
 9月以降のイベント予定 

9/8 (木) 10 a.m.-  

散歩の会 

Cedar Hill Recreation Centreに集合 

恒例のラジオ体操をしてから、3.6ｋｍのゴルフ場の周りを歩きます。散歩後に昼食会

を予定しています。出席希望者は（250）477-4355（岡田知子）までご連絡ください。雨

天中止。 

 

9/15 （木）1 p.m- 

VJFS理事会@岡田知子宅 

 

                    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.） 

先着8名まで。参加希望者は（250）477-4355（岡田知

子）までご連絡ください。 

 

 

 

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。 

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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2016年 ロス・ベイ墓地日系人埋葬者墓参とお盆行事 
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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] 

8月21日、恒例のお盆行事が行われました。墓石掃

除・花の寄付・準備等にボランティアとしてご協力いただ

いた方々に友好協会からお礼申し上げます。 

 

戦前に埋葬されたものの墓参する家族もないロス・ベ

イ墓地の日系人墓地について、1987年に埋葬記録を調

べたところ、150名が眠っていることがわかりました。そこ

で、有志が集まり募金を募って墓石を建てたことから、こ

のお盆の墓参と行事は始まりました。その後の調査では

160名以上の埋葬者が確認されています。 

 

今年はクーリー洋子さんの提案で、幼く埋葬された50

人以上の子供達のお墓にぬいぐるみやおもちゃを一時お

供えしました。ボランティアの皆さんが墓石の掃除をして

いる間はヒュー・バークレイ氏が尺八を吹いて墓地の間

を回りました。バンクーバーとスティーブストン仏教会から

2人の僧侶を迎え、お盆･墓参の意義、説話などがあり、

参加者全員でお焼香を行いました。その後は別会場に

移って、軽食を頂き、お琴･尺八の演奏を聴き、盆踊りに

参加したり、子供達はかき氷・金魚すくい・すいか割りに

興じました。 

 

オリエンタル・ホームについて 

写真はオリエンタル・ホームにぬいぐるみのお供えをし

ている時のものです。オリエンタル・ホームはもともと先住

民の子供達を対象とした日曜学校から始まり、1865年に

はゴールド・ラッシュ後の貧しい中国系家庭の援助も行う

ようになりました。1908年、名前を正式にオリエンタル・

ホームとし、主に中国系･日系の子供や女性を救済する

場となりました。また、当時、写真結婚でビクトリアに入船

した乗客の結婚式をそこで挙げたという記録もあります。

1895年、日本人が初めてこのホームに入居します。

1899年には10名、1905年には23名と記録があります。

1942年、戦争時特別法で西海岸から日系人が強制移動

されるまでホームは続きました。1942年5月8日までに強

制移動を完了しなければいけない国の方針に沿って、2

才から17才までの18人の住居者がホームを去りました。

同年10月にはPembroke通り1120番地にあったオリエン

タル・ホームは売却され、その歴史に幕を閉じました。 

 

サンフランシスコ等へ売春目的で売られる前にこの

ホームに救済された女性の記録も何件かあります。ま

た、ホームは女性の駆け込み寺にもなり、あるいは子供

の育成が困難な家庭の要望に応えるために施設を整え

て教育にも携わりました。しかしながら、オリエンタル・

ホームの墓石の日本人女性および子供の埋葬者数の

記録はありません。ホームで育ち、ワシントン大学を卒

業し、オリエンタル・

ホームに教師として戻

り、その後、日本に

渡って大学でも教鞭を

篩った中林アン菊は、

1986年に83年の生涯

を終え、ロス・ベイ墓地

に永眠しました。   

（記＆写真：岡田知子） 



 

映画「神々の頂上（いただき）」を見て 
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夢枕莫原作、岡田英司主演の「神々の頂上」を見ました。良かったのは①迫力あった音楽、②圧巻的な実写のエベ

レスト南西壁、③羽生の後輩の妹役（名前忘れました）の余り美人じゃなかったこと、④アンツェリン役の現地のシェル

パ、⑤深町のスポンサーの雑誌社の社長？編集長…だけ！！ 

装備など当時の時代考証は問題無いような感じでしたが、八木原君（日本山岳協会会長）が登山指導でロケ

に参加していたのですが、何やっていたんだ ？ 

登山家羽生と写真家深町は各々垂直のエベレスト南西壁をダブルアックスで直登して行きます。羽生は鬼の

形相で、なにがなんでも頂上を目指します。一方深町は羽生の写真撮影が目的です。深町はいざの時は下降し

なければなりません。ザイル無しの下降は絶対に無理です。たまたま滑落したシーンはザイルで宙吊り状態でし

たが、登はん時にザイル使用のシーンがなければなりません。アイスハーケンをセットするシーンがなければなり

ません。羽生が深町を背負って登り返すシーンにはユマール（登はん器）を使用していません。ユマール無しで

は登頂も下降も絶対に無理です。下降し、登り返して南西壁の対斜面からカメラで羽生を捉えるのですが、は

て？登頂後羽生が凍死していたサウスコル辺りで彼のメモ帳を発見するのですが、強風なあんな場所に残って

いたなんてあり得ません。頂上に到達したシーンはエベレストではありません。その辺りの高台でしょう！？羽生

にペンダントを渡して下山する深町は無帽、ゴーグルなしなのも変ですね。両手ストックのノルディックウォークは

当時はありません。それに、アンツェリンの実家に車で行けるんですか？ 

 映画としてはB級映画の中位かな？総合評価60点位？レンタルビデオで見るレベルだと思いました。 

（記：好岳） 

フラダンス 

7月28日、中川恵美子さんのご指導の下、老齢にさしかかる（勿論例外あり）女性７人で、フラダンスの練習をしまし

た。 

まずは、腰を動かしながらのステップの練習から始め、次に、それに手の動作を付けることに。ところがこれが思った

より大変。恵美子さんの動きに合わせ、それを見ながら動いている時はいいのですが、Pearly Shells の音楽に合わせ

て踊り始めると、手と腰と足が指導していた

だいた通りには全く動かないのです。 

それで、また音楽なしで、ハイ、スタート。

まあまあ恵美子さんの動きに皆着いていけ

る。そして、また音楽に合わせて・・・ところが

どうしたことか、なかなかこれが難しいので

す。 

フラダンスは、腰、手、足のコーディネー

ション、それにステップが加わるので、脳の

活性化に良いとか。 

古希を迎えている私は、早速フラダンス

のクラスに入ることにしたのでした。 

（記：Calder瑛、写真：木全信子) 
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2016年度ビクトリア日本友好協会助成金受理者発表 
 

2016年度のビクトリア日本友好協会助成金受理者は、応募者の中から、以下の2団体に決定いたしました。 

 ビクトリアへリテッジ日本語学校 

 Gateway to  Promise 翻訳プロジェクト 

ビクトリアへリテッジ日本語学校より 

2016年度理事：Tanner久実 

 ビクトリアヘリテッジ日本語学校では、カナダに住みながら日本語を使う環境を持つ子供たちに、日本語、日本文化や伝統など、日

本に関する総合知識の理解を手助けすることを目的として運営が行われています。クラスは、下は4歳児のプリスクール・クラスから

上は高校3年生まであります。生徒たちは日本の文部省指定の国語の教科書を使用し、実状に合わせて、ひらがな、カタカナ、漢字

などの読解や筆記はもちろんのこと、日本の文化知識などを身に着けるべく学んでいます。当校ではまた、同じ目標を持つ生徒たち

が友好関係を深め、共に楽しく学べる環境づくりを目指しております。 

当校の運営はすべて保護者がボランティアで行っております。学校祭、弁論大会、保護者勉強会、日系文化祭への参加、体育祭

など、年間を通して様々な行事や催しも通常の授業とは別に行っております。今回受理したビクトリア日本友好協会助成金を、これ

らの運営資金の一部として充て、生徒たちが楽しみながら日本語や日本文化を学ぶ機会を作るのに活用させていただく所存です。 

この美しいビクトリアという町で、生徒、保護者、教師が一丸となり、日本文化や伝統行事などを継承していくという目的のもと、ビ

クトリアへリテッジ日本語学校は、日本人コミュニティーの一員として、これからもカナダにおける日本人地域社会の発展に貢献して

いきます。 

西海岸に焦点を当てたカナダ日系史Gateway To Promiseの邦訳 

プロジェクト・リーダー：サンダース宮松敬子 

 すでに知っている方は多いと思うが、2012年に上梓されたGateway To Promise（以下GTP）と言う英語で書かれたカナダの日系史

は、小さなフォントの、写真と統計類の一杯詰まった400頁に及ぶ書物である。 

 私は物書きと言う仕事柄と、また自分自身が日本からの移住者であることや、何人か日系人の知り合いがいることなどで、関連の

書物には深い関心を寄せ目を通していた。しかし、このGTPについては残念ながら見聞きするチャンスがなく、2年余り前にトロント

から当地に引っ越してきて、ヴィクトリア在住の著者夫妻と彼らの著書を初めて目にすることとなった。 

 普通この手の本は、日系人の末裔かカナダに関心のある日本の学者たちが書くことが多いのだが、当書は白人夫婦によって書

かれたものである。私は少なからず驚くとともに「どんな動機があったのだろう？」という興味が湧いた。二人の出自を知ることで、そ

の謎は解けた。夫のGordonさんは、父親がミッショナリーだったことで3歳から20歳まで日本で育ち、また妻のAnn-Leeさんはコスモ

ポリタンの街ニューヨークの出身で、特に東洋文化に造詣が深いとのことであった。 

 著書に目を通すほどに、その詳しさに驚愕するとともに、足で集めた資料や、小まめにインタビューしてまとめた日系人たちの生の

声が反映していることに深い感銘を覚えたのである。日本人パイオニアのカナダ到来は、今を遡ること約140年前、当地のビクトリア

から始まっている。同じような過去を持つ日系アメリカ人史は、TVドラマにもなるくらい広く知られているが、ひとたび日系カナダ人と

なるとその知名度は格段に低い。 

 私はGTPを読み進めるほどに、「これはカナダに住み日英両語のわかる移住者が訳さなければ！」との使命感にも似た思いに駆

られた。しかし、ご想像頂けると思うが、英語400頁の邦訳となればそう簡単にはいかない。 

 とはいえ、足踏みしていては何事も先には進まない。 

 沸々と湧く思いに突き動かされたものの、一人で立ち向かうには荷が重すぎる。そこで、試行錯誤、紆余曲折の末に出した結論

は、「では、グループ翻訳のプロジェクトを立ち上げよう！」というもので、私はファシリテイター及び校正係りとしての一歩を踏み出し

たのである。幸いにも16人もの優秀な翻訳者が協力を申し出てくれたことで、プロジェクトは動き出した。この夏からは、訳者が終了

してくれた翻訳の校正を開始している。しかし16人それぞれの持ち味のある訳文を「読み物としての歴史書に校正する」のは、決し

て容易な仕事ではないが、完成に大いなる期待を込めて歩みを進めている。 

 だが、このプロジェクトもお決まりの「資金0」からの出発！あちらにも、こちらにも助成金申請をお願いするのも仕事の一環で、文

字通り息つく暇もない。そんな折、友好協会から助成金が受理できたのは何とも励みになる出来事で、貴協会の関係各位の皆さま

のご理解に総身よりお礼を申しあげる次第である。 



 

私の日本は「フーテンの寅さん」 
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 私がカナダに来たのは46年前の春。その2週間前には

大阪万博が開かれ、巷では藤圭子のデビュー曲「新宿の

女」が流れていました。 

 

 学校を卒業して就職をする前に世界を見ておこうと思っ

たのですが、どこの航空会社でも片道では無理だと切符

を売ってくれず、仕方なくアメリカの船会社に頼んで貨物

船に乗せてもらうことになりました。登山用のリュックにG

パン、懐には外貨持出し制限ギリギリの$450を握りしめ

て乗船。 

 

 アメリカ西海岸に上陸。その後は親指一本（ヒッチハイ

ク）でアメリカ国内を回り、カナダへ入国。そして、

Vancouver, Banff, Calgaryへ。Calgaryへ着いたのは日曜

日でした。その頃のアルバータは土曜・日曜日はすべて

の店が休み。勿論、ショッピング・センターもレストランも

あいていません。空腹でまる一日YMCAのベッドにいたの

を覚えています。そして翌日エドモントンへ。エドモンドン

はアルバータ州の州都であり、時は月曜日。さすがに街

中が人で溢れており、とても活気にあふれた街に見えま

した。 

 

 毎晩ベッドの上で残金をかぞえていましたが、だんだん

少なくなって不安になり、アルバイトをすることに決めまし

た。勿論、旅行者が働けないことぐらいは知っていました

が、翌日イミグレーション・オフィスへ行きました。 

 

 カウンセラーに 

“I have to work. So give me working permission.” 

とたずねたら、いきなりこう言われました。 

“No. No. No. You are a visitor. You can’t work.” 

こちらも必死で、引き下がりません。 

“No. No. No. You can’t understand. I have no money. I 

have to work or steal.” 

その時カウンセラーの目の前に彼の名刺が置いてありま

した。それを一枚取り上げて、 

“When the police officer asks me, ‘Why do you steal?’ I 

will tell him, ‘This counselor does not give me working 

permission.’” 

その時のカウンセラーの苦虫をかみつぶしたような顔を

いまでも覚えています。数分の沈黙の後、 

“OK. I give you temporary working permission. You will 

work, save money and go back to Japan.” 

 

 特技も経験もない私はレストランの皿洗いから始めま

した。そしてやがてコックへ。カナダでコックの免許も取

り、組合にも加入してさらにより良い仕事を求めてキャン

プクックへ。その間に正式に永住権も取れ、やがてケー

タリングの会社へと移籍しました。 

 

 今夏の大火で多くの家が焼失したFort McMurrayの町

で40年を過ごしました。冬は零下40℃まで下がる極寒の

地ですが、オーロラの下で常に働けたことは美しい思い

出です。 

 

 退職して4年前にビクトリアに移りました。アルバータと

の気候の違いに最初は大変驚きました。アルバータの

冬は寒いですが、まず雨は降りません。魚を食べる人も

いないので魚屋もありません。 

 

 「日本へはどのくらい行っているのですか？」とある人

に質問されて絶句したこともあります。「日本へは３、４回

行っていますが、それも４６年間でです。だから約１０年

に１回です。」 

 

 こんなことを言うとみなに驚かれます。でも、実際日本

へ行っても私の心の中にある日本はもう無いのです。も

う知らないことばかりなのです。歩行者天国、コンビニ、

ファミレス、カラオケ、スーパーマーケット、自動券売機、

自動改札、いちご大福、ピザ（カナダに来る前は東京で

も食べたことはありませんでした。）モノレール、オートマ

チック車・・・花粉症も知りません。 

 

 日本は意識の彼方にぼうっとあります。 

 

 私が自分の日本を思い出したい時は『フーテンの寅さ

ん』の映画を見ます。そこには懐かしい昔の日本が常に

ありますから。 （記：高柳忠弘） 
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奈良県から三重県へ抜ける時に、徳川家康が本能寺の変のあと「伊賀越え」で通った加太峠（かぶととうげ）を偶

然通ることができました。 

 

まず、伊賀の盆地から国道25号線を東へ進みます。

だんだん山に近づき、坂を上っていくとすれ違う車もな

くなり、アスファルトは甲羅のような模様にひび割れて

きます。傷んでいる路面は、どこか山奥へと続いている

道に迷い込んでしまったのではないかと感じさせます。

それほど山に分け入っているわけではないのに、人が

全然いません。砕石場があり、そこを出入りしている車

両のせいで路面は埃っぽいです。クネクネしていて先

の景色まで見通せないので、不安が大きくなります。こ

こは砕石用に作られた道ではないのか？！ 

 

 もともとは大和街道だった国道25線。ルートをチェック

していた時は、少しクネクネしている程度で軽い登りの道のようでした。基本的にJR関西本線にも平行しているので

走りやすいだろうと思っていました。国道は江戸時代の旧街道をもとに整備された道が多く、山陽道の国道2号線を

はじめ、これまで不便に感じるような道はありませんでした。だから２５号線も同じだろうと思い込んでいました。 

 

道が荒廃してしまっているのは、すぐそばを名阪国道が通っているからでした。大阪から奈良を経由する名古屋ま

での主要道路で、高速道路のように整備されていて、カーブもゆるやかで走りやすいため、車はそちらを選択するの

で25号線には来なくなります。旧道はだんだん手入れがされなくなり、道も傷んだのです。自転車だと名阪国道は走

れないので、並行する25号線を選ぶしかありませんでしたが、それでも舗装が割れているような状態にまで傷んで

いるような旧道は初めてでした。里におりてくると標識も出てきます。でも家はあるのに人は見かけないし、道幅は

狭くセンターラインもない。交通量の少なさがわかります。 

 

加太峠は山深く、山賊が住みかとするところだったようで、徳川家康の伊賀越えで難所だったと言われています。ド

キドキして、この先どんなところへたどり着くのだろうと好奇心・冒険心をくすぐられました。 

 

もう少しドキドキ感を味わっていたかったのですが、反対方面から自転車でやってきた大学生に出会い、道を間

違っていなかったことがわかります。自転車の人はこの道を通るんですね。出会った人が住民ではなく旅人だったの

が、この里の様子を物語っているのかもしれません。 

 

 そこからわずか数キロ、自転車だと20分程度の距離に宿場町の関宿（せきじゅく）があります。今でも風情ある町並

みが残る東海道五十三次の47番目

の宿場です。山賊がいた山を抜け

て関宿まで着たとき、家康はほっと

したでしょうね。 

（記：安部良） 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その23） 

 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 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93%E4%BA%94%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%AC%A1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%BF%E5%A0%B4
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 8月半ば、思いがけずパラダイスな1週間が訪れた。驚く

なかれ、それは、アカネと24時間2人きりの日々だった。い

つも自分の時間がないと嘆いてばかりいる人間が、大嘘を

つくなという声が聴こえてきそうだ。私だって予想していな

かったのだ。 

 

 これまで夫が長期不在にする際は、時期を合わせて日本

の母に応援を頼んでいた。母も年に一度のビクトリア滞在

を楽しみにしていたし、夫もその方が安心だった。でも、ア

カネももう2歳半を過ぎている。 

 

 実際に大変なことが起こると誰よりも冷静に対応するの

に、事態を相当先まで想像してはパニックに陥る私が、今

回は不思議と不安を感じなかった。 

 

 ヒトの暮らしは大切なものをごくわずかだけに定めると、

シンプルで生きやすくなる。私は1週間の目標を、「アカネと

私が怪我することなく、できれば病気もせずに暮らすこと」

と定めた。たまに舞い込む仕事も、この前後の期間を含め

てすべて断った。唯一夫が留守にする前に気を付けたの

は、食品と日用品のストックくらいだろうか。 

 

 アカネのイヤイヤが爆発し、私も疲れや睡眠不足が溜

まって短気になり、収拾がつかなくなったらどうしようか、と

一瞬頭をよぎったが、それは夫がいようがいまいが起こり

うることだ。2歳児との暮らしは忙しすぎて、熟考する余裕

がなかったのもかえってよかった。 

 

 夫が出かける朝、アカネは「お父さんとGrass Play（庭の

芝生の上でごろごろ遊ぶ）して、ブラックベリー採ってもら

う」と求め、それができないことがわかると少し泣いたが、

愚図ったのはこれだけだった。お父さんはしばらく遠いとこ

ろに出かけるが、すぐに帰ってくるからマミーと待っていよう

ね、と話をすると、それからの1週間はときどき「お父さん今

日帰ってくる？」とか「お父さん起こしてBook Bookしてい

い？（本を読む）」と尋ねてはきたが、こちらが「もうすぐ帰っ

てくるよ」とか「まだ、いないよ」と告げると「あ、そうか」とす

んなり納得した。 

 

 普段なら、ご飯に呼んでも食卓につかず、出かける時間

だと言ってもきかないアカネが、この１週間、拍子抜けする

ほど素直になった。食事を作るのに放っておくと、一人遊び

あかねのあのね 

上手にした。そのうち、「今日、ごはん何？なっとごはん？

（納豆ご飯）しじきごはん（ひじきご飯）？」と自ら椅子によじ

登った。いつもなら起きた瞬間からお父さんっ子なのに、不

在中は「マぁミぃ～、大好き～」と間延びした声で朝から私に

抱きついてはラブコールをしてきた。 

 

 わかっている。Family Dynamicsの変化に過ぎない。いつも

なら3点あるはずの家族の動点が2点になることで、触れ合

いや話しかけの方向性や比重が変わっただけだ。 

 

 それでも、そんな理由はどうでもよかった。私はアカネの愛

情に心底満たされ、同様にアカネに愛情をこれでもかと注ぎ

込み、私たちはアカネが生まれて初めて蜜月を迎えたので

ある。（新生児時期はあまりにも過酷すぎて幸せを感じる余

裕がなかった。） 

 

 予定していたサマーキャンプの1日トライアルもなし！声を

かけようかと迷っていたプレイデートもなし！私とアカネは毎

日、海へ、山へ、公園へと、2人きりのデートに明け暮れた。

2歳児ならではのイヤイヤは時に現れたが、こちらはゆった

りとした心持ちで接することができた。そして、静かな夜の家

は、毎晩、私に安らかな睡眠をもたらした。（毎日の午睡さえ

も！） 

 

 夫が帰宅したとたん、Family Dynamicsはまた複雑な3点へ

と戻った。アカネはこれまでにもましてお父さんっ子を発揮

し、「マミーバイバイ。来ないで。あっち行って。」と1日中私を

押しやるほどだった。恋仲を引き裂かれ、私は2歳児の言動

相手に大人げなく深く傷ついた。そんな様子をたまたま家の

前で会ったお隣の二児のママに話していたら、思いがけず

目に涙が滲んだ。そして

夫に嫉妬している自分に

驚いた。自分にこんな独

占欲があったとは！ 

 

 母としてまた新たな感情

を覚えたひと夏の出来事

であった。 

（記：髙井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 

 

●外務省は、カナダに関する安全対策基礎データ（http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=222）を

改訂しました。同基礎データには、カナダにおける犯罪発生状況、防犯対策、査証、出入国審査情報、滞在時の留意事

項や関係機関連絡先等が掲載されています。是非、この機会にご一読いただき、ご活用くださいますようお願いいたしま

す。 

  

  

●この度、隣組から『高齢者安全生活ガイドブック』（日本語版）の提供を受け、当総領事館領事待合室にて配布を開始

いたします。このガイドブックには、高齢者の方々が生活する上での有益な情報やBC州の相談窓口等が紹介されていま

す。 

なお、隣組のホームページ（http://jp.tonarigumi.ca/）にもさまざまな情報が掲載されていますので、ご覧ください。 

 

『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。 

1週間ほど「ハネムーン」に出ていて、パソコンで書いたり訳し

たりということをしなかったら、おさぼり心が芽生えてしまい、

どうも調子がいまいちだ。カレンダーに貼られた付箋たちは、

8月の終わりにそのままごっそりと9月に移行するのだろう。

プロジェクトはたくさんありすぎるとこなせないが、1つだけで

も生産力が落ちる。というか、メンタルがノッテくれない。仕事

でも愛情でもなんでもそうだが、いい塩梅というのは難しい。 

＜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アシスタントの方を随時募

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admin@vicnihongo.comまでご連絡願いま

す。 

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
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=222
http://www2.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure.asp?id=222
http://jp.tonarigumi.ca/
mailto:admin@vicnihongo.com


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。 

 

 ご連絡はメールで jfs@2012.live.jp までお願いいたします。 

 

 

 
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

