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てナイフを振り回した。 

 家族連れ一体はびっくりしてその場を

逃げ切り、急ぎ９１１通報した。警察が現

場にかけつけナイフを持つ男を逮捕した。

幸いに怪我人は出なかった模様。 

 警察によると男は禁止武器所持で刑を

受け仮出張の身だった。今回の事件により

刑務所に逆戻りした。 

 

セキュリティにナイフを振り回す  

 4 月 30 日金曜日の午前 10 時頃。ところ

は Blanshard St.（3000 ブロック,Mayfair

モール付近）にある仮設住宅近く。 

 セキュリティガード 2 人が住宅の外に

いた男に立ち去るように促したところ、男

はナイフを持ち出してセキュリティガー

ドを追いまわした。男がガード一人をター

ゲットにしたあたりでもう 1 人のガード

が警察に通報した。 

 警察が現場に駆けつけ男を逮捕した。男

は過去にも武器所持で刑を受けており、今

後は武器を持たない、との裁判所命令があ

ったにもかかわらず違反、またもや刑務所

に戻ることとなった。 

 

$750 ミリオンが当選 

 $750M のくじに当たりましたが、まずは税

金$27,000 を払う必要があります、という詐

欺電話にNanaimoの女性が犠牲となった。 

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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ロスから来た男  

 4 月 30 日金曜日、アメリカはカリフォル

ニア、L.A からやってきた男が Victoria で

大暴れし、メンタルヘルス施設に送られ

た。男の大暴れは数千ドルの損害をもたら

した。 

 ところは Quadra St.の 1600 ブロックに

建つアパートビル。その窓に向かって男は

石を投げた。窓から窓へと投げ続けた。住

民の通報により、警察が駆けつけたときに

は、男はビル内でテレビを窓に向かって投

げつけていた。テレビは窓を破って外の地

面に落ちた模様。 

 警察は、警察犬ゼンダーを出動させ、ビ

ル内の住民の安全捜査にかかった。そし

て、男は警察をみるなり、一気に降参して

手を上げた。難なくの逮捕にしては男の大

暴れはスゴすぎた。 

 そして、この逮捕で萎えたのか、男は、

Quadra での大暴れの前に Esquimalt の 

 

Dunsmuir Rd.にあるビルでも同じ大暴れ 

をしてきた、と警察に打ち明けた。 

 警察の更なる捜査が進むうち、男はその

事件の 1 週間前に L.A.のメンタルヘルス

施設を出ていた（退院）ことがわかった。

国籍はアメリカかカナダかはまだはっき

りしていないが、このコロナ事態の国境間

旅行制限があるなか、どうやって国境を超

えてきたのかと警察は首をかしげる。 

 

アルバータから来た男  

 4月28日水曜日の午後1時頃、James Bay

にあるIrving Parkの芝生でドーナツドラ

イブをしていた男が$800 の罰金を科せら

れた。男はアルバータから Chevrolet 

Camaro に乗ってやってきたとみられる。

車は登録されていなく、また当然保険はか

けられていなかった。車はその場で押収さ

れた模様。 

 男がドーナツドライブをしていた場所

は、パーク内でも幼児たちが遊ぶプレイグ

ラウンドに近かった。怪我人がでなかった

のが幸い。しかし、当の芝生には、当然ド

ーナツ型の跡ができて芝生がハゲてしま

った。 

 通報で現場に駆け付けた警察は、男がド

ーナツ跡の外に立ち尽くしているのを発

見した。自分が造ったドーナツのハゲを鑑

賞していたのだろうか。 

 なお、男がアルバータからはるばる

Victoria にやってきた目的は、というと、

「パークでキャンプ」であったそうだ。 

 

ザ・デストロイヤー  

 5月3日月曜日の午前10時前、James Bay

は Menzies St.の Irving Park に Victoria

警察が出動した。 

 そのパーク内でテントを張って生活す

る女性が男と怒鳴り合いの大喧嘩、男は野

球バットで女性のテントを破壊した、との

通報があったため。 

 男、ザ・デストロイヤーは、それだけで

は足りず、次なるはハンマーを振り回して

女性に襲い掛かった。 

 警察は、男を逮捕、女性は大事に至らず

助かった模様。 

 デストロイヤーは年齢 48 才、過去に 50

件もの有罪判決を受けたという懲りない

悪党であった。これにて、またもや刑務所

に逆戻りとなった。 

 なお、被害者女性とデストロイヤーとの

関係を警察は捜査中。女性とは顔見知りで

なく、ランダムアタックとみている。 

 

家族連れにナイフを振り回す 

 5 月 1 日土曜日のうららかな午後 2時。

ところはうららかな Beacon Hill Park、

プレイグラウンドのトイレ近く。そのあた

りをストローラーに乗るベビーを連れた

ヤングファミリーが散歩をしていたとこ

ろ、男が現れてファミリーの男性に向かっ

 

Victoria 
Japanese Journal 

May 7, 2021 
Vol. 20J, No.11 

 

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. 

コロナに負けた、 

出番がない 

Buccaneer Days は 

今年もキャンセル 
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40 年連続の減少となり、過去最少となっ

た。また、総人口に占める子どもの割合

は 11.9%で、1975年から 47年連続で低下。

この割合はアフリカ諸国の 40%台より大

幅に低く、欧米諸国や中国、韓国と比べ

ても日本が最も低い水準となっている。 

コロナで変わる警察→新型コロナウィル

スが猛威を振るうなか、警察の仕事が異

例の対応を余儀なくされているそうだ。

関係者への聞き込み、留置場で感染者、

都道府県をまたぐ出張など、事がスムー

ズに進まなくなった。とくに警視庁の捜

査員が都外に出張しようとすると、コロ

ナの影響で受け入れ先の県警から難色を

示されることが増えているという。東京

都内の感染者数が依然として全国で突出

していることが原因とみられる。 

緊急事態１週間→3 回目の緊急事態宣言

が 4 都府県に発令されてから 1 週間がた

った（5 月 2 日現在）。生活必需品売り場

を除く大型商業施設や酒を提供する飲食

店など幅広い店舗に休業要請が出てお

り、対象となった百貨店や飲食店は苦戦

が続いている。とくに百貨店は「売り上

げ 8割減」。一方、オンライン販売やスー

パーは好調であるそうだ。 

ラムネがピンチ→5 月 4 日は「ラムネの

日」。1872 年（明治 5年）に東京の実業家

がラムネ（玉で蓋をする瓶に入ったサイ

ダー）の製造販売をはじめた日がその由

来だとか。以来、長きにわたり日本人の

喉を潤してきたラムネ。昭和 20 年代の後

半頃がラムネの最盛期で、日本全国に

2300 ヵ所の製造所があったそうだ。だが

コーラなどの炭酸飲料が浸透するにつ

れ、現在ではお祭りの縁日や観光地など

で見かける飲み物になった。それに応じ

てラムネの作り手は減り、ラムネ製造業

者は 33 社になってしまい、さらにコロナ

のあおりを受け、去年から今年にかけて 4

社が廃業してしまったそうだ。 

 

 

 

 

 

紀州のドンファン 

          By ヨシダ 

 日本は今「紀州のドンファン」事件が

話題となっている。このほど被害者の元

妻がその事件の重要容疑者として逮捕さ

れたことから 2 年前の不審死がようやく

解決の方向へ向かっている。何事も「解

決」して悪が裁かれるのを耳にするのは

爽快、痛快である。 

 当初、2018 年に遡るがその「紀州のド

ンファン」とやらを初めて知った。「紀州

のうめぼし」はそれこそ家族で取り合い

になるほどの好物であるが、「紀州のドン

ファン」となると、なにそれ？とわから

なかった。事件のニュースをこまめに読 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ありがとう仮設公舎→東日本大震災後、岩

手県が沿岸部に整備した職員用仮設住宅

の解体工事が進んでいるそうだ。復興工事

の対応などで沿岸部の出先機関で働く職

員が増え、2012 年度以降、計 110 戸を設置

した。全国から訪れた応援職員も入居した

が、今年 3月末に役割を終えていた。県管

財課の担当者は「既存の職員住宅だけでは

足りず、やむを得ず仮設で整備した。住環

境が良好とはいえない中、応援職員を含め

て頑張ってもらった」と感謝。 

わくわくマルシェ→東日本大震災から 10

年を迎えた今年、静岡市で東北グルメが期

間限定で集まる「東北わくわくマルシェ」

が始まった。33 社 46 種類の商品がずらり

と並び、普段はなかなかお目にかかれない

地元密着の店の東北グルメにも出会うこ

とが出来る（例：東急ハンズ静岡店・静岡

市）。ただ美味しいものを伝えたいだけで

はないこのマルシェにかける人たちの思

い「東北の応援」がある。 

双葉の伝承館→東日本大震災、東京電力福

島第1原発事故の記憶と教訓を後世に伝え

る県の記録施設「東日本大震災・原子力災

害伝承館」（双葉町）の来館者数が 5 月 3

日、5 万人を突破したそうだ。伝承館は昨

年 9月、双葉町中野に開館。来館者数は当

初、新型コロナウィルスの影響を除いた試

算で年間 5万人を見込んでいたが、開館か

ら約 7ヶ月で達成した。伝承館は新型コロ

ナ対策として、入り口で検温や消毒などを

実施している。 

聖火リレー熊本スタート→東京オリンピ

ックの聖火リレーは5月 5日から熊本県で

始まり、去年の熊本豪雨で被災した人吉市

からスタートした。第 1走者は、知的障害

者にスポーツの指導をしている人吉市の

男性が務め、第 7走者は熊本豪雨で被災し

た故郷を思いながら走った。熊本県内では

約 170 人のランナーが 13 の市町村で聖火

をつなぐ。 

 

＜社会ニュース＞ 

こいのぼり、暴れる→5 月 5 日こどもの日

現在、関東は、日本海を発達しながら進む

低気圧と本州の南東に中心をもつ高気圧

の間の気圧差が大きくなっている影響で、

朝から風が強く吹いている。特に南部を中

心に南よりの風が強く、9 時までの最大瞬

間風速は千葉市で19.6m/sを観測。東京都、

神奈川県、千葉県、茨城県には強風注意報

が発表された。こどもの日と言うことで各

地であげられているこいのぼりは、元気良

く泳ぐどころか大暴れするとみられる。 

子どもの人口→子どもの数が 40 年連続で

減少した。総務省は今年 4 月 1日現在の人

口推計を発表。15 歳未満の人口は前の年よ

り 19 万人少ない 1493 万人で 1982 年から 

 

めば、どうやら紀州に住むお金持ちのおじ

さんのことだとわかる。覚醒剤多量服用と

やらで屍となったドンファンは和歌山県の

酒造関係の会社社長で、何十億だったか、

いや何百憶かのお金持ち。何兆円ではない

にせよ、庶民からみれば途方もないお金を

持っていることはたしか。だからこそ、狙

われるのか。 

 今回の元妻逮捕で復活したこの殺人事件

は、被害者となったドンファンには悪いが、

次から次へと起こっているような妻や夫の

保険金殺人事件とも似ていて別に目新しい

事件でもないため、だいたい予想はつく。

当時 77 才という高齢男性に 55 才も若い 22

才の新妻。ドラマ性のある事件であるため

か、TVドラマもこうしたシナリオが多いし、

正直、慣れてしまった事件といえるかもし

れない。また、人間の貪欲さが露わで辟易

もする。ともあれ、容疑者の元妻が逮捕さ

れた、ということで真実は暴かれ、故人も

報われるというもの。 

 それにしても「ドンファン」というのは

どこから来たコトバであろうか。この命名

にまずはうなってしまった。当人の顔写真

をみて、どこがドンファン？と思うが、ま、

やっていることが「ドンファン」のようで

ある。美女 4000 人に貢いだ、など、自分で

豪語しているところ、どうも好感が持てな

い。美女じゃないと貢がない、寄付しない

っていうのは、今問題の性差別同等、容姿

差別といっても過言ではない。みんなを平

等に扱え、と思う。それでも美女に貢ぎた

いなら、沈黙を決めること。わざわざ「紀

州のドンファン」などという本まで出して、

というのは誇示が過ぎるし、それが人生の

目的であったなら、哀れというより他ない。

 さて、逮捕された元妻は、というと、多

くの人が「妻が犯人」と疑っていたらしい。

事実、筆者も事件発生時に絶対にこいつが

犯人だ！と疑った。今回の逮捕で、多くの

人が「やっぱり」とか「当たった」と歓喜

している。ドンファンの葬式においてはス

マホをいじくり、あくびまでしていた、と

なると「愛」が見えない。愛のないお金の

ための結婚だった。結婚にあたり、ドンフ

ァンは月に 100 万のお小遣いをあげる、と

言っていたそうだ。それに飛びつくところ、

子供が飴玉に飛びつくのと同じ感覚であ

る。ただ、違ったのはその後、覚醒剤まで

持ち出して死に至らしてしまったこと。 

 元妻、現在 25 才。若い。人にお金をもら

うことでしか人生の楽しみが見えないのは

なんとも不幸である。判決が下った暁には、

刑務所で生まれ変わってほしいものだ。 

ドン・ファン 

（Don Juan）は 17

世紀スペインの伝

説上人物。 好色

放蕩な美男として

多くの文学作品に

描写されている。 
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★ こんなの見つけました ★ 

永久に持ちそうな食品（３：最終回） 

 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 

7. 小麦粉 

8. たまご 

9. イモ類 

10. オイル 

11. フローズン・フィッシュ 

（以上、前号にて解説） 

12. 植物性ミルク（Plant-Based Milks）：

乳製品のミルク（牛乳など）が尽きた、古

くてクサイ、しかし今必要、というときに

絶対的に備えておきたいものである。巷に

はアーモンド、ライス、ソイ、オーツなど

の植物性ミルクが豊富にあり、それらはパ

ントリーで長持ちするため、イザというと

きに大変便利である。かつ、栄養価もミル

クと同じくらい高い。冷蔵庫に保存する必

要もないため、冷蔵庫の場所をとらないと

いうのもメリットである。ただ、一旦封を

切ったら冷蔵庫に保存してできるだけ早

く飲み切る。 

13. 調味料（Condiments）：これを食べて

生きることはできないが、たくさん備え置

いて食卓と生活をスパイシーにできる。た

くさん買うとお金がかかるとはいえ、長持

ちするのであるから、決してソンなことで

はなかろう。多種多様のマスタードやケチ

ャップ、ハーブ類などのスパイスは封を開

けても 1年は持つ。 

14. ナッツ（Nuts）：ナッツでスナック、

ナッツでヘルシー、ナッツは長持ちする。

セールのときに沢山買っておいてパント

リーに保存。タンパク質豊富で栄養価が高

いゆえ、ナッツにお金をつぎ込んでも後悔

はない。 

15. しょうが（Ginger）：これほど刺激の

ある植物は稀である。スパイスにもなり薬

にもなる。フリーザーや冷蔵庫に 

保存しておけば数ヶ月持つ。 

腹痛にジンジャーは大活 

躍。ソーダにすりおろし 

を入れるとカナダジンジ 

ャーエールも顔負けであ 

る。他、ティー、スープ、 

炒め物と利用範囲が広い。 

日本料理、インド料理、 

中華料理に欠かせない、 

万国共通のスパイス。 

 
Cooking for the Lazy: 

ミルクもち、イチゴのコンポート添え 

 餅米を使わない、モチモチしたデザー

ト。牛乳が苦手という人におすすめの片栗

粉で粘りを出したミルクもち。そしてイチ

ゴの形をそのまま残した食べごたえのあ

る煌びやかなイチゴ。栄養満点の春のデザ

ート。 

〔材料：4 人分〕牛乳(300ml)、片栗粉(大

さじ 6,約 90ml)、砂糖(1/2C)、イチゴ(縦

に半分に切って,約 2C)、レモン(1/4 個) 

1. 小鍋に、牛乳、片栗粉、砂糖（大さじ

2）を入れてよくかき混ぜる．弱火に

かけて、ヘラでかき混ぜながらとろみ

がつくまで煮る（鍋の底が焦げないよ

うに気を付ける）． 

2. 粗熱がとれたら、取り出しやすいよう

にラップを敷いたバットに移す．ラッ

プで全体を包み、室温で冷ます． 

3. 別の鍋（中）に、ヘタを取り縦半分に

切ったイチゴを入れ、残りの砂糖を振

り掛け（砂糖の量で好みの甘さに調

節）、レモン汁を絞る．全体をさっく

りとまぜて 10 分ほど置く（イチゴか

らある程度の水分が出る）． 

4. 3 の鍋にフタをして中火にかける．数

分で底から沸騰した状態になるとヘ

ラを使って底からすくいあげるよう

にして持続的に混ぜる｡ 

5. 5 分ほどするとイチゴに透明感がでる

で、そのとき火からおろす． 

6. 2 と 5 とともに、冷めてから皿に盛る． 

7. 2 のミルクもちはスプーンで切り分

け、5のイチゴを添える． 

 

ためになる名言 

    クロエ・ジャオ 氏 

2021 年アカデミー賞受賞映画監督 

成長期にいた中国にはウソだらけ。 

私はどこに行ってもアウトサイダー。故

郷である中国でも。しかし、重責を恐れ

ているかもしれない側面は否定できな

い。この国の歴史の重さを。 

人が旅に出るのは、自分を定義するもの

がなくなったから。 

北京に住んでいた幼い頃はモンゴルに憧

れていたし、ニューヨークに住んでいる

ときはノースダコタに行ってみたいと思

っていた。私の映画はいつも、次の 2年

間をどんな世界で過ごしたいか、という

ところから始まる。 

20 代後半で自分を見失うというのは、よ

くあること。10 代や 20 代前半には、時

間は永遠にあるように思っていたのに、

27歳ごろになって『しまった。何かやら

ないと』と焦る。フィルムスクールにや

って来る人には、そんな人が多いんじゃ

ないかと思う。 

人はいつだって人生や自分を変えること

ができると、私は思う。それは若いとき

に限らない。悲しいことがあった後や、

歳を取った後でも、新しい出発はできる。 

（参考：Wikipedia） 

〔Chloe Zhao：1982 年、中国、北京生。

アメリカで活動する映画監督、脚本家、

映画プロデューサー。2021 年『ノマドラ

ンド』でアジア人女性として初めてゴー

ルデングローブ賞監督賞を受賞、さらに

アカデミー賞で非白人女性として初めて

監督賞を受賞。両親が離婚後、父は女優

と結婚、成長して反抗的になったクロエ

は西洋の大衆文化に惹かれた。15 歳のと

き、英国ロンドンの寄宿学校に送られた。

その後米 LA に移り、高校を卒業、大学で

政治の学士号を取得、ニューヨーク大学

で映画製作を学んだ。〕 
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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 29 日現在 

 

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

ワクチン接種情報：40 才以上予約開始 

30 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 

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 （1-888-268-4319） 

電話予約は 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、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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は無条件でオファーをださないと売り手

にはねられるケースがほとんどでしたが、

4月に入ってからは、条件付きオファーで

も通るケースもでてきました。 

 このように、若干バイヤーにもチャンス

が巡ってきたかのような 4 月でしたが、加

熱した市場をクールダウンするために、6

月以降モーゲージのストレステストの閾

値がコロナ前程度の段階まで引き上げら

れる可能性がでてきました。それはそれ

で、バイヤーの購買力が低下するため、そ

れでなくとも厳しい立場に立たされてい

るバイヤーにとっては、さらに追い打ちを

かけられるような状態になりかねないの

が懸念されます。皆さん、用意周到の上ハ

ウスハンティングにのぞみましょう。  

 御興味のある方は、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 ☆☆☆☆
☛5 月 8 日(土)、9-10:30am：バーチャルフリー

イベント、母の日の週末、ファミリー＆フード

で祝う．BC Agriculture 主催．シェフ Trevor 

Randle とクッキング．登録は www.bcaitc.ca 

にて．オールエージ対象． 

☛ 5 月 8 日 ( 土 ) 、 7:30-8:30pm ：

victoriasymphony.ca にて、Victoria シンフォ

ニー、プーランク・コンサート．オルガン、ス

トリング、ティンパニ．オールエージ対象、参

加無料． 

☛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． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１８） 

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。 

 4 月の Victoria Real Estate Board の

統計によると合計 1,116 件もの物件が売

買されました。この結果は昨年の 4 月の

287 件と比べると、およそ 3倍近い数値で

すが、今年 3月に比べると 5％程減少して

います。コンドミニアムに限ってみると昨

年の4月と比べると353.4％もの増加とな

っています。こちらも、3月のデータと比

較すると 10％以上減少となっています。

それに対し、一戸建ては昨年 4月の時点と

比較すると 246％もの増加となっていま

す。こちらはその前の月 3月とほぼ横ばい

状態です。引き続き一戸建てが根強いのが

わかります。昨年 4月はコロナの真っただ

中という異常な状況ではありましたが、今

年の数値も飛躍的な数値です。 

 価格的にはコンドミニアムは比較的に

落ち着いていますが、一戸建てはコアエリ

アに限っていうと、昨年 4 月の$884,600

から一気に$996,500 とほぼミリオンに近

い数値に跳ね上がりました。 

 気候もよくなり売る環境が整ったから

か、ワクチンの接種が進み人を家の中に入

れることに安心感が出てきたせいか、理由

はともあれ 4 月に入り多少売り出し物件

の数が増えてきました。3月は一戸建ては

ほぼ全てといってよいほどに、複数オファ

ーを見込みdelayed offerの形式でオファ

ーを受領していましたが、4月に入り、オ

ファーの締め切り日に一戸建てでも一件

もオファーがはいらないケースもでてき

ました。 

 場所的には、高価格帯のオークベイとい

った地域でも、設定した価格で売れずにし

ばらく市場に残った後、プライスダウンさ

れる物件も多々見受けられました。オファ

ー自体も、一戸建てに関していうと、3月

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】五月晴れが続き、すが

すがしい青空が空いっぱいに広がります．その

青空の向こう側、はるか遠くの火星で NASA の

ロボットが仕事をしています、などと今日の青

空を見ながらふと思いました．生き物がいるか

どうかも調査対象だといいますが、いるのだっ

たらどんな見目形だろうかと興味があります．

「火星旅行」なんかも話題になっていますが、

行きたくありません．動画でみるのみでＯＫ．

そういえば、以前はあちこちに旅行したい（地

球内で）と思っていたものですが、今は TV な

どで知らない国を見るのが趣味になりました．

とはいえ、動物王国に限られています．「ナマ

ケモノ（英：Animal sloth）」という名の動物

が動くのをみていると親近感が湧きます． 

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 
●スマートフォンを使う時、特に家で使

う時、充電しながら使うとスマホによく

ないらしい。それが原因か、SIM デテク

ターが痛んだようで通信できなくなっ

た。誇るスマホも SIM が無ければ、タダ

の板、である。メーカーに修理にだすも

発送に高くつき、長くかかる。とモメて

い る 間 に 吉 報 。 今 ど き な ん で も

「eTransfer」など「e」がつくが「eSIM」

というのがあるらしい。これを手配した

らSIMカードなしでもDATA通信ができる

ようになった。ただスマホ機種によるの

で留意のこと。（救われたチャージャー） 

 
 

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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