
 7月以降のイベント予定 

  

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。 

BBQの材料は会で用意しますが、参加者は各自おにぎりや副菜、 

デザートをお持ちください。 

 

7/21（木）1 p.m.- 

VJFS理事会＠岡田宅 

 

7/28（木） 1 p.m.-      

中川恵美子さん指導のフラダンス  

場所は未定。参加者は25日までに岡田知子（250-477-4355）まで連絡してください。 

 

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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プレミアム試飲会 
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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] 

 6 月16 日水曜日、晴れ。通常は何十ドルもする試飲会もビクトリア日本友好協会の援助のおかげで15ドルという

格安の参加費であった。ありがとう！午後2時より待望の日本酒プレミアム酒試飲会が岡田知子さん宅で行われ

た。 

 

ビクトリアが誇る酒豪16名が参加。出席者より差し入れのお寿司や手作りの食べ物…串カツ、シュウマイ、野菜

の煮物、ナチョ・ディップからデザート等々まで、おいしい料理に舌鼓をうちながら楽しい時を過ごした。 

 

プレミアム酒の輸入販売に携わる渡井氏からビデオで日本酒を仕込む工程のプレゼンテーションがあり、お米、

水、麹菌等の原料と発酵過程での酒造りマイスターたちの技が集約されて出来たお酒に心がときめいた。ときめい

たのは心だけではなかった。体もときめいていた。そしていよいよお待ちかねプレミアム酒のテイスティングが始まっ

た。 

 

日本酒のシャンパンと呼ばれる発泡酒からはじまり、プレミアム酒7種類ほどが次々にふるまわれた。全員一滴も

残さず飲み干した。プレミアム酒は結構甘口で口当たりが良くとにかく飲みやすい。レディース・タイプ300mlの小瓶

で17ドルから25ドルの価格帯。渡井さんから直接ケース単位でオーダーできるとのこと。6時ごろの散会となった。 

 

渡井さん、友好協会実行委員会の方々有難うございました。タクシーで帰る方や運転の方がお酒を控えておられ

たのは賢明でした。私も見習わなくては。皆さま飲酒運転は犯罪です。お気をつけて！！（記：中川裕次） 

 

              Zen Floral Studioよりお知らせ 

 

毎週土曜日 Zen Floral Studio にて「フリー・ガレージセール」を夏季期間中実施しております。 

参加は自由で、セール時間内（11:30-4:00）にそれぞれ売りたいものをお持ちよりください。なお、物

品にはあらかじめ値段をつけて持参してください。売れなかったものについては、基本的にお持ち

帰りいただくことになります。宣伝がないのでまだ人出はありませんが、定着すれば多くなることを

期待しております。お問い合わせは Zen Floral Studio （250-727-0056）までお願いいたします。 



 

たって言ってください 
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俳優で郷土芸能史研究家、作家、俳人、ラジオの長寿番組「小沢昭一の小沢昭一的こころ」のパーソナ

リティーの小沢昭一さんは昭和史の語り部でした。彼が亡くなり、次世代を継ぐのはシンガー・ソングライ

ターのなぎら健壱だと、亡くなる前、小沢さん本人が言っておりました。そしてなぎらの次の世代に伊集院光

(本名田中ヒロシ)だと。ちなみに、本名タナカヒロシは日本中で一番多い同姓同名、10万人とも言われてい

ます。 

この伊集院光がTVのクイズ番組で知識を披露し、才能を発揮しています。なぎらも伊集院も大好き

なのですが、2人ともTVよりラジオ番組向きですね。なぎら健壱はTVの「小さな旅」に出演しています

が、昔々のミリオンセラーの「泳げたい焼き君」のB面の「一本でも人参」を歌ったのが彼なのです。伊

集院のラジオ番組での話。外国での日本語学校で本当にあった話との事です。外国人生徒が座った

ままで質問に答えました、日本人教師は「たって言いなさい」といさめました。するとくだんの生徒は大

きな声で曰く「たっ!!」分かりますか？お後がよろしいようで…。 

（記：好岳） 

 手作りの会：クレイジー・キルト 

 4月と5月、2回にわたって「手作りの会」でクレージー・キルト製作が関谷洋子さんの指導のもとで行われま

した。洋子さんがアンティークのサンプル等やいろいろな生地を持ってきてくれました。同じ生地を使っても、

各自のセンスとアイデアでデザインが様々に出来上がり、個性が光りました。2回目の集まりでは、参加者

が宿題のパッチワークを仕上げてきていて、いよいよ最終段階のステッチに入ります。洋子さん持参の刺繍

糸選びは色や光沢でその真価が問われます。私も仕上げが早く見たくて、その晩はステッチのコツがわ

かってきたらテレビを見ながら久しぶりの夜なべをして終えてしまいました。なんと言っても、皆で針を進める

作業をしながらおしゃべりを楽しむこの女子会的な集まりは、異文化圏に住む私たちには癒しとなります。

洋子さん有難うございました。（記；岡田知子） 



 

ケーキ作り 
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 6月23日木曜日、キルシュクーヘンとヨーグル

トケーキの2種類を岡田知子さんに教えて頂き

ました。9人の参加者の皆さんと一緒に手分けし

て作りましたので、あっと言う間に2種類のケー

キが出来上がりました。キルシュクーヘンは 

チョコレートがたっぷり入り、濃厚な大人のケー

キでしたが 甘さ控えめで口あたりが良く美味し

かったです。ヨーグルトケーキも甘さ控えめでヘ

ルシー、美容と健康にぴったりでした。フルーツ

も新鮮なブルーベリー、摘みたてのラズベリーを

たっぷり入れ、酸味のきいたヨーグルトケーキが出来上がりました。色んな季節のフルーツを入れても

きっと美味しいケーキが出来そうです。2種類のケーキを皆でコーヒーと一緒にいただきながらお喋りし

て、とても楽しい時間を過ごすことが出来ました。皆で作って食べるケーキは最高です。気分転換にもな

り、久しぶりに話も弾み、とても楽しかったです。私も教えて頂いたケーキをぜひ作ってみたいと思いまし

た。（記：内藤三代子、写真：洋子Currie） 

                 

キルシュクーヘンとヨーグルトケーキのレシピ 

１．キルシュクーヘン 

バター   半カップ               

砂糖      半カップ 

卵黄       3個  

シナモン     小さじ半分 

アーモンドの粉  半カップ 

小麦粉       2/3カップ 

ベーキングパウダー  小さじ半分 
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１．キルシュクーヘン 

卵白   3個分 

チョコレート     100グラム 

さくらんぼ（缶詰）  150グラム 

粉砂糖   大匙1杯 

キルシュ酒  少々 

 

1．さくらんぼは水気を切り、キルシュ酒にひと晩漬けておく。 

2．バターと卵を室温に戻し、小麦粉とベーキングパウダーをふるっておく。焼き型にサラダ油を塗っておく。 

3．オーブンを350度に用意しておく。 

4．バターをクリーム状にし、砂糖を少しずつ加えよく混ぜる。 

5．4に卵黄を１個ずつ入れよく泡立てる。 

6．5にシナモンとアーモンド粉を少しずつ加え、よく混ざったら、小麦粉をさっくり混ぜる。 

7．卵白を角が立つまで泡立て6と手早く切るように混ぜ合わす。 

8．型に入れさくらんぼを並べて60－70分焼く。 

9．取り出して5分したら型から抜き、冷めてから粉砂糖を振りかける。 

 

２．フルーツ入りヨーグルトケーキ 

  （台生地） 

小麦粉    3/4カップ 

砂糖     大匙3杯 

卵   半分 

バター   1/4カップ（クリーム状に） 

  （クリーム） 

プレーンヨーグルトまたはカッテ―ジチーズ 150ｇ 

卵    1.5個 

砂糖       大匙2杯 

コンスターチ     1杯 

レモン汁  1/4個 

レモンの皮のすりおろし  少々 

  （ジュレ） 

ゼラチン   半袋 

フルーツジュース 1カップ 

 

果物（アプリコット、ブルーベリー、ラズベリー等） 適量 

 

1．バターと卵を室温に戻し、焼き型にサラダ油を塗っておく。オーブンを400度に温めておく。 

2．ふるった粉をこんもりとボールに取り、真ん中に砂糖･卵･バターを落とし、切り崩しながら混ぜて丸める。 

3．打ち粉の上で2を円形に伸ばす。 

4．3を30－60分冷蔵庫で冷やす。 

5．クリームの材料をすべて良く混ぜ、台生地をのせた型に流して果物を並べて30－40分焼く。 

6．ゼラチンを溶かし、フルーツジュースと混ぜ合わせておく。 

7．冷めてから人肌に冷ましたジュレを静かに注ぐ。 

キルシュクーヘンとヨーグルトケーキのレシピ 続き 
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 旅の終わりがはっきり見えたのは神戸にいた時でした。 「走れ！晴れ男、日本縦断おかやまPR」 と銘打っ

たこの岡山PR企画での自転車旅も、神戸に着いた時には企画の期限まで残り２週間に迫っていました。どこ

まで行けるのか？どこの街に寄って、どのようにPRしていくのか？最終目的地をどこにするのか？日程を調整

するためにも、決めなくてはならない時が来ていました。2週間の間に自転車で神戸から北海道まで行くのは

無理です。だとすると、ゴールにふさわしい場所は東京です。PR旅としては、少なくとも一番影響力がある東京

へ行かなければならないし、ちょうど永田町に岡山県の出先機関もあります。東京で最後のPRをして締めに到

着を報告し、旅を終えるという事になり

ました。日本縦断できないのは心残り

ではありますが、期間が定められてい

るので仕方がありません。 

 

東京まで行くと決めたら、それから

の日程を決めていきます。すでに予定

があった大阪でのラジオ出演後、名古

屋まで2日で行き、そこから3日で横浜

まで行く。１日平均して100km程度の

距離を走ることになります。さらに日に

よっては2箇所を訪問する日も出てき

ました。例えば、名古屋から浜松まで

１日でいく途中、豊橋で新聞のインタ

ビュー。では豊橋の約束は何時に予定すればいいのか？取材時間はどのくらいになるのかを考え、終わった

後の浜松での静岡新聞の取材の時間も考えて予定を組んでいきます。行程を細かく決めながら、先方との約

束時間を決めていく作業に入りました。 

 

 訪問先の方は時々こう思っているようでした。「自転車だからまだ予定がはっきりわからない。もう少し遅くな

るかもしれない。」 もちろん事故があれば遅れてしまいますが、何事もなければ予定通りに着きます。2週間

程度先のことでも、15分ぐらいの誤差で収めることができる。僕は16,000km以上を走ってきた自転車旅の経験

があるので、どのくらいの距離をどのくらいの時間で走れるのかが分かっているのですが・・・これがなかなか

信じてもらえないんです～（苦笑）。 

 

そういったことも考慮しながら日時を調整していきました。新聞記者やラジオ局に勤めている人で、自転車旅

の経験をしている人はめったいにいないだろうし、”自転車で来る”と聞いて、心配される気持ちもわかります。

ただこの出演や取材の日程交

渉は、結局最後まで続く事にな

るのです。 （記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その21） 

 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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 「マミー、見て、アウチー（痛い）あるの。お外で、●△※※〇

■◇って・・・すってーんって、うん、こけちゃったの。痛い痛い

ね。△※※✖✖☆♥って、マミー、アウチーある？見せてー。」 

 

 アカネがまとまったお話をするようになった。日本語の動詞の

「て形」を上手に使って、フレーズをつなげる。どこで、誰が、何

をと、例えば今日の出来事を振り返り、感想を述べたりする。

あるいは、そこに空想の世界が混ざり込んできたり、前夜に読

んだ本の内容を繰り返してくれたりする。まだ内容は簡易で短

いまとまりではあるのだが。 

 

 Narrative、語りの始まりだ。幼児では早いと2歳半くらいから

始まり、（もっとずっと前から始まっているという説もある）4歳前

後で基礎が完成すると言われている。これは、夫と共に楽しみ

にしていたアカネの成長である。 

 

 この語り・・・言語の発達に限らず、人間の発達で最も重要ら

しい。それは座る、歩くなどと同じように主要な節目なのだとい

う。だが、なぜ「語る」ことがそれほどまでに重要なのだろうか。 

 

 私たちは、大人も子供もみな、人生におけるすべての「出来

事」をNarrativeで理解し、考え、伝えている。上記のように、ア

カネは「転んだ」という出来事を、どこで起こり、どんな風だった

か、自分はそのことに対してどう感じているのかと私に語ってく

れた。（ちなみに昨日、今日、明日など、いつという概念がきち

んと理解され入ってくるのは3歳くらいらしい）自分で怪我をした

ことを理解し、言葉に託して私に伝えている。そして聞き手であ

る私はそれに反応し、質問をし、感想を言う。 

 

 年齢が低いほど、この語りには会話に踏み込み、会話を広げ

てくれるパートナーを必要とする。例えば、上記のアカネの話に

対し、母親である私はパートナーとして、「え～、どこで転んだ

の？」「いつ痛い痛いしちゃったの？」というような「何、いつ、な

ぜ、どこ、誰、どんな風に」といった5W1Hのオープン・クエスチョ

ンをする。それにうまく答えられない場合は、子供がYes、Noで

答えられる質問へと移っていく。「痛かった？」「Yes・うん」「お膝

すって～んって打っちゃったんだね。」「Yes・そうよ」といった具

合に。そして、「痛い痛いね」という語り手に対し、「そうか、痛

かったね」と答えを繰り返したり、「あら、大変だったね」と寄り

添って共感したり、「今度は階段のところは手をつないでいこう

か」というような感想や提案を述べていく。語り手は「そうなの、

痛かったの。（わかってくれて嬉しい←これは私の想像だが）」

と新たな感情を表現したり、「そうか、今度はマミーと手をつな

あかねのあのね 

いでから行こう」と未来のことを想像したりする。（←これも私の

想像だが）この幼児期の会話パートナーの役割は大きく、子供

の周りでは特に母親がこの重要な役割を担っている。 

 

 人は、語りをすることで、話の中を再び生きることになる。そこ

には新たな感情が生まれ、聞き手の反応を見ながら外部との

関係が作られ、さらには自己を発見する。こうして語りによって

アイデンティティまでが形成されていくのだという。 

 

 こんな風に思考を巡らして会話のパートナーになっているわ

けではなく、誰もが日常で当たり前に行っていることを自分もし

ているのだが、Narrativeの背景を知り、アカネとの一会話を紐

解いていたら、なんとも、怖くなってきてしまった。こんな重要な

精神発達の節目の責任を私が負うなんて重すぎる。そうでなく

ても母親の影響は多大なのに・・・ 

 

 だって、毎日が時間との戦いで、ただでさえ育児は大変なの

に、自分はきちんとわが子と向き合えているのだろうかとふと

立ち止まってしまうじゃないか。アカネとの時間を大切にしてい

るが、（プリスクールにも行ってないのでほぼずっと一緒にいる

のだが）同時に自分の時間も多少は持たないと母親だって精

神の均衡がとれない。プレイデートをすれば、わが子よりもすら

すらと言葉を話すお友達の子を見て、私は十分にNarrativeを

引き出す時間を持てているのだろうかと考えてしまう。 

 

 興味のあることについてあれこれと読み漁って考える癖があ

るのだが、これも善し悪しだ。だって、そう、子育てに正解はな

い。 

 

 あ～だ、こ～だと悩んで、疲れ

て、自分に嫌気がさして、時々子

供と一緒に涙して、それでも夜、

アカネの寝顔を見ながらそっとそ

の頬に触れると、こちらの頬も緩

んでしまう。そうだ。今日一日、ア

カネが健康でハッピーでいてくれ

た、それだけで、アカネに、自分

に、そして家族に、花丸をあげた

らいい。 

（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 

 

●  6月14日、岡井朝子在バンクーバー日本総国総領事の公式フェイスブックを立ち上げました。岡井総領事

の日々の活動の一端をご紹介していきます。総領事館フェイスブックと併せて是非ご覧ください。 

https://www.facebook.com/cg.asako.okai.in.vancouver/ 

 

  

『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。 

毎年恒例となった、ばあばの夏のビクトリア滞在。アカネはばあ

ばが来る何週間も前から会う人会う人に（知らない人にも）「もう

すぐ、ばあば来るよ。飛行機乗って、ぴゅう～って来るよ」と話して

いた。ばあばが到着すると、お風呂から、靴を履くのから、トイレ

まで、何もかも一緒にしなくちゃいやだと、3日くらいは興奮して離

れなかった。かわいそうなのは夫だ。それまで「ダディ、ダディ」と

言って離れなかったのに、完全に無視された。夫が1週間不在に

し、戻ってきたら今度は、すべてをお父さんと一緒にするのだと

言って、ばあばは丸1日無視された。まったく子供ってやつ

は・・・。そして、私はず～っと「マミー、あっち行ってね、バイバイ」

攻撃を受けている。ふん、母親なんてこんなものだ・・・。 

 

＜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   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
https://www.facebook.com/cg.asako.okai.in.vancouver/


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

