
 10月以降のイベント予定 

 

 10/19(水) p.m. 1 - 

    VJFS理事会＠岡田知子宅（3901 Lexington Ave.） 

 

 

    10/22(土) 10 a.m.-4 p.m. 

    第17回 日系文化祭@Esquimalt Recreation Centre 

 

 

    10/27(木) p.m.1 -  

    さとう式リンパ腺体操＠岡田知子宅（3901 Lexington Ave.） 

 

 

    10/6 (木) に予定していた散歩の会は中止 

    となりました。 

 

 

 

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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9月 手作りの会 クリスマスケーキ作り 
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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] 

9月22日、月例の手作りの会に参加した。今月の

テーマはクリスマスケーキ。バークレー正美さんのご

指導の下、参加者の皆さんとケーキ作りの仕込みに

入った。仕込みとは言っても、ケーキに使われる材料

は準備をして頂いた上に、ドライフルーツにワインを前

もって浸ける工程も前段階で準備して頂いたので、当

日はケーキの生地作りからその他材料を混ぜ合わせ

る工程を行った。正美さんが長年、毎年恒例で焼いて

きたというクリスマスケーキは、去年も友好協会の手

作りの会で実施されているとのこと。昨年は日本に帰

国していた関係で参加できなかったので、今年は参加

することができ、大変うれしかった。 

私はタイからカナダに移り住んで、まだ２年目なの

で、このようなカナダの伝統的な事を、もっと実際に経

験していきながら学びたいと思っている。日ごろから、

お菓子作りは時間を見つけては色々なものに挑戦し

てはいるが、まだ経験の浅い私が、毎回お菓子を焼く

中で一つ、感じてきたことがある。それは、お菓子作り

はレシピの内容によって、その結果が大きく左右する

ということである。ウェブサイトなどで気軽に手に入る

レシピでも、単に選ぶのではなく、最近ではレシピの

内容をよく吟味してから選ぶことにしている。昔ながら

の伝統的なクリスマスケーキを、長年にわたって作っ

てきた方から、作り方そして大切なレシピを教わること

が出来たのは、焼き菓子好きの私にとっては、有意義

なことである。 

今回、焼きあがったケーキは3か月（最低1か月）と

いう時間をかけて熟成されて、クリスマスの時期にお

いしい状態になると正美さんが教えてくださった。この

ケーキ作りで驚いたことは、ドライフルーツの量だっ

た。最終的に生地を混ぜ合わせていく中で、生地より

もドライフルーツの量が圧倒的に多かった。出来上

がったばかりのケーキの表面は、今まで見たことのあ

るクリスマスケーキというよりも、どちらかと言えばパ

ウンドケーキなどの焼き菓子のように見えた。初め

は、3か月も前に作る意味をよく理解していなかった私

だが、今回作ってみてクリスマスまで熟成させる意味

がよく分かった。少しづつブランディを含み、時間をか

けてしっとりとしたクリスマスケーキに変化するのだ

なぁと考えながら、12月に食べるのが今から待ち遠し

い。頂いたレシピを見ながら是非また自分でも作って

みたいと思う。（記＆写真：滝沢百子） 



 

花火 
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「パッと咲いた花火は綺麗だな！空いっぱいに広がって…」県内最後のI市の花火が先日終わりました。

オラが村の花火は県内最初の7月15日頃に開催されますので約2ヶ月 各地の花火が楽しむことが出来ま

す。一般には河川敷や海、湖での花火大会が多いのですが、オラが村のそれは「田園花火」といって田

畑ど真ん中での打ち上げとなっているのです。1万発だとか2万発だとか言われますが、打ち上げ花火は

カウント出来ますが、スターマインは数え切れません。遠くで見物する花火とTVの実況放送ほどつまら

ないものはありません。パッと咲いて数秒後にドーンと聞こえても面白くありません。腹に響く音を感

じながら見物するのが醍醐味です。経費は？百万円、？千万円？掛かるそうですが、桜の花見同様、日

本人的美意識が秘められているのですねぇ。 

 日本人で初めてエベレスト登頂を果たした植村直己は、明大山岳部OBですがその山岳部のレジェンド

があります。当時新入部員を「シゴキ」で歓迎するのが流行っていました。冒頭の「パッと咲いた花火

は…」の歌を上級生が「よし!!」と言うまで延々と唄い、踊り続けるのです。東京農業大学ワンダー

フォーゲル部の死のシゴキ事件があってから社会問題となり、その後、馬鹿馬鹿しい伝統は影を潜めま

した。植村はアラスカのマッキンレーで行方不明となりました。我が友人のYとSも同じ山で遭難死しま

した。平成元年のことでした。（記：好岳） 

ダンカン市平和公園式典に参列して 

 ダンカン（Duncan）はビクトリアから北上すること50キロに位置し、美しい渓谷に囲まれています。第二次

世界大戦前、このカウチン渓谷（Cowichan Valley）一帯に発展した日本人社会がありました。カウチン湖

（Lake Cowichan）に向かう途中にあるパルディ（Paldi）には、BC州産業でもトップクラスの木材会社があ

り、多くの日系人家族が居住していました。ダンカン市中心街でも日系家族が野菜を作り、青果市場に出荷し

ていました。残念な事に、真珠湾攻撃後に人種間の緊張が一気に高まり、おおよそ400人の日系家族がこの地

区から出されました。パルディからは104人、ダンカンか

ら113人、ヒルクレスト（Hillcrest）から40人が、シュメ

イナス（Chemainus）から船で連行されバンクーバーに向

かいました。当時の戦争特別法によって、日系人は西海岸

から500キロ離れた辺鄙な場所に移動収容させられたので

す。この突然の日系人の喪失は住民にとって拭うことがで

きない記憶となりました。ダンカンではビクトリア同様に

日系人の差別排斥が激しかったようです。 

 この平和公園は、日系人の地域への貢献と人種差別の悲

劇を記憶に留める記念とするものです。9月23日の式典に

は、当時の日系住人が招待され、バンクーバーの岡井総領

事も参列しスピーチをされました。記念碑が披露された

後、ミュージアムでThey Were Just Goneの特別展示レセ

プションがありました。これは9月24日から10月29日まで

の期間Cowichan Valley Museumで展示されています。

（記：岡田知子、写真：洋子Currie） 
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三重から愛知に入り、名古屋に着いたところで「あんかけスパゲッ

ティ」を食べました。（蓋をあけた写真でないためわかりづらくごめんな

さい。） 

名古屋というと、ひつまぶし、名古屋コーチンや鶏のから揚げ、味噌

カツなどがすぐに思い浮かびます。僕でも知ってるぐらいですから、有

名です。ただ探していたのはもっと地元色の強いB級グルメ。「ご当地」

ものとして、その地域の人たちに食べられていて、他の地域に行った

ら見かけないもの。名古屋のB 級グルメで調べて見つけたのがあん

かけスパゲッティでした。 

初めは「スパゲッティにあんかけ？どんなものなんだ？？？」 と思

いました。麺にあんをかけて食べるものだと、中華料理のメニューにあ

る「あんかけ焼きそば」を思い浮かべます。かた焼きそばに、海鮮あん

がかかっている、あのパリパリとした麺とあんが絶妙な食べ物です。で

もスパゲッティはパリパリしてないし、それに合わせるあんはどうなっ

ているのか。実際に見てみると、具にウィンナーやタマネギ、ピーマン

が入っていて、トマトをベースにした赤いソースをかけたものでした。ソースは、あんだけあって少しとろみもあります

し、味は辛みも少しあります。スパゲッティですが、僕はフォークを使わずにお箸でずるずると食べました。味はおい

しいです。食べ物としてはレストランで食べるというより、ファストフードに近い感じです。名古屋では、喫茶店などで

出しているところも多く、某カレー・チェーン店は愛知県を中心にあんかけスパゲッティのお店を展開していて、東京

にも店舗を構えていますお弁当として買うと、ソースとスパゲティが分かれて入っていて、カレーと同じ感じです。多く

のお店で、麺の量が選べたり、ソースはカレー味、などと細かく自分好みに合わせてオーダーできます。名古屋めし

の代表とも言われているようです。 

この時ふと思い出したが、岡山県高梁市のインディアン・トマト焼

きそばです。（写真：おかやま旅ネットより） 

こちらも最初に聞いた時は「インディアンのトマト？？えっ？どう

ゆうこと？高梁市ってインドのどこかと姉妹都市にでもなってい

るの？」と思いました。詳しく聞いてみたところ、高梁市内の小学

校給食で人気のメニューだったカレー味の「インディアン焼きそ

ば」（カレー味だからインディアンと名付けられた）をベースに、高

梁名産のトマトを加えて作ったものだそうです。学校給食で食べ

ていたので、高梁で育った人にとっては思い出の味なんですね。スパイシーで地元の人に馴染みのある味。あんか

けスパゲッティに通じるものがありました。 

それにしてもB級グルメって、麺類が多いです。素早く調理出来て、すぐに食べられるもの・・・となると麺になるので

しょうか。たしかに、自転車であちこち旅をしていた時は、ユースホステルのキッチンで、茹でたスパゲッティと、野菜

を炒めたものを混ぜて、塩コショウと

らーめんの粉末ソースで味付けして

よく食べていました。今でも懐かしく

なります。（記：安部良） 

 

晴れ男！日本縦断おかやまPR（その24） 

 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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 乳幼児の子育てには、「ヒトってすごいなぁ」と思うこと

が多々ある。「子供ってすごいな」を飛び越して生物とし

てのヒトのすごさに驚嘆する。 

 

 アカネは最近、「これ、何？」から「○○って何？」とい

うような質問をするようになった。例えば「空って何？」と

いうような質問だ。こちらは、頭を悩ませ、「空は今アカ

ネちゃんの頭の上にあるね。今日は水色だ。雲が浮か

んでる。飛行機も鳥さんも飛んでる。雨が降ったり虹が

出たりもするね。」というような受け答えをする。何？の

質問に手っ取り早く答えるにはRealia・実物を利用する

のがよいというのは、初級外国語教育の基本である。で

も、アカネは実物を見て「何？」と聞いてくるのだ。アカネ

にとっては単に言葉をひっくり返して遊んでいるだけな

のかもしれないが、こちらの受け答えが、アカネのもの

に関する理解を深めたり、発話の発展につながったり、

物事の仕組みを覚えたりするのに貢献するのは目に見

えている。このやりとりには私も時々頭を抱えてしまう。

そして、この先にはきっと「何で？どうして？」が待ってい

る。さらに、その後には「木はどうして木って言うの？」

「雲はどうやって作ったの？」「犬って名前は誰が付けた

の？」というような超難題が待ち構えている。こういった

言葉の発達は脳にとっくにプログラミングされていて、体

と心の成長に合わせ、その子にとって、その月齢にとっ

て絶妙なタイミングで発せられるのだ。ここにヒトの凄さ

を感じずにはいられない。 

 

 乳幼児の子育てには、一日に何度も“Life is beauti-

ful.”という瞬間が訪れる。その美しさに、私は呆けて、

「この一瞬が永遠に続けばいいのに」と思ってしまう。 

 

 例えばアカネは月を観察するのが好きで、「おつきさ

ま、今日は半分こだね」というようなことを言って、月に

手を伸ばし、「あ、届いた届いた。とれたよ。ほら、マミー

見て。どうぞ、半分こ」と両手を大事そうに広げてくれ

る。月は手に届く距離にあり、手のひらに乗る大きさで、

誰かと半分こしたから今日は半月なのだという、あふれ

んばかりの想像力と表現力に思わずうっとりしてしまう。

わかっている。美しい理由はそれが継続しない瞬時のも

のだからでもあるのだと。 

あかねのあのね 

 子供を持つようになるまで、こんなに澄んだ時を持った

ことがあっただろうかと思いを巡らした。強いて例えるな

ら、それは大自然の中に身を佇ませた時とほんの少し似

ていた。ブリティッシュ・コロンビア州内陸部のアルパイン

山脈の登山中、山道を抜けた後に高山と空を映し出した

鏡のような湖に、どちらが本物なのかわからないほど圧

倒された時。アイルランド西部の海底岩が今は山になっ

て残るバレン高原で、何者かに見られている気がして振

り返った先に見えた、たくまし気な野生のヤギの群衆と目

があった時。スコットランドはハイランドで尾根歩きをした

際に、乾いた砂漠のような地表の間にうごめくような無数

の湖たちを見降ろした時。人は自分の理解を超えた自然

の美しさを目にすると、恐怖を覚え、ただそこにひれ伏す

しかない。 

 

 でも、森林限界域に行かなくとも、地球を半周しなくと

も、尾根を10時間歩き続けなくとも、日常生活の中にも

ビューティフル・モーメントはいくらでもある。いや、むしろ

そこにこそ見出すべきなのだろう。 

 

 なのに、私たちは、この先に大きな幸せが待ってるに違

いないと幻を追いかける。驚きと美しさの一瞬は、日常の

忙しなさに、絶え間ない欲望の中に、消えていってしま

う。 

 

 そうならないように、私はこうして時々立ち止まり、書き

記す。 

 

 だから、私はこの

育児賛歌をやめられ

ないでいる。（一部、

「アカネ賛歌」じゃな

いかという声が聴こ

えてきそうだが）同士

で同志のママたちへ

のこの応援歌をとめ

られないでいる。 

（記：髙井MacLean

若菜） 



 

 ビクトリアのサポート・ジャパン・がんばれ日本2011グループとビクトリア大学・アジア太平洋イニシアチブ

協賛で日系カナダ人映画製作者リンダ・オオハマ氏（おばあちゃんのガーデン、2001年）と特別ゲストをお呼び

してオオハマ氏の新作映画「東北の新月」 の鑑賞会を行います。 

この映画は東北での2011年の地震、津波そして原子力事故のあとの愛、生き延びること、そして日本の伝統に関

する感動の物語です。2年半にわたり宮城、岩手、そして福島の海辺の村々で撮影されたこの映画は日系カナダ

人の映画製作者そして震災に影響を受けた日本の人々の癒やしの旅を描きます。 

 リンダさんとともに、岩手の海辺の街、大槌の被災者のササキ・カナコさん、セラさん親子も当日お見えにな

ります。  

 

2016年 10月6日（木曜日）2:30 pmより  

2:15 pm      Cinecenta （シネセンタ), Student Union Building, ビクトリア大学 

           開場 入場料$5（現金のみ) 学生無料 (寄付は有難く受け付けます)     

     

2:30 pm      エドワーズ聡美さんによる箏の演奏  

        開場の挨拶 ゲスト紹介 

 

2:45 pm      「東北の新月」鑑賞 97分 字幕付き 

   

4:30 pm     リンダさん、カナコさん、セラさんへの質疑応答。リンダさんの次の映画のプロデューサー、

ナガオ・ミツノリさんも参加されます 

 

5:00 pm  閉会の挨拶                  (英語版映画内容をゆかりPeerlessが和訳) 
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 在バンクーバー日本国総領事館より補欠選挙に伴う在外選挙の実施について のお知らせ 

 

平成２８年１０月執行衆議院小選挙区選出議員補欠選挙 

（東京都第１０区及び福岡県第６区) 

 

平成２８年９月１６日 
 

 衆議院東京都第１０区及び福岡県第６区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は，以下のとお

りです。 

在外選挙人名簿登録の申請手続きについて知りたい方はこちら 
  

１．補欠選挙の対象区 

● 衆議院東京都第１０区：豊島区，練馬区（第９区に属しない区域） 

● 衆議院福岡県第 ６区：久留米市，大川市，小郡市，うきは市，三井郡，三潴郡 

「東北の新月」上映前リンダ・オオハマ監督と会食イベントのお知らせ 

 

12:00 pm     リンダ・オオハマ監督とゲストの皆さんとの会食＠Golden City Chinese Restaurant 

             セット・メニュー 25ドル（チップ＆税金込） 

    お席に限りがあります。参加希望の方は10月3日までにマイク・アベ   

    mkabe2011@gmail.comまでご連絡ください。その際に食べ物アレルギー、ベジタリアン 

    希望などのある場合はお伝えください。 

       

1:30 pm     ビクトリア大学に向けて出発 

 

上映会場ではぜひSupport Japan 2011 Gambare Nippon Tシャツをご着用ください。皆様の参加をお

待ちしています。 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
mailto:mkabe2011@gmail.com
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前頁の続き  

 

３．在外選挙の日程 

  ○ 告示日：平成２８年１０月１１日（火） （予定） 

  ○ 在外公館投票日：平成２８年１０月１２日（水） （予定） 

○ 日本国内の投票日：平成２８年１０月２３日（日） （予定） 

 

４．投票方法  

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票すること

ができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら（インターネット広報の場合はリンク設定。） 

（http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html） 

 

 在外公館投票   

投票日時：１０月１２日（水）午前９時３０分から午後５時まで （予定） 

投票場所：在バンクーバー日本国総領事館 

     地図：http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/about_us_j/map_j.htm 

在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び領事事務所など 

在外公館投票を実施する公館：こちらをご覧ください 

持参すべき書類：（１）在外選挙人証 （２）旅券等の身分証明書 

 

 郵便等投票    

（１）上記１．に記載されている市区町村のうち，ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の

委員長に対して，直接，投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してくだ

さい。請求用紙は，在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか，こちらから

ダウンロードしてください。 

（２）投票用紙が送られてきたら，補欠選挙の告示日の翌日（１０月１２日の予定）以降に，投票用紙

に投票する候補者名を記入して，上記選挙管理委員会の委員長へ郵送（国際宅配便送付）してく

ださい。 

（３）国内投票日の１０月２３日（日）の投票所が閉じられる時刻（原則午後８時）までに，投票所に到

着するよう，登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので，注意してください。 

 

 日本国内における投票    

 在外選挙期間中に一時帰国する場合や，帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間（転入

届提出後３か月間）は，登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で，在外選挙人

証を提示して投票することができます。詳しくは，登録先の各市区町村選挙管理委員会にお尋ねく

ださい。 

以上 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/about_us_j/map_j.htm
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
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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。 

 一昨年の冬は風邪と胃腸炎とインフルエンザで体調を崩しっぱなしだった。去年の冬は9月

新学期が始まるとともに公の場でアカネが風邪をひっきりなしに拾ってきて、アカネ→私→夫

のループを毎月延々と繰り返した。加えてたびたび乳腺炎も患った。今年はびくびくしながら

秋を迎えたのだが、9月はアカネが鼻かぜをひいた程度で10月に突入。はたして、これから風

邪の嵐の日々が待っているのか・・・。 

＜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
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

