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浸透して肌にまでに至り火傷の痛みでヒ

リヒリした。マクドのコーヒーは熱く、熱

湯をかけられたも同然！と女性は憤る。 

 女性は、Vernon Jubilee Hospital に行

き、上半身（前部）火傷と診断され、仕事

も数日休むこととなった。火傷は、その後

水ぶくれとなり一層悲惨な状態になった

とか。また、睡眠も痛みにより妨げられた。

火傷部分の皮膚は変色し、ケロイドになり

そうだ、という。 

 女性は巨大レストラン、マクドナルドを

相手取り、スタッフのフタへのネグレクト

を責め、それによって生じた火傷、痛み等

の慰謝料、欠勤による給与損失、医療費

$380、そしてラテがこぼれたときに着てい

たホームメイドのアルパカベビーのカー

ディガンの弁償を訴えた。 

 別件、かれこれ 30 年以上前に、同じよ

うな出来事でマクドナルドを訴えた 79 歳

女性がいた。ドライブスルーでコーヒーを

買って運転席で受け取るや否や、まともに

股の間に熱いコーヒーを引っくり返し股

に第 3 級の火傷を負ったのだ。この裁判

で、女性は慰謝料$64 万を勝ち取った。以

来、マクドナルドは熱すぎるコーヒーに気

を付けていたはずだ。が、その事件はもう

忘れられたのだろうか。一方、フタをきち

んと閉めていなかったとはスタッフも所

詮人間、ミスはある。 

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 
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【お知らせ】2020 年 12 月 27 日と    

      2021 年 1 月 7 日は休刊   

 

 

クリスマス・ホリディの制限  

 BC 州政府はソーシャルイベントなど人

の集まり（ホームイベントを含む）の制限

をクリスマスを超えて 1月 8日まで延長す

ると発表した（12 月 7 日付）。新型コロナ

感染数が毎日のように記録更新されてい

る今、待ったなしの強行である。病院もベ

ッド数が足りなくなると予想されるなど

逼迫している。 

 12 月上旬の週末 3 日間において BC 州内

で 2,020 人が新たに感染し、Vancouver 島

ではうち 45 人が感染。3 日間の死者は 35

人にも上った。今年 3月 8 日、BC 州内で初

めて新型コロナ感染死者が出て以来、これ

までに合計 527 人が死亡。 

 BC ヘルスオフィサー、Dr. Bonnie Henry

はいう。「みんなにとって大事なホリディ 

シーズンは家族の集いができないからと

いって祝えない、ということではありませ

ん。バーチャルでも、他の方法でも祝えま

す。安全な方法を実践しましょう。」 

 制限の詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/sa

fety/emergency-preparedness-response-

recovery/covid-19-provincial-support/

restrictions 

 

マスクどころか咳をする 

 12 月 5 日土曜日、Victoria のレストラ

ン Cafe Mexico（Store St）にマスクをせ

ずにカップルが入店した。店のマネージャ

ーがマスクをしないと警察を呼びますと、

忠告すると、男は「警官に会うのが待ちき

れない」といい、故意に咳をしたという。

通報で駆け付けた警官は、男に$230 の罰

金チケットを切った。 

 

クラッシュにみせかけて  

 12 月 9 日水曜日の明け方 4 時前、6080 

Sooke Rd.にある Tim Horton と Petro-

Canada のフロントドアに車が突っ込ん

だ。不注意の衝突事故かと思えば、それは

故意の衝突で、ドライバーはどうやらドア

を壊して盗みに入る予定であったらしい。

 フロントドアのガラスは粉々に裂け、飛

び散り、ガソリンとドーナッツ店の開店は

不可能となり数日閉店される見通し。 

 ドライバーの男は警察に拘留され、更な

る捜査が続いている。 

 

電気自動車、1時間$1 

 Saanich エリアの公共施設（レクリエー

ションセンターなど）においては電気自動

車（EV）の充電に 1 時間$1 なりがチャー

ジされることなり、新年早々1月 4日より

施行される。Saanich エリアには 75 の EV

チャージステーションがある。 

 

熱すぎたコーヒー  

 コロナ禍において、感染予防のため人と

の接触を避けてデリバリーやドライブス

ルーなどで買い物をする人が多くなった。

そんな中、是非とも気を付けたいのが熱い

コーヒーである。運転席でもしそれがこぼ

れたらどうなるか。最悪の一例をここに。

BC 州内陸、Vernon での出来事である。 

 マクドナルドの熱すぎるコーヒーで訴

訟を起こした女性がいた。マクドナルドに

$1 万の慰謝料を要求している（2020 年 1

月 20 日付）。 

 事の起こりは、2019 年 11 月 4 日。地元

の行きつけのマクドナルドでホットラテ

を注文、それを手に取った。しかし、スタ

ッフがフタをきちんと閉めていなかった

と見えて、カップの中の熱い液が、さぁ飲

もうとした勢いで女性の前身にかかって

しまった。あっちっち、以上の熱さである。

熱い液は初め胸と腹部に、そのうちに服に
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巣ごもりに 

 静けさかみしめ 

   クリスマス 

 

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。 
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産を控えていることが一因とみられると

いう。調査をした三重大池田教授による

と、元々少子化傾向であることや、里帰

り出産を控える人がいることが、地方の

出産数減少に影響している可能性もある

とみている。 

事故を起こして車を奪う→12 月 14 日未

明、静岡県内の新東名高速道路下り線で

大型トラックと男女 3 人が乗る乗用車の

追突事故があった。その事故の救助にあ

たっていた別の男性の車で男女 3 人は現

場を逃げた模様。後に車を乗り捨て、警

察に逮捕された。 

今年の漢字→一年の世相を表す「今年の

漢字」に「密」が選ばれ、京都市東山区

の清水寺で日本漢字能力検定協会（同区）

が発表（12 月 14 日）。新型コロナウィル

スの感染拡大防止のために、政府などが 3

密（密閉、密集、密接）の回避を多く発

信したことが反映された。応募総数 20 万

8025 票のうち 13%余りになる 2万 8401 票

を集めた。理由としては、人々が「密」

を避けて行動した点が多く挙げられた。

新しい生活様式が提唱され、オンライン

飲み会などで大切な人との関係性が密に

なったという声もあった。なお、2 位は

「禍」、3 位は「病」と、いずれも新型コ

ロナ関連。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.61 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

西海岸に見るハワイ 

先住民たちが残した足跡  

点在する島々 

 よく知られるように、カナダの最西端

に位置するバンクーバーアイランド（以

下 V島）の南には、Juan de Fuca と呼ば

れる海峡があり、アメリカとの国境はそ

の真ん中を貫く。またカナダ本土と V 島

の間には Georgia 海峡が存在するが、こ

の連なる二つの海峡には数えきれない程

大小の島々が点在する。今は‟憎っくき

COVID－19”のために、フェリーに乗って

気軽に島々を巡ることは出来ないが、何

時の日かまた以前のような日常が戻れば

それも可能であろう。 

 とは言えその数は余りにも多く、散ら

ばっている島をすべて把握するのは素人

にはとても難しい。地形的には 7000 年ほ

ど昔から存在すると言われるが、今は

Gulf Islands National Park Reserve

（GINPR）の管理下に置かれている。 

 だが注意して徐々に廻りの状況を把握

していくと、島の中にはそこならではの

秘話がある事を知り大変に興味をそそら 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

震災から 9年 9ヶ月、流された漁船→東日

本大震災の津波で、宮城県気仙沼市の港か

ら流された漁船が、約 650 ㌔も離れた東京

の八丈島で見つかったそうだ。12 月 10 日、

全長 5m ほどの船が漂っているのが見つか

り、翌日、港に陸揚げされた。船の中は、

サンゴのようなもので覆われていたとい

う。船を発見した漁師が「港の入り口に流

れ着いていたので、船が入ったり出たりす

るのに危ないなと思って」船の登録番号を

確認したところ、気仙沼市の小型漁船で、

東日本大震災の津波で流されたものだと

分かった。およそ 10 年もの間、海を漂流

していたことになる。 

福島に家族で移住→政府は来年度、東京電

力福島第 1 原発の周辺 12 市町村へ移住す

る人に最大200万円の支援金を出す方針を

固めた。来年 3 月で原発事故から 10 年に

なるが、12 市町村の避難指示が解除された

区域の人口は、住民基本台帳登録数の 2 割

にとどまっている。避難者らの帰還だけで

なく、新たな移住を促して地域の復興再生

を進める。 

ラピュタの道、復旧遠く→人気アニメ映画

にちなみ、「ラピュタの道」として観光客

を集めていた熊本県阿蘇市の市道狩尾幹

線（総延長 5.8km）が、熊本地震から 4 年

半以上過ぎた今も、被災当時のまま通れな

い状態が続いているという。急峻な地形の

ため全線復旧には高度な技術が必要で、約

100 億円がかかるとみられるため。阿蘇・

外輪山を縫うように走る狩尾幹線は、雲海

が発生すると、草原と道路が天空に浮かん

だように見える。その光景が、宮崎駿さん

のアニメ「天空の城ラピュタ」のワンシー

ンを彷彿とさせるとして、人気観光スポッ

トの一つだった。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ解雇→1 厚生労働省は、新型コロナ

ウィルス感染拡大に関連する解雇や雇い

止めは、12 月 11 日時点で見込みを含めて

7万6543人だったと発表した（12月15日）。

前週よりも 1202 人増加。アルバイトなど

の非正規労働者が約6割に当たる702人を

占めた。業種別では製造業が 1 万 5310 人

で最多。飲食業が 1 万 902 人、小売業が 1

万 272 人、宿泊業が 9542 人、労働者派遣

業が 5064 人と続いた。都道府県別では東

京都が 1 万 8476 人で最も多かった。次い

で大阪府が 6581 人、愛知県が 4315 人、神

奈川県が 3354 人、北海道が 2979 人。 

コロナで少子化加速→日本産科婦人科学

会は、一部の都道府県の産科施設で、10

月-2021 年 3 月の出産数が、前年同時期と

比べて6割程度減る可能性があるとする調

査結果を公表した（12 月 12 日）。新型コロ

ナウィルスの感染拡大によって、女性が出

 

れる。最近その一つである極小の島 Russell 

Island に行った人の訪問記を読んだ。早速

何処にあるのかと Google してみると、Salt 

Spring Island（以下 SSI）の南方 Fulford 

Harbour 湾の出口近くに存在することが分

かった。通常時の行き来はその湾からか、

又は Swarts Bay から渡るのがベストとのこ

とである。 

ハワイからの移住者 

 西海岸の歴史は 1791 年にスペイン人の

George Vancouver 船長が初めて着陸し、辺

り一体を英国の領地と定めたことから始ま

ると言われる。その後はポルトガルや東欧

の国々の人々、またアメリカの黒人、日本

人を含むアジア人たちが渡って来たことは

良く知られている。だがその中にハワイか

らの移住者もいたことを知る人は、そう多

くないようだ。 

 楽園の島ハワイの歴史を見ると、海洋探

検家ジェームス・クックが 1778 年に来島以

来、それ迄の築いていた王国は白人の手に

よってよくも悪くも多くの変容を遂げるこ

とになった。それを機に王族を含むかなり

の数の先住民たちが、新天地を求めて西海

岸に点在する島々に住み始めたと言う。

1800 年代半ばには、その辺りに居住する移

民たちの半分はハワイからであったとか。

だが時と共に米加の国境が現在のように制

定されるに従い、彼等はより北方に移動し

てカナダの奥地に入り、英国の市民権を獲

得するに至った。 

 それによって SSI を中心に土地を買い求

め、農業を始めとして果樹園の経営や漁業

でも生計を立てる人々が増えたが、彼等の

その後を追うのはとても難しい。最大の理

由は、ハワイ人たちはファーストネームや

ニックネームなどで呼び合っていたため

と、例え苗字が登録されていても、時の流

れと共にスペルが変化したりでトレイスは

極めて困難であるからだ。 

 そんな中 Maria Mahoi と呼ばれる一人の

ハワイ女性の足跡が、彼女の旧家屋と共に

Russell 島に残っている。ある時この女性

の生い立ちに興味を持った Jean Barman と

いうヒストリアンが、ハワイから移民した

人々の過ぎし日々の歴史を紐解き、2004 年

に「Maria Mahoi of the Island」と題する

本を上梓した。 

 今まで殆ど知られることのなかった、彼

等の移民史の一端が明るみに出たのは大変

に貴重で、いつかこの島に行ってみたいと

思う人が増えても不思議ではない。 
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★ こんなの見つけました ★ 

ヘルスの神話（１） 

 COVID-19に振り回された2020年がもう

すぐ終わるが、COVID-19 は 2021 年も続く

見通し。少なくとも、ワクチンが行きわた

るまで。といえども、ワクチンが完全に

COVID-19 を抹消するわけでもない。コロ

ナの行方は誰にもわからない。 

 こんな COVID-19 に怯える日々に生き

て、日常の健康維持意識が薄くなってはい

ないだろうか。また COVID-19 に振り回さ

れ過ぎて通常のヘルス情報が廃れたもの

になっているかもしれない。今回は、これ

までのヘルス神話をアップデート。科学研

究結果はコロコロと変わるのだ。今をゆく

正しいヘルス情報を知り COVID-19 感染予

防共々、ヘルシーな 2021 年にしよう。 

（参考：msn.com/en-ca/health/wellness） 

1. リンゴ、一日一個で医者いらず：言い

方が大げさだが、割に正しい。毎日リンゴ

を食べていても風邪を引くことはあるの

で、正しくない、ともいえる。ともあれ、

一般にリンゴは健康にすごくイイ、という

ことは確かである。リンゴを毎日食べない

人より、毎日食べる人に健康な人が多い

（病気になりにくい）、という科学的研究

結果もある。リンゴで健康、という科学的

根拠は、「リンゴ」を食べる習慣があると

いうことは規則正しい食生活ができてい

る、という証明なのだそうだ。よって、ジ

ャンクな食生活をする人より断然健康で

あると納得できる。 

2. 睡眠不足は週末に解消できる：正しい。

一時的な睡眠不足は翌日のパーフォーマ

ンスに悪影響するが、慢性的な睡眠 

不足は心臓疾患や糖尿病な 

どのリスクにもなり得る。 

しかし、最近の科学研究 

結果によると、睡眠の不 

足分を週末に取ることで 

健康上の悪影響は見られ 

ない、ということ。つま 

り、平日 5時間の睡眠、 

週末に 8時間の睡眠で毎 

日 7-8 時間の睡眠をとる 

人との健康状態と同じ。 

 
Cooking for the Lazy: 

お正月の一品、伊達巻き 

 この一品だけでもお正月を感じる。いつ

もと違う玉子焼き。一本を丁寧に包んで、

贈り物にも最適である。 

〔材料：9x9in パン,1 本分〕卵(6 個)、白

身魚(すり身,150g)、砂糖(1/2C)、酒(大

さじ 1)、みりん(大さじ 2)、薄くち醤油(大

さじ 1/2)、塩少々 

1. ボールに卵を割り入れ溶きほぐす．白

身魚は箸で持ち上げるようにしてき

り、よくほぐす． 

2. 大き目のすり鉢に白身魚のすり身を

入れ、なめらかになるまでする． 

3. 2 に砂糖を加え混ぜ、1の溶き卵を少

しずつ加えてすり混ぜる． 

4. 3 に酒、みりん、しょうゆ、塩を加え

てさらに混ぜる． 

5. パンにパーチメントペーパーを敷き、

4を静かに流し入れる。 

6. オーブン（350°F）に入れ、8-10 分、

表面に焼き色がつくまで焼く． 

7. 焼き色がついた方を上にして鬼すだ

れにのせ、手前から巻き、巻き終わっ

たら輪ゴムで止める．冷めたら 2cm ほ

どの厚さに切り分け、器に盛る． 

ためになる名言 

  ステイシー・エイブラムス氏 

米国の BLM 運動を牽引 

現代のキング牧師 

敗北や挫折の後どのように対応するかが

その人の人格を形成する。 

前進すること以外に選択はない。 

努力して、力を合わせれば何ができるか。

私たちはその答えを知った。 

共にアメリカのために立ち上がる。より

良いアメリカのために。 

トランプ氏がアメリカとメキシコとの

「国境の壁」建設にこだわるのは、「大統

領によって操作された曲芸」である。連

邦政府職員の生活を政治ゲームの担保に

するとは恥知らず。アメリカは壁ではな

く、移民で強くなる。 

（参考：wikipedia） 

〔Stacey Yvonne Abrams：1973 年、米ウ

ィスコンシン州生。政治家、弁護士、小

説家。2018 年の中間選挙では民主党の知

事候補となった。ジョージア州議会の元

下院議員。米国の BLM（ブラック・ライ

ブズ・マター）運動を牽引し、2020 年の

大統領選での「ジョージア州の大接戦」

を生み出した立役者、バイデン勝利に導

いたとして知られる。先日公開されたフ

ォーブスの「世界で最も影響力のある女

性」今年の 100 位に選ばれた。育ったの

はミシシッピ州。優秀な成績でスペルマ

ン大学を卒業したが、その頃に失恋し、

悔しくてこの先 40 年の人生プランを表

計算ソフトに書き込む。テキサス大学で

行政学、エール大学に転じて法学の修士

号を取得。セレナ・モンゴメリーという

ペンネームでロマンス小説家として 8作

品、来年 5月には政治サスペンス小説『正

義が寝てる間に』を出す予定。〕 
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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. 

【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 

制限延長２０２１年１月８日、感染急増加 

★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１６日現在 

感染：カナダ全国で 475,214 人（死者：１３，６５９人） 

ケベック州：167,276、オンタリオ州：144,396、 

アルバータ州：83,327、ＢＣ州：43,463、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 

【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 

 

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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が父によって生きているように、わたしを

食べる者も、わたしによって生きるので

す。』 

 イエス様が、私を、あなたがたの真の食

べ物として食べ、真の飲み物として飲みな

さいと言っておられます。自分を与えると

いっても、いろいろな与え方がありますけ

れども、人を生かすために自分を食べ物と

して与えるというのは究極の与え方でしょ

う。自分を生かすのではなく、人を生かす

愛の究極の表現が、「私を食べなさい」とい

う事だと聖書は語るのです。 

 これはイエス様が私達の罪の為に十字架

にかけられた事を意味しています。私達一

人一人をご自分の命に代えても欲しくない

程に愛して下さいました。私達、罪に負け

てしまう小さな者を、高価ある者、貴い者、

何にも代えがたい命だと考えて下さり、十

字架の上で命を指し出して下さいました。

そして、食べ物と言うのは、私達の中で私

達を生かす命となるわけです。イエス様は

神様の愛をもって私達の罪を赦して下さる

だけではなく、私達を生かす新しい命とな

って下さったのです。それによって、私達

が罪に打ち勝ち、永遠の命をもつ神様の子

供として生きる事ができるようにしてくだ

さったのです。これがクリスマスの出来事

です。 

 ２０２０年コロナで大変な年でしたけれ

ど、どうぞ健康が支えられ楽しい良い年末

を新年をお迎えください。 

☆☆☆☆ イベントin Victoria ☆☆☆☆ 
☛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」 （２） 

by ビクトリア日系人教会 石黒 豊 

 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。 

 人間というのは根っからの悪人というの

はいないのです。生まれたときから、人に

敵意をもち、世の中を憎んでいる人などい

ません。しかし、その後の人生の中で、罪

の力に敗北し、罪の縄目でがんじがらめに

心を縛られてしまっている人間がいます。

パウロは、私には「善をなそうとする心は

あっても、それを行う力がない。わたしは

なんと惨めな人間であろう」と言いました。

そのような惨めな思いしか持てない人間の

心に中に、イエス様は罪を赦す神様の愛を

もって宿ってくださったのです。そして、

あなたは決して惨めな人間なんかではな

い。このように心に神様を宿して、神様の

子どもとして生きることができる人間なの

だよ！ということを教えてくださったので

す。これこそクリスマスの出来事です。 

 【第二に】、飼い葉桶というのは、要する

に家畜の餌箱であるということを忘れては

なりません。つまり、イエス様はご自分を私

達のまことの食べ物としてお与えになるた

めに、世にお生まれ下さったのだということ

です。イエス様はこのように言われました。

 【ヨハネ６章５３～５７節】 

『イエスは彼らに言われた。「まことに、ま

ことに、あなたがたに告げます。人の子の

肉を食べ、またその血を飲まなければ、あ

なたがたのうちに、いのちはありません。

わたしの肉を食べ、わたしの血を飲む者は、

永遠のいのちを持っています。わたしは終

わりの日にその人をよみがえらせます。わ

たしの肉はまことの食物、わたしの血はま

ことの飲み物だからです。わたしの肉を食

べ、わたしの血を飲む者は、わたしのうち

にとどまり、わたしも彼のうちにとどまり

ます。生ける父がわたしを遣わし、わたし 

 
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
 

New☛売りたし：日本製品、新品天然イグサ畳

（関西間サイズ）、囲碁盤あります． 

連絡先：noriko777820@hotmail.com 

（以下↓活動状況は各所へお問合せください）

☛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】クリスマスまであと8日

となりました．今年は世紀のパンデミック勃発、

コロナとあり、いつもと違うホーム・クリスマス

ですが、それもまたいいでしょう．コロナででき

ない～、と泣き言を言わず、逆手をとって、レモ

ンでレモネードです．蜜なコミュニケーションも

増えて（デジタルではあっても）家族の絆も強ま

る、というものです．さて、来年の楽しみ、それ

はなんといってもアメリカのバイデン政権です．

トランプ氏の「都落ち」劇場も同時に始まります．

一体全体どうなるのでしょう．一ついいことはバ

イデン氏がマトモなので「大統領命令」という権

限でなんでもできる！ということです．多いに悪

に制裁を、と願います．Merry Christmas! 

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 
●荒れ狂う冬の海、じゃなくて荒れ狂う

トランプ氏の政権末期。ドイツの大衆紙

が「今年の敗者」にトランプ氏を選んだ。

全く同感！と拍手。ちなみに Time の「今

年の人」は言うまでもなくバイデン＆ハ

リス。（民主主義者） 

 
 

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 

ホリデーはお休み 
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