
 6月以降のイベント予定 

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。 

 

6/21（火）1 p.m- 

VJFS理事会＠コルダ―宅 

 

6/23(木) 1 p.m.-  

手作りの会   

美容と健康を考慮した「さくらんぼ」の軽いキルシュケーキとヨーグルト入りレモン

ケーキを作ります。参加希望者は6月20日までに岡田（250－477－4355）までご連

絡願います。 

 

7/14（木）10 a.m.-   

ラジオ体操と散歩の会＆バーベキュー  

マウントダグラスの海側の、マウントダグラス・パークにて。 

 

   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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ラジオ体操 
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 ５月２０の夕刻に日本人有志が主催した「日本看取り士」に関する講座に参加しました。人生最後のひと時

をどう過ごすのが望ましいか、と言う「死生観」をテーマにした講座でした。ビクトリアで初めて催される看取り

士養成ワークショップに参加する日本からの出席者12名を加えて、講座には30名近くの参加者がありました。

参加者は若い人たちが圧倒的に多く、驚きました。 

 現在、日本には看取り士が150人います。子供の頃、母親に抱かれたやすらぎと、臨死体験を通して培った

信念を礎として「日本看取り士会」は立ち上がりました。亡くなる人とその家族を支えるのが看取り士の役割で

す。家族の一員が亡くなる瞬時に抱き続け、向こうの世界に送り、死者のエネルギーを受け継ぐことが基本と

なっています。興味のある方は下記のウェブサイトを参照下さい。 

http://mitorishi.jp   http://nagominosato.org 

（記：岡田知子） 

 

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] 

 ラジオ体操は、1925年NYCの生命保険会社が健康増進と衛生思想の啓蒙にラジオ体操を始めたのが

ルーツだと言われています。日本では1928年に「国民保険体操」として全国放送がスタートし、太平洋戦

争中も中断すること無く、生放送されましたが、1946年、戦前からの型のラジオ体操は終了しました。そし

て、同年4月から復活され、諸般の都合で翌年には放送中止となり、1951年5月からラジオ体操第一が新

しく放送されるようになりました。翌年、ラジオ体操第二が加わり、基本的には現代まで継続されているそ

うです。     

 NHKラジオ深夜便を聞いていると「夫婦でラジオ体操30年続けています」「ラジオ体操で健康です。健康

のためにラジオ体操やっています」「最近ラジオ体操会に参加しました」「ウォーキングとラジオ体操が元

気の源です」等々「散歩」と「ラジオ体操」が高齢者のキーワードであり、老後の理想的な生き方なのでしょ

うか。 

 ちなみに数年前までは運動前の準備体操と理解していましたが大間違いでした。運動前はストレッチが

最適なのです。ではラジオ体操とは？体操があります、新体操があります、そしてラジオ体操があるので

す。グラウンド・ゴルフやゲートボール同様、つまり、ラジオ体操は、れっきとしたお年寄りのスポーツ・カテ

ゴリーのひとつなのです。「何かスポーツやっていますか？」「はい、ラジオ体操を!!」（記：好岳） 

日本看取り士会の講座に参加して 



 

熊本地震義援金ご協力のお願い 
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 平成28年4月14日、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生し、犠牲者は60人以上にのぼり住宅被害

は現在で84,160棟に達しています。今なお続く余震の不安や恐怖の中、1万人以上の人が不自由な避難生

活を強いられています。この度ビクトリア友好協会でも義援金を募り送ろうということになりました。 

 

チェックの宛先：Victoria Japanese Friendship Society 

 （会でまとめバンクーバー日本領事館を通して日本赤十字社へ送金します。尚、非営利団体のため、寄付

に対する税の控除証明は発行できませんのでご了承ください。） 

 

送り先住所：Victoria Japanese Friendship Society 

      C/O Nobuko Kimata 

            1190 Maplegrove Place 

            Victoria, BC V8Y 3B9 

 

締切日：2016年6 月30 日 

 

皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。 

南部弁昔話語り部上野さんの俳句 

 今年３月にビクトリアとバンクーバーで催されとても好評だった南部弁による昔話の語り部会。その語り

部、上野秀子さんからビクトリアに思いを寄せた俳句が送られてきました。（「盛岡タイムス」に掲載された

記事に寄せて） 

 

  掌にトーテムポールの温みかな 

 

  移民の子等集う花のビクトリア 

 

  海青く日本人墓地の草萌揺る （ロスベイ墓地にて） 

 

  柔らかくほろ苦くカナダの蕨 

 

  さまざまな言葉飛び交う春の航 

 

  今頃は葉桜かしら遠き異国 



 

5月の公園めぐり 
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  5月12日(木)、夫婦そろって公

園巡りに参加しました。当日は快

晴で気温20oC,、湿度30％、風ほ

とんど無しの絶好の散歩日和に

恵まれました。「日和」というのは

日に和すると書きますが、なかな

か蘊蓄のある言葉です。まるで

体が周りの自然と溶け合って、

自らの存在を忘れてしまいそうな

感覚です。ビクトリアは一年を通

してそんな日が多いのに感心さ

せられます。今回の公園巡りは

Playfair Parkで行われました。こ

の公園は住宅街の真ん中にある

こじんまりした公園で、それまで名前すら聞いたことがありませんでしたが、目の覚めるような緑の芝生や

咲き誇るつつじや石楠花（シャクナゲ）の花が実に見事でした。公園ではまず恒例のラジオ体操から始ま

り、その後公園内を30分ほど散策、さらに場所を近所のSwan Lake Parkに移して、さらに1時間ほど歩きま

した。どちらも細部まで手入れの行き届いた公園というよりは、野趣に富んだ自然体の公園という印象を持

ちました。ここで時刻も昼近くになり、歩いた後ちょっとおなかも空いたところでちょうど昼食ということにな

り、予定どおり近くのVietnam House というレストランに行きました。私達はベトナム料理は初めてでした

が、割合あっさりしていておいしいと感じました。最初参加者の人数分（8人分）を注文して料理が並んだと

きは誰もが注文し過ぎたと感じましたが、適当にスパイスがきいていて思わず食が進み、終わってみると

殆ど全部食べ尽くしていました。皆でわいわい言いながら会食するのも健康的で楽しいものです。最近、

横浜市では市が負担する医療費軽減の

策として、18歳以上の市民に無料で万

歩計を配り、歩いた量によっていろいろ

な賞品がもらえるというプログラムを実

施しているというニュースを耳にしまし

た。ラジオ体操はもちろんのこと、歩くこ

とが健康に良いのは疑う余地がありま

せん。私達は公園巡りへの参加は今回

が初めてでしたが、機会があれば是非

また参加したいと思っています。                           

（記：高根芳雄、写真：高根百合子） 
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 姫路で一泊した翌朝、神戸にあるラジオ局に電話出演しました。ラジオ出演する時は、パーソナリティの方や

スタッフの顔を見てお話するのが一番いいのでスタジオにお邪魔したいのですが、この時は日程がうまく調整

できませんでした。どのように話そうか、何を話そうか、これまで以上に考え、準備をしました。 

 岡山県の名所としてよく話題になるのは倉敷です。全国的に知名度も高く、自分が倉敷に滞在していたから

話しやすいというのもある。電話だけの出演なので一方的に話す時間がいつもより長い。その分、聴いてる人

が「おおそんなところがあるの

か！」と思うようなところを紹

介しようと考え、今回は備前市

にある閑谷学校（しずたに）を

取り上げました。 

 閑谷学校は1670年に岡山藩

主池田光政によって設立され

た学校で、いろいろな身分の

人たちが学びにきていたとこ

ろです。さなまざな人の入学を

受け入れ、幅広く教育の向上

を目指しました。建造物が特

徴的です。特に屋根瓦は、焼

き締め陶器で地元の備前焼きを使用して、今でも大半が割れずに300年前のものが残っています。一般的に

は瓦の寿命は60年ぐらいなので、ここで使われている物のすごさがわかります。講堂は、学校建築の中で唯

一、国宝指定を受けています。（国宝に指定されている建築物は、寺院や神社が多い。）周りには石垣があり、

講堂の茶色の屋根瓦と重厚な木の色と一体が整然としていて、自然と気持ちが引きしまり勉強する場所にふ

さわしいです。 

閑谷学校のスケジュールは朝の7時から夜の10時ごろまで、午後4時から6時までの休憩を除いて、寸暇なく

（みっちり）勉強するようにと定められていました。1日13時間は学べと！これを聞くと、自分ももっと勉強しない

といけないって思いますね。こんな学び舎が、凛とした雰囲気を今でも感じられる場所として、岡山県でも兵庫

県に接している場所にあります。 

こんな話をしました。同行していたMさんからは、「また倉敷の話するかと思ったけど、新しくてよかった。PR

スタッフらしかった！」と言ってもらえ、手ごたえもありました。 

この頃、姫路城は大工事中でお化粧直しをしていて、その姿は見れず、しかも天気は雨でした。残念なこと

が重なったのですが、いいPRができた充実感を持ちながら、神戸まで自転車で向かっていきました。 

（記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その１9） 

 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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原始、女性は実に太陽だった。いまや、女性は月である・・・

と言ったのは平塚らいちょうだった。ここに言い換えよう。現代、

女性はスーパー・ウーマンである。もっと言うなら、海外暮らし

の母親はスーパー・パイオニア・ウーマンである。 

 

 女性は「マルチタスク」をこなす生き物だとは知っていた。だ

が、母親になってみてこれまでのマルチタスクはマルチの域に

入らないことを思い知らされた。アカネのままごと相手をしなが

ら、台所で用事をし、同時に電話をしたり、メールの内容を考え

たり、英語の訳語や日本語の文章を頭で推敲して、お昼寝に

はまだ早いかと時計を気にする・・・。 

 

先月は忙しすぎて目が回った。「あかねのあのね」にも辿り

着けなかった。やらなければならないことで頭が常にいっぱい

で、少しでも自分の時間を確保しようとフル回転で家事をこな

し、育児をしていたら、肩が凝って仕方なくなった。それはやが

て頭痛と吐き気に発展し、同時に花粉症が悪化した。息苦しく

て何日も眠れないでいると、眠れないことが癖になり不眠症に

なった。やっとスケジュールが落ち着いたと思ったころ、4度目

の乳腺炎が発覚した。そして生えてきて十云年何ともなかった

親知らずが痛み出した。 

 

精神的なものも大きかったのだろう。アカネのいやいやに対

して短気になり、集中力が激減し、自分に嫌気がさした。 

 

そうだった。忘れていた。私はストレスに弱いのだった。 

 

現代社会では、核家族が増加し、晩婚化と晩産化が進んで

いる。その背景には女性の就業率が高まったことが挙げられ

る。女性は、今や、仕事を持ち、子供を産み、育て、家事をこな

す生き物なのだ。 

 

育児には人手があって困ることはない。（育児方針で意見が

異なることはあっても）家族・親戚が近くにいて、なじみのある

頼れる友人がそばにいてくれたらどんなに負担が減るだろう

か・・だって、It takes a village to raise a child/children.という

フレーズが存在するくらい、育児って大変なのだ。 

 

国際結婚をして異国の地に住んでいると、身近なサポート

が少ない。ここBC州では公立の幼稚園は子供が5歳になるま

で始まらない。仕事も友人関係も一から築き上げなくてはなら

ない。移り住んで3年、育児をしながらあっちの仕事に種を撒

き、こっちの人間関係の土を耕し、とパイオニア暮らしはまだ続

いている。ただでさえ育児は大変なのに、なんで自分は好き好

あかねのあのね 

んでこんないばらの道を歩んでいるんだろう。 

 

おかげで、マルチタスクにも拍車がかかるってもんだ。だ

が、そもそもマルチタスクは可能なのだろうか。気になってざっ

と調べてみると、人間の脳は実は1つのことに集中するように

出来ているのだと言う。音楽を聞きながら作業をするような受

動的な行動は同時進行しても脳に負担にはならないが、先に

並べたような能動的な行動は同時進行すると負担になり、脳

は疲労する。マルチタスクとは、一見、様々なことをこなしてい

るようで、実はどの作業も頓挫している。なのに、これによって

脳は「こんなに仕事ができちゃう私ってすごい！」という興奮を

覚え、その興奮を再び得ようとマルチタスクは癖になるらしい。 

 

そういえば、かつて私は3の法則というバランスを保つ日常

を心がけていた。心がけていたほどではないのだが、「バラン

ス」のよい人生というのは実に難しく、優先することを生活に3

つだけ組み込むことで心身ともに「楽」だということに気づいた

からである。例えば、それは1、仕事、2、エクササイズ、3、趣

味（ここは社交、とかに変わったりする）で、これより増えると日

常がうまく回らなくなり、減ると逆に生産力が落ちたりする。現

時点では、1、育児、2、自分の健康・・・すでにここで破たんして

いる。なのに、わずかな自分の時間にこれまた複数のプロジェ

クトに首をつっこみ、その首が回らなくなっている。 

 

そうか、ならば策を変えよう。マルチタスクでは生産力が落

ちる。ゆくゆくは脳の劣化にもつながる。それなら、行動の2倍

速を目指せばいいんじゃないか？読書だって速読法がある

じゃないか。そうして合理性を強化すればいい。家の作りの導

線を利用して、無駄な動きを減らすのだ。 

 

ぼろ雑巾のごとく

なりながらも、懲りな

い母は、今日もスー

パー・パイオニア・

ウーマンを夢見てゆく

のであった。 

（記：高井MacLean

若菜） 



 

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 



 

在バンクーバー日本国総領事館よりお知らせ  

             参議員通常選挙に伴う在外投票の実施について  
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第２４回参議院通常選挙に伴う在外投票の実施について  

 

第２４回参議院議員通常選挙に伴う在外投票が見込まれています。 

  

１．選挙の日程（予定） 

○ 公示日               ：   平成２８年 ６月２２日（水） 

○ 在外公館投票の開始日 ：  平成２８年 ６月２３日（木） 

○ 日本国内の投票日   ：   平成２８年 ７月１０日（日） 

 

２．投票できる方 

  在外選挙人証をお持ちの方 

選挙人証は申請に基づいて交付されます。申請手続きについて知りたい方は外務省ホームページ（http://

www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html）をご覧ください。 

 

３．投票方法  

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あな

たにあった投票方法を知るには、外務省ホームページ（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html）を

ご覧ください。 

在外公館投票   

投票期日：決定次第、在バンクーバー日本国総領事館のホームページでお知らせします。なお，公館によって投票終

了日が異なりますので，事前に投票を行う在外公館に御確認ください。 

投票時間：午前９時３０分から午後５時まで 

投票場所：在バンクーバー日本国総領事館ほか，在外公館投票を実施する日本国大使館，総領事館及び領事事務

所など 

持参すべき書類：（１）在外選挙人証 （２）旅券等の身分証明書 

 

郵便等投票    

請求手続：登録されている選挙管理委員会に，請求書および選挙人証を送付します。 

請求書は，在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか，外務省ホームページ（http://

www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html）からダウンロードしてください。 

投票手続：選挙管理委員会から送られてきた投票用紙に記入し，国内投票日の投票所閉鎖時刻 

       （原則午後８時までに，選挙管理委員会に届くよう郵送します。 

 

  

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html


 

在バンクーバー日本国総領事館よりお知らせ  

参議員通常選挙に伴う在外投票の実施について 前頁からの続き 
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 日本国内における投票    

 一時帰国した場合や，帰国後，国内の選挙人名簿に登録されるまでの間（転入届提出後３か月間）は，在外選

挙人証を提示して，下記①～③のいずれかの方法で投票できます。  

 

【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】  

（１）期日前投票 

 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。 

 

（２）不在者投票 

 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。  

 

【国内投票日当日】 

（３）投票所における投票 

登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。  

 

日本国内における投票の詳細については，登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。  

 

 

４．選挙公報・候補者情報 

○公示後，選挙公報が各選挙管理委員会のホームページに掲載される予定です。外務省ホームページにもリンクを

設けますので，御利用ください。 

○候補者情報についても，公示後，これまでどおりリンクを設けますので御利用ください。 

 

５．その他 

※平成2７年の公職選挙法改正により，「鳥取県及び島根県」，「徳島県及び高知県」はそれぞれ二つの県を一つの

選挙区とする合区に変更されていますので，投票に際して御注意ください。 

・参議院選挙区の区割りの改訂等については，総務省ホームページをご覧ください。 
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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 

  

『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。 

アカネが2歳5か月を迎え、社交性を見せるようになった。まだおもちゃをシェア

したり、一緒になって遊んだりするのは少し難しいが、周りが気になる。特に4-5

歳のお姉ちゃんたちが気になってしかたない。公園へ行けば、そんなお姉ちゃん

たちの後をついて回って、時々私たちはシャドウ・ファミリーか！？と突っ込みを

いれたくなる。そしてまだ2歳5か月なのにボーイフレンドまでいる。「今日、N君遊

ぶ？」と朝起きては尋ねてきたり、カメラをのぞいては、「あ、N君。ぐふふ」と一人

で思い出し笑いをする。目下、トイレトレーニング中なのだが、「やだ～、行かな

い～、出な～い」が多いのに、N君が遊びに来ると並んでトイレに座る。帰ると、

「N君と一緒にするから」と行ってトイレを嫌がる。そんなN君にぞっこんなアカネさ

ん、先日公園へ遊びに行ったら、F君という男の子と仲良くかくれんぼをして、木

の下からなかなか出てきませんでした。浮気者め！ 

 

＜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   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

