
 １・ 2月のイベント 

1/6 (水） 2 - 8 p.m.  

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

1/19（火） 1 p.m.   

VJFS理事会 

 

1/20（水） 2 - 8 p.m.  

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

1/24（日） 3 p.m.- 合同餅つき新

年会 

 

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。 

 3月のイベント予定 

3/2（水） 2 — 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

3/12（土） 9 — 3 p.m.  

在バンクーバー日本国総領事館 ビクトリア出張サービス 

 

3/16（水） 2 — 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

3/19（土） 1 p.m. 

昔語り&茶話会 

 

3/22（火） 1 p.m.  

VJFS理事会 

 

3/30（水） 2 p.m. 

Broadmeadケアホーム訪問 

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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2/3（水） 2 - 8 p.m.    

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

2/7（日） 2 p.m.   

新年カラオケ大会  

 

2/14（日） 1 p.m.  

お茶会 

 

2/17（水） 2 - 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

2月23（火） 1 p.m.   

VJFS理事会 

 

2月25（木） 1 p.m.  

手作りの会 ブローチづくり 



 

 

図や写真の説明を記入

します。 

男の料理教室 
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 友人に誘われて男の料理教室に行きました。ムラ

の食生活改善推進協議会の主催だとかで、会員の

お揃いのピンクのエプロンとスカーフの出で立ちの

お姉さん方？が迎えてくれました。減塩しましょう、野

菜を食べましょう、とありきたりのつまらない講義の

後、調理実習に入りました。それでも①大さじ小さじ

の量②液状、粉状の計り方③「ひとつまみ」と「少々」

の違い④1合と1カップの違いなど、勉強になりまし

た。「米の洗い方」から始まったのですが米は「洗う」

ではなく「とぐ」のではないでしょうか？気にかかりま

した。その日のメニューは 

(1)ちらし寿司   

(2)菜の花のおしたし 

(3)あさり味噌汁 

(4)桜もち 

 参加の男性諸君は料理好きなのかしょっちゅう料

理してる強者？でしたので、私はもっぱら皮むきや

洗い物に徹しました。桜もちですが白玉粉をクレープ

みたいに焼いてあんこを包む長命寺(関東風)、道明

寺粉であんこを包むまんじゅう状の道明寺(関西風)

があるそうですが今回は長命寺を調理しました。 

 塩分測定器で味噌汁をチェックされました。薄味嫌

いなので多目に入れた味噌にOKをもらい、案外適

当なんだなぁ!!と1人ほくそ笑んでいました。11時50

分男性参加者16人、アドバイザー8人で一緒に「頂き

まぁす。」美味しくいただきました。（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] 

領事館出張サービス 

 在バンクーバー日本国総領事館による出張サービスが、下記

の日程で行われます。在留証明、パスポート、その他査証の申

請など、バンクーバーの領事館に行かずに手続きができます。

当日はビクトリア日本友好協会がお茶のサービスなどボラン

ティアで参加します。会場で皆様とお目にかかれるのを楽しみ

にしております。 

 サービスの詳細については、領事館のホームページでご確認

願います。 

 

日時：2016年3月12日（土）午前9時～午後3時 

場所：Bedford Regency Hotel (Brittingham Room） 

    1140 Government St. 

南部弁による昔話 

 

盛岡の語り部上野女史をお迎

えして3月19（土）1時より茶話会

を兼ねて行われます。場所は

3901 Lexington Avenue。席に

限りがありますので参加ご希望

の方は、3月15日までに 250-

477-4355までご連絡下さい。 

 



 

 新年会に参加して 
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 私は先月１月２４日にEsquimalt 

Recreation Centre にて開催され

た、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

新年会にボランティアの一員とし

て初めて参加してまいりました。

最初はもっと少ない５０人ほどの

新年会を予想していましたが、３

つの協会や学校が合同で開催し

ていた新年会だったこともあり、

私の予想をはるかに超える延１０

０人以上の方がEsquimalt Rec-

reation Centreに集っていたように感じました。 

 私の仕事はディナーのポットラック・チケットを売ることで、日本語学校の教師をしていらっしゃるという女

性に仕事を教えていただきました。残念ながら、一緒にチケットを売っていたビクトリアに８年住んでいると

いう男性の「去年もチケットを売っていたが全然売れなかったから、今年もどうだろう？」という予想は当た

り、チケットはあまり売れませんでしたが、途中からお台所に入り、粉末からオレンジジュースとグレープ

ジュースを作り冷蔵庫で冷やして、頃合いを見てテーブルに持って行ったり、ポットラックで使う割り箸や

ペーパーナプキン、取り皿などの配布などの仕事を手伝っておりました。ここに来たばかりの私は、日本人

とカナダ人のハーフの子供たちが必死に日本語でネームタグに名前を書いたり、日本語の歌を歌っている

姿をとても新鮮に感じました。また、日本の文化の広がりを感じることができ、仕事の合間に日本の懐かし

さに浸っておりました。楽しい新年会も終わりに近づくと、子供たちによるピニャータ割りが始まり子供達の

あふれんばかりのパワーを感じることが出来ました。（記：須磨千草） 

（写真：Currie洋子） 



 炉のお点前のお茶会  
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 手作りの会では皆様のご希望の物に、できる範囲で

挑戦しています。今回は参考になる可愛いフェルトのブ

ローチがあり、それをアレンジして皆さんと作ってみまし

た。素敵なブローチが出来上がり、バックに付けたり胸

に付けたりとそれぞれ個性のある使い方が楽しめそう

です。（記：浦中允子） 

 2月7日、第5回紅白カラオケ歌合戦を開催いたしました。NHKの紅白は赤組が女性、白組が男性です

が 我がカラオケクラブではくじ引きで公平に組分けをしています。 

司会は今年も裕次。白組第1番でギターを弾いて「My Way」です。俺の好きな様に生きてきたのだと歌

い出し、赤組恵美子は「未来へ」。私は未来の人生に歩んで行きますので、とウクレレを弾きながら。続

いて、ヒューの尺八「ムーンリバー」。次はバンジョーの演奏をして歌うA氏、16才の高校生の千草は流

暢な英語で「My Heart Will Go On 」を歌いました。これには皆でウットリと聴き入りました。若いことはそ

れだけで美しい。 

 「色ずく街」を歌うのは髪をブルーに染めた三代子。白組の正美は洋

子と2人で「今日でお別れ」を披露します。フラれた女の未練歌に引き

続き、允子の「涙の連絡船」。「ヒロコのズンドコ節」ではふるさとダン

サー2人が特別参加して会場を盛り上げてくれました。今年のコス

チューム賞は武広でした。「王将」将棋の駒を持ち、将棋のプリントの

浴衣を着てパワフルに歌う姿は村田英雄にも負けず劣らずでした。君

子は「ひばりの佐渡情話」。毎回審査員を務めていた知子は、この度

初舞台を飾りました。「踊るポンポコリン」では婆ちゃんやチビまる子

ちゃんまで登場し、楽しい歌合戦に幕が下りました。 

 カラオケの後はジェスチャーゲームをしたり、短歌リレーをし、また

ポットラックを皆さんでいただきました。お客様はダンカンから洞山(ほ

らやま)ご夫婦、日系メンバーの勝山氏、志津子さんは観客席で楽しん

でいました。勝負は紅組の勝ちでした。(記＆写真：洋子Ｃｕｒｒｉｅ) 

 一期一会のお軸のかけられた日本間で三戸先

生に炉のお点前でお茶をたてていただきました。

ちょっとしたハプ二ングがあり、緊張していた9名

の参加者の間にリラックスした雰囲気がながれ

て、桜餅の主菓子を味わい、一服目のお茶を楽

しみました。 

 次は立礼のお部屋に移り、素晴らしいお雛様が

飾られた前で愛子さまによる箱茶花点前でのお

点前を拝見し、雛あられと一椀のお茶を味わいま

した。お雛様の明るい華やかな雰囲気のなかで

午後の一時をぞんぶんに楽しみました。お部屋

ごとに異なるお茶をご用意して下さった三戸先生

のお心遣いと、一期一会をおおいに満喫いたし

ました。参加者一同、三戸先生と社中の方々の

お心遣いありがたく感謝いたしております。 

（記：正美Barcley 

 手作りの会 ブローチ作り 

 カラオケ新年会 
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 しまなみ海道の基点になって自転車の街として売り出してる尾道の中心には、尾道本町通りという商店街があります。

歩いてみると古い昭和の雰囲気を残しているお店もたくさんあり、観光客も多い。お店の間にある小さな路地は、先をみる

と行き止まりのようで行き止まりでない迷路のようになっています。路地裏はどこも猫が昼寝してそうな感じで、のんびり時

間が流れています。商店街を横切る道は、山から海へ（方角的には北から南へ）ゆるい傾斜がついている、海と山に挟ま

れた街。頂上までロープウェイでも上ることができる千光寺山からの眺めは絶景です！ 

 

 国道2号線からはずれますが、尾道と福山の間にある鞆の浦の話を少し。戦国時代に室町幕府最後の将軍足利義昭が

織田信長に追放された後、毛利の支援で滞在していた鞆の浦。最近ではスタジオジブリの宮崎駿監督作品「崖の上のポ

ニョ」の構想を練ったところとしても注目されました。瀬戸内の他の地域との違いは、鉄道でいけないことです。車やバスで

しかいけないのでその分観光客が少ないのです。小さな町ですが、古い家屋も残っていて、落ち着いて雰囲気を味わう事

ができるのが魅力です。 

 

 そして広島県も最後、福山市へ到着。福島市は広島県の東端にあります。岡山県と隣接していて、広島市と岡山市の

ちょうど間にあり、広島県東部から岡山県西部にかけての中心地です。 

 

 尾道と福山の二つの町はここ数十年

で大きく変わってきました。もともと歴史

的に長い間栄えていたのは尾道です。

この地域に長く住んでいる人の話だと、

昔は買い物や出かけるのは尾道だった

とか。戦後しばらくはまだ尾道が中心

で、福山が大きく栄えてきたのはその後

だそうです。製鉄所や交通網の発展な

どが大きく関わってきたようです。 

 

 南口の駅前道路は広く、4車線もあり

ます。両脇には百貨店をはじめ、ビルが

立ち並んでいました。北口のロータリー

の脇には福山城。「あれ？こんなところにお城があるの？」って思うくらい近すぎて気付きづらいところにあります。 

 

 福山まできて、いよいよ岡山へ近づいてきたなと感じた事がありました。それはホテルの朝食に鰆（サワラ）がでてたこと

です。泊まったのは駅前のごく普通のビジネスホテルでした。関東の埼玉にずっといる僕にとっては、鰆は岡山にきてから

知った魚です。実は、それまでは名前も知らなかったのですが、おいしい。鰆は岡山の市場で値段が決まるような、岡山で

は非常にメジャーな魚です。そんな鰆がホテルの朝食に出てきて、戻ってきたのだなぁと実感しました。 

 

 そして笠岡市へ入り岡山県に突入です。山陽道を通過するだけですが、旅の道中で一時帰郷です。岡山県内に入ると、

これまでとは違う事が起きました。 

（記：安部良） 

 

 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１６） 

 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 
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 あかねのあのね 
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ブンバボーンが耳から離れない。我が家では、今、ブンバボー

ンがブームだ。幼児がいる家庭ならもうお気づきだろう。ブンバ

ボーンはNHKの教育テレビ「おかあさんといっしょ」のオオトリの

歌兼ダンスである。筋肉ムキムキな体操のお兄さんが番組の終

わりに毎回リズミカルな歌と踊りを披露してくれる。周りの子供た

ちも一緒に踊るのだが、これを見ながら私もアカネもノリノリなの

だ。 

 

言っておくが、私はNHKの回し者ではない。テレビをたくさん見

る方でもない。どちらかといえば、「子供の教育にテレビはない方

がいい」派である。だが、日本の「教育テレビ」の水準は高い。幼

児向け番組や、言語教育番組はよくできている。もう10年も前だ

が、フランス語をかじったことがあり、「テレビで学ぶフランス語」

を見て感激し、習ってもいないイタリア語やスペイン語、手話の番

組までチェックしたことがあった。その内容が充実していたから

だ。ラジオ英会話を4月の頭に始め、テキストの最初の3ページで

挫折した経験がある人は少なくないだろう。テレビ英会話ならそ

の10倍くらいはがんばれそうな内容だった。 

 

この冬、日本に長期滞在して、アカネと一緒に幼児向け番組を

目にし、その内容に驚いた。 

 

大人の脳の集中力は想像以上に短く15分が限度だと聞いたこ

とがある。幼児の場合、当然ながらそれはもっと短い。幼児番組

は飽きないように、パントマイムからクラフト、歌、小劇、生活習慣

である歯磨き、パジャマを着る、靴を履く、など様々な内容を季節

や行事ごとにそろえていて、また同じものをある一定期間リピート

している。あるいは、別の番組でも、歌舞伎や狂言、詩、ことわ

ざ、その他日本の伝統文化など大人が見ていても学べる要素

が、スタイリッシュに盛りだくさん散りばめられている。教材として

見ていてもよくできてるのだ。 

 

同じことを繰り返すのでも、ちょっと時をあけてみたり（翌日

だったり）、期間を決めてみたり（その月は同じ歌とか）、味わいを

変えてみたり（バージョンが違っていたり）、また新しいものを少し

ずつ増やしながら古いものをリピートしたりすることで、脳はさら

に活性化されて、短期記憶が長期記憶へと変わっていく。子供な

ど3歳まではすべて模倣で学習しているのである。見て、聞いて、

話してまねるだけで言葉が増えるのであれば、テレビだって立派

な教材になる。 

 

 言語の習得に大事なのは「インタラクション」であり、つまり人と

人とのやりとりがあって初めて習得につながるのだというのをThe 

Bilingual Edge (by Kendall King) という本で読んだことがあった。

しかし、本当にそうなのだろうか。私は英語を映画で学んだと言っ

ても過言ではない。そして、今回の日本滞在でテレビからアカネ

が拾ってきた日本語がたくさんあるのである。 

 

もう何度か「あかねのあのね」にも登場してきているフレーズ

だが、言語習得の臨界期はかつて10代の半ば頃と言われてい

た。これが、昨今では「9歳の壁」というのが主流とか。幅を持た

せて8歳くらいから12歳くらいまで。識字能力が、小学校にあが

り中学年くらいで確立されるのがその所以なのだという。聞く、

話すの順序で追ってきた習得が、このあたりで、読む、書くと結

びつき、言語の土台がしっかりとかたまっていく。 

 

また、二言語以上を習得しながら育っていくと（あるいは習得

しきれなくても）その子供の認知力や、思考能力、情報の振り分

け能力などが高くなるという。言葉と切り離せない背後の文化な

どを学ばなければならなかったり、一言語を習得するより多くの

言葉を記憶をする必要があったり、二言語が刺激をしあい、言

語力のもとにある基礎力のようなものが育ったり・・・といろいろ

あるのだが、難しいことはさておき、メリットがたくさんあるらし

い。 

 

我が家の場合、家庭の言語が英語で、環境の言語が英語と

なると、どうしても英語の力が強くなってしまう。どれだけ私がが

んばったところで、一人の言葉のシャワーでは限界がある。そこ

で考えた。ここは近代の力を借りたって罰は当たらないはずだ。 

 

そんなわけでこの場に告白する。我が家に7年ぶりにテレビ

がやってきた！テレビも車も携帯電話もなかったこの家にテレビ

という近代機器が仲間入りして、一番エキサイトしているのは、

この文面からもわかるように私である。日本の幼児向け番組を

録画しておき、アカネは朝・夜ご飯後に「はぶち。（歯磨きをす

る）ティレビ見る」と30分程度見る。そして私は昼間に休憩として

お茶を飲みながら朝の連ドラを15分楽しんでいる。要は、Couch 

Potatoにならなければいいわけで、子供との一日は運動や遊び

でメリハリをつけ、見る番組も選べばいいんじゃないか。 

 

妊娠中の誰もが「赤ちゃんは健康で産まれてきてくれればそ

れでいい」と願っている。「それだけでいい」はいつしか「ああで

あってほしい、こうであってほしい」に変わっていく。アカネが健

康に生まれ、健康に育っている中、やっぱり、願わくば日本文化

と日本語を少しでも多く知って

ほしい。そしてできるならば続

けていってほしい。 

 

母は貪欲だ。 

 

それでも最後に日本語と日

本文化を保っていくかどうかを

決めるのはアカネ本人であっ

て、親の私の役目はその機会

を与えることなのだと、ブンバ

ボーンは母の耳に時折ちょっ

ぴり切なく響くのだった。 

（記：高井MacLean若菜） 



 

PAGE 7 第214号（2016年2月29日発行） 

●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） 

 「おかあさん、きゅうりいっぱい、おふろはいってる」と声がす

るので、なんのこっちゃと見てみれば、アカネがパントリーか

らピクルスの瓶を取り出して、じっと見入っていた。 

 アカネが私を「マミー」ではなく「おかあさん」と呼ぶように

なった。日本滞在中に私が母を「お母さん」と呼んでいるのを

耳にし、学んだようだ。「おかあさん」と呼ばれて、「なぁに、ア

カネちゃん」と答える一連のやりとりを日に何度となく繰り返

し、私は鼻の下を伸ばしてデレデレしている。 

＜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 

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

