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たとみられる。女性はその場で逮捕され、

トラックは押収された。24 時間の運転禁

止と衝突後現場待機の責任を怠ったため

の罰金チケットを科された。 

 

犬が吠える、in Colwood  

 犬が吠えたおかげで、空き巣が空き巣未

遂に終わったという事件簿。 

 9 月 20 日、日曜日の午後 10 時頃、

Colwood は Stornoway Dr. 600 ブロック付

近の住民が「空き巣未遂」の通報を West 

Shore 警察にした。 

 空き巣の標的にされたかもしれない住

民は恐怖で身震いする。そのとき、住民は

愛犬が外に向かって吠えるのを聞いた。愛

犬は外に出て裏庭の小屋に向かって走っ

ていった。住民が小屋の方を見ると、小屋

のドアが少しばかり開き、そこに見知らぬ

男が立っているのを目撃した。男は、犬に

びっくりしたのか Cairndale Rd.に向かっ

て走り去った。 

 住民は小屋の内部を確認したが盗まれ

たものはなかった模様。男は 30 代とみら

れ身長約 185cm。ベースボールキャップを

かぶり暗い色のトップにブルージーンズ

といういでたちだった。警察は近隣の住民

に同日午後 8-10:30 のセキュリティカメ

ラや車に取り付けたダッシュカムの提供

を呼び掛けている。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【お知らせ】10 月 7 日＆17 日は休刊です 

 

次なる COVID-19 テスト  

 この秋、新しい COVID-19 テストキット

がやってくる。これまでは鼻や喉の奥に綿

棒を挿入するなどして粘液を採取する

痛々しい方法だったが、今度は唾液で検

査、という間接的なものとなるそうだ。今、

国内の学校も再開とあって日に日に

COVID-19 検査センターでは検査を待つ人

たちの長い行列ができている。そんな中、

検査スタッフに採取してもらうことなく

自分で簡潔に唾液を試験管のような容器

に出せばいいという検査は願ってもない

ものである。 

 この検査ができる対象は、子供や鼻孔へ

の綿棒挿入に問題がある人。検査結果の感

染判別は、素人には無理で、採取された唾

液は検査センターへ送られる。そこで鼻孔

による検査と同じ過程で検査結果を出す

（検体は異なる）。ただ、「簡単」には問題

がつきもの、検査結果はかならずしも 100%

正しい、とは言えないそうだ。まれに、間

違いがある、こともあるようである（正確

率 98.4%）。 

 
 

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 

 

 この唾液検査の導入で、より多くの人が

検査を受けられるようになり COVID-19 感

染者の増加が少しでも抑えられることが

期待される。 

 

ATM 現金引ったくり犯捕まる  

 去る 9 月 13 日日曜日の午後 3 時半頃、

Wilson St.（Victoria West）の 100 ブロ

ック付近にある銀行の ATM マシーンで現

金引き出しをしていた女性が背後から、引

き出し直後の現金をひったくられた。背後

から忍び寄った男は大男で、女性を突き飛

ばすようにして現金を奪って逃げた。 

 ATM にはセキュリティカメラが取り付

けてあるため、犯人の顔を記録していた。

警察はツィッターなどで男の写真を公開、

数日後の 9 月 16 日水曜日の夜、犯人は

Esquimalt 在住であることが判明して逮

捕された。 

 

落書き内容にゾッとする  

 「Kill Cops」というペンキ落書きに警

察はガックリ、Disappointed。  

 ペンキの落書きは内容が何であれ、不快

なものである。公共物に、壁に、道に、泥

を塗り付けるに等しく、いわゆる破壊で、

法的にも公共物破壊の罪となる。 

 日ごろ警察は仕事の一部として、こうし

た犯罪人、落書き屋の捜査もするが、今回

の「Kill Cops」にはさすがに怖気たと同

時に、憤慨もした。こうした落書きはヘイ

ト・クライムを助長する。特定のグループ

に対する嫌悪感を助長するのだ。 

 この落書きがみられたのはOak Bayの一

角。発見後、すぐに Oak Bay Parks が呼ば

れて落書きの削除作業にあたった。 

 

ヒット&ラン、in Colwood 

 9 月 18 日金曜日の午前 3 時半すぎ、

Colwoodは Haida Dr.の 3300ブロック付近

にある一軒家の前庭に駐車されていたブ

ルーの Infiniti G35 の後部（トランクを

含む）の形がなくなった。何者かが追突し

て逃げ去ったため。衝突は激しかったとみ

られ、衝突してもなお引きずった形跡みら

れた。車は路肩駐車から、前庭にまでのめ

り込む形でダメージを受けた。 
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秋来ぬと 

 眼にも 

さやかに 

 見えすぎる 

 

 警察は、数人の住民か

ら通報を受け現場に駆け

付けた。近くの住民から

のセキュリティカメラを

見ると、白い GMC 1500 ト

ラックが Infiniti に激突

後、少し後ろに引いてか

ら逃げ去るのが映し出さ

れた。 

 警察は近隣をパトロー

ルし、白いトラックを見

つけ出した。ドライバー

は女性（34）で、ドラッ

グ（薬物）運転をしてい 
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コラム Vol.58 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

「転び」体験記  

ヒキガエルの如く 

 もう二ヶ月近く前になるが、私は自宅近

くにあるショッピングモールのコンクリ

ートの歩道で、“バターン！”とばかりに

前のめりに転んだ。子供の頃は別として、

自分の記憶にある限り、成人以後にこんな

ひどい転び方をしたのは初めてある。 

 結論から先に言えば「不幸中の幸い」と

言う他はなかったのだが、左頬、左肘、左

大腿骨をしたたか打ったものの大事には

至らなかった。「暗くて見えなかった」な

どの言い訳は全く通用しない真っ昼間の

出来事だった。 

 あえて言えば「かさばる食料品の入った

買物袋を両手に下げていたから」注意が散

漫だったとは言えるかも知れない。しかし

左肘と左大腿骨には青あざが出来たもの

の、実に不思議なことに、左頬は押せば「痛

い！」と感じる位でそれらしき形跡は残ら

なかった。 

 鈍痛は 2週間ほど続いたが、転んだ時の

ことを思い返すたびに、まるでヒキガエル

のような無様な恰好が思い出され自嘲し

た。では事故はどの様に起こったかと言え

ば、歩道のコンクリートブロックとブロッ

クの間の段差に気付かずつまずいたのだ。 

 だが嬉しいことに、事故の直後に二台の

車が停まり「Are you alright?」と手を差

し伸べてくれた人たちがいた事だ。恥ずか

しいやら痛いやらで、口が十分に廻らない

もどかしさを感じながらも丁寧にお礼を

言った。 

 興味深いのは一台の車は男性だったが、

すぐさま「ここで転んだのを見たのは貴女

が二人目だ。今後のためにもこれは市をsue

（告訴）すべきだ」と言う。「Sue、まさ

か？！」と思ったがただ苦笑いして頷いた。 

 またもう一台は白人のご夫婦で、夫人の

方が「I am a doctor」と言い、手、脚、

頸、口を素早く触診し、「動かしてご覧な

さい」とあれこれ指示してくれた。そして

「家は何処？」と聞いてくれ、幸い5分も

かからない所だったため、「送ってあげる

から車に乗って」と言ってくれたのだ。 

日本人の妻 

 別れ際に「貴女は日本の方？」というの

で「そうです」と言ったところ「私の息子

の妻は日本人で、彼はT大に留学していた

ので日本語が出来るけど・・・」と言いな

がら「でも私はサヨナラ位しか言えない」 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

災害対応ガイドブック→宮城県南三陸町

は町を訪れる観光客向けのガイドブック

を作り、災害時の行動指針などを示した。

日本語、英語、中国語に対応しており、宿

泊施設を中心に配布し、観光客の安全や安

心に役立ててもらう。「楽しむために知っ

ておきたいこと 南三陸町 観光安全・安

心ガイドブック」と題し、地震が発生した

後の行動や台風・豪雨への備え、津波など

各種警報の内容を掲載。東日本大震災の町

内の津波浸水域や土砂災害警戒区域を示

した地図、町内の指定避難場所の情報も盛

り込んでいる。 

パチンコ店避難→先日の台風 12 号は大き

な影響はなく関東の東海上を進んだが（9

月 24 日付）、大雨が予想された首都圏沿岸

部では、複数のパチンコ店が浸水に備えた

車の「避難所」として、立体駐車場を開放し

た。同様の動きが近年、広がっているそうだ。

「台風接近に伴い、当店立体駐車場を開放い

たします」とツィッターで呼びかけ。 

大島ミカン、被害なし→山口県内最大のか

んきつの産地周防大島町で極早生品種の

日南姫（ひなのひめ）というミカンの出荷

が始まったそうだ。今年は生産量が少ない

「裏年」に当たるため去年と比べおよそ

25%少ない見通しだったが、幸い台風によ

る影響もなく質や大きさも例年通りでい

い仕上がりのミカンができたとか。周防大

島町は今年 7 月の豪雨で道路が寸断され、

一部のミカン農園にも土砂が流れ込み生

育が懸念されていた。 

 

＜社会ニュース＞ 

女性の 4 人に 1 人が 70 歳以上→9 月 21 日

の敬老の日に合わせて、総務省が推計、65

歳以上の高齢者の人口は 9 月 15 日現在、

前年より30万人増えて3617万人と過去最

多となった。総人口に占める高齢者の割合

（高齢化率）は 28.7%で、過去最高を更新。

70 歳以上の割合は 22.2%。女性に限ると、

25.1%で初めて「4人に 1人」に達した。 

内閣府、新婚生活 60 万円補助→内閣府は、

少子化対策の一環として、新婚世帯の家賃

や敷金・礼金、引っ越し代など新生活にか

かる費用について、来年度から 60 万円を

上限に補助する方針を固めた（9月 20 日）。

現行額から倍増し、対象年齢や年収条件を

緩和する。経済的理由で結婚を諦めること

がないよう後押しする狙い。 

脱はんこ→新型コロナウィルスの感染拡

大により、企業の「脱はんこ」化が進んで

いる。出社を抑制するテレワークの浸透

で、決裁や契約書類への押印を見直す動き

が広がったため。一方、はんこを製造販売

する印章業界は大逆風で、はんこ生産と印

章文化の中心地として栄えた京都は、業界

が新たな用途に活路を見いだそうと格闘。

とニッコリ。私はその奇遇に驚きながらも、

この方たちもまた日本人妻を持つ息子がい

る夫婦なのか・・・、とよく聞く組み合わせ

に感慨を覚えた。 

 当地に来て驚くことの一つは「私の兄／弟

の妻は日本女性」「私の従兄の妻は・・・」

「僕の親友の妻は・・・」と言う人の多さで

ある。きちんと調査をした訳ではないので、

全くの私見であることを断っておくが、外国

語青年招致事業（通称ジェット・プログラム）

が1987 年（カナダの参加は88年）に始まっ

て以来、白人男性が日本に行くと日本人の妻

を伴って帰国するケースが急増したと聞く。

また当地の英語学校で教える男性教師が独

身の場合も、同じ事象が見られるとも。 

 私が来加した 40 数年前には絶対に見聞き

しなかった社会現象であるため、その推移に

時代の流れを感じる。 

告訴社会 

 転び体験をした後に私は昔読んだ文芸誌

に、当時名の知れた作家が書いた一文を思い

出した。 

 それは彼が初めての外国旅行でハワイに

行った時の体験記だったのだが、ある夕方友

人と某レストランで待ち合わせをしてため

出かけた。だがタクシーを降りた途端に入口

に少々溜まっていた水で足を滑らせてまっ

たのだ。大事にはならなかったので本人はい

ささか照れながら起き上がったところ、レス

トランの中から慌てふためいてオーナーが

飛び出してきた。「大丈夫か？怪我はない

か？立つことが出来るか？救急車を呼ぼう

か？」とそれは大変な心配のしよう。「何と

ハワイの人は親切なのだろう！」と驚き友人

に話したところ「違いますよ。ここはハワイ

と言えどもアメリカで、この国は何かという

とすぐにSue するから、先手を打っているの

ですよ」と言われ「まことに驚いた」と言う

のである。 

 さて私はと言えば、sueするなどの時間と

手間は考えるだけでも面倒だったが、少なく

とも地域のCity Councillor に「コンクリー

トブロックのギャップを何とかしてくれな

いか」とのメールを送ろうと思っていた。 

 それには証拠の写真が必要と思い同じ場

所に後日足を運んだのだが、どうだろう！そ

の一帯は今大掛かりな下水と道路工事をし

ていて（転んだのはそれが原因ではない）、

私がこけた歩道のコンクリートブロックは

すっかり新しい物と入れ替わっていたのだ。

 何やらホッとして胸を撫でおろしたのは

言うまでもない。 

街中には白いペンキで「G」

と書きギャップの注意を促

す歩道もある 
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★ こんなの見つけました ★ 

ダラーストア（２） 

 前号より続く、「100 円ショップ」こと

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） 

2.ヘア・アクセサリー（Hair Accessories） 

3.コンテナー（Plastic Buckets） 

4.ディッシュタオル（Dish Towels And 

Washcloths） 

（上記、前号にて解説） 

5.グリーティング・カード（Greeting 

Cards）：これはもう、絶対的にダラーショ

ップで調達しよう。高いも安いもない気持

ちの問題であるが、伝える心は高く、材料

はやっぱり安いほうがいい。世界の

Hallmark 顔負けのナイスなカードも豊富

にある。$5 のカードより$1 のカードのほ

うが心も浮き立つではないか。 

6.写真フレーム（Picture Frames）：デス

クに置くぐらいのちょっとしたフレーム

ならダラーストアで。壁に取り付けるもの

は、ベーシックなものを買い、あとで自分

で縁を飾ってユニークなものに仕立てよ

う。これぞ本当の我が家のポートレート。 

7.くつ下（Socks）：確かにソックスもダラ

ーショップに売ってある。ただ、コットン

100%はなかなか見当たらない。化学繊維の

ソックスでも（汗ばむと気持ち悪い）ＯＫ

というのであれば、ダラーストアで調達す

るにこしたことはない。一方、ソックスの

かかとに穴が開きやすいひと（動きが激し

い？）はダラーストラのくつ下に慣れると

安くつく。 

8.パーティ備品（Party Supplies）：騒ぐ

だけ騒いであとは捨てるより他ないもの。

どうせ捨てるなら、安物に限る。というこ

とでパーティ備品ならダラーストア。プレ

ゼントを包むデコペーパーも然り。他、ペ

ーパーカップにお皿、風船とパーティ用に

なんでもあり。これで原価の 70%も節約で

きるそうだ。 

9.花瓶（Vase And Decorative Bowls）：花

瓶は案外高い。バラを一本飾るとして適当

な花瓶がないとグラスに生けたりする。し

かしやっぱり一本のバラでも、きちんとし

た花瓶に生けてあげたい。小ぶりの花瓶な

らダラーストア。 

10.ノート 

（Notebooks）： 

ノートや封筒を 

普通の文具店で 

買うとなると結 

構高い。ノート 

一冊$5-10 もす 

るのだ。ダラー 

ストアだと$1-5。 

 
Cooking for the Lazy: 

にんじんとズッキーニのフリッター 

 ズッキーニ（zucchini, ウリ科カボチャ

属）は日本では夏、北米では秋が旬といわ

れる。が、とくに北米ではその旬は関係な

い。ズッキーニの栽培はイージーであるた

め季節を問わず年中栽培されて店頭に並

ぶ。いつでも手が届く便利で健全なズッキ

ーニである。ともあれ、夏も終わり、もし

かして冷蔵庫に干からびかけのズッキー

ニあらば、このフリッターでズッキーニを

生き返らせよう。 

〔材料〕ズッキーニ(中 1本)、にんじん(中

1 本)、パセリ(fresh parsley(刻んで大さ

じ 2)、にんにく（1片)、卵(1 個)、小麦粉

(1/4C)、粉チーズ(パルメザン,1/2C)、塩&

こしょう少々、オイル(大さじ 2) 

1. ズッキーニのヘタを切り取り、シェレ

ドする．水分がたくさんでるのでペー

パータオルに包んで絞り水分を出す． 

2. にんじんも同様にシェレドする．（ズッ

キーニほど水分はないのでそのまま使

用する）ニンニクはみじん切りにする． 

3. ボールに卵を割り入れ溶く．小麦粉と

粉チーズを加えて混ぜる．  

4. 3 に 1 のズッキーニ、2 のニンジンと

ニンニク、そしてパセリを加え、塩＆

こしょうをしてさっくりと混ぜる． 

5. フライパンにオイルを熱し、4のタネ

を大さじ２ほど落とし並べる．フタを

して蒸し焼きにし、キツネ色になれば

ひっくり返して別の面を焼く． 

ためになる名言 

  菅義偉首相のことば 

第 99 代内閣総理大臣 

政治に賭ける私の情熱を理解してくださ

った「人の輪」が、当選に導いてくれま

した。 

志は初めて政治を目指した時から何も変

わっておりません。 

どのような立場にあっても、正論を主張

し、実現へ向けて行動を起こす。どんな

状況でも信念を曲げず、意志を貫く政治

家として、改革に取り組んでいきます。 

一気呵成に物事を進めようと思ってもう

まくいかないことが多いわけですから、

国民と対話しながら、呼吸を合わせなが

ら問題を進めていく。これからもそうい

う感じを大切にしていきたい。 

どんな局面にもかかわらず、判断しなけ

ればならない時は、自分の信念を貫き通

すのが最善の道と信じております。 

農業、観光などの地域の資源を総動員し

て取り組んでいくことこそが大事で、そ

れを国が応援するのが肝です。成功例に

挙げられている地域では必ず物語があ

り、「知恵者」がいます。 

（参考：wikipedia） 

〔すが よしひで：1948 年、秋田県生。

日本の政治家、自由民主党総裁。イチゴ

農家に長男として生まれ、父が敗戦で満

州国を引き揚げ後、郷里の秋ノ宮で「秋

の宮いちご」のブランド化に成功。母、

姉 2人、弟 1 人。家族や親戚に教員が多

いため、教員になることを嫌がり高校卒

業後上京。2 年後「授業料が最も安かっ

た」という理由で法政大学法学部政治学

科へ進学。在学中は空手三段を取得。1973

年大学卒業、建電設備株式会社（現・株

式会社ケーネス）に入社。1987 年、神奈

川県で出馬し、初当選。家族は妻に息子

3 人。好物はパンケーキで、大の甘党、

酒は飲まず（いわゆる下戸）、タバコも吸

わない、愛称『令和おじさん』。〕 
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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、一層増加中、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２２日現在 

感染：カナダ全国で１４．８万人（死者：９，２４２人） 

ケベック州：70,307、オンタリオ州：48,905、 

アルバータ州：17,343、ＢＣ州：8,641、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 

【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 

【新型コロナ：日本行における懸念事項】 

日本における新型コロナウイルス感染症に関する

新たな水際対策措置（8 月 28 日更新）、詳細は、 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspec

ificinfo_2020C069.html020C069.html 
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圧倒的なショートサプ 

ライ状態が続いていま 

す。市場にはそこそこ 

の売り出し物件数がで 

てくるようにはなりましたが、出ても直ぐ

に売れてしまうので、市場に流通している

期間が非常に短くなっています。 

 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 8 月の

$849,500 に対し、先月は$889,200 と約 5%

もの大幅値上がりとなりました。ただし、

先月 7 月の数値$909,700 に比べると若干

下がっているのが救いです。コンドミアム

は、昨年 8 月の$518，000 に対し、今年 8

月は$513,900 と、今年 7 月の$530,800 と

比べても若干の値下がりとなっています。

新築物件の増加、一戸建てへの回帰、保険

問題と様々な理由が考えられますが、一戸

建ては手が届かないというバイヤーの

方々にとっては、コンドミニアムは時間を

かけて選べる状態にありますので、朗報と

言えるでしょう。ファーストタイムバイヤ

ーの方々は、とりあえず、何かを保有し、

市場に入って行かれるとよいでしょう。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。金利の上昇が始まるまえに、買える時

に買えるものを購入しておきましょう。 

 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 ☆☆☆☆
☛10月3日(土)、10am-2pm：Sooke、Otter Point Rd.

at Eustace Rd.にて、Sooke Country Market．祝

25 周年、ミュージック、ファームプロデュース、

ベーキング、ウェストコーストアートなど．入場無

料．詳細は、www.sookecountrymarket.com  

☛12 月 8 日までの毎週火曜日、5:45-7pm：

Broadmead Shopping Centre(777 Royal Oak 

Dr.)、Running Rm に集合、イヴニングウォーク．

参加料$2．詳細は、faknai@shaw.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１３） 

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。 

 8 月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。7月に引き続き異常な展

開となりました。7 月と全く同数の合計

979 件もの物件が売買されました。昨年 8

月の661件と比べるとほぼ48%もの増加で

す。コンドミニアムも昨年の 8月と比べて

約30%の増加の262件もの物件が売買され

た月でした。一戸建ては昨年 8月に比べ約

45%もの伸びとなる 509 件。 

 2016-2018 年にかけてはかなり外国勢

力が入ってき、競争も激化、価格も高騰し

た記憶がありますが、このところの活況は

地元中心。また他の州からのバイヤーがか

なり流れてきている感じを受けました。コ

ロナの状況下で、バンクーバーアイランド

という隔離された地理的な要因も考えら

れるかもしれません。私のクライエントに

も、トロントでリタイヤされ、旅をされる

予定でしたが、コロナで阻まれ、収束する

目途がたつまで、あと 2、3 年ほどバンク

ーバーアイランドにとどまることにした

というカップルがいらっしゃいました。8 

月はコロナでくじけ、半年も売れず市場に

残っていた 2 億円を超えるような新築物

件をはじめ、多くのミリオンダラーホーム

が、パタパタと売れていった月でもありま

した。 

 相変わらず物件不足の状態は解消され

ていないようです。市場に出ている物件数

は2584件と昨年8月の2838件に比べても

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】9 月がもう終わりだと

は信じられん！と 1 人息巻いています．9 月は

何をやっていたのだろう、と考えましたが、そ

れじゃ、8 月も 7 月も同じで、日に追われるま

ま過ぎて行きました．出かけたところは近所に

買い物だけ、です．他、食べて寝て仕事して、

テレビもちょっとだけ見て、の繰り返しです．

こうも淡々とすると本のページを繰るのさえ、

面倒で本も読まなくなっています．なんだかん

だと今年も終わりに近づき、サンクスギビング

のディナー、ハロウィンのトリック＆トリート

も取りやめ、との方向に進んでいます．また、

クリスマスは小数家族だけで．と Dr.Bonny が

奨励．とっても静かな 2020 年です． 

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 
●「Chopping Board」。まな板のことであ

るが、大手家庭用品店の「まな板として

使わないで」というまな板の注意書きが

あったそうだ。買った人は「???」。もし

かして空手のチョッピングボードかと疑

ったとか。これがネットで物議醸し、当

の注意書きをした大手家庭用品店が平謝

り。「間違いなくまな板です。注意書きの

ラベルも書き換えています」という声明

を出し一件落着。このご時世、日々稀な

平和な解決を垣間見た。（チョッパー） 

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. 

【気
に
な
る
漢
字
】

 

笑
止
千
万
（し
ょ
う
し
せ
ん
ば
ん
） 

時
非
常
に
ば
か
ば
か
し
い
こ
と
、
お
か
し
い

こ
と
．
ま
た
、
い
か
に
も
気
の
毒
な
さ
ま
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
． 

 

【Victoria Nikkei Cultural Society】 

ビクトリア日系文化協会 

ビクトリア日系文化協会（VNCS)では隔月発行の

ニュースレターの英日翻訳を手伝ってくださる

ボランティアを募集しています。 

詳細はピアレスゆかり 

yukaripeerless@gmail.com 

までご連絡ください。 


