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シカの出現が多いという。10 月半ば、と

くに Saanich エリアではシカが続出、この

シーズンならではなのか、その枝角に思わ

ぬ「飾り」をつけた奇妙なシカの出現に通

報が相次いだ。枝角の「飾り」でカッコよ

くして、メスを誘おうとしたオスの計ら

い、ということではないようだ。 

 10 月 16 日は、2 件の通報があり、どち

らもその枝角にハンモックや小型モップ

のような物体を絡みつかせたオスのシカ

だった。アニマルコントロールオフィサー

によると、交配シーズンのため、とくにオ

スは活発かつ攻撃的である。そのため、民

家の裏庭を威勢よく突っ走ったところ、通

過途中にあるモノを角に絡ませてしまう

とか。トロフィーのように角に絡みこんで

なかなかオツ、ともいえるが、シカにとっ

て危険なため、取り除くに越したことはな

い。この場合、角に絡んだモノを取り除こ

うと攻撃的なオスに近づかないよう注意。

まずは警察に連絡を。 

 

抜き足差し足もお見通し  

 10 月 23 日午前 3時頃、Michigan St.は

500 ブロック付近にある建設場がブレー

クイン未遂に遭った。目撃者がいなくと

も、現場セキュリティがリモートで現場を

監視しており、不審な影とその動きを見つ

けるなり９１１通報した。 

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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２２３ケース  

 10 月 23 日金曜日、この日の BC 州内

COVID-19 感染者は 223 人にのぼった。これ

にて、この日の COVID-19 アクティブは全

2,009 人。この時点で、BC州内で 2,009 人

が感染中である、ということである。うち

入院は 75 人で、重篤患者は 24 人。この日

死者はでなかった。 

 COVID-19 感染の第二波で最も感染者が

多かったのは前日 10 月 22 日木曜日の 274

人。仰天の数値であった。が、翌日の 23

日は 223 人で 50 人ほど減った。とはいえ、

毎日プラスマイナスと数値が変わり、今、

増加傾向にあることにかわりはなく、今後

も増える可能性大。 

 

募金箱を盗む 

 10 月半ば、Tillicum Centre にある大手

グロサリーストアSave-On-Foods内に設置

してあった Children’s Charity Donation

 

Box が盗まれた。この盗みの様子はセキュ

リティカメラがキャッチしており、ラッキ

ーにも犯人の男はカメラ側に顔を向けて

いた。かくして、被害者である Children’

s Charity 機関はそのソーシャルメディア

で男の顔を公開し、犯人逮捕に協力を呼び

掛けている。 

 機関は顔写真とともに、「あなたがやっ

てしまったことには必ず顛末がある。民間

からの情報であなたの名前がわかり、警察

に引き渡されて罰を受けるのはもう時間

の問題だ。おっと、手錠もかけられること

もお忘れなきよう」とコメント。  

 

事故をスマホ撮影したドライバー  

 10 月 22 日木曜日の午後、Pat Bay Hwy

（Highway17）で 5 台をも含む衝突事故が

発生した。その模様を運転中にスマホ撮影

したドライバーが罰金$368 を喰らった。

事故に対する無慈悲と無恥、当然の報い。

 そのとき、事故の捜査をしていた警官

は、事故の 5台のうちの 1台の横を通りす

ぎる車に気が付いた。事故の被害者がその

ドライバーを指さしてスマホ片手に事故

の模様を撮影している、と警官に知らせ

た。警官は事故の捜査中であるため、その

撮影ドライバーに近づけず、とりあえず車

のプレートナンバーをメモしておいた。事

故の捜査のあと、警官はスマホドライバー

のプレートナンバーを捜査、Swartz Bay

フェリーターミナルに入っていったこと

を突き止めた。 

 スマホ撮影のドライバーは「不注意運

転」で罰金を科され、加えてドライバーラ

イセンスのペナルティポイントも「４」と

なった。 

 警察は「皮肉にも 5台衝突の原因は『不

注意運転』だった」とコメント。 

 

警察署前でスピーディング  

 10 月 21 日水曜日の午前 11 時頃、

Saanich は Vernon Ave.で、時速 50 ㌔制限

を 120 ㌔で走る車が警察に捕まった。 

 そのとき警官は、パトカーでない（警察

のマークがついていない）車でスピード違

反などを取り締まり中。そして場所も場

所、そこはちょうど Saanich 警察署の前だ

った。 

 スピード違反のドライバーは、「フェリ

ーに乗るためSwartz Bayに向かっている」

と警官に言った。が、スピード違反金$483

を科された。加えて車はその場で押収さ

れ、7日間の運転停止となった。 

 更に悪いことに、そのドライバーは過去

に 4 度もスピード違反で捕まっていたこ

とが判明した。警察は「もう、これは病気

であろう。危険なドライバーにはそれなり

のパターンがある。」然り。  

 

角を飾ったシカ 

 シカにとって今が交配シーズンなのか、
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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. 

「ウソも方便」とは 

また違うウソで固めた 

現米大統領 
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コラム Vol.59 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

大統領選のノストラダムス  

最後の討論会（10 月 22 日） 

 読者の中には先週の木曜日（22 日）に行

われた米大統領選のティベートを見た人も

多いことだろう。9 月に行われた初回の時

は、お互いののしり合いで終わる泥仕合で

「史上最悪の討論会」と称されたのは周知の

通り。さて今回はどうなるだろうかと、有権者

のアメリカ人ばかりではなく世界中が注目し

た。結果は「ちゃんとした討論会」（NBC TV）

と評されたものの、それは「消音スイッチ」を

導入し、相手の割り込み発言を封じると言う

苦肉の策が講じられた結果であった。 

 22 日のこの時点でのリアル・クリア・ポリティ

ク ス の 調 査 に よ る と 、 全 米 で は ト ラ ン プ

42.8％／バイデン 50.7％で、主要激戦州の

9 州の中でトランプがリードしているのは、オ

ハイオ州が僅かに 0.6％、テキサス州が

5.0％との結果を示していた。 

 しかし有権者の 4000 万人超が、すでに期

日前投票や郵送投票を済ませていると言わ

れているため、二回目の討論会は票には影

響がないのではとの見方も出ている。だが 4

年前にはヒラリーが優勢との下馬評が、大逆

転を見せトランプが選出された経緯がある。

となれば本当のところは今の時点では何とも

言えないようだ。 

 またトランプは、郵便投票を「不正の温床」

と言っていることを思えば、もし彼が負けたら

すんなりと政権を委譲するとは思えない。恐

らく「これが民主主義国家であるはずの米国

か・・・？」と感じられる光景が展開されるので

はないか予測する。 

選挙資金 

 もちろん勝つためには、なり振構わず戦う

立候補者がいることは何処の国でも同じこと。 

 日本でも昨年夏の参議院議員通常選挙

で、広島から立候補した河合杏里が初当選

したものの、夫の元衆議院議員で法務大臣

の河合克行と共謀して大規模な買収をした

ことが発覚。今年 6 月に公職選挙法違反で

逮捕されている。 

 米大統領選でも、今までにつぎ込まれた両

陣営の資金を考えると、一市井としてシコシ

コと生活している者は、ただ溜息が出る以外

何ものでもない。 

 数字と言えば、両二回のディベートで数々

の数字が両者の口から出ていたが、果たし

てこれらは何処まで信用できるのか、にわか

には信じがたいと思われる場面が数々あっ

た。後からそれ等はメディアによって細かく

是正されたものの、特にトランプ氏の示す数 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

宇宙船に乗せるハマギク→未来へつなぐ

花の種を宇宙へ。東日本大震災から 10 年

となる来年3月に宇宙から復興支援への感

謝を世界に発信する、東北復興宇宙ミッシ

ョン 2021 の準備が県内被災地で進んでい

るそうだ。10 月 24 日は岩手県大槌町内の

子どもたちが米国の宇宙船に乗せるハマ

ギクの種を採取。来年5月に打ち上げられ、

帰還後は街づくりや震災伝承に役立てる。

いっしょに避にゃん→災害が起きたとき、

周囲への配慮などからペットとの同行避

難に不安を抱える飼い主は少なくない。ペ

ットを救うことは飼い主を救うこと。そん

な思いから、埼玉県草加市の会社が猫用の

避難ケージを開発し、販売している。手が

けるのは「猫のとびら合同会社」、代表は

50 代女性の 2 人、2019 年 3 月に創立した。

2 人は会社員や主婦のかたわら、ボランテ

ィアで捨て猫の保護活動を続けてきた。 

熊本県南の食材で「幸せ」ふりかけ→7 月

豪雨で大きな被害が出た熊本県南地域の

食材を使ったふりかけが 11 月に発売され

る。県道の駅駅長会が発案。ふりかけ製造

のフタバ（熊本市）と企画会社のアットワ

ン（同市）が協力した。当面は九州・沖縄

にある道の駅 31 カ所で扱われる。 

 

＜社会ニュース＞ 

関西空港、旅客数 95%減→関西エアポート

が 10 月 23 日に発表した 2020 年度上半期

（4-9 月）の関西空港の運営概況によると、

国際線と国内線を合わせた総旅客数は前

年同期比 95%減の 87 万 5667 人だった。新

型コロナウィルスの感染拡大で訪日客が

大きく減り、上半期として 1994 年 9 月の

開港以来最低を記録した。 

高齢人口ピークの 40 年→高齢者人口がピ

ークを迎える 2040 年の医療福祉分野の就

業者数は最大 1070 万人で、全就業者の約 5

人に1人を占めると推計（厚生労働省、2020

年版厚生労働白書を報告、10 月 23 日付）。

担い手不足に懸念を示し、先端技術の活用

などによる現場の生産性向上や、少子化対

策を推進する必要性を強調した。 

自転車、初のあおり運転→自転車であおり

運転をしたとして、埼玉県警はパートの男

（33）を道路交通法違反（妨害運転）で逮

捕（10 月 26 日）。6月施行の改正道交法で

新設されたあおり運転の規定が自転車に

適用されるのは全国初。容疑は今月 5日。

被害者男性の自家用車の目の前で中央線

付近を蛇行しながら2分余り走行。この間、

対向車が来るのに合わせて計 4回、反対車

線にはみ出した。一部始終が男性（67）の

車のドライブレコーダーに映っていた。周

辺では自転車で突然反対車線にはみ出す

姿が頻繁に目撃されており、近隣住民から

「ひょっこり男」などと呼ばれていた。 

字は、この 4 年間の間のツイートで嘘百発を繰

り返して来たことで、全く信用出来ないとの思

いが募る。 

ノストラダムスの予言 

 普通私は、「ノストラダムス云々～」と言ったも

のには全く興味はない。だが今回ふとしたこと

で知った『大統領選のノストラダムス』というハ

ーバード大学出身で、現在アメリカン大学（ワ

シントン DC）の歴史学教授であるアラン・リッチ

マン氏（73）の話題に興味を持った。 

 NY タイムスは「リッチマン氏の予測を無視す

ることは真実から目をそらせるものだ」、NBC 

TV は「ノストラダムスの再来か」と言い、もちろ

ん CNN も取材したと言うのである。 

 彼の分析は歴史学者らしく、過去 160 年

（1860 年のリンカーン～現在まで）の大統領選

をことごとく研究分析し、独自で「ホワイトハウス

13 の鍵」と称する予測方法を編み出したのだ。

 その内容は、中間選挙で下院の与党議席が

増加したか、影響力のある第三政党があるか、

大きな政策転換があったか、外交・軍事で失

敗があったか／成功したか、スキャンダルがな

かったか、挑戦者にカリスマ性があるか等々、

仔細に渡っている。 

 これによって過去９回の大統領選のうち 8 回

までを的中させ、2016 年のトランプ／ヒラリー

の時にも、一般の予測に反して「トランプの勝

利」を前もって言い当てたという。また彼はそこ

ここで行われている世論調査の結果や、両者

の選挙公約などは一切加味しないのだそうだ。 

 そしてこの基準を元にした分析で今回の大

統領選を予測すると、バイデンが勝利すると断

言しているのだ。 

 さてさてこれが的中することを私個人としては

大いに期待しているのだが、とにかく 11 月 3 日

の結果を見ようではないかと思っている。 

投票日が平日な分け 

 ところで 1845 年の連邦法で「11 月の第一月

曜日の後の火曜日」と決められたアメリカの大

統領選挙日は何故平日なのか。 

 その答えは、当時の投票所は主要都市にし

かなく交通手段は馬か馬車であった。加えて

有権者の多くは農業に従事するキリスト教信者

だったことで、日曜日は安息日で教会に行くこ

とが暗黙の了解になっていた。となると月曜日

に村を出発し、どこかに一泊して投票所に行

かなければならない人々も多数いたため火曜

日と決められたとか。また季節として 11 月初旬

であれば、どの農家もすでに収穫期が終わり

一息入れているからとの事である。 

 もちろん当時は理屈にかなった設定だった

のであろう。だが、175 年の今もそれが引き継

がれているのは興味深い。 

vectorstock.com 
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★ こんなの見つけました ★ 

スマホを買い替えるとき（１） 

 今や個人の手の平に張り付くスマート

フォン。生活密着、人生密着のスマホであ

る。だが、スマホは所詮機械である。いつ

までも張り付くわけにはいかず、これにも

「老化」あり「故障」あり、いつか買い替

えなければならないときがくる。身の一部

となっては、手放すことは悲しい反面、悲

しむどころか、思うように動かなくて腹の

立つことも多いはず。 

 ともあれ、老化か故障か、ここが替えど

きのヒントを以下にリスト。通常、スマホ

寿命は 3年、と言おうか、大多数のユーザ

ーは 3年ごとに替えるそうである。また、

長く使いすぎるとコスパも悪くなるそう

だ。（参考：Reader's Digest、Alina 

Bradford, RD.com） 

1. バッテリーの消耗が速い：バッテリー

をフルにチャージして、買った直後と同じ

くらいに使用したとして、チャージ回数が

多くなったとすれば、替え時である。スマ

ホは使えば使うほど内臓のバッテリーも

消耗し、チャージ効率が悪くなる。お持ち

のスマホがバッテリー交換できないもの

であるなら、絶対的にスマホを替えよう。 

2. 聞き取りにくい：スマホで電話してい

て相手の声が聞き取れない、ブレる、とな

るのは、アナタの耳が老化したのではな

く、それはおそらくスマホが老化したため

である。また、電波の悪いところで聞き取

りにくいということもあるが、スマホ自体

が悪くて聞き取りにくいこともある。一

方、相手の声がきちんと聞き取れても、相

手側がアナタの声が聞きとりにくい、とい

うこともある。とにかくすべてを検証し、

結果をだそう。スマホも立派な犯人となり

うる。 

3. タッチスクリーンが乱れる、通信状態

が悪い（グリッチ）：スクリーンをスワイ

プしてもタッチしても機能しない、機能し

ても遅い、となると、スマホもその内臓セ

ンサーにガタがきている。この現象が頻繁

に発生するとスマホも替え時である。セン

サーを交換するなど修理に出すことも可

能であるが、スマホが古いと高くつく。い

っそのこと新しいものを買う方がお得で

ある。 

4. トラブルシュ 

ーティングもお 

手上げ：おかし 

な動きにトラブ 

ルシュート。問 

題解決を試みて 

も、一向に改善 

しない。そんな 

ときは替え時で 

ある。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

パンプキン・ケーキ 

 ハロウィンが近づく。パンプキンを多い

に味わえるケーキをここに。 

〔材料：9x13in pan〕小麦粉(2C)、シナモ

ン(ground cinnamon,2tsp)、塩(1tsp)、ベ

ーキングパウダー(1tsp)、ベーキングソー

ダ(1/2tsp)、卵(4 個)、砂糖(white & brown

混合,1C+)、バター（1/2C)、サワークリー

ム(グリークヨーグルトでもよい,1/2C)、

かぼちゃ(ピューレ状,2C) 

1. ベーキングパンにパーチメントペー

パーをしいておく． 

2. ボールに粉もの（小麦粉、シナモン、

塩、パウダー、ソーダ）を入れて混ぜ

ておく． 

3. 別のボールに卵を割り入れ、泡だて器

（電動）で泡立てる．白っぽくなれば、

砂糖を半分入れて泡立てる．残りの砂

糖を入れてさらに泡立てる．  

4. 3 に溶かしバターを入れて更に泡立て

る（whipping）． 

5. 4 にサワークリームとかぼちゃを入れ

て泡だて器（手動）で均等になるよう

に混ぜる． 

6. 5 に 2 の粉ものを 3回ほどに分けてい

れる．入れる度に底からすくうように

して全体を混ぜる． 

7. 6 をパンに流し入れ、オーブン（350°

F）で約 30 分焼く（めやす：竹串を刺

して液がつかない）． 

8. 冷めたら、表面に粉砂糖を振る． 

ためになる名言 

 ルース・ベイダー・ギンズバーグ 

のことば 

故・連邦最高裁判事 

人生ではしばしば、障害だと思っていた

ものが素晴らしい幸運だと分かる。 

怒りや嫉妬、恨みといった感情に気を取

られないこと。こうした感情はエネルギ

ーを奪い、時間を無駄にするだけである。 

時にはちょっと聞こえないふりをするこ

とが助けになる。このアドバイスが私に

は大いに役立った。結婚生活だけでなく、

同僚との付き合いでも。 

反対意見は未来に向かって語りかけるも

の。単に『同僚が間違っていて、わたし

ならこうする』と言うものではない。特

に優れた反対意見は裁判所の意見とな

り、時が経つにつれ次第にその見解が支

配的な見解となる。だからこそ反対者の

願いは、今日のためでなく、明日のため

に書くことだ。 

カリフォルニア州の建物がさらなる耐震

性を必要とするように、投票における人

種的分極化の進んでいる場所では、意図

的な人種差別を阻止するためのさらなる

予防措置が必要である。 

（参考：wikipedia） 

〔Ruth Bader Ginsburg:1933 年、米 NY市

ブルックリン生。法律家。元クリントン

大統領に指名されてから死去するまで 27

年間にわたって連邦最高裁判事。父母と

もユダヤ系。1954 年、コーネル大学を卒

業後、同窓のマーティン・ギンズバーグ氏

と結婚。1955年、娘が生まれ、翌年夫も在

籍するハーバード大学ロースクールへ進

学。このとき500人超の全学生数に対して

女子学生は9人だった。1963年にラトガー

ス大学ロースクールで教壇に立つ。以後、

性差別と戦う法律家として全国的な名声

を博する。先月 9 月 18 日、転移性すい臓

がんによる合併症のため死去。〕 
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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、緊急事態続く（10 月 26 日現在） 

★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★ 

１０月２５日現在 

感染：カナダ全国で 216,104 人（死者：９，９４６人） 

ケベック州：100,114、オンタリオ州：70,373、 

アルバータ州：24,261、ＢＣ州：12,554、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 

【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 

【DV 日本語ホットライン】 

在バンクーバー日本国総領事館による、 

ドメスティック・バイオレンス（DV） 

日本人被害者への支援 

日本語による電話相談サービス 

DV 日本語ホットライン/ 

YWCA 日本語アウトリーチプログラム 

支援業務：無料での相談、関係機関への同行、 

諸手続きの支援、通訳 

ホットライン：604-209-1808 

（月～金：9AM-5PM、祝祭日を除く） 
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 コンドミアムは、昨年９月の$512,500

に対し、今年９月は$$510,600 と、今年８

月の$513,900 と比べても 0.4％の値下が

りとなっており、価格も大分求め安くなっ

てきました。 

 コロナ後、家の保険に入るのが、非常に

難しくなってきました。プレミアムが上が

っただけでなく、年代ものの物件などは、

保険の申請時にインスペクションの結果

もきびしく見られ、条件付きで保険の加入

が認められるケースがかなりでてきてい

ます。保険の窓口というよりアンダーライ

ターが厳しくなってきています。皆さん、

物件を探す前に、ある程度家族知人から保

険の情報を仕入れておくとよいでしょう。

 アイランド以外からのバイヤーもかな

り入ってきているのが見受けられます。ビ

クトリアだけでなく、Campbell River あ

たりまで、ホットな状態が続いているのが

現状です。 

 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 31 日(土)、10am-4pm：2423 Beason Ave.、

Sidney Museum & Archives に て 、 Jack 

O’Lantern Hunt．キッズイベント．トリート

は事前パック済．参加 by donation．予約必要、

詳細は、sidneymuseum.ca 

☛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」（１４） 

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。 

 ９月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。９月も８月に引き続き非

常に活気のある月となりました。７、８月

を上回る 989 件もの不動産が売買され、昨

年９月の 616 件と比べるとほぼ 60％もの

増加。今年８月をも 1％上回る数値がでま

した。コンドミニアムも昨年の９月と比べ

て約 27％の増加の 280 件もの物件が売買

されました。一戸建ては逆に昨年９月の

91.9％の 539 件にとどまりました。 

 コロナのせいもあり今年低調であった

コンドミニアムでしたが、９月にきて盛り

返してきたという感じです。一戸建ては相

変わらず在庫不足もあり、複数のオファー

が入るバイヤーにとっては厳しい状況が

つづいています。価格も高値で推移してい

るためか、ハイレーシオモーゲージの審査

が厳しくなったためか、昨年９月より少な

い数の一戸建てが取引されました。コロナ

も第二波が到来という最中なので、一戸建

て離れが起きたとは考えにくく、在庫自体

が少ないため、おのずと販売件数も少ない

ものとなったと思われます。市場に物件が

でてきても、比較的短期間で売れてしま

い、在庫不足が解消されない状態が続いて

いるためだと思われます。 

 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９月の

$849,１00 に対し、先月は$$879,200 と約

3.5％もの値上がりとなりましたが、８月

の数値＄889,200 に比べると 1.1％の値下

がりとなっています。 

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】お久しぶりでございま

す．10 月は 7 日、17 日と休刊だったため、長

くお留守にしていました．休みのあとのけだる

さとともに、今号にて 10 月 27 日号発行！ 元

気出そうと思うも、秋の青空 10 月はもう終わ

りです．2020 年もあと 2 ヶ月余りとなり、なん

ともコロナに振り回された年でした．思えば、

昨年 12 月半ばあたりから中国で「新型コロナ

感染」ニュース勃発、以来、コロナに怯える

日々、トイレットペーパーにコメ騒動（小麦粉、

パスタも）、かつてない危機を感じながらも

2020 年も終わりに近づき、なんとまぁ、速い 1

年かと振り返っています．先週末は、なんでこ

んなときに？と思う BC 選挙があり、やっぱり

勝利の現 BC 州知事ホーガン氏、州民の心をし

っかりとらえて返り咲いたように元気はつら

つのスマイルで改めてBC知事！ BC州のコロナ

対策も他よりしっかりしているしでファンじ

ゃですが、グッドです． 

 

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 

●先週のトランプ VS バイデンの最終討

論会。世界中が固唾を呑んで見守った、

とは言い過ぎか。トランプ氏に関しては

前回からの「改良」があるとは思えなか

ったが、マイクの消音効果につき、おと

なしかった。が、反撃したくてウズウズ

感が顔にでていた。しかし、何よりも心

配したのは、バイデン氏が高じて「失言」

しないかどうかだった。（民雄） 

 
 

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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【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。 


