
 8月以降のイベント予定 

8/21(日)  

ビクトリア日系文化協会主催お盆行事 

2:30 p.m.-  お盆サービス＠Ross Bay Cemetery 

2:30 p.m.    お盆祭＠Ross Bay Villa  

 

 

9/8(木)10 a.m.-  

散歩の会 

Cedar Hill Recreation Centreに集合 

 

 

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 

岡田知子宅（3901 Lexington Ave.） 

 

 

 

 

 

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。 

8月はビクトリア日本友好協会が主催する行

事はありません。 

 

今後の行事予定に変更、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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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] 

今年は8月21日（日）にビクトリア日系文化協会

（VNCS）が主催する恒例のお盆フェステバルが催されま

す。私たちビクトリア日本友好協会は、日系文化協会に

協力するという形で例年、積極的に参加しています。この

行事は、太平洋戦争以前におよそ150人の日本人がロ

ス・ベイ墓地に埋葬されている記録を発見した事から始

まりました。 

 

カナダで一番古い日本人埋葬者がここに永眠していま

す。ぺネロープ号船上のマストから落下し1887年１月11

日に亡くなった、むねやまよしたろうです。日本人初のカ

ナダ移民者と知られる長野万蔵が横浜から船に乗り、ウ

エストミンスターの海岸に降り立ったのが1877年ですの

で、その10年後になります。この頃はまだ、日本からの移

民者はバンクーバーではなくビクトリアの波止場に着いて

いました。新田次郎が書いた小説『水安丸』は3本マスト

で200トンの小舟が、宮城県登米郡出身の密航者83人を

横浜で乗船させ、エスクワイモルトの海軍基地近くで錨を

降ろしました。到着時に西洋の衣類を着用した方が良い

と判断した指揮者及川甚三郎が、当時ヨーロッパから

入ってきたナポレオン時代の軍服を横浜の古着屋で購入

し、下船時に全員に着用させました。 

 

日本からの船がバンクーバーに着くようになるまで、ビ

クトリアの日系社会は繁栄し旅館も3軒ありました。その

後、ヨーロッパで始まった「黄渦論」の影響で、経済的な

地盤を築き上げてきた日系人の排斥運動が起こりまし

た。また、1941年に太平洋戦争が勃発し、日系人は西海

ビクトリアを初めとする西海岸に戻れませんでした。残

念な事に、それ以降も墓地に埋葬された家族で帰られた

人は１人もいませんでした。排斥、人種差別の経験によ

る挫折感や仕事を見つける難しさは現代では考えられ

ないものだったでしょう。 

 

 8月21日は、例年通り、午前中は日本人墓石の掃除を

行い、清めた後に線香と花を墓石に捧げ、バンクーバー

仏教会の僧侶による供養が行われます。午後には近接

のロスベイ委員会庭園で、軽食のサービスや盆踊り、太

鼓、民謡の催しがあります。皆さんもぜひ浴衣で盆踊り

に参加してください。午前中の墓石の清掃、午後の軽食

の準備等のボランティアをお願いいたします。皆さんの

ご家庭のお庭からの献花や軽食（ベーキング）の寄付を

していただけるようでしたら、実行委員岡田（250-477-

4355）までご連絡ください。行事の詳細を知りたい方、そ

の他質問のある方からのご連絡もお待ちしています。

（記：岡田知子） 

・なお、この内容は日付以外、2015年8月号と同様です。 



 

蕎麦屋考察 
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 東京銀座でミシュランの星を持つ蕎麦屋を経営してたか、その店の従業員だったか、定かではありません。そ

んな大将が故郷に帰り、蕎麦屋を開店したと地元新聞が伝えました。これは行くしかない。蕎麦屋「仁べえ」に

さっそく行って来ました。寂れた飲み屋街の真ん中の小じゃれた店でした。午前11時20分、ガイドブックやパンフ

レットを片手に大勢のお客さんで満席模様。盛り蕎麦を注文し、しばらくするとツユが先に運ばれてきました。早

速お箸の先でなめてみるとムムッ…いい味、こりゃいい蕎麦が味わえると大いに期待し、次回来る時の為のお酒

とおつまみをチェックしながら待ちました。20cm四方の小さなセイロに、まるでスパゲッティのごとく少ない量のこ

んもり載った蕎麦が運ばれて来ました。850円でこんなの？でも旨けりゃいいや、浅草の並木だってこんなもん

だ…。見た目は細い、細過ぎる。蕎麦は細けりゃいいってもんじゃない 。噂では十割蕎麦（手打ちとは聞いて

いません、これは機械打ち）、でも絶対に十割蕎麦じゃない。今時の蕎麦だから香りも甘味もいまいちと承知の上

ですが…。麺が絡み過ぎ、食感が素麺を食べている感じ。おまけに麺を冷水で良く洗ったか？と言えるほどくっ

つき感とヌメリの残留感がありました。薬味にゴマとわさびはありましたが、ネギが無いのも何故か解りません。

そば湯もハナから出されてはぬるくなってしまいます。期待が大き過ぎたからだと友人は言いましたが、素人は

騙されてもソレン(蕎麦好き市民連合の略)は騙されないぞ！（記：好岳） 

BBQ 

 晴天に恵まれたマウントダグラス・パーク森林の

中、浦中さん指揮のラジオ第1・2体操で、身体を思

いっきり動かし、とても気持ちの良い事を実感、そし

て健康でいられることに感謝しました。 

 その後、浜辺に降りると、目の前に海が広がって

いて、皆で「わー綺麗」と思わず叫びました。砂浜の

ウイロウズ・ビーチの景色も好きですが、初めて見

る光景にとても嬉しかったです。ただ、砂浜でない

足下には大小の石が埋まっていたため、もしかのケ

ガを案じ、散策を途中で止め、記念写真を撮りまし

た。 

 パークでは、早くから準備して下さっていた浦中さ

んをはじめ、お世話して下さっていた方々から、盛り

沢山のBBQが次々と運ばれてきました。また、出席者による持ち寄りの手料理、フルーツの数々を楽しみながら、会話

も弾み、26名の参加者が楽しみました。 

 今回の参加者は、これまでで一番多いと聞いて

います。日本の猛暑から避暑で来ているお客様

も参加され、楽しく会話が弾みました。久し振りに

会った友人・知人との嬉しい一時でした。 

 お世話下さった皆様に感謝します。次回も楽し

みにしております。ありがとうございました。 

（記：高橋則子、写真：洋子Currie） 
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昭和20年（1945年）8月6日午前8時15分に、原子爆

弾が広島の上空へもたらされ、世界で初めて人類の

頭上に投下されました。その3日後、長崎の上空で二

つ目の原子爆弾が爆発しました。私はその当時、広

島の爆心地から6.5Km離れたところに家族と共に住

んでいました。まだ4才半でしたが、そこから私の記

憶は始まります。 

その日の朝は珍しく父が休暇を取ることができたた

め、家族全員と祖父母の7人が揃って朝ごはんを食

べていました。突然、薄紫色の閃光が辺り一面を照

らし、一同ハっとして食べることを忘れ、お互いの顔

を見合わせていましたが、次の瞬間耳をつんざくよう

な大轟音とともに家が揺れ動き、天井がハリとともに

落ちてきました。父と祖父はすぐに立ち上がり、避難

できる場所を確保するために隣の部屋へと向かって

行きましたが、そこも天井が落ちていて一面埃だらけ

でしばらくは何も見えませんでした。幸運にも誰にも

擦り傷以外は大きな怪我もなく、揃ってそこから脱出

し、近所の防空壕へと急ぎました。そこへ行く道路に

はその界隈の家の戸や窓がすべてはぎ飛ばされて

いて、ガラスの破片が辺り一面を覆っていたのを覚え

ています。 

近所の皆さんと一時防空壕で過ごしたのですが、

何しろ何が起こったのかさっぱりわからないため、大

人たちは危険を感じて、そこから広島市の郊外の方

へ避難することに決め、私たちは避難する人たちの

長い行列に加わりました。そこには広島市内で被爆

した人たちが大勢おられ、その有様はまさに生き地

獄という言葉で表す以外にはありませんでした。広島

平和祈念資料館を訪れられた方はご存知でしょう

が、あの避難民の姿は事実です。 

一晩、郊外のお百姓さんの家で数えきれないほど

多くの人と一夜を明かした次の日、私たち3人の子供

と母は、母の実家へ避難することができました。その

間、私の父と祖父は家の応急修理をして住めるよう

に直し、家族は1週間後にまた共に生活できるように

なりました。 

 

原爆の日に寄せて 

しかし、私の精神的な原爆との出会いはそれから8

年後に起こりました。昭和28年（1953年）に「ひろしま」

と題された映画が作られたのを覚えておられる方がい

らっしゃるかと思います。私たち広島市の学校で勉強

していた生徒たちは、総出でこの映画を見に行くことに

なりました。 

その映画を見た時、私は初めて自分が8年前に何を

体験したのかを教えられたのでした。それから毎晩、

夜は原爆の悪夢にうなされました。夢の中で死の匂い

さえも嗅いだような気がしました。自分も白血病にかか

るのではないかという不安をすっかり拭い去ることは

できませんでした。現に、その病気で亡くなったクラス

メートや先生方もおられたのです。原爆の直後、広島

には墓場の静けさが残されました。あれほど毎晩のよ

うに怯えて聞いた空襲警報のサイレンはピタリと止

み、極度に恐れていたB-29の編隊を昼間に見ることも

無くなりました。家の前の国道では兵隊さんたちの行

進を見ることもなくなり、戦車も走ることは無くなりまし

た。 

4才半の子供の自分が家の裏の畑の真ん中に一人

ぼっちで立ち、物音ひとつしない空を見上げて、一体

どうしたんだろうと訝しげに隅から隅まで窺っている姿

を今でも思い出します。暑い夏の晴れた日の空でし

た。言葉にはなりませんでしたが、あの光景はなんだ

か空虚なものを私の心に残しました。不思議なことに、

大人になってから自分の心に空白を感ずる人に出会

うと、なんだかそこには共有できる何ものかがあるよう

な気がします。もしかしたら、そのあたりから無意識の

うちに、私の職業の選択もなされたのかもしれませ

ん。 

あれから71年。その間、問題がなかったわけではあ

りませんが、私たち日本人は平和を味わうことができ

ました。願わくば、それを早々に失うことのなからんこ

とを。（記：堀江通旦） 
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 人口も多い近畿圏の中心である大阪は、岡山まで新幹線だと1時間で来られるところです。とてもアクセスがいいので、

岡山から大阪へ出ていく人も多いです。だからどれだけメディアに出てPRできるかが大事でした。しかし、大阪に到着する

直前まで、なかなか出演ができるラジオ番組が見つからず、気持ち的にも追い込まれていました。その中でなんとか出演

させてもらった番組が2つありました。 

  

大阪は笑いの街というイメージがあります。大阪のテレビ番組を見ていると、キャラクターの濃い人が多い。街の人も笑

いに敏感で、普通の会話にもボケと突っ込みがある。面白いことを言わないといけないのかなぁと、話す時や、取材を受け

る時には緊張続きでした。でも、２つの番組パーソナリ

ティの方は、明るくテンションも高いトークで進めてい

て、これまでの地域とはぜんぜん違いました。この人

たちがいるから、話が上手でなくても大丈夫だという、

安心感がもてました。台本も意識しすぎずに話すこと

ができて、トーク中には僕から突っ込みを入れたり、

それまで緊張していたのが嘘のように、楽しく岡山の

話をすることができました。さすが大阪人！と感じた

のが、映像でも目立つ仕掛けでした。県のユー・

チューブで流す動画を撮影していたので、番組パーソ

ナリティの人が金髪のカツラを被り、おかやま応援

グッズ（写真）を作ってくれました。おしゃべりだけでな

く、見た目でも面白くできる大阪人のセンスはすごく勉

強になりました。 

 

大阪でこれまでにない試みもしてみました。「晴れ男を目撃したら写真を撮ってTwitterでつぶやいてね。抽選で岡山の

特産品をプレゼント。」というもの。実際に、僕と会った人に、その様子を自転車の写真と共に投稿してもらい、口コミで岡

山のPRを広げていこうと考えたのです。そのためにいつものサインとは違う幟（のぼり）を立てて目立つ自転車で、大阪の

街を練り歩きました。 

 

幟は自転車の後ろにつけるものとは違い、街中のお店の前で見かける「セール中」などと書かれた、高さ2mぐらいある

しっかりした重さもあるものを使用。このためだけに用意しました。試してみると自転車に括り付けているバッグには載せら

れない大きさでした。どのようにして持って行こうか困りました。片手で幟を持って、もう片手で自転車を支えて歩くわけに

もいきません。考えた結果、サドルをはずし、自転車のフレームに差し込むかたちで幟を立てました。 

 

その姿で歩いたのは道頓堀周辺、難波、黒門市場と大きな公園の鶴見緑地でした。反応はあんまりよくありませんでし

た。周囲から全く注目されない。もう少しいろいろ声をかけてもらえると思っていたのですが、道頓堀で声をかけられたの

は岡山から遊びにきていた親子と、公園では岡山出身で大阪に住んでいる方のみでした。そこで、それ以外は僕から声を

かけていきました。「岡山ってどんな印象ですか？」と聞くと、「桃太郎？」という答え。やはり岡山はもっとPRが必要だと肌

で感じました。結局このTwitter口コミ

作戦の成果はあがらず終いでした。 

PRではこんな風にうまく運ばない

事もあったのです。 

（記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その22） 

 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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 アカネが口答えをするようになった。「それは危ないから、しな

い方がいいんじゃないかな」とやんわり言うと、「え～、する

の。」と口を尖らせる。そうでなくても返事は相変わらず「やだ」

ばかりで、これはもう、反射と言ってもよい。Yesの返事でも、と

りあえずは「やだ」である。「アカネ、メロン食べる？」「え～、や

だ。あ、いいよ」と言った具合だ。すべての会話がこうなると、聞

く側もめげてきて、じゃあもういっそのこと尋ねない方がいいん

じゃないかと思えてくる。 

  

 一人遊びが上達し、散歩に行けば大きさの違う小石を拾っ

て、小石家族を作って「マミー、どこ行く？うん、でも～、散歩。

そうね。」と石同士で会話をさせている。目に入るものすべてが

空想世界の登場人物になる。なのに、最近、ぬいぐるみを通し

て会話をしたがる。それも私がそのぬいぐるみにならないとダ

メなのだ。こちらは一人二役である。母親として話をしながら、

アカネの会話には、例えばねずみさんや、くまさんの役も同時

にするよう命令される。当然、こちらは声のトーンを変えなくて

はならない。きちんと身振り手振りもしなくてはいけない。おざ

なりにしようものなら、容赦なくダメ出しがある。絵本を私が読

み、アカネが内容に対して感想や質問を言うのに反応するね

ずみさんの役もする。バギーを押しながら「あ、ねずみさん、

何？お腹すいた？」という問いに、ねずみさんがお腹を手で押

さえながら「そうねぇ、さっきおにぎり食べたから大丈夫よ。」と

答えるとアカネは「あ、そっか」と納得する。でも、延々と一人二

役をさせられると、「もう無理。それできない。」と思わず根を上

げてしまう。面倒くさい。非常に面倒くさいのだ。 

  

 バランス・バイク（補助輪がなく、足で蹴って進む自転車）を買

うと、アカネはひと月ほどそればかりにはまった。たった3日で

もう何年も乗りこなしているかのような走りを見せ、私はその後

ろを走って追いかけなくてはならなくなった。それがパタっとなく

なると、またひと月ほど今度は虫採集にはまった。毎日家の庭

か近所の庭の石を転がしては（ご近所さんが良い人たちばかり

で助かった！）地面に一緒に這いつくばる日が続いた。その集

中力たるや恐ろしいくらいだった。そして、最近はまっているの

は、「標識」である。歩くには少し時間がかかる距離の場所へ

出かけるのに、私は自転車に乗り、専用トレーラーにアカネを

入れて引っ張るのだが、道の名前、止まれ、駐車禁止、禁煙、

お店の宣伝・・・何もかもにアカネは反応し、「あ、マミー、これ

何サイン？」と聞いてくる。「これは緑のサインだね。道の名前

が書いてあるんだよ。オークベイ通りって書いてあるよ」とこち

らの答えは説明になるから当然長くなる。また1回ではなく1つ

のサインにつき何度も「これ何サイン？」と聞いてくるので、私

あかねのあのね 

は自転車をこぎながら時々止まって何度も後ろを振り

返って説明し、ますます息が上がってしまう。疲れる。疲

れるのだ。 

 

 2歳児は、「今、ここ、これ」を全身全霊で生きていて、あとで、

や、別のもの、では融通が利かない。できる限り話をして理解

をしてもらうようにしているが、2歳児はまだ体に心がうまくつい

ていかない。しびれを切らしてこちらの都合で事を運ぶものな

ら、そのバックファイアーたるや、酷い。それをなだめるのに、

まだ1日が終わっていないのに、こちらのバッテリーはプツプツ

と音を立てて切れてしまう。 

  

 白状しよう。私は今フラストレーションの塊である。筋の通って

いないイヤイヤにうんざりし、しゃべり疲れ、自分の時間がない

ことに腹を立てている。自分のやりたいことは、隙間作業ばか

りで、マルチタスクは破たんし、ぱなし状態だ。そしてメモ魔な

だけに、カレンダーにメモを記した付箋ばかりが増えていく。 

  

 2歳児の生活は、一人遊びも上達してはいるが、まだまだ一

番近しい人たちを巻き添えにしたリズムである。私は自分の思

考もさえぎられてばかりで、頭の中に浮かぶ一文の考えでさ

え、最後の句読点まで辿り着けないことが多い。時々チーズ・

シュレッダーで脳が寸断されているかのように、ふと思う。ぶち

ぶちと切れてとっ散らかったチーズの記憶の欠片たちは、もう、

拾う気にもならない。放っておけば、そのうちまた溶けて一つに

固まるんじゃないか？ 

  

 わかっている。2歳児の、それは立派な、学びである。そして

親にとっては幸せな、子の成長である。 

  

 でも、母だって生身の人間なのだ。時にはマントを翻らせ颯

爽と風を切っていくスー

パーウーマンを気取って

はみせても。 

  

 アカネさん、どうかお手

柔らかに頼みますよ。 

  

（記：髙井MacLean若菜） 
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7月1日、バングラデシュの首都ダッカ市内における武装集団による銃撃・人質事案発生に伴い、海外安全情報

(広域情報)をHP上に掲載いたしました。 

皆様におかれましても、誘拐、脅迫、テロ等の不測の事態に巻き込まれることのないよう、日頃から危機管理意

識を持っていただくようお願いいたします。 

外務省では、緊急時に日本人の方々の安全確保のため、HP、メール等を通じた情報提供を実施しています。こ

のような緊急情報を受け取るためには「在留届(三ヵ月以上滞在)」、「たびレジ(三ヵ月未満滞在)」の登録が必要で

す。ご家族・ご友人及び職場関係の方が長期滞在される場合は「在留届」のご登録を勧めていただきますと共に、

短期滞在の場合又は皆様が海外に渡航される際には「たびレジ」のご登録をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 また、スマートフォンで、「たびレジ」に登録したり、希望する国の海外安全情報を閲覧・受信することができる「海

外安全アプリ」もあわせて御利用ください。（ http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html ） 

 

 

 

 

 

在バンクーバー日本国総領事館 

900-1177 West Hastings Street、 Vancouver 電話：(604)684-5868 Fax：(604)684-6939 

 

在バンクーバー日本国総領事館からのお知らせ 

海外安全情報は、 

http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html 

【在留届の提出方法】 

①インターネット（ＯＲＲネッ

ト）からオンラインで提出      

http://

www.ezairyu.mofa.go.jp/  

②総領事館領事窓口への直接提

出 

③郵便またはＦＡＸによる提出 

④e-mail consul@vc.mofa.go.jp

による提出 たびレジの登録は、 

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 

総領事館ホームページから「在

留届」のＰＤＦファイルのダウ

ンロードが可能です。 

http://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
http://www.anzen.mofa.go.jp/index.html
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/%20
http://www.ezairyu.mofa.go.jp/%20
mailto:consul@vc.mofa.go.jp
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
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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。 

  何か見かけないものを見つけると、「あ、これ誰買った？」「え、ばあば、何

買ったの？」と聞くようになった。アカネは、この頃、「買う」ということが気にな

るみたいだ。そこで、一緒にままごとの紙幣と硬貨を紙で

作った。自分のお財布に、アカネは電話（日本の100均で

買った電卓）と期限切れのカードを数枚入れて家の中を

練り歩いた。「アカネちゃんお金持ちね。マミーに何か買っ

てくれるかしら？」というと。「え～、いいよ。スコーンね。で

も、半分こよ。（時々しか食べないので衝撃的な美味しさ

なのだろう）」と言われた。「うれしいなぁ。でもまだお金

いっぱいあるよ。」と言うと、「じゃあ、クリームつけてあげ

る。スコーンにクリームね。」むむ？ちょっと待てよスコーン

にクリームなんて、食べさせたことないぞ？さては、夫と2

人でお出かけデートの時には内緒でそんな楽しいことをし

てるのか！？ 

 

＜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

