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着しているようだ。 

 

女性、突き飛ばされる  

 6月 13日土曜日の午前11ごろ、Douglas 

St.の 2900 ブロック付近の歩道を歩いて

いた 29 歳の女性が、前方から歩いてきた

男にすれ違いざまに突き飛ばされた。女性

は尻もちをついて転んで怪我をしたが命

に別状はない模様。 

 男による「突き飛ばし」行為は近隣のセ

キュリティカメラが鮮明にとらえており、

男の顔もわかる。警察はその男の写真を公

表し、民間からの情報を待っている。 

 男は年齢 20-30、サウスアジア風の顔に

ダークヘア、中肉中背。 

 犯行のビデオから、女性はスマホの「な

がら歩き」をしており、前方をよく見てい

なかったようだ。女性を突き飛ばした男は

その「ながら歩き」にキレたのだろうか。

 

ドラッグ・トラフィッカー in Colwood 

 6 月 2 日火曜日、37 歳の男（Victoria

在住）がドラッグ・トラフィッキングの疑

いで逮捕された。 

 West Shore 警察は、Sooke と Metchosin 

Rd.の交差点近くを蛇行運転している車が

あるとの通報を受けた。ドライバーは意識

もうろう、警察は車内にコカインやメスな

どのドラッグが入ったバッグを発見した。
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Police Act は 45 才  

 アメリカはミネアポリスで発生した警

官による黒人圧迫死事件で、警察システム

の解体（defund the police）も叫ばれて

いる。実際、当地ミネアポリス警察は事件

後に解体され再構築されつつあるようだ。

この人種差別を孕んだ事件の影響は世界

各国に及び、この BC 州、また Victoria に

も影響した。 

 このほど、BC 州ホーガン知事は、

「Defunding Police」を提案した。Victoria

警察のチーフは、「寝耳に水」と言わんば

かり、かなり困惑の様子。 

 ホーガン知事によると、現行の警察法

（Police Act）は 45 年ものであるそうだ。

つまり 45 年間も内容（指針）が変わらず、

今に至っている。45 年前とはちょうどベト

ナム戦争が終焉のときか、またはビートル

ズが健在のときか、そのころには「レイシ

ズム」「ハラスメント」また「メンタルヘ 

 

ルス」に対する言及はなかったであろう時

代である。 

 今大問題の「COVID-19」に連なり、警察

システムも大改良してウミを出し切ると

きであるようだ。。 

 

チャイナタウン、レイシズム被害  

 Victoria はダウンタウン、チャイナタ

ウンに人種差別（レイシズム）の落書きが

発見された（6月 10 日水曜日現在）。場所

チャイナタウンの入口、門構え。こうした

人種差別の落書きはこれで 2度目。前週に

Fisgard St.は 600 ブロック付近に位置す

る 中 華 学 校 （ Chinese Consolidated 

Benevolent Association’s school）でも

「中国人」に対するヘイト（憎悪、反感）

を露わにした落書きが発見されている。 

 Victoria のリサ市長は、この事態に声

明を出した。我が市においてはみんなが平

等であり、「人種差別はありえない」と。 

 Victoria 警察はこの落書き犯を捜査

中。心当たりのある人、目撃など情報提供

は 250-995-7654(select option 1)へ。 

 

もうすぐ、ワクチンか 

 カナダでも著名な疫病のスペシャリス

ト Dr. Gary Kobinger（director of the 

Research Centre on Infectious Diseases 

at Laval University in Quebec）による

と、COVID-19 のワクチンは数年でなく、

数ヶ月のうちに可能になるだろう、との見

解を示した。誠に喜ばしい知らせである。

 COVID-19 のワクチンは、世界中で 100

以上も研究＆開発中であり、互いに鎬を削

り、また協力し合いと進行は予想よりも速

いそうだ。 

 

毎日が土曜日 

 このほど BCHydro が電気使用量から、3

月半ばのパンデミック以来の変化・分析を

公表した。それによると、一般市民の生活

が「毎日が土曜日」風になった、とのこと。

働き手の 40%が在宅業務となり、遅く起

き、遅い朝食をとるという土曜日のような

生活パターンが顕著となった。 

 全体的な電気料はパンデミック前と変

わりがないそうだ。人が一日家にいるとな

ると PC 使用や食事 3 回の調理などで当然

電気量が増えるはずだが、そうでもない。

 その理由は、シャワーを浴びる回数が減

ったから、と BCHydro は分析する。外出す

る必要がないと身だしなみもだらけ、起き

たらそのままで仕事に入るバターンも定 
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No One is Born 

   Racist 

【お知らせ】 

ビクトリア日系人教会 

６月２１日（日）より教会堂にて礼拝式が 

１時３０分より行われます。 

＊サンディースクール、ESL クラス等は 

再会していません。 

＊「聖書の学びと祈りの時」は 

オンラインで行っています。 

HairTime HairStudio 

ヘアサロン再開：要予約 

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 

★営業時間★ 

定休日：月曜日、木曜日 

平日、土曜日：9:30－5:00 

日曜日：10:00－4:00 

 

Cel：Kyoko、 

250-884-3797  

Email： 

kyo-ko00@hotmail.com 

日本で 10 年、 

経験があります。 
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チューバーらによって「ダイエット食品」

として動画などで紹介されていることも

売り切れ続出に拍車をかけた。 

夜の街指針→富山県では「夜の街」関連

の飲食店やライブハウスなど 3 業種を対

象にした感染防止対策の指針が公表され

た（6月 13 日）。指針の中には利用客の氏

名や連絡先を含む名簿の作成があり、ガ

ールズバーなどを経営する業者は「かな

り厳しい」と嘆く。 

ペット需要→ペットショップでの販売数

や動物保護団体への譲渡申し込みが増え

ていることから、ペットの犬猫人気がに

わかに高まっているそうだ。突然のペッ

トブームの背景にあるのは、新型コロナ

ウィルスの感染拡大に伴う巣ごもり需

要。自宅で過ごす時間が多くなり、人は

癒やしとしてペットを求めている。 

サラリーマン川柳→第一生命保険は、第

33 回サラリーマン川柳コンクール入選句

を発表（5 月 28 日）。」上位は以下のとお

り。「我が家では 最強スクラム 妻・娘」

「パプリカを 食べない我が子が 踊っ

てる」「話聞け！ スマホいじるな！ メ

モですが」「おじさんは スマホ使えず 

キャッシュです」「たばこ辞め それでも

妻に 煙たがれ」「ギガバイト 時給いく

らか 孫に聞く」「登録が ストレスだら

けの キャッシュレス」。 

 

 

 

 

 

ウラの顔 

        By ヨシダ 

 ジェシカ・マルローニー。と聞いて、

それ、だあれ？とわからない人も多いこ

とであろう。北米セレブ事情に詳しい人

ならわかるかもしれない。またカナダの

政治に詳しい人にはピンとくる名前かも

しれない。とにかく、ジェシカ・マルロ

ーニーは今を行く、職業タイトルはスタ

イリストのれっきとしたセレブである。

最近は「I Do, Redo」とかいう結婚式を

プログラムするリアリティ番組を持って

いた。こんなご時世にちょっとハデすぎ

と個人的に訝っていたのだが。 

 ジェシカ・マルローニーの人脈はスゴ

イ。というのも、これはおそらくベン・

マルローニーと結婚したからであろう。

英国王子と結婚した米国の二流女優メー

ガン妃と似たり寄ったりのキャリアアッ

プ。そして、類は友を呼ぶ、二人はれっ

きとしたお友達なのだ。ジェシカの子供、

双子の息子がメーガン妃の挙式の際、その

ページボーイをしたことは記憶に新しい。 

 前置きが長くなったが、今回言いたい

ことは、このまろやかで穏やかで暖かそ

うで親切そうなセレブのジェシカが、お 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

東北の景況過去最低→東北財務局は、4-6

月期の法人企業景気予測調査を発表し、東

北6県の全産業の景況判断指数はマイナス

1.9 で、調査を始めた 2004 年 4-6 月期以来

最低となった（6 月 11 日）。3 期連続の悪

化で、前期から 30.1 ポイント下落も過去

最悪。新型コロナウィルスの感染拡大によ

る影響が鮮明になっている。 

バーチャル見学→宮城県気仙沼市の東日

本大震災遺構・伝承館は、併設されている

遺構の気仙沼向洋高旧校舎の内部を仮想

現実（VR）の映像に加工し、ホームページ

で無料公開を始めた（6 月 13 日）。新型コ

ロナィイルスの影響で外出を控える人も

見学できるようにした（12 月 31 日まで）。

コロナに負けず、復興米→東日本大震災の

津波に襲われた岩手県大槌町の住宅跡で

実った「奇跡の復興米」の苗が、大阪府富

田林市喜志地区の子供たちの手で地元の

田んぼに植えられた。市と JA 大阪南の主

催で 7回目となる今年は、新型コロナウィ

ルスの感染拡大の影響で子供らの参加を

見送る方針だったが、地元の子供会の希望

で田植えの実施につながった。 

ひまわりの種まき→福島市大波地区では

夏を彩る大輪のひまわりを多くの人に楽

しんでもらおうと種まきが行われた。地区

の住民などおよそ50人が参加（6月14日）。

大波地区のひまわり畑は震災をきっかけ

に育成が一時中断したが5年前に地域住民

が復活させ夏を彩る名所として親しまれ

ている。 

 

＜社会ニュース＞ 

テレハラ→コロナ自粛が明けても社員の

在宅勤務を推奨して継続する企業は多い

が、そこで大きな問題となっているのが、

働いている姿が見えないことで起こるパ

ワハラだそうだ。「テレハラ（テレワーク

ハラスメント）」や「リモハラ（リモート

ハラスメント）」という新語まで生まれた。

テレワーク中の社員からは、「いつも見張

られている感じがする」、「以前より頻繁に

報告を求められるようになった」、「常に回

線を接続しておかなければならない」とい

った不満が多い。一方、管理職の側には、

「部下が仕事をサボっていないか不安だ」

と口にする人が多い。最近はテレワーク中

のパソコンの内部を覗いて、どれだけ仕事

をしているかをチェックするシステムも

普及しているとか。 

オートミール、売り切れ→スーパーマーケ

ットなどで「オートミール」製品の売り切

れが相次いでいるとの声がSNSで多くなっ

ている。オートミールは、オート麦を原料

とし、血糖値が上がりにくいという性質

や、栄養豊富だということから、需要が高

まった。また筋トレ系・ダイエット系ユー

そらく心の底にはしみついていたのであろ

う「（黒人に対する）人種差別」を、心なら

ずも、ポロッと出してしまったのだ。そう

して「ウラの顔」が出た、と大きな話題にな

っている。 

 「ポロッ」とウラの顔が出ててしまった

という経緯は実に稚拙であると思える。概

して、気に入らないことを言われた恨みで

返した一言一動に「人種差別」が出てしま

ったということ。オトナなら発言の前に考

えることであろう。とくにこんなネット時

代には今の一言が明日には世界中に広ま

る。悪い話は良い話より 10 倍速いというで

はないか（確か 10 倍？何倍でもいいが、と

にかく速い）。恨みを返された黒人女性（ブ

ロガー、サーシャ）は、ジェシカの言葉が

含むセレブと白人の特権利用を読み取っ

た。要するに、ジェシカは黒人を見下した

ような発言をした、というもの。ときもと

き、ミネアポリスの警官による黒人殺人で

みんなが「差別」に敏感である。サーシャ

はすぐさま、ジェシカとのやり取りをイン

スタに、ツィッターにと世界に向けて発信

した。 

 そんなこんなで、ジェシカはそれこそ世

界中から非難を浴び、自分の番組をキャン

セルされ、あちこちの番組の出演も降坂さ

せられ、と、一夜のうちに灰となり、とい

うほどに TV 界、ネット界から消滅した。 

 ジェシカ・マルローニー。話が戻るがそ

の人脈。まずはベン・マルローニーとの結

婚。ベンはカナダ TV でエンタ番組「eTalk」

のホストをしてる。が、その前になんとい

ってもこの人はカナダ元首相ブライアン・

マルローニーのご子息なのだ。その息子と

の結婚で、スタイリストの仕事もコネで幅

広く進んでいき、今やトルドー首相ご婦人

ソフィーのスタイリストも務めているそう

だ。その間、カナダ、トロントに法廷ドラ

マ「スーツ」の撮影で滞在していたメーガ

ンと知り合い、かなり親しい友だちとなる。

また、ベンとの結婚式では、カナダが誇る

歌手になる前のマイケル・ブーブレが素晴

らしい歌声を披露した。この大物結婚式で

のパーフォーマンスが縁で後にブーブレは

デビューを果たすこととなる。 

 とまぁ、ジェシカ・マルローニーの人脈

は、カナダの大物歌手から政界、英国王室

と実に幅広い。それも彼女自身が洗練され

ていて、教養あり、モラルあり、だからこ

そといっても過言ではないだろう。「親友」

であると言われるメーガン妃もそれを誇り

にしていたに違いない。が、今回の「悪態」

を黒人の血が流れるメーガン妃はどう受け

取ったのであろうか。友情の裏切り？もと

もと見下されてのつきあい？ともあれ、関

係者によると妃は 

「今後、ジェシカ 

とはつながりませ 

ん！」と仰せだと 

か。(6/13) ジェシカ サーシャ 
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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（２） 

 前号より続く、日本のお菓子ロングセラ

ー。1889 年から 1970 年代までの間に発売

されて、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（森永製菓） 

2.サクマ式ドロップス（佐久間製菓） 

3.グリコ（江崎グリコ） 

4.森永ミルクチョコレート（森永製菓） 

（以上、前号にて解説） 

5.マリー：大正 12 年（1923 年）森永製菓

→「マリー」という名の所以。それはフラ

ンスの悪名高い（たまに悲劇の女王と崇め

られるが）マリー・アントワネットにちな

んでいるのだそうだ。というのはアントワ

ネットはビスケットが好きだったから。そ

れだけの理由である。アントワネットでな

くても、その時代はだれもが好きだったに

違いない。アントワネットの浪費で庶民は

貧困に生きビスケットにもありつけなか

った。なんだかイヤミなビスケット。 

6.明治ミルクチョコレート：大正 15 年

（1926 年）明治→森永がミルクチョコレ

ートを出した 8年後に、明治が販売を開始

したミルクチョコレート。愛称は「ミル

チ」。小文字で構成されたシンプルな

「meiji」のブランドマークは店頭でも認

識しやすく、代表的な国産の板チョコのひ

とつ。ただ……、薄すぎる。 

7.ボンタンアメ：大正 15 年（1926 年）セ

イカ食品→鹿児島市に本社のあるのセイ

カ食品が発売している飴菓子。地方発信の

お菓子だが、いまでは全国のコンビニやス

ーパーでも売られているそうだ。大正時代

の発売時にはチンドン屋が全国を歩いて

回って宣伝したというエピソードが残っ

ている。おばあちゃんがやたらとこれを好

んでいたのを覚えている。 

8.ミルキー：昭和 26 年（1951 年）不二家

→「ミルキーはママのあじ～♪」のサウン

ドロゴで癒す心とお口。全くもってテイス

ティで飽きることがないキャンディだっ

た。それは、そもそも生まれたときにはじ 

めて口にするミルクの味 

だからであろうか。本能は 

知っている。また、ペコち 

ゃんのキャラクターは絶 

大。かわいくオイシイ。 

 
Cooking for the Lazy: 

いちごのムースパイ 

 オーブンを使わない、手軽でリッチ、そ

して涼しい夏のムースパイ。 

〔材料〕いちご(約 10 個)、生クリーム

(Whipping cream,250ml) 、 Strawberry 

Jell-O mix(イチゴ味のゼリーミック

ス,1box)、お湯(300ml)、グラハムクラッ

カー(250g)、バター(1/4C)、調理器具：丸

形パイパン（9in） 

1. いちごはヘタを取り去り、スライスす

る（厚さ 3-5mm）．  

2. ビニール袋にグラハムを入れてロー

ラーで砕く．またはフードプロセッサ

ーで砕いてもよい。 

3. クラストを作る．バターを溶かし、ボ

ールに入れた 2に流し込み素早く混ぜ

る．パイパンに移して底や淵をおお

い、押し付けて固定する（この後、オ

ーブン 350°F で約 10 分焼いてもよ

い、この場合は冷ましてから使用）． 

4. 別のボールに Jell-O を開け、お湯（沸

騰直後）を注いで溶かす．室温に冷め

るまでしばらく置く.  

5. 4 の Jell-O が室温に冷めたら、30 分

ほど冷蔵庫にいれて冷やす． 

6. 生クリームは硬めにホィップする． 

7. 5 を完全に固まらないうちに冷蔵庫か

らだし 6のクリームを混ぜ込む． 

8. 3 のクラストに 7を半分流し、1のい

ちご半分を並べ、残りの 7 を上に流し

て、残りのいちごで飾る． 

9. 冷蔵庫に最低 4時間入れて固める． 

ためになる名言 

  バンクシーのことば 

ストリートアーチスト 

悪党の如く生き、英雄の如く死ぬべし。 

一つの独創的な思考は、千の意味のない

格言に勝る。 

世界で最も大きな犯罪は、法を破る人々

によってではなく、法に従う人々によっ

て犯される。こういう人々が爆撃や虐殺

の指令に従うのである。 

世界をもっと良くしたいと思っている人

程、危険なものはない。 

壁は強大な武器になる。人の心をぶち抜

くヤバイ武器だ。 

いつだって許可をもらうより、許しを得

る方が簡単だと覚えておくのがいい。 

（警官によるジョージ・フロイド殺害事

件について）最初、この問題についてた

だ沈黙し、黒人の言葉を聞くべきだと考

えていた。しかしこれは彼らの問題では

ない。私自身の問題だ。 

（参考：wikipedia） 

〔Banksy：生年月日未公表であるが、1974

年、英ブリストル生という説がある。英

国を拠点とする匿名のアーティスト（路

上芸術家）、政治活動家、映画監督。その

風刺ストリートアートと破壊的なエピグ

ラムは、独特のステンシル技法で実行さ

れた落書きとダークユーモアを組み合わ

せたものと評価されている。政治及び社

会批評の作品は、世界各地のストリート、

壁、および都市の橋梁に残されている。

バンクシーのドキュメンタリー映画「イ

グジット・スルー・ザ・ギフトショップ」

（2010年）は、2010 年のサンダンス映画

祭で公開された。街頭などのグラフィテ

ィにこだわり、企業や音楽家などの依頼

は全て断っている。このほど、黒人男性

死亡事件、人種差別への批判を込めた作

品（額の中に人物が黒く描かれ、そばに

花）を発表した。〕 

 
 

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★ 

月～日曜：毎日オープン 

11 時半～５時半 
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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１６日現在、2.183,476 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で９９，１４７人、死者：８，１７５人 

ケベック州：54,054、オンタリオ州：32,370、 

アルバータ州：7,453、ＢＣ州：2,745、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 
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身、精油を使い始めて 

自分の放つ波動を変え 

ていただくサポートを 

していただきました。そして、植物・木々

たちによって今最適な、私にとって必要

で、大切な人、仲間を次から次へと引き合

わせていただきました。今はインターネッ

トも使用できることから、世界中に散らば

っている魂の仲間と繋がることも可能で

す。今、この時期だからこそ、誰と共に過

ごしたいのか、彼ら・彼女たちと何を創造

していきたいのかを想像して、道行く中で

ロードンデンドロンに話しかける、お願い

する、ということも微笑ましいですね。 

 この精油はお花と葉からできていると

いうことで、気分の高揚、呼吸器系、リン

パ系をサポートしてくれます。また、ヒン

ズー教および仏教では瞑想時に使用され

ることもあります。 

 あなたには、日々のセルフケア法はあり

ますか？自分の身体をいたわる、愛する。

自分が喜ぶことをする。もしないのであれ

ば、少し今月はゆっくりと向き合ってみ

る。もしあるけれどもルーチンになってい

るようでしたら、今月は何か１つ新しいこ

とにチャレンジしてみませんか？セルフ

ケアツールが増えることで、あなたの人生

はもっと豊かになることと思います。 

 それでは、今日も素敵な１日を。 

Sono Ray：778-316-3960 

sonoholistic@gmail.com 

www.livinginharmony.love 

☆☆☆☆ 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）  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【ベターライフ：精油記事＃２５】 

植物、木々たちからの叡智。 

目覚め、平和と調和を生きる 

By Sono Ray

 こんにちは。 あなたの人生が開花する

小さな一歩に寄り添う、ヒーラー / ホリ

スティックセラピストの Sono です。 

 ６月なのに。。。まだまだ雲多く雨が多

い、というのは気分が落ち込みやすくなり

がちですが、こんな時には、柑橘系の精油

はあっという間に高揚感を感じさせてく

れますね。ということで、今月は柑橘系の

精油のお話をするのかと言えば、そうでは

なく、ロードンデンドロン、ツツジのお話

をさせていただきます。 

 ビクトリアでも様々な色のロードンデ

ンドロンが見られますね。どの花もそうな

のですが、ロードンデンドロンは、近くで

見ること、角度を変えて見ることでも、そ

の度に異なる美しさの発見があります。そ

して、彼女に魅了されている私がいます。

 さて、そんな美しきロードンデンドロ

ン。彼女の最大の魅力は、「魂の家族を見

つける」です。魂で引き合う、その中には

運命の人もいるかもしれませんね。私自 

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 月も半ばを過ぎ、涼し

い日が続きます．寒いほどです．今週アルバー

タ州では（6 月 14 日の日曜だったか）ゴルフボ

ールサイズの霰（あられ）が降ったとかで、大

変なことです．テニスボールサイズ、とも言わ

れていましたが、これにはうっそー、と驚愕．

そんな氷の塊に頭があたったら、運が悪ければ

あの世行きです．ともあれ、かつてない大きな

霰に攻撃されて車がボコボコになっているのを

見ました（ニュースで）．家の屋根や壁もボコボ

コでペンキなどが剥げ落ちており、恐ろしいば

かりです．このビクトリアでも降らないとは限

りません．実際に霰は降ります．けど大きくて

もせいぜい5mm ほどだったかと覚えています． 

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 月の米大統領選で、もしトランプが

敗北した場合どうなるか。勝者となるか

もしれないバイデン氏も、タダをこねて

大統領のイスに「居座る」のではないか、

と懸念。しかし、当のトランプは、「他の

ことをする」とあっさり言ってのけた。

なんだ、割に素直、と一瞬笑えた。じゃ、

諦めやすい大統領のイスになぜにそう固

執し獰猛に動くだろう。ワケがわからな

い。だからトランプ。（カードゲーマー） 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

【お知らせ】６月２１日（日）より 

再開いたします 

✧日曜礼拝：午後１時半 

✧サンデースクール・ESL クラス 

（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 

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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COVID-19 感染防止につき、 

営業時間は、6 月より 11:30am から 5:30pm まで、 

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。 

【ハーモニー・コーラス・クラブ】 

Harmony Choir Club 
 もう 6 月半ばなのに、今年は寒い日が長いように感
じるのは COVID-19 のためでしょうか。 
 ハーモニー・コーラス・グループは設立以来一年が
過ぎようとしていますが、残念ながらまだ屋内に集ま
って練習を開始するようにはなっていません。  
 しかしお天気も良い日が多くなりましたので、以下
に野外での集まりを計画致しました。どなたでも歓迎
ですのでお友達をお誘いの上ご参加下さい。 
＊日時：6 月 18 日（木）11:00am 
＊集合場所：Beacon Hill Park、子供動物園前のパ
ーキング 
＊会場の予定：近くの Rose Garden 辺りで、ベンチな
どのある所を探すなど臨機応変に 
＊持参のするもの： 
①自分のお弁当  
②今までお配りした楽譜（初めての方には用意があ
ります）  
➂ピクニックベンチを使いたいと思いますが、もしお
持ちでしたらピクニック用の椅子もお願いします。 
 とみに有名な我々の美声とまとまりのあるコーラス
で、散歩中の方々を魅了しましょう 

クラブ責任者：サンダース宮松敬子
k-m-s@post.com／778-533-8012 


