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 1 件目の火災は、5月 14 日木曜日の午前

3時頃、Michigan と Powell St.の交差点

にある工事現場のビン。2件目はその 5分

後、Government St.の 500 ブロック付近に

あるヘリテージビルの階段。そして 3件目

は、同じく2件目から5分後にMenzies St.

の 200 ブロック付近にあるダンプスター。

これにては隣接する木のフェンスに燃え

移りそうなるほどの炎を出した模様。 

3 件とも、消防隊により消火、怪我人はで

なかった。 

 

マスタード抜きのバーガー  

 ハンバーガーレストランの Wendy's。

Colwood は、1800 Island Highway にある

Wendy's でマスタード事件が発生した。マ

スタードの付け忘れにこれほど怒られる

とは赤毛のウェンディも真っ青になるに

違いない。 

 それは 6月 2日火曜日夜 9 時頃だった。

50 代とみられる赤ひげの男がドライブス

ルーでオーダーしたバーガーを受け取る

なり、スタッフに向かってプレキシグラス

を「怒り狂って」スマッシュした。 

 「怒り」の原因はバーガーにマスタード

が入っていない！怒り狂った男は壊れた

グラスを後方の車に投げつけて走り去っ

た。警察は Toyoya Matrix に乗って逃げ去

った赤ひげの男を追跡中。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 
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この島の最後の一人  

 6 月 3日水曜日、BC州ヘルスオフィサー、

Dr. Bonnie Henry は、この Vancouver 島に

て、COVID-19 感染で入院していた最後の一

人が回復して退院した、と報告した。これ

にて、6月 3日現在、この島で COVID-19 感

染により入院している人は皆無となった。

 パンデミックが始まって以来、島におけ

る COVID-19 感染者は全員で 130 人。うち 5

人が死亡、125 が回復。6 月 3 日現在、

COVID-19 感染中の人はいない模様。 

 この時点で、BC 州全域における感染者は

2,632 人、うち 2,265 人が回復、166 人が

死亡。 

 

ライブラリ、オープン  

 現在閉鎖中の図書館。いよいよ 6月中旬

より再開の兆し。日程はまだ定かではない

が、月曜から土曜までの日中 4時間オープ

ンとなる見通し。といっても、Greater 

Victoria 内の全図書館がオープンされる

わけではない。目下、ダウンタウンの中央

図書館のみ、ということになっている。ま

た、そこで実際に館内に入って本を選べる

わけでなく、玄関口など指定されたところ

で予約の本をピックアップできるのみ。そ

して、予約の本といっても、その図書館に

ある本、そして優先される本のみ。優先と

は子供用など一般的に必要と思われる書

籍であるそうだ。コロナ以前と比べると、

果てしなく自由が利かない図書館事情で

ある。徐々に「昔」の状態に戻ることを祈

りつつ、ここは心穏やかに見守ろうではな

いか。 

 なお、3月半ばの急な図書館閉鎖以来、

本を借りていた人は、やっと本を返却でき

る。しかし、これも制限があり、決められ

た図書館ブランチでのみ。上記の中央図書

館に加え、James Bay、Langford Heritage、

Emily Carr など主要ブランチに設置され

ている返却ボックスに本をドロップする。

 返却後の本は館内で 3日間隔離され、本

にくっついているかもしれないウィルス

の消滅を図るなどウィルス感染拡大防止

に徹底して取り組む。これにより、当然本

の巡回スピードが遅れるため、また、ブラ

ンチからブランチへの横のやり取りは当

分果たさせないため、希望の本はなかなか

届きそうにない。 

 

盗難品を売っていたコンビニ  

 コンビニエンスストアというビジネス

のふりをして、実は盗んだものを売ってい

た、2人（男女）がこのほど逮捕された。

近隣からの通報で、Victoria 警察がひそ

かに証拠を集めていた。ついに捜査令状獲

得にまで進み、そうして「店」を捜査、取

締り、売買人を逮捕することができた。

Burnside-Gorge エリアという比較的平和

なところで、こうした「闇市」まがいのこ

とが横行していたとは驚きである。とはい

え、最近頓に盗難事件が相次いでいた。 

 御用となった二人は泥棒と取引し、売れ

そうな物品をかき集めていたそうだ。コー

ヒー、リカー、香水から家電、電気製品に

至るまでが陳列されて売られていたとか。

コンビニで家電が売られていたら、それを

不審に思わない人がいようか。ともあれ、

コンビニ物品とはあまりにもかけ離れた

モノを売ることで自分たちで墓穴を掘っ

たともいえる。 

 6 月 2 日火曜日午前 9時、Victoria 警察

ストライキフォース一隊は、捜査令状を片

手に、問題のコンビニ店に乗り込んだ。悪

は裁かれる。 

 

James Bay の放火魔 

 去る 5月にJames Bayエリアで発生した

3件の連続火災で、その犯人とみられる男

（50 歳）がこのほど逮捕された。（6 月 3

日現在）。 

 

Victoria 

Japanese Journal 
Jun. 7, 2020 

Vol. J19, No.14 

 

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. 

ワクチンに 

  かける夢 
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続きが減り、特定までの時間が早まる見

通しである。新たに開示対象とするのは、

ツイッターなどの SNS の利用者が本人確

認のために登録する電話番号。被害者側

は電話番号がわかれば、弁護士を通じて

携帯電話会社などに住所や名前といった

発信者の個人情報を照会できるようにな

るため、裁判の手続きが 1 度で済むよう

になる。 

10 万円給付で、バレる→東京・渋谷の郵

便局でお釣り用現金の管理に使われる機

器から 7 万 7 千円を盗んだとして、警視

庁は、同局の配達業務を請け負う業者の

従業員だった男（31）を窃盗容疑で逮捕

した（6 月 3 日）。事件後、男は転居して

行方をくらませていたが、新型コロナウ

イルス対策として一律10万円が配られる

「特別定額給付金」を受給しようと現住

所を届け出たことから、所在が判明、御

用となった。 

つくば市長、退職金 22 円→茨城県つくば

市は、市長の退職金について、これまで

の約 2千万円から 22円にする方針を明ら

かにした（6 月 5 日）。現市長は退職金廃

止を公約に掲げていたが、制度上 0 円に

することが不可能なため、最少額とした。 

 

 

 

 

 

愛が憎しみに変わるとき 

        By ヨシダ 

 愛が憎しみに変わるとき。メロドラマ

の見どころのように聞こえるがそんな簡

単な話ではない。メロドラマであれば、

たいていの場合、相手の不貞などが暴露

されたとき、愛が憎しみに変わり、復讐

にさえ発展する。しかし、今話したいの

は相手の本性が暴露された、又は信用を

なくしたとき、愛が憎しみに変わること

がある。そんなことを、今回の事件で考

えた。 

 今回の事件とは、アメリカ、ミネソタ

州ミネアポリスで黒人男性ジョージ・フ

ロイド氏が警官に膝で首を圧迫されて死

亡した、ことである。そのときのビデオ

がニュースで流れたとき、警官たちのし

らじらしい態度にまずは目を疑った。今

や殺人犯となったデレク元警官は、うつ

伏せに横たわるフロイド氏の首に膝を置

いて圧迫している。膝を置くとはその人

の体重がそこに集中するわけで、要に 80

㌔はする大変な圧迫である。フロイド氏

は「息ができない」と何度も訴えたが、

素知らぬ顔で圧迫を続けた。近くに立つ

別の警官はニヤニヤしている（そう思え

た）。そばに立つ通行人が「助けてあげて」

と言ったそうだが、フロイド氏を取り巻

く 4人の警官は何もしなかった。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

母子像、再建→東日本大震災で壊滅的な被

害を受けた岩手県陸前高田市で、壊れた母

子像が再建されたそうだ。母子像は、子ど

もの健やかな成長を願う母親たちのシン

ボルを作ろうと、市内の女性らが制作を企

画。長崎平和祈念像の作者として知られる

彫刻家の北村西望が手掛け、1980 年に建て

られた。多くの市民に親しまれてきたが、

震災の津波で頭部や背中が大きく欠けた。

市内の女性が中心となって実行委員会を

設立し、修復のための寄付を募ったとこ

ろ、市内外から約 500 万円が集まり、復元

が実現した。再建された母子像はアルミニ

ウム製で、台座を含めて高さ約 3m。 

復興庁、10 年延長→東日本大震災からの

「復興・創生期間」が今年度末で終了する

のを受け、復興庁を 2030 年度末まで存続

させることを主体とした改正法が 6 月 5

日、成立した。一方、被災した自治体がイ

ンフラ整備の財源としている復興交付金

は今年度で廃止される。 

マスク生産に活路→宮城県気仙沼市本吉

町の縫製会社「エース産業」が、新型コロ

ナウイルスの影響による難局を乗り切ろ

うと、本業ではないマスクや医療用ガウン

の生産に活路を見いだそうとしている。主

軸の婦人服の受注が大幅に落ち込み、計画

していた自社製品の海外展開も白紙にな

ったためで、経営維持へ模索を続ける。 

 

＜社会ニュース＞ 

少子化、進む→「出生率 1.8 を実現」の目

標を掲げた政府の見通しを上回るスピー

ドで少子化が進む現状が浮き彫りとなっ

た。低下が著しくなった背景には、18 年の

婚姻件数が戦後最少だった点が指摘され

た。少子化問題に詳しいシカゴ大の山口教

授（社会統計学）は「依然として女性の家

事育児の負担は重く、非正規が多い女性を

中心に失業者が増えている。このままでは

結婚や出産を避けようという社会状況は

今後も続く」と話す。 

令和婚→2019 年の婚姻件数が 7 年ぶりに

増加したことが、厚生労働省の公表した人

口動態統計で分かった（6月 5日）。同省は

昨年 5月の改元に伴う「令和婚」が広まっ

た可能性を指摘。厚労省によると、国内の

婚姻は1972年の109万9984組がピークで、

その後は増減を繰り返した。昭和から平成

に代替わりした 89 年は大きな変化はなか

ったが、5月に令和となった 2019 年は前年

比 1万 2484 組増の 59万 8965 組となった。

SNS で中傷→総務省は、SNS で名誉毀損な

ど権利侵害にあたる投稿があった場合に、

SNS 事業者などが被害者に開示できる情報

に電話番号を加える方針を示した（6 月 4

日）。早ければ年内にも関係省令を改正し

て実施する。発信者の特定に必要な裁判手

 

 フロイド氏が動かなくなって救急車を呼

んだ、ということだが、救急車内でフロイ

ド氏は息を引き取った。デレクは 8 分以上

もフロイド氏の首を圧迫していた。通行人

がこのビデオを撮っている間も無表情で膝

の圧迫を続けている。8分以上も、である。

 そもそも、フロイド氏はなぜに逮捕され

たのか。それは店でタバコを買ったときに

$20 の偽札を使った、と店主が警察に通報

したからであるそうだ。本当に偽札であっ

たとしても、「死」という代償は大きすぎる。

また、この逮捕で、フロイド氏は 3 人がか

りで組み伏せられた上に地面にうつむけに

伏せられる必要はあったのであろうか。 

 ここが人種差別の匂うところ、黒人であ

るから手荒く扱われた、と多くの人が思う。

これは警官による黒人へのリンチだ。処刑

だ。デレクは殺人犯だ。その殺人を許した

他の 3人の警官も殺人犯だ。 

 とはいえ、4 人の警官たちはすぐに免職

になったものの「殺人」で逮捕されなかっ

た。リンチのビデオは新型コロナウィルス

よりも速く世界に拡散し、警官たちへの怒

りであちこちで暴動が発生した。ミネアポ

リス市長さえもなぜに警官がすぐに逮捕さ

れないのか、と怒りを露わにした。警察に

は警察の裁きのシステムがあるようだが、

それでなにが警察だ。 

 ともあれ、死因はビデオで一目瞭然であ

る。膝の圧迫をしたデレクは逮捕された。

まずはこの逮捕に納得しすぎるほどの納得

をして、次に思うのはデレクに子供はいた

のだろうか、ということ。こういう事件が

起こると一様に家族が攻撃される。何の罪

もない子供まで巻き込まれるのはかわいそ

うだ。 

 幸いに子供はいなかったようである。が、

妻がいた。愛し愛される妻がいて、一応の

「愛」を知る人間がこんな非情なことをす

るということが理解できない。しかし、そ

れはデレクの本性であろう。思わぬときに

本性、隠された暴力性がでるものだ。 

 そして、妻がその本性をやっと知ること

となる。デレク逮捕に続き、妻の声明があ

った。「フロイド氏の死に打ちのめされた」

と悲しみを表明。そして、続けて「デレク

とは離婚します」と。愛で繋がる結婚、夫

婦一体、妻なら夫の罪を認めつつ、陰なが

らサポート、という例は多くあるものだが

どうだろう。この事件で、悲しいかな、未だ

に解決されない人種差別とともに「愛が憎し

みに変わる一瞬」もみることとなった。(5/30)

フロイド氏 デレク 
元警官 
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★ こんなの見つけました ★ 

ロングセラー、ニッポンのお菓子（１） 

 以前のように悠々と日本へ飛び、日本の

美味しさを満喫、ということもままならな

くなった今、懐かしいお菓子を思い出して

ホックリしてみよう。以下、1889 年から

1970 年代までの間に発売されて今もなお

人気のロングセラー。仰天の 100 歳超えも

ある。（参考：2/29(土) 配信 All About） 

1.森永ミルクキャラメル：明治 32 年（1899

年）森永製菓→ご近所の結婚式で近隣の子

供たちに配られたり、先生から配られた

り、と手軽な甘さが懐かしい。おなじみの

黄色い箱のデザインは洋画家の八木彩霞

（やぎ・さいか）によるもので、登録商標

のエンゼルマークも発売当時のものが使

われている。2014 年にグッドデザイン・

ロングライフデザイン賞を受賞。 

2.サクマ式ドロップス：明治 42 年（1908

年）佐久間製菓→「サクマ『式』ドロップ

ス」と、「サクマドロップ」は別の会社の

製品だとか。知らなかった。サクマ式ドロ

ップスは明治 42 年の発売で、サクマドロ

ップス（サクマ製菓）は昭和 12 年の発売。

どちらも味は 8種類で、基本のイチゴ、レ

モン、オレンジ、パイン、リンゴ、ハッカ

の 6種類は共通している。とすればパクリ

かな。と言ったら怒られそう。 

3.グリコ：大正 11 年（1921 年）江崎グリ

コ→手を挙げて走っている人（オヤジ？）

のグリコの公式名称は「ゴールインマー

ク」。おまけつきグリコは大正 13 年から始

まり、時代によっていろいろな材質のおも

ちゃが作られた。現在は木製のおもちゃが

付いているのだとか。1粒で 2度おいし

い！とは絶対に強調であるにせよ、「アー

モンドグリコ」の誕生は昭和 30 年！ 

4.森永ミルクチョコレート：大正 7年

（1918 年）森永製菓→レトロなパッケー

ジが魅力の日本初のミルクチョコレート。

当時は輸入品しかなく高価だったチョコ

レートを、一般の人々でも手に入れやすく

するため森永製菓が製造工程を見直して

コストダウンに成 

功。原料のカカオ 

豆から作る本格的 

な板チョコレート 

の定番である。 

5. マリー：大正 

12 年（1923 年） 

森永製菓→その名 

の由来を今知る。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ほうれん草クリーム詰めサーモン 

 毎日の食卓に変化を。というほどでもな

いにしても、ちょっとリッチな味わいを。

通常のサーモンのムニエルも、辛みが利い

たチーズとほうれん草のスタッフィング

でガラリと変わったファインディッシュ

になる。ぜひお試しを。 

〔材料〕サーモン(分厚い切り身,4 人分)、

ほうれん草(茹でて刻んだもの.1/2C)、ク

リームチーズ(1/2C)、モツレラチーズ(シ

ェレド,1/2C)、ニンニク(1 片)、小麦粉

(1/2C)、バター(2tsp)、レッドペッパー(赤

唐辛子,又は刻んだハラペノペッパー,

少々)、塩＆こしょう少々、パセリ(刻んだ

もの,大さじ 1) 

1. ほうれん草は硬めに茹で、水分をよく

切ってから刻む． 

2. ニンニクはみじん切りにする． 

3. ボールに 1、2、クリームチーズ、モツ

レラチーズ、レッドペッパーを入れて

よく混ぜる． 

4. サーモンを横の中あたりに深い切り

込みを入れる（ポケット状にする）．

外側と内側に塩&こしょうをする． 

5. 3 の混ぜ物を 4等分（又は各大さじ 2）

して 4のサーモンのポケットに詰める

（中の空気を抜くようにする）． 

6. 5 のそれぞれに小麦粉をはたく． 

7. フライパンにオイルを熱し、6を並べ

てフタをして蒸し焼きにする．途中ひ

っくり返して別面を焼く. 

8. 器に盛り、パセリを散らす. 

ためになる名言 

  ジョー・バイデンのことば 

２０２０年アメリカ大統領選へ 

（トランプが避けているマスク着用につ

いて）マスク着用はリーダーシップの表

れだ。大統領は人々を率いる役目を果た

すべきで、愚行に走ったり身勝手な「威

張り」を示すべきではない。愚かな威張

りにより人々の命が犠牲になっている。 

（トランプが5月25日の戦没将兵記念日

の際、黒いマスク姿で慰霊碑を訪問した

バイデン氏を嘲ったのに対し）人命が犠

牲になっているのに、本当に（トランプ

は）アホだ。 

歴史がこの 4 年を振り返ったとき、そこ

には異常さしか残っていないと思う。し

かしトランプ氏が 8年間ホワイトハウス

に居座れば、トランプ氏はアメリカの本

質や私たちの性質を永久に、根本的に変

えてしまう。それを黙って眺めているこ

とはできない。 

（自分の選挙は）打ちのめされた人々、

疎外された人々、取り残された人々のた

めの運動だ。 

トランプを倒せるのは私しかいない。 

人生において失敗するのは避けられない

が、諦めることは許されない。 

（参考：wikipedia） 

〔Joseph Robinette Biden, Jr.：1942 年、

ペンシルベニア州生。米政治家。第47代

副大統領（2009-17）。民主党中道派を代

表する大物政治家として知られ、上院議

員としては当選回数7回・議員生活36年

を誇るベテラン。幼少期は父親が事業に

失敗するなど苦しい生活を送った。1961

年NYのデラウェア大学で歴史学と政治学

を専攻、ロースクールに進学、弁護士と

なる。1969 年より郡議会議員として政界

に進出。1972 年、妻と 1 歳の娘を車の事

故で失う。2015 年弁護士の息子を脳腫瘍

で失うなど波乱な人生。2020 年 4 月、民

主党候補の指名獲得、トランプ打倒を目

指し米大統領選に挑む。〕 
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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★ 

６月６日現在、1.868,277 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で９５，０５７人、死者：７，７７３人 

ケベック州：52,624、オンタリオ州：30,202、 

アルバータ州：7,138、ＢＣ州：2,632、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。 

【お知らせ】ＨａｉｒＴｉｍｅ ＨａｉｒＳｔｕｄｉｏ 

ヘアサロンが 5 月 19 日から再開しました 

しばらくはウォークインを受け付けておりませんの

で、「予約」頂けますようよろしくお願いします． 

Kyoko：250-884-3797、kyo-ko00@hotmail.com 
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一つ余談です。ジョーカ 

ーを演じるにあたり、ホ 

アキンは撮影開始 3ヶ月 

前には 80kg あった体重 

を「1日をりんご 1個」で過ごすなど、過

酷な食量制限によって 60kg 以下まで減量

したそうです。なお、舞台は 1980 年初頭

のゴッサム・シティ（撮影はニューヨー

ク）。名場面である石垣の階段は、ロケ地

となったニューヨーク・ブロンクス地区に

ある階段で、そこは今や観光名所になって

いるそうです。 

 さて、そのストーリーです。財政難によ

って荒んだゴッサム・シティで暮らすアー

サー（ホアキン）は、母親の「どんな時で

も笑顔で」という言葉を胸に、アルバイト

の大道芸人（ピエロ）の仕事に勤しんでい

ました。発作的に笑い出してしまう病気に

よって精神安定剤を手放せないうえ、定期

的にカウンセリングを受けねばならない

自身の現状に苦しみつつ、年老いた母を養

いながら 2人で生活していました。そんな

境遇のなか、アーサーの夢は、一流のコメ

ディアンになって人々を笑わせることで

した。日々思いついたネタをメモし、あこ

がれる大物芸人（ロバート）が司会を務め

るトークショーで脚光を浴びる自分の姿

を夢見ていたのでした。 

 しかし、そんな努力と裏腹に、実際はト

ラブル続きでした。商売道具の看板を盗ま

れ、追っかけるやボコボコに殴られ、護身

用にと同僚から拳銃を借り受けましたが、

これを小児病棟の慰問中に落としてしま

い仕事をクビに 

なってしまった 

のです。しかし、 

これらのトラブ 

ルは序の口、こ 

れを機に負のス 

パイラルが始ま 

ります。 

 

【映画感想会】 

Ｊｏｋｅｒ 

邦題：ジョーカー 

2019 年米、監督：トッド・フィリップス、

出演：ホアキン・フェニックス、ロバート・

デ・ニーロ、ザジー・ビーツ、他 

by 見聞録実行員 No.3

 「ジョーカー」というとアメリカンコミ

ック「バットマン」に出てくる悪役を思い

出します。あの白い顔に裂けて上に跳ね上

がった口、そして奇抜な服装。正義の味方

バットマンに対抗し最後はコテンパンに

やっつけられ、そしてゴッザム・シティに

平和が訪れる、という例のストーリーです。

 はじめ、ジョーカーという狂った人物を

引き合いに精神を病んだ男性のいきさつ

が描かれた映画かと思ったのですが、主役

はまさにバットマンのジョーカーで、悪者

になった所以が描かれています。はじめこ

そ普通の人であったのに、人はこうしてと

ことんどん底にも落ち得る、という過程に

愕然とします。そんな希望のない世界を、

人生を見てしまうとこちらも耐えがたい

挫折感に襲われます。キャッチコピーは

「本当の悪は笑顔の中にある」、空恐ろし

く背筋が凍ります。 

 クライといえば暗い映画ですので、日々

元気に生きたい人は観ないほうがいいか

もしれませんが、観てしまった以上は、今

ある自分の幸せをかみしめ、自分の境遇

に、環境に、感謝しましょう。 

 また、今後「バットマン」を観ても、ジ

ョーカーをやっつけろ！とジョーカーへ

の激しい攻撃を支持できないような気に

さえなってきます。悪のジョーカーも所

詮、普通の人間だったのです。気の毒な環

境に育ち、生き、ですから、ここは人の情

けがいるところでしょう。 

 キャスティングですが、ジョーカー役は

はじめレオナルド・デカプリオが構想され

ていたようです。しかし、脚本がホアキン

をイメージして書かれたため、結局ホアキ

ンになったとか。思えば、まぁるく安泰そ

うなデカプリオより、ちょっととんがった

神経質そうなホアキンのほうがやっぱり

ジョーカーにぴったりでしょう。ここで、

 

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】6 月に入りました．コロ

ナもそろそろ退廃？か、と安心してはいけませ

ん．先日、この島の感染者がゼロになり、ホッ

としましたが、昨日に 3 人感染、とでていまし

た．ウィルスはまだ島にも飛び交っているよう

です．くわばら、クワバラ．ところで、今日発

生したヤなことを二つ．一つ目は、車をだそう

と思ったらガラージが上がらなくて車を出せな

く、しかしちょうど修理屋さんがきたようで、

ガラージを手でサポートしてもらい、外にでま

した．二つ目、外にでると通りにカモメ

（Seagull）が横たわっていました．ハエもたか

っていなかったので、お亡くなりになって時間

はそう経立ていないようです．急いでいたので、

そのスポットを避けて通りすぎました．情がな

い！という声が聞こえてきそうですが、どうし

たらよいのでしょう．1時間後、帰ってきたら、

カモメの姿はなく．エッ、もしかして死んだふ

り？だったらいいのにな、と思いました． 

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 

●11 月。民主党バイデン氏と現米大統領

トランプ氏が選挙戦で争うことになる。

いよいよ、である。先日の統計でバイデ

ン氏の支持がトランプを上回った。喜び

もつかの間、バイデン氏 47%、トランプ

氏 42%と聞いてかなりショックだった。

というのは、この騒動でも、まだトラン

プ氏に投票したい人が大勢いるわけだ。

10%以下になってほしい。（平和論者） 

 
 

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 
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