
 
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
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ランティアによって

支えられています。 
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❀さくら通信❀   

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  

 
 

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 

 
 

11/27（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 

  

 

 １１月のイベント 

 １２月の予定 
12/3 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

 

12/18（木）1 p.m.～ 

 VJFS理事会＠浦中宅 

 

        

12/21 （日）2 p.m.～ 

 クリスマス・年末恒例紅白カラオケ忘年会@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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ビクトリア日本友好協会  

秋のバザー 

 家 を 出 る と き は 雨 で し た が、フ ェ ア

フィールド・コミュニティ・プレイスに着

いたときには雨は上がっていました。１１

時には各々のテーブルにクラフト、ベーキ

ング・グッズが並び、キッチンでは手際良

くおにぎりの準備が整い、そろそろお腹の

すいた頃には暖かいホカホカおにぎりが出

来上がりました。日本製高級海苔の香りと

そのサクサク感、まさにおふくろの味の塩

焼きのサーモン、ツナマヨおにぎりは作る

と同時に売り切れ、大好評でした。テーブ

ルのクラフトの売れ行きはまずまずでした

が、会場全体に日本語、カナダ語（英語）

の会話が楽しい雰囲気で弾んでいました。

１時には子供達の着物ショーが始まり、小

さい子供達もお行儀良くショーに参加して

くれました。まるで”竹久夢路”の絵に出

てくるような可愛いモデルたちでした。参

加した子供達はお菓子を頂いてご機嫌でした。若いお母さん達が大勢来場してました。新しいお友達が出来たで

しょうか。我が会ではビクトリアの日本人コミュニティにわずかでも何かのお役に立てればと思い、この秋のバ

ザーを３年ぶりに開催しましたが、又、数年後にも開催するつもりです。その時は再度皆さんのご協力をお願い

します。友好協会ではこの機会を利用して、今回日本語学校に＄５００の寄付をいたしました、ビクトリアで日

本語を通じて日本の文化、習慣などを学び、将来カナダと日本との良き担い手になり、未来に絆を継続して欲し

いと望みます。ボランティアの皆さんお疲れ様、そして有難うございました。（記＆写真：洋子Currie) 

理事会のお知らせ 
 

１２月の理事会は１８

日（木）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。 
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VJFS Fall Bazaar 2014 
Having lived in Kyoto for a few 
years, I have missed going to 
the many flea markets and fairs 
that are held throughout the 
city. The endless lively stalls at 
Tenjin-san or Chionji Flea mar-
ket always encouraged a hungry 
stomach to over indulge and 
likewise the stunning display of 
crafts or treasures would leave 
you mesmerized for hours later 
and full of inspiration. 
 
I was delighted to find out that 
just a few blocks from home 
there was a Japanese Bazaar at 
the Fairfield Community Centre. 
I felt that I had stumbled upon 

something that I had longed for since returning to Victoria.  As I entered the room, I immediately felt 
like I had opened the door to the heart of a family/community. The many crafts, manju, donuts, chil-
dren’s kimono show and the three kinds of onigiri with tsukemono offered a cheerfulness of spirit and 

deep comfort to my stomach . Arigato, Ookini! （記：Patti Ayukawa） 

 
簡易訳：京都に住んだことがあり、街中で行われていたフリーマーケットや市をとても懐かしく思い出します。

天神さんの活気ある店の数々。知恩院の手作り市ではいつも空腹を満たされ、クラフトや掘り出し物の美しさに

圧倒されました。今回、自分の家から歩いてわずかのフェアフィールド・コミュニティ・プレースで行われた日

本のバザーに出かけました。日本からビクトリアに戻ってきて以来、懐かしく思っていた場所に出会えたような

気がしました。会場に入るなり、家族のような温かい場所に迎えられたような印象を受けました。クラフトやお

まんじゅう、ドーナツ、子供の着物ショー。そして3種のおにぎりは漬物と一緒に振舞われ、心とともにお腹も

十分に満たされました。ありがとうございました。おおきに！ 

在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 

   

第47回衆議院総選挙に伴う在外投票が以下の通り行われます。 

 

   投票期日：１２月３日（水）から６日（土）まで 

   投票時間：９：３０から１７：００まで 

   投票場所：在バンクーバー日本国総領事館 領事待合室（9階） 

   持参すべき書類：（1）在外選挙人証 （2）旅券等の身分証明書（パスポート等） 

 

          皆様の積極的な投票をよろしくお願い申し上げます。 

 

選挙の詳細は、ホームページでもご覧いただけます。 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000113.html 



 熊本県を後にし大分県に入ります。と言っても大分県はちょっとだけで、地図で見ると大分県でも一番西

端の日田市を抜けるとすぐ福岡県です。 

 熊本県小国町から川沿いの道を標高を下げながら進むと標識に中津江の文字。サッカー好きな人ならピン

とくるかもしれません。ここは2002年ワールドカップの時に、カメルーン代表選手が合宿をした旧中津江

村。今は合併して日田市になっていますが、地名は残っていました。当時はカメルーン代表がすごい秘境を

選んだ事や、村全体で大歓迎した様子が話題になりましたが、ホントにど田舎でした。標識があった場所も

山奥のダム。そこから村の中心までさらに山を分け入っていくので、もう他には何もないのではないかと想

像していました。でもサッカーができるきれいな芝生のグランドはあるんですよね。行ってみたらちょっと

びっくりするかもしれません。 

 山をおりて日田市の中心に入るといい

感じの古い蔵がありました。地形的には

山間部の盆地で九州北部の要になる場所

で、古くからの歴史ある街です。特に日

田市豆田町には江戸時代の商家街が残さ

れていたり、豆田町以外の地区でもまだ

蔵などが残されています。 

 あっという間に大分県に別れを告げ、

今度は福岡県うきは市に入ります。うき

は市筑後吉井には国道２１０号沿いに古

い街並み（写真）が残されていました。

電信柱もなく白壁かつ瓦屋根の建物が並

んでいて、国道から一本入った白壁通り

にはさらに落ち着いた雰囲気の通りがあ

ります。筑後吉井は江戸時代には幕府の直轄領である日田と久留米城を結ぶ場所にあたり、賑わっていたよ

うです。 

 この趣を残す二つの町には文化庁から重要伝統的建造物郡保存地区（重伝建地区）に選定されているとい

う共通点があります。この重伝建地区、名前を知らずとも一箇所や二箇所は訪れた事がある人多いのではな

いでしょうか。大雑把に言うと「歴史的な建物や工作物がある程度密集し保存していくために市町村が定め

た地区で、特に価値が高いと国のお墨付きがあるところ」です。京都の産寧坂が有名で、岡山では倉敷の美

観地区など日本全国88市町村108地区（2014年9月18日現在）にあります。その多くは旧街道沿いの宿場

町や商家などです。この旅で実際訪れてみて、重伝建地区に選ばれていなくも旧街道には江戸時代の参勤交

代で各地の大名が行き来していた当時の名残がたくさんあると感じました。 

美しい農村風景が見られる「日本で最も美しい村」に対して、古い建物を今も使って雰囲気を残している

のが重要伝統的建造物郡保存地区という感じです。 

次回は、久留米から福岡・博多方面へ。（記：安部良） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Page 4 

2014年12月 第202号 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その５） 
  古い建物を今も使って雰囲気を残している 

 重要伝統的建造物郡保存地区 

 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 



この夏、北海道登山旅行に出かけました。利尻島で合流予定の福岡、山口の友人は羽田、千歳乗り継ぎで約5

時間、私はフェリーとJR乗り継ぎで31時間かかりました。前泊して翌日快晴(山仲間ではドピーカンと言いま

す)の利尻岳に登り、下山後礼文島に移動しました。この島で吉永小百合主演の映画「北のカナリアたち」のセッ

トの小学校、バス停を見学しましたが、サユリストの私としてはうっかりこれまでに見逃していた映画でした。

早速同行の友人からDVDを借りて鑑賞しました。原作を読み、もう一度改めてDVDを見直しました。湊かなえ

著の「往復書簡」がそれです。①10年後の卒業文集②20年後の宿題③15年後の補習、の三編から構成されてい

ます。早速読み出しましたがどうも映画のイメージから遠いのです。おかしいな？と思いながら②を読み出す

と…これかな？という感じになりました。シチュエーションは映画の島生活ではなく、ある地方都市。6人は同

級生。バーベキューではなく、図工の教材のドングリや落ち葉を取りに川に行き、向こう岸に飛び石づたいに渡

ろうとして足を滑らせた生徒を助けに飛び込んだ夫の事を聞き、川島先生が救助に向かう。生徒は助かり夫は水

死。川島先生が20年前に夫を亡くした事件の真相と、あの時現場にいた6人の現在を知りたいと、1人の教え子

に手紙で依頼する…川島先生は本当は溺れた生徒を助けたのではなく、夫を救ったものの手遅れで、生徒は岩に

捕まりその後助けられた…というのが真相だった。それを見てしまって先生への信頼が揺らぐ子供、先生の気持

ちが今では良く解ると理解を示す教え子…各人のそんな回顧録を綴った小説でした。この物語が良くぞあんない

い映画になったものだとつくづく感心してしまいました。原作率？が多くないのに優れた演出力と構成と脚本で

映画らしくなったのです。離島の小学校の分校、遠くに利尻岳を背景に置くなんてかっこ良すぎます。出演者も

豪華でした。でも川島先生の父親役の里見浩太郎、この父娘の設定は要らなかったと思います。何か特別出演の

シーンを無理やり登場させてるみたいでした。中村透とのラブシーンも回顧シーンなのにずいぶん年の離れた不

倫だなとイメージしてしまいました。柴田恭平もうつ病の夫を上手く演じ良かったのですが、溺れて沈みかかる

時微笑んで手を振るというのも変でした。印象的だったのは刑事役の石橋蓮司、古い校舎での旧友とのコーラ

ス、別れの連絡船のデッキのシーン、思わず涙がでてしまいました。機会があったら是非ご覧下さい。 

（記：好岳） 
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 最近は年配の方もコンピューターを使いこなす時代になりましたね。私はコンピューターが苦手で娘から

「何で解からないの？」とよく叱られます。Ｅメールを送ったり、ワードを打ったり、インターネットで調べ

物をしたりという基礎的なことを何とかできるというレベルでしょうか？ 

そんな私がコンピューター関連について書くのはいささか不謹慎な気も致しますが、実はオンラインショッピ

ングに嵌っています。服や靴などは５０％以下で買えることが多く、日用消耗品は製造元から卸値で購入しま

す。航空券は値段と日程を比較して最適なものを選べますし、外へ出られない時や遠方に住む友人への贈り物

も直接届けてもらえます。 

 オンライン価格が安い謎は商品を売る立場から考えると解けます。商品価格には製造原価の他に広告料、従

業員費、建物代、送料、倉庫料などの諸経費が含まれますが、オンライン販売ではそれらの諸経費を最低限に

抑えられるため多くの企業はオンライン販売を推奨します。小売店を持つ会社のオンライン価格はそれ程変わ

りませんが、小売店を持たないオンライン会社の商品は非常に安いです。 

 ダンス用品を買おうとCook St.の専門店を覗いた時に合計額は＄３００でしたが、オンライン店では同じも

のが送料込みで＄８０でした。娘は高校3年生でプロム用のドレスを探していましたが、オンライン店では２

着購入すると送料が割安だったためウィンターフォーマル用のドレスも同時に購入しました。２着の素敵なド

レスの送料・税込みの合計額は＄３００、一般小売店では一着すら買えない値段でした。 

 Sport MartはSport Chekに吸収されBest Buy Canada の小売店は閉まりましたがオンライン店は継続

しています。Macy’sも一年かけて小売店を閉鎖するそうです。これからはオフライン小売店には厳しい時代

が来ると同時に、オンラインショッピングが一般的になることでしょう。慣れると簡単ですよ。オンライン

ショッピングで賢く買い物し、時間とお金を節約しませんか？ （記：ぐうたらショッパー） 

オンラインショッピングの魅力 

北のカナリヤたちを観て 



 アカネは10か月を過ぎるころから指さしが始ま

り、両手をぱちぱちと叩いたり、いただきますやごち

そうさまの真似をするようになった。待ちに待ったコ

ミュニケーションの兆しである。この時期に楽しみに

していたことがある。ベビーサインだ。 

 学生時代、アルバイト先が移転すると、急に聴覚障

害者が来ることが増えた。初めはボランティアの手話

通訳者と一緒にやってくるのだが、2回目、3回目と

なると一人で現れるようになる。なるほど、目の前が

聴覚障害者センターだった。筆記具やジェスチャーの

もどかしさに、私は簡単な手話を学んでみようと思い

立つ。何を隠そう、以前から手話に興味があり、某テ

レビ局のニュース画面の端に現れる手話ニュースを見

るためにわざわざテレビをつけてじっくり見入るくら

いだった。今だってアカネが手を離れ、余裕ができた

らASL（アメリカン・サイン・ランゲージ）の講座を

大学で取り直したいくらいである。何も社会福祉に貢

献したいという褒められた動機があるわけではない。

ちょっと言葉フェチな嫌いのある自分にとって、手話

は、そう、言葉としてなんともうっとり美しい言語な

のである。思い立ったら吉日、それなら目の前の建物

に入って尋ねてみればいいだろうと、ある日バイト帰

りに立ち寄った。なんと初級コースが無料であるとい

うではないか。その場でサインアップし、翌週から毎

週2時間、3か月余りのコースに通った。手話は、想

像以上に楽しく、美しい言語だった。少ない語彙で多

くの内容をカバーするフレキシブルな面あり、方言が

あるという驚きの面もあった。バイト先での聴覚障害

者とのコミュニケーションも、わずかではあったが手

話でできるようになった。初級を終えると、中級へ！

と意気込んでいたのだが、残念ながら中級コースは存

在せず、地域の手話サークルに行ってくださいと言わ

れた。何度か通ったのだが、サークルの雰囲気や人々

に馴れず、何よりも皆がすでに手話の達人だらけで、

「学ぶ」環境ではなかったため、そのうち足が遠のい

た。そんな経緯があっては、ベビーサインは放ってお

けない。アカネが生まれる前から図書館で本やDVD

を借りてきて、ASLを基本にしているというベビーサ

インを「あ～やっぱり美しい言葉だなぁ」とうっとり

しながら眺めていたのである。 

 だからといって、何もアカネとベビーサインでがっ

つりコミュニケーションをとりたいわけではない。ベ

ビーサインには賛否両論がある。（実際に言葉を発す

るようになるのに時間がかかるとか、その他、言語発

達の妨げになるとか）何よりもベビーサインは、自分

の意思を表現し始めるようになったときに赤ちゃんが

それを「わたしたちが理解する」言葉にできずフラス

トレーションがたまるのを避けることを大きな目的と

しているのである。私が興味を持ったのは「おっぱ

い」「おなかがすいた」「おむつ」「疲れた・眠い」

というような訴えが主であった。こういったサインを

アカネが4か月くらいの頃から言葉と一緒に続けてみ

た。 

 ある日、部屋で遊んでいると、アカネが布団へ這い

這いをしていき、枕の上に置いてあった小さなタオル

を私に向けてヒラヒラと揺らした。私が近づくと、今

度はそのタオルを顔の前にぐいっと突き出す行動を何

度かとった。タオルは授乳のときにいつも使っている

ものである。「おっぱいが欲しい」というのである。

それ以来、アカネはおっぱいが欲しいときに泣いて訴

えるということがない。自分でタオルを取りにいき、

私に持ってくるのである。あるいは、アカネは朝いつ

も夫と近所の公園まで肩車をされて散歩をしに行くの

だが、その時間になると外出のときに被るニット帽を

これまたフリフリする。「散歩の時間でしょ？」と言

わんばかりに。そして、ハイチェアでご飯を食べてい

る際には、お腹がいっぱいになると自分でエプロンと

よだれかけを外して床に落とす。 

 ほほう。そう来たか、アカネさん！何も既存のベ

ビーサインに頼る必要はないわけだ。サインは自分で

創りあげてもいいじゃないか・・・。コミュニケー

ションは自分の気持ちを訴え、それが相手に伝われば

成立するのである。 

 かつて言語教育に携わっていた母が、柔軟なスタン

スで意思表示をするわが子に、コミュニケーションの

真髄を改めて教えられた、冬へと駆け抜ける11月で

あった。（記：高井MacLean若菜） 
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☆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、１７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。 

アカネが初めての高熱を出した。新米ママの自分

は、治らないのじゃないか、後遺症でも残るの

じゃないか、とひやひやの看病。看病疲れ・睡眠

不足に加え、うつってこちらも熱を出す始末。ド

クターへ走り、ナースラインへ電話をし、心臓が

いくつあっても足りない経験だった。そういえば

私の母が寝込んだ記憶は、一度しかない。祖母が

おかゆを作り、奥の間に寝ていた母の枕元に持っ

ていったが、それに手をつけることなく母は寝込

んでいた。子供のころ母親とは病気をしないイン

ビンシブル(Invincible)な生き物なのだと思ってい

た。自分が母親になってみれば、インビンシブル

どころか毎日がウォーリー(Worry)で過ぎてい

く。私のミドルネームがインビンシブルに変われ

る日は果たしてやってくるのか・・・。 

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 

しょっぷすま～と、せ～ぶびっぐ！

www.shop.com/VictoriaCanada 

でんわ：778-977-0797 

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

