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今回で 15 回目となった、中学生ビクトリア市
研修は 10 月 11 日（土）から 18 日（土）まで行
なわれました。

この研修は、中学生 15 人がホームステイをし

ながら、カナダ・ビク

トリア市内のオーク

ベイ高校で授業を体験

し、また、日本文化

紹介のプレゼンテー

ションをする、という

ものです。

出発前に入念に準備

をして、盛岡とビクト

リア両市の姉妹都市

提携のきっかけとなった新渡戸稲造博士の言葉を

胸に、さっそうとビクトリアへ旅立った中学生た

ち。さて、無事にホームステイと授業体験を乗り

きって、日本文化をビクトリアの人たちに伝えるこ

とができたの

でしょうか？

詳しい研修の
様 子 は、 協 会
ホームページの
中学生ビクトリ
ア市研修アルバ
ムでご覧いた
だけます。
（http://www.e-
morioka.com/
~ m o r i i n t l /
top.html）

新渡戸稲造博士の碑の前で
（ビクトリア・ビーコンヒル公園）

調理実習を終えて、試食前に

たった１週間で
したが、カナダ

とのお別

れはやっぱり寂
しいです。みん

なも「日本嫌だ
～」

「カナダに住む
！」なんて言い

まくっていまし
た。私も

かなり帰りたく
ないなあ～

（北陵中学
３年重茂美

緒さんのビ
クトリア市

研修

報告書より
）

日本の伝統的遊び「福笑い」
のプレゼンテーション

われ、
太平洋の橋とならん



ビクトリア市長の盛岡滞在記
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盛岡市の姉妹都市であるカナダ・ビクトリア

市の市長夫妻をはじめとする親善訪問団８人

が10月16日（木）から20日（月）まで盛岡

を訪れました。

アラン・ロウ市長は最後の盛岡訪問に

あたって「盛岡市とビクトリア市の交流が、

2010 年の姉妹都市提携 25周年へ向けてより

広く、深くなることを確信しています」とのメッ

セージを発信しました。

５日間という短い盛岡滞在でしたが、一行

は、高校や大学などの教育関係者や商工会議

所との意見交換、全国朝市サミット見学など、

充実した時間を過ごしました。

また、天気にも恵まれ、美しく紅葉した盛岡

の街並みや山々の景色も満喫しました。

トーテムポールの前で

観光関係者との意見交換（商工会議所で）

盛岡市長
↓

わんこそばの昼食をとるビクトリア一行。
アラン・ロウ市長は、なんと 110 杯以上もたいらげました。

沖縄の三味に合わせて踊る盛岡、ビクトリア両市長。
盛岡・ビクトリア市に加えて、沖縄・うるま市の三都市
交流ですね。（全国朝市サミットで）

沖縄・うるま市の方
←ビクトリア市長

←
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サンタが街にやってきた！
2007 年 11 月 18 日　

今夜は、「Santa Light Parade」という冬の訪れを告げるパレード
がビクトリアのダウンタウンでありました。

参加団体や企業がライトアップした車で街をパレードします。

このイベントは Mustard Seed Food Bank という恵まれない人
への食料補助のチャリティーもかねているので、見て参加
することにもしっかり意義があります。

こんなきれいなパレードを見ながらチャリティー
にも参加できるのですね。
盛岡でもこんなイベントがあればいいですね !

第３回　ビクトリア絵日記

もっとごらんになりたい方はこちら↓
http://normantour.exblog.jp/i0/

カナダ・ブリティッシュコロンビア州
州議事堂

州議事堂の電球
2007 年 11 月 22 日

昨晩、ふらっと州議事堂の前を通ったら、今までより一段
ときれいにライトアップされているように見えました。

きっと、寒くなってきたので、空気が澄んでいて、きれい
に見えるのだろうな ? と思っていたら、実はライトアップ
用の電球を LED に換えたのが理由のようです。

LED って環境にやさしいだけじゃなのですね。
まるで、ディズニーランドのライトアップのよう
です。

ジンジャーブレッドハウス
2008 年 12 月 02 日

ジンジャーブレッドとは、クリスマス時期によく食べる、シナモン・
ジンジャー・クローブなどのスパイスを効かせたクッキーのこと。
人のカタチをしている茶色いクッキーなどスーパーで見かけるこ
とも多いです。

今の時期、スーパーなどでジンジャーブレッドハウスキットなど
も売っていますので、日本へのお土産にもいいかもですよ。

小学生の作品。色とりどりのグミやチョコ
レートでデコレーション。きっと、作りな
がらいろいろ食べちゃうんでしょうね ?

日本ではクリスマスといえばケーキです
が、たまには、こんな綺麗なクッキーでク
リスマスを迎えるのも楽しいかも。

ビクトリア・ノーマンツアーズ社のブログより



4 古紙配合率 100％再生紙を使用しています。

平成 20年度の賛助会員募集中！
あなたも賛助会員になって国際交流をしましょう !
賛助会員になっていただくと、協会主催の料理講座

などの先行申込みや参加費割引、図書の貸出しが受け

られます。

家族や友人でお誘い合わせのうえ、この機会にぜひ

ご加入ください。

　振込手数料が無料となる振込書もあります。協会

事務局まで電話かＥメールでご連絡ください。

個人会員：   1,000 円／年・団体会員：10,000 円／年

カナダ・ビクトリア市長にディーン・フォーティン

氏が当選しました。新しい市長は元市議会議員で、

弁護士資格も持っています。

いったいどのような方なのでしょうね？いつかお

会いできる日を楽しみに、両市の友情がいっそう

深まることを祈りつつ、2008 年も終りたいと思い

ます。

来年は、世界が平和でみなさまにとっても良

い年であればいいですね。　　　　　（眠り姫）

編集後記

☆北京五輪を終えて☆

２００８年中国初の五輪はやっと混乱な

く無事に閉幕しました。

五輪後の中国はどうなっているのか？中国

の人々は人前で痰を吐かなく、ちゃんと順番

を待ち、並んで、バスに乗る等社会常識や

マナーを守っています。北京オリンピック

を通して、国民全体の素質は高まっています。

その中でもっとも大きく変わったのが国民

の環境意識です。

☆一家に一台☆

例えば太陽光湯沸かし器。私の実家の江蘇

省地域の多くの近代的な住宅には、集合住宅、

戸建住宅を問わず、太陽光湯沸かし器が備

わっています。経済発展に伴って、電気

温水器やガス湯沸かし器の使用が増え、

電力や天然ガス等の資源を大量に消費する

ため、家庭では太陽光湯沸かし器を使用し

ています。

☆ 4.90 人民元☆

エコ生活をしようというスローガンも提唱

されています。例えばレジ袋。

今年 6月はじめに、中国全土でレジ袋が

有料となりました。私の母は、時折、エコ

バックを持参するのを忘れます。そうする

と、その時にレジ袋の料金を払わなければ

ならないため、買い物するのをやめてしまう

こともあるそうです。レジ袋の料金、4.90

人民元（約 60 円）は中国の人にとっては

結構高く感じる値段です。

☆五輪は通過点☆

その他に消費電力の大きい旧型の家電製品から、

環境に優しい製品への買い替えも活発になっていま

す。こうした動きは、全国民の環境保護に対する意

識が日増しに高まっていることの表れです。

北京五輪は、また様々な問題を抱えている中国に

とって、ゴールではなく通過点です。中国がこれか

らどう変わるかが世界中に注目されています。

中
国
の
環
境
保
護
元
年
？

陳　

茜
（
岩
手
大
学
非
常
勤
講
師
）

世界から盛岡、日本が見えてくる！③

「私を連れて一緒に買
い物しよう！」と書か
れたエコバック推奨
ポスター

屋上に所狭しと置かれて
いる太陽光湯沸かし器
（陳さんの実家、江蘇省）


