
 11月以降のイベント予定 

11/3 (木) 11:30 a.m.-  

ランチの会＠ Oak Bay Marina “Marina Restaurant” 

参加者希望者は、瑛Calder (250-598-4416もしくは

tamakicalder@gmail.com）までご連絡ください。10月31日締め切り。 

 

11/23（水）1 p.m.-   

VJFS理事会＠岡田知子宅 

 

11/24(木） 1 p.m.- 

手作りの会 （お茶の会）＠福島喜代美宅（2176 Lansdowne Rd.） 

定員10名まで。参加希望者は岡田知子(250-477-4355)までご連絡くださ

い。締切は11月20日。着物をお持ちの方は、着物での参加もできます。 

     

 

 

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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 勝手ながら、さくら通信は来月号をお休みさせていた  

 だきます。次回発行は12月末を予定しています。 

mailto:tamakicalder@gmail.com


 

第17回 日系文化祭 （2016年10月22日＠Esquimalt Recreation Centre) 
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うどん文化について考える 
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日本三大うどんといえば、讃岐うどん、稲庭うどんと、オラが水沢うどんが定番となっています。ツルツ

ル、シコシコが美味しい条件と誰が決めたのでしょうか？もっちり柔らかは駄目なのでしょうか？グルメ番組

では、肉料理は「やわらかぁ～い!!」、魚料理は「臭くなぁ～い」、麺類は「ツルツル、シコシコでコシがあって

美味しい!!」が食レポの決まり文句です。年二回の大食い競争のTV番組が好きなんです。一世風靡した

ギャル曽根は胃の構造が一般人と違っているそうです。大食い競争はかつてのプロレスを見るようにわくわ

くするのです。うどんは蕎麦と違って甘味と香りがありません。それでもうどんが好まれるのはのど越しの良

さかも知れません。 

 のど越しの良さと言えばアイスクリーム。ピンはハーゲンダッツ、キリはガリガリ君(深谷市の赤城乳業)で

すが、関西圏では知る人はいません!!そもそも、かき氷をカップに入れた「赤城しぐれ」を売り出した会社で

す。ソーダ味のガリガリ君がいつ発売されたか定かではありませんが、今では完全にメジャーになっていま

す。アイスクリームはカップ型、バー型と最中型がありますが、モナカ型が一番食べ易いですよねぇ？カップ

型は両手を使うので、運転中は食べられません、バー型はこぼれて服を汚します。冬でもアイスクリームを

食べるようになったのは、地球温暖化現象と関係あるのでしょうか？（好岳） 

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。  

 

寄稿のお願いとお知らせ： 

原稿の締め切り日は毎月25日となっています。ご協力をよろしくお願いいたします。  

寄稿先：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持ち、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] 
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東京までのおかやま自転車PR旅も名古屋まで来ると佳境に入ります。PRの場をもらおうと働きかけていた

首都圏の出演先も決まっていました。その中で一番嬉しかったのは、FM横浜のFuturescapeという番組に出演

したことです。ラジオでは東京の地域FMや全国ネットのものがありましたが、僕は岡山のPRスタッフに選ばれ

る前からこの番組のリスナーでした。 

 

リスナーになった経緯には、特別なものがありました。自転車でカナダ横断した後の2012年の初めでした。

面白い企画をしている人は、どのように考えを巡らせているのかということに興味をもち始めていた時で、たま

たまつけたテレビで、フジテレビで90年代に放送されていた「料理の鉄人」を例に挙げて、秋元康さんがヒットし

たテレビ番組の作り方の話を、話していました。「料理の鉄人は面白かったなぁ。誰が企画構成を担当したの

かな。ふーん、小山薫堂って人か。」と番組を見ながらそのときは思っていました。 

 

その翌日、またたまたま聞いていたラジオで、小山薫堂という人がしゃべっていました。（FM横浜ではなく別

のラジオ局で放送されていた、成人の日の特別番組）これは何かの縁だな！とピンときて、すぐに書店へ向か

い小山薫堂さんの著書を購入しました。そこでFuturescapeという番組を知り、聞き始めたのです。 

 

今でいう「ゆるい」番組で、何かしながら聴くのにちょうどいい感じ。土曜の朝9時から11時の2時間がなんとな

く過ぎてしまい、番組が終わると土曜日も半分終わってしまったと焦る時もあります。 

 

リスナーになってしばらくすると、番組で夏休みの自由研究が題目になった事がありました。自分の投稿も読

んでもらえるかもしれないと思い、台湾1周記を2万字程度にまとめて郵送しました。A4サイズの用紙が20枚程

度になった文量でインパクトもあったのでしょうか。読んでもらえました。 

 

そんな風に慣れ親しんでいる番組だったので、岡山PRスタッフとして自転車PR作戦が決まった時、

Futurescapeには必ず出たいと思っていました。出させてもらえる可能性が十分あるだろうとも思っていました。

リスナーだった者がPRスタッフになって自転車で岡山からきたとなれば話のネタにもなるし、面白いと感じてく

れる人たちが作っている放送だと感じていたからです。実際に台湾1周記を送った事を、番組ディレクターの方

が覚えてくださっていました。 

 

小山薫堂さんというと、アカデミー賞で外国語賞を受賞した「おくりびと」の脚本を書いたり、くまモンを使った

熊本のPRの企画立案をするなど、非常に有名な方です。個人的にあこがれている存在ですが、県庁のみなさ

んにも地方PR巨頭「くまモン」の牙城に食い込んだと思ってもらえました。 

（記：安部良） 

 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その25） 

 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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終わりはあっけなくやってきた。 

 

何のことはない。夫と私は対策本部に待機していて、ときおり声援

を送ったり、応援歌を歌ったりしていただけに過ぎない。 

 

終焉を迎えたのは「トイトレ（トイレトレーニング）」である。否、この

場合、トレーニングと言うと語弊があるだろう。オムツを外したので

はなく、ごく自然にオムツが外れたのだから。実質、かかった時間

は1日、いや、トイレ1回だった。 

 

幼児は月齢18か月ほどでオムツ外れのための準備が整うと言わ

れている。一人歩きができるようになること、そしてオムツの濡れ

る間隔が数時間空くこと（膀胱にある程度の尿を貯められるように

なること）、さらに言葉で自分の気持ちを表現できることがその条

件だという。 

 

アカネが1歳半を過ぎた頃、おまるを買いに走った。他人の目は気

にしない文化圏だが、荷台におまるを乗せて街を横断するのはあ

まり見たことがないなあと、自転車を漕いだ記憶がある。そのまま

しばらくは「トイレだねぇ。アカネちゃんのトイレがやってきたね。緑

色で格好いいね」とアカネに話しかけてはいたものの、バスルー

ムにおまるは放置された。 

 

2歳前、こちらから促すと朝はトイレで用を足すようになった。でき

ること、褒められることが嬉しいらしく、抵抗なくトイレに一緒に行っ

てくれた。出先でもトイレを使うようになり、使うオムツの枚数が激

減した。ただ、気になったのは、自ら「おしっこ」や「うんち」を全く教

えてくれないことだった。なのでこちらがタイミングをうまく見測らな

いと、トイレですることは皆無だった。 

 

2歳直前に日本一時帰国。トイトレは中断。 

 

ビクトリアに戻り、しばらくは以前と同様ゆるいトイトレを続けてい

たのだが、ある時からトイレに行くのを渋るようになった。抱っこで

いくと嫌がらないので抱えて連れて行ったが、朝起き抜けで抱っこ

をするのにこちらが疲れ、意味はあるのか？と首を傾げた。 

 

「ご褒美シール作戦」は「ふん、それで？」と鼻であしらわれた。そ

れなら、強行突破はどうかと、「いきなりパンツ作戦」も実行した

が、ものの見事に失敗に終わった。アカネはパンツを履いたまま

その場でおしっこをし、床に水たまりを作っても、悪びれた様子も

なく、泣くこともなく、こちらに伝えることもなく、自分の遊びに没頭

していた。トイレの失敗に関しては怒らないと決めていたので、「あ

れぇ、ここトイレじゃないね。アカネちゃんのポティ（トイレ）はどこ

だっけ？」と聞いてみても、「うん、ここよ。ここポティ」と変化球な

答えが返ってきた。掃除をすることに対して私のイライラが頂点に

達し、アカネにそれが伝染したので、「いきなりパンツ作戦」は敢え

無く1日で終わった。 

 

その後、トイトレは大後退を起こす。アカネがトイレに行くのを絶対

拒否するようになった。これにも私は抵抗したが、またしてもイライ

あかねのあのね ラが溜まったので、とりあえず声掛けは続けることにして、1日でさっ

くり引き下がった。 

 

「完全オムツ・トイレにも一切連れていかない状態」が3週間ほど続

いた頃だろうか。おしっこをすると量が増えたのか、オムツでもよく

漏れるようになった。これには一体どうしたものかと頭を悩ませた。

周りのお友達が徐々にパンツになっていくのにという、ママ友プレッ

シャーが全くなかったとも言えない。「みんなトイレでするんだよ。ア

カネもできるといいね」と言ってはみたが、「みんながすることも自分

もしなくてはいけない」という言い分には、私自身がさらさら賛同し

ていないため、この言いまわしも速攻で撤回した。 

 

ある日、パンツタイプのオムツを切らしたのでアカネとスーパーへ買

いに行くと、これまで使っていたブランドがデザインを変えたらしく、

オムツにハロー〇ティちゃんがついていた。「うわぁ、〇ティちゃん

だ」と喜び、その日から〇ティちゃんオムツしか履かないとアカネが

言うようになった。2-3日すると、「〇ティちゃんが濡れちゃう～」と泣

いたり、再びトイレに行くようになった。 

 

これは何か変化がおきるぞ、と感じた直後、一大転機がやってき

た。きっかけは、思いがけず「大」の方だった。一緒に遊んでいると

アカネがお尻を押さえ、「痛い。お尻が痛い」と言うのだ。転んだか、

虫にでも刺されたかと、オムツの中を後ろから覗いてみるが何とも

ない。「大丈夫よ」と声掛けしても本人は必死な顔だ。「ん？え？トイ

レ行く？うんち？」と聞くと、アカネがトイレに行く、と言う。 

 

うんちがトイレで1回できると、その日はおしっこもすべてトイレでし

た。そして、はじめて「おしっこ」と自ら教えてくれた。翌日、気になっ

た昼間の外出時にオムツを履いてほしいと私がお願いしたものの、

本人の意向を無視してはならないと思い直し、その晩、アカネが望

んだため夜間パンツ・デビュー。その翌日からは外出もすべてパン

ツに。こうしてオムツからパンツへの移行もあっさり終わった。 

 

その後、失敗はない。 

 

おまるで初めておしっこをした日から数えれば、10か月近い時間が

過ぎているのは確かだが、それにしても切り替えはあっけなかっ

た。アカネの中で身体・心・頭の準備が整ったのだろう。夫と私は対

策本部で「怒らない、声掛けをする、待つ」を徹底しただけである。 

 

はじめてトイレでうんちをした日、

「すごいね。できたね。大きいね」と

便器の中をアカネと一緒に覗き込

みながら拍手をしたのだが、その

隣で私はほろりと涙した。他人の排

せつ物で泣くなど人生の後にも先

にもこの時だけだろう。切に願って

いたことがいざ実現されると、私は

まだアカネのお世話を続けていた

いのに、と思うのだった。 

 

母心は、勝手極まりない。 

（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 

 

カナダに空路で渡航、またカナダで航空機の乗り継ぎをする際、電子渡航認証（eTA）が必要です。この制度は、 

2016年春に導入され、これまで猶予期間が設けられていましたが、11月10日以降、この手続きを行わなければ、 

カナダ行きの便に搭乗できなくなりました。カナダ永住権保有者は、eTAは不要ですが、カナダ永住者（PR）カー 

ドまたはPR 旅行書類を携帯している必要があります。 

詳しくは，カナダ市民権・移民省のウェブサイトをご覧ください。 

      eTA申請公式ウェブサイト（カナダ市民権・移民省ウェブサイト）   

『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。 

トイトレが終了した矢先に日本への一時帰国が待ってい

る。果たしてフライト間だけオムツをお願いしていいも

のか。オムツを一度履くことでその後もまた後戻りに

なってしまうのではないか？本人のプライドを傷つける

のではないか？と悩むところだ。かといって、ただでさ

えストレスフルな旅路にこれ以上のストレス要因（私側

だが）が増えるのは避けたい・・・う～ん、困った、

困った。 

＜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://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-facts-ja.asp
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！ 

 

  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

