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 クーガーにとってよほどこの家の裏庭

の居心地がよかったのだろうか。 

 

稲妻、スパーク  

 8 月 16 日日曜日の夜、夜空がピカッと

光ったのに多く人が気づいたはず。恐れお

ののいた人が多いはず。まさに映画でのシ

ーンのごとく、神秘といえば神秘で、恐怖

といえば恐怖。しかし、それは自然の脅威

で、後に Victoria 周辺を含む Vancouver

島南部に多くの山火事を引き起こすこと

となった。 

 雨も降っていないのに発生したこの稲

妻は「Dry Lightning」というそうだ。少

しの湿気で発生する。その日までの数日、

記録的な高気温が続いたため乾燥した森

林にその稲妻が火をつけた。 

 山火事は Sooke Lake Reservoir エリア

で著しく翌日の月曜夜までに 8件も発生。

各火災は小規模であることが幸いし、空か

らの飛行機で消火できた模様。なお、この

山火事よる水汚染の悪影響は出ていない。

 

ヘビがエスケープ  

 7月半ばから1ヶ月も行方不明になって

いたペットのパイソン（ヘビ）が、またエ

スケープし、行方不明となった。前回は

Bay St.から Fort 付近まで移動、今度は何

処へ。早く捕まってほしいものだ。 

見聞録のあるところ 
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パーティホスト、参加者に罰金  

 カナダ全国でもオンエア、BC 州の

COVID-19 感染拡大防止対策の違反者に対

する厳しい措置を BC 州民に知らしめる事

例が発生した。それもこの Victoria。パー

ティ場所は 1000 Fort St.付近に立つハイ

カラなコンドミニアム「Mozaic」。そのコ

ンド内の１ベットルームユニットに 40-60

人が集まったというのだから、政府も警察

も民間も怒り心頭である。 

 事の起こりは 8 月 22 日午後 7 時頃。コ

ンドミニアムの住民から、「大掛かりなパ

ーティが催されているのか騒々しい」との

通報が Victoria 警察にあった。警察が現

場に駆け付け、パーティホストに「解散す

るように」と警告した。ホストはそのとき

「はいはい」と警察に従った様子。 

 しかし、それから 3時間も経たないうち

に、警察はさらなる騒音苦情通報を同じコ

ンドミニアムの住民から受けた。「まだ、

うるさい。なんとかしてくれ」と。警察は、

すぐにコンドに舞い戻った。 

 警察がそのユニットに踏み込むと、１BR

に 15 人もいるのを発見、驚愕した。警察

は、その 15 人に迷惑な騒音を発生させ、 

 

 
 

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 

ホリデーはお休み 

 

またこのパンデミックの最中、ソーシャル

ディスタンスをとっていないことをはじ

めから説明しなければならなかった。15

人は全員若者（20 歳前後）。 

 このパーティの解散を見届けるために、

コンドの住民も警察に協力した。ドアで全

員が最後まで出ていくのを確認した。それ

でも、まだ来る若者もいたりして、パーテ

ィは中止になったことを玄関にて説明し

ないといけないなど、まったく懲りない。

そのうちに、警察がまたもや確認にユニッ

トに行くと、そこには前より多い 30 人も

若者がひしめいていた！部屋は熱気で蒸

し返り、その湿気で窓には滴がしたたり落

ちている。 

 その部屋のオーナー、パーティホスト

は、出席者の名簿を作成していなかった。

これにより、出席者をトレーシングするこ

とは不可能で、そのうちに COVID-19 感染

者が出た場合、Victoria 中に感染が拡ま

る可能性大。そして Victoria からもっと

広範囲に拡がる。 

 折も折、ちょうどその 24 時間前に BC

州の公共安全相（ Public Safery ）、

Mr.Farnworth が、COVID-19 感染拡大防止

プロトコル違反者に対する懲戒処分を発

表したばかり。 

 これにより、パーティホストは$2,300

の罰金を科された。コンドから「追放」も

言い渡された。一方、パーティの参加者は

一人$230 の罰金。8 月 23 日現在、警察は

パーティ参加者の一人を突き止め、参加者

罰金チケット第一号を切った。 

 

ビックキャットに鉢合わせ  

 8 月 19 日水曜日の午後 10 時半頃、

Saanich は Carman St. にある一件家

（Camosun Collageと Hillside Mall近く）

にクーガーが出現した。 

 そのとき、家のオーナーは裏庭にイエロ

ーカラーの犬を発見、迷い込んだと思い、

犬の後ろから近づいた。すると、「犬」が

振り返り、顔と顔がほとんど鉢合わせ（間

は１ｍ弱）。しかし、それは犬ではなかっ

た。まぎれもなく、ビックキャットのクー

ガーだったのだ。ネコにしては大きすぎる

しなやかな身体つきに、長いシッポ。 
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2020 年 

コロナで夏が 

引きこもり 

 

 オーナーはすぐさま、家

に入り込んで警察に通報

した。5分で警察が到着、

近隣を捜査したが当のク

ーガーは発見できず。 

 だが…。それから 2時間

後、家のオーナーが就寝に

ベッドルームに入り、カー

テンを閉めようとした。す

ると、裏庭に繁みになにや

ら動くものが。そして、そ

れはまぎれもなく 2 時間

前に出現したクーガーだ

った。 
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ん鍋の前面にアクリルカバーを設置する

と発表した（8 月 25 日）。「あくまで衛生

面での取り組みを強化するのが目的。新

型コロナウィルス対策のためだけの措置

ではない」（同社広報担当者）とのこと。

9月上旬から順次実施するが、店舗によっ

ては設置しない場合もあるという。また、

コロナ禍の影響で「在宅」や「おうちご

はん」のニーズが高まったため、冷蔵ケ

ースで販売し、容器のまま電子レンジで

温めるタイプの「味しみおでん」（税別 298

円）を用意した。この商品には大根、玉

子、白滝、ちくわ、厚揚げが入っている

そうだ。日本の味は廃れない。 

豚、670 頭盗まれる→群馬県内で 7月上旬

から 8 月にかけ、少なくとも 7 回にわた

り、飼育されている豚約 670 頭が盗まれ

た（8月 24 日現在）。被害にあったのは前

橋市や太田市、伊勢崎市の養豚場など。

県警によると、主に子豚が狙われていて、

被害総額は約 2 千万円に上る。被害に遭

ったのはいずれもユニット型と呼ばれる

簡易型の豚舎で、人がいない夜間に盗ま

れたとみられる。一方、栃木県では 6 月

から 8月にかけ、子牛が盗まれる被害が 3

件相次いだ。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.57 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

自分の配偶者、相手の配偶者の呼び方  

朝日新聞のメルマガ 

 最近期せずして日本からのメルマガの

特集に、「配偶者の呼び方」というのが特

集されていた。一つは朝日新聞で、歌人

与謝野晶子の例を挙げ、1915 年（大正 4

年）に夫である与謝野鉄幹が衆議院議員

選に立候補した時の記事で、大阪朝日新

聞の取材に対して晶子は鉄幹を「宅」と

呼んだと書かれている。「宅（たく）が立

候補を決心したのは～」とか「宅でも私

でも政治には元より多少興味を持ってゐ

まして～」と言ったと言うのだ。 

 もちろん『宅』とは夫を家と重ねた古

風な呼び方であるため、「自立を志した晶

子ほどの人物のセリフとしては意外だ」

と解説されている。時代が時代であった

とはいえ、確かに彼女が夫に対しこんな

呼び方をしていたことは驚きである。 

 何故なら、彼女と鉄幹はある歌会で知

り合ったのがきっかけで、最初は不倫の

関係であったのだ。師としての尊敬が男

女の関係に進み、鉄幹が創立した機関紙

『明星』に晶子が短歌を次々に発表した

り、また女性の官能を高らかに謳った『み

だれ髪』を刊行するなど、当時としては 

 

 

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→東日本大震災の被災地、

宮城県女川町立女川小学校と中学校が同

居する新校舎が完成し、8月 23 日に授業が

始まったそうだ。東日本大震災から 9年半

近くを経て、校舎一体型の小中一貫校とし

て再出発。被災した校舎の再建としては、

県内で最後から 2番目。新校舎は 4階建て

で、延べ床面積は約 1 万 3000 ㎡。全教室

にエアコンが設置され、屋上プールや二つ

の体育館、武道場、人工芝が敷かれた約 1

万㎡の校庭がある。町には三つの小学校と

二つの中学校があったが、2011 年 3 月の震

災による地震で建物が破損。グラウンドが

仮設住宅の用地になるなど現地での再開

が難しかったため、町は校舎を小中 1校ず

つに集約した。 

南三陸さんさん商店街→8 月 23 日、宮城県

南三陸町の「さんさん商店街」は今月上旬

に来場者が 200 万人に達し、訪れた人に記

念品が贈られた。商店街は 2017 年 3 月に

オープンし、翌年の 8 月には来場者が 100

万人を達成。今年は新型コロナの感染拡大

で来場者が減少したが緊急事態宣言の解

除後は客足も徐々に戻りつつあった。 

30 分先のゲリラ雷雨予測→理化学研究所

などの研究グループはリアルタイムにゲ

リラ豪雨を予測できるシステムの実証実

験を首都圏で始めた。リアルタイムで 30

分先まで予報ができるのは世界で初めて。

 

＜社会ニュース＞ 

86 万ショック→厚生労働省が 8 月 25 日公

表した人口動態統計によると、2020 年上半

期（1-6 月）の出生数は 43 万 709 人と、前

年同期比で 8824 人減少。上半期でみると、

2000 年以降では最も少ないという。19 年

の出生数は86万 5234人と過去最少を更新

したが、同省担当者は「さらに減少する可

能性がある」と話す。政府が 7 月 31 日に

閣議決定した 20 年版少子化社会対策白書

では「『86 万ショック』とも呼ぶべき状況」

と警鐘を鳴らしている。 

多く、強く、遅く→日本の太平洋側に接近

する台風が過去 40 年で増加しており、東

京では1シーズンあたり1.2個増えていた

と、気象庁気象研究所が分析結果を発表（8

月 25 日）。接近する台風はより強くなった

上、移動速度は遅くなっていたという。 

海水浴場に出没したマグロ→8 月 22 日、青

森県八戸市の白浜海水浴場でマグロの出

没が確認された。発見者男性が Twitter に

「白浜海岸にマグロいた！」と、動画を投

稿。動画は 150 万回以上再生された。漁業

関係者も首をかしげるマグロの出現、猛暑

でマグロの生態系に変化が起こっている

のか？と理由がわからない。 

おでんのシールド→セブン‐イレブン・ジ

ャパンは、レジカウンターで展開するおで

ずば抜けて飛んでいる女であった。また鉄

幹と結婚してからは、12 人もの子供を産み

ながらも、女流詩人として大活躍したが、

その人気に反比例して鉄幹の作品は売れな

くなり、家計を切り盛りしたのはもっぱら

晶子で、孤軍奮闘しながら生活を支えたの

である。 

 続けて同メルマガは、「言葉は時代や社会

状況によって変わってゆくものである」と

し、「バブル景気に沸いた頃は、記事本文で

は「主婦」「妻」であるのに、見出しでは「奥

さん」と書き、分かりやすさや親しみやす

さを狙った表現が用いられている。既婚女

性に対する画一的なイメージが伺えるが、

今はこうした見出しは殆ど見られない」と

解説している。そして 17 年改正の社内にお

ける記事用語のマニュアルとしては、「夫、

つれあい、パートナー」などを例示してい

るとか。 

HUFFPOST のメルマガ 

 もう一つ夫の呼び方に言及したメルマガ

は、常に先端的な社会現象に焦点をあてる

媒体の HUFFPOST で、「『主人』という言葉を

使いたくない。けど、会話相手の配偶者を

どう呼べば・・・『呼称』に右往左往した私

の記録」という記事であった。 

 これを書いた女性記者は、インタビュー

の相手が既婚者の場合、その「夫」にあた

る人をどの様に呼んだらいいか迷い、読者

からのアンケートを募集しているのである。

 彼女は色々と思考錯誤し、自分の気持ち

にピッタリの呼び方を考えあぐねた結果

「お連れ合い」を使っているそうだ。しか

しまれに一瞬相手に意味が通じず、「会話の

流れが途切れることがある」と言う。そこ

で HUFFPOST の読者に「皆さんのお知恵をお

寄せいただきたい」と。 

 筆者にはこんな状況が手に取るように分

かるのである。「ご主人」という言い方は極

力避けたい私も「お連れ合い」を使うと、

相手によってはキョトンとされてしまうこ

とがあるのだ。また名前を知っていれば、

「一郎さん」「昭さん」と言った具合に言う

のも可能だが、これも英語圏と違ってお連

れ合いの男性名を使う習慣が、まだしっく

りと日本社会に溶け込んではいないのを感

じる。 

 日本語は細やかで相手の気持ちを思いや

る言い方が多いのは嬉しい。だが一方話し

手との距離、年齢、立ち位置の違いなどが

微妙に絡み、言葉使いに神経を使わなけれ

ばならないこともまた多いのである。 

 ああ、Husband、Wife で済む英語の何と

簡単なことか！ 
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★ こんなの見つけました ★ 

マスク 

 COVID-19 感染拡大防止につき、「マスク

着用」が政府からも叫ばれるようになっ

た。当初は、「感染していない限りマスク

はするな」など、WHO からもそんなお触書

が出て、日本人のお得意マスク着用も、こ

の地では少々躊躇する、という具合。そん

なこんなの紆余曲折を経て、今「マスク着

用」が義務化されようとしている（5歳以

下は無用）。床屋も Walmart もマスクはマ

スト（must）となり、マスクは必須のもの

となりつつある。 

 この現況下、今回は使い捨てマスク「不

織布マスク」に焦点を当てる。毎日の着用

が強いられるなか、マスクを毎日使い捨

て、というのは物資供給の点でどうも気に

かかる。マスクはタダではない。洗って 2

回、3回と使うのはケチすぎか？とは多く

の人が思うところらしく、案外大勢がこま

めに洗濯して再着用していることがわか

った。（参考：kufuar.jp） 

 以下はマスク再着用のための対策。 

（一般からの声） 

□外から戻ったら、すぐに石けんで手と 

マスクを一緒に洗う 

□手洗いして 3回くらい使う 

□洗濯ネットに入れて、洗濯機で洗う 

□除菌スプレーをして乾かして使う 

□エタノールで消毒して 2 回まで使う

（が、アルコール臭がするなど、使い心地

が悪くなるという声もあり） 

□そのまま干す、ぶら下げた状態で保管 

□使ったマスクは陰干しして 2～3回使う 

□洗うのではなく、消毒のために熱湯にし

ばらくつけてから天日干し 

□使ったマスクはティッシュペーパーで

しっかりはさんで、上からアイロンをかけ

てまた使う 

□使い捨てマスクにカバーをかけて使い、

カバーは洗うが、マスクはそのまま耳のゴ

ムが伸びるまで使い続ける 

 以上、人の意見を聞くと、みんなそれな

りに節約しつつ感染防止に努めているの

がよくわかる。マスクがなかなか手に入ら

ない時期があったからこその、 

マスクのための努力と知恵。 

ただ、気にかかるのは、 

マスクに、除菌スプレ 

ー、そしてアルコール 

消毒、というところ。 

これにては、直にケミ 

カルを吸い込むことに 

なるため、お勧めの安 

全マスク維持対策とは 

いえない。また、肌荒 

れ悪化の原因ともなり 

かねないのでご注意を。 

 
Cooking for the Lazy: 

コメコのういろう  

 聞きなれない「ういろう」、粉を使った

蒸し菓子である。漢字は「外郎」、歴史あ

り、風情ありと実に日本的なお茶のお供。

フィリピン菓子にも、米粉を使ったプトゥ

という蒸し菓子がある。これは水でなくコ

コナッツミルクを使う。 

 いずれにせよ、米粉を使いもちもち食

感。米粉は小麦粉に比べると油の吸収率が

低くさっぱりとしてヘルシー。またグルテ

ンフリーでアレルギー症の人にも安心な

食品。今一度生活に取り入れてみよう。 

〔材料：約 8 人分〕米粉(rice flour、1C)、

抹茶(小さじ 2)、砂糖(1/2C)、水(220ml)、

あずき（粒あん,缶,1C）、オイル少々 

1. ボールにあずきとオイル以外の材料

を入れてなめらかになるまで混ぜる． 

2. 1 にラップをして冷蔵庫に一晩おく

（一層なめらかになる）．一晩おかな

い場合は、最低 3時間おく． 

3. 耐熱の四角い容器、またはプリン型の

内部にオイルを塗る. 

4. 2 を冷蔵庫からだし、再度混ぜて全体

を均等にしてから 3の容器に静かに流

し入れる． 

5. 湯気の上がった蒸し器で 15-20 分蒸

す．途中、下の方から固まってきたと

ころで、あずきを表面に、すこし液に

埋もれるように飾る． 

（注）蒸すときは表面に布巾をかけておく

と、ういろうの表面に水滴が落ちにくい。 

ためになる名言 

  山本 寛斎のことば 

デザイナー 

私のやっていることは全部、人に楽しんで

もらう、喜んでもらう。それが目標です。 

私は、自分のやっていることの本質は何

と思ってるかといいますと、前例のない

ことをやって、人を猛烈に喜ばせる、そ

の笑顔を見るのが私の最大の喜びにな

る。これです。 

今はほとんどの若者が、大声を出すこと

も全力で走ることも知らずに生きていま

す。社会や学校が「あれするな、これす

るな」と育てるから。 

日本人は「水に流す」とか「竹を割った

ような性格」という諦めの美学がありま

すが、インドの人たちにしたらそんなの

駄目オトコの考え方です。彼らは「水に

なんか流してどうすんだ。もっとしつこ

く粘れ！」っていう教育をされているん

です。それが正しいオトコの生き方なん

です。 

人生 1回。無理して嫌なことなんてやる

必要はない。 

「服なんかなんでもいい」派は考え直し

て欲しい。装うことで自分を気遣う精神

が大切なのだ。 

（参考：wikipedia） 

〔やまもとかんさい、本名の読み：やまも

と のぶよし：1944-2020年、神奈川県生。

日本のファッションデザイナーのイベン

トプロデューサー。寛斎スーパースタジオ

会長。1971年に、日本人として初めて、世

界各地の主要都市に「ブティック寛斎」を

出店しファッションデザイナーとしての

地位を確立。幼少期に両親が離婚、3 人兄

弟で父方に引き取られ高知県に移るも、父

親の育児放棄により児童相談所に収容さ

れたこともある。父が洋服縫製業を始め、

寛斎も縫製の手伝いでミシンを踏むよう

になり、のちにお針子を目指す。2020 年 3

月31日、急性骨髄性白血病との診断を受け

治療中であることを公表。7月21日死去。〕 
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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 9 月 1 日まで延長 

★体調が悪いと感じたら★ 

まずは、セルフテスト、ガイドライン８１１ 

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２６日現在、5.246,341 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１２６，４１７人（死者：９，０９４人） 

ケベック州：61,945、オンタリオ州：41,696、 

アルバータ州：13,210、ＢＣ州：5,304、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 

【歩くイベント、Victoria】 

☀ 8月 30 日(日)、12:30-3:30pm、ドロップイ

ン：Sooke Potholes Regional Park にて、セル

フ・ウォーク（Self-guided Walk）、「クマの気

持ち」．もし、アナタがクマならサバイバルに何

を必要とするか、がテーマ．木の囲いをつたい

自然の森トレイルを歩く．Parking lot #3 近く

のトレイルヘッドからスタート． 

☀ 9 月 6 日(日)、12:30-3:30pm、ドロップイン：

Beaver Lake Regional Park にて、セルフ・ウォ

ーク、「ネィティブプランツ」．ローカルで発見、

この地に生きて知らなかったものを知る自然界

冒険のウォーク．スタート地点は、Filter Beds 

Parking lot、BC Transit（#70,#72,#78）近く． 
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 コンドミアム 

は、昨年 7月の 

$520,900 に対 

し、今年７月は 

$529,900、1.7% 

の値上がりとな 

り、今年 6月の 

数値$525,600 に比べても 0.8％値上がり

しています。それでも、プリセールの売り

残っている物件等も多々あり、戸建てのよ

うな激しい獲得競争は見られないことか

ら、比較的に購入しやすい状況となってい

ます。レンターの保護から、レントを抑え

る方向で、レントの値上げ等の条件が段々

厳しくなっているため、比較的値の高いコ

ンドミニアムを購入しても、見返りが少な

いことから、投資家にとっても、コンドミ

ニアムはあまり魅力のないものになって

きているのかもしれません。もしくは、転

売をし、利食いをできる時にしておきたい

というインベスターもいることでしょう。

コンドミニアムは比較的に物件も多く一

戸建てのように圧倒的な売り手市場でな

いことから、買いやすい状況にあります。

 一生住むところを探すという日本的な

考えでいくと、セービングできる以上の単

位で不動産が値上がってしまうことも

多々あります。ファーストタイムバイヤー

の皆さんは、とりあえず、何かを保有し、

市場に入って行くことが肝心です。マーケ

ットが上がれば、自ずと自分の保有してい

る不動産の価格も連動して上がります。皆

さん、買える時に買えるものを買っておき

ましょう。 

 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、2020/08/16）  

☛9 月 5(土)-7(月)日、8am-6pm：Saanich 

Fairgrounds に て 、 Saanich Fair 2020 ．

Vancounver 島が誇る、恒例の Saanich 農業祭、

COVID-19 に屈せず．第 152 回農業展示会はオ

ンライン（メディアツール）にて開催．他、

教育的&エンタテーメントアクティヴィティ、

ファーマーズマーケットはソーシャルディス

タンシングの規則のもと当地にて楽しめる．

詳細は、Saanichfair.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１２） 

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。 

 7 月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。多忙な今日この頃を反映

するような数値でした。979 件もの物件が

売買されましたが、この数字は昨年 7月と

比べるとほぼ 40％の増加です。今年 6 月

と比べても約 20％増となりました。今年

に入ってやや弱ぶんでいたコンドミニア

ムも堅調に増え、昨年の 7 月と比べても

10％の増加となりました。コロナのため、

コンドミニアムより一戸建てが安心とい

うことからでしょうか、先月に続き何と言

っても戸建てに人気が集中した月でした。

昨年 7 月に比べても 60％もの大幅な伸び

となりました。 

 コロナもフェーズ３に入り、事実上禁止

であったオープンハウスも再開してよい

状況になり、数か月遅れで春の市場がやっ

てきたという感じです。通常夏休みに入る

と全体的にスローダウンしてきますが、先

月も圧倒的に在庫不足の状況でした。場所

のよい一戸建て物件は、十件もの複数のオ

ファーが一気にはいり、セリ状態となり、

そのため、モーゲージ、インスペクション

といった要のバイヤー側の条件を無しに、

バイヤーがほぼ無条件でのオファーを入

れる状況も多々見られました。 

 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 7 月の

$$861,100 に対し、先月は$910,400 と約

6%もの大幅値上がりとなっています。戸建

ての平均は１M、中央値は 910K という状況

です。コロナのため、そこまで外国勢は入

ってきていない状態にもかかわらず、この

状態です。 

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】天井の電気がプッツン

し、イヤだなーと思っても電球を替えないこと

にはどうしようもなく、です．さっさと電球を

替えればいいことではありますが、なんせ天井

が高く、イスの上に乗ってカバーのネジを外し

てとするには危険すぎてハシゴが要るのです．

落っこちらたら大変でヘルメットも必要なくら

い厳重警戒、祈りを捧げて、イザ出陣で、電球

を替えます．ま、やればやったでカバーのなか

に溜まっていた、虫のハネなどとキレイにでき

てスッキリしました．いやー、ゴミまで溜めて

いたとはお恥ずかしい話でした．さて、電気も

ついて気分も部屋もパッとし、ありがたい電気

と電球でございます． 

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 
●卵を買うとき、賞味期限が向こう１ヶ

月以上はあることを確かめる。しかし、

27 日など 31 日未満のパッケージしかな

くガックリするときも多い。先日（8 月

22 日）も卵を買おうと 1ヶ月以上向こう

先の 9月 25 日くらいがあればいいな、と

思いきや、なんと 10 月 3日。今 8月なの

で 10 月は想像もできないがうれしやう

れし。そして米大統領選目前、対決ヒー

トのときでもあろうか。（玉子） 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

【お知らせ】再開しました 

✧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. 

【気
に
な
る
漢
字
】 

気
宇
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う
そ
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だ
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味
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、
心
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気
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