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❀さくら通信❀   

 

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 

 ツアーの後、庭園内にあるTea House (Cary Mews )で昼食 

 

6/23（月）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

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」を作成。  

 ６月のイベント 

 ７月の予定 

7/10（木）10 a.m.～  

 毎月恒例ラジオ体操と市内公園巡り 

 Polo Park (Polo Cl.の近く。North Sannich。朝10時に現地集合です。） 

 

7/16（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

    今月第一水曜日（7/2）はカラオケ・ポットラックはお休みですので、お間  

 違いのないように。 

 

7/21（月）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

7/24 （木）1 p.m.～ 

毎月恒例手作りの会「とぼけネコ」作り 

 

7月中に講演会を予定しています。詳細は追ってメールにて会員の皆様にお知らせ

いたしますのでお待ちください。 



ガバメント・ハウス ツアー 
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❀さくら通信❀   

 6月21日土曜日、お天気にも恵まれ、11名がガバメントハウスのオープンハウスツアーに参加して官邸内を

見学して来ました。石創りの素晴らしい建物と、官邸内から見えるアメリカのオリンピック山脈は最高の景色

でした。庭園内のTea Houseではランチを頂きました。Tea Houseでボランティアをされていた瑛さんにお勧

めのランチを教えて頂き、美味しいランチタイムを皆さんと楽しく過ごす事が出来ました。有り難うございま

した。又、英国風の庭園も素晴らしく、バラ園、ハーブガーデン等散策しました。お天気も良く緑に囲まれ、 

青い空と調和した庭園内。空気も美味しく、改めてまた一つビクトリアの良さを感じました。参加された皆

様、楽しい時間を本当に有り難うございました。（記：内藤三代子、写真：浦中允子） 
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❀さくら通信❀   

 とぼけ猫作り 

 ６月の”猫”作りの集まりには１１名が参加しました。

皆さんそれぞれ雑談をしながら４時間程楽しい時間を浦中

宅で過ごしました。７月にこの続きが有りますので、今回

参加できなっかた方は是非来てください。允子さんがパ

ターン等準備をしてくださいました、知子さんは素敵な生

地等提供してくださいました。私はスークのビーチから小

石を持参しました。（記：洋子Currie） 

 7月の手作りの会では6月に引き続き、「とぼけ猫」

を作ります。ご自分のためやプレゼント用に作られて  

もいいですし、11月のバザーで販売されるとちょっと

したお小遣いになるかもしれません。一つ一つが個性

的でとても可愛いです。大勢の方の参加をお待ちして

おります。なお、材料調達のために参加人数を把握す

る必要がありますので参加希望の方はお手数ですが浦

中宅までご一報下さい。（浦中宅：250-995-8501）  

 参加希望の方は、裁縫道具、１cm以下のボタン、

綿、鉛筆、ボールペン、ボンド、布(一つ分はこちらで

用意します）など、手持ちのものがあれば持参して下

さい。 

 ６月２１日午後６時より、ヴィクトリア日系文化協会の２０周年祝賀会が副総領事内田 晃氏の臨席のもと盛大

に行われました。日本友好協会からも会長と理事がお祝いに駆けつけました。海鳴り太鼓の演奏で祝賀会がはじ

まり、各テーブルでは日系史を中心とした２０問のクイズに頭をひねり、ディナー、２社と会員８名の感謝状の

贈呈に移り、一人ひとりに感謝状の解説がありました。部外者には少し退屈でしたが、故郷ダンサーズの登場に

また、会場はお祝いムードに。とくに参加者が踊りの輪のなかに入ったことでパーティが盛り上がり、内田氏も

ニコニコと踊っていらっしゃいました。 日本友好協会も来年は２０周年を迎えますので、この祝賀会で気づいた

ことや、会員の皆様のお知恵を拝借してより良い祝賀会にしたいと思います。（記：正美Barcley） 

 ヴィクトリア日系文化協会２０周年祝賀会に参加して 

 健康シリーズ ⑦ 

 お酒代、タバコ代、コーヒー代、お菓子代、ジュース代、外食代、薬代など

に毎日どのくらい使われるか把握されていらっしゃいますか？私はこれらの代

わりに毎日$1.65を健康に投資します。 

 コーラをたまに飲んでも体に大きな影響はないかもしれません。Isotonix 

Daily Essentials Kitをたまに飲んでも体に大きな影響はないかもしれません。で

もこれらを毎日続けると10年後には雲泥の差になります。(継続は力なり) 

肉類には多くの薬品やホルモンが使われ、魚介類には水銀が含まれていると聞

きます。野菜や豆、果物類も遺伝子組み換えや農薬などの影響で３０年前に比

べると栄養価は半減し、食事だけで必要な栄養が摂れている人は人口の５％に

も満たないそうです。神経質になるのは逆によくありませんが、体に害のある

食品はなるべく避け、抗酸化物質や効果の実感できるサプリを賢く取り入れ免

疫力を高めましょう。健康な体は病気になることができません。小さなことの

継続で病気に負けない健康な体作りをし人生を謳歌しましょう。  

 

健康に関する無料相談は778-977-0797迄お気軽にご連絡下さい。 

2005年11月 35歳, 154cm, 37kg   

夫との離婚後、ストレスを癒す

間もないままがむしゃらに働き

体を壊しました。7年前に入院し

た当時の写真はほとんどありま

せん。酷い状態でした。 

2014年5月 44歳, 154cm, 45kg  

健康に感謝して毎日を楽しんで

います。小皺や白髪が消え視力

が回復し体調も良好で18歳に

戻った気分です。 

理事会のお知らせ 

 

7月の理事会は２１日

（月）1 p.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。 

tel:250-995-8501


 ワールドカップブラジル大会が始まり、大好きなサッカーを毎日観られてとても楽しい毎日なのです

が、日本で放送されている時間は明け方から午前中。ブラジルとはちょうど12時間の時差があって、現

地時間夕方６時キックオフの試合は、日本では明け方６時。（ビクトリアとの時差は4時間でしょうか）

早朝のキックオフにあわせて起きているので、自然と早起きになります。5時起きが普通です。観たい試

合が少し後でも起きる時間は変えずに、読書したり、勉強したりして過ごしています。寝起きは頭が

スッキリしていていいですよね。読書もぐんぐん進む、勉強も効率よくできます。起きて30秒もしない

うちに本を広げているときでさえも。 

 サッカーを観るための早起きから改めて感じるのは、早朝

という時間は、1日の鍵だ、ということです。早起きは三文の

得とは言われますが、三文どころではなく、朝でその日が決

まります。 

 たとえば通勤ラッシュをみてみても、朝早く動いてしまう

ととてもいいです。ビクトリアだと通勤通学の満員電車とい

うのがありませんが、日本ではよくある光景です。車内に

ギュウギュウ、息もできないくらい。乗っている時間はほと

んど何もできません。じっと耐える、耐える、ひたすら耐え

る・・・。とてもしんどい時間です。朝から疲れてしまいま

す。 

 だから都内で働いているときには、朝6時20分ごろの電車にのり、空いてる間に職場のそばまで移動

し、出勤時間までカフェで勉強したりしています。電車での移動時間は同じですけど、空いている車内

であれば、読書でも何でも出来る。おしくらまんじゅう状態で過ごしていく苦しい時間とはぜんぜん違

います。カフェも開店直後なので、ガラガラです。店員さんに顔と好みを覚えてもらえるので、注文も

スムーズ。疲れないし、勉強できるし、集中できるし、いいことづくしです。余談ですけど、早朝のカ

フェって、毎日同じ人が同じところに座り、同じような事をいつもやっているんです。朝の重要さをわ

かっている人たちなんでしょうね。 

 このラッシュを避けた早朝は、観光地でもとても有効で

す。先月こちらで苔寺の話を書きましたが、あの時京都に

滞在していた数日間も毎日5時に起きて、その日の目的の

場所に行っていました。例えば清水寺。開門時刻が朝の6

時からで、バスも（路線によりますが）6時台なら10分1本

ペースで動いています。日中は大賑わいの清水寺も、7時

過ぎぐらいではまだ誰もいません。清水の舞台から朝の美

しい空気に包まれた京都を一望できるのです。もちろん産

寧坂や二年坂もお店はまだ開いていません。早朝は京都ら

しい町並みを静かに歩ける絶好の時間です。掃除され、清

められた朝の道を歩くのは何事にも換えがたい清清しい気

持ちになれます。そこから北へ、知恩院、南禅寺、哲学の

道、銀閣寺と散策するのが僕の中で定番になってます。 

 ちょうど1年の中でも一番日が長いこの時期。早起きしても、外の明るさを気にせず何でもできます。

どこでもある1日の中のはじまりの「朝」を上手に使っていきたいなと思う、今日この頃です。 って、

この文章は夜書いてるんですけ

ど・・・（汗） 

 

 早起きでその日が決まる・・・ 
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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 



 愛が止まらない。いまだかつてこれほどまでに一

人の人間に頭の中を占領されたことがあっただろう

か。その胸キュンたるや、初恋など比ではない。

（授乳していれば実際に胸が張ってくるのだから胸

キュンは身体的な反応でもある）なんたって私は

今、箸が転んでもおかしい年頃あらため、おしっこ

をひっかけられても愛が止まらない年頃にあるの

だ。 

 それでもどうしてだろう、自分が母親であるとい

う実感が湧かない。確かにアカネは私のお腹の中で

十月十日を過ごし、生まれてきた。休みなき母親業

の最中にありながら、自分が「母」であることがい

まいちしっくりこない。友人との会話の中で「アカ

ネちゃんのお母さん」と呼ばれ、夫にも「マミーが

帰ってきたよ」と呼ばれても、だ。しばらくその理

由を考えたあげく、「お母さん」というのは社会的

コンテクストの中でより強く感じるものであって、

だとすればアカネがデイケアや学校に行き始めれば

自然とその名称に囲まれ慣れていくのだろうという

結論にたどり着いた。 

 アカネが4か月半を迎えるころ、2人で日本へ一時

帰国した。私の両親がアカネに会うのはこれが初め

てで、私はカナダへ1年半前に移住して以来初の帰

国、実家への帰省は実に3年ぶりだった。 

 旅路は厳しいもので、自分が寝られない、食べら

れない、座れないのは置いておいて、アカネが眠れ

ず食べられずいつものアカネでいられないのがいた

たまれなく、もう二度とこんな旅はするものかと

思った。 

 だが、実家での滞在は初めの数日こそ皆が足踏み

をそろえるのに苦労したものの、それはそれは居心

地のよいものだった。飼い犬が吠えるとアカネが泣

くのを気遣って、父は犬が起きだす前の朝4時に居

間で散歩のスタンバイをしてくれた。アカネの昼寝

のリズムを覚えると、出先から戻るときに忍び足で

玄関を通って入ってきた。母は毎晩夜中に一度私た

ちの様子を確認しに、ひっそりと顔を出し、毎朝5

時半に起きだすアカネを一番にあやしにきてくれ

た。朝7時には私の朝ごはんが用意され、食事をし

ている間はアカネを抱いていてくれた。これは朝ご

はんだけではなく、昼も、夜もだった。洗濯、買い

物はさることながら、アカネのおしりふき用ガーゼ

も毎晩母によって手洗いされた。 

 滞在中に着られなくなったベビー服を母がお隣さ

んに持っていくと、翌朝いちごとタケノコが届い

た。土手を母とアカネと歩いて近所の人に会えば、

今畑から戻ってきたところ、とアスパラガスが手渡

された。両親が一日留守にすると、母の友人はお弁

当を作ってお昼に届けに来てくれ、お茶の時間にお菓

子をもってきた別の友人は一緒にアカネと散歩をして

くれた。それは40年前に嫁いだ先で築き上げた母の

ソーシャルネットワークの為せる業だった。  

 至れりつくせりの滞在で、私は三食しっかりご飯を

食べ、母乳がたくさん出て、お風呂につかり、アカネ

と一緒に昼寝をし、授乳の合間を縫って小説まで読ん

だ。家事と育児で荒れ放題だった肌はつるつるになっ

た。 

 ああ、ここにも愛が止まらない人がいた。アカネが

生まれても、母はどこまでも私の母だった。私がアカ

ネにしていることを、アカネのお世話を手伝う形では

あるものの、母は私にしてくれているのだった。そう

して、弾丸でしか帰省したことのない過去20年間の自

分を、また母がしてくれることを当たり前のようにと

らえていた自分を深く反省した。 

 多くの先輩ママたちに、子供が生まれると両親に深

く感謝をするようになると言われていた。が、私は感

謝するどころか、両親の気持ちに近づくことすらな

かった。なのに、だ。不覚にも空港で涙したのは、母

ではなく私だった。その涙は数週間枯れることなく、

ビクトリアに戻ってきてから初めてホームシックに悩

まされた。母になった自分が最も母を必要としている

ことを痛切に感じ、アカネの日々の成長を母と共有で

きないことを心底残念に思った。母になって母が恋し

いとは・・・。私が感謝したのはアカネに、である。

アカネが生まれてこなければ、おそらく一生「お母さ

ん」という名称の重みに気が付かずに過ごしていただ

ろう。 

 日本に到着して空港でアカネに初めて会った母は、

アカネをそれはそれは大切そうに抱きしめた。その一

瞬だけで一時帰国した意味があった。 

 私が母であることを教えてくれたのは、実に私の母

だった。（記：高井MacLean若菜） 

 あかねのあのね 
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☆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 Col-

lege 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 ✎ 

梅雨晴れ間 

 紫陽花のコウベたれたる梅雨真中…  キャベツは葉っぱ何枚かに成長すると巻き始

めてキャベツらしくなると言うのが通説ですがウチのそれは巻かずに花が咲き出し

てしまいました。この花芽が茹でて善し、炒めて良しでとても美味なのです。 

 それを食べ終え、引っこ抜いてしまおうと相棒のH君に言ったら彼曰く「花の咲か

ないキャベツは巻くかも知れない」としばらくそのままにしておいたら、な、何と

ずっしりと重いキャベツとなったのです。蝶々か蛾の幼虫に食べられて

いましたけどもちろん美味しく頂いたことは言うまでもありません。

（記：好岳） 

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.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


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。 

今年も畑の季節がやってきた。去年よりも規

模を小さくしたが、日本からスーツケースに

忍ばせてきた種をまくと、大根、かぶ、春

菊、小松菜が元気に芽を出した。と同時に、

畑のすぐそばでシカの落し物が見つかった。

急げ急げと、シカ対策用に釣り糸で囲いを

作った。釣り糸は目に見えず、飛び越えるこ

とができないで、シカの顔に当たり、びっく

りして逃げるのだとかなんとか・・・。シカ

と人間の知恵比べ、軍配はどちらにあがるの

か。さすがに育児に忙しくて、去年のように

情熱を注ぎこんだヘリテージ・トマトを種か

らは育てられなかったが、苗をいくつか購入

した。こちらも楽しみだ。 

編集後記 

♪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） 

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。 

                       
[ビクトリア日本友好協会理事一同] 



 

 

 
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

