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❀さくら通信❀   

 

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 

 

6/17（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

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」 

 ６月のイベント 

 ７月の予定 

7/9（木）10 a.m.～  

 毎月恒例ラジオ体操と市内公園巡り 

 Beacon Hill Children’s Farm前に朝10時集合。散歩の後にハンバーガーとアイスク 

 リームを食べる予定。 

 

7/15（水）2 ～ 8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

   今月第一水曜日（7/1）はカラオケ・ポットラックはお休みですので、お間  

 違いのないように。 

 

7/20（月）11 a.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会 

 

7/23 （木）1 p.m.～ 

 「茶話会：困難を克服した経験を話し合うパネル」＠岡田宅 

 話し手は中川恵美子さん、フリチャックよしこさん、岡田知子さん 

 出席のご連絡は250-477-4355（岡田）までお願いいたします。 

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。 



５月の男の料理  
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❀さくら通信❀   

5月28日木曜日、午1時からの手作りの会は

参加者15名で、久しぶりの男の手料理でし

た。男性の方々の素晴らしい腕前に感謝、感

激、感動致しました。 

 

メニューは  

 ヘルシーウェルカムドリンク 

 おしゃれアペタイザーサラダ 

 ローストビーフディナー 

 和風デザート（手作り水ようかん） 

 

本当にどれも最高の出来でした。健康的なド

リンク、色鮮やかなサラダ、ローストビーフ

を食べた後のデザート。とっても美味しく、

大満足でした。ローストビーフを焼いて頂い

た高柳シェフ、お肉がとても柔らかく美味し

かったです。又お品書きを詳細に書いて頂い

た 裕 次 さ ん。そ し て ド リ ン ク、サ ラ ダ、デ

ザートと奮闘して作って頂いた男性陣シェ

フ。本当にお疲れ様でした。そして有り難う

ございました！男の手料理は毎回本格的で最

高に美味しいものが出来ますね。次回も、と

ても楽しみにしております。 

（記：内藤三代子、写真：洋子Currie） 

 

我が家に一歳ちょっとの笑い顔の可愛いエンジェルがやって来ました。10

余時間のフライトに泣きわめく事もCAにお世話かける事も無く、愛想を

振り撒きながら。一般には祖父母は「おじいちゃん、おばあちゃん」と呼

ばれるのを嫌がり、可愛いぶって「じぃじ、ばぁば」と孫に呼ばせる教育

をするのが流行っています。何が「じぃじ」だ！そんな日本語は無い、

「じじぃ」と呼んでもらおうじゃねぇか!!と思っていたのですが・・・ 

彼女は鳥を「tata」と呼んで小さな手で指差します。なぜ鳥がtataなのか解りにくいのですが、絵本を見

ながらペンギン、ダチョウもtataと理解出来る能力があるのです。カルガモの家族はファミリーtata。公

園の池に餌のパンを持ってお出かけしました。クロtata(カラス)やチビtata(スズメ)と教えるのですが、

果たして理解出来ることやら？（記：好岳） 

 tataの話  
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 ６月１１日の市内公園巡りでは、Royal Roads 

Universityから海に向かってすぐ手前にあるLagoon 

Road/ Ocean Boulevardを歩いた。私は大学から

ラグーンに歩いて向かい、１０時、参加者の皆さんが

揃ったところで、大学側から歩き始めた。 

 行きは、ラグーン側の道を歩き、沢山の自然に出

会った。まず、目に飛び込んできたのは、サギの一

種、オオアオサギと思われる鳥だった。ラグーンが広

いので数えきることは出来なかったが、３−５羽のサ

ギがじっと潟の中でエサを狙って待ちわびている姿

を、つい足を止めて見入ってしまった。水辺にはサギ

だけではなく、数々のガチョウが群れをなしており、

私が歩いていた歩道にはガチョウの羽が落ちていた。そんな羽を拾いながら、ラグーンの向こう側に到着する

と、今度は海側に渡り、砂浜を眺めることができた。幼稚園の園児らしき団体と先生のグループがいたり、若

者が日光浴をして凧揚げをしていたり、中には大学のゼミのグループと思われる人々が一角で環境目的のプロ

ジェクトを行っている様子も見受けられた。片道２０分は歩いたであろうか。強風が吹いていたこともあり、

充分歩いた気分になり、帰りは砂浜側の道路を歩いて戻った。鹿の親子がラグーンの向こう岸を歩いているの

に遭遇したり、ビクトリアの大自然を味わったウォーキ

ングであった。 

 その後、強風の中、皆でお弁当を食べた。大きなシー

トをひいて、皆で円になってお昼を食べると、家族が集

まって食事をしたり、運動会でお弁当を食べた思い出が

よみがえり、懐かしい気持ちで、頂いたおにぎりの日本

の味が心にしみた。しばらく日本を離れていても、日本

のラジオ体操をし、大自然を歩き、会員の皆さんと交流

ができる市内公園巡りは、とても健康的で気持ちがリフ

レッシュできる絶好の機会だと感じている。これまでに

２回参加したが、是非今後も参加させていただきたいと

思っている。（記＆写真：滝沢百子） 

 

６月 市内公園めぐり Ocean Boulevard 

理事会のお知らせ 

 

７月の理事会は２０日

（月）１１a.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。 



 ラジオに出演するときには、岡山県内の市町村を紹介していました。九州縦断を終えて岡山へ戻ってきて

からは、まだ訪問していなかった自治体を取材。1日で2～3箇所を訪問しました。そして自治体を紹介する

原稿を準備していきます。台本のようなものです。自治体によってはこうゆうところを伝えて欲しいという

要望もあります。ラジオの出演時間によって話せる時間が変わるために、与えられた時間内で紹介できるよ

うに、原稿の中には紹介ポイントの優先順位をつけておきます。だいたいひとつの自治体を紹介できるのは

長くても4分。原稿の長さは400文字ぐらいで用意しました。 

原稿を書く作業ははじめ全く手ごたえがありませんでした。何を押さえなくてはいけないのか、どのよう

に紹介すればいいのか、どうやって伝えるのか。構成やイメージがいまいちでした。そして書くという事が

大変でした。自治体の担当の方は「ここがいいんです。あれもいいんです。こんなにいっぱいあるんです」

と話されます。熱意のままに地元の事を少しでも伝えたい、という具合に。でもそれを全部伝えるわけには

いきません。コンパクトに、そして聞いてる人にとってわかりやすいように伝える必要があります。伝え方

の順番を変えるだけで、聞き手の耳を傾けられるし、理解の仕方が変わります。時間はどんどん過ぎてい

き、焦りながら、そして四苦八苦しながらなんとかやりました。普段何気なく見てるテレビや聞いてるラジ

オでは、番組の構成作家が台本を書いていますが、そういった人たちの凄さをまざまざと感じました。こう

ゆう事をやっているんだと実感しながら・・・。 

 岡山に帰ってくると、NHK岡山の密着取材を受けたり、地元のラジオに出たり、PRスタッフの全体会議も

ありました。プロジェクトの残り期間を考えると、日本縦断はできずとも「東京までは行かせたい」という

県庁の意向もありました。下関から再スター

トを切ったあとの日程調整でも苦労しまし

た。 

 僕の自転車の旅は、気の向くままに行った

事のない所へ行くだけではなく、そこで誰か

と会う約束を事前にしていく事が多いので

す。今回のPRスタッフとしての旅は仕事でし

た。新しい街をみたいというわくわくした気

持ちを押さえ、アポイントを取ったり、準備

をしていく旅。PRとしてどれだけメディアに

取り上げてもらえうかが勝負でした。新しい

街を楽しむ余裕はあまりありませんでした。 

約２週間の慌しい岡山の一時帰郷を終え、

３月はじめに下関から再スタート。残り１ヶ月を切った中、どれだけPRできるか、のチャレンジです。 

下関から再スタートするとき、車で追いかけるMさんが言った最初のひとことは「またはじまりましたね」

でした。（写真：帰郷中の晴れた日の倉敷。春が近づいているのを感じられたひととき） 

 晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１０） 

   伝える難しさが身に染みた自治体の宣伝 
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 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 



イボンヌにはアフリカからも手紙を書きました。その後、私はカナダに来て、オンタリオ州のキングストン、ペタ

ワワ、アルバータ州のエドモントン、そしてバンクーバー島のヴィクトリア郊外のスークへと移り住みました。主人

の仕事でドイツに転勤した際には、いよいよイギリスに行くことができました。主人と二人の子供達とも一緒に、イ

ボンヌに会うという私の夢を実現できた時には、20年の歳月が流れていました。彼女の子供二人はその時には十代

でした。ロンドンの街を観光し、動物園でパンダを見て、二週間を過ごしました。初めて会ったのにまるでずっと前

から知っている様にお互いに気が合い、次の年にはイボンヌがドイツに来てくれ、キヤンピング・カーでフランス、

スイス、ドイツを旅しました。 

 それから数年後にイボンヌの夫であるエディは44歳という若さで脳溢血で倒れ、車椅子の生活になったものの、

イボンヌは専任看護婦として彼をお世話をしています。今から18年前、私の次男の結婚を報告するつもりで結婚式

の招待状を送ったのですが、エディがカナダに行くと言い出し、車椅子でエドモントンに来てくれました。ロンドン

郊外に住んでいて、普段は殆ど外出することがないといいます。ウエスト・エドモントンのモールに行き、身体障害

者が明るく振舞っているのを見て驚いていました。イギリスでは他人の目はとても冷たく、障害者にとっては未だ不

自由な社会だそうです。息子の結婚式の後は大きなレンタカーでバンフにドライブしました。助手席にエディを乗せ

ると、彼は運転席に座ったのはしばらくぶりだと言うのです。イギリスでは左側通行、運転席はカナダの逆です。 

   バンフに夜遅くに着き、翌朝は5月だというのに雪。とても気さくで明るいイボンヌは子供のように喜びはしゃい

で、(スノーエンジェル)を作りたいというのです。人影のないのを見計らい、雪の中にドカーンと倒れて手足を大き

く広げ、上げ下げして見事なエンジェルを作りました。雪の降らないロンドン育ちのイボンヌが一生に一度やってみ

たかったという願いが叶ったのです。 

  凍て付いた ルイーズ湖で一休み・・・夏にみるのとはまた違う冬化粧の美しさを見せてくれました。そんなとき、

英国アクセントの大声で喋るイボンヌの声を聴いた女性が声を掛けてきました。その人は二十数年前にエディが倒れ

た時に世話をしてくれた看護婦で、退院してからも優しくしてくれた人だといいます。しかし最近は殆ど会う機会も

なく、その人にこのカナダで偶然にめぐり合えるなんてことは奇跡的でした。しかも彼女達はバンクーバーに帰る途

中にたまたま湖を見に来ていたのです。彼女はエディの事を聞くのを躊躇していましたが、イボンヌがエディはコー

ヒーショップに居るので会いに行きましょう、と言いました。誰だと思う？と問うと、エディは直ぐに気がつき、車

椅子から自分の身体を持ち上げる様にして立ち上がり、「ハロー」と挨拶を交わしました。 

   昨日はイボンヌの75歳の誕生日でした。電話で祝いの言葉を伝えると、相変わらず明るい声でした。私の二か月

歳下なので、「私に追い付いたね」と言ったのでした。 

子供の頃の夢は実現しましたが、次の夢はイボンヌと日本旅行をすること。夢は永遠に続くのでしょうね。（完） 

（記：洋子Currie） 

 ペンパル つづき 
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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] 



アカネのおしゃべりが爆発的に増えた。歩き始め、

話し始めて、育児が複雑化するとともに、俄然おもし

ろくなった。 

母語の言葉の習得はこういうものなのかとアカネを

観察していて興味深い日々である。がちがちに凝り固

まった大人の頭では第二、第三言語の習得はこうはい

かない。文法だったり、発音だったり、一つ一つに理

屈がついて回り、時間がかかる。そして反復しても反

復しても忘れるというまどろっこしい過程ばかりが

待っている。幼児の母語は、文脈の中で速やかに切り

取られ、自らの率先した力で発音練習が難なくなさ

れ、頭の中に柔軟に整理整頓されていく。見ていて息

を飲むほど素早く、スムーズで、全くわが子ながら

あっぱれだ。 

アカネは現在18か月。この時期、幼児は言語の世界

と言語なき世界を自由に行き来しているのだという。

どういうことか…Daniel SternはDiary of a Babyの

中で20か月の男の子の朝の行動を書き出している。 

朝の光が部屋に差し込み、壁と床に光の反射を生み

出す。男児はそれを目で見るだけでなく、手で触れる

ことで温かさを感じ、床に口をつけて食べてみる。全

身で朝の光を感じ、心から朝の光と一体化している。

そんな男児の姿を見た母親は、床に口をつけている息

子に「汚いから床は舐めてはだめよ」と諭す。光は食

べられないものだという、私たちが住む言葉ありきの

世界の理屈によってルールが決められ、男の子の言語

なき柔軟な世界は屈せられてしまうというのだ。 

見るべきものが、耳に聴こえ、聴こえるべきものの

味がわかる世界。幼児の世界はなんと豊かなことか！ 

アカネはいちごが大好物である。「あか」と呼ぶ。

事の発端は日本滞在中に私の母が、自分の部屋の窓の

外に咲く大きな赤いバラを指さし、アカネに「あか」

と教えたことだった。その晩、アカネはいちごをデ

ザートにもらい、指さして「あか」と言った。お気に

入りの水玉のシャツは色が赤いから「あか」、大好き

ないちごも「あか」、パティオにある白イチゴも赤い

いちごと同じ味がするから白でも「あか」、散歩途中

に拾う小さな栃の実も白イチゴの形と大きさによく似

てるから「あか」。アカネの頭の中では「あか」が

様々な連想を織りなしていく。いいじゃないか！ 

アカネはこの夏、海が大好きになった。週に3日はビー

チの浅瀬でぱちゃぱちゃと水遊びをする。今日は「う

み」に行くよ、と言うと、嬉しそうに「うみ、うみ」と

言って自転車のトレーラーに乗り込む。ある日、メロン

を食べていて、お皿の上に果汁がしたたり落ち、小さな

プールを作ったのを見て、アカネは指差しをして「う

み」と言った。素敵じゃないか！果汁の海だなんて、詩

的じゃないか。また、久しぶりに雨が降った日、図書館

の脇で水たまりを見つけ、アカネは「うみ、うみ」と雨

の中でくるくると踊り続けた。いいじゃないか！ 

アカネは寝ているとき以外はたいてい歌を歌ってい

る。最近のお気に入りはお星さまの歌なのだが、当然、

私は日本語で「きらきらひかる」、夫は英語で「Twinkle 

Twinkle Little Star」とこの歌を歌う。そうすると、ア

カネは「キコキク ららわ～」と両手をひらひらとさせ

て星のベビーサインをしながら歌う。日英そしてベビー

サイン合体ソングの出来上がりだ。いいじゃないか！ 

そんなアカネの姿を見て、ええじゃないか、ええじゃ

ないかと私は小躍りしたくなる。そう遠くない日にアカ

ネの頭の中で「うみ」は「海」になり、「あか」は

「赤」になっていく。そうしてお星さまの歌も日本語

バージョンと英語バージョンを使い分け、ベビーサイン

は消えていく。 

それまでは、好きなだけ「あか」を食べ、メロンやス

イカで「うみ」を創り出せばいい。大人の言語の世界の

ルールに縛られることなく、幼児の豊かな世界とこちら

の世界をアカネは自由に行き来すればいい。私はしばら

く「ええじゃないか」と笑って踊りながら見守っていよ

う。（記：高井MacLean若菜） 

 

 あかねのあのね 
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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 
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２０1５年７月（第２０７号） 

＜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） 

暑い。今年はビクトリアが、いや、カナダが猛烈に乾いていて暑

い。そんなことを言うと、京都に十云年住んでいた人間が、と笑わ

れる。色白のアカネの肌に何かあってはならないと日焼け止めをペ

タペタと塗るのだが、自分のことはおろそかである。なんでも紫外

線によるダメージは2歳から18歳までに浴びた量によるのだとか？

それなら、今さら頑張っても手遅れなのさ、と開き直ってものぐさ

をしている。 

編集後記 

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.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


 

 

 
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 

広告募集 
 

さくら通信に掲載する広告を募集してい

ます。年間10回の発行で、広告料は年間

100ドルです。通信はビクトリア友好協

会会員に発信される他、会のホームペー

ジにも掲載されています。あなたの広告

をさくら通信に載せてみませんか。 

ご連絡はメールにて：jfs@2012.live.jp 

mailto:ma.victoria@live.ca

