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お参りください。
活動目的 :
Tozenji / 209 Jackson St. Coquitlam
１、オープン道場は、より良い人生を送るツー
604-939-7749
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
海上自衛隊
武道が実生活にも応用でき得ることを体感して
平成 29 年度遠洋練習航海
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。
海上幕僚監部は、海上自衛隊による平成 29
●いじめ防止（暴言や暴力に対しての護身）
年度遠洋練習航海を実施することを発表しま
●健康維持（食事制限と健康志向）
した。カナダのバンクーバーには練習艦「か
●ネット上のいじめ防止（ネット社会での自覚 しま」
、
護衛艦「はるさめ」が訪問する予定です。
と護身）
（海上自衛隊プレスリリースより）
３、他人を思いやり、皆と協調し、互いに尊敬
■期間
しあう環境をつくり、それぞれが試練を乗り越
平成 29 年５月 22 日（月）〜 11 月１日（水）
えて成長していけるよう応援します。
（164 日間）
練習時間 : 子どもクラス
■訪問予定国（８カ国、13 寄港地）
火曜日 6PM 〜 7PM and
アメリカ合衆国（パールハーバー、サンディ
日曜日 9:30AM 〜 11AM
エゴ、ニューポート、フォートローダデール、
成人クラス :
アンカレッジ）
、メキシコ合衆国（チアパス、
火曜日 and 木曜日 7:30PM 〜 9PM
マンサニージョ）
、キューバ共和国（ハバナ）
、
●日曜の午前中はファミリークラスです。お子
チリ共和国（バルパライソ）
、エクアドル共和
さんとご両親が楽しく、フレンドリーで元気よく 国（グアヤキル）
、カナダ（バンクーバー）
、
学べます。●６歳以上のお子様が対象
ロシア連邦（ウラジオストク）
、大韓民国（ピョ
お問い合せ先 :
ンテク）
Web: www.TheOpenDojo.com
■バンクーバー（カナダ）訪問予定日
Email: sorin@theopendojo.com
9 月 16 日（土）〜 20 日（水）
Phone: 604-346-7973
本団体で、弓道、剣道、合気道、空手、書道
仏教のお盆まいりと
などの教室が行われています。本団体の会員
盆踊りのお知らせ
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。
8 月 9 日（水）
＜安いレント料で楽しい集いを＞
午後 2 時 お盆法要 / 午後 3 時 盆踊り
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館で 日系プレース（6688 Southoaks Crescent,
は、格安のレント料でコミュニティーの皆様に
Burnaby, BC）にて、お盆法要を勤めます。
スペースを貸し出しています。多目的に使用で
読経の後で日本語・英語での法話 がります。
きる部屋がたくさんありますので是非一度見学
お参りの後では、日本の 夏の風物詩である、
に来てください。
盆踊りも行われます。一般の方に向けた参拝
5 階 ･･･ 素晴らしい眺めの 40 人〜 50 人用の部屋
となりますので、どなたでも法要に参拝、盆
3･4 階 ････10 人〜 70 人の集会用の部屋
踊りに参加できます。事前受付は必要ありま
１階 ･･････ 大ホールは、コンサート、講演会、県
せんので、当日日系プレースへ直接 お越し下
人会、結婚式、お子さんの誕生日パーティー用 さい。参拝には故人の法名・過去帳・位牌等
にも適しています。
をお持ちくださっても構いません。
＊本団体の教室を使って、あなたの趣味、才能 （問い合わせ）
を生かして教室を開いてみませんか。お問い合
バンクーバー仏教会・青木先生
わせをお待ちしています。＊ご予約・お問い合
(604) 253-7033 / rev.aoki@gmail.com
わせは、E メールでお願い致します。
キツラノショーボート
r en t al@v jls - jh.c om
日系フラダンスチーム ワイレレワイワイ、キ
東漸寺お盆参りのお知らせ
ツラノショーボート出演のお知らせ
7 月 28 日（金）7:00pm 〜無料、自由席。
８月 15 日 火曜日 夜 8 時〜 10 時
キツラノプール隣の野外舞台、キツラノショー
先祖供養、初盆のお参り、その他別回向
ボートに出演します。
この時間帯でいつでもご都合の良い時間に

入室できませんのでご了承ください。
）
予定：7：00 〜 7：15 マインドフルネス
7：15 〜 8：45「認知症と脳トレ」
場所：Raven Song Mental Health Centre,
Room B3 (2450 Ontario St, Vancouver/
W 8th と Ontario St.) 無料駐車場あり。お申込
みをいただき次第駐車場案内差し上げます。
いっこく堂＆緒川 集人
持参するもの：マイカップ（お茶、お茶菓子が
『夢のコラボレーション』
でますので、資源節約のためマイカップをご持
参ください。
）
ノースアメリカツアー 2017 バンクーバー公演
会費： 無料 ゲスト歓迎（ゲスト参加は初回のみ
世界 18 カ国 30 都市を巡り、その国の言語で
その後の参加はご入会ください）
。いい機会です
公演を行い、世界中のファンを驚愕させ魅了し
お友達をお誘い合わせの上、
お越しください。
たスーパー腹話術師『いっこく堂』が 2003 年、 ので、
申し込み連絡先：お申し込み、ご質問
2004 年、2005 年、2014 年に引き続き、芸
o ff i c e @n i k k a h e a l t h . o r g
能生活 35 周年を記念して 2017 年に第５回目
電話連絡は 604-833-0266 まで。参加ご希望
のアメリカ公演ツアーを開催いたします。2006
年ヨーロッパ公演、2007 年のブラジル公演、 の方は必ず事前申し込みをしてください。
ハワイ公演でも共演し、マジシャンオブザイ
スミ ガーデンツアー 2017
ヤー（マジシャンの世界一を決める世界大会）
を 5 回も獲得した LA 在住の緒川 集人氏と海
主催：バンクーバーガーデナーズ協会
を越えた夢の共演が皆様をアッと驚かせ、魅了 日時：8 月 13 日（日）8 時〜 4 時
するエンターテイメントショーとなります。
ツアー参加費 : ＄60（昼食込）
9 月29日（金）18 時開場 19 時開演
詳細・お申し込み：
Coast Coal Harbor Hotel
w w w. v a n j a p a n g a r d e n e r s . c o m
SS 席（指定席）
：$105
お問い合わせ：お電話：604-439-0348
A 席（自由席）
：一般料金 :$70
月、水、金 9 時〜 2 時
→早割料金 :$65(8 月 31 日まで )
Email：vancouvervjga@gmail.com
バンクーバー新報にてチケット販売しています。
詳細は V-12 ページをご覧下さい。
創作芸団レキオス
604-431-6848 / info@vshinpo.com
夏のひと時、ハワイの風をご一緒に感じませ
んか。野外のため夕暮れ後は冷えることが
あります。何か羽織るものをお持ち下さい。
詳細は、w ai l el ew ai w ai @ g ma i l . c o m
日本語で。

VMO 夏の野外無料コンサート

バンクーバー公演

「沖縄の鼓魂（こだま）
」エイサーは歴史を辿
ること、念仏者から地域の顔となる青年エイ
サーへ移り、近年地域を越え、時代のブーム
となるサウンドに振り付けをし、創作エイサー
が誕生。チャンプルー文化、沖縄らしい新た
な歴史の始まりとでも言うのでしょうか。沖
日加ヘルス協会
縄の民俗芸能土着色を残し、エイサーの可能
性と進化を目指し続ける創作芸団レキオスの
7 月座談会のお知らせ
生誕２０周年記念公演です。またカナダ建国
今月は日本の精神科医と脳トレ（脳力トレーニ １５０周年を祝し、地元 NAV コーラス（国歌
ング）プログラムのボランティア講師のお二人
合唱団）によるカナダ１５０年間に使われた国
をお迎えし、
「認知症と脳トレ」についてお話い
歌３曲を披露していただき、国歌の歴史も楽し
ただきます。脳の働きを理解すると共に、種類
んでいただきます。ロビーにて、沖縄移民史、
別にその症状と傾向、さらに進行遅延、認知症
エイサーの歴史、世界エイサー大会の紹介な
予防、自ら認知症早期発見に繋がる知識を高め
ど展示物もあります。
ていきたと思います。さらに、手軽に出来る薬
日時：８月４日（金）開場６pm、開演７：３０pm
を使わない治療の一つとされている
「脳トレ」
「コ
会場：バンクーバープレイハウス劇場
グニサイズ」を体験しましょう。
600 Hamilton Street, Vancouver
日時：７月２７日（木）午後７時〜９時まで
問い合わせ：r e q u i o s v a n c o c e r t 2 0 1 7 @
（６時５０分までには入館してください。７時か
gmail.com / 604-250-9532（花城）
ら７時 15 分のマインドフルネスをしている間は
第 4 回 Vancouver Metropolitan Orchestra
無料ライブシンフォニーコンサート
7 月 27 日（木）7pm 〜 9pm
Jack Poole Plaza at Burrard Landing
(1055 Canada Place, Vancouver)
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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
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。定期的なプログラムにはレン
タル料割引もありますので是非ご利用ください。
詳細は www.nikkeiplace.org/rentals
もしくは 604.777.7000(ext.101) までお問い合わ
せください。
◆特別イベント◆
日系センター・ファンドレージング夏のＢＢＱ
7 月 30 日（日）
午後 1 時〜 4 時
オンラインでの事前購入：28ドル、
25ドル（会
員）
、当日：＄30
子供（事前購入・当日）
：15ドル (12 歳以下）
、
3 歳以下無料
大好評！夏の食べ放題ＢＢＱが今年も開催さ
れます。ご家族、お友達と一緒に是非ご参加
下さい。メニューは、各種肉、野菜、サラダ、
おにぎり、デザートなど盛り沢山！ビールやワ
インの販売もあります。
◆展示◆
着物文化
着物を通して見る日本文化の美について
ゲストキュレーター：原馬仁美 ( はらまひとみ )
2017 年 5 月20日〜 9 月3日
伝統的な和装は、西洋のファッションに広くイ
ンスピレーションを与え、日本においては日本
人の美的感覚の根幹に深く根付き、文化の中に
浸透しています。この展示会は着物を通して日
本文化の美しさを紹介する主旨で企画されまし
た。ゲストキュレーターの原馬仁美氏は日本の

着物専門家の家に生まれ育ち、現在ビクトリア
在住です。展示では、自然との調和を重んじ、
気候や季節に合った着こなしを細部にまでこだ
わりながら楽しむ着物の文化的側面、染物にも
織物にも見られる繊細な技巧やデザイン、紋様
など、様々な芸術的側面、また 着物の構造や
布利用の仕方といった環境に優しい側面なども
紹介します。
パブリックプログラム
絞り染めワークショップ―原馬仁美
7 月23日（日）午後 2 時〜 4 時 満席
こぎん刺しワークショップ―原馬仁美
8 月19日（土）午後 2 時〜 4 時 ＄35
お細工物ワークショップ―清田敬子
8月26日
（土）
午後1時30分〜2時30分 ＄20
着物文化 公開ギャラリーツアー
6 月3日〜 8 月26日まで毎週（土）午前 11 時
毎週土曜日の午前 11 時に行われるギャラリー
ツアーに参加し、いつもとは違う形で着物文
化の展示を体験してください。着物という視
点を通して日本文化について学びましょう。
ツアー、入場はご寄付制。
日曜ファミリー・コーナー
7 月23日（日）午後 12 時〜 4 時
参加自由・無料
日本の遊びや工作を通じて日本文化に触れる機
会です。ご家族全員でお楽しみください。7 月
はちぎり絵をご紹介します！
カナダ７５
日系カナダ人強制収容 75 周年にあたり2017
年の 1 年間、日系博物館は 1942 年以降に発
行された The New Canadian の表紙を日系
センターで毎月月替わりで展示します。The
New Canadian は 1936 年から 2001 年まで
発行された日系カナダ人コミュニティーの英字
新聞です。展示されない号は博物館のフェイ
スブックやツイッターのハッシュタグ #Canada
75 でご覧いただけます。日系センターでの
月替わりの表紙の展示のほか、The New
Canadian のアーカイブはオンライン
http://newspapers.lib.sfu.ca/tnc-collection
で読むことができます。
お知らせ：Nikkei Leaders circa 1940's デジ
タル化プロジェクト！
日系博物館は現在 2000 を超える新たな記録
文書、写真、芸術作品のオンライン・データベー
ス化に取り組んでいます。Nikkei Leaders
circa 1940
‘s デジタル化プロジェクトは、困難
な時代をコミュニティーのために耐え抜いた日
系カナダ人リーダーたちに光を当てます。クニ
オ・ヒダカ、トヨ・タナカ、コウザイ・フジカワ
をはじめとする日系人リーダーたちは苦難に耐

え、コミュニティーの人々の模範となりました。
このプロジェクトは、博物館スタッフ、顧問、サ
マースチューデント、ボランティアのご尽力と、
Irving K Barber BC History Digitization
Project、BC 芸術評議会、Young Canada
Works、Canada Summer Jobs による補助
金により可能になりました。データベースへの
アクセスは、w w w. ni kkei m us e u m. o r g
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
「カナダ日本人移民の子供たち―東宮殿下御
渡欧記念・邦人児童写真帖」河原典史 編著
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。みなさまのご寄付
でいただいた本を、ボランティアスタッフで見
やすいようにジャンル分け、本棚に並べました。
日系古本屋さんには、日本小説、翻訳小説、マ
ンガ、医学 / 健康、子育て / 家庭、児童書、
旅行、語学、ノンフィクション / エッセイ・教育・
写真集 / 詩集 / 歌集を取り揃えています。
※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。日系センター主催のプログラム
をご利用の皆様に、日系センター会員になって
いただき、一年間のプログラム料金の 15％の割
引を受けられるか、もしくは会員にならずにプロ
グラム毎に 5％の施設使用料をお支払い頂くか
を、お選び頂いております。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

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
● 7月7日（金）に行いました「コミュニティー
七夕祭り」
には、
たくさんの方々にお越し頂きました。
ご参加くださいました皆様にお礼申し上げます。
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
Web: 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
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★（土）10：00am 〜
バンクーバー 30th Main 教室
＜夕方クラス＞
★（月）6：00pm 〜
リッチモンド教室
（スティーブストン仏教会）
★（木）6：30pm 〜
バンクーバー 30th Main 教室
※随時効果的な『ワークショップ』を開催して
います。始めての方、通常教室参加者、通常
教室には来れないという方など大歓迎。
わかりやすい解説とゆっくりとした実技で、ご自
身の身体の内部観察の時間、身体と対話する
時間を作ってみましょう。それが未病を防ぎ大
病の予防につながります。
※ワークショップなどのご案内をお送りいたし
ますのでメーリングリストにご登録ください。
（頂いた個人情報は他に使用することはござい
ませんのでご安心ください）
詳細は、ウェブサイトにてご 確認を
http:/ / jirikiseitai-canada.jimdo.com/
TEL604-448-8854 / jiriki-seitai@shaw.ca
または jiriki.seitai.shaw.ca@gmail.com
http:/ / jirikiseitai-canada.jimdo.com/

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。またサマーキャンプの受付も始まって
います。人数に制限がありますので、お早目に
お問い合わせください。
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。

日本語によるヨガレッスン
年齢や経験、体の硬さを問わず誰にでもできる
日本語によるヨガクラス。不安定な世の中だか
らこそヨガを通して身体と心をひとつにし、生
きるエネルギーを高めていきましょう！

バンクーバーで 20 年以上続いている『ももこ
ヨガ』をこれからも継承し続けていきます。
＜午前クラス＞
（火）10：00 〜 11：00 YASEL DANCE ス
タジオ（4603 Main St, Vancouner）
（水）10：15 〜 11：15 日系センター
（6688 Southoaks Cr. Burnaby）
（木）10：00 〜 11：00 Presentation House
（333 Chesterfield, North Vancouner）
（金）10：00 〜 11：00 キツラノスタジオ
（1680 West 6th St Vancouver）
＜午後クラス＞
（火）1：30 〜 2：30 Steveston Community
Centre（4111 Moncton St, Richmond）
●詳細、お問い合わせ
◎インストラクター 池側和子
TEL / 778-891-9917
E-mail：kaz_ikegawa@hotmail.com

YOGA FOR ALL LEVEL
ヨガクラスのご案内
最近運動不足だなと思っている方、バンクーバー
に来てなにか新しいことをしたいと思っている方、
ヨガを始めてみませんか？少人数のクラスなの
で、緊張しないでリラックスしてヨガを楽しめま
す。細かいところは、日本語を交えながら教えま
す。ストレス解消、気分転換にヨガは最適です。
老若男女、初心者の方も大歓迎です！
！お友達を
誘って、ぜひいらして下さい。
＊日時：毎週木曜日10：00 〜 11：10 am (70 分）
                      6：30 〜 7：40 pm (70 分）
その他プライベートクラスも行っております。
お気軽にお問合せ下さい。＊場所：ギルモア駅
（Skytrain のブロードウェイ駅から三つ目）
4132 Halifax Street (@Gilmore Ave)
＊料金：ドロップイン $12
5 クラスカード $50 - 期限なし
運動に適した服を着用の上、ヨガマットを持参
して下さい。マットレンタルもあります。
お気軽に日本語でお問合せ下さい。
Contact：Jay - sakurayoga@hotmail.com
or 604-873-6396

21 世紀のヨガ
伝導瞑想へのお誘い
静かな一時を持ちたいと願う時、瞑想に興味を
持つと言われています。伝導瞑想はグループで
行われ背後におられ人間の学びをすべて終えら
れて覚者となった方々と連結をつけて善意のエ
ネルギーを生み出すという大変ユニークな瞑想

です。静かに坐って注目を一点に集中しているだ
けですが、ここでつくられる善意のエネルギーは
覚者方によって世界がより良い方向へ向う為に
使われていきます。その為に奉仕を行う瞑想と
も言われていると同時に自身の自己開発以上に伝
導されるエネルギーの刺激の元に、より強力に
自分を変化させていきます。やがてその変化を、
考え方、生活すべてに渡りよい方向へと変ってい
く事を自分自身で確められていきます。会には何
の規定も金銭のかかわりもなく、すべてが自由意
志によって世界中で行われ続けています。
（宗教
とは関係ありません）
日時：毎週火曜日７pm 〜 / 土曜日9am 〜
場所：ダウンタウン Alberni St
連絡：604-683-7276
Email：t ar a c ana da. ja p an@gmail.c om

ベリーダンスクラス /Noor Dance Co

ジョイランド幼稚園
ノースバンクーバーにありますジョイランド幼稚
園は、政府認可のキリスト教幼稚園です。歌、
手遊び、お話、ひらがなの練習の他に、様々な
活動（お遊戯、体操、工作、劇遊び、リトミック、
楽器遊び）を通して、楽しく日本語を学びます。
★ 2017 年度
（2017 年 9 月〜 2018 年 6 月）
ジョ
イランド幼稚園のご案内
・火曜日 通常クラス午前 9:15 〜午後 1:15
対象：３〜 4 歳児 / 定員：10 名
内容：自由遊び、サークルタイム、ひらがなの
練習、おやつ、その日の活動、お弁当、絵本の
時間、その他。
・水曜日 日本語クラス午前 9:15 〜 11:15
対象：３〜４歳児 / 定員：8 名
内容：日本語の学びに焦点を合わせた活動や
遊び、ひらがなの練習、おやつ、絵本の時間、
その他。見学ご希望の方、お問い合わせはい
つでもお気軽にどうぞ。/Keiko
Tel ：604-983-9327
E-mail：joylandpreschool@gmail.com

New クラススタート in ビクトリア 2017 !
詳細は下記まで日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
ISS からのお知らせ
バンクーバークラス＠ Scotia Bank Dance
*General English コース
Centre (677 Davie st)
毎週月曜日入学可能
＊シーズン登録クラススケジュール（料金は下
月曜日から木曜日 9:30am 〜 12:00pm
記連絡先までお問い合わせください）
（パートタイム・6 週間） ＄495
レベル１―毎週火曜 ６：30 〜 7：45pm
月曜日〜木曜日 9:30am 〜 3:00pm
(Studio Zagar)
（フルタイム・6 週間） ＄990                 
レベル２―毎週火曜 7：45 〜９pm
移民 / 市民権保有者：パートタイム：＄300
フルタイム：＄600
（Studio Zagar)
*TESOL Diploma コース
To : Negma（ネジュマ）
月曜日〜金曜日（6 月26日〜 8 月18日までの
E-mail - noordanceco@gmail.com
8 週間）9:00am 〜 12:00pm ＄1280
電話 - 604-715-7403
月曜日〜木曜日
（7 月17日〜 9 月28日までの 11 週間）
帰国生のための学校案内（首都圏版） 6:30pm 〜 9:30pm ＄1280 [Evening Class]
発行のお知らせ
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
「フレンズ 帰国生 母の会」は 1983 年設立の
ができます。ディプロマの取得とさらにワーク
海外赴任経験のある母親達によるボランティア ビザの取得が可能です。夜間キャリアコープ
団体です。当会では実際に学校訪問等をして
プログラムも受付中！詳細お気軽にお問い合わ
集めた情報を基に作成した学校案内（首都圏
せ下さい。*ISS の TESOL Diploma コースは
版）を毎年 9 月に発行しており、2017 年度版
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
は 9 月16日に発行いたしました。
製本 (3400円＋送料 2900円）
とPDF 版 (3400 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。
円）があります。ご注文はメール（fkikoku@
asahi.email.ne.jp) かお電話（+81-3-3212-8497） 詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Visit or contact: The Immigrant Services
で、お受けいたします。また、当会では教育相
Society of BC
談等も行っておりますので、お気軽にお問い合
#601-333 Terminal Avenue, Vancouver
わせください。詳細はウェブにて
Phone: 604-684-2325
www.ne.jp/asahi/ friends/kikoku/
email: info@LCC.issbc.org
http:/ / www.Lcc.issbc.org
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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
・最新の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
（申込予約の際に詳しい場所をお伝えします。
）
日時 :2017 年 7 月 30 日（日）10:00 開始
（会場 9：50、およそ 2 時間ほどを予定。
）
お申し込み
山下りえ 778-322-0798（携帯、日本語テキ
スト OK）又は
伊藤ちか 778-319-4649（携帯、日本語テキ
スト OK）までお気軽に。

大槻教授の
「サイエンスカフェ」案内
コーヒーを飲みながら、大槻教授と科学をやさ
しく語ろう。
・日程
4 回目 /8 月 5日『Ｅ＝ｍｃ２、人類最大の発見』
5 回目 /8 月19日『重力波観測に２０００人』
・時間 午後 1 時〜 3 時ごろまで
・費用 10ドル
・定員 9 名
・場所 YANO Academy
           #121-970 Burrard St.
問い合わせ
Tel：778-834-0025（矢野）
E -ma i l： i n f o @y a n o .b c .c a

大阪友の会
大阪出身の皆様、みんなで集まって交友の場
を広げませんか。お気軽にご連絡下さい。老若
男女歓迎。連絡先：Miyuki
Tel：604-422-8819
Email：osakatomo0211@yahoo.co.jp

バンクーバー楽一
神輿

2017

MIKOSHI

●８月５日
Powell Street Festival (Oppenheimer Park
Vancouver, 400 Block Powell St) 10pm 〜
●９月２日
Nikkei Matsuri (6688 Southoaks Crescent,
Burnaby) 11am 〜
私達バンクーバー楽一は、以上の日時で神輿を
担いで祭りを盛り上げます。一緒にお神輿を担
ぎたい人を募集しています。興味がある人はご
連絡下さい。
Mail address：info@rakuichi.ca   
Web site：www.rakuichi.ca

ゴルフ同好会のお知らせ
アボッツフォード、クロバーデール、チリワッ
ク、ミッションに住んでおられる日系人でゴル
フ大好きな方々にバンクーバー・イーストサ
イド、ゴルフ同好会を立ち上げたいと考えて
います。賛同、参加されたい皆様どうかご連
絡くださいませ。小野原拓郎 604-751-1615/
onohara135@gmail.com 電話でもメールで
もご連絡ください。

カナダ新移住 50 周年記念
同窓会のお誘い
今年は、カナダ新移住者法令の改正 50 周年
を迎えます。日本からカナダへと、新移住され
た方々に呼びかけて、50 周年記念の同窓会の
様な集いを企画しています。この集いに賛同さ
れ、そして、参加される新移住者の皆様に、我々
の準備会へご参加をお願い申し上げます。皆さ
んとご一緒に、どのような記念会にするかの具
体な企画を検討したいと思います。一応、今年
の秋頃くらいに、50 周年記念の集まりを予定し
ております。会に興味のある方、或いは、参加
ご希望の方は、是非とも、ご連絡下さい。
現在、5 名の係の人が世話役としてこの企画を
進めていますが、ご協力できます方も、ご連絡
を下さい。お願い致します。
水本 正雄 / 電話 604-271-3851
m a s a o mi zum ot o@ hot m ai l . com
小笠原 秀行 / 電話 604-298-9181
c a p y u k i @ t el us. net
い のこし ひ ろ み / 電 話 604-435-3404
h h in o k oshi @ hot m ai l . com

書道教室開講のお知らせ
忙しい日々から離れ、心を落ち着かせ精神を統一
して硯に向かい、書道を楽しんでみませんか？
隔週月曜日午後２時〜 4 時
場所：
SaBi Tea Arts（3675 W 16th. Ave., Vancouver, ）
詳細：
http://sabiteaarts.weebly.com/shodo.html
月に一度はお稽古のあとお抹茶付き
＜隣組クラス＞
隔週金曜日午後２〜３時
場所：隣組（42 W 8th Ave #101, Vancouver）
道具がない方、
初心者の方もぜひご参加ください。
●お問合せ：778-891-9917（池側）

書道教室のご案内
♦「万葉集を書く会」
毎月第②土曜 10 〜 12 時 日系センター
月1回のクラス・万葉集のうたで仮名文字を学習
し作品を作ります。仮名文字を初歩から学びます・
要予約
今後の予定日 :8 月12日・9 月9日
★大人のクラス：月3 回（漢字・かな・ペン字）
●朝・昼のクラス
（月）
（火）10 am 〜リッチモンド
（月）1 pm 〜 バンクーバー
（水）10 am 〜 バーナビー日系センター
（土）10 am 〜（週末のクラス）リッチモンド
NEW ●夕方のクラス（昼間お稽古に参加できな
い方向け）/ 毎月第②火曜 月１回の集中クラス
6 〜 8 pm 日系センター
★子供のクラス：月2回（毛筆と硬筆を学習します）
第①③月曜又は火曜3時30分〜 バンクーバー
★通信講座（毎回お教室へ通えない方や遠方
の方に最適です）
＊ドロップイン有り見学をご希望の方は事前連絡
要＊当会発行の認定書有り 初心者歓迎。
お申し込み・詳細は下記までお気軽にお問い合
わせ下さい。書道研究 一成会
Tel：(604)273-1621
Email：rvan2@hotmail.com

バンクーバー日系人福音教会
からのご案内
・シニアのためのタブレットクラス
コンピューターのことはよくわからない。でも
子どもたちや孫たちとコンピューターで写真
を送り合ったり、メッセージを送り合ったりし
たい。そんなシニアの方のために、ボランティ
アによるシニアのための初級者タブレットクラ

スを行っています。お問い合わせは 604-4519421 まで。留守番電話になっておりますので、
メッセージにお名前・電話番号・
「タブレット」
と言う言葉をお残しください。
・ゴスペルコンサート GN2017
日時：９月９日（土）
6：30pm 開場、7：00pm 開演
場所：マイケル J. フォックスシアター
迫力満点のゴスペルコンサート！
ゲストメッセンジャー：Ken Shigematsu 牧師
入場無料。ぜひおいでください！！
・Y.Y. サービス
毎週日曜日、午後３時から行われる、Youth
&Young Adults のためのカジュアルな礼
拝。友達づくりや情報交換の場としても用い
られています。クリスチャンではなくても気軽
に集えます。ぜひ一度おでかけください！！
＊教会では英会話クラブや中高生のイベント、
ワーホリ＆留学生のイベント、子育てママさ
んの集まりなど、様々なイベントが行われて
います。ぜひお問い合わせください。
バンクーバー日系人福音教会
4 2 5 - 11 t h S t r e e t , N e w We s t m i n s t e r,
BC V3N 4T1
604-521-7737
vjgc@telus.net
www.jpgsopelchurch.com

自力整体法教室のご案内
★≪ワークショップのお知らせ≫…実技の前
後それぞれに瞑想時間を取っています。
※８月２０日（日）…『身体の痛みの解消法』
繰り返し、ゆっくりの実技で、腰痛・肩こり・ヒ
ザ痛などの痛みを解消しましょう！
※９月１７日（日）…『秋の骨盤修正 その 1』
寝る前の５分間で簡単骨盤修正もご紹介。朝
起きた時が変わります！
⇒月１回、日曜午後１時 30 分〜３時 30 分（基
本的に第③日曜日を予定）バーナビー日系セン
ターにて開講。認定された指導員が日本より新
鮮で効果的な自力整体をお届けしています！特
に日本人にありがちな痛みや不快症状を『自力』
で解消していきましょう！※『ゆっくりとした動
きなのに、不思議なほど治療効果があるのは驚
きです !』などご感想を頂いています。最近の
教室では、実技の前と後に、５分間だけの瞑想
をしています。脳と身体が画期的に変化します。
＜朝・昼のクラス＞
★（火）10：00am 〜
バンクーバー Marpole 教室
★（木）10：15am 〜
バーナビー日系センター教室
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MOM 出産準備教室 講義内容
第1回 妊娠全期間の基礎知識、生理、身体変化
とその対処法、異常の早期発見、栄養、体操
第２回 分娩の実際、
過程、
陣痛緩和の胸式呼吸法、
産後の生活指導について
第 3 回 新生児について、沐浴指導、育児の基礎
知識、赤ちゃんの成長過程、産後の母体ケア
第 4回 母乳育児のための産前産後の乳房ケア、
授乳法、マッサージなど
なお、上記の他に出席者交流会とお母さんのた
めの育児英語無料レッスン 1 回があります。
コース定員 8 組 7 時〜9 時 45 分
DT 会場：カナダジャーナル /
Vector International school 本社オフィス 4F
1199 West Pender St. Van（駐車場なし）
参加費用 全 4 回講義、テキスト、産後すぐの
看護婦訪問による母乳マッサージ、授乳個別
指導が１回つき ＄200 講義参加のみ ＄150
（産後訪問指導、母乳マッサージはクラス受講
者が後日必要で申込んだとき、初回 1 回は 70
ドルになります）2 ヶ月ごとに新コースがスター
トします。日程は別途お尋ねください。
MOM Family support
お申し込み、お問い合わせは
E-mail：momwestcanada@hotmail.com

FFF（First Friday Forum)
毎月第一金曜日、隣組に集まって音楽、詩の朗
読等、楽しんでいます。
場所：隣組 42 W8th. Ave. Vancouver
時間：夜７時半〜 10 時
楽器演奏、ボーカル (piano 用楽譜持参）
（ジャ
ズ、ポップ、クラシック、フォーク、エスニック）
特別プログラムの無い時はオープンマイク。
ジャム歓迎。入場は無料ですが寄付は受け付
けます。お茶とスナック有り。尚、進行は英語
で行われます。wgksoon@telus.net
問い合わせは隣組 604-687-2172

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
※８月の毎週月曜日は休館となります。
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致します。
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
隣組ボランティア感謝祭参加者募集中
日頃隣組をお手伝い頂いているボランティア
様に感謝の気持ちをを込めて心ばかりのおも
てなしをご用意しております。皆様のご参加
を心よりお待ちしております。
8 月 27 日（日）午前 10：00 〜 3：00
場所：スタンレーパーク・ピクニックエリア①
参加費：無料
詳細は隣組まで：604-687-2172
＜プログラム受講生・ワークショップ参加者募集＞
メディテーション・ワークショップ
〜今に集中し、身体のバランスを整える〜
7 月24 日（月）
午前 10：00 〜 11：30
参加費：ドネーションによる
合気道初級クラス（英語での指導）
7 月26日（水）までの毎週水曜日
3：15 〜 4：15pm 定員 5 名
参加費 会員 64ドル 一般 80ドル（16 回）
・ドロップイン 会員６ドル 一般８ドル
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）
アウトリーチ・ウォーキング・ツアー
季節の良い時期、一緒に出かけませんか。参
加費はツアーの内容によって異なりますので下
記をご参照下さい。
ウォーキング・ボーエンアイランド
7 月24 日（月）午前 8:30 〜午後 5:00pm
参加費：会員 7ドル・非会員10ドル定員：16 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。

有難くリサイクルさせていただいております。
特別セミナー（２部制）
１部：日本領事館の役割 ２部：ハーグ条約に ご寄付のお問合わせはタサカ・キッコまで。
(604)736-3182
ついて（各 1 時間）定員：30 名
＜プログラム講師募集＞
8 月10日（木）午後 6:00pm 〜 8:00pm
タイ式ヨガ講師募集
参加費：ドーネーションによる（ベビーシッター
シニアにタイ式ヨガを教えてくださる方。
有：＄5 ※予約制）
転倒防止エクササイズ講師募集
俳句クラブ・夏のワークショップ（全３回）
シニアに転倒防止を目的としたエクササイズ
３回目：８月１５日（火）午後 1：00 〜午後 3：00
を教えてくださる方。
定員：６名
＜コミュニティサービスのご案内＞＊要予約
参加費：会員 5ドル・非会員 8ドル
必要な物：ノート、筆記用具、季寄せの本（あ ・Meals on Wheels（外出が困難なシニアのた
めの食事配達）
れば）
・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
＜ボランティア募集中＞
必要な方のご自宅訪問、電話での会話）
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- ・各種手続きのアシスタントは、ご家族のいな
・専門医や公的
687-2172）または www.tonarigumi.ca まで い方に限らせていただきます。
機関への同行に関しては、2 週間前に予約を入
お問い合わせください。
れている方のみとさせていただきます。
・隣組医
パウエル祭ボランティア大募集
療通訳サービス（有料）
・介護者リスト（日本
8 月5日（土）
・6日（日）隣組キッチン又は現
語を話す介護者をお探しの方はご連絡ください）
地フードブース及びクラフトブースのお手伝い
認知症の方を支える家族の会
してくださる方。
毎月第 2 水曜日 午後 1 時 30 分〜 3 時
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 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
を配達してくださる方。
ちの方です。＊事前に必ずお申込ください。
オフィス事務ボランティア：
介護士リスト
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 （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
集しております。10 時〜 2 時の間。コンピュー
働いた経験のある方のリストがあります。介護
ターの知識がない方でも、こちらで簡単な作業
士探しの依頼を受けましたら、隣組のリストに
はお教えいたします。
載っている介護士の方々へ隣組から一斉にメー
ランチプログラム：
ルで連絡をします。その後、その介護の仕事に
水曜、金曜に提供しているランチプログラムの
興味がある介護士から直接依頼者に連絡して
お手伝い、朝 9 時頃〜午後 1 時頃まで準備か
いただきます。尚、隣組ではこれら介護士の審
ら片づけまでお願いできる方。
査や仲介は一切行いません。介護士の選択の
訪問・電話友だちボランティア：
全責任は依頼者の皆様にお願いいただきます。
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 詳細に関しては、隣組までご連絡ください。
方。604-687-2172 または services@tonarigumi. 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
ca までご連絡ください。
以外にお住まいの方、緊急または深刻な状況
ガーデニングクラブボランティア募集：
の方を優先とさせていただきますことをご了承
コミュニティガーデンでの野菜栽培の計画や管
ください。コミュニティサービスに関してのご相
理に興味のある方。
談は予約制になっております。各サービスにつ
604-687-2172、または services@tonarigumi.ca
いての詳細は隣組までお問い合わせください。
までご連絡ください。
イベント、プログラム、ワークショップのお申し
＜リサイクルしています !!
込み、お問い合わせは、隣組までご来館または
隣組 New-To-You Collections Club ＞
お電話でお願いします。
隣組リサイクル倶楽部「New-To-You」に、着
電話：604-687-2172
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 住所：101-42 W. 8th Ave., Vancouver
ンドレイジングや隣組常設のギフトショップで （月〜金 午前 9 時〜午後 4 時半）

•• ＜ V-11 ＞

もみじ園
新規園児を随時募集しております。
「もみじ園」
ではこども達が興味を持った事から楽しく深く
学びを広げていきます。午前クラス４時間弱、
もしくは午後クラス３時間、それぞれのご家庭
に合わせてお時間曜日を選べます。また日本文
化、お習字やお料理も定期的に体験していきま
す。4010 Victoria Drive
バンクーバー日系人合同教会内
連絡先：もみじ園 菅野玲子 604-696-0782
または momi jis cho ol@ho tmail.c om
ウェブサイト：momi jis cho ol.c om

バーナビー日本語学校からのお知らせ
★ BJLS サマーキャンプお申し込み受付中！★
バーナビー日本語学校では、以下の通りサマー
キャンプを開催いたします。スポット確保のため、
ぜひお早めにお申し込みください。
【日時】2017 年 7 月31日、8 月1 〜 4日
（月〜金、５日間）
【時間】午前 10 時〜午後 3 時（お弁当持参）
【場所】Lochdale Community School (6990
Aubrey Street, Burnaby)
（変更になる場合もあります。ご了承ください。
）
【参加費】160ドル
【対象年齢】< 幼稚科 >2012 〜 2013 年生まれ（3
歳後半〜 5 歳）
< 小学科 >2006 〜 2011 年生まれ（6 歳〜11 歳）
【お申し込み方法】inf o@b jls.c a までご連絡く
ださい。申し込み書類をメール送付します。
その他お問い合わせもお気軽にどうぞ。

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

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.
6 月17日（土）に卒業式・終業式を行い今年
com) か電話（604-583-6874 岡本）にて。
度が終了しました。終業式では、3 年連続皆勤
賞の 4 名を含む 9 名が奨学金を受賞しました。 ＜教師募集＞
サレー日本語学校では幼児科担当の日本語教
●楽しみながら、日本語力を伸ばしましょう。
9 月からの入学申し込みを受け付けております。 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？
人数に制限がありますので、お早目にお申し込
場所：Guilford Park Secondary School
みください。
（夕方から教室を借りています）
●サマースクール申し込み受付をはじめました。
年齢別の日本語学習や夏にちなんだイベント、日 時間：毎週水曜日午後 5 時〜 8 時 幼児科クラ
本文化体験など、楽しみながら日本語に触れる 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
機会を作ります。毎日の積み重ねの成果は大き
本の教員免許保持者または教師経験のある方。
いです。人数制限がありますのでお早めにお申し
通常授業のほか、
クリスマス会、
新年会、
運動会、
込みください。
▽対象年齢：2017 年 9 月以降の新キンダーから 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/
新 7 年生まで（2005 年〜 2012 年生まれ）
メール (surreyjls@gmail.com) か電話（604▽期間（月曜日から金曜日まで毎日）
583-6874 岡本）
にてご応募お待ちしております。
3) 8 月14 日〜 8 月18日
4) 8 月21日〜 8 月25日
▽時間午前9時30分〜午後1時30分
（4 時間） グラッドストーン日本語学園のお知らせ
●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。 1971 年創立の学園では、2 歳児から高等科ま
「生徒
色々な科目も取り入れ、楽しい授業となっていま で一貫した日本語教育を行っています。
への愛情と教育への情熱」を持って、楽しく授
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。 業をしています。
付属幼稚園（2 歳児にこにこ広場）
生徒会、奨学金制度など VJLS はたくさんの特
毎週火・木・金曜日
色を持つ教育の場です。創立 111 年の伝統を誇
午後 12 時 15 分〜午後 1 時 15 分
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 付属幼稚園（3 歳児クラス）
毎週火・木・金曜日
本語を話さない環境の子ども）
、アダルトクラス、
午前 10 時〜午後 12 時
ハイスクールコースがあります。
付属幼稚園（4 歳児クラス）
●日本語能力試験対策コースも要望に応じて開
毎週火・木・金曜日
設します。また、目的に応じて学習をするチュー
午前 10 時〜午後 12 時
タリングもあります。お電話でお問合せください。
付属幼稚園（5 歳児クラス）
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
毎週火・木曜日
電話：604-254-2551 Fax: 604-254-9556
午後 4 時〜午後 5 時 30 分
Email: v jls@v jls-jh.com
/ 毎週土曜日
Website: www.v jls-jh.com
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）
サレー日本語学校
毎週金曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
サレー日本語学校で日本語を学びませんか？
毎週土曜日午後 2 時〜午後 4 時
一年を通して日本文化を体験出来るイベントも
基礎科小学科以上
多いので楽しく学習出来ます！お子様一人一人
毎週水曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
の年齢や環境を配慮した日本語教育です。
/ 午後 5 時 40 分〜午後 7 時 10 分
2 歳児クラス（予約制 ドロップイン）
毎週土曜日午後 12 時 20 分〜午後 1 時
（水）午後 5 時〜 6 時
50 分 / 午後 2 時〜午後 3 時 30 分
幼児科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
2017 年度生徒募集受付中
小学科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
2・3・4 歳児…火・木・金曜日/ 空席あり
午後 6 時 35 分〜 8 時
5 歳児…土曜日/ 空席あり

バンクーバー日本語学校（VJLS）
からのお知らせ

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）
●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

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

バンクーバー日系人合同教会 日語部
＊7 月23日（日）日曜礼拝（午前 11 時〜正午）
讃美歌：
「われら主をたたえまし」
「主よ、み手
もて ひかせたまえ」
「あぁうれし、わが身も
主のものとなりけり」
聖書：新約 フィリピの信徒への手紙3章1〜11節
説教：
「あなたの喜びとはなんですか」
（日本よ
り来訪中の下村 優牧師）日曜礼拝で賛美し、
祈り、聖書のメッセージを聞いて、心に安らぎ
と潤い、希望を与えられ、一週間を始めましょう。
（2017 年 1 月1日・日から毎日曜日の日本語礼
拝の始まりは午前 11 時です）
教会住所：4010 Victoria Dr. Vancouver
（最寄り駅：スカイトレインの CommercialBroadway 駅か、Nanaimo 駅）
教会電話：604-874-7014
（ウエブサイトは http://www.vjuc.org FBも）

MOM 出産準備クラス参加者募集
DT7 月コース（出産予定 2017 年 10 月後半
〜 12 月以降の方対象）
MOM の出産準備教室は、日本語で妊娠、出産、
育児の基礎知識を学ぶ集まりです。また、国際
結婚家庭のご主人やご家族にも十分に理解し
て協力していただくために、英語の同時通訳者
も用意していますから、日本語がわからない方
も安心してご参加ください。

