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Steelers ジャージー、グレーのバギージ

ーンズ、そしてソールが白い黒のスニーカ

ーといういでたち。なかなか顕著なジャー

ジーを着ていたため、そのうちに発見され

ることであろう。心当たりのある人は

250-995-7654 へ通報のこと。 

 

LazyBoy に車クラッシュ 

 8 月 5 日水曜日のうららかな午後 3 時

頃、Uptown の向かい側に位置するギャラ

リー家具店 LazBoy に予期せぬ来客。それ

は Toyota セダンだった。 

 Toyoya のドライバーはコントロールを

失ったらしく店のフロントガラスに激突

した。が、ダメージはマイナー。負傷者も

出なかった。また、Blanshard という大き

な通りに沿う場所でもあり大事故につな

がらなくてよかったと警察は胸をなでお

ろす。 

 

フライング・ホットドッグ 

 8 月 4 日火曜日の午後 11 時頃、Quadra 

St.は 4200 ブロック付近での一件で消防

隊が駆けつけた。一件とは、歩行者に向か

いホットドッグがそこを走行した赤い車

から投げつけられたこと。歩行者に怪我は

なかった。Saanich 警察は、このフライン

グ・ホットドッグを事件性があるとみて、

赤い車を追跡中。 

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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ついに Victoria、7-Eleven  

 8 月 15 日土曜日、Victoria はダウンタ

ウン、1327 Douglas St.にある 7-Eleven 

Canada はその日クローズとなった。理由

は、スタッフの一人が COVID-19 感染陽性

と判明したため。 

 7-Eleven Canada は、次の声明を発した。

8 月 10 日月曜から 14 日金曜までに当店に

入店したカスタマーは COVID-19 の感染可

能性があるため、COVID-19 ヘルスライン

「８１１」に連絡を入れてガイダンスを受

けること。 

 7-Eleven 当店は、クローズ中に店内を

クリーン＆消毒し、保健所の許可のもと 8

月 17 日に再オープンする予定（8 月 15 日

現在）。 

 COVID-19 感染事態発生以来、Vancouver

島全域、とくにこの島南部では低い感染率

を貫いてきている。COVID-19 感染が原因で

店をクローズのケースは、この Douglas 7-

Eleven が第一号となった。 

 なお、この店に出入りするデリバリーサ

ービス、Uber Eats や Skip the Dishes

のスタッフたちもウィルス接触の可能性

がある。新聞社は各社にコメントを求めた

が、応答なし。 

 

厳守、２ｍ間隔  

 再度顕著に増えてきた新型コロナウィ

ルス感染事態。これにつき BC 州ヘルスオ

フィサー、Dr. Bonnie Henry は、8 月 14

日金曜日、その Update 定例会見で州民に

改めて「２ｍ間隔」を要請し、新型コロナ

に打ち勝つべく団結を求めた。 

 3 月半ばの COVID-19 感染拡大以来、州

民はヘルスオフィサーの指示に従いその

増加を食い止めることができた。今回も、

更に団結して更なる増加を食い止めるこ

とができると信じている。 

 7 月のカナダディ以来 COVID-19 感染が

増加中であり、主な原因は若者層の集い。

よって、ナイトクラブやバーなどが閉鎖を

強いられた。 

 8 月 15 日現在、新たな COVID-19 感染者

は 84 人。これまで BC 州全域で 4,358 人が

感染、死者は 196 人。 

 

Walmart とマスク  

 BC 州ヘルスオフィサー、Dr. Henry は公

共の場でのマスク着用を義務化はしてい

ないが、Canada Walmart はそのカスタマ

ーにマスク着用を必須とすることを発表

した（8月 12 日付）。 

 カナダ全国に Walmart は 400 店ある。う

ち 60%は政府がマスク着用を義務化した

エリアに位置する。そのため、まだ義務化

されていない BC 州も他の店舗と同じく足

並みを揃えた模様。 

 

白昼の強盗  

 8 月 12 日水曜日、Oak Bay の Home 

Hardware（Oak Bay Ave.）に白昼堂々、強

盗が入った。 

 そのとき、店のオーナーは、入店した男

が万引きしようとしたのを諌めるごとく、

男に問いかけた。すると男がオーナーを突

き飛ばし、そして取っ組み合いになった。

オーナーはフロントカウンターに突き飛

ばされて力尽きた。 

 男はその後、逃げ去った。目撃者による

と、男は店の外で待っていたらしい女同伴

で、タクシーに乗り込んだ、とのこと。現

場に残されたオーナーは、脳震盪、意識も

うろう、顔に傷、そして肋骨骨折との大け

がを負い、病院に運ばれた。オーナーとと

もに店にいたスタッフも男に殴られるな

どの暴行を受けたが、病院に行くほどの怪

我ではなかった模様。 

 犯人の男は、白人、黒に黄色の縁取りの

あるボールキャップをかぶっていた。ま

た、ナンバー７と書かれた Pittsburgh
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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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と指摘。 

GoTo トラベル登録→GoTo トラベルは、感

染防止策を行っているホテルや旅館に宿

泊代金の支援を行うもので、先月 7 月 22

日から参加する事業者の登録が始まっ

た。キャンペーン開始から 3 週間以上が

経ったが、これまでに登録が認められた

全国のホテルや旅館は 1 万 6000 件余り

で、全体の 4 割ほどにとどまった。登録

が進んでいない理由について、国土交通

省の関係者は「新型コロナウィルスの感

染拡大を心配して申請しない事業者もい

るのではないか」とする。 

大阪・梅田で人骨 1500 体超→江戸～明治

時代に、現在の JR 大阪駅北側再開発区域

「うめきた」（大阪市北区）にあった「梅

田墓」について、大阪市教委と市文化財

協会は、発掘調査で 1500 体以上の埋葬人

骨が出土したと発表（8月 13 日）。市内で

これほど多くの埋葬跡が一度に見つかる

のは初めてで、全国的にも珍しいとして

いる。庶民階級の墓とみられ、今後は骨

を調べたりして葬送文化や生活環境など

を詳しく分析する。 

マッチングアプリと詐欺→会社経営者だ

と身分を偽った上で「銀行預金を倍にし

て返す」などとうそを言い、マッチング

アプリで知り合った女性からカード類を

だまし取ったとして、警視庁は、住所不

定の無職男（24）を詐欺と有印私文書偽

造・同行使の疑いで逮捕した。男は容疑

を認め「20 歳のとき以降、約 100 人の女

性から現金やキャッシュカードをだまし

取った」などと供述している。マッチン

グアプリは「恋人や結婚相手を探す」目

的に特化されたアプリ。 

 

 

 

 

 

もったいない、食べ残し 

      By ヨシダ 

 ここのところ、アメリカから、日本か

らとなにかと敵対視されている中国の国

家主席、習近平氏。その辺の事情を熟知

しているわけではないが、メディアのチ

カラはすごいもので、事情がわからない

まま、同じくこちらも習近平氏を敵対視

してしまっている感がある。メディアに

乗せられた、とでもいうのだろうか。相

手を知らぬままに嫌ってしまう。個人的

に嫌われる理由なく嫌われてしまう習近

平氏もなんとも気の毒というもの。 

 が、ここにきて、一つ、「イヤな習近平

氏」を覆す言動が発生した。習近平氏が

国内の食べ残しに憤慨し、「食事の注文少

なめに！」と中国の食堂に呼びかけたそ

うな。えらいっ、と思わず拍手。日常の

食べ残しの重大性に気が付いてすぐにお

触書をだすとは、簡単なようでなかなか 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

被災地、車不足→熊本豪雨の被災地では車

が不足しているため、被災地に車を提供し

ている日本カーシェアリング協会は一般

からの募集を「寄付」から後日返却する「貸

し出し」に変更して協力を呼びかけてい

る。日本カーシェアリング協会は豪雨で車

が流されるなどした被災者に、先月 18 日

から無料で車を貸し出している。これまで

一般から寄付された車 74 台で、のべ 121

件の貸し出しを行っていた。それでも 75

件の要請に対応できていないという。募集

する車は県内に住んでいる人が所有して

いるもので車検まで残り 3 ヶ月以上ある、

軽乗用車や軽トラック。貸し出し期間は 1

月末まで。 

ごみ収集車、京都から熊本へ→熊本豪雨の

被災地に京都市のごみ収集車が入り、災害

廃棄物の収集を行った。京都市のごみ収集

車が入ったのは八代市坂本町。被災した冷

蔵庫やエアコンなどの大型家電や、木製の

家具、廃材などを京都市の職員が収集車 2

台とダンプ1台に積んで災害廃棄物仮置き

場に搬入。坂本町で県外のごみ収集車が作

業を行うのは初めてだという。 

役に立ちたい→熊本県八代市の八代白百

合学園高の生徒たちが、豪雨被災者約 120

人の避難所となっている同市緑町のアリ

ーナで、支援物資の仕分けなどをボランテ

ィアとして手伝っているそうだ。活動は

「夏休みを利用して被災者の役に立ちた

い」と生徒側が申し出た。交代しながら清

掃や洗濯の補助、弁当の配布なども手伝っ

ている。8日から 15 日まで延べ約 110 人が

参加する予定。 

 

＜社会ニュース＞ 

ビーチに客が殺到→新型コロナウィルス

の影響で全国各地の海水浴場が開設を見

送る中、海開きしている京都府北部の一部

の海水浴場に人出が集中し、関係者が感染

防止に苦慮している。一方で、閉鎖してい

る海水浴場では観光客らがビーチに侵入

しゴミが散乱するなどの迷惑行為が多発。

地元は頭を悩ませている。海開きをしたビ

ーチは宮津市由良の丹後由良海水浴場。東

隣の舞鶴市や福井県の多くの海水浴場で

開設が中止となったことで、例年の 1.5 倍

以上の海水浴客が詰めかけ、駐車場には関

西圏のナンバーが並ぶ。 

国会議員の喫煙→受動喫煙対策を強化す

る改正健康増進法が今年4月に全面施行さ

れたが、国会議員が議員会館の事務所（自

室）で喫煙する違法行為が横行しているそ

うだ。国会内は、省庁や都道府県庁などの

行政機関よりも緩い規制になっているに

もかかわらず、そのルールさえ守られてお

らず、立法府の意識の低さが浮き彫りとな

った。専門家は「言語道断でただすべきだ」

 

できることではない。飽食という習慣が国

を亡ぼし得ることを留意、これこそ君子た

るもの。 

 今回のアンチ飽食は「光盤（皿を空にす

る）運動」と呼ばれるキャンペーンで、中

国で深く根付く、宴会で多めに食事を注文

する文化的習慣を覆すことを目指したもの

であるとか。習近平氏は、食べ残しにおい

て「食料の安全保障に関する危機意識を維

持する必要がある」とした上で、「今年は新

型コロナウィルスのパンデミック（世界的

な大流行）による影響で、われわれにとっ

てはさらなる警鐘が鳴らされている」と述

べたという。 

 そのとおりだ、と習近平氏に傾倒する。

日本も見習うべきだ、と思う。というもの

の、多くの日本人は節約家であると信じる。

思い浮かぶ限りイケナイのは、「飽食」の至

福を売り物にして客を呼びよせる旅館やレ

ストラン。またはダイエットを意識しすぎ

てチョロっと食べて大半を残す人たち、で

ある。 

 「飽食」を売り物にする一例とは、旅館

の料理で「（政府が推奨する旅行プログラ

ム）GoTo でちょっと高い旅館に泊ったら。

出てきた料理が多すぎる。多すぎて到底食

べきれない」とのツィートがあり論争中。

客が食べきれなかったものは、廃棄される。

もったいない。もったいなくて使いまわし

をした旅館があったが、これは衛生上の罪

で書類送検、その後廃業を余儀なくされた。

 「ダイエットを意識しすぎる人たち」と

いうのは、例えば、食べ放題の寿司を、ネ

タだけつまんで、シャリ（ご飯）部分を残

す、というもの。店側によれば女子に多い

らしい。これには怒り心頭。こいつらはお

寿司をわかっていない。お寿司を食べる資

格がない。 

 2020 年 3 月 17 日。BC 州ではホーガン知

事により新型コロナウィルスの緊急事態宣

言が発された。この日より、トイレットペ

ーパーがない、おコメがない、パスタがな

い、と物資と食糧難に生まれて初めて遭遇

した。少し残っているお米を洗うとき、網

からこぼれた数粒を丹念に拾って洗ってお

釜に入れた。こんな日が来ようとは想像だ

にしなかった。 

 食べ物を粗末にすると目がつぶれる、と

祖父母に言われたことを思い出す。目がつ

ぶれるとは思わないが破滅に繋がる。戦時

に食糧難を乗り越えた祖父母だからこそ、

実感として言い伝えたのであろう。今、こ

の新型コロナ事態に同じことを経験し、歴

史は繰り返す。 
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★ こんなの見つけました ★ 

賞味期限を過ぎても（３：最終回） 

 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） 

５．卵（Eggs） 

６．パスタ（Pasta） 

７．バター（Butter） 

８．チップス（Chips） 

９．ヨーグルト（Yogurt） 

（上記、前号までに解説） 

10.チョコレート（Chocolate）：おっと、

これはうれしい話である。チョコが賞味期

限をすぎてもＯＫということは、買い溜め

しても腐らせて捨てるという悲劇は避け

られる。あまりにも長く置きすぎてブラウ

ンのチョコに白い膜が張っているという

こともある。この膜はカビではないので安

心を。これはチョコ内の成分が析出し、白

く粉を吹いたように見えることからチョ

コブルーム（白いろう粉）と言われる。な

お、チョコは謹んでクールなところに保存

することをお忘れなきよう。 

11.フローズンフーズ（Frozen foods）：冷

凍しているからいつまでも持つ、というわ

けではない 。その うち に冷凍 焼け

（freezer-burned）という現象が発生し

て、スカスカになる。よって、冷凍食品に

も一応の賞味期限がある。とはいえ、期限

を 1 ヶ月やそこら過ぎても全く問題はな

い。ただ、味は少し悪くなるかもしれない。 

12.クッキー（Cookies）：市販のほとんど

のクッキーは、クールな場所に保存してい

る限り賞味期限を過ぎても全く問題はな

いらしい。だが、もしクッキーが悪臭を放

ちだしたら、これはもうダメ、捨てるに限

る。あるクッキーは悪臭を放つオイルを含

むらしい。 

13.ピーナッツバター（Peanut butter）： 

せっかく買ったのに結局 

フタを開けて大さじ１ほ 

どを消化したまま 1年が 

過ぎ…。もし、封を切って 

いなかったら、賞味期限 

以降 1年は持つ。 

 
Cooking for the Lazy: 

モロカン・ミント・コーン  

 夏も終わりに近づき、採り立てトウモロ

コシも終わりに近づく。今、店頭に豊富に

積まれているトウモロコシを爆買い、茹で

てコーンを切り落とし、新鮮な美味しさを

冷凍。夏の心得である。 

 トウモロコシは美味しいのみならず、 

身体のエネルギーとなる炭水化物を主と

して、ビタミン B1、B2、E などのビタミン

群、リノール酸、食物繊維、そしてカルシ

ウム、マグネシウムなどの各種ミネラルを

バランスよく含んでいる栄養豊富な食品

である。疲労回復、便秘解消、高血圧予防

など実に効果的な炭水化物である。 

〔材料：約 6 人分〕コーン(3 本,軸から切

り落として 3C)、赤玉ねぎ(1/4 個)、バジ

ル(fresh basil,刻んで 1/2C)、ミントの葉

(mint leaves, 刻んで 1/4C)、オリーブ

(1tbsp)、粗塩&粗こしょう少々 

1. 大鍋にたっぷりの湯を沸騰させ、塩

少々を入れる．皮をむいたコーンを半

分に割り（包丁で切らずに折る）、鍋

に入れて茹でる（約 5分）． 

2. 1 の粗熱が取れたら、コーンを包丁で

切り落とす． 

3. 赤玉ねぎをみじん切りにする. 

4. フライパンにオイルを熱し、赤玉ねぎ

とともに 2を炒める（約 3 分）． 

5. 4 に刻んだバジルとミントを加え、塩

＆こしょうをして全体をさっくりと

混ぜて、1分ほど炒めたら火を止める． 

 

ためになる名言 

  カマラ・ハリスのことば 

民主党副大統領候補 

私たちは、国民のことを本当に気にかけて

いるからこそ、国民をまとめられる指導者

が必要だ。 

率直に、真面目に、ジョー・バイデンに

は勝ってほしいし、彼を勝たせる手助け

ができる人を選んでほしいと思う。そし

て私は、彼を勝たせるために、自分にで

きる最善を、全力を尽くす。 

ときにして、それが可能であることを人

にわからせるには時間が必要である。黒

人であるオバマ氏が大統領に選出される

ことが可能だとは人は思わなかった。 

（出生に関してトランプからやり玉に挙

げられていることについて）この障害を

乗り越えようとするとき、傷つき、血を

流し、滅多切りにされる。代償が大きい

ほどにやる価値がある。 

副大統領候補となる決心をしたとき、ま

ずは、それは容易なことでないとわかる。

しかし、もし私がそのステージに立たな

いとしたら、言うべきことの確かな声が

届かない。人が聞かなければならないこ

とを、そのステージで私は言う。私には

その能力がある。 

（参考：wikipedia） 

〔Kamala Devi Harris：1964 年、CAオー

クランド生。法律家、政治家。2017 年よ

り米国上院議員。母親シャーマラは、1960

年にアメリカに移民したチェンナイ出身

のタミル系インド人で、著名な乳がん研

究者。父親のドナルドはジャマイカ人移

民で、経済学を学ぶため1961 年に渡米、

その後スタンフォード大学の経済学教授

になった。ハリスが 7 歳のときに両親は

離婚、その後はカナダのケベック州モン

トリオールに移住、母シャーマラはジュ

ーイッシュ総合病院で研究しながらマギ

ル大学で教鞭をとった。今月11日、民主

党大統領候補のジョー・バイデンにより

副大統領候補に指名された。〕 

 
 

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 

ホリデーはお休み 
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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、No Party! 

★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、4.778,360 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１２２，０８７人、死者：９，０２６人 

ケベック州：61,151、オンタリオ州：40,646、 

アルバータ州：12,053、ＢＣ州：4,358、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 
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くれる高揚感を感じ、 

そして催淫作用も伴 

う香りです。精油は 

植物たちの魂、愛の 

結晶であるため、香 

りを嗅ぐ、塗布する、 

などのように実際に 

身体の中に使用する 

ことで、彼女たちの 

エネルギーを自分の 

身体に取り込むことになります。いわば、

自然の状態のエネルギー、愛、を取り入れ

ることになり、知らない間に自然であるこ

とがどういう状態であることなのか、愛と

はどういうことなのかを感じ取り、学び、

どんどん変容が起こってきます。自然の中

に身を置くと、ほっとする、リラックスす

るように、精油を使うことでもその状態が

どんな状態であるのかを教えてくれます。

 他に、マグノリアは、第４、７、８チャ

クラを開き、浄化して共鳴を深めてくれま

す。緩める弛緩作用もあり、不妊症にもい

いようです。女性の強力な味方の精油の一

つとも言えますね。 

 今日は、せっかくですので、他にどのよ

うなお花が精油となっているのかも紹介

しますね。ローズは思い浮かびやすいかと

思います。イランイラン、ネロリ、カーネ

ーション、金木犀、コーヒー・フラワー、

ジャスミン、水仙、チャンパカ・フラワー、

チュベローズ、マリーゴールド、ロータス

があります。もし興味がある精油がありま

したら、サンプルサイズで送って、試して

いただくこともできますので、ご連絡くだ

さいませ。 

 今日もたくさんの奇跡と共に、マジカル

な１日となりますように。 

Sono Ray：778-316-3960 

sonoholistic@gmail.com  

www.livinginharmony.love 

www.livingwithgaia.com。 

☆☆☆☆ 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、2020/08/16）  

☛8 月 19 日(水)、2pm オンライン：Parks Canada 

on Satuna Island．ナショナルパークのバー

チャルジャーニー．壮大なる海岸線、ホェー

ルとカナダの自然を学ぶ． 

royalbcmuseum.bc.ca/visit/events/calendar

/event/110034  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【ベターライフ：精油記事＃２７】 

精油のある生活で、人生がより軽やかに 

愛と調和を植物・木々たちから学ぶ 

By Sono Ray

 魂の成長を促し、自分との最高のリレー

ションシップを育むサポートをしている

ヒーラー・ホリスティックセラピストの

Sono です。 

 今月は、マグノリアの精油をご紹介しま

す。マグノリアは英語名で、とても素敵な

響に聞こえますが、日本名ではモクレンや

コブシで知られています。こちらでもたく

さん見られ、道端がピンクに染まる桜の季

節と同時期に開花してきます。白、ピンク

や紫がかったピンクなどの色があり、そし

て花も大小様々な大きさ、形状で、春を彩

ってくれる花の一つとしても、とても大好

きな花の一つです。 

 見ても楽しいマグノリア。この精油は香

りがとても上品です。お花の精油なため、

気高い感じがあり、嬉しい気持ちにさせて

 

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】編集をやっと終わった

今、8 月 16 日午後 5 時半です．今日は待ちに待

った（？）この夏の最高気温の日で28度と言わ

れています．日本の40度超えほどでもないので

泣き言をいえませんが、なんせこの自宅4階は、

南西向きで西日が当たり、室内は35度ほどにな

ります．ので、お昼ごろから火を使わなくてい

い料理、とりあえずポテトサラダを夕食用に整

えました．今、冷蔵庫のなかでひんやりデス．

夕食時、室内が暑い中、ひんやりのポテサラ．

他は、ハンバーガーを作る予定が、やっぱり火

を使わないことには、、、と今ガックリときまし

た．あんまり暑いなら、具いっぱいのポテサラ

でしのぐことにします． 

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 
●Victoria警察のツィッターをフォロー

した。Cook St.の 30km 制限を 69 ㌔で走

行、警察に捕まったドライバーの言いわ

けが、「ピザが冷めるから」だった。これ

で罰金$196、ICBC 危険度 3ポイントアッ

プ。ピザのために悲しい結末。（パスタ） 

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） 

 八月半ばになり夏らしい暑い日が続いております

が、皆さまお変わりなくお過ごしですか。 

 さて HCC の 8 月の集会は下記のように開催する予

定です。毎回会員の一人がバイオリン持参で来て下

さるので、今月も同じ場所で同じように歌いたいと思

います。 

 今回は新しい楽譜を幾つか持参しますので、楽し

みにしていて下さい。 

 詳細は以下の様です。。 

＊日時：8 月 20 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 
 


