
 
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。 
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❀さくら通信❀   

10/7（水）1 ～ 4 p.m.  

 カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

 

10/8（木）10 a.m. ～ 

 ラジオ体操と市内公園めぐり@Island View Beach 

 
 

10/22（木）1 p.m. ～ 

 ビクトリア日本友好協会理事会@岡田宅 

 
 

10/26 （土）10 a.m. ～ 4 p.m. 

 日系文化協会主催  

 The 15th Annual Japanese Cultural Fair 

 １０月のイベント 

 １１月の予定 

11/21（土） 

 ビクトリア日本語ヘリテージ学校との交流会を 

 予定しています。詳細は決まり次第会員の皆様 

 にご連絡いたします。 

 
 

11/24（火）1 p.m. ～ 

  VJFS理事会＠コルダ―宅 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

11/26（木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会@岡田宅 

 

 恒例の「大人向き甘さ控えめのクリスマス用クッ 

 キー」を数種類作り、参加者が各自持参した缶に詰め 

 てお持ち帰りいただく企画です。参加費は材料費実費 

 となりますので、人数に制限があります。参加希望さ 

 れる方は22日までに250-477-4355（岡田）までご連絡 

` 願います。 

 

 

   今月はカラオケ＆ポットラックはお休みです。 

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。 
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カナダ全国日系協会（NAJC）年次総会 
 9月25日から27日にかけ、カナダ全国日系協会ことNational Association of Japanese Canadi-

ans (NAJC)の年次総会が、ここビクトリアにて、ビクトリア日系文化協会のホストのもとに行われまし

た。この総会は毎年カナダの主要都市で開催され、NAJC会員組織の代表者がカナダ全国から集まり参加

します。金曜日には理事会があり、土曜日には日系社会に重要なワークショップ、夕刻には集いの場と

ディナーがありました。ワークショップでは急増するシニアの世代に焦点を当てたテーマで、地域の繋が

り・ボランティアの重要性等が討論されました。またディナーの特別ゲストとして、広島で１３歳の時に

被爆され、核兵器反対運動に長年携わってきたサーロー節子さんが、広島と長崎の原爆投下７０年を記念

して印象にのこる講演をされました。節子さんは核兵器反対運動をライフワークとしていて、今年のノー

ベル賞平和賞にノミネートされています。(記：岡田知子) 

山に行き、何をする？ 
 中高年登山ブームと言われて久しくなります。彼らの目的、目標は

日本百名山を制覇したい…そう思っている人が少なくありません。中

高年登山者に遭難が多いとマスコミに叩かれますがそれだけ中高年の

比率が高いからなのでしょう。日本百名山は深田久弥が勝手に決めた

山で、文部科学省や日本山岳協会が設定した訳ではありません。 

 

 言い古された陳腐なフレーズがあります。 

「なぜ山に登るのですか？」 

「そこに山があるからです。」 

 

 高山植物を愛でたい？健康増進？体力増強？写真撮影？百名山踏

破？それもみな良いでしょう。団塊世代の共通点、それは目標を設定

して頑張りたいのです。「山に行き何をする、山に行き、もくもく歩

き水飲んで来る…」その深田久弥の詩と記憶しています。何となく山

に登り、写真を撮る訳でもなく、花を愛でることもない普通の？山登

り。「百名山の何番目」「この山100回登頂が目標です、今回52回

目」なんて不粋なことは言いません。ただ達成感を味わって下山す

る…。こんな山行を続けたいと思います。（好岳） 

理事会のお知らせ 
 

１１月の理事会は２４日

（火）1p.mからコルダ

―宅で行われます。会員

の方々の参加も大歓迎で

す。 

 日本も含め、世界中各地で自然災害(火山噴火、洪水、地震、がけ崩れ等)、また人災によるテロや大火

事、爆発等の大惨事に見舞われる事故が発生しています。ビクトリア日本友好協会理事会では、会員の緊急

連絡網を再度作成し、安全を確認するシステムを築くという案が出ています。以前に作成した連絡網は６年

前のもので、会員の出入りもあり、再構成の必要があります。つきましては、会員の皆様が新しく連絡網を

作ることに賛成か反対か、ご意見を伺いたいと思っています。理事会宛、jfs2012@live.jpまでメールでご

連絡ください。（ビクトリア日本友好協会理事会） 



  広島市街地の中心、相生通りを東へと走り、広島駅が見えてきた時に気付きました。ここまで宮島口から

路面電車に沿ってきた事になり、なるほど、新幹線から降りてすぐに広島電鉄の路面電車で、厳島神社と原爆

ドームの二つの世界遺産へと直接行くことができるのです。系統数が日本で一番多く、住む人に利便性が高い

路面電車は、観光で来た人にも利用しやすくなっていたのです。 

 

 僕はこうした公共交通がもっとあっていいと考えています。都市中心街へ入る車の数を制限し、代わりに環

境に優しい路面電車を整備する。低床で揺れの少ない乗り心地の良さは、子供たちから高齢者まで、誰でも利

用しやすい。東京でいえば銀座のど真ん中に、路面電車を復活させて欲しいと思っているくらいです。 

 

前回に引き続き、路面電車の話になってしまいましたが、広島には自動車メーカーのマツダもあります。

ロータリーエンジンなどで世界的に有名な自動車メーカーでもあるマツダは、今でも本社を広島県においてい

て、県を代表する会社です。マツダの本社前を通りましたが、1km以上に渡って工場が連なっていて、存在

の大きさを感じました。 

 

たくさん魅力を紹介したいほど広島県に圧倒されてしまったのですが、肝心の「岡山のＰＲ」はどのくらい

できたかと言うと、全くだめでした。ラジオも新聞

もだめ。広島の魅力を前に、岡山ＰＲ成果が上げら

れず完全にやられっぱなしでした。 

 

 とは言っても、広島市から国道2号線を内陸部へ

入っていくと、小高い山々の間を抜け、地方の国道

らしくなります。ここまでほとんど瀬戸内の海沿い

だったので、この景色は新鮮に目に映りました。宿

をとった東広島市の西条駅付近は、夜は外を歩いて

いる人も少ない田舎町。広島がどこもかしこもすご

いわけではなかった。当たり前ですけど。（笑） 

 

 もちろんお好み焼きも食べました。実のところ僕は広島風お好み焼きを食べるのが初めてでした。大阪風は

何度も食べたことがあるのですが、広島風はなかったのです。キャベツが多いのは聞いていたのですが、目の

前の鉄板に運ばれてきたのは噂通りのもの。早速口に運んでみるとおいしい。正直に言うと、お好み焼きを食

べているというよりも焼きそばやキャベツを食べている印象。自転車で連日走っていた時でスタミナが欲し

かったので、大阪風と比べてしまった僕の胃袋は食べ応えのある大阪風に軍配をあげました。ヘルシーにお好

み焼きを食べたないなら広島風がグッドです。広島風にキャベツが多いのは、戦後食料が不足しているとき

に、ボリュームを出そうとキャベツをたくさん使ったことがはじまりだと聞きました。そう考えると、広島を

代表するグルメや観光スポットは、戦

争と関わりの深いものが多いと言える

かもしれません。（記：安部良）    
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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 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１４） 



今年もやってきた。 

 

夏の間お手伝いに来てくれていた母が去り、秋風

が吹き、栃の実が道いっぱいに落ち、街が黄色く色

づいた。霧の濃い日が増え、海から汽笛が聴こえて

くることが多くなる。 

 

秋である。ビクトリアに移り住んで3度目の秋

だ。 

 

ビクトリアは気候が温暖で、カナダの他の地域に

比べ「四季感」をあまり感じないのだが、今年は夏

が長く暑かったせいか、秋の風が妙に冷たく感じ

る。あるいは、少し気持ちに余裕が持てるように

なった証なのだろうか。それともこの土地に少しず

つ落ち着いてきた証なのだろうか。 

 

10月、それは病原菌があちこちに出回る季節で

もある。そして、我が家でも始まった。アカネが風

邪を引き、それは24時間の鼻かぜに終わったのだ

が、夫に移ってこちらは1週間と長引いた。どうや

ら私には珍しく移らなかったと油断していたら、ま

たしても乳腺炎の気配を感じた。熱はないので、

マッサージと授乳回数を増やすことでしのいでい

た。そうこうしているうちにアカネが夜中に突然嘔

吐し、一晩中吐き続けるという惨事が起こった。 

 

子供が嘔吐するというのはどうにも親にとってド

ラマチック（衝撃的）で、トラウマチック（精神的

ダメージが大きい）だ。これまでアカネは嘔吐する

ことがなかったために、私は一晩アカネの吐しゃ物

を受けながら、この子はどうにかしてしまうのでは

ないかと気が気でなかった。翌日、疲れてはいたも

ののアカネがいつも通りにおしゃべりをしたり、ダ

ンスを披露してくれたため、心配は少しおさまっ

た。結局翌々日に私が同じ症状を発し、ウイルス性

胃腸炎らしいと判断できたのだが、私の方はなりを

潜めていた乳腺炎が同時に悪化した。高熱をたたき

出し、節々がきりきりと痛み、ホッカイロを貼って

5枚も厚着を重ねて布団をかぶっても悪寒が抜け

ず、そのうち動けなくなった。そうしてその翌日に

は夫が胃腸炎にかかった。 

  

 一家撃沈である。 

 

 そういえば、去年の10月もアカネが40度近い高

熱を数日出し、ひやひやして過ごしたことがあっ

た。そして、その風邪はそこから始まる長い冬の病

の連続―風邪、インフルエンザ、乳腺炎、風邪、風

邪、風邪、あげくの果てに睡眠障害－のほんの始ま

りに過ぎなかったのである。 

 

去年の冬、アカネの検診のためにファミリードク

ターに行った際に、「眠れなくなった」と話して思

わず涙し、アカネを遊ばせに公園に行った際には、

ほんの一瞬渡り棒につかまって脳震盪を起こしその

場に倒れた。もう心身ボロボロだった。今年の春先

の日本滞在は療養を兼ねていたのである。 

 

それでも…私の毎日の基本の色はアカネ色だと言

いたい。そして、アカネ色はバラ色よりも素晴らし

いのだ。そう、たとえ、どれほど体が壊れようが、

そしてアカネが22か月を迎え、イヤイヤ期をまっ

しぐらに突っ走っているとしても、だ。 

 

あぁ、ボロボロとイ

ライラのこの冬の暗く

寒い日々をどうか無事

に乗り切れますよう

に。 

 

（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 

Page 5 

2015年11月 第211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。 

11月のカラオケ・ポットラック会はお休みです。 

 

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

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。 

別の内容で進めていたアカネの話も、一家

撃沈し、いつしか体調が話題になってし

まった。しかたない。最近は、アカネの具

合が悪くなったり、自分が体調を崩した際

には、潔くいろんなことをあきらめること

にしている。とりあえず、ご飯を食べ、眠

る。基本のきの字に戻って、体制を整え、

また一から出直す。そんなわけで、言葉の

話もイヤイヤ期の話も書きたいことはたく

さんあるが、またの機会に。そんなことを

言っているうちにまた風邪をひいた・・・ 

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 

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

