
 
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。 

9月の散歩の会は11人の参加者を迎え、まさに天高く感じられる澄みきった青空の

広がるロスベイ墓地内で、懐かしいラジオ体操第1－2を浦中氏の指揮の下に行い、

日系人の歴史に関係する埋葬場所を散策しました。 

私自身小さい頃から、春秋のお彼岸には日暮里谷中の母方のお寺へ、またお盆には

父の故郷の岐阜の墓地にお参りに行った懐かしい思い出があります。日系人の墓地に

興味を持ったのは、日系三世の主人が日系人の移民史を修士論文のテーマにし、その

手伝いをした事と、私自身長期に亘って移住者・難民定着の仕事に携わった関係でど

んな民族の人が埋葬されているのか興味を持ったことから始まります。1988年から

埋葬記録と墓石の調査を始め、Ross Bay Cemetery  ツアーに参加したり、日本人

墓地のツアーのスピーカーとして何度か呼ばれました。お墓を調べることで当時の生

活状態、習慣、歴史なども見えてきました。 

埋葬記録を見ると死亡理由や牧師など会葬者の名前なども載っていて、ビクトリ

ア・アーカイブで当時の死亡記事やディレクトリーを見ると詳細がわかります。 

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❀   

 

9/3（水）2～8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/11（木）10 a.m. ~ 

 ロスベイ墓地散策＆日系人の歴史の旅 

 当日はShopping Centre Thrifty Foods入口前に  

 集合。ラジオ体操は架け橋にて。 

 

9/15（月）12 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会昼食理事会 

 

9/17（水）2～8 p.m. 

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/25（木）1 p.m.～ 

 手作りの会 布製ブローチ作り。参加費は5ドル。（材料費込） 

ラジオ体操とビクトリア在住日系人の 

歴史をたどる散策 

 9月のイベント 

理事会のお知らせ 
 

１０月の理事会は２０

日（月）1p.mから岡田  

宅で行われます。会員

の方々の参加も大歓迎

です。 
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 １０月の予定 

10/9（木）10 a.m. ～ 

 ラジオ体操と市内公園めぐり 

 Mt. Tolmie 頂上駐車場に午前１０時に集合します。 

 

 

10/15（水）1 ～ 4 p.m.   

 ポットラック＠岡田宅 

 

 

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。 

（写真：浦中允子） 

 

10/20（月）1 p.m. ～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会@岡田宅 

 

 

10/23 （木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会＠岡田知子宅  

 サラダドレッシング作り 

たとえば１９１８年のVictoria Directoryには1501 Government St.に日本から最初の移住者として

知られる長野万蔵（1977年着）が経営するNagano J & M Company, 1407 Store St. Nakasone理

髪店 , 642 Broughton St. Ise Taylorなどが記載されています。また1919年には世界中に広がったスペ

イン風邪で日系社会にもかなりの犠牲者が出ています。カナダでの最初の男女の埋葬もこの墓地で行われ

ました。1887年に男性は船乗りのムネヤマヨシタローがインナー・ハーバーで逗留していた船のマスト

から落ちて亡くなりました。26歳でした。女性は長野万蔵の最初の夫人つや(24才)と長女はる(生後7日)

で1893年に亡くなっています。1867年の明治維新以来かなりの人が民間レベルで日本を飛び出し、

1901年の人口調査ではBC州に4597人の日本人が居住していました。 

日本の先祖代々伝わる墓地と違い、移民者で国が成り立つカナダでは、どこの墓地でもパイオニア時代

の墓石には国、地域の名前や～村出身という石刻が多く見られます。（記：岡田知子） 
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 ブローチ作り 

  11月9日に行う 「秋のバザー」についてのお知らせ 

 

すでに理事会より会員の皆様に「秋のバザー」についての案内が届いていると思い

ます。日頃ジャムやピクルスを作ったり、お菓子やクッキーなどを焼いたり、また

は小物などを作っていて(その他商品となるものであれば何でもよいです）出店さ

れたい、あるいは参加ご希望の方は早めにお申し込みくださいませ。 

 

参加方法は、1テーブルにつき、15ドルをお支払いいただくのみです。 

  

どしどし、ご参加くださいませ。 

 ９月２５日（木） 浦中宅で布製ブローチ作りをしました。秋の訪れがメープルリーフの紅色のカーペット

に感じられる季節になりました。今月の手作りの会では布の端切れでブローチを作りました、参加者は９名。

いつもの様にオシャベリをしながら３時頃には夫々作品が出来上がりました。手の早い（口もかな？）私は遅

い人達を手助けせずにいられず、ツイツイ手を出してしまいましたが、皆さんご自分の作品を胸につけ誇らし

げでした。「女子会」の間には5人の「だんな会」も話しに花が咲いているようでした。来週日本に旅行され

る浦中ご夫妻ですが、スーツケースもパッキングしていないのに、いつものように自宅を会の為に開放してく

ださり、有難うございました。（記：Currie洋子、写真：浦中允子） 
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健康シリーズ ビタミンB群 ウィキペディアからの引用② 
 健康シリーズ⑨ではビタミンＢ群のうちビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシンについてご紹介致しました

が、今回は残りのビタミンＢ5、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチンについて同様にウィキぺディア

から引用してお知らせ致します。 

 

ビタミンＢ5（パントテン酸）：糖代謝や脂肪酸代謝において重要な反応に関わる物質。食品中に広く存在し

通常の食生活を送る上で丌足になることはあまりない。乾燥酵母、卵、牛乳、レバー、糸引き納豆、きな粉、

落花生、干し椎茸、さけ、いわし等に多く含有される。 

 

ビタミンＢ6：アミノ酸代謝や神経伝達に用いられ、丌足すると痙攣やてんかん発作、貧血などの症状を生じ

る。抗生物質の使用によって丌足することがある。抗結核薬のイソニアジド(INH)とビタミンB6は、しばしば

併用される。 

 

ビタミンＢ12（シアノコバラミン）：すべてではないが多くのビタミンB12の機能は十分な量の葉酸によって

代替される。ビタミンB12欠乏症は潜在的に深刻で丌可逆的な障害を脳と神経にもたらしうる。通常よりもわ

ずかに丌足しているレベルでも、疲労、抑うつ、物忘れのようなある程度の症候が現れることがある。 

 

ビタミンＢ9（葉酸）：丌足するとDNA生合成に支障を来し分裂の活発な血球合成に障害が起こり赤血球障害

や悪性貧血、免疫機能減衰、消化管機能異常、心臓病、大腸ガン、子宮頸ガンのリスクがあるとの報告があ

る。レバー、新鮮な生野菜や果物が良い供給源となる。大量の飲酒は葉酸の吸収および代謝を妨げる。 

 

ビタミンＢ7（ビオチン）：酵母、レバー、豆類、卵黄などに多く含まれ通常の食生活において欠乏症は発生

しない。欠乏すると白髪、脱毛、湿疹あるいは炎症など皮膚症状、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症、皮膚や粘

膜の灰色退色や落屑、結膜炎、筋肉痛、疲労感、食欲丌振、味覚異常、血糖値上昇、丌眠、神経障害、リュウ

マチ、シェーグレン症候群、クローン病など膠原病群の免疫丌全症、1型及び2型の糖尿病の起因になること

がある。アレルギー症状を緩和し、皮膚を作る細胞を活性化させ、老廃物の排泄を促し、皮膚機能を正常に保

ち、コラーゲンやセラミド（細胞間脂質）などの生合成を高める働骨などに炎症や変形をともなう病気の治癒

を促す働きがある。ビオチン投不によりインスリン抵抗性が低下することや、粘膜部位の炎症、皮膚疾患、血

糖値が改善することが知られている。 

 

 私は若い頃から低血圧で貧血気味でしたが、ベジタリアンになってから更に貧血症状が悪化したので鉄剤を

摂るよう薦められていました。ただどんな薬も副作用はあるものなので自然療法で良いものはないかと調べて

いた際ビタミンＢがストレスを解消し体力増進に役立つことを知りました。ビタミンＢサプリメントを摂り始

めてからヘモグロビンや鉄が平均値になって体力が上がり疲れにくくなりました。ビタミンＢは脂肪をエネル

ギーに変換させるため痩身効果も期待できるそうです。錠状のビタミン剤は１０％～３０％程度しか体に吸収

されないそうなので、液状のビタミンＢサプリメントをお薦めします。（記：健康オタク） 

お箸の使い方 
 あるTV番組にゲストとして出演していました。今や知らない人のほうが多くなってしまったかも…ご存知姉妹

漫才師の内海桂子好江の桂子師匠でした。彼女は妹御が亡くなった後もピン(ひとり)で寄席に出ていますが、今

年92才とのことです。和歌山名産南高梅を試食するシーンでした。お箸でほぐそうと箸を付けたのですが何せお

年、上手くほぐせません、「ごめんなさいねぇ」と謝ってほぐさず丸かじりしました。その時の箸と皿の持ち方

の品の良いこと、綺麗なこと!! 謝り方といい、箸の持ち方、食べ方といい、和服、ヘアスタイルは正に江戸文

化、江戸っ子らしい振る舞いに嬉しくなってしまい思わず拍手。今やTVでグルメ番組が大流行、食レポと言われ

る奴らの箸の持ち方の何とダメなこと!! 感想コメントの下手で情けないこと。最悪なのは口の中に頬張りながら

のコメント。彼女の爪の垢を煎じて飲ませたいと思います。お蕎麦も本当はズルズル食べるものではありませ

ん。音を立てて食べたり、頬張りながらコメントするのも昔TV無き時代、ラジオで臨場感を出すために演出させ

た擬音なのです。食レポは絶対「丌味い、美味しくない！」とは言いません。言えません。余り美味しくないレ

ポートの時の常套コメントは「好きな人にはたまらない味ですねぇ!!」だとか。（記：好岳） 



 その日は午後3時に熊本市から阿蘇へ向かいまし

た。午後2時から熊本シティエフエムに生出演させて

もらっておかやまのPRを終えてからです。東へ向か

いだんだん標高があがっていく34KMの道のり。 

 JR豊肥本線沿いにそって進むと、遠くに阿蘇の山

がちらっと見えました。テンションがあがります。

阿蘇の外輪に近づくと、山々も大きく見えてきまし

た。陽はどんどん傾いていき、背中から太陽の光が

さして、向かう先の山々を赤く染めているのが、と

てもきれいでした。 

 小学校の社会の授業で「阿蘇は世界一のカルデ

ラ」と勉強したのを覚えています。行ったことある

人は、みんな素晴らしいところだと口を揃えて言い

ます。自転車旅の面白さを伝えることもできるおか

やまPRの旅ですので、その阿蘇を一望できる大観峰にも向かいました。大観峰は阿蘇外輪の淵にあたり、カ

ルデラの内からの標高差は400m。自転車で約1時間かけて登りました。待ち構えていた景色は噂に違わぬ

もので、登ってきた疲れが吹っ飛びました。 

 その後は黒川温泉へ。秘湯と言われる黒川温泉。宿もなかなかのお値段でこのプロジェクトの予算を大き

く越えてます。でも安いホテルは1日で自転車でいける距離になし。仕方なく自腹を切りました。宿に入っ

て館内の案内を聞いていると混浴露天風呂があるというではありませんか！！宿を決めるときにそこまで調

べなかったのでこれはラッキー！！身銭を切ったかいがあったなぁ、これまでPRをしてきたご褒美だ！と、

阿蘇の絶景どころじゃなくテンションがあがります。 

 そしてもろもろの仕事を片付け、もしかしたら美女がいるかもしれないと、ウキウキしながら入ってみた

んですけど・・・誰もおらず・・・。それでも待っていれば誰か来るかもしれないと小一時間お湯に浸かっ

ていたんですけど、誰も来ず・・・。のぼせてきたのでしぶしぶ諦めてあがりました。しかもよく考えてみ

たら、お風呂に入っていたときにはコンタクトも眼鏡もなし。裸眼は視力0.1もないので全世界がぼやけて

いるし、ぜんぜん見えない状態でした。”失意”の中布団へもぐりこみました。 

 翌朝起きてみるとなんと窓の外は雪。（この時の雪雲は東京で27センチの雪を降らせたものでした。）こ

の日は黒川温泉から小国町を抜け大分県日田市まで下ります。自転車のタイヤは荒い道や滑りやすい路面に

適しているゴツゴツしたものではありません。案の定、下り坂でスッテンコロリンと横転。怪我はありませ

んでしたが、荷物がすれてバッグに穴が開いたり、パソコンを破損しました。その後も天候の回復が見込め

ないため、自転車で走るのを一旦断念。同行している撮影車に自転車を乗せ、一度ふもとまで下り、天候が

回復した翌々日再び同じ場所から走り始めるという事になりました。（記：安部良） 

 

 

 

晴れ男！ 日本縦断おかやまPR（その３） 
 阿蘇・混浴・転倒！？ 

Page 5 

2014年10月 第200号 

 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。 



 例えば朝起きてすぐにトイレに行く。一日の始まり

に熱いお茶を一杯飲む。外出から戻ってきてすぐに

買ってきた食材や着替えや靴をあるべき場所に戻す…

なんてことはない日常の作業…だが赤ちゃんと１対１

で付き合っていると手が回らないこと、滞ってしまう

ことが多々ある。わかっている。どんなスーパーママ

だって、24時間赤ちゃんのためだけに生きていくのは

丌可能だ。トイレに行かなくてはいけないし、ご飯を

食べなくてはならない。シャワーも浴びなくてはなら

ないし、全部完璧にとはいかないが、家事だってする

必要がある。第一、赤ちゃんにとってつきっきりなの

はよくないだろう。 

 アカネが這い這いから、つかまり立ちを始め、さら

に伝い歩きの兆候を見せ始めて、ますます目が離せな

くなった。家の中の最低限のチャイルド・プルーフは

したものの、もしも転んで頭でも打ったら、顎でも

切ったら…と思うとなんともこちらの気が張ってし

まって仕方がない。ハラハラドキドキ追い掛け回して

一日が過ぎていく。 

 アカネがお昼寝をしたと同時に床に雑巾をかけ、お

昼ご飯の支度をし、買い物リストを作り、夕ご飯のメ

ニューを決めて作り始める。出かける際には、アカネ

が一人でほんの数分待っていても大丈夫か声掛けをし

て確認しながら、持ち物を先に取り出し、使う順に取

り出しやすいようにバギーに入れ、アカネを抱っこを

して階段を降りる。夜寝かしつけた後は、おもちゃを

洗い、次の日の離乳食を準備し、自分たちの朝ごはん

を仕込む。なんだかいつもいつも一歩先の計画を立

て、常にアカネとやりとりをし、エネルギーをフルに

使って24時間動いていて、私は疲れてしまっていた。

もともと社交的かつおしゃべりな人間ではない。むし

ろその逆である。20代前半の若いママでもない。これ

までに自分の生活というのをある程度確立して生きて

きた。一日中アカネとやりとりをしているのは、かわ

いいのは違いないのだが、疲れることもある。いや、

正直に言おう、疲れるのだ。ここ半年お風呂につかっ

たことなどなかったし、活字好きの私が今読めるの

は、アカネとよく行く図書館のキッズコーナーに置い

てある絵本のタイトルだった。 

 たぶん、おそらく、いや、まちがいなく、私は完璧

主義なのだろう。そしてママになったのにあきらめき

れないことが多々あり、生産的なことをしていない自

分に焦りを感じているのだ。（子育てほど生産的なこ

とはないのだが）何かが中途半端に投げ出されている

のも好きではない。家事は一通りやり終えてしまいた

いし、アカネに目を配るのに、気が付けば全神経を集

中させてしまっている。そうして一日の終わりには疲

れ果ててしまっている自分がいた。いつしかリラック

スできるときにさえ、一息つけない自分がいた。その

うえ、アカネが眠っても眠れない日々が続いていた。 

あかねのあのね 
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 9月、ひと月の間、母が日本から来てくれた。 

 ほんの数分の「ちょっとアカネを見ててくれる？」

に応えてもらえることが、どれほど気持ちを楽にさせ

てくれるか。アカネのお風呂の後に母が数分相手をし

てくれれば、さっとおもちゃを洗えてしまう。朝ごは

んの後に母がアカネとおしゃべりしてくれれば、コッ

プやエプロンが片付けられて夕ご飯用に乾かせてしま

う。脱いだアカネの洗濯物をすぐに洗濯カゴに移せて

しまう。そのほんの数分貯金が一日の終わりに30分貯

まり、座ってほっと一息つきながら、「次に何をしな

くてはならないのか」と数歩先のことを考えずに、熱

いお茶を一杯飲めるリラックスした時間が持てた。 

 母がいて、おいしいご飯が食べられたのも、家中が

ピカピカになったのもうれしかったが、「ちょっと見

ていて」のわがままが言えたことが私にとって一番の

ストレス解消だった。母はここに来て繰り返し言って

いた。「私はここにお手伝いに来たのだから、観光を

する必要はない。」「私にはお世話に1か月という終わ

りがあるけれど、アンタは子育てがずっと続くのだか

ら。」ありがたかった。なんでこんなにわがままが言

えて、心がゆったりできるのか。そうか、そうだっ

た。この隣にいる人は私の母だった。 

 かつて、私は実家を一日でも早く飛び出したかっ

た。故郷になんか絶対に住むものか、と誓っていた。

子供は自分が望んで授かった。この土地に移り住んだ

のも、カナダ人の夫と一緒になったもの、自分の選択

である。だが、今になって時々思うのだ。英語に出

会っていなかったら、故郷を出ずにいたら、もっとシ

ンプルな人生だったのではないか、と。スープの冷め

ない距離に実家があったなら…あぁ、隣の芝はどこま

でも青い。 

母が日本へ帰り、今年は長かったビクトリアの夏が

終わり、暗く長い冬がやってくる。そうして私はホー

ムシックならぬハハコイシ病にしばらくの間悩まされ

るのだろう。 

 でも、この冬はアカネさんがいる。誰に似たのか意

思が強くてこちらがこの先手を焼くこと間違いないお

嬢さんではあるが、暗い冬の日々もアカネさんと一緒

ならきっと色鮮やかになるに違いない。 

（記：高井MacLean若菜） 



☆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 

Page 7 

2014年10月 第200号 

＜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 ✎ 

 

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する為に、原稿の締め切りは毎月20日といたします。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] 

 

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


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。 

 

りんごはかつてそれほど好きな果物ではな

かった。妊娠中、りんごが大好きになり、

出産後も丌思議とその好みはもとに戻るこ

とがなかった。りんごの季節である。アカ

ネのおかげでいろいろな人たちに声をかけ

てもらうことが多く、先日近所のおじさん

の裏庭にりんご狩りに行った。母が重たい

梯子を担ぎ、そこへ登って、りんごをたく

さん採ってくれた。アカネは盛岡が原産の

りんごの名前でもある。盛岡は、ビクトリ

アの姉妹都市だ。今年の冬はアカネさんと

一緒にたくさんのりんごを食べよう。 

編集後記 

♪カラオケ/♪ 

♪ポットラック会♪  

♪♫♬ ♪♫♬ ♪♫♬  

今月第一水曜日（1日）はカラオケ・ポットラックはお休みです。また、第三水曜日（15日）は岡田知

子宅にて、ポットラックのみを行います。 

 

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）  

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 

食欲の秋・・・ 食べて、痩せて、副収入♪ 

 www.tlsslim.com/VictoriaCanada  

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

