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意識不明の状態で横たわっていたそうだ。病

院に担ぎ込まれたが命に別状はない模様。 

 事件当時に広場にいて何か目撃した人

は VicPD 250-995-7654 へ情報提供を。 

 

湖から出てきたファイアット 

 6 月 19 日金曜日の朝、Prospect Lake

（Echo Drive boat launch 近く）から盗

まれたまま行方不明となっていた Fiat 

500 が引き上げられた。 

 Fiat を発見したのは、レイクで泳いで

いた民間人。潜水をしていたのか、水の中

で車に遭遇し仰天した。すぐに警察に通報

し、警察が現場に駆け付けたがビーチから

車はみえず。そこでダイバーが呼ばれて確

認した。次なるは Totem 牽引トラックがや

ってきて Fiat を引き上げた。 

 Fiat の盗難届があったのはほとんど 3

ヵ月前の 3月だった。3ヵ月も水に浸って

いた Fiat は、引き上げられたとき藻に覆

われていて、それこそ毛が生えたようであ

ったとか。 

 Fiat のオーナーは、愛車が Prospect 

Lake に沈んでいたことを知らされた。 

 辺りは交通量が多いため、盗難当時、

Fiat が湖に「沈められる」現場を目撃し

た人がいるに違いないと警察は推測、目撃

者からの情報を募っている。連絡は、

Saanich Police  250-479-4321 へ。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

島の感染者  

 ここ 6 週間に渡り（6 月 22 日現在）、

Vancouver島内では新たなCOVID-19感染者

はでていなかったが、1 人感染者がでたと

発表された（Dr. Bonnie Henry）。これに

てこの島での感染者は全 131 人となった。

 

Superstore で万引き未遂 

 6 月 16 日火曜日の午後 7 時前。Langford 

ParkwayにあるReal Canadian Superstore。

そこで「買い物」をして支払をせずに山積

みのカートを押して店を出てた客（男）が、

ストップをかけられたセキュリティオフ

ィサーにツバを吐いた。 

 West Shore RCMP が駆けつけたときには、

客は、山積みのカートを離れて逃げ去って

いた。山積みの商品の合計は$1,100 以上。

後に警察は近隣でバックパックを背負っ

たその男を発見した。 

 男は仮釈放の身であることがわかった。

また、バックパックには Superstore から

の商品をあれこれ詰めており、支払をして

いなかった。万引きと、ツバを吐くという

暴行、また自宅待機という裁判所命令の無

視で、男はその場で逮捕された。 

 
 

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 

 

マスタング、木にクラッシュ 

 あまりにも無謀なはなしである。マスタ

ングはとくに若者にウケる車でカッコイ

イ、と若者は思う。すると当然その中でも

目立ちたがり屋が発生し、まれに見るオレ

ンジ色のマスタングに乗ったりする。 

 そしてそんなハデな車に乗りたがるの

が、Ｎマークの初心者だとするとあととん

でもないことになる。予想するシナリオの

とおり初心者がハデなオレンジ色の車に

乗り、夜中に Oak Bay は絵になる Beach 

Drive をストリートレーシング、お見事、

木にクラッシュ！というハデな衝突事故

が発生した。6 月 18 日木曜日午前 12:45

のことであった。 

 Beach Drive のスピード制限は時速 40

㌔。そこをこのオレンジマスタングドライ

バーは時速 73 ㌔で飛ばしていた。警察は

違反を見つけるや否や、そのマスタングを

追跡した。が、300m も追いかけたかどう

か、あっけなく、すぐそこに発見。マスタ

ングは木に衝突してしっかりと停止して

いた。 

 マスタングの中には 4人。ドライバーは

20 才の女性。1人が背骨に重傷を負ったが

他 3人は軽傷。ドライバー女性からはアル

コールが検出された。飲酒運転、スピード

違反を含む 5 件でチャージされた模様。 

 今回の事故において、他の車両や通行人

を巻き込むことなく木に衝突で治まり警

察は安堵するものの、マスタングに張り付

けられた女性ドライバーのスローガンに

苦言を呈する。 

 スローガンは「Yes officer, I did see 

the speed limit sign (I just didn’t see 

you’ and ‘street racing is not a crime).」

はいはい、警察どの、スピード制限ちゃん

とわかってますよ。只今、警察どのの姿も

見えないことだし、なんたってストリート

レーシングは犯罪じゃないでしょ。 

 とまぁ、なんとも警察、道路交通法をな

めた言い方。今、木にクラッシュして少し

は反省しただろうか。 

 

モーターサイクル、木にクラッシュ 

 6月19日金曜日の午後7時ごろ、Burnside

Rd. West を走っていたオートバイがコン

Victoria 

Japanese Journal 
Jun. 27, 2020 

Vol. J19, No.16 

 

なかったら、 

なかったで 

トロールを失い木に衝突。

乗っていた男性は重傷を

負い病院に運ばれた。他の

車も人も巻き込まず。 

 

市民広場で襲われる  

 警察は、去る 6 月 14 日

日曜日の午後 8 時ごろ、

Victoria はダウンタウン

にあるCentennial Square

で発生した暴行事件の目

撃者を募っている。 

 Centennial Square で

男性が顔から血を流して 
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いわゆる「マスク皮膚炎」が問題となっ

ている。ひどい場合、耳の裏側が裂ける

など、外出時にマスク着用の習慣が今、

深刻な現代病となりつつある。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.55 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

冷酷な時の流れ  

 COVID-19 の話題はもう止めようと思い

つつ、ついそちらに話題が行ってしまう。 

 国の中央周辺から少し遅れて、西海岸

のビクトリアの人々の間に本当の緊張感

が走ってから 3 ヵ月。各方面での日常生

活が大幅に規制され、嫌が上にも「コロ

ナ」と言う見えない魔物に怯える日々が

続く。 

 「負けるものか！」とは思っても、感

染者や、死亡者数が日々数字で示される

と、何処にも持って行きようのない「怒

り」に続く「萎え」を繰り返し感じる。

だが人は「慣れ」と言う順応性を持って

いるため、不自由であることが段々と日

常化され、それが毎日の生活の支流を占

めるようになっている。 

 「今まで人間は余りにも贅沢をし過ぎ

傲慢であったから、これは神からの見せ

しめだ」と分かったような声も聞かれる。

そんな意見に賛成かどうかは別として、

一番辛いのは気心の知れた人々と気軽に

会えない事だ。 

 だが第二波にびくびくしながらも、最

近は規制が多少緩んできた。先日親しい

友人と午後の暖かい日差しを浴びなが

ら、レストランのテラスでワイングラス

を傾けた時の解放感は「Splendid！」の

一言に尽きた。お互いにどんな暮らしを

しているかを話し乍ら、コロナに対する

カナダ人的、日本人的な考え方の相違な

どを大笑いしながら指摘し合い、忌憚な

く思いを語った。実に胸がすく一時であ

った。 

 人間は一人で体験できることに限りが

ある事を思えば、自分とは異なった人々

と交わり、人生体験を聞き、歓喜し、共

鳴し、同情し、激怒し・・・そこから自

分の人生の幅を広げていけることが何よ

りも好きである。 

 読書からも同じような知識は得られる

が、他にも映画鑑賞によって知らない世

界に足を踏み入れることが出来るのは実

にワクワクとするものだ。学生時代から

実に多くの映画を観てきたが、それは取

りもなおさず、スクリーンに映し出される

人々の生きざまに興味が尽きないからだ。 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

行方不明者捜索再開→東日本大震災の津

波で被害を受けた宮城県南三陸町で、行方

不明者の捜索が行われた。南三陸町戸倉の

海岸には 10 人の警察官が集まり、海に向

かって黙とうをした後、石や漂流物を撤去

しながら、行方不明者の手がかりを探し

た。南三陸警察署には、行方不明者の家族

などから漂着物が多い海岸や漁港での捜

索の要望が寄せられていたが、新型コロナ

ウィルスの感染拡大を防ぐため、約 3ヵ月

半、捜索を中止していた。6月 10 日現在、

震災による県内の行方不明者は南三陸町

の 211 人を含む 1219 人に上る。 

密にならない避難確認→宮城県塩釜市は 6

月 14 日、総合防災訓練を本庁舎や指定避

難所 20 ヵ所で実施。市職員ら約 500 人が

参集し、新型コロナウィルスの感染症対策

を踏まえた避難所開設などに取り組んだ。

感染拡大を防ぐため市民の参加は見送り。

指定避難所の市塩釜三小では、市職員が飛

沫感染防止用の透明フィルムを張った受

け付けを昇降口の外に設置。避難者に検温

や体調を聞き取り、発熱などの症状がある

人とそれ以外の人とを分けて別々の部屋

に案内するまでの手順を確認した。 

麦わらでストロー→アサヒグループホー

ルディングスは東北の復興応援策「希望の

大麦プロジェクト」の一環として、2020

年から大麦を使った飲料用ストローの製

造に乗り出す。現地での大麦栽培からビー

ルの醸造と販売、東北限定のブランド商品

への一部原料としての使用など着実に発

展してきた取組み。プラスチックごみによ

る海洋汚染問題の解決に挑む。 

 

＜社会ニュース＞ 

歩きスマホ防止条例成立→神奈川県大和

市議会で、全国初のスマートフォンを手に

した「歩きスマホ」を防止する条例が可決、

成立した（6 月 25 日）。罰則はないが、「ス

マホは立ち止まって操作するもの」との意

識を市民に浸透させ、歩きスマホによる事

故を防ぐことが狙い。施行は7月 1日から。

あおり運転の挑発→2018 年と 19 年に全国

の警察が悪質なあおり運転として摘発し

た 133 事件のうち 38%で、加害者が 1 ㌔以

上にわたってあおり行為を続けていたこ

とが警察庁の分析でわかった。事件の現場

の 77%が一般道。加害者の 96%は男性で、

78%は同乗者がいなかった。加害者があお

り運転をした理由は「進行を邪魔された

（進路を譲らない、前の車が急ブレーキを

かけたなど）」35%、「割り込まれた、追い

抜かれた」22%、「車間距離を詰められた」

8%、「クラクションを鳴らされた」5%など。

マスク皮膚炎→日常に欠かせないものと

なったマスクだが、長時間つけることで耳

にひもがこすれ続け、炎症を起こすなどの

 以前とは異なった時間を過ごす昨今。昔

見た幾つかの作品を思い出し、再見する機

会を持つことを心掛けている。スペクタク

ルなアメリカ映画もさることながら、中で

も興味をそそられるのは、ヨーロッパで制

作された作品の数々だ。特にイタリア映画

は、人情味が溢れ人生の機微を見事に表現

した忘れられない秀作が多い。大道芸人の

悲哀を描いた『道』、戦争によって引き裂か

れた夫婦愛の物語『ひまわり』、父親と息子

の悲しい魂の触れあいを描いた『メリーゴ

ーランド』等など。 

 数えたら切りないが一番心に残るのは、

第二次世界大戦後のイタリアを舞台にした

『ブーベの恋人』である。終戦の混乱期に

は、人生経験の浅い平凡で未熟だった一人

の女性が、死亡したパルチザンの兄の仲間

だった男性（ブーベ）を愛するようになっ

てから、女性として成長して行く社会派メ

ロドラマである。 

 この主役を演じたのは、アメリカ映画史

に永遠に残る名作ミュージカル『ウエスト

サイド・ストーリー』で、素晴らしいダン

スと演技で鮮烈な印象を与えたジョージ・

チャキリスであった。 

 その彼が 50 歳になった 1984 年に、NHK

制作の『日本の面影』と題する小泉八雲役

に挑戦したドラマを、今回初めて見る機会

を得た。『ウエストサイド・ストーリー』で

はプエルトリコ人ベルナルド役で癖のある

英語を、またブーベ役ではイタリア人男性

を演じたが、一転して八雲役では特訓を受

けて、流暢とは言い難いものの、日本語を

話していることには驚きを禁じ得なかった。

 俳優であれば当たり前かとは思うが、彼

のひたむきな挑戦には賛辞を送りたい。よ

く知られるように、八雲は子供の頃の事故

で左目に障害を持つ身であったため、チャ

キリスも片目での演技をこなしている。あ

の強烈な印象をぬぐうことが出来ないベル

ナルド役、片目の八雲役。どちらも同じジ

ョージ・チャキリスではあるが、その円熟

した変貌振りには深い感慨を覚えた。 

 だが彼を始め、『ウエストサイド・ストー

リー』で恋人役を演じたリタ・モレノ、抗

争のギャング役ラス・タンブリンも全員 85

歳。マリア役のナタリー・ウッドは水の事

故で亡くなり、悲恋の相手役リチャード・

ベイマ―は 82 歳。今はいやが上にも老齢の

域に達しているようで、サーチするのは避

けたい。 

 世の中がどうあろうとも、抗うことの出

来ない時の流れは非情に過ぎて行く。 

ブーベ 八雲 
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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（３） 

 6 月 7日号より続く、日本のお菓子ロン

グセラーリスト。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） 

5.マリー（森永製菓） 

6.明治ミルクチョコレート（明治） 

7.ボンタンアメ（セイカ食品） 

8.ミルキー（不二家） 

（以上、前号までに解説） 

9.マーブルチョコレート：昭和 36 年（1961

年）明治→紙筒のパッケージに入った 7

色のカラフルなチョコレート。遠い昔、遠

足には絶対これを持って行ったという人

は多いであろう。今にして思うと、ベキベ

キのカラーコーティングは日中に溶ける

内部のチョコを救ってくれた。この丸い粒

状のチョコは 1940 年代頃からアメリカの

M&M'S などが発売してはいるが、日本では

明治マーブルが第一号。おまけのシールは

発売当初から人気で、今は「世界の旅シリ

ーズ」シールが封入されているそうだ。 

10.エンゼルパイ：昭和 36 年（1961 年）

森永製菓→ビスケットにマシュマロを挟

みチョコでコートしたお菓子。お子様がマ

マに買ってぇとねだるナンバーワンでは

ないかと推測する。直径約 6.5cm と大き

く、値段もその辺のガムやキャンディより

少し高く、ママはなかなか買ってくれな

い。今やバニラ味以外に「苺大福」など期

間限定品も発売されているとか。なお、類

似商品のロッテ「チョコパイ」は 1983 年

の発売で、ケーキ生地にクリームを挟んで

いる。お間違え無きよう。 

11.ルックチョコレート：昭和 37 年（1962

年）不二家→思い出す、すごくおいしそう

に見えるチョコの箱。大人になるとどうし

てもブラックなどチョコの純粋性を求め

てしまうものだか、子供のころは中にトロ

リとしたフルーツクリームが入ったチョ

コが食べたかったもの。LOOK のロゴとパ

ッケージは「口紅から機関車まで」で有名

な、あらゆるものをデザインした世界的な

工業デザイナー、レイモンド・ローウィに

よるものだという。 

12. チロルチョコ 

1962年（昭和37年） 

チロルチョコ→知る 

人ぞ知る。チロルチ 

ョコは、1960 年代は 

高級品だったチョコ 

レートを「1 個 10 円」 

で販売してヒットした。 

 
Cooking for the Lazy: 

横型スタッフド・チキン 

 スタッフド・チキンは通常、丸ごとチキ

ンならお腹に、胸肉なら内部にナイフをい

れてポケットにして、という具合。しかし、

今回は表面に切れを入れて詰め物をする。 

〔材料 4人分〕鳥胸肉(boneless, skinless 

chicken breast,4 枚)、ズッキーニ(1/2

本)、トマト(2 個)、ベルペッパー(黄色,1

個)、玉ねぎ(小,1 個)、オリーブオイル

(1tbsp)、イタリアンスパイス(Italian 

seasoning.1tsp)、塩&こしょう、モツレラ

チーズ(shredded mozzarella,1C)、パセリ

(Freshly chopped parsley,チョップして

1/4C) 

1. 胸肉のそれぞれの表面に 3-5 本のスリ

ット（やや斜めに深く切れ目）を入れ

る．  

2. ズッキーニ、トマト、ベルペッパー、

玉ねぎをそれぞれスライスする. 

3. 1 の胸肉のスリットに、2のスライス

をそれぞれに入れる（1つのスリット

にズッキーニ、トマト、ベルペッパー、

玉ねぎのスライス 1枚づつを重ねて）． 

4. パーチメントペーパー（またはアルミ

箔）をしいたパンに、3の詰め込んだ

胸肉を並べる. 

5. 4 の表面にイタリアンスパイス、塩&

こしょうをする、 

6. 5 にオリーブオイルをかける（ぬる）． 

7. 6 にモツレラチーズを散らし、オーブ

ン（350°F）で約 30 分焼く． 

8. 出来あがりにパセリを散らす. 

ためになる名言 

  トレバー・ノアのことば 

The Dairy Show ホスト 

（母の教え）この世界は好きなように生き

られるところだということ。自分のために

声をあげるべきだということ。自分の意見

や思いや決心は尊重されるべきものであ

ること。そう思えるようにしてくれた。 

一見一つ一つの出来事が、全く関係ない

ように見えるが、今世界で起きている色

んなことは実は繋がっている。今回のこ

と（警官によるフロイド氏死亡事件）の

背景はコロナパンデミックにある。人々

がこんなに家にいないといけないことは

今までなかったし、これほど多くの人々

が仕事を失って、ただ生活するためのお

金を払うだけで精一杯になったことはな

い。こうした状況下で、人々が世界で起

きていることに目を向け始めた。 

多くの人が 「暴動を起こすことはなんの

意味があるのか」と主張している。しか

し、暴動を起こさないことによってどう

なるのかということは、考えたことがあ

るだろうか。 

（参考：wikipedia） 

〔Trevor Noah：1984 年、南アフリカ生。

コメディアン、作家、プロデューサー、

政治評論家、俳優。アパルトヘイト統治

下の南アフリカ共和国で、コサ族の血を

引く黒人の母と、スイス人の白人の父と

の間に生まれた。当時の南アフリカでは

白人と黒人の結婚は違法であったため、

母は 5 年投獄された。20 代半ばから、母

国でものまねを混じえたスタンダップコ

メディアンとして人気を博す。その後ア

メリカへと拠点を移し、2015 年より「ザ・

デイリー・ショー」のホストをジョン・

スチュワートから引き継ぎ視聴者層の拡

大に貢献。特にトランプ大統領就任以降、

「分断」の騒がれるアメリカでユーモア

によって新しい風を吹き込む存在とし

て、注目を集める。〕 
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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★ 

６月１６日現在、2.598,243 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１０２，７９４人、死者：８，５０８人 

ケベック州：55,079、オンタリオ州：34,316、 

アルバータ州：7,888、ＢＣ州：2,878、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 

６月２１日（日）より教会堂にて礼拝式が 

１時３０分より行われています。 

＊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。 

 

 

COVID-19 感染防止につき、 

営業時間は、毎日 11:30am から 5:30pm まで、 

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。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ゆえ、ご了承のほどよろしくお

願い申し上げます。 
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 先月原稿を書いて 

いたころと比べ、６ 

月の市況大分変わっ 

てきました。通常は 

春が不動産が一番動 

く時期ですが、コロ 

ナの影響で少し遅く 

春が到来という感じです。今月に入り、コ

ロナもフェーズ２入りし、待っていました

と言わぬばかりのかなり動きの激しい展

開の不動産市場となりました。かなり複数

のオファーが売り出しと同時に入るケー

スも見受けられました。専門家が予測した

通りの V字型の回復展開となっています。

 これはコロナの影響以外に、来月から

CMHC（Canada Mortgage and Housing Corp）

が発表したモーゲージの基準が厳しくな

ることから、その前に買っておこうという

消費者と低金利の間に購入しようという

消費者が市場に積極的に入ってきたこと

も考えられます。 

 現在ハイレーシオのモーゲージで、ダウ

ンペイメントが 10％の場合でも、600 程度

のクレジットスコア（＊）があればモーゲ

ージを組めるところ、来月からその基準を

680 に上げての審査となるようです。カナ

ダに移民されて日が浅くクレジットスコ

アが低い方々は皆さん要注意です。 

（＊）クレジットスコアは、日本の信用調

査に似ています。モーゲージの審査の際に

返済能力があるかどうかの判断の基準と

なるものです。借金が多いからクレジット

スコアが低いというものでもないようで

す。クレジットカードの返済、車のローン

の返済等ローンがあること自体が問題で

はなく、借金をきちんと期日に返済できて

いるか等を基に個人のスコアが決まりま

す。カナダに移民されてまもない方はクレ

ジットスコアが低い可能性がありますの

で、モーゲージの申請前に一度確認される

とよいでしょう。 

 

☆☆☆☆ 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）  

☛Celebrate CANADA DAY 2020、7 月 1 日(水)：

カナダ建国 153 周年．Greater Victoria では今

年の祝は各自家庭にて奨励．デッキにカナダ国

旗を揚げよう、赤と白で示そう、チョークで通

りを彩ろう、小グループでミニパレード、バイ

クパレード、そしてご馳走！ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１０） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 ５月の Victoria Real Estate Board の

統計では 457 件の物件が売買されました。

この数字は去年の５月の半分ですが、先月

と比べると約 60％の増加とコロナの影響

から抜け出しつつある感じも見受けられ

ます。去年の同月と比較すると、コンドミ

ニアムは 55.7％ダウン、一戸建ては

42.9％ダウン。先月に引き続き一戸建てよ

りコンドミニアムのほうがコロナの影響

が大きかったようです。売買件数を見ても

コンドミニアムは 108 件、一戸建ては 254

件との結果です。 

 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 5 月の

$863,000 に対し、先月は$885,400 と 2.6%

もの値上がり、コンドミアムは、昨年 5

月の$516,400 に対し、先月は$534,300 と

こちらも 3.5％の値上がり。共に 4月と比

較しても、0.1%の上昇です。 

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 月も瞬く間に過ぎよ

うとしています．これまで日が経つのが速い！

と文句をいっていましたが、今は日が経つ速さ

に好意的です．なぜならば、日が経つのが速い

とコロナの夜空けも近くなるわけで、と推測し

ますが、間違ってますでしょうか．まさか永遠

ではないでしょう．何事にも終わりがあります．

さて、今年初のスイカを買いました．言うまで

もなく楕円ですが、横に 30cm、重さ 8kg はある

でしょう．重くて腰が痛みました．正直、大き

なボックスに入れられたたくさんあるスイカの

中で、一番上にあった一番大きなのを取りまし

た．日本昔話「舌切り雀」だったか、大きな宝

箱を選んた欲張りじいさんを思い出しました

が、ま、いいか、大きい方がイイ….味がコワイ．

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 
●隣の大統領の話はもう結構！といいた

いところだが、こんなカナダのビクトリ

アに住むしがない個人の神経を逆なです

ること甚だしい余計な言動を次々と起こ

す。今回、アホか、とさすがに見くびざ

るを得ないのは、6月 20 日オクラホマ、

タルサでの 2 万人規模の自身の選挙集会

で「コロナ検査数を減らせば感染者数も

減る」と言った…。驚愕すぎる発言と、

果てしない低能。共和党幹部は、「笑いを

とっていた」と言いわけ（？）したが、

大統領たるものが「笑い」をとる必要が

あるのだろうか？しかし、ここまではま

だ序の口？そのトランプの発言に、拍手

大喝采を浴びせる参加者をみて恐ろしく

なった。世界は明らかに狂ってきている。

震源地はここだ。（避難者） 

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 

✧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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【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 


