
 
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2月28日発行2015年3月 第205号 

❀さくら通信❀   

 ２月のイベント 

 ３月の予定 

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」 

 

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。 

3/4 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

3/7（土）9 a.m.～3 p.m. 

 在バンクーバー日本国総領事館出張サービス＠ 

 Bedford Regency Hotel (1140 Government St.) 
 

3/ 12（火）10 a.m.～ 

 散歩の会 Mount Douglas駐車場に集合 

 昼食はFig（地中海料理）を予定しています。 

  

3/18 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

3/19（木）1 p.m.～       

 VJFS友好協会理事会＠浦中宅 

 

3/26 （木） 1～ 4 p.m.       

 手作りの会予定  内容が決まりしだい、ご連絡します。 

 

3/29（日）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会年次総会＠Windsor Pavilion 
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 ビクトリア日本友好協会創立20周年記念パーティ 
 

ビクトリア日本友好協会が本年、2015年、会が創立20周年をむかえます。それを記念し

て、レセプションと夕食会を下記の様に催すことになりましたのでご案内申し上げます。 

皆様と共に楽しい一夕を過ごしたいと思います。多くの会員の皆様のご参加をお待ちして居

ります。 

 

記 

 

 日 時：     2015年4月19日（日曜日） 

           17時   開場 

          17時30分   レセプション 

          18時      短い開会の挨拶 夕食 

 場 所            Victoria Golf Club 

                   1110 Beach Dr., Victoria, B.C., V8S 2M9 

 会 費      会員 25ドル（実費70ドル差額は会より負担） 

 

 ＊出欠のご返事は3月31日までに、4月10日の先付小切手同封の上 

  岡田知子あてご送付ください 

 C/O Tomoko Okada 

 3901 Lexington Ave., Victoria, B.C., V8N 3K6 

歌留多ストーリー 
 某県の数少ない文化に「上毛カルタ」があります。県内名所旧跡、産業、文化、偉人等々を県民

は小学校の社会科の必須科目のように覚え、そして愛しているのです。長野県民が皆「信濃の国」

を唄えるように某県民は上毛カルタの全てをソラで覚えているのです。古里を愛する心を育てよう

と昭和22年に創作されたとか？年末になると本屋さんに平積みされ、お正月を迎えると「上毛カル

タ大会」が各地で催され、地元紙には地区大会の結果と写真が掲載され、ファイナルは県大会とな

るのです。近年他県の本屋からの注文が相次ぎ、前年比2倍の2万部の発行だったとか。何故この人

が載ってないの？何故この人が載っているの？…なんてツッ

コミたくなりますが、この際我慢しましょう。前から気に

なっていた読み札があるのです。「る」は「ループで名高い

清水トンネル」となっています。急勾配を鉄道が上り降りす

る時「ループ式、アプト式、スイッチバック式」等々の方法

があります。そのループ式トンネルは清水トンネルじゃなく

て本当は湯檜曽トンネルなのです。この辺りの疑問を県庁文

化振興課に聞いてみました。担当スタッフ曰く「そのご指摘

は多くあります。文化協会から無償移管され、その契約に絵

や文言の変更は一切駄目となっているのです。確かに湯檜曽

トンネルと思いますが創設当時のおおざっぱなくくりで清水

トンネルになっているのでしょうねぇ!?」 

 想像と一致したのでそれ以上反論しませんでした。 

（記：好岳） 



 

 

 

 ２月はやはり「風邪」のシーズン

なのでしょうか、今月の「手作りの

会」の参加者はほんの数人でした。

でも允子さんのご指導のもと、ぶ

きっちょな私も今回は作品を完成す 

ることができホットいた

しました。 

 材料が新聞紙だったの

で手が真っ黒になりまし

たが、子供心に帰っての

とても楽しいひと時を過

ごし、終わってからは、

允 子 さ ん 特 製 の フ レ ッ

シ ュ・オ レ ン ジ ジ ュ ー

ス、三代子さんお手製のカップケーキをいただいたりと、とても贅沢な気

分を味わった「手作りの会」でした。 

(写真：浦中允子、記：瑛Calder） 
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新聞紙で作るカゴ 
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。 

 

在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 
 

              当館からの緊急一斉メールは届きましたか？ 

 

 このたび，シリアにおける邦人殺害事案を受け，在留邦人の皆様に注意を喚起する内容の「緊

急一斉通報」を，皆様のメールアドレス宛，送信いたしました。 

  

 ついては，この「緊急一斉通報」の内容を再度ご確認いただくとともに，当地の治安情勢に関

し何らかの動向や兆候が看取された場合は，速やかに当館までご連絡願います。 

  

 なお，この「緊急一斉通報」を受信されていない方につきましては，当館より再度お送りいた

しますので，至急当館（consul@vc.mofa.go.jp）までご連絡願います。 

mailto:consul@vc.mofa.go.jp


中学2年の夏休みが終わり、プールで日焼けした元気なクラスメートに久しぶりに会うのを

楽しみにしていました。或る日の放課後、国際文通協会から大学生風の人達がやってきて、中

学生の私たちに話しがありました。これからの日本は国際的にならなければいけない。日本の

外を見て、国際人として若い貴方達は成長していかねばならない、とその学生さんが中学生の

私たちに話してくれました。時は1954年、日本は戦争に敗けて10年も経っていなっかたの

で、大人達は国の再建の為皆懸命に働いていました。私たち子供は、親と先生の言うことをき

いて一生懸命勉強していればそれで良かったのです。 

この国際文通協会に参加して、外国の友達と文通をし、国際人として目を開きのつもりでし

たが、まあ目的は何でもいいのですが、興味深い話でした、海の彼方に友達ができることに妙

に興味を引かれたのです。私たちは色々な国のペンパルを選ぶことができたので、私はまず英

語の通じる国を選ぼうとしました。でもアメリカには何故か反感が有りました。其の頃、東京

には進駐軍が彼方此方に基地を持ち、その家族の為にも住宅があり、高い鉄条網に囲まれた敷

地内に金髪の子がピカピカの自転車を乗り回してるのを見て、羨ましいと思っていました。そ

こで私はイギリスの同年の女の子を希望して、自己紹介の手紙を書きました。名前は片倉洋

子、家族は両親と兄が2人妹が2人います。15才で中学2年、趣味は絵画、スポーツは水泳が

得意です。渋谷区の中学の水泳大会では優勝したことがあります、その他にはあまり書く事が

ありませんでした。その手紙は文通協会の人が英文に訳しイギリスに送られ、日本の女の子の

ペンパルを選んだイボンヌ・ナイトさんに届きました。三ヶ月後、誕生日のプレゼントに間に

合うかのように12月、イボンヌさんの英語の手紙と日本語に翻訳された手紙が届きました。

まるで宝物の様に、家族皆で一通の手紙を読みました。その当時は 船便でしたが、後に航空便

になり、今では電子メールになり、時代の流れを感じています。最近ではEメールと電話で話

しをしています。去年の12月、イボンヌさんと私は60年の文通を互いに祝福しました。     

イボンヌの自己紹介の手紙には、「ロンドンに住んる14の少女で、趣味はテニス、目はブ

ルー、髪の色は赤です」とありました。同封してきた写真は白黒で、赤髪は想像外でした。中

学を卒業後、彼女は看護学校に進み寮に住んでいました。卒業前に自動車整備士のエディに出

逢い、デートで寮の門限に遅れ、垣根を越えて部屋に入った話し等は後で聞きました。私自身

も高校生になり、その間お互いに文通も疎遠になりこのまま文通は終わりかと思っていたら、

或る日分厚い手紙が届きました。中にはベビーと教会の前で白いウェディンクドレスを着た彼

女の写真がありました。空白の説明を解くかのような内容でした。 

続く・・・（記：洋子Currie)       
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ペンパル 

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。 



 福岡から北九州市へ向かう頃には旅も始めてから2週間。“おかやまPRスタッフ”として採用された

6名の中でMさんと僕が組んだのが「走れ！晴れ男日本縦断おかやまPR」企画。一緒に旅しながら撮影

しているMさんとの連携もどんどんよくなってきました。 

 Mさんは日中、僕の自転車走行シーンや各地を訪問している様子を撮影します。助手席に三脚を固定

してカメラを設置し、車で追いかけて撮ったり、時々先回りしてアングルを決めて、待ち構えて撮った

りします。撮影にはもう一台自転車に取り付けたカメラも使いました。僕が撮影し、自転車目線や僕の

表情を撮るためのカメラです。 

 目的地に着き宿に入ってからのMさんは編集作業に入ります。その日、自転車で走っていた間にどこ

でどんな事が起きたのか？車では追いきれなかった事と撮れた動画の内容を僕から伝えます。動画1本1

本の構成を考え、連日深夜まで編集が続きま

す。完成した動画は、岡山県庁の方やプロジェ

クトのプロデューサーやディレクターのチェッ

クを経て、YouTubeに公開されていきまし

た。 

 日中は車を運転しっぱなし、夜はパソコンに

向かって動画の編集。このPR企画の旅中はM

さんにとってもかなりタフな日々でした。 

この企画に必要なお金は、先立って仮払いさ

れた中から二人で管理して使っていました。鹿

児島を出発する前に九州縦断分として受け取っ

たお金は、北九州を目前にした時には残り少な

くなっていました。自転車で移動している僕は

特にお金がかかることはありませんが、車に

乗ってるMさんはガソリン代も払うし、宿には

先に到着するのでチェックイン時に二人分の宿泊費も払っています。当然Mさんの仮払い金はどんどん

なくなっていきます。 

福岡から北九州へ向かっていた日には、車の給油ランプが点灯。Mさんはガソリン代ももう払えない

ので、自転車で走っている僕と連絡をとりながらタイミングをみてガソリンスタンドへ行きました。自

転車の人が給油しているという見慣れない光景です。ガソリンスタンドはセルフなのに建物から店員さ

んが出てきて、どうして自転車が入ってきてるんだ？という目で覗きにきました。僕も自転車で車にガ

ソリンを入れに行ったのは初めての事でした。 

今回は一人で旅していたのときとはいろいろなことが違いました。一番大きな違いは、撮影同行してい

る人がいるという点だっと思います。撮影や編集のことも考えながら自転車に乗っていましたし、時間

やお金の管理も常に共有していました。一人の担う役割は大きく大変なこともありましたが、お互いそ

れぞれの経験があったのでできたのではと思います。九州縦断を通していくつか浮き彫りになった課題

もありましたが、手ごたえを感じ

ながら福岡から北九州市へ向かい

ました。（記：安部良） 
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晴れ男！日本縦断おかやまPR（その８） 

   お互いの経験があって成り立った二人三脚の旅 

 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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 確定申告はお済みですか？北米平均家庭収入の３０%は税金そしてあとの３０%は家や学生ローン返済

などに消えるそうなので、節税するかしないかは家計を大きく左右します。”Lower Your Taxes Big 

Time!”ベストセラー著者であるSandy Botkin氏の解説をYouTubeで見つけたので要約してお伝え致し

ます。（Sandy Botkin Tax Secret http://youtu.be/D-HFLDHcYMo） 

 

 

 北米では従業員として働いた場合に自動的に差し引かれる収入税と、ビジネスに対する収入税という二

通りの収入税システムがある。中小企業は７割以上の雇用創出に貢献するためアメリカ政府（カナダ政

府）は中小企業オーナーにさまざまな節税メリットを提供している。 

 

例１：従業員として働く夫の年収が$40,000の家庭で妻がパートに出て$20,000の年収を得た場合、一

年後の手取り額は夫だけが働いていた時とほぼ変わらない。 

 

$20,000の内訳： 

$4,845＝収入税 

$1,530＝ソーシャルセキュリティー 

$1,430＝通勤に使う一年分のガソリン代 

$1,750＝職場での昼食代（$7ｘ5日ｘ50週） 

$1,200＝通勤用洋服代・クリーニング代 

$2,000＝外食の機会が増えた 

$6,250＝チャイルドケア代（子供3人） 

    $995＝残金（時間と労力を消耗した結果） 

 

例２：$10,000節税するのと、$17,000の昇給とどちらを選ぶか？$17,000昇給しても残金が

$10,000以下になる可能性大なので、$10,000節税した方が得。一生懸命がんばって昇格したり、別の

仕事を掛持ちして収入が増えたと糠喜びしていると確定申告でがっかりすることになる。 

 

それでは節税するにはどうすればいいか？最善方法は、通勤ラッシュ・従業員管理・在庫管理などに悩ま

されることの無い在宅ビジネスを副業として始める事。 

 

在宅ビジネスのメリット 

－節税（旅費・交際費・洋服代・商品代・家賃の一部・光熱費の一部・チャイルドケア代・交通費・・・

などの諸費用をビジネス経費で落とし年収粋を下げる） 

－副収入 

－上司や部下との人間関係に悩まされない 

－雇用主からの解雇や倒産などに左右されない 

－勤務時間を自分で決められる 

－家族との時間を楽しめる 

－他人の夢実現のためではなく自分の夢実現のために働く 

 

 私自身も在宅ビジネスにより節税の恩恵を享受しています。もし我武者羅に働いても生活が豊かになら

ないとこぼしている方がいたら、より良い方法があることをぜひ教えてあげて下さい。（記：招き猫） 
 

節税について 

http://youtu.be/D-HFLDHcYMo
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あかねのあのね 

事件だ。 

まだ2015年が始まって間もないというの

に、今年のニュース・トップ10の上位に食い込

む事件が起きた。 

アカネがしゃべった。 

 記念すべきアカネの第一声は「はい」だっ

た。それは、日本語のお返事の「はい」であ

り、「はい、どうぞ」の「はい」であり、英語

の挨拶の「Hi」だった。 

 1歳を過ぎる頃から、「伝えたい」という思い

が爆発的に増えたのが、こちらにも手にとるよ

うにわかった。じっとこちらのジェスチャーや

様子を見つめるようになり、4－5か月の頃から

やってきたものの、何のリアクションもなかっ

たベビーサインを急に始めた。鳥、猫、犬、赤

ちゃん、ねんね、飛行機、おっぱい、ぞう、く

ま・・・絵本を広げれば、その内容をサインに

して教えてくれたり、時計の音を「ぼーん、

ぼーん」と言ったりする。相変わらず万能語は

人差し指の指さしと「んっ」ではある

が・・・。 

 コミュニケーションがとれ始めた証で心躍る

出来事なのに、またしても私は涙し、夫に言っ

た。「なんだか切ない。アカネがしゃべってこ

の上なくうれしいはずなのに、悲しい」と。私

のコメントに慣れている夫は「君は涙の出るポ

イントがほかの人とずれてるよね。実にエキサ

イティングじゃないか。アカネがたまらなく

キュートな声でコミュニケーションをとってる

んだぞ」と笑った。 

 だって、だ。アカネが私たちのいるこちらの

世界にやってくるのは悲しいのだ。アカネ語の

マジカルワールドでもうしばらく生きていてほ

しいのだ。 

赤ちゃんたちはそれぞれの複雑極まりない言

語形態を持っているのだとアカネを観察してい

て思う。アカネ語には明らかにシステムがあ

る。私たちがうまく理解できないだけなのだ。

例えば、「○×▽＃＄％％＆、あぁ～、

“”＃＄？＋＊」うぅ～、へへへ（笑）」と一

丁前にフィラーを入れてしゃべる。「え、ちょ

びばくべべちょちょぱ？？」と語尾が上がって

まともな疑問文になる。おまけに上目づかいに

なって質問をしていますよ、という合図を送っ

てくる。時に人差し指を掲げ、イタリア人なみ

に両手を駆使してそれは長々とレクチャーを

してくれる。そんな姿をじっと眺めてはため息

をもらし、私は感心していたいのだ。世界に存

在する言語が（方言も含め）2分に1言語のス

ピードで消えていっている今の時代に

JapaneseならぬAkaneseを新言語として確立

させたって罰は当たらないと身勝手な持論を展

開させる。 

そんな中、そうか「マミー」と呼ばれれば、

この切なさは消え、骨の髄までとろけるような

喜びに変わるに違いないと思い当たった。翌日

から＜言わぬなら言わせてみせようマミー作戦

＞が始まった。――が、こればかりは言うまで

待つしかなさそうだ。 

体の発達が目まぐるしかった0歳から1歳ま

で。1歳からの1年は自立心の芽生え、好奇心の

塊、いやいや期への突入、と心の発達が著しい

という。 

 この頃アカネは一人立ちをし、数歩歩くよう

になった。しゃべれる言葉は、ぱいぱい、バイ

バイ、はい、DingDong（鐘の音）、Baby、

カーカーと増えた。 

アカネさん、いよいよ第二章の幕開けです

ね。 

（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
 

 

 

 

●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


 

 

  ビクトリア日本友好協会 Victoria Japanese Friendship Society 

 
 ビクトリア日本友好協会は、ビクトリアとその近郊に住む日本人移住者や留学生、ワーキングホリ

デーの方々、日本に関心を持つカナダの人達との親睦と相互援助を目的として、日本文化の紹介を通

じてカナダ社会に貢献しようという願いのもとに、1995年に発足いたしました。1996年には非営利

団体としてB.C.州に法人登録しました。 

 現在ビクトリア日本友好協会では個人、家族、学生を合わせて約６０組が会員となり、講習会やバ

ザー、新年会などの行事を始め、同好会やクラブ活動等に参加し、友好を深めています。特に「カラ

オケクラブ」は大好評で、毎回大勢の人が集まり賑やかです。 

2008年度より日本友好協会協賛店の方々が会員に特典を与えてくださることになりました。 

国籍を問わずどなたでも会員になれますが、会の運営と毎月会員に送られる会報「さくら通信」は日

本語で行われます。 

 会員の輪を広げ、ビクトリアでの生活をさらに快活に充実させていきたいと願っています。 

 

 - - - - - - - - -- - -- - - -- - - - - --- --  - - - -- ----- -- - -- - -  -- - --- - - - - --- - --- - - - - -- - --- - - - - -- -   
 

        ビクトリア日本友好協会 会員申込書  ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

 

以下の項目にご記入の上、この申込書を切り取り小切手を同封してお送り下さい。 

 

    支払先： Japanese Friendship Society 

 

    送付先： Japanese Friendship Society 

   c/o Tomoko Okada 

   3901 Lexington Ave., Victoria, B.C., V8N 3K6  

 

 

会費：（ ）家族会員＄２５ （ ）個人会員＄２０ （ ）学生会員＄１５ 

 

 

ご本人の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＊家族会員ご希望の方は同居しているご家族の名前と18才以上の方にはチェックマークをご記入下

さい。 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Ｅメール＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

会員名簿配布の際に非公開を希望する項目にチェックマークを付けて下さい。 

住所の非公開（ ） Ｅメールの非公開（ ） 電話番号の非公開（ ）を希望 



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。 

産前教室で一番の心配事は何か？と問われる

と、「産後、どうやって自分の体を労わりなが

ら赤ちゃんのお世話をするのか」答えていた。

産後の日々は想像以上に過酷だった。が、すっ

かり見逃していた。半年を過ぎ母乳の成分が変

わって免疫力が低下するとともに小さい子供が

これほどまでに風邪をひくことを…。この冬、

子供が風邪をひけば、一家で撃沈した。お世話

をすることで睡眠不足になれば、自分が一番体

調を崩し、またそれが長引いた。子育てには心

配事がつきないが、毎日を生き延びるのに精

いっぱいで、何か先のことを考えて不安になる

ことは一種の贅沢なのだとすら思えた。ビクト

リアではプラム・チェリーが満開になり、春も

目の前である。季節がよくなるとともに風邪に

もしばらくお暇願いたい。 

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] 

 

 さくら通信4月

号、5月号はお休



 

 

 
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 

キャッシュバック  節税 在宅  副収入 

時間的自由 経済的ゆとり チームワーク 

夢実現  幸福感  健康美  社会貢献 

ＢＢＢ推薦  アンフランチャイズ  

世界最大オンラインショッピングセンター 

www.shop.com/

VictoriaCanada  

お問い合わせ：ma.Victoria@live.ca  

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

