
 

 
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。 

6/4（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

6/11（木）1 0 a.m.～ 

 ラジオ体操と市内公園めぐり＠旧Lagoon Road, Ocean Blvd

（橋を渡って左側に駐車） 

  各自おにぎりを持参してピクニックランチを予定。 

 

6/17（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 
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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事

務＠Bedford Regency Hotel 

 

3/29（日）1 p.m.～  

ビクトリア日本友好協会年次総会＠

Windsor Pavillion  
 

4/19 （日）5 p.m.～ 

ビクトリア日本友好協会創立20周年記念パーティ＠Victoria Golf Club 

 

4/ 29（水）2 p.m.～ 

Broadmeadケアハウス訪問 

 

 

5/14（木）10 a.m. ～ 

ラジオ体操＆市内公園めぐり＠Sea Walk at Esquimalt 

 

5/28（木）1～4 p.m. 

手作りの会 「男の手料理」 

 

上記のほか、いつも通りのカラオケ＆ポットラック、理事会が開催されました。 

 

 
  ３・４・５月中のイベント 

 ６月の予定 

2015年6月号（第206号） 

6/18（木）1 p.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

6/25（水）1 p.m.～ 

 手作りの会 「藍染ハンカチ作り」 

 費用は実費。定員10名まで。 



3月29日（日）午後1時より、Oak Bay Windsor Pavilionにてビクトリア日本友好協会第16回年次総会が開催され

ました。今年度の役員は以下の通りです。 

 

   役員：   コルダ―瑛 

     岡田知子 

     浦中允子 

     浦中武広 

     バークレイ正美 

     クーリー洋子   

     高柳忠弘 

   会計   木全信子    

書記：   滝沢百子 

さくら通信：  高井マクレーン若菜 

 

会員皆様があってのビクトリア日本友好協会です。理事会への会員様のご参加、あるいはメール等でのご意

見、いつでもお待ちしています。今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ビクトリア日本友好協会第１６回年次総会 
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２０１５年度会員更新について 

 
 ビクトリア日本友好協会の年度は日本の学校や企業と同じ4月にスタートします。すでに大勢の方が

会員申込書とともに会費を納めて下さいました。まだの方は申込書とともに小切手を同封し、 

 Japanese Friendship Society  
 c/o Nobuko Kimata 
        1190 Mapleglove Place, Victoria, B.C., V8Y 3B9, Canada 

 

宛にお送り下さい。なお、行事に参加される際、理事に手渡していただいても構いません。勝手ながら

6月30日までに会員の更新および会費の納入がない場合は、さくら通信受信者リストからお名前を除か

せて頂きますのでご了承願います。 
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  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 Nobuko Kimata 

         1190 Mapleglove Place, Victoria, B.C., V8Y 3G7, Canada 
 

 

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。 
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３月 ビクトリア日本友好協会年次総会 

 

 カケスを jayと言うのは鳴き声が「ジェィ、ジェィ」だから…とバード

ウォッチングの指導員のお姉さんが教えてくれました。blue jayがカナダで

愛されているアオカケスとは知りませんでした。cardinalもアメリカ種の小鳥でショウジョウコウカンチョウ

と言うんだそうですね。共にアメリカ・メジャーリーグ・チームのニックネームになっています。小椋佳作詞

作曲の「シクラメンの香り」は75年に布施明で大ヒットしました。ミリオンセラーなんて言葉もこの時生まれ

たのではなかったでしょうか？歌詞に「真綿色したシクラメンほど清しいものは無い…」とありました。清々

しいと言う日本語はあるが「清しい」は間違いだ、だいいちシクラメンには香りはないじゃないか？こんな論

争もありました。間違っている歌詞といえば「富士の高嶺に降る雪も、京都先斗町に降る雪も、雪に変わりが

ないじゃなし…」が有名ですが、今思うと正しいのかな…？つまり富士山の雪と先斗町の雪は変わり(違い)があ

るのです。さらさら雪と湿った雪の違いですよね？だから雪に違いがないじゃなし→「ある」という結論で正

しいのです。今では最新のバイオ技術でシクラメンに香りが付けられたとか。シクラメンと同じくクリスマス

から正月の頃出回るポインセチアは日本語では「猩々木(ショウジョウボク)」というのをご存知でしたでしょう

か？シクラメンも日本語で「豚の饅頭」と言われています。（記：好岳） 

シクラメンの香り 
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５月 ラジオ体操＆市内公園めぐり 
  

 

在バンクーバー日本国総領事館領事班よりお知らせ 
 

詐欺にご注意ください！！  
 

卑劣な詐欺電話の被害についての報告が寄せられています。犯行グループの手口は以下のとおりです。 

 

（1）「unknown」又は「614-715-4190」（614は米国オハイオ州の局番）から南西アジアなまりの英語

で，「こちらはトロントにあるマイクロソフト社の監視センターです。何者かがあなたのパソコンをハッ

キングし，ウイルスを拡散しています！」と慌てた様子で連絡越す。 

（2）なぜ当方の電話番号を知っているのか尋ねると「あなたがかつてオンラインでマイクロソフト社の

製品を購入した履歴があるためです。」などと回答越す。 

（3）犯行グループの指示とおりにパソコンを操作すると，知らぬ間に遠隔操作ソフトをはじめ様々な

ジャンクソフトがインストールされ，「このとおりあなたのパソコンは既に何千ものウイルスに感染して

おり，これを駆除するにはマイクロソフト社のソフトを計20ドルで購入する必要があります。」などと述

べ，カード番号を聞き出そうとする。 

（4）カード番号の入力を拒絶すると「それでは今からあなたのパソコンをブロックします。」などと述

べ，勝手にパスワードを設定され，パソコンが操作できなくなってしまう。 

  

2 マイクロソフト社の公式ホームページによると，既に同様の被害に関する情報が同社に対し多数寄せ

られている模様であり，また同社は，個人ユーザーに対して直接電話したり，カード番号等の個人情報を

電話で聞き出したりするようなことはしない由です。 

  

3 ついては，皆様におかれては，発信者不明の電話にははじめから応答しない，また先方が「マイクロ

ソフト社」を名乗った瞬間に電話を切る等，詐欺電話から個人情報を十分保護するよう，一層ご留意願い

ます。 

  

4 なお，皆様の中で同様の被害に遭われた方，特に上記1 (4) のパスワード設定によりパソコンが使えな

くなった等の状況に陥りお困りの方は，取り急ぎ当館までメール(consul@vc.mofa.go.jp)又は電話(604-

684-5868)又はFAX(604-687-2236)でご連絡願います。 

mailto:consul@vc.mofa.go.jp
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 ４月 ビクトリア日本友好協会20周年記念パーティー 
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 4月19日、17時より、会員である中川裕次の軽妙な司会でレセプションが始まりました。ロビーに置かれ

たキュウリー洋子力作の折々のイベント写真のディスプレイをご覧になる方々、旧交を温めている方々、新

しい会員の紹介などで会員同志の歓談が続いているうちに、総領事岡田誠司ご夫妻と副領事八田知美様がご

来場され、全員着席して戴きました。 

コルダー瑛会長の挨拶は次のようなものでした。会を創めようとした矢先に阪神淡路大震災がおき、バ

ザーの売り上げの半分と会員各自の寄付とを合わせて義捐金を日本に送りました。残りの半分は会の運営資

金となりました。次に、会をBC州の「非利益団体」に登録しました。これには日本語から英語への翻訳に多

大な時間と労力を費やしました。その後、総領事館より寄贈された600冊の本で図書館を立ち上げ、これを

13年間運営しました。市の工事の不手際で下水の浸水が起き、6000冊の蔵書のうちの８０％の書籍を失

い、図書館はその歴史に幕を閉じました。また、第20回NHK文化センター文化交流祭では当時の会員の殆ど

がボランティアで動き、交流を成功させました。東日本大震災の義捐金を集めるために日系文化協会とお盆

フェスティバルを現在も一緒を行っています。この20年間、生け花、日本舞踊、着物の着付けのデモンスト

レーションなどを老人ホームや学校で行っていますが、この様な催し物は会員の皆様の協力なしには行え

ず、会員の方々のご協力、ご支援、ご理解を今後もお願いしたいと挨拶を終えました。 

岡田総領事のお話では、バンクーバーに総領事館が設置された経緯が興味深かったです。ロンドンからカ

ナダの国情勢を探り、横断鉄道の開設ではバンクーバーが終点になるので州都であるビクトリアよりもバン

クーバーの方が適切だと進言し、決定されたとの内容でした。 

挨拶も終わり、岡田総領事に音頭を取って戴き、シャンパンで乾杯しました。食事はビュッフェ・スタイ

ルでしたが、評判がよく、皆様が楽しまれたようです。 

芸達者な会員の方々の出演で様々な芸も披露されました。まずはヒュー・バークレーによる尺八ミニコン

サートから。康子イーストマンのバイオリンと里美エドワーズの琴による「春の海」の演奏。その他にもユ

ニークな合奏があり、西村洋子のピアノ伴奏では「故郷」を全員で合唱しました。 

歓談、記念写真撮影、イベント写真を見たりなどして、夜が更けてから散会となりました。 

中川さん、軽妙で素晴らしい司会をありがとうございました。イースト

マンさん、一週間前に夫君を亡くされた大変な時にご出演下さりありがと

うございました。 

私と一緒に動いて下さった実行委員の方々、理事の方々、参加して下

さった会員の方々、大変ありがとうございました。素晴らしい20周年レセ

プション・夕食会を無事に終える事ができました。感謝の気持ちでいっぱ

いです。（記：Barclay正美） 

ビクトリア日本友好協会創立20周年記念パーティを終えて 
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イボンヌの自己紹介の手紙には、「ロンドンに住んでいる14の少女です。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、赤髪は想像できませんでした。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、その間はお互いに文通も疎

遠になりこのまま終わりかと思っていたら、或る日イボンヌから分厚い手紙が届きました。中にはベビーの写

真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。 

 

 私が中学の時に詠んだ俳句があります。季語は冬で国語の宿題でした。 

 

世界地図 

指で旅する 

掘り炬燵 

 

   いつしか私の夢は、イギリスに行ってイボンヌに逢う事となっていました。そしてそれが実現したのは文通

を始めて20年後の事でした。私は高校卒業後、社会人になりOLをしていました。また、洋裁学院に通って家

政科の教師の資格を取得し、英語の他にインドネシア語を大学の夜学で学び、東南アジアに行くことを考えて

いました。 

 

   海外協力隊が発足したばかりで、友人と一緒に申し込み書を提出しましたが、実はとても気軽な気持ちから

でした。一年後、忘れていた頃に電話がきて「貴女は今も協力隊員になることに興味がありますか？アフリカ

に行くことをどう思いますか？」との質問に、「はい」と答えたのでした。広いアフリカの何処であるかも知

らぬまま、数日後に電報が届き「書類選考にパスしました。ついては○月○日に、試験と面接がありますので

市ヶ谷の本部に来てください」とありました。両親はexpo70の仕事で西宮に住んでいましたので、まぁ最終

の試験が終わったら報せればいいと思いました。試験の一部に作文があり、その題は「何故アフリカに行きた

いのか」でした。私は、「アフリカの子供たちに靴を履いて欲しいから」と書きました。あれから50年も

経っているのに、未だアフリカの子供達は裸足のままですが。2年間タンザニアで洋裁を指導し、カナダ人の

主人に出逢い、私たちの放浪記が始まりました。（記：Currie洋子） 

 

ペンパル つづき 

 

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 

 

理事会のお知らせ 
 

6 月 の 理 事 会 は 1 8 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。 
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日本縦断おかやまPR「九州縦断編」でメディアに取り上げてもらったのは、新聞2社・ラジオ8回・ケーブル

テレビ2回でした。ラジオの1回は、近畿や東北でも放送された番組。博多から北九州市へ移動した日の午後、

小倉城の前で東京の半蔵門にあるラジオ局と電話をつないでの出演でした。各地の放送局をまわった時とは

違って広範囲に放送される番組だったので、九州編のハイライトとしての充実感がありました。北九州市では

地元のFM局”FMキタQ”にお邪魔し、小倉から門司港→関門海峡をトンネルで渡り、本州に渡ったところで

九州縦断を完了しました。 

 小倉の街から門司港へ自転車で向かっていく40分くらいの間は海沿いを走るので対岸に下関が見えます。

「えっもうそこが下関？って事は本州？」と感じるくらいすぐそば。関門海峡の幅は、東京湾へ注ぐ多摩川や

荒川の河口と同じくらいしかありません。九州の南から自転車で600キロぐらい走ってきたのに、目の前に

あっさり本州が見えるのはちょっと拍子抜けな感じ。「これが本州と九州を分けるのか。この幅しかないな

ら、陸続きでもよかったんじゃないか？」とすら思えてしまいます。 

しかしこの関門海峡は瀬戸内や神戸、大阪などへの交易によって繁栄をもたらしていた地理的要衝、そし

て、潮の流れが急な事でも有名です。壇ノ浦の戦い、武蔵と小次郎が決闘した巌流島、長州軍が外国の戦艦と

戦ったのもここ。歴史の表舞台に度々出てくる関門海峡なんだとなぁとペダルを漕ぎながら思いふけっていま

した。 

 門司港は小さな港で、駅舎をはじ

め、栄えていた頃の建物がまだ少し

残っているため風情があります。門司

港レトロと銘打ってるだけはありま

す。かわいい港でした。 

そして関門海峡の下を通る歩行者や自

転車が通れる関門人道トンネルをくぐ

り本州へ。 

九州の最後の最後なので「これで九州

縦断が終わったんだ」と、強い達成感

が湧くのかと思っていましたが、頭に

あったのは現実的な事ばかりでした。 

関門海峡を渡ったら一旦PR旅は中断

し、岡山へ戻って立て直すことになっ

ていました。夕方までに岡山へ戻り、

翌日の朝一番にパソコンを修理に出すために新幹線で大阪へ。雪で転んだ時に液晶が壊れてすごく見づらかっ

たパソコンを早く直したい！その後は、岡山県内で訪問していない自治体を周らなければ・・・そんな先のこ

とばかり考えていて、達成感はほとんどありませんでした。（笑）（記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その９） 

   小さくても大きな海峡 

 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 



 3月、日本に一時帰国をした。1年ぶりのアカネと2人で

の帰国だ。アカネは1歳3か月になっていた。 

 前回帰国した際に飛行機の旅があまりにも大変だったた

め、かなりの覚悟をもって挑んだのだが、今回は拍子抜け

するほど楽だった。アカネは一度も座席から出ることな

く、ぱんぱんに膨れ上がったリュックサックの大半を占め

ていたおもちゃは数個取り出しただけに終わった。周囲に

愛想笑いを振りまき、おむつ替えの際にはCAさんに静か

に抱っこされ、ご飯を食べると私の腕の中でぐずることな

く眠りについた。 

楽といっても一席しかない空間で、アカネを起こさない

ように、そしてなるべく心地よい状態で寝られるような角

度を保ったまま９時間近く動かないでいるのは至難の業で

ある。私はお尻が痛くなり、終いには何の感覚もなくなっ

た。それでも、最後の手段と思って用意していた抗ヒスタ

ミン剤（眠くなるとされている）を使う必要もなく、「ご

迷惑をおかけします」と前後左右の席に声をかけておいた

心配は杞憂に終わり、私も、そしてアカネも、ニコニコ顔

で成田空港の到着ゲートをくぐったのだった。 

空港で会った私の母の腕にアカネはこれまた何の躊躇も

なく迎えられ、宿泊した成田のホテルでは時差ぼけで夜中

に寝たり起きたりだったりしたものの、一切ぐずらずに始

終笑っておしゃべりしていた。振り返ってみれば、なんと

一番大変だったのは、家からビクトリア空港までのタク

シーの中だった。 

 もちろん時差ぼけは大変だった。そして、アカネは私の

父に慣れるのに時間を要した。 

自分のダディが違う人間になったと驚いたのだろうか？

初めの数日は私の父の姿を見るたびに、指さしをして泣き

わめいた。ところが、だ。それがおさまると、びっくりす

ることが起こったのである。 

なんとアカネにとって一番のお気に入り遊び相手が私の

父になった。母親の私を「来ないで」とベビーゲートの向

こうへ締め出し（本当にゲートを自分で閉めてしまうの

だ）父を人差し指で指名して自分の滞在している部屋に連

れていく。「まいったな。ご指名だもんな」と嬉しそうに

笑う父を見て、やっぱり帰国してよかったと思った。夜の

晩酌には「かんぱーい」を何度となく繰り返し、「乾杯が

できちゃうんだもんな。まいったな。ダダがびっくりし

ちゃうぞ」とこれまた目尻をこれでもかと垂れ下げて、父

は嬉しそうに焼酎を口にした。アカネに「じーたん」と呼

ばれ、父は、この世の誰よりも「じーたん」になった。去

年はあやしてもそれほど反応が返ってこないため、一緒に

いてもどうしてよいかわからなそうにしていた父が、本領を

発揮した。1歳児はおもしろいと思うことを半永久的に繰り

返す。それを父は飽きることなくアカネにつきあってくれた

のだ。私はその辛抱強さに感心した。 

ふつう女性よりも気が回らないとされるのが男性だが、ア

カネに関しては、父はいろんなことに気づいてくれ、「この

おもちゃは危ないからやめた方がいい」だとか「ちょっとお

むつが匂うぞ」だとか私に報告をしてきた。アカネが居間か

ら飛び出せば、玄関の三和土との段差を気にしてすぐに後を

追いかけるのも父だった。 

そうだった。旅行会社に勤めていた父は出張やらであまり

家にいなかったが、休みの日には朝から晩まで遊びに付き

合ってくれた。早朝の釣りや山登りはもちろん、父の背中に

乗せられて始めたスキー、週末の信号焼きプレートという

（トマトか赤ウインナーと緑の野菜と卵）朝ごはん・・・ま

だ歩きだして間もないころに、父の足の甲に自分の足を乗せ

て廊下を歌を歌いながら一緒に歩いたことまで思い出した。

私はお父さんっ子だったのだ。 

1歳児との長旅を心配し、何週間も前からネットで調べた

り、ママ友に話を聞いたりして、私の頭の中では最悪の事態

が膨れ上がり、不安しかなかった。そこまで心配するくらい

なら、何も無理して行く必要はないじゃないかと夫は言っ

た。アカネは日本に行ったところで何も覚えていない。おば

あちゃんは夏にビクトリアへやってくるのだし、この旅をな

かったことにしてもおじいちゃんがちょっぴり寂しく思う程

度じゃないか・・・。何度となくそう考えた。1年に一度の

帰国は母である私の我儘じゃないか、とも。 

それでも、帰国をしてよかった。旅が最も難しいと言われ

ている1歳のときに。アカネは今回の日本滞在中に歩き始

め、言葉も劇的に増えた。これからもアカネの成長はもちろ

んずっと楽しみだが、「じーたん」と1歳3か月のアカネは

今しかいないのだ。 

（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 

Page 11 

 

＜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


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。 

Market America ブランド 
www.shop.com/VictoriaCanada 

＜購入方法＆サイト＞ 
 

 ⦿ステップ１・・・ www.shop.com/VictoriaCanada の

Market America Brandsをご覧下さい。 

健康：Isotonix, Heart Health, Glucosatrin, ultimate aloe / ス

キンケア：Skintelligence, Cellular Laboratories / 若返り：

Prime, Matriskin, Lumier De Vie, Vitashield / ミネラル化粧

品：Motives / ヘアケア：Fixx, Royal Spa / 環境に優しい洗

剤：Snap, Global Care / 車のお手入れ：Auto Works, Fric-

tion Free 3000 / 痩身：TLS / ペットケア：Pet Health 

  

⦿ステップ２・・・ ma.victoria@live.ca 宛に欲しい品と数量

をお知らせ下さい。 

（他ブランドのご購入方法はhttp://youtu.be/aBaLuXYm_N4 

をご参照下さい） 

会員特典10%引き  

日本友好協会会員が

www.shop.com/VictoriaCanada 

から Market America ブランドを購

入する際、特典として10％引きされ

ます。Shop.comは3500社による4

千万種の商品を割引価格で購入できる

サイトです。高品質・低価格の

Market Americaブランドをぜひお試

し下さい。 

日本に行けば知人・友人から「おかえ

り」と声をかけられた。ビクトリアに

戻 っ て く る と、周 囲 か ら”Welcome 

home”の声が上がった。私は今、その

どちらにもしっくりこれずに間で揺れて

いる。自分のウチがどこなのかわからな

い。そう思ってアカネを見ていたら、彼

女にとってのホームは母親である私なの

だと気付いた。そうか、そういうこと

か。私のホームはアカネであり、夫であ

り、そして・・・やっぱり私の母なの

だ。今回の一時帰国でも私は母に甘えに

甘えさせてもらった。そんな甘々な気分

のままで、今年度の通信編集再開です。 

編集後記 

http://www.shop.com/VictoriaCanada
http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://youtu.be/aBaLuXYm_N4
http://www.shop.com/VictoriaCanada


 

 

 
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 

        

協賛店の紹介 


