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所を求めて 777 Herald St.にある Hudson 

Place のロビーに移動した。 

 ロビーのスタッフは、女性の跡をついて

きた男をフロントドアを閉めてシャット

アウト。すると男は手に持つハンマーを振

り回した。そしてドアのガラスを打ち砕き

ロビーに入り込んだのである。男はロビー

にいる通報の女性、犬を連れた住民女性、

清掃係の女性の 3 人をハンマーを手に追

い回した。 

 一方、176 ユニットもある Hudson Place

の住民は早朝にアラームがビル内を鳴り

響いたことで、着の身着のままビルの外に

避難した。フロントドア側を避けて、とい

うことでガベージ缶が並ぶ裏側から外に

避難、フロント側の様子、何が起こってい

るかもわからないまま避難解除を待った。

 結果的に、男は警察に逮捕され、まずは

精神病院に送られた。 

 

6 人で誘拐未遂  

 9月 7日月曜日の午後11時頃、Hillside 

Ave. 1300 ブロック付近に建つアパートで

誘拐事件が発生した。男 6人組（カルガリ

ーからの 24-28 歳）が武器所持のもと住民

男性を車で連れ去った。 

 男性は車中で暴行を受けたがなんとか

脱出、通りかかった車に助けを求めて警察

に通報した。6人は後に逮捕された。 

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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 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 
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【お知らせ】10 月 7 日＆17 日は休刊です 

 

スモーキースカイ  

 Victoria のかすむ空、2020 年 9 月半ば

の Victoria はスモーキースカイ。 

 この原因は言うまでもなく、北米ウェス

トコースト沿い、カリフォルニア北部から

オレゴン、ワシントン州を通して発生して

いるワイルドファイアーこと山火事の影

響である。BC 州に空気汚染をもたらしてい

る。汚染レベルは過去最高値となっている

模様。BC州サウスコーストにおいては 9 月

12 日日曜日現在、この状態は 14 日月曜の

午後まで続く見込み。 

 カナダ環境局（Environment Canada）は、

子供や高齢者、また心臓や呼吸器疾患の人

は野外での活動を避けるようにとアドバ

イスする。また、健全なオトナでも通常の

野外活動を控えるようにと警告。 

 9 月 11 日金曜日の時点でエアクォリテ

ィ・ヘルスインデックスは、Victoria、 

 

Saanich、そして West Shore エリアで最高

値の「10+」を記録した。身体に影響を及

ぼしかねない値であるそうだ。この 3エリ

アは他のエリアに比べて 100 倍もヘルス

リスクが高い、ということだ。 

 最悪なのは、今パンデミックの真っ只中

にいる。COVID-19 は呼吸器と関連するた

め、今回の空気汚染は COVID-19 感染症状

を悪化させる可能性大、である。空気に漂

う汚染粒子は非常に小さいためヒトの肺

に容易に到達できるという。鼻水、咳、気

管支炎、喘息、気腫、肺炎、心臓疾患など

を引き起こす。 

 

タネが入った封筒  

 Victoria 警察は「タネが入ったパッケ

ージ（郵便）」について民間に警戒を呼び

掛けている。 

 9 月 4 日金曜日、Esquimalt 在住の女性

がイタリアから不審なパッケージを受け

取った。中身は「（植物の）タネ」のよう

である。こうした不審な「タネ」パッケー

ジの通報がカナダ全国の警察に数多寄せ

られている。 

 連邦オフィシャルはカナダ国民に、その

ようなタネを受け取っても決して植えな

いよう、廃棄するよう、と警告。そのタネ

はもしかして環境を破壊する可能性あり、

とみている。不審な「タネ」について

Canadian Food Inspection Agency

（519-691-1306 or 1-800-442-2342）にコ

ンタクトのこと。 

 

警官に罰金チケット  

 去る 7月 8 日の午前 8時ごろ、勤務中の

Victoria 警 察 の 警 官 が Douglas と

Johnson の交差点を信号無視、民間の車と

衝突した。この件で、当の警官はこのほど

「信号無視」で違反の罰金チケット$167

なりを課せられた模様。 

 そのとき警官は、サイレンを鳴らしてい

なくても勤務中であったことから処分は

サスペンドとなっていた。 

 しかし、ダッシュカム（ドライブレコー

ダー）から警官の不注意が露わとなった。

なお、民間のドライバーにも警官にも衝突

で怪我はなかった。 

 

スケアリーモーニング 

 9 月 10 日木曜日の朝、Victoria はダウ

ンタウンの Herald St.700 ブロック付近

で、ハンマーを持った男がビルのフロント

ガラスを割って侵入し、女性 3人を追いか

けるというホラー映画さながらの事件が

発生した。ホラーは通常「夜」が舞台であ

るが、これには早朝の 7時であった。 

 そのとき、警察は「だれかが俺を殺そう

としていると喚く、妄想気味の男がいる」

との通報を民間女性から受けた。通報後、

男は一層精神不安定になったのか恐ろし

い形相に。それに怖じけた女性は安全な場

 

めて 777 Herald St.にある Hudson Place
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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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文部科学省の調査で分かった（9月15日）。

新型コロナウィルスの感染リスクを考慮

したもので、「すべて対面」としたのは 2

割弱にとどまった。 

内定取り消し、昨年の 5 倍→厚生労働省

は、2020 年春卒業の大学生や高校生への

採用内定取り消しが、8 月末時点で 76 事

業所、174 人だったと発表（9月 15 日）。

19 年春卒を対象とした調査の約 5 倍で、

新型コロナウィルス感染症拡大が大きく

影響。入社時期が遅れたり、自宅待機に

なった学生も 1210 人いた。全国のハロー

ワークを通じて集計した。内定取り消し

は解雇に相当するため、客観的で合理的

な理由がない場合は無効となる。 

レタス潤沢で急落→レタスの価格が急落

しているそうだ。9月上旬の日農平均価格

は 1 ㌔が 107 円と平年（過去 5 年平均）

の 37%安となった。9月以降の降雨で干ば

つが解消し、高温も続いて生育が急進し

た。現在は夜温が下がり、下旬にかけて

は入荷ペースが落ち着く見通し。 

やらせレビュー→通販サイト・アマゾン

のレビュー欄に低評価の投稿をさせて競

合他社の信用を傷つけたとして、福岡市

の会社役員の男性（26）が信用毀損（き

そん）罪で罰金刑を受けた。低評価が続

き商品の売り上げが落ち込むなか、被害

者の社長（健康食品）は執念の追跡で投

稿者を割り出した。 

100 歳以上 8万人超え→厚生労働省は、全

国の 100 歳以上の高齢者が 8 万 450 人に

上り、初めて 8万人を超えたと発表（9月

15 日）。9月 21 日の「敬老の日」を控え、

住民基本台帳に基づく集計で、昨年より

9176人多く、50年連続で過去最多を更新。

女性が 7万 975 人（88．2％）を占めた。 

 

 

 

 

 

パーティ狂  

         By ヨシダ 

 このビクトリアのダウンタウン、Fort 

St.沿いに割に目立つ「Mozaic」と描かれ

た壁のあるモダンなビル。住民が住むコ

ンドミニアムであるそうで6階まである。

その一室に、8 月 23 日、50 人近くがパー

ティ大集合とあって街でネットで大変な

騒ぎになった。コンドの住民がそのパー

ティ騒ぎにたまりかねて警察に通報、警

察が現場に駆け付けるとワンベッドルー

ムに人がひしめいていたそうだ。あまり

の熱気に湿気、それが凝縮して窓から滴

が落ちていた。参加者は全員 20 才前後。

コロナ禍での自粛がついに爆発、フィー

バー！といったところであろうか。  

 警察は、そのときパーティ主催者に厳

重注意をしてパーティを解散させた。し

かし、翌日には再度パーティが催され、 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

文化財の被害、18 億円→熊本県は 7月の豪

雨による県内の指定文化財の被害額が概

算で約 18 億 4 千万円に上ることを明らか

にした（9 月 15 日）。主な被害額は、土砂

の崩落などが確認された国史跡の人吉城

跡（人吉市）が、人吉城歴史館を含めて約

7億 5500 万円。床上浸水した国登録有形文

化財の芳野旅館（同市）が 3億 1700 万円、

人吉旅館（同市）が 2 億 6200 万円。社殿

群が床上浸水した国宝青井阿蘇神社（同

市）は 1800 万円だった。 

イワシ入荷急減→瀬戸内の夏の味覚を代

表する広島産小イワシ（カタクチイワシ）

の水揚げが今夏に急減したことが分かっ

た（9 月 15 日）。広島市中央卸売市場の入

荷は近年の半分以下となる 86 ㌧余りで、

2005 年以降で最低だった。梅雨時の長雨で

大量の真水が広島湾へ流れ込み、衰弱死が

多かったとみられる。西日本豪雨があった

18 年に続き、大雨が影響を及ぼした。 

消えゆく震災遺構→東日本大震災から9年

半が経ち、震災遺構がまた一つ、消えよう

としているそうだ。それは観光船「はまゆ

り」が屋根の上に打ち上げられた岩手県大

槌町の民宿。町は当初、撤去された観光船

のレプリカを作り、民宿と共に残そうと寄

付を募っていたが、解体へと方針を変え

た。「はまゆり」は津波のすさまじさを示

す象徴として世界中に報道されたが、2 ヵ

月後に所有者の同県釜石市が「危険」とし

て撤去、解体。このため地元住民や県外の

芸術家らが復元運動を始め、民宿の所有者

も賛同。町もこれに同調する形で翌 12 年

レプリカでの復元や民宿周辺を整備する

ため、資金を寄付で募る基金条例を制定し

ていた。 

救助犬、じゃがいも→災害救助犬の試験に

何度落ちても挑戦を続け、11 回目にようや

く合格を果たした被災地生まれの雑種犬

「じゃがいも」（雄、9歳）の奮闘の軌跡が、

絵本になったそうだ。執筆は、飼育する岐

阜市の NPO 法人「日本動物介護センター」

の理事長（69）。「子どもたちに諦めないこ

との大切さを感じてほしい」と期待する。

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ関連破たん→9月15日17時時点で、

「新型コロナ」関連の経営破たん（負債

1000 万円以上）が 6件判明。2月からの累

計は、全国で 484 件（倒産 431 件、弁護士

一任・準備中 53 件）に達した。月別では、

6 月に単月最多の 103 件発生。その後、7

月は 80 件、8 月は 67 件と前月を下回って

きたが、9月は 15 日までに 43 件が発生し、

再び増勢を強めている。 

大学 8割がオンライン併用→全国の大学・

短大の 8割が、秋からの後期授業を対面と

オンライン併用で行う意向であることが、

 

住民がまたもや激怒、警察を呼ぶこととな

った。 

 パーティの主催者は 21 才のネイト君。コ

ンド住民から、ビクトリア市民から、ネッ

ト民から懲りないバーティ狂とその身勝手

さを責めに責められ、コンドの一室で反省

して小さくなっていると思いきや、CHEK ニ

ュースのインタビューに、平然と顔を出し

た。そして驚いたことに、自分の正当性を

どうどうと訴えているのだ。パーティを主

催したが、入り口には手の消毒液を設置し

た。さすがに２ｍ間隔は狭い部屋で無理だ

ったので参加者はマスク着用をした。全員

ではないけれど 80%はしていた。それにパ

ーティ参加者は規定の 50 人を超えていな

い。これだけ COVID-19 対策に従っているの

に、どうしてオレはそんなに責められるん

だ？というわけだ。 

 その日の前日、8月 22 日付、BC 州公安大

臣ファーンワース氏が COVID-19 感染拡大

予防対策の一環として「COVID-19 Related 

Measures Act」なる条例を発表した。これ

により、州内の警察オフィサーは、50 人以

下の集合、２ｍソーシャルディスタンシン

グ、そしてその２ｍ距離を保てない場合の

マスク着用を実行しない人へ罰金を科すこ

とができるようになった。違反のイベント

主催者には$2000、個人は$230。道路交通法

で、スピード違反や飲酒&スマホ片手運転に

罰金チケットを切る、そんな具合の取り締

まりが COVID-19 感染予防にも適用される

運びとなった。一般市民としてありがたい

限りである。 

 ネイト君は、この条例施行の第一号とな

りしっかり$2000 の罰金を科せられた。加

えて、問題の一室はレントであったようで、

そのオーナーから立ち退きを強いられ住む

ところがなくなった。すべてが自業自得の

結果であるのに、ネイト君は CHEK のインタ

ビューで、自分なりに感染対策を行ったの

に罰金$2000 は納得がいかない。裁判所に

訴えて戦うぞっと強気である。 

 どうぞどうぞ、裁判所なりに持ち込んで

戦ってほしい。21 才という若さ、それで現

実を悟れるならばなんなりと。 

 ネイト君、あれから 3 週間以上経ってい

るが、そのパーティ参加者から感染者が出

ていないことに感謝したまえ。とはいえ、

もしかしたら出ているかもしれない。その

パーティに参加したことがバレるのを恐

れ、あえて検査に行かないという臆病者も

少なからずいるはずだ。そしてそれが無症

状なら、と考えるだけで恐ろしい。COVID-19

ウィルスは容赦なく人の間を飛び交う。 
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★ こんなの見つけました ★ 

ダラーストア（１） 

 プレイグラウンドが子供の遊び場なら、

ダラーストアはオトナの遊び場。安物を見

て回るだけでも楽しいところである。 

 日本では「100 円ショップ」という。代

表的なのはダイソーであるが、そこではす

べてが 100 円とは言い切れない。さすがに

質に応じて高いものは高い。が、消費者と

して文句はない。 

 さて、このカナダの 100 円ショップ。こ

こでもすべてが 1ドルではなく質に応じ

た値段がつけられている。質に応じた値段

でも、他の普通の店では安かったりして、

あとでしまった、と気付くこともよくあ

る。ともあれ、ダラーショップで買って得

するものをここにリスト。 

（参考：.learnitwise.com/worldwide/dollar-ta） 

1.コーヒーフィルター（Coffee 

Filters）：絶対的にお得である。他のブラ

ンドフィルターと効用＆効率は全く変わ

らない。フィルター100 枚入りに$5-6 を費

やすより、$1.25 で 100 枚。なんたるお得。

コーヒーラバーにとってダラーショップ

は神様であろう。 

2.ヘア・アクセサリー（Hair 

Accessories）：安い。そして多種多様。つ

ぶれても文句はない。またたくさん買え

る。トレンドはすぐに変わるため、アクセ

サリーをマジメに買うと（ブランドに固執

するなど）ものすごいソンをすることとな

る。もちろん、お金が腐るほどにある人は

これはスキップ。 

3.コンテナー（Plastic Buckets）：タッパ

ー、バケツ、カゴなど、プラスチック製の

容器はダラーショップ。Walmart で買うタ

ッパーもダラーショップでは半額ほどに

やすい。食べ物を入れるタッパーは長く使

えないため（菌がはびこりやすい）、定期

的に替えるとなるとやっぱり安いものを

使うのが一番お得。「高いから長く持つ」

概念がここにはない。 

4.ディッシュタオル（Dish Towels And 

Washcloths）：消耗品であ 

る。消耗させて捨てるもの 

にお金をかける必要なし。 

だからダラーストア。 

（次号に続く）。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

チョコ・ビーツ・ケーキ 

 秋の野菜、ビーツを使った、えっと驚く

スィーツ。チョコレートケーキを存分に食

べる罪悪感、それにヘルシーなビーツがい

っぱいだとしたら救われる。また、ビーツ

を使うとしっとりとした仕上がり。 

〔材料：9in 丸形ケーキパン〕ビーツ

(beets,中 4 個)、小麦粉(2C)、砂糖(1C)、

ココアパウダー(1/2C)、ベーキングソーダ

（1&1/2tsp)、塩少々、卵(2 個)、オイル

(1/4C)、ミルク(3/4C)、バニラエッセンス

(1tsp) 

1. ビーツをよく洗い、縦半分に切る．鍋

に入れてひたひたに水を注ぎ茹でる．

竹串が通るくらいに柔らかくなれば

火をとめて室温に冷ます． 

2. １の皮を剥き、サイコロ状に切り、ミ

キサーにかけてピューレ状にする． 

3. ボールに粉類（小麦粉、砂糖、ココア、

ベーキングソーダ、塩少々）を入れて

よく混ぜる． 

4. 別のボールに卵を割り入れオイルと

ともにホィップする．途中、ミルク、

バニラを加える． 

5. 4 に 2 のピューレを加え全体が均等に

なるように混ぜる． 

6. 5 に 3 の粉類を 3分の 1ずつ入れて混

ぜる． 

7. 6 をパーチメントペーパーでライニン

グしたケーキパンに流し込む． 

8. オーブン（350°F）で約 45 分焼く（竹

串をさして液体が付かない程度）． 

9. 室温まで冷めたら型から外して切り

分ける． 

ためになる名言 

  ピート・ハミル氏のことば 

アメリカの著名作家 

自分の孤独の時間を自分できっちりでき

ないような人には、他人を愛する資格は

ないと思う。一人で生きていくことがで

きて初めて、人を抑圧することなく愛せ

ると考えている。 

「Remember where you’re from」という

歌を聞きつつ育ったせいか、84 になった

今、終の棲家となろうか、生まれた地ブ

ルックリンにカリフォルニアからに戻っ

てきた。 

どこにいても、どこで暮らそうと、意味

があってのことである。 

ピート・ハミルは 84歳。心臓にステント

（動脈硬化治療のため金属製の網状の筒

を留置）、それも４ヵ所、股関節骨折、そ

れも２ヵ所、人工透析を週に３回。まだ

ある、心臓にペースメーカー。これだけ

やってもまだ余裕あるよ。 

（参考：wikipedia） 

〔Pete Hamill：1935-2020 年、NY 州ブル

ックリン生。ジャーナリスト、コラムニ

スト、小説家。代表作は名作『幸福の黄

色いハンカチ』（1977 年山田洋次監督に

より日本で映画化）。アイルランド系移民

の親を持つ 7 人兄弟の長男として生まれ

る。家の経済的理由から高校を 2年で中

退し、後に通ったカレッジも中退。ブル

ックリン海軍の板金工場で働き始め、

1952 年に海兵隊に志願、フロリダ勤務と

なる。その頃、アーネスト・ヘミングウ

ェイやコンラッドに傾倒し、自身もジャ

ーナリズムや作家への憧れを持つように

なる。1987 年に当時『ニューズウィーク

日本版』ニューヨーク支局長で、ジャー

ナリストだった青木冨貴子氏と結婚。今

年 8月 5日、腎臓疾患などが原因で死去。

享年 85 歳。〕 

 
 

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 
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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、9 月 29 日まで緊急事態延長 

★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★ 

９月１６日現在、6.354,657 人が検査を受け 

感染：カナダ全国で１３９，７４７人（死者：９，１９３人） 

ケベック州：65,857、オンタリオ州：45,383、 

アルバータ州：16,128、ＢＣ州：7,498、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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 WOTE が大切に 

していることは、 

愛、調和、平和。 

精油の中にはハー 

トを開いたり、愛 

を学ぶことを教え 

てくれることが得 

意な精油が何種類 

もあります。タイ 

ムの中では、ボル 

ネオールがその代表となります。“Follow 

your heart”は聞いたことがある言葉だと

思いますが、これを実践しようと思って

も、ハートが閉じたままだったり、恐怖や

不安がたくさんある中では、行動に移すこ

とが難しかったりします。そんな時、タイ

ム・ボルネオールは、メンタルブロックに

働きかけてくれ、ハートで感じること、ハ

ートが導く状態に進んで行くことをサポ

ートしてくれます。 

 私自身、“Follow my heart”を練習して

いますが、頭にいるとなかなか進めない、

進まないことでも（実際に体が重くなりま

す）、ハートに導いてもらうと、シンクロ

率が多くなったり、素敵な出会いがあった

り、思いもかけない場所に到着したりと、

よりマジックやミラクルを体験するよう

になってきています。 

 また、タイムは英語では同じ発音をする

言葉で「時間」がありますね。あなたの時

間とのリレーションシップを振り返った

り、書き換えたりする精油としては有効か

も し れ ま せ ん ね 。“ Take your time 

(Thyme)”（ごゆっくり）と言ったりもしま

す。タイムが、「そんなに焦ったり、急ぐ

ことはないよ。もっとゆっくりでいいから

ね。」と教えてくれているようですね。 

 今日もあなたがたくさんの奇跡と出会

い、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 ☆☆☆☆

☛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(土)、9am-1pm： James Bay Com. 

Market．詳細は、www.jamesbaymarket.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃２８】 

植物・木々たちはわたしたちの味方 

愛と調和を彼女たちから学ぶ 

By Sono Ray

 こんにちは。魂の成長を促し、心身魂の

調和のお手伝いをしている、ヒーラー・ホ

リスティックセラピストの Sono です。 

 今月は、「タイム」についてのお話です。

タイムはハーブの中でもよく知られてい

ますね。イタリアを始めとした地中海料理

にもよく使用されています。そんなタイム

の精油は、抗ウイルス作用を始めとして、

抗真菌、鎮痛作用、抗うつ作用などがあり

ます。シトラスとは全く異なる香りです

が、タイムの香りを嗅ぐと気分がふわっと

持ち上がります。タイムは、植物としては

とても小さいのですが、繁殖力が強く、精

油のメディシンとしては強い作用があり

ます。私の愛用している Wisdom of the 

Earth (WOTE)では、タイムは６種類扱われ

ていて、ゲラニオール、スパイク、ツヤノ

ール、ボルネオール、ホワイト、そして、

レッド。内、レッドとスパイクは、ホット

エッセンスと言われる種類になり、そのま

まで使用すると皮膚への刺激が強く、その

ため、使用する際は足の裏への塗布、また

は、他のマイルドな精油を１層目と３層目

に使用して、２層目にホットエッセンスを

塗布することが勧められています。 

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】米西海岸を覆う煙、モ

クモクです．今日もクモっていました(9/16)．

9 月半ば、そろそろ秋とあって霧なのか靄なの

かはっきりしないまま、やっぱりスモーキーな

ニオイですね．喉もなにやらイガイガしてきて

います．この金曜には煙は消え去るそうです．

先日より雨が降っていますが、雨で煙も流れる

と期待、しかしぜんぜん流れませんでした．外

は雨とともに相変わらず真っ白です．それでも

秋を感じる一コマがありました．落ち葉！で

す．回りの緑が色あせてきているのにも気が付

きました．毎日せわしくやっているなか、こう

して季節は移り変わり、ついでにコロナも移り

変わってほしいものです． 

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 
●先日に日本で起きた、車に子供2人を残

したまま母親が遊びに行き、子供は車の中

で熱中死、という痛ましい事件。また 5

月だったか、アパートに子供を残し母親は

1週間以上はるか遠くに旅行。帰ってきた

ら子供の息が止まっていたという事件。子

供をほったらかす根拠というのがどちら

も決まって「男」。あまりにも軽い、軽薄、

いやコトバでは言い難い。失う代償が大き

すぎる。こちらカナダではそうした事件は

あまり聞いたことがない。（ソフィー） 

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. 
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【Victoria Nikkei Cultural Society】 

ビクトリア日系文化協会 

恒例第２１回 Japanese Cultural Fair 

Virtual Edition 

10 月 24 日（土）、１２－３PM 

Website: www.vncs.ca 

太鼓、琴、生け花、寿司、お茶、弓道、 

海波ファーム、着物、紙芝居等 

Email: info@vncs.ca  Twitter: @VictoriaNikkei 


