


【11/28/2010】はじめに

wizclips こと 柴です。
カナダに到着しました。
ホームステイ先の母とも仲良くできました。

学校に通うためのバスのチケットも買いました。

シャンプーとリンスとボディーソープと、
れんなの日記帳も買いました。
（たぶん長続きしません）
※編集注：やっぱり一日も書きませんでした。

   カナダ用のブログ【デイリーカナダ】を立ち上げることにしました。

同行者、carinoことれんなと一緒に
日々の出来事を若干のフィクションも交えてお伝えします。
※れんなの天然にはフィクションを入れていませんので、
存分にお楽しみください。

それでは俺はもう...
ちょっと...しばらく ...PCには触りたくないので、
ノースバンクーバーの湖畔でも散策してきます。

IDのスペルを間違えたとか、
最初に書いたテキストを保存する前に

twitter投稿手続きをしてテキスト消えちゃったとか、

そんなのはフィクションです。

   そんなことで心が折れる柴ではないのです・・・ぐす



【11/28/2010】いってきます

　

あ！！

あたし一人でも画像のＵＰ

できましたぁーーー！！！！(>ω<)



【11/28/2010】機内食

機内食はアルコールもOK！
このビールはれんなでも飲めました！！



【11/28/2010】もうすぐ朝陽

日本時間2010/11/29 am2:00　機内より



【11/28/2010】Deep Cove

carino こと れんなです。

   ステイ先に到着すると、

   ホストマザーがおうちの近くをぐるりと車で案内してくれました。

   明日からスクールなので、バス停の場所を教えてもらったり

   近くのスーパーでは

   通学に必要なバスチケットをはじめシャンプーやボディソープ、

   しばちんに勧められてかわいい日記帳も買いました！！  

おうち近くの  観光場所？見どころ？も案内してくれて
どうやら『ディープコーブ』という入り江があるようです。

   ホストマザーいわく
   「Wlak here about fifteen nimutes.」
   「It's not so far.」
   とのことでした。

立ち並んでいるお店のハニードーナツ屋さんが有名らしいです。

１５分か。

うん。そんなに遠くないからすぐお散歩に来れそうね

   ぐるり一周しておうちに帰り

   簡単に荷物の整理を済ませて１５時ちょっと前。

それじゃあ、せっかくだからさっきの入り江まで行ってみようか！

   初めてのカナダ

   自然がいっぱいです。

   向こうの山には雪が積もっています！

   二人できゃっきゃ歩くこと１０分。

   最寄のスーパーを発見！

   なにか足りなくなったら、ここで買うことができそうです。

さらに歩くこと１０分。
そろそろＤｅｅｐＣｏｖｅに着く頃かしらー？

カナダの道路は広いです。

坂道が多く、ものすごく急勾配です。



   さらにさらに歩くこと１０分。

   まだＤｅｅｐＣｏｖｅには着きません。

   だんだん日が沈んできてあたりの気温がぐっと下がってきました。

さらにさらにさらに歩くこと１０分。
あ！お店が見えてきました！！

・　・　・あれー？さっきのところと違うねー？？

さらにさらにさらにさらに歩くこと１０分。
見渡す限りまっすぐに続く道路。

ＤｅｅｐＣｏｖｅはいずこに・・・？？

あたりも暗くなってきたし今日はもう引き返しましょう。

   帰ってgoogleマップを調べてみたところ・・・

   ３．５ｋｍ。

うん。
「fifteen」と「fifty」を聞き違えたんだね！

英会話の道は遠そうです。。。涙

   それにしても
   wlak about 50 minutes　＝not so far
   なんですね？



【11/28/2010】一日目

carinoこと れんなです。

カナダに到着するまで、
成田行きのバスのチケットが危うく買えないところだったり、

（チケット売り場のお姉さんがちょー感じ悪い）

入国審査時、無愛想なお姉さんの質問にうまく答えられなくて
長々と引き止められた挙句 ため息をつかれながら入国したり、

すったもんだありながらも…

無事カナダに到着しました！！(>ω<)
ホストファミリーのみなさんは優しい人でヨカッタ。

   カナダは現在２０：３５。

   今日は出発から、２時間バスに揺られて

   ８時間半のフライトを経て

   もうクタクタです。

ダーリンは、
あたしがシャワーから戻ったらすっかり寝てました。(´・ω・｀)
写真の載せ方を聞きたかったのに．．．

※編集注：ひとりでできました。

明日からはスクールに行きます！
あたしもそろそろ寝ることにします。

では、また明日ー！
See you tomorrow!



【11/29/2010】二日目

carino こと れんなです。 
今日からスクールが始まりました。

    スクールまではバスを乗り継いで約３５分。

    昨日購入したバスチケットでバスに乗ります。

・・・が、しかしチケットの使い方がわかりません！！Σ(0д0) 
バスに乗ってから「で…でぃす ちけっと いず おーけー？」

な、感じで運転手さんに聞くと、チケットをこの機械に通すんだよ。

と親切に教えてくれました。

    バスチケットは最初に機械に通してから９０分間使えるもので、

    バスを乗り換えた後も同じチケットが使えますが、

    帰りは別のチケットにしなくてはいけないようです。

    カナダは、日本のようにバス停のひとつひとつに名前があるわけではなく、

    交差点ごとにバス停があって、通りと通りの名前を言うんですねー

    スクールに行くにあたって 
    pender st.とgranville st.の交差点で降りなくてはいけなくて
    今日は「pender st.」って言うところで降りました。

    そのバス停があってたのか、

    本来降りたかったバス停よりも手前だったのか

    それすらわからないのですが・・・笑

まぁ。
例によって、例の如く。
迷子になりました、わたしたち。笑  
迷子ｉｎカナダ

    当初検索していたバスよりも早いものに乗って
    予定よりも２０分くらい早く最寄駅に着いていたにもかかわらず

    外気温 ３℃の中、さまよい歩くこと約３０分。

    道を尋ねながら歩くも一向に着かず

    これ以上迷っていたら遅刻してしまうぞってところで

    フォーシーズンズホテルを発見。

ドアマンに道を尋ねると、この番地は向こうだよ！と
案内してくれました。

さすがホテルマン！！

    スクールは最初にレベルテストがあって、

    今日は午後のクラスから参加しました。



    一日の大半を英語で過ごすと言うことは

    やはり、それなりに脳を使っているようで

    激しく体を動かしているわけではないのにしっかりお腹はすくし

    ものすごく疲れます。

普段使っていない脳ががんばってる感じ？
右脳さんガンバレ！ 

    ブログの更新をしようと思ってＰＣの前にいたはずなのに、

    いつの間にかベッドの上でうとうとしていて、

    ダーリンにブランケットをかけてもらうところで目が覚めました。

    ダーリンは今、鞄作りに勤しんでいます。 

今日も一足先に寝ようと思います。
カナダ時間、現在 11/29 23:17。 

では、おやすみなさぁーい。



【11/29/2010】朝7時

朝７時でこの暗さ。
夜明けが遅いようです。



【11/29/2010】初めての自販機

スクールに自販機があったので、

お昼休みに水を買うべく利用してみました！！

＄１．５０ 　５００ｍｌの水。

＄２．００　入れました。水のボタン押しました。

出てきません。

・　・　・

出てきません？！

    気を取り直して、もう一度。

    水のボタン押しました。

    ・　・　・

    出てきません。（やっぱり）

    視線を上げてみると、

    コイン投入口の横の小さな液晶に「ｓｏｌｄ　ｏｕｔ」の文字が・・・

涙。
水がないなら、いらないやー（コーラの気分じゃないし）と思い

返金のレバーを回したところ・　・　・

   Σ(0д0)！！！！！！！！

お金が返ってきません？！？！？

・　・　・
気を取り直して、もう一度。
返金のレバーを回してみました。

・　・　・
返ってきません。（やっぱり）
自販機にはまだ＄２．００入ったままです。
仕方がないので、試しにコーラのボタンを押してみました。

    ガコン。

コーラが出てきました。

だから、コーラの気分じゃないんだってばぁーーーーー涙。涙。涙。



【11/29/2010】BOOK・OFF

カナダにもBOOK・OFF発見！！



【11/30/2010】三日目

carino こと れんなです。

今日は、学校二日目にして寝坊しました…。

7：52のバスに乗らなくてはいけないのに、起きたのが7:50。

7:50？！Σ(0д0)
えっ。なに、それ？ 7:50？！

あたし6:50に目覚ましかけたんですけど？

    鳴らなかったよね、あなた！！(>д<)

    慌ててダーリンを起こす。

   7:52の次のバスは8:23。

    これではもう確実にスクールには間に合いません。。。

ここはもう潔く諦めて、午前中はお休みしましょう。
そうしましょう。

昨日、スクールの日本人スタッフに教えてもらった

雑貨＆手芸用品店に行きましょうか



【11/30/2010】そんなわけで。

carinoこと れんなです。
バスターミナルに到着後、
バス停よりスクールへ欠席の連絡を。
初めての公衆電話！！！！

    カナダではローカルエリア（市外局番が同じ）内での

    通話は、なんと無料なんですって！！

    知ってました？ちょっと、奥さん！！

    彼氏と電話するなら、

    携帯じゃなくて家電にするべきヨ！

そんなわけで、初めての公衆電話。
公衆電話では、通話料は無料でも使用料として

¢５０入れないとコールできません。

（その¢５０は もちろん返ってきません。）

    学校に欠席連絡も入れたことだし、さて手芸店に向かいますかー

おっと。
その前に、腹ごしらえは必要ですよねー！！

そんなわけで、行ってきました！！
マクドナルド！！

もちろん、朝マックです。笑

Wi-fiも入るからってことでマックを選んだはずなのに
マックのWi-fiが使えない！！

パスロックがかかってるーーーーー！！！！(>д<)

なんてこった。使えない。

    そうそう。

    そのあと、

    お目当ての手芸屋さんに向かったんだけどね。

坂道を延々登ること３０分。
見つかりませんでした。
なんだったんだろね、雨の中一時間のお散歩？
体はすっかり冷えきりましたとさ。



【11/30/2010】Waterfront Station

wizclips こと 柴です。
今朝のアクシデントを有効活用すべく、
（【11/30/2010】三日目　http://dailycanada.jugem.jp/trackback/10）
SEABUSを使ってWaterfront Stationまでやってきました。

    建物マニアの柴撮影の写真をつぶやきとともにご覧ください。

（天井たけぇ・・・）

（TelephoneではなくBell・・・今朝使ったばかり・・・orz）

※編集注：Bellはどうやら、CANADAで言うところのNTTのようだ。

（窓下にストーブがずらりと並んでたけど、

　触れるくらいの熱さなんだよな）

（ここに住みたい・・・中央のキオスクみたいなやつに、

お土産になりそうなカナダグッズが結構あったな）

（SUBWAYかぁ・・・行きたい）



【11/30/2010】二度あることは三度あるので

wizclipsこと柴です。

昨日、学校の自販機で水が買えないことが判明
（【11/29/2010】初めての自販機　http://dailycanada.jugem.jp/trackback/9）

   日本なら翌日には補充が済んでそうなもんですが、
   アバウトキングのカナダはそうでもないようです・・・

『今日は買えるよ、きっと』と期待して自販機へセカンドチャレンジ。
が、案の定『SOLD OUT』の文字・・・
返金ボタンを押しても返ってこない$1.50・・・

   しかたなくスプライトを購入。
   味は・・・まぁスプライトですよ。

   んで、

   『二度と学校で水なんか買ってやるもんかーーーーーー！（°□°メ）』

と心に誓い、
近所のドラッグストアで4Lの水を購入。
$1.74でした。やすっ！



【11/30/2010】made in CANADA

鞄職人、柴です（°∀°）イヒ

昨夜、

通学用の鞄を作りました。

    横にも縦にもA4サイズのファイルが余裕で入ります

    今日は学校のテキストと弁当、

    途中で買った1Lのペットボトルやプリングルスまで入りました。

    驚きの収納力！

    まだふたもついてないけれど、使い勝手は良好です。

    この後、あちこち補強をしたり、飾りをつけたりして仕上がる予定。

この鞄と並行してカメラ用のバッグインバッグを作らされます・・・

made in CANADA は続きます。



【12/01/2010】四日目

cacrino こと れんなです。

カナダは現在１２／１　　７：００ａｍ  です。

おはようございます！

    今日は寝坊もせずに、６時に起きました！！

    今朝はもう朝食も済ませています。

    外はまだ真っ暗です。

    さて、これから学校に向かいますよー！！

    いってきます☆



【12/01/2010】朝食

今朝の朝食は、

ホストマザーPamの自家製ラズベリージャムです。

甘さが控えめですっごくおいしい！！



【12/01/2010】nanoの腕時計化

wizclips こと 柴です。

日本から連れてきたiPod nanoが！

腕時計になりました！

以上！w

あ、以上ってのは嘘です。

学校の近くにあるApple storeは行く度に大盛況。

昼行っても夜行っても、人人人・・・。

    スタッフが赤いTシャツ着てるんだけど、１２月でクリスマスだから？

    日本のストアはいつも通り青？

実は、上記写真の黒のリストよりも欲しいものがあった・・・

リストを見に行くと

店頭には赤いリストしかなくて、

    『赤でもいいかぁ・・・nanoは青だから黒があるといいんだけど・・・
    　あ。訊いてみよう』
    と『I'm Japanese』づらで店員に声をかけると、

    『奥にしまってあるから、ちょっと待ってて』

    とのこと。訊いてみるもんだーw
    で、出てきた黒いリスト。
    早速買うためにレジへ向かおうとしたんだけれど、

    レジらしい物体が見つからない・・・

    『買うの？カードでOK？』

    と言われたので、『YES』というと、

    店員のバッグからバーコードとカードの読み取れる機械のついたiPhoneが！！！

え、ちょ！それください！！！！

さすがに売ってはくれなかったけど、

もし業務用でそんなんあるなら、欲しいから起業します（ΦωΦ）



【12/01/2010】Homework

carino こと れんなです。

カナダは今１２月１日　２０：１０です。

    今日はホストファミリーのおうちで洗濯機を借りました。

    ただいま洗濯中。

    洗濯機が大きければ、乾燥機も大きい。

洗剤も・・・大きい。
洗剤なんて、あの新聞屋さんがよくれるよううなあんな大きさじゃなくて

もう みかん箱くらいの大きさがあるの！！

大きい！！！！

    さて。

    洗濯があがるまでも時間に、今日の宿題をしましょう。

    もう英語わかんないよぅーーーー涙。

    宿題してると眠くなるのってなんでなんだろうねー？  



【12/01/2010】1,000preview突破！！

carinoこと れんなです！

おかげさまで【ＤＡＩＬＹ　ＣＡＮＡＤＡ】開設３日目にして

１，０００preview超えましたぁーーーーーーー！！！！！！！！ 

    なんと、まぁ！！
    ビックリです。

    みんな そんなに見てくれてるのねー

    みんな そんなにあたしのことが好きなのねー(●´ω｀●) 

ありがとうありがとう☆
せっかく見てくれたなら、コメント残していただけると嬉しいなぁー

ちょっとだけでもイイのになぁーー

なんて言ってみる。笑

    カナダ時刻 現在１２／１　２２：５８ｐｍ

    カナダに来て四日目。

    今日は初めて雨に降られませんでした！

    この時期のバンクーバーは、雨の日が多く（ほとんどが雨で）

    もう少し寒くなると雪に変わるようです。

    朝降ってなかったとしても、夕方には降りだしたりします。

    傘嫌いの、このあたしですら

    折り畳み傘をちゃんと持ち歩いているくらい降ります！！

    週末はビクトリア島に行こうかと思っています！(｀・ω・´) 

    晴れ女の本領発揮しなければ・・・！！

さてさて、それではあたしはそろそろ寝ようかと思いますよー
まだ隣で宿題をしているダーリンを横目にして。笑

では また明日ー！
See you tomorrow☆



【12/02/2010】おっとっとモドキ

wizclipsこと柴です。
午前中の授業の休憩時間に、
腹が減って仕方がなかったので、

学校の休憩スペースにお菓子を買いに行きました。

    『あ！チョコパイがある！』

    と思って早速お金を入れようとした瞬間、

    視界の隅をよぎった見慣れた箱・・・！

『あれ？おっとっと？』

（全部ハングルじゃん・・・）

しかも、日本で売られている『おっとっと』は塩味なんだ

けど、

    こいつは若干スパイシー。

    クラスメートにも食べてもらったけど、

    れんなにも食べてもらったけど、

    『塩味のままでよくね？』

    と感じるくらいのスパイシーさ。

    うん。俺でも大丈夫！w

    （ちなみに中には４コマが。）



【12/02/2010】じゅりちゃん！鹿だよ！

wizclips こと 柴です。

物騒な店を発見しました。

    ００７的なアイテムが売られているのか！？

    あまりに怪しいので、

    入ることを久々にためらいましたが、

    窓からのぞいたところ、

    盗聴器的なものとか、
    とりあえず黒く塗られている何かとか、
    ツッコミどころ満載な道具が売られている様子・・・

    誰が買いに来るんですか（ΦωΦ）

    ゴルゴ来ちゃうんですか（ΦωΦ）←あの人はスナイパーw

    妄想大爆発です。
 

ちなみに、Spy Zoneを過ぎると、

じゅりちゃん！鹿だよ！

    とまぁ、トンネルの出口にこのポスターが

    ベタベタ貼ってありました。

    ホームステイ先は山と湖が近いけど、

    鹿はまだみてないんだよなぁ。

    ウィスラー行ったら見れるかな。



【12/02/2010】サンタさん

carinoこと れんなです

お散歩していたら、バンクーバーアートミュージアムで

クリスマスツリーの点灯式をしていました！！

    大きなツリーと屋台がたくさん出ていました。

    お祭りの気配を感じて、

    中を散策していると・・・

    なんと！！

    そこにはサンタさんが・・・！！！！

ぱちり。
思わず一緒に写真を撮ってもらいました。笑
外人さんだとこういう格好が自然に似合うよねー
日本人だと違和感感じちゃうけどさ。笑

    そうそう！！

    今日、歩いてたらまさに ハリーポッターの世界から出てきたの？！Σ(0д0)

    っていう格好をした人たちを見かけたの！！

    黒いローブを羽織っていて

    もう本当、マクゴナガル先生とかマダムポンフリーみたいな感じの！！

    あぁいう格好もさらっと着れちゃうんだもんねー

    日本人が着てるとなんだか笑っちゃうけど。笑

    日本人は着物が一番ってことね。



【12/02/2010】五日目

carinoこと れんなです。

カナダは現在１２／２　２１：３０　です。

    今日は寝坊することもなく（今日も？）

    予定通りのバスに乗ることができました！

    スクールにもずいぶん慣れてきて、

    通学するタイミングや、街のつくり（道路の名前と位置関係）、帰りのバスの時間

    スクールの環境、自分の疲労度など

    ようやく要領がつかめてきたところです。

    来週からはもう少し余裕と 遊び心をもって活動できそう！！(>ω<)

    （・・・と言っても、あたしはもう来週で終わりなんだけどね。涙涙）

明日のスクールは午前中のみで午後はフリーデイです☆

明日はデートです！！！！！！(>ω<)

    晴れたらスタンレーパークに行く予定です！！

    シャボン玉をする予定です！！

    出国前に友人からもらったカラーシャボン玉です！！

    ちょー楽しみ☆★☆

    もう明日は晴れてもらうしかないのですっっ！！(>д<)

    スタンレーパークには水族館もあります！！

    白いベルーガが有名です！！

明日は晴れてもらうしかないのです！！
みなさん、てるてる坊主を作りましょうー！！



【12/03/2010】六日目

carinoこと れんなです

現在、１２／３　２３：５０

   今日はスタンレーパークに行ってきました！

   どんなところかワクワクしていったんだけど

・・・まぁ、普通に公園だよね。笑
歩いていると、道端からリスが駆けてきたり

アライグマの親子が道を横断していたり

なんとも自然のあふれるところでした。

その後、カナダに来て以来の念願かなってようやく
ガスタウンに行ってきました！！

ずっと雨だったから見送っていたんだよねー(´・ω・｀)

   ガスタウンはとても綺麗な町並みでしたー！！

   ガスの蒸気時計もあってね。

   １８時には蒸気でチャイムを鳴らしていました！！

   持ってきたolympus E510もたくさん写真を撮ってきました！！

   今日の写真をあげるつもりだったんだけどね。  

   写真をアップロードする過程で、どうしても読み込んでくれないので

   また明日以降 再チャレンジしたいと思います。

   明日はビクトリア島に行こうかと思い、

   現在ダーリンがルート検索中です。

   もう眠いです。

   限界に挑戦？！？！って感じです。。

   明日はスクールよりも早起きみたいだしなぁ・・・

がんばって起きましょう。
では、おやすみなさぁーい。



【12/03/2010】スタンレーパーク１

carino こと れんなです。

スタンレーパーク内を歩いていると・・・

アライグマの親子が道路を横断中！！

近い！近いっ！！

リスもいます。カナダのリスは黒い。

茶色いのもいました。

どうやら人間が近づくとご飯がもらえると思っているようです。



【12/03/2010】スタンレーパーク２

carinoこと　れんなです。

スタンレーパーク内を歩いていると・　・　・

絵描きのおじさんがいました。

似顔絵を描いてくれる人です。

せっかくなので描いてもらいました！

こうやって似顔絵を描いてもらうというのは人生初体験です！！

出来上がった絵がこちら！！

似ているようで 似ていない。笑

似てないようで 似ている。笑

   絵描きのおじさん Andrewは、

   なかなかカッコよくて素敵なおじさんでした。



【12/03/2010】スタンレーパーク３

carino こと れんなです。

スタンレーパーク内を歩いていると・　・　・

ライオンズゲートブリッジや

（長さ1500m、橋脚の高さは116m。北米で2番目に大きい吊り橋。）

ノースバンクーバーの街並みが見渡せます。

水が澄んでいて、とってもきれい。

海底まで見えます。

海水なので しょっぱいです。

（舐めてみた。笑）



【12/03/2010】ガスタウン

carinoこと れんなです。

冬のバンクーバーは雨の日が多いです。

今日は天候にも恵まれ
日が沈んで、薄暗くなってきた夕暮れ時、

念願かなってようやくガスタウンに行ってきました！！

蒸気時計

１８時に蒸気とともにチャイムがなって時を報せてくれます。

   『ガスタウンには、町のシンボルでもある「蒸気時計」があります。

   ガスタウンは、イギリス人の蒸気船船長の水兵が１８６７年に酒場を開き栄え始めたので、

   その彼のあだ名 ギャッシー・ジャック（Gassy Jack）を取って、

   今の蒸気時計のある一帯を「ギャスタウン」と呼ぶようになったそうです。

   （ちなみに、ギャッシー・ジャックの本名はジョン・デイトン  と言うらしい。）

   （少しも被ってないじゃないか！笑）

   蒸気時計は、蒸気で動くのかというとそうではなく、

   時計自体は電動式となっているそうです。

   ただ、時間を知らせる時はボイラーで蒸気を発生させます。

   蒸気時計は１時間毎に時刻を告げ、１５分毎に蒸気で５音階のメロディーを奏でます。』

・・・へぇー、そうなんだ。

今 知ったよ。笑



【12/04/2010】七日目

carinoこと れんなです。

現在　１２／４　９：５０am

   今日は土曜日です！！

   学校はお休みです！！

   今日はすごくいいお天気です！！

   雲ひとつない晴天です！！

   やっぱり日頃の行いがイイからかしらねー？(●´ω｀●) 

昨夜の予定では、ビクトリア島に行くつもりでしたが
ルートを検索してみると、あまりにも遠いことが判明！！(>д<)

バスとフェリーを乗り継いで３時間半くらいかかるのねー

カナダって広い！！

地図で見るとそんなに遠くなさそうに見えるのにねー
マイカーがあったらもう少し違うのかしら？(´・ω・｀)

次回来るときは、国際免許を申請してくるのがよさそうです。

道端で「For Rent  ＄２０」とかあるのを見かけるんだよね。 

そんなわけで、今日はディープコーブへ予定変更です！
そう！

初日に歩いてみたものの、いつまでたってもたどり着けなかった

あのディープコーブです！！笑

   (詳しくは【11/28/2010】Deep Coveへ　http://dailycanada.jugem.jp/trackback/26)

   今日はしっかり歩く心積もりで行こうと思います！！

   ではでは、いってきまーす☆

http://dailycanada.jugem.jp/trackback/26


【12/04/2010】Deep Cove再び

carinoこと れんなです。

今朝は寒いです。

外に出てみると霜が降りていました。 

葉っぱが白く凍ってる！

陽の光が当たって

キラキラきれい。

　太陽も昇った午前１０時でこの状態です。ビックリ！

   てくてく歩くこと５０分。

   ついに

   やってきました！ＤｅｅｐＣｏｖｅ！！

きれいなところです。

飛び出してみたくなる？

（そんな映画あった？）

ここの水もキレイです。

底まで見えます。

川と海の間なので、

昨日ほどしょっぱくはありませんが

ほんのり塩味です。

（やっぱり舐めてみた。笑）



【12/04/2010】ランチ

carino こと れんなです。

お昼はディープコーブのレストランに入りました。

カフェラテを頼んだところ・・・

   

グラスで出てきました。Σ(0д0)

すっかり体は冷えきっていて、

あったかいものが飲みたかったのに。。。

冷たいなら、冷たいって言ってよー (´；ω；｀)

   ・・・と思いながらも、諦めて飲もうとしたところ

   あったかい？！？？！

   耐熱グラスのようです。ヨカッタ。(●´ω｀●) 

   ペンネと
   オーヴンスパゲティー
   （スパゲティーにチーズをのせてオーヴンで焼いた）
   を頼みました。

どちらも一皿で

１．５〜２人前の量です。

多い。。。

二人でわけっこしながら、

いっぱいいっぱい なんとか完食。

苦しいです。

さて、ではまた てくてく５０分。
摂取したカロリーを消費しましょう。

食べれなかったけど、

気になったメニューがこちら。

上から３つめ。

「ザ　タワー オブ パワー チズケーキ」

   どんなですか？！？！

   どんだけすごいんですか？！？！

   もうお腹いっぱい過ぎて

   デザートすら頼めなかったけど、気になる。

   どこかに頼んでる人がいないかと

   あたりの様子を伺っていましたが

   それらしきものは見当たりませんでした。残念。

   機会があったら、誰かゼヒともチャレンジしてみてください！



【12/04/2010】ハニードーナツ

carino こと れんなです。

お腹いっぱいです。

・・・が、しかし！

   ここまで来てホストマザーに案内してもらった

   おいしいと有名なハニードーナツを諦めるわけにはいきません！！

   なにせ、またここまでくるのに５０分歩かなきゃいけないしね。

でもお腹いっぱいです。
れ「どうするー？」

柴「でもオレ腹いっぱいだよ。」

れ「えぇー。(´・ω・｀)でもせっかく来たのにー？」

柴「お前まだ食えんの？」
れ「・・・うーーーーん・・・・・。。。」

・　・　・

買いました。ドーナツ。

ひとつを半分ずっこしました。

   見た目から、結構油っこいのかなー？なんて思いましたが、
   そんなことは全然なく

   ほっわほっわで とてもおいしかったです(●´ω｀●) 

   ハチミツも濃すぎることもなく、ちょうどいい甘さです。
   おいしかった(●´ω｀●) 買ってヨカッタ！！

   おうちに帰ってからも

   もちろんホストマザーのご飯とデザートまで

   きっちりおいしくいただきました。

   今日は食べすぎです。。。(´・д・｀)



【12/05/2010】八日目

carino こと れんなです。

早いもので、もう一週間がたちました！！(>д<)

もう半分、折り返し地点です。

   現在１２／５　８：４５ａｍ

   今日はこれから キャピラノに向かおうと思います！！

カナダでは日曜日の始発のバスが８：５７です。

朝一番で出かけようとか無理な感じよね。笑

日曜日は定期券を持っている人と一緒だと
２人までは無料で一緒にバスに乗れちゃいます！！

すごい！！
なんていうシステムかしら！！

   なので、今日はダーリンの定期に便乗して

   一緒にバスに乗っちゃいます☆(ΦωΦ) 

   では、今日も元気にいっていまーす！！



【12/05/2010】グラウスマウンテン

carino こと れんなです。

今日はグラスマウンテンからキャピラノに行ってきました！

グラスマウンテンは、標高1128ｍ。
バンクーバー近郊のスキー場として有名です。

Ｓｋｙｒｉｄｅ と呼ばれるロープウェーが運行していて、

山頂まで行くことができます。

   山頂では、バンクーバーの市街地を一望できるそうです。

   バスを乗り継いで乗り継いで、やってきました！

   グラウスマウンテン！

   標高が高いので寒さも半端ないです。

   手はかじかむし、つま先の感覚もなくなってきます。

   

ロープウェイ乗り場までやってくると
そこにはスキーウェアを着たたくさんの
人！人！！人！！！
一緒にロープウェイの列に並んでみました。

れ「ロープウェイっていくら位するんだろうねー？
　　バスのチケットでは乗れないのかな？」
　（日曜日はバス定期券を持っていると、他２人まで一緒に乗車することができます）

柴「オレ、ちょっと見てくるから れんなここで待っててー」

   列の先頭のチケット売り場まで見に行くダーリン。

柴「・・・れんな。ロープウェイ・・・＄３９．０だって。。。」

＄３９．０？！

なにそれ、＄３９．０？！？！

   え。それって、往復？・・・片道？！

   スキー利用の場合は＄５５．０？！

   なにそれ！

   高くない？！

気温もお財布も寒いので

山頂に行くのは諦めましょう。そうしましょう。



【12/05/2010】キャピラノ　サスペンション　ブリッジ

carinoこと れんなです。

グラウスマウンテンを諦め、

山を下りキャピラノつり橋に向かいました。

キャピラノ サスペンション ブリッジは
キャピラノ渓谷にかかる 長さ137m、

渓谷の底からの高さは約70m のつり橋です。

歩くと揺れます。

・・・とは言っても

観光地化されているので

しっかり補強はされていて、

足元がギシギシ音を

立てることはないし

人とすれ違うのも苦なくできます。

夜になるとライトアップされて、それはキレイらしいです。

わたしたちが訪れたのは午前中（お昼近く）だったので見れませんでした。

というか、一日の中であったかい時間帯に訪れているのに
この寒さ。

夜になんてとても来れそうに・・・来ようと思いません。。。



【12/05/2010】NOT食用

wizclips こと 柴です。

れんな先生が宿題中なので、仕事してみようかと思います。

（ちなみに、自分にも宿題は出てますが、手はつけてません）

   土曜日、めちゃくちゃな寒さの中、

   玄関を出て階段をおりようとすると、

   ステップに白いものが・・・

（え、雪！？）

道路も屋根も車も白っぽいし、

念願の『カナダで初雪』かと嬉々として写真を撮ってい

ると、ホームステイ先の次女登場。
   次女「なにしてんの？」
    （14歳なのに14歳に見えない貫禄・・・その身長分けてくれっ！

   柴　「これって雪？」

   次女「ううん、塩」

   柴　「塩！？」

関東でも関西でも、冬に塩なんか撒かないし、

塩っていうと食用しか思いつかない。

「朝っぱらからなに塩撮ってんだよ」って思ってんだろうなぁと思いつつ、

そそくさと散歩へ。

   そのあとも、頭の片隅ではずーーーっと、

   『撒く用の塩ってどんな感じで売られてんの？』

   という疑問が。

   休日を過ごす間も、

   場所によってブロック状の塩も路上に放置されていたり、

   キャピラノ吊り橋にはさらっさらの塩が撒かれていたし（いや、あれは砂か？）、

   気になって気になって気になって・・・

   すると、

   れんなが行きたいと言ったクラフトショップの隣にホームセンターがっ！！！！

ナイスれんな！
ナイスホームセンター！

ラッキー自分！w

ありました。ありましたよ、塩！

   2kgで$3.99・・・安いん？高いん？

   ホームセンターで塩を撮る日本人。

   クレイジーです。

   でも疑問解決ですっきりしました。

   そうかー伯方の塩ではいかんのだねー



【12/05/2010】寝ます。

carino こと れんなです。

現在１２／５ ２３：５５ 

明日からまたスクールです。

今日は早く寝ましょう。
ダーリンは先に寝ました。

今日の編集はここまでとしておきましょう。

おやすみなさい★



【12/06/2010】九日目

carino こと れんなです。

今朝、外に出てみると

あたり一面の、もやっと！

向こう側が見えません。

ちなみに、晴れている日はこんな感じ
対岸の景色まで見えます。

７：３０ａｍくらい。

外はまだ薄暗いです。

   ちなみに、

   今日みたいに もやっとしている日の方が

   寒くない。

   晴れている日は放射冷却（で合ってるよね？）で

   寒くなる。

   今にも雨が降り出しそうな空。

   今日も、雨が降るのかなー？



【12/06/2010】公共更衣室？

wizclips こと柴です。
宿題する気が全くおきません。

さっきまでものすごく眠かったのにそれもどこかへ行きました。
困ったね。

   さて、

   今日学校帰りに見つけたトラックを紹介します。

（トイレ？）

ダウンタウンのど真ん中に停まっていた、

1台のトラック。

   【MENS】と【LADYS】の表示があったので、

   一瞬トイレかと思いましたが、

   トイレなんかその辺のデパートで済ませれること。

   よくよく見ると、

   モバイルドレッシングルーム？

え、誰でも使っていい公共の更衣室？

海外ってパーティーとかあるもんなぁ。

・・・でも今日月曜日だよ・・・

   で、ググってみた。

   VANCOUVER MOBILE DRESSING ROOM
   http://www.virtual-tours.com/vancouver-mobile-dressing-room

   ・・・なんか、ロケでもやってたんだろうか・・・

   一度でいいから使ってみたい。



【12/06/2010】HomeWork

carino こと れんなです。
現在１２／６　２２：２５ｐｍ
今日は一日中、今にも雨が振りだしそうな空をしていましたが

結局降られることはありませんでした。

   さて、今

   宿題が終わりました！！  

   宿題をしていると睡魔が襲ってきます。

   体が拒絶反応を起こしているのでしょうか？笑

   やっとかっとの思いで、なんとか終わらせました。

   わからなかったところは・・・

   明日 隣の席の子にでもこっそり聞いてみましょう。

ダーリンは２１：０５に就寝。

あたしが宿題をしている間にデイリーカナダの更新してくれていたようです。笑
あたしもそろそろ寝ようかな。

   カナダに来てから、

   朝は６時半起床 朝ごはんもちゃんと食べて

   夜は１１時、遅くても１２時には寝てる。

なんて健康的なんだ！！

日本でもこんな生活・・・できないよなぁーーー笑



【12/07/2010】十日目

carinoこと れんなです。

現在１２／７　７：４０

早いもので、カナダに来てからもう１０日が経ちます。
あっという間です。

カナダ滞在も、今日を含めて あと４日です。

あっという間です。

日本に帰ったら、翌日からすぐに週６の勤務が始まるかと思うと・・・
帰りたくありません。。。

まだグループ展の準備もできていません。。。

   大丈夫なのか？あたし！

   どうするんだ？あたし？！

・・・日本のことは、日本に帰ってから考えることにしよう。

   バンクーバー 今日の天気は・　・　・ くもり？ (外に出てみると雨でした。)

   雨が降らないとイイなぁー

   なかなか雪にはならないもんだね。

では、今日もこれからスクールです。
いってきますよー！！ 



【12/07/2010】烏龍麺

carino こと れんなです。

スクールの日のお昼ご飯は

いつもホストマザーがお弁当に

サンドウィッチを持たせてくれます。

   白雪姫に出てくるみたいなリンゴ。

   このまま丸かじりします。

   （ちなみに写真は１１／２９撮影。

   　右上に写っているのが例のコーラです。笑）
   （詳しくは【11/29/2010】初めての自販機
   　こちら http://dailycanada.jugem.jp/trackback/9）

   サンドウィッチの中身は毎日違います。

   チーズだったり、ハムとレタスだったり、

   ミートボールだったり・・・

   今日の中身はなにかなー？と思っていると

   向かいに座っているダーリンが顔をしかめています。

れ「どうしたの？」
柴「これ・・・・・・辛い・・・・・・」
今日の中身はシーチキン？的なものをサルサソース？のようなもので
味付けをしてありました。

   柴「れんな、これあげる。」

   と言って、二つあるサンドウィッチの残り半分をあたしに託して

   自販機に向かうダーリン。

   買ってきたのがコレ。

「烏龍麺」

烏龍麺？

まぁ、見たところ普通のカップめんです。

   食べてみたところ・・・

   うん！いけるじゃ・・・ん？

   麺が固い。笑

   なんていうか、、、ちょっとゴムっぽい？

   十分お湯を吸っていても固い。笑

   つるつる、もちもち はしていません。

   スープは普通においしいのになぁー

   残念。

http://dailycanada.jugem.jp/trackback/9


【12/07/2010】夜景

carino こと れんなです。

現在１２／７　１９：２４ｐｍ

   カナダは街並みがきれいです。

   高層ビルもたくさんあります。

   夜景もきれいです。

ウォーターフロントから

対岸 ノースバンクーバーの

工業地帯を眺めて

じゅりちゃん！

キリンだよ！！

ウォーターフロント駅。

シーバスや電車、地下鉄も通っている。

   

   （駅の中はこんな感じ 

   【11/30/2010】Waterfront Station   　

 http://dailycanada.jugem.jp/trackback/12）

ステイ先の玄関から見える景色。

（ブレた。涙）

夕方１７時頃。

ほんのり夕焼けの名残がある。

http://dailycanada.jugem.jp/trackback/12


【12/08/2010】バスケットボール

carino こと れんなです。
現在１２／８　１７：１６ｐｍ
今日も雨。

スクールが終わって、まっすぐおうちに帰ってきたところです。

 
   ステイ先の次女は多趣味です。

   サッカー（週３回）、乗馬（週１回）、バスケットボール（週４回）、

   バレーボール（週１〜２回？）、スキー・スノーボード・・・etc

   （まだ他にもあった気がするんだけど、忘れちゃった★ﾃﾍ）

毎日のスケジュールがどうなってんの？
どうやってこなしてんの？！

って感じです。

   今日はホストマザーから、次女のバスケットボールの試合があるから

   一緒に来ない？と誘われました。

   せっかくなので行ってみよう！と思い

   （バスケットなんて３歩しか歩いちゃダメ くらいのルールしか知らない。笑）

   寄り道もせずに、まっすぐ帰ってきたのです。

・・・が、帰ってみると
「今日のバスケットの試合はキャンセルになってしまったの」

とのことでした。

残念。残念すぎる。。

   楽しみにしてたのになぁー(´・ω・｀)

   夜中中、ウタダのライブを見ていたダーリンは心の中で

   「やった！寝れる！！(ΦωΦ) 」

   と思ってたみたいだけどね。

おとなしく宿題でもしろってことかしらねー？？(´・д・｀)



【12/08/2010】お買い物inカナダ

carino こと れんなです。

カナダでお買い物しました！！

ダウンタウンを散策していると
３０％ＯＦＦの文字が！！
これは見てみるしかありません！！(ΦωΦ) 

ハンドバッグ発見！！

   衝動買いしました。笑

   だってハンドバッグ欲しかったんだもん。

   ずっと探してたんだもん。(´・ε・｀)

   ３０％ＯＦＦなんだもの。

   買うしかないでしょう？！

   値札には正規の値段と黄色いタグがついていて

   ３０％ＯＦＦでこの値段（黄色いタグ）なら・・・うん！

   と思いレジに持っていくと・・・

なんと！！

黄色のタグの値段からさらに３０％ＯＦＦしてくれました！！(>ω<)

買ってヨカッターーーー☆★☆

   他にも、先日訪れたクラフトショップにて

   アルバムを購入しました！

   来週のグループ展用です。

   カナダには

   ものすっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっごぉぉぉぉく

   かわいいアルバムがいっぱいいっぱいあって！！！！！

   アルバムだけじゃなくて、ノートとかも本当に

   かわいいのぉーーーーー！！！！！！！

   迷いに迷って

   アルバムを一冊だけ購入しました。

どんなのかっていうと・・・

それはグループ展でのお楽しみってことで！笑



【12/08/2010】れんなとの日常

wizclips こと 柴です。

寝不足からくる自暴自棄（路上でもいいから寝たい病）をなんとか抑え、

いつもより早く家に着くと、

れんな「柴ちん、ここに立ってて」
と玄関先で言われました。
まぁ言われるがままに玄関先に立つと、
ごそごそとカメラを取り出したれんなが後ろにまわりこみ、

れんな「肩貸してね。ちょっと三脚になってて」

・・・母さん、生まれて初めて人間三脚を強要されました。

   夕食が終わり、ホームステイ先の次女に、

   次女「またお茶飲むの！？」

   とビックリされた後の会話。

   バスケットに入ったミニみかんを勝手にむしゃむしゃ食べていたれんなが、

   2個目をむき始めた時、

柴「みかん食い過ぎ。みかん娘め」
れんな「で、いつ家にみかん届くの？」

・・・母さん、身代金（みかん）の用意をお願いします。

   熱湯ばかり出るシャワーをなんとか飼い馴らした風呂上がり、

   部屋に戻るとそこには　モジモジ君　がいました。

柴「え、モジモジ君？」
れんな「ちょ！ちがうもん！」
柴「いやだって、それはモジモジ君でしょ」
れんな「ちがうってば！」

その後、モジモジ君は宿題をしに

共同テーブルを離れましたが、

先ほど紅茶を吹き出し、

ティッシュを取りに戻ってきたついでに

、

   しばらく俺の後ろに憑いてました。

何を語るでもなく、静かに・・・

・・・母さん、チビリそうです。

   今日はいい夢がみれるといいなぁ

   ※100%ノンフィクションです。世の中って面白いけど、怖い。



【12/09/2010】十二日目

carino こと れんなです。

今朝はうちを出ると雨が降っていました。

   今日はスクールのあとに

   ご飯でも食べに行こうかと話していたので残念です。

twitterを見ると、東京はとてもイイお天気みたいです。
ピクニック日和だね☆

いいなぁー(´・ω・｀)

なんて思いながらコメントをしていると

 
   東京からの念（？笑）が届いたようです！！

なんと
スクールが終わったら雨がやんでしました！！

やったね！

ありがとう☆笑

   これからバンクーバーの展望台に向かおうかと思います。



【12/09/2010】ハリーポッター

carino こと れんなです。
ハーバーセンタータワーに向かう途中、
先日見かけたハリーポッターの世界から飛び出してきたかような人たちと

再度 遭遇しました！！！

これは写真を撮るしかありません！！笑
遠目から こっそり（？）撮らせていただきました。

   先日は歩いているところをすれ違っただけなのですが
   今日はビルの前で歌っていました。

   （この前は帰り道だったのかな？）

   どうやらゴスペルらしい。

   うん。

   素敵だ。



【12/09/2010】ハーバーセンタータワー

carino こと れんなです。

今日はハーバーセンタータワーという、

展望台に行ってきました！！

   エレベーターはビルの外側についてる。

   上の円盤形のところが展望台。

   バンクーバーの街並みが３６０°見渡せます。

   今日は曇り空でしたが、

   晴れていると向こうに山まで見えるそうです。

   ３６０°見渡せると、

   本当にバンクーバーが一望できて

   高層ビルの立ち並ぶダウンタウンや

   海岸近くの工業地帯

   対岸のノースバンクーバー

   見る場所によって全然景色が変わります。

   曇ってましたが、十分楽しめました！

カナダの街並みはキレイだなぁー



【12/09/2010】もふみ石鹸

carino こと れんなです。

カナダに来てから、もふみ石鹸を使用しております。

   『オレンジヨーグルト』

   オレンジ色で見た目もとてもキュートな石鹸です。

   使い心地もとってもイイ！！

   まず、泡立ちがすごくイイんですよー！！

   ほっわほっわの泡がたちます

   そして、泡もほんのりオレンジ色です☆

   香りはそんなに強くなくて、使いやすい。

   グレープフルーツの香りも加えているそうで

   甘さっぱりな感じです。

ヨーグルトが入っているからパック的な効果もあるらしく
うん。確かに洗いあがりはしっとりです。

カナダは結構乾燥しているので助かります。

乾燥肌の方にはお勧めかも！

   わりと敏感肌で、環境ストレスとかがすぐ肌に出るタイプなのですが

   肌荒れをすることもなく

   調子よく使えてます！！

   防腐剤とか悪いものが入ってないからかしらねー？

   じゅりちゃん、さんきう(●´ω｀●) 

   もふみ石鹸は、来週の「生きる。」展でも販売されるみたいですよー！！

    http://live.showzine.info/

   みなさん、要チェック☆

http://live.showzine.info/


【12/10/2010】十三日目

carino こと れんなです。
現在１２／１０　７：３７

早いもので、もう十三日目。

あたしのスクール生活は今日が最後となります。 

   二週間なんてあっという間だねー

   カナダでの生活に慣れたかなれないかのうちに終わっていしまう。

   はじめに来た週と、帰る週しかないんだものね。

   ようやく少し慣れてきたかと思ったのに

   寂しいものです。

まだまだ行ってみたいところも
行けてないところもたくさんあるのになぁー・・・

   今日は寒いです。

   授業は午前中だけなので

   午後はリッチモンドに行ってみようかと思っています。

ではでは スクール最終日！

いってきますよー！！



【12/10/2010】グランビルアイランド

carino こと れんなです。

今日は午前中のスクールを終えると

バンクーバーを南下してみました。

   グランビルブリッジを てくてく歩くこと４０分。

   （きっと、本当は歩いてわたるようなところではないんだと思う）

   （橋なのに片側４車線もあって 信号もないし、まるで高速みたい）

   グランビルアイランドに到着！

   ダウンタウンの南側の入り江フォールスクリークを挟んだ

対岸にある小さな島。

レストランやマーケット、

ギャラリーなどが集まる人気のエリアです。

（だそうです。）

そして、ダーリンはこのとき

ヒドく腹痛に苦しんでいました。

同じものを食べて生活しているのに、

まったく元気なあたし。

   いったい何にあたったというのでしょうか？

   ダーリンが腹痛のため休んでいる間、あたりを散策してきましたが

   市場やワインショップ、アクセサリーや雑貨屋さんなど

   素敵なお店がたくさんありました！



【12/10/2010】クイーンエリザベスパーク

さらに南下すること３０分。（２．５ｋｍ）
電車に乗ってさらに移動します。

   カナダの電車は、電車に乗る前にチケットを通すような改札機みたいなものはありません。

   駅員さんもいません。

   電車を降りても、改札はありません。駅員さんもいません。

   チケットを購入して電車に乗りますが見せるところがありません。

   （コレって無賃乗車できちゃうんじゃないの？）

   カナダ人の良心で成り立っているようです。

電車を降りて、やってきました！
クイーンエリザベスパーク

小高い丘があってとても見晴らしのイイところです。

   犬の散歩に来ている家族がいました。

   リードも外して、

   とても元気に走り回っていました。

   中にはバラ園などもあり、

   春にはキレイな花が咲くそうです。

   パーク内をてくてくお散歩していると・・・

レストラン発見！！　

『ＳＥＡＳＯＮＳ』

見るからに高そうです。

   表にメニューも出ていません。

   何料理かもわかりません。

   いくらかもわかりません。

   ガラス張りの店内には暖炉が見えます。

   うーーーーん。

柴「入ってみる？」
れ「でも高そうだよー？」

柴「だねー。メニューも出てないしねー」

と通り過ぎてみたものの・・・



   諦めてしまっては女が廃る！

   ここは試してみようじゃないか！

   Ｌｅｔ’ｓ　ｔｒｙ！

   カランコロン・・・

   「Ｈｉ！Ｄｅａｒ」

   と温かく迎えてくれた紳士。

   「申し訳ないんだけど、お店のオープンは１７：３０なんだよ。」（この時１７：００）

   「今日は予約でいっぱいだから案内できるまでずいぶん待たせてしまうよ」

   とのこと。

   「じゃぁ、しょうがないね。」

   と諦めて帰ってきました。

うん。
やれるだけのことはやった！！

逃げたわけじゃないんだからね！！

しょうがなかったのよ。

   ・・・と言いながらも、内心ほっとしていたり。笑

   現在１２／１１　１：４５ａｍ

   荷造りをして、ブログを書いていたらもうこんな時間！！

   もう眠くて眠くて仕方ありません。（書いてる途中にどれだけ誤字したことか・・・笑）
   

あたしは明日のお昼の飛行機に乗って日本に帰ります。
そろそろ寝て明日に備えようと思います。

ではでは、おやすみなさぁーい★



【12/11/2010】十四日目

carino こと れんなです。

現在１２／１１　９：５０
れんなのカナダの旅は、今日で終わります。

   最終日の天気はくもり。 

   空気もひんやり冷たいです。

   あっという間の二週間でした。

   ステイ先もスクールもいい人たちばかりで

    とても楽しかったです。

   カナダを去るのが名残惜しいです。

   これから空港までお迎えの車が来ます。

   １０時間ちょっとのフライトを経て

   成田１７：３０到着予定です。

では、【れんなｉｎカナダ】はこれで終わります。

引き続き【れんなカナダを振り返る】をお楽しみください！笑



オワリニ

wizclips こと 柴です。

50ページ越えのブログのまとめをご覧いただき、ありがとうございます。

この書籍は、カナダでの生活を垂れ流すブログ、

【DAILY CANADA】の一部をまとめたものです。

carino こと れんなが過ごした２週間の生活、いかがでしたでしょうか。

ブログ自体は現在も稼働中。

>【DAILY CANADA】http://dailycanada.jugem.jp/

れんなが帰国したあとも地味に続けていますw

残りの【DAILY CANADA】も、同じようにまとめようかどうするかは・・・神のみぞ知る。

今回使用した素材として、

iPhoneアプリ「MakeME Comic Avatar Maker」があります。

Twitterのアイコン用として使っていたんですが、今回感情表現のフォロー用として使用しました。

iPhone/iPodで使用可能です。お試しあれ。
http://www.napa-studio.com/MakeME/


