
 

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。 

 3月以降のイベント予定 

3/9（木） 11:30 a.m.- 

内田食堂での昼食会 

天候不順のため冬の間の散歩の会は中止にしていますが、12月に行った飲茶の昼食

会に続いて、内田食堂で（633 Courtney St.)昼食会を予定しています。出席希望者は

3/7までに岡田（250-477-4355）にご連絡下さい。 

3/11（土） 9 — 3 p.m.  

在バンクーバー日本国総領事館 ビクトリア出張サービス 

 

3/22（火） 1 p.m.-  

VJFS理事会＠Calder宅 

 

3/29（水）2 p.m.- 

Broadmead Care Home「さくら祭」参加 

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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ビクトリア日本友好協会年次総会のお知らせ 

 

日時：4/23（日） 

場所：Oak Bay Windsor Pavilion 

時間：午後1時より 

 

皆様の参加をお待ちしています。 



 

 

図や写真の説明を記入

します。 

ヤバい！ 
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 コンビニやスーパーで「1000円からお預かりします…」

と言われます。「から」って何？なんか変じゃないです

か？と問題になりましたが、最近は聞かなくなりまし

た。 

 お釣りなしの支払いを済ませたら「レシートと0円のお

返しです!!」と言われた話が新聞の投書欄に載っていま

した。「レジ袋は大丈夫ですか？」これは有料レジ袋の

スーパーのレジでよく聞くフレーズです。「必要です

か？不要ですか？」と問われているのだと理解してる

のですが、何と返事していいか一瞬迷ってしまいます。 

 金田一春彦のセガレの名前忘れましたが、「その水

大丈夫ですか？」と言われ「毒がはいっていたのか？」

と思ったとか？ 

 ファミレスでカレーライスを一つ注文し、運ばれて来た

ら「以上でご注文の品はお揃いでしょうか？」あのなぁ

一品しか頼んでないんだよ。 

 「…させていただきます」も国会でもよく耳にしますが

慇懃無礼で嫌です。 

 カラオケ店で「それでは歌わさせていただきます」と謙

譲語を耳にしますが、「それでは歌います」でいいん

じゃないですか？ 

 「ヤバい」はもともとヤクザ映画などで「危険、危ない」

の意味でした。今は「良い、美味しい」の意味に使いま

す。 

 言葉は時代と共に変化するのが常ですが、「マジです

か」と言われるとやはり抵抗感があります。（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する為に、原稿の締め切り日は毎月25日までとします。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] 

領事館出張サービス 

 

 在バンクーバー日本国総領事館による出張サービスが、下記の日程で行われます。在留証明、パスポー

ト、その他査証の申請など、バンクーバーの領事館に行かなくても手続きができます。当日はビクトリア日本

友好協会がお茶のサービスなどボランティアで参加します。会場で皆様とお目にかかれるのを楽しみにしてお

ります。 

 サービスの詳細については、領事館のホームページでご確認願います。 

 

日時：2016年3月11日（土）午前9時～午後3時 

場所：Bedford Regency Hotel (Brittingham Room） 

    1140 Government St. 
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FM横浜FutureScapeの本番終了後には、パーソナリティの小山薫堂さんと柳井麻希さんのトークが

ポッドキャストで配信されていて、リスナーに大人気です。僕も毎週聞くのが楽しみで、そんな場に自

分が参加させてもらえるのは夢のようなことでした。 

しかし大きな心残りがあります。薫堂さんが旅に出たいという話をしているときでした。自転車で旅を

していて一番必要な物は何か？という質問に対し、自転車では登り坂はしんどいから嫌いなどと答え

たり、20分くらい話ができました。それは、僕にとって最高の時間であったのは間違いないのですが、

最も話すべき話をしなかったのです。 

話すべきだったのは2011年3月11日の出来事についてでした。311があって自転車でカナダを横断

し、そこから各国の旅へと続いていったのです。さくら通信にこうして書かせてもらっているのも、岡山

のPRスタッフとしてFM横浜まで来られたのも、すべては311があったから。自転車で旅に出た原点に

ついて、“RYO AMBE”としてのストーリーを、「だから、ここにきているのです」という話を、しなかっ

た・・・。 

小山薫堂さんが以前、大学生向けの講演でこんな話をしていました。 「人は人生のオール（Oar）と

いうものを持っている。人生を川だとすると、普段は川の流れに身を任せてくだっていく。時々やってく

る川の分岐に、ここだという時は命がけでオールを使って漕いでいく。そして、そちらにいければそれ

が最良。いけなくてもそれが最良。何にもしなくてもどちらかにいったら、決して最良とはいえないかも

しれない。人生のオールをどの場面で使うか？そのタイミングを見極める。これもこれからの人生で大

切なこと。」 

岡山のPRスタッフをするのは、体力的に大変な日々でした。朝6時半から24時まで、自転車で日中は

7時間走り、それ以外の事もやらないといけない。24時過ぎにコンビニへ行って印刷をして、一旦眠っ

て、翌朝郵便局で郵送手続きして、自転車に乗り込んで次の目的地へ出発する、なんて日の連続で

した。自転車の旅は慣れていますが、一定の集中力が必要ですので、ゆっくり体を休められないのは

きつい。こういう1日1日の中で“人生のオール”の話を思い出していた日もありました。今ががんばりど

きなのだと。 

PRスタッフとして、ラジオに出られたのは仕事としての結果になりましたし、自分が聴いていた大好

きな番組に出られたのは、大変光栄なことでした。ただこの日は、本番直前のバタバタもあって、出演

するまで忙しなく、その先の事を考えられませんでした。 

あのとき話をできていれば、どうなっていたのか？例えば、企画会社に入っていたり、放送作家の

卵になっていたかもしれません。もちろんそうなっていなかったかもしれません。人生の分岐点とはい

つなのか？大きなターニングポイントというのは、その瞬間にはわかりづらいこともあります。僕はこの

日の経験から、その瞬間だと気付くことができるアンテナの感度があがりました。それと人生のオール

を一生懸命漕いでいる時に、さらに漕がなくてはならない時もある。もうひと漕ぎ、ふた漕ぎするべき

時がある。そんな学びを得た日でもありました。 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その28） 

 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 



 あかねのあのね 

PAGE 4 第225号（2017年2月28日発行） 

 ナンデ星人現る！ 

 

 噂に聞いてはいたが、こいつはどうしてなかなか手ごわい。秘技「会

話のほぼ全域にナンデを入れ込む」を得意とする怪物である。起きぬけ

に「朝だね～」とこぼせば「なんで」と聞かれる。「夜、寝て、次にお日様

が出て来たから朝だよ」というと、「なんでお日様が出てくるの？」と続け

様に聞かれる。カーテンを開けて、「今日は雨だ」と言っても「なんで？」

「お日様が出てなくて、雲がいっぱいあって水滴が落ちてくると雨になる

んだよ」と答えても「なんで水滴が落ちてくるの？」と止まらない。なん

で、ナンデ、何で・・・会話が永遠に「なんで」スパイラルだ。こちらは終

わりがない迷路に迷い込んだ気分になる。 

 

 子供相手に嘘を答えてはいけないし、いい加減なことを言ってもいけ

ないと思い、まだ一日が始まって間もないうちは、誠実に対応するよう

に心がけている。が、疲れてくると、頭がついていかない。「それは難し

いなぁ。わからないな。今度調べてみようか」というわからないなりにも

共感する態度をとった答えから、「それはお母さんにもわかりません」

「そこでナンデと聞かれる意味がわかりません。文法的に間違っていま

す」「もうお父さんに聞いてみて」「アンパンマンに聞けば」とだんだんと

おざなりな対応になっていく。わが子よ、許せ。母にも限界があるのだ。 

  

 今思えば、魔の2歳児なんてかわいらしいものだった。3歳児のイヤイ

ヤはパワーアップし、コミュニケーション力が増すとともに、むしろ相手を

する時間が増えた。お昼寝はまだするものの時間が短くなり、体力がつ

いてきて四六時中一緒に相手をすることに、私も夫も少し手を焼き始め

た。上手になったはずの一人遊びが消え、会話相手を必要として「お仕

事しないで」「ご用事しない！」「電話いらな～い！」とお叱りが飛んでく

る。心半分の対応には「そうじゃないって言ってるから」「ちがうでしょ」

「だってさっきと違うじゃん」と怒られる。何にもできやしない。そこに来て

ナンデ星人の到来だ。私の精神の均衡が崩れ始めた。わずかな仕事

や頭を使う作業に手がつけられなくなると、これまで以上にストレスがた

まった。 

 

 それでも、自分がイヤイヤをするのは、あまりよくないらしいという理

解がアカネにはあるらしく、感情の嵐がおさまると「ごめんね、ママ。もう

ちょっとブロックしたかったの」などと言うようになった。同時に、私が

困って黙りこんだり、感情が顔や態度に出てしまうと「ママ、ハッピー？」

と私の顔を見上げて尋ねるようになった。 

 

 しまった。これではアカネが人の顔色を窺がうような子になってしま

う。イヤイヤだってまだ思う存分やらせていい年齢なのに、私は何を

やってるんだ？ 

 

 アカネは12月生まれで、9月始業だが1月生まれから12月生まれまで

を一学年と区切るこちらでは、学年で一番年齢が低い。なかには12月

生まれというのを理由に一学年遅らせて子供を学校に通わせる親もい

るらしい。プリスクールのことは、以前から考えてはいたのだが、去年は

始業の半年前に行われる登録時のアカネには全く社交性が見られず、

また冬に日本に長期滞在する予定があったため、今年の9月を見据え

ていた。だが、このままではなんだか家庭内のハッピー度が低下し続

ける可能性大だ。家族の皆にとってのソリューションは何だろうかと考

えていた矢先、私の仕事が増えそうな話が舞い込んできた。これを機

に、例えば週に1回数時間程度のベビーシッターさんでも探そうかと

思っているうちに、たまたま9月からの登録をする予定で出かけていっ

たプリスクールのオープンハウスで、3歳児の午前クラスに空きが出た

と聞いた。 

 

 3歳までは、べったり、みっちり、じっくり見て来た。ここらで少し外に

出してみようか。アカネ本人が学校に行きたくてうずうずしてるのも見

えているのだ。 

 

 夫も私もアカネがこれまで一度も私たちから離れたことがない点を

懸念していた。家族や親せきもこちらにいないため、預かってもらうよ

うなことをしたことがない。デイケアの経験もない。何より当の本人は

お母さんと一緒に学校へ行く、と思っている。アカネが行くことになった

プリスクールは、コープ運営の学校（学費が他より少しだけリーズナブ

ルな代わりに保護者が係りを持ち合って学校を運営する）なので、保

護者は月に一度集会を開き、ECE（幼児教育）の勉強会兼学校運営

のためのミーティングを行ったり、月に何度かはECE先生のアシスタン

トを務めるために学校で子供と過ごす形態をとっている。外の世界へ

出すには親にとってもアカネにとっても理想的なスタートラインのよう

に思えた。 

 

 登園初日。アカネは喜び勇んで「学校行ってくるね～」と夫に宣言

し、3時間あまりを私と共にプリスクールで過ごした。前半こそ母親の

手を引いて、こっちで遊ぼう、このおもちゃをしよう、と誘っていたが、

後半、外遊びの時間になると自ら先生やお友達の輪の中に入ってい

き、おぼつかない英語だが、むしろ積極的にコミュニケーションをとっ

ていた。私は少し離れた場所で静かに見守った。終了時には「おうち

に帰らない。学校で遊ぶ」と泣き叫んだほど、本人はプリスクールがお

気に召したようだった。 

 

 コープ運営が私たちの今後のライフスタイルに合ってるかどうかはま

だ不明だが、とりあえず、アカネがプリスクールを始めるタイミングとし

ては間違っていなかったようである。かわいいわが子をずっと手元に

だけ置いておきたい気持ちは山々だが、そういうわけにもいかない。

そして、寂しい思いを抱きながらも、ナンデ・イヤイヤ星人から少し解

放されそうで、ハッピーな自分がいるのも、正直なところ、否めない。

（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 

 

「在留届」及び「たびレジ」ご登録のお願い  

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 

  

在外選挙人登録のご案内 

海外からの投票には，あらかじめ国内最終住所地等の在外選挙人名簿に登録され，在外選挙人証を取得しておくことが

必要です。なお，公職選挙法の改正により，投票に際しての選挙権年齢が「満１８歳以上」に引き下げられていますので，満１

８歳を迎えられた方は，在外選挙人登録をしてください。在外選挙人名簿の登録資格及び申請に必要な書類等につきまして

は，当館ホームページを御覧いただくか，領事部宛へお問合せください。 

もういい加減いいんじゃないか？と思う。季節の話だ。2か月近く不在にしていた

にも関わらず、今年のビクトリアの冬は長くて暗くて寒いのが身に沁みた。珍し

い雪も綺麗で楽しかったが、小さい子供がいると3日も続けば、装備も揃ってい

ないうちには十分だった。寒くても小雨が降っていても公園に遊びに出かける

が、体温も高く、走り回っている子供と違い、こちらは突っ立ってばかり。リュック

に入れてある貴重なホッカイロを、今日こそ使うべきか？と悩まずにすむ温かい

日が来てほしいと切に願っている。 

＜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 Lands-

down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  

『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。 

 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.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_kaian_app.html
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！ 

 

     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 

海波農園  

有機認証 IOPA#810 

当農園では主に日本野菜をオーガニックで栽培しています。 

モスストリートマーケット、フジヤでも販売しています。 

www.uminamifarm.com  

www.mossstreetmarket.com 

 

961 Matheson Lake Park Road, Victoria BC 

250-391-0763 

uminamifarm@gmail.com 
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