
 

 
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。 

6/4（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

6/18（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

6/21（土）9:45 a.m.～ 

 Government House Tour 

 午前９時４５分にガバメントハウス（建物の玄関前）に集合してください。ツアー 

 の後、庭園内にあるTea House (Cary Mews )で昼食を予定しています。参加希望の方 

 は６月６日までに、コルダー瑛（250-598-4416）へご連絡ください。 

 

6/23（月）12 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会  

 この日の理事会は「昼食理事会」（＄10）となりますので、参加希望の方は、６月 

 １３日までに、浦中(250-995-8501）までご連絡ください。 

 

6/26（木）1p.m.～ 

 毎月恒例手作りの会「とぼけネコ」作り 

 １１月９日に行う、”クラフト・ベイク”セールに向けて「とぼけネコ」を作りま 

 す。詳細は5ページ目を参照。浦中宅にて行います。参加希望の方は浦中允子（250- 

 995-8501）までご連絡ください。 

ビクトリア日本友好協会                      

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

            2014年5月31日発行 

❀さくら通信❀   

 

5/4（日）1 p.m.～ 

カラオケ＆ポットラック＠浦中宅 

今泉ご夫妻を迎えて 

 
 

5/8（木）10:00 a.m.～  

ラジオ体操と市内公園巡り 

 

 

5/19（月）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

 

5/21（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 
 

5/29（木）1 ～ 4 p.m. 

手作りの会 

和食が世界遺産になったので、日本の普通の  

家庭の食事を皆さんと一緒に 

 ５月のイベント 

 ６月の予定 

2014年6月号（第196号） 



 

3月29日（土）午後1時半より、Oak Bay Windsor Pavilionにてビクトリア日本友好協会第15回年次総会が開催さ

れました。出席者は14名で、アットホームな雰囲気の中、去年度の活動報告や収支報告等がなされました。お

寿司とお菓子の会食があり、来年度の予定が話し合われ、また、新理事が選出されました。 

今年度の理事会員は以下の通りです。 

 

会長：   コルダー瑛 

副会長：   浦中允子 

書記：   リンドリ美穂 

会計：   岡田知子  

さくら通信編集長： 高井マクレーン若菜 

顧問理事：   浦中武広 

理事：   バークレイ正美 

理事：   クーリー洋子 

 

会員皆様があってのビクトリア日本友好協会です。理事会への会員様のご参加、あるいはメール等でのご意

見、いつでもお待ちしています。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

会長挨拶 

 今年度も引き続き会長を務めさせていただきます。去年度も多くの会員の皆様に支えられ、ビクトリア日 

本好協会を盛り上げていくことができました。今年度も同様、何よりも「楽しく」をモットーにしていきた 

いと思っています。会員の皆様にはぜひ理事会へのご参加、または理事への立候補をお待ちしています。ど 

うぞ、本年度もよろしくお願いいたします。  

     瑛コルダー 

 

 ビクトリア日本友好協会第15回年次総会 
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２０１４年度会員更新について 
 ビクトリア日本友好協会の年度は日本の学校や企業と同じ4月にスタートします。すでに大勢の方が

会員申込書とともに会費を納めて下さいました。まだの方は申込書とともに小切手を同封し、 

 Japanese Friendship Society  
 c/o Tamaki Calder  
        1060 St. David St. Victoria, V8S 4Y8, B.C., Canada  

 

宛にお送り下さい。なお、行事に参加される際、理事に手渡していただいても構いません。勝手ながら

6月20日までに会員の更新および会費の納入がない場合は、さくら通信受信者リストからお名前を除か

せて頂きますのでご了承願います。 

 

注！ 今年度より宛先がZen Floral Studioから会長瑛コルダー宅に変更されています。 

   会員申込用紙（更新用紙）は次ページを印刷し、ご使用ください。 
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  ビクトリア日本友好協会 Victoria Japanese Friendship Society 

 

 ビクトリア日本友好協会は、ビクトリアとその近郊に住む日本人移住者や留学生、ワーキング

ホリデーの方々、日本に関心を持つカナダの人達との親睦と相互援助を目的として、日本文化の

紹介を通じてカナダ社会に貢献しようという願いのもとに、1995年に発足いたしました。1996

年には非営利団体としてB.C.州に法人登録しました。 

現在ビクトリア日本友好協会では個人、家族、学生を合わせて約６０組が会員となり、講習会や

バザー、新年会などの行事を始め、同好会やクラブ活動等に参加し、友好を深めています。特に

「カラオケクラブ」は大好評で、毎回大勢の人が集まり賑やかです。 

 2008年度より日本友好協会協賛店の方々が会員に特典を与えてくださることになりました。 

 国籍を問わずどなたでも会員になれますが、会の運営と毎月会員に送られる会報「さくら通

信」は日本語で行われます。 

 会員の輪を広げ、ビクトリアでの生活をさらに快活に充実させていきたいと願っています。 

  

- - - - - - - -- - -- - - -- - - - - --- --  - - - -- ----- -- - -- - -  -- - --- - - - - - - - - - -- -- - - -  
 

ビクトリア日本友好協会 会員申込書  ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

 

以下の項目にご記入の上、この申込書を切り取り小切手を同封してお送り下さい。 

 

支払先：Japanese Friendship Society 

 

送付先：Japanese Friendship Society  

  c/o Tamaki Calder  

     1060 St. David St., Victoria, V8S 4Y8, B.C., Canada 

 

会費：（ ）家族会員＄２５ （ ）個人会員＄２０ （ ）学生会員＄１５ 

 

ご本人の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＊家族会員ご希望の方は同居しているご家族の名前と18才以上の方にはチェックマークをご記

入下さい。 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Ｅメール＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

会員名簿配布の際に非公開を希望する項目にチェックマークを付けて下さい。 

 

住所の非公開（ ） Ｅメールの非公開（ ） 電話番号の非公開（ ）を希望 
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 ラジオ体操と公園巡り 
3月から新規に始まった月例の散歩の会

は、体力をつけるために懐かしいラジオ体

操第１―２を浦中氏の指揮の下に取り入

れ、ビクトリアにある庭園や公園を毎月巡

るという新企画で実施してきました。3月は

Cadboro Bay のGyro Parkでラジオ体操をして

からビーチ沿いを歩きました。生憎、雨模

様の寒い天気で参加者が限られました。終

了後、タイレストランLemon Grassで昼食を

取りました。4月はVic West (Esquimalt)にあ

る Sax Point Parkに行きました。天候に恵ま

れ、海上向こう側のオリンピア山脈がくっ

きり見え、帰りはAdmiral Roadにあるベトナ

ムレストランが昼食の場所に選ばれまし

た。 

 5月は美しい石楠花で有名なAbkazi Garden

に行きました。庭園を訪れる前にゴンザレ

ス丘を歩き、ラジオ体操を朝の気持ちのよ

い空気を胸一杯吸って一同行い、そこから頂上まで周りの豪邸を通り過ぎながら、氷河期の名残の岩場を登りま

した。毎月の参加者志津子さんが頂上まで上りきった時はみなの歓声が挙がりました。Abkazi庭園は亡命したグ

ルジアの元プリンス夫妻が、生涯丹精を込めて築き上げた庭で、石楠花を中心にした庭園内では珍しい植物も

多々発見しました。ティールームで格調高い英国風紅茶とランチを皆でいただきました。6月の散歩会は21日

(土)、  Government Houseに 9:45am集合です。この土曜日に官邸が住民にオープンハウスツアーを企画していま

す。ラジオ体操は残念ながらできないと思いますが、官邸見学後、庭園を散策、またティールームで昼食を取り

ます。参加希望者は席を予約します。6月6日までにコルダー瑛（250-598-4416）へご連絡下さい。 

（記：岡田知子） 
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 今泉さんを迎えて 
 5月4日の毎月恒例カラオケ・ポットラック

は、日本から今泉ご夫妻をお迎えしての会と

なりました。 

 今泉優香さんがビクトリアのダウンタウン

での交通事故で亡くなられ、今年の8月で、

丸2年になろうとしています。 

 去る4月にはバス・ドライバーの裁判が行

われました。 

 今回のビクトリア滞在では、法律事務所で

の相談、市長訪問などもされてご夫妻は帰国

されました。 

 ビクトリア日本友好協会は、今後も今泉ご

夫妻をサポートしていく予定です。 

６月の手作りの会 予告 

 6月の手作りの会は、食べ物ではなく、左の写真

のようなクラフト・ワークを予定しています。浦

中宅で行われる「とぼけネコ」作り。11月9日に行

われるクラフト・ベイクセールに向けての準備で

す。ぺちゃくちゃ、ちくちく、ときどきむしゃむ

しゃ・・・みなさんのご参加をお待ちしていま

す。 

 ５月の手作りの会 世界遺産！日本食を祝って 

 6月の手作りの会は、日本食が世界遺産になったことを祝って、改めて「普通の家庭の和食」を作っ

て楽しみました。 
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 さくら通信11月号でラフターヨガについてご紹介しましたが、今回は具体的な効用とビクトリアで行なわれて

いる非営利ラフタークラブについてご紹介したいと思います。  

 

＜ラフターヨガの効用＞ www.laughteryoga.jp からの抜粋 

ラフターヨガを通じて笑うことで、 

・血液とあらゆる主な臓器に酸素が充分に行きわたることで、心身ともにエネルギーが満ちあふれた状態になり

ます。  

・ストレスレベルが75％以上も減少し、ストレスが軽減するのが実感できます。  

・エンドルフィン（痛みを抑える物質）のレベルが上がるので、気分がよくなる上、様々な痛みが軽減されま

す。  

・自信が高まり、コミュニケーションスキルや創造性が高まります。  

・血圧が下がり、脈拍が下がることでリラクゼーション効果を得ることができます。  

・うつ状態が軽くなり、慢性的なうつが軽減されたという声も寄せられています。  

・ストレスによって低下している免疫系、消化器系、生殖系状態がよくなります。  

・リンパ系の循環が活性化し、血行がよくなります。  

  

などと、ラフターヨガを行うことで、心身共に元気になることが医学的にも実証されています。 

 

＜ビクトリアのラフタークラブ＞ 

日曜日：ビーコンヒルパークラフタークラブ（無料）  

10:30~11:30am: Beacon Hill Park (Sun Dial)  

お問い合わせ：778-977-0797 美穂 

 

月曜日：エスクワイモルトラフタークラブ（寄付制） 

4:30~5:30pm: Esquimalt Health Unit (530 Frazer St.)  

お問い合わせ：250-598-8574  Gene 

 

隔週水曜日：ダウンタウンラフタークラブ（寄付制） 

6:45~7:45pm: Ingredients Health Food Store (2031 Store St.)  

お問い合わせ：250-477-8608 Matti 

 

隔週金曜日：オークベイラフタークラブ（寄付制） 

7~8pm: Heart of the Village Yoga Studio (2186 Oak Bay Ave) 

お問い合わせ：250-477-8608 Matti 

 

土曜日：コールウッドラフタークラブ（寄付制） 

11am~noon: Colwood Laughter Yoga Club 

お問い合わせ： 778-977-0797 美穂 

 

（記 リンドリ美穂） 

健康シリーズ⑥ ラフタークラブ 

http://www.laughteryoga.jp
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 4月に京都の西芳寺（苔寺）に行くことができました。 

 苔寺は事前申込制で、行けばすぐ拝観できる寺院とは違って1週間前までに往復はがきで申し込み、返信

はがきを当日持参しなくてはなりません。両親は修学旅行で苔寺に行ったそうなのですが、1977年から一

般拝観を中止していたため、僕の年代では行けませんでした。 

 苔庭だけの拝観は受け付けておらず、宗教行事として写経に参加することが必須。冥加料（拝観料）は

3000円から。アクセスもさほどよくない。こんな条件も重なり、知名度とは違い、実際には行ったことが

ある人が少ないのが苔寺です。その分、特別な京都を味わえると期待していました。 

 返信はがきに指定されたのは4月22日午後1時。少し前に到着し境内に入ると、すでに本堂で200人ぐらい

がずらりと並んで写経しています。もっと少ない人数で、緊張感もある中で写経するものだと想像してい

たので驚きました。それに半数近くが外国人。本堂の廊下にはあぐらや正座ができない人のために、椅子

と机が用意されていました。しかもアジア系の人はほとんどおらず、欧米の人たちばかり。京都の繁華街

や金閣寺や銀閣寺にいけば、中国語や韓国語、東南アジアの言葉が飛び交っているのですが、ここは雰囲

気が違いました。拝観料の3000円は、5～6寺院ぐらいは行ける額。ブッチャート・ガーデンのハイシーズ

ンのRate30ドルとほぼ同じです。それで苔に覆われた緑一色の庭を見たいと思うかどうか・・・。外国人

の中でも、こうしたところに時間とお金をかけたいと思うような、ある種の成熟度がある人が訪れるのか

もしれませんね。 

 写経は般若心境の一説が印刷された紙

を、筆でなぞっていきます。全部やらず

とも途中で納めて、お庭を見て帰ること

もできます。隣のご夫婦（英語圏からき

た方）は2行書いただけでした。来ている

目的が苔庭を見ることですから、早々に

お庭へ向かわれる方が多いようです。最

後までやると1時間ぐらいかかりました。

途中周りが少し気になってしまい、自分

の集中力の無さも感じました。 

 そしていよいよお庭へ。先に終えた多

くの人たちはすでに帰られていたので、

静かにゆっくりと見ることができまし

た。むしろ最後のほうが空いてるのかも

しれませんね。4月下旬でしたので苔の状

態はまだまだこれから。梅雨の時期を

ピークに青々しくなっていき、モリモリ生えていくようです。もっときれいな緑で香りも漂わせていくの

でしょう。それでも静かに森の中を歩くのはいいものです。どうしてこうゆうのがいいと思うんでしょう

ね、不思議です。 

 写経でじっくりとした時間を過ごし、お庭をゆっくり堪能させていただいて、約2時間。最後から数人と

いうぐらいで失礼しました。 

 「ゆっくりできましたか？」門を出るときの見送りの方からの一言で、はっと気づかされました。ここ

まですべてが苔寺のおもてなしだったんだと。 

 また行きたい苔寺です。 

苔寺のお・も・て・な・し 

 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 



 去年の暮れに娘のアカネが誕生し

た。生まれた直後から、育児は戦い

だと実感した。 

 「可愛くてたまらないから。どん

なに大変でも子供の寝顔を見れば疲

れなんて吹っ飛んじゃうんだから」

と知人に言われていた。疲れは何を

しても吹き飛ばなかった。授乳以外

にいったい何ができる時間があるの

かと、散歩やお茶を気分転換にすす

める人々を恨んだ。 

 「1週間経てばリズムに慣れてくる

から」と別の知人が言った。1週間

経ってもリズムは確率されず、目の

前の小さな生き物に振り回された。

身体の痛みが引いたところで、むし

ろメンタル面に響いた。 

 「2週間経ったら楽しくなってくる

から」と先輩ママが笑った。2週間

経ったらホルモンバランスが妊娠以

前に戻り、むしろ感情の起伏が激し

くなった。子供だけでなく自分自身

の心にさんざん振り回された。 

 「1か月、1か月経てば何とかなっ

てくるから」そのころには誰の言葉

も信用しなかった。ひと月経っても

授乳は困難を極め、睡眠不足は体だ

けでなく、心の相当部分を蝕んで

いった。睡眠という二文字が何より

も贅沢な響きを持った。眠れないこ

とがこれほどまでに人の心に余裕を

持たせないものなのかと、痛いほど

知らされた。育児を楽しむどころ

か、目の前の子供をかわいいと思う

余裕がなかった。 

 あら、赤ちゃんかわいいわね、と

声をかけてくれる人たちの中のいっ

たい何人が、母親がその前の晩に2時

間も寝ていないことに気づいている

のかと首をかしげた。当時の私の口

癖は、「こんな思いをして2人も3人

も子供を持ちたいと思う人の気がし

れない」だった。忘却力にもほどが

ある、と記憶力の方が勝る自分が嫌

になった。 

 超ウルトラマラソンレースのような

過酷な授乳期を終え、反射にすぎな

かった赤ちゃんの笑顔が、顔を見分

け、嬉しさを表す微笑みに変わり、そ

のうちにあやすと声をきゃっきゃと上

げて笑うようになった。自分の手を寄

り目でじっと眺めて、両手を組み、指

吸いが始まり、寝がえりを打った。 

 5か月を迎えたアカネは、最近自分

の足を発見し、両手で楽しそうに足の

指をつかみ、ありとあらゆるものを口

に運ぶ。嬉しいと全身全霊で喜びを表

現し、不安になると母親の姿をとこと

ん目で追い、這い這いができないのを

それは悔しそうな声で叫ぶ。そうして

私は思うのだ。授乳を終え、寝かしつ

けて自分は眠れなくなった夜中の3時

に・・・この世にこれほど愛おしいと

思える存在があっていいのか、と！ 

 

 娘の成長、母親の心情、親子の日常

など、なんということはないアカネと

の日々の記録を綴っていく・・・あか

ねのあのね、スタートです。 

（記 高井MacLean若菜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あかねのあのね 
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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日までといたします。

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 
 

6 月 の 理 事 会 は 2 3 日

（月）12p.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。今回は昼食理事会で

す。詳細は1ページ目をご

覧ください。 



 
 

日加商工会議所１０周年イベント 

S.U.C.C.E.S.S.による 

「起業を考えている方、既にビジネスを始めている方対象のビジネス講演会」 
 

 

 

 

 

 

 

日時：２０１４年６月１２日  3:00 pm - 4:30pm   (受付 2:30pm より ) 

場所：The Listel Hotel The Abstract Gallery Room, 1300 Robson Street, Vancouver 

対象者：総ての移民（起業を検討中の人、既に事業をしている人等） 

参加費：無料（会員）、＄１０/人（非会員） 

講師：Ray Tseng, MBA, Business Case Counsellor  

Ping Lu, Business Case Counsellor  

＊プレゼンテーションは英語となるが、部分的に日本語による解説。 

お申し込み：info@jc-coc.comまで参加ご希望者のお名前、メールアドレス、電話番号を明記の上、６月９日ま

でにお申し込み下さい。 

なお、当日のご参加は可能ですが、ご予約された方を優先的にご案内致します。 

担当者：Terry Jinイベントに関するお問合せ（電話：604-688-1956  

E-mail: abic@abicanada.com 

主催：日加商工会議所  協賛：S.U.C.C.E.S.S. スポンサー：Pacific Western Brewing  ・ The Listel Hotel 

メディアースポンサー: 

バンクーバー新報       月刊ふれいざー     Oops      Life Vancouver  

 

 

*日加商工会議所はカナダ政府が正式に承認しているNPOです。当団体はビジネスを通して日本とカナダの友好

関係を深めるための活動をして１０年になります。当日、日加商工会議所への入会も受付しております。 
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「How to start a Business」 

本気で起業する！ 
S.U.C.C.E.S.S.はカナダ連邦及びBC州政府より資金を受ける

NPO団体。永住者のために数多くのサポートプログラムを無料に

て提供しております。今回はS.U.C.C.E.S.S.の講師を招き、無料ビジ

ネス支援プログラム、起業の流れを説明します。とくにスモール

ビジネスを考えている方には非常に参考となります。 

mailto:info@jc-coc.com?subject=%3cJC-COC%20Event%20Business%20seminar%20by%20SUCCESS%20on%2020June%2012,%202014%3e&body=%3cName:%20E-mail%20Address:%20Phone%20No:%3e


日本の木版染めワークショップ 

“Meeting the Master” についてのご案内 

  

２０１４年１１月２２日～２６日、日本人染色家の小山哲男氏がバ

ンクーバー島を訪れ、木版染めワークショップを開催いたします。

６０年以上にわたり日本の伝統的染色を究めてきた小山氏が、お一

人お一人に丁寧に指導する講座です（定員１５名を予定）。日本の

伝統工芸や染めなどに興味をお持ちの方は是非この機会をお見逃し

なく。 

  

5日間のワークショップでは、参加者の方が描かれた下絵を、伝統

的な染色法で染め上げる技術をご紹介し、お一人お一人に合わせて

指導します。日本の伝統的な道具や材料を使用する専門性の高い講

座ですが、初心者の方でも専門家の方でもお楽しみいただけるよう

な内容をご用意しています。 

 

 

また、上記のワークショップに加え、11月19日～26日、午前10時～

午後5時までは小山哲男氏の着物作品3点もPortals, The Cowichan 

Valley Arts Council Centre of Arts, Culture and Heritage (2687 James 

Street, Duncan)にて展示されます。ワークショップに参加できなく

とも染めの作品をご覧になりたい方はぜひ会場に足を運んでくださ

い。 

 

 

講座の詳細につきましては、主催者カウチンバレーアートカウンシ

ルのホームページをご覧ください。ご質問はやお申し込みは、カウ

チンンバレーカウンシル事務局（250－746－1633）、日本語でのお

問い合わせはコーディネイタ―の山本祐子まで。 

  

 

ワークショップ日時、場所、講座内容の詳細に関する情報： 

http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/Tetsuo_Koyama.php 

http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/docs/Master_Package.pdf 

http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/docs/Yuzen_application.pdf 
  

cvartscouncil@shaw.ca（カウチンバレーアートカウンシル） 

yuko@sewyuzen.com 山本祐子(プロジェクトコーディネイター) 
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http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/Tetsuo_Koyama.php
http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/docs/Master_Package.pdf
http://www.cowichanvalleyartscouncil.ca/docs/Yuzen_application.pdf
mailto:cvartscouncil@shaw.ca
mailto:yuko@sewyuzen.com


☆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 ✎ 

♪カラオケ/♪ 

♪ポットラック会♪  

♪♫♬ ♪♫♬ ♪♫♬  

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） 

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=%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


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, Fric-

tion 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。 

（他ブランドのご購入方法はhttp://youtu.be/aBaLuXYm_N4 

をご参照下さい） 

会員特典10%引き  

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

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。 

娘が生まれて5か月がたった。3か月を過ぎる

ころからようやく余裕が少々生まれ、戦場のよ

うな生活から抜け出せた。が、細切れの時間を

いかに活用していくのかという新たな挑戦が始

まった。オムツを替えてはスーパーの買い物リ

ストを作り、終わったと思えば新たなオムツが

必要になったり、おもちゃを片手で鳴らしなが

らあやしつつ、メールをもう片方の手で打って

みたり、と同時にスピーカーフォンで電話に出

てみたり・・・。女性がマルチタスクに長けて

いるのはこういう理由からだったのか、といま

さら気づく毎日である。このさくら通信も細切

れタイムをフルに活用しての制作になったのだ

が、果たして内容は細切れてないかと心配であ

る。そんな不安な中での編集再開です。 

編集後記 

＜ヘルスコンサルタント募集！＞ 

強力な抗酸化物質または飲むコスメと珍重されるピクノジェノールを液状で摂取できる世界唯一の商品

Isotonix OPC-3を北米及びアジア市場で紹介下さる方を募集しております。778-977-0797 

ma.victoria@live.ca  美穂 

ピクノジェノール：http://youtu.be/VZ94tBF5-PM (10:43) 

Isotonix OPC-3: http://youtu.be/UqSyUIr0N98 (5:00) 

http://www.shop.com/VictoriaCanada
http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://youtu.be/aBaLuXYm_N4
http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://youtu.be/VZ94tBF5-PM
http://youtu.be/UqSyUIr0N98


 

 

 
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

