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ちろん押収された。更なる捜査によると、

男はドラッグにより「ハイ」な状態だった。

 

トラックを追って数ブロック 

 6 月 26 日付の Victoria ニュース。盗ま

れたトラックを自らの手で取り戻し、その

犯人も捕まえたという英雄談。 

 その朝、Royal Athletic Park（Greem 

St.）に住む男性は、朝の 8 時、仕事に出

かけるためトラックに乗り込んだ。しか

し、忘れ物に気が付き、エンジンをかけた

まま家の中に入っていった。 

 すると外でトラックが動く音がし、外を

見ると自分のトラックが何者かに運転さ

れて、そのうちに走りさった。男性は慌て

て追いかけ、妻もその跡を追う。 

 そしてラッキーにもトラックは数ブロ

ック先で見つかった。息をひそめ様子をう

かがうと盗んだ男が男性の持ち物をさば

いているところ。男性はすかさず通行人の

ふりをして話かけた。 

 だが、トラックのオーナーだと気が付い

た男は、すぐさまトラックに乗り込み走

行、そこを男性はトラックしがみつく。盗

まれてなるものか。この気魂に怖けた男は

エンジンをかけて走行のままのトラック

から飛び降りた。男性はなんとか運転席に

たどりつきブレーキをかけた。その後も男

を追いかけ、男を取り押さえた。 

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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Canada Day、ビーチ・パーティ  

 7 月 1 日水曜日、カナダディ。その日を

祝おうと Mount Douglas Park でひそかに

催されたらしきビーチ・パーティに 200 人

ものティーンエージャーが詰めかけた。 

 COVID-19 感染防止のための生活制限緩

和が進むとはいえ、200 人もの集まりはま

だ許可されていない。近隣からの苦情通報

で警察が現場に駆け付けた。現場（Ash Rd.）

ではティーンたちが赤と白でドレスアッ

プ、ただならぬ湧きよう。そして次々と車

がやってきては更なるティーンが集団に

加わるといった具合であった。 

 警察はこの集団に割って入り、ティーン

たちに協力を呼び掛けた。すると、そこは

やっぱりカナダ人ならでは、または幼さゆ

えの穏やかさ、警察の指示をすんなりと受

け入れて帰路についたそうだ。子ども（テ

ィーン）からの連絡で、親も次々と迎えに

やってきた。 

 

 今年のカナダディ苦情（パーティの騒

音、アルコール、ドラッグ、花火）通報は

Saanich で 74 件、昨年は 105 件。Victoria

では 164 件、昨年は 450 件。新型コロナ事

態で、苦情件数もグッと減り、警察にとっ

ては幾分静かでハンドルしやすいカナダ

ディとなったようだ。 

 

バスでヘイトクライム  

 去る 6月 19 日、BC Transit のバス内で

黒人の少年が暴行された。警察はヘイトク

ライムとして捜査していたが、このほど暴

行した男の写真を公開した。バス内のセキ

ュリティカメラが男の姿を捉えていた。 

 暴行現場は Johnson St.の 1100 ブロッ

ク付近。その日の午後 4時ごろ、少年がバ

ス内で男に殴られたと自ら警察に通報し

た。男は不意打ちで少年を殴ったが、バス

の乗客たちが更なる暴行を阻止するうち、

男はバスを降りて逃げ去った。 

 男は、歳は 40-50、中肉中背だがヘビー

な身体つきにブロンドヘアの白人。暴行時

はサングラスに黒い帽子、ロゴの入った青

いＴシャツを着ていた。他、短パンに白い

ソックス、黒スニーカー。このいでたちの

画像が全国ニュースでオンエアとなった。

本人自ら名乗りでるか、または知人が通報

するか、捕まるのは時間の問題であろう。

 

ボトルでヘイトクラム 

 去る 6 月 24 日水曜日の午前 1 時ごろ、

Douglas St.は 1300 ブロック付近で、武器

を使ったヘイトクラムが発生した。武器は

ボトル。被害者は頭を殴られ病院に運ばれ

たが命に別状はない模様。 

 被害者が見知らぬ男からボトルで殴ら

れ、セクシャルな暴言を浴びせられた、と

の目撃者からの通報で警察は現場に駆け

付けた。が、犯行の男は、他の連れグルー

プとともに逃げ去ったあとだった。 

 近隣に設置されたセキュリティカメラ

から男が映し出された。ブロンドヘアに黒

のベースボールキャップをかぶった白人。

グレーのフーディにブラックパンツとい

ういでたち。目撃者や心当たりのある人は

250-995-7654 へ情報提供のこと。 

 

オノでアタック 

 6 月 29 日月曜日の夜 7 時頃、オノを武

器に暴れた男（29）が逮捕された。男はキ

ャンプをしていたカップルのテントをオ

ノで破り、カップルをオノを振り回しなが

ら追いかけた。なんとも恐ろしいホラー事

件である。 

 場所は、Langford（Millstream Rd.近く）

にある野営地。そこでは多くのホームレス

がキャンプ生活を営んでいる。 

 男は、カップルが男の持ち物を盗んだと

怒り、カップルを攻撃し追いまわしたよう

だ。警察が駆けつけたとき、男はいなかっ

たが、近隣で発見して逮捕した。オノはも
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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. 

歯にしみる、 

身にもしみるぜ 

ぶるぶるな夏 
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若干もろくなっているのではないか」と

指摘する。「新型コロナ感染症の第 2波流

行が来たときには家でも何らかの運動

を」と注意を促す。 

コロナと教育現場→学校再開が全国で本

格化して約 1 ヶ月。「感染予防策の徹底」

のため、 子どもたちに「しゃべるな、く

っつくな」と言い続けることに、 現場の

教師から疑問の声が上がっている。6月半

ば、翌週から再開される全員登校を前に、

東京都江東区の公立小学校の男性教師

（38）は「密を避けろは、もう無理です」

とため息をつく。6月 1日から始まった午

前と午後に分かれての分散登校では、机

を離し、児童がジグザグに座ることで、

かろうじてソーシャルディスタンスを保

った。だが、全員登校になれば距離を保

つのは至難の業。また学校再開後、職員は

消毒作業に追われる。階段の手すり、窓、

床、ノブ、机、フック、椅子、ロッカーの

棚、理科で使う虫眼鏡、体育でのボール、

鉄棒、うんてい、一輪車、図書館の本……。

「本当にどこまで必要なんでしょうか。」 

風呂敷→レジ袋有料化が 2020 年 7月 1日

に開始したことに伴い、買い物用のエコ

バッグとして風呂敷の需要が高まってい

るそうだ。ツイッター上では 1日から「風

呂敷」に言及する投稿が急増。メーカー

への注文数も大きく増加している。 

巣ごもりで白玉粉→外出自粛によって家

にいる時間が増え、料理や菓子作りに挑

戦する人が増えた。スーパーでは一時、

小麦粉などが品薄となる中、和菓子原料

である白玉粉の売れ行きが好調だとか。 

 

 

 

 

 

カナダ、ありえない詐欺 

by ヨシダ 

 日本でも未だ、しかし、一層巧みな手

口で横行する「オレオレ詐欺」。それはこ

のカナダにもすでに上陸で、多くの高齢

者が被害に遭っている。とはいえ「オレ

オレ詐欺」なる詐欺の手口が日本から伝

わってきたのか、またはこのカナダで生

まれたのかは定かではないが。 

 オレオレ詐欺は、知っているだけでも

たくさんのケースがある。餌食となるの

はたいてい高齢者で「おばあちゃん、オ

レだよ、俺、借金してたいへんなことに

なってるからお金送って」、「衝突事故を

起こして相手が意識不明、手術代を相手

側に払わなくてはいけない」、「彼女が妊

娠した……」などという電話をかけて、

お金を要求する。 

 被害に遭う高齢者は、たまたま電話を

かけてきた相手のような声や口調の孫が

いたら、即座に信じてしまうだろう。で

なければ、うちの孫ってこんな声だった 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

避難所と３密→7 月 4 日、記録的な大雨で

広範囲に浸水被害が出た熊本県では、各地

の避難所に多くの住民が身を寄せた。避難

所は「３密」（密閉、密集、密接）になり

やすいとされ、熊本や鹿児島の各自治体で

は、新型コロナウィルスの感染予防を念頭

に避難所開設に努めた。一方で、避難所に

通じる道路が寸断してマスクや消毒液が

届けられないなど、一部で対策が間に合わ

ないケースもあったという。住民らは、施

設入り口で手などを消毒。脇に挟まなくて

もいい非接触型の体温計での検温や、問診

票の記入も徹底された。避難スペースでも

職員の呼びかけに従い、家族同士であって

も距離を保つ様子がみられた。ただ、市に

よると、発熱がある人が避難してきた場合

にどの部屋に隔離するかなど、避難所ごと

の具体的な部屋の割り振りや動線の分離

は事前には決めることができていなかっ

た。同市の担当者は「今のところ、体調が

悪くコロナかどうか判断に困るようなこ

とがなくて助かっている」と明かした。 

岩手、感染者ゼロ→岩手県での新型コロナ

ウィルスの感染検査数が 1000 件を超えた

が（7 月 2 日）全て陰性だった。全国で唯

一の感染者未確認が続く。県はこれまで医

療や検査の体制拡充を図り、感染発生に備

えてきた。一方で、慢性的な医療スタッフ

不足という大きな壁が立ちはだかる。「施

設があっても具体的に運用する医師の確

保や、コストの穴埋めができなければ机上

の空論だ」と関係者。 

避難所の間仕切り→新型コロナウィルス

の感染拡大により、災害時に避難所で飛沫

感染を防ぐ間仕切りの需要が急増し、自治

体が調達に苦心している。大分県中津市

は、市内の段ボール会社に特別に注文し

た。会社側は強度などの条件を満たす段ボ

ール間仕切りを開発し、7 月 3 日に 100 基

を納入した。製造したのは同市大新田の九

州ケース（本社・愛媛）。間仕切りは縦横

2m、高さ 1.4m で、2人分のベッドを入れる

スペースがある。厚さ 8ミリの段ボールを

使って強度を持たせており安定感の良さ

が特徴。1 基約 1 万円。体育館や公民館な

どの一次避難所に保管し、災害時に組み立

てる。 

 

＜社会ニュース＞ 

子どもの骨折、相次ぐ→新型コロナウィル

ス感染症に伴う外出自粛と休校により体

力が低下したまま、強い負荷のかかる運動

をした場合の子どものケガが懸念されて

いる。6 月に学校が再開して以来、福井県

坂井市の春江病院では6月中旬から2週間

で 10 人ほどの子どもが疲労骨折と診断さ

れた。短期間でここまで患者が多いことは

なく、医師は「外出自粛や休校により骨が

 

っけ？と思いつつ、不承不承にお金を送っ

たりしてしまう。なんといってもかわいい

孫である。困っていたら助けたい。 

 もっとも詐欺師が失敗して捕まることも

多い。「孫」にお金を工面するといって電話

を切ったあとに、本物の孫が訪ねて来て

「え？衝突事故？車も持ってないのに」「借

金なんかしたことねーよ」「彼女いねーよ」

ということで、「だまされた！」と悟り、速

攻、警察通報、おとりとなり、お金を受取

りに現れた受け子（詐欺師のアシスタント、

お金の受け取り役らしい）が御用となり一

件落着となる。 

 前置きが長くなったが、上記のようなカ

ナダでも発生している詐欺に加え、先月に

日本で逮捕された詐欺師カップルの詐欺手

口がカナダでも発生することはまずはない

ような気がする。そのカップルの詐欺とは

「クリーニング詐欺」というものである。

飲食店に入ったカップルがテーブルに着く

なり、「イスが汚れていてカバンが汚れた」

といって店にクリーニング代を要求する、

というもの。カップルの女は、ハンドバッ

クを提げ、ハイソで上品に見えても攻撃的

で「カバンが汚れた」と喚く。一方のカッ

プルの男は、落ち着いた調子で喚く女をな

だめつつ店側にクリーニング代 2 万円を

「穏やかに」請求するらしい。となると、

問題なく解決したい店側は、まんまと男の

口に乗せられてクリーニング代を払ってし

まう、ということになる。 

 こんな手口の詐欺をこのカップルは 5 年

も前からやっていたそうだ。それも広島か

ら兵庫に渡る本州西側詐欺行脚。男 49歳、

女 37 歳。いい歳をしてなにやってんだか

と、まったくもって救いようがなさそうな

この詐欺カップルは、6月 20 日午後 1時半

ごろ、広島市内の飲食店で逮捕された。 

 このカップルの犯行は、2014 年ごろから

相次ぎ、SNS 上でも注意が呼びかけられて

いたそうだ。5 月 28 日にも同様の詐欺が逮

捕現場の近くで発生し、その防犯カメラが

二人を捉えていた。 

 さて、カナダ。イスが汚れていてカバン

が汚れた！と喚く人はいるだろうか、と考

えた。もともとイスは汚れている、という

ことを前提に人は座る。またはカバンが汚

れたくらいで喚かない。拭けばいいことだ。

拭いても汚れが落ちなきゃそれでいい。汚

れもオツでトロフィー級。でなければ、イ

スに座る前にケチャップがついていないか

と、一応紙ナプキンでイスを拭きふきして

から座るだろう。以上より、クリーニング詐

欺はカナダではありえない、とみておこう。
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★ こんなの見つけました ★ 

スマホで測る（１） 

 今や持っていない人のほうが珍しいほ

どに普及したスマートフォン。それは手の

平に張り付き、まさに人体の一部ともなり

つつある。それほどの必需品となり、今や

スマホなくしてもう生活は成り立たない 

といっても過言ではないだろう。 

 以前なら、小型ラジオ、ミュージックプ

レイヤー、デジカメ、電卓、オーガナイザ

ーなど、個々を持ち歩いていたものだが、

今はすべてがあの薄い機体一つに合体。持

ち物軽く、身も軽く、21世紀の初めを生

きる快適なライフスタイルを築く。 

 とはいえ、これだけ高性能、多機能を備

えたスマホを人は最大限に利用している

だろうか。もっとも、自分にとって必要な

機能のみ使えればいいことではあるが、も

しかして、せっかくあるのに、また日常に

お役立ちなのに、使ってないかもしれなく

て「あーら、もったいない」という機能が

結構ある。以下、とくに「測れる」機能を

リスト。 

１．高度を測る：スマホには、たいてい

GPS 信号、地図、気圧センサーが搭載され

ている。よってスマホは高度計として使え

る。それには、高度を確認できるアプリ（例

名：My Altitude）をインストール。 

２．湿度を測る：現状、スマホには湿度計

（湿度センサー）は搭載されていないが、

日常の湿度を測りたいとつとに思う人は、

住んでいる地域の外の湿度をオンライン

から取得し、教えてくれるアプリを使うと

良い（例名：Hygrometer）。でなければ、

湿度を実際に測定できてスマートフォン

に結果を同期できるガジェットを購入す

る必要あり。 

３．距離を測る：Google Fit、Apple Health

等のフィットネスアプリは、移動している

時の距離を測定しているが、A地点から B

地点までの距離を測定したいという場合、

無料の Strava アプリ（iOS 版、Android

版）は最適な選択肢のうちのひとつ。どの

くらいの距離を移動したか記録し、地図上

にプロットすることができる（例：Google 

Maps）。なお、自分は移動せず、アプリ上

だけで距離を測定したい場合は、Google

マップアプリで測ることができる。地図を

長押しして、赤いピンをドロップ、「指定

した地点」を上にスワイプして、 

「距離を測定」を 

選択する。 

４．スピードを測 

る：スマホには、 

加速度計やその 

他の内蔵センサ 

ーが搭載されて 

いる。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

オートミール・ベークドアップル  

 涼しすぎる日が続くため、オーブンを使

っても心地よい。熱く作って冷やしておい

しいアップルなオートミール。 

〔材料 6 人分〕りんご(Gala 又は Green,6

個)、レモン(1 個)、バター(4tbsp)、砂糖

(Brown sugar,6tbsp)、シナモンスパイス

(1tsp)、塩少々、ミルク(2C)、オートミー

ル (quick-cooking steel-cut oatmeal, 

375ml)、グリークヨーグルト(1/2C) 

1. りんごはよく洗い、水分を拭き取る．

縦に半分に切り、真ん中を芯とともに

くり抜き、ボール状態にする（凹）．

12（=6x2）個をパーチメントペーパー

を敷いたパンに切り口を上にして並

べレモン汁をかける．芯を切り落とし

た果肉部分はサイコロ状に切る． 

2. ソースパンにバターを溶かし、砂糖、

シナモン、塩を入れて溶かす． 

3. 1 に 2 の半分をかけてオーブン（375°

F）に入れて約 20 分焼く. 

4. りんごを焼く間にオートミールをパ

ッケージの作り方に従い作る（ミルク

2C は水と代用、量も加減する）．この

とき 1のサイコロ状に切ったりんごを

加える． 

5. 3 をオーブンから出し、4のオートミ

ールをりんごのくぼみに入れ、2の残

りをかける.再びオーブンに入れて、

約 10 分焼く． 

6. 器に盛り、ヨーグルトをトップに落と

す．（冷めてから冷蔵庫に入れてよし） 

ためになる名言 

  ダスティン・ホフマンのことば 

最悪なのは、失敗することじゃない。ある

罪を犯す方が、もっと悪い。それは、自分

が傷つかないよう、無難に仕事をこなすこ

と。自分の才能を否定するのは、罪だよ。 

失敗するのは当然だ。僕だってする。皆、

何かにつけ「成功、成功、成功」というだ

ろう。だが、心の底から湧き出るものを表

現しないと。映画が失敗しようが、多少、

的外れなことをしようが、本当に「これ

だ！」と思う演技をしなきゃダメだ。それ

がすべてだ。 

無視されるよりは笑いものになったほう

がよっぽど良かった。 

勤勉だけが取り柄なら蟻と変わるところ

がない。何のためにせっせと働くかが問

題だ。 

周りは「10 年先を見通せ」と言う。悲し

いことだ。将来が見えないというのは、

最高の贅沢だよ。焦る必要はない。 

（参考：wikipedia） 

〔Dustin Hoffman：1937 年、米加州LA生。

俳優。身長 167cm。『クレイマー、クレイ

マー』（1979 年）と『レインマン』（1988

年）で 2度アカデミー主演男優賞を受賞。

ウクライナからのユダヤ系の血とルーマ

ニアからのユダヤ系の血を引く。LA 高校

卒業後、ジャズピアニストになる希望を

持ちLA音楽学校に入学したが、落第する

前「演劇科は誰も落第しない」と聞き、

落第を避けるため最終的に演劇科に進

む。ジーン・ハックマンと共にパサデナ

劇場で二年間演じ、後に NYに移り、小さ

な TV 番組の役を含む仕事を引き受けた

が、自活するために演劇を一時離れ、教

員の仕事に就いた。1961 年にブロードウ

ェイで初舞台を踏む。このほど、約30年

ぶりにブロードウェイの舞台に立つこと

が明らかになった。〕 
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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★ 

７月６日現在、2.957,711 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１０５，９３５人、死者：８，６９３人 

ケベック州：55,937、オンタリオ州：35,948、 

アルバータ州：8,389、ＢＣ州：2,978、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 

再開していません。 

＊「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（ホリディは休み）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。 



Victoria Kenbunroku  全第６０３報 July 7, 2020  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ん）が、フィオナの生まれた年の 10 月に

感染症でご逝去と知り、悲しくもありまし

た。享年 35 才。 

 ともあれ、カバの赤ちゃんに魅せられて

サーチを続けると南アフリカのカバ軍団

に遭遇しました。そこには泥沼にひしめく

100 頭を超えるカバの群れ。フィオナ一家

のような大都会に生きて大事に飼育され

るカバと、泥沼でサバイバルするカバ。な

んという格差。カバにとってどちらがハッ

ピー？とカバに聞けないのでわかりかね

ますが、ここでハタと思ったのです。やっ

ぱり、自然に生きるカバがいい、と。 

 それで「Wild Hippo」でサーチをすると

「BBC Earth」チャンネルに沢山の野生動

物の「自然」なるドキュメンタリーを発見

したのです。もっとも、BBC Earth につい

て知っていたとはいえ、興味の動物がいな

ければ観ようとも思わないでしょう。今

回、「カバ」という動物に興味が湧き、カ

バカバ、とにかくカバが観たくて BBC 

Earth はとても貴重なものであると感じ

た次第です。 

 泥沼でカバたちも力強く生きています。

恐ろしさと愛嬌が共存するあの特大の顔

に魅せられます。カバは赤い血の汗を流す

といわれていますが、実際は免疫効果や皮

膚の乾燥を防ぐ赤い分泌液であるそうで

す。世界一危険な動物と言われながらも、

背中には鳥がたくさんとまっています。同

じく危険な動物ライオンの背中にとまる

でしょうか。ここにカバの「お人柄」が表

され、ますますカバに魅了される次第です。

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

ベントはサスペンド状態、2020/07/05）  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【映画感想会】 

ＢＢＣ Ｅａｒｔｈ 

The Most Dangerous Animal in the World 

Hippopotamus：世界最強の動物、カバ 

by 見聞録実行員 No.3

 「新型コロナウィルス感染拡大防止」と

何度も耳にしたコトバも今や過去のもの

となりつつある気配がします。とくにこの

Victoria では、です。3月 4 月と自粛制限

の中に生き、娯楽がテレビやネットでの映

画しかないといいつつ、それらを満喫した

人は多いことでしょう。シリアスなサスペ

ンスにしか興味なかった人が、ホラーに興

味を持つようになったり、またはその逆も

ありと、自分にとっての思いがけない面白

いものの発見もあったのではないでしょ

うか。 

 今回は、コロナ禍に生きて、「BBC Earth」

という自然ドキュメンタリーの面白さを

発見、という経緯を紹介いたします。 

 個人的な話になりますが、昨年に日本は

大阪、天王寺動物園に行ったとき、想像を

超える大きなカバにびっくり、写真と撮っ

て帰りました。３㌧もあるこんなに大きな

カバの赤ちゃんはどんなものだろうとネ

ットサーチをすると、カバの赤ちゃんがい

っぱい。画像あり、動画あり、これだけ出

てくるのは世界中にカバ・ラバー（Hippo 

Lover）が多いからに違いありません。 

 カバの赤ちゃん。出生時でもすでに 40

㌔以上。コロコロとした身体つきにプルプ

ルと回る耳、そしてまぁるい口元、悶絶す

るほどにかわいい。そうした動画をあれこ

れ見ているうちに、米オハイオ州のシンシ

ナチ動物園の「フィオナ」にたどり着きま

した（Fiona,the Hippo Baby でサーチ）。

2017 年 1 月に未熟児（6週間早い）で生ま

れたそうです。そのとき肺呼吸が異常で、

人間の小児科医を呼んできて治療するな

ど、動物園スタッフたちの献身に胸を打た

れました。「フィオナ」という名は、映画

「シュレック」の耳に似ているので、プリ

ンセス・フィオナからとったのだとか。 

 フィオナのママはビビ、20 才。パパは

ヘンリー、35 才。ファミリー再会、とい

うタイトルで、未熟児のため両親から隔離

されていたフィオナが初めて両親に会う

場面には感激しました。素晴らしいカバの

家族、そしてフィオナの健康状態も最高で

すくすく成長し、ハッピーファミリー。と

思いきや、父親（というより、おとっつぁ
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】2020 年も半分が過ぎま

した．その前半はコロナ、後半もコロナになる

のでしょうか．7月 6日現在、アメリカにおける

感染の勢いがすごく、ＢＣ州にもその勢いが飛

び火しないかとヒヤヒヤです．もっともＢＣ州

知事ホーガン氏が、アメリカン、ＢＣ州に来る

な、アラスカ行くなら船でいけ、とか喝を入れ

てくれて頼もしい限りです．それにしてもアラ

スカはなぜにアメリカからあんなに離れていて

もアメリカなのでしょうか．とは皆がおもうと

ころ、そういえば日本の学校の社会の時間に学

びましたね、理由はしっかり忘れていますが、

アメリカがロシアからアラスカを買い取ったと

か．ま、今更どうでもいいです．とにかくコロ

ナ事態はまだまだ続きます．線路は続くよー、

どーこまでもぉー♪とはいいますが、実際、線

路はそのうちに切れます．どこまでも、とはい

きません、ウソっぽい歌です．ということで、

きっとコロナはそのうちに切れる、と信じます．

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 
●7 月 4 日の仰天ニュース「米歌手カニエ・

ウエストさん、大統領選への立候補表明 ト

ランプ氏に挑む」。実現すれば、カニエ大統

領夫妻、キム・カーダシアンがひな壇に並

ぶ。トランプ夫妻とどっこいどっこい、それで

もカニエのほうがマシ？（ホップホープ） 

 
 

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 

ホリデーはお休み 
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