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2021 年、ファーストオルカ 

 Vancouver 島の北部で、ママのオルカに

沿って泳ぐ赤ちゃんオルカか目撃された。

研究者は、新年早々に生まれた赤ちゃんだ

と 喜 ん で い る 。 こ の 赤 ち ゃ ん は

「Midsummer」と名付けられた。母親の名

前は「Ripple」。 

 

白いライオンの巨像 

 Victoria 警察は、大きな白いライオン

の彫刻像の持ち主を探している。それは 1

月 4 日月曜日、某市民の家（1700 Kings 

Rd.）のドライブウェイの真ん中に置かれ

ているのが発見された。チャイナタウンの

入り口に置かれているような中国の伝統

的なガーディアン・ライオン像とみられ

る。何者かが盗んでそこに捨てたと警察は

みている。巨像の持ち主でなくてもなにか

心覚えのある人は、警察に情報提供のこと

（250-995-7654, ext.1）。 

 

テディベアの男 

 Oak Bay 警察は、Oak BayRec.Centre 近

くの歩道にテディベアを置いた男を探し

ている。昨年 12 月 20 日午後 2時過ぎ、14

歳の少女が目撃し、テディベアをピックし

たところ男が近寄り話しかけてきた。テデ

ィベアは少女たちをおびき寄せるものだ

ったと警察はみている。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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コロナ制限、2 月 5 日へ延長  

 BC 州ヘルスオフィサー、Dr. Bonnie 

Henry は、人が集まるイベント（スポーツ

アクティヴィティを含む）や人の集合にお

ける現行の制限を 2月 5日まで延長すると

発表した（1 月 7 日）。COVID-19 ワクチン

接種が開始され、普及しつつあるが始まっ

たばかりである。ワクチン接種に安心する

ことなかれ、感染増加はまだ続くとみら

れ、今が一番リスキーな時期であると

Dr.Henry は述べた。 

 1 月 7 日現在、BC 州内では 761 人が新規

感染陽性となり、州全体で 6,349 人が陽性

である。うち 372 人が入院（74 人の重篤を

含む）。これまでの死者は 1 月 7 日の 8 人

を含めて 970 人となった。 

 内訳、Vancouver島では新規感染が28人、

これにて陽性が全 152 人（重篤 3人を含む

8人が入院中）。島南部（Victoria を含む）

で 53 人が、島中部で 73 人、北部で 26人 

 

が陽性である。 

 なお、感染が増加するわけは、専ら制限

指 示 に 従 わ ない 人 が 多 いた め 、 と

Dr.Henry は訴える。自分は大丈夫、感染

しない、という自信があるのか人の集いを

躊躇なく実行するのだとか。 

 加えて、UK で発生中の変異型 COVID-19

がすでに Vancouver 島に上陸。これは昨年

12月15日にUKからの帰国者がVancouver

島の家に帰ってきたことから。現在隔離中

（再三テストで厳重警戒中）であるらしい

がすでに 3人が感染している。 

 

長期療養施設でアウトブレイク  

 Victoria の Hart House という長期療養

施設で COVID-19 がアウトブレイクしてい

ることが報告された（1 月 9 日）。施設の

スタッフの一人が感染したことからレジ

デント 17 人や他のスタッフへの感染が懸

念され、現在隔離中。施設内で一日 2回の

テストが各人になされ、感染状態がモニタ

ーされている。 

 

カルガリーからビクトリア  

 今年初め1月2日と3日のWestJet運航

のCalgary to Victoriaのフライト3本が、

COVID-19 にさらされたとして「Exposures 

list（COVID-19 汚染リスト）」に追加され

た。1月 2日のフライト No.は 3235 で席は

16-19。翌日 3日はフライト No.449（列は

16-22)と 6329(列は 10-16)。 

 以上のフライトに機上した人は自主的

に 14 日間の自宅隔離を求められる。 

 

Victoria 市議たちの違反旅行  

 COVID-19 感染拡大防止制限下にあり市

民が楽しい旅行を我慢するなか、市民の模

範となるべき市議が旅行をして批判され

ている。 

 昨年 12 月、Victoria 市議 Dubow 氏は、

ソ マ リ ア に 旅 行 、 Metchosin 市 議

Kahakauwila 氏は結婚式出席にメキシコ

に旅行した。また、今年 3月半ばののコロ

ナ勃発時、North Saanich 市議 Gartshore

氏はアメリカへ家族に会うため旅行して

いたことが発覚した。 

 上記 3 人の旅行はいずれも身内に会う

ための「non-essential travel」（必要不

可欠外）。「Essential」（必要）かどうかを

判断するのは当人自身であるにしても、あ

まりにも身勝手な判断であろう。市民の怒

りを買って当然である。 

 「Essential travel」（必要不可欠の旅

行）の定義は、仕事や勉強、インフラサポ

ート、経済サービス、サプライチェーン、

メディカル、そしてセキュリティと関わる

もの、とされている。レクリエーショナル

なものはアウトである。 

 上記 3市議について、辞職は求められて

いないものの、旅行で休んだ間の給与は寄

付すべきとの声が市民からあがっている。
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２０２１年 

令和も３年 

 ありゃーっ。 

 

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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ラーメン店の倒産→日本列島、ラーメン

店の倒産が大幅に増加。帝国データバン

クの調査では、昨年 1-12 月の間に発生し

たラーメン店の倒産は46件に達したそう

だ。2019 年の 36 件を 10 件上回っている

ほか、過去 20 年間でも最多を更新。倒産

が年間 40 件を超えたのは 2020 年が初め

てとなり、コロナ禍でラーメン店の厳し

い経営環境が改めて浮き彫りとなった。 

コロナ禍と靴下→消臭効果が高く、男性

向け靴下売り場で不動のポジションを獲

得している「SUPER SOX」。製造・販売す

るのは 1 年間に 3 億足以上の靴下を販売

するトップメーカー岡本。消臭タイプ以

外にも幅広く「足の悩み」に応え、人々

を足元から支えてきた。今、新型コロナ

ウィルスの感染拡大を受けて、家庭内で

膨らむ新たな靴下ニーズにも解決策を用

意し始めている。 

レコードの人気復活→音楽を聴くメディ

アの主役の座を CD に奪われたのは、30 年

以上も前のことだが、ここ 10 年、レコー

ドの生産量が右肩上がりで、大規模店や

オシャレなショップも続々とオープン。 

 

 

 

 

 

ウソかホントか 

           by ヨシダ 

 新年明けて 2021 年。今日 1 月 9日。ま

だ、トランプが続く。昨年より一層ひど

いことになっている。それもこれも、ト

ランプが選挙不正を信じて疑わないの

か、選挙結果を覆すためのトランプから

出た陰謀のウソなのかが発端。「選挙が不

正」と言い切るニュースや議員や弁護士

までいて、なにがなんだかわからない。 

 今となれば、身から出たサビで、トラ

ンプのウソが高じて連邦議会議事堂襲撃

というトランプ支持者たちによる暴動が

起こり、死者まででる始末。それも 5 人

死亡とあっては、殺人である。トランプ

のウソの果てがこの悲劇、世界の大国ア

メリカはひっくり返っている。トランプ

支持者の白人至上主義者たち、名前まで

ついて「プラウドボーイズ」とかいうら

しいが、それなりの戦闘着に武器を構え

て議事堂に襲い掛かる光景はなんとも恐

ろしい。そこはアメリカという民主主義

の大国の国会議事堂で、そこで白人のギ

ャングが怒り狂って大暴れ、こんなこと

が本当に起こるのかと目を疑う。 

 すべて、トランプのせい、と言いたい。

トランプがトランプ支持者たちをあおっ

た。レベルが低い大統領の行く末はレベ

ルが低い結果となる。低いというよりあ

ってはならない事態である。トランプは

昨年末からだったか、1月 6日は「すごい 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熊本豪雨から半年のお正月→去年7月の熊

本豪雨から半年が経過した（1月 4日付）。

熊本県内ではおよそ 4200 人が、仮の住ま

いで新年を迎えた。一連の豪雨災害で熊本

県では 65 人が死亡し、いまも 2 人が行方

不明となっている。昨年末までに 808 戸す

べての仮設団地の建設を終えるなど、住ま

いの確保は進んでいるが、仮設団地や公営

住宅など仮の住まいで生活する人は、およ

そ 1800 世帯 4200 人に上る。一方で、いま

も 2614 世帯が被災した自宅で生活してお

り、孤独死などを防ぐための、きめ細やか

な支援が求められている。 

被災の土地のそば→2011 年 3 月に発生し

た東日本大震災で津波の被害を受けた宮

城県岩沼市沿岸部で収穫された岩沼産そ

ばが、市内の中学校の給食に出され、生徒

たちが味わったそうだ。このそばは、2017

年から栽培されており、2020 年度は、そば

の収穫量が多かったため、初めて学校の給

食に出されたということだ。 

復興応援歌→兵庫県神戸市は、阪神大震災

（1995 年）の後に被災地で復興を願う歌と

して広く歌われてきた「しあわせ運べるよ

うに」を第２の市歌にすると発表した（1

月 14 日）。市長は「音楽の力で、震災の記

憶を風化させずに将来に伝えるため」と説

明。震災26年となる 1月 17日に指定する。

歌は同市灘区内の音楽教諭男性（60）が作

詞・作曲し、震災からおよそ 1ヶ月後に子

どもたちが避難所で披露したのが始まり。

「地震にも負けない 強い心をもって」な

どの歌詞が感動を呼び、神戸だけではなく

国内外の被災地で復興応援歌として歌わ

れている。 

 

＜社会ニュース＞ 

DV 相談、13 万件超え→2020 年度のドメス

ティックバイオレンス（DV）の相談件数が

昨年 11 月までの総数で 13 万 2355 件に上

り、過去最多となったことが内閣府の調査

で明らかとなった（1月 12 日）。19 年度を

早くも 1万 3 千件上回り、今後膨らむ事態

が懸念されている。内閣府の担当者は「新

型コロナウィルス感染拡大に伴う外出自

粛が影響、自宅で過ごす時間が長くなり、

ストレスや生活不安を抱えて暴力に至る

事例が増えている」と分析している。 

電力需給ひっ迫→寒波により、電力需給が

かつてないほどにひっ迫しているそうだ。

電力各社の使用率は連日9割を超える異例

事態で、これほど緊迫した状況が、コロナ

の報道によりかき消されてしまっており、

原発政策への批判を恐れてか政府からの

呼びかけも弱いという。さらに、今後、予

想できないのが、緊急事態宣言によるテレ

ワーク移行に伴う家庭での電力使用量の

増加である。 

ことが起こるだろう」とツィッターでも予

言している。ということで、トランプは暴

動を予感しつつだんまりを決めこんで、世

界を仰天させたのではないか。この頭が黄

色いオヤジは確信犯である。 

 トランプは「選挙不正」を訴えるが、選

挙に不正はなかったと思う。というのは 4

年前の選挙でヒラリー・クリントンが敗れ

たとき、ロシアのサイバー介入による不正

選挙がトランプを勝利に導いた、という疑

惑があるではないか。こんなことがあって

以来、「選挙」という事態にはただただ不正

がないようにと当局は過敏になり厳重警戒

と注意で選挙を行ったはずである。もう、

あの「不正」を繰り返したくない、とは誰

しも思うもの。 

 それにしても、あのロシア疑惑の不正選

挙で大統領になっておきながら、自分のこ

とは棚に上げて、今回の「不正」をしゃあ

しゃあと厳しく追及とは、なんとも自分勝

手な大統領とあきれ果てると同時に憤る。 

 憤るのはこれだけではない。1 月 6 日、

その暴動が発生したとき、なんと日本でト

ランプ擁護に 1000 人規模の日本人が抗議

行進したというではないか。日本でもトラ

ンプ支持者が目立ち、一体全体これはどう

いうことだと全くワケがわからない。 

 その原因を一つ自分なりに突き止めたが

（ツィッター、パーラーなどの SNS 以外）、

これが案外正確でなくてはならないニュー

スであったりするのだ。大手ニュースでは

ないにしても、ジャーナリストを名乗るラ

イターがトランプを支持したような内容の

ニュースを掲載していたりする。Yahoo の

読者コメントでも、「バイデンよりトランプ

がまし」など、バイデンとトランプをどこ

まで知っていてこういうことを言えるのか

と、その知ったかぶりに呆れてしまう。 

 ということで、今どきのニュース、ホン

トかウソかわからない。とくに、次のニュ

ースはフェイクと思いたい。「トランプが去

っても今度はバイデン独裁が始まる」。バイ

デン政権が始まってもいないのに余計なニ

ュースをばらまかないでほしいものだ。 

 しかし、「イバンカが首都ワシントンを脱

出」というのは案外ホントであろう。大統

領補佐官のくせにぎりぎりの1月19日まで

仕事しろ、と言いたいが、父親があの醜態

では羞恥で首都にいられない。あと、トラ

ンプの次女のステファニー（トランプの 2

番目の妻との間の娘）は、暴動のあった日

に、空気が読めないのか兄「エリック」の

お誕生日を祝い、ネットで「おバカ丸出し」

とばかり猛批判された。これもホント。 

独裁者の果てに 

friendlystock.com 



Victoria Kenbunroku  全第６１８報 Janurary 17, 2021  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

ヘルスの神話（２） 

 昨年末より続くヘルスのはなし。2021

年もコロナに見舞われる見通しのなか、基

本の健康を維持したい。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：True 

2. 睡眠不足は週末に解消できる：True 

（上記、前号 2020 年 12 月 17 号にて解説） 

3. 夜の間食は体重を増やす：正しい。言

わずもがな、夜に間食する人は太る傾向に

ある。これは研究者でなくても庶民にもわ

かる。なぜなら、食べた後に動かない、運

動をしない、ただ寝るだけ、というのは食

べたカロリーを消化できない。よって、大

きなカロリーはそのまま寝ている間に体

内に脂肪となって蓄積され、結果、太る、

となるのは明らかである。「太る」イコー

ル「肥満」は Body Mass Index（BMI:身長

と体重の比重）で測るが、研究結果で、夜

に間食する人はその数値が、間食しない人

よりはるかに高い、ということが証明され

ている。夜の間食でなくても、夜に遅い夕

食を取る人も同じく「肥満化」する傾向に

ある。また、夜遅い食事のために翌日の朝

食を抜く、ということになり、これが食事

摂取のバランスを崩して間食に走ること

となり「肥満化」に拍車をかけてしまう。

すべては「夜遅く食べる」ということが原

因である。気を付けよう。 

4. 薄着をすると風邪をひく：正しい。ウ

ィルスが飛び交う環境にいないのに薄着

だけで風邪をひくか、という輩も多い。し

かし、研究結果によると、空気を吸い込む

鼻腔にある免疫細胞が寒い環境にあると

機能しない、というのだ。また、免疫細胞

が弱くあるときに、人混みに入るとウィル

スが免疫細胞に打ち勝ちやすく、つまり容

易にウィルス感染し、従ってアナタはすぐ

に風邪をひくこととなる。以上より、寒い

ところではそれに応じて身を暖かく保つ、 

       ということはアナタの免 

疫細胞を守ることでもあ 

る。寒いなか外に出るとき 

は、ちょっとだけでも、コ 

ートを着ること。 

 
Cooking for the Lazy: 

大根もち  

 大根と白玉粉でつくるあっさりした中

国風のおもち。お正月も過ぎ去り、あっさ

り、すっきり正月ボケを吹き飛ばし、2021

に備えよう。 

〔材料：2本分〕大根(4cm,直径約 8cm のも

の)、白玉粉(100g)、干しエビ(水でもど

してからみじん切り,大さじ 2)、青ネギ(1

本)、だし汁(50ml)、みりん(大さじ 1)、

醤油(大さじ 1)、ごま油(大さじ 1)、塩

少々、サラダ油(大さじ 1) 

1. 大根は皮をむいてからすりおろす（ボ

ール）．ネギはみじん切りにする． 

2. ボールにいれた大根おろしに白玉粉

の半分、ネギの半分、干しエビ、塩少々

を入れる混ぜる．耳たぶくらいの硬さ

になるように白玉粉を少しづつ加え

て加減する． 

3. 2 を 4 等分してそれぞれ丸めて平らな

円形に整える． 

4. フライパンにサラダ油を中火で熱し、

3を並べ入れ、フタをして蒸し焼きに

する．こんがりと色づいたら裏返し、

もう片面も同様に蒸し焼きにし、器に

に盛る． 

5. フライパンから大根もちを取り除い

たあとの液を利用する．だし汁、みり

ん、醤油、ごま油、塩少々を加えて煮

立たせる． 

6. 4 の大根に 5のタレをかけ、ネギのみ

じん切りの残りを散らす． 

ためになる名言 

  ドクター・ジル・バイデン 

次期米ファーストレディ 

Teaching is not what I do. It's what I am. 

ファーストレディになっても教え続けた

い。私にとって教えることは単なる仕事

ではなく、私そのものです。 

（自称ドクター・バイデンを批判された

ことに対して）女性たちの挙げた成果が

ないがしろにされるのではなく、称賛さ

れる世界を一緒に築いていきましょう。 

幼い頃から自分でお金を稼いで、自分の

アイデンティティを持ち、自分のキャリ

アを築いていきたいと思っていました。 

崩壊しかけた家庭を建て直す、崩壊しか

けた国の建て直しも一緒です。愛と理解、

そして小さな親切。勇気や揺るぎない信

仰が必要なのです。 

ホワイトハウスは真面目な場所で、真面

目な人々が真面目な仕事をしている。注

意しないと、あなたを挫折させる可能性

がある（という考えから、荷物のなかに

隠れてホワイトハウスのスタッフをビッ

クリさせたことがある）。 

（参考：wikipedia） 

〔Jill Tracy Jacobs Biden：1951 年、

米ニュージャージー州生。教育学者。次

期大統領ジョー・バイデンの妻。2021 年

1 月 20 日よりファーストレディとなる。

子ども時代の大半を 4人の妹とともにペ

ンシルバニア州で過ごす。父親は銀行の

頭取で、シチリア出身者を祖先に持つ。

母親は主婦。キャリアを求めて 15 歳の時

にアルバイトを始めた。デラウェア大学

に通うなかお金を稼ぐために地元の代理

店のモデルを務めたりした。1977 年にバ

イデンと結婚後、妊娠中も高校教師を続

けつつ、1981 年にウェストチェスター大

学の教育学修士を取得。2007 年 1 月、55

歳の時にデラウェア大学で教育リーダー

シップの教育学博士を取得。慈善活動も

精力的で週に 5回、約 8km の距離を走り、

海兵隊マラソンにも参加。〕 

 
 

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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【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２月５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★ 

２０２１年１月１５日現在 

感染：カナダ全国で 688,891 人（死者：１７，５３８人） 

ケベック州：236,872、オンタリオ州：228,310、 

アルバータ州：114,585、ＢＣ州：59,608、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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は、深くゆったりとし 

た呼吸、急いでいる時、 

慌てている時は、呼吸 

が浅くなり荒くなって 

いることは想像できる 

と思います。自分の呼 

吸ともっと親密になれ 

る！と思っていました 

ら、今年は自分の呼吸 

と仲良くなってみませ 

んか？ 

 そして精油の話になりますが、“呼吸を

サポートする精油”ももちろんあるのです

が、今回はグランディングをサポートする

精油を紹介させていただきます。自分のボ

ディにいることが心地いいと、外に振り回

されなくなります。自分自身でいられるた

め、落ち着いた状態でいられるので、それ

によって呼吸もゆったりとなりますね。グ

ランディングの精油もたくさんあるので

いくつかを選びますが、根を張るという意

味でも、それに限ったことではないのです

が、根や木の精油はそれをサポートしてく

れます。 

 サンダルウッド、シダーウッド、ジンジ

ャー、スパイクナード、スプルース、パイ

ン、ブッダウッド、ベチバー、アンブレッ

ドシード、ペチグレイン（オレンジ、ライ

ム）、ロータス 

 また、精油が手元にない場合も、自然自

体が癒し、メディシンであるため、森の中

に行く、木にハグをするということがエネ

ルギーチャージになり、グランディングに

なりますね。今日も自然と触れ合い、たく

さんの奇跡と共にマジカルな１日となり

ますように。 

Sono Ray：778-316-3960 
exquisitelife33@gmail.com 
plantingserenity.love。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛1 月 23 日(土)、11am-4pm：251 Craig St.に

て、ローカル・サタディ．ハンドクラフト・ア

ートワーク展示会．ウィンドウディスプレイ．

詳細は、www.imaginethatartisans.com 

☛1 月 23 日(土)、12am-4pm：600 Richmond Ave.

に集合、アートを一緒に歩こうの会．参加無料、

オールエイジ対象．詳細は、 

www.stmatthiasvictoria.ca 

☛ 1 月 23 日(土)、12am-5pm：624 Fort St.に

て、ローカルファインアート．参加無料、オー

ルエイジ対象．詳細は、 

www.centralartstudiogallery.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３０】 

自然界と自然界の贈り物の精油から 

知識と智慧を授かり、 

“わたしと仲良くなる”セフルヒーリング

By Sono Ray

 こんにちは。 心身魂のバランスを取り、

魂の成長と共に自分自身を深く知る！ ホ

リスティックセラピスト・ガイドの Sono

です。 

 星の動きから、新しい時代に突入したと

も巷では言われている昨今、いかがお過ご

しでしょうか？生きるとは、変化を体験す

ることです。これを読んでいる方の中には

大変な時代になったものだと感じている

方もいるかと思いますが、そんな中でも、

１つでもいいので意識の持ち方を変える

と、見えるものは変わってきます。そして、

やはり宇宙は寛大。心の平安と共にいるこ

とを望むか、そうでないかということも私

たちの選択の自由として既に与えられて

いますね。 

 今回、に限ったことではないのですが、

意識を外に向ける前に、やはりまずは「自

分の世界を整えて行く」自分に目を向ける

ことから始めていきたいと思います。自分

の世界を整えていくということで、まず簡

単にできることは「呼吸を観る」というこ

と。自分の呼吸の状態を観察すると、色ん

なことが分かります。落ち着いた状態で 

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
 

☛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】遅ればせながら、2021年

明けましておめでとうございます．本年も何卒よ

ろしくお願いいたします．ということで、今年も

始まりました見聞録！年末年始休みにゴロゴロす

るつもりができず、結局動き回ったままフル回転

でテンション高く、2021年がスタート．コロナ感

染がまた増加していますが、どんと来いっではな

くてどんと避けます．マスクにも慣れて、始終顔

にはりついています．2021年、イザ、出陣！ 

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 
●Canada Post の赤い郵便箱がゴミ箱の

となりに並ぶ。そこへハンバーガーの食

べ残しをもったティーンらしき男の子が

現れ、郵便箱のフタをあけてのぞき、そ

こへ食べ残しを捨てようとしているよう

な、と思ったときティーンはこちらに気

付いた。すかさず、何食わぬ顔してゴミ

箱に食べ残しを捨てて平然と歩き去っ

た。まさか、郵便箱をゴミ箱と間違えま

した、とはいわないだろう。なんとまぁ、

大変なイタズラ。注意して諭してみたほ

うがよかったのだろうが、「未遂」に終わ

ったので、まいいか。（ミタ） 

●トランプにずっと忠実だったペンス副

大統領。忠実というよりいいなりだった。

まったく歯がゆいばかりの人が最後、土

壇場でバイデン大統領を認めた。なんと

いっても最後は自分が大事である。これ

から滅亡の道をゆくトランプに従うより

は、身の安全を。そんならもっと前にや

ったほうが格が上がったのに。（保身術者） 

Bikutorianikkeizinkyoukai 

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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サンダルウッド ベチバー 


