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 こうした詐欺が、Saanich 警察です、

Central Saanich 警察です、と後を絶たず

発生したそうだ。 

 本物の Victoria 警察は言う。警察は決

して現金の引き出し、ビットコインのトラ

ンスファー等に関与しません。タッチしま

せん。そんなアドバイスは決してしない、

ということをよく覚えておいてください。

もし、「騙された」感があれば、すぐに自

分の銀行に問い合わせ、自分の口座へのア

クセスをすべてストップしてもらってく

ださい。それから、警察に通報を。 

警察への詐欺通報は、Canadian  Anti-

fraud Centre at 1-888-495-8501。 

 

犬を虐待と責められて 

 7 月 2 日木曜日の午後、Royal Oak は

Bryden Park で、通りがかりの男性が、プ

レストン氏の犬の腹部を蹴った（両者は知

り合いではない）。この虐待の様子はビデ

オで撮影され、警察に渡され犯人特定に全

国ニュースでオンエアされた。 

 これにより、犬の腹部を蹴ったらしき男

性が名乗り出た。動物を虐待するモンスタ

ーと責められるのはたまらない、と。腹部

を蹴ってしまったのは、自分の犬が攻撃さ

れたための防衛だった。また、その場を逃

げてしまったのは PTSD&メンタルヘルス

を患っていたため、と説明した。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

島で新たな感染者、2 人  

 7 月 10 日金曜日、BC 州ヘルスオフィサ

ー、Dr. Bonny Henry は、BC 州内で 25 人

が新たに COVID-19 感染した、と発表した。

うち Vancouver 島内は 2人。これにて、同

日時点におけるBC州内の全感染者は3,053

人（うち Vancouver 島内 135 人）、死者は

187 人となった。現在、187 人が罹患中で、

うち 16 人が入院している。 

 感染者が減ってきたと思うもまた増え

たようだ。Dr.Henry は、今後も変わらず、

集団を避け、ソーシャルディスタンシング

を守ること、と注意を促している。 

 

Greater Victoria、失業率 11% 

 先月 6 月、Victoria エリアの失業率が

11%と著しく跳ね上がった（Statistics 

Canada）。言うまでもなくパンデミックの

影響であり、その煽りを受けたのは特に接

待や旅行業界。失業率「11」%という数字 

 

は、2001 年以来の高記録。前月 5 月の失

業率は 10.1%だった。 

 にもかかわらず、BC 州全域の失業率は 6

月で 13%。前月の 5 月は 13.4%だった。カ

ナダ全国では 6 月 12.3%。5 月は 13.7%だ

った。 

 この記録からもわかるとおり全般的に

失業率が減っている中、Greater Victoria

では他のエリアとは反対に失業が増えた

形となった。 

 BC 州財務大臣 Carole James によると、

2月に消えた仕事の40%が 5月&6月に回復

しているとのこと。なお、パンデミックで

仕事を失くした又は減らされた人たち（BC

州民）へのベネフィット、ワンタイム

$1,000 は、約 600,000 人に配給された。 

 

クリッパーはしばしお預け  

 Victoria と Seattle のダウンタウンを

結ぶ、高速客船フェリーは来年 2021 年 4

月までサスペンドとなった。クリッパーの

会社幹部 6人を除き、すべてのスタッフが

解雇された。言うまでもなく、原因はすべ

て新型コロナウィルスである。 

 Victoria と Seattle の行ったり来たり

は、その都度国境を越えることとなり、政

府のポリシーに従い 14 日間の自主隔離を

強いられる。これにより、せっかくの「高

速」フェリーも意味がない。しばし店じま

いするほか会社は生き残れない、とする。

 

警官になりすまし  

 またまた厄介な詐欺が横行しているそ

うだ。警察のふりをして市民を騙す。この

ほど Victoria 在住の女性が Victoria 警

察、VicPD 警官と称する男に騙された。 

 それは 7月 3日のこと。女性は CRA（カ

ナダ税務署）から電話を受けた。電話番号

は CRA のものと似ていたそうだ。電話の

CRA らしきスタッフがいうには、女性の個

人情報が盗まれ、その情報が悪用されて他

国で車がレンタルされたことが判明した、

とのこと。他国でのレンタル料という大き

な出費が女性の身にふりかかることにな

る。これにショックを受けつつ女性はなん

とかしなければと思う。 

 CRA スタッフは、予想どおり女性の不安

を読み取り、すかさず「お近くの警察はど

こでしょうか」とのたまう。女性が

「Victoria 警察」と答え、電話を切る。

すると、次の電話が「Victoria 警察です」

とかかってきた。 

 Victoria 警官を名乗る電話の男は、こ

う語った。「CRA から報告を受けて電話し

ています。この事態だとアナタの銀行口座

はしばらく凍結されますから、今すぐ

$2500 を引き出してビットコインにトラ

ンスファーしてください。」慌てふためく

女性は、「警官」の助言、指示に従うより

他ない。そして、女性はその指示に従って

しまったのだ……。 

Victoria 

Japanese Journal 
Jul. 17, 2020 

Vol. J19, No.18 

 

夏、 

真っ盛り、 

なはずが、、、 

こまっタコった 
・・・つまらないオヤギャグ 

 

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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賞与、泣きそう→新型コロナウィルスで、

医療や介護の働き手の待遇が悪化。感染

対策のコストがかさみ、患者や利用者が

減って、経営が揺らいでいるため。これ

により、給料やボーナス、カットが続出、

一時金をカットせざるを得ない病院や施

設も相次ぐ。国は医療・介護従事者へ最

大 20 万円を配る予定だが、減収分を補う

のは難しい。一部では雇い止めや、休み

を指示する一時帰休などもみられ、雇用

をどう守るかも課題。 

医療機関の 4 月収入→新型コロナウィル

スへの対応で緊急事態宣言が出された 4

月、病院や診療所といった医療機関全体

の収入が前年同月より 13.0%減少した。厚

生労働省が医療機関の収入となる診療報

酬の全国状況をまとめて明らかになっ

た。最もマイナスが大きい耳鼻咽喉科は、

4月の収入が前年同月の 4割以上減った。 

迷惑メール急増→新型コロナウィルスの

感染拡大で在宅勤務が増えた 5 月以降、

迷惑メールの数が急増していることがわ

かった（IT 大手インターネットイニシア

ティブ（IIJ）による調査）。ネットの利

用が増えているのを狙った可能性がある

とみて警戒を呼びかけている。多くは女

性との出会いを誘う内容で、やや不自然

な日本語で書かれていた。読むだけなら

危険性は少ないが、リンクを押してしま

うと実際に使われているアドレスだと認

識されてしまい、さらに迷惑メールが増

える可能性があるという。 

謎のマーク→札幌市の公園のトイレなど

市内40ヵ所あまりに不気味な同じマーク

の落書きがあった事件で、北海道警は同

一犯による犯行の可能性があるとみて捜

査を始めた。 

 

 

 

 

エイミー・クーパー  

by ヨシダ 

 2020 年 5 月、世界の中心ともいえるニ

ューヨーク、そのセントラルパークを発

起地に、「エイミー・クーパー」は、人種

差別主義者の代名詞となった。各所で発

生する「人種差別」に「エイミー・クー

パーのような」という人種差別レベルが

出来上がったといえる。 

 事の発端は、セントラルパークでバー

ドウォッチングをしていた黒人のクリ

ス・クーパー氏（ラストネームは同じで

もエイミーとは全く赤の他人）が、リー

ドを付けずに犬の散歩をしていたエイミ

ーを注意したことから。パーク内では飼

い犬にリードをすることは規則である。

バードウォッチャーとしても、エイミー

の犬が野生生物を危険にさらす可能性が

あるため犬にリードをつけてもらいた

い。だから、クリスは穏やかにエイミー 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

はよ逃げろ→熊本県の球磨川と支流の川

辺川が合流する熊本県相良村柳瀬十島区

［としまく］の西村地区で、球磨川が氾濫

した 7月 4日明け方、間一髪の避難劇があ

ったそうだ。危機を察した、地区の班長（男

性、77）が「水が増しとるけん、はよ逃げ

ろ！」と呼び掛けで、住民約 50 人が避難。

自宅に残った高齢男性も後で救助され、犠

牲者を出さなかった。班長は球磨川の堤防

で、地区内の水路から球磨川に排水する樋

門の管理を約 30 年任されており、危機を

感じ取った。「水があふれるまで、あっと

いう間だった。」 

熊本豪雨、死者 65 人→熊本県南部を中心

に甚大な被害が出た豪雨災害。7月 15 日、

罹災［りさい］証明書の交付申請の受け付

けが湯前町などでも始まり、全・半壊や床

上浸水の被害を確認した23市町村のうち、

19 市町村で被災者の生活再建に向けた動

きが本格化した。被害が大きかった球磨村

も、16 日から受け付けを開始する。災害に

よる住家の被害を市町村が調査・判定して

証明する罹災証明書は、生活再建支援金や

公費による家屋解体など、各種の公的支援

を受けるのに必要。県内の死者は 15 日午

後７時現在 65 人で、県は全員の氏名を公

表している。行方不明は 2 人。 

避難所の 382 人全員陰性→熊本県は、豪雨

災害の避難所で希望者計382人に実施した

新型コロナウィルスの PCR 検査について、

全員の陰性を確認したと発表（7月 15 日）。

香川県から派遣され、避難所の運営にあた

っていた高松市の保健師が帰任後、新型コ

ロナに感染していることが判明。職員が業

務についた熊本県人吉市と多良木町の2避

難所で希望者に PCR 検査をしていた。県は

今後、検査希望者が増える可能性があると

説明している。    

4 度浸水のちゃんぽん店→福岡県の筑後地

区を襲った7月 6日からの大雨で床上浸水

したちゃんぽん店が営業を再開したそう

だ。夫婦（73,70）が営む久留米市城島町

楢津の「ちゃんぽん光陽」。2017 年にオー

プンし、浸水被害はもう 4 度目に。廃業も

頭をよぎったが「お客さんが待っとる」と

の一念で復旧を果たした。初日の 14 日は、

再開を待ちわびた客でにぎわった。 

 

＜社会ニュース＞ 

東京がコワイ→「東京の人間と名乗りづら

い」。東京都内の新型コロナウィルス新規

感染者が過去最多の286人となった7月16

日、都民や繁華街の飲食店経営者からは感

染拡大が収まらない状況に不安の声が相

次いだ。東京有数の繁華街・銀座では百貨

店やブランドショップの紙袋を提げた多

くの高齢者や、若者の姿も見られたが、一

にマスクを着用。 

 

を諭した。 

 が、「黒人」に、注意された、諭された、

ということがよほど屈辱的だったのか、エ

イミーは気を悪くした。クリスがこの場面

をビデオで撮影しはじめると、エイミーは

警察に電話し、「アフリカ系アメリカンの男

性に命を脅かされている」と訴えたのだ。

女性によるささいな通報にみえても重大な

る出来事。ときもとき、アメリカ中、いや

世界中でミネアポリス警察により圧迫死し

たジョージ・フロイド氏を根拠とした人種

差別抗議「Black Lives Matter」の真っ只

中だ。 

 クリスは撮ったビデオをフェイスブック

に投稿した。白人が黒人に対してささいな

ことで警察に通報する実例として、エイミ

ーがクリス氏を警察に通報するビデオは全

米に拡散した。白人が特権をかさにして黒

人に不利な虚偽の通報をしている、という

議論が沸き起こった。この 60 秒のビデオ

が、一夜にしてまた新たな人種差別問題を

引き起こし、エイミー自身の人生をもひっ

くり返した。 

 事件直後、エイミーは、「人種差別をした」

という事実に基づき、勤務先の投資会社を

解雇された。年収$17 万と言われている。

さぞ、悔しいに違いない。また、エイミー

はネットの反響に恐れおののいたのか、す

ぐさま「お詫び」声明を出したようだが、

そうは問屋が卸さない。非難集中。加えて、

エイミーが警察に通報したとき、彼女が興

奮していたせいか犬の首輪を掴んで持ち上

げたため、犬は首吊り状態。これもしっか

りとビデオに収められていたため、エイミ

ーは「動物を虐待」との罪まで上がってき

た。それにより、犬は動物保護協会に取り

上げられてしまったそうだ。 

 こんな事件を起こした「エイミー」とは、

一体どんな人物？というのはどのマスコミ

も興味を持って集る。そして次に暴かれた

のは、彼女がストーカーで訴えられていた

こと。勤務先の妻子ある男性に付きまとい

ストーカー、フラれた腹いせに嫌がらせを

繰り返して男性を解雇せしめた。男性の家

庭はメチャメチャ。大変な破壊女であるこ

とが暴露されてしまった。 

 そして今、7 月 12 日付、「虚偽の通報を

した罪で起訴される」。なんともトホホな結

末である。黒人男性の注意にキレたことで

ここまで「落ちる」とは本人も想像だにし

なかったことであろう。ともあれ、悪は裁

かれれる。 

 一方のクリス氏。 

被害者ながら、この 

「起訴」には困惑気 

味であるようだ。な 

ぜなら、「エイミー 

さんはすでに、解雇 

と社会的制裁という 

重い代償を支払って 

いる」と同情的。 

Amy 

Cooper 
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★ こんなの見つけました ★ 

スマホで測る（２） 

 前号より続く、スマートフォンの「測る」

機能をリストアップ。宝の持ち腐れに終わ

らないよう、スマホを活用。 

１．高度を測る 

２．湿度を測る 

３．距離を測る 

（上記、前号にて解説） 

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

いるため、とくに速度測定機能は優れてい

るそうだ。おなじみ Google マップでも、

運転中の速度を示してくれて、おっと危な

いスピード違反。またサイクリスト用の

Cyclemeter（iOS 版、Android 版）もかな

り正確だとか。走行中に、スピードも含め

他のデータを測定して表示する。けど、き

ちんと前をみて運転しよう。 

５．大気汚染を調べる：日常的にそうも必

要ではないが火災発生時などにも使える

だろうか。また、カナダ国内では「大気汚

染」は気にならなくても、旅する国によっ

ては必要なところもある。といっても、「大

気汚染だぁ」と叫んで逃げることはできな

いが。ただ、湿度と同じく、スマホには空

気質指数を測定するための必要なセンサ

ーは搭載されていないため、居住地域の現

在の空気質指数を知らせるアプリを利用

する。世界 10,000 以上もの都市の大気質

と気象データを提供する、AirVisual（iOS

版、Android 版、無料）はその中でもデー

タが正確で、多くの統計情報とリアルタイ

ム情報を提供。 

６．寸法や面積を測る：Google と Apple

は、純正の計測アプリをリリース。拡張機

能によりデバイスを巻き尺として使える

ようにしてくれるらしい。物体の大きさを

測ったり、四角い物体の寸法を自動検出し

たり、床面積を測定することができる。た

だ、あくまで「拡張」で計算されるため、

必ずしも正確、とはいえない。おおよその

スペースの大きさや寸法を判断するのに 

役に立つ。 

７．重さを測る：体重計で 

はないので要注意。あくま 

で 100g 程度まで（Working 

Scale）。 

 
Cooking for the Lazy: 

ウォーターメロン・アイスクリーム  

 スイカの季節となった。スイカが出回っ

ている。COVID-19 が気になり、切り売りス

イカを購入するのは躊躇する。食べきれな

くても丸ごとを買って自分で切るのが無

難であろう。 

 問題は、丸ごとを買って、中身がイマイ

チだったときである。食べるにはマズイ、

甘くないというとき、このアイスクリーム

法でスイカを生かせる。味は砂糖で加減。 

 さて、スイカ。スイカは水分ばかりで栄

養が薄く感じられるが、実は疲労回復と利

尿作用がある。また、「赤い」のはβカロ

テンが含まれているためで、これには抗発

ガン作用や免疫賦活作用がある。さらに喉

や肺など呼吸器系統を守る働きがあると

いうから、コロナ感染に備えて、自身の呼

吸器をスイカで鍛えよう。 

〔材料：約４人分〕すいか(Watermelon,サ

イコロ状に切って 2C)、ミルク(whole 

milk,2C)、砂糖(2tbsp)、バニラエッセン

ス(1/2tsp) 

1. すべての材料をブレンダ―にかける

（スムーズになるまで）． 

2. 容器に 1を注ぎ、フリーザーに入れて

凍らせる．途中、1時間をすぎれば、

30 分ごとにフリーザーから出してか

きまわす（空気が入るように）． 

3. 3 時間ほどしてほぼ固まったら、再度

ブレンダ―にかける. 

4. 3 を容器にもどして、そのまま凍らせ、

必要なときにとりだし器に盛る． 

ためになる名言 

  ニック・コルデロのことば 

カナダ・ブロードウェイ・スター 

子供のときから、映画を何回も見て育っ

た。ティーンのとき「演じる」ということ

が自分にとって一番したいものであるこ

とがわかった。ロバート・デ・ニーロなど

映画界の主要人物が僕にとっての教育だ

った。そして彼等のビッグファンだった。

そうして今、僕が彼等に近づいていること

はビックリなことだ。 

「悪者」を演じることは楽しい、と思っ

ている。それを演じたいと思うのは、「悪

者」がいかにして「悪者」になったかを

説明したいから。誰しも「悪者」に生ま

れたりしない。生まれた環境や生活が人

を「悪者」に仕立てあげてしまう。文字

通り、人間性を示す舞台が好きだ。そん

ななかにも、ちょっとした柔な部分を加

えて味のある「悪者」を演じたい。 

ラスト・ネームは「コルデロ」とイタリ

アン。でもイタリア人じゃない。そう思

いたい人は思っていい。 

（参考：wikipedia） 

〔Nicholas Eduardo Alberto Cordero：

1978 年、カナダ、ハミルトン生。母はカ

ナダ人、父はコスタリカ人。カナダのブ

ロードウェイ俳優。数多くのミュージカ

ルに出演、2014 年には、ミュージカル「ブ

ロードウェイと銃弾」で、トニー賞にノ

ミネートされた。2019 年に息子が生まれ

たばかり。3 月 20 日、新型コロナウィル

ス感染のため体調が悪化、30日に LA 市内

にある病院に入院（仕事のため家族とも

にLA在住）、集中治療室で治療を受けた。

4月 1日に人工呼吸器をつけた後には、心

肺停止や軽度の脳卒中など様々な合併症

を発症し、エクモ（人工心肺装置）や人

工透析、ペースメーカーをつけて治療を

継続。体重は約 30 ㌔減った。4 月半ばに

は合併症のために、右足を切断。95 日も

闘病を続けていたが 7 月 5 日死去。享年

41歳。〕 

 
 

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 
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★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★ 

７月１５日現在、3.341,893 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１０８，８２９人、死者：８，６９３人 

ケベック州：56,859、オンタリオ州：37,052、 

アルバータ州：8,994、ＢＣ州：3,149、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 



Victoria Kenbunroku  全第６０４報 July 17, 2020  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 おすすめの使い方の一つは、コーヒーに

カルダモンの精油を入れることです。コー

ヒーにある体を冷やす作用が緩和されま

す。また、カルダモンをハートのところに

塗布して瞑想すると、今に引き戻してもら

えるだけではなく、リラックス効果もあ

り、心地よさを感じることができます。 

 では、カルダモンからのメッセージで

す。あなたが今行っていることで心地がい

いと感じることは、ぜひ継続してください

ね。なので、逆に、そう感じないこと、も

の、人たちからは、今の私に必要なのかを

見極めてください。そして、どう在りたい

のかを妄想して、在りたい自分を見つけた

ら、そう在ることを意図してみてくださ

い。 

 それから、もしあなたが、自分自身を弱

く感じたり、落ち込むことがあるようでし

たら、あなたはもっと力強く在ることがで

きる、ということを伝えます。でも、この

力強さは肉体的な力強さを言うのではな

く、「存在力」です。あなたが大切にした

い、大切にしているもの、こと、人を大切

にすることで、その力はどんどん高まって

いくので、今一度、何が大切なのか「思い

出す作業」を、私とおいしいチャイと共に

おこなっていきましょう。 

 今日もマジカルでミラクルな１日を。 

Sono Ray：sonoholistic@gmail.com 

778-316-3960 www.livinginharmony.love 

☆☆☆☆ 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、2020/07/17）  

☛2020 年 9月 4(金)-6(日)日に予定されていた

恒例の 2020年 Victoria Classic Boat Festival

はキャンセル．狭いドックでソーシャルディス

タンスを保つことが困難であるため．毎年 1 万

人が訪れていた．イベントオンライン公開． 

https://mmbc.bc.ca/classicboatfestival 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【ベターライフ：精油記事＃２６】 

植物、木々たちから愛と叡智を受け取る。

目覚め、平和と調和を生きる。 

By Sono Ray

 こんにちは。 気づきが起こり、あなた

の人生が開花する、 ヒーラー / ホリステ

ィックセラピストの Sono です。 

 今月の精油はカルダモンです。グリーン

とブラックがありますが、今回は、グリー

ンカルダモンについてのお話です。 

 グリーンカルダモンはインド料理によ

く使われるスパイスの１つですね。チャイ

は皆さんは馴染みがあるのではないでし

ょうか？精油自体の生産地もインドで、種

からできています。基本的な効能として

は、消化と強心作用。ショウガ科であるこ

とから、生姜に似た香りも感じさせてくれ

ますが、甘さも感じる、神経鎮痛作用や催

淫作用もある精油です。 

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】2020 年 7月も半ばを過

ぎ、相変わらずコロナ感染事態であります．先

月には消えつつあり、と喜んでいたのも束の間、

BC 州内でもあちこちでポツポツとクラスター感

染が発生しているようです．にもかかわらず、

お店などは通常に戻っているような気がしま

す．いつも行く SaveOnFoods にては、おぉ、あ

のバルクフーズがカムバック．これにて好物の

カシューナッツをちょびっとづつ買えます．規

制中は袋にたくさん入れて売られていて、その

量と値段に買うのは躊躇．カシューナッツって

ありすぎるとおもしろくないというか、放って

しまいがち．少ないからこそ、貴重でおいしい

ってあるじゃないですか．そんな感じです． 

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 12 日はマスク記念日。正確にはマ

スク「降参」記念日。あれほどマスク着

用をイヤがっていたトランプがついにマ

スク、黒マスクを着用した。いつもの暴

言を吐くとんがった口が見えないのがす

がすがしい。顔もわからなくこの人だぁ

れ？と得体がしれないが、あの髪型と体

型が「トランプ」を表す。このマスク着

用は北米ニュースでは済まず世界規模の

ニュースとなってオンエア。これだけ騒

がれるほうが「恥」。はじめからマスクを

かけていれば、ウソっぽい言いわけ「別

にマスク反対なわけではない」などをす

る必要もなかったのに。（白マスク） 

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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【ハーモニー・コーラス・クラブ】 

Harmony Choir Club（ＨＣＣ） 

 今年もすでに後半にさしかかり７月に入りました

が、「これぞ夏！」という感じのない日々ですね。 

 HCC は６月半ばに Beacon Hill Park で初めての野

外の集りを持ちました。会員の一人のバイオリン伴

奏、先導して下さったブラウス久仁子先生のご指導

宜しく楽しい一時を過ごしました。 

 散歩の人達が足を止め、拍手をして下さる方もいま

した！ 

７月の会合は以下の様に計画しています。 

＊日時：７月 23 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） 

③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。 

ご興味のある方の参加も大歓迎！ 

クラブ責任者：サンダース宮松敬子 

k-m-s@post.com／778-533-8012 
 


