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に強盗が入った。カップルとみられる男と

女がナイフで店のスタッフを脅し、棚から

数々の商品を引ったくりコートの中に押

し込んだ。別のスタッフがこの二人に挑ん

だが、女がナイフを振り回したため、後退

せざるを得なかった。その後、二人は盗ん

だ商品でパンパンに膨らんだコート姿で

逃げ去った。 

 警察が警察犬とともに現場に到着した

が、二人は逃げ去った直後。しかし、警察

犬ゼンダーがその場に残るニオイを嗅ぎ

取り、二人を追いかけた。遠からず、ゼン

ダーは男に追いつき、男は警察に逮捕され

た。男のコートからは数多のナイフが発見

された。 

 女のほうは、男と別れて別方向に逃げ去

ったとみられるが、これまたゼンダーの

「嗅ぎ力」により、近くで逮捕された。女

は逮捕に抵抗し暴れまくったが、最後はし

っかりと手錠を掛けられた。 

 

Gorge Waterway でカヌー転覆 

 凍える天気のなか、Gorge Waterway で

カヌーを楽しむ人が多い。そんななか、朝

一番、カヌーで寒いスタートを切った女性

二人と愛犬が、水の速さにバランスを崩

し、カヌーが転覆した。警察が駆けつける

前に、女性 2人と犬は岸に無事に泳いでた

どり着いていた様子。強いっ！ 
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COVID-19、BC 最新ヘルス規則  

 BC 州政府は、第二波 COVID-19 感染拡大

防止につき、次の 6項目の規則を発表した

（11 月 19 日）。 

 今、第二波新型コロナというトンネルの

中、トンネルの出口にみえる光を目指して

（Dr. Bonnie Henry）。 

1.マスクの義務化：公共の屋内や店ではマ

スク着用のこと。ただし、2 才以下と医療

的な問題がある人はこの限りではない。 

2.ノーイベント：家族または同じ屋根の下

に住む人たち以外の人の集まりは禁止。11

月 19 日より 2 週間、すべての屋内、屋外

におけるコミュニティ活動、ソーシャルイ

ベントはサスペンド。ただし、一人で住む

人は、1 人か 2 人の最も近い友人や知り合

いと会うことはできる。 

3.必要に迫られた移動のみ許可：旅行は禁

止。Victoria から Toffino へも必要でない

限り行かないこと。Victoria エリアに住ん

 

でいるなら、Victoria エリアにいること。

4.ジムは無期限閉鎖:ホットヨガも含め、

人との間隔スペースをとりにくい様相の

ジムは、政府からの許可がでるまで閉鎖の

こと。再開許可は WorkSafeBC という政府

機関の検査による。 

5.スポーツ試合において観戦客なし：スポ

ーツ選手も遠征なし。在住エリアにとどま

ること。 

6.信仰サービスは閉鎖：12 月 7 日まで礼

拝などの人の集まりは禁止。ただし、一人

で教会を訪れるなどはしてもよい。 

 

週末の刺傷事件 

 11 月 15 日日曜日の午後 7 時頃、

Victoria はダウンタウン、Pandora Ave.

の 900 ブロック付近で、男性が何者かに数

ヵ所刺される、というランダムな無差別刺

傷事件が発生した。 

 目撃者の通報で警察が現場に駆け付け

たが、男性は命に係るほどの傷を受けてお

り通りがかりの人たちの手で救急車が到

着するまで、介抱された。 

 犯人は警察が到着する前に現場を逃げ

去ったが、後にセキュリティカメラからと

った男の写真が公開され警察は民間から

の情報提供を待っている。。 

 

母子、犬に噛まれる  

 11 月 19 日木曜日、午後 4 時頃、ところ

は Langford は Glen Lake 近く（Glen Lake 

Rd. & Monnington Place）。車から降りた

3歳児とその母親が大きな犬に襲われた。

母親は子どもを車の屋根に乗せて犬から

遠ざけるも、母親はその長靴に噛みつかれ

た。幸いに犬の歯は長靴を突き破って皮膚

にまで到達することはなかった。 

 警察が駆けつけ、犬にリードをかけパト

カーに導き、なんとか犬の暴動は収まった

模様。どこの犬か分からないため、犬は市

のアニマルコントロールに引き渡された。

 

暖炉で顔を火傷 

 Sooke 在住の男性が自宅（Sooke Lake 

Rd.）の暖炉の火で顔に火傷を負った。 

 それは 11 月 18 日水曜日、午前 10 時前

だった。暖炉に火をつけていたがそのうち

にスパークとなり火花が飛び散った。男性

が火の元を確かめようと顔を近づけた途

端、大きな火のスパークに襲われた。 

 消防車も駆けつけて消火にあたった。男

性は病院に運ばれ、顔や眼の火傷は第一級

と診断された。 

 消防隊は、暖炉からの出火について「冬

が近づき寒い時期に入るため、事前、暖炉

が正しく機能するかを確かめること」とア

ドバイスする。 

 

武装強盗のカップル 

 11 月 8 日日曜日の午後 8 時半すぎ、

Quadra St.の 2600 ブロック付近にある店 
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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】COVID19 感染拡大防止 

のため 11 月 22 日より閉鎖中 

✧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. 

ワクチンも 

もひとつ不安で 

篭り続行 
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で、今年は缶コーヒーの売り上げが大き

く落ちているとか。そして、缶コーヒー

の新商品やリニューアル商品の数が激減

という、業界では追い打ちをかけるよう

な異変も起きている。例年であれば、夏

の終わりから 9 月にかけて各社が缶コー

ヒーの新商品発表会を実施していたにも

かかわらず、コロナ禍であることを踏ま

えても、今年はほとんどなかったそうだ。

激変の理由の一つは外出自粛要請のあっ

た 4-5 月に、都心部を中心としたコンビ

ニやオフィス内に設置している自動販売

機での売り上げが減少。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.60 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

同床異夢／異床同夢  

コロナのワクチン 

 世界中がコロナ禍の世界に突入し、上

を下への大騒ぎの内に過ぎ行く 2020 年。

残すところ後一ヶ月程だが、「America 

First」どころか「Tramp First」だった

あのご仁は、いまだに敗北は認めないと

言う。往生際の悪いことこの上ないが、

それでも21日に渋々バイデン氏への政権

移行業務を容認した。 

 こうなると今後最大の話題は、開発さ

れたワクチンについてである。破竹の勢

いで生産しているファイザー製薬会社を

例に取れば、感染予防は 95％の確率と発

表された。もちろんこの数字は正しいの

であろうが、後の 5％に自分が入らないと

の保証はない。効果がないだけならまだ

しも、何らかの副作用があったら「こん

な結果になるなら注射しなければよかっ

た」と誰しも思うだろうし、その時の責

任は誰が取ってくれるか・・・？ またそ

んな場合の指針は示されるのだろう

か・・・？等など、考えれば考えるほど現

時点では懐疑的にならざるを得ない。 

 であるならば、今まで通り頻繁に手洗

いを心掛け、人との距離を保つことなど

して出来るだけこの事態を切り抜け、安

全性がより高くなる迄待とうと思う人は

多いのではないか。そうした自己管理の

中で大切なのは、よく言われる「快食、

快便、快眠」であるのは、この時期だけ

でなく健康的に生きる基本である。 

 そんなことを思いつつのある日、物書

きには最重要の情報を納めているコンピ

ューターや、新聞／雑誌を整理していた

折りに、写真のような切り抜きが出てき

た。出所はアメリカの Chicago Tribune

で、題して「The case for couples  

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

縄文時代の遺跡→岩手県釜石市にある縄

文時代の屋形遺跡が、国史跡に指定される

ことが決まった。縄文時代中期末から後期

初頭にかけての貝塚を伴う集落で、海岸段

丘の上の狭い地形の中で竪穴建物などの

居住域と貝塚が一体となった希少な事例。

2015 年、東日本大震災の避難道路建設に伴

う発掘調査で見つかった。 

東北放送ドラマと国際エミー賞→世界の

優れたテレビ番組に贈られる国際エミー

賞の受賞作品が11月 24日未明に発表され

たが、東北放送制作の TV ドラマは惜しく

も受賞を逃した。東日本大震災で家族を失

った主人公が葛藤を抱えながらも前向き

に生きていこうとする姿を描いたドラマ

「小さな神たちの祭り」は「TV ムービー／

ミニシリーズ」部門の最終選考作品にノミ

ネートされていた。 

ドローンで、救え→大規模災害が発生した

際に、道路や鉄道が寸断され、孤立した集

落にドローン（小型無人機）を活用して、

食料や薬などの緊急物資を届ける取り組

みが注目されているそうだ。昨秋、甚大な

被害をもたらした台風 19 号では、東京都

奥多摩町の山間の地域が数日間、孤立した

状態に追い込まれた。この教訓を元に都は

このほど、同町でドローンによる輸送訓練

を実施。好天候に恵まれ、首尾よく物資は

現地に届いたが、暴風雨が続く際の運用面

での確実性や安全性などの課題も浮かび

上がった。 

 

＜社会ニュース＞ 

冬季うつ→秋から冬にかけて気分が落ち

込み体調も優れない症状を「冬季うつ」と

いうそうだ。が、春が近づくにつれて回復

する。時期が限られるうえに通常の「うつ

病」と異なる特徴もあるため病気と気づき

にくく、冬が来るたびに悩まされる人も少

なくない。本人や周囲が変化に気づき、積

極的に日光を浴びるなどの対策をとると

よい、ということだ。 

除菌液の人体ミストシャワー→11 月 8 日

に国立代々木競技場で体操の国際大会が

開催された。会場の入り口で除菌液を噴霧

していたことに対して、専門家から指摘が

相次いでいるという。除菌液などを空間噴

霧することで、眼や皮膚への付着や吸入に

より健康に悪影響の可能性。世界保健機関

（WHO）や厚生労働省は、推奨していない。

動物公園にクマ侵入→広島市安佐動物公

園のシフゾウの展示場近くで11月 18日以

降、ツキノワグマのふんなどの痕跡が相次

ぎ見つかっていることが分かった（11 月

24 日）。クマの目撃情報はなく、同園は夜

に侵入したとみて、入園者に注意を呼び掛

けている。動物園も野生のクマは禁止。 

消える、缶コーヒー→新型コロナの影響

sleeping apart」となっており、顔写真の

キャプションには「Jennifer Adams, author 

of Sleeping Apart, Not Falling Apart.」

とある。 

 これは Adams 氏の体験と、幾組かのカッ

プルへの調査をもとに書かれた本である。

彼女は夫と一緒に一つのベッドで寝ること

に固執して長い間色々と努力をしたもの

の、彼のイビキによって眠れぬ夜が続いた。

思い余って彼を向こうに押しのけたりすれ

ば起きてしまうし、お互いに気分を害する。

仕方なく彼女は、隣の部屋に行き床にごろ

りと横になって寝たこともあったとか。 

 その後二人は話し合って、週日は別々の

ベッドで寝ることにして週末だけ一緒のベ

ッドで、としたのだそうだ。だが熟睡する

ことは、お互いの人間関係を円滑にする上

でとても大切と気付き、今は毎日別のベッ

ドで寝るようになったと言う。 

高離婚率の一因？ 

 アメリカのドラマや映画を観ると、一律

に「仲の良いカップルは一緒のベッドで寝

る」というのが不文律であるかに見える。

しかし National Sleep Foundation の調査

によると、実際は 11～23％のカップルは

別々のベッドで安眠していると言う結果が

出ている。にもかかわらず Adams 氏の本の

米国での反応は「オーストラリア人の彼女

の考えは受け入れられない」と言わんばか

りだったと言う。 

 それではと、母国の親戚や周りの友人た

ちの反応を見た所、眉をピクつかせ驚きを

隠せない様子。やはりすんなりとは理解を

示さなかったと言う。 

 彼女は言う。これは「ベッドを共にしな

い＝セックスレス＝仲が悪い、という定義

に押し込められている結果で、世間体を気

にしている証拠」「同じベッドに寝ることだ

けが、セックスの有無の判定になるの？馬

鹿馬鹿しい！」と一笑に付す。ちなみに彼

女は結婚生活 11 年間目だそうだが、いまだ

に熱々の関係だと言う。 

 しかし多くの人は周りのピアプレッシャ

ーに負けて、熟睡出来ないことを知りなが

ら、嫌々ながら毎夜同じベッドに寝ること

を余儀なくされているとか。欧米の離婚率

が高いのは、こんなところにも一理あるの

かもしれない。 

 寝不足がたたって相手にイライラしなが

ら「同床異夢」を続けるより、愛ある生活

は夜のベッドの中だけではない事を知り、

「異床同夢」で心身共に明るく過ごす方が

より健康的と言えることを示唆しているか

に見える。 
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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（２） 

 前号より続く、栄養的にグッドでも毎日

食べるとバッドになる食品の食品リスト。

（参考：msn.com/en-ca/health/ 

nutrition） 

1. イチゴ 

2. マーガリン 

3. ぜんまい（Fiddleheads） 

4. インゲン豆（Kidney beans） 

（上記、前号にて解説） 

5. 松の実（Pine nuts）：メタリック（金

属）な味、といおうか、後味が悪い。その

ためか、味覚障害を引き起こすと言われて

いる。原因は不明であるにしても何かしら

科学的な要因はあるに違いない。もとも

と、松の実は食用ではなかったらしい、中

国から持ち込まれた食用の実に混ざり、食

べるようになったそうだ。とにかく不可解

な実である。わからないものはむしゃむし

ゃ食べないほうがよかろう。 

6. ハム（Deli meats）：最近はよく言われ

るようになっている。ハムなどの加工肉は

ガンを引き起こしやすい、と。というのも、

肉の加工品には発がん性がある亜硝酸塩

（nitrites）が多く含まれている。セロリ

にも亜硝酸塩は含まれているものの、この

亜硝酸塩は自然に発生したものであり、ハ

ムに含まれる人工的なものとは身体への

影響が違ってくる。科学研究でも、ハム（ほ

ぼ毎日摂取）とガンには深い関係があるこ

とが証明されている。 

7. ビーツ（Beets）：限りなく赤いビーツ。

最近の野菜スパゲティ化（らせん状に切る

調理器具による）で、ナマのまま食べるこ

とも流行っている。色鮮やかで食卓に華、

というところ。しかし、栄養豊富そうなこ

のビーツをなぜに毎日食用すると毒なの

か。とくに火を通さずに食べるとイケナイ

らしいのだ。ナマで食べ過ぎると、嘔吐し

やすいとか。よって、ビーツは「ウェルダ

ン」でお召しのこと。 

8. ポテト：オーガニックなら毎日食べて

もよいらしい。しかし、イモのオーガニッ

クなど、高くつきすぎて、それを買う人が

いるのかどうか。という問題はさておき、

とにかく毎日食べることは禁物らしい。理

由は殺虫剤がふり 

まかれているから 

である。これはイ 

モをタワシで十分 

ゴシゴシとしたと 

ころで落ちないほ 

どにイモ内部へと 

染み込んでいると 

いう。なんと、恐 

ろしい話ではない 

か。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

テイタートッツ・シェパードパイ 

 ひき肉の上にマッシュポテトを乗せて

焼くシェパードパイ。マッシュポテトの調

理過程をフリーザーで眠る Tator Tots で

代用する。これでギュウギュウ詰めのフリ

ーザー内を整理できて一石二鳥。 

〔材料：9x9in パン〕ひき肉(Beef&pork, 

1lb)、玉ねぎ(1/2 個)、セロリ(1/2 本)、

ニンニク(1 片)、コーン&グリーンピース

(フローズン,各 1/2C)、ビーフブイヨン(1

個)、小麦粉(大さじ 2)、塩＆こしょう、

テイタートッツ(tator tots, 又はフレン

チフライ, フローズン,2C) 

1. 玉ねぎ、セロリ、ニンニクはみじん切

りにし、コーン＆グリーンピースは水

に浸して解凍してから水を切る． 

2. フライパンにひき肉を入れて炒める

（溶け出る油を利用する）． 

3. 2 がボロボロに焼けたらに 1 を入れて

全体を炒め、ビーフブイヨン、小麦粉、

塩・こしょうをして全体をよく混ぜる． 

4. 3 をパンに入れ、表面を押して均等に

平らにする． 

5. 表面にテイタートッツを並べ、押して

固定させる（フレンチフライの場合

は、長さ 2-3 に切って並べる）． 

6. オーブン（400°F）で約 30 分焼く． 

ためになる名言 

  高橋留美子氏のことば 

   漫画家「犬夜叉」 

漫画は読者がいなければ成立しません。

誰かが楽しんでくれる、待っていてくれ

るというのは本当にありがたいですし、

すべてのモチベーションです。 

（漫画を描く上で大事にしていること）

読んでいる人が傷つかないことです。昔

見たアニメで、自分の倫理観と違ってい

たため勝手に傷ついた、という事があり

ました。倫理観は人それぞれなので私の

一方的な考えです。しかし、自分の物差

しは大切にしたいし、キャラの尊厳も大

切にしたいです。 

（自分の性格）真面目だと思います。明

日出来る事も、出来るなら今日やってし

まう方です。あまり悩みこまないです。

悩みは 3 つ以上覚えられません。4 つめ

の悩みが出来るとひとつ消去される感じ

です。漫画に対しては結構「しつこい」

です。特にネーム、演出は納得いくまで

やります。まあまあインドア派なので、

漫画家に向いた性格とライフスタイルだ

と思います。 

（参考：wikipedia） 

〔たかはし るみこ：1957 年、新潟県生。

日本の漫画家。有限会社るーみっくプロ

ダクション代表取締役。代表作品は『う

る星やつら』『めぞん一刻』『らんま 1/2』

『犬夜叉』など。新潟市で産婦人科医院

を開業していた高橋家の末っ子（2男 1女

の長女）。父は医学者で俳人の中田瑞穂に

俳句を学んだ「高橋卯木」の俳号を持つ

俳人、また河童を題材にした水墨画を好

んで描く画家でもあった。幼少期から兄

の少年漫画を愛読し、中学の頃から『週

刊少年サンデー』などに作品の投稿を始

める。1978 年『勝手なやつら』でデビュ

ー。このほど政府による 2020 年秋の紫綬

褒章を受章。〕 
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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 

公共の場のマスク不着用罰金$230(11/25 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２６日現在 

感染：カナダ全国で 347,466 人（死者：１１，７１０人） 

ケベック州：135,430、オンタリオ州：107,883、 

アルバータ州：50,801、ＢＣ州：29,086、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 

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。 

 

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 
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そのため自ずと需要と供給の関係から価

格も上がり、競争も激化しています。競争

の激化はコアエリアだけにとどまらず、ス

ークの方まで及び、コアエリアの価格の高

騰と競争から、徐々に郊外へまで飛び火し

てきている次第です。 

 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 10 月の

$859,900 に対し、先月は$879,600 と約

2.3％の値上がり。先月 9 月とほぼ横ばい

状態です。コンドミアムは、昨年 10 月の

$512,500 に対し、今年の 10 月は$512,300

と、今年９月の$510，600 と比べて 0.3％

の値上がりとなっています。コンドミニア

ムにも競争激化の影響が出てきているの

は顕著です。 

 コロナの第二波の拡大により、オープン

ハウスの事実上の禁止等第一波時のよう

な制限が不動産業界にも求められてきて

ます。皆さん、買える時に買えるものを買

っておきましょう。 

 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 ☆☆☆☆
☛12 月 5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 

☛2021年1月3日まで：Greater Victoriaエリアの

各所にて、恒例第12回ジンジャーブレッド・ショー

ケース．詳細は、www.habitatvictoria.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１５） 

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。 

 10 月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。 10 月も 8 月、9 月に引

き続き 10 月の過去の記録を破る結果とな

り、990 件もの不動産が売買されました。

昨年10月の 619件と比べるとほぼ60％も

の増加。先月と同じような結果となり、衰

えを見せずといった感じです。コロナが発

生して以来低調だったコンドミニアムも

先月に引き続き盛り返しの傾向にあり、昨

年の10月と比べて70％増加の304件もの

物件が売買されています。 

 一戸建ては昨年10月と比べ53.1％増加

の 487 件でした。一戸建て、コンドミニア

ム共にヒートアップした市場でした。先月

に引き続き圧倒的な売り手市場に終わっ

ています。適切な価格のそれなりの物件な

らば、複数オファーが発生することも多々

あり、相変わらずバイヤーにとっては価格

ともに厳しい状況が続いているのも事実

です。極端な供給不足状態のため選んでい

る余裕がない状態といってもよいでしょ

う。1M を超える物件もかなり取引されて

います。コロナの第二波到来という最中

で、このような状況は、なんとなく腑に落

ちないというか、不自然な気がしてならな

いのが正直な気持ちです。 

 10 月下旬の市場に出ている物件は

Victoria Real Estate Board の MLS で

2122件と昨年10月と比べてもおよそ20％

ダウン。先月末と比べても 10％ダウンと

在庫がかなりのスピードで減ってきてい

るのが現状です。 

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】11 月も末、今年も残る

ところあと 1ヶ月ちょっと、となりました．ク

リスマスまでカウントダウン、それが終わると

お正月までカウントダウン．普通、この辺で一

段落というところですが、今回は、もう一つカ

ウントダウン！があります．個人的に、といい

たいところですが、同じ気持ちの方が多くいら

っしゃることと思います．とくにカナダは多い

ことと思います．世界規模でも多いかもしれま

せん．で、そのカウントダウンは 2021 年 1 月

20 日、アメリカ大統領就任式です．これにてバ

イデン氏が大統領に、そしてトランプ氏は一般

市民になります．というふうにうまく行けばい

いのですが、トランプ氏は一旦「バイデン氏へ

の政権移行」に OK を出しておきながら、また

もや「選挙結果を覆す、勝者はワシだっ！」と

その鼻息の荒いことといったら、ほんと日本昔

話にでてくる意地悪じいさんたちも顔負けで

す．トランプ劇場はまだ続きます． 

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 
●トランプ顧問ジュリアーニ弁護士の黒

い汗（毛染めが汗で溶けた？）が話題に

なっている。「不正選挙」の訴えにつき、

証拠を出さず、ウソとわかるウソをつい

てまでなぜにそこまでがんばるのか。全

く不可解だったが、トランプ顧問として

従事する息子がいたことを今にして発

見。そうだったのか。トランプが大統領

でなくなると息子も失業する。なにか弱

みを掴まれているとはかねがね思ってい

たものの、親としては実に真剣なトラン

プ「不正」擁護である。（親の子） 

 
 

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 

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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【お知らせ】 

ビクトリア日系人教会 

コロナウィルスの感染拡大防止のため 

11 月 22 日よりクローズとなりました。 

再開したときにはお知らせいたします。 

詳細は www.vicjapanesechurch.com 


