
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます 

 １２月のイベント 

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 

 昨年中は皆様の限りない

ご協力、有難うございまし

た。お陰様で、「会」発足20

周年の節目をきちんと飾り

終えることができました。 

 本年度もビクトリア日本

友好協会が、より良い会と

なりますよう努力してまいり

ます。昨年同様、皆様方の

ご指導ご協力をよろしくお

願い申し上げます。 

 平成28年の年が、会員の皆様そしてご家族にとって、健康で幸多き年でありますようお

祈りいたしております  

 

発行元： ビクトリア日本友好協会 

連絡先： jfs2012@live.jp 

URL: http://vjfs2013.wordpress.com 

 さ く ら 通 信 

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。 

 １月のイベント 

1/6 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

1/19 （火）1 p.m.～ 

 VJFS理事会＠浦中宅 

    

1/20 （水）2 p.m.～       

 毎月恒例カラオケ・ポットラック＠浦中宅 

 

1/24 （日）3 p.m ～ 

 ビクトリア日本友好協会、ビクトリア日系文化協会、 

 ビクトリアヘリテッジ日本語学校合同餅つき新年会 

  ＠Esquimalt Recreation Centre 

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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図や写真の説明を記入

します。 

嗚呼、北関東！ 
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関東地方1都6県の内G県、T県、I県の3県を総称し、

北関東と呼ばれて首都圏から差別？されています。全

国都道府県魅力度ランキングでこの3県が毎回見事に

47位、45～43位、30位代をキープしています。その中で

も日光があるT県が頭一つリード、G県はI県には負け

たくない、I県はG県には負けたくないとつまらない争い

を繰り返しています。ちなみにランキング上位は北海

道、続いて京都、沖縄、東京と不動です。北関東3県は

地方他県同様に市街地活性化、シャッター街対策、町

起こし、観光客誘致、特産品開発、歴史文化認再識、B

級グルメフードのPR等涙ぐましい努力をしています。

TVの有名人やご当地お笑いタレントを動員してPR活動

を繰り広げていますが、苦労と費用負担の割には投資

効果がありませんねぇ。自治体のゆるキャラも一役

買っているのですが、本当のところはどうでしょうか？

民間ボランティアでもご当地キャラが頑張っています。5

人組(内女性1人)のゴレンジャーが、ルーツの何とか戦

隊とかと言う悪人と、ご当地ヒーローと闘いを繰り広げ

る。この流れを今でも継続しています。そういえばウル

トラマンショーを子供といっしょに観た時、テレビではビ

ルより大きな怪獣と戦うウルトラマンもビルより大きかっ

たのに、等身大では変だな？とマジで戸惑ったものでし

た(笑)。（好岳） 

 

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] 

２０１６年恒例もちつき新年会 

ポットラックとサイレント・オークション、ボランティアのお願い 

 

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。 

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

れる人数分にさらに3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。また当日ボランティアできる方は250-477-4355 （岡

田）へ、また12日までにサイレント・オークションへの寄付のご連絡

もお願いいたします。 

    新年カラオケ大会 

 

2月3日に練習を行うとともに曲

を決定し、2月7日に新年カラオ

ケ大会をする予定です。会員

の方の参加大歓迎です。 
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Language Spurtというのがある。幼児が一気におしゃべり

を増やす時期のことを指す。増加する語彙数は１か月に200

語あるいは1日に10語とも言われている。 

 

茜は2歳にしておしゃべりが止まらない。日本語と英語と

アカネ語を駆使して会話をこなす。二語文もあれば、時に三

語文が飛び出すこともある。どこで拾ってきたのだ？とこちら

が首をかしげる単語を並べたりする。 

 

以前にも書いたが、アカネの言語の吸収力には、臨界期

を過ぎて第二言語を習得した自分にとって、これまでの努力

はなんだったのだろうかと思わされる。 

 

ふと、高校時代に英単語のテストを毎日させられていたこ

とを思い出した。何の脈略もない単語を、たとえば頭文字が

Aだからというだけで、一日10個～20個テストするものだっ

た。確かそれはホームルーム前の朝一番に行われていた。

明らかに徒歩と自転車に乗っている時間の方が長かった通

学時間のうち、ものの10分の電車乗車中に、A4を半分に

折ったくらいの大きさの英単語本を広げ、付属していた赤い

下敷きを一単語ずつずらしつつ、ぶつぶつと唱えながら吊

革につかまっていた日々があった。 

 

今、考えれば、あんな単語テストなどする意味のかけらも

なかった。試験が終わればすぐさまどこかへ忘れ去られた

し、第一、不自然にもほどがあった。私は英語が好きで得意

だったが、それでも英単語テストは苦痛でしかなかった。ま

だ、一説の文章などを読み、その中の単語をテストされ、そ

の文章に対する自分の考えを（たとえ日本語であっても）１

パラグラフ程度記す、というようなテスト形式なら、単語も頭

をすり抜けるようなことにはならなかっただろう。 

 

アカネは、言葉をコンテクストの中で上手に切り取りイン

プットしていく。そして時と場所と機会をわきまえたうえで、そ

の単語をアウトプットするのである。見事だ。ときどき言い間

違えをしたり、状況を誤ったりするが。 

 

そう、見事なのだ。親ばかだというささやきが聞こえてくる

が、「親ばか」という言葉は訂正されるべきである。私たちは

まさに人間のほとんど誰もが持って生まれた「天才」加減

を、身をもって知らされているのだから。新生児はグリーン

ピースほどの大きさの胃袋を満たすため、おっぱい（ミルク）

を飲むのに四苦八苦する。そんな子が2年もすると、コミュニ

ケーションをとるにまで成長するのである。親でも親でなくて

も言語の発達を（もちろんそれ以外の発達も）あっぱれと褒

め称えてしかるべきなのだ。 

 

アカネは語彙数が増えるとともに、徐々にベビーサイン

は消えて行った。なぜか残っているのが「りす」のサインで

ある。両手をグーにして、口元でとんとんと左右を叩く（リス

が木の実を食べているかのように）サインなのだが、かわい

らしく、勝手に消えないでほしいと願ってみたりする。同時に

幼児語も消え始めた。ぶーぶーは車に、タタは鳥に、クック

は靴に。 

 

英語圏で暮らし、家庭内も英語がコミュニケーション言語

となると、母親の私がどれほど母語である日本語に力を入

れたところでどうしても英語が強くなる。アカネにもまだ言葉

をしゃべり始めたばかりなのにもうすでにその傾向が現れ

た。母親の私を前にコレクションをかけてくるくらいである。

たとえば像のぬいぐるみを前に、「ぞうさん」と呼ぶ私に「No. 

Mommy. Elephant.え・れ・ふぁん！！」という具合に。 

 

環境言語の影響とはこんなにも大きいものなのかと懸念

していたところ、日本で年末年始を過ごすことになった。成

田に降り立ち、24時間と立たぬうちに、最近のお気に入り

No１ワードの”NO”は「ない！」へと切り替わり、バニーはう

さぎへといったふうに、言語が入れ替わった。それなのに電

話でダディと話すときはまた一気に英語へと切り替わる。

はぁ、その見事さにはため息を漏らすしかない。 

 

もうあと半年と立たないう

ちにアカネの英語力は私の

英語力をあっさりと飛び超

えていくのだろう。なのに、

悔しい思いなどこれっぽっ

ちもない。こうなったら「子

育入魂」と一筆入れた太い

鉢巻を頭に巻き、応援幕を

片手に、フレーフレーとエー

ルを送る親ばか団長になっ

てやろうじゃないか！ 

（記：高井 

MacLean若菜） 
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僕はいつものようにあの細い道を通っていた。 

薄暗くてしかも少し寒いというとても気味が悪い細い道

だ。 

特別に細いというわけではないが家はあまりなく、その

道には古ぼけた家が一つだけあった。 

その家も蜘蛛の巣が張っていて外にある鉢植えの花は

すっかり枯れているという少し怖い家であった。 

しかし僕は学校に行くために、学校がある日は毎日こ

の細い道を通らなくてはならない。 

僕はこの細い道を通るたびに道の入り口で深呼吸をし

てから一気に駆け抜けることにしている。 

そうでもしないと誰かが追ってきそうでとても怖いから

だ。 

僕は、いつもと同じようにあの細い道の入り口に立って

いた。 

この日は、僕が通っている中学校の冬休みの終業式で

しかも今はその帰りだった。 

あと一回ここを通れば冬休みが終わる２週間後まで通

る必要はない。 

勇気を出せ！僕！ 

僕はいつもより少し深めの深呼吸をして走り出した。 

よし！あと半分だぞ！ 

ガタガタッ 

何か物音がしたので僕はびっくりして立ち止まった。な

んの音だ？ついに誰かが追ってきたのか？僕は冷や

汗をかきながら周りを見渡した。 

といってもこの細い道だ。音が出そうな場所は一つしか

ない。 

あの家だ！僕は後ずさりをした。 

ガタガタッ 

家の扉が中から誰かがこじ開けようと試みているかの

ように揺れ始めた。 

僕は恐怖で足が動かなくなって、そこでただ何が起こる

のか見ているしかなかった。 

ガンッ 

扉が少しずつ開き始めた。 

もう終わりだ…。僕は目をつぶった。 

「おや？坊や学校の帰りかね？」 

優しい声が聞こえてきた。 

「え？」 

目を開けるとおばあさんが扉のところにこれまた優しそ

うに微笑みながら立っていた。 

「えっと。そうです。学校の帰りです」 

僕は震声で返した。 

「そうかいそうかい。年老いてから腰も痛くなってすっか

り掃除もできないし、あれま。鉢も枯れちゃったねぇ。」 

おばあさんはとても残念そうな声でそう言った。 

「あ！あの！もしよかったら、僕がお手伝いしましょう

か？！」 

気づいた時には僕はそう言っていた。 

「え？いいのかい？」 

そう言ったおばあさんはとても嬉しそうだった。 

 

あれから僕はこの道を通るのが楽しみになった。 

「おばあさん！行ってきます！」僕がこういうと 

「今から学校かね？今日も頑張ってな！」と元気な声が

返ってくる。 

今では、僕はこの声を聞かないと1日が始まらなくなっ

た。 

（記：須磨千草） 

 

あの細い道を通るたびに 



 

 みんな仲良く 
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私は「戦争」っていうのがどんなものか知りませ

ん。だけどこの本を読んで、「戦争」は今までふつう

にしてきたことを全部こわしちゃうものなんだなぁと思

いました。 

 

 今から70年も前の話です。6歳のよっちゃんは中国

の大連という町に家族で住んでいました。大連という

場所を地図で見てみるとりょうとう半島という島にあ

りました。海をこえて、ぜんぜんしらない場所で商売

をしている日本人がいたということに少しおどろきま

した。 

 

 よっちゃんの一番の親友は中国人のリンちゃんで

す。同じ年だったので、知り合ってすぐに仲良くなり

ました。実はその時中国と日本は戦争をしていまし

た。でも二人はそんなことは関係なく親友になりま

す。 

 

 大人の中には中国人を差別する人もいました。私

はよっちゃんたちが子供だったからすぐに仲良しに

なれて、親友になれたのかなぁって思いました。あ

と、よっちゃんのお父さんは、みんな仲良く、といつも

言っていたので、なんとなくその言葉が小さいときか

ら頭に入っていたんだと思いました。 

 

 そして戦争がどんどんはげしくなりました。そしてあ

る日のことです。お父さんがスパイとまちがわれて、

けんぺいさんにつれていかれました。中国人と仲良

くしていたからです。帰ってきたお父さんはもう前の

お父さんではありませんでした。人のことを信じられ

なくなってやさしい心を持てなくなりました。大好きな

商売も全くやらなくなってしまいました。そしてしばら

くして日本に帰ることになるのです。 

 

 人の心までかえてしまう戦争、よっちゃんとリンちゃ

んは国のちがいなどは関係なくお友達になりました

が、まわりからはなればなれにされてしまいます。き

のうまでふつうに遊んでいたのに、今日からはもう遊

べないなんて、けんかしてもないのに本当にかなし

いと思った。 

 

 私には9月になると90才になるひいおばあちゃんが

います。もちろん戦争を体けんしています。ひいおば

あちゃんのお兄さんはフィリピンに戦争に行って、そ

のまま死んでしまったそうです。ひいおばあちゃんは

若い兵たいすがたのお兄さんの写真を見せてくれま

した。その写真は、とてもかっこよかったです。その

写真を見ながらひいおばあちゃんは少しかなしそう

な顔をしました。私は、家で待ってる家族の気持ちは

どんなだったんだろうって考えました。すごくかなしい

し、つらかったんだろうなと思います。くやしかったと

も思います。 

 

 今もどこかの国では戦争をしています。国がちがう

からとか差別しないで、人とお友達になる努力を、み

んながすればいいと思います。そうすれば戦争はこ

の世界からなくなると思います。 

（記：根岸桜来） 

  

 日本一時帰国中に出会った根岸桜来（さくら）ちゃんが、読書感想文を投

稿してくれました。小学3年生とは思えないほどはきはきしていて面倒見のよ

い桜来ちゃんの文章をお楽しみください。 

『パオズになったおひなさま』佐和みずえ（著）宮尾和孝（絵）くもん出版 

（写真：須磨千草） 
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●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 

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） 

 約3年ぶりに日本でお正月を迎えた。実家に家族全員が集まるのは、なんと実

に15年ぶりだった。兄は毎年顔を見せていたのだから、親不孝者はこの私であ

る。私の隣にはアカネがいて、兄の隣にはお嫁さんがいた。父が打ってきたそば

と母が揚げた天ぷらが食卓に並び、アカネは一人一人を指さして「じーたん」「ば

あば」「Yたん」「Cちゃん」「マミー」「ベイビー（自分のこと）」と名前を呼び、「みんな 

ごはん いっしょ いっしょ！」と言って、皆の顔をほころばせた。こんなに賑やか

で心温まる大晦日を新しい家族も共に迎える日が来るなんて・・・暖冬と相まって

ぽかぽかな2016年の幕開けとなった。 

＜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  

編集後記 

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。 

カラオケ/ポットラック会  ビクトリアヘリテッジ日本語学校より  

 海外生活安全情報 在バンクーバー日本国総領事館より 

（写真：洋子Currie） 

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.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_tanpa.html


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 

 

 

 
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

