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マジシャンが教える
明日から使える手品教室

。

T h e S o u t h S u r r ey an d
W h i t e R o ck A r t S o ci et y

The South Surrey and White Rock Art
全く手品をやった事がない方のための入門レッ
スンです。日用品がマジックの道具に！身の回り Society presents their 2017 Annual Fall Art
のものを使った手品の紹介。手品ってテクニッ
Show and Sale. Over 60 Artists - Hundreds
クや練習が必要なんでしょ？と思っている方も
of original artworks in a variety of media
安心ください。１から丁寧に解説し、その場で
and styles. Free Parking, Free Admission,
すぐ実践できる手品を紹介していきます。
Live Music. Saturday, October 14th and
もちろん難しいテクニックなど必要なし！
Sunday, October 15th 9:00 am to 5:00 pm.
新しい趣味として手品を始めましょ !
South Surrey Recreation and Arts Centre,
わからないところはわかるまでしっかりと教えま
14601-20th Avenue, Surrey, BC. For more
すので安心してください！
information please visit www.artsociety.ca
このレッスンで得られるもの :
・手品の演じ方・手品の見せ方・ちょっとした
日加ヘルス座談会のご案内
心理学・手品の雑学。
9 月座談会のお知らせです。今月はガーリック
手品の指導手順として :
康子さんをお招きし、
「認知症を患っている方
１ 最初は覚えてもらう手品を見せます
への対応」についてお話していただきます。ご
２ 手品の演技の解説
家族や友達が認知症を患っている方々も多くい
３ 実際にシミュレーションを行います。
らっしゃると思いますが、どんな風に認知症の
＜定員＞ : 10 名 申し込みは：604-777-0000
方に対応したらいいのかわからないことも多々
info@nikkeiplace.org
あると思います。認知症に関するコミュニティー
Level 1：
（9 月30日、11 月25日）
LESSON 1： 輪ゴム、ストロー等で上記を自 レベルの啓蒙活動を続けているガーリックさん
照します。マジシャンの事典に“大きな動きは と共に対応の仕方を学び合いましょう。
日時：9 月28日（木曜日）午後７時より午後９
小さな動きををかくす”と書かれています。
時まで（６時５０分までには入館してください。
LESSON 2： 割り箸とサイコロで上記を解説
７時から７時 20 分のマインドフルネスをしてい
します。
る間は入室できませんのでご了承ください。
）
Level 2：
（12 月2日）第１Workshop の復習。 予定：7:00〜7:20マインドフルネス: 7:20〜8:45
マジシャンは応用心理学と常識の裏技を使い 「認知症を患っている方への対応」
手品を行います。
場所：Raven Song Mental Health Centre,
LESSON 3：コイン手品。
Room B3 (2450 Ontario St, Vancouver/
LESSON 4 : トランプ手品。
W8th と Ontario St.) 無料駐車場あり。お申
山下 Workshop Coordinator:
込みをいただき次第駐車場案内差し上げます。
http://webarts3000.magix.net/public
話し手プロフィール : ガーリック康子
2004 年よりカナダ在住。本職はフリーランス
第７回定期チャリティーコンサート
の翻訳／通訳者。通訳は、主に医療および司
法通訳。校正者、ライター、日英チューター
２０１７
としても活動。 昨年より、日系コミュニティー
日時：2017 年 11 月 5 日（日）午後 2 時から
での認知症の正しい知識の普及・啓発活動を
場所：West Point Grey United Church (4595
始める。２人のパートナーと共に、非営利団
West 8th Avenue Vancouver)
体「日本語認知症サポート協会（Japanese
出演登録料：$15
Dementia Support Association) ）を運営。
連絡先：singmonster@googlemail.com
持参するもの：マイカップ（お茶、お茶菓子が
出演登録料やチケット代からのベネフィットは
でますので、資源節約のためマイカップをご持
全額寄付されます。
参ください。
）会費： 無料 ゲスト歓迎（ゲスト
今年も低所得家庭の子供達に音楽を学ぶ機会
参加は初回のみ。その後の参加はご入会くださ
を無料で提供するサラマクラクランスクールオ
い）
。いい機会ですので、お友達をお誘い合わ
ブミュージックに寄付するための第 7 回ファン
せの上、お越しください。お申込み連絡先：お
ドレイジングコンサート開催に向け現在出演者 申込み、ご質問は office@nikkahealth.org ま
で。参加ご希望の方は必ず事前申し込みをし
を募集中です。皆さまのご応募をお待ちしてお
てください。
ります。

バンクーバー広島クラブ
年次総会・懇親会のお知らせ

無料ファイナンシャルワークショップ

お子様をお持ちの方へ、知っててお得な無料
ファイナンシャルワークショップのお知らせで
す。子供手当の全面改正！& 学資積み立て
の追加点など、沢山の新情報をお伝えします。
皆様どうぞお気軽にご参加ください！
「もっと知って活用しよう！子育て＠カナダを
応援！子供のお金、無料ワークショップ」を開
催！カナダで子育て真っ最中の方なら、知っ
てて絶対お得なファイナンシャルお役立ち情
報が一杯です。
例 :・カナダの子ども手当について
・将来の教育資金の増やし方
・政府のアップデート情報、などなど！
もうすでに、学資積み立て口座を持っている
方には、お持ちのプランを知る、見直す、良
いチャンスです。まだ持っていない方には、
今後口座を開設する時に役立つ知識をご紹介
名のない歌声喫茶からのお知らせ
します。場所 : メトロタウンモール隣接のオ
フィスビル、メトロタワー２
『少年時代』と言う井上陽水の歌を御存知で
）
しょうか？もう２７年前に発表された素晴らし （申込予約の際に詳しい場所をお伝えします。
日時 :10 月 8 日（日）10:00 開始
い歌なのですが、歌詞は、こうです。
夏が過ぎ 風あざみ 誰のあこがれにさまよ （会場 9：50、およそ 2 時間ほどを予定。
）お申
う 青空に残された 私の心は、夏模様
し込み : 山下りえ 778-322-0798（携帯、日本
もし、あなたがこの歌を口ずさむ事が出来る
語テキスト OK）又は伊藤ちか 778-319-4649
ならば、是非とも、10 月の我々の歌声喫茶に （携帯、日本語テキスト OK）までお気軽に。
ご参加下さい。10 月の第二土曜日 14 日です。
我々の会は、前田多枝さんのピアノの伴奏に
いっこく堂＆緒川 集人
合わせ、童謡から、小学校唱歌、懐かしの青
『夢のコラボレーション』
春歌、オペラ、カンツォーネ、民謡、流行歌、
ポピュラーソング、新しい歌、英語の歌、等、 ノースアメリカツアー 2017 バンクーバー公
色々な歌を、２時間半の間に、28 曲ほど歌っ
演世界 18 カ国 30 都市を巡り、その国の言
ています。また、歌声喫茶は、カラオケとは
語で公演を行い、世界中のファンを驚愕させ
違い、皆さん、ご一緒に歌を歌います。そし
魅了したスーパー腹話術師『いっこく堂』が
て歌を一緒に楽しむのです。健康にも、
そして、 2003 年、2004 年、2005 年、2014 年 に 引
心身にも良く、皆さんお気軽に、お越し下さ
き続き、芸能生活 35 周年を記念して 2017
い。特に男性の参加者を、
願っています。また、 年に第５回目のアメリカ公演ツアーを開催い
お茶を用意していますので、それぞれに、マ
たします。2006 年ヨーロッパ公演、2007 年
イカップのご持参をお願いします。
のブラジル公演、ハワイ公演でも共演し、マ
日時：10 月 14 日（土曜日）午後 2 時より 4
ジシャンオブザイヤー（マジシャンの世界一
時半まで。場所：日系センター（かえでルー
を決める世界大会）を 5 回も獲得した LA 在
ム）6688Southoaks Crescent Burnaby ス
住の緒川 集人氏と海を越えた夢の共演が皆
カイトレインのエドモンド駅で降りられ、メト
様をアッと驚かせ、魅了するエンターテイメ
ロタウン行きのバス #106 番に乗ってキング
ントショーとなります。9 月 29 日（金）18 時
ズウェーのスパーリングアベニューで降りて
半開場 19Coast Coal Harbor Hotel
下さい。日系センターの建物の前で、バスは
SS 席（指定席）
：$105
停まります。参加費：10 ドル（但し、初めて
A 席（自由席）
：一般料金 :$70
の方は５ドルです。歌集は 10ドルです。
）
バンクーバー新報にてチケット販売しています。
２時から始めますので、出来るだけお早目にお
詳細は V-2 ページをご覧下さい。
越し下さい。詳しくは、いのこしひろみ 604604-431-6848 / info@vshinpo.com
435-3404 または、前田多枝 604-986-9586
まで、お電話ください。
カープ 2 年連続優勝おめでとう！！
バンクーバー広島クラブより 2017 年・年次
総会及び昼食懇親会開催をお知らせします。
会員及びご家族の皆様、広島とご縁のある方
やお友達をお誘いの上ぜひご参加下さい。
日時：2017 年 10 月 22 日（日曜日）
正午 〜 午後２時
会 場：Pink Pearl Chinese Restaurant,
Special Dining Room
1132 East Hastings Street, Vancouver
会費：１人 30ドル（食事代、会費を含む）
連絡先：電話 604-255-0159（山城）
604-617-4627（本間）
E メール van.hiroshimaclub@gmail.com
＊参加希望の方は、必ず事前にお知らせください。
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日系文化センター・博物館
からのお知らせ
日系文化センター・博物館 ニュース
6688 Southoaks Cres. Burnaby BC V5E 4M7
Tel: 604.777.7000 Fax: 604.777.7001
Email: info@nikkeiplace.org
Web: www.nikkeiplace.org
日系センター 開館時間：
火曜〜金曜 午前 10 時〜午後 9 時 30 分
（オフィス：午前 9 時 30 分〜午後 5 時）
土曜 午前 9 時〜午後 4 時 30 分
（オフィス：午前 9 時〜午後 4 時 30 分）
日曜 午前 10 時〜午後 5 時
＊尚、
日曜日はプログラム・イベントのお申込みと
支払いはお受けできませんのでご了承下さい。
日系博物館 開館時間：
火曜〜日曜 午前 11 時〜午後 5 時
月曜、祝日は休館
ルームレンタルを是非ご利用下さい
日系センターでは、イベントホール、ロビー、
大小各種の部屋を結婚式、パーティー、コン
サート、ミーティング、セミナー、レッスンな
どリーズナブルな料金で貸出しています。詳
細は www.nikkeiplace.org/rentals/ もしくは
604.777.7000 ext101、までお問い合わせく
ださい。
◆展示◆
ヘイスティングス公園 1942
午後 1 時〜４時
PNE Livestock Barn, Hastings Park
2017 年９月 30 日
入場料：寄付制。事前にオンラインでご予
約ください。http://centre.nikkeiplace.org/
hastingspark1942/
パブリックプログラム
Reclaiming Movement: Body movement
workshop
タダ・ホズミ
2017 年 10 月７日（土）午後２時〜４時
私達の身体は私達が住む世界を表します。こ
の体動矯正の入門講座では、よりよい体内バ
ランスと身の周りに起こっていることへの気づ
きをもたらす、しなやかな回復力を得る練習
として呼吸や身体の動きを学びます。この講
座は身体指向療法のセラピスト、タダ・ホズ
ミの、気功などのアジアの身体的鍛錬から応
用した訓練法の試みから発想を得ています。

「日本（人）の問題」演劇パフォーマンス＆アー
ティスト質疑応答
2017 年 10 月 15 日（日）午後２時〜３時半
上演後、伝統的な舞台、語り、構成といった
要素を使ったこの体験的パフォーマンスを造
る舞台裏を学びましょう。
絆：過去〜現在〜未来、
日系カナダ人コミュニティへの追悼
ヨリコ・ギラードによるヘアカット・パフォーマンス
2017 年 10 月 28 日（土）午後１時〜４時
ヘアカットのライブパフォーマンスと共に、信
頼、語り、喪失、奪取といったテーマについ
て考えます。このプロジェクトの参加者は日
系カナダ人収容所にかかわる家族の歴史を持
つ方々です。
「日本（人）の問題」
演劇パフォーマンス＆コミュニティ交流会
ヘイスティングスパーク記念＆教育委員会との
共催 2017 年 11月16日（木）午後７時〜９時
魂との会話：
ライティングワークショップシリーズ
ジェフ・タナカ
2017 年 11 月 25 日（土）と 11 月 26 日（日）
時間未定
すべての展示プログラムは寄付制です。プロ
グラムは英語です。詳細はウェブサイトで。
centre.nikkeiplace.org/hastingspark1942
スペースに限りがあります。事前予約をお
勧めします。オンラインで登録またはメー
ルか電話でお申し込みください。intern@
nikkeiplace.org | 604.777.7000 ext 113
日系人の歴史の保存にご協力ください
博物館では以下の品々のご寄付を募っていま
す。 戦時中の登録証、その他の寄付に関して
も是非お問い合わせください。コレクション・
マネージャーのリサ・ウエダまで。
luyeda@nikkeiplace.org 6047777000
ext 140
チャールズ門田リサーチセンターに
お越しください
火曜から土曜までリファレンスライブラリーに
お越しいただくか、オンラインのデータベース
（www.nikkeimuseum.org）をご覧ください。
研究者は火曜日から金曜日までの午前 11 時〜
午後５時までの間にご予約ください。ご連絡は
604-777-7000（リサまたはリンダ）まで。戦後
補償特別委員会 (Adhoc Redress Committee)
のご協力に感謝します。

■常設展■
「体験：1877 年からの日系カナダ人」
2 階 入場無料
ミュージアムショップ：新商品
竹トンボ、コマ、紙ふうせん
小説 After The Bloom レスリー・下高原著
日系古本屋さん
営業時間：水〜金曜日 午後１時〜午後５時
土曜日 午前 10 時〜午後３時
毎回のブックセールで、皆様にご好評いただい
ていましたのでこの度「日系古本屋さん」をオー
プンすることになりました。
※日系センターにて、週末イベントが開催され
る場合は、イベントに合わせて営業いたします。
注目のプログラム お申し込み：
604.777.7000 / info@nikkeiplace.org
施設使用料（５％）導入のお知らせ
今年で日系センター開館以来 16 年が経過し、
施設の老朽化が見受けられます。施設の保全
改良の費用を捻出する為、プログラム費の値上
げが必要です。皆様のご理解とご協力をお願い
いたします。
日系センターウェブサイトにて、さまざまな特
別イベント・プログラムなどの詳細をご覧くだ
さい！！ (www.nikkeiplace.org)
日系文化センター・博物館をサポートする方法
ご自身またはご家族や親しい方へ当協会のメン
バーシップを購入する。ボランティアに参加す
る。申込み：centre.nikkeiplace.org/volunteer
博物館ギフトショップでお買い物をする。
今後開催される募金イベントに参加する。パー
ティー、会議、特別なイベントの会場として日
系プレースを利用する。栄の木や日系プレース
募金に寄付をする。ご寄付に関する詳細は、日
系プレース基金にお問い合わせ下さい。
TEL：604.777.2122
または gi f t s@nik k e ip l a c e.o r g
庄司蛍乃佳（しょうじ・ほのか）
ファンドレイジング・コンサート
スティーブストン在住の蛍乃佳ちゃんは、自
閉症の弟を持つ高校生です。プロのハープ奏
者になり、弟をサポートしていきたいという彼
女の夢を叶えるため、今回、メキシコ世界大
会出場への旅費支援ファンドレイジング・コ
ンサートを開催する運びとなりました。彼女
の夢を叶える大きな一歩となるようお導きく
ださいませんでしょうか。
蛍乃佳ちゃんサポーター有志一同
http://honokaharp.com
コンサートの詳細は Part2 の 5 ページのポス
ター広告をご覧下さい！

古本市、フードフェア＆
ワークショップ開催のお知らせ
日時：10 月14，15日（土、日）
午前 10 時〜午後 4 時 場所：日系センター
6688 Southoaks Crescent, Burnaby
(Kingsway & Sperling)
604.777.7000|www.nikkeiplace.org
日本の文庫、まんが、英語の本などを多数取り
揃えています。
読書の秋！この機会を利用して、手にしたことの
無い本や DVD 等を楽しんでみるのはいかがで
しょうか。バンクーバーでは手に入りにくい日本
の本が買えるチャンスをお見逃しなく！今回も
フードフェアとワークショップを同時開催！フー
ドフェアでは、たこ焼き、クレープやラーメン
等の日本食を楽しめます。ワークショップでは、
お子様から大人まで楽しめるワークショップも
ご用意しております。書道の先生による書道体
験教室、指圧・針の先生による東洋医学に関し
てのレクチャー、そして、前回のブックセール
で好評だった、経験豊富な日本語の先生による
ランゲージエクスチェンジアクティビティを開
催致します。この機会に日本文化を体験してみ
るのはいかがでしょうか。その他、キッズゾー
ンではお子さんが楽しめるような秋にちなんだ
クラフト企画を予定しています。
年齢問わず楽しめる古本市、フードフェア＆
ワークショップへご家族、お友達とご一緒にぜ
ひお越しください！
！みなさんのお越しを心より
お待ちしています。
日系センターは、様々なプログラムやイベント、
展示会を通して、日系カナダ人の歴史や日本の
文化・芸術を人々に紹介し知っていただく事を
使命とする非営利組織です。
空手やダンス、そろばんなど週 30 以上のプロ
グラムを提供している他、年間を通じて子供か
らシニアまで幅広い年齢層の方々が楽しめる多
彩な特別イベントを開催しています。
日系センターで催されるお祭りやその他のイ
ベント、プログラムに関するお問い合わせは
www.nikkeiplace.org にアクセスいただくか、
604.777.7000 までご連絡下さい。
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ISS からのお知らせ

サレー日本語学校

*General English コース
毎週月曜日入学可能
月曜日から木曜日 9:30am 〜 12:00pm
（パートタイム・6 週間） ＄495
月曜日〜木曜日 9:30am 〜 3:00pm
（フルタイム・6 週間） ＄990
移民 / 市民権保有者：パートタイム：＄300
フルタイム：＄600
*TESOL Diploma コース
月曜日〜金曜日（9 月25日〜 11 月17日までの
8 週間）9:00am 〜 12:00pm ＄1280
ディスカウント中！
キャリアコーププログラム
ISS ではキャリアコーププログラムの申し込み
ができます。ディプロマの取得とさらにワーク
ビザの取得が可能です。
*ISS の TESOL Diploma コ ー ス は TESL
Canada に認可されたコースです。卒業生は
TESL Canada Membership にアプライすること
ができ、必要条件を満たせばカナダでも英語
を教えることができます。
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Visit or contact: The Immigrant Services
Society of BC
#601-333 Terminal Avenue, Vancouver
Phone: 604-684-2325
email: info@LCC.issbc.org
http:/ / www.Lcc.issbc.org

サレー日本語学校で日本語を学びませんか？
一年を通して日本文化を体験出来るイベントも
多いので楽しく学習出来ます！お子様一人一人
の年齢や環境を配慮した日本語教育です。
2 歳児クラス（予約制 ドロップイン）
         （水）午後 5 時〜 6 時
幼児科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
小学科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
午後 6 時 35 分〜 8 時
成人クラス（水）午後 6 時 35 分〜 8 時
＊詳細はホームページをご覧ください
http://surreyjls.weebly.com
見学ご希望の方はメール (surreyjls@gmail.
com) か電話（604-583-6874 岡本）にて。
＜教師募集＞
サレー日本語学校では幼児科担当の日本語教
師を募集しています。こちらで暮らす子どもた
ちやカナダ人に日本語を教えてみませんか？
場所：Guilford Park Secondary School
（夕方から教室を借りています）
時間：毎週水曜日午後 5 時〜 8 時 幼児科クラ
ス、小学科、大人クラス / 資格：永住権、就業
ビザ保持者で長く働いていただける方 / 日本の
教員免許保持者または教師経験のある方。通
常授業のほか、クリスマス会、新年会、運動会、
お月見など楽しいイベントもあります。サレー日
本語学校 http://surreyjls.weebly.com/
メール (surreyjls@gmail.com) か電話（604583-6874 岡本）
にてご応募お待ちしております。

BC 州認可こどものくにからのお知らせ
幼児に適するようにしっかりと考えて造られた、
明るく温かく清潔な空間で、子どもたちは毎日
楽しく遊んでいます。2017 年 9 月からの新園
児受付を開始しました。新年度から保育時間が
４時間になり、より充実した保育が可能になり
ました。TEL：604-254-2551（芳賀）
●「こどものくに」は、施設の広さ、莫大な規
定の教材、登降園時の安全性、保育士資格な
どの全ての基準を満たし、BC 州認可の日本語
環境プリスクール、デイケアです。
●デイケアは、ダウンタウンにも近くて、働く
親に便利な場所です。
●プリスクールは、幼児期に本当に必要な事は
何かをじっくり考え、情緒豊かな子どもに育て
る事を保育目標にしています。豊富な教材、園
庭、大ホール、改築し新しくなった教室など贅
沢なスペースを是非見にきてください。

バンクーバー日本語学校並びに
日系人会館（VJLS-JH）からのお知らせ
場所：487 Alexander St. Vancouver（ガスタ
ウンの近く）
Tel: 604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjls-jh.com
Website: www.vjls-jh.com
＜お願い＞
本団体は、お手伝いをしてくださるボランティア
の方を求めています。子どもに携わるお手伝い、
図書の整理、イベントの手伝い、日本文化紹介日
のお手伝い、清掃、郵送ラベル貼りなど、年齢、
性別、短期、長期に関わらずたくさんの仕事が
あります。是非、皆様のお力をお貸しください。
お願い致します。お問い合わせ：604-254-2551
佐藤伝、英子記念図書館（VJLS-JH）からの
お知らせ
本校関係者以外の多くのコミュニティーの方々
にもご利用いただいています。皆様のご好意で
寄せられた 3 万 6 千冊以上の蔵書、小説、専

門書から漫画まで種類も豊富です。小さいお
子さん連れで一緒に童話や絵本を探し、親子
のふれあいを楽しむ場としても活用されていま
す。コミュニティーのための図書館です。どな
たでも会員になれますので是非お越しくださ
い。
（年間会費＄20）
新しい本がたくさん入りました。皆様のおかげ
と感謝しています。また、寄付しても良いと思
われる本がございましたら、お電話でご連絡く
ださい。どうぞ宜しくお願い致します。
クラブ紹介
空手：オープン道場バンクーバー
活動目的 :
１、オープン道場は、より良い人生を送るツー
ルとして武道を推奨します。武道の練習を通じ
てセルフディフェンスやフィットネス以上の恩
恵があると確信しています。生徒のみなさんに
武道が実生活にも応用でき得ることを体感して
もらうことが目標です。
２、下記問題もカリキュラムに含みます。
●いじめ防止（暴言や暴力に対しての護身）
●健康維持（食事制限と健康志向）
●ネット上のいじめ防止（ネット社会での自覚
と護身）
３、他人を思いやり、皆と協調し、互いに尊敬
しあう環境をつくり、それぞれが試練を乗り越
えて成長していけるよう応援します。
練習時間 : 子どもクラス
火曜日 6PM 〜 7PM and
日曜日 9:30AM 〜 11AM
成人クラス :
火曜日 and 木曜日 7:30PM 〜 9PM
●日曜の午前中はファミリークラスです。お子
さんとご両親が楽しく、フレンドリーで元気よく
学べます。●６歳以上のお子様が対象
お問い合せ先 :
Web: www.TheOpenDojo.com
Email: sorin@theopendojo.com
Phone: 604-346-7973
本団体で、弓道、剣道、合気道、空手、書道
などの教室が行われています。本団体の会員
に限らずどなたでも参加できます。学校（604254-2551）までお問い合わせください。
＜安いレント料で楽しい集いを＞
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館で
は、格安のレント料でコミュニティーの皆様に
スペースを貸し出しています。多目的に使用で
きる部屋がたくさんありますので是非一度見学
に来てください。
5 階 ･･･ 素晴らしい眺めの 40 人〜 50 人用の部屋
3･4 階 ････10 人〜 70 人の集会用の部屋
１階 ･･････ 大ホールは、コンサート、講演会、県

人会、結婚式、お子さんの誕生日パーティー用
にも適しています。
＊本団体の教室を使って、あなたの趣味、才能
を生かして教室を開いてみませんか。お問い合
わせをお待ちしています。＊ご予約・お問い合
わせは、E メールでお願い致します。

バンクーバー日本語学校（VJLS）
からのお知らせ
9 月9日（土）に入学・始業式を行い新学年度
が始まりました。本校では、クラスに入ってボ
ランティアでお手伝いをしてくださる方を求め
ております。楽しみながら日本語で子どもたち
に接してみませんか。ご連絡をお待ちしており
ます。
電話：604-254-2551E メール：principal@
vjls-jh.com
成人クラス 10 週コース次回は、2017 年 10 月
3日からです。9 月30日で、申し込み受付を終
了しますので、お申し込みはお早目にお願い致
します。
●小学科は、日本語力の向上、基本的学習態度
の習得などを目指し３時間授業で行っています。
色々な科目も取り入れ、楽しい授業となってい
ます。生徒達は、明るい教室、広いホール、図
書館など、最適な環境で伸び伸びと学んでいま
す。生徒会、奨学金制度など VJLS はたくさん
の特色を持つ教育の場です。創立 111 年の伝
統を誇るこの学校で勉強をしてみませんか。
●キンダークラス、小学科、基礎科（家庭で日
本語を話さない環境の子ども）
、アダルトクラス、
ハイスクールコースがあります。
●日本語能力試験対策コースも要望に応じて
開設します。また、目的に応じて学習をする
チュータリングもあります。お電話でお問合せ
ください。
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
電話：604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: v jls@v jls-jh.com
Website: www.v jls-jh.com

日系聖公会聖十字教会より集会案内
＊日曜日午前 10 時〜 11 時半
日英バイリンガル礼拝
礼拝後昼食会があり日本語・英語での親睦の
時間があります。
＊火曜日午前 11 時〜 12 時
Japanese bible class for beginner
12 時より昼食会及び親睦の時間（日・英語）
午後 1 時〜 2 時：英語による聖書を読む会
4580 Walden St. Vancouver
(Main と 30th Ave. one block East)
お問合せ：604-618-6491
イム holycrossjc@gmail.com
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ISS からのお知らせ

サレー日本語学校

*General English コース
毎週月曜日入学可能
月曜日から木曜日 9:30am 〜 12:00pm
（パートタイム・6 週間） ＄495
月曜日〜木曜日 9:30am 〜 3:00pm
（フルタイム・6 週間） ＄990
移民 / 市民権保有者：パートタイム：＄300
フルタイム：＄600
*TESOL Diploma コース
月曜日〜金曜日（9 月25日〜 11 月17日までの
8 週間）9:00am 〜 12:00pm ＄1280
ディスカウント中！
キャリアコーププログラム
ISS ではキャリアコーププログラムの申し込み
ができます。ディプロマの取得とさらにワーク
ビザの取得が可能です。
*ISS の TESOL Diploma コ ー ス は TESL
Canada に認可されたコースです。卒業生は
TESL Canada Membership にアプライすること
ができ、必要条件を満たせばカナダでも英語
を教えることができます。
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Visit or contact: The Immigrant Services
Society of BC
#601-333 Terminal Avenue, Vancouver
Phone: 604-684-2325
email: info@LCC.issbc.org
http:/ / www.Lcc.issbc.org

サレー日本語学校で日本語を学びませんか？
一年を通して日本文化を体験出来るイベントも
多いので楽しく学習出来ます！お子様一人一人
の年齢や環境を配慮した日本語教育です。
2 歳児クラス（予約制 ドロップイン）
         （水）午後 5 時〜 6 時
幼児科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
小学科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
午後 6 時 35 分〜 8 時
成人クラス（水）午後 6 時 35 分〜 8 時
＊詳細はホームページをご覧ください
http://surreyjls.weebly.com
見学ご希望の方はメール (surreyjls@gmail.
com) か電話（604-583-6874 岡本）にて。
＜教師募集＞
サレー日本語学校では幼児科担当の日本語教
師を募集しています。こちらで暮らす子どもた
ちやカナダ人に日本語を教えてみませんか？
場所：Guilford Park Secondary School
（夕方から教室を借りています）
時間：毎週水曜日午後 5 時〜 8 時 幼児科クラ
ス、小学科、大人クラス / 資格：永住権、就業
ビザ保持者で長く働いていただける方 / 日本の
教員免許保持者または教師経験のある方。通
常授業のほか、クリスマス会、新年会、運動会、
お月見など楽しいイベントもあります。サレー日
本語学校 http://surreyjls.weebly.com/
メール (surreyjls@gmail.com) か電話（604583-6874 岡本）
にてご応募お待ちしております。

BC 州認可こどものくにからのお知らせ
幼児に適するようにしっかりと考えて造られた、
明るく温かく清潔な空間で、子どもたちは毎日
楽しく遊んでいます。2017 年 9 月からの新園
児受付を開始しました。新年度から保育時間が
４時間になり、より充実した保育が可能になり
ました。TEL：604-254-2551（芳賀）
●「こどものくに」は、施設の広さ、莫大な規
定の教材、登降園時の安全性、保育士資格な
どの全ての基準を満たし、BC 州認可の日本語
環境プリスクール、デイケアです。
●デイケアは、ダウンタウンにも近くて、働く
親に便利な場所です。
●プリスクールは、幼児期に本当に必要な事は
何かをじっくり考え、情緒豊かな子どもに育て
る事を保育目標にしています。豊富な教材、園
庭、大ホール、改築し新しくなった教室など贅
沢なスペースを是非見にきてください。

バンクーバー日本語学校並びに
日系人会館（VJLS-JH）からのお知らせ
場所：487 Alexander St. Vancouver（ガスタ
ウンの近く）
Tel: 604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjls-jh.com
Website: www.vjls-jh.com
＜お願い＞
本団体は、お手伝いをしてくださるボランティア
の方を求めています。子どもに携わるお手伝い、
図書の整理、イベントの手伝い、日本文化紹介日
のお手伝い、清掃、郵送ラベル貼りなど、年齢、
性別、短期、長期に関わらずたくさんの仕事が
あります。是非、皆様のお力をお貸しください。
お願い致します。お問い合わせ：604-254-2551
佐藤伝、英子記念図書館（VJLS-JH）からの
お知らせ
本校関係者以外の多くのコミュニティーの方々
にもご利用いただいています。皆様のご好意で
寄せられた 3 万 6 千冊以上の蔵書、小説、専

門書から漫画まで種類も豊富です。小さいお
子さん連れで一緒に童話や絵本を探し、親子
のふれあいを楽しむ場としても活用されていま
す。コミュニティーのための図書館です。どな
たでも会員になれますので是非お越しくださ
い。
（年間会費＄20）
新しい本がたくさん入りました。皆様のおかげ
と感謝しています。また、寄付しても良いと思
われる本がございましたら、お電話でご連絡く
ださい。どうぞ宜しくお願い致します。
クラブ紹介
空手：オープン道場バンクーバー
活動目的 :
１、オープン道場は、より良い人生を送るツー
ルとして武道を推奨します。武道の練習を通じ
てセルフディフェンスやフィットネス以上の恩
恵があると確信しています。生徒のみなさんに
武道が実生活にも応用でき得ることを体感して
もらうことが目標です。
２、下記問題もカリキュラムに含みます。
●いじめ防止（暴言や暴力に対しての護身）
●健康維持（食事制限と健康志向）
●ネット上のいじめ防止（ネット社会での自覚
と護身）
３、他人を思いやり、皆と協調し、互いに尊敬
しあう環境をつくり、それぞれが試練を乗り越
えて成長していけるよう応援します。
練習時間 : 子どもクラス
火曜日 6PM 〜 7PM and
日曜日 9:30AM 〜 11AM
成人クラス :
火曜日 and 木曜日 7:30PM 〜 9PM
●日曜の午前中はファミリークラスです。お子
さんとご両親が楽しく、フレンドリーで元気よく
学べます。●６歳以上のお子様が対象
お問い合せ先 :
Web: www.TheOpenDojo.com
Email: sorin@theopendojo.com
Phone: 604-346-7973
本団体で、弓道、剣道、合気道、空手、書道
などの教室が行われています。本団体の会員
に限らずどなたでも参加できます。学校（604254-2551）までお問い合わせください。
＜安いレント料で楽しい集いを＞
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館で
は、格安のレント料でコミュニティーの皆様に
スペースを貸し出しています。多目的に使用で
きる部屋がたくさんありますので是非一度見学
に来てください。
5 階 ･･･ 素晴らしい眺めの 40 人〜 50 人用の部屋
3･4 階 ････10 人〜 70 人の集会用の部屋
１階 ･･････ 大ホールは、コンサート、講演会、県

人会、結婚式、お子さんの誕生日パーティー用
にも適しています。
＊本団体の教室を使って、あなたの趣味、才能
を生かして教室を開いてみませんか。お問い合
わせをお待ちしています。＊ご予約・お問い合
わせは、E メールでお願い致します。

バンクーバー日本語学校（VJLS）
からのお知らせ
9 月9日（土）に入学・始業式を行い新学年度
が始まりました。本校では、クラスに入ってボ
ランティアでお手伝いをしてくださる方を求め
ております。楽しみながら日本語で子どもたち
に接してみませんか。ご連絡をお待ちしており
ます。
電話：604-254-2551E メール：principal@
vjls-jh.com
成人クラス 10 週コース次回は、2017 年 10 月
3日からです。9 月30日で、申し込み受付を終
了しますので、お申し込みはお早目にお願い致
します。
●小学科は、日本語力の向上、基本的学習態度
の習得などを目指し３時間授業で行っています。
色々な科目も取り入れ、楽しい授業となってい
ます。生徒達は、明るい教室、広いホール、図
書館など、最適な環境で伸び伸びと学んでいま
す。生徒会、奨学金制度など VJLS はたくさん
の特色を持つ教育の場です。創立 111 年の伝
統を誇るこの学校で勉強をしてみませんか。
●キンダークラス、小学科、基礎科（家庭で日
本語を話さない環境の子ども）
、アダルトクラス、
ハイスクールコースがあります。
●日本語能力試験対策コースも要望に応じて
開設します。また、目的に応じて学習をする
チュータリングもあります。お電話でお問合せ
ください。
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
電話：604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: v jls@v jls-jh.com
Website: www.v jls-jh.com

日系聖公会聖十字教会より集会案内
＊日曜日午前 10 時〜 11 時半
日英バイリンガル礼拝
礼拝後昼食会があり日本語・英語での親睦の
時間があります。
＊火曜日午前 11 時〜 12 時
Japanese bible class for beginner
12 時より昼食会及び親睦の時間（日・英語）
午後 1 時〜 2 時：英語による聖書を読む会
4580 Walden St. Vancouver
(Main と 30th Ave. one block East)
お問合せ：604-618-6491
イム holycrossjc@gmail.com
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リッジメドウズ日本語学校
生徒及び教員募集のお知らせ
リッジメドウズ日本語学校では、幼稚科（３歳
〜 5 歳）および小学科（レベル A,B,C）の生
徒を随時募集しています。
当学校は主にピットメドウズ、メープルリッジ地
域の家庭で日本語を話す子供達を対象に、日
本語での読み書きを中心に週 1 回の日本語教
育を行っています。 経験豊富な日本語教師の
もと、日本の文化や教材を取り入れた授業で楽
しく日本語を学んでみませんか？なお、アシス
タントボランティア、教員も同時に募集してい
ます。場所：メープルリッジ （バンクーバーダ
ウンタウンより車で約１時間）
日時：毎週火曜日 4 時〜 6 時
お問い合わせ：778-836-3989（知里）
E-mail:info@rmjlc.ca
隣組からのお知らせ
101-42 West 8th Avenue, Vancouver, BC V5Y 1M7
Tel: 604-687-2172/E-mail: info@tonarigumi.ca
ウェブサイト : www.tonarigumi.ca
開館時間：月〜金 午前 9 時〜午後 4 時半
※ 10 月 9 日（月）は Thanksgiving Day の
ため隣組は休館となります。
隣組の情報はウェブサイトでご覧いただけます。
隣組ウェブサイト www.tonarigumi.ca では、
隣組の歴史から現在の活動の様子、プログラ
ムやサービスやイベントなどの情報がご覧い
ただけます。また、隣組の Facebook ページ
（https://www.facebook.com/tonarigumi）に
「いいね！」をすると、最新情報を手に入れる
ことが出来ます。Facebook ページは隣組の
ウェブサイトからもアクセスできます。
半年会員様募集中
7 月 4 日（火）より半年会員様の受付を開始
しております。
半年会 員様 適 用期間：2017 年 7 月 4 日〜
2017 年 12 月 31日
会費：20ドル
会員特典：各プログラム会員料金適用、図書・
DVD 貸し出し、会員様参加無料プログラム、
お誕生会へのご招待（3 ヶ月毎、
年 4 回開催）
、
シニアクリスマスパーティーへのご招待、隣
組プログラムガイドのお受け取り（郵送又は
Email）
、隣組理事会の理事・役員への立候補
資格及び投票権
詳細は隣組まで：604-687-2172
隣組スパルーム
（隣組メンバー様又はボランティア様限定）
フェーシャル、
フットケアー、
指圧セラピー、
サー

ビスご利用ご希望の方は 604-368-8413（リエ）
または隣組までご連絡ください（完全予約制）
転倒防止エクササイズ
転倒・骨折予防の為のエクササイズです。初
めての方もお気軽にご参加ください。
9 月 14 日〜 12 月 14 日（木曜日 全 14 回）
午前 10:00 〜 11:00
一括料金：会員 56ドル・非会員 70ドル
途中参加 1 回分料金：会員 6ドル・非会員 8
ドル。登録済みドロップイン可・トライアル可
定員：10 名
チェアーヨガ＆護身術
前半は椅子に座ってのリラックスヨガで身体
をほぐします。後半は護身術で筋肉を鍛えま
す。9 月21日〜11月30日
（木曜日 全 10 回）
午後 1:00 〜 1:45 ※ 10 月 26 日（木）はお
休みです。一括料金：会員 40 ドル・非会員
50 ドル途中参加一回料金：会員 6ドル・非会
員 8ドル 定員：8 名
メディテーション 〜今に集中し身体のバラン
スを整える〜
ガイダンスに従い意識を自分の中に向け、呼
吸法で身体や脳を活性化させながら行うメ
ディテーションです。
ストレス解消にもお勧め。
初めての方もお気軽にご参加ください。
10 月 2 日、11 月 6 日、20 日、27 日、12 月 4
日（月曜日 全 8 回） 午前 10:00 〜 11:30
一括料金：会員 32ドル・非会員 40ドル
途中参加1回分料金：会員5ドル・非会員7ドル
登録済ドロップイン可・トライアル可 定員：8 名
パソコン質問セミナー
パソコン初心者で何から始めればよいか分から
ない、色々ある機能をうまく使いこなせない、な
どといった方々を対象にした、実用的なパソコン
の使い方を学ぶセミナーです。
10 月30日、11 月 27日（月曜日全 3 回）午後
12:30 〜 2:00 一括料金：会員 15ドル・非会員
18ドル途中参加１回分料金：会員７ドル・非会
員９ドル。登録済ドロップイン可・トライアル可
定員：8 名
シニアライフセミナー
月一度の割合で皆様にお届けしています。こ
のセミナーはシニアの生活に密着したサービ
スの情報を提供するのが目的です。
食べ物と老化の深い関係
食べ物がいかに老化と深い結び付きを持って
いるかについて学びます。
9 月 29 日（金）午後 1:30 〜 3:00
参加費：会員無料・非会員 8ドル
隣組ガーデンクラブ・ワークショップ〜日本
野菜とハーブを使った料理を学ぶ〜
このワークショップでは簡単なレシピで作ら
れた美味しい料理を試食しながら日本の秋野
菜について学びます。皆さん気軽にご参加く

ださい。10 月 14 日（土）午後 1:00 〜 3:30
参加費：無料
隣組ガーデンクラブ・ワークショップ〜日本
野菜をモチーフにしたスタンプ作り〜
このワークショップでは日本でお馴染みの野
菜をモチーフにしたスタンプを作成します。
出来上がったスタンプを使いオリジナルの
カードなどを作ってみませんか？
必要な材料はすべてご用意致しますので気軽
にご参加ください。
第 1 回：10 月 10 日（火）午後 1:00 〜 3:30
第 2 回：10 月 21日（土）午後 1:00 〜 3:30
参加費：ドーネーション
ボランティア募集中
下記のボランティアにご興味のある方、ま
たボランティアの詳細につきましては、隣組
（604-687-2172）または www.tonarigumi.ca
までお問い合わせください。
ランチ配達ボランティアドライバー
毎週水曜日バンクーバー地域のシニアにラン
チを配達してくださる方。
オフィス事務ボランティア
隣組オフィスにて、受付と簡単なコンピュー
ター作業等をしていただけるボランティアの
方を募集しております。10 時から 2 時の間。
コンピューターの知識がない方でも、こちらで
簡単な作業はお教えいたします。
ランチプログラム
水曜、金曜に提供しているランチプログラム
のお手伝い、朝 9 時頃から午後 1 時頃まで準
備から片づけまでお願いできる方。
訪問・電話友だちボランティア
主に日本語による交流を必要とされているシ
ニアを訪問したり、電話で会話をしていただ
ける方。604-687-2172 または services@
tonarigumi.ca までご連絡ください。
ガーデンクラブボランティア募集
コミュニティガーデンでの野菜栽培の計画や
管理に興味のある方。604-687-2172 、または
services@tonarigumi.ca までご連絡ください。
リサイクルしています !!
隣組 New-To-You Collections Club
隣組リサイクル倶楽部「New-To-You」に、
着物や浴衣と宝石、ギフトアイテムやクラフ
ト用品に食器など、ご寄付いただいた品物は
ファンドレイジングや隣組常設のギフトショッ
プで有難くリサイクルさせていただいており
ます。ご寄付のお問合わせはタサカ・キッコ
まで。 (604) 736-3182
バザーに向けてご寄付お願い致します！
11 月 4 日（土）開催予定のバザーに向けてご
寄付頂けるお着物、和風小物、ジュエリーな

どの品物を承っております。その他当日販売
できる焼き菓子やパンなどのベーキンググッ
ズやジャムなどの保存食品なども承っており
ます。ご寄付頂いた品物はファンドレイジン
グの為に有難く利用させて頂きます。詳しく
は隣組：604-687-2172
コミュニティサービスのご案内 ＊要予約
・Meals on Wheels（外出が困難なシニアの
ための食事配達）
・ボランティアによる訪問や電話友だちサービ
ス（日本語でのお話し相手の必要な方のご自
宅訪問、電話での会話）
・各種手続きのアシスタントは、ご家族のいな
い方に限らせていただきます。
・専門医や公的機関への同行に関しては、2
週間前に予約を入れている方のみとさせてい
ただきます。
・隣組医療通訳サービス（有料）
・介護士リスト（日本語を話す介護士をお探し
の方はご連絡ください）
認知症の方を支える家族の会
毎月第 2 水曜日 午後 1 時 30 分〜 3 時
この会の対象者は認知症の方の介護を行って
いるご家族の方、日本に認知症のご家族をお
持ちの方です。
＊事前に必ずお申込ください。
介護士リスト
（日本語を話す介護士をお探しの方）
隣組では、カナダまたは日本で介護士または
看護師として働いた経験のある方のリストが
あります。介護士探しの依頼を受けましたら、
隣組のリストに載っている介護士の方々へ隣
組から一斉にメールで連絡をします。その後、
その介護の仕事に興味がある介護士から直接
依頼者に連絡していただきます。
尚、隣組ではこれら介護士の審査や仲介は一
切行いません。介護士の選択の全責任は依頼
者の皆様にお願いいただきます。詳細に関し
ては、隣組までご連絡ください。
隣組でのサービスは、ご家族・親戚のいらっ
しゃらない方、また、ご家族がバンクーバー
市近郊以外にお住まいの方、緊急または深刻
な状況の方を優先とさせていただきますこと
をご了承ください。コミュニティサービスに関
してのご相談は予約制になっております。各
サービスについての詳細は隣組までお問い合
わせください。
イベント、プログラム、ワークショップのお申
し込み、お問い合わせは、隣組までご来館ま
たはお電話でお願いします。
電話：604-687-2172 住所：101-42 W. 8th
Ave., Vancouver（月〜金 午前 9 時〜午後
4 時半）

•• ＜ V-9 ＞

グラッドストーン日本語学園のお知らせ
1971 年創立の学園では、2 歳児から高等科ま
で一貫した日本語教育を行っています。
「生徒
への愛情と教育への情熱」を持って、楽しく授
業をしています。
付属幼稚園（2 歳児にこにこ広場）
毎週火・木・金曜日
午後 12 時 15 分〜午後 1 時 15 分
付属幼稚園（3 歳児クラス）
毎週火・木・金曜日
午前 10 時〜午後 12 時
付属幼稚園（4 歳児クラス）
毎週火・木・金曜日
午前 10 時〜午後 12 時
付属幼稚園（5 歳児クラス）
毎週火・木曜日
午後 4 時〜午後 5 時 30 分
/ 毎週土曜日
午後 12 時 20 分〜午後 1 時 50 分
基礎科幼稚園（3・4・5 歳児対象）
毎週金曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
毎週土曜日午後 2 時〜午後 4 時
基礎科小学科以上
毎週水曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
/ 午後 5 時 40 分〜午後 7 時 10 分
毎週土曜日午後 12 時 20 分〜午後 1 時
50 分 / 午後 2 時〜午後 3 時 30 分
2017 年度生徒募集受付中
2・3・4 歳児…火・木・金曜日/ 空席あり
5 歳児…土曜日/ 空席あり
基礎幼稚園 3・4・5 歳児…金曜日/ 空席あり
小学科〜高等科への編入生随時募集中
★公益財団法人認定日本漢字能力検定会場
（年 2 回）
★教員急募：教員免許所持者・就労ビザ所有者
●幼稚園科のボランティア随時募集中です。所
在地：270-6688 Southoaks Cres.,Burnaby
（日系センター 2 階）604-515-0980
バンクーバー日系人合同教会バザーご案内
もみじプリスクールと共催（ジーザスバプテスト
教会とカトレヤコーラス協力）
日時：9月30日（土）午前11時より午後２時まで。
場所：4010 Victoria Drive, Vancouver（ビクトリア
通りとＥ．23の角）おうどん、おまんじゅう、おす
し、スイーツ、クラフト、ガラクタ市など、など

MOM 出産準備クラス
10 月コース参加者募集
＊9 月24 日
（日）
日曜礼拝
（午前 11 時から正午） 10 月コース（出産予定 2017 年 12 月以降の
讃美歌：
「夜を守る月に今や代わりて」
「恵みの
方対象）このコースは 10/12、10/26、11/2、
光は」
「いさおなき我を」聖書：新約 ローマの 11/9 で終了予定です。
（仮日程と成なります）
信徒への手紙 10 章 5 〜 13 節 日曜礼拝で賛
ＭＯＭの出産準備教室は、日本語で妊娠、出
美し、祈り、聖書のメッセージを聞いて、心に
産、育児の基礎知識を学ぶ集まりです。また、
安らぎと潤い、希望を与えられ、一週間を始め
国際結婚家庭のご主人やご家族にも十分に理
ましょう
解して協力していただくために、英語の同時
＊秋のバザー：9 月30日（土）午前 11 時〜午
通訳者も用意していますから、日本語がわか
後2時
らない方も安心してご参加ください。
教会住所：4010 Victoria Dr. Vancouver
出産準備教室は全 4 講義で構成。参加者は
（最寄り駅：スカイトレインの Commercial出産後の日本人看護婦による産後訪問指導と
Broadway 駅か、Nanaimo 駅）
母乳マッサージを割引料金で受けることもで
教会電話：604-874-7014
（ウエブサイトは http://www.vjuc.org/FBも） きます。出産準備教室には参加していない方
でも産後訪問指導だけを別途受けることも可
スティーブストン仏教会からの
能です。( 別途お問い合わせください）
お知らせ
コース定員 6 組 午後 6 時 30 分集合、
6 時 45 分開始〜 9 時 45 分終了
【映画上映会：東北の新月】
日系３世の映画監督リンダ・オオハマさんが、 参加費用全 4 回講義
参加費用＄150 産後訪問指導 1 回つき＄200
東日本大震災の復興支援のため制作。昨年の
クラスは 2 ヶ月ごとに新コースがスタートしま
バンクーバー国際映画祭をはじめ各国の映画
祭で好評を博し、約１年ぶりにバンクーバーで
す。日程は別途お尋ねください。
の再上映となりました。上映後、リンダ・オオ
クラス会場 Vancouver 日系合同教会
ハマさんのトークあり。
4010 Victoria Dr. Vancouver
日時：９月22日（金曜日）午後７時開演
MOM Family support
入場料：ドネーションをお願いします。
お申し込み、お問い合わせは
20ドル以上の寄付で、映画の DVD 進呈。
E-mail：momwestcanada@hotmail.com
場所：スティーブストン仏教会
バンクーバー日系人福音教会
4360 Garry St. Richmond
からのご案内
無料駐車場あり
問合わせ：604-277-2323
・教会オープンハウス
info@steveston-temple.ca
9 月 23日（土）午後 1 時〜 3 時
【世界へ羽ばたけ！ハープ・コンサート】
教会って何をしているところだろう？？クリスチャ
世界で活躍するハープ奏者になって、自閉症
の弟をサポートしたいと願う庄司蛍乃佳（ほ ンってどんな人たち？？夢と希望をもってカナダ
のか）
ちゃん。キワニス音楽祭で優勝するなど、 に来たけど、なかなか友達ができない…。英語
を話す機会がない…などなどの思いに答える
夢に向かって着実に進む 16 歳の彼女の世界
！カ
大会（カナダ、
メキシコ）出場を支援するため、 オープンハウスです。ぜひ来てみて下さい！
ナダで一番多く日本人の集まる教会の若者たち
ファンドレージング・コンサートを開きます。
が主催する Open House！
！どなたでも大歓迎
（詳細は『honoka』
『harp』で検索）
です！
！
日時：９月 30 日（土曜日）
＊教会では英会話クラブや中高生のイベント、
午後１時半開場、２時開演
ワーホリ＆留学生のイベント、子育てママさん
入場料：20ドル以上のドネーション。
の集まりなど、
様々なイベントが行われています。
（12 歳未満は 10ドル以上）
場所：スティーブストン仏教会
ぜひお問い合わせください。
4360 Garry St. Richmond
バンクーバー日系人福音教会
無料駐車場あり
425-11th Street, New Westminster, BC
問合わせ：604-241-1248（たかこ）
V3N 4T1 / 604-521-7737
SBTTakarajima@gmail.com
vjgc@telus.net / www.jpgsopelchurch.com

バンクーバー日系人合同教会 日語部

UBC 日本研究センター
セミナーのご案内
◯満州への移民と日本
日本からの満州への移民政策の背後にはどのよ
うな事情があったのか
講師 Christopher Craig 教授（東北大学）
日時 2017 年 9 月26日 火曜日
午後 12 時 30 分から1時 30 分まで
場所 C.K. Choi Building room 351 入場無料
◯福島原子力発電所事故とソーシャル・メディア
福島会津大学の学生は福島原子力発電所事故を
どう捉えたのか。ソーシャル・メディアを言語分
析する。講師 Sender Dovchin 教授（会津大学）
日時 2017 年 9 月28日 木曜日
午後 12 時 30 分から2 時まで
場所 C.K. Choi Building room 351 入場無料
◯魔術と近代
講師 Chris Go-Jones 教授（ビクトリア大学）
日時 2017 年 9 月28日 木曜日
午後 4 時から午後 5 時 30 分まで
場所 C.K. Choi Building room120 入場無料
◯明治 150 周年記念セミナー：現代日本と天皇
現在の憲法のもとでは「象徴」としての地位を
有する天皇。生前退位をめぐる議論を通して、
この天皇制の歴史を振り返る。
講師 Ken Ruoff 教授（ポートランド州立大学）
日時 2017 年 9 月29日 金曜日
午後 1時から午後 2 時 30 分まで
場所 C.K. Choi Building room120 入場無料
◯道徳的人格と市民
アジアの社会は、市民のあるべき姿としてどのよ
うな道徳的人格像を想定していたのか。
講師 Apache W. Shipper 教授（ジョージタウン
大学）
日時 2017 年 9 月29日
4 時から5 時 30 分まで。
場所 C.K. Choi Building room120 入場無料
◯明治 150 周年記念事業リセプション
日本研究所では、今年明治 150 周年を記念した
様々な行事を予定しています。その第１回目の行
事としてのセミナーに合わせ、リセプションを予
定しています。どなたでもご参加ください。
日時 2017 年 9 月29日 金曜日
午後 5 時 30 分から。
場所 C.K. Choi Building １階ラウンジ 入場無料
どなたでもお誘い合わせのうえどうぞ。
詳しくはホームページをご覧ください。
http://cjr.iar.ubc.ca

