
 4月以降のイベント 

4/18（火） 1 p.m.- 

VJFS理事会 

 

4/20（木） 10 a.m.- 

散歩の会＠Beaconhill Park  

動物園の駐車場にて集合。 

昼食はVillage Taverna Greek Restaurant  

（101-1075 Pendergast St.(corner of Cook & Pendergast)にて   

                

 

 

 

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。 

第226号（2017年3月31日発行） 

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 Sports Rm2 

時間：午後1時より3時まで                

軽食をご用意しています 

今後の運営について話し合う重要な総会       

になりますので、会員の皆様のご参加を      

お待ちしています。 

会員継続・入会希望の方は 

次の頁も参考にしてください。 



 

図や写真の説明を記入

します。 
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  ビクトリア日本友好協会 Victoria Japanese Friendship Society 

 

ビクトリア日本友好協会は、ビクトリアとその近郊に住む日本人移住者や留学生、ワーキングホリデーの

方々、日本に関心を持つカナダの人達との親睦と相互援助を目的として、日本文化の紹介を通じてカナダ

社会に貢献しようという願いのもとに、1995年に発足いたしました。1996年には非営利団体としてB.C.州

に法人登録しました。 

 

現在ビクトリア日本友好協会では個人、家族、学生を合わせて約６０組が会員となり、講習会やバザー、

新年会などの行事を始め、同好会やクラブ活動等に参加し、友好を深めています。特に「カラオケクラ

ブ」は大好評で、毎回大勢の人が集まり賑やかです。 

 

2008年度より日本友好協会協賛店の方々が会員に特典を与えてくださることになりました。 

 

国籍を問わずどなたでも会員になれますが、会の運営と毎月会員に送られる会報「さくら通信」は日本語

で行われます。 

 

会員の輪を広げ、ビクトリアでの生活をさらに快活に充実させていきたいと願っています。 
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ビクトリア日本友好協会 会員申込書  ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日 

 

以下の項目にご記入の上、この申込書を切り取り小切手を同封してお送り下さい。 

支払先：Japanese Friendship Society 

送付先：Japanese Friendship Society c/o  

 

会費：（ ）家族会員＄２５ （ ）個人会員＄２０ （ ）学生会員＄１５ 

 

ご本人の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＊家族会員ご希望の方は同居しているご家族の名前と18才以上の方にはチェックマークをご記入下さい。 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

ご家族の氏名：日本語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 英語＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （  ） 

 

住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ Ｅメール＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

会員名簿配布の際に非公開を希望する項目にチェックマークを付けて下さい。 

住所の非公開（ ） Ｅメールの非公開（ ） 電話番号の非公開（ ）を希望 



 

図や写真の説明を記入

します。 

「ぬ」について 
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 春に咲く花の色は黄色が多い…と誰かが言っていましたがその通りですねぇ。ロウバイに始まり、タンポポや菜

の花に至るまで…。ハクサイ、キャベツ、コマツナ、ターサイ、チンゲンサイ等アブラナ科の花芽を摘んで食べてい

ます。八百屋にもスーパーにもありませんが超美味でした。動詞「来る」の変化はこ、き、くる、くる、くれ、こよ…カ

行変格活用ですよね？未然、連用、終止、連体、仮定、命令の順序でした。まだ夏には早いのですが四季を歌っ

た童謡、唱歌を深夜放送で特集していました。「夏はきぬ」…卯の花の匂う垣根に、ホトトギス早やも来鳴きて、忍

び音洩らす夏はきぬ。卯の花とはウツギのことです。きぬ…の「ぬ」は動詞「去ぬ」から出た助動詞で動詞、動詞

型活用語の連用形に付き、動作、作用が完了又は実現した事を表します(国語辞典によります)。来た、来てし

まった…つまり現在完了形、Summer has comeの意味合いでしょうか？友人が中学生だった時の本当にあった

話で何回聞いても笑ってしまう話があります。先生が問います、「湖」の品詞は何ですか？「はい、動詞です!!」「動

詞なら変化する筈です、言ってみなさい」くだんの女子中学生すっくと立ち上がり「みずうみません、みずうみま

す、みずうむとき、みずうめば、みずうめ!!」…と。 

 お後がよろしいようで!! （好岳） 

 

投稿募集！ 

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。 

  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] 

 あかねのあのね 

北米ではほぼ9割の母親が6か月未満の乳児に母乳育児（完全母乳ではない場合も含む）を行うといわれている。

60年代70年代には粉ミルクの方が栄養があるとミルク育児が推奨されていた頃に比べると、この割合は飛躍的に

増えた。母乳育児が盛んな今だが、乳児が6か月を過ぎるとその割合は大幅に落ち、日本では1歳前後の断乳がポ

ピュラーである。しかし、WHOやユニセフが公表している世界平均卒乳年齢はなんと4.2歳だという。 

 

以前にもあかねのあのねに記したが、アカネの授乳は困難を極めた。母乳の出が悪く、搾乳機、ハーブティー、ホ

ルモン剤と、軌道に乗るまでに3か月あまりを要した。母乳育児、できれば完全母乳を希望していた私はあきらめき

れず、努力の甲斐あってか、軌道に乗ってからの母乳育児はうっとりするほど素敵な経験だった。 

 

周囲のママ友から「断乳」や「卒乳」の話が聞こえ始めたアカネが1歳の頃、まさにミルク育児世代にママだった自分



 あかねのあのね 続き 
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の母親からも「もうそろそろいいんじゃないか？」というプレッ

シャーがなかったとは言わない。それでも、やめるサインはこ

ちらが出すのではなく、アカネが出すべきだと私は譲らなかっ

た。 

 

アカネが2歳を過ぎる頃、さすがに夜間授乳はすでになくなっ

ていたが、授乳＝昼寝の合図、授乳＝夜寝る合図、という方

程式は崩れにくいものになっていた。特に昼寝の寝かしつけ

のアイテムとして授乳が存在していた。アカネの昼寝時間は

私にとって貴重な時間で、すがりついておきたい習慣だった。 

 

一方で、その頃から授乳に対して私自身は「もう終わりにした

い」という思いを持ち始めた。「イヤイヤ期」が始まり、自己主

張が強くなったことに赤ちゃん期の終焉を感じたのだと思う。

アカネがちょっとした嘘（可愛らしいものだが）をついたり、理

由もなく駄々をこねたり、口答えをするようになると、なんだか

もうおっぱいをあげる気分にはならなくなった。 

 

カナダ人のママたちに聞いてみると「あ、もう私が十分だと

思ったからやめたの」という母親の理由による授乳終了が圧

倒的に多かった。ほう、母親主体の決断なのか、とその頃は

思ったものだ。いつかアカネがまだよちよち歩きの頃に参加

したベビーグループで「自分が授乳に対してイラっとし始めた

らやめ時ね」と育児グルが言っていたのを思い出した。当時

アカネは10か月くらいだっただろうか。そんな時が来るのだろ

うかと幸せ極まりない授乳期間中に思ったが、その時はやっ

てきたのである。 

 

度重なる乳腺炎も、もうやめたいと思った理由の1つだった。

明け方ERに駆け込んだこともあれば、日本滞在中に助産師

さんに夜間マッサージを受けたこともあった。家族全員が急

性胃腸炎に病んだ時に私は乳腺炎も併発して40度近い高熱

を出し、まるで地獄絵のような世界を味わったこともあった。

自分の食生活に問題があるのかと悩んだが、これといった原

因は見当たらなかった。 

 

それでも、私主体の決断には首を縦に触れなかった。ただ、

「3歳になったらやめようね」「もういいんじゃない？そろそろや

めない？」という強引な誘導尋問を延々と繰り返していた。決

心がつかずグダグダしたまま1日1回程度の授乳が続いた。 

 

今回の日本一時帰国から戻った後1週間、時差ぼけで昼寝も

夜寝も時間がバラつき、3歳になったアカネも久しぶりに見た

自分のおもちゃや父親と遊ぶことに夢中で、授乳への興味が

断然薄れた。そして私はこの時なんと5度目になる乳腺炎を

患った。旅行の前後、私は食事の量が減り、内容も粗食にな

る。飛行機では食べないことが多いのでほぼ絶食状態で戻っ

てきた。それでも乳腺炎になったのだから、もうこれは食生活

が悪いなどではなく、単に乳腺が詰まりやすい体質なのだ、そ

うか、そうだったのかとやけに納得した。 

 

いよいよこのまま卒乳か！という期待は外れ、また授乳に

戻ったのだが、昼寝をなかなかしなくなり、まずは昼寝前の授

乳がなくなった。そうこうしているうちに夜の授乳も1日置きに

なったり、2日空いてみたりと気まぐれ状態が続いた。そして、

なんということか、そこからの私の記憶が曖昧なのである（笑）

アカネがひどい風邪を引いたり、それが夫に移ってさらに酷く

なったり、同時に腰を痛めて家のことが全然できなくなったり、

アカネのプリスクールが始まったり、プリスクールの夜のミー

ティングに私が出かけることがあったり、私の仕事が詰まって

きたりして、もうなんだかどさくさに紛れてうやむやになってい

き、気が付けば「授乳終了」となっていた。 

 

母子で泣きながら根競べの断乳、とか、おっぱいにマジックで

顔を書いてバイバイ儀式をする、とか、「お母さん、私もうおっ

ぱいしない」という卒乳宣言をされる、とかいうドラマチックな展

開を期待していたのだが、現実は全く別物だった。 

 

それぞれの事情があるわけで、断乳が悪いのではなく、母親

が決断することが悪いのでもない。私はできればアカネに決

めてもらい、双方感情的になることなくおっぱいを卒業したいと

願っていたので、おおむねその通りになったことで自己満足し

ているだけだ。悔やまれる

のは、大事な最後の部分

が、例えば最後の授乳の

ことが、記憶に刻まれてい

ない点である。よく言え

ば、それだけ自然に消え

ていったのだから、まあこ

こは良しとしよう。 

 

とりあえず、アルコール＆

薬解禁に万歳！ 

（記：高井MacLean若菜） 
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FM横浜出演後の数日間で東京のラジオ局でPRと岡山県事務所に終了報告などをし、岡山へ戻りまし

た。出演させてもらったFM局と取材にうかがった市町村へ、お礼状と報告の手紙を2日間かけて書き、最

終日は特にわがままをきかせてもらった方のところへ直接挨拶をして業務終了となりました。 

後日談ですが、6人のPRスタッフうち3人が再契約。さらに数か月後には追加でスタッフを再募集し、活

動したようです。そのときのNHKでは「全国を自転車でめぐりながら岡山の魅力を発信するなどPRしてい

た」と報道。再契約されなかった自分の企画がPRスタッフの中でも象徴的に使われた時の気持ちは複雑

でした。 

しかし岡山PRスタッフとしての4か月間は人生のオールを漕ぐべきときだと思っていたので、やりきりまし

た。PRの仕事はそれまで経験のなかったことでしたが、お金をもらってやる以上数字として見える成果を

第一に考えていました。岡山県のプロジェクトで自分の給料は岡山県民の税金からでていて、給料泥棒

にならないようにしようというプレッシャーもありました。実際、旅をしていたようでも仕事であったため、こ

れまでの自転車旅とは違うものでした。経験上、旅は人を素直にさせる、旅は人生の縮図、だと思ってい

るのですが、全くそのような感覚になることはありませんでした。お金をいただいている責任を感じていた

からです。縁もゆかりもなかった埼玉県人が、世界を自転車で走ったことがあるという経験だけでやらせ

ていただいたこの仕事は、岡山県内外のみなさんのサポートがあったからこそできたので本当に感謝し

ています。 

初めての事に挑戦し、試行錯誤しながら進んでいくの

は、だめだったらどうしようと不安な時もありますが、これ

だ！と思ってやっている時は、ネガティブな感情が湧いて

きません。ひとつ試してみて、うまくいかなかったら、自然

と他の方法でやってみようと考えるのです。 

これを書いている今も新しいことをやりはじめています。

カナダ横断や岡山PRスタッフは数か月で行ったものです

が、もっともっと長丁場になりそうです。また人生のオー

ルを漕ぐときがきているのでしょうか。正直なところ、今の

僕は川が流れ込んだ先の湖にいるような感じです。流れ

のがありません。落ち着いている状態。自分の信じた方

向へ漕いだ分だけ進んでいる状況。漕いで向かっている

先に流れがあるかもわかりません。 

でも生きるためにやるし、実現したい事のためにつな

がっていると信じて進んでいきます。（完） 

 

 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その29） 

 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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●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 

 

 

平成２９年度（２０１７年４月１日から２０１８年３月３１日まで）の領事手数料の額が決定しましたので，そのうち主

要なものを次のとおりお知らせいたします。詳しくは、こちらをご覧ください。 

 

１ パスポート手数料     ２ 各種証明書の発給手数料  

  １０年パスポート（２０歳以上）:１９３ドル   在留証明:１４ドル 

  ５年パスポート（１２歳以上）:１３３ドル   署名証明:５４ドル（官公署関係）又は２０ドル（その他） 

  ５年パスポート（１２歳未満）:７２ドル   出生・婚姻・死亡等身分事項証明:１４ドル 

  記載事項変更パスポート:７２ドル    自動車運転免許証の翻訳証明:２５ドル 

  査証欄の増補:３０ドル     翻訳証明:５３ドル  

この4-5か月の間にアカネは幼児から子供へと変わっていったように思う。オ

ムツがはずれ、プリスクールに通い出し、卒乳して、昼寝をしなくなっ

た。1歳の誕生日の頃、「あかねのあのね」には「気が付けば海は凪

ぎ、船は移り住んだこの土地にしっかり碇を降ろしていた。もうしばら

くは波に身をまかせて揺ら揺らと、アカネの眼差しを見つめていた

い」というようなことを書いた。だが、私もそろそろ錆びついた碇を上

げ、動き出す時が来ているように感じている。とりあえずは錆を落と

すことから・・・春。始まりの季節だ。もうしばらく育児備忘録は続ける

つもりだが、これまでのように毎月ではなくなるだろう。そして、さくら

通信も来月から隔月発行で、装いもリニューアルの予定である。 

＜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 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  

『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.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_fees.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 

http://www.shop.com/VictoriaCanada
mailto:ma.victoria@live.ca
http://www.uminamifarm.com/
http://www.mossstreetmarket.com/
mailto:uminamifarm@gmail.com

