
 
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。 

ビクトリア日本友好協会                  jfs2012@live.jp 

          http://vjfs2013.wordpress.com 
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❀さくら通信❀   

 

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 

 

10/8（火）10 a.m ～  

 お散歩の会 

 Cattle Point 集合 

 Lunch@Oak Bay Beach Hotel, Pub Snug 

 １０月のイベント 

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 

 

10/24 （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 

 １１月の予定 

11/6 （水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

11/20（水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

11/25（月）1 p.m. ～ 

 VJFS理事会@浦中宅 

 

11/28（木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会＠岡田宅 

 季節のデザート：知子流アップルフラン 

 

 

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。 
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❀さくら通信❀   

 ビクトリア日本友好協会  新ホームページ開設！ 

 この度、ビクトリア日本友好協会の新

ホームページが出来上がりました。会員の

皆さまには、イベント予定、過去のイベン

トの内容がご覧いただけるようになってい

ます。また、新しく会に興味を持ってくだ

さる方々には、会の連絡先や入会申込書の

ダウンロードが出来るようになっていま

す。 

 

http://vjfs2013.wordpress.com 
 

 ぜひ、お手持ちのパソコンにおいてブッ

クマーク・お気に入りに上記ホームページ

アドレスを追加してください。また、お友

達、お知り合いの皆さまにも宣伝のほど、

よろしくお願いいたします。 

日系文化協会主催  

The 14th Annual Japanese Cultural Fair 

 日系文化祭では日本友好協会のテーブルに、洋子さん、

しずこさん、允子さん達の手作りクラフト（ネックレス、

手毬、オーナメント、和風壁掛け等）や友好協会のTシャ

ツを展示し、販売しました。 日本的な手作りの素晴らしさ

に感動している方もいて、改めて手作りの良さを感じまし

た。これからも手作りの会で色んな作品が作れると良いで

すね。また、い

ろいろな催し物

やデモストレー

ション等が行わ

れ、バザーや

ベーク・セール

はあっという間

に売れ、大盛況

でした。日本の伝統的なお茶、お花、着付け、書道、盆栽、そして盆

踊りやダンス、太鼓、琴、剣道、合気道等のデモンストレーションに

多くの方が参加して、日本から来た若い学生さん達も楽しんでいまし

た。数多くの作品やパフォーマンス、デモンストレーション、そのど

れもが素晴らしかったです。（記：三代子） 

 

 允子さんによる着物の着付けと素敵な髪結い。モデルの萌さんもと

ても可愛く、綺麗でした。また、文化祭にはバンクーバーから岡田誠

司領事が来賓され、沢山のパフォーマンス、それに会場満員の一般の

カナダ人の参加に感動されてお帰りになりました。 

（追記＆写真：Currie洋子） 
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手作りの会：男の料理  

     アルダー風すきやき 

お腹も心も幸せいっぱいになる男の手料理、題して「アルダー風すき焼き」を堪能させていただきまし

た。クーリー家秘伝のすき焼き用汁（ビーフストックとかカツオのだし、しいたけの戻し汁などその他もろ

もろのものが入っているけど、その分量の配分が全く分からない！）。その中に、今まで私の家では入れた

ことが無かったお野菜の数種類を次々と入れ、勿論、お肉もどんどん入れました。またアルダーさん差し入

れのお酒の熱燗をちょびちょびと飲みながら、あっと言う間にいつもの二倍以上のご馳走が、胃を満たして

おりました。お肉を薄く切ったり、お野菜、その他を切ったりと、キッチンでの陰の労力があっての“男の

手料理”だったと思います。 

 

 当日は、浦中武広さんの誕生日と重なった為、バースデー・ケーキがデザートになりました。クーリー洋

子さんがバースデー・カードも用意してくださっていて、洋子さんがカードに描かれた「犬が穴に顔だけ出

して穴に落ち込んでいる」絵が「ホール・イン・ワン」（浦中さんは経験者）を表しているのですが、それ

がまたまったくの傑作で・・・。 

 

とても楽しい午後のひと時を過ごさせていただきました。有難うございました。 

（記：瑛コルダー） 

左上：台所の男性陣 

右上：リビングの女性陣 

右：皆でスキヤキ！ 

（写真：Currie洋子） 
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 2012年8月13日、ビクトリアはダウンタウンのDouglas通りおよびHumboldt通りが交じわう五差路に

おいて今泉優香さんがツアーバスに衝突され、亡くなられました。2013年8月、その一周忌にあたる月

に、ビクトリア日本友好協会から、このような事故が二度と起こらないよう、ビクトリア市長に向けてお願

いの手紙を認め、送りました。先日、市長からの返信が届いたため、以下に全原文と簡単な日本語訳を記載

します。 

 ビクトリア日本友好協会からの働きかけにより、市が安全性に問題のある交差点に対し、その改善を目指

して動き出したことはとても嬉しいことです。悲惨な事故が再び起きることのないよう願うとともに、市に

は手紙の内容通り、早急に改善を行ってほしいものです。（記：高井MacLean若菜） 

 今泉さんが悲劇的に亡くなられたことは、我々ビクトリア市の安全に関する責任の重要性を最も示唆して

います。The City of Victoria Engineering DepartmentはInsurance Corporation of British Colum-

biaにDouglas通りおよびHumboldt通り交差点の安全性、そして事故緩和政策の可能性を再検討するよう

依頼しました。 

 

 ICBCが雇用したコンサルタントから、交差点におけるいくつかの改善策があげられました。これには、

西行き交通に対する信号表示の改善、車線区分線の調整、標識の追加、交通信号機の可視性を向上するため

の木々の刈り込みなどが含まれます。交差点の安全性改善のため、これらの策が今年中に実行に移される予

定です。 

 

Dean Fortin 

ビクトリア市長 

 ビクトリア市長からの手紙 日本語概要 

日本語図書館・ライブラリー21より、 

皆様に感謝のご挨拶 

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、Sannich市が行ったReynolds Rdでの杜撰な下水管交換工事でし

た。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、これまで約1年に渡り、保管さ

れてきました。 

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、様々な意見をもとに今後の見通しを立ててき

たのですが、残念ながら、これまでのようにビクトリア日本友好協会が管理する図書館として運営していくこと

は困難な運びとなりました。これにて12年半継続してきた「日本語図書館・ライブラリー21」は、いったん幕

を閉じることになりました。 

去る10月12日にはライブラリー21の書籍を売り出し108ドルの売り上げがありました。残りの本は主に文

庫本ですが1145冊になりました。これらの書籍はZen Floral Studioの加藤さんを代表とする有志で始められ

た「ビクトリア日系図書館」に寄贈する予定です。 

海外において、ボランティアによるエスニック・ライブラリーが3年以上運営されていくことが非常に困難で

あるといわれている中、ビクトリアの「日本語図書館・ライブラリー21」は皆さんのご協力により、ここまで長

く続けることができました。ありがとうございました。 

主催者が変わっても、このビクトリアに日本語の図書館が今後も引き継がれていくことは、ビクトリア友好協

会にとっても、またビクトリアを拠点とする私たち日本人利用者にとってもとても喜ばしいことです。ここに、

皆様へのこれまでの感謝を表し、新たな日本語図書館の飛躍を願っています。 

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
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 A Letter from the Mayor of Victoria 

October 17, 2013 

 

Ms. Tamaki Calder, President 

Victoria Japanese Friendship Society 

 

 

Dear Ms. Calder: 

 

Thank you for your letter expressing safety concerns about the intersection of Douglas Street and 

Humboldt Street. Please accept my apology for the delay in replying.  

 

The tragic death of Ms. Imaizumi highlights the importance of ongoing commitment to safety in 

our city. The City of Victoria Engineering Department requested the Insurance Corporation of 

British Columbia to conduct a safety review of the Douglas/Humboldt intersection, to identify any 

safety issues, and recommend potential mitigation measures, if necessary. 

 

The consultant retained by ICBC made several recommendations to improve overall operations at 

the intersection, including upgraded signal displays for westbound traffic, minor lane marking 

alignment adjustments, additional signage, and tree trimming to ensure sufficient visibility of traf-

fic signals. It is expected these improvements will be completed by the end of this year and will 

contribute to improved overall intersection safety.  

 

If you have any questions regarding the safety review, please contact Mr. Richard Adam in our 

Transportation Section. Richard may be reached at 250.361.0326, or by email at 

radam@victoria.ca. 

 

Again, thank you for taking time to write. 

 

Sincerely, 

 

 

Dean Fortin 

Mayor 

 

1 Centennial Square  Victoria  British Columbia  Canada  V8W 1P6 

Telephone  (250) 361-0200  Fax  (250) 361-0348  Email  mayor@victoria.ca 

www.victoria.ca 

mailto:radam@victoria.ca
mailto:mayor@victoria.ca
http://www.victoria.ca
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健康シリーズ③ 笑いは最高の妙薬（ラフターヨガ） 
健康シリーズ第一弾・二弾と続けてヨガについ

てお話ししましたが、今回はヨガはヨガでもラフ

ターヨガ（笑いヨガ）についてご紹介したいと思

います。 

根をつめて頑張り過ぎ、燃え尽き症候群で入院

した経験があります。当時は心身共にあちこちと

故障があり、感情が麻痺して泣くことも笑うこと

も出来ない状態でした。いろいろな療法を試しま

したが、ラフターヨガについての記事を読んだ

後、直感的にバンクーバーのアランに電話してい

ました。「ビクトリアでラフターヨガを教えてい

る人はまだいないけど、一緒に笑おうよ、ワッ

ハッハッハッハッハ・・・」と電話口で笑い始め

た時には一瞬たじろぎましたが、見ず知らずの私

を助けたいという優しさが伝わってきて、涙したのを覚えています。それから半年後にアランから連絡があり

キャサリンを紹介してくれました。５・６人集めたらセッションをしてくれるというので翌週に友人を集めて

ラフターヨガを体験し、その翌週にはラフターヨガリーダー養成講座を受けていました。以来この５年程、ほ

ぼ毎週自宅でラフターヨガクラブを開く他、呼ばれる所には参上しラフターヨガをご紹介しています。 

 

 ビデオを見るだけだとラフターヨガは怪しく馬

鹿馬鹿しいものに写りますが、実際にセッション

に参加すると病み付きになる方も多いです。１５

分位継続的に笑っていると体は自動的にエンドル

フィンという快感ホルモンを分泌します。エンド

ルフィンは自然の痛み止めと言われる通り、セッ

ション後に痛みが和らいでいるのを実感いただけ

ます。嘘笑いでもその効果は同じなので、最初は

嘘笑いをしながら子供に返ってさまざまな動きを

します。笑いは伝染するので嘘笑いをしているう

ちに本物の笑いになっていきます。笑いながらの

動きの合間に深呼吸をするのでラフターヨガと呼

ばれるようになりましたが、ヨガポーズや難しい

ことはしないため、子供からお年寄りまで幅広い

年齢層の方に楽しんでいただけます。通常アラン

はバンクーバーの老人ホームで働いていますが、お年寄りを助けたいという思いでネットサーフィンしていた

際にラフターヨガを見つけたそうです。 

ラフターヨガはインドにある貧しい都市ムンバイで１９９５年に始まって以来急速に広まり、現在では世界

中の多くの都市でセッションが行なわれています。 

私は薬や手術無しで健康を取り戻しました。ラフターヨガが全てではありませんが、大きな助けとなったの

は確かです。最近はビクトリアでもラフターヨガ・クラブが増えてきました。ぜひ一度最寄のクラブに立ち寄

りラフターヨガを体験してみて下さい。（記・リンドリ美穂）     

          美穂（778－977－0797） 

         ラフターヨガジャパン： www.laughteryoga.jp  

http://www.laughteryoga.jp/


 今回のアメリカ西海岸縦断の旅では、7月25日までビクトリアに滞在した後、バンクーバーへ戻り、7月28日

に講演をさせてもらいました。主催はバンクーバーの日本人学生を主体としたボランティアグループJapan 

Love Project（以下JLP）。 

 もちろん行っていきなり講演できるもんじゃありません。これも2011年のときからの縁があってのことでし

た。ビクトリアで皆さんにお会いしたのと同じように、当時、バンクーバーでも日系団体や震災支援活動を行っ

た方々とお会いしていました。日系団体の理事をされているHさんは、「若者たちがいるから会わせたい」と

JLPの中心メンバーたちと一度食事をしていました。 

それから時は流れて、2013年。アメリカ西海岸縦断のテーマを「ありがとう」と「漂着がれき」を中心に構

想していたところ、それまで相談に乗ってもらっていたバンクーバー在住の友人から、JLPがトフィーノでがれ

き清掃を行う予定だと聞きました。そこからJLPの活動と僕の西海岸縦断について、JLP広報担当の絵理さんと

フェイスブックなどで協力しながらコミュニケーションをとっていきました。サンディエゴへ向かう途中のバン

クーバーでトランジットした５月21日に、絵理さんからトフィーノでのがれき清掃の様子を直接聞かせても

らったりもしました。 

6月上旬、サンフランシスコに着いたあたりで、HさんがJLP主催でやってみれば、と持ちかけられたのが今回

の講演をするきっかけとなりました。 

 自転車で北上を続けながら、どんな話をしようかと、頭の中でアイデアがぐるぐるとまわっていて、具体的に

はビクトリア滞在中に考えました。気持ちよく晴れた日の午後、州議事堂の前の芝生でゴロゴロしながら、メモ

をとっていくという感じに。自分のストーリーは人に勇気を届けられるはず、あとはそれをどう伝えるかが大

切。わかりやすく伝えるために、話をする直前はスライドの作りこみにほとんどの時間を割きました。 

 講演の場所は領事館が入居しているビルの正面のCoast Coal Harbour Hotel。Hさんの紹介で、ホテルが会

場や設備を無料で提供してくださいました。当日は、JLPに参加している若者達を中心に会場は満席となりまし

た。テーマはサイクリストRYOの「ありがとうの軌跡と奇跡」―90分間、本気でメッセージを伝えました。 

 普段あんまり感情を表に出さない男の子が絵

理さんに「講演を聞きにきてよかった」とメー

ルしてくれたり、立命館大学から留学中の学生

は、「こんなお願いをした人にしたことないん

ですけど、もっと話を聞きたいんで」と、別の

日に2人で会って3時間もスタバで話しこみまし

た。言いだしっぺのHさんも、「期待以上。

120％だった！」と言ってくれ、反響は良かっ

たです。 

 バンクーバーは訪れる度に僕の新しい価値を

見出してくれる人がいるところになっていま

す。巡り合わせには素直に、縁には感謝して生

きていきたいと改めて思います。  

 次回は、あのハリウッド俳優も通ったという

バンクーバーのレストランとそこ総料理長 

の友人の話。（記：安部良）   ・・・続く 
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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 

90分間の本気のメッセージ 

‐‐‐自分のストーリーは人に勇気を届けられるはず。   

  あとはどう伝えるか‐‐‐ 



低カロリーかつ高栄養素の秋の味

覚・・・きのこである。日本がきのこ天

国であることを知ったのは、海外へ出か

けることが多くなってからだった。どこ

もかしこも（といっても主に英語圏だ

が）通称button mushroomと呼ばれる

きのこしか見かけない。決してまずくは

ないけれど、みそ汁にはナメコを入れた

いし、炒め物にはシメジを使いたい。鍋

にマイタケを入れたければ、エノキだっ

て食べたいのだ。そして、キング・オ

ブ・きのこと言えば・・・シイタケ。庶

民派の私にはマツタケよりもシイタケが

似合っている。そのシイタケ、北米では

「健康によいミラクル・マッシュルー

ム」などというネーミングで、ファー

マーズ・マーケットなどでヒッピーまが

いの人たちが唾を飛ばして力説していた

りする。 

私の父は熱しやすく冷めやすい性格

だ。なのに、思いついたプロジェクトを

実行に移す行動力は、実家を出て長いの

で今ではもうわからないが、その昔は人

一倍強かった。突然思い立ってフルート

を購入し練習し始めたり、カヌーを一か

ら作り上げたり・・・そのモチベーショ

ンがどこにあって、何に影響を受けてい

たのかは当時子供だった私にはさっぱり

不可解だった。だが、どれも長続きはし

ない。と、書いていて、私自身もプロ

ジェクトを立ち上げるのが好きで、実行

に移すのも早く、3か月くらいは熱が冷

めないことに思いあたった。考えてみた

らこっちの方が三日坊主よりもたちが悪

いかもしれない。 

その父のプロジェクトの一つ・・・あ

る日突然近所のホームセンターへ行くと

いうのでついて行ったことがあった。向

かった先は、シイタケの原木栽培用に木

材に菌を埋め込む作業コーナー。そんな

ものが今でもホームセンターにあるのか

どうかは知らないが、小さな丸太にドリ

ルで穴をあけ、木材で出来たくぎのよう

なもの（シイタケ菌）を穴にハンマーで

埋め込んだ。作業はこれで終わり。家へ

持って帰り、裏の竹藪に持っていき、布

をかぶせて放っておいた。さすがに気に

なった私はそれから1週間ほどは毎日竹

藪へ一人で出向き、布をめくっては何か

変化があるだろうと観察したが、何もな

かった。そして、そのままシイタケの存

在すら忘れた。まさに完全なる放置プ

レーである。そして数カ月か半年だった

かの後、父が「シイタケ見にいくぞ」と

いうので連れ立っていってみると、原木

からにょきっとシイタケが育っていた。

こんな放置状態で育つのかと、子供心に

あっぱれエールをシイタケに送ったこと

は言うまでもない。 

というわけで、こちらのスーパーでシ

イタケをあまり見かけないなら自分で栽

培しちゃえばいいじゃない、と思い立っ

ていざ実験。 

 

シイタケ 菌床栽培 

 

シイタケ菌床栽培用ブロック 

   

1．上記を購入する（私はバンクーバー

のきのこ男から買ってみた）オガク

ズを固めたブロックがたいていビ

ニール袋に入ってくるので、それを

取り外し、新しく大きめのビニール

袋をかぶせ、直射日光を避けて放置

する。 

2．ときどき、表面を見て乾いていたら

水をかけてやる。 

3．2－4週間ほどでシイタケがにょき

にょき生えてくるので、収穫する。 

 

 残念ながら菌床栽培では大量のシイタ

ケを栽培することができない。しかもシ

イタケ菌がオガクズのブロック全体に蔓

延するため、2回ほどの栽培が限度であ

る。それでも味は格別だった！それな

ら、これだけ多くの木々に囲まれた土地

で、庭にスペースがあるのだから・・・

目指せ、次回はシイタケ原木栽培であ

る。ちなみにシイタケの原木栽培は隣に

シイタケ仲間（原木）がいると栽培能力

が増すらしい。なんともかわいいやつ

だ。ずらりと並んだ原木たちが7年あま

りにわたってシイタケを栽培し続ける姿

を想像するだけでも楽しいと思うのは私

だけだろうか。 

（記：高井MacLean若菜） 

 

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 
 

１１月の理事会は２５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。 



☆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。  

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, 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。 

   

ここ1週間ばかり濃霧に包まれてしまっているビクト

リア。気候の歴史からみても稀なことらしい。我が

家の愛猫はその名を「かすみ」という。ゆずってく

れるという人の家へ、生まれて3週間ばかりになる仔

猫を見に行くと、怪獣としか思えない生き物が5匹も

床を這っていて、その中の三毛猫がよちよちと歩み

寄って、夫の手の中にすっぽりおさまった。とても

猫とは呼べない物体に私は驚き、すやすやと寝息を

立て始めた産毛だらけの三毛猫を見て、「かびが生

えてるみたい」とぼそりと呟くと、すでにその子を

もらうと決めたらしい夫は本気で怒った。「そんな

言い方はないだろう。せめてMisty（霞がかった）と

言えないのか。」さすがは詩人だ。それで、かすみ

ちゃんと命名。今朝、庭に出てみると霞に埋もれた

かすみちゃんがお散歩していました。 

編集後記 

http://www.shop.com/VictoriaCanada
http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://www.shop.com/VictoriaCanada


 

 

 
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

