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ャップされていない皮下注射針数本を含

む合計 40 本が発見され、Victoria 警察は

民間に注意を呼び掛けている。 

 同日午前 11 時ごろ、市職員が Dallas 

Rd.と Cook St.の角にある公共トイレのガ

ベージ缶に使用済の皮下注射針を 40 本も

発見したと警察に通報した。通報者は、こ

れらの注射針は悪意のある捨て方だと指

摘し、民間への危険を懸念している。キャ

ップが故意に外されていたり、ガベージ缶

の外に放り出された形で捨てられている

注射針もあった。市職員はこれらの注射針

を密閉容器に入れるなどして適切に処理

し廃棄した。 

 皮下注射針を発見したら、Public works 

department（250-361-0400）に通報のこと。

 

ハスキードッグとナイフと男 

 9 月 5日土曜日の午後 6時ごろ、ダウン

タ ウ ン は Victoria 市 役 所 が あ る

Centennial Square で男性が二人組に襲わ

れナイフで刺された。 

 そのとき、Victoria 警察の警官が市内

を巡回中だった。そこへ男性が近づき「刺

された」と訴えた。すぐに病院に運ばれた

が命に別状はない模様。 

 被害者男性によると、口論が高じて刺さ

れた、とのこと。加害者の一人は白人で腰

にナイフ、ハスキードックを連れていた。

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 
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Greater Victoria ４６  

 46 とは何の数字か。それは今年 1月から

7月まで 7ヶ月間の Greater Victoria 地域

に お け る COVID-19 感 染 者 数 で あ る

（BCCDC:B.C.Centre for Disease Controlに

よるまとめ）。Vancouver 島全域では 173 人。

 内訳は Victoria 中心部で 29人、Western

コミュニティで 6 人、そして Saanich 

Peninsula で 11 人、合計 46 人。 

 この島全体で 173 人も感染しているが、

多くは島の北部に集中しているそうだ。 

 7 月末時点で、154 人が回復、14 人がア

クティブとなっている。感染者数マップの

サイトは次のとおり。 

bccdc.ca/health-info/diseases-conditi

ons/covid-19/data 

 

追いつけ、ICBC 

 運転免許取得のICBC（Insurance Corp. of 

B.C.）路上テストがこのコロナ禍で停滞し 

 

ているそうだ。車内に検査官とドライバー

2 人という密閉状態となるため事はなか

なか進まない。現在 BC 州内で 80,000 人も

の Learner が路上テストを待つ。 

 フェイズ２に入った 7 月初めより路上

テストは開始されたが、一日に 7人制限。

また、コロナウィルス拡大防止緊急宣言が

出された 3 月 17 日以降に路上テストのキ

ャンセルを強いられた Learner 優先であ

るため路上テストは新申請者にはなかな

かまわってこないというのが現状。 

 そこで、ICBC は次の策に出た。検査官

を増やし、一日の路上テスト数を増やす、

というもの。これにて月にテスト数は

2000 件増えるという。 

 Learner パーミットの期限が間近に切

れる、または学校や仕事が 9 月に始まり時

間がないと焦るLeanrnerはこのVictoria

エリアを超えて、路上テストが混んでいな

い BC 州内のローカルコミュニティにあ

る、はるか遠くの ICBC オフィスまで路上

テストを受けに行った。 

 Learner パーミットが切れてしまった

人は、オンラインで更新のアポイントメン

トを取れる。路上テストに入る前に再度ペ

ーパーテストを受けることとなる。この場

合、それらの料金は無料（waived）。 

 

スマホ片手運転、詐欺に遭遇中か  

 スマホ片手に運転中の男性が警察に見

つかった。電話相手は今流行りの CRA（カ

ナダ国税庁）スタッフのなりすましとみら

れるが、男性のいいわけかもしれない。結

果的に「distracted driving」（不注意運

転）として男性は罰金を科された模様。 

 それは8月28日金曜日午後12時半のこ

と。ところはダウンタウン Blanshard と

Yates の交差点。Victoria 警察のオフィサ

ーはセンターラインに沿い左折点滅ライ

トで停止しているドライバーがスマート

フォンを耳に当てて通話中であるのを目

撃した。オフィサーはすぐさまドライバー

に近づき、車を路肩に停めさせ違反チケッ

トを切った。ドライバーは CRA と通話中で

滞納を責められていると言った。しかし、

そこは警察、最近顕著な CRA 詐欺を熟知し

ていたため、「それは詐欺」とドライバー

を救うこととなった。 

 詐欺といえども、天下の「CRA」と通話

中ということでドライバーは違反を免れ

るかも、と期待したに違いない。しかし、

オフィサーは容赦なく、罰金を科し、車も

押収した模様。車が押収されたワケは、車

に保険がかけられていなかったため。とな

ると、このドライバーは案外「誠実」では

なく、CRA 詐欺をネタにウソをついたのか

もしれない。真の CRA は決して電話で「滞

納」責任を通告しない。 

 

40 本の注射針  

 9 月 5 日土曜日、Beacon Hill Park でキ
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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】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. 

３候補 

トランプレベル 

にほど遠く 

至って平和な 

日本の政治 
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の高水準になったことが、内閣府の推計

で明らかになった（9月 4日）。昨年 10 月

の消費税率 10％への引き上げに加え、新

型コロナウィルス感染症による不況に身

構えた消費者が財布のひもを締め、上昇

につながったとみられる。 

日本の子どもの幸福度、最低水準→国連

児童基金（ユニセフ）は、先進・新興国

38 ヵ国に住む子どもの幸福度を調査した

報告書を公表（9 月 3 日）、日本の子ども

は生活満足度の低さ、自殺率の高さから

「精神的な幸福度」が 37 位と最低レベル

だった。「身体的健康」では 1位で、経済

的にも比較的恵まれていたが、学校のい

じめや家庭内の不和などを理由に幸福を

感じていない実態が明らかになった。 

9 月でも 40℃を観測→2020 年 9 月 3 日、

新潟県三条市で 12 時 58 分に 40.0℃を観

測。9 月としては日本で初めての 40℃を

記録した。2000 年 9 月 2 日に埼玉県熊谷

市で記録した 9 月歴代最高の 39.7℃を上

回った。3日は台風 9号に向かって吹き込

む風がフェーン現象を引き起こし、北陸

など日本海側で記録的な暑さ。 

 

 

 

 

 

エア・フライヤー 

         By ヨシダ 

 キッチン家電のエア・フライヤー。これ

以上キッチン家電は増やさないと誓った

のに、買ってしまった。というのも、それ

なりの「能率・効率」の良さに感服してし

まったからである。一に便利、二に安全、

そして続くはヘルシーときた。 

 このエア・フライヤーの話に入る前に、

自分なりのキッチン家電歴を振り返って

みよう。今、必須のものは、なんといって

も電子レンジである。これなくしては生活

が成り立たないというほどに依存してい

る。今のPanasonic は、10 年もの。それま

でに使っていたSanyoが調理始めで故障し

た。Start ボタンを押しても機能しなくな

ったのだ。これは一大事！とばかり、即座

に London Drugs へ突進、日本メーカーの

電子レンジを見つける否やもう家に帰っ

てレンジでチンの早業である。というほど

に電子レンジに頼りきっている。 

 この電子レンジの他は、電気ケトル、縦

型トースター、フードプロセッサー、ミキ

サー、泡だて器などが必需品である。おっ

と、決して忘れてはいけない、電気釜、

Panasonic の炊飯器。お恥ずかしながらお

ナベでお米を炊けない世代、これがなけれ

ばご飯が食べられない。ということで、

電子レンジの前の不可欠家電である。 

 ほか、たこ焼き器もあるが、買ったまま

箱に入ったまま 10 年も棚に眠る始末。果

たして出番はあるのだろうか。そういえ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

迫る猛威→9 月 6 日現在、台風 10 号の接近

に、熊本県内の沿岸部で警戒が強まってい

る。過去に高潮被害を受けた地区では、住

民は不安を募らせ備えに余念がない。魚の

養殖業者は対応に追われ、天草の離島では

高齢者らを守るため避難準備を整えた。松

合新港の一角には、7 月の熊本豪雨で漂着

した流木が小山のように積まれ、強風によ

る飛散を防ぐネットが張られた。近くの漁

師（男性,73）は豪雨後、漂流する流木や

ゴミのため出漁できていない。「台風で海

底の流木が巻き上げられると漁の再開が

遠のかないか」と気をもむ。 

熊本豪雨から２ヶ月→65 人が犠牲となり、

2 人が行方不明となっている熊本豪雨は 9

月 4日で発生から 2ヶ月が経過。避難所に

身を寄せている被災者（9月 2日時点）は、

人吉市など 7 市町村 36 ヵ所で 542 世帯

1004 人となり、1ヶ月前に比べ 404 人減少

した。住宅被害は調査が進み、全壊と半壊

が計 4663 棟と 1 ヶ月前の 7 倍強に達し、

甚大な被害状況が浮き彫りになった。 

通電火災→台風や豪雨による停電からの

復旧後、テレビや照明器具といった電気機

器からの漏電が原因で「通電火災」が起き

ることがあり、総務省消防庁が注意を呼び

掛けている。昨年の台風 15 号による千葉

県の広域停電の際も、通電火災とみられる

火災が数件起きた。各地の消防は「電気が

復旧しても、漏電が疑われる機器は使わな

いで」と訴える。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本と豚熱→9 月 3 日、日本は、家畜伝染

病「豚熱（CSF:クラシカル・スワイン・フ

ィーバー）」について、感染が確認されて

いない国を指す「清浄国」の国際認定を

2007 年以来 13 年ぶりに失った。18 年に岐

阜市で発生後、2 年間の猶予期間中、豚熱

を封じ込められず、ワクチンを使用したた

め「非清浄国」に転落。日本産豚肉が敬遠

され、新たな輸出先開拓を目指す国内農家

には痛手となる。豚熱は、以前「豚コレラ

（とんコレラ）」という病名だった。 

産み控え→新型コロナウィルスの流行で、

妊娠中の感染リスクや収入減などによる

産み控えが広がっているとの指摘を受け、

厚生労働省が緊急調査を始めた。全市区町

村の妊娠数の推移を確認する。少子化が加

速する恐れもあるため、実態把握が必要と

判断した模様。民間企業が 6月にまとめた

調査では、次の妊娠を希望していた母親の

3 割が、感染拡大により妊娠の断念や延期

を決めていた。理由には、経済的な不安や

胎児への影響などが挙がった。 

家庭の貯蓄率、高水準→家計の所得のうち

消費されず蓄えに回る割合を示す貯蓄率

が、2020 年 1-3 月期に 8.0%と約 19 年ぶり

 

ば、餅つき器も日本から持ち帰った。これに

てはここ 10 年で数回しか使っていない。お

餅でなくてもパンの生地もこねられるので、

使う回数は少ないにしても結構便利である。

 逆に、これは買わないぞ、と決めているも

のがある。鉄板プレート、電気コンロ、ジュ

ーサー、コーヒーメーカーなどである。プレ

ートやコンロでの調理は上部にファンがな

いため湯気や煙が天井に立ち込める。となる

と、天井がふやけたり煙で黒くなる。コーヒ

ーメーカーにおいては、メーカーで作ったも

のは酸化して酸っぱくなりやすい。フィルタ

ーかフレンチプレスで作るコーヒーが自分

にとっては最高である。 

 とまぁ、各家電、各事情がある。自分にと

って便利と思えるものを選べばいい。しか

し、それで失敗したことがある。それが、今

回のエア・フライヤー購入に至ったわけでも

ある。 

 カナダに来て以来、トンカツが、てんぷら

が、唐揚げが食べたいと思う人は少なからず

いるはず。しかし、「揚げる」ことで沢山の

油を使うため、部屋が匂うのはもちろんのこ

のこと、クロゼットの服まで油臭くなる。ま

た、部屋がなんとなく油ぎってベトベトした

感じがつきまとう。そこに、ずっと前にディ

ープ・フライヤーという家電を見つけたとき

は狂喜した。炊飯器に似た形で、内釜に油を

なみなみと入れ、フタを閉じて揚げ物をし、

フタを開ければコンガリとキツネ色のトン

カツがでてくる、はずだった。が、実際はベ

トベト。肉にもきちんと火が通っているのか

さえもわからない。しかし、これ以上揚げ続

けると器体が爆発しそうなのである。そもそ

も、このフライヤーは専らフレンチフライの

ためのものであるようだ。だから、トンカツ

には向いていない。あぁ、残念。さらに悪い

ことに、このフライヤーは一層部屋を油臭く

してくれたのだ。 

 以来、揚げ物は仕方なく深いフライパンで

揚げていた。そこへ「エア・フライヤー」（日

本語では『ノンフライ』らしい）を見聞きす

るようになり気になった。先日はニュースで

「エア・フライヤーが売れている」とのこと

でその良さが放送された。油に入れなくても

揚げられる。大量の油を使わないため健康

的、と「大量の油」を嫌っていたものには飛

びつきたい家電である。というわけで飛びつ

いてしまったのである。 

 購入一番、一度やってみたかったYam のフ

ライを作ってみた。フタを開けてびっくり、

うわっ、キツネ色に少し焦げ目でクリスピ

ィ。今回は実に的を得た家電ゲット、今後の

食生活が楽しくなる。 



Victoria Kenbunroku  全第６０９報 September 7, 2020  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

コロナの、グッドサイド 

 COVID-19 という新型コロナウィルスに

怯えて生きる毎日。２ｍのソーシャルディ

スタンス、マスク着用、手洗い、ハンドル

の消毒、集団密着禁止といろいろな制限が

あるが、パンデミック勃発からすでに半年

以上が過ぎ、こんな制限にもすっかり慣れ

てしまったという人も多いだろう。こうし

て「New Normal」に馴染んでいくわけでは

あるが、知らず知らずそのストレスに悩ま

されてもいるはず。 

 ともあれ、パンデミック前のような「自

由」をおもってもがくより、今あることの

なかに「良いこと」を見出すと少しは癒さ

れるかもしれない。希望がもてるかもしれ

ない。以下は、Victoria のローカル新聞

TimesColonist のコラムニスト、ジャッ

ク・ノックス氏が述べたパンデミックのグ

ッドサイト、トップ１０（7月 26 日付）。

ぜひ参考にしたい。 

1.Butchart Gardens に行くには最高の年

である（客が少ないため） 

2.我が家の庭が Butchart Gardens になり

うる（ガーデニングの時間が腐るほどあ

る、家庭内大仕事のときである） 

3. 生活がシンプルになった（あちこちに

出かけられないため） 

4.ノーモア、ハグ（いつもハグしたくなか

ったのでちょうどよかった） 

5.トルドー首相の最近のＷＥスキャンダ

ル（公私混同問題）はどうでもよくなった

（別に彼をつつかなくても、このパンデミ

ックでほっといても破壊される） 

6. B.C. Centre for Disease Control 
health によるヘルス情報をマメに読むよ

うになった、健康意識が高くなった（身を

守るためやはり読んでおこう、という気に

なる） 

7.家族と時間を濃密に過ごせる、「家族」

のクオリティが高くなった、家族を大切に

思うようになった（家族単位の孤立が団結

意識を持たせることとなった） 

8.スポーツは動いている、Canucks がスタ

ンレーカップに戻る！地球が癒される 

（隔離状態でも、楽しめるものはいろいろ

ある） 

9. Dr. Bonnie Henry に会えた（ついでに

病院のパーキングがフリーでラッキー） 

10.人が協力的になった、 

親切になった（パンデ 

ミックが人を変えた） 

 以上である。全体的 

に自分の時間が、一人 

の時間が持てたことで、 

これまで見えなかった 

ものがたくさん見えた、 

というのは大きな収穫。 

 
Cooking for the Lazy: 

チキン・コルドン・ブルー 

 Chicken Cordon Bleu。照り焼きに飽き

たらコルドン。ご飯にもよく合う。 

〔材料：約 2 人分〕チキン(胸肉 2枚)、ハ

ム(ボンレス,厚め 2 枚)、スイスチーズ(2

スライス)、ハラペノペッパー(お好みで,

スライス 10 個)、卵（1個）、小麦粉(1/2C)、

パン粉(1/2C)、塩&こしょう、オイル(1C) 

1. 各胸肉の中に切り込みをいれて開く

（例：魚の腹に切り込みをいれて開く

ようにする）． 

2. ラップの上に 1 の胸肉を乗せ、その上

をラップで覆い、こん棒でたたいて平

べったくする．表面のラップを外して

塩&こしょうをする． 

3. 2 に小麦粉少々をまぶす． 

4. 小麦粉をまぶした上にハムをのせ、ハ

ラペノをおき、チーズをのせる． 

5. チキンの端からラップに沿いつつ巻

く（巻き寿司のように）． 

6. 5 の各チキンの四方を密閉するように

整え、全体に小麦粉をまぶし、溶き卵

にくぐらせ、パン粉が入った皿におい

て全体にパン粉をまぶす． 

7. 中華鍋（2枚の揚げ崩れを防ぐのでお

すすめ）に油を熱し（中火）6の 2枚

を静かに底に並べてキツネ色になる

まで揚げる（途中ひっくり返す）． 

ためになる名言 

  エリン・オトゥール氏のことば 

カナダ保守党新党首 

（就任スピーチ冒頭）私はエリン・オト

ゥールです。今後あなたは私についてた

くさん見聞きすることと思います。何よ

りも、今知って頂きたいのは、あなたや

あなたのご家族ために私がここにいる、

ということです。 

自分の利益のために政治をするトルドー

首相（自由党）にカナダを任せられない、

保守党は国民の利益を最優先する。 

今、必要なことはカナダ国民を第一に考

えるリーダーである。カナダ国民のため

に世界に立ち向かうことができるリーダ

ーである。 

私はカナダ国民のために戦いたい。それ

を約束する。 

トルドー首相は、個人的に最も称賛する

国として中国をあげた。私が最も称賛す

る国はカナダである。 

カナダは中国に比べるとその国の面積、

経済はずいぶんと小さい。けれども、コ

ミットメントはジャイアントだ。 

（参考：wikipedia） 

〔Erin Michael O'Toole：1973 年、モン

トリオール生。カナダの政治家、保守党

党首。父はアイルランドから母はイギリ

スからの移民。5 人の子供の長男として

オンタリオ州のボーマンビルとポートペ

リーで育つ。9才のとき、母が死去。1991

年に高校を卒業後、カナダ軍に入隊、キ

ングストンのカナダ王立軍事大学（RMC）

に入学、芸術の学士号取得。1995 年に RMC

を卒業後、カナダ空軍で将校となる。2000

年、Dalhousie 大学のロースクールにて

法学位を取得、弁護士となる。2012 年ハ

ーバー首相時代に政界入り。2020 年 8 月

24 日の投票により、連邦保守党オトゥー

ル新党首誕生。〕 
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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、まだ増加中、COVID Alert をダウンロード 

★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★ 

９月６日現在、5.735,811 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１３１，４９５人（死者：９，１４５人） 

ケベック州：63,292、オンタリオ州：43,003、 

アルバータ州：14,474、ＢＣ州：6,12、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 

【ハーモニー・コーラス・クラブ】 

Harmony Choir Club（ＨＣＣ） 

 9月に入り夏が足早に過ぎ去って行く気配を感じよう

になりましたが、皆さまお変わりなくお過ごしですか。 

 HCC の 9 月の集会を下記のように開催する予定で

す。6 月以来、月一回の割りで野外での集会を開い

て来ましたが、恐らくこれが最後となることでしょう。 

詳細は以下の通りです。 

＊日時：9 月 20 日（金）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 
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制限されているのでしょうか。Victoria

その辺でばったり遭遇を期待していたの

で、ちょっとガックリときました。 

 一方のシャノン、彼女はビバヒルのあと、

数々の作品で主演を果たしたものの、数年

前に乳がんに襲われました。以後、ずっと

闘病しています。多くのがん患者を勇気づけ

たいと彼女は闘病を公に発信しています。 

 さて、そのストーリーです。主人公のマ

ット（ジェイソン）はプロホッケー選手を

引退後スカウトマンとして日々を送って

いました。バツイチながら、視力障害のあ

るティーンの娘を愛情を持って育てつつ、

住宅ローンを抱える身であり、今のスカウ

トマンという不安定な職業に限界を感じ

ていました。そんなとき、いつでもキッカ

ケは思いがけず飛び込んでくるものです。

将来有望なホッケー選手コーリーのドラ

ッグ服用が何者かによる仕業とわかった

とき、依頼した私立探偵アンジーとともに

解決に奔放したとき、これだ！と悟るので

す。探偵こそ、自分がやりたいことだ、と。

そうして、アンジーに雇ってくれと詰め寄

り、探偵試験合格のうえ、雇うということ

になりました。 

☆☆☆☆ 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 19 日(土)、10am-2pm：Sooke Country 

Market、Online．詳細は、 

www.sookecountrymarket.com 

☛9 月 19 日(土)、11am-4:30pm：26 Bastion 

Square にて、Bastion Square Market． 

☛9 月 26 日までの毎土、9am-1pm：Menzies & 

Superior St. の 角 に て 、 James Bay Com. 

Market．詳細は、www.jamesbaymarket.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｐｒｉｖａｔｅ Ｅｙｅｓ 

（プライベート・アイズ） 

2017 年スタート、カナダ Globa 製作 TV

ドラマシリーズ、出演：ジェイソン・プリ

エストリー、シンディ・サムソン、他 

by 見聞録実行員 No.3

 日本でも人気が高かったアメリカはハ

リウッドの青春ドラマ「ビバリーヒルズ青

春白書（Beverly Hills, 90210）」、愛称「ビ

バヒル」で主演を務めたジェイソン・プリ

エストリー主演のカナダ製作、探偵ドラマ

です。刑事ドラマではなく、「探偵」とい

うところ、カナダのお国柄の気楽さ（？）

が多少なりとも出ていて結構楽しめる仕

上がりになっています。 

 舞台はカナダが誇る大都市トロントで

す。ジェイソンは、このビクトリアの対岸、

フェリー乗り場 Tsawwassen 近くのエリア

Ladner 出身です。こうした事情で、この

ドラマにグッと親近感が湧きます。 

 上記で述べた「ビバヒル」は 1990 年代、

海外ドラマムーブメントの火付け役とも

なりました。ブランダン（ジェイソン）と

ブレンダ（シャノン・ドハーティ）の双子

（男女）ティーンという設定は多くあるテ

ィーンドラマのなかでも目新しかったよ

うで、シーズン 10（1990-2000）までも続

いた大ヒットの青春ドラマとなり、多くの

若手俳優を派出しました。 

 とはいえ、このドラマの終焉後、ジェイ

ソンもシャノンも、個人的に最悪な境遇に

見舞われたようです。ジェイソンは、一時

俳優を辞めて、モータースポーツに専念し

レースに出場していたそうです。しかし、

レース中にコースを外れて大事故を起こ

し脊髄損傷など重傷を負うこととなりま

した。長年のリハビリのあと、結局、俳優

業に舞い戻り、あちこちのドラマで脇役を

務めた後、今こうしてトロントの探偵！と

いう大役にたどり着きました。以後、シー

ズンは毎年更新され、今やシーズン 4に至

っています。余談ですが、ジェイソンはこ

のビクトリアによく来るとか。そして

Sooke に別荘をお持ちです。が、今、それ

がセールになっています。コロナ事態もあ

り、「あちこちで過ごす」という贅沢を 

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
 

（活動状況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】ついに 9 月に入ってし

まいました．この夏は結局引きこもりに終わり、

あまりにも何もなさすぎて死ぬまで思い出に残

る夏となります．ホントになにをしたのですっ

け？ただ、黙々と毎日の仕事をこなして日を送

るだけでした．今年は日本行もナシ、その準備

に焦ることもなく、割りにゆったりとした夏で

もありました．話が変わりますが、シカとの遭

遇がかつてなく多く、運転中もあまりのかわい

さにみとれてしまいます．バンビちゃんですね．

人間界はコロナウィルスで緊張のなか、シカが

悠々と街に繰り出しています．感染はカンケー

ねーよとでもいいたげ．この前は親子3匹が悠々

と道路を横断．それにみとれるまま車が列を作

ってずーーっと立ち往生でした．これに文句を

いうドライバーもなく、なんと動物愛護！と一

人感動しているのでした．さて、9月、というま

まにもう 7 日が経とうとしています．2020 年も

3分の 2を過ぎました． 

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 
●アボカドの切り方。ひどい切り方をする

人を嘆く声続出（Youtube）。例えば、半分

に切る、としたら種もそのまま半分に真っ

二つ。また、皮をむく、としたらナイフで

ガタガタに皮を切り落とし最後食べる実

がちょびっとに。熟したアボカドは皮をむ

くにもするりと手でむける。グアカモーレ

が好きなアメリカ人に知らない人がいた

とは絶句。（アボカド巻子） 

 
 

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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