
 
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。 

 ９月１０日快晴。ラジオ体操のあと、午前１０時３０分Beaver Lakeの南端より

出発した。総勢８名、全行程１０ｋｍ、２時間のコース。歩き始めて２０分、約２ｋ

ｍの地点より３名は引き返す。残り５名は、湖のカナダグースの群れを見たり、乗馬

中の人々と行きあったり、反対方向から歩いてきた人々とすれ違ったり。湖で泳いで

いる人を見た時には「この寒いのに！」と驚いてしまった。１ｋｍごとの標識を見な

がら頭の中であと何ｋｍと数えながら歩いた。５ｋｍの地点で私の足は既にガクガ

ク。先頭を行く女性２名の早いこと早いこと！落伍しないようにただひたすら必死に

ついていった。１２時３０分頃に出発地点に到着。すでにＢＢＱは用意万端ですぐに

昼食となった。ＢＢＱチキン・野菜・ソーセージに玉子焼き・おにぎり・漬物、これ

だけ歩いた後なのでＢＢＱの美味しかったこと！食後一休みすると、もうちょっと歩

いても良いような気がした。ブラックベリー狩りには時期が遅く、収穫は残念ながら

わずかだった。（記：高柳忠弘、写真：木全信子） 
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❀さくら通信❀   

 

9/2（水）2～8 p.m.  

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/10（木）10 a.m. ~ 

 ラジオ体操と公園めぐり＠Beaver Lake近郊を 

 ミニ・バーベキューランチ 

 

9/16（水）2～8 p.m. 

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

9/21（月）11：30 a.m.～ 

 ビクトリア日本友好協会昼食理事会 

 

9/24（木）1 p.m.～ 

 手作りの会 クリスマス・フルーツケーキ作り＠岡田宅 

  

９月 Beaver Lake-Elk Lake歩こう会＆BBQ 

 9月のイベント 

理事会のお知らせ 
 

１０月の理事会は２２

日（木）1p.mから岡田  

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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 １０月の予定 

10/7（水）1 ～ 4 p.m.  

 カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 第3水曜日のカラオケ・ポットラックはありません。ま  

 た、11月は第1、第3水曜日ともにカラオケ。ポット  

 ラックはお休みです。 

 

10/8（木）10 a.m. ～ 

 ラジオ体操と市内公園めぐり 

 Island View Beach駐車場に午前１０時に集合します。 

 お昼ご飯は「ルースター」を予定しています。 

 

 

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。 

（写真：浦中允子） 

 

10/22（木）1 p.m. ～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会@岡田宅 

 

 

10月は手作りの会はお休みです。 
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津軽三味線コンサート 

 いやー、 予想外に素晴らしいコンサートでした。芸大出身の三味線奏者ということで、ある程度のレベル

は期待していました。私のイメージでは「津軽三味線＝じょんがら節」でしたが、山口ひろし奏者は津軽三味

線の古典を紹介し、解説付きで演奏してくれました。またジャズ・ギタリストの中島ゆうじ氏との演奏は息の

合った楽しいものでした。お二人が事前にメールで連絡を取り合った結果と力量が同レベルだったということ

でしょうか。それとレナさんご一家も山口さんと一曲演奏されました。彼等にとって絶好の機会だったと思い

ました。たくさんの刺激を山口さんより受けられたと思います。二人の演奏者の略歴のみで、印刷されたプロ

グラムがなく、ＣＤは売り切れで残念でした。ビクトリアでの演奏がバンクーバーよりもやり易かったと演奏

者がおしゃったとか。会場と聴衆よかったのでしょうか？バンクーバー総領事館主催の無料コンサートでし

た。（記：Barcley正美） 

断捨離(だんしゃり)ってご存知でしたか？不要なモノの数を減らし、生活や人生に調和をもたらそうとする

生活術、処世術の事だそうです。 

断…入って来る要らない物を断つ 

捨…ずっと家にある要らない物を捨てる 

離…物への執着から離れる 

何か仙人みたいな生き方。そんな枯れた心境に成れますかね？タレントのIKKOさんが言ってました。単な

るオカマのいい話だと思っていたら昔からあるフレーズだとか。「人生がときめく片付けの魔法、最小限のモ

ノだけで暮らす」そんな生活を実践している人を「ミニマニスト」と呼ぶそうですが、解っちゃいるけど止め

られない…と言うのが一般的なんでしょうねぇ。「ぼくたちに、もうモノは必要ない」の著者S.Nさんは「モ

ノが溢れて片付ける悩みが無くなり、捨てることは失うことではなく、別の何かを得ることだ」と語っていま

す。昨今「老前整理」「生前整理」の話題が増えています。それらが無くて大変な苦労をした経験があります

が、元気なうちに必要なモノだけを整理して残す大切さを意識しておきたいものです。（好岳） 

断捨離 
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ダーク・フルーツケーキ 季節のご挨拶 
材料 

バター                           1/2ポンド 

ダークブラウンシュガー     1 ポンド 

小麦粉                           1 カップ 

ベーキングパウダー            小2 

ナツメグ                         小1 

クローブ                         小1／2 

オールスパイス                 小1／2 

卵                                 大6 黄身と白身を分ける 

ワイン又はジュース             1／2カップ 

小麦粉                            約3カップ 

ゴールデンレーズン            1ポンド 

種無しレーズン                    1ポンド 

イチジク                               1ポンド 

デイツ                                   1ポンド 

プルーン(煮る)                      1ポンド 

カラント                           1ポンド 

キャンディフルーツ              1ポンド 

キャンディチェリー              1／2ポンド 

ピーカンナッツ                      1／2ポンド 

漂白アーモンド                      1／4ポンド 

クルミ                                   1カップ 

お好みで ジュース、ラム酒、ブランデー 

 

作り方 

オーブンを事前に350度に温めておく。 

ローフパン ４個（4x8）インチに油を塗りワックスペーパーをひいておく。 

1．バターと砂糖をクリーム状に混ぜたところに1カップの小麦粉を入れ、スパイスとベーキングパウダーを

ふるいで濾して入る。 

2．１に混ぜた黄身を1個ずつ入れる。白身も切る様に混ぜ合わせる。ワインかジュースを加える。 

3．カップの小麦粉をフルーツに混ぜ合わせて少量ずつ２に混ぜ合わせる。 

4．ローフパンに入れ350度のオーブンに10分入れてから、300度に下げ1-2時間焼く。30分毎にローフパ

ンの位置を変えると満遍なく焼くことが出来る。オーブンから出して冷まし、ラム酒かブランデーをかけ

る。これを初めの週は1-2度繰り返す。そしてクリスマスまで時々繰り返すことが美味しいケーキを作る

正美流の秘訣です。約2時間半、焼き上がりを待ちながらお茶を飲み、正美さんが1年寝かしたケーキをい

ただきました。湿りとして実だくさんのフルーツケーキを味見し、又それが御抹茶にとても合い、素敵な

午後の女子会を楽しみました。知子さんの厨房をお借りしました。有難うございました。 

 （記＆写真：Currie洋子） 



 錦帯橋をあとにしていよいよ広島県へ入ります。広島県は岡山県が意識せざるをえないお隣さん。近年、

「惜しい！ひろしま」というキャッチフレーズで大々的にＰＲし注目を集めてきました。 

 岡山県庁の方からもPRプロジェクトのディレクターからも広島を意識した発言は出ていましたし、岡山Ｐ

Ｒスタッフとしても勝手にライバル視していました。岡山県は中国地方でも目玉になるようなものが少な

く、他県に比べてあまり人を集められないのが正直なところ。対して広島県は、外国人観光客にも有名な厳

島神社や原爆ドームなどの世界遺産があるし、全国的知名度の高い野球やサッカーなどのプロスポーツチー

ムもあります。岡山県も”売り”にしている牡蠣も生産量は広島県が圧倒的に全国1位。かなり強敵です。 

 そんな手強すぎる広島県に入って最初

の宿が、宮島が目の前にある安芸グラン

ドホテルでした。近辺で安くなっている

宿を探し偶然見つかり泊まったホテルで

すが、部屋からの宮島の眺望は素晴らし

かったです。到着した時は日が暮れてい

て観光船と宮島の明かりが見えていただ

けでしたが、翌朝はその美しさに息を呑

みました。宮島の向こうから朝日が昇

り、空と海を真っ赤に染めます。島々と

牡蠣を養殖しているいかだが浮かぶ瀬戸

内らしい景色に、ひと時見とれていまし

た。残念ながら厳島神社には行けません

でしたが、清清しい朝を過ごせました。 

ここだけですでに「いいな！広島」と感

じてしまった岡山ＰＲスタッフですが、この後、都市としても唸らされます。 

 宮島口から廿日市を抜けて広島市街地へ近づいていくと小さな川を何度も越えることになり、大小無数の

川が流れ込む瀬戸内の典型的な地形を自転車で実感できます。広島の街中では原爆ドームの脇を通り東西に

抜ける相生通りを走りました。 

 路面電車は自転車に乗る時にはレールの溝にタイヤがはまらないように気をつけなくてはいけませんが、

広島市内ではレトロの車両から近代的な低床車両までが走っていて、広島の顔にもなり地元の脚になってい

ました。低床車両はヨーロッパの街を走るトラムにそっくりだと思っていたら、ドイツから輸入したものら

しいです。 

 人も多く都市らしい建物ばかりで大都市と変わらないにぎやかな雰囲気。広島はこれまで訪れてきた地方

都市とは違いました。世界遺産と共存している広島の街で思わず口に出たのが「すごい！広島」です。全く

「惜しい！」と思わなかった岡山県のお隣だったんです。 

（記：安部良） 

 

 

 

晴れ男！ 日本縦断おかやまPR（その１３） 
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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。 



☆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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＜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 ✎ 

 

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する為に、原稿の締め切りは毎月20日といたします。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] 

 

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


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。 

 

夏が終わり、母が日本へ帰り、夫が戻ってき

て、朝晩が急に冷え込むようになった。街中

でりんごとかぼちゃを目にするようになり、

仕事がぱたぱたと何件か舞い込んで、あかね

のあのねに何を書こうかと考えているうちに

アカネが風邪を引き、当然のように私にう

つった。看病で数日眠れない夜が続いた後

に、自分も風邪で鼻がつまったり喉が痛かっ

たりで眠れない夜がやってきて、通信の締切

があらよと過ぎてしまった。なんだか、も

う、ただでさえ切ない秋なのに、しょんぼり

なスタートの10月です。 

編集後記 

♪カラオケ/♪ 

♪ポットラック会♪  

♪♫♬ ♪♫♬ ♪♫♬  

今月第三水曜日（２１日）はカラオケ・ポットラックはお休みです。また、11月もお休みさせていただ

きます。 

 

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.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 

mailto:ma.victoria@live.ca

