
 
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11月30日発行2015年12月 第212号 

❀さくら通信❀   

 

11/21（土）1:00 a.m. ～ 4 p.m. 

 ビクトリア日本友好協会＆ 

 ビクトリア日本語ヘリテージ学校 交流会 

 ＠Fernwood Community Centre 

 
 

11/24（火）1 p.m. ～ 

  VJFS理事会＠コルダ―宅 

 
 

11/27（木）1 ～ 4 p.m. 

 手作りの会@岡田宅 

 クリスマス用クッキー作り 

  

 

 １１月のイベント 

 １２月の予定 
 

12/2 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

 

12/15（火）1 p.m.～ 

 VJFS理事会＠浦中宅 

 
 

12/16（水）2 p.m.～ 

 毎月恒例カラオケ・ポットラック@浦中宅 

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。 



Page 2 

2015年12月 第212号 

ビクトリア日本語ヘリテージ学校との交流会 

 本日は、お蔭様で子供たちそして大人の私達も友好協会の皆

様と楽しい時間を過ごすことができました。また、毎年なが

ら、多額のご寄附を頂き、日本語学校を代表して御礼申し上げ

ます。 

 今日のために、わざわざ友好協会理事の方々とミーティング

のお時間を設けていただいたり、皆様にお声掛けいただいた

り、色々な方をご紹介いただいたりして、ありがとうございま

した。今後とも何かとお願いをしたり、あるいはアドバイスを

いただいたりすることもあると思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 盆踊りで子供も大人も楽しそうに踊っている姿を見て、見て

いる側もうれしくなるほどでした。子供たちも、「盆踊りがおもしろかった！」と言って赤い顔をして、

キッチンに報告に来てくれました。  

また、生け花のための準備、指導、そして片付け

に至るまで、お世話になりました。親御さんから

「本格的なお花を教えていただいて、本当にうれし

かったです」など、たくさんの良いコメントが届い

ています。無理を聞いていただいたり、何から何ま

で準備をお願いしてしまって、申し訳ありませんで

した。 

本日は本当にありがとうございました。 

（記：ビクトリアヘリテッジ日本語学校） 

理事会のお知らせ 
 

１２月の理事会は１５

日（火）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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クリスマスクッキー作り 

２０１６年恒例もちつき新年会のお知らせ 

1月2４日(日）3p.m. – 6p.m.@Esquimalt Recreation Centre  

 

今年度５回目になるビクトリア日系協会、ビクトリア日本語ヘリテージ学校、ビクトリア日本友好協会の

３団体協賛の新年会が催されます。会員のみが参加できますので、是非お出かけください。沢山の催し物が

用意されています。臼と杵を使った人気の餅つきにもご参加下さい。  

時間が早めのポットラック・ディナーがありますので、参加される方は、出席される家族の分にさらに２

名分を加えた一品をお持ち下さい。食物アレルギーの懸念もありますので、食材をカードに書いていただけ

ると助かります。デザートは会で用意します。また当日ボランティアできる方はメールにて

jfs2012@live.jp、 または250-477-4355 （岡田）までご連絡お願いいたします。 

今年も終わりが近づき、6人の女性が岡田宅に

集まって、知子さんの指導でクッキーを作りま

した。手をしっかりと動かしながら、日本語で

のおしゃべりに興じました。話題は、つきませ

ん。健康問題。最終の棲家はカナダにするのか

日本にするのか。田舎に住んでいたころは、ご

近所同士でクリスマスケーキやクッキーはもう

焼いたかと互いの様子を聞きあうので、わずら

わしかった。はたまた、英語はいつ何時までも

勉強中などなど。 

 

 さて、肝心のクッキーはLemon 

Short Bread、Swedish Candy Nug-

gets、Greek Half-Moon Cookies, 

Snow Balls, Norweigian Royal 

Cookiesの5種でした。出来上がった

クッキーをフランス製の紅茶と共にいた

だき、またまた会話をおおいに楽しんで

お開きとなりました。 

レシピが必要の方はメールでバークレイ

（mmbarclay@shaw.ca）までご連絡

下さい。  （記：正美Barcley) 

mailto:jfs2012@live.jp
mailto:mmbarclay@shaw.ca


 東広島市から国道2号線を東へ進むと、

三原から再び瀬戸内海に出ます。海沿い

にJRと平行して尾道へ向かっていくと、

つり橋が見えました。広島県尾道市と愛

媛県今治市の間で、本州と四国を結ぶし

まなみ海道です。 

 

本州と四国を結ぶ道は３つ。完成した

順に並べると、児島・坂出ルート（瀬戸

大橋）と明石海峡大橋の神戸・鳴門ルー

ト、そして3番目にできたのが尾道・今治

ルートで、通称しまなみ海道。 

 

それぞれのルートには特徴があり、3つ

の中で唯一鉄道でも渡れるのが瀬戸大橋の「児島・坂出ルート」。明石海峡大橋を渡ればすぐに神戸に出る

ことができる関西圏に最も近い「神戸・鳴門ルート」。この2つに比べると利便性は乏しいのですが、橋を渡

りながら瀬戸内海の島々を訪れる事ができるのが、「しまなみ海道」です。尾道から今治までの70キロに渡

る道が歩行者や自転車でも走れるように整備されています。 

 

尾道へ行くと、レンタル自転車屋さんも多くありました。70キロだと1日でも走り切ることができます

が、途中の島で一泊するショート・ツーリングもできるので、スポーツ自転車のブランドが大きなショップ

を構えています。しまなみ海道は近年、国際的なサイクリング・イベントが開催されたり、ミシュランガイ

ドにも掲載されたり、海外からも注目されて多くの人を集めているところです。 

  

 この時はしまなみ海道は眺めるだけだったのですが、後日車で走る機会がありました。眺めは素晴らしい

の一言。瀬戸内一番楽しめると感じました。橋の上からだと、見下ろすように島々を見渡せるのでどこも絶

景です。島と島の間を船が行きかい、ずっと眺めていたくなりました。 

 

大山祇（おおやまずみ）神社がある大三島をはじめ、島にもそれぞれ特色があって面白いのです。農産物

の直売所には、瀬戸内の暖かい気候を生かして育てた柑橘類がたくさん並んでいました。島の中は自転車で

走ってる人もたくさん。商店街の入り口にはサイクリストを歓迎する看板がかかっていました。 

 ところで、車で行ってもつい気になってしまうのが「自転車で走るとどうなるだろう？」ということ。自

転車乗りの目線で見てしまうんですね。印象は「ちょっと大変そう」でした。というのは、島と島を結ぶ橋

を渡るごとに、何十メートルという高低差を走らなくてはならないんです。島から島へ橋を渡るたびに、そ

のアップダウンを繰り返さないといけません。慣れていない人だと、ちょっと脚が辛いだろうなと思いま

す。この高低差ですけど、ビクトリアからナナイモへ向かう途中のMalahatような激しいものではありませ

んので安心してください（笑）。  

 

次にしまなみ海道を訪れる時は、

自転車で！と思っています。 

（記：安部良） 
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晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１５） 

 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 



過日、横須賀に行って来ました。目的は四つ。日露戦争時の戦艦三笠記念館の見学、寄港中の米原子力空

母ロナルド・レーガンを視察？…実際は遠望？海軍カレーを食べる、三浦市三崎の「鮪の角煮」を買うこと

でした。三浦半島にはハゼ釣りや釣り船でのアジ釣りに来ていましたが、横須賀には寄っていませんでし

た。母方の祖父が三笠に下士官の通信員として乗船していました。トン.ツーのモールス信号の時代です。

マイクロフォンのテストに「あー、あー本日は晴天なり、只今マイクの試験中!!」少し前の時代まで聞き覚

えのあるフレーズでしたよねぇ？な、なんとこのキャッチコピーを発案したのが祖父だった…と言う伝説を

信じて来ました。従兄弟会の会長が「英語のIt is fine todayを日本語に訳しただけのこと!!でも本当か否か

はわからないんだよ」と話してくれました。その真偽が確かめられるかな？と必死に探しましたが、残念な

がら何も見つけられませんでした。通信室はありましたけど…下船後、思いの外美味しくなかった海軍カ

レーを食べ、鮪の角煮を買って寂しいJRの横須賀駅から帰途に着きました。（好岳） 
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 こんにちは！この頃寒い日が続いていますが、皆

様いかがお過ごしでしょうか？私は、最近VJFSに

参加させていただいた須磨 千草(すま ちぐさ)です。

9月の中旬に英語を学ぶために名古屋からやって参

りました。日本では高校1年生、こちらでは

Grade10の16歳です。趣味は宝塚観劇、料理、写

真撮影、読書、音楽を聴くことと、歌を歌うことで

す。Instagramに撮った写真を上げているので宜し

ければぜひ覗いてみてください！皆様とお会いでき

る日を楽しみにしております！  

Instagram→CHIGUCIGUSA 

（記＆写真；須磨千草） 

新会員 須磨千草さん 

本日は晴天なり 



僕は空を仰ぎ見た。 

あの時と同じで真っ青に晴れた空だった。 

 

君はいつも僕に笑いかけてくれた。 

最初は気にもかけていなかった。 

でも、あんまりにも僕の行くところにいるので気にし始めた。 

君が笑っているか僕にはまだ分からなかった。 

どうやって接したらいいのか分からなかった。 

笑っていると気づいた時も誰か僕以外の他の人に笑いかけているような気さえしていた。 

 

でも君は確かに僕に笑いかけていたのだった。 

僕はそれにやっと気がついた。 

すぐに君の笑顔が僕の楽しみになった。 

君と僕はそれからすぐに仲良くなった。 

一緒に出かけたりもした。 

一緒に遊んだりもした。 

ねえ。あの時一緒に見上げた真っ青で綺麗な空を君は覚えているか？ 

これから何が起こるかも知らなかった僕と君は、あの綺麗な空を飽きるまで眺めていたね。 

 

あれからすぐだった。 

君が重い病気にかかったと聞いた時、僕は闇に包まれた。 

僕は走って君に会いに行った。 

君は薄く目を開けて、僕にかすかに暖かさが残った手を握らせてくれたね。 

それが君の最後だった。 

 

最初は君を追いかけようかと思った。 

君がいなくなった世界など僕には生きている意味などないと思ったからだ。 

でもそれを止めてくれた人がいた。 

君だよ。 

目を閉じた時に蘇る君の嬉しそうな顔が僕を引き止めてくれた。 

 

僕はまた真っ青で綺麗な青い空を見ている。 

また君に会える日を信じて、力強く生きて行く。 

人生は長く、時には辛いこともあるけれど君の笑顔が僕に勇気をくれる。 

ありがとう。 

大好きだよ。 

 

あぁ。一つだけ約束してくれないか？ 

次に会った時、また元気に「ワン」って吠えてくれ。              （記：須磨千草） Page 6 
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不動一位の遊びがある。お歌とダンスだ。アカネは音

楽がかかれば、踊りだす。お得意は片手を上にあげて、

ぐるぐるとステップを踏みながら回るダンスである。

「おうた～だんすぅ」と雄叫びを上げる。そして私たち

は必ず「マミー、ダディ」と呼び出しを受け、一緒に同

じように踊らなくてはならない。そのたびに台所で私は

味噌汁を作っている手を一時止めては、お玉を振り回し

ながらアカネとステップを踏む。 

  

第二位の遊びは本。読書である。特にダディが近くに

いれば朝起きて1秒でも「Book Book」と本棚へ直行す

る。 

 

第三位は外遊び。近所の公園に、そして海の見える丘

への散策である。どんなに寒かろうが、雨が降っていよ

うが、外が暗くなってこようがアカネはおかまいなしで

出かけていく。 

 

そして、ここ最近急浮上してきたのが、「ごっこ遊

び・Pretend Play」である。このごっこ遊びは最もシン

プルな「ふりをする」1歳くらいから始まり、2－3歳で

は「お人形のお世話」や「家事のおままごと」へと移行

し、複雑化していく。 

 

アカネはぬいぐるみを2つ以上自転車トレーラーに入

れて走っていると、二人の顔を突き合わせておしゃべり

をする。あるいは洗濯カゴを車に見立ててぬいぐるみを

座らせて「しゅっぱあつ」とお出かけしたり、ぞうのぬ

いぐるみを小さいのと少し大きめのを持っては、「マ

ミーぞうそん、ベイビーぞうさん」と呼んで、かしまし

く会話をしている。ときどき「あいあい」とか「おにに

（おにぎり）」とか「ぐんない（Good Night）」とか

言う単語が耳に飛び込んでくるので、なんとなく「お猿

さんにおにぎりを食べさせよう」って言ってるのか、と

か、「マミーぞうさんにベイビーぞうさんはねんねしな

いさい」って言ってるのだろう、とか、こちらの想像も

膨らんで楽しい。 

 

この「ごっこ遊び」は幼児の発達にとても重要な役を

果たすのだという。まずは、言葉の発達、そして社会性

の学習、さらには想像力・想像力が豊かになるというの

だ。 

 

アカネを見ていてまさにその通りだと実感する。とに

かくぬいぐるみが大好きで、猿やうさぎや犬やカエルの

ぬいぐるみの顔を突き合わせてはおしゃべりを繰り広

げ、起きたての朝の6時に彼らを前に「ハローバディ

（Hello Everybody）」と、週に一度通っている歌のお

教室の先生に自分がなってみせたりする。 

 

実はこのごっこ遊びは親にとっても嬉しい。というの

も幼児の一人遊びが上手になることで、少し親が用事を

済ませることができたり、イヤイヤ対策に利用できるの

だ。例えば朝、アカネが動物たちを並べてコーヒーまま

ごとごっこ（コーヒーを飲む…朝ダディがコーヒーを飲

むのでマネするようになった）をしていれば、放ってお

いて朝ごはんを作れる。朝ごはんを食べるのを渋れば、

はりねずみや鳥のぬいぐるみを椅子に座らせて、お皿と

スプーンを出し、「あれれ、みんなご飯食べるって。ア

カネちゃんもご飯食べようね」と促せる。外出をするの

にアカネがコートを着ない、靴を履かないと手間取れ

ば、「あれ、フーフーふくろうさんは上着を着るよ。ア

カネちゃんも一緒に着ようよ」とごまかしがきく。 

 

 想像上の友達を作り、その友達のために家族は夕飯時

に椅子やお皿を用意したり、同じく想像上の友達が乗り

遅れたからと泣きじゃくる幼児のために、走らせた車を

引き返さざるを得なかったいう話も決して少なくないら

しい。 

 

 予定通りに物事が進まず、こちらがイライラすること

は多いのだが、それでもアカネに想像上の友達が出来た

なら、私は両腕を広げて迎えるつもりだ。 

 

 ごっこ遊び万歳！サム

でもクリスティーンでも

太郎くんでも花子ちゃん

でも、誰でも来るがよ

い！よし来い！さぁ来

い！どっからでもかかっ

て来い！ 

（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
 

 

 

 

●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


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。 

幼児が2歳になるまでは飛行機代がほとんど

かからない。このルールも昨今では安全性の

問題から今後見直される見通しだという。と

いうわけで、年末年始を日本で過ごすことに

した。なのに、出発直前の今になって、アカ

ネは両手に原因不明の湿疹を発症させ、私は

ぎっくり腰ならぬ、ぎっくり背中に見舞われ

た。なんてこった。ただでさえ、子供と一緒

の飛行機の旅は大変で、それも魔の2歳児と

なるとさらに困難を極めるというのに。アカ

ネと私、二人で無事に日本に到着できるの

か？ 

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

