
 
ビクトリア日本友好
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❀さくら通信❀   

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。 

 

10/15（水）1 ～ 4 p.m.   

 ポットラック＠岡田宅 

 

10/20（月）1 p.m. ～ 

 VJFS理事会@岡田宅 

 

10/23 （木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会＠岡田宅  

 炊き込みご飯とおからのジャーマンサラダ 

 

10/26 （土）10 a.m. ～ 4 p.m. 

 日系文化協会主催  

 The 15th Annual Japanese Cultural Fair 

 １０月のイベント 

 １１月の予定 

11/9（日）11:30 a.m. ～ 3 p.m. 

 ビクトリア日本友好協会主催 

 秋のバザー＠Fairfield Community Place  

 詳細は6ページをご覧ください。 

 
 

11/17（月）1 p.m. ～ 

  VJFS理事会＠浦中宅 

 
  
 

 

 

 

 

11/19（水）2 ～ 8 p.m.   

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 第一水曜日の5日はカラオケ・ポットラックはお休み 

 です。 

 
 

11/28（木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会@岡田宅 

 クリスマス用クッキー作り 

 各自クッキー保存用の容器を持参してください。 

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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日系文化協会主催  

The 15th Annual Japanese Cultural Fair 

 第１５回日系文化祭に日本友好協会としてイベントに参加

しました。ESQUIMALTのレクリエーション・センターには

“雨にもまけず”沢山のボランティアと来客が集まりまし

た。”満員御礼“太鼓の響き、合気道の掛け声、ソーラン節

の子供達の元気な歌声、等が響き渡り、その反面で静かな琴

の音、いけばな、茶の湯、盆栽のデモなど多彩な日本の文化

が一道で味わえる全く贅沢な一日でした。特に今年はJー

POPの若いVIC48がお年寄りの目をキラキラさせていまし

た。お弁当、おすし、ベーキングのテーブルも完売でした。

私たちのコーナーでも沢山の人が興味を示して下さいまし

た。久しぶりに会う会員との近況報告の交換、新しくビクト

リアにいらした方も数人おられ新会員の候補者になることで

しょう。来月の秋のクラフトの宣伝も沢山しておきましたの

で楽しみです。日本の故事ことわざに”秋の雨が降れば猫の

顔が三尺になる”といいますが、ビクトリアンにとって”

雨”など日常茶飯事なのでしょうか。私たちもその仲間に入

り６年になります。４０年近く暮らした北国

エドモントンではハロウインには雪が降り始

めますが、不思議な事に初雪が降り始めると

エドモントニアンは皆そわそわし家を出て買

い物に出かけます。同じカナダにいながらそ

の違いを面白く感じる近頃です。今日も近所

のお店でクリスマスのデコレーションを見ま

したが、ビ二ール袋に白い綿の“雪”です。

此処では雪を買わないと駄目なのですね。エ

ドモントンではもちろんただでした。 

（記＆写真：洋子Currie）  

手作りの会 

１０月の手作りの会は、１１月９日に行なう

「秋のバザー」で出す”ほっかほかおにぎり”

用のお米と、一升炊き炊飯器の試し炊きという

ことで、お米一升二合を使った知子さん特製

の”きのこいっぱい炊き込みご飯"、そして、お

かずとして、正美さん特製のジャーマンスタイ

ル（キューリ、ハム、たまねぎ、にんじん入り)

おからサラダ（マヨネーズで和える）でした。

炊き込みご飯は、お代わりをお願いするするほ

どおいしかったし、おからサラダもビックリ仰

天の美味しさでした。知子さん、正美さん有難

うございました。（記＆写真：瑛Calder） 
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解毒で美肌獲得 
 花盛りであるはずだった娘時代、悩み多き年頃、ストレス発散に同僚と居酒屋を梯子する日々・・・お

酒や不規則な食生活は太る元。体重が気になればダイエットをし、ダイエットをすれば便秘になり、便秘

になれば吹き出物が出来、吹き出物が出来ればファンデーションで隠して出勤し、仕事の後はまた居酒屋

へという悪循環。しかし自暴自棄でいるのも疲れるもので、ある時を境にダイエットを止めてお酒の量を

減らしたら痩せ始めた。ダイエット中は栄養失調だったから、なんとか健康維持するために体が一生懸命

に体内に入るあらゆるものを貯めてくれていたわけなのですね。食べ始めたら貯める必要がなくなり便秘

が解消され痩せ始めた。あんなにダイエットしても痩せられなかったのに皮肉な話だけれど“体って凄

い！”と目から鱗体験だったのを覚えている。 

 一旦健康体重になると維持するのはさほど難しくなく、一時期病気で激痩せした時以外は20年間ほぼ同

じ体重を保っている。この激痩せした時も体の凄さを再認識する良い機会だった。考えてみたら心臓は頭

で指示を出さなくても鼓動し続けている。体内器官は潜在意識が完璧に調整してくれているのだ。健康で

いるのは気持ちが良いから今では顕在意識でも健康維持を心がけている。健康の基本は栄養・睡眠・運動

そして解毒。病気の元凶ストレス（毒素）というのは気付かないうちに自然と貯まるもの。 

 疲れたなと思う時、1リットルのお茶（ジャスミン茶、カモミール茶、ウーロン茶、ホウジ茶などその

時の気分次第）を持参して近所のプールへ泳ぎに行く。ゆっくり平泳ぎをする。水中で数を数えながら

ゆっくり肺中の息を吐く。徐々に潜水時間を延ばす。昨日あった事や明日の心配は忘れ数を数える。往復

する毎にお茶を飲む。徐々に潜水時間を延ばす。20分位泳いだ後はジャクジーに浸かりながらお茶を飲

む。10分後にサウナへ移り10分間瞑想しながらお茶を飲む。プールへ行けない時は自宅のお風呂にエプ

ソンソルトとペッパーミントを入れ沐浴しながら1リットルのお茶を飲む。エプソンソルトに含まれるマ

グネシウムには凝りをほぐす作用があり、沐浴で汗をかくと解毒してリフレッシュできる。そのまま布団

に入って目覚めた時の肌のコンディションの良い事！スパに行かなくても簡単にできる美肌獲得方法、ぜ

ひお試しあれ！（記：花盛婆）  

アジア競技大会 

 韓国仁川のアジア競技大会が終わりました。エントリーしたアジアの

国々は40数ヵ国、あれ？アジアの国々ってどこからどこまで？多分、

多分ですよ？ウラル山脈からトルコの東側の線引きで良いと思います

が…違うかな？それじゃロシアはアジアじゃないの？シリアやイスラエ

ルがエントリーしていたか否か判りませんが競技大会どころじゃないで

すよねぇ？メダル獲得国37ケ国で合計1454個、そのうち中国342個

(23%)韓国234個(16%)日本200個(14%)の三ケ国で半分以上の53%

を占めています。これじゃアジア大会じゃなくて日中韓競技大会です

よ!!ちなみに第4位のカザフスタンは5%、ネパールは銅メダル1個のみ

でした。驚いたのは陸上のフィナーレを飾る華の？マラソン、なんと女

子11ケ国16人、男子14ケ国19人、たったこれだけの競技のため道路

を数時間も封鎖し、警察や一般市民のボランティアを大動員して準備と

警備と報道をしていましたが、それほどの意義があるのでしょうか？沿

道の応援も何故か寂しく、それにしても日本の代表的一流選手が出場し

ていません。興味を引いたのが、TV放映はなかったのですがセパタク

ロ、ガバティという種目です。野球やソフトボールみたいに見た目おん

なじような種目よりずっと面白いと思いました。野球、ソフトボールは

要らないけど、是非オリンピックに推薦したいと思いました。 

（記：好岳） 

理事会のお知らせ 
 

１１月の理事会は１７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。 



 混浴にうつつを抜かしてバチが当たったから雪で転んだんだと思った方も多かったと思います。ホントそうか

もしれません（苦笑） 

 小国町から先、大分県日田市までは山を

下っていく滑りやすい路面状況が続いてい

て、実際自転車で走るのはとても大変なとこ

ろでした。岡山県知事公認証を携えているの

で大怪我をして企画続行不可能になってし

まったら、県庁のみなさんに迷惑をかけてし

まうことになるので、行かなかったのは賢明

な判断でした。自分だけの旅だったら雪の中

でもそのまま進んでいたと思いますが。。。 

 黒川温泉のある熊本県南小国町は「日本で

最も美しい村」連合に加盟しています。この

「日本で最も美しい村」連合を知ったのは岡

山県内を取材している時でした。最も美しい

村を自ら名乗っているのはどんなところだろ

う？そんな村々が作っている連合ってどんな

のだろう？と初めは思いました。 

 この連合、どの村でも入れるわけではあり

ません。加盟には「人口概ね1万人以下」

「2つ以上の地域資源」「地域資源を活かす活動」の3つ条件があります。（黒川温泉郷は南小国町の地域資源

のひとつです。）これらの条件がきちんと維持されているか5年に一度審査があり、その質を保たれるように

なっていて、2014年10月で日本国内では55の町村や地域が加盟しています。9月に噴火で多くの犠牲者を出

した御嶽山のふもと長野県木曽町や、311福島原発の事故で今でも高い放射線が検出され続けている福島県飯舘

村もそのひとつです。 

 もともと日本の農山漁村の景観や文化を守っていこうと理念をもった、フランスにある最も美しい村連合に

倣ってできたNPO法人。フランスと日本以外にも、イタリア、ベルギー南部ワロン州、カナダのケベック州にあ

ります。この世界5カ国で「世界で最も美しい村連合会 The most beautiful villages in the World 」を作っ

ています。 

 カナダではケベック州のセントローレンス川沿いの11地域の36の村で作られているようです。他の州にもた

くさん美しい村はあると思いますが、ケベックだけだったり、ベルギーもフランスと国境を接している地域とあ

わせて考えると、この取り組みの背景にはフランス語圏の影響があるかもしれません。 

 岡山県では出雲街道新庄宿とがいせん桜で有名な新庄村が加盟。新庄村の人口はおよそ1000人でホントに小

さな村なんですが、桜の季節にはなんと8万人が訪れます。 

 日本では地方再生や地域活性の必要性が問われています。都会でも田舎でもその土地や地域の強みは必ずあり

ます。あるものを活かしていくアイデアや取り組みは、ますます重要になっていくと思います。アイデアにはい

とめはありません。 

 旅の中で「日本で最も美しい村」連合に加盟している地域を周ってみるのも楽しそうですね。 

（記：安部良）    
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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 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その４） 

 最も美しい村連合 



 今年は驚くほど長かったビクトリアの夏もよ

うやく終わりを告げ、10月に入ると、何か月

ぶりだろうかというようなまとまった雨が降る

ようになり、秋が深まった。栃の木の葉が一気

に紅葉し、瞬く間に実と葉を落としていく。こ

の秋一番の嵐が吹き、街中の道路が落ち葉で黄

色く染まっている。 

10月は感謝祭、ハロウィーン、そして11月

に入るともうクリスマスも目の前である。家族

がらみのイベントが盛りだくさんの季節であ

る。 

イベントの多い季節に心弾むはずなのだが、

（大人になると気ぜわしいだけで面倒くさいと

もいう）どうしてだろう、むしろ沈んでいく。

移り住んできてから相変わらず知人・友人はほ

んの一握りほどしかなく、家族や親戚も近くに

いない。気分が落ち込むのは、長く暗い北国の

冬のせいであるとともに、上に書いたような行

事がどうも自分にとって他人事でしかないから

である。 

 秋は十五夜、お彼岸、師走には正月の準備、

七草、節分、春が来てひな祭り…生まれ育った

日本の行事が肌にしみついているのである。私

にとって季節を分けるのは、祖母の作るお赤飯

であり、七草がゆであり、盆棚であった。おか

しな話である。子供だった当時は七草がゆは

ちっとも美味しくない食べ物で、炎天下の中、

盆にお寺まで祖母のお供で歩いていくなど気が

向いたときくらいにしかしなかったのに…今頃

になって、冬の寒い日には祖母が庭先で炭火で

炊いてくれたけんちん汁とおからが恋しくな

り、正月が過ぎると鏡もちを母と玄関先で砕い

ておかきにした風景がふっと脳裏に浮かぶ。祖

父と歩いて採りにいった七草の生える利根川の

土手の緑の香りに鼻孔をくすぐられ、夏の入り

に父と早朝川で釣った小さな魚たちが目の前で

その尾びれをひらりと翻す。あぁ、暖かくなっ

て春がやってきた…もうすぐ木枯らし一番が吹

く…季節は私の中で生まれ育った思い出の数々

と切っても切り離せない。 

 ビクトリアであるかどうかは不明だが、アカ

ネさんはこのカナダという土地で育っていくの

だろう。そうして感謝祭やイースター、クリス

マスが彼女の肌にしみこむ行事となる。母であ

る私はこの土地にたとえ30年住んだとして

も、それを肌にしみこませることができないだ

ろう。むしろ、アカネのためにカナダの行事に

取り組めば取り組むほど、そして日本とカナダ

とを行き来して、できる限りアカネに日本の行

事を体験させればさせるほど、はっきりくっき

りとその溝の認識は深まるのだ。複数の文化と

言語に身を佇める者の宿命である。 

去年のクリスマス、生まれたばかりのアカネ

はクリスマスツリーの明かりに見入っていた。

赤、青、黄、緑、金…生後数日のアカネはまだ

うまく見えないその目で光を追い、毎晩夜中の

授乳の合間に立ってゆらゆらとアカネを抱いて

いた私は、その小さな目を追いながら、これか

ら彼女の人生に訪れるであろういくつもの光に

思いを馳せた。 

この「あかねのあのね」を書いている今日こ

の日、カナダに移り住んで丸2年を迎えた。ま

だまだ私にとってはホームとは呼べない異国の

地に立ち、煙突から流れゆく暖炉の煙を見なが

ら、願う。いつか複数の文化と言語に囲まれた

環境にアカネは気づき、疑問を感じ、葛藤を体

験していく。できればその旅路が楽しい発見の

連続であり、実り多きものであってほしいと。 

移民の母の心は複雑なのだ。 

 （記：高井MacLean若菜） 
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日本友の会 

秋のバザー 
 

１１月９日（日） 
 

場所： 

フェアーフィールド・コミュニティー・プレース  

  1335Thurlow Rd （Fairfield + Moss Stの近く) 

 時間： 11:30~3:00  
  
 クラフト、ベークセール、    

 
ほっかほかおにぎり、その他 

        
当日お楽しみの子供着物ファッ

ションショーがあります。 

        
お問い合わせ：  jfs2012@live.jp           



☆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。 

11月第１水曜日の5日はお休みです。第３水曜日はいつも通りの開催です 

 

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

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。 

通称夏時間、冬時間と呼んでいるが、正しくは

Daylight Saving Timeというらしい。これにはな

かなか慣れない。正確にいうと冬の間の日照時間の

短さに慣れない。10月半ばを過ぎるとその短さに

一気に拍車がかかり、冬時間の一歩手前の現在、朝

は7時半でもまだ薄暗い。そんな中でもアカネは夜

の睡眠は10時間と決まっているらしく、8時に寝れ

ば6時に目を覚まし、目を覚ましたとたんにお座り

をして「ぎゃい、あー、うー」と両手を挙げて何か

を宣言をしては這い這いを始める。当然まだ真っ暗

である。相変わらず途切れ途切れの睡眠に私の頭は

ぼうっとしたままなのだ。せめて多少明るければま

だ起きられるのになぁ…と思いつつ、あきらめてア

カネさんと早起きする毎日。（ごくたまに二人で二

度寝することもありますが・笑） 

編集後記 

 

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 

 

 

 

 

 

この秋10年若返る・・・ 

スキンケア１０１セミナー 

 １１月１４日（金） 

 午後7時～10時 

 BCIT, Burnaby, BC 

 講師：Lisa Costka 

 講習料：$25 

詳細：778-977-0797 

www.motivescosmetics.com/VictoriaCanada    

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

