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前 7 時半から 11 時半という朝日さすすが

すがしい朝に発生。ところは Mount 

Douglas Park 近く。 

 ほとんどの件において車にはロックが

かけられておらず、犯人は容易に車内の貴

重品を盗むことができた。にもかかわら

ず、ウィンドウもスマッシュした、とはか

なり悪質である。車内に置かれている貴重

品、それはたいていがバックパックのなか

にある財布やスマホ。外からバックパック

が見えると、犯人はそれを狙うようだ。 

 

ドリルでブレイクイン  

 5 月 9日から 17日かけて Victoria のビ

ジネスでブレイクイン多発。警察は犯人逮

捕に民間に協力を呼び掛けている。犯人は

ドリルでドアのロックを壊し店内に侵入、

現金や iPads などを盗んだ模様。 

 セキュリティカメラが捉えた犯人像は、

黒いフーディに野球帽といういでたち、別

の被害では暗い色のジャケットに赤いバ

ックパック、といういでたち。数々のブレ

イクダウンの犯人は同一人物か。いずれの

犯行も「ドリル」を使ったものであった。

 

84 ミリオン才のウミガメ 

 今年初め、Courtney の Puntledge 川で

新雑種とみられる古代ウミガメの化石が

発見され、調査が続けられている（RBCM）。
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カナダ全国、半分以上がワクチン  

 5 月 23 日土曜日現在、カナダ全国で半分

以上が少なくとも1回のワクチン接種を受

けた、と発表された。これにてお隣アメリ

カのワクチン接種人口を少しばかり追い

抜いたとカナダは自賛。 

 詳細には、カナダ人口の 50.1%がワクチ

ン接種。アメリカではその人口の 48%。な

お、カナダで 2回目のワクチン接種を受け

た人はカナダ人口全体の約 3.0%。 

 

COVID-19 ケース、現況 

 5 月 21 日金曜日現在、BC 州の COVID-19

新感染者は 420 人だった。入院患者は 319

人、うち重篤患者は 113 人。死者は 6人で、

COVID-19 パンデミック勃発以来、BC 州内

における死者は 1,667 人となった。 

 なお、この時点で Victoria エリア（北

は Duncan まで）の COVID-19 陽性者数は 38

人。日に日に減少している。  

 

プライド・ウィーク 

 今年は 6 月 28 日に予定されていた 2021

年 Victoria （ が 誇 る ？ ） Pride Week 

Festival はオンラインで開催される運び 
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ホリデーはお休み 

 

となった。毎年、この Pride Week に 6 つ

ものイベントが催されていた。「Pride」は

キャンセルできない、と強行、今年はその

パレードを見物するのではなくアナタ自

身がパレードだ！と謳う。詳細は、

victoriapridesociety.org/pride-2021。 

 

Jordan River パーティ  

 去る 5 月 15 日土曜日、Sooke の西にあ

る Jordan River の荒廃したハイドロプラ

ント（崩壊寸前の建物）に 75 人が集まり

パーティが催された。Sooke 警察はそれを

主催したホスト（Langford 在住）に$2,300

の罰金チケットを切った。 

 通常、参加者それぞれにも罰金チケット

が切られるが、この件においてそれはなか

った様子。パーティ解散に警察は一人ひと

りの車を West Coast Road まで誘導し、き

ちんと帰宅するのを見届けなければなら

なかった。 

 

ドライ・スプリング  

 今年の春はドライだった。それが原因で

カナダ西部では山火事がすでに多発。サス

カチュワン、マニトバ、BC 州は著しい干

ばつに見舞われ、1 月～4 月にかけて雨量

も少なかった。 

 これから、ますます山火事が増えること

を危惧。暑く、ドライで風のある日に山火

事が起こりやすく、それに輪をかけて稲妻

が発生すると火は一層燃え上がる。人のチ

カラではどうにも防げない山火事である。

 

黒クマ、出現  

 Camosun College Interurban キャンパ

ス近くの Hector Rd.に大きな黒クマが出

現した。Saanich 警察は民間に注意を呼び

掛けている。 

 それは 5 月 21 日金曜日の午前 5 時頃の

ことだった。住民が黒クマを発見して警察

に通報した。警察が駆けつけ近隣を捜査し

たが黒クマを発見できなかった模様。黒ク

マは Hector Rd.に沿って西に歩いて行っ

たそうだ。 

 

ウィンドウ・スマッシュ急増 

 Saanich エリアでは、車のウィンドウが
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ワクチンすすむ 

接種率 60%超え 

 

スマッシュされ、中の貴重

品が盗まれるという事件

が急増している。5 月 17

日から 20 日までの 3 日間

で 11 件に及ぶ被害があっ

た。警察は、車内に貴重品

を置かないよう、車をロッ

クするよう、民間に注意を

呼び掛けている。 毎度の

注意喚起であれ、これらを

実行しない人がなんと多

いことか、と警察は嘆く。

 11 件のウィンドウ・ス

マッシュのうち 4件は午 
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まだ東京都は新型コロナウィルスの緊急

事態宣言の真っただ中、五輪開催には不

安の声が絶えない。そんな中、旅行代理

店の JTB は五輪の公式観戦ツアーの販売

を開始した。1人 450 万円（18 泊 19 日）

の豪華プランもあり、なんとコロナに感

染した場合の保険もセットで付いてくる

という。 

五輪中止なら損失 1.8 兆円→東京五輪・

パラリンピック開催を中止した場合、経

済的な損失が 1 兆 8 千億円規模に上るこ

とが、野村総合研究所の試算で分かった

（5月 25 日）。一方、開催をきっかけに新

型コロナウィルス感染症が再拡大して緊

急事態宣言が発令されれば「経済損失の

方が（効果より）大きくなる」と指摘、

強行開催に警鐘を鳴らした。 

夕張メロン→北海道夕張市の「夕張メロ

ン」が、新型コロナウィルス禍で外国人

技能実習生が来日できず、作付け株数を 2

万株（メロン 8 万玉分）程度減らさざる

を得ない状況。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.65 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

ニューノーマルの世界  

 日本人は言葉を短くして、それを流行

語にしてしまうのが驚くほど得意であ

る。中でも「活」が付く単語は多く、「就

活」、「婚活」、「妊活」、「終活」などなど・・・。 

 しばらく日本に行かないと、友人との

会話の中に耳慣れない単語が混ざってお

り、「えっ、それどう言う意味？」と聞い

たりすることがある。 

 コロナ禍の時代が一年半も続いている

今、次にいつ訪日出来るのか見当はつか

ない。ましてやオリンピックを遂行する

のであれば、その後の感染拡大はスカイ

ロケットになるのであろうと予測する。

「飛んで火に入る夏の虫」になりたくな

ければ、不要不急ではない訪日は出来る

だけ避けるのが賢明と日本からの友人た

ちは言う。 

 でもその時には、この状況を逆手に取

ってまた新たな流行語が生まれているか

もしれない・・・。 

 とそんなことを思っていた矢先、ネッ

トから飛び込んできたのは「パパ活」と

いう言葉。「おや、これは耳慣れない言葉

だな？」と思っていたところ、コロナ禍

以前の二年くらい前からすでに流行り始

めていたとか。知らなかったのは筆者だ

け？ 

 何となく想像できる気がするし、加えて

おぞましさが漂う感じもする。調べてみ 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

チリ地震61年→発生から61年となったチ

リ地震津波の資料展が、宮城県南三陸町の

町生涯学習センターで開かれているそう

だ。三陸沿岸で甚大な被害があった災害の

記憶を伝え、前触れなくくる津波を知って

防災につなげようと町図書館が企画した。

「チリ地震」は南米チリ沖でマグニチュー

ド（Ｍ）9.5 の地震が日本時間の 1960 年 5

月 23 日未明に発生し、翌 24 日に太平洋を

渡った高さ最大 5.5m の津波が旧志津川町

を襲った。県内最多の 41 人が犠牲となり、

家屋 312 戸が流失。押し流された家屋や八

幡川で家財道具を洗う人々の写真、「襲い

かかる波の壁」「濁流に沈む母娘の悲鳴」

と惨状を伝える。 

独居の高齢者ばかり→東日本大震災から

10 年が経過しても住まいの悩みはなお続

く。一例は、宮城県仙台市若林区の災害公

営住宅（復興住宅）に入居する女性（81）

親子。5月上旬、50 代の次男と別居し、一

人暮らしになった。次男の昇給によって

「政令月収」（控除後の所得）が入居基準

の15万 8000円を超える収入超過世帯とな

り、別居しないと数年後に家賃が 20 万円

近くまで跳ね上がるため。こうして「面倒

を見てくれる子供と離れ、復興住宅は一人

暮らしの高齢者ばかりになる。孤独死が怖

い」と女性は途方に暮れる。 

酒かすの豆菓子→東日本大震災と東京電

力福島第 1原発事故発生以来、十年ぶりに

古里・福島県浪江町で酒造りを再開させた

鈴木酒造店は、看板商品「磐城壽（いわき

ことぶき）」の酒かすを使った豆菓子「純

粕美珠（じゅんぱくびーず）」を開発した。

健康志向の高まりや食品ロス解消の観点

から注目を集めている。商品名は白く美し

い形から名付けられたという。食物繊維や

タンパク質、ビタミンが豊富に入った酒か

すと大豆を組み合わせ、サクっとした食感

で、口に入れると酒かすの香りがふんわり

漂う。洗練された包装で、贈り物にも合う

商品の仕上がり。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ禍でも黒字→1971 年に石川県金沢

市で創業し、いまや日本を代表するホテル

ブランド、アパホテル（東京都港区）が 2021

年 5 月 10 日に創業 50 周年を迎えた。ホテ

ル業界がコロナ禍の影響を受け続け、業界

全体としてさんたんたる状況であるなか、

アパホテルは黒字。昨年 4 月の緊急事態宣

言下は、ホテル稼働率が 30%程度まで落ち

込む厳しい状況だったそうだが、1泊 2500

円の「コロナに負けるなキャンペーン」を

打ち出したことで、単価は下がったものの

6月には稼働率72%まで戻すことができた。

もはや「感染」ツアー→15 月 24 日、東京

五輪の開幕まであと 60 日となったが、い 

 

みると、すでに使われて久しい「援交（援助

交際）」とほぼ同じような事と分かった。 

 ところがインターネット情報によると

「厳密」にはその定義が少し違うらしい。

つまり「援交」は不特定多数の相手が払う

お金と交換に性を売ることで、ぶっちゃけ

た言い方をすれば「売春」。しかしこれは直

接的な言い方の「淫売」を柔らかくして、

「春」を「売る」としたもので、それを更

に今的な言い方にしたのが「援交」である

そうだ。 

 だが一方「パパ活」は「愛人活動」と定

義されるそう。つまり特定の「パパ＝男性」

と性の有無を問わず愛人になる活動とか。 

 もし性の目的だけなら風俗に行けばいい

のだが、一緒に食事などをしてから「その

後どうですか」と言える関係を作れるのが

「パパ活」。女性は体と時間を提供し、男性

はお金を提供するわけで「需要」と「供給」

がばっちり一致するウィンウィンの関係と

いう。 

 もちろん昔から耽美作家の谷崎純一郎

や、英国の作家ウラジミール・ナボコフの

作品ロリータにも道徳や倫理観などが問題

になった作品は多い。人間が生きている限

り決して絶えることのない世界ではある。 

 とは言え、「パパ活」の広がりを知る程に

何ともやりきれなさを感じるのは、長引く

コロナ禍で女子大生や専業主婦など年齢も

職業もバラバラな女性たちが、生活の困窮

からこの世界に足を踏み入れる傾向が顕著

になっていることだ。仕事もバイトも無く

なり、将来の見通しも立たない女性が、周

りに頼らずに生きて行くのは大変であろう

事は想像に余りある。 

 しかし中には女性が稼いでいることを知

る通称“パパ”から、数百万円もだまし取

られその返済のために足を洗えず、スパイ

ラルの世界に引きずられて行く若い女性も

いると聞く。 

 加えて同じパターンで「ママ活」なるも

のも流行り出しているとか・・・。 

 詳細を知れば知る程に驚くのは、彼らを

公に斡旋する事業主もいると言う社会現象

である。日本では昭和 31 年（1956）に売春

禁止法が施行されたのにとの疑問が湧く。

公文には「尊厳を害し性道徳に反し、社会

の善良な風俗を乱すものとの観点からその

防止を目的に制定された特別刑法」とある。

しかしネットでのやり取りでは、取り締ま

れないと言うことか？ 

 「パパ活／ママ活」に限らずコロナが増長

させるニューノーマルの世界。私たちの将来

にはどんな日々が待っているのだろう。 

これさえあれば 

何でも可能？ 
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★ こんなの見つけました ★ 

ナントカ恐怖症（２） 

 誰しも、なにか恐れるものがある。コワ

イものがある。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。以下、精神医学的恐怖症をリスト。 

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

1.生き埋め恐怖症（Taphophobia） 

2.鏡恐怖症（Eisoptrophobia） 

3.雨恐怖症（Ombrophobia） 

4.音声恐怖症（Phonophobia） 

（上記は前号にて解説） 

5.数字恐怖症（Numerophobia）：数字がコ

ワイ。「13 日の金曜日」の「13」という特

定の数字がコワイというのではなく、数字

を扱うのがコワイ、ということである。こ

の手の人は算数、数学が苦手、ということ

もあり得るそうだ。一方、この症候群外だ

た、数字しか扱えない人もいたりする。 

6.アリ恐怖症（Myrmecophobia）：アリがコ

ワイ。昆虫のアリ、Ants である。コワイ

というよりキモイと言う人のほうが多い

であろう。アリのような小さな生き物が群

れて絵を描くように動くさまは背筋が凍

りつく。 

7.海洋恐怖症（Thalassophobia）：海、深

深海がコワイ。海は広いな大きいな♪と気

持ちよく歌っている場合ではなく、もしそ

の広い海に一人取り残されたらどうなる

か。ということを考えなくてもいいのに考

える人がいる。深海には生き物がいて我を

襲う。広く深い海に「抑圧」されるという

恐怖を感じる、ということだ。 

8.前世恐怖症（Past Life Phobias）：「な

にかの生まれ変わり」をよく口にする人が

いる。多くの人が「生まれ変わり」を信じ

ており、「前世」を覚えている、と言った

りする。もし、子供がそれを言った場合は

間違いなく異常であり、プールでおぼれか

けたことあるなど、何かの精神的トラウマ

を抱えているそうだ。 

9.エアロ恐怖症（Aerophobia）：空気がコ

ワイ。とはヘンな言い方だが、空気中の浮

遊する物体（ホコリ？）、そよ風、微風な

ど空気の動きに恐怖を感じる人がいるそ

うだ。こうした恐怖を感 

じる人は「狂犬病」の 

疑いがあるかもしれな 

いと言われている。 

実際に狂犬病だと、 

筋肉のけいれんや、 

ちょっとした物音や 

空気の動きに、激し 

い驚愕反応をする。 

10.ニワトリ恐怖症 

（Alektorophobia）： 

KFC が食べられない？ 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

トウフとパインで BBQ 

 ともすればワラジを噛むような味気な

いトーフ(超硬め)。それにはっきりした味

のパインとトウガラシソースでトーフを

トウフにするマッチングな一品。野外 BBQ

でベジタリアンも喜ぶ串焼き。 

 トーフは串が刺さりやすいよう、硬めの

トーフを使用のこと。また、水切りが大事。 

〔材料：4本〕豆腐(1lb. 硬め extra-firm 

tofu)、パイナップル(2.5cm サイコロ状に

切 っ て 12 個 ) 、 チ リ ソ ー ス (Chili 

sauce,1tbsp,又は好みの量)、BBQ ソース

(1/2C)、ニンニク(1 片) 

1. 豆腐の水を切りペーパータオルでく

るみ、軽く押して水分を出す（つぶれ

ないように気を付ける）． 

2. 1 を 12 等分し(2.5cm のサイコロ状)、

ペーパータオルを敷いたトレイに並

べ、その上をペーパータオルで覆い、

豆腐がつぶれない程度の平らな重し

をして冷蔵庫に最低 2時間置く（又は

一晩）． 

3. マリネソースを作る．ニンニクをみじ

ん切りにし、チリソースと BBQ ソース

に加えてよく混ぜる． 

4. 冷蔵庫から 2 を取り出し、ペーパータ

オルを取り除く． 

5. 4に3のマリネソースを均等にかけ（ひ

っくり返しながら）、ラップでカバー

して冷蔵庫に 30 分（以上）置く． 

6. パイナップルと 5を交互に 3個づつ刺

し、グリルで焼く（約 10 分、豆腐の

中心に火が通るまで）． 

 

ためになる名言 

   池江璃花子 選手 

オリンピック、水泳選手 

（白血病の闘病中の言葉）私は、神様は

乗り越えられない試練は与えない、自分

に乗り越えられない壁はないと思ってい

ます。もちろん、私にとって競泳人生は

大切なものです。ですがいまは、完治を

目指し、焦らず、周りの方々に支えて頂

きながら戦っていきたいと思います。 

（白血病という大病を乗り越えて掴んだ

五輪切符）100m で優勝できると思ってい

なかった。何番でもここにいられること

に幸せを感じようと思ってやってきた。

自分が勝てるのはずっと先のことだと思

っていたけれど、勝つための練習もしっ

かりやってきたし、努力は必ず報われる

んだなと思った。 

病気になったからこそ分かること、考え

させられること学んだことが本当にたく

さんありました。 

私の勝負はこれから。 

私には限界はない。同じ人間だから世界

記録にいけないわけがない。 

世界で勝たなきゃ意味がないと思う。世

界に対しての向き合い方、自分の意識の

仕方も今までと全然違う。勝つことに意

味があると思う。勝負の世界は。 

（参考：Wikipedia） 

〔いけえ りかこ：2000 年、東京生。競

泳選手、専門は自由形とバタフライ。2019

年 7 月 30 日現在、個人種目 11 個とリレ

ー種目5個、計16種目の日本記録を保持。

白血病から復帰後、この 4 月に行われた

競泳の日本選手権女子 100m バタフライ

決勝で優勝。東京オリンピックのリレー

メンバーとして日本代表に内定。誕生は

自宅の風呂場で水中出産。生後 2ヶ月頃

から母親が運営する幼児教室に通い超早

期教育を受ける。母親が脳の発達に「う

んてい」が良いと本で読んだことから、

生まれてすぐに取り組んだ。1 歳 6 か月

の時には鉄棒の逆上がりをこなした。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

5 月 26 日現在 

Victoria,28 人陽性 

9 月にはノーマル？ 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

ワクチン接種情報：12-17 才すでに開始 

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 

【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、10 月 10 日まで、

11am-3pm、Mary Winspear Centre にて 

●Moss Street Market：毎週土曜、10 月まで、

10am-2pm、Moss St.(Fairfield)にて 
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そして政府の大きな犠牲者です。こうした問

題について語る必要性を感じ、子供たちの立

場から訴えることができれば、表現すること

ができれば、と思ったそうです。そうして、

子供たちは彼等を無視する社会について、大

人に対してなにを言うだろうか、と。 

 ラバキーは映画を現実的にするために、

新人俳優たちを起用したそうです。実際、

主人公を演じる 12 歳の少年ザインは、シ

リア難民でありスラム街で生活しており、

その実生活を映画でも反映しています。 

 さて、そのストーリーを少し。子供は全

部で何人いるのかさえわからない中年夫

婦の崩れ落ちそうなアパートの一室にま

ずはびっくりします。よちよち歩きが外に

でないように足を繋がれ、大きな鍋の回り

に幼児から学童期と思われる年齢の子供

たちがたかり、腐りかけのような食べ物を

手で口に運ぶなど、今のコロナに生きる身

であるだけにかなりショックを受けます。

そんな幼い兄弟姉妹の先頭にいるのは 12

歳の少年ザインです。日々働かず、破れか

ぶれのソファで眠りこける父や母にこき

使われ路上でジュースを売ったり、運び屋

をしてお金を稼ぎ、かつ兄弟姉妹の面倒を

みています。あどけない顔にやさしい目、

しかしそれに釣り合わないやせ細りすぎ

た小さな体、それでも生きるエネルギーを

持ち続けるのは子供だからこそ持てるの

かもしれない「未来」をみることができか

らでしょうか。ザインが未来を確実に見れ

るようになるまでの過程をぜひこの映画

で見ていただきたいと思います。 

（ビクトリアの図書館で「Capernaum dvd」

とサーチ） 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｃａｐｅｒｎａｕｍ 

邦題：存在のない子供たち 

2018 年、レバノン、監督：ナディーン・

ラバキー、出演：ゼイン・アル・ラフィー

ア、ヨルダノス・シフェラウ他 

By 見聞録実行員 No.3

 ここ数年観た映画の中で、個人的に最高

賞をあげたい作品であります。レバノン人

によるレバノン製作、レバノンは首都ベイ

ルートのスラム街が舞台です。米国や英国

の映画がわんさかとある中、レバノンの映

画というのは珍しく、はてさてレバノンっ

てどんな国？と興味も湧きます。ほぼ最近

まで紛争ありで「レバノンのベイルートで

爆破があり…」などというニュースを耳に

するのは日常茶飯であったかと思います。

 レバノンという国は、北と東はシリア

と、南はイスラエルと国境を接し、西には

地中海を挟んでキプロスが隣接していま

す。公用語はアラビア語で人口は約 700

万人、という規模の国です。宗教は、公用

語がアラビア語となるとイスラム教の国

かと思ってしまいますが、イスラエルにも

近いことから案外キリスト教信者も多い

そうです。 

 大陸を超えたこちらからみれば、国も紛

争を超えて、ひとまず安定している国のよ

うにみえて、この映画をみて現実を悟りま

す。この 21 世紀に及んでもまだあるその

スラム街のひどさ。子供に対する親の態

度、つまり虐待ですが、「子供を放り、か

つ酷使」するという状況が過去同様にまか

り通っています。11 歳の女の子を生活苦

に嫁がせる親、それを当たり前だと思う

親、そういう親たちもそうした目に遭って

きたためであり、すべては倫理観や教育や

福祉が行き届いていない社会体制の結果

であるともいえます。 

 なんだかんだと、国はなんとかしようと

政策を打ち出し実行しているのでしょう。

しかし、それらの実行は当然、巨大なスラ

ム街の人々全員を救うほどに行きわたら

ないのです。なにをやっても、漏れはあり

ますが、漏れどころか、すでに汚物でドロ

ドロの大きな湖のようで、それをキレイに

するのは不可能であると思えます。 

 この作品は 2018 年のカンヌ映画祭で賞

を獲得しています。監督と脚本は女性ラバ

キー氏、世界の映画界ではすでに手腕あり

で有名であるそうです。ラバキーは言いま

す。子供たちは大人による紛争、システム

 

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】五月も末、先日今年第

一号のスイカを買いました．多くあるスイカか

ら平たい部分があるスイカが目につき、これな

ら冷蔵庫に入れても転がらない！と即断、持ち

上げるとずっしりと重く濃厚そう、かつ皮がと

ってもグリーンでよい陽射しを浴びて育った

と思われるスイカ．家に持ち帰り、楽しみに切

りました．ま、全てがいいと何か悪いというの

はつきもの、甘さがイマイチ、そしてキメが細

かすぎるのか噛み砕くのに時間がかかります．

 

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 
●生まれの地にＵターンした男性が「村

八分」にされて裁判、というニュース。

仲間外れにされ、人権無視としての訴え

が認められたそうだ。狭い日本でこんな

差別もまだあった。（痛快解決丸） 
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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. 


