
 
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。  １２月１５日に恒例の紅白歌合戦が和やかな雰囲気の中、浦中家で行われました。存じては

おりますが、プロ顔負けの中川さんの司会に始まり、皆で「聖しこの夜」と「 ふるさと」を合

唱し、赤と白に別れ、歌合戦が始まりました。 

まあ、こんなにお腹の底から笑ったのは久しぶりです。皆さんのすばらしい仮装, 表現力には

ただただ脱帽でした。本当にすばらしかったです。楽しいひと時に感謝です。私も１年かけて

浦中さんご夫婦のもとで修行して、来年は皆さんを笑わせてみたいと、ひそかに思ったりして

おります。その後は皆さんと美味しいお料理を頂きました。来年はどうぞ皆さんも是非ご参加

ください。よしこ 
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1/15 (水) 2p.m.～8p.m. 毎月恒例 ポット

ラック カラオケクラブ 浦中宅 4103 

Tuxedo Dr.  
Tel: 250-995-8501 
 
 

1/26 (日）恒例もちつき新年会  

3p.m.~6p.m.Esquimalt Recreation Centre  

今年度３回目の日系協会、日本語学校と友

好協会３グループ協賛の新年会が催されま

す。会員のみ参加できますので是非お出か

けください。沢山の催し物が用意されてい

ます。臼ときねを使った人気の餅つきにも

参加下さい。 

ポットラックのデナーですので、一品お皿

をお持ち下さい。デザートは会で用意しま

す。また当日ボランテアできる方は、下記

の実行委員に連絡下さい。浦中250-995-

8501，岡田250-477-4355 

 
                    
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

年忘れ紅白歌合戦   

 １月 イベント 

謹
賀
新
年 

 
 

 
 

 

ビ
ク
ト
リ
ア 

 
 

日
本
友
好
協
会
理
事
一
同 



 健康シリーズ⑤ 

Page 2 

❀さくら通信❀   

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回は活性酸素による酸化がさまざまな病気の元凶になるため抗酸化物質についての知識を身に付けること

の重要性について触れましたが、今回は酸性食品・アルカリ性食品についてご紹介したいと思います。 

体は血液が中性（ｐｈ７前後）に保たれるよう常に調整していますが、酸性に偏った食事をすると骨や歯な

どに保存されているカルシウムやマグネシウムなどのアルカリ性ミネラル類を中和に使うため骨祖しょう症

や虫歯になりやすい体質になるそうです。この酸性・アルカリ性というのは消化後のｐｈレベルを指すもの

で、レモンやグレープフルーツのように一見酸性のように思えるものもアルカリ性食品であったり、ブルー

ベリーやクランベリーのように栄養価の高いものが酸性食品であったりします。 

酸性だから悪くアルカリ性だから良いというものではなくバランスの取れた食事が大切ですが、肉類・乳製

品・砂糖・インスタント食品・酒類・コーヒー・炭酸飲料は総じて酸性食品に分類されますので、これらを

摂る際にはアルカリ性の野菜や果物も同時に摂られることをお薦めします。骨祖しょう症や虫歯予防にはカ

ルシウムやマグネシウムを補給することも大切です。 

私は手抜き料理であまり良い食生活をしているとは言えないためサプリに頼っていますが、体がなんとなく

酸性に偏ってると感じる時は梅干をかじったりホットレモンを飲むようにしています。    

（記：リンドリ美穂） 



 

 

 

 

 

 

読み物記事 
年末年始のお休みはみなさんはいかがおすごしですか？日本は寒波におそわれております。

と、言ってもビクトリアに比べればすこーし暖かい感じでしょうか。ここにかせていただき

5回目。ビクトリアを訪れてからもう半年です。今回は少し最近の個人的な話をさせていた

だこうかなと思います。 

 

実は１２月から岡山県に来ています。岡山県PRスタッフとしての仕事で、その名も「晴れ

男・晴れ女」。岡山は年間降水量が全国で一番少ないところです。北からは中国山地、南か

らは四国山脈にさえぎられ、雨雲が発達しづらい地形なのです。さらに瀬戸内海に面した県

南は温暖な地域でもあります。そこで晴れの国おかやまを謡っており、PRスタッフの呼び名

は晴れ男晴れ女になりました。 

岡山県は、県民の地元愛着度が全国で下から3番目。（ちなみに僕が生まれ育ち特別な愛着

を持っている埼玉県は最下位・・・）しかも全国的認知度が低い。「岡山に新幹線の「のぞ

み」が止まるの？」なんて、言う人もいるくらい。止まりますよ、のぞみは（笑）。おまけ

に財政的に厳しい県。都道府県別公務員の平均給与は全国最下位。 

そこで今年度、国からの雇用関係の予算を使って、全国へのPRにもつなげようと考えたの

が、PRスタッフの募集でした。この募集は広く話題になり、全国から237名の応募。僕も東

京のラジオ局の放送で知ります。選考で6名が採用、その中の一人が僕です。 

仕事初めの様子は、地元新聞や民放だけでなく、NHK岡山放送局でも取り上げられるくら

い大々的に注目されました。ある意味、ここまでで岡山県のPRは成功なわけですが、僕ら

「晴れ男・晴れ女」にとっては大事なのはこれからです。 

僕は、社会からはみ出していましたので、拾ってくれた岡山になんとしても貢献したい。

「どうやって、岡山のPRしようか。全国の岡山人を目覚めさせようか。」と考えています。 

とは言っても、僕がこれから何をしようかは想像がつきますよね。あれで走ります。まだ

守秘義務があるので、はっきり言えませんが・・・。今回はテレビ番組ディレクター経験が

ある方（同じ晴れ男の1人）が密着するかたちで、二人コンビを組んでやっていこうと考え

ています。 

すべて岡山県が公式で作る特設サイトで見られるようにしていく予定です。日本のきれいな

景色と、あれで走る中年の様子をビクトリアから2014年は楽しんでくださればと思います。 

 

オマケ：滞在しているのは岡山市からの電車で20分の倉敷です。倉敷は、大原美術館や倉敷

川と柳並木、白壁の倉や建物が有名ですよね。その美観地区の古民家街のど真ん中に滞在し

ています。古民家ですので、立付が悪く、引き戸が明けづらかったり、閉じても隙間ができ

たり・、廊下に傾斜があったり。さらに寝るときは毎晩畳に布団を敷いています。古き良き

日本の面影たっぷりの中で過ごしています。安部 良記 
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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 18 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 
 １月の理事会は２０  

日 （ 月 ） 1 p . m か ら  

浦中宅(4103Tuxedo Dr.)

で行われます。会員の

方々の参加も大歓迎で

す。 



２月２５日(火)に、リッチモンド日帰り買い物ツ
アーを企画しています。朝８時半にSwartz Bay 

Ferry Terminalの待合室で集合予定。４月からシニア
のフェリー代が今まで無料でしたが半額を払うよう
になります。この機会を利用して、シニアの方ばか
りでなく会員の皆さんと、｢ヤオハン｣や｢ダイソー｣
で買い物をして、皆さんとランチを食べてビクトリ
アに戻る予定です。参加希望者は、瑛(250-598-

4416)まで連絡下さい。   

バンクーバー日本総領事館より 

 

●３月８日(土)、午前９時から午後３時まで領事館バン

クーバー島出張サービスを行います。今年度から以前

の土日に２日間半日をカモーソンカレッジの教室を使

用していましたが、ダウンタウンのRedford Regency 

Hotel で行われます。詳細は次号２－３月号でお知らせ

します。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。 
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３月から健康な体力作りのため、毎月第４火曜日に朝１０時集合

し、ラジオ体操ト１時間程歩く会を企画しています。場所は毎月

違った公園で集合し、そこを起点に散歩の予定です。興味のある方

は、浦中(250-995-8501)または岡田(250-477-4355)まで連絡くださ

い。 

＜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 Col-

lege Lansdowne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 ✎ 

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


フィリピン台風義援金  

 

今年は、今泉ユカさんの痛ましい交通事故死の直後からご家族

のお世話や警察、弁護士、ICBCの手続きなど協力して、ご家

族より幾度かに亘って寄付金をいただきました。理事会で

emergency fundとしてコミュニテーや災害等に使う規定にし

ました。１１月に起きて東日本大震災より死者を出した未曾有

の被害を懸念して、たまたま１２月の理事会があった２３日に

カナダ政府が民間と半々の義援金を提供する最後の日でしたの

で、急遽３５０ドルをカナダ赤十字社を通して寄付することを

決め理事会終了後赤十字社にかけつけました。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, Ma-

triskin, 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。 

（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＆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。参加は唄を歌わない方も

ポットラックランチと唄の聞き手に回っ

て参加しています。また１月は１日が祝

日のため、第３水曜日の１５日になりま

す。 
 

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

編集後記 

今年度「さくら通信」の編集を快く承諾し

て、バラエテーがあって楽しい紙面創りを努

力されている若菜さんですが、先月号に書か

れたように、出産のため一時編集を休業し、

１２月２０日に無事うまれた女児茜ちゃんの

育児に専念されます。そのため今月はピンチ

ヒッターで経験未熟な私が編集に携わること

になりました。早く若菜さんが編集に戻られ

る事を祈ってペンを置きます。その代わりベ

ビーシターは任せてください。知子       

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
http://www.shop.com/VictoriaCanada
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 

mailto:ma.victoria@live.ca

