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さなかった。すぐさま、その車に追いつき

ドライバーに停めるように指示し、まずは

プレートナンバーを確認すると、女性ドラ

イバーの車でないことが判明した。また、

そのドライバーライセンスは有効なもの

ではなかった（期限切れか仮免）。よって、

女性はその場で運転禁止となり車は牽引

されることとなった。 

 車がなくなり、仕方なく女性は、車のオ

ーナーに電話し、迎えを頼んだ。すぐにオ

ーナーの女性（23才、Saanich 在住）が現

れた。が、この女性はドラッグを服用して

いたとみえて歩くのもフラフラの状態。警

察はこの女性の車を押収した。そして、更

なるドラッグ発見を、と警察が捜査するう

ち、この車から 4丁もの機関銃と 1丁の半

自動ショットガンが出てきたのだ。いずれ

も弾が詰め込まれていた。 

 警察が予期せぬことに、女性は、ファイ

アーアーム・ライセンスを取得していた。

しかし、銃に弾を詰め、いざ出陣状態で車

に置くことは違法である。 

 それよりも、女性はなぜにこうした機関

銃に弾を詰めて車で持ち歩くのか。警察は

現在動機を捜査中。ドラッグで頭がフラフ

ラの女性に何を聞いても的を得た回答を

得られない。とにかく、すべての銃は女性

から取り上げられた。女性はドラッグ服用

運転と武器所持でチャージされる。 

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】2020 年 12 月 27 日と    

      2021 年 1 月 7 日は休刊   

 

 

Greater Victoria、アウトブレイク  

 ついに Victoria で COVID-19 ウィルス・

クラスターの危惧、Victoria 第１号となる

大型施設での感染事態が判明した（11 月

29 日）。Veteran Memorial Lodge（長期療

養施設）に勤務するスタッフの一人に

COVID-19 テスト陽性の結果が出たという。

これを受けてそのスタッフは現在自宅隔

離中、施設は閉鎖され、ビジターなどの出

入りは禁止となっている。 

 アイランドヘルス（保健所）は、この施

設に出入りした人たちをトレーシング、さ

らなる感染拡大を食止めるために緻密に

モニターしている。 

 

マスクを拒否して$500 

 11 月 30 日月曜日、公共の場であるガソ

リンスタンドでマスク着用を拒否した

West Shore 在住の男性が$500 ほどの罰金

を科された。 

 Peninsula Co-opガソリンスタンド（2320 

Millstrearm Rd.）からの通報で警察が駆 
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けつけると、40 才男性がスタッフの説得

にもかかわらずマスク着用を拒否してい

た。スタッフはマスクを着用しないなら店

から出てほしいと男性に言うと、男性は好

戦的になり、そんなら警察に通報してみろ

っ、と啖呵を切ったようだ。 

 しかし、警察が説得しても、男性はマス

ク着用どころか、一層好戦的になり、つい

に警察は男性が妨害を引き起こすとみて

逮捕した。同時に COVID-19 関連対策法

（COVID-19 Related Measures Act）のも

と、男性に$230 の罰金チケットを切った。

 翌日火曜日。West Shore 警察は、View 

Royal Starbucks で、同じ男性がスタッフ

に暴言を吐いているビデオがアップされ

ているのをその Facebook で発見。暴言の

原因は同じく「マスク付着用」を責められ

てのこと。ビデオ撮影日は前日の月曜日だ

った。同じ日にスタバでもマスク不着用で

問題を起こしていたことになる。 

 スタバはあえて警察に通報しなかった

ようだ。それで、警察のほうからスタバに

電話を入れ、その男性のマスク不着用の件

につき確認した。よって警察は同じ男性に

さらなる$230 の罰金チケットを切ること

となった。 

 ビジネスは、そのポリシーに従わない客

の入店を拒否できる。警察は、ポリシーに

反抗的な客については是非警察に通報す

るようビジネスに呼び掛けている。 

 

Victoria は世界で 5 番目 

 Victoria 市は世界のスモールシティ、

ベスト５にランクされた（Global media, 

Monocode）。判定基準は、文化、キャリア、

シティプランで、世界中から 25 のシティ

がノミネートされていた。 

 Victoria は、リサ市長がリードするユ

ースフリーバスパスやバイクレーンなど

で若いカナディアンや移民、外国人を惹き

つけている、とする点もポイントアップと

なった。また、経済の街であり全体的に生

活の質が高い（11 月 25 日付）。 

 

機関銃と女と Victoria  

 なんとも合わない組み合わせ、しかし、

それが実際起こったとすれば Victoria は 

Victoria 
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マイナス 70 度で保管? 

カラダは凍らぬか 

極悪の街になるか。これ

が最初で最後であってほ

しいと願うばかり。 

 11月28日土曜日の午後

9 時過ぎ、West Shore 警

察がパトロール中、おそ

らくパトカーを見るなり

恐れたのか、一台の車が

それるように（隠れるよ

う に ） 行 き 過 ぎ た

（Helmcken Rd . & Island 

Hwy）。女性ドライバーに 

よるなにやら怪しいハン

ドルさばきを警官は見逃
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おいて、群れの数は県内最多の 5 群、頭

数は約 190 頭を数えるそうだ。そのうち

一つの群れ（約 30 頭）がここ数日、複数

の集落に頻繁に出没し、特産の黒大豆を

食べたり、民家の屋根を飛び回るなど、

「悪行」の限りを尽くしているという。

群れの位置情報システムや監視員、追い

払いのモンキードッグ育成など、被害軽

減と群れの絶滅回避など市の取り組みが

「先進的」と評価される一方、今まさに

被害を受けている住民は、「人手も少な

く、対策には時間がかかる。目の前にい

るサルを捕獲することはできないのか」

と憤る。 

 

 

 

 

ジョー・バイデン 

    by ヨシダ 

 12 月 1 日火曜日。またまた米大統領選

の話になるが、今回はジョー・バイデン

氏にフォーカスしたい。トランプがバイ

デンを認知症だとか、スリーピー・ジョ

ーとなじるが、実は案外「駿馬」とは多

くの人が語るところ。抜けてそうで抜け

てない。そもそもあの理知的なオバマ大

統領と 8 年もうまくやれた人だし、その

後も友人として絆も強い。人間性に長け

る人。また、文字通りオバマの右腕とな

り、その政略もプロのプロ。オバマが頼

りに副大統領に指名した人である。腕の

いい政治家なのである。そもそも政界に

入って 40 年以上、政治一筋のみんなが驚

く「重臣」さまなのだ。 

 先月 11 月に誕生を迎え 78 歳となり、

さすがにお歳を召して米歴代最高齢の大

統領と言われている。今回は最高齢の大

統領、それはそれで意味があるのではな

いかと思う。4歳年下のトランプがこの 4

年でアメリカを無茶苦茶にした。オバマ

＆バイデンが国民のために世界平和のた

めに築いたものを叩き潰した、といって

も過言ではない。子どもがおもちゃを思

い切り散らかし、その後始末を親がする。

それが今のバイデンではないだろうか。

歳をとって重ねた経験をもとにアメリカ

を元に戻さねばならない。それができる

のがバイデンだ。若い大統領にはちょっ

とムリ、とこちら庶民にも容易に想像が

つく。 

 おもちゃを散らかした子どもに、親は

「片づけよう」というであろう。しかし、

トランプに「片づけよう」というのは所

詮無駄なことだ。したい放題、わがまま

放題のスポイルされたトランプの辞書に

「お片付け」という文字はない。加えて、

トランプは未だに「選挙不正」を訴えて

いるが、これは「疑心暗鬼」か、精神的

にかなり病んでいるのではないかと思 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熊本豪雨５ヶ月→熊本県南部を中心に甚

大な被害が出た今年 7 月豪雨災害から 12

月 4日で 5ヶ月経った。県の集計によると、

仮設住宅などの入居者は 11 月 25 日現在、

3954 人（1675 世帯）となった。今月 3 日

現在の避難者数は、前月から 149 人（93

世帯）減の 89 人（48 世帯）で、100 人を

下回った。住宅被害は 2 日時点で計 7424

棟。全壊 1491 棟、半壊 3096 棟、一部損壊

1927 棟などとなっている。 

青空応援団→学ランに鉢巻き姿といえば

応援団。大声を張り上げ、思い切り腕をふ

りながら全力でエールを送る。そんな昔な

がらの応援団のスタイルが再び注目され

ているそうだ。その“旗振り役”とも言わ

れるのが宮城県仙台市に拠点を置く「青空

応援団」。2013 年に結成された、社会人の

み約 80 人の応援団である。東北を中心に

スポーツイベントだけでなく、“頑張る”

個人や団体に向けて、エールを送る。 

ダンボルギーニ→宮城県石巻市の今野梱

包は、強化段ボールを使った梱包資材や商

品を扱うが、三代目が、運搬に使う木製パ

レットの会社から事業を転換し、避難所の

ベッドを製造するなど東日本大震災やコ

ロナ禍にも打ち勝つ新商品を次々と開発

している。とりわけ、段ボールで高級車を

模した「ダンボルギーニ」は復興のシンボ

ルになっている。 

 

＜社会ニュース＞ 

新型コロナ感染現況→12 月 5 日は、東京都

で過去最多となる 584 人など、全国でこれ

までに、新たに 1,657 人の新型コロナウィ

ルスの感染が確認され、累計の感染者数が

16 万人を超えた。北海道では、新たに 183

人の感染が確認された。旭川厚生病院によ

ると、病院で 7人の感染が確認され、この

関連の感染者は、あわせて 221 人となり、

病院としては、国内最大のクラスターとな

っている。 

投函口にガムテープ→札幌市内の郵便ポ

スト、その投函口にガムテープが貼られ、

手紙を投函できない事態が相次いでいる

そうだ。理由は「新型コロナウィルス感染

予防のため」だという。郵便局で感染者が

確認された場合に、ポストを利用停止にす

る、ということだ。  

インフルエンザ、昨年比「600 分の 1」→

12 月 4日、厚生労働省は最新のインフルエ

ンザの国内発生状況（11 月 23 日-29 日分）

を発表した。昨年は同時期に、全国で

27,393 件の発生が報告されたが、今年は

46 件。昨年比でおよそ 600 分の 1という少

なさ、いわば「消滅状態」とも感じられる

数字である。 

悪行のサル群れ→兵庫県内でも有数のニ

ホンザル生息地である同県丹波篠山市に

う。「不正」を証明するのに、票カウントの

マシーンにバイデン票が入った USB ドライ

ブが原因だ、と IT テクを持ち出して大きな

ウソをつくところ、「自分に都合が良いよう

取り繕い」が特徴の認知症ではないかとも

疑ってしまう。バイデンを認知症という前

に、自分のことを心配してほしいものだ。 

 話がトランプにそれてしまった。バイデ

ンに戻る。バイデンの生い立ちを紐解くと、

「偉人伝」によくある苦境が何度もある。

その苦境を乗り越える姿に感動する。ふつ

うの重臣から、「尊敬すべき」次期大統領へ

と思いが変わるのにそう時間はかからなか

った。 

 バイデン 29 歳。デラウェア州で若くして

上院議員に当選したことは結構なニュース

になった。しかし、意気揚々、議員として

のオフィスを確立中に、妻と娘即死の連絡

を受け、打ちのめされ、悲観に暮れる。子

供は 3 歳と 2 歳の息子、1 歳の娘と 3 人い

たが、妻が 3 人の子を連れてクリスマスの

買い物中、トレーラーに衝突されたそうだ。

息子 2 人は生き残った。若き上院議員とし

てニュースになっただけに、この妻子死亡

も大ニュースとなった。 

 母親を亡くした幼い息子 2 人の手を引く

バイデンの写真をみて涙ぐむ。シングルフ

ァーザーとなり 3 人で生きなければならな

い。上院議員としての仕事があるワシント

ンまで片道 1 時間半を息子たちのためにア

ムトラックで通い続けたそうだ。そのうち

に今の妻、ジルに会い、5 回のプロポーズ

の末、やっと結婚する（ジルは息子 2 人と

よい関係ではあったものの、継母となるこ

とに躊躇したのだそうだ）。かくして、バイ

デンは一家を立て直し今に至る。だが、そ

の前にもう一人の悲しい死があった。 

 それは、妻と娘が死亡した交通事故で生

き残った息子の一人、ボー・バイデンであ

る。父と同じく政界に入り、デラウェア州

知事を目指していたそうだ。バイデン曰く、

自分より息子のほうが大統領に向いている

と言っていたほど。だが、2013 年に脳腫瘍

がみつかり、2015 年に死去。46 歳という若

さだった。 

 翌年、オバマ＆バイデンの 8 年の任期が

終わるため、多くの人がバイデンの大統領

選出馬を期待していた。しかし、バイデン

は息子の死の悲しみに打ちひしがれ出馬は

見送られることとなった。 

 そして、2020 年、今。現行トランプ政権

に立ち向かうべく、アメリカを再建すべく

大統領に。10 月のトランプとの第一回ディ

ベートにて、すぐに口を挟むトランプに

「Shut Up, Man!」とぴし 

ゃりと言ったのはこの人 

だけ。この一言がアメリ 

カを、世界を救うと信じ 

たい。 

「ジョー・バイデン」ぬりえ本 
人気のほどがうかがえる→ 
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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（３：最終回） 

 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） 

5. 松の実（Pine nuts） 

6. ハム（Deli meats） 

7. ビーツ（Beets） 

8. ポテト 

（上記、前号までに解説） 

9. セロリ：サラダにセロリ、なぜにセロ

リ？淡白にして栄養豊富と思えるみずみ

ずしい野菜である。どうして毎日食べると

よくないのか。それは、セロリが水分豊富

でもその「水分」に問題があるからである

そうだ。セロリの水分は、純粋な水でなく、

殺虫剤に含まれるケミカルがハイレベル

で含まれているからである。というわけ

で、毎日食べると毒になるセロリとなる。 

10. ベビーフード：その中でも、ライスシ

リアルはとくによくないと言われている。

ライスには自然と「ヒ素」という毒素が微

量ではあるが発生する。大人であれば問題

はないが、身体が小さいベビーには毎日食

べると致死量となりかねない。 

11. カシュー：ピーナッツよりおいしいカ

シューである。オイシイものはやっぱり高

い。高いため、毎日食べるのは遠慮しよう。

ということでそれはよいことである。とい

うのもカシューを毎日食べると毒素が身

体に蓄積しやすい。カシューの殻は毒素が

強く、その毒素は殻を通してナッツ内に浸

食する。カシューの食べ方として安全な方

法は、調理して熱を充てることだという。

どっちみち店で売られるカシューは

「raw(生)」と表示してあっても加熱工程

を得ているそうなのでさほど心配はない。

が、やっぱり毎日は遠慮しよう。 

12. ハチミツ：１才以下の子供にハチミツ

を与えてはならない…これは周知の事実。

殺菌されて安全なハチミツだとしても、で

ある。というのはハチミツにはボツリヌス

芽胞という恐るべきボ 

ツリヌス症（全身の神 

経麻痺を生じる）を引 

き起こす毒素が含まれ 

ていて、小さな子供は 

この毒素に対する免疫 

がない。 

13. ツナ：White tuna 

は自然に水銀を含む。 

妊婦や子供は毎日の食 

用は避けるのがよい。 

 
Cooking for the Lazy: 

エッグノッグ・ブレッドプディング 

 クリスマスが近づくとスーパーの乳製

品の棚にエッグノッグがずらりと並ぶ。ク

リスマスが終わると多くが残り半額にな

る。クリスマスのために一応買うが、クリ

スマスを過ぎると半分以上残る、というの

が、エッグノッグの実態である。 

 さて、残ったエッグノッグをどうする

か、という問題ができる。捨てがたいし、

賞味期限を過ぎていない限り、なんとか消

費したいものである。そういうときに役立

つのがパンに液を染み込ませて焼くとい

うこと。大量を消費できる。人呼んで、エ

ッグノッグ・プディングである。 

〔材料：9x12in パン〕エッグノッグ(3C)、

卵(4個)、食パン(10枚)、クランベリー(ド

ライ,1/2C)、シナモン(スパイス,小さじ

1)、砂糖(大さじ 2)、バター(大さじ 2) 

1. ボールに卵を割り入れ、砂糖、シナモ

ンを加えてホィップする． 

2. 1 にエッグノッグを入れて混ぜる． 

3. 食パンを一枚一枚 2 に浸して、パンに

斜めにかぶさるように並べる．食パン

の間にクランベリーをまぶす． 

4. ボールの液が残ったら、2に全体に振り

かける． 

5. バターを擦り、3の表面にまぶす． 

6. オーブン（350°F）に入れ、約 50分、

表面がこんがりするまで焼く． 

ためになる名言 

  アレックス・トレベックのことば 

クイズ番組 Jeopardy!の元司会者 

毎年米国においては推定 5 万人の方々が

そう宣告を受けるように、今週私もステ

ージ 4の膵臓癌と診断されました。生存

率は低いようですが、私はこれと戦うつ

もりです。そして私は以前同様クイズ番

組で働き続けるつもりです。 

同じ病気を持つファンの方々からの励ま

しや、生存率を超えて生きているという

声を聴き、その病を打ち負かすつもりで

す。現行のクイズ番組「Jeopardy」の司

会役契約期間は 3年あるため、契約違反

しないように生きる必要もあります（ジ

ョーク）。 

病気の宣告で、「生」には期限があること

を悟りました。終わりがみえることで一

層活気づくともいえます。いい人生でし

た。満ち足りた人生でした。 

クイズ番組の司会者としてスター扱いさ

れていますが、私はスターではありませ

ん。この番組のスターは出場者です。私

は「司会」という進め役でいるだけです。 

（参考：wikipedia） 

〔Alex Trebek：1940-2020 年、オンタリ

オ州サドバリー生。ニュースキャスター、

クイズ番組の司会者。父はウクライナ移

民、母はフレンチカナディアン。オタワ

大学で哲学を専攻、在学中に TV 放送の仕

事をして学費を稼ぐ。1984 年より、病に

倒れる 2020 年まで『ジェパディ!』の司

会者となり、世界の TV における同一のク

イズ番組史上最長の司会記録となる。

2019年5月、デイタイムエミー賞を受賞。

2020 年 11 月 8 日、18 ヶ月に及ぶ膵がん

との闘病の末、LA の自宅で死去。享年 80

歳。アレックスの最後の収録クイズ番組

は、生前に意思表示したとおり 12 月 25

日に放映される。〕 
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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 

ワクチン臨床検査実施中 

★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★ 

2020 年１２月６日現在 

感染：カナダ全国で 408,921 人（死者：１２，５８９人） 

ケベック州：149,908、オンタリオ州：125,385、 

アルバータ州：66,730、ＢＣ州：36,132、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 

 

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 

【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 
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 しかし、これはただ 

の偶然ではなかったのだと、天使たちは告

げ知らせたのです。 

 『あなたがたは、布にくるまって飼葉お

けに寝ておられるみどりごを見つけます。

これが、あなたがたのためのしるしで

す。」』 

 飼い葉桶の中に寝かされている乳飲み

子、これこそが救い主のしるしなのだとい

うのです。救い主のしるしとして寝かされ

ている飼葉おけとはいったいどの様な物

でしょうか？ 

 【第一に】、飼い葉桶というのは、暗く

て、じめじめして、どろどろと汚くて、悪

臭を放っている、そういう私達人間の心を

象徴しているのです。イエス様は、そのよ

うな人間の心を裁かず、否まず、かえって

自分の住まう場所としてくださる愛に満

ちた、恵みに満ちた御方なのです。 

 よく、教会に友達を誘うと、「わたしは

教会になんかにいく柄じゃないから」と

か、「私みたいな人間は教会には行けない」

というようなことを言われてしまうこと

があります。しかし、教会はそのように近

寄りがたい聖人君子の集まりではありま

せん。イエス様は、「わたしが来たのは、

正しい人を招くためではなく、罪人を招く

ためである。」(マタイ 9:13)と言われまし

た。教会というのは、飼い葉桶のような汚

い、弱さを抱えた、またその様な心をもっ

た罪人の集まりなのです。（次号に続く） 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛12 月 12 日(土)：オンライン 

www.facebook.com/oce にて、恒例第 13 回クリ

スマス・エクストラバガンザ．子供から大人ま

で．詳細は、www.oceansideg2g.org 

☛12 月 12 日(土)、11am-4pm：251 Craig St.

にてアートワーク．www.imaginethatartisans.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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

「飼い葉桶の中のイエス・キリスト」 （１） 

by ビクトリア日系人教会 石黒 豊 

 今年もクリスマスの季節が訪れました。

今年は例年と違い新型コロナウイルス拡

散防止の為、多くの規制が行われている中

での非常に珍しいクリスマスの時です。こ

の様な時に聖書を開き、心を静め、聖書が

語るクリスマスをみて頂けたらと思いま

す。新約聖書ルカ２章のイエス様御降誕の

物語には、「飼い葉桶」という言葉が三度

も繰り返し語られているのです。 

 一つをお読み致します。 

 ルカ２章１０～１２節 『御使いは彼ら

に言った。「恐れることはありません。今、

私はこの民全体のためのすばらしい喜び

を知らせに来たのです。きょうダビデの町

で、あなたがたのために、救い主がお生ま

れになりました。この方こそ主キリストで

す。あなたがたは、布にくるまって飼葉お

けに寝ておられるみどりごを見つけます。

これが、あなたがたのためのしるしで

す。」』 

 ルカによる福音書 2 章 1-21 節この短い

聖句の中で飼い葉桶、飼い葉桶、飼い葉桶、

と３回も出てきます。こうしてみますと、

明らかに「飼い葉桶に寝かされている」と

いうことが、イエス様のお誕生の象徴的な

出来事として強調されているという事が

よくお分かりだと思うのです。ダビデの町

ベツレヘムということも繰り返されてい

ますが、「飼い葉桶」という事がどうして

も気になるような書き方がされているわ

けです。 

 いったい、この「飼い葉桶」にはどんな

意味が込められているのでしょうか？聖

書には「客間には彼らの泊まる場所がなか

ったからである」ということが書かれてい

ます。宿屋が込んでいて泊まる部屋がなか

った。ところが、マリアは身重で臨月にな

っていましたから、とても野宿をさせるわ

けにはいかないと考えたヨセフが無理に

頼み込んだのか、あるいは宿屋の親切から

か分かりませんが、家畜小屋に泊めてもら

うことになったというのです。ところが、

その晩、マリアはその家畜小屋で月が満ち

てイエス様を生みます。そして、イエス様

を白い布でくるみ、飼い葉を入れる桶に藁

をしいて、そこに寝かせたというのです。

 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） 

Update☛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！※現在新型コロナウィルスの影響により

オンライン(Zoom)を開催中．詳しくは、

jpgcoordinator@gmail.com 

☛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 

☛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】12月に入り、街並みもク

リスマス色になりました．お店も夜の9時まで開

いているところも多くなり、開けていいの？とこ

ちらが困惑ですが、夜遅くまでのほうが個人的に

都合いいことは確かです．人混みを避けて、早朝

か夜8時以降に買い物に出かけています．ともあ

れ、暮れに近づきうきうきカウントダウン．ただ

一つ目障りなのは、未だに選挙不正を訴え続ける

トランプ氏です．投票カウント再三のやり直しに

$166ミリオン使うなら、これで世界の貧しい多く

の人を救えるのに、って思いますが、トランプ氏

は自分以外の人のことは関係ないようです． 

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 
●マスクを拒否する人が案外多くてビッ

クリする。アンチ・マスクなる反対運動

団体までできていて、そこまでするか、

とあきれもする。人それぞれ主張はある

だろうが、マスク一つで感染数が減るの

は確かなこと。だったら、やってお得に

尽きるのだが。（不可解子） 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

COVID19 感染拡大防止のため閉鎖中 

✧日曜礼拝：午後１時半 

（日曜礼拝の方法は HP 参照） 

✧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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