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Dodd's にブレイクイン 

 7 月 28 日火曜日未明、Victoria でも有

名な Dodd's Furniture（Mayfair Mall の

向かい側）がブレイクインされた。スタッ

フが早朝 7 時半に勤務にやってきたとこ

ろ、店の前に止めてあったトラック 4台の

窓が粉々に壊され、店内では数々のオフィ

ス備品が盗まれているのを発見した。不思

議に、店の売り物の家具類はすべて無事で

あった。泥棒は家具には興味なかったよう

だ。損害額は$10,000 相当。 

 盗まれた備品とは、WiFi ノード、ハン

ドラベラー（値札シール打ち）など。WiFi

ノードは$2300 もする大規模なもので、こ

れなくしてはスタッフ間のやり取りが不

可能となり、その日店は閉店となった。 

 Dodd's は店に取り付けてあったセキュ

リティビデオから犯人をみつけ、その顔写

真を警察に渡した。犯人はその後すぐ、近

くの Blanshard St.で捕まった。居住の場

所に近いためうろついていたようだ。 

 このブレイクインの犯人が何者かはま

だ定かにされていない。しかし、数ヶ月前

に政府が$18.5 ミリオンで近くの Comfort 

Inn をハウジングサポート（ホームレス）

のために買い取ってから顕著に増加して

いるブレイクインの一環と近隣のビジネ

スはみて警戒を強めている。Dodd’s は

Inn の近くにある。 
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Victoria の空が霞んだワケ  

 7 月 31 日金曜日、Victoria の空は曇っ

ていた。霞んでいた。どちらの表現が正し

いのかはわからないが、青い空が見えるは

ずが見えなかった。この空がスッキリと見

えない現象は、対岸はアメリカ、ワシント

ン州の Port Angeles での火事が原因だっ

たそうだ。 

 火事は水曜日の午後にOlympic National 

Park で人為的に発生し、63 エーカーを焼

き尽くした。この煙が上空を漂い Victoria

にまで及んだそうだ。カナダ気象学者によ

ると、この煙による Victoria での健康被

害は低いということだ。同日夕方時点でヘ

ルスリスクレベルは「中」。 

 一方、対岸の Metro Vancouver では日ご

ろの暑さ、高気温も重なりオゾンレベルが

高くなったため「空気汚染」の警戒報が発

された。アウトドア活動は避けるべし、心

臓や肺に疾患のある人は特に危険。 

衝突事故が多い交差点  

 Vancouver 島内で昨年（2019 年）最も衝

突事故が多かった交差点トップ３が ICBC

より発表された。トップ３は Saanich に集

中で次のとおり。 

 トップは McKenzie の交差点、Galloping 

Goose と Admirals Rd。ここでは昨年 101

件もの衝突事故が発生した。McKenzie の

交差点、数ヵ所は 2016 年以来工事中であ

り、こうした混雑した環境も事故に影響し

ているとみられる。 

 2 番目に事故が多い交差点は Douglas 

St.と McKenzie Ave.でここでは昨年 68

件の事故が発生。 

 3 番目は Boleskine Rd.、Douglas St.

そして Saanich Rd.の交差点。Uptown の角

にある交差点である。ここでは昨年 62 件

の事故が発生した。 

 ほとんどの衝突事故に共通する原因は

「信号が黄色でも走行」であるとか。警察

と ICBC によると「信号が黄色はほとんど

赤」とのこと。よって、「黄色」ではブレ

ーキを踏むこと。決してアクセルをふかし

て交差点をダッシュするときではないと

注意を呼び掛けている。 

 なお、4 番目に事故が多いところは

Victoria エリアの Douglas & Government 

St.が Gorge Rd. & Hillside Ave.に合流

するところ。昨年 61 件の衝突事故が発生

した。 

 

空室あり  

 Victoria では、ここ数年アパートがほ

とんど満室状態でレントも高騰していた

が、今、空室が目立つようになった。しか

も、最初の 1 ヶ月はレントフリーで、1BR

なら$500-1000 という目玉レンタルまで

出ているそうだ。 

 空室が目立つ原因は、新型コロナウィル

スの影響で、とくに学生たちのアパートレ

ンタルが減ったため。おそらく実家に戻っ

てオンラインで授業を受けているためで

あろうか。との見解を不動産業界専門家が

発表した。加えて、この状態は一時的なも

ので、新型コロナウィルスが終息すれば、

また以前の「高すぎるワンベッドルーム」

(相場$1500)の状態に戻るであろう、との

こと。 

 

ダウンタウンでティーン暴れる 

 7 月 25 日土曜日午後 11 頃、Victoria

ダウンタウン、Douglas & View St.の交差

点付近でティーングループがナイフなど

の武器を持つなどして暴れているとの通

報が入り、Victoria 警察が現場に駆け付

けた。 

 警察が来るなりティーンたちはキック

したりツバを吐きかけるなど一層暴動化

した。が、結果的に 4人を逮捕した。4人

は鉄格子の中でも暴れまくった。うち 1

人が怪我をして病院に送られた。 
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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. 

なぞなぞ、 

お国が大変 

なのに 

ゴルフをしている 

人は誰でしょう 
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日）。児童生徒の感染経路については、「家

庭内感染」が 137 人で全体の 57%を占め、

小学生では 70%（63 人）にのぼる。一方、

「学校内感染」は 11 人で全体の 5%にとど

まり、「感染経路不明」は 24%（57 人）。 

レタス品薄高騰→レタスが高騰している

そうだ。7月下旬の日農平均価格は1kg202

円と平年（過去 5 年平均）の 52%高。6-8

月の夏場に 200 円を超えるのは、過去 5

年間で初めて。8月に入っても続伸し、上

旬（4日まで）は 1kg284 円となっている。

「生育不良で肥大が進まず、例年になく

大玉も少ない」と関係者。 

灼熱の列島→日本列島は 8 月 5 日も広く

高気圧に覆われ、午前中から各地で 35℃

以上の猛暑日、30℃度以上の真夏日とな

る観測点が相次いだ。今年は梅雨明けが

遅れてまだ体が高温に慣れていないた

め、小まめな水分・塩分補給、エアコン

の適切な使用といった熱中症対策が必要

だという。 

イノシシ、御用→8 月 5 日午前 6時すぎ、

福岡市内の公園付近で、警備員が 1 頭の

イノシシを見つけた。逃走するイノシシ

を警察官らが追いかけ、公園内の草むら

に潜んだところを捕獲しようとしたが失

敗。イノシシは隣接する舞鶴公園（福岡

城跡）に逃げ込み、市中心部で逃走を続

けたが正午前に捕獲された。イノシシは

体長約 70cm。その日未明、イノシシ目撃

の 110 番が 2 件あったところ。 

 

 

 

 

 

ミートボール 

      By ヨシダ 

 たかがミートボール、されどミートボ

ール。一個のミートボールが原因で大変

なことになったという事件（BuzzFeed 

News）を知り、笑っちゃいけないが、笑

ってしまった。しかし、これは決して他

人事ではないゆえ、一個のミートボール

とはいえ決してバカにしてはいけない、

ということを肝に銘じたい。 

 このミートボール事件というのは、速

いはなし、ミートボール一個で大学の単

位を落としかけた、というのもの。それ

は重大なる事件だ、と思う。頑張って勉

強してきたのに単位を落とすとは1学期1

コース分の努力が無駄になり、また金銭

的にも授業料$1000 ほどをパーにするこ

とでもある。 

 遠まわしな言い方をしないで率直にこ

の事件を描写しよう。 

 アメリカはジョージア大学で経済学を

勉強する女子大生サマンサがミートボー

ルの被害者である。新型コロナウィルス

の影響により、ジョージア大学はオンラ

インで授業やテストを実施しているが、 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熊本豪雨発生から1ヶ月→熊本県南部を中

心に大きな被害をもたらした豪雨災害か

ら 8月 4日で 1ヶ月が経過した。県全体の

犠牲者は 65 人に上り、今も 2 人の行方が

分かっていない。入所者 14 人が亡くなっ

た球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」

では 3日、園関係者らが花を手向けた。一

方、村の小中学校 3校が 3 日再開し、県内

で休校していた学校は全て再開した。県内

の犠牲者のうち、65 歳以上の高齢者は約 8

割の 55人。亡くなったのは自宅が 28 人と

最も多かった。夜明け前から集中豪雨と洪

水に襲われ、避難が難しかった高齢者が多

かったとみられる。 

避難所、今なお 1408 人→熊本豪雨災害は 4

日で発生から 1ヶ月が経過した今、熊本県

内の人吉市や球磨村など9市町村の避難所

になお727世帯 1408人が身を寄せており、

県は仮設住宅の建設など被災者の生活再

建を急ぐ。一方、新型コロナウィルス禍の

ボランティア不足もあり、山間部の集落で

は宅地内に流れ込み、高齢者が自力で撤去

できない土砂や災害ごみが復旧・復興の妨

げとなっている。県や市町村は公的支援の

仕組みを整え、搬出を後押ししている。 

復旧の足かせ→熊本豪雨被害から復旧の

「足かせ」になっているのが、大量に発生

した家具や家電、畳などの災害ごみだとい

う。市町村が設けた仮置き場まで運ぶため

の人手や車の不足に加え、被災者にはごみ

の分別が負担に。不法投棄も増えている。

特産品まつり→熊本県内の特産品を集め

た「くまもとの特産品まつり」が 8月 5日、

熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まった。11

日まで催される。県物産振興協会の主催

で、初出店 14 社を含む 52 社が出店。豪雨

被災の人吉や芦北の名物もあり、あか牛弁

当やハンバーグ、ベーコン、ソフトクリー

ム、かき氷などが味わえる。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本の人口、減る→総務省が発表した住民

基本台帳に基づく人口動態調査によると、

今年 1 月 1 日時点の国内の日本人は 1 億

2427 万 1318 人で、前年から 50 万 5046 人

（0.40%）減った（8 月 5 日）。マイナスは

11 年連続で、減少数、減少率とも過去最大。

都道府県別に見ると埼玉、千葉がマイナス

に転じ、これまでで最も多い 44 道府県で

人口が減少。増えたのは東京、神奈川、沖

縄の 3都県だけだった。政府が掲げる地方

創生の取り組みにもかかわらず、少子化と

一極集中が加速する。 

学校再開後、感染増加→新型コロナウィル

スの影響による休校から本格的に再開が

始まった6月から 7月末までに感染が確認

された児童・生徒が、242 人にのぼること

が文部科学省のまとめでわかった（8月 5 

ある日サマンサは、サンドイッチを食べな

がら、オンラインで経済学のテストを受け

ていた。サンドイッチの中はミートボール。

人呼んで「ミートボール・サンドイッチ」

と言われる、割にポピュラーなサンドイッ

チである。サンドイッチチェーン Subway で

も必須メニューの一つである。 

 このサンドイッチを勢いよく食べつつテ

ストに励むうち、ミートボールの一つが、

ポロッとパソコンのキーボードに落下して

しまった。サマンサは、あーもったいない、

とキーボードに落ちたミートボールを惜し

みつつ、テスト続行にスクリーンに向かう

と、なんと画面が真っ黒。身も心も固まっ

た。まさにパニック。 

 ミートボールがエスケープキー（キーボ

ード左上の「Esp」）に当たってしまい、全

画面を閉じてしまったのだ。その結果、現

行のテスト画面もログアウトになってしま

い、テスト途中でテスト完了送信になって

しまった。その時点ではテスト全体の半分

も終わっていなかったそうだ。 

 返ってきたテストの成績は 39%。まさに

単位を落としかねないスコアである。ミー

トボール一個にして、この代償は大きすぎ、

あまりにも納得がいかないため、サマンサ

は思い切って教授に一部始終を話した。ふ

ざけているのではない、という確信のある

メールを 6 時間もかけて書き、再テストを

求めたそうだ。 

 すると、教授は案外物分かりがよかった。

というか半信半疑で再テストを時間制限で

許可してくれたのだそうだ。出来なさゆえ

の神頼みなら、再テスト結果でも成績はよ

くないであろう、と。そして、教授は「食

べながらテストを受けないこと」と忠告す

るのを忘れなかった。 

 再テストの結果は、サマンサが予期した

とおりほどほどの点数で、決して単位が落

ちるというほどに悪いものではなかったそ

うだ。これにてミートボール事件、一件落

着。余談だが、この後サマンサは皮肉にも

「ミートボール」で有名になったとか。 

 以上のミートボール沙汰は、よく考える

とミートボールを責めてはいけないような

気がする。そもそも「食べながら」テスト

を受けるヤツが悪い、と言いたいがどうだ

ろう。並びに、育ちやお国柄にもよるので

はないだろうか。日本だと食べながら何か

をする、というのは非常に行儀が悪いとさ

れる。でなくても、経済学という難しいテ

ストを、サンドを食べながら受けることが

できる、というこの楽観的精神、やっぱり

北米精神の一つではないか、とも思ったり

するのだ。 

ミートボール・サンド 
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★ こんなの見つけました ★ 

賞味期限を過ぎても（２） 

 前号より続く、正しくストックしていれ

ば賞味期限を超えても、安全な食品のリス

ト。無駄のないよう消費しよう。（参考：

msn.com/health/nutrition）。 

１．ハードチーズ（Hard cheese） 

２．シリアル（Cereal） 

３．缶入り食品（Canned goods） 

４．パン（Bread） 

（上記、前号にて解説） 

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。卵がニワトリからポコッと出て

きた日を基準としてではなく、もしかして

出てきて長くたっているかもしれない卵

をパックに並べた日を基準に期限が決ま

るのだ。いざ、調理に卵を割ってみたとき、

卵黄膜がよれよれになっていないだろう

か。食べても危険ではないとしても、それ

はきっと古い卵である。 

６．パスタ（Pasta）：保存食に抜群である

とは周知の事実。逆にこれに賞味期限があ

るのかと今更ながら驚く人も多いに違い

ない。水分を含まないドライなパスタはい

つまでも棚に置いてよく、1年から 2年は

全く問題がないそうだ。ただ、湿気のない

涼しいところに保存してこそ長生きのパ

スタ。保存場所にはくれぐれも注意。 

７．バター（Butter）：バターはパンに塗

るなど使い時に硬いと上手く塗れないこ

ともあり、室温でテーブルに置かれやす

い。テーブルに置くときは使う分だけにす

る。でないと、長く室温に置くとバターは

バターでなくなるようなニオイを放って

くる。言わずもがな、バターは冷蔵庫に保

存すると長くもつ。フリーザーに保存する

と賞味期限をはるかに超えて長くもつら

しい。 

８．チップス（Chips）：これはうれしい話

である。セールに買い溜めをしていいこと

になる。ポテトチップなど、賞味期限を数

ヶ月過ぎても、食べても安全。少し硬いと

かシケた感じになるというだけのことら

しい。ただ、保存時は、しっかりと開け口

を密閉すること。一度封を切ったならその

袋は食べきるのがベスト。 

９．ヨーグルト（Yogurt）：賞味期限を 

1 週間すぎたところまでは安全。 

一度も開けていない密閉された 

ものは絶対的に OK、 

しかし一度開けてか 

ら密閉したものはす 

でに空気に触れた 

ため何やらイヤな 

臭いを放っている 

かもしれない。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

きゅうりのチージィバイト  

 8 月に入り、夏ももうすぐ終わる。残暑

にキュウリを楽しむ。見た目も涼しげなキ

ュウリのチーズボート。きゅうりに「みそ」

のトッピングより実にカナディアンなき

ゅうりとなろう。 

〔材料： 8 個分〕きゅうり (English 

cucumber,1 本 ) 、フェタチーズ (Feta 

Cheese,100g)、ニンニク(1 片)、オリーブ

オイル(Extra-virgin olive oil,2tbsp)、

レモン(1/2 個)、ハーブ(fresh herbs & 

basil, oregano 刻んで 1/4C)、こしょう

少々(Black pepper)、オリーブ(Kalamata 

olives,種なし,8 個) 

1. きゅうりはよく洗い、端のヘタを切り

取り 4等分する。縦に 2等分してそれ

ぞれの中心部分をくり抜き 8本のボー

ト型を作る． 

2. ボールにチーズを入れフォークでつ

ぶす．ニンニクをみじん切りにして加

える．レモンの皮をすりおろして加え

る（少々）． 

3. 2 にオリーブオイル、レモン汁を加え

て混ぜる. 

4. 3 に刻んだハーブ、そしてペッパーを

ふりかけてさっくりと混ぜる． 

5. 1 のきゅうりのボートのそれぞれに 8

等分した 4の混ぜ物を詰める. 

6. ブラックオリーブの小粒 1 個を 4 枚ほ

どにスライスし、5のそれぞれのトップ

を飾る. 

ためになる名言 

  アラン・パーカーのことば 

映画監督 

やってみよう。誰にだってできる。 

Have a go. Anybody can do it. 

私は死刑制度には反対だ。死刑が犯罪に

対して抑止力を持たないというのも、理

由のひとつだが、道徳的な観点から見て

も、復讐のためにもうひとつの命を奪う

ことには賛成できない。 

映画を作るとき、自分が知らない土地を

選ぶ。その土地について学び、そこに暮

らす人々について知りたくなる。ロケハ

ンで現地を訪れたときには、そうしたこ

とを細かく調べ、映画にどのように盛り

込むかを考える。その土地の本質をとら

えたい。私にとって場所はもう一人の主

人公のようなものであり、とても重要だ。 

外部の人間だからこそ、アメリカがはっ

きり見えるということがある。確かに、

ハリウッドは冷酷でお金がすべてで、芸

術性などは残念ながらどうでもいいこと

のように見える。それでも自分がそこで

生き残れたのは、私がかなり意志の強い

人間であり、また責任を持って映画を作

ってきたからだ。 

（参考：wikipedia） 

〔Sir Alan William Parker：1944-2020

年、ロンドン出身。英国の映画監督、映

画プロデューサー、脚本家。代表作は『ミ

ッドナイト・エクスプレス』(1978)『フ

ェーム』(1980)、『ミシシッピー・バーニ

ング』(1988)、そしてマドンナ主演の『エ

ビータ』(1996)。コピーライターを経て、

友人のデヴィッド・パットナムが1971 年

に映画『小さな恋のメロディ』を製作す

る際、原作・脚本を担当して参加し映画

界と関わるようになる。ミュージカルを

得意とし、コメディーから社会派の作品

まで幅広く手掛けた。長く闘病生活を送

り先月7月 31 日に死去。享年76歳。〕 
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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、増加中、緊急事態 8 月 18 日まで延長 

★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★ 

８月６日現在、4.319,172 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１１８，５６１人、死者：８，９６６人 

ケベック州：60,133、オンタリオ州：39,809、 

アルバータ州：11,296、ＢＣ州：3,881、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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ますが、早くも文句の一 

つも言いたくなっていま 

す。このタイトルに賛成 

の人もあるでしょうが、 

筆者はかなり違和感があ 

ります。たしかに稀に見 

る天真爛漫な少女ですが、 

このタイトルだとアンが乗り越えてきた

苦境が見えません。もっとビビッドな日本

語タイトルをつけられなかったものでし

ょうか。「アンが来た！」とか、あれ？こ

れってどこかで聞いたような気がします。

パクってはいけません。 

 ともあれ、2017 年にシーズン１計 8 話

が始まりました。そしてこのコロナ事態に

なる前にちょうどシーズン３までの放映

を終わっています。撮影中にコロナ発生だ

ったらシリーズ３はずっと向うでそれが

やっと観れるところでシーズン１と２の

内容を忘れてしまうのではないかと危う

いところでした。これらシーズン１～３

は、cbc.gem のストリームで視聴できます

のでどうぞお楽しみください。 

 さて、主人公のアンです。アンを演じる

のは新星エイミーベス・マクナルティ。ア

イルランド出身で 3000 人の中から選ばれ

ました。髪が赤毛でなくても選ばれたのは

その演技力です。そしてその通り、エイミ

ー渾身の演技は「アン」を超えています。

はじめ、評価の高い（10 点中 9 以上）ド

ラマなので一応観ておこうという軽い気

持ちでしたが、エイミー演じるアンに魅せ

られてしまい、シーズン３の終わりまで合

計 24 話を一気に完観しました。なお、赤

毛でないエイミーは、赤毛に染めてアンを

演じています。 

☆☆☆☆ 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、2020/07/17）  

☛8 月 15 日(土)、9am-1pm：Menzies & Superior 

St.の角にて、James Bay Community Market． 

詳細は、www.jamesbaymarket.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【映画感想会】 

Ａｎｎｅ ｗｉｔｈ ａｎ “Ｅ” 

邦題：アンという名の少女 

カナダ、2017 年より CBC TV シリーズ、 

出演：エイミーベス・マクナルティ、ジェラルデ

ィン・ジェームズ、Ｒ・Ｈ・トムソン、他 

by 見聞録実行員 No.3

 これでもか、これでもかと、そのリメイ

クが製作される、カナダが誇る「赤毛のア

ン」です。カナダの作家 L・M・モンゴメ

リが 1908 年に発表した長編小説で原題は

「Anne of Green Gables」。そして、その

舞台となるプリンス・エドワード島。カナ

ダに住むならこれを知らない人はいない、

といってもよく、又はこの「赤毛のアン」

があったからこそ、カナダに興味が湧き、

とくに何のエンターテーメントがなくて

も、アンが育った大自然のプリンス・エド

ワード島に魅せられるごとく多くのビジ

ターがやってくる、といっても過言ではな

さそうです。 

 この小説は、児童文学とみなされて学校

の図書館にたいてい揃えてあります。しか

し、児童文学だからといって大人は読んで

はいけない、読むには躊躇するなどとはも

ってのほか、オトナになったからこそ、読

んでみよう、観てみようという気になる作

品であってよいでしょう。子どもが読め

ば、勇気と夢を持てますし、大人が読めば、

様々な視点からモノを見ることができて

世界が広がるのではないでしょうか。 

 さて、今回の作品 TV シリーズは 2017

年にカナダの TV 局 CBC が製作しました。

タイトルが「Anne with an E」となってい

るところ、主人公のアンを個人として女性

として人間として尊重した命名でその真

髄を究めている言えます。 

 そして、この作品はこのほど日本 NHK

でオンエアされる運びとなったようです

（詳細：www.nhk.jp/p/anne/ts/37R5MJZ1WZ）。

邦題は「アンという名の少女」となってい

ます。いつもながら、英語のタイトルを日

本語へ、というのはほとほと難しいと思い

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】新型コロナで毎日が緊

張のなか、今年は山火事発生を聞かないな、と

思っていたら、やっぱりのやっぱりボツボツと

発生し、BC州内陸Okanagan 方面が大変なことに

なっています．煙モクモク、住民は非難してい

ます．コロナ感染で大変なときに、またしても

こうした災害が容赦なく襲ってきて、平穏な

日々は何処に、という感じです．そんななか、

次なるは、レバノンの爆発にはたまげました．

ニュースで爆発の動画が目の前に飛び込んでき

て、木端微塵！他人事ではありません．爆発の

もととなった硝酸アンモニウムは、野菜栽培に

も使われるそうで微量だとはいえあちこちの倉

庫に、家庭にも存在します．明日は我が身、抜

き足、差し足で恐る恐る生きていくのでしょう

か．とりあえずブラインドを下ろしてイザ爆風

で窓ガラスの破片を抑えられるように、という

対策．実際は陽射しが眩しいためブラインドを

下ろしっぱなしです． 

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 
●スイカを入れる上等の本革バッグを見た。

本革を切って縫ってとまぁるく手作りの工芸

品。4,5 万はするか。スイカも革に包まれてさ

ぞ幸せだろう。にしても、もし、中で壊れた

ら、と考えると恐ろしい。この最悪事態は事

前検討されたのだろうか。（Melon） 

 
 

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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