
 
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。 

ビクトリア日本友好協会                  jfs2012@live.jp 

          http://vjfs2013.wordpress.com 

                  2015年1月31日発行2015年2月 第204号 

❀さくら通信❀   

 １月のイベント 

 ２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。 

2/4 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

2/18 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

2/19（木）1 p.m.～       

 VJFS友好協会理事会＠浦中宅 

 

2/26 （木） 1～ 4 p.m.       

 手作りの会 「新聞紙で作るカゴ」 

 新聞紙と竹串は用意しますので、各自でボンドか 

 のり、またハサミを持参してください。 
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餅つき新年会 

 ビクトリア日系文化協会、ヘリテージ日本語学校と日本友

好協会の共催で餅つき新年会が1月25日にEsquimalt のレ

クリエーション・センターにて開催されました。今年は例

年よりも沢山の友好協会の会員と家族が参加しました。各

種の手料理が豪華にテーブルに並び、搗き立てのお餅を食

べて羊年の新年会を大勢の人々とお祝いました。盛り沢山

のプログラムがあり、若い家族と幼い子供達の笑顔と笑い

声があふれ、シニアの方々も久しぶりに「元気」をもらっ

た様子。羊年は家族の安泰を示し、何時までも平和に暮ら

す事を意味するとの事。穏やかな良い年になりますよう

に。このビクトリアの日本人会の各グループがこれからも

一同に会し協力しあい、より良い未来を築き上げていけた

らと思います。（記＆写真：洋子Currie) 

理事会のお知らせ 
 

２月の理事会は１９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。 



つい先日、思い立って久しぶりに京都に一泊でひとり旅してきま

した。一緒に行った懐かしい鞍馬に向かいましたら、真っ白な美し

い景色が広がっていて来て良かったなぁ、と思いました。 

一文字写経なるものをしてみました。願い事のところに「良縁成

就」と書こうとしましたら、「縁」を「緑」と書き間違え、ムリヤ

リ修正。お寺の方に「間違えた～」と言いながら紙をお渡ししまし

た。「大丈夫伝わりま

す」と言って下さいまし

たが、さてさて、願いは

とどくのか？（笑） 

 一文字写経はお願いの

他に名前、数え年を書く

場所があり、「数え年と

は？」.とお寺の方に聞き

ましたら、「新年になっ

たばかりだから、誕生日

はまだですよね。実際の年に2を足して下さい。」 

と、言われました。実は行ったその日は私の38歳の誕生日でしたの

で、「あの～、今日が誕生日なのですが…」「そうでしたか。おめで

とうございます。では、1を足して下さい。」と。すると39歳！38

歳になったばかりなのに39歳と書かなくてはいけないのか～誕生日に

一人でお寺に来て、良縁成就を祈願している人ってかなりイタイな(苦

笑)と思ったのです。そんな一年の始まりです。 

（記＆写真：しろくまきなこ） 
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１年のはじまりに・・・ 

ヤブツバキ 
 竹やぶの実生(みしょう)で育ったヤブツバキが去年迄たくさん花を咲かせてくれました。この何年かの間、

周りの竹や雑木を切って日当たりを良くした成果に違いありません。数10センチから10m位までのヤブツバ

キが30～40本ほどあり、見事な花を咲かせてくれました。きれいに整備してヤブツバキが30～40本ほどあ

り、見事な花を咲かせてくれました。きれいに整備してヤブツバキ園を造成するのが夢でした。園芸種のツバ

キは多種ありますが原種に近いヤブツバキのマニアも結構多いのだそうです。そのヤブツバキが昨年2月の豪

雪のため見るも無残に破壊？されてしまったのです。近年稀に見る大雪(約70cm)で我が家のカーポートや自

家用車、サンルーフ、農家のビニールハウスも多大な被害を受けまし

た。ヤブツバキも倒れた竹に潰され、筍狩りとBBQの恒例「竹の子

パーティー」が出来なくなってしまいました。そして大ゴトな後始末が

待っているのです。倒された竹を切り、枝を落とし枯れるのを待って燃

やします。そのままだと破裂するので節々に鉈で孔を空けるのです。肉

厚な竹は電動ドリルを利用しなければなりません。焚き火は条例違反に

なりますが煙が出ないように上手く燃やします。この数年我が家では薪

ストーブを利用していますが竹は火持ちが悪くストーブには適しませ

ん。竹が燃料になったら…と恨みながら今日も又薪を割ります。 

（記：好岳） 



当たり前ですが福岡の市街地へ近づいていくと人も多くなります。久留米から北上していくにつれて車

の量も多くなるし、街中には頭の上を走る高速道路もあります。博多駅から天神までの間では、外国人

の方に声をかけられたりもして、やっぱりインターナショナルで大都市だなと感じました。 

福岡は岡山県ともゆかりのある

ところです。福岡という名前

は、現在の岡山県瀬戸内市にな

る備前福岡村に由来すると伝え

られています。関が原の戦いが

終わった後、黒田長政が徳川家

康から筑前52万石を与えられ、

城下町を整備した時に福岡と改

名。備前福岡は曽祖父の故郷

で、黒田家の発祥の地とも言え

る土地です。黒田家がこの土地

に根ざし発展していく覚悟を

もっていた事がうかがえます。

もともとあった商人の街、博多

と共に発展し、現在は行政区や

駅名に博多が残っています。 

 福岡城の跡には現在、陸上競

技場、美術館、裁判所などがあ

り、外堀跡の大きな池を活かし

た大濠公園があります。滞在していた天神の宿から大濠公園までは２キロぐらいで適度な距離。鹿児島

から自転車ばかりだったので、気分を変えようと夜ランニングをしました。池の周りは一周ジョギング

用、自転車用、散歩用と分かれて利用しやすいようになっていて、夜10時を過ぎても、走っている人、

散歩している人、ローラーブレードをやっている人など、多くの人が楽しんでいました。一周している

うちに周りのビルの夜景も見えて、一度走っただけですっかりお気に入りの公園になってしまいまし

た。 

福岡は日本の大都市の中でも最も交通の便がいいところ。新幹線が止まる博多駅から国際空港が至近で

す。特に日本のほかの都市から比べてアジアへのアクセスもよく、コンパクトにまとまっています。そ

して商業施設もそろっていて、プロ野球チームもあり、お祭りもある。地元の人たちが一体になり、共

有できるものがたくさんあり、市民の憩いの場の公園もある暮らしやすい街だと感じました。 

岡山県のＰＲポイントに「住みやすさ」をあげていましたが、福岡にはかなわないと正直なところ思

いました。そんなこともあって福岡での岡山県のＰＲはちょっと弱かったかもしれません（苦笑） 

（記：安部良） 
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晴れ男！日本縦断おかやまPR（その７） 

   暮らしやすい街、福岡 

 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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 少し前までは癌＝不治の病と思われる方が大勢いらっしゃいましたが、後天性癌が作られる過程は単純な

ので予防も簡単です。実際のところ癌細胞は誰の体内にも存在し、毎日作られては免疫機能が消去するという

作業を続けています。ところがストレスが多かったり、偏った食生活や睡眠不足などの不規則な生活習慣を続

けていると、活性酸素が増え免疫機能が衰え、癌細胞が増殖する結果を招きます。 

癌細胞はカビやバクテリアなどと同様にアルカリ性の環境下で生存できないという特徴があるので、肉・乳

製品・加工食品・砂糖・アルコール飲料・炭酸飲料などをなるべく避け、アルカリ性食品を摂るよう心がけて

下さい。梅干を食べたりレモン湯を飲むと数秒で体内のｐｈレベルが変化するのを実感できる方もいます。梅

干やレモンは酸っぱいので酸性と思われがちですが、両方ともアルカリ性食品の代表格です。切ったりんごを

レモン水に浸けると茶色に変色しないことからも解かりますが、レモンは体内の酸化を防いでくれるので、お

湯にレモンジュースを入れて毎日飲むようにしてみて下さい。水よりもお湯の方が体内に吸収されやすいで

す。酸っぱくて飲みにくい場合は蜂蜜を少量入れてもいいですが、癌細胞は砂糖が大好きなので入れずに飲め

る場合は入れない方がいいでしょう。 

お酒やタバコは活性酸素を増殖させます。タバコは急に辞めると禁断症状が出るので、ニコチンパッチや医

師による処方の注射を使われるといいと思います。ニコチンパッチは１～３ヶ月位かかりますが、医者による

処方の注射は１本打つだけで９０％以上の方が即日辞められるそうです。百害あって一利無しのものを辞めた

ことで、浮いたお金を活性酸素を撃退してくれるピクノジェノールなどの抗酸化物質に充てて下さい。 

ストレスの多い生活をされている方は、好きなスポーツや趣味などでストレスを発散するようにして下さ

い。ビタミンＢ群補給もストレス解消に役立ちます。 

健康でいると健康のありがたみに気付かず、体を大切にすることを忘れがちになりますが、病気になると健

康のありがたみに気付くものです。体は魂にとって車のようなもの。粗末に扱えば早く故障するかもしれませ

んが、十分な栄養を与え大切に使えば新車同様に長持ちします。 

癌を例にお話ししましたが、８０％の病気の原因は癌と同様活性酸素によるものなので免疫力を高め抗酸化

物質を摂ることであらゆる病気を予防することが可能です。そして例え病気になってしまったとしても、全て

の人にはどんな病気も治せる潜在能力が備わっています。健康維持の知識を身につけ若々しく生き生きと人生

を謳歌しましょう。（記：スーパーマリコ） 

 

 

癌について 



 ２０１４年１２月にカナダに降り立ち、

１ヶ月が経つ。実は、私はタイの北部にあ

る古都、チェンマイから１０年の移住生活

を経て、ビクトリアに来たのである。チェ

ンマイに１０年というと、どうしてチェン

マイを選んだか、よく質問をいただく。も

ともとポルトガル語を専攻に、アジア学を

副専攻で大学を卒業しており、親戚の住ん

でいたタイのチェンマイに興味があった。

大学卒業後、OLをしていたが、自分の人

生、進路を変えるなら今しかない、と転職

が内定していた会社をお断りし、一心発起

して、チェンマイに旅たった。 

 チェンマイでは、普通ではなかなか味わ

えない様な経験を沢山させていただいた。

チェンマイに移住して４ヶ月後、チェンマ

イ大学にて聴講生として芸術学部に参加す

ることになった。この学部は、芸を磨きな

がら、芸術に関する学術的な勉強をする学部であったため、古楽器の演奏者、タイ舞踊の舞踊家を目指す

学生ばかりだった。結果、教室にいる男子学生は、男子ではなく、女子を目指す？男子学生がほとんど。

女装すれば、お化粧、衣装の趣味は抜群で、歌うも、踊るも上手な方ばかりであった。そんな学生に囲ま

れながら、チェンマイの古都ランナー王朝の伝統や文化を学ぶ毎日であった。 

 ある日の授業後、先生に呼ばれた。明日の午後、教室に集合。リハーサルをします。というのである。

タイ生活半年足らずの語学力では、これ以上の理解は難しかった。午後教室に到着すると、タイ伝統衣装

に着付けが行われ、髪を結い上げ、お化粧もばっちり。タイで１１月の満月に行われる、ロイクラトーン

という灯篭流しのお祭りであることがわかった。各団体が山車を準備し、パレードに参加するのである

が、私共学生も、パレードに参加することになっていたのだ。パレード時の写真は、残念ながら、残して

いないが、それ以外にも伝統舞踊のステージがあると、何度か、借りに出されることがあった。その度毎

に、私にとってはサプライズであり、そ

の場しのぎで振り付けを覚えることと

なった。まさか、見ている鑑賞者の方々

は、日本人の素人が中にいるとは思いも

しなかったのではないかと、苦笑と共に

今となれば良い思い出である。こうし

て、タイでの大学生活、１０年に及ぶ生

活が始まった。毎日が異文化体験、喜怒

哀楽が詰まった１０年間だったと思う。

時に、タイ語で夢を見るようにもなって

いたが、最近では英語に移行しつつあ

る。 

 また皆様と会合の機会などを通して、

タイでの経験や皆様の経験 とシェアさせ

て頂ければ幸いである。 

（記＆写真：滝沢百子） 
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生まれは東京、タイのチェンマイに移住、そして 
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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。   

 

   

 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） 

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


 

Continuity & Connection「繋ぐ～多次元を～」 

A concert of traditional and innovative Japanese Noh performance and jazz piano featuring  

master Noh actor YAMAI Tsunao and pianist KIHARA Kentarô,  

with an ensemble of professional Noh actors and musicians. 

A concert of artistic continuity and cultural connection. 

Continuity & Connection – Japanese Noh performance and jazz piano 

Friday February 27, 2015 – 7:00 pm (door opens at 6:30pm)  

At Gérald-Henriette Moreau Theatre (École Victor-Brodeur, 637 Head Street Victoria) 

TICKETS: $24 /$18 (students & seniors) /$12 (12 and under)  At the door on Feb 27:  $28/$22/$15 (cash only if 
at the door)                                                                   

TICKET AGENCY: Ticket Rocket-Victoria’s Community Box Office: 250-590-6291 

MORE INFORMATION: http://ticketrocket.org 

 

 

 
 

 

Special thanks to Conseil Scolaire Francophone de la Colombie-Britannique #93 & École Victor-Brodeur  

for providing the performance venue for this concert, and 

all the community supports, including Victoria Nikkei Cultural Society and Victoria Japanese Friendship Society. 

 

  
This is a one-time only performance and not to be missed! 
  
  

  

MEDIA CONTACT: Hitomi Harama   250.881.5568   h.hitomi@tohonetwork.com 

Supported by: 



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。 

試練の時である。アカネが急に夜中に起きだすよ

うになった。それも、ハッピーに起きて私の顔に

座るか、全身でヘッドロックをかけ、おしゃべり

をして1時間半くらい過ごすのだ。1週間ぐらい

のち、いったん落ち着いたのだが、起き癖がつい

てしまったらしく、頻繁に起きる夜が続いた。背

中をとんとんしては寝付くのを待ってこちらも寝

るのだが、あまりに途切れ途切れの睡眠に、免疫

力が下がり、乳腺炎、風邪、インフルエンザ、ま

た風邪ととめどなく病気をした。そのうち疲れて

も眠くても眠れなくなってしまった。人間は、寝

ないと身体だけでなく心も破壊されていく。それ

でも朝はやってきて、ごはんを作って食べさせ、

ベビーグループへ連れ出してあげなくてはならな

い。そんな厳しい毎日で、あかねのあのねも書き

かけで止まったままである。 

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 

一日＄２ 

 

健康投資 

Isotonix Daily Essentials Kit（90杯分） 

  ピクノジェノール・ビタミンＢ群 

  総合ビタミン・カルシウムプラス 

http://ca.shop.com/Isotonix+reg+Daily+Essentials+Kit-

765086435-p+.xhtml?credituser=R4242749  

mailto:ma.victoria@live.ca
http://ca.shop.com/Isotonix+reg+Daily+Essentials+Kit-765086435-p+.xhtml?credituser=R4242749
http://ca.shop.com/Isotonix+reg+Daily+Essentials+Kit-765086435-p+.xhtml?credituser=R4242749

