
Victoria Kenbunroku  全第５９９報 May 27, 2020  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VViiccttoorriiaa  
 見

聞
録 

★コンテンツ★ 

見聞録のあるところ 
Victoria 社会情報 

Victoria 治安情報 

母国、日本、 

ザ・ニッポン・ニュース 

ヴィクトリアの海辺から 

雑言 

生活の知恵 

ズボラの食卓 

伺いました 

ちょっと一言 

Victoria イベント 

Classified 

編集後のひとりごと 

 
Victoria 見聞録は Victoria の日本語情報誌 

発行日は毎月、7、17 & 27 日． 

次号は 2020 年 6 月 7 日に発行予定． 

 

Victoria Kenbunroku Vol.19J No.13 

May 27, 2020: Victoria Japanese Journal 

 ISSN 1703-616X 

Published by BrightGate Info Services 

Publisher and Editor: Kay T. 

Any reproduction of this work is prohibited 

without permission of the publisher. 

Copyright reserved. 

Email: vicken21@hotmail.com 

 

タイザーを置いたままにすると火災とな

る可能性が高い、という。ウィルスを殺す

ほどの消毒力があるサニタイザーはアル

コール分 60%以上と言われる。 

 

それでも、地震  

 5 月 22 日金曜日の夜、Vancouver 島の北

海岸でマグニチュード 4.9 の地震が発生。

新型コロナウィルス事態で緊張の生活を

送るなか、地震は否応なく起こる。ウィル

スの脅威ばかりに気を取られていてはい

けない。地震防備も固めているだろうか。

 今回の地震の震源地は Port Alice から

西へ 129km。時間は 7:14pm。多くの家庭が

夕食時である。 

 

それでも、クマ 

 春過ぎて、野生動物が人間界に頻繁に出

現。とくに West Shore エリアではクマや

クーガーが目撃されている。彼等にとって

COVID-19 はどこ吹く風であるようだ。 

 

捨て逃げ、と Facebook 

 5 月 21 日木曜日、Prospect Lake のコミ

ュニティ・ホールにトラック一杯の粗大ゴ

ミを捨てた男性がセキュリティカメラに

写った。Facebook にトラックの写真がア

ップされ、市民が協力して身元が判明。男

性は警察の御用となった模様。 
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セカンド・ウェーブ  

 新型コロナウィルス感染拡大防止規制

の緩和が進むなか、多くのビジネスが再開

に向けて奮闘。BC 州内ではこれまで感染拡

大の抑制に成功している。だからこそ、ビ

ジネス再開で人が外に出るようになり、人

の接触が多くなる今、更なる感染、第二波

が予想され、それに向けて各ビジネスが感

染防止の策に勤しむ。 

 レストラン、パブ、ヘルスケア・サービ

ス、ヘアスタイリスト、そしてデンティス

トなどが営業を再開。その中でいかに感染

を防ぐかの「安全プラン」、これ一筋に余

念はない。 

 

廃水が危ない  

 新型コロナウィルスのセカンド・ウェー

ブは、廃水も原因となる可能性があること

がわかった。現在、研究者たちが、廃水に

おける COVID-19 含有を調査中である。

COVID-19 は感染者の喉の奥のみにあらず、

トイレにも拡散していることが判明した。

 

州内、感染者の 82%が回復 

 BC州ヘルスオフィサー、Dr. Bonnie Henry

 

 
 

大好評の安くておいしい 

寿司、どんぶり、から揚げチキン、餃子、お刺身、 

お弁当ボックスなど、新メニューもあります。 

新鮮で豊富な品揃えの日本食を 

お手軽な値段で提供し 

皆様のお越しをお待ちしております。 

3624 Shelbourne St.  Ph: 250-598-3711 

 

JAPANESE 
FOODS 

VICTORIA FUJIYA 

★営業時間★ 

火～日曜：11 時半～５時半 

月曜：５月中休み、 

６月より月曜も営業 

 

は、5月 23 日現在、その 24 時間以内の感

染者（テスト陽性）は 10 人、更なる死亡

者は 2人と発表した。これにて、同時点で

BC州内におけるCOVID-19感染による死亡

者は合計 157 人となった。 

 死亡者が毎日のように増えるなか、回復

に向かう感染者も多い。州内においては

2,057 人が回復している。この数字は、全

感染者の８２％にあたる。 

 

フェイスマスク  

 カナダ国家、パブリックヘルスオフィサ

ー、Dr. Theresa Tam は、２ｍのソーシャ

ル・ディスタンシングが可能でない場合

は、ノン・メディカル（医療用 N95 でない、

布製などの）マスク着用を奨励した（5月

20 日水曜日）。医療用のマスクでなくて良

し。これで人を感染からある程度守ること

ができる。あくまで、マスク着用者が「感

染陽性」である場合を想定して、である。

感染していても症状がでない人も多く、こ

れはすでに体内に抗体があるため、と確認

されているようだ。 

 医療用 N95 マスクは、医療従事者のため

に、自らの感染をも防ぐ。在庫乏しい N95

マスクは是非とも医療従者のためにとっ

ておかなくてはならない。民間で調達可能

な不織布又は布マスクは専ら他人への感

染を防ぐ。 

 

バス乗車、マスク着用のこと  

 BC Transit は、各ビジネス再開に伴い、

バス乗客にマスク着用を奨励している（5

月 21 日木曜日）。狭い車内では乗客間にお

ける２ｍソーシャル・ディスタンシングが

不可能なため。 

 バス内部も、スタッフによる手に手をか

けた念入りな消毒が毎度実行されており、

バスドライバーの席には保護バリアも張

られた。 

 乗客は、できるだけ混んでいない時間帯

を選び乗車のこと。バス停で待つ間もマス

ク着用のこと。なお、6月 1 日より、乗車

はバスの前部から、料金を払って乗る。 

 

サニタイザーで火が出る可能性 

 アルバータ州発のヘルスサービスニュ 
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ビバ！ 

 新世界 

ース。 

 外出時に水が要らない

手の消毒剤、サニタイザ

ーのボトルは非常に便利

であり、重宝である。そ

のためハンド・サニタイ

ザーを車の中に置く人は

多い。 

 そこで警告である。 

 今後、夏にむけて、ま

た、燦々と輝く太陽の下、

車内温度は容赦なく上が

る。そんな環境下にアル

コール含有率が高いサニ 
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国内で始まる模様。濃厚接触のあった人

に健康状態の確認などを促すのが目的で

あるそうだが、プライバシーに配慮し、

具体的な接触日時や場所は知らせず、誰

が感染したかも分からないようにする。

政府は週明けにもこうした仕組みの詳細

を公表する予定（5月 23 日現在）。 

感染者ゼロの島→新型コロナウィルスの

感染拡大で都内のほとんどの学校が休校

を続ける中、感染者ゼロの東京都青ケ島

村の小中学校では授業を再開し、児童、

生徒の元気な声が再び校舎に響いている

そうだ。「感染者ゼロ」の島は、離島ゆえ

に、ひとたび感染が広がれば医療崩壊に

も直結する危険性をはらむ。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.54 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

タイムスリップ  

 私は人から「整理魔の敬子さん」と称

されることがある。とにかく家の中が整

理整頓されていないと、他に何も手につ

かないのである。とは言えそれは、自分

の設けた基準に沿ってのことであるか

ら、他人から見れば「エッ、この程度

で？！」と揶揄さるかもしれないし、もっ

とすごい片付け魔の人もいる事だろう。 

 だがこんな性格を褒めて下さる方は

「いいじゃない、いつもきちんとしてい

て」とおっしゃるが、時に自分で自分の

首を絞めてしまいかねず、息苦しさを覚

える事があるのは困ったものである。 

 でもこんな性格は、幼少期からのもの

と兄弟たちは言う。幼い頃の性格が歳を

重ねても変わらない例えに『三つ子の魂

百までも』というのがある。それをまる

で地で行っているような結果を見るの

が、今オフィスとして自分が使っている

部屋の作り付けの戸棚である。そこに納

まっているのは 42 冊の日記帳と 30 冊の

重い分厚いアルバム（学校の卒業記念な

どの数冊は別）である。 

 COVID-19 のために、3 月半ばから否応

なしに家に居ることを課せられている

日々に、私は家中を掃除し私物の有りか

の詳細を家人に伝えた。今は若い人の多

くもウィルスに感染することが分かって

いるが、当初は「主にシニアが疾患する」

と言われていた。まさにその部類に属す

る自分が、もし緊急入院して最悪のこと

になっても、残された家族が私の私的な

所有物の処理に困らないようにとの配慮

からだった。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ホープツーリズム→東日本大震災と東京

電力福島第1原発事故の被災地を巡る企画

「ホープツーリズム」が新型コロナウイル

ス感染拡大の影響で実施できない状況に

なった。関係者は「震災十年目の重要な時

期に、教訓や復興を発信する機会が失われ

かねない」と懸念する。「被災地の今を伝

え続けなければ」という使命感を胸に、オ

ンライン動画での交流など新たな取り組

みで活路を探っている。この企画では、被

災地に児童生徒や大学生らの団体を受け

入れ、学びの場を提供している。 

初めての田植え→福島県大熊町では、今年

3月に立ち入り規制（東日本大震災影響下）

が緩和された地域で震災後初めて田植え

が行われた。町内の田んぼで、町の農業委

員などが参加し、コシヒカリの苗を植え

た。この地区は、再来年の春に避難指示解

除を目指しており、収穫したコメからどれ

くらい放射線物質が検出されるかなどを

調べる試験的な栽培を続けるとしている。

酒造会社と消毒用アルコール→新型コロ

ナウィルスの感染拡大の影響で、消毒液が

不足している宮城県石巻赤十字病院に、地

元の酒造会社、老舗蔵元・平孝酒造が消毒

用アルコール 78 本を寄贈した。病院から

の依頼を受け、濃度が 98%の醸造用アルコ

ールを 75%に薄め、消毒用とした。震災後

に受けた全国からの支援の恩返し。 

 

＜社会ニュース＞ 

巣ごもりで便秘→新型コロナウィルス感

染拡大防止のため、外出自粛や在宅勤務な

ど生活スタイルが変化する中、便秘に悩む

人が増えているそうだ。運動不足になると

腸の動きが低下するため。「たかが便秘」

と放置していると、生活の質を落とすだけ

でなく、病気のリスクを高めてしまうとい

う。本来排出すべき便が腸内にたまると、

便を餌とする悪玉菌が増え、発がん性物質

などの有害物質が多く発生。全身に回って

さまざまなトラブルを引き起こす。肌荒れ

や口臭、がん、免疫力低下、うつ病などが

腸内環境の悪化と関連があると分かって

いる。専門家によるお通じ改善のオススメ

は週 3回、30 分の速足ウオーキング。外出

がおっくうな人は、ラジオ体操を第 1、第

2と続けて行うのもいいそうだ。 

エアリズム→ユニクロを展開するファー

ストリテイリングが、夏にマスク事業に参

入することがわかった。ユニクロの主力商

品である、機能性肌着「エアリズム」の素

材を使って、布製マスクの生産を始めると

いう。エアリズムは、通気性がよく、速乾

性に優れているのが特徴。 

コロナ接触確認アプリ→新型コロナウィ

ルスの感染者と接触したかを確認できる

スマートフォンアプリの運用が、6月中に 

 私は物書きという仕事柄、取材に使った

大量のノート類、元原稿のコピー、新聞・

雑誌・パンフレットなどの切り抜き、数々

の写真、インタビューのテープなどが山の

ようにある。年初頭にはいつもかなり整理

するものの、今回はタップリの時間を使い

それ以上に断捨離を試みたのだ。 

 だが最後に手を付けなければならない

『砦』が、この大量の日記とアルバムと相

成ったのである。さて何処から始めようか

と思案の末、兎に角アルバムも日記も形や

サイズに関係なく、表紙に書いてある番号

順に並べ直し、時代を追って過去にさかの

ぼる事にした。 

 物思う心をノートに記すようになったの

は、17 歳（高二）の春。良くある話でチョ

ッピリ陳腐だが、同級生に片恋慕して何編

もの詩をノートに書き出したのが始まり

で、その後乙女心の発露として日記を日々

記すことになったのだ。何ともやるせない

ほど純粋で、可愛らしく、微笑ましくもあ

るが、思い返せばそれはすでに数十年も前

のこと。以後は長い人生の合間に on＆off

で書き続けた人生記録が 2000 年前後まで

続きこの 42 冊に収められているのだ。 

 一方分厚いアルバムも幼少期から時代を

追ってまとめてあり、「これでもか！」と言

わんばかり。長じて日記をしたためるよう

になってからは、ちょっとした添え書きや

旅先の地図、絵葉書、心に残る年賀状など

と共に、実に整然とページからページに生

きた証が貼られているのである。 

 人生に悩み、迷い、はたまた希望に胸膨

らませて成長して行った日々。中には思い

を寄せてくれた男性たちからの恋文や詩編

集も幾つか残っているが、そんな昔日の日々

は当然ながらもう戻っては来ない。 

 もちろん現在住むこのビクトリアを、夫

と共に終焉の地と定め移り住む迄には、独

り身の時も家族を持ってからも何度か引っ

越しをしている。だがその度にヤドカリの

ようにこの荷物も一緒に運んでいた。しか

し現況のように「不要不急以外の外出を控

えるように」などの自粛規制は過去に一度

もなかったことで、過ぎ越し方を日記とア

ルバムと共に紐解く時間などなくて今に至

ったのである。 

 あと少々で整理が終わる。COVID-19 の終

焉が早からんことを心から祈りながらも、

今回じっくりと時間を掛けて我が人生を振

り返り、タイムスリップする機会が与えら

れたことを心から感謝している。そしてし

みじみと思うのは、自分なりに精一杯生きて

来たことに一切の悔いはなく、思い残すこと

がないと自負できることに満足している。 
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★ こんなの見つけました ★ 

かしこいバナナの使い方（３：最終回） 

 前号より続く、バナナの「食べ方」では

なく、「使い方」のリスト最終回。やっと

終わりか、と安心する方も多いに違いな

い。人をうんざりさせるバナナ、しつこく

使える。（参考：Reader’s Digest） 

１．フェイスマスク 

２．銀製食器やレザーシューズを磨く 

３．肉を柔らかくする 

４．アブラムシを退治する 

５．イボをとる 

６．蝶や鳥をよせつける 

７．救急処置 

８．アボカドの熟成を速める 

（上記、前号にて解説） 

９．肌をスクラブ：バナナで乾燥肌を手当

てする。要するにバナナスクラブを作って

乾燥肌を形成する古い角質を擦り落とす、

ということ。バナナスクラブでお手入れし

た肌はすべすべツルツルというシナリオ

である。さて、スクラブ。レベル 1の比較

的やさしスクラブはマッシュしたバナナ

とブラウンシュガーを混ぜて肌に塗って

磨く。レベル 2 はオートミール又はシーソ

ルトをマッシュバナナに混ぜる。レベル 3

の強力スクラブはアプリコットの種を挽

いて混ぜるザラザラスクラブである。これ

にては足の踵に試してもＯＫであろう。

（バナナのぬめりに我慢できない人はパ

スのこと） 

10．歯を白くする：みんなが望むパーリ

ィ・ホワイト（真珠のような歯）。バナナ

でかつてない安さの歯のホワイトニング、

パーリィ・ホワイトを実現する。バナナの

皮にはクエン酸が含まれていて、これが歯

の表面にこびりついたシミを軽くするそ

うだ。ホワイトニングには、まずいつもの

歯磨きのあとバナナの皮で歯の表面を 2

分ほどこする。毎日。これで、アナタの歯

は、ホワイトどころか、バナナ効果でより

ブライト！（とはいえ、毎日 2分、バナナ

の皮とお付き合いは聞くだけでゲンナリ） 

11．胸やけを癒す：バナナはアルカリ性食

品である。ゆえに、胃内の酸を中和できる。

よって、胃の中の酸が原因である胸やけを

なくすることができる。とにもかくにもバ

ナナばかり食べていたら胸やけも起こら

ない、ということだ。（バナナは薬） 

12．髪を生き返らせる： 

髪が縮れて脆い感じが 

したとき、髪にバナナ。 

マスクバナナ。バナナ 

3 本ほどをピューレ状 

にし、髪に頭皮に塗り 

つけて 15 分。そして、 

リンス、シャンプー、シャ 

ワー。（バナナづくし） 

 
Cooking for the Lazy: 

コーン・クリスピィボール 

 コーンの季節。店頭でも穫れたてのコー

ンを豊富にみる。茹でたり焼いたりでかぶ

りついて食す、という芸のないコーンにち

ょっとした芸を。コーンが主役でコーンが

生きる、コーンの一品。コーンを買ってみ

たくなる。 

〔材料〕コーン(6 本)、クリームチーズ

(1/2C)、モツレラチーズ(シェレド,1C)、

コーンミール(cornmeal,3/4C)、小麦粉

(1/2C)、卵(2 個)、青ネギ(green onion,4

本)、チリパウダー(chili powder,1/2tsp)、

塩＆こしょう少々、パン粉(1C)、サラダ油

(vegetable oil,1-2C) 

1. コーンの皮を剥き、3等分に切る．大

鍋に湯を沸騰させ、塩を少々入れて固

めに茹でる． 

2. 1 の水を切り、室温にまで冷めたら、

コーンの部分を切り落として粒上に

する． 

3. クリームチーズは室温にしておく．青

ネギはみじん切りにする． 

4. ボールに、パン粉とサラダ油以外の材

料をすべて入れ、全体がまとまるまで

混ぜる． 

5. 4 を大さじ 2杯ほどを手に取りボール

状に丸める． 

6. 5 にパン粉をまぶし、パレットに並べ

る． 

7. 底が深いフライパンにオイルを熱し、

6を入れてキツネ色になるまでコロコ

ロと回しながら揚げる． 

ためになる名言 

  ジェームズ・ダイソンのことば 

サイクロン掃除機、Ｄｙｓｏｎの発明者 

ぼくは賢い人間ではなく根気強い人間で

いるつもりだ。 

（紙パックの掃除機は、細かいゴミが目

詰まりしてすぐに吸引力が落ちるため、

従来の掃除機に不満を持っていた）日常

生活の中の不都合が、発想の源である。 

（木材加工の現場でアイデアがひらめい

た）  ！ 

（執念の 5127 台、失敗の 5126 台）失敗

を乗り越えて問題の解決策を探る。それ

が人生というものだ。 

失敗を楽しんで、失敗から学びなさい。

成功からは学ぶことができない。万策尽

きてもうだめだと思う先に成功はある。 

（キャッチフレーズ）紙パックよ、さよ

うなら。 

私が絶対にしないことの 1 つがアドバイ

スである。唯一できるアドバイスは「ア

ドバイスは聞くな」ということ。 

経験など必要ない。経験は過去に上手く

いったことであり、将来上手くいくかど

うかとは関係がない。であるから、「アド

バイスに耳を傾けるな」と言いたい。 

（参考：wikipedia） 

〔Sir James Dyson：1947 年、英国ノーフ

ォーク生。プロダクトデザイナー、ダイ

ソン社の創業者。紙パック不要のデュア

ルサイクロン掃除機、また車輪のかわり

にボールを用いた猫車（手押し車）の発

明者。1965 年セントラル・セント・マー

チンズでファイン・アートを学び、1968

年より 2 年間、英国王立美術大学で家具

とインテリアのデザインを学び、その後

は工学に転向。母校、英国王立美術大学

の学長、また多摩美術大学・美術学部生

産デザイン学科のプロダクトデザイン専

攻客員教授も務める。ダイソンの純益は、

優に1億ポンドを越すと言われている。〕 
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【コロナウィルス感染 Outbreak】 

コロナウィルス（COVID-19）感染の最新情報 

Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update 

Canada.ca/coronavirus 

★体調が悪いと感じたら★ 

まずは、セルフテスト 

https://ca.thrive.health/covid19/en 

ＢＣ州情報サイト www.bccdc.ca/covid19 

1-888-COVID19 (1-888-268-4319) 

★カナダ全国の COVID-19 感染者★ 

５月２６日現在、1.502,914 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で８６，６４７人、死者：６，６３９人 

ケベック州：48,598、オンタリオ州：26,191、 

アルバータ州：6,901、ＢＣ州：2,541、他 

COVID-19 に関する安全情報、メール配信 

登録サインアップは上記サイトにて 

Public Health Agency of Canada 

【お知らせ】 

ビクトリア日系人教会 

コロナウィルスの感染拡大防止のため 

クローズとなりました。 

再開したときにはお知らせいたします。 

 

 

 

COVID-19 感染防止につき、 

営業時間は、５月一杯は 11:30am から 5:30pm まで、 

月曜日は閉店、６月からは月曜日もオープン！ 

としています。出来る限り商品はそろえて皆様のお

越しをお待ちしております。なお、店内は人数制限

の為、外で順番にお待ち頂くことになります。 

以上、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。 
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で、興味のある方は内見のリクエストをさ

れる前に参加してみてはいかがでしょう

か。通常のオープンハウスは 2時間ほどで

すが、バーチャルオープンハウスは大体

30 分くらいのようです。 

 内見も、外観をドライブバイで確認し、

フロアプラン等を検証してから内見のリ

クエストを入れるという今までとは要領

の異なるコビッド１９プロトコルという

感染防止のための手順に沿って内見にい

たるということになります。予習をしてか

ら確認のために見に行くという形です。多

くの場合、ブローカレジによっては内見前

に質問状に答え署名した上で内見という

プロセスを踏んでいるようです。エージェ

ントとは一台の車を使用せず、現地待ち合

わせがほとんどです。これはカナダでは普

通なので特にコロナだからというわけで

はありませんが、遠距離の場合一台で行く

場合が多いのですが、コロナが蔓延してい

る間は、現地待ち合わせとなるでしょう。

尚、一日に複数の内見を入れるということ

は避けるようお達しがでています。プロト

コルは日刻々と変化しているので、その都

度担当のエージェントと確認されるとよ

いでしょう。 

 何はともあれ、金利が下がりました。売

り手にとっては、しばらく厳しい状況が続

くかと思われますが、ある意味では、もう

市場に入れないかなと思われて悲観され

ていた方は、チャンスと思い、動きがスロ

ーな間によい物件を見つけるのにはよい

機会になるでしょう。 

 御興味のある方は、日本語ウェブサイト

www.gohomesold.com 

からリンクしています。 

相談等は 250-415-5077 までお電話 

もしくは、yumi@goHomeSold.net 

までメールにてお問合わせください。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
（コロナウィルス感染防止のため、イベントの

ほとんどがサスペンド状態）  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（９） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 皆さん、コロナ疲れしていませんか。不

動産市場はコロナ疲れ気味です。4 月の

Victoria Real Estate Board の統計では、

287 件の物件が売買されましたが、この数

字は去年の4月と比べると約60％ダウン、

先月と比べても 50％ダウンとコロナの影

響が顕著となりました。一戸建てよりコン

ドミニアムのほうがインパクトが大きか

ったようです。 

 価格的なところでは（コアエリアベンチ

マーク値）、戸建に関しては昨年 4 月の

$843,500 に対し、先月は$882,700 と 4.6%

程値上がり。コンドミアムは、昨年 4月の

$512,700 に対し、先月は$530,700 とこち

らも 3.5％の値上がり。販売件数の落ち込

みに対して、価格的には実際あまり下がっ

ていないのも事実です。もう一か月ほどす

ると価格へのコロナの影響が出てくるか

と思いますが、4月の統計ではそこまで顕

著には出てきていません。 

 5 月に入って、BC 州の感染防止のための

制約も大分緩和されたことと、アイランド

ヘルス内で感染者のでない日々が連続で

経過し、連休前後から、一度市場から引き

上げられた物件も再度市場に戻ってきて

います。少しポジティブな雰囲気がでてき

たためか、それに伴い、市場に出ている物

件の数も増えてきました。去年の 5月に比

べると、2/3 ほどの物件数しかない状態が

続いていましたが、少しづつ改善される傾

向が見られます。 

 相変わらずオープンハウスは事実上禁

止の状態です。バーチャルオープンハウス

というのがそれに代わってでてきました。

最近のコロナ対策での新たな試みですの 

 

投稿募集： 

Victoria 見聞録への投稿、電子版 PDF 送付等の

お申し込みは vicken21@hotmail.com へ、 

氏名と連絡先を必ず明記の上ご連絡下さい． 

～～～～～～～～～～～ 

Victoria見聞録に掲載されている記事に関する

著作権は、BrightGate Info Services 

に帰属します．これらの記事を無断で利用、 

又は転載することを固くお断りいたします． 
 

Victoria 見聞録ダウンロード&ビューサイト：http://victoriakenbunroku.weebly.com
 

（活動状態は各所へお問合せください） 

☛Habitat For Humanity：Vancouver Island フ

ァミリー、ハウジング救済．詳細は、 

www.habitatvictoria/.com 

☛Gospel for Japan：日本人の為の福音と生活

サポート．失敗しないお付き合いの仕方、ホー

ムスクール、新改訳の新約聖書の無料配布な

ど．是非ご連絡を以下のサイトから下さい． 

HTTPS://GfJV.ca 

☛ビクトリア日本語プレイグループ 0 歳-就学

前児童対象（年会費：$10）、幼児教室（毎週水、

11-12 時：ドロップイン$3)、乳児教室（赤ちゃ

んクラス、毎週水、11-12 時 ドロップイン$3）

暖かい季節はお外で、寒い季節は室内で毎週集

まっています。是非遊びに来て下さい！詳しく

は、jpgcoordinator@gmail.com 

☛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、mariko99@shaw.ca まで 

【編集後のひとりごと】五月晴れの良いお天気

が続きます．といっても、五月ももう終わりで

す．五月もコロナで終わりました．そんな五月

の、顕著な出来事、といえば、空から降ってき

た鳥のフンです．はたとベランダを見て固まり

ました．白いペンキで殴り書きがベランダの塀

に…．この四階のベランダにだれがペンキで塗

りつけたのか、と思いきや、鳥のフンと判明．

鳥のフンが「白」でよかった、と思う一瞬でも

ありました．透明でも困ります．なぜかという

と汚れがわからないからです．ウィルスのよう

に目に見えない敵となります．ともあれ、ちょ

うど翌日ウィンドウクリーニングがあったので、

これにてフンを一掃できました．ありがたや． 

広告は、 

Victoria 

見聞録へ 
ご連絡は、 

vicken21@hotmail.com 
PDF 配信申込もこちらへ 

ちょっと一言 
●動物カバのはなし。日本語で「かば」

であるが、その名の由来を忘れてしまっ

た。「かば」「カバ」という名前、加えて

巨大で面白く興味深い顔から、ちょっと

アホなかんじがしてしまう。そこで改め

て調べた「かば」。人呼んで「カバ」。漢

字は「河馬」！そうだった、と納得。川

の馬なのだ。湿地に生きるウマ。馬より

はよくお太りであるがそれも愛嬌、愛着が

わく。英語名は、ギリシア系Hippopotamus 

Amphibius。カバ科カバ属である。今、カ

バにハマっている。（ヒッポ） 

●先日、赤いマスクをしている人をみか

けた。ギョッとした。色がいけない。口

から血を流しているかに見える。お願い

だから、マスクの色を制限してほしい。

もひとつ、茶色も遠慮。（マスクレス） 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

【お知らせ】COVID19 感染拡大防止 

のため現在閉鎖中 

✧日曜礼拝：午後１時半 

✧サンデースクール 

（日本語､子供対象）：午後１時半 

✧聖書の学びと祈りの時 

毎週火曜日午前 11 時より 

問合せ：石黒 豊 牧師 

vicjapanesechurch@gmail.com 

☎ 778-350-0826 

First Baptist Church にて 

877 North Park St.  

Victoria at Quadra St. 
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