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の通報で警察が現場に駆け付けたが棒の

男は逃げたあとだったが、そう遠くないと

ころで男を逮捕した。 

 男は警察に知られた「不品行」常習犯だ

った。裁判所命令による「保護観察」下に

あったが、無視。木製の棒といえど、それ

も武器所持となり、数々の罪で起訴される

模様。 

 

救急車が原因で、6 台に衝突 

 11月 9日月曜日の午後3時過ぎ、Sidney

エリアにある Sidney 小学校近くの駐車場

で車 6台の衝突事故が発生した。もし、こ

の事故が 1時間早く起こっていたら、小学

校の子供たちが巻き込まれ最悪事態とな

っていたかもしれない、と関係者はコメン

ト。また、場所が駐車場であったため、6

台の車には人は乗っておらず負傷者はゼ

ロで幸い。衝突したドライバーの車を含

め、合計 7台の車がダメージを受けた。 

 事故の原因は、救急車に気をとられたド

ライバーがハンドルを誤り、駐車の車 6

台に次々に当たりながら進んだ、というと

ころだろうか。警察は詳細を捜査中。 

 

Oak Bay で 45 分間に４チケット 

 11 月 8 日日曜日、「ストップ」サイン

（Cadboro Bay Rd.& Beach Dr.）無視で、45

分内に4人が罰金チケット$176を喰らった。
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増え続ける COVID-19 感染数  

 11 月 13 日金曜日、BC 州内における

COVID-19 感染数が 617 人を記録した。これ

までで最多で、BC 州内の感染者数は 5,579

人となった。感染者増加に伴い、入院患者

も増え続けており、13日現在167人が入院、

うち 50 人が重篤である。死者は 2 人増え

て、2020 年初めのパンデミック勃発から合

計 290 人となった。 

 Vancouver 島においては、13 日の

COVID-19 感染数は 16 人。これにて、合計

47人が現在感染アクティブ。感染者の多く

は島の中部から北部である。 

 BC州ヘルスオフィサー、Dr.Bonnie Henry

によると、今が一番大変なときで、みんな

が団結して感染拡大防止制限を忠実に守

るときであるとする。今がピークなのか、

またはこの先、今以上に増えるのかはわか

らないが、「感染拡大防止」に勤めるに限

る、ということだ。確かなのは「感染拡大」

 

が恐ろしくもアクセルレートしている、と

いうこと。  

 

11 月初旬、車被害 30 件近く  

 Saanich エリア、とくに Cordova Bay で

車のブレイクインが 11 月の一週目だけで

27 件も発生した。これら被害に遭った車

のほとんどがロックされていなかった。ブ

レイクインの犯人も車を壊さずに車内侵

入できるため、車へのダメージは皆無。し

かし、車内の貴重品はしっかり盗まれた。

 夜 9 時になったら、車のロックを確か

め、車内にある貴重品、また空っぽであっ

ても大きなバッグは車内から取り除く「夜

9時のルーチン」を実行すべし、と警察は

アドバイスする。 

 

酔っ払い運転のママ  

 Saanich 在住、33 才の女性が飲酒運転で

チャージされた。酔っ払った状態で自分の

子供 3人を車に乗せて走行、衝突事故を起

こした。 

 11 月 10 日火曜日、West Shore エリアで

の午後 5時前の出来事だった。West Shore

警察は、Langford は Goldstream 890 ブロ

ック付近で衝突事故発生との通報を受け

現場に駆け付けた。警察はすぐにドライバ

ーの一人、女性の「アルコール摂取」「飲

酒運転」を見抜いたようだ。また、女性は

「有効」のドライバーライセンスを所持し

ていなかった。同乗していた 3人の子供は

いずれも 12 歳以下だった。 

 ただ、幸いなことにこの衝突で怪我人は

出なかった。女性は警察に連行され、車は

押収され、子供 3人は家族メンバーがピッ

クアップした。女性は母親としても危険と

いうことで、子供 3人はソーシャル・ワー

カーの手に委ねられる。 

 

木の棒で通行人を攻撃 

 11月 11日水曜日午後2時過ぎの事件簿

である。その日リメンバランス・デーであ

り、戦没者追悼式も行われるなか、木製の

棒を持って通行人めがけて振り回す男が

出現した。通行人の一人は棒に打たれて怪

我をし病院に運ばれた。 

 ところは、Victoria はダウンタウン近

くの Swift St. 400 ブロック付近。目撃者
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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。 

 

JAPANESE 
FOODS 

VICTORIA FUJIYA 

営業時間 

毎日オープン（祭日は休み） 

11AM–5:30PM（11/16 より） 

 
お客様各位 

 毎年お楽しみにして頂いているビクトリア店の

おせち料理はコロナの影響で誠に遺憾ながら 

キャンセルとさせて頂きます。バンクーバーフジ

ヤ店が提供しているおせち料理（３段お重）は 

まだ未定です。詳細が分かり次第店頭に掲示さ

せていただきます。しばらくお待ちください。 

 また 12 月中旬にはおせち食材が入荷予定で

す。入荷状況はお電話でお問い合わせください。 

3624 Shelbourne St.  Ph: 250-598-3711 



Victoria Kenbunroku  全第６１４報 November 17, 2020  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車で約 30 分という利便性の高さから、ベ

ッドタウンとしての人気も高い。そこの

高齢者施設で飼われている２歳のヤギ

（雄）が、山から下りてきたらしい野生

のイノシシと一緒に跳ねたり楽しそうに

遊んで「交流」しているのだとか。住民

に「かわいか、かわいか」と写真を撮ら

れる中、市農林水産課鳥獣害担当者は頭

を抱える。猛獣のイノシシにつき「住宅

地なので猟銃や猟犬を使うわけにはいか

ず、現状ではイノシシを追い払うことし

かできない」。 

サツマ「べにはるか」→韓国で、日本の

サツマイモ「べにはるか」が無断で栽培

され、広く流通している実態が明らかに

なったそうだ。既に韓国ではサツマイモ

栽培面積の 4 割を同品種が占める。日本

の農産物輸出の有望な品目・品種である

だけに、国内産地からは海外に売り込む

際、競合することを心配する。 

男性のメイク→男性化粧品の市場は右肩

上がりに拡大していて、今年度は 1200 億

円を超え過去最高となる見込みだという

（富士経済調べ）。 

 

 

 

 

 

「大統領ごっこ」の終焉  

         by ヨシダ 

 11 月 13 日金曜日。やっぱりまたトラン

プの話になる。世紀の米大統領選も、も

しかして、もしかしてまた当選するかも

しれないと危惧していたトランプは、負

けた。ザマーミロの気持ちでいっぱいで

あるが、次が悪い。「敗北宣言」をしない。

すねているのだ。いい年こいてお前はガ

キか、と多くの人が言いたくてウズウズ

しているだろうが、メディアにおいては、

また当の政治家のだれも、声高く率直に

そういう人はいない。なんだか、もう一

つ「バイデン勝利」がキメられない状態

で、物足りない気もする。加えて、この

状態において、トランプが、バイデンの

大統領への移行準備を妨害し、その就任

を遅らせアメリカを以前以上に悪化させ

るかもしれない。とは、多くのバイデン

支持派（今や世界的規模）、アメリカ国民

が懸念するところ。 

 トランプの「意地の悪さ」が、トラン

プの土壇場で出るわ出るわの大騒ぎであ

る。この意地の悪さで思い出すのが、ア

メリカのアニメ「ポパイ」のブルータス

である。筋肉ムキムキというより脂肪で

固めたボディであろうが、ポパイを侮り

意地悪する。それはたいていオリーブの

取り合いであるが、今回は大統領のイス

の取り合いである。取り合いというより、 

「横取り」である。トランプはブルータ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

バイデン氏、かつて被災地訪問→バイデン

氏は東日本大震災から約 5 ヵ月後の 2011

年 8 月、オバマ政権下の副大統領として津

波被害に遭った宮城県名取市を訪れ、被災

者と交流した、ことが今再度話題に。言葉

を交わした被災者男性（77）は、家族との

死別体験を語ったバイデン氏の姿を「痛み

を酌んで寄り添おうとしてくれた」と振り

返る。男性は、震災で約 50 人が犠牲にな

った名取市北釜地区の町内会長を務め、住

民の避難誘導中に津波に襲われた。地区の

集会所屋上で寒空の下、一夜を明かした。

家族は無事だったが、自宅は流された。 

ふんわり熱気球→福島県いわきバルーン

フェスティバル 2020 は 11 月 14 日、福島

県いわき市の 21 世紀の森公園で開かれ、

家族連れが熱気球を間近で楽しんだ。NPO

法人熱気球運営機構の主催、福島民友新聞

社などの後援。東日本大震災で被災した地

域の子どもたちを元気づけようと、2011

年から本県を含む 5都県で開かれている。

今年は新型コロナウィルス感染症対策と

して、参加者を事前予約者に限定した。こ

の日は強風のため搭乗体験を中止したが、

スタッフが実際に熱気球を膨らませ、来場

者が写真を撮るなどして楽しんだ。 

熊本豪雨被災者の買い物支援→今年7月の

熊本豪雨で買い物が困難になった住民を

支えようと、熊本県球磨村の一般社団法人

「くまむら山村活性化協会」が移動販売を

始めた。毎週火～金曜日の午前中、村内の

山あいにある被災集落や仮設団地などを

回っている。同法人は昨年 2月、観光振興

や特産品開発などを目的に設立。豪雨で村

内の商店が被災し、道路事情も悪くなった

ため、10 月に買い物支援を始めた。菓子や

カップ麺、調味料、卵、ごみ袋、ティッシ

ュペーパーなど約 70 品を販売し、可能な

限りリクエストにも応じる。 

 

＜社会ニュース＞ 

熊本のバイデン町長→米大統領選でジョ

ー・バイデン前副大統領の勝利が確実とな

り、熊本県の「じょう・ばいでん」と話題

の梅田穣（ゆたか）・山都（やまと）町長

（73）が話題となっている。名前を音読み

にすると同じとネットで脚光を浴び、祝福

の電話が鳴りやまない毎日が続いている

と本人も驚く。「全国的に名が売れたばい」

と喜んでくれる知人もいた。だが、実はこ

れまで名前の字は好きではなかったとい

う。農家の長男ということで「みのり」と

も読むし五穀豊穣（ほうじょう）を願って

父が「穣」とつけた。はっきり言って今日

まで親を恨んでいた、とか。 

イノシシとヤギの深刻な関係→熊本市南

区に接する宇土市の市中心部には、JR の駅

や大型量販店が並び、熊本市の市街地から

 

スよりタチが悪い。 

 ともあれ、結果的に、獲得選挙人の数字

がバイデン勝利を証明した。これにより 1

月 20 日にバイデン氏が大統領に就任する。

もし、トランプがすねてホワイトハウスを

出て行かない場合は、セキュリティから又

は軍隊からの 2 人がトランプをホワイトハ

ウスの外へエスコートするのだそうだ。し

かし、こうした手厚いエスコートでも大統

領のイスにしがみつくことも考えられる。

こうなるとトランプは軍隊 2 人に抱えられ

て外に放り出されることになろう。 

 さて、もともと大統領の資質がない人が

大統領になったことについて、これは「大

統領ごっこ」の 4年間であったと言いたい。

トランプはそもそもリアリティ番組のホス

トで「オレ様が主役」というひとだから、

そのノリで大統領をやっていた。オバマ元

大統領もそれを指摘している。オレ様が主

役であるから、大統領としての仕事は当然、

自分が主役のやりたい放題いいたい放題と

なる。番組でも「お前はクビだ！」と言い

続け、人をバッサリと切る潔さ、では、今

回の落選もそれを自分に科してしてほしい

ものだ。しないところに本性が出ていて、

それはそれでやっぱりこの程度の老いぼれ

オヤジか、と案外納得できたりする。 

 ともあれ、めちゃくちゃなトランプ政権

は終わる。そして忘れてはいけないその側

近。息子や娘、娘婿総動員のトランプ政権

は、トランプ一家に大国アメリカを乗っ取

られたようなものである。この親にしてこ

の子ありともいうではないか。あのジュニ

アだかエリックだか（名前を覚えられな

い）、今もなお選挙不正を訴えろ、とトラン

プを説得しているのだとか。一方、ホワイ

トハウスでは不必要な長い髪をなびかせる

娘イバンカは、その夫クシュナーとともに、

名誉ある降参を念じて「敗北」認めるよう

に説得しているのだとか。ま、息子たちよ

りちょっとは賢いかな、と思う。とはいえ、

自分の身を守るためであろう。父親にキレ

イに片付けてもらわなければ、イバンカ夫

妻の華やかに生きたい今後にも大いに悪影

響する。大統領補佐官という肩書のイバン

カ、クシュナーとも、来年 1月 20 日で失業

状態になる。就活をせねば、というところ

であろう。ま、頑張ってください。 

 なお、ジュニア、エリック、イバンカ 3

人の実母、イバナ・トランプ（なんとこの

方は元オリンピックスキーヤーである！）

は、「もう大統領ごっこは十分楽しんだでし

ょ、早く普通の生活に戻って！」と懇願し

ている。 
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★ こんなの見つけました ★ 

毎日食べてはいけないもの（１） 

 一般にリンゴは毎日食べると身体にい

とか、医者知らず、とか言われる。然り、

たしかにそうだと科学もそれを証明して

いるようだ。しかし、栄養的にグッドでも

毎日食べるとバッドになる食品がある。日

本でもいうではないか、「食べ過ぎると身

体に毒」。例えば、昔からいう「柿」など

である（胃痛を引き起こすらしい）。 

 以下は、北米における毎日はダメな食品

リストである。（参考：msn.com/en-ca/ 

health/nutrition） 

1. イチゴ：えーっと驚くイチゴである。

毎日ダメとなるとイチゴケーキも、イチゴ

シェイクも抑えなければならない。なぜに

毎日食べてはいけないのかというと、イチ

ゴそのものが原因ではなく、それにへばり

つく「殺虫剤」である。なるほど、確かに

イチゴの表皮は薄く傷つきやすい。虫食い

から守るには殺虫剤なくしてはイチゴは

キレイにつやつやに育たないのだ。逆にい

えば、美しいイチゴほど毒がある。 

2. マーガリン：バターよりはいい、とい

う人がいるかもしれないが、それはれっき

とした間違いである。マーガリンは「植物

性」油脂の一つというと聞こえはいいがそ

うはいかない。酸化防止剤、で一杯の油脂

である。身体のホルモンシステムを崩すの

みならず、発がん性物質も含むため、ガン

を引き起こすかもしれないのだ。 

3. ぜんまい（Fiddleheads）：これを毎日

食べる人はそういないであろう。スーパー

には買う人が少ないのか、ぜんまいにシワ

ができていたりして山の幸としてはちょ

っと悲しい。ともあれ、食べるなら、少な

くとも 10 分は火を通すべし、ということ

である。さもなければ、腹痛、下痢、嘔吐、

胃痙攣に襲われるかもしれない。 

4. インゲン豆（Kidney beans）：ビタミン

とミネラルの宝庫、大型小豆のようなマメ

である。メキシカン料理のチリに使われる

が、缶入りを利用する人が多いため、缶入

りならさほど気にすることはなかろう。た

だ、乾燥マメから調理するときは要注意！ 

この豆にはヘマグルチニンという抗原性

糖タンパク質が含まれる。このタンパク質

は、インフルエンザウィルス、およびその

他多くの細菌 

の働きを助長 

するため、人 

はそうしたウ 

ィルスに感染 

しやすくなる 

のだとか。乾 

燥豆は十分に 

煮ること！ 

（次号に続く） 

 

 
Cooking for the Lazy: 

トウフとブロッコリーのおやき  

 秋も深まり、ずいぶんと冷えるようにな

った。暖かく過ごすにはお手元に「おやき」

を。とはいえ、これは中身が大事で、トウ

フとブロッコリーの組み合わせは栄養的

にも抜群。沢山食べても気にならないダイ

エットなおやきである。 

〔材料〕ブロッコリー(小 1株,砕いて 2C)、

トウフ(硬め 1/2 パック,約 200g)、にんに

く(1 片)、パルメザンチーズ(1/2C)、卵(1

個)、小麦粉(1/2C)、塩＆こしょう、サラ

ダ油（大さじ 1） 

1. ブロッコリーはよく洗い、水を切る．

茎の硬いところをこん棒でたたいて

柔らかくしてから包丁で刻む． 

2. 豆腐は手で細かくちぎり、重しをおい

て水分を出す．又は布巾に包んで水分

を絞り出す． 

3. ニンニクはみじん切りにする． 

4. ボールに 1、2、3、チーズ、塩＆こしょ

うをしてさっくりと混ぜる． 

5. 4 に卵を割り入れて全体を混ぜ、次に

小麦粉を全体にまぶし、全体を混ぜ

て、10 分ほど置く． 

6. フライパンに油を熱し、5の混ぜ物を

大さじ 2-3 杯ずつ落として平らにす

る．フタをして蒸し焼きにし、少し焦

げ目がついたらひっくり返す． 

7. 器に盛り、好みのたれ（手軽にケチャ

ップ、BBQ ソース）を沿える． 

 

ためになる名言 

  ショーン・コネリーのことば 

   英俳優「００７」 

つねに真実を話すべきだ。なぜなら真実

を話せば、あとは相手の問題になる。 

私は他人にいくら稼いでいるか聞かない

し、自分がいくら稼いでいるか誰にも言

わない。 

幼い頃からとても自立的だった。今の社

会にはそれが欠けていると思う。この国

の栄養失調状態は全て自ら招いたもの

だ。こんにち見受けられる唯一の争いと

は、間違いを正そうとする少数派とそれ

がつまるところ勝手に治ると願っている

多数派との対立構造だと思う。勿論わた

しは前者でありたいと思っている。 

5 年後に何をしているかなんてわからな

い。この世には二種類の人間がいる。貝

殻のように閉じこもって恩給をひたすら

待つ人間。もう一つは常に動き回って両

目を開いている人間だ。私はずっと動き

回って両目を開けてきたし、ずっと世界

に向けて中指を立てる準備をしてきた。

これからもずっとね。 

（参考：wikipedia） 

〔Sir Thomas Sean Connery：1930-2020

年、英スコットランド、エディンバラ生。

映画俳優で『007』シリーズの初代ジェー

ムズ・ボンド役で有名。2000 年、英王室

よりナイト（サー）に叙任。アイルラン

ド系の家庭に生まれ父はトラック運転

手、母は洗濯業。義務教育修了後最初に

得た仕事は牛乳配達。その後イギリス海

軍に従軍するも、健康上の理由で除隊し、

トラック運転手、美術モデルなど種々の

仕事をしながらボディビルジムに通う。

1953 年には Mr.ユニバースの重量上げ部

門で 3 位入賞、その時に出場者の一人に

演技の道に進むように勧められる。今年

10月 31日、滞在先のバハマで死去。〕 
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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. 

【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 

感染、急増！Victoria エリア 30 人(11/15 付) 

★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★ 

１１月１６日現在 

感染：カナダ全国で 302,192 人（死者：１１，０２７人） 

ケベック州：125,072、オンタリオ州：95,496、 

アルバータ州：40,189、ＢＣ州：22,944、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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覚になるので、瞑想時に彼女を使用するの

もいいですね。 

 カモミールから受け取ったことです。自

分が何者であるのかを知りたい時、私を使

ってみてください。私は日々の to do list

をこなさなければという焦りや、せかせか

する気持ちに停止ボタンを押します。最

初、あなたは止まることが怖いと感じるか

もしれませんが、怖いと感じることは幻想

であることが分かることでしょう。そし

て、そこを通り抜けると、自分がいたいと

望んでいた場所と出会うことでしょう。そ

れは、身体にいること、ハートにいること。

そして、そこにたどり着いたら、じっくり

と味わってみてください。私はいつもあな

たと共にいます。 

 どの精油もそれぞれ素晴らしい働きを

してくれます。でも、使い方を知らないと、

彼女たちの能力が発揮されないままにな

ってしまうことも。精油コンサルテーショ

ン、使い方講座は随時承っています。気軽

に問い合わせください。 

 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 

exquisitelife33@gmail.com 

www.livinginharmony.love 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛11月21日(土)、10am-1pm：Elk/Beaver Lakeにて

バードウォッチング．詳細は、crdparks@crd.bc.ca 

☛11 月 21 日(土)、11am-2pm：2070 Phillips Rd.

にて、Sooke ウィンターマーケット．フードベ

ンダーとアーチスト、アウトドアショッピング

のユニークな西海岸マーケット．雨天決行。ソ

ーシャルディスタンシング厳守のこと．詳細

は、www.sookeregionmuseum.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃２９】 

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。 個々の魂の成長を促し、

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、「カモミール」についてのお話

です。カモミールは、ハーブティの中でも

有名ですね。リラックスや不眠に対して効

果があると言われているキク科のハーブ

です。 

 カモミールと言っても、何種類かありま

すが、カモミール・ワイルド、ブルー、ロ

ーマンは精油では有名どころです。３種

類、それぞれに固有の香りがありますが、

ローマンが一番爽やかで、ワイルドは草原

を想像させるような香り、そして、ブルー

は深海に引き込まれるような香りが感じ

られます。また、「カモミール・ブルー」

は名前が示すように、青い色の精油です。

そして、彼女の効能の中に、他の精油であ

まり見ないものがあるのですが、血液浄

化、化学療法や放射線治療を受けている人

の白血球数を安定させるために使われる、

があります。 

 リラックスを促してくれるカモミール。

その働きは幅広く奥深く、塗布をすると、

まだリラックスができていない部分へ働

きかけてくれます。また、「ここに存在す

る (being)」の状態を促してくれます。ヨ

ガのシャバサナをしている時のような感 

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】11 月の目玉だった米選

挙戦も終わり、結果も決まり、これにて平穏な

日々が訪れると期待しておりましたが、トラン

プ氏のワガママにつき、いざこざが長引いてい

ます．「不正」だといえば「不正」だというわけ

で、犯罪を「やった」とだれかがいえば「やっ

た」ということになるのでしょうか．こんな勝

手な判断を大声で世界に向かってわめく姿をこ

どもたちにはみせたくないものです．先日のワ

シントンDCでのトランプ支持者たちの「選挙不

正」の行進、マイク片手に大声で訴える赤シャ

ツの女性の剣幕にはおののきました．不正の証

拠がない、と明らかになっているのに、なおか

つこうして吠える姿、スーパーでハーゲンダッ

ツが売り切れだ、って店員が言っているのに、

出せ、出せと吠える客と同じではないでしょう

か．例えが幼稚ですが、赤シャツ女性も幼稚で

す．早くバイデン氏が就任して、トランプにき

っぱりオトシマエをつけさせてほしいものです．

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 

●米大統領選行方のニュースで毎日が暮

れるなか、ヘンリー＆メーガンのニュー

スがめっきり少なくなった。というか目

立たない。そんななか、タブロイドの表

紙をこのお二人で飾るとタブロイドが売

れないため、各出版社は今後このお二人

が表紙を飾ることはないであろう、と述

べている記事を目にした。話題が絶えな

いお二人だし、そんなことはないだろう

と思うが、今日 Shoppers に行き、タブロ

イドが並ぶラックに異変を感じた。やっ

ぱり、お二人の姿が見当たらない。タブ

ロイド紙の声明はマジメなものだったこ

とを知る。（ピープル） 

 
 

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 

午前 11 時～午後 5 時 30 分 

（11/16 改）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。 


