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❀さくら通信❀   

 

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 

 １１月のイベント 

 １２月の予定 

       12/4 （水）2 ～ 8 p.m.   

        毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

12/15（日）1～ 8 p.m.   

 クリスマス・年末恒例 カラオケ紅白歌合戦＠浦中宅 

 参加希望の方は４日（水）のカラオケ・ポットラックの日までに歌う  

 曲を決め、連絡を下さい。会費は＄２でいつもと同じです。 

 

12/23（月）1 p.m. ～ 

 VJFS理事会@浦中宅 

 

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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手作りの会：季節のデザート  

 アップル・フラン作りに参加して 

今回の手作りは私のリクエストで実現したアップルフラン作り。知子さん

の手馴れた仕事振りがいつも作っている事を伺わせてくれる。 

参加者がりんごの皮をむき切り目を入れ、タルトの生地を型に引き詰め

る。ヨーグルトや香り付けのおろしレモンの皮も入れたカスタードのような

クリームは健康を気遣った知子さんのオリジナル。オーブンに入れおしゃべ

りをしているうちに良い香りがしてきた。 

少し冷めるのを待って人数分に切り分け皆で頂いた。熱いケーキは又違っ

た味わいがある。とろける様なクリームとりんごの爽やかさ、タルトの香ば

しさがとても美味しかった。（記＆写真：浦中允子） 



 「夢に向かって無心で取り組めば、出会いは偶然では

なく、必然となる。」この言葉を聞いたのはつい最近で

すが、「ありがとう」を伝える旅路を自転車で走りなが

ら、まさにその通りだと思える体験をしてきました。こ

れまで「さくら通信」では2回に渡りビクトリアと特別

な縁がある話をしてきましたが、今回は場所を変えてバ

ンクーバーの話。大切な友人である片桐龍也(かたぎりた

つや)さんのことを書きたいと思います。 

 

 龍也さんとの出会いは2011年のカナダ横断時。それ

も導かれたようなものでした。北米大陸東の港町、ハリ

ファックスからビクトリアへ向けて横断し始めたとき、

知り合いはゼロでした。そのまま横断していたら、ビク

トリア日本友好協会の皆さんとも縁はなかったし、龍也

さんとも出会っていません。ただ、日本を発つ時にひと

つだけツテがありました。川崎で美容師をしていた友人

からの一言：「幼馴染がトロントでTaro’s Fishという

お魚屋さんをやっているから、連絡しみれば」 

 

 これを当てにして、ハリファックスの空港から1通の

メールを送りました。そこから、ありがとうの旅の噂が

トロントの日本人に広まり、月刊紙『日系VOICE』など

から各都市の日系コミュニティへと伝わり、ビクトリア

では友好協会ともつながっていったのです。Taro’s 

Fishでは、ウィニペグのレストランを紹介してもらい、

そこから今度はカルガリーへ、キャンモアへ、バンフ

へ・・・と、紹介先でまだ紹介されながら、西へ西へと進みました。時にはカムループスからケローナへと

遠回りしながら、大陸の西端バンクーバーまで来たのです。出会った人々のうち、カルガリーから西は、ほ

とんどが龍也さんの友人でした。「あんべって言う変わった自転車乗りが行くからバンクーバーに着いたら

よろしくねって、あちこちからずっーと言われてたんだよ。」‐‐‐龍也さんとは出会うべくして出会った

と言えるかもしれませんね。 

 

 その後、龍也さんとは日本でも会ったり、ニュージーランドや台湾を自転車で走っている時もフェイス

ブックなどで応援してもらったり、ごく自然に連絡を取りあってきました。今年の西海岸縦断について一番

はじめに計画を伝えたのも龍也さんでした。そこでも尽力してもらって・・・。例えば、シアトルでは日本

文化会館（JCCCW）というところで歓迎会をしてもらったのですが、それは龍也さんの友人の友人が

JCCCWに共催を持ちかけたからでした。 

 

龍也さんは現在、キツラノにあるZESTというレストランで総料理長をしています。ZESTはバンクーバー

で有名な日本食レストランの一つ。例えば今年のVancouver International Wine Festival のWINE LIST 

AWARDではSilver、Vancouver Restaurant Award でもUpscale Japanese Restaurant部門 で

Bronzeと、ここ数年に渡り、ずっとSilverかBronzeを獲得して続けていて、定評があります。和食レスト

ランですがワインも置かれていて、ソムリエでもある龍也さんがワイン・ディレクターも兼任。エリカさん              
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僕にとって尊敬できる兄貴のような存在 

 ・・・一生懸命何かに向かって進んでいる時の 

              巡り合わせは本物なんだ・・・  



という日本酒スペシャリストもいます。地元の食材を使った和食を目指していて、オーナーシェフのYoshiさん

と龍也さんが中心となって、新しい和食を創り続けています。今年の夏には、撮影でバンクーバーに滞在してい

た渡辺謙さんも定期的に通ってきて、「ここでしか食べられない料理ですね。」と絶賛されたそうです。僕もバ

ンクーバーへ滞在中に必ずお邪魔するのですが、基本的に賄い料理をいただいてます。（笑）  

 

 龍也さんはワーキングホリデーで一度バンクーバーへ来た後、日本へ帰って修行を重ね、カルガリーでイタリ

アン料理店の経験などを積み、再びバンクーバーへ来ました。今でも休みの日には、車を飛ばしてオカナガンへ

足を運び、葡萄畑とワイナリーの訪問を欠かしません。 

 

 直接会って話をする時間は限られているのですが、どういうわけか、龍也さんとはとても濃密な時間を過ご

し、まだ出会ってから2年しかないのに、大事な事を話せてしまう関係。「手に職をつけようと思ってやって、

手に職がつくようなもんじゃない」「あんべはいろいろ考えちゃうけど、シンプルにいこうぜ」・・・。龍也さ

んと話していると、気づかされる事ばかりです。僕にとって尊敬できる兄貴ような存在。2年半前の2011年5月

に、北米大陸を独りで横断する！カナダを自転車で東から西まで行く！日本人の感謝を体現するんだ！と思い

立って、がむしゃらにペダルをこいでいなかったら、出会っていなかった人のひとり、それが龍也さんです。 

 

 一生懸命何かに向かって進んでいる時のめぐり会わせは、本物なんだなと思います。 

（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 

前回までヨガやラフターヨガなどエンドルフィン（快感ホルモン）生成を促す運動についてご紹介してきま

したが、今回は抗酸化物質ピクノジュノールについてお話したいと思います。 

りんごを切って放置すると茶色に変色しますね。鉄を外に放置すると錆びますね。これらは酸化によるもの

です。活性酸素が原因で体内でも日常的に酸化が生じています。普通に呼吸をするだけでも活性酸素は生じま

すが、ストレスや不規則な生活習慣により免疫機能が衰えると、活性酸素が連鎖的に増殖しさまざまな病気を

作り出します。野菜、果物、海草などに含まれる抗酸化物質はその名の通り体内の酸化を防ぐ作用をします

が、中でも松樹皮に含まれるピクノジュノールはとりわけ強力な抗酸化物質として有名です。 

6年前に体を壊し入院して以来、健康を取り戻す方法を模索してきましたが、ピクノジュノールを摂り始め

てからは健康を取り戻しただけでなく、皺や白髪が消え10歳位若返りました。娘の遠視も治り、今では眼鏡

無しで小さな文字を読むことが出来ます。さまざまな体験談を見聞きしましたが、癌や糖尿病、心臓疾患など

にも大きな効果が期待できるそうです。 

ピクノジュノールのサプリはいろいろと出回っていますが、私のお奨めはIsotonix OPC-3です。暴飲暴食

になりがちなホリデーシーズン、抗酸化物質についての知識を身に付け楽しく快適な時をお過ごし下さい。 

（記：リンドリ美穂） 

健康シリーズ④ 抗酸化物質ピクノジュノール 

無料ラフターヨガ（笑いヨガ）セッション お知らせ 
 

日時：12月4日（水）3時～4時 及び 12月10日（火）3時～4時 

場所：Brand New Way Victoria（＃202-606 Courtney St. Victoria） 

 

Michiのラフターヨガ物語： http://youtu.be/ltOu1Q60EZM  

スペースに限りがございますので参加ご希望の方はお早めにBNWのヒサコさ

んまで（250-590-2690）ご連絡下さい。 

http://youtu.be/ltOu1Q60EZM


私が小学生に通うようになる頃、祖父母

にとって長男である父は二世帯住宅を建て

た。祖父母が住んでいた黒光りのする床板

のあった古い日本家屋は壊されたが、隣接

していた物置小屋は残った。その一部を改

造して、父は「ニワトリ小屋」を作った。

それほど面積は大きくなかったが、どこで

手にいれてきたのか、そこに２羽の雄鶏と

１８羽の雌鶏が放たれたのを覚えている。

当然ながらニワトリの世話は子供たちであ

る兄と私の役割となった。まだひよっこ

だったニワトリたちに、残飯や、鳥の餌、

カキの殻を砕いてやるのだが、そこで私は

理科の教科書で習う以前に「刷り込み」と

言われる習性を体験した。自分の後ろをつ

いて小屋を何周も巡るニワトリたちはなん

とも愛おしかった。と、同時に、人間社会

よりもむしろシビアな弱肉強食のペッキン

グ・オーダーを目の当たりにしたのも事実

である。とある日、いつものようにニワト

リ小屋を訪れると、雄鶏の１匹の鶏冠が半

分ほどもぎ取られたかのようにぶらさが

り、血だらけになっていた。数日後、家の

前の土手を歩いていると、前からやってき

た近所のおじさんに「お前んちの雄鶏が河

原にいたぞ」と声をかけられた。ヒエラル

キーに耐えられなかった雄鶏が１羽、根を

あげて逃げ出したのだった。 

２０羽近くの雌鶏からは、毎日のように

新鮮な有精卵が産まれた。が、ある時期、

急に卵の数が激減する。雌鶏が２羽ほどニ

ワトリ小屋と隣合わせにあった、その昔味

噌小屋と呼ばれていた場所との隙間に入り

込むのを見つけ、一番身体の小さい私が偵

察に潜りこむこととなった。２羽の雌鶏

は、弱肉強食の忙しない世界から離れ、何

十個にもおよぶ卵を羽化させるべく温めて

いた。が、母曰く、温めるのが下手すぎ

て、ひよこに孵っていく様子が見られな

い。かくして、定期的に人間の食用に卵を

早めに奪いとるか、温めても羽化できな

かった卵たちを雌鶏にストレスにならない

よう少しずつ奪いとるのが私の新たな役目

として課された。この羽化できなかった卵

は、裏庭のコンポストに運んでいった。そ

こで廃棄となるのだが、卵の殻は繊細なも

の・・・どうしてもコンポストの傍らで十

数個の卵が割れることとなる。普段食して

いる卵が「命」であると知ったのも、成長

段階をまともに映し出していた羽化されな

かった卵の残骸からだった。十数年後、学

生時代に友人の下宿先に遊びに行った際、

郷土料理と出された「キンカン」を私がど

うしても食せなかったは言うまでもない。 

前置きが長くなった。卵は日本では安価

で栄養のある食材。しかし、ここビクトリ

アではそれほど安くはない。いわゆる伝統

的なブレックファストにこれでもかと調理

法だけを変えた（なぜ野菜を足したりとい

うような工夫が加えられないのかが不思議

でしょうがない）卵料理が人気なのに、そ

の値段が高いのは私には解せない。それな

らニワトリを飼ってしまえばいいじゃな

い、と思い立っていざ実験・・・と言いた

いところだが、今度ばかりはすぐに実践に

は移せないため、準備段階としてリサーチ

をかけることにした。 

 

バックヤード・チキン（裏庭で飼う鶏） 

調べてみると、ビクトリア周辺ではそれぞ

れの地域によって条例が違う。庭の大きさ

により、飼われてもよいニワトリの数が

違ったり、雄鶏は騒音のために飼ってはい

けなかったりするようだ。 

私が現在住んでいるオーク・ベイでは 

・要パーミット 

・庭の大きさによって５～１０羽まで 

となっていた。 

卵は商用には出来ず、家庭での消費が前提

で、近所からにおいなどに対してのクレー

ムがあれば、監査が入ることになる。 

 

 ニワトリを飼うメリットは多々ある。残

飯処理をしてくれるし、時間を決めるなど

して小屋から放てば庭の虫の駆除にもな

る。抗生物質や防虫剤などの入っていない

新鮮な卵が食べられる。フンはガーデニン

グに使用できる。そして、ニワトリは私た

ちの想像以上に「ペット」としてもかわい

い。 

 というわけで、シイタケ原木栽培ととも

に裏庭でニワトリを飼うことを一人想像し

て楽しむ筆者であった。 

（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 
 

１２月の理事会は２３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
 

 

 

 

●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。 

 

今月は１５日にクリスマス・年末恒例 カラオケ紅白歌合戦がありますの

で、１８日のカラオケ・ポットラックはお休みです。 

 

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＞ 
 

      クリスマスギフトに最適！ 
 

 ⦿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。 

   

さくら通信の新しい編集人としてご挨拶したのが半年

ほど前のこと。気がつけば、もう今年も残りわずかと

なってしまった。この時期、何も予定がなくてもなん

だかバタバタと忙しないのに、この師走はさらに輪を

かけて忙しない・・・出産を控えているため、１月号

からはしばらくの間、編集人をお休みさせてもらいま

す。仕事を数日前に終え、そう広くない冷凍庫をなる

べく多くの手作り料理ストックで埋め尽くし、日用品

を買いためて、クリスマス・ベーキングを早めに行

い、家周りのことを夫に説明し・・・こんなmindful

な毎日で新しい人を迎えることができるのでしょう

か。とはいえ、新生児にまつわる書籍を寝床脇に積み

上げて拾い読みしては、「ほぅ、こんな未知の世界が

あったのか」と感心しながら眠りたいのに眠れない妊

婦な夜を過ごしています。一皮むけてカムバックした

いものです。 

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

