
 
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。 

  

 ゴーヤ・チャンプルや素麺

チャンプルは聞いた事がある

し、自分でもそれらしい料理を

作った事はあるが、果たして沖

縄の本場の料理は・・・と楽し

みに参加しました。沖縄という

と油を使った中国料理の様な

こってりとした料理を想像して

行きましたが、愛情たっぷりの

お母さんの食卓の様な手料理が

次から次へと並び、参加された

皆さんと和気藹々と食事を楽し

む事が出来ました。 

（記＆写真：浦中允子） 

ビクトリア日本友好協会                  jfs2012@live.jp 
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❀さくら通信❀   

 

9/4（水）2 ～ 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 
 

9/10（火）10 a.m. ～  

お散歩の会 

岡田宅集合 

 
 

9/16（月）1 p.m. ～  

VJFS理事会@岡田宅 

 

 

  9/18（水）2 ～ 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 
 

9/26 （木）1 ～ 4 p.m.  

手作りの会＠浦中宅 

眼鏡作り＆ベトナム風肉まん 

 

 

  9/28（土）6:30 p.m. ～  

  沖縄料理の会＠Kissako Green Tea Café 

沖縄料理の会 

 9月のイベント 

 
臨時総会  

キャンセルの 

お知らせ 

 

10月6日（日）11:00 

a.m. より、岡田知子

宅にて「図書館につい

て」の臨時総会を予定

していましが、キャン

セルとなりましたこと

をここにお知らせいた

します。 
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 １０月の予定 

10/2 （水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 
 

10/6 （日）5:30 & 7:35 p.m. ～ 

 Japanese Film Night/日本映画祭@Cincenta, UVic 

     ブレイブ・ストーリー 

  Always三丁目の夕日’64 

  詳細を知りたい方は岡田知子までお電話ください。 

  （250-477-4355） 

 
 

10/8（火）10 a.m ～  

 お散歩の会 

 Cattle Point 集合 

 Lunch@Oak Bay Beach Hotel, Pub Snug 

 

 

10/16（水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

 

10/21（月）1 p.m. ～ 

 VJFS理事会@浦中宅 

10/23（水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

 

10/24 （木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会＠浦中宅  

 Currieアルダーによる「男の手料理：すき焼き」 

 

 

10/26 （土）10 a.m. ～ 4 p.m. 

 日系文化協会主催  

 The 14th Annual Japanese Cultural Fair 
     @Esquimalt Recreation Centre 

 ビクトリア日本友好協会は当日午後の数時間ボード 

 展示を予定しています。また、ボランティアも募集 

 しています。リンドリ美穂までお電話ください。 

 （778-977-0797) 

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。 

（沖縄料理の会：写真：浦中允子） 
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健康シリーズ② ヨガのすすめ 

 ８月号では世界最年長ヨガインストラクターについてお

話ししましたが、今回はヨガを通し人生が１８０度転換し

た方の体験談をご紹介したいと思います。まずはこの

YouTubeビデオをご覧になってみて下さい。 

http://youtu.be/no_6_EnqnPQ （4:55） 

 湾岸戦争時パラシュート隊員だったArthurは、度重なる

ジャンプで足腰を痛め、医師から二度と自力で歩くことは

出来ないと宣告されました。１５年間車椅子での生活を余

儀なくされ、肥満による病気を併発し、４７歳時には人生

を諦めかけていました。歩く事が出来ないのですから運動

して痩せるのは不可能に思えました。助けを求めても誰も

相手にしてくれない中、唯一ヨガインストラクターの

Diamond Dallas Pageが手を差し伸べてくれました。 

 Arthurはビデオを見ながらヨガを練習し七転八起を繰り返すうち、半年後には100lbの減量、更に自力で歩くの

みならず走る事まで出来るようになり、10ヶ月後には140lbの減量に成功しました。 

 「医者は間違っていました。不可能と言われた事は可能だったのです。自分を信じれば何でもやり遂げられま

す。絶対に諦めないで！Page先生、僕を信じてくれてありがとう！」 

 友人と一緒にヨガ同好会をしています。毎週火曜日午前10時～10時50分。ヨガビデオを見ながらの練習です

が、興味のある方はお気軽にご連絡下さい。参加無料。☏ 778-977-0797 （記：リンドリ美穂） 

手作りの会：ベトナム風肉まん 

 

允子さんの肉まんは”ジカマ”と云う珍しい根菜入りで

す。JICAMAはかぶに似た南米産の野菜で、甘くコリコリと

歯応えが有り、肉汁の中にこの食感はたまりません。とても

美味しいです。中身は、玉葱、木耳、ジカマの細切れを炒

め、塩コショウで味を調え冷えたところに生の豚挽き肉をい

れ、ゴルフボール位にまとめます。肉まんの皮を広げ、中華

ソーセージ、固ゆで卵、椎茸４等分に切ったものを入れて包

み、蒸し器で蒸します。余熱で中の肉が完全に煮あがりま

す。少し冷めてから召し上がれ。ちなみに皮や中身に肉を良

く混ぜるのには、デッカイ手の方が良い様です。料理研究家

の允子先生ありがとう。参加者は道子、君子、三代子、瑛、

そして、武広、アルダーは試食者として協力いただきまし

た。（記＆写真：Currie洋子） 

http://youtu.be/no_6_EnqnPQ


 自分の新しい価値や意義を見出してくれた人々がいるビクトリアー僕にとって特別な場所だったのが再び訪れた理由であるけ

れど、それだけではありませんでした。2011年にカナダを横断した後、自転車で走った道のりの中で起きたこと、その中でも

どうしても伝えたいことがあったのです。 

 カナダを自転車で横断した翌2012年2月と３月にニュージーランド、5月に台湾を立て続けに走りました。なかでも台湾は暑

くて熱いところ。道行く人にひっきりなしに声をかけられ、「暑いからジュース持っていって！」と、ほとんど無理やりに渡し

てくる人たちがたくさん。  

 各自治体の首長様を訪問しながら一周したので、日本の震災に対してどんな活動をしたのか、また、そもそもの日本との地域

的な関わり合いなど、普通の旅行者では聞けない話や見られないモノをこれでもか！というぐらいに案内して見せてもらうこと

ができました。 

 

 その中で嘉義縣を訪れた時の話が今回お伝えしたいエピソードです。 

  

 嘉義では副縣長様に会いました。副縣長はかなり日本語を理解

され（話せないけれど言ってる事はだいたいわかる）ビックリ！

その時通訳してくれた黄さんが、大学院へ通って日本語を勉強し

ていた時に4年間住んでいたのが、僕が住む浦和の隣町と聞いて、

またビックリ！（世界は狭い） 

 副縣長様と面会してから、縣議会の秘書長をされている黄さん

のお父さんのところへ行きました。縣議会では縣政府の隣で建物

の中を見せてもらいました。 

 311の後、震災支援として、嘉義縣は被災した岩手県岩泉町立

小本（おもと）中学校の生徒や先生など合せて43人を招待しまし

た。2011年7月27日からの9泊10日間、彼らは嘉義にホームス

テイし、各地を周って台湾の人々と交流しました。このプログラ

ムは民間かつ有志による取り組みでしたが、黄さんのお父さんは

縣議会の秘書長という立場から、積極的に活動に関わったそう

で、「うちには3人滞在していたんですよ。ほら！これがその時の

写真」と一冊の冊子を見せてくれました。 

 

 開かれたページから見覚えのある白いTシャツが目に飛び込んできました。中学生がみんな着ている。台北の空港に到着した

際に、そして台湾の名所を周っている祭に・・・どこへも着て出かけていっているTシャツ。その胸には「SUPPORT JA-

PAN 2011」の文字。 

背中に電気が走るような衝撃を受けました。それはビクトリアから送られたTシャツだったからです。もちろん、こんなとこ

ろでビクトリアとのつながりがあるとは思ってもいなかった・・・。 

 その場で「このTシャツはカナダのビクトリアから送られたものなんです！そこは去年僕がカナダを横断した時に、ゴールし

たところなんです！！！」とテンション高く話しました。台湾の人々は、カナダがどれだけデカい土地で、そこを自転車で横断

するスケールがわからないため、ニコニコと笑って、そしてふーんと言う程度の反応でしたけど（笑）。 

 

 あらゆるタイミングが重ならなければ、ここに来なかった。「ありがとう」の自転車の旅をしていなければ、出会わなかっ

た。ましてや、それ以前にカナダを横断していなければ、わからない事だった。そして黄さんがその時に通訳していなければ知

り得ない事だった。このうちの何かひとつでもズレていれば、完成しなかった奇跡のつながり・・・込み上げてくる震える感情

をおさえながら、「人は知らず知らずに最良を選択している」という言葉の意味を噛み締めていました。 

 

この岩手の中学生が、台湾という場所で、カナダはビクトリアか

らのTシャツを着て「ありがとう」を伝えていた事を、今回の西海

岸の旅路で自分がビクトリアへ伝える役目も担ったんだなって、僕

は思ったんです。（記：安部良）         ・・・続く 

 

 

海の向こうでつながった奇跡 
 何かひとつでもズレていれば、完成しなかった奇跡のつながり・・・込み上げ  

 てくる震える感情をおさえながら、「人は知らず知らずに最良を選択してい  

 る」という言葉の意味を噛み締めていた 
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 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 



「『自由』が嫌いだ」という人はそう

多くはないだろう。が、私は「自由」

という言葉にあたふたしてしまう。人

はこの言葉のもと、2通りに分かれると

いう。全く制限のない自由の中で存分

に力を発揮できる人間と、少なからず

制限のある自由の中でこそ創造力を増

す人間。私は間違いなく後者である。  

 なぜ、実験レシピをお題にして、こ

んな堅苦しい話をしているのか…。何

てことはない、それは我が家の主がベ

ジタリアンだからである。ベジタリア

ン…それは「食すものは野菜」という

制限、あるいは条件の生き物。 

夫に初めて朝食を作った時、みそ汁

とご飯とのり、梅干し、卵焼きを並べ

てはたと考えてしまった。他に何を出

せばいいのだ？と。そんな私を見た夫

はいまだに「出会ったころは料理が下

手だったよね～」と笑う。違うのだ！

料理という制限なきフィールドに突然

のルールができて戸惑っていただけな

のだ…とプライドの高い私は言う。 

何度も訪れた夫の学生時代の土地、

エジンバラで、初めてベジタリアン・

レストランなるものに足を踏み入れた

のは今から10年以上前。その料理のラ

インアップに、私は度肝を抜かれた。

条件は自分次第で創造力に変えられる

のかと、まさにeye openerとはこのこ

とだった。 

 ベジタリアン料理で懸念されるのが

タンパク質摂取である。日本料理には

幸いにも多くの大豆食品が存在し、

「精進料理」の中にも畑のお肉類を

使ったものがたくさんある。こちらの

スーパーでも大豆を原材料としたソー

セージやハムなどが並んでいる。缶詰

になったグルテンミートもある。が、

意外にも値段は安くないのだ。それな

ら植物性タンパク質を小麦粉から抽出

してしまえばいいじゃない、と思い

立っていざ実験！ 

 

セイタン（グルテンミート） 

 

小麦粉 500g 

水  2カップくらい 

1．小麦粉を大き目のボウルに入れ、水を 

 入れてパンを作るときの要領で練って 

 いく。全体にまとまるようになった 

 ら、かぶるくらいの水に浸しておく。 

 （1時間～数時間。） 

2．１から団子状になった小麦粉を取 

 り出し、流水の下でひたすらもみ洗い 

 をする。 

3．筋状のグルテンが残ってくるので、と 

 にかく根気よく洗う。（30～40分くら 

 い。）だいたい嵩は元の半分程度に減 

 る。 

4．3を一口大の大きさに切り分け、熱 

 湯、あるいはお好みのスープストック 

 で30分～1時間程度煮る。 

5．4で出来上がったものは、細く切っ 

 て野菜と油で炒めたり、からあげのよ 

 うに下味をつけて片栗粉にまぶして揚 

 げたり、とんかつのようにパン粉で揚 

 げ焼きをしたりする。冷凍保存も可。 

 

何度かやってみたけれど、1～3の工程

は時間がかかる上に面倒くさい。そんな

時はぜひ「グルテン粉」をお試しくださ

い。スーパーの粉のセクションにGluten 

Flourとして売ってます。 

こちら欧米では数年前から「Gluten 

Free Food」が流行しているけれど、グ

ルテン性腸症（Celiac Disease）の患者

でないのであれば、すすんでGluten Free

に移る必要はないとか。むしろ、心臓病

や大腸がんの大きな要因となっているRed 

Meatを食生活から減らし、植物性タンパ

ク質に切り替えるような動きがあっても

いいのでは。ちなみに、検索してみると

「セイタン」とい う言葉 はマクロビオ

ティックの創始者ともいわれる桜沢如一

から生まれたらしい。「正蛋」「生蛋」

など諸説あるが、国内では言葉が定着せ

ずに海外へ飛び出し、逆輸入されカタカ

ナ表記になったとか。おなかにもたれな

い植物性タンパク質の疑似お肉料理、ぜ

ひお試しあれ。 

（記：高井MacLean若菜） 

 

（写真右： 

 オーサワジャパンのSeitan瓶詰め） 

 

風の吹くまま胃の向くまま 
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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 
 

１０月の理事会は２１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。 



2012年10月20日(土)、日本語図書館・ライブラリー21(＠

Zen Floral Studio)が入っているストラタビル地下全体が床上浸

水となりました。原因は、昨年の夏Sannich市が行った

Reynolds Rdでの杜撰な下水管交換工事でした。現時点では床・

壁・トイレの修復が終了し、地階がほぼ復元された状態になって

います。 

救済された本は、救済時に従事していただいた各ボランティア

宅に分散され、保管されています。本棚は、保険会社との補償交

渉と手続きが終了した時点で配置されます。 

 会員の皆様には救済された書籍を今後も楽しんでいただきたく

思っています。 図書館の方向性が決まり次第、追って通知致しま

すので、今暫くお待ち下さいますようお願い致します。  

☆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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✻日本語図書館/ライブラリー21✻ 
   住所：3947 Quadra St. (Zen Floral Studioの地下)  
 ☎： 250-727-0056 加藤幸保     
 開館日時：月曜～土曜 11：00～5：00 

＜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 ✎ 

 この度、壁の一面のみですが、禅Floral 

Studio の地下に文庫本用の本棚が完成しま

した。さくら通信前号にも記載しましたが、

引き続き、去年の汚水流入の際に救出した本

を戻すためには本棚が足りませんので、も

し、不要な本棚をお持ち方はご寄附をおねが

いします。大型本棚３本、小型本棚４本くら

いを希望しています。今回、加藤さん、高柳

さんの手を借りて書籍を少しですが本棚に戻

していただきました。今後、お手伝いをして

いただけるボランティアも募集中です。ご連

絡のほど、よろしくお願いします。  

バークレイ正美  

☎：２５０－３８１－７２９３  

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=本+イラスト+無料&source=images&cd=&cad=rja&docid=GXEXz6mPF5expM&tbnid=GSa9FmHsRz2D4M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.irasutoya.com%2F2013%2F03%2Fblog-post_2258.html&ei=s1mxUc2-DYSDiALctYCgBQ&bvm=bv.47534661,d.cGE&psig


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, Friction 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。 

会員特典10%引き＆福島義援基金10％  

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、更に別の10％が福島義援基金と

して積み立てられます。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。 

   

♪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。  

Dehydratorなるものを中古で購入してみた。

目的は、夏にふんだんにある果物や野菜を乾燥

させるため。オカナガン産の桃や、マンゴーや

洋ナシ、キウイを大量に乾燥させた。それ専用

のものであれば数時間でできるんじゃないかと

思っていたら、意外にも10－20時間という長

時間が必要で、びっくりした。ついでに畑の

ちょっと出来損ないの大根を全て収穫し、切干

大根も作ってみた。梅干しは結局天日干しがで

きなかったため、こちらも乾燥させたら、えら

くパンチの利いた代物が出来上がった。近所で

採れるブラックベリーや格安のBC産トウモロ

コシは、冷凍した。冬ごもりの準備なのだが、

冬が来る前に全部たいらげてしまいそうだ…。 

編集後記 
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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

