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ponse Team という緊急レス隊も出動し、

Motor Inn 近隣は騒然とした。 

 一方、立て籠もりの男は降参して出てく

る様子もなく。煮を切らした警察は「致死

的でない」弾丸を 2発、男に向かって放っ

た。弾丸を放ちつつレス隊は男に近づき、

逮捕することができた。男はレス隊に向か

って悪態をついていたが手錠をかけられ

ると泣き出した。事件発生からおおよそ 3

時間後、正午前に事件は解決した。 

 Paul’s Motor Inn ホテルは、テント住

まいのホームレスの人たちを救助するた

め$15 ミリオンで BC 州政府により購入さ

れた。現在 41 人（世帯）を収容しサポー

トする。 

 去る 7 月 14 日にも Motor Inn 在住の男

がレプリカライフルで暴行して逮捕され

ており、近隣の市民から民間への危険を懸

念する声が多く上がっている。 

 

Oak Bay で隠し撮り  

 Willow Beach で隠し撮りをする男を警

察が捜査している。7 月 24 日金曜日、警

察は、困惑するような「隠し撮り」をする

男がいるとの苦情を数多受け捜査に乗り

出した。暑い日が続くなか、ビーチに屯す

る人たちは薄着であり肌を露出している。

そこを狙っているのか、警察は刑事事件と

する前に当の男と話したい、と述べる。 
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COVID-19、ワンモアケース  

 7 月 23 日木曜日現在、Vancouver 島内に

おける COVID-19 感染者が一人増えた。BC

州内では計 30 人で、そのうちの一人。 

 島では、これまで 142 人が COVID-19 に

感染し、うち9人が現在アクティブである。

保健局はクラスター事態とならない限り、

感染のピンポイントを公表しない方針で

ある。 

 BC 州内においては、304 人が現在

COVID-19 感染アクティブ、16 人が入院中、

うち 3人が集中治療室にいる。 

 BC 州ヘルスオフィサー、Dr. Bonnie 

Henry は新方針を発表した。それによると、

コミュニティ間では感染防止に少人数を

保つこと。レストランでのテーブルは 6 人

以下が望ましい。その場所と人数で感染防

止を実行できるということが重要である。

 最近の Kelowna での COVID-19 感染クラ

スターはカナダ・ディなどの大型パーティ

による大人数の集合が原因だった。こうし

たパーティに参加し、COVID-19 感染したか

もしれない人たちが BC 州内を移動し、短

期間アパート、ボート、車などをレンタル

する。これにより COVID-19 は一層広まり 
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つつある、と Dr. Henry は更なる警戒を呼

び掛けている。まだまだ COVID-19 は止ま

らない。 

 

映画館閉鎖、フォーエバー  

 University Heights にある映画館が閉

鎖されることとなった。大きなスクリーン

を備えたモダンかつハイテクな映画館で

はなかったが、そこは地元 Saanich の愛着

で 33 年に渡り地味に君臨した。多くの市

民を魅了した映画館が今幕を閉じる。 

 閉鎖の理由は、多くの問題が重なったた

め。第一は言うに及ばずパンデミック。そ

して、リースがもうすぐ切れる。リースを

更新したところで館内修理が必要であっ

たそうだ。 

 

Gyro Beach で殴られる  

 7月 20日月曜日の夜10時過ぎ。Saanich

は Gyro Beach で浜に座って涼んでいた女

性が、通り掛かりの男にいきなり顔を殴ら

れた。全くの不意打ちに女性はショックを

受けたうえ、顔半面には激しい痛み、そし

て青あざができた。 

 男は歩いて女性に近づいてきた。女性を

殴ったあと、Telegraph Bay Rd.に向かっ

て走って逃げ去った模様。 

 女性はなぜ殴られたのかわからない。男

を挑発した覚えもない。「顔を殴る」とい

う暴行は、あっという間の出来事。また暗

かったため、男の顔は見えなかった。それ

でも男が暗い色のセーターにブルージー

ンズ、そしてランニングスニーカーという

いでたちであったことは覚えていた。 

 女性は警察に通報した。警官たちが現場

に駆け付け男の行方を追ったが発見でき

なかった。警官も、この「いわれのない」

暴行にショックを隠せない。男の「暴行」

動機を知るべく、警察は男の捜査に勤しん

でいる。 

 警察は近隣でセキュリティカメラを設

置している家を尋ねたり、またはその時間

帯に近くを通った人はいないかとできる

かぎりの角度から捜査。その日時に Tudor 

Ave、Telegraph Bay Rd、また Cadboro Bay 

Rd.付近で不審な男を目撃した人は情報提

供を（250-475-4321）。 
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とまらない 

次なるスキャンダル 
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お騒がせ、３時間籠城 

 7 月 24 日金曜日の午前

8 時半、ダウンタウンは

Douglas と Discovery St.

にある元 Paul’s Motor 

Inn で、籠城騒ぎが発生

した。 

 そのとき、Victoria 警

察は、「武器を持った男が

いる」との通報で現場に

駆け付けた。「武器」所持

ということで Greater 

Victoria Emergency Res-
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題となる。この日は全国で、新たに 807

人の感染者が確認された。 

企業休廃、5 万件超え→2020 年に休廃業

や解散に追い込まれる企業は全国で 5 万

件を超える勢いであるそうだ。経営者の

高齢化や後継者難に加え、新型コロナウ

ィルスの感染拡大による業績悪化が追い

打ちとなっているため。十数万人の雇用

が失われる恐れがあり、地域経済への打

撃は甚大。自治体や金融機関も含めた対

策が急務になる。 

五輪公式グッズ→新型コロナウィルスの

影響による東京五輪延期は、公式グッズ

関連業者にも影を落としている。「組市松

紋」の大会エンブレムなどが入った公式

ライセンス商品は、6 月末時点で約 6360

種類。各地のさまざまな伝統工芸品も多

く含まれる。組織委は「オンラインショ

ップの売り上げは順調」と強調するが、

公式商品を販売するオフィシャルショッ

プは、新型コロナの影響で銀座店など 6

店が閉店。8月中にはさらに 17 店が閉店。 

幻の五輪開幕日→新型コロナウィルスの

影響で 1 年延期となった東京五輪の開幕

日とされていた 7月 24 日、日本青年会議

所は「新しい日本をはじめる合図」と銘

打ち、46 都道府県 117 カ所で打ち上げを

実施。一斉に花火を打ち上げた。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.56 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

３００件目の Little Free Library  

手造りの極致を行く庭 

 その家は拙宅から歩いて１０分くらい

のごく普通の住宅街にある。数年前にビ

クトリア市内のコンドに移ってすぐに、

廻りを散策した折り「なんと賑やかな家

だろう！」と驚いたのを鮮明に覚えてい

る。家の作りは、何処にでも見かける薄

い黄色のペイントが塗られたフレームハ

ウスで、十字路の角に建っている。 

 その前・横・後ろの庭には、実に多種

多様な大小さまざまの花鉢が置かれてお

り、その一つ一つに季節ごとの花がチマ

チマと植わっている。だが賑やかなのは

花ばかりではない。まるでおとぎの国に

迷い込んだかに見える、白雪姫、赤ずき

ん、7人の小人、シンデレラ姫・・・等な

どのミニチュアのキャラクターが、これ

また庭のあちらこちらに所狭ましと置か

れているのだ。呆れると言うよりは、こ

こ迄来たらもう感心する以外はない。 

 好奇心満々の私は、通りから丸見えの 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

進まぬ復旧作業→7 月 4 日の豪雨災害から

3 週間が経った。避難生活と復旧作業で被

災者の疲れが溜まっている。今回の豪雨で

県内では、65 人が死亡し、2人が行方不明。

また 700 棟以上が全半壊し、5900 棟以上が

床上浸水。また指定避難所には 1519 人が

身を寄せ、被災した自宅で避難生活を続け

る在宅被災者や車中泊をしている人が、

1580 人以上いることがわかっている。 

豪雨漂着物→熊本県宇城市三角町の世界

文化遺産、三角西港で、住民らでつくる「三

角西港ファン倶楽部」が清掃活動を行い、

熊本豪雨で流れ着いた流木などを片付け

た（7 月 25 日）。球磨川から流れ出した漂

着物に、参加者は「こんなところまで」と

驚く。流木に交じりハンガーや靴などの生

活用品、山江村役場と書かれた境界標も見

つかり、参加者からは「海を通じてつなが

っているのを感じる」「海中で分解される

には何十年もかかるのでは」との声。 

温かいラーメン→熊本県南部、豪雨の被災

地芦北町で、益城町のボランティア団体

が、温かいラーメンを振る舞った。芦北町

を訪れたのは、益城町を拠点に全国の被災

地でラーメンの炊き出しを続ける「九州ラ

ーメン党」。その理事長らが 200 食を振る

舞った。被災した男性は「床上 1.5m ぐら

い浸水して車もダメになって。ありがた

い。昼ごはん作る暇もないくらいバタバタ

やってるので」とラーメンをすすった。 

トレーラートイレ→トレーラーハウス販

売業「カンバーランド・ジャパン」（長野

市）と電子通信業「ニシム電子工業」（福

岡市）は、くみ取りなどが不要の移動式ト

レーラートイレを共同開発した。太陽光発

電や浄化処理による水循環で稼働でき、イ

ンフラが遮断される災害時でも快適な利

用が期待できる。カンバーランドによると

世界初の開発といい、8月以降に 1台 2000

万円程度で販売する予定。トレーラートイ

レは長さ 5.9m、幅 2.3m、高さ 3.8m。洋式

大便器の個室 2 室付きで、1 日 300 回利用

できる。太陽光パネルと蓄電池を備え、フ

ル充電すれば 3 日間持つ。3.2 ㌧の水タン

クに微生物が含まれ、し尿を分解する浄化

処理システムで、浄化した水は洗浄する際

に再利用したり、蒸発させたりする。大型

けん引車で自由に移動できる。 

 

＜社会ニュース＞ 

感染者3万人超え→日本国内の新型コロナ

ウィルス感染者の累計が 7 月 25 日、クル

ーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗

客乗員を含めて 3 万人を超え、3 万 484 人

となった。7 月 4 日に 2 万人を超えた後、

わずか 3週間で 1万人増加。医療提供体制

の逼迫の恐れが徐々に強まってきており、

病床や軽症者向けの宿泊施設の確保が課

 

中庭にも目をやる。さあここにも、レンガ

を積み上げて造ったピサやバーベキューが

焼けるカマドがあり、週末には孫たちのは

しゃぐ声が聞こえる。夜が更けても問題は

ない。自動的に点火する薄紫のネオンが辺

り一面を明るく照らすからだ。 

 最初に見た時から、家主は時間のタップ

リあるシニアであろうと予測したが、ある

日働いているご夫婦を垣間見て、感が当た

ったことを確信。人の財布ながら、軍資金

もかなりをつぎ込んでいる事が分かる。 

 リタイアして時間が出来ると、ミノ虫よ

ろしく巣籠して殻の中に入ってしまい「コ

クーン症候群」に陥る人がいる話はよく耳

にする。だがこうした庭造りなどの趣味は

健康にも良い事は言を待たない。 

タップリの時間 

 ビクトリアには、市内の色々な場所にア

ート的装飾を施すことを後押ししている

Greater Victoria Placemaking Network と

言う組織がある。担当者の話によると、こ

の数か月は外出がままならないために、有

り余る時間を利用して自宅の前に Little 

Free Library を作る人が急激し、その数は

何と 20 個にものぼるとか。 

 私はきっと満艦飾の家もこの期を見逃す

はずはないと思い、ある日そばを通ったら

案の定！写真のようなのがお目見えしてい

たのである。よ～くご覧あれ！そんじょそ

こらに見られるものとは一味も二味も違う

ことが分かるだろうか。 

 ライブラリー自体はそれ程大きくないの

だが、両脇にはがっちりとした木材で造っ

たベンチが「ハの字型」に置かれている。

本を手に取った人が、ひとまず腰を下ろし

てページをめくることが出来るようにとの

心憎い配慮がされているのだ。また近くに

はバスストップがあるため、シニアでも待

ち時間が苦にならず、座って待つことが出

来たりなど、造り手の温かみが感じられて

嬉しい。 

 更には、これが市内の 300 個目の Little 

Free Library とのことで、ローカル紙の

Times Colonist を始め、小さなコミュニテ

イー紙もこぞって取材に訪れたために、そ

こここで話題になっている。 

 努力の甲斐があってさぞや嬉しい事であ

ろうと、過日ウォーキングの折りに家主の

Jim Pungente さんに「おめでとう!」を言

うと、破顔一笑。「こういう時期だから町を

明るくしたかったんだ」と、賑やかな外観

とは裏腹に謙虚に語っていた。 

カナダ・デーの前には、 
賑やかにメープルの国旗が 
何枚も掲げられていた。 
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★ こんなの見つけました ★ 

賞味期限を過ぎても（１） 

 ストックしている食品が安全かどうか

はラベルに表示されている「賞味期限」

（Expire or Best-before date）を確認す

る。としても、絶対この日までに、という

ことではなく、あくまで「目安」である。

生鮮食品でなければ数日の遅れくらい大

した問題ではない。 

 冷蔵庫に入れるとか、陽があたらない又

は湿気ないところに食品を置くなどラベ

ルに記載された指示どおり、正しくストッ

クしていれば賞味期限をはるかに超えて

も、大丈夫な食品がある。それらを今ここ

にご紹介。ただ、一番の「安全」基準は、

アナタの「鼻」であることをお忘れなきよ

う。（参考：msn.com/health/nutrition）。 

１．ハードチーズ（Hard cheese）：チーズ

は賞味期限を過ぎるなり捨てられやすい

運命にある。なぜなら、賞味期限前でも、

鼻につくニオイを放っているからである。

また、賞味期限を過ぎていなくても、そろ

そろとイヤなカビが生え始める。毒だっ、

と騒ぐまえにそこは切って捨てよう。カビ

の 2cm 下はよりリッチなチーズである（カ

ビを含む 2cm 四方は切り取る）。 

２．シリアル（Cereal）：湿気のない涼し

く暗いところに密閉して保存している限

り、シリアルはシリアルであり得る。表記

されている賞味期限から数ヶ月経とうと

も、まだシリアルでいられる、らしい。日

が経って少し硬く感じるかもしれないが、

まだ食べても安全なシリアルである。 

３．缶入り食品（Canned goods）：缶の上

部には「賞味期限」が表記されている。そ

れはたいてい向う 3年まで OK だとか、驚

愕の賞味期限である。ただ、缶がへこんで

いないか、また錆びていないかをチェック

することが必要である。もちろん涼しいと

ころに置いてこその 3年賞味である。 

４．パン（Bread）：シリアルと同様、賞味

期限を過ぎても断然 OK らしい。ただ、シ

リアルは数ヶ月だが、パンは数日過ぎて

も、ということ。日が経つと硬くなるが、

そこは美味しく食べられるようにクルト

ンにしてサラダに加えよう。もし、カビが

生えていたら、すべてを捨てず、カビの部

分のみ切り取って捨てる。 

５．卵（Eggs）：そもそも卵の 

パックに表記されている 

「賞味期限（expiry  

date）」が怪しい。 

卵がニワトリから 

生まれた日を基 

準に「賞味期限」 

が決定されたわ 

けではない。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

スピード・カレー  

 夏にカレーは向いている。暑い日に辛い

カレーで汗を流して涼を得る。肌寒い日に

はほんのりとした暖が入る。フライパン一

つでできる簡単ドライカレー。 

〔材料：約４人分〕合いびき肉(Ground 

beef,pork,200g)、玉ねぎ(1 個)、トマト(1

個)、ズッキーニ(1/2 本)、ニンニク(1 片)、

しょうが(刻んで大さじ 1)、カレールー(市

販,3 皿分)、ビーフブイヨン(固形 1 個)、

砂糖(小さじ 1)、ミルク(大さじ 1)、赤唐

辛子(crushed red pepper,お好みで)、塩&

こしょう少々、オリーブオイル(大さじ 1) 

1. 玉ねぎは皮を剥きみじん切りに、トマ

トはヘタを取りサイコロ状に切る．ニ

ンニク、しょうがは細かく刻む． 

2. ズッキーニは縦に 8等分（中央を中心

に）し 1cm 長さに切る． 

3. フライパンにオイルを熱しニンニク

を炒める．香りが出てきたら、しょう

がを入れてさっくりと炒め、玉ねぎと

合いびき肉を入れてさらに炒める. 

4. 3 の肉に火が通ったところでトマトと

ズッキーニを加え、赤唐辛子、塩&こ

しょうを加えて混ぜる．フタをして蒸

し焼き状態にする（ズッキーニとトマ

トから煮汁がでる）． 

5. 4 にカレールー、ブイヨン、ミルク、砂

糖を加え、ルーが溶けるまで混ぜる．

フタをして2分ほど煮たせ、火を切り 5

分ほど蒸らしてからご飯にかける. 

ためになる名言 

  メリー・トランプのことば 

米トランプ大統領の姪、臨床心理学者 

（叔父のトランプ大統領の行動によって）

民主主義と人々の人生が破壊されている。

叔父が規範を破り同盟を危険にさらし弱

者を踏みにじるのをリアルタイムで見て

いた。ただ一つ驚いたのは、叔父にそうさ

せることを望む人々が増えていったこと

だった。 

最も賢く最も偉大で最高の人物だと（ト

ランプ大統領を）持ち上げれば、何でも

やらせることができる。 

嘘をつくこと、最低限の共感を演じるこ

と、ごまかすこと、分裂の種をまくこと。

それだけが彼の知っていることだ。 

何十万人ものアメリカ人がドナルドの傲

慢さと故意の無知のおかげで傷を負って

いる。 

トランプ再選はアメリカの民主主義の終

焉である。 

叔父さん、辞任して！ 

（参考：wikipedia） 

〔Mary Lea Trump：1965 年、米心理学者、

実業家。米トランプ大統領の姪（父がト

ランプ大統領の兄）。このほどトランプ大

統領の回顧録『Too Much and Never 

Enough: How My Family Created the 

World’s Most Dangerous Man（私の家族

はどうやって、世界で一番危険な男を作

り上げたのか）』を執筆＆発売。親族の目

から見たトランプファミリーの内情と、

『果てなき強欲』をもつトランプ氏の過

去が描かれている。メリーの父は TWA の

ジェットパイロット、母はそのフライト

アテンダント。メリーが 5 歳のときに両

親は離婚。父（大統領の兄）は1981 年心

臓発作で死亡、42 歳だった。メリーは

Adelphi Univ.で心理学博士号を取得。〕 
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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 

警戒、再び増加中、多くが若者 

★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２５日現在、3.761,9273 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１１３，５５６人、死者：８，８８５人 

ケベック州：58,414、オンタリオ州：38,543、 

アルバータ州：10,086、ＢＣ州：3,419、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 

教会堂にて礼拝式が毎週日曜 

午後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 11:30am から 5:30pm（ホリデーは

休み）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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くるため、ローンが必 

要なバイヤーにとって 

は厳しい状態となりま 

す。80 万ドルから 90 

万ドルのコアエリアの 

一戸建ての獲得は競争 

が激しい状況です。通 

常夏休みに入ると、ス 

ローになる不動産市場 

ですが、今年は春がコ 

ロナの状況で遅くやってきたという事情

があるため、一気に活性化されたという感

じです。 

 一方去年価格の上昇が激しかったコン

ドミニアムに関しては、新築のコンドーも

かなり建設されたこともあり、また、コロ

ナを懸念した投資家オーナーの売却も目

立ち、物件が大分増え、バランスの取れた

市場となっているようですので、諦めかけ

ていたバイヤーにとっては朗報といえる

でしょう。 

 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 6 月の

$861,800 に対し、先月は$896,200 と 4%も

の値上がりとなりました。この数値は先月

5月の$885,400 を上回る数値です。コンド

ミアムは、昨年 6 月の$519,100 に対し、

今年６月は$525,600、去年の 6月に比べる

と 1.3%もの値上がりですが、5 月の数値

$534,300に比べると1.6%の値下がりです。

 皆さん、いつも言うようですが、買える

時に買えるものを買っておきましょう。ビ

クトリアの不動産は、上がり始めると普通

の勤め人が一年間に貯蓄できる以上のス

ピードで値上がります。 

 御興味のある方は、日本語ウェブサイト

は www.gohomesold.com からリンクしてい

ます。相談等は 250-415-5077 までお電話

もしくは、yumi@goHomeSold.net までメー

ルにてお問合わせください。 

☆☆☆☆ 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．イベントオンライン公開． 

https://mmbc.bc.ca/classicboatfestival 

☛毎夏恒例の Cadboro Bay Festival は 2021 年

まで延期．砂彫刻コンテストはオンラインに

て．bit.ly/cadborofest 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１１） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 HomeSold Real Estate Corporation の

Yumi Yanagizaki です。 

 6 月の Victoria Real Estate Board の

統計では 740 件の物件が売買されました。

この数字から先月5月に比べると76.8%増

とコロナの影響が薄れ正常な状況に市場

が戻りつつあることがわかります。昨年の

6 月と比べても 9.2%と大幅な増加となり

ました。コンドミニアムは昨年の同月と比

べる 3.2%ダウン、一方一戸建ては 16.8%

アップ。昨年不調だった一戸建てがアセス

メントが下がったことと、コロナの関係で

金利の下がった今年は盛り返しています。

 コロナの感染を懸念してか、売り手が未

だに躊躇している傾向が見受けられ、コア

エリアの一戸建ては、価格帯によっては圧

倒的な在庫不足となっています。当然需要

と供給の関係で、少ない物件を多くのバイ

ヤーが求めているため、先日も一つの物件

に対し、10 件ものオファーが入るという

状況に遭遇しました。そうなると、リステ

ィング価格に数万ドル上乗せしての獲得

競争になります。このため、モーゲージを

必要としないキャッシュバイヤーもでて

 

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】7 月も終わり、8月に入

ります．コロナはまだ暴れています．今年のク

リスマスはどうなるのだろうと、ふと考えまし

た．買い物時の混雑です．あの混雑もクリスマ

スを象徴しているので、混雑が混雑でなくなる

と寂しい気もしますが、まぁ、いいでしょう．

クリスマスがなくなるわけでもないですし．今

年からNew Normal なクリスマスとなります．し

かし、なんだって今からこんな話をしているの

でしょうね．日が経つのがあまりに速いので、

暮れが近づく気分になったわけでもあります．

そういえば、クリスマスの前に例年楽しみなブ

ラックフライデーの買い物もあります．これも

New Normalなブラックフライデーとなります．  

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 
●ジュリー・ペイエット。カナダが誇る

カナダの宇宙飛行士である。トルドー首

相の推薦だったのかどうか、エリザベス

女 王 に よ り カ ナ ダ 総 督 （ Governor 

General）に任命された。その輝かしいキ

ャリアに唸るばかり。しかし、今、ここ

にきて彼女に対して苦情が数多きた。何

かと思えば、部下に怒鳴り、公の場で罵

倒し、辞職に追いやったとか。うーん、

なんだか荒っぽいボスであるようだ。日

本ならそういう場面はゴマンとあるだろ

うが。ということで、ジュリー危機！で

ある。思えば「宇宙飛行士」という過酷

な世界を通過してきただけに厳しい人に

違いない。ヨタヨタとはっきりしない部

下をみれば「一喝」したい気にもなるだ

ろうな、とも考える。（平社員） 

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、よろしくお願いいたします． 

Kyoko：250-884-3797、kyo-ko00@hotmail.com 


