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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。
日系プレース最新情報
日系プレースは日系文化センター・博物館、日
系シニアズ・ヘルスケア＆住宅協会および日系
プレース基金で構成されています。
特別プログラム
盆栽クラブ
日系盆栽協会は、盆栽の芸術・文化について
協会員に教育を行っています。クラブは定期
的に開かれ、園芸、盆栽のデザインに関する
主要なトピックについて、初級、中級、上級
の指導を行います。レベルに関わらず、興味
のある新メンバーを歓迎します。
時間：水曜日、午後 7 時から 9 時
会員費：年間 $35
連絡先：Bob King まで b_king@shaw.ca
◆展示◆
BETA VULGARIS：
シュガービート・プロジェクト
ケルティ・ミヨシ・マキノンとケリ・ラタミア
2018 年 5 月27日（日）まで

「BETA VULGARIS：シュガービート・プロ
ジェクト」展は、カナダの西部（特にブリティッ
シュ・コロンビア州とアルバータ州）における
一見無害な砂糖と日系カナダ人の関係性を探り
ます。砂糖大根から、砂糖の純度、一般性、中
立性、またその歴史と労働条件の対照的な要
因が考察されます。
第二次世界大戦中、労働力不足、安全な貨物
輸送の欠如と海外の兵士に砂糖を供給する必
要が生じ、BC 保障委員会が「シュガービート・
プロジェクト」
を組織しました。日系カナダ人は、
抑留の一環として、砂糖大根の畑で働くために
アルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州
やオンタリオ州に移住することに同意した場合
にのみ、家族単位で暮らすことができました。
日系カナダ人の強制労働は、戦時中にアルバー
タの砂糖大根畑の面積の 65％を支援しました。
日系カナダ人の収容所への移住を含め、約
20,880 人の日系人が強制移住させられ、コミュ
ニティ全体が突如消え、混乱した地域が残りま
した。その内の 13,309 人がカナダ生まれのカ
ナダ人、日本人移住者の高齢者の多くはすでに
25 〜 40 年間カナダで暮らしていました。
◆スペシャルイベント◆
日系祭り タレントサーチ
（バンクーバー新報提供）
歌や踊り、パフォーマンスに自信がある方、日
系祭りでグランドプライズ＄500 を目指しま
しょう！参加希望者は 5 月 20 日、6 月 24 日、
7 月 15 日いずれかの日曜日午後 1 時から 5 時
まで開催されるオーディションに参加してく
ださい。申し込み締め切り：それぞれのオー
ディション日の 10 日前まで。セミファイナル
とファイナルは、日系祭りのイベント当日、9
月 1 日、2 日に開催されます。詳しくはウェ
ブサイト http://nikkeimatsuri.nikkeiplace.
org/matsuri-star-talent-search/、または
talentshow.nikkei@gmail.com まで。
日系センター セレブレイトスプリング｜春祭り
4 月 21 日（土）午前 11 時から午後 4 時
毎年恒例のお祭りで春の訪れを祝いましょう！
春らしいステージのパフォーマンス、おいしい
日本食、クラフトのお買い物もお楽しみいただ
けます。他にも、お茶会、アートコンテスト、
着物着付け（予約制）の体験、生け花や盆栽
の展示会も開かれます。詳しくはウェブサイ
トで：http://centre.nikkeiplace.org/events/

第 10 回 BLOOM アート・サイレント・オー
クション・ファンドレーザー
4 月 21 日（土）午前 11 時ー午後 3 時
入場料は同時開催の「春祭り」に含まれます。
日系アーティストの作品が一日だけサイレント
オークションで入手できます。オリジナルの
絵画や版画、マルチメディア作品を通常より
も安く収集できるチャンスです。この作品の
売り上げは、日系博物館の活動資金に使われ
ます。作品をドネーションいただいたアーティ
ストに心より感謝申し上げます。参加アーティ
ストリストは英語ページをご覧ください。
NNMCC 活動補助委員会 春のバザー
5 月 5 日（土）
、午前 11 時〜午後 3 時
入場無料
NNMCC 活動補助委員会 春のバザーで、
上質の日本の製品や、春の植木、おいしい日
本食を楽しみましょう！
日系センターのインフォメーションデスクでは
火曜日の午前 10 時から 11 時半まで、きれい
で新品に近い状態のよい日本製品の寄付を受
け付けています。
詳細の問い合わせ、出店用テーブルの予約、
品物の寄付については、以下の連絡先までお
問い合わせください。
ヨシ・ハシモト（お問い合わせ全般）1-604850-7105
レイコ・クルシマ（ベンダー出店）604-4215082
フランク・カミヤ（植木） 604-929-4476
カオリ・ヤノ（日本製品の寄付）604-3213397
NNMCC 活動補助委員会はボランティア組
織です。新メンバーも常時受け付けています。
日系文化センター・博物館 年次総会
4 月18 日（水） 午後 7 時
2017 年に関する報告と 2018 年の計画につい
て話し合います。年次総会には全ての日系文化
センター・博物館の会員がご参加いただけます。
また、会員の皆様には投票権が与えられていま
す。ぜひとも会員になって頂き、理事とお顔合
わせください。お茶菓子もご用意しております。
会員申込み及び更新は centre.nikkeiplace.
org/become-a-member をご利用になるほか、
受付時間内にカウンターでのお申込みも受け付
けています。

日系人の歴史の保存にご協力ください！
あなたの日系人の家族や私たちのコミュニ
ティーに関する古い写真や文書をお持ちで
すか？そこに写っているまたは記載されてい
る人を知りたいですか？それらの保存場所
をお探しですか？コレクションマネージャー
のリサ・ウエダまでお問い合わせください。
luyeda@nikkeiplace.org または 604-7777000 ext 140
子孫の方を探しています：展示「不当を正すた
めに：１
９４０年代の日系カナダ人達の抗議の手紙
日系博物館では、1940 年代に個人の財産を強
制的に売却されることに抗議して書かれた 300
通を超える日系カナダ人達による手紙を題材と
したマルチメディア・オンライン展示に向けて
準備しています。
「不当を正すために」は 2019
年に予定されており、これらの手紙の背景を伝
えるマルチメディア、インタビュー、記録保存
文書や写真、美術品を使って、19 世紀後半か
ら 20 世紀初頭の夢と希望に満ちた日本人の
カナダ移住からこれらの出来事の今日の問題
への関連性までを伝えます。日系プレースアッ
プデートの英語ページのリストに掲載されてい
る方々のご家族・ご親戚をご存知の方は、文
化・教育・プログラムコーディネーターのキャ
ロリン・中川まで詳細をお問い合わせください。
cnakagawa@nikkeiplace.org
消息がわからないご友人を探しています！
ご協力ください
アイコ・ハシモトさんをご存知の方はいらっしゃ
いますか？
レイチェル・アン・デイ（旧姓オコナー）さん
は第二次大戦中の強制移住が始まる前の幼い
少女の頃、アイコさんのご近所に住んでいまし
た。アイコ・ハシモトさんやそのご家族に関す
る情報をお寄せください。情報をお持ちの方、
博物館のコレクションへ寄付をご希望の方は、
コレクション・マネージャーのリサ・ウエダまで
ご連絡ください。luyeda@nikkeiplace.org ま
たは 604-777-7000 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
火曜日から土曜日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
時から午後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。
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■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：
ミュージアムショップでは、日本から仕入れ
た品物や地元日系アーティストによる作品を
多数扱っています。日系カナダ人の著者によ
る書籍もそろえています。メンバーには 10％
の割引があります。ショップでの売り上げは日
系文化センター・博物館のために使われます。
オンラインショップも始めました。https://
squareup.com/store/NNMCC/ 新商品：だる
ま、手作り髪飾り（バレッタ、シュシュ、かん
ざし）
、ガーゼハンカチ、コースターなど。
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。お申込み：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。
繁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：604-777-2122 または
gifts@nikkeiplace.org。

日加ヘルスケア協会
座談会のご案内

日時：４月２６日（木）6 時 30 分より８時 15 分
まで（6 時 20 分までには入館ください）駐車
スペースを見つける時間を十分考慮しておいで
ください。
場所：隣組 1 階ミーティング・スペース（42 W.
8th Ave. Vancouver）
予定：6：30 〜 6：50「マインドフルネス」
6：50 〜 8：15「オーガニック農法・オー
ガニック・フードの育て方」
駐車場：特に隣組としての駐車場はありません
が隣組前は 6 時以降数台駐車できます。ご迷
惑ををおかけしますが、各自のご判断で駐車し
てください。West 8th Ave. と Manitoba St
（隣
組から1 ブロック西）の公園周辺に無料路上駐
車できる部分があります。
申込み：返信メールにてお願いいたします。会
員一名につきお一人お友達（一回のみ）をお
連れいただいて結構です。日加ヘルス及び座
談会のトピックにご興味のあるお友達がいらっ
しゃいましたら、是非ご一緒ください。その旨、
お申込の際お知らせください。
隣組の会員の方は随時ご参加いただけます。
持参するもの：マイカップをお持ちください。
講師プロフィール：環境、健康、社会、政治、
経済、様々な世界の問題への答えを模索し、自
然と協力して育てるオーガニックの農法が世
界の sustainability への答えだという信念か
ら、オーガニック農業へと転職。現在、Cedar
Isle Farm と Yarrow Ecovillage Community
Farm で穀物や野菜を育てる仕事に従事。
みなさんの参加をお待ちしております。
日加ヘルスケア協会・座談会

茶道教室開催のお知らせ

４月は「オーガニック農法・オーガニック・フー
ドの育て方」と題し、オーガニック農法に従事
茶道裏千家淡交会バンクーバー協会 による
している方をお迎えしお話しいただきます。
オー 「初心者向けの茶道教室開催」
ガニック農法は健康に有益であると同時に自然
茶道を習うのが初めての方、かつて習った事
と共存するための農法であることから私たちの
があるけれど忘れてしまった方などに向いて
生活そのものを豊かなものにしてくれます。杉
おります。
山氏にオーガニック農法の重要性、そしてオー
和室の入り方、歩き方、お辞儀の仕方、お菓
ガニック・フードの育て方をお話いただきます。 子とお茶の頂き方を通じて、
お茶の心を学びます。
これから、お天気も良くなりますので、太陽の
尚、講義と実技は日本語で行われます。
光を一杯浴びて、庭仕事、家庭菜園をするの
会場：日系文化センター ２階和室にて
も身体的、精神的健康法一つにもなります。
開催日：5 月 23 日、30 日、6 月 6 日（水曜日）
2018 年は隣組さんのご厚意により、ミーティン
時間：午後 6 時半〜 8 時半
グスペースを無料にて使わせていただけること
費用：＄60/3 回＋ GST ５％ 、施設使用料５％
になりました。隣組さんに感謝いたします。
（＄51/ 日系文化センター会員）

年齢：16 歳以上
お申込み 日系文化センター受付にて、また
はお電話でお願い致します。
Phone: (604) 777-7000
Address: 6688 Southoaks Crescent,
Burnaby, BC
茶道教室についてのご質問は e-mail にて
Tomoko の方にお問い合わせ下さいませ。
tands410@gmail.com

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
e-mail：rvan2@hotmail.com

リッジメドウズ日本語学校
生徒募集のお知らせ

書道教室開講のお知らせ

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。
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？ 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
隔週月曜日午後２時〜 4 時
語での読み書きを中心に週 1回の日本語教育を
場所：SaBi Tea Arts
（3675 W 16th. Ave. Vancouver）
行っています。経験豊富な日本語教師のもと、日
詳細：
本の文化や教材を取り入れた授業で楽しく日本
ht tp:/ / sabiteaar ts.weebly.com/ shodo.
語を学んでみませんか？リッジメドウズ日本語学
html
校では生徒さんを募集しています。子供一人一
月に一度はお稽古のあとお抹茶付き
人に合わせてしっかり楽しく日本語を学べます。
＜隣組クラス＞ 隔週金曜日午後２〜３時
場所：メープルリッジ
場所：隣組（42 W 8th Ave #101, Vancouver） 日時：毎週火曜日 3 時半〜 5 時半
道具がない方、
初心者の方もぜひご参加ください。 お問い合わせ：E-mail:info@rmjlc.ca
●お問合せ：778-891-9917（池側）
新学期入学受付は、http：//rmjlc.ca/ をご覧
ください。

書道教室のご案内

♦「万葉集を書く会」
毎月第②土曜 10 〜 12 pm 日系センター
月 1 回のワークショップ 万葉歌で仮名文字
を学習し作品を作ります。清書用和紙配布
初心者・未経験者歓迎 要予約
今後の予定日―４月１４日 ５月１２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
（火）6 pm 〜リッチモンド
★「月１回の集中クラス 」
毎月第②火曜 6 - 8 pm 日系センター
週日昼間お教室へ通えない方の月１回のクラス
★
「通信講座」
お教室へ通えない方や遠方の方に。
★子供のクラス 月２回
（漢字 硬筆）
（月）
（火）
３時半〜バンクーバー
＊ドロップイン有り

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
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自力整体法教室の
ご案内

21 世紀のヨガ
伝導瞑想へのお誘い

【ワークショップ】
−瞑想は、なぜ人の心を動かすのでしょう−
① 4 月15日
（日）
…1：30 -3：30pm 日系センター
私達の日常は目の前に起る事に心を奪われて過
にて
しています。
テーマ『骨盤歪みからくる腰痛の改善法・春の
やがて、その動きを静めていきたいという心の衝
骨盤修正』
動を感じ始め−瞑想−静寂の一時−に関心が寄
② 5 月20日
（日）
…1：30-3：30pm 日系センター
せられます。
にて
瞑想は魂へのアプローチ、又魂からの呼び掛け
自力整体『痛みの 9 割は姿勢で治る』より、
テー
で始められていくとも言われています。
マ『坐骨神経痛・ひざ痛・股関節痛・腰痛な
魂は「あるがままの自分」真我の探求を始め
どの回復法』
る存在でもあります。
『認定された指導員が、日本より更新された自
伝導瞑想はグループで行われ、覚者方と連結し
力整体を随時お届けしています !』
て善意のエネルギーを造り出し、エネルギーの
＜朝・昼のクラス＞
大家と言われる覚者方によって世界中に変化を
・
（火）10：00am 〜 バンクーバー Marpole 教室
呼び起こす目的を持って放出されます。
・
（木）10：15am 〜バーナビー日系センター教室
今の混乱した世界を正しい方向に切り替えていく
・
（土）10：00am 〜バンクーバー 30th Main 教室
最も必要なつくり手の一員になれる大いなる奉仕
＜夕方クラス＞
の機会に参加する事が出来ます。
・
（月）6：00pm 〜リッチモンド教室（スティー
その主旨を理解した大勢のグループによってお
ブストン仏教会）
こなわれ続けています。
・
（木）6：30pm 〜バンクーバー 30th Main 教室
＝伝導瞑想は、自己の成長と奉仕の目的を持って
詳細、お問い合わせは
います。＝
TEL：604-448-8854
（覚者とは、人間の道を辿り、全ての学びを終ら
E メール：jiriki-seitai@shaw.ca
れて、肉体を必要としない方々です。
）
または、 jiriki.seitai.shaw.ca@gmail.com
宗教とは関係なく、自由意志によっておこなわれ
ウェブサイト：
ています。
http://jirikiseitai-canada.jimdo.com/
日時：毎週火曜日 7pm 〜 / 土曜日 9am 〜
場所：ダウンタウン Alberni St.
宇宙セッションモニター提供
連絡：604-683-7276
只今、
「宇宙セッション」という新たなヒーリン ウェブサイト：http://www.sharejapan.org
グセラピーを開発中につき、モニター提供を実
日本語によるヨガレッスン
施しています。このセッションは、特殊な催眠
年齢や経験、体の硬さを問わず誰にでもできる
誘導により、宇宙の記憶、過去世、未来世を知
ることもできますし、
恋愛、
仕事、
人間関係、
健康、 日本語によるヨガクラス。不安定な世の中だか
経済といった、現実レベルの様々な質問をする らこそヨガを通して身体と心をひとつにし、生
ことも可能です。ご興味のある方は、どうぞお 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
気軽にお問い合わせください。
Paris Place 555 Abbott St. Vancouver
ヨガ』をこれからも継承し続けていきます。
Tel/text:778-552-5070 久美子ウェスト
＜午前クラス＞
E-mail：info@kumikowest.com
（火）10:00 〜 11:00 Balance Acupuncture
& Yoga（4338 Main St, Vancouner）→
詳細は、www.kumikowest.com よりご覧に
なれます。
スタジオ移転しました！

（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

治療等級グレードの Young Living 社の精油
達を使用します。ココロとカラダと精神を癒し
てくれる、優しい精油の香り達です。参加希
望の方は、サツキ（satsuki0909@hotmail.
co.jp）まで。
日時 : 4/19（木）
、又は 4/25（水）午前 10：
30-12：30 会場は追ってご連絡します。
参加費 : 25ドル 来月 5 月も開催予定です！

サレー日本語学校

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
心身のバランス
の年齢や環境を配慮した日本語教育です。
自然食のマクロビオティックの研究、発展、 2 歳児クラス（予約制 ドロップイン）
世界的普及に努めているクシ インスティ
（水）午後 5 時〜 6 時
テュート マサチューセッツにて修学した市川
幼児科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
久雄氏が、
「最適な健康の維持」について講
小学科（水）午後 5 時〜 6 時 25 分
議を行います。市川氏は病気を、私達の食事
午後 6 時 35 分〜 8 時
と生活スタイルを変更する時が来たことを教
成人クラス（水）午後 6 時 35 分〜 8 時
えてくれる癒しのメッセンジャーとして考えて ＊詳細はホームページをご覧ください
http://surreyjls.weebly.com
います。英語のワークショップです。
内容
見学ご希望の方はメール (surreyjls@gmail.
com) か電話（604-583-6874 岡本）にて。
第 1 週：自らが決める運命
第 2 週：医食同源
＜教師募集＞
第 3 週：気の流れ
サレー日本語学校では幼児科担当の日本語教
第 4 週：全身の癒し
師を募集しています。こちらで暮らす子どもた
場所 ： ダグラスパーク コミュニティーセン
ちやカナダ人に日本語を教えてみませんか？
ター
場所：Guilford Park Secondary School
日程：木曜 5/3・5/10・5/17・5/24
（夕方から教室を借りています）
時間：午後 7：00 〜 9：00
時間：毎週水曜日午後 5 時〜 8 時 幼児科クラ
費用： 40ドル（全 4 回）ドロップインは各ク ス、小学科、大人クラス / 資格：永住権、就
ラス 15ドル
業ビザ保持者で長く働いていただける方 / 日
ご予約はインターネットまたはお電話で…
本の教員免許保持者または教師経験のある方。
604-257-8130（プレス #1）
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
「ココロと精油のお話会＠バンクーバー」
日本語学校 http://surreyjls.weebly.com/
〜不安を和らげ、自分らしさを思い出す〜
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。
桜の綺麗な季節になりましたね。ワクワクす
Magic Jo が教える
る季節。何か新しい事を始めたくなります。
明日から使える手品教室
福岡で開催していた「精油のお話会」をここ
全く手品をやった事がない方のための入門レッ
バンクーバーで開催します。今回は、不安を
和らげてくれる精油のお話しです。精油は、 スンです。
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日系センター 6688 Southoaks Crescent,
Burnaby
６月１３日（水曜日）６時 30 分〜７時 30 分
$20 参加費に道具代含まれています。
＜定員＞：12 名 .
Registration : info@nikkeiplace.org

ハワイアンダンス
男性クラス 生徒募集中！

日系フラダンスクラブ「ワイレレワイワイ」では
男性クラスの生徒を募集しています。年齢、経
験不問。力強く、リズミカルな男性フラダンス
を一緒に踊りませんか？
BC 州認可こどものくにからのお知らせ
体験レッスン歓迎。ぜひ一度見に来て下さい。
幼児に適するようにしっかりと考えて造られた、 詳しくは日本語でお問い合わせ下さい。
wailelewaiwai@gmail.com
明るく温かい清潔な空間で、子どもたちは楽し
778-330-5000
く学び、遊んでいます。食育も考えて 4 時間
になった「こどものくに」の 2018-2019 年の入
さくらチャイルドケア
園受付が始まっています。もうすでに満席のク
ラスもありますので、お早めに申し込みくださ 園児募集！
バーナビーのさくらチャイルドケアでは生後
い。施設の見学ご希望の際は芳賀まで。
cw@vjls-jh.com / 604-254-2551
12 ヶ月以上の園児募集をしております。週 5
●「こどものくに」は、施設の広さ、莫大な規 日のフルタイム、または週 1 〜 4 日のパートタ
イムも受付中です。詳細につきましては Eメー
定の教材、登降園時の安全性、保育士資格な
ルでお気軽にお問い合わせ下さい。見学も随
どの全ての基準を満たし、BC 州認可の日本語
時受け付けております。
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 さくらチャイルドケアの特長
○規定以上の人数である2 〜３名の先生が常駐
親に便利な場所です。
○日本の幼稚園や保育園での経験豊富な先生方
●プリスクールは、幼児期に本当に必要な事
○栄養バランスに配慮したランチ、午前と午後
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、 のスナック提供
預かり時間：8：30am 〜 5：30pm
園庭、大ホール、改築し新しくなった教室など
休園日：土日祝
贅沢なスペースを是非見にきてください。
ウェブサイト：
「バーナビー さくらチャイルド
日系聖公会聖十字教会
ケア」で検索
集会案内
E メール：info@sakurachildcare.com
＊日曜日午前 10 時 30 分より12 時：日英語に
フリーイベント：Happy Earth Day!
よるバイリンガル礼拝
《ガイアメディテーション》
礼拝後昼食会があり、日本語・英語での親睦の
４月 22 日（日）のアースデイ、母なる地球に
時間があります。
想いを馳せて、皆さんと一緒に瞑想が出来た
＊火曜日午前 11 時 −12 時、Japanese bible
class for beginner
ら、とフト思い立ち、Happy Earth Day!《ガイ
アメディテーション》を開催いたします。当日
12 時より昼食会及び親睦の時間（日・英語）
は、アノ伝説の若返りの秘法 !! チベットの５つ
午後 1 時から 2 時：英語による聖書を読む会
の体操『若さの泉』を通して、地球への愛と
* 木 曜日午 後 6 時 半より 8 時 半、English
conversation with Bible
感謝、そして、蘇生を願い、ゆる〜く心身を
4580 Walden St, Vancouver,
解きほぐし、リラックスしたのち、
《ガイアメ
(Main と 30th Ave one block East)
ディテーション》へといざないます♪ マザー
アース、地球との一体感を味わってみましょう！
お問い合わせ：604−618−6491
日時：4 月 22 日（日）午後２時 −３時 30 分
イム holycrossjc@gmail.com

場所：Paris Place 555 Abbott St. Van
参加費：無料
参加申し込み・問い合わせ（日本語でどうぞ）
久美子ウェスト（778-552-5070）
E-mail：info@kumikowest.com
詳細は、www.kumikowest.com よりご覧にな
れます。

ISS ワークショップのお知らせ
日本人女性ピアサポートメンバー募集
カナダに来て間もない日本人女性を対象とし、カ
ナダ文化の理解、新しい友達作り、体験談の共
有、サービスの情報交換等を目的とした集まりのメ
ンバーを募集します。興味がある方は是非ご参加
下さい。
・
日時：2018 年 4 月28日（土）〜 7 月14日（土）
毎週土曜日(5 月19日（土）及び 6 月30日（土）
を除く)
午前 9：30 から午前 11：30 まで
・場所：ISSofBC Welcome Centre
2610 Victoria Drive
Vancouver, BC V5N 4L2
・費用：無料
・詳細連絡先：Ajlin Mehmedi
tel: 604-684-7498 ext. 1267
email：ajlin.mehmedi@issbc.org
＊バス・電車のチケット無料提供、又チャイルド
マインディングの利用が可能です。

不動産に関わる税金の話
バンクーバー空き家税や、BC 投機税（スペ
キュレーションタックス）など、最近聞きなれ
ない名前の税金が増えてますが、きちんと理
解できていますか？ このような新しい税金
だけではなく、不動産売買の際に発生する税
金も含め、不動産に関わる様々な税金につい
て不動産のプロが説明いたします。
< バーナビー＞
日時：5 月 5 日（土曜日）10 時半〜 12 時
場所：Sutton Centre Realty
3010 Boundary Rd., Burnaby
< サレー >
日時：5 月 6 日（日曜日）10 時半〜 12 時
場所：Chefe Daniel Restaurant

13620 80th Ave, Surrey
（キングジョージと 80 番の角）
お申込み：要予約。
松浦加代子 604-970-4477（テキスト OK）
info@debbiematsuura.com
参加費：お茶代＄５

バンクーバー日系人福音教会
からのご案内
●おかあさんとこどもたちの
「こひつじくらぶ」
４月 19 日（木）10:30AM 〜 12:00PM
日本で保育士をしていた先生たちのリードの
もと、子供たちとのふれあい遊びや手遊び歌。
絵本の読み聞かせや聖書のお話。季節に合
わせたクラフトなど、お母さんもこどもたちも
ほっこりする時間。参加費は無料です。プロ
グラムの内容はプリスクール以下のお子様を
対象としています。
●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
vjgctab@gmail.com まで。
YY サービスのご案内
● Open YY サービス
４月 22 日（日）午後３時
わかりやすい聖書のメッセージや、元気一杯
のゴスペルバンド！！礼拝後にはみんなで仲良
くなれるプログラムも用意されています！ぜひ
ぜひおいでください。
＊ YY インスタライブ配信中！！毎週日曜日
午後３時から、jpgospelchurch で検索してく
ださい！！
＊当教会では、英会話や子どもたち向け・中
高生・留学生やワーホリからシニアまで、幅
広い世代向けの様々なイベントが行われてい
ます。ぜひホームページをご覧ください！！
www.jpgospelchurch.com
425-11th Street, New Westminster, BC
604-521-7737 vjgc@telus.net
www.jpgospelchurch.com
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●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
花が咲き始め、春を感じる季節となりました。 しあう環境をつくり、それぞれが試練を乗り越
本団体創立112年の歴史に恥じないよう、
コミュ えて成長していけるよう応援します。
ニティーの皆様に親しんで頂けますよう、理事、 練習時間 :
スタッフ一同頑張りますので、引き続きご支援
子どもクラス : 火曜日 6PM to 7PM and 日曜
をよろしくお願い致します。
日 9:30AM to 11AM
行事予定
成人クラス : 火曜日 and 木曜日 7:30PM to
• ４月２8日（土）午前９時半から午後２時
9PM
春の市 出店希望者募集中
●日曜の午前中はファミリークラスです。お子
場所：487 Alexander St. Vancouver ( ガス さんとご両親が楽しく、フレンドリーで元気よく
タウンの近く)
学べます。●６歳以上のお子様が対象
Tel: 604-254-2551 Fax: 604-254-9556
お問い合せ先：Phone: 604-346-7973
Email: vjls@vjls-jh.com
Web: www.TheOpenDojo.com
Website: www.vjls-jh.com
Email: sorin@theopendojo.com
＜お願い＞本団体は、お手伝いをしてくださる 本団体で、弓道、剣道、合気道、空手、書道
ボランティアの方を求めています。子どもに携
などの教室が行われています。本団体の会員
わるお手伝い、図書の整理、イベントの手伝い、 に限らずどなたでも参加できます。学校（604日本文化紹介日のお手伝い、清掃、郵送ラベル
254-2551）までお問い合わせください。
貼りなど、年齢、性別、短期、長期に関わらず
＜安いレント料で楽しい集いを＞
たくさんの仕事があります。是非、皆様のお力
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館で
をお貸しください。お願い致します。
は、格安のレント料でコミュニティーの皆様に
佐藤伝、英子記念図書館（VJLS-JH）からの
スペースを貸し出しています。多目的に使用で
お知らせ
きる部屋がたくさんありますので是非一度見学
本校関係者以外の多くのコミュニティーの方々 に来てください。
にもご利用いただいています。皆様のご好意で
5 階…素晴らしい眺めの 40 〜 50 人用の部屋
寄せられた 3 万 6 千冊以上の蔵書、小説、専
3･4 階…10 人〜 70 人の集会用の部屋
門書から漫画まで種類も豊富です。小さいお １階…大ホールは、コンサート、講演会、県人会、
子さん連れで一緒に童話や絵本を探し、親子
結婚式、お子さんの誕日パーティー用にも適し
のふれあいを楽しむ場としても活用されていま ています。
す。コミュニティーのための図書館です。どな ＊本団体の教室を使って、あなたの趣味、才能
たでも会員になれますので是非お越しくださ を生かして教室を開いてみませんか。お問い合
い。
（年間会費＄20）
わせをお待ちしています。
新しい本がたくさん入りました。皆様のおかげ ＊ご予約・お問い合わせは、E メールでお願い
と感謝しています。また、寄付しても良いと思
致します。rental@vjls-jh.com
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。
グラッドストーン日本語学園のお知らせ
クラブ紹介
空手：オープン道場バンクーバー
1971 年創立の学園では、2 歳児から高等科ま
活動目的 :
で一貫した日本語教育を行っています。
「生徒
１、オープン道場は、より良い人生を送るツー
への愛情と教育への情熱」を持って、楽しく
ルとして武道を推奨します。武道の練習を通じ
授業をしています。
てセルフデイフェンスやフィットネス以上の恩
付属幼稚園（2 歳児にこにこ広場）
恵があると確信しています。生徒のみなさんに
毎週火・木・金曜日
武道が実生活にも応用でき得ることを体感して
午後 12 時 15 分〜午後 1 時 15 分
もらうことが目標です。
付属幼稚園（3 歳児クラス）
２、下記問題もカリキュラムに含みます。
毎週火・木・金曜日
●いじめ防止（暴言や暴力に対しての護身）
午前 10 時〜午後 12 時

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

付属幼稚園（4 歳児クラス）
シニアライフセミナーなどへの無料参加、お誕
毎週火・木・金曜日
生会へのご招待、クリスマスパーティへの参加、
午前 10 時〜午後 12 時
隣組理事会の理事・役員への立候補資格、
理事・
付属幼稚園（5 歳児クラス）
役員選出時の投票権
小学科・中学科・高等科 毎週火曜日〜土曜
4 月〜7月中プログラム申し込み受付中！
日（編入生随時募集）
プログラムの詳細については隣組ウェブサイト
毎週火・木曜日
（www.tonarigumi.ca）をご参照ください。参
午後 4 時〜午後 5 時 30 分
加ご希望の方は隣組へご来館、またはお電話
/ 毎週土曜日
でお願いいたします。なおメールでのお申込み
午後 12 時 20 分〜午後 1 時 50 分
はお受けしておりませんのでご注意ください。
基礎科幼稚園（3・4・5 歳児対象）
登録期間中、定員に達しないプログラムはキャ
毎週金曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
ンセルとなりますのでご了承ください。隣組に
毎週土曜日午後 2 時〜午後 4 時
は利用者専用駐車場はございません。民間の
基礎科小学科以上
駐車場施設をご利用頂くかバスなどの公共交
毎週水曜日午後 4 時〜午後 5 時 30 分
通機関をご利用ください。
/ 午後 5 時 40 分〜午後 7 時 10 分
4 月 9 日（月）4 月〜 7・8 月のプログラム開始
毎週土曜日午後 12 時 20 分〜午後 1 時
4 月9日
（月）からプログラムが始まりました。参
50 分 / 午後 2 時〜午後 3 時 30 分
加したいプログラムへのお申込みをお忘れなく
！
★公益財団法人認定日本漢字能力検定会場
5 月 5 日（土）第 5 回 隣組 High Tea を開催
（年 2 回）
「母の日に向けたファンドレイジング」の一貫として、お
★教員募集：教員免許所持者・就労ビザ所有者
手製サンドイッチやスウィーツで、お母さま、
ご家族
●幼稚園科のボランティア随時募集中です。
お友達と一緒にティータイムをお楽しみください。12
所在地：270-6688 Southoaks
時と1時50分の2部シーティ
ング。
お一人様25ドル。
Cres,Burnaby（日系センター 2 階）
俳句クラブ トライアル募集中
604-515-0980
普段何気なく感じている季節の移り変わりや普
隣組からのお知らせ
段見落としがちな美しさに目を向け、想像力豊
かに俳句を読んでみませんか？初心者大歓迎。
101-42 West 8th Avenue, Vancouver, BC
日時：4 月 19 日（木曜日）午後 1:00 〜 3:00
V5Y 1M7 Tel: 604-687-2172
途中参加 1回分料金：会員 5ドル・非会員 7ドル
E-mail: info@tonarigumi.ca
定員：6 名
ウェブサイト : w w w.tonarigumi.ca
隣組スパルーム（隣組メンバー様又はボラン
開館時間：月〜金 午前 9 時〜午後 4 時半
ティア様限定）
隣組の情報はウェブサイトでご覧いただけます。
フェイシャル、フットケアー、指圧セラピー、サー
隣組ウェブサイト www.tonarigumi.ca では、
ビス ご利用ご希望の方は 604-368-8413（リ
隣組の歴史から現在の活動の様子、プログラム
エ）
または隣組までご連絡ください
（完全予約制）
やサービスやイベントなどの情報がご覧いただ
シニアライフセミナー
けます。また、
隣組の Facebook ページ
（https://
月一度の割合で皆様にお届けしています。この
www.facebook.com/tonarigumi）に
「いいね！」
セミナーはシニアの生活に密着したサービスの
をすると、最新情報を手に入れることが出来ま
情報を提供するのが目的です。
す。Facebook ページは隣組のウェブサイトから
シニアライフセミナー：心を健康に保つ方法
もアクセスできます。
〜シニアの鬱と不安症について〜
2018 年度会員登録
ストレスや不安がある日常生活の中で、どのように
2018 年度の会員登録を開始しております。更
して心を健康に保つかを日本で精神科医をされ
新される方、新規会員になられる方は隣組にて
ていた講師の方から学びます。
手続きをお願い致します。
日時：4 月27日
（金）午後 12：45 〜2：15
年会費：40ドル
参加費：会員無料・非会員 8ドル
会員有効期限：2018 年 1 月1日から 2018 年
定員：30 名
12 月 31日まで
詳しくは隣組までご連絡下さい
（604-687-2172）
会員特典：会員割引、図書・DVD 貸し出し、
クローゼットで眠っている浴衣、
着物を再利用！
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お子様の浴衣や草履、着物に小物や日本雑貨
などを隣組で再利用させて下さい。パウエル
祭やバザー、ファンドレイジングの一貫としてあ
りがたく利用させて頂きます、詳しくは隣組ま
でご連絡下さい。
アウトリーチ：クウィーンエリザベスパークを散策
日時：5月8日
（火）午前 10：00 〜午後 2：00
参加費：会員 7ドル・非会員10ドル
入場料：無料（温室は有料：一般＄6.50・シニア
＄4.50）
ランチ：餃パラ GYO・PARA にて
定員：10 名
詳しくは隣組までご連絡下さい
（604-687-2172）
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（604687-2172）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・リッチモンド地域の
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。
ライトハウスプログラム（シニアプログラ
ム）大募集
月曜（ 午 後 1:00 〜 3:30）又 は 水 曜（ 午 前
10:00 〜 3:00）にプログラム利用シニアさんを
笑顔で迎えて下さる方。
一緒にお喋りやゲーム、
クラフトを楽しんで頂ける方。 604-687-2172
または slp@tonarigumi.ca
（担当：Tomoko）までご連絡ください。
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。
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隣組まで。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
間以上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）

2018 年 4 月音楽療法セッション
講師 : ヒヤマ カオリ氏 音楽療法士
音楽は脳に他の活動では得られない特別な作
用をもたらします。全４回 $30
日時 : 4 月 4、11日、18 日、25 日
2：30 〜 3：30PM
場所：新さくら荘（いわさきルーム）希望の方
は604-777-5000 (Ext 2000)までお電話下さい。
又は srhousing@nikkeiplace.org まで
料理療法講演会・ワークショップのご案内
講演会
日時と場所
英語 4 月19日（木）午前 11：30 〜午後 12：30
（新見日系ホーム内健康ウェルネスラウンジ）
ワークショップ（日・英各４回）
参加対象
本ワークショップは認知機能の低下した方とそ
の家族または支援者を対象としています。二人
一組でお申し込み、ご参加ください。
日時：英語 5 月3、17、31日、6 月14 日（木）
午前 11：30 〜午後 12:30日本語 5 月10、24日、
6 月21、28日（木）午前 11：30 〜午後 12：30
場所：新見日系ホーム内健康ウェルネスラウンジ
参加費用
全 4 回 $40
申し込み方法
電 話：604-777-5000 ext 2000 Email
srhousing@nikkeiplace.org
日系ホーム受付よりお申し込みください。
講師 : 明神千穂（みょうじん・ちほ）博士近
畿大学農学部食品栄養学科講師
研究分野は栄養教育、調理科学。2006 年より
高齢者の料理活動に関する支援的研究に従事

バンクーバーでカナダ・プレミア上映！
「モナリザ・カウボーイ」!
日本生まれでアメリカ育ちの緒方篤監督とパリ
在住の中国人女優シン・ワングのお洒落なコ
メディー作品「モナリザ・カウボーイ」が、4
月 20 日（金）バンクーバー・ウェブ映像祭
(Vancouver Web Fest) でプレミア上映され
ます。緒方篤監督も出席。
是非、
ご来場ください!
【上映日時・場所】日時：4 月 20 日（金）
11:20am 〜 1:05pm（上映ブロック 7 で 2
番目に上映されます）場所 : 詳細：http://
vancouverwebfest.com/（詳細は映像祭の
ホームページをご覧ください）
【概要】疎遠だった中国人の双子の姉妹が、パ

リで、浴衣カウボーイとの交わりを通して再
会するストーリー。国外生活における誤解、
思わぬ出会いや気まぐれなどを織りこんだ
ユーモア溢れるドラマ。異文化の接点で暮ら
す放浪者たちの生活を 映し出す。
【監督】緒方篤 ( 脚本・監督・主演・編集 )
日本生まれのアメリカ育ち。ハーバード大学
卒、MIT マサチューセッツ工科大学院卒。富
士通 ( 株 ) 在籍後、フリーの映像作家・監督
としてドイツ・オランダ・米国・日本で活動。
ドイツ、オランダの映画基金より脚本開発の
助成金を得る。俳優としてオランダ国営 放送
VARA テレビに 3 年間レギュラー出演。長
編デビュー作『脇役物語』( 日本公開 2010 年 )
は全国劇場公開。国際線機内サービスでも 上
映され、小説版も出版。近年は、オンライン
配信向けのシリーズ作品も製作。自作自演の
超短編シリーズ「浴衣カウボーイ」は、欧州、
カナダ、韓国の映像祭で 13 の賞を獲得。日
本でも劇場公開し、日英 2 カ国語の書籍版
も遊学社より出版。各国大学や You Tube
Space Tokyo でもワークショップやゲスト講
演多数。(www.atsushiogata.com)
【主演女優】シン・ワング ( 王欣雨 )
パリ在住の中国人女優。中国・フランス初共
同製作のヒット・シリーズで主演。6300 万人
の視聴者を得る。フランス・シリマニア映像祭、
ロンドン・レインダンス映像祭、シチリア、ベ
ルギー、ブラジル、スイスの映像祭などで多
数受賞・入選。
ホームページ：http://monalisacowboy/com
フェイスブック：https://www.facebook.com/
monalisacowboy
Vancouver Convention Centre, West
Building (1055 Canada Pl, Vancouver, BC
V6CoC3)
入場 : 無料
言語 : 英語
「Ex-Model（元モデル）
」を、中国 Youku
社からの支援で製作、MyTF1 テレビでも放
送。
予告編：https://vimeo.com/258576285/
連絡先：yukatacowboy@gmail.com
ツイッター：https://twitter.com/
monalisacowboy
インスタグラム：https://www.instagram.
com/monalisacowboy
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の 8 週間）9:00am 〜 12:00pm ＄1280
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
The South Surrey and White Rock Art Society
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
presents their 2018 Spring Art Show and
が可能です。
Sale. South Surrey Recreation and Arts
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Centre, 14601-20th Avenue Surrey, BC.
*ISS の TESOL Diploma コースは TESL
Saturday, April 21st & Sunday, April 22nd,
Canada に認可されたコースです。卒業生は
2018. 9am−5pm. −Hundreds of original
TESL Canada Membership にアプライする
artworks in a variety of media and styles. Free
ことができ、必要条件を満たせばカナダでも
Admission, Free Parking, Live Music. For
英語を教えることができます。
more information visit: www.artsociety.ca
詳細お気軽にお問い合わせ下さい。
Visit or contact: The Immigrant Services
春の市（VJLS-JH）のお知らせ
Society of BC
#601-333 Terminal Avenue, Vancouver
出店者募集中
庭にかわいい芽が顔を出し、
「春だ。春だ。
」 Phone: 604-684-2325
email: info@LCC.issbc.org
と歌いだしました。待ちわびた春です。さあ
「春
http://www.Lcc.issbc.org
の市」に出かけましょう。当日は、一般参加者
のテーブル、クラフト、日本の小物などなど、
写真展のご案内
たくさん出店されます。和菓子などのデザー
トの販売も致します。お友達、ご家族とご一
ウェブマガジン、Cradle Our Sprit の一写入
緒に、春の市にお越しください。掘り出し物が
魂コーナーで写真を掲載しているバンクーバー
あなたを待っています。
在住の８人のプロ、アマの写真家が共同写真展
また出店される方を募集しております。ご連 を開催します。
絡をお待ちしております。
ぜひお気軽にお立ち寄りください。
日時：4 月 28 日（土）午前 9:30 〜午後 2:00
開催期間：４月２９日まで
場所：バンクーバー日本語学校並びに日系人
場所：Gallery Bistro 2411 Clarke St. Port
会館 487 Alexander St. Vancouver
Moody
Tel：604-254-2551
パニック障害なんて怖くない！
入場：無料
パニック障害の経験がある方、またはそのご
出店：１テーブル＄15 のみ お早めにお申し
家族や友人の方など、どなたでも参加出来
込みください。
ます。お子さん連れ OK です。目的は、パ
ISS からのお知らせ
ニック障害について何でも話し合える安心安
全な「場」を提供する事です。医療行為やカ
*General English コース
ウンセリングではありません。一人で悩みが
毎週月曜日入学可能
ちな「パニック障害」について、同じような
月曜日から木曜日 9：30am 〜 12：00pm
経験を共有し、情報交換する事で、
「パニッ
（パートタイム・6 週間） ＄495
ク障害」への理解が深まり、それぞれのペー
月曜日から木曜日 9：30am 〜 3：00pm
スで発作が改善し、以前より生きやすくなる
（フルタイム・6 週間） ＄990
事を願っています。参加希望者は（サツキ）
移民 / 市民権保有者：パートタイム：＄300
goodbyepanicattack-vancouver@outlook.
                           フルタイム：＄600
jp まで。日時：４月 21日（土）午後 1 時 -3 時。
*TESOL Diploma コース
会場はキツラノビーチ近辺。詳細は追ってメー
月曜日から金曜日（4 月 9 日から 6 月 1日まで
ルでご連絡します。

2018 Spring Art Show

