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報があり、Langford 消防隊が駆けつけた。

ここでも、業者のトラックがガスラインを

ヒットしたのが原因だった。 

 

ナースのバイク、盗まれる  

 5 月 12 日水曜日の午後、Herald St.の

500 ブロック付近で TREK のバイクが盗ま

れた。バイクのオーナーは看護師でそのと

き Victoria Conference Centre でワクチ

ン接種を管理していた。仕事を終えて帰宅

しようとしたところバイクがなかった。 

 それから、数日後の金曜日の午前 2 時

頃。Victoria 警察が TREK バイクを押す男

を発見した。場所は同じく Herald St.で

あったため、警察はすでに盗難報告をして

いた看護師のバイクと確認し、その男を逮

捕した。男は対岸 Kelowna 出身の 44 才で、

この 1月に Victoria に来たという。 

 なお、バイクが盗まれた日は、ナイチン

ゲールの誕生日。ナースが注目されるウィ

ーク中の出来事だった。 

 

4 年で 3 回目の「ながら運転」罰金  

 Oak Bay 在住の女性がこのほど 3度目の

「ながら運転」罰金チケットをくらった。

いずれもスマホをいじくりながら運転し

ていた。三度目の罰金額は、$368。それで

も懲りずにまたスマホ運転で捕まれば、彼

女はもう運転できないかもしれない。 
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COVID 罰金の集金事情  

 公共の場でマスク着用を拒否、パーティ

を主催または参加、レクリエーション目的

で遠方へ旅行などで COVID-19 感染拡大防

止制限に違反して罰金チケットをくらっ

た人たちが、罰金を払わないという問題が

上がっている。この問題解決に、BC 州政府

は ICBC（BC 州自動車保険）に未納金徴収

を任せることにしたそうだ。この条例は確

定の方向で、7月 1日より施行される。 

 詳細には、警察が発行した罰金チケット

コピーが ICBC に回され、ICBC は個人に未

納通知を出す。それでも払わない人は、ク

ルマの免許証更新時に更新できなくなる。

つまり、未納金を払うまで運転免許がサス

ペンドとなり運転できなくなる。 

 経済的理由で罰金が払えない人は 30 日

以内に払えない旨を申告すれば、減額、月

払い、または猶予などなんらかの対応を検

討してもらえる。 

違反チケット 4 枚  

 対岸バンクーバー方面から来ていたド

ライバーに外出規制違反チケットが 4 枚

も切られた。4枚のチケットは各々、異な

る道、異なる時間での違反により、各々

$575。道に関しては、Highway1、3、5、そ

して 99 というから、違反しても違反して

も懲りないドライバーであるようだ。これ

に呆れた警察は、「いい加減バンクーバー

に帰りなさい」と言い放ったそうだ。 

 

Greater Victoria 失業率アップ  

 Victoria のメトロポリタンエリアにお

ける失業率は、先月より 0.5%アップの

6.2%となった。 

 新型コロナウィルス感染が勃発した昨

年 2020 年の同じ時期の失業率 11.3%とい

うピークと比べるとはるかに低い率では

あるが、経済回復に向けて失業率が下がり

かけていたなかのアップとあって、経済回

復までの道は遠いとみられる。 

 

ダウンタウンで人を脅す  

 5 月 10 日月曜日、Victoria はダウンタ

ウンでナイフを振り回し、通行人の女性 2

人などを脅した男が逮捕された。 

 そのとき午後 2 時過ぎ、ところは

Commercial Alley の 1200 ブロック付近。

ナイフを持って取り乱している男がいる、

との通報で警察が現場に駆け付けた。警察

は、重大な危機的状況（うつ状態の出現や

自殺未遂や薬物の乱用）に焦点を絞ってそ

の人を危機以前の活動レベルに戻すこと

を 目 的 と し た 心 理 療 法 、「 crisis 

intervention and de-escalation」テクニ

ックを駆使して男を静かに取り押さえた

模様。 

 警察の逮捕方法もここまで浄化、向上し

たと改めて知る。 

 

脅迫事件増加 

 Sooke エリアにおいて、昨年 2020 年 4

月からの一年で「口頭脅迫」事件が増加し

たそうだ。「増加」と言ってもちょっとや

そっとの増加ではなく、なんと 47%も増加

したというから事態は深刻である。昨年の

4月までの1年の脅迫事件は8件であった

そうだ。 

 

ガス漏れ 

 5 月 12 日水曜日の午後 12 時半頃、

Colwood は Sooke Rd.(Aldeane と Gold-

stream の間)でガス漏れが発生し、近隣は

一時通行停止となった。ガス漏れの原因

は、業者のトラックがガスラインをヒット

したため。 

 修理が終わり、復旧したのは午後 2時だ

った。 

 ガス漏れは、それ一件ではなかった。前

日の火曜日午後 7時前、Orono Ave.（Peatt 

Road と Van Isle Way の間）でガス漏れ通
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いよいよなるか、 

気が乗らなくて 

色がでない 

 

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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照的。政府は東京五輪開催を目指しワク

チン入手と接種加速を強調するが、欧米

からは「一大感染イベント」になりかね

ないとして中止を求める論調が強まる。

世界の接種回数は同大などの 5月 14日時

点の調査で約 14 億回。日本は 13 日時点

で約 560 万回にとどまる。 

菅内閣不支持、急増 47%→共同通信社が 5

月 15日に実施した全国電話世論調査によ

ると、菅内閣の不支持率は前回 4 月調査

から11.2ポイント急増して47.3%となり、

政権発足以降最多となった。政府の新型

コロナウィルス対応を「評価しない」は

71.5%で、安倍、菅両内閣を通じて最も多

かった。今年夏の東京五輪・パラリンピ

ック開催に関し「中止するべきだ」は

59.7%。 

コロナワクチン誤接種→沖縄県浦添市で

65 歳以上の高齢者を対象に実施している

新型コロナウィルスワクチン接種で、5月

15 日に 5 人の高齢者に誤って生理食塩水

だけを注射するミスが起きたことがわか

った。松本市長が 16 日、市役所で緊急会

見を開いて明らかにした上で、謝罪した。

誰に注射したかはわかっていないが、松

本市長は生理食塩水は注射しても健康被

害はないと強調し、改めてワクチン接種

すると説明している。 

冷蔵庫閉め忘れ、ワクチン廃棄→沖縄県

豊見城市の山川市長は 5月 13 日、新型コ

ロナウィルスのワクチン 150 回分を廃棄

すると発表した。市によると職員が11日、

翌日の 150 人の集団接種に向け、ワクチ

ンを市役所内の冷凍庫から冷蔵庫に移

動。12 日午前 9 時半に別の職員が冷蔵庫

を開けて状態を確認。その 20 分後、11 日

に冷蔵庫へ移した職員が扉が開いている

ことに気付いた。 

 

 

 

 

たのしい運動会 

          By ヨシダ 

 日本人にとって、「運動会」ということ

ばは目がパッと輝くようなよい想い出を

起こさせてくれる。日本で義務教育を受

けた人なら、誰もが楽しみにする「運動

会」。この日のために、日々の授業の少し

を短縮して、晴れの舞台のための練習、

練習。全員一体の行進や、フォークダン

ス、よーいドンの 50m 競争やリレー、綱

引き、そして紅白玉入れ。これらの準備

をするのは年長組の6年生の男の子たち。

運動会当日には、お父さんお母さん、お

じいちゃん、おばあちゃん、加えてまだ

学童期でない弟や妹までがやってきて、

グラウンドの回りにシートを敷いて観

戦、応援してくれたものだ。お弁当は一

家単位でピクニック風に食べる。午後は

保護者参加の運動会に移行、今度は児童 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

橋、迫られるリストラ→自治体が橋のリス

トラを迫られているそうだ。老朽化し寿命

を迎える橋が増え続け、国などはその延命

へとかじを切る。しかし、東北では東日本

大震災の被害を受けた影響も大きい。震災

から 10 年が過ぎ、復興が新しい局面に入

った今、橋の未来はどうなるのか。全国に

橋は約 72 万橋（国交省）あり、多くは高

度成長期の建造。橋の耐用年数は約 50 年

とされ、築 50 年以上の橋は 30%（2020 年）

を占め、10年後は 55%となる。東北の橋は

厳しい風雪や低温に加え、地震や津波で傷

を負い、復興事業の輸送で激しい酷使が続

いた。維持・更新が追いつかなければ、廃

止するしかないという。だがそれは簡単な

ことではなく、橋がなくなれば、孤立する

地域もでてくる。 

奇跡の一本松の今→東日本大震災の津波

に耐えた「奇跡の一本松」がある岩手県陸

前高田市の海辺で 5月 15 日夜、「三陸花火

競技大会」の実行委員会が花火を打ち上げ

た。大会は 10 月であるが、コロナ禍で外

出する機会が減った人たちを元気づけよ

うと、市民有志でつくる実行委が企画。 

茨城県と仏・エソンヌ県→2018 年に再開し

た茨城県とフランス・エソンヌ県の友好交

流が、新たな一歩を踏み出した。エソンヌ

県の特産品を水戸市内の事業者が輸入し、

茨城県内外の店舗で販売を進める。1986

年の「友好都市提携」締結から 36 年。一

度は途絶えた両県の友好が、経済交流に発

展し始めた。輸入するのは、エソンヌ県特

産のペパーミントを使った「ミントシロッ

プ」。 

モッコ→5 月 15 日、東京五輪・パラ五輪の

公式文化イベントが陸前高田市で行われ、

被災地の子どもたちが製作に関わった巨

大操り人形「モッコ」がお披露目された。

このイベントは東日本大震災からの復興

を世界に発信しようと行われた。東京五輪

組織委員会の橋本会長も出席し、「被災者

の思いに寄り添いながら復興を国内外に

発信する」と挨拶。高さ約 10mの「モッコ」

は、復興への願いを込めて迫力のあるパフ

ォーマンスを繰り広げた。「モッコ」は岩手、

宮城、福島を巡り、被災地のメッセージを

集めたあと、五輪の舞台・東京を目指す。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本の接種、世界 100 位以下→日本の新型

コロナウィルスワクチン接種の遅れが際

立っている。英オックスフォード大などに

よる調査で（5 月 16 日現在）、少なくとも

1 回投与された人の割合は約 3%にとどま

り、世界平均の約 9%に及ばないという。接

種体制の整備遅れから、発展途上国レベル

の世界 110 位前後に低迷。接種が進み、普

段の生活を取り戻しつつある欧米とは対

 

が応援に回って、慣れない体操着で張り切

るお父さん、お母さんを応援する。という

のが、昭和後期の運動会風景であった。 

 平成時代に入り、そんな家族大集合の楽

しい運動会は少し異変。私事ながら、小学

校の運動会を観戦する機会があり、喜び勇

んで出かけたものの、我が児童期の運動会

と様子が違っていて驚いたのを覚えてい

る。驚いた、というよりガックリした。運

動会の競技そのものはだいたい昔と同じで

あるが、グラウンド回りで子供たちを応援

する親たちにガックリしたのだ。というの

は、シートがない。シートでなくて折りた

たみのイス付きテーブルなんかを持って来

て、早い者勝ちとばかり、トラックぎりぎ

りの特等席に乗り出して踏ん反りかえる親

が多いのにはたまげてしまった。こんな勝

手な親たちのおかげで、お金がかかるテー

ブルを持っていない親はその後ろにシート

を敷いて座る（経済的格差が露わ、と思え

た）。当然、我が子の活躍はテーブルの親た

ちに視界が遮断されて見えない。こんな勝

手な親に対して学校側はなにも言わないの

か。テーブルは禁止という規則も作らない

のか、と憤慨したものだ。とはいえ、当の

主役は子供たち。子供たちはそれでも運動

会を楽しんでいる。ということでそうした

親の勝手な態度は流される。 

 時代の移り変わりでそういう風に運動会

の様相も違ってきたとはいえ、子供たちが

楽しみにする「運動会」は毎年存在した。

しかし、昨年に続き、今年も「運動会」が

なくなった。これは一大事である。言うま

でもなくコロナ惨禍の影響である。 

 5 月 10 日付、新型コロナウィルスの感染

拡大に伴う 3 度目の緊急事態宣言が発出さ

れた福岡県では、多くの学校で 5 月に予定

されていた運動会などの学校行事が延期や

中止に追い込まれているそうだ。感染力の

強い変異株が広がり、若い世代の感染者も

増える中での判断。九州各地で感染状況は

深刻化しており、学校関係者が「やむを得

ない」とする一方、「今年こそは」と楽しみ

にしていた子供たちからは「えーっ！」と

悲鳴が上がり、「寂しすぎる」と泣きだす児

童もいたという。40 代の女性教諭は「なぜ

東京五輪はできて、運動会はできないのか」

と憤る。みんなに悲しみが広がっている。 

 日本人にとって「運動会」がなくなると

は異例の事態である。新型コロナも異例事

態であるからして、異例のことが起こるの

は致し方ない。 

 近い将来、「運動会」は必ず戻ってくる。

その日を楽しみにコロナに屈せず戦おう。 
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★ こんなの見つけました ★ 

ナントカ恐怖症（１） 

 誰しも、なにか恐れるものがある。コワ

イものがある。たとえば、ヘビを毛嫌いす

るとか、高いところや狭いところがコワイ

とか言った具合である。そういうものは爬

虫類恐怖症、高所恐怖症、閉所恐怖症と立

派な医学用語（精神医学：恐怖症,phobia）

がついていたりするのだ。 

 自分に正直になろう。他人に正直になろ

う。自分にとって「ゾッと」するものは案

外病的な要因があるからでもあるのだ。爬

虫類がコワイのを恥ずかしいと思わず、恐

れるなら恐れて、しっかり避けることだ。 

以下、人それぞれに恐怖症があるが、こう

いうのもありか、という恐怖症をリスト。 

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

1.生き埋め恐怖症（Taphophobia）：生き埋

めがコワイ。これは誰にとってもコワイも

のだが、通常そんなことを考えるだろう

か。始終考えている人は精神的に患ってい

るかもしれない。こんな言葉がでたのは、

1700 年代に遡るらしい。当時、得体のし

れない伝染病が流行り、死んだかどうかも

わからないまま更なる伝染を防ぐために

多くの人が埋められたという。 

2.鏡恐怖症（Eisoptrophobia）：鏡がコワ

イ。そんなのありか、ありうるか。自分の

顔を見るのがコワイ、というわけであるそ

うだ。この恐怖症はうつ病を引き起こす、

というからただ者ではない。55 歳女性の

30 年に及ぶ鏡恐怖症の研究結果があるそ

うだ。 

3.雨恐怖症（Ombrophobia）：雨がコワイ。

雨のみならず、ハリケーン、雪、風などを

怖がる「自然環境恐怖症」に分類されるの

だそうだ。精神医学はここまでいっている

のかと今更ながらビックリする。こうした

恐怖症を持つ人は、「お天気」関係の職業

に就いたりする傾向がある。なぜなら、自

然環境をしっかり把握して自然による危

険を乗り越えようとするからだとか。 

4.音声恐怖症（Phonophobia）：音がコワイ。 

日常の音は避けられない 

が、避けられなくて聴力を 

害するということはない。 

この恐怖症のフシギなと 

ころは、ドアの音や他人の 

会話に異常にビクビクす 

ることである。 

 
Cooking for the Lazy: 

ポテトチップ・マシュマロ・スクエア 

 ポテトチップにチョコをコーティング

したお菓子がある。しょっぱいポテトチッ

プに、スィートなチョコの組み合わせ、な

にか歪であるが、塩があることで甘さが生

きる。スイカがよい例である。塩をふりか

けてスイカを食べる、という人は多い。 

 そして今、ポテチにマシュマロ、という

レシピがネットに上がった。ライススクエ

アを作るときに使うライスクリスピーと

マシュマロ、そのライスクリスピーをポテ

チで代用する。ポテチのしょっぱさとマシ

ュマロの甘さが実にグッドマッチングと

評判である。気になる人はお試しを。 

〔材料：9in sq.pan〕バター(1/4C)、マシ

ュマロ(10 oz mini marshmallows, 1pkg)、

バニラエッセンス(小さじ 1)、ポテトチッ

プ(硬め, Ruffles potato chips,2C) 

1. パンにパーチメントペーパーを敷く

（底と側面）． 

2. フライパンに中火でバターを溶かし．

マシュマロを加える．混ぜながらマシ

ュマロを溶かす． 

3. 2 のマシュマロが液体状になったらバ

ニラを加えて混ぜてから火を止め、適

度に砕いたポテトチップ入れ素早く

かき混ぜる（チップがマシュマロ液で

均等にコーティングされるように）． 

4. 3 が熱いうちに 1のパンに流し入れ、

パーチメントペーパーで覆い、表面が

平らになるように押す（少し空間がで

きるぐらいでよい、チップが粉々にな

るほどに押し付けないこと）． 

5. 4 が冷めてから切り分ける． 

ためになる名言 

   リズ・チェイニー 氏 

米野党・共和党、下院議員 

（共和党のトランプ氏擁護を批判）うそ

を無視すればうそつきが勢いづく。 

われわれは真実に基づいて前進しなけれ

ばいけない。 

2020 年大統領選は盗まれていない。そん

なことを主張する人は、法による統治に

背を向け、民主制度を害し、「大きな嘘」

を広めていることになる。 

この国の民主主義が解体してしまうのを

防ぐため、行動しなくてはならない。 

一部の人が、法治主義を捨て、この国の

民主主義を損なおうと前大統領が繰り広

げる闘争の道へ、私たちの党を連れて行

こうとするのを、私は黙って座視するわ

けにはいかない。 

（トランプ氏が）その物言いで相変わら

ず、いかに危険なことを挑発し続けてい

るか、私たちは見てきた。彼がいかに憲

法を軽視して、憲法をないがしろにする

かも見てきた。 

（共和党では）資金調達や政治的な目的

から、トランプの主張を受け入れたり見

て見ぬふりをすることに魅力を感じる人

もいるかも知れない。だがそうしたアプ

ローチは深刻かつ長期的なダメージをわ

が党とわが国に与えることになる。 

（参考：Wikipedia） 

〔Elizabeth Lynne Cheney：1966 年、ウ

ィスコンシン州生。米共和党員。ディッ

ク・チェイニー副大統領（ブッシュ大統

領当時）の長女。1988 年、母親の母校コ

ロラド・カレッジで文学士号を取得、1996

年シカゴ大学ロースクールで法務博士を

取得。1993 年、弁護士ペリー氏と結婚、

5人の子を設けた。2016 年下院議員選挙

へ出馬、当選。現在まで米下院共和党の

ナンバー3だったが、5月 12 日解任され

た（トランプ氏を批判したため、トラン

プ氏の圧力によると言われている。） 

 

 
 

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 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

5 月 12 日現在 

緊急事態延長 

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

ワクチン接種情報：16 才以上妊婦予約開始 

ワーカー、3 日の病欠有給制度施行 

違反金：マスク付着用$230、集合$575（$2300） 

ワクチン接種予約や詳細は以下のサイト 

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 
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なハートのゴミを取り除いてくれます。ス

プルースはパイン（松）とほぼ同じ働きを

するのですが、パインがより男性的な精油

であることに対して、スプルースは女性的

です。柔らかくすっぽりと包んで守ってく

れます。 

 根の精油であるジンジャー。グランディ

ングにも効果的なのですが、彼女もハート

の精油として活躍します。寒い日、お腹に

塗布後、少し動くと身体全体がぽかぽかし

てきますよ。 

 その他、花の精油は全てハートを開くサ

ポートをしてくれます。代表としては黄色

い花のイランイラン。この花がこの香りに

なる！ということを思うと、とても愛おし

くなります。そしてローズ。愛の精油と言

ったらローズは忘れられませんね。知られ

ている精油のうち、最も高い周波数を持っ

ているものの一つです。ハートにいて、そ

こから行動することを促します。頭で考え

ること、頭で「こうだ！」と思ったことを

行動に移した場合、それが必ずしも望んで

いた結果とならないことも。全てはパーフ

ェクトの世界なので、それが悪いわけでは

ないのですが、ハートにいること、ハート

の声を聞いて行動に移す練習をして行く

と、想像以上に素晴らしいミラクルのよう

な出来事が展開していきます。 

 それでは、今回は以上になります。今日

も自然の恵を感じながら快適にお過ごし

くださいませ。ありがとうございます。 

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com 

Blog:loveletterfromplants.com 

livingwithgaia.com 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛5 月 15 日(土)、10am-4pm：4578 Hughes Rd.、

Art In The Barn Gallery Inc.にて、ローカル・

アートショー．詳細は、www.artsinvictoria.ca

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３４】 

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” 

By Sono Ray

 こんにちは。 魂の成長は毎日！愛と調

和の世界を共同創造して生きる！ホリス

ティックセラピスト・ガイドの Sono です。

 今回は、ハートの精油のお話になりま

す。突然ですが、あなたのハートは開いて

いますか？「こころ」と言ってもいいでし

ょう。そして、もし閉じてしまった時、開

ける方法を知っていますか？心身魂は繋

がっているので、これらに関して学んでい

る方は聞いたことがあると思いますが、こ

れらよく言われているのは、長いことハー

トが閉じていると、実際に心臓の機能に影

響してくることがあると。生きていると、

いろんなことがありますよね。こころが痛

んだり閉じてしまった時、そんな時にこそ

精油を活用してみてください。傷ついた、

閉じたこころを否定したり、頑張って明る

く振る舞う必要は全くありません。彼女た

ちは、私たちの味方。心地よい香りと共に、

私たちのことを慰めたり、元気付けたり、

勇気を与えたり、包んでくれます。 

 そして話しかけてみてください。精油が

近くにない場合、もちろん道に咲くお花で

もいいですし、木々や草でも。土に触れる、

太陽に向かって万歳をするということで

も。自然界と触れ合うことであなたのエネ

ルギーが変わります。波動が変わります。

 では、どんな精油がハートのサポートを

してくれるのか。まずはカルダモン。消化

のサポートもしてくれますが、ハートの精

油と言うとカルダモンが出て来ます。彼女

を胸のところに塗布すると、すっと軽くな

るでしょう。たくさんの種類があります

が、全てのラベンダー。彼女たちは愛の先

生とも言える精油。愛にはいろんな色や形

があるけれども愛そのものは一つである

ことを教えてくれます。落ち着きをもたら

し、癒しのお手伝いをしてくれます。ロー

ズマリーは記憶に関して使用される精油

で最近よく聞かれるようになりましたが、

血液循環や動悸に対しても使用されます。

 多種類あるスプルース。中でもシトカ

(Sitka)は第４チャクラに相当する精油。

スプルース・ノルウェーは精神的、感情的

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】五月半ば、比較的よい

お天気が続くなか、東京オリンピックが迫って

います．個人的にはほんとにやる気？と半信半

疑、それに観客で湧かないオリンピックってむ

なしいとも思うのですがどうでしょうか．先日

のアカデミー賞の TVも zoomで湧かなくてトラ

ンプ氏もあきれ返ってました．なにかと未だ話

題になるトランプ氏です．未だツィッターから

も排除され、なおかつ活発化するトランプ氏に

コロナも負けそなエネルギーを感じます． 

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 
●ポスト・イット、POST IT。生活に浸透

した事務備品、粘着付箋。貼っても剥が

しやすく、「忘れ物」のない生活を送るに

はなくてはならいメモ帳である。たかが

「粘着」だが、これは立派な世界的科学

的発明品である。このほどその発明者ス

ペンサー・シルバー氏（米テキサス）が

亡くなられたそうだ。享年 80 歳。ご冥福

をお祈りします。（どこでもポスト） 
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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. 

イランイラン 

ローズマリー 


