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Victoria 見聞録読者の皆様、 

本年も Victoria 見聞録をご愛読頂きありがとうございまし

た。2021 年も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。2022 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。 

2021 年の最後を飾る 12 月 17 日号特別版は、日本の隠れ話

題です。コロナのため日本に帰れなくて「浦島太郎」化を感じ

る今日この頃、少しでも日本の様子を垣間見ることができれば

幸いです。 

Victoria見聞録Website（バックナンバー過去3年分）： 

https://victoriakenbunroku.weebly.com/ 

          Kay T. Victoria 見聞録

マスク  

 コロナ勃発からはや 2 年が経過した。日本ではコロナ前か

らマスクは割に必要品であり、カナダなどで起った「マスク

着用反対運動」は日本人にとっては理解しがたい出来事であ

ろう。日本人にとってマスクは感染を防ぐという効果を発揮

するのみならず、ちょっとしたプライバシーも保護してくれ

る。オープンな北米人は顔を隠す、口元を隠すことを嫌がり、

パーリーホワイトのキラキラな歯を見せつつ豪快に笑う、し

ゃべる。反面、日本人は口元を隠しつつ話す傾向があり、こ

れがためにもマスクは非常に便利かつ重宝なものとなる。要

するに国民性が違うからしてマスクに対しての反応も違い、

どっちがいいかは別問題。ともあれ、いまはコロナ感染防止 
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としてマスクは必須である。イヤでも口に張り付けてほしいマス

クである。 

 さて、マスク。マスク生活が長引き、マスクに慣れすぎ、今や

「ノーマスクが怖い」という人たちが日本で急増化だという。こ

こ 2年は特にマスクによりあまりにも顔を隠しすぎて、今や、素

顔を見られることに抵抗を感じる若者が増えているというのだ。

民間の全国調査では 7割が「コロナ後も着用を続けたい」と回答。

マスクで顔を隠すことで対人不安が和らぐという。一方で、コミ

ュニケーションが阻害されているとの指摘もあり、「マスクの呪

縛」はコロナ禍の負の側面ともいえる。 

 今後もマスク着用を続けたいという人の声をここに。 

 某会社員女性（24）は「マスク姿だと 2 割増しで美人に見える。

マスクを外して幻滅されたくないんですよね。『残念な顔』とか

思われたら嫌じゃないですか。コロナ後も外すつもりはありませ

ん」と断言。 

 この女性は、コロナ禍が始まってから入社。社内でマスクを外

す機会がないまま、2 年経過、多くの同僚の顔を知らず、「マス

クの下はこんな感じかな」と勝手に理想をつくり上げてしまう。

ふとした拍子にマスクなしの上司の顔が見え、「想像と違う」と

驚愕（かなりショック）することあり、自分も「同じことを思わ

れているかも…」と不安に駆られる。 

 デートで食事をすると、口元を見られるのが恥ずかしくて、味

を楽しめない。「ノーマスクだと下着なしで外出しているようで

落ち着かない」と言う。この女性に限らず、ネットではマスクを

「顔パンツ」と例える人も多い。 

 男性のマスク派はいかに。ある男子学生（21）は、ストレスが

 
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 

ホリデーは休業 

月～水、土&日：11am-5:30pm 

木＆金：11am-6:00pm 

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 

～ 年末年始のスケジュール ～ 

12 月 24 日(金)：午前 10 時～午後 3 時 

12 月 25 日(土)～27 日(月)：閉店 

12 月 31 日(金)：午前 10 時～午後 4 時 

2022 年 1 月 1 日(土)～3 日(月)：閉店 

それ以外は午前 11 時～午後 5時半 

木曜日と金曜日が午前 11 時～午後 6時 
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多い集団生活の中でマスクを仮面代わりにしてきた、という。

「マスクをつけていることで自分の表情を読み取られず、話

したくないアピールにもなる。先生に怒られてもダメージが

少ない」とマスク着用のメリットを強調する。 

 マスクで顔を隠す生活。こうした形で人生を送ることとな

るとどうなるか。 

 メンタル専門医によると、こうした若者のマスク依存を「対

面コミュニケーション不全の一つ」と指摘する。人との直接

的なやりとりに苦手意識を持つ SNS 世代の「新たな現代病」

になりつつあるとみている。「顔を覆って自己防衛し、コンプ

レックスや自信のなさをカバーする。コロナ後は「自主的マ

スク生活」が定着すると予測する。ただでさえ狭い日本列島、

そこで人は孤立して生きることになる。(2021/12/06) 

 

ラムネ  

 ラムネといえば、ビンの中に入ったビー玉がカラカラと音

を立ていかにも涼し気、日本の夏を思い出す。ビンのなかの

ラムネは少なくてもその音を聞きながら、その味を存分に楽

しんだものである。ラムネは夏のお祭りでよく売られ、お祭

りに行けば、必ずラムネ、これなくしてお祭りをお祭りと呼

べないと言っても過言ではなかろう。 

 ともあれ、ラムネ。それが今、苦境に陥っているそうだ。

近年は後継者不足などによる製造会社の減少や、新型コロナ

ウィルスの影響でお祭りが中止になるなどラムネの出番がガ 

 

ックンと落ちて非常に厳しい環境にあるという。そんななか、

創業 90 年以上の「東京飲料」（東京）は、都内に残る数少ない

製造会社の一つ、その社長（50）は「需要がある限り作り続け

たい」と力強く話す。 

 ラムネの定義は、ビンの口をビー玉で栓をした炭酸飲料。製

造の担い手は中小企業が中心だが、その数は減少を続けている。

全国清涼飲料連合会や全国ラムネ協会によると、ラムネの生産

量のピークは 1953 年の約 4 億 1500 万本。その後は飲料市場の

多様化などで徐々に後退し、2008 年には約 7000 万本にまで減

少した。かつては全国で約 2300 社あった製造会社も、現在はわ

ずか 30 社あまりとなっているそうだ。 

 そうした状況下で、同社はこれまでラベルにアニメをあしら

った「萌えラムネ」や、昭和時代の昔ながらの味を再現しよう

とした「ラムネ屋さんのサイダー」などユニークな商品展開に

も挑戦している。 

 現在、ラムネの生産量は年間約 70 万本。昔ながらのラムネは

ガラス瓶入りだが、時代の流れで今は「落としても割れない」

プラスチック製のものが主流。しかし、ガラスはそれなりの良

 

HAIR-WORKS 

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 9am-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。 

今年も新たな年を迎えることができました。あなたの１日１日が、

愛と喜び溢れる日となり、周囲にも笑顔が増え、 

安らぎと平和が更にもたらされますように。 

様々なツールを用いて、気づきと成長の促し、そして、魂が望む 

本当に生きたい人生を生きるサポートを行っています。 

メディシナルアロマセラピー 

自然界からいただいたメディシンである精油。肉体にはもちろんのこと、メンタ

ルにも、魂レベルにも働きかけます。精油の選び方、使い方を教えています。 

潜在意識の修復と変換、カードリーディング、ヒーラー養成講座 

あなたに葛藤や悩みがある時、それは自分の望むことと無意識レベルの潜

在意識の思いが一致していないからです。自分では気づかない見えない

部分の無意識レベルでも、このイシリス３３メソッド®︎を使うことによって、潜

在意識が素早く書き換わります。それによって、あなたの気持ちが楽になっ

たり、生きる現実世界に変化が現れます。 

ヨガ 

様々なポーズをとるアサナ、呼吸法、メディテーションのクラスや講義付きの

コースを随時開催しています。個人レッスンも承っています。ストレスや外の

刺激から開放されたゆっくりとした時間を自分のためにギフトしてみません

か？初心者さん大歓迎です！ 

問い合わせ： 寿木本 苑 exquisitelife33@gmail.com 

Information：livingwithgaia.com 

 

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 2022! 
＆ 

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：昨年、医院の拡大工事により、個々のチェアー 

スペースを広くとり、空調換気設備を整え、しっかりとした 

感染予防対策（規定のマスク、フェイスシールド、防護衣 

着用）を行った上で通常通りの治療を行っています。 

コロナ禍でもより安心して患者さんが来院出来るよう 

スタッフ一同努めております。 

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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さがあった。ガラスビンは基本的に回収して再利用が可能。ビー玉をいった

ん外し、専用機械で洗浄してから新しい中身を詰める。洗浄にはコストもか

かるが、ビールの王冠と違いビー玉も何回でも使用できる。「エコ」活躍でき

る、と同社は強調する。 

 ラムネは夏から秋にかけてが売れどき。まる 2 年続く新型コロナの影響に

伴うイベントの減少や飲食店の自粛が影響し、今年は同社の売り上げも例年

の7割減の落ち込みだったという。それでも各地から来る注文は心の支え、「自

分のところの商品を選んでくれて本当にありがたい」。宣言の解除後は、徐々

に同社の工場も活気を取り戻しつつある。 

 最近はラムネが米国などで注目され、海外からも問い合わせが来るように

なっているそうだ。同社曰く「ラムネは日本の文化の一つで、高い知名度は

強みになる。厳しい状況だが、需要がある限り、頑張ってラムネを作り続け

たい」。(2021/12/07) 

 

ガラケー 

 甦るガラケー。「ガラケー」とはあのガラケーである。スマート 

フォン（スマホ）が今ほどに普及する前に愛用

されていた押しボタン式の携帯電話のこと。「ガ

ラケー」は日本独自の呼び名であり、ガラパゴ

ス・ケータイの略称。「ガラパゴス」は、南米エ

クアドル領の太平洋に位置する諸島の名。周辺

地域から海によって隔離され、独特の生態系を

維持してきたため、その特徴をケータイになぞ

らえている。 

 日本 KDDI はこのほど「ガラケー」と呼ばれる

押しボタン式で折りたためる旧来型携帯電話の

新機種を 12 月 10 日に発売すると発表した。農

作業や建設現場ではスマホのようなタッチパネ

ルの操作がしにくいため、その業界での使用を

想定している。現在、端末市場はスマホが主流

であるが、ガラケーにも根強い人気があること

に重きをおいての対応である。 

 発売するのは、KDDI が 2000 から 2012 年に販

売していた「G'zOne（ジーズワン）」と呼ばれる

シリーズで、新機種は実に 9 年ぶりという。こ

のガラケーは作業用の手袋をつけたままでもボ

タン操作がしやすい。新機種は、約 1.8m の高さ

から地面に落としたり、塩水がかかったりして

も壊れない耐久性も特徴。衝撃に強い腕時計 

 

【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。 

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。 

活動：日本教育書道研究会にての級位・

段位取得。書道カナダ公募展への出品な

ど、ご希望に応じて。 

詳細は、湯口磨里子、 

mariko99@shaw.ca まで 

 

 

 

 

  (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。 

 終わりそうで終わらない COVID。エンデミックとなり共存を強いられる中、簡単に始められるコ

ロナ対策、健康作りを紹介したいと思います。140 件以上の研究により、ビタミン D3 不足と

COVID の重症︎死亡者数に直接関連が見られたと、BlazeMedia の Daniel Horowitz 氏の記事

で最近報告されました。特にドイツの研究結果によると血中ビタミン D 濃度が 50ng/mL 以上の

場合、感染症状が出る割合がほぼゼロだったそうです。多くの方に不足のビタミン D。特に高リ

スク者である、高齢者や肥満体質の方はビタミン D 不足に陥りやすいそうです。D 生成に欠か

せない太陽が少なく、雨が多いビクトリアの冬の季節、体の健康を守るためにもビタミン D のサ

プリの摂取や生成を助けるためセラピーライトに当たるのはいかがでしょうか。その一方で、ここ

ろの健康の為にも『人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つのことばによ

る』と主イエスが言われた私たちのたましいの糧である聖書のみことばを、読まれませんか？ 

新約聖書を無料でお届けいたします。ホームスクリーングに興味のある方も、

GospelForJapan@gmail.com まで(Gfjv.ca) 

【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。 

 不動産においては、異常としか言いようのない 2021 年でし

た。厳しい状況の中、頑張ってついてきてくださったクライエ

ントの皆様、および陰で支えてくださった弁護士、モーゲージ

ブローカー、インスペクター、他多くの協力してくださった

方々に御礼を申し上げます。 

 2020 年に引き続き、更に輪をかけてレッドホットな不動産市

場に終始した 2021 年でしたが、2022 年の春には、市場の鎮

静を図る目的として、州政府の要請でクーリングオフの時間を

設けるという案が出されていますが、少しでも現在の状況が

改善されることを願うのみです。 

 2022 年度はトラ年。トラにあやかり、 

トラ年ならではの決断力と才知で、 

厳しい市場を乗り切りましょう。 

Yumi Yanagizaki  

BC license、HomeSold Real Estate Corporation 所属 

お問合せは yumi@goHomeSold.com 迄 
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「G-SHOCK」で知られるカシオ計算機がデザインを担当し、京セ

ラが製造。値段は、小売価格は税込みで 5万 2800 円ということ

で普通レベルのスマホと同等価格。 

 KDDI によると、農林水産業や建設現場のほか、登山などアウ

トドアのレジャーを楽しむ人にも押しボタン式のガラケーに人

気があるそうだ。音声通話がしやすく、うっかりタッチによる

誤作動が少ないことも支持されている。高齢者の人気も高く、

携帯大手各社は機能を絞り込んで高齢者でも使いやすくしたガ

ラケーの販売も続けている。(2021/12/07) 

 

量産型女子 

 またまた新語「量産型女子」。過去に LGBT（レズビアン、ゲ

イ、バイセクシャル、トランスジェンダー）に対して「生産性

がない」と発言して大非難を浴びた女性国会議員杉田水脈（み

お）に対して放った「量産型」女子のことかと思えば、全く違

うようである。 

 ここまで活用される漢字というものにも感服するが、何のこ

となのかもう一つわからない。一体全体どういう意味か。 

 「量産型女子」それは、似たような服装、 

メイク、ヘアスタイルの若い女性たちを指すそ 

うである。なるほど、そう言われてみて、一応 

理解できた。量（人数）があって個性がない多 

くの女子を指すことばであるようである。とは 

いえ、似たような服装やメイクをするのは今に 

始まったことではなく、そもそも日本人女子の 

得意技ではないか。何を今さら、とも思う人も 

多いはず。 

 ともあれ、この言葉が使われるようになって 

 

★ 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 

 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 

ハーモニー・コーラス・クラブ（Harmony Choir Club） 

 巣籠生活が始まって丸二年が過ぎようとしています。 

 そんな中ではありますが、HCC のメンバーは途切れることな

く連絡し合って集りの機会を持っています。残念ながら室内で

の練習はまだ出来ないものの、今夏も公園でピクニックを兼ね

て声を出すことに励みました。 

 去年の暮れも同じ思いを持ちましたが、来年こそは世界中がコ

ロナの恐怖から少しでも解放されることを切願しております。 

 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

れますことを！ 

HCC 代表：サンダース宮松敬子 

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

  ～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。 

2022 年も引き続きお役立ち情報など豊かな 

内容をお届けできれば幸いです。 

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. 

 

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。 

 ２０２２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 
2022 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)  

https://vjhlss.com 

 

もう10年も経つというから驚きである。ぜんぜん知らなかった

人は、知らなくても全然ＯＫ、こんなことばを覚えるより、もっ

と知的に意味ある漢字熟語を覚えるほうが堅実であろう。 

 「量産型女子」は、インターネット上を中心に 2010 年代頃か

ら使われ始めたスラングであるそうだ。10 年近くも前なので、

今や下火かと思えば、意外な進化を遂げていた、というニュー

スが入った。 

 2021 年現在の「量産型女子」は「量産型オタク」とも呼ばれ、

男性アイドルなどへのウケを意識した、かわいらしいファッシ

ョンの女子を指す、ということである。 

 ちょっとシラケてしまう。なぜに、こんなつまらないことが

ネットで行き交うのかわからない（当然、年齢層の問題でもあ

るにしても、である）。浅はかな漢字綴りばかりが横行して、が

っつりとした意味がなく、これでは「漢字」に失礼な気もする

がどうだろう。(2021/11/14) 


