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長袖シャツ、そして白い靴に黒いマスク、

といういでたちだった。シャツにはたくさ

んペンキが飛んだ跡があった。 

 心当たりのある人は、West Shore RCMP

（250-474-2264）に情報提供のこと。 

 

スナック・ラン 

 Saanich のコンビニエンスストアに入

ったカップルがお気に入りのスナックを

買った。大量に買った。というのは何も問

題ない。きちんとクレジットカードで支払

った。しかし、そのカードは盗まれたもの

だった。 

 ということで、警察はこの 2人組の跡を

追っている。このコロナの生活形態で 2

人ともマスク姿、であるからにしてせっか

くのセキュリティカメラも二人の顔を映

し出せなく、残念無念。 

 

ヘビがでるかもしれない 

 夏に近づいている。この島に生育するヘ

ビは 4種いるとかで、もしヘビに遭遇して

も恐れることなく、自宅の庭に招待しまし

ょう、と Wildsafe BC のオフィサーがアド

バイスしている。 

 これらのヘビはヒトにとって有害どこ

ろか、助けになるというのだ。庭にいる害

虫やナメクジや昆虫をやっつけてくれる

らしい。 
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BC 州、新 COVID-19 対策  

 4 月 19 日月曜日、BC 州知事ホーガン氏

は、新 COVID-19 対策を発表した。向こう 5

週間（ビクトリア・ディの 5 月 24 日を含

むのロングウィークエンドまで）にわたる

州内、州間の旅行やフェリー乗船制限が強

化された。 

 在住するヘルスオーソリティの外へ出

る旅行においては不要不急以外、罰金が科

されることとなった。 

 キャンプに行きたいなら在住する街内

でなら OK、しかし隣町のキャンプ場に行っ

てキャンプするとなると罰金が科される、

ということになる。 

 フェリーでは予約時に「不要不急」かど

うかを問われる。レクリエーション目的の

客にはチケットを売らない、フェリーには

乗せない、ということだ。 

  

不要不急トラベラーズ、罰金$575  

 BC 州新 COVID-19 対策により、フェリー

乗り場に向かう人はロードチェックされ

る運びとなった。「不要不急」の在住エリ

ア外への旅行に対する罰金は$575 と発表

された（4月 23 日）。 

 

 
 

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、 
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新鮮で豊富な品揃えの日本食を 

お手軽な値段で提供し 
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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 

 

 ウィスラーにも、トフィノにも、日帰り

であっても行かないこと！と法務長官

Farnworth 氏は念を押す。 

 「不要不急」トラベルとは、商業輸送、

帰省、仕事の出張、裁判、レスキュー、ヘ

ルスケア関連のもの。 

 4月 23日金曜日の新COVID-19感染者は

1,001 人。感染が止まらない。うち、バン

クーバー島は 26 人。入院は 486 人でうち

重篤が 160 人。 

 

障害者から携帯を奪いとった男  

 4 月 16 日金曜日の午後 1 時頃、ところ

は Beacon Hill Park（Dallas Rd. 沿い）。

ダウン症の男性が携帯電話で話をしてい

たところ、見知らぬ男が近づき電話を奪い

とった。男性を地面に羽交い絞めにして

「障害者に携帯は要らない」と言い放った

という。男性は着ていたシャツが前も後ろ

も破けるほど。通りかかった人がこの様子

をみて男性を助けに入り、男はその場を逃

げ去った。 

 男性は幸い怪我はなかったがトラウマ

が激しく、以来家から出られなくなったそ

うだ。男性はスペシャルオリンピックの水

泳選手でトレーニングを受けていた。 

 その後、警察は、男性から携帯電話を奪

った男を逮捕した。が、男は精神病院に行

きたいと自ら警察にいったとか。警察は男

を精神病院に移送した。 

 

ベア・スプレー噴射男  

 Langford はダウンタウンの人出の多い

ストアでベア・スプレーを噴射した男の行

方を警察が追っている。 

 それは 4 月 23 日金曜日午後 6 時頃のこ

と。888 Goldstream にある Devonshire 

Market で、男が万引きをしようとしてい

た。それを見つけた店主はすぐさま警察に

通報、しかし警察が現場に到着する前に、

男は店主に「火をつけるぞ」と言い放って

逃げ去っていた。そのうちに店内に異様な

ニオイが漂った。店主は、ベア・スプレー

と判断した。 

 男は、ベア・スプレーを店内ではなく、

建物外部の換気排気口から噴射したよう

で犯行は悪質である。幸いにもこのスプレ
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電動自転車って 

割にコワイっすね 

ホケンを掛けよ 

 

ーで怪我人は出なかった

模様。 

 ベア・スプレーを外部排

気口から噴射するという

事件は、Westshore エリア

においてはこれで 4件目。

警察は重大事件とみて集

中捜査している。 

 男は、白人とみられ、犯

行当時、迷彩模様のカーゴ

ス タ イ ル パ ン ツ 、

「Sundowner（夕方仕事の

あとに飲む酒）」と胸にプ

リントが入ったグレーの 
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たお菓子が相次いで売り出されるなど、

ブームを巻き起こしている。日本ナッツ

協会によると、ピスタチオの栽培に日本

の気候は適さず、米国やイランが主な産

地。食物繊維やビタミン B、オレイン酸な

どが豊富。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.64 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

zoom 座談会の成否 

 カレンダーの記録を見ながら数えてみ

ると、筆者は 4 月の一ヶ月だけでも 10 回

の zoom 座談会に参加したことになる。 

 ホストの発信地は、東京、ビクトリア、

ソルト・スプリング・アイランド、バン

クーバー、トロント、NY、ワシントン DC、

シアトルである。 

 日時は座談会の主催者が決めるため、

午前、午後、夜、また週日、週末、祭日

などバラバラで、向こうの都合のいい時

を知らせて来るのにこちらが併わせる形

になる。 

 興味を引かれるコンテンツで、どうし

ても参加したいと思えば、時差の関係か

ら筆者の住む BC 州ビクトリア市は午前、

午後、真夜中などという時間帯になるこ

ともある。寝入りばなの 1 時頃だと起き

ているのも大変だし、又は明け方の 4時 5

時だと眠い目をこすりながら起きるのも

一苦労する。 

 だが申し込みはしても、何らかの都合

でどうしても参加出来なかった場合に

は、後から録音画を期間限定で送ってく

れる場合もある。後から自分の時間が空

いた時に聞くことが出来るので、これは

助かる。 

 当然ながら気心の知れた仲間同士の場

合には、参加者が色々な街や国に拡散し

ていても、お互いにメールなどで連絡を

しながら、一番都合のよい日時を設定する

ので突拍子もない時間ということはない。 

 ビジネスの世界は別として、一年余り

前の春頃までは、一般人にとって「zoom」

という言葉自体まだ耳新しく聞き慣れな

いものだった。そのため果たしてその日

時に、自分の持つ機種から参加出来るか

どうかえらく心配する人もいたし、もし

それが仲間内なら、懇切丁寧に手順を教

えてくれる人もいたものである。 

 しかし「今は昔」。コロナの蔓延で世界

が一変した現在では、zoom なしの生活は

考えられなくなってきた。 

 筆者の最新の体験で一番興味深かった

のは、所属しているブッククラブが行っ

た zoom であった。全員がそれぞれに前も 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

東北中央道→福島県伊達市内の東北中央

自動車道霊山インターチェンジ（IC）－伊

達桑折 IC 間（10.2km）が 4 月 24 日に開通

した。これにて福島市近郊と相馬市を結ぶ

相馬福島道路（45.7km）が全線開通となっ

た。東日本大震災後、国が新たに整備して

きた復興支援道路は今回で全て開通した。

塩釜みなと祭→宮城県塩釜市の官民でつ

くる塩釜みなと祭協賛会は、7月開催の「第

74 回塩釜みなと祭」の全行事を中止すると

発表した（4 月 23 日）。新型コロナウィル

ス感染拡大の収束見通しが立たず、参加者

や観光客の安全確保が困難と判断した。中

止は 2 年連続。みなと祭は 1948 年、敗戦

後の市民を勇気づけるとともに、港町・塩

釜の産業復興を願って始まり、東日本大震

災のあった 2011 年も実施された。新型コ

ロナの流行を受け、昨年に初めて中止とな

った。 

植樹４万本→東日本大震災の津波で失わ

れた陸前高田市の高田松原の再生を目指

し、松の植樹会が 4 月 25 日、現地であっ

た。今季で目標の 4万本に達する予定で、

国の名勝に数えられた高田松原の復活に

向けた事業は大詰めを迎えている。植樹会

は同市の NPO 法人「高田松原を守る会」が

主催。地元住民ら約 250 人が参加し、50cm

ほどに育てたクロマツの苗木約600本を砂

浜近くに植えた。 

 

＜社会ニュース＞ 

新規感染、2日連続 4000 人超→3 回目とな

る緊急事態宣言発令を翌日に控えた 4 月

24 日、対象地域の大阪、京都、兵庫、東京

の 4都府県では、土曜日とあって繁華街な

どで大勢の人が行き交った。市民生活を大

きく制限する要請だけに、どこまで自粛す

べきかという人々の意識には温度差もあ

る。映画館を訪れた大阪市の会社員男性

（24）は「１回目の緊急事態宣言では家に

引きこもったけど、今回は同じような自粛

は難しいかもしれない」。その理由として

「周りに感染者がいないので気をつけて

行動すれば大丈夫に思えてきた。コロナ慣

れしてしまった」と言う。 

中学生以上、体力低下傾向→スポーツ庁

は、昨年 6-11 月に実施した令和 2 年度体

力・運動能力調査の速報値を公表（4月 23

日）。握力や 50m 走など体力テストの結果

を点数化した合計点が、中学生以上の全て

の世代で前年度に比べて低下傾向を示し

た。調査に関わった専門家は「新型コロナ

によるライフスタイルの変化が影響した

可能性もある」と推測。 

ピスタチオがブーム→「ナッツの女王」と

も呼ばれるピスタチオの輸入が増えてい

るそうだ。その淡い緑色の実が「SNS 映え

する」と若者に人気で、ピスタチオを使っ

 

って一冊の本を読んだ後に、ロシア（サハ

リンスク）、中国（上海）、アメリカ（シア

トル）、カナダ（ビクトリア）からの出席者

たちと感想を分かち合ったのだ。距離的に

こんなにも離れているのに、参加者の現場

感が強く感じられ、世界が一層狭くなったと

思えたものだ。ビジネスの世界では当たり前

のことだが、一般人にはまだ珍しい体験だ。

 だが重要なことは、参加者が不特定多数

の場合には、モデレイターに十分な zoom 経

験がある事が非常に重要になる。もしそれ

がないと、スピーカーとして登場する人々

の話を何処で打ち切り次に移るかのタイミ

ングが掴めず、結果として参加者はズルズ

ルと締まりのない話を長時間聞かされる羽

目になる。 

 筆者はこんな zoom も最近経験したのだ

が、「レイシズムについて語ろう」というテ

ーマに引かれたものの、中途半端な幕切れ

で終了しとても残念であった。 

これからの世界 

 コロナの蔓延がそう簡単に終焉を迎えな

い日々「ニューノーマル」と呼ばれる流れ

が次々に生じ、特にテクノロジーの世界が

飛躍的に発展しており、それが新たな社会

現象となっていることはすでに多くの人が

体験している。 

 もちろんその流れに追随して行けるかど

うかは本人次第だが、現役世代の人たちは、

今 GEMBA（ゲンバ）と呼ばれる「仮想現実

（MBAVR）」の世界を利用して仕事をするこ

とが多くなっている。 

 これを体験するにはコンピューターのみ

ならず、数年前に開発され改革を重ねて来

た専用の「バーチャル・リアリティー

（Virtual Reality＝ＶＲ）」デバイスを装

着する必要がある。これによって自分の周

りの情報を遮断し、立体的な映像や音声を

再現して、仮想現実の世界に没入できる感

覚を味わうのである。 

 SF やゲームの世界では珍しい話ではない

が、いまやこの手段が様々な分野に応用され

ており、医療関連（非常に難しい手術の練習

や患者の治療をVRを通して疑似体験する）、

製造業界（新製品を使った時の感覚をその場

で味わってもらい客の購買意欲をかき立て

る）、広告、旅行業界（実際には行ったこと

のない観光地を VR で見せて疑似体験をさせ

る）などなどどんどん拡大している。 

 これからの社会がどの様に変化して行く

のか、一般人には中々想像が難しいことが

多くなっていくのは事実である。 
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★ こんなの見つけました ★ 

永久に持ちそうな食品（２） 

 前号より続く、パントリーに眠っている

かもしれない保存食。そんな食品を今ここ

にリスト。 

（参考：www.msn.com/en-ca/health/nutrition） 

1. パスタ 

2. 乾物や缶入り豆類 

3. 米 

4. キノア（Quinoa） 

5. オーツ（Oats） 

6. ハチミツやメイプルシロップ 

（以上、前号にて解説） 

7. 小麦粉（All-Purpose Flour）：長く置

きすぎると虫がつきそうな気もする。やは

り買ってから数ヶ月のうちに使い切った

ほうがよいにしても、小麦粉は欠かすこと

なくパントリーに置く。なくなればすぐに

補充するクセをつけよう。小麦粉がある限

りエネルギー源があるといっても過言で

はない。パン、ピザ、クッキー、オイシイ

ものは小麦粉あってこそ。 

8. たまご（Eggs）：冷蔵庫に卵を欠かさな

いこと。これ、生きるうえの掟。卵は案外

長持ちする。パックされてから 2ヶ月もも

つとは日本のように湿気がないカナダだ

から、なのか。日本で卵が 2 ヶ月も持つな

どという話はきいたことがない。ともあ

れ、フレッシュなタンパク質源となる卵は

肉より長く持つ。そして、卵は安い。卵は

いろいろな料理に仕えて超便利。茹で卵に

して、ハンディなそのままタンパク質。 

9. イモ類（Potatoes）：色が白であれ、味

が甘くても、イモは芋。カラダに大事なカ

リウムやビタミンＣを与えてくれる。イモ

類は、光が当たらない涼しいところに保存

すると数ヶ月新鮮な状態に保つことがで

きるそうだ。 

10. オイル（Cooking Oil）：これなくして

はオイシイ料理を作れない。オリーブ、カ

ノーラ、ココナッツ、アボカドなどのオイ

ルはそれぞれに特有の栄養価値がある。陽

の当たらない涼しいところに保存すれば

いつもフレッシュ。 

11. 11. フローズン・フィッシュ（Frozen 

Fish）：ツナ缶のような缶入り魚と同様、

冷凍さえすれば魚は長く持ち、 

栄養価もそのまま、劣るこ 

とはない。日ごろ、 

なかなか手に入ら 

ないサカナを見つ 

けたら迷わず買っ 

てフリーザーに。 

後々、思いがけな 

いごちそうとなり、 

士気も上がる。 

（次号に続く） 

 

 
Cooking for the Lazy: 

サワークリーム＆チャイブ・クラッカー 

 チャイブ（chives）はエゾネギといわれ、

青ネギに似ている。ガーリック・チャイブ

（Garlic chives）はニラのことらしい。

道理でガーリックがにおうネギであるは

ずだ。今回のクラッカーはもちろん、ネギ

でもニラでＯＫ。とはいえチャイブを使う

のは細かく小さく乾燥させやすいからで

ある。ホームメイド・クラッカーでヘルシ

ースナック。 

〔材料：クッキーパン、ワンシート分〕小

麦粉(2C)、バター(1/2C)、サワークリーム

(1C と 1/2C)、ガーリックパウダー(小さじ

1)、チャイブ(dried chives,大さじ 3)、塩

(小さじ 1) 

1. バターは室温にして柔らかくする． 

2. ボールに残りの材料を入れて混ぜる．

練る必要はなく、全体が湿るようにま

たチャイブなどが均等になるように

混ぜる．クリーミィな生地となる． 

3. クッキーパンにパーチメントペーパ

ーを敷く． 

4. ペーパー上に 2を塗り付ける．調理器

具ヘラを使い、できるだけ薄い層にな

るようにペーバー全体に塗り付ける． 

5. オーブン（350°F）に 4を入れて約 20

分焼く（表面がゴールデンブラウンに

なるまで）． 

6. オーブンから取り出し、ピザカッター

で正方形（約 4x4cm）に切り、それぞ

れをひっくり返して、再度オーブンに

入れて 5-10 分焼く． 

7. 冷めるとクリスピーになる． 

 

ためになる名言 

    星出 彰彦 氏 

日本人宇宙飛行士 

この美しい星に生まれて、よかった。 

地球に帰ってきて、一瞬緊張が解けたと

いうか、ほっとしましたけど、そこで完

全燃焼というものでもなく、燃え尽きた

ぜっていう感じでもなくて、それはまだ

最初の段階なのかなあと。帰ってきてホ

ッとして、また次に向けてがんばらなき

ゃとそんな感じだったので、気が抜ける

ということはなかったです。 

真っ暗な宇宙空間を、底が見えるかなあ

ってずっと見てると、底がないんですよ、

当たり前ですけど。吸い込まれそうにな

る。ものすごく怖い感覚だったんですが、

その時は、それでも地球があるから生き

ていけるんだと、逆に地球の大切さを頭

ではなくて心というか肌で感じた瞬間で

したね。 

宇宙船の中で一番大事な装置って、例え

ば生命を維持するための二酸化炭素を除

去する装置とか、酸素を供給する装置と

か、電気とか色々あるんですけど、通信

が途絶えたら一番嫌だなと思うんです

よ。地上の人と話をして、こういう状態

なんだよとか伝えることによって、地上

が助けてくれる。 

（参考：Wikipedia） 

〔ほしで あきひこ：1968 年、東京生。

日本の宇宙飛行士、宇宙航空研究開発機

構所属。3 歳から 7 歳までアメリカに在

住。4 歳の時にスミソニアン博物館を訪

れて以来、宇宙飛行士となる夢を抱き続

けていた。慶應義塾大学理工学部機械工

学科卒業後、1992 年宇宙開発事業団

（NASDA、現 JAXA）に就職。1996 年宇宙

飛行士に立候補するも、最終選考で落選。

この時に選ばれたのは野口聡一。1999 年

日本人宇宙飛行士の応募者 864 名の中か

ら候補者として採用される。実質 3度目

の挑戦での採用だった。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

4 月 25 日施行 

必要不可欠以外、レクリエーショナル旅行は禁止 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

ワクチン接種情報：4 月 23 日現在 

40 歳以上は、ワクチンの供給資格がある薬局で 

アストラゼネカ COVISHIELD ワクチン 

を受けることがきます 

予約や詳細は以下のサイトにて（日本語） 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/va

ccine/register 

又は 1-833-838-2323（Island Health） 

毎日受付：7am-7pm、個人情報（氏名、生年月日、

郵便番号、ヘルスナンバー）を伝える 

【マーケット情報】 

●Esquimalt Farmers Market：毎週木曜、9 月 16 日

まで、4:30-7:30pm、1151 Esquimalt Rd.、Archie 

Browning Sports Centre パーキングロットにて 

●Sooke Coutry Market：毎週土曜、10 月 9 日ま

で、10am-2pm、John Phillips Memorial Park にて 

●Goldstreamm Station Market：毎週土曜、10 月ま

で、10am-2pm、Bryn Maur Rd. (+ Goldstream Ave.)

にて 

●James Bay Com. Market：毎週土曜、5 月 1 日から

10 月 2 日まで、9am-3pm、Superior St.(+ Menzies 

St.)にて 

●Sidney Street Market：毎週日曜、5 月 9 日から 10

月 10 日まで、11am-3pm、Mary Winspear Centre にて 

●Moss Street Market：毎週土曜、5 月から 10 月ま

で、10am-2pm、Moss St.(Fairfield)にて 
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 ある日、キャット 

のもとに、母親の急 

逝の知らせが入りました。MS（多発性硬化

症）を患う母親が転んで命を落とした、と

いうのです。急ぎ、故郷に帰り、父親と顔

を合わせますが、母の死における父の説明

に不信感を抱きます。母が転んだとき、父

は不在と言ったのに、実は父はそのとき母

と共にいた、ことがわかったのです。 

 MS という神経系の病で身体は萎えてい

きます。歩くのもおぼつかなくなり、ベッ

ドから起き上がれなくなり、お風呂もトイ

レも全て人に頼らざる得ない、というほと

んど寝たきりの状態で死に至る病です。そ

んな妻を自ら介護するジムをみて、メリー

はなんと幸せなのだろう、と思います。し

かし、メリーはそんな夫の献身を恐れ多く

感じ、自己嫌悪さえ感じ、できるならば早

く死にたい、とも考えるようになります。

 介護に関わらない子ども 3人には、そう

した母の思いや苛立ち、父の妻への愛と責

任感からの献身がみえません。その夫婦間

の重大なる葛藤と共存する信頼がみえな

いのです。とくにキャットは真実を知りた

いとジムを責めます。母は逝ってしまった

のだから、これで終わりにしよう、掘り起

こさないままにするほうがいいという父。

 それでも真実を追求とばかり、若気の正

義感でツッコミ続けるキャット。タチの悪

い正義感は家庭を崩壊に導きます。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛ 4 月 30 日 ( 金 ) ま で 、 7:30-8:30PM ：

victoriasymphony.ca にて、Victoria シンフォ

ニー．18 世紀のフランス、パリ、サン＝ジョル

ジュ（Le Chevalier de Saint-George）のバイ

オリンを今ここに．モーツァルトとハイドン．

参加無料、オールエージ対象． 

☛5 月 30 日(日)まで、12-5PM：624 Fort St.

にて、アートギャラリー展示会．詳細は

www.centralartstudiogallery.com 

参加無料、オールエージ対象． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

ＢＬＯＯＤ 

2018 年、北アイルランド、Channel 5 製

作 TV シリーズ１、出演：エイドリアン・

ダンバー、キャロライナ・メイン、グラニ

ー・キーナン、他 

By 見聞録実行員 No.3

 サイコロジカル・スリラー、と紹介され

ていますが、「スリリング」に楽しめると

いうものではありません。では、「サスペ

ンス」といったほうがいいか、というと、

これも当てはまらないような気がします。

なぜならば、テーマが実に重いのです。サ

スペンスというストーリーのジャンルに

おかれるにはあまりにも軽く、ヒューマン

を無視したものとなる気がします。つま

り、このドラマはとてもヒューマンな内容

で多くの人が抱える問題を取り扱ってい

るとも言えます。ということで、ここでは、

ヒューマン・ドラマ、としておきましょう。

 俳優陣も、北アイルランドならでは、と

ても個性的で、それだけにドラマがとても

新鮮です。そして、それだけに現実味があ

ります。今、コロナで籠りがちな生活のな

か、必見の作品です。市内図書館で「BLOOD 

dvd」でサーチすると上がってきます。目

立たないドラマなので、誰も予約してなく

て借りやすいことお約束します。 

 さて、そのストーリーといきましょう。

ネタばれにならないよう、見どころにフォ

ーカスします。 

 舞台はアイルランド、首都ダブリンに近

い片田舎、そこでクリニックを営む初老の

医師ジムを中心にストーリーは進行しま

す。医師には妻メリーとの間に成人した 3

人の子供がいます。長女のフィオナは結婚

し、双子をもうけています。長男のマイケ

ルは、ウィンドウ・クリーニングで生計を

立てている、といいたいところですが、両

親の家にしっかり居座り、俗にいうパラサ

イトといった身分です。そして末っ子のキ

ャットは、父親との折り合いが悪いのか、

故郷から離れて都会で一人暮らし、気まま

に生きています。 

 

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
 

☛売りたし：琴、火鉢、新品天然いぐさ畳み、

囲碁盤．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】先週はずっと晴れて、待

ってました！というようなすがすがしい青空でした．

そこにある、最後の一本だったサクラも今が最後と

ばかり青空に合わせて狂い咲き．それが今、雨とと

もに消えました．季節の移り変わり、これから新緑

ですが、クシャミが出ます．クシャミがでて季節の変

わりを知る、といったほうが正しいでしょうか．ともあ

れ、コロナと共の、第二回目の夏がきます．暑くな

い夏であることを祈ります．なんせ、西日の当たると

家のなかにずっといるので、暑い日はサウナです． 

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 

●ここのところ、日本においては第三回

緊急宣言のニュースばかり。4月 25 日よ

り「お出かけ自粛」ということだが、浅

草には人がいっぱいで人出は変わらず、

らしい。BC 州のように罰金をとれば効き

目ある？オリンピックまでにコントロー

ルできるほどに落ち着くだろうか。（アウ

トサイダー） 

●インドネシアの潜水艦が沈没、53人乗組

員全員死亡というニュース。怖すぎて足が

すくむ。コロナ事態に53人が潜水艦に？と

いうのにも足がすくむ。（閉所恐怖症） 
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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. 


