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❀さくら通信❀   

 

      謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。 

 

 旧年中は、会員の皆様のご協力のもと、各種の行事を滞りなく

催すことが出来ました。心からお礼申し上げます。有難うござい

ました。 

 本年は、ビクトリア日本友好協会（旧友の会）が「会」として

活動を始めてから２０年目を迎える年となります。それを記念し

て、来る４月１９日（日）に「２０周年記念夕食会」を行なうこ

となりました。詳細は追って実行委員会より「お知らせ」があり

ます。その節は夕食会に是非ご参加くださいませ。 

 ２０１５年が、皆様にとって、ますます良い年でありますよう

に、ご健康とご多幸をお祈り申し上げます。  
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 １２月のイベント 

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 

 
 １月の予定 

 

1/7 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

1/21 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

1/22（木）1 p.m.～       

 VJFS友好協会理事会＠浦中宅 

 

1/25 （日） 3:30 p.m.～ 6 p.m.       

 ビクトリア日系文化協会・ビクトリア日本友好協会・ 

 ビクトリア日本語継承語学校 合同新年会@Esquimalt Recreation Centre 

 

※ 散歩の会は3月以降に再開予定です。 

 

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。 

 ２月の手作りの会 予告 

 ２月の手作りの会では写真にあるよう

な新聞紙で作るバスケットを予定してい

ます。冬至を過ぎたとはいえ、まだまだ

日照時間の短い北国の冬の日々・・・温

かい室内にこもって、お茶とお菓子をお

供にせっせと手を動かすのも悪いもの

じゃありません。ぜひ、ご参加ください

ませ。 
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クリスマス＆年末恒例 

紅白カラオケ忘年会 

  

 １２月２１日、午後2時より恒例の紅白カラオケ忘年

会がはじまりました。１６名の出場者と４人の審査

員、またいつも通りの祐次さんの軽妙な司会で出場者

の熱唱が続きました。４人の審査委員は一曲終わるご

とに用意された１６の賞を決めるのに汗だくでした。

賞を考えて賞品の買い物、ラッピングをして下さった

洋子さんにありがとう、そしてご苦労様でした。姉妹

都市の盛岡大学から１年のサバティカルでバンクー

バーに滞在中の照井先生が神田川を歌って下さった

り、日本からクリスマスを過ごすためにいらした方が

いたり、欠席予定だった君子さんとスティーブが出

席、また日本語学校の女性２人がコスチュームを着

てUFOを振付つきで歌い、皆からやんやの喝采をも

らったりで、参加者は多いに楽しんでいました。

ポットラックもいろいろな食べ物がならんで大好評

でした。いつも気持ちよく場所を提供して下さる武

広さん、允子さんご夫妻に感謝します。今回は志津

子さんが入院中で欠席なのが残念でした。１日も早

いご回復を願っています。（記：正美Barclay) 

理事会のお知らせ 
 

１月の理事会は２２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。 



 創立２５周年記念と年末の会を兼ねてのパー

ティーが、１２月１２日、児童・学生達の歌や

パーフォーマンスを中心にビクトリアヘリテー

ジ日本語学校において催され、ビクトリア日本

友好協会を代表してお祝いの簡単なスピーチを

述べました。日本語学校の保護者の方々始め先

生方が一丸となって、プログラム、ゲーム、

ファンド・レイジングの手作りのおいしそうな

お菓子類，餅、ホットドッグ等、尽力をあげて

この催し物に貢献している姿が窺えました。私

自身１９８８年９月に開校した時に携わった経

験があり、特別な感激を持って参加致しまし

た。当時、児童２３人４クラスで開校した学校

も、今では１３０人以上の学生数に増え、良く

ぞここまで大きくしていただいたと感無量でし

た。 

 友好協会では、４月の総会の承認を得て、５

００ドルの寄付を日本語学校に致しました。同じ日系コミュニティーのメンバーとして、共同で活動する機会

も多くなり、これからも横のつながりが重要となってくると思います。また２５周年と言う節目に友好協会と

日本語学校の皆さんが世代を超えて縦に繋がって行けると良いと思いました。(記：岡田知子） 
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ビクトリア・ヘリテージ日本語学校創立25周年 

青春デンデケデン 
 S村のこんにゃく祭に出かけました。生の蒟蒻玉を買うのが目的です。洗浄し、皮を剥いてすりおろし、火

にかけて炭酸ソーダを入れ、ひたすらかき回す(こちらでは「かんます」と言います)のです。自分で製造した

蒟蒻は最高に美味です。市販のプリっとして、つるっとした(「のめっこい」と言います)感覚はその比でな

く、ザラッとした食感が良く、煮た時に味の染み込みがとても良いのです。「さしみ蒟蒻」なんて言うのもあ

りましたが、あれは茹でてあるので生ではありません。だけど「さしみ」なんですかねぇ？良く判りません。

試食品や玉蒟蒻、蒟蒻鍋などを頂き、その後、名産の林檎「名月」を買おうと直売店に行ったら、な、なんと

売り切れでした。近年評判のリンゴで中々買う事ができません。逃がした魚は大きいのです。ふとステージを

見ると聴いたことのあるサウンドが聞こえてくるではありませんか！？ご存知ザ・ウ゛ェンチャーズです。パ

イプラインから始まるお馴染みの曲のメドレーです。「さすらいのギター」なんて聴くのは何十年ぶりか？嬉

しくなって大ノリです。日本の曲もありました。その後加山雄三の曲に変わりました。「蒼い星屑」が流れ出

した途端、思わず人目も気にせず歌ってしまいました。最後は「寺内タケシ」のジョンガラです。おじさんバ

ンドのリードギターの見事なピックさばきに拍手大喝采でした。ビートルズ、グループサウンド、フォークソ

ングは我らのまさに青春時代そのものだったのです。 

（記：好岳） 

 



 熊本を出てからは、山の中や田舎を走っていたので久留米のような大きな街を楽しみにしていました。 

西鉄が目に入った時は「おお私鉄が走ってるようなところまできたかぁ」と九州を縦断してきて初めて都会

に近づいた感じがしました。JR久留米駅には九州新幹線も停まりますが、西鉄久留米駅のほうが賑わってる

印象を受けました。久留米に滞在できる時間は短いけれど、少しでも街を感じてみたかったので、夜６時ご

ろから散歩しました。スーパーの賑わい方を覗いてみたり、商店街を歩いてみました。最近は郊外の大型店

舗に押され地域の商店が軒並みつぶれてしまう話を聞きますが、似た状態なのでしょうか・・・実際に久留

米も結構寂しい感じがしました。 

 そこから博多を目指して国道3号線を北上しました。途中で県境が入り組み、佐賀県が福岡県に食い込んで

いるようなところでは佐賀県の鳥栖を抜けます。 

 鳥栖駅は鉄道好きにはいいポイントです。博多からの線路が、鳥栖から長崎・鹿児島方面へ分かれるの

で、鳥栖駅では各方面の特急列車がたくさん見

られるのです。駅自体は立派な感じではなく、

小さなかわいい感じ。特急が多く停まるような

雰囲気はありません。ゆっくり列車を観賞し、

写真でも撮りたい！と思っていましたが、そん

な悠長な事を言っていられませんでした。鳥栖

駅前のサッカースタジアム前で、岡山のサッ

カーチーム・ファジアーノ岡山の応援動画を撮

影するついでだったので、泣く泣く博多へ向か

いました。それでも線路沿いの道を自転車で漕

いでるときは、首都圏では見ることができない

列車をたくさん見ることができて、とても楽し

かったです。 

 鳥栖から切り開いてつくられた住宅地の中を

抜けて、大宰府天満宮へ。岡山県津山市も菅原

道真公とゆかりがあり、大宰府天満宮と絡めて

その紹介を兼ねたPR動画を撮影しましたが、

一番印象に残っているのは梅ヶ枝餅です。 

 太宰府天満宮の参道で食べた梅ヶ枝餅は絶品

でした。梅ヶ枝餅は百貨店での九州物産展などで何度も食べたことがありましたが、温かくてもできたてで

はないし、5つで一包みにされていたりしていました。今回、初のできたてにはびっくりしました。焼かれた

ばかりの表面にパリっとした食感があり、その後はもっちりやわらかい熱々のお餅と、温かいあんこの甘さ

が口に広がりました。「本当の焼餅はこうゆうものなのか！」と感動。包んでしまうと熱で表面の焼き目の

パリパリ感が失われてしまうんですね。もう百貨店の催事の梅ヶ枝餅は食べられないかもしれません。まっ

たく違うおいしさでした。超絶品梅ヶ枝餅のおかげで幸せな気分で大宰府を後にし博多へ入りました。 

 

＊2014年毎回読んでくださりありがとうございました。2015年も良い年になりますように！来年も引き続

きよろしくお願いします。 

（記：安部良） 
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晴れ男！日本縦断おかやまPR（その６） 

   絶品梅ヶ枝餅のおかげで幸せな気分の大宰府 

 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 
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 １１月に行なわれたスキンケア１０１講座に、遠くはカルガリーやカリフォルニアなどから約１２０名が参

加した。アジア人が多かったからというのも理由の一つだが、総じて実年齢より１０歳以上若く見える人が多

かった。学んできたヒントをいくつかご紹介したいと思う。 

 

 －遺伝や加齢による肌のトラブルは変えられないが、太陽光線（ＵＶ）、水分・栄養不足、タバコ、薬の服  

  用や肌質に合わないスキンケア商品使用などによるダメージは正しいスキンケアで解消できる。 

 －各化粧品メーカーは研究の末それぞれ一番適量の素材を調合するので、洗顔剤・化粧水・保湿クリームの 

  基礎化粧品３品は必ず同じメーカーのものを使う。他メーカーのものと混ぜると化学反応が起こる場合も 

  あるので注意。 

 －肌質は大きく分けると乾燥肌、オイリー肌、コンビネーション肌、敏感肌に分類できるが、肌質に合わな 

  い基礎化粧品の使用はトラブルの元。自分の肌質を知り、肌質に合う基礎化粧品を選ぶ。 

 

ステップ１：洗顔前にメイクアップ・リムーバーでメイクを落とす。 

ステップ２：石鹸を含まない肌に優しいクリーム状のクレンジングで洗顔。 

ステップ３：週に１～３回パックやExfoliatorを使って古い角質を取り除く。 

ステップ４：化粧水でｐｈバランスを整える。アルコールを含む化粧水は使用しない。化粧水をコットンに含 

      ませ、クレンジングで落としきれなかった汚れを取る。 

ステップ５：コラーゲン生成を活性化させるセラム美容液で肌に栄養を与える。 

ステップ６：保湿クリームで肌に潤いを与える。 

ステップ７：目の周りは皮膚が薄く敏感なため保湿クリームではなく目の周り専用に作られたアイクリームを 

      使う。 

 

－ステップ４～７はステップ毎に１～２分休みを取って肌にしっかり馴染ませる。この間に髪を梳かしたり歯  

 ブラシしたりすると時間を有効に使える。 

 

－安い化粧品は使いたくないものの高ければ良いとも限らない。市販化粧品価格の８０％以上が宣伝広告費お 

 よびその他諸経費ということは商品原価は販売価格の２０％以下。口コミ流通を使うメーカーの商品は高品 

 質で安価なものが多い。 

 

－９０％以上の化粧品会社はウサギや猫などの毛を剃って肌に新製品を付け被れないか確認したり、目に商品 

 を入れて反応を見たりなどの残酷な動物実験をする。動物実験不要な安全素材だけを使うメーカーの商品を 

 使おう。 

 

－肌は体調を表すバロメーター。いくら高品質の化粧品を使ってもストレスの多いライフスタイルや、日焼 

 け、タバコやお酒の飲み過ぎなどにより体のｐｈバランスが酸性だと肌の老化は加速する。逆に十分な水 

 分・栄養・睡眠を取りストレスフリーのライフスタイルを心がけ正しいスキンケアをすることにより若返り 

 も可能。 

（記：フォーエバー２８） 

 
 

スキンケア１０１講座に参加して 



街にクリスマス・イルミネーションが盛大に灯

り、ボクシング・デーのショッピングに忙しない

人々で店が賑わい、今年もここビクトリアでまた一

年が終わろうとしている。私の母親一年目が終わろ

うとしている。 

この一年、どんな日も、アカネにとって、一日の

始まりは真っ新で、そしてわくわくしながら迎える

ものだった。アカネは朝起きるとすぐに布団の上に

座り、目を輝かせて、さあ一日が始まるよ、と私に

おしゃべりを始める。たとえば、前日お昼寝がうま

くできなくて夜には疲れ、機嫌が悪くなったこと

も、前々日予防接種を受けて痛い目にあったこと

も、すべて棚に置いておいて、だ。その日はほかの

どの日にも変えられない素晴らしい一日なのだ、と

いわんばかりに起きだすのだ。考えてみればそうで

ある。とりあえずは過去のことも、未来のことも忘

れて、今日この日の朝の光をまずは楽しむべきじゃ

ないかと、アカネの朝の行動を見て考えさせられ

た。 

 この一年、アカネは身の回りにあるもの素朴なも

のだけで満足した。例えば、アカネは本が大好きな

のだが、毎日何度も本棚から同じ本を引っ張り出し

ては眺め、ひっくり返し、指でページの中身を指

し、楽しむ。読書とは、目で活字を追うだけでな

く、足で踏みつけ、おしりに敷いてみたり、はたま

たかじってみたり、逆さまから読むことだってでき

るのだ。変わらないもののなかには、じっくり手に

取り、角度を変えて接することでいくらでも発見が

あるのだと、アカネの満足げな顔を見ていて思っ

た。 

 この一年、家族の幸せをとことん感じた。これま

での人生にも楽しいことはたくさんあった。夫と2

人の暮らしは気楽で、自由で、世界中を飛び回れ

た。2人だって立派で幸せな家族だった。だが、ア

カネが加わって、あたりまえのことだが、家族の濃

さが増した。アカネが健康で、できるかぎりハッ

ピーであることが最優先となった。何よりも大事な

ものが決まると、不思議なことに暮しというのは実

にシンプルなものになる。生活をしていれば電化製

品が壊れたり、財布を失くしたり、とんでもないと

ころから覚えのないクレームが届いたり、いろいろ

と面倒くさいことが出てくるのだが、「とりあえ

ず、アカネが健康でハッピーだから後はどうにかす

ればいい」と思えるのだった。家族があれば、健康

であれば、もうほかに欲しいものはないと言いきれ

てしまうくらい、アカネと夫と家族であることに幸

せを感じた。 

これまでの人生をすべて合わせてもこの一年ほど

笑顔になったことはなかった。こんなに人は頬を緩

ませることができるのかと驚いたぐらいだ。朝はア

カネの起きだす声で笑い、日々いろんなことができ

るようになるアカネの姿にそのたびに笑みがこぼ

れ、あらゆる行動をとる横顔を見て目尻が下がっ

た。 

そして、碇が下りた。子供なき日々、私は、大波

小波に揺られては、時に波をかぶり、あるいは波を

よけ、あちらへぶつかり、こちらへ舵を切ってい

た。時間はたっぷりあり、行先は思いつくままでよ

く、それはそれで愉快な航海だった。が、アカネが

生まれ、嵐の新生児期を終え、気が付けば、海は凪

いでいた。そして、私という名の船はいつの間に

か、ザランザランと音を立てて、重い碇をしっかり

とおろしていたのである。このカナダという土地

に、そして母親業に。驚いたことに、それはこれま

でになく私を穏やかな気分にしてくれた。 

いつかアカネも自分の舟に帆を張り大海原へと飛

び出していく。そうして私自身もまた、碇を再び引

き上げ、錆びついたエンジンをかけ直し、自分の進

行方向を見据える日がやってくる。だが、それまで

は、今しばらくは、碇をおろしたこの船で、この停

泊した地で、ゆらゆらと波に揺れながらアカネの母

親をしていたいと思うのだ。そう、それまでは、自

分の行く先ではなく、アカネさん、あなたのまなざ

しを見つめていたい。 

一歳のお誕生日おめでとう。 

（記：高井MacLean若菜） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あかねのあのね 
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在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 
 

1．在バンクーバー日本国総領事館は, 下記要領によりビクトリア市において領事出張サービスを実施致し

ます。 

 
 

2．当日, 領事サービスを希望される方は, 準備の都合上, 事前に当館まで電話にてご連絡願います。なお, 上

記（2）につきましては, 2015年2月27日（金）までに当館が申請書類を受理した案件についてのみ交付が

可能です（ただし、警察証明は除く。）ので, 同日必着にて当館宛郵送願います。※証明申請に関しまして

は, 当館ホームページ（http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/

koseki_shomei_j.htm）よりダウンロード可能な書類もございます。 

  また、旅券申請に関しましては、郵送仮受付（http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/

special_j/2013/passport_mail.htm）と同様の手続となりますので，まずは切手（1ドル80セント）を貼付

したA4サイズの返信用封筒を当館にお送りいただき，申請書を請求願います。 

当館連絡先：Consulate-General of Japan（領事班） 

      #900-1177 West Hastings Street, Vancouver, B.C.,V6E 2K9 

電話：(604) 684-5868 ext.378,  FAX：(604) 687-2236,  E-mail: consul@vc.mofa.go.jp 

  

3．当地に3ケ月以上滞在される方は, 「在留届」を当館にご提出いただく必要があります（旅券法第16

条）。在留届が未提出の方や, 既に提出済みであっても住所等記載事項に変更があった方は, 速やかに届け

出てください。届出はオンライン上で可能です（ORRネット。https://www.ezairyu.mofa.go.jp/）。ま

た, 在留届用紙，変更届，帰国・転出届出用紙を当館ホームページ（http://www.vancouver.ca.emb-

japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/resident_j.htm）よりダウンロードして届け出いただいて

も結構です。   

 
  注：１２月２４日（水）が年内の最終業務日となり，翌２５日（木）から１月４日（日）までは，年末年始のため 

    休館となります． 

 日時：平成27（2015）年3月7 日（土）午前9時～午後3時（時間厳守でお願いします。） 

 会場：Bedford Regency Hotel (at Brittingham Room)  住所: 1140 Government St., Victoria, B.C. 

 実施する業務：  

 （1）申請受付業務（アについては後日当館又は各選挙管理委員会より在外選挙人証が郵送されますが, 

           イ～エについては, 後日，当館領事窓口での交付となります。） 

                        ア 在外選挙（新規登録，在外選挙人証の再申請等） 

                        イ 旅券（新規発給, 査証欄増補等） 

            ウ 署名及び拇印証明書 

                        エ その他の証明書（運転免許証翻訳証明，警察証明等） 

 （2）交付業務（いずれも事前に申請書類を郵送願います。） 

                        ア 旅券 

                        イ 出生・婚姻・死亡等証明書 

                        ウ 在留（居住）証明書 

                        エ その他の証明書（運転免許翻訳証明，警察証明等。但し，上記（1）ウを除く。) 

 （3）戸籍・国籍関係の届出の仮受付 

 （4）在留届，変更届，転出・帰国届の提出受付 

 （5）平成27年度後期用教科書無償配布の申請受付 

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j.htm
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j.htm
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/passport_mail.htm
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/special_j/2013/passport_mail.htm
mailto:consul@vc.mofa.go.jp
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/resident_j.htm
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/resident_j.htm


☆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。 

 

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） 
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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。 

娘が5か月になってから復帰したさく

ら通信の編集。前半は授乳の合間だっ

たり、お昼寝の間だったり、慣れない

途切れ途切れの作業に手こずった。後

半は熱を出されたり、家族全員で風邪

をひいて家事もままならなかったり、

自分がERに駆け込んだり、とてんや

わんやな日々が続く中での作業だっ

た。とりあえずは、無事にこうして毎

月発行することができて、ほっとして

いる。2015年もさくら通信を引き続

き、よろしくお願いします。 

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 

 口コミだから 

   この値段・・・ 

 

Skintelligence Value Kit 
available at  
www.shop.com/VictoriaCanada   
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