パイ、ジャム、あるいは種を漉してゼリーやシロップ、または

サラダに入れたりと用途も多々あります。この時期、空き地、道沿い、浜

辺といたる所でバケツを持参した採穫人を見かけますが、野生のブラック

ベリーには棘がありますので、収穫にお出かけの際には長袖のシャツとジーンズ等を着用することをお勧めし

ます。下記のレシピは保存用に作っておくと便利です。大匙１－２杯のブラックベリー酢を炭酸水で割って氷

を浮かせると、美しい色のおいしいドリンクができます。（酒類は好みで加えてください。）また高級なバル

サミコ酢の代わりとしても重宝しますのでお試しください。 

 ブラックベリー  1リットル 

 酢（ピクルスなどに使う安いホワイトビネガーが良い） 

 砂糖 

ブラックベリーを金属でない容器に入れて、かぶるほどの酢を注いで1－2日置く。鍋に入れ替え沸騰したら火

を止め、ざるなどで実を取って漉す。2カップのジュースに2カップの砂糖を加えて沸騰させ、ゆっくりと20

分くらいに詰める。熱い内にビン詰めにして密封する。（記：岡田知子、イラスト：洋子Currie） 

 

世界遺産 

季節のレシピ 

ブラックベリー酢 
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在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 
 

 

１．休館日のお知らせ 

９月７日（月，Labour Day）及び９月２１日（月，敬老の日）は，当館休館日となっていますの

で，ご留意願います。特に９月２１日（月）は，当地においては平日ですので，十分ご注意願います。 

  

２．毎週金曜日午後の来館はなるべくお控えください 

毎週金曜日の午後は，他の曜日に比べ領事窓口が格段に混雑しており，その分待ち時間も長くなって

いますので，なるべく金曜日の午後を避けてご来館いただくよう，ご協力をお願いします。 

  

３．【ご注意ください】今も「訂正旅券」をお使いの方へ 

パスポートの追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載された「訂正旅券」では，空港，税関，

ホテルへのチェックイン，渡航先での各種手続等に支障が生じる場合もあることが報告されています．

訂正旅券を今もお使いの方は，できるだけ速やかに，新規のパスポートを申請願います。 

  

４．日本とカナダのパスポートを使い分けている方へ 

これまでにもご説明しているとおり，ご自身の志望でカナダ国籍を取得された方は，既に日本国籍を

喪失しており，「今はカナダに住んでいますが，カナダ国籍は取っていません。」と虚偽の申告をして

日本のパスポートを取得したり，日本とカナダのパスポートを使い分けて海外に渡航したりすること

は，法律で禁じられています。今からでも決して遅くありませんので，当館に「国籍喪失届」及び日本

のパスポートを提出願います。 

 

津軽三味線コンサート 

盛岡市との姉妹都市30周年を記念した 

山口ひろし氏による三味線コンサートが開かれます。 

2015年9月9日(水) 

午後7時30分 (開場：午後7時) 

Phillip T. Young Recital Hall 

B125 MacLaurin Building（ビクトリア大学内） 

 

事前に当館までメール（culture@vc.mofa.go.jp）にてご予約願います 。（入場無料） 

 

次ページにも同内容のお知らせ（英語）が載っています。 

mailto:culture@vc.mofa.go.jp
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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 
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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.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 

湿布をペタペタ貼りまくり、簡易ツボ

押し器を毎日利用し、足ふみを寝る前

にふみふみしても、体中のコリが消え

なかった。育児疲れだ。時間ができた

らマッサージにでも行こうかと考えて

いた。母が日本から来てくれて数週

間、なんとコリが激減した。何にもし

てないのに！高いお金を出して行く

マッサージではなく、料理をしない・

掃除をしない・我儘を言うこと・・・

が一番の薬になりました。 

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 

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

