
 5月以降のイベント予定 

 

5/4（水） 2 - 8 p.m.  毎月恒例カラオケ＆ポットラック 

浦中宅にて行われるカラオケは最後となります。 

 

5/12（木）10 a.m.- 公園めぐり＆歩く会 

集合場所はPlay Fair Park (GORP Site) Quadra Rock St.。 

昼食はベトナム料理 Vietnam Houseにて。 

 

5/26(木) 1 p.m.-  手作りの会  

知子さん宅にてクレージーキルトの第２回。 

 

6/15（水）2 p.m.- 日本酒試飲会＠岡田宅 

参加希望者は事前に250－477－4355かjfs2012@live.jpまでご連絡ください。 

時間等に関しての詳細は追ってご連絡いたします。 

 

6/23(木) 1 p.m.- 手作りの会   

詳細未定 

 

               7/14（木）1 p.m.-  バーベキュー  

  マウントダグラス下の海側公園にて。 

 

  7/28(木) 1 p.m.-  手作りの会   

  詳細未定 

 

  9/22（木）1 p.m.-  手作りの会 

  クリスマスのフルーツケーキ作り 

 

 

 

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。 

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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2016年度新理事 
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 2009年3月18日より、今日まで友好協会の皆様と共に賑やかにポットラックとカラオケとお喋りを楽しんできました。

何度か行われた紅白カラオケ歌合戦では、仮装をしたり、芸達者の方々によるパフォーマンスが披露されました。歌

うことは若さを保つ原動力。時にはストレス解消にも。お料理のレシピや様々な情報交換は生活に花を添えてくれま

した。 

 諸事情により、浦中宅で行われていたカラオケ・ポットラックの定期開催は、第139回目を迎える2016年5月4日の

開催が最後になります。皆様のこれまでのご協力に感謝いたします。 

 この日は宇都宮市在住の今泉ご夫妻も参加してくださる事になっております。皆様のこれまでのご協力に感謝い

たします。（記：浦中武広・允子） 

 去る2016年4月17日（日）、Windsor Park Pavilionにてビクトリア日本友好協会第17回年次総会が開催され

ました。以下、2016年度の理事役員が選出されましたので、ご報告いたします。今年度もどうぞよろしくお願

いいたします。 

 

顧問理事 堀江 通旦 

理事   浦中 武広 

       浦中 允子 

       岡田 知子 

       バークレイ 正美 

       高柳 忠弘 

       木全 信子（会計） 

       滝沢 百子（書記） 

       関谷 洋子 

       コルダー 瑛 

 

さくら通信・ウェブサイト管理担当 高井マクレーン若菜 

カラオケ＆ポットラックよりお知らせ 

 我々飲み仲間の話題のタブーは①持病の話、②年金の話、③孫の話、④過去の栄光の話です。毎月の飲

み会では政治、経済、歴史、文化、芸能、スポーツ、教育、福祉等々の話が幅広く展開しますが、タブーは遵

守しております。 

 野球の嫌いな小生は時々意地悪な話題？を提供します。「球場によって広さが違うのは変だよね？」「前方

にあるのになんでバックスクリーンていうの？」「左側に立っているのに何故右バッターボックス？」「手からス

ライディングしているのに何故ヘッドスライディング？」「さよならホームラン、牽制球って英語で何という？」野

球大好き仲間でも全問正解はありませんねぇ。 

 プロ野球が開幕しました。各球場で試合をしますが2万～4万人の観客が集まります。オラが故郷(くに)にも

プロ野球があります。BCLという若手を育成してNBL入りを目指すリーグです。建て前はそうなんですが現実

はNBLをお払い箱になった選手が落ちて来て、「即戦力な選手だ…」と評価されて頑張っています。地方新聞

は試合結果を報道します。よせば良いのに観客人数も発表するのですが、3万人は無理として3千人かと思っ

て良く確認したら、300人でした！ちなみにオラが故郷にはプロバスケットもプロサッカーチームもあるのです。

（記：好岳） 

タブーな話 



 

ビクトリア日本友好協会助成金制度のお知らせ 
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 ビクトリア日本友好協会の新年度は日本の学校や企業と同じく4月にスタートします。すでに会員更新とともに

会費を納めてくださった方も多くいらっしゃいます。まだの方は申込書とともに小切手を同封し、下記宛先までお

送りください。 

 

     Japanese Friendship Society 

     c/o Nobuko Kimata 

     1190 Maplegrove Place, Victoria, BC., V8Y 3B9 

 

 尚、行事に参加される際に理事へ手渡しいただいても結構です。また、申込書にはお名前と会員登録内容に

変更がある情報のみご記入ください。領収書はeメールにて受領送信させていただきます。勝手ながら、2016年6

月30日までに会員更新及び会費納入をお願いいたします。 

ビクトリア日本友好協会助成金制度は、ビクトリアにおける日本人社会の発展のため、文化的・社会的な貢

献、または奉仕活動やプロジェクトを志す会員を支援するための制度です。申請申し込みは個人でも団体で

も可能ですが、団体申し込みの場合は代表者１人が会員に加盟することを原則とします。 

 

申請者募集の知らせは会員月刊誌「さくら通信」、ウエブサイト「ビクトリア日本友好協会」に掲載され、選考

審査は理事会で行われます。申請者の個人的情報はBC Privacy Actに従って公表されることはありません

が、審査で選考された活動・プロジェクトの内容を申請者の承諾を得た上で「さくら通信」に発表することがあり

ます。 

申請書は、ビクトリア日本友好協会のウェブサイトからダウンロードできます。                

https://vjfs2013.wordpress.com/                                                     

応募の際は、記入済みの申請書をメールアドレスjfs2012@live.jpに、2016年6月30日までにお送り下さい。 

その際には、件名に「ビクトリア日本友好協会助成金応募」と明記願います。 

 

ビクトリア日本友好協会 2016年度の会員更新について 



 

ランドセル雑感への反響 
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 ランドセルに思うこと 

   私が小学校１年生になったのは終戦の年でした。2人の兄達は戦争が激しくなって2年程学校が閉鎖された 

 ため、母が自宅で勉強を指導していました。私は2歳上の兄、兄は3歳上の長兄の教科書を用いて、と母は努 

 力していました。私達は満州にいたので、桜の木の下でランドセルを背負った入学式の写真はありません。そ  

 れどころか、引き揚げの時は母が帯を解体して芯を外し、リュックサックを作り、それを担いで日本に来ました。 

 戦争が終わって1年半くらい過ぎたころだったでしょうか。後日東京に来て、兄達と両親はそのリュックサックを 

 担いで千葉の方にサツマイモ等を買出しに行きました。そのリュックサックの芯の間に、2人の妹達に着せたい  

 との思いから、母は私の初詣の着物を密かに持ち帰りました。その着物も何度か質草になり、私達5人の子供 

 たちの成長に役立ちました。今では着物は孫の時代になって私の手元にあります。話しが飛びましたがそれが 

 私のランドセルの思い出です。 

  ところで最近の日本語英語には戸惑うばかりです。テルモスとは何でしょう。Thermos ですから、サーモスと 

 書いて欲しいですね。スポーツドリンクは塩分が沢山含まれていて子供たちには良くない様です。教科書を2部 

 持たせるというアイデアは教科書を売る会社が喜ぶことでしょう。（記：Currie洋子） 

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] 

 通信の使用済みのランドセルの有効活用について 

 たまたま見ていた雑誌に、ジョイセフの活動の支援方

法にあり ましたので、ご連絡です。『１個につき海外輸

送経費募金1800円を振り込み、指定倉庫に送る』という

ものです。他に、未使用の学用品や使用済み切手、書

き損じハガキなども支援になるとのことでした。 

（記：長谷川助産師） 

さくら通信前号の寄稿文「ランドセル雑感」に対していくつかの反響があったのでここに掲載しま

す。ランドセルにはみなさんいろいろ思い入れがあるようですね。今でこそ様々な色が出回ってい

ますが、編集者が子供のころは、男子は黒、女子は赤と暗黙のルールがありました。かくいう私の

ランドセルはなんと他に類のない「紺色」でした！ 



 

Broadmeadケアホーム訪問 
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 日本ではまさに「さくら日和」

の3月30日、ビクトリア日本友

好協会の有志でSaanichの

Broadmead ケアホームを慰

問しました。昨年に続き二度

目になります。 

 まず最初に草月流の信子さ

んによる生花のデモンスト

レーションがありました。正美

さんの説明で、黄色の花器に

黄色のチューリップを、その

葉っぱをカールしてモダンなア

レンジに。次に椿と柳の枝の

美しい曲線美をアレンジして、シンプルな中にも調和した「わびさび」でした。 

 次に着付けのデモンストレーションを允子さんと君子さんが行いました。二人とも着付けのプロです。モデ

ルは昨年に続き、百子さん。緑色の地に蝶々の絞り染めが美しい着物に、赤の絞りの可愛い帯が良く合い

ました。慣れた手つきでキュッキュと何本かの紐が結ばれて、まるで生きた日本人形の様に可愛い仕上がり

でした。 三代子さんは桜の着物のピンクがお似合いでした。瑛さんと正美さんはモダンな二部式着物、武広

さんは唯一の男性シマの着物が粋でした。私も久々に着物を着ましたが、(正しくは"着せて頂いた"ので、君

子さんありがとう)背中がピンとして気も張りました。 

 全員で日本の歌を日本語で合声し、70名程のお客様を1時間程和ませました。忠弘さんがCD係りで「故

郷」「みかんの花咲く丘」「エーデルワイス」をながし、会場からも歌声が聞こえていたのには感激でした。最

後に「上を向い歩こう」。この歌はカナダでは「スキヤキ ソング」として人気があります。 

 このセンターには200名程

の入居者が居りますが、その

半分はカナダの元軍人です。

今私たちがこの国で平和に

暮らしが出来るのは、この方

達のお陰である事を忘れない

ようにと肝に銘じた1日でし

た。 

 今私たちができる事を少し

でも行い、喜ばれたなら、こ

の上無く幸福です。車椅子に

座ったお年寄りに折り紙の鶴

を手渡し、ひと時の"春"をお

届けしました。 

（記：Currie洋子）  

  

（写真：洋子Currie） 
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岡山から次に向かったのは姫路でした。その道中、備前市日生（ひなせ）を通りました。岡山の名産のひとつであ

る牡蠣がとれる場所です。広島や宮城も牡蠣の養殖が盛んです。岡山の牡蠣は、生産量こそ広島に劣りますが、味

がいいと言われています。 

 

 多くの人から 「日生の牡蠣は特に素晴らしいのですよ」と聞いていました。岡山の人からはもちろん、京都の料理

人からも聞いていたのです。京都マラソンの後に食事をした割烹では、「バーテンダーが全国から年に一度日生に

集まっているんです。みんなそれぞれ牡蠣に合うドレッシングを作って持ち寄って、オイスターパーティーを開いてい

る。もちろんバーテンダーですから合わせるお酒も」と料理長が話してくれました。そんなシャレたことをやっているの

なら、もっと詳しく聞きたい！と思うような話ですが、日生の牡蠣は舌の肥えた人たちも認めているのです。 

 

 牡蠣を使った料理で、手ごろに食べられる人気B級グルメにお好み焼きの「カキおこ」があります。 岡山県庁の方

から薦められて食べたら、牡蠣が入ってる分ちょっと贅沢なお好み焼きという感じでした。（日生で牡蠣を食べる時間

はなかったので、食べたのは、岡山駅前にある行列ができる鉄板焼き屋さんでした） 機会があったらまた食べたい

と思っています。 

 

 牡蠣はレモンしぼって食べたり、フ

ライもいいですね。食べ切れなかっ

た牡蠣フライを、翌日からし醤油に

つけてトースターで焼いて食べるの

もおいしい。あげたての牡蠣フライと

はまた違ったおいしさを味わえます。

（お酒好きな人から聞いた食べ方で

す。） 

 

 日生では毎年2月終わりに牡蠣祭

りをやっています。カキおこや牡蠣フ

ライだけでなく、かき飯、かき汁など

の屋台もたくさん出て、牡蠣を存分

に楽しめるようになっています。 

 

 そのほかの岡山市から兵庫県姫路市までの間は、平地がほとんどなく、小高い山々の中を縫うようにして道があ

ります。高低差に弱い鉄道は山と山を避けるようにクネクネと走っています。自転車で走っていても、細かいアップダ

ウンに気づきます。「本能寺の変」を知った秀吉が、中国大返しで、一番急いだといわれるのが岡山から姫路の間。

その時は、何万人もの兵士たちがわらじで走りづらい道のりを1日何十キロも走っていたんですね。僕が日生で牡蠣

を食べられなかったなぁと悠長

に思いながら自転車に乗ってい

たのとは大違いです。（汗） 

（記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１8） 

 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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平成２８年（２０１６年）熊本県熊本地方を震源とする地震の発生を受け，外国政府及び外国の個人・企業，在留

邦人等からの義援金等について，以下の方法により，義援金等を受け入れております。 

 

１．在バンクーバー日本国総領事館による義援金受け入れ口座の開設 

 

（１）当館は以下の義援金受け入れ口座を開設しました。 

（注）当館で受け付けた義援金は，後日，日本政府宛に送金します。なお，御希望がございましたら日本赤十字社宛

に送金しますので，当館まで御連絡ください。また，当館から日本赤十字社宛に送金したものは，「義援金」として取

り扱われます（下記２（１）を御参照ください。）。 

 

【口座情報】 

受付期間： 平成28年6月30日まで 

 

小切手宛名：Consulate General of Japan, Kumamoto EQ 

 

(1)当館へ小切手を郵送する場合 

 送付先：Consulate General of Japan  (Attn: Kumamoto Earthquake) 

900-1177 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 2K9 

  

(2) 当館へ直接小切手を持参する場合 

 受付場所：当館9階受付（地図） 

 時 間：平日（但し、当館休館日を除く） 

午前9時～午後12時, 午後1時～午後5時 

 

（２）受領証を希望される場合は送金後，当館宛（consul@vc.mofa.go.jp）に以下の情報を御連絡ください。 

・「受領証が必要な旨」 

・送金者名及び連絡先（住所及び電話番号） 

・金額 

・送金日 

・送金元銀行名 

 

２．日本赤十字社による海外救援金受け入れ口座 

日本赤十字社は，海外の赤十字・赤新月社，政府，個人等からの自発的な寄付の申し入れについて，海外救援

金として受け入れることとし，当該口座を以下のとおり開設しております。T 

 

 

平成２８年（２０１６年）熊本県熊本地方を震源とする地震に関する 

義援金等について―在バンクーバー日本国総領事館より 
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【口座情報】 

Bank Name：SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

Branch Name：GINZA BRANCH 

Account Number：026-8372918 

SWIFT Code：SMBCJPJT 

Bank Address：5-8-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 

Beneficiary Name：The Japanese Red Cross Society 

Beneficiary Address：1-1-3, Shiba Daimon, Minato-ku, Tokyo, Japan 

Telephone：+81-3-3438-1311 

 

【日本赤十字社へ送金する場合の注意点】 

 

（１）本震災に対する提供資金は，日本赤十字社において，原則として「義援金」ではなく，海外からの「救援金」とし

て活用されます。ただし，寄付者が「救援金」ではなく「義援金」としての活用を望まれる場合には，上記の口座にて

同様に入金を受け付けますが，送金後に日本赤十字社宛（メールアドレス：donation@jrc.or.jp）に，①「義援金として

送金した」旨，②送金者名，③金額，④送金日，⑤送金元銀行名を通知することが必要となります。 

なお，日本赤十字社における「義援金」と「救援金」の定義は以下のとおりです。 

「義援金」 

日本赤十字社より被災した自治体の義援金分配委員会等に送付され，右委員会などを通じて被災者等に義援

金として支払われるもの。 

「救援金」 

本震災の日本赤十字社の救援活動のために使用されるもの。 

 

（２）日本赤十字社は，救援金，義援金のいずれについても，原則として受領証の発給を行わないこととしています。

受領証を希望される場合は，送金後に日本赤十字社宛 

（メールアドレス：donation@jrc.or.jp）に，①「受領証が必要」な旨，②送金者名，③金額，④送金日，⑤送金元銀行

名を通知することが必要となります。 

 

３．被災地の各地方公共団体による義援金受け入れ口座 

被災地の各地方公共団体においても，義援金受け入れ口座を開設しておりますので，各地方公共団体のＨＰを

御確認ください。なお，特に被害の大きかった熊本県及び大分県の義援金情報は以下のリンクより御確認ください。 

 

○ 平成28年熊本地震義援金の募集について（熊本県ホームページ） 

○ Call for 2016 Kumamoto Earthquake Donations（英語）（別添添付） 

○ 「平成28年4月地震大分県被災者義援金・被災地寄付金」の受付について（大分県ホームページ） 

平成２８年（２０１６年）熊本県熊本地方を震源とする地震に関する 

義援金等について 前ページより続き 

mailto:donation@jrc.or.jp
mailto:donation@jrc.or.jp
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15416.html?type=top
http://www.pref.oita.jp/soshiki/12030/h28-4jisin.html
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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 

 ＊諸事情により、浦中宅で行われていたカラオケ・

ポットラックの定期開催は、第139回目を迎える2016

年5月4日の開催が最後になります。皆様のこれまで

のご協力に感謝いたします。 

 忙しすぎて「あかねのあのね」にたどり着けなかった。最近のアカネブームは「虫」であ

る。ダンゴムシが一番で、テント（テントウムシ）、ありさん、びちばる（Itchy Bitsy Spiderが

縮んだ表現らしい）、にょろにょろ（ミミズ）と続く。ダンゴムシやテントウムシ、ありなどは手

でつかみ、毎日、かごやバケツに入れて、葉っぱや花びら、土もかぶせて「マミー見て

～」と家に連れて帰ってくる。さすがにポケットにたくさんダンゴムシを入れて帰ってきたと

きは、そこから何匹もが這い出している姿にひいたが、基本的に私も虫は嫌いではない

ので、「いっぱいいたね。すごいね。いっぱい見たら、お外に帰そうね。ムシさんのお家は

お外にあるからね」とキャッチ＆リリースをする。ムシを見かけると、なんでも「触る？触

る？いい？」と聞いてくる。クモやハチに対しては「刺されたら痛くなるからやめようね。ダ

ンゴムシにしておこう」と言うが、アカネはミミズも「かわいい」と嬉しそうに手に載せてい

た。怖いもの知らずの女子に成長中である。 

＜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 

           終了のお知らせ 
 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

