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Victoria 見聞録読者の皆様、 

今年も Victoria 見聞録をご愛読頂きありがとうございまし

た。2020 年におきましてはコロナで始まりコロナで終わろ

うとしています。そんな状況のなか、Web を主体に本年も全

31 部を発行することができました。これも一重に皆様の暖か

いご支援あってこそ、誠に感謝しております。2021 年も引

き続き、ご愛読のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

2020 年の最後を飾る、12 月 17 日号の特別版は、コロナ惨

禍、掲載洩れ Victoria 事件簿でございます。コロナ感染予防と

ともにただならぬ事件に巻き込まれないよう篤と注意して来年

に備えて頂ければ幸いです。 

Website：https://victoriakenbunroku.weebly.com/ 

          Kay T. Victoria 見聞録

こんなのありか、Victoria 

雨にも負けず、自転車通勤  

 11 月 18 日水曜日、Six Mile Pub(View Royal)に勤務する

女性の通勤トラックが盗まれた。Gorge Waterway に住む女性

は、そのとき Gorge Waterway にイヌの散歩に出かけていた。

散歩から帰ってきたところ、家の前に停めていたトラックが

消えていた。 

 Gorge から、Island Highway にそって自転車をこぎ、Six 

Mile Pub までの通勤は、サイクリングを楽しむエクササイズ

とは程遠い。雨にも負けず、風にも負けず、毎日、毎日、た

だひたすらに目的地に向かってペダルをこぐしんどさは当人

でなければわからないものだ。とにかく通勤手段のトラック

がない以上、そうするより選択の余地はなかった。 
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Victoria Kenbunroku 

 雨の日は、服も靴もツールボックスもずぶ濡れとなる。サイク

リング用の雨合羽やシューズは盗まれたトラックの荷台におい

たまま。 

 盗まれたトラックは青い 2007 Ford Ranger。後方のテールラ

ンプが壊れている。そんなトラックを見かけたら、Saanich 警察

に通報のこと。（11 月 28 日付） 

 

ビーチをドライブ 

 11 月 23 日月曜日の夜、Oak Bay マリーナのそばのシーウォー

ル（護岸堤防）に車が走っているのが目撃された。車はビーチに

沿って進み続けた。仰天した目撃者はすぐさま警察に通報、警察

が駆けつけ、運転していた女性を逮捕した。 

 シーウォールの幅は約 150cm、そこに車が、それも酔っ払いが

運転とあっては、堤防から海に落ちてもおかしくない。シラフで

あってもそんな運転は恐ろしい。 

 ともあれ、大きな事故の前に警察により女性は車から引きずり

だされた。その夜、女性は刑務所で夜を過ごしたことはいうまで

もない。2021 年 2 月 17 日に裁判所へ出頭予定。（11 月 28 日付）

 

ピエロとマスクをかけた強盗 

 10 月 30 日夜 9時過ぎ、Langford の向こう、マラハットを超え

たところに位置する Mill Bay エリアで 3 人組による強盗事件が

発生した。3人のうち一人は男でピエロのウィグを顔も覆うよう

にかぶっており、他二人は男と女。女はメディカルマスクをかけ

ていた。強盗中でもコロナ感染防止をしっかり意識してのことだ

ろうか。 

 3 人が押し入ったところはファイアーワークスタンド（花火の

 

素敵なクリスマスの時と祝福された新年を 

お迎え下さいますように心からお祈り致します。 
 

「私（神）の目には、あなたは高価で尊い。 

私（神）はあなたを愛している。」 

旧約聖書イザヤ書４３：４ 

 

 

 
 
 
 

www.vicjapanesechurch.com 

日曜礼拝：午後１時 30 分から（日曜礼拝の方法はHP 参照） 

サンデースクール：再開していません 

聖書の学びと祈りの時：オンラインにて  

✧ＥＳＬ（無料）：再開していません 

お問合せ：石黒 豊 ☎778-350-0826 

vicjapanesechurch@gmail.com  

First Baptist Church にて 

877 North Park St. Victoria (at Quadra St.) 

ビクトリア日系人教会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3624 Shelbourne St.  Ph: 250-598-3711 

 

 

JAPANESE 

FOODS 
 

VICTORIA FUJIYA 

営業時間 

月～日曜日：毎日オープン 

（ホリデーは休み） 

午前 11 時～午後 5時 30 分 

 

謹賀新年  
皆様のご健勝とご多幸を 

お祈りいたします。 

本年もどうぞよろしく 

お願いいたします。 
Victoria Fujiya スタッフ一同 

～ 年末年始のお休み ～ 

12 月 25 日(金)：クリスマス 

12 月 26 日(土)：ボキシング・ディ 

1 月 1 日(金)：お正月 

1 月 2 日(土)：年始休み 
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店）。ピエロは店のスタッフを羽交い絞めにしてガンをつきあ

てた。が、スタッフがもがくうちに、羽交い絞めがゆるみ、

ピエロは無駄を悟ったのか「逃げ」の体勢に入った。3人組は

白い Ford Ranger に乗って逃げ去った。 

 だが、急いで逃げ去ったとき排水溝に気が付かなかったの

か、それにつまずき車は運転不可能なほどダメージを受けた

とみえる。Ford Ranger は近くに乗り捨ててあった。 

 警察が警察犬ともにかけつけ、3人組の跡を追ったが見つか

らず。後に Ford Ranger は同日の朝にローカルビジネスから

盗まれた車と判明した。 

 ピエロの男は身長約 180cm、体重約 110kg。左手首にタトー

が入っていた。メディカルマスク着用の女も背が高く、ダー

クヘアにバギーアスレティクパンツという体育系のいでたち

だった。（11 月 25 日付） 

 

ドアをテープで張り付けて  

 11月23日月曜日午後3時過ぎ、West Shore警察はLangford、

Veterans Memorial Parkway を走行するなにやらオカシイ車に

気が付いた。ジープであるが、壊れているようで壊れていな

いような。普通窓ガラスが割れると分厚い透明のナイロンシ

ートをガムテープで覆うドライバーが多い中、そんなふうで

もない。 

 近づいてよく見ると、助手席側のドアいっぱいがつぶれて

いるのか、落ちるのか、ドア全体をガムテープで留めてドア 

 

が車体から落ちないように固定していた。当然、助手席側のド

アは開かないし、助手席に人も乗せられない。危険すぎる。 

 警察はドライバーに停止を求めた。ドライバーは 22 歳女性、

ドライバーライセンスを持っていなかった。女性によると数日

前にＴボーン（T-boned：ドアに衝突）されたが、この事故をあ

えて ICBC にも警察にも通報しなかったとのこと。 

 女性は無免許運転の罰金を科され、ガムテープドアのジープ

は危険な車として捜査するため押収された。走行中にドアが剥

がれ落ち、後ろを走る車に当たるなど大事故を引き起こしてい

たかもしれない。 

 警察は民間に呼びかける。「危険そうにみえる車を発見した

ら、ぜひ警察に通報を！」（11 月 25 日付） 

 

ドアにノックアウト 

 一歩間違うと「死亡」事故となり、車のドアを「Dooring」し

たドライバーが全責任を負うこととなる。 

 11 月 25 日水曜日の昼過ぎ、Oak Bay と Fell St.の交差点で

自転車と車の衝突事故が発生した。詳細にはドアリング事故で

ある。ドライバーが停車中に後方を確認せずにドアを開けたこ

とで、後方から走ってきたサイクリストが突然のドアの開きに

まともにぶち当たってしまった。 

 現場近くで美容院を営むオーナーはその事故を目の前で目撃

 

Hairtime HairStudio 

謹賀新年 

本年も宜しくお願いします。 
カット $28～ 

パーマ、ストパー、カラーも承ります。 

お支払いはキャッシュ、もしくは VISA/Master Card 

☆ お知らせ：要予約 ☆ 

営業時間：平日、土曜日 9:30am-5pm 

日曜日：10am-4pm 

定休日：月、木曜日 

 

Cel ：Kyoko 、250-884-3797 

Email ：kyo-ko00@hotmail.com 

日本で 10 年、経験があります。 
 

ホリスティックヘルス・ウェルネスセンター 

新年あけましておめでとうございます 

大きな変化の時代に勇気を持って生きているあなた 

あなたの中にある愛と光と喜びが解き放たれ 

平和の世界がさらに広がりますことをお祈りしております 

メディシナルアロマセラピー 

香りがいいだけでなく、ガイアとの繋がりが深まるメディシナルグレードの精

油で、あなたの魂の成長をガイドしています。メディテーションや呼吸法を

精油と共に。心身魂のヒーリングとして、今のあなたに必要な精油を選ぶコ

ンサルテーションも随時行なっています。 

潜在意識の修復と変換・ヒーリング 

あなたの生きている現実世界に、自分の望む世界と不一致が起きていれ

ば、無意識レベルの潜在意識では何を言っているのかを見てみると、自分

の本心が見えてきます。そしてそこに気づいて潜在意識が書き換わること

で、あなたの現実世界も変わります。相手や世界は変わりません。まずは、

自分が変わること。そうすることで鏡である相手や世界は変わります。本当

のあなたはもっとパワフルです。 

お問い合わせ  

寿木本 苑  778-316-3960 sonoholistic@gmail.com 

Informaion : plantingserenity.love 

詳細は、https://transmedcanada.com 

病気や怪我で困った時に心強い日本語医療通訳 

日本の海外旅行保険加入者なら 

診察、通訳、検査、お薬などがキャッシュレス 

診察の予約はこちらから 

Tel1： 604-339-6777 
ビクトリアでも対応しています 

Email： mail@transmedcanada.com 

LINE ID 604doctor 

Marry Christmas  

Happy New Year 2021! 
＆ 

新年明けましておめでとうございます 

皆様のご健康とご多幸を 

お祈り申し上げます 

一般、小児歯科・入れ歯・インプラント・ 

クリーニング・ホワイトニング 

現況報告：Cresta Dental は今拡大工事中で 2、3 ヵ月後には 

４台チェアーが増え、益々忙しくなるかと思います。 

(工事中ではありますが、変わらず患者さんの治療、 

クリーニングはしております)。加えて、COVID-19 対策 

として換気を良くする工事も天井をくりぬいて大がかりに 

行っており、治療には規定のマスク、フェイスシールド、 

防護衣着用で皆さんの安全を第一に考え努めております。 

28-3170 Tillicum Rd., Victoria BC, V9A 7C5、 (Tillicum Mall 内)  

電話：250-384-7711、月曜～金曜：8:00-21:00、土・日曜：9:00-17:00 

CRESTA DENTAL CENTRE 
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した。オーナーによると、サイクリストは突然開いたドアを避けよう

と進む方向を道路中央にそれた。が、そのとき足がドアにひっかかり

自転車とともにひっくり返ってしまった。持ち物は散らばりサイクリ

ストは飛ばされて座り込むかたちで道路に落ちた（着地）そうだ。 

 通行人はサイクリストの散らばった持ち物を拾い集めた。その間、

道を走る車は停止した。交通量の多い道路であるため、サイクリスト

がドアに当たって道をそれたときに、対向車などに当たらなかったこ

とは幸いである。 

 当の道にはバイクレーンがなかったため、サイクリストと車との間

のスペースがとれず、こうしたドアリング事故は今年 2 件目であるそ

うだ。現在 Oak Bay 市政はバイクレーンの設置について大詰めを迎え

ている。以前から検討されていたが、なかなか実現の方向に動いてい

なかった様子。 

 さて、ドライバー。女性である。彼女は「ドアリング」という交通

違反で罰金$368 を科されたそうだ。9月の罰金改正で$81 から値上げ

となっていた。車のドアを開けるときは、いつでもどこでも後ろも確

認しよう。（11 月 25 日付） 

 

トホホのコンビニ強盗未遂 

 今年 3月、Nanaimo での出来事。強盗に入ったつもりが、逆にガン

をつきつけられ、トラックのキーまで失くし、仕方なく走って逃げた

気の毒な（？）強盗の話である。 

 それは 3月 23 日金曜日の午後 4時半頃。コン

ビニ、7-Eleven に、バンダナで覆面しガンを片

手に振り回す男が押し入った。男はガンをスタ

ッフにつきつけ現金を要求した。現金を掴みと

るため、男はガンをカウンターに置いた。と、

ここで運がシフト。来店客がそのガンを掴んで

男につきつけたのだ。 

 恐れをなしたバンダナの男は自分が乗ってき

たトラックへ走る。しかし、強盗後に逃げやす 

 

【Victoria 青桃会書道教室】 

 会員の皆様とご相談の上、安全に配

慮して教室を続けさせていただいており

ます。制限された日々が続いております

が、新年の皆様のご多幸をお祈りして

おります。 

書道教室：子供から大人まで．希望者は

日本教育書道研究会にて級位・段位を取

得していただけます． 

詳細は、湯口磨里子、 

mariko99@shaw.ca まで 

 

ハーモニー・コーラス・クラブ（Harmony Choir Club） 

 世界中の人々が目に見えないCOVID-19のウィルスのた

めに、巣籠を余儀なくされていますが、2019 年 6 月に立

ち上げたハーモニー・コーラス・クラブも例外ではあり

ません。  

 夏には公園に集まって練習をしておりましたが、今は

来春に再会／再開出来ることを祈りながらの日々を送っ

ております。そんな日が一日も早くおとずれることを願

いつつ・・・。  

 読者の皆さまにおかれては、佳き年末年始をお過ごし

になられることを！ 

HCClub 代表：サンダース宮松敬子 

k-m-s@post.com/ 778-533-8012 

【REAL ESTATES】 

新年明けましておめでとうございます。 
本年弊社をご利用いただきましたお客様には、 

モーガンベーカー共々御礼を申し上げます。 

 さて、2020 年はコロナで大変な年でしたが、低金利に支え

られた不動産市場は、8，9，10 月三か月連続で Victoria Real 

Estate Board内での売買件数の記録更新となりました。コロナ

の影響で一戸建てに人気が集中する状況が続いていました

が、秋にはコンドミニアムの市場も盛り返してきました。一戸建

ては複数オファー続きの激戦の一年だったと言えるでしょう。

圧倒的な在庫不足状態が年末まで続きましたが、今後もしば

らくは同様の流れが続くという見方が濃厚です。2021 年はもう

少しバランスのとれた市場に戻ってほしいものです。 

 2021 年は丑年。「牛の歩みも千里」。 

マイホーム探しの努力が実り、 

希望に満ちた年となりますように！ 

 

Yumi Yanagizaki  

BC license、HomeSold Real Estate Corporation 所属 

お問合せは yumi@goHomeSold.com 又は 50-415-5077 迄 

 

 

 

  (http://GfJV.CA) 

Merry Christmas and A Happy New Year! 
主の祝福が豊かに注がれますように。 

 20/20、先行き明るき年と、希望の中で迎えた 2020 年。予期せぬパンデミックとロックダウン。

世界中が恐怖と不安の中に置かれた、世界史に残る年となりました。感染力は高いが毒性は

弱く、無症状者を含めた感染者の 99%以上が回復するこの COVID。CDC によると、その他の疾

患を持たずに COVID のみが原因で亡くなる方は全体の 1 割以下だそうです。スウェーデンの

例からも、疾患を持たれる高齢者を守る為のロックダウンやマスク着用の効果が不確かな現

状。ウイルス以上にロックダウンは全社会に深刻な問題を生み出していると Harvard や Oxford

などの名門大や多くの感染症疫学の博士達が、高齢の方を守りつつ反ロックダウンの姿勢を示

しグレートバリントン宣言(gbdeclaration.org)をしました。メディアでは恐怖をあおる情報が飛び

交い、暗中模索、不安の中を過ごされている方が多くいらっしゃいます。私達にまことの希望と

平安を与える、いつまで変わらぬ、神のことば。「あなたのみことばは、私の足のともしび、私の

道の光です。ps119:105」このクリスマスの時期まことの光であられるイエス・キリストの御降誕を

覚え、神のみことばが記されている聖書を開いて新たな年を迎えませんか？新約聖書を無料

でお届けいたします。        GospelForJapan@gmail.com まで(Gfjv.ca) 

HP: www.cangocentre.com 
Email：cangocentre@gmail.com 
℡: （250）588-8236 

本気の留学応援します！ 

・学校紹介・カウンセリング（無料） 
・体験レッスン手配（無料） 
・ホームステイ紹介 
・インカムタックスリターン代行 
・現地医療保険紹介・申込代行 
・オンラインの英会話レッスン 
・日本への別送品宅配サービス 
・携帯電話契約サポート 
 

☆学校をお申込の会員様には、 
無料のサポートがいっぱい！☆ 迎春 
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いようにイグニションに入れたままのキーは別の来店客によっ

て引き抜かれていた。なんとも無念、自分のトラックさえ使え

ず、走って逃げるしかなかったバンダナ男であった。 

 通報で警官が駆けつけ、警察犬がバンダナ男を追いかけ、も

のの 2分で男は逮捕された。結局盗んだものはなく「強盗未遂」

に終わる。ちなみに、男が持っていた「ガン」はレプリカだっ

た。男の名は、アレクサンダー、歳は 29 歳。（3月 23 日付） 

 

ハダカの強盗 

 1 月 25 日土曜日の Colwood。West Shore 警察はハダカでブレ

イクインを試みた男を逮捕した。 

 それは同日早朝前 5時前。Veterans Memorial Parkway の近

く、Mary Anne Crescent に住む住民から警察に通報があった。

警察が駆けつけたとき、ハダカの男は 4 軒目を妨害していた。

ドアをノックして大声で叫び、住民を起こす、という妨害。そ

れのみならず、男は応答しない家のドアのガラスを壊し家内に

侵入した模様。2軒において侵入した。家内にて、男はハダカ

で歩き回り、結局なにも盗らずに家を出た模様。 

 警察によると、男は明らかにアルコールや 

ドラッグ常用でアタマがおかしくなっていた 

とのこと。とにかく、住民への妨害と不法侵 

入でハダカの男は逮捕され、まずは刑務所で 

なく病院に送られた（ドアを壊して怪我した 

様子）。逮捕時は怒り狂って暴れ、警官が怪 

我をしたそうだ。 

 Colwood の静かなたたずまいに、明け方の 

この騒ぎ。明日には何が起こるかわからない。 

（1月 27 日付） 

★ ビクトリア日本語プレイグループ★ 

明けましておめでとうございます 

今年もよろしくお願いいたします 

 ビクトリア日本語プレイグループでは、カナダでの生活で日本語や日本の文

化に触れる機会が少なくなってしまいがちな親子のために、日本の手遊びや

童謡、絵本の読み聞かせ、季節の行事等を行なっています。子ども達を遊ば

せるひとつの場として、お友達作りの場として、お気軽にご参加下さい！ 

・対象年齢：0〜就学前児童 年会費：10 ドル 

・赤ちゃんクラス（0〜2 歳）  

・幼児クラス（2〜就学前）   

・共に毎週水曜日    11:00-12:00 ドロップイン 3 ドル 

※※現在新型コロナウィルスの影響によりオンライン(Zoom)プレイグループ

を開催中です※※ 

・対象年齢：0〜就学前児童 年会費：10 ドル 

・赤ちゃんクラス 10:15-10:45 

・幼児クラス 11:00-11:30 

・共に毎週水曜日 参加費はお問い合わせ下さい。 

 内容は通常クラスとほぼ同じです。日本語に触れ合える貴重な場になっ

ておりますので、是非ご参加下さい！ 

 今後の状況により、活動内容が変更になる可能性もあります。詳しい内容

は e-mail にてお気軽にお問い合わせ下さい。 

e-mail：jpgcoordinator@gmail.com 

facebook：https://www.facebook.com/VictoriaJapanesePlaygroup 

Celebrating  
Japanese-Canadian  

Culture 
 

          あわただしい時期となりました。 

     健康にかつ安全に 

そして、笑顔のクリスマスをおすごし下さい。 

ビクトリア日系文化協会より 

Victoria Nikkei Cultural Society 

www.vncs.ca or facebook.com/vncs.ca 

 

学校へのお問い合わせは admin@vicnihongo.com までどうぞ。 

新年おめでとうございます。 

 ２０２１年、ビクトリアヘリテ

ッジ日本語学校では、日本語、

日本文化を学びながらコミュ

ニティーの中で共に成長して

いきたいと願っています。 

 本年も皆様のご協力のほど、

どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

Victoria Japanese Heritage Language School 
2021 年6 月まではオンラインにて授業が行われます。 

毎週金曜日、午後4 時-4 時45 分/午後5 時-5 時45 分 

(クラスにより時間が異なります)  

www.vicnihongo.com 

 

  ～Victoria 見聞緑から Greeting～ 

謹賀新年 
旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、 

誠にありがとうございました。 

2021 年も一層紙面の内容充実を目指し、 

誠心誠意努める所存でございます。 

何卒ご支援のほど 

よろしくお願い申し上げます。 

Victoria 見聞録  

編集担当 Kay T. 

 

 
 

新年明けましておめでとうございます。 

日本語幼稚園 ZOOM 説明会 1 月 23 日（土） 

参加登録ウェブサイトにて受付中 

プリスクール 2018 年に開園したビクトリア初の BC 州認可日本語

幼稚園。３～５歳児を対象とした日本語によるプリスクールプログ

ラム。完全日本語の AMクラスと日本語に慣れていない子供を対象に

した PMフュージョンクラス。２０２１年からフルタイム生

(8:15am-3:00pm)も募集します！ 

プリスクール準備クラス 入園前の０～２歳児を対象にした保護者

参加型の日本語幼稚園準備クラス。早くから日本語環境に慣れるた

めに、日本語の歌、手遊び、絵本の読み聞かせなどを通して、たく

さんの日本語や日本文化に触れる時間を過ごします。 

アフタースクールケア（日本語クラブ） 就学児を対象にした日本

語放課後クラブ。日本語で過ごしながら楽しく遊べる空間を作り、

日本人の先生が子供たちと多彩なアクティビティを行っています。 

詳細＆お問い合わせはウェブサイトへ 

https://www.jlcvictoria.com/ 


