
 3月のイベント 

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 

 

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。 

 4月のイベント予定 

4/6（水） 2 - 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

4/7(木) 10 a.m.-  

公園めぐり＆ラジオ体操 

Beaconhill Park児童動物園の前に集合 

 

4/17(日) 1 p.m.- 

VJFS年次総会 

 

4/19（火）1 p.m. - 

VJFS理事会 

 

4/20（水） 2 - 8 p.m. 

毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

 

4/28(木) 1 p.m.-  

手作りの会 -＠岡田知子 クレージーキルトを作ります。 

参加者はブロード生地を持ってきてください。 

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。 

ランドセル雑感 
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 4月は「ピカピカの一年生」の晴れ舞台の日、美代ちゃんと一緒にランドセル背負って仲良し小道を学校へ通います。ランド

セルの語源はオランダ語で、「ランセル」が訛って出来た日本語らしいのです。日本の小学生は一年生から六年生まで、まる

で義務のごとくランドセルを背負わなければなりません。そして、それは祖父母からの安くはないプレゼントなのです。合成皮

革で出来ているので昔から比べたらとても軽くなっていますが、容積はかなり大きく、小柄な一年生などはランドセルが帽子を

被って歩っているように見えます。 

 アメリカ南北戦争の名残の背嚢がランドセルで、軍服の名残りが男子学生服だとどこかで聞きました。ランドセルと金ボタン

のつめ襟学生服は、実は日本の文化ではないのです。 

 小学校を卒業すると、記念としてミニチュア版のランドセルや財布、キーホルダー、小銭入れとしてリサイクルする希望者も

いますが、記念に取って置く人もおらず、ほとんどが燃えるゴミとなります。何かに再利用できないのでしょうか？ 

 その中身は教科書、ノート、筆箱(そういえば靴入れも下駄箱といいますね。)家庭通信、プリント等々で、かなりの量になりま

す。さらに夏場は水着&タオル、最近は熱中症予防のテルモスを持参します。中身は冷たい水やお茶、スポーツドリンクはOK

で、カルピスやコーラ、ジュース系はNGだそうです。調べられるんでしょうか？ 

 そこで提案があります。教科書は2セットにして1セットは家庭に、もう1セットは教室の机に置けば(筆箱も？)かなり軽量化が

出来ると思うのですが。（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為に、原稿の締め切り日は毎月25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] 

平成28年度（2016年4月1日から2017年3月31日まで）の領事手数料が以下のとおり、決定されましたので、お知らせします。 

なお、2016年3月31日までに申請されたものは、平成27年度の料金が適用されます。                                         2016年4月1日 

旅券 証明 

査証 

*日本とカナダは査証手数料についての相互

取極を締結しているため、カナダ国籍の方に

10年パスポート  

（20歳以上） 
165   在留証明 12 

 一般入国査証 31 

 数次入国査証 62 

5年パスポート   

（12歳以上） 
113  署名証明  官公署に係るもの 46 

 通過査証 7 

 再入国許可の有効期間の延長 31 

5年パスポート    

（12歳未満） 
62 

          その他のもの 18 【インド国籍】   

     一般入国査証 9 

記載事項変更     

パスポート 
62  出生・婚姻・死亡等身分証明 12 

 数次入国査証 9 

 通過査証 1 

査証欄の増補 26  自動車運転免許証の翻訳証明 22 
【イラン国籍】   

 一般入国査証 52 

帰国のための渡航書 26  翻訳証明 45 
 数次入国査証 103 

 通過査証 52 

関連国内法の規定により、領事手数料は、現金でのお支払いが必要です。（カード・小切手は御利用頂けません。）         [単位：カナダドル] 

在バンクーバー日本国総領事館より料金変更のお知らせ 



 

 雫石弁による「昔っこ語り」 
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 3月19日に特別講座「昔っこ語り」が20

人の参加者を迎えて行われました。昨

年、盛岡を訪れた時に郷土館で語り部

秀子さんの「昔っこ話」を聴く機会があ

り、とても感銘を受けました。是非ビクト

リアの皆さんに聴いて頂きたいという希

望を持ち、実現を楽しみにしていまし

た。ビクトリア友好協会では日本人のア

イデンティティ講座やカラオケでもお馴

染みの盛岡大学の照井先生の尽力で

段取りをつけてもらい、わかりやすい解

説もしていただきました。 

 まず、秀子さんの「雫石よしゃれ節」の

踊りの披露があり、4話の昔話の前に照

井先生から郷土文化的背景「南部曲がり家」や岩手の山、雫石弁の基礎になる言葉の意味の説明がありまし

た。秀子さんの方言の美しさ、柔らかな口調、癒しの話し方、物語の面白さに魅了されました。盛大生で秋田出

身の陽平君の秋田弁「ね、ね、ね」の話も盛り上がりました。（記：岡田知子） 

 

掌にトーテム・ポールの温かみかな 

満開の桜の中のバンクーバー 

海青く日本人墓地の草萌ゆる 

手巻きずし梅ぼしの紅来異国
 き  た

の春 

                俳号  はこべら 

 
 皆様方にあたたかく迎えていただきました

こと嬉しく思います。桜やれんぎょう、やま

ぶきなど、花々の美しさに感動いたしまし

た。雫石に居るような、ゆったりとした心持

になりました。私のつたない昔語りを聴いて

いただきまして、大変ありがとうございま

す。皆々様、日本においでの節は、ぜひお

立ち寄りくださいませ。（記：上野秀子） 

                 

 

（写真：洋子Currie） 
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岡山県に入ると、車から応援してもらえる機会がいきなり増えました。走っているのはこれまでと同じ国道2号線。

交通量もここまでとはさほど変わらない。岡山県内というのが大きな違いでした。それには岡山県内だけでNHKのド

キュメンタリー番組が放映されたという背景があります。 

 

「現場の人」という金曜日の夜7時半からの30分番組で、制作がNHK岡山でした。毎週あるわけではなく、ふさわし

い企画があがってきたときに放映される不定期の番組です。岡山のPRスタッフに選ばれた人がどのように岡山をPR

していくのか、少し辛口でまとめた番組だったようです。実際、放映日に岡山県にいなかったので見ることができず

仲間から聞いた話です。 

 

この放送のために、NHKの取材班が1週間ほど僕の仕事の様子の撮影のために同行しました。自治体を訪問し

て打ち合わせをする様子や、ラジオ出演の様子など、何時間も密着がありました。他のPRスタッフも同様に取材を

受けたのですが、自転車で走りながら岡山をPRしている様子はキャッチーでわかりやすく紹介されたらしいです。 

それまでも岡山の地元新聞や放送局でもニュースで取り上げられていましたが、岡山県内を自転車で走ってはいな

かったので、ぜんぜん反応がありませんでした。今回はNHKが30分番組で、PRスタッフとはどうゆうものなのか、そ

の苦悩している様子を放送しました。その直後に岡山県内に入ったので、記憶に残っている人も多く、車からの声が

増えたようです。中には、車をとめてわざわざ「よくがんばってるね～！」と僕の両手をとって応援してくださる老夫婦

もいました。 

 

 とは言っても、シャイなところがあると言われる岡山県人。声をかけられるのも数回だけ。1日走って声をかけられ

る数は台湾を1周している時のほうがずっと多かったです。そう考えると、言葉はあまり通じないのに台湾の人たち

の「熱さ」はすごいものです。 

 

岡山で泊まるところは、PRの仕事が始まって

からずっと滞在している倉敷のゲストハウスで

した。夜帰ると馴染みのスタッフたちが「べーさ

ん（あんべさんを略して、べーさん）おかえりなさ

～い」と言ってくれます。ビジネスホテルに連泊

していたため、一人で過ごす夜とは違ってほっ

とします。古民家を使ったゲストハウスなのでホ

テルのように机もないし、他の宿泊者もいるの

で仕事はしづらいですが、人の温かみがありま

した。翌朝、蔵作りの町並みを見た時が、岡山

へ帰ってきたと一番感じました。 

（記：安部良） 

 

 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１７） 

 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 



 あかねのあのね 
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あぁ、これは試練なのだと空を見上げる。 

 

きっとこれは私に与えられた試練だと、ぐっと怒りたい感情をこらえ

て空を仰ぐことにする。私は無神論者で、天には空と宇宙しかないと

信じて疑わないのだが、このときだけは、何かがそこにいて私を試し

ているんじゃないかと思ってみたくなる。 

 

アカネ、2歳3か月――イヤイヤ期の真っ最中である。英語ではこ

れをTerrible Twoと呼び、その先に待っているのはHorrible Threeだと

言う。日本語だと「魔の二歳」、「悪魔の三歳」だとか。 とりあえず、ア

カネのお決まりの返事は「ヤダ」である。大好きな散歩に行く？と聞け

ば、「ヤダ～」。じゃ、行かないと言っても「ヤダ～」。好物の納豆ご飯を

食べる？と聞けば、「ヤダ～」。じゃ、何食べる？と聞いても「ヤダ～」。

何に対してもそれは嬉しそうに「ヤダ～」と笑って答えてくれる。それ

も、こちらの質問の最後の文字にかぶってフライング気味である。 

 

幸い、アカネはこれまで片手の指で数えられるほどしか、大きな癇

癪を起こしていない。 

 

一日だけだったが、イヤイヤがどうにも止まらない日があった。そ

の日は昼間と寝る前に、30分ほど「ヤダ～ヤダ～」とアカネは泣き続

けた。その他の時間はケロッといつも通りだったが。 

 

よせばいいのに、性分から、この日は何がいつもと違っていたのか

と分析した。そういえば、まず、朝からご飯をあまり食べなかった。そ

れから、いつにも増してとても社交的な一日だった。昼間は双子ちゃ

ん2組と公園へ遊びに出かけたら、学校が春休みの真っ最中で、そこ

は野外保育園のごとく子供と親でごった返していた。また、夕方から

親戚が泊まりに来た。アカネはこの日テンションが上がりっぱなしだっ

たのかもしれない。 

 

 だが、こうやって振り返ってみたところで、次の癇癪がやはり同じ理

由で起こるとは限らない。子育ては、入学試験のように「傾向と対策」

が容易にとれるわけではないのだ。 

 

 イヤイヤ期は、あって然るべきで、きわめて尋常な子供の脳の発達

段階なのだという。第一次反抗期と呼ぶ人もいるようだが、幼児は反

抗しているわけではない。2歳児、3歳児は、欲求を抑制する前頭前

野がまだ未発達なために「イヤイヤ」を起こす。前頭前野は、脳の最

高中枢で、自己制御能力などを担う。幼児は、「欲求の塊」が人の形

を纏って歩いているようなもので、それを抑制する能力が未発達であ

れば、「イヤだ」「ダメだ」となるのも致し方ない。自己制御力が発達す

るは4歳くらいで、この頃から育児もぐっと楽になる。「天使の4歳」と言

われる所以でもある。 

 

そうは言っても、イヤイヤが公の場で起こった場合、親は、何とも

居心地が悪い。自分が何か子供に悪いことをしていると思われている

のではないか、わが子がとんでもない怪獣だと思われているのではな

いか、そして人様に多大な迷惑をかけているのではないか、とそわ

そわドキドキ、そしてイライラしてしまう。だが、これは、子供が我儘

なのでも、親の愛情が足りないのでもないのだ。 

 

 大きな癇癪が起こった場合、これはもう本人にも誰にも止めようが

ない。子供は感情の嵐に飲まれていて、そのうち何が原因で自分が

泣いているのかすらわからなくなってしまう。じゃあ、隣にいる親はど

うしたらいいか。静観である。バタバタとして怪我をしないよう安全な

場所を確保し、ちょっとなだめてみたり、抱きしめてみたり、同情して

みたりしてもダメなら、あとは時間が過ぎて子供が泣き疲れるまで待

つしかない。 

 

 そんなわけで、アカネが大きな癇癪を起した日、私は、「腹が減っ

ては戦はできぬ」とばかりに、寝ころび泣きわめくアカネの横で、せっ

せとサンドイッチを作り、コーヒーを入れていた。アカネは30分ほど

台所の床で泣いた後に、こてんと昼寝した。寝顔を見ながら、手がか

かる子ほど愛おしいとはこういうことなのだろうかと考えた。寝顔に

はいつも癒されるが、この日はその顔がいつにも増して愛おしくてた

まらなかった。 

 

イヤイヤちゃんでもそうでなくても、よほどの予定がない限り、私

はアカネのペースにできるだけ合わせて進みたいと思っている。大

人が歩けばほんの10分たらずのところを、たとえ30分以上かかった

としても、あるいは目的地にたどり着けなかったとしても、大きな支障

はない。幸い、フルタイムで仕事をしているわけでもなければ、絶対

に守らなければならない約束がたくさんあるわけでもない。アカネと

一緒に、道を渡るアリを四つん這いで追いかけてみたり、街路樹1本

1本に「トントントン、誰ですか？」とノックをし、「ぞうさんがいる」

「ちゅっちゅのねずみさんがいる」と言ってはそれぞれに挨拶をしな

がら歩き（ここオークベイはどこもかしこも街路樹だらけなのだが）、

マンホールをステージに見立てて「大きな栗の木の下で」を歌っては

お辞儀をし、またアンコールに応えてみたり、そんな風に過ごせる時

間を大切に思いたい。そして親として、そんな時間を愛おしく思える

心の余裕をできるだけ持っていたい。いたいのだが・・・ 

 

実際は、言うは易く行うは難し、だ。朝からイヤイヤが多い日は、

どっと疲れるし、気がつけば肩が凝ってしかたない。自分はいつから

こんなに短気になったのか、と自己嫌悪に陥ることも多々ある。こち

らの体調が悪いとき、睡眠不

足な時は、ついつい「早くし

て」「もういいから」が多くなっ

てしまう。そして、私は出産を

してからというものの、毎月

風邪を引き、ほぼ毎日睡眠

不足で、この時期はひどい

花粉症に悩まされる。 

  

イヤイヤVSイライラは、し

ばらく続きそうである。 

（記：高井MacLean若菜） 
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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） 

 アカネは「ください」という表現ができるようになった。Pleaseとも言う。 

「おにに（おにぎり）、もっとください」と、両手をひろげて、おむ

つ一丁で台所に立たれると、あまりのかわいさに行儀などどう

でもよくなって、その場であげてしまう。「おかあさん、おいしい

ね」とにっこり笑われたらなおさらだ。  

 Pleaseの発音がうまく言えず、ダディには「椅子、降りる。だ

うん、ぷいーず」と舌足らずなのにも、夫婦そろって萌え萌え

状態だ。 

＜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

