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近くにいた通行人数人がひっくり返った

車のなかにいるドライバーを助け出した。

車に火が付く寸前だった。火は通行人たち

が協力し水をかけて消火した。 

 これにて、民間による民間救助で大参事

にならず治まった。ドライバーと救助の通

行人が病院へ送られたがいずれも軽傷。事

故現場はその後、近隣の電気がシャットア

ウトされ、信号も機能せず。しばし通行止

めとなった模様。  

 

車、ビルに突っ込む  

 6 月 6日日曜日深夜零時過ぎ、Victoria

はダウンタウン、Fisgard と Blanshard の

交差点にあるビル２棟に車が衝突した。車

にはドライバーを含め 5人が乗っていた。

5人のうち 4人が病院へ担ぎ込まれ、うち

2人が重症。怪我が全くなかったのはドラ

イバーで、その場で逮捕された。 

 現場は、消防車とパトカーで混沌とし

た。ビル２棟は当然ダメージを受けた。 

 

暑い日が続きイチゴが忙しい 

 おいしい話。6月早々の数日続いた暑い

日のおかげで、イチゴが見る見るうちに赤

く熟した。そのおかげで、イチゴファーム

は大忙し。今この熟加減がピークのうちに

市場に出したくも摘み取る人の手が足ら

ず。なんとも悔しい話でもある。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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Victoria の失業率  

 Greater Victoria の失業率は 4月から 5

月にかけてさして変わらずながら、BC の平

均値より低いステータスを保っているこ

とが発表された。5 月の失業率は 6.3%、4

月は 6.2%。新型コロナ勃発直後の昨年 5 月

は 10.3%。 

 現在、コロナ感染予防制限が続くため、

まだ回復ステージ真っただ中の失業率で

ある。今後失業率は顕著に低くなると予想

され、明るい兆しがみえる。 

 

ワクチン接種、トップ  

 COVID-19 ワクチン接種を済ませる人が

増加するほどに、COVID-19 感染が減少して

いることが明らかとなった。当たり前のこ

とかもしれないが、果たしてワクチン接種

で感染が減るか、との疑問を持つ人は少な

からずいた。これにて、ワクチン接種は

COVID-19 感染と拡散予防のための第一手

 

段であることが明確となった。 

 このほど BC 州疾病予防管理センター

（B.C.Centre of Disease Control）は、5

月 18 日現在、Greater Victoria において

は 18 才以上の 60%以上が少なくとも一回

のワクチン接種を終えた、と発表した。

Cowichen Valley West エリアなどはまだ

60%に達していない。 

 Vancouver 島の保健所（Island Health）

によると、Victoria エリアでも最も接種

率が高いのは Gulf Island 南部の 87%。ト

ップ５の第一位である。第二位は Sidney

の 79%、あと North Saanich の 76%、Oak Bay

の 75%、そして Royal Oak / Cordova Bay

の 74%と続く。 

 

スピッティング・インシデント  

 Spitting incident。つまり「ツバ吐き

事件」である。この事件の容疑者女性がこ

のほど特定された。 

 それは去る 5 月 14 日のこと。場所は、

Lansdowne Middle School のグラウンド、

そのとき休憩時間だった生徒が屯してい

るところにマスクをつけていない女性が

現れ「COVID-19 はフェイク、パンデミッ

クは作り話」と言い放った。学校のスタッ

フが介入すると女性はスタッフの顔にツ

バを吐いた。  

 以来、警察はこの女性の行方を追ってい

たが 5 月 26 日身元が判明して連絡がとれ

た。更なる捜査が現在進行中で、まだ犯罪

とはみなされず逮捕されていない。 

 

落書きペア  

 ペアで落書き、警察はこのカップルの行

方を追っている。 

 それは去る5月8日午後2時頃。Mayfair 

Mall ショッピングセンターの外部の壁に

ペイントスプレーで落書きをするペアを

セキュリティカメラがとらえた。落書きの

あと、二人はベージュかゴールドの 4ドア

ハッチバックに乗って逃げ去った。 

 警察はこのほどこのペアの様相写真を

公開した（6月 2日）。2人ともマスクを着

用し、野球帽をかぶっているため顔だちが

はっきりしない。服装は一人はグレーに赤

文字が入ったフーディにグレーのパンツ、

もう一人はまぶしいオレンジ色のＴシャ

ツを着て黒のクロスボディバックをかけ

ていた。情報提供は、 

victoriacrimestoppers.ca へ。 

 

車、ひっくり返る 

 5 月 29 日土曜日の午後 12 時ごろ、

Esquimalt の Devonshire Rd.(+ View-

field)に沿って立つ電信棒に車が衝突し、

車がひっくり返った（屋根が下）。警察は

大事故が起こったとの通報を目撃者から

受け、現場に急行、そしてひっくり返った

車をみて恐れをなした。 

 しかし、警察が事を起こすまでもなく、
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ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

まもなく再開予定です 

✧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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女性が 1 回目の接種後、経過観察を行う

ブースに移動する際に誤って再度、接種

するブースに入室。2回目の接種を行った

あと、事務員が女性の予診票に 1 回目の

接種を示すシールが貼ってあることに気

づき、問題が発覚したということだ。女

性は救護室で健康観察が行われたのち帰

宅していて、現在までに体調不良はみら

れていない。県は誘導する事務員を増や

し、予診票の確認を徹底するなどの対策

を講じて「再発防止を徹底する」として

いる。 

ワクチン、余ったら→新型コロナウィル

スのワクチン接種が本格化する中、予約

キャンセルが出た場合は誰に打つのか。

大切なワクチンの廃棄を避けるため、自

治体ごとに地域事情も踏まえたルール作

りが進んでいる。首長の“優先接種”が

各地で明るみに出たこともあり、住民の

間で疑念や不公平感が高まらないよう、

透明性の確保を図る狙いもある。 

アーモンドミルク→アーモンドミルク

（アーモンド飲料）市場が拡大を続け市

場規模は昨年 100 億円の大台を突破した

という。アーモンドミルク研究会による

と、豆乳よりも早いスピードで市場拡大

しているそうで、その背景は、コロナ禍

での巣ごもり需要による影響に加えて、

健康志向や植物性ミルクへの関心の高ま

りにあるとみている。アーモンドミルク

市場の 9 割強のシェアを握るのは江崎グ

リコ。その「アーモンド効果」は前期 40％

程度伸長。 

 

 

 

 

 

電風便り 

コロナ事情、名古屋から  

          By モリモリ 

 5 月も下旬。日本はここ東海でも一昨日

から雨で、もう梅雨に入り、今日で雨も 3

日目でちょっとうんざりしています。 

 そんななか、今日は会社の新米社員と

ちょっと談義。話の中身はワクチン接種

するかどうかということなのだけど、日

本の多くの人がワクチン接種を腕を差し

出して待つなか、若手の「打ちたくない」

という考えがちょっと腑に落ちなくて、

どうなってるの？っていう感じです。 

 実際、ここの部署の人も割と多くの人

が打たないか、打ってもずっと後で、と

いうことのようです。やはりなかなか情

報開示しない政府への不信感（死者が出

ていてもその情報も少ない）、臨床治験が

不十分なことによる副作用への不安感か

ら打ちたくないということです。 

 私は打たないとコロナ事態もなくなら

ないのではないかと思うので、上記のよ

うな不安はわかるものの打たない人が多 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

被災地復興の思い込め→東京大会の競技

会場の一つ、江東区の有明アリーナでは、

東日本大震災で被災した岩手、宮城、福島

と、熊本地震があった熊本のそれぞれの県

木を植える復興祈念植樹が開催まで 47 日

と迫った 6月 6日に行われた。植えられた

のは岩手県の「アカマツ」、宮城県と福島

県の「ケヤキ」、熊本県の「クスノキ」で、

それぞれの県で 1.50cm ほどまで育てられ

たあと、有明アリーナに移された。 

歩くウニ→福島県いわき市の、いわきの海

で獲れた「歩くウニ」は「割烹一平」の名

物だったが、東日本大震災・原発事故後は

流通が途絶えたままだったそうだ。「割烹

一平」は、料理長を務める店長が体調を崩

し一時休業していたが、店を建て替え 2021

年 2 月に再オープンを果たしている。 

11 年ぶりの海開き→6 月 6 日の宮城県内、

緩やかに高気圧に覆われたなか、気仙沼市

の大谷海岸では、7 月に予定される海開き

を前に、サンドアート世界チャンピオンの

彫刻家、保坂俊彦さんを招いて「砂の造形

大会」が開かれているそうだ。6 日は造形

大会に参加する市内の親子などが、最初に

海岸清掃を行った。震災前、大勢の人でに

ぎわっていた大谷海岸は東日本大震災の

津波で甚大な被害を受けた。その後、県が

進めていた防潮堤工事が6月いっぱいで完

了する見通しとなり、砂浜の再生も進んだ

ことなどから、地元ではことし 11 年ぶり

に海開きをする予定。 

 

＜社会ニュース＞ 

東京五輪「開催」50%→読売新聞社が 6月 4

日から 6日に実施した全国世論調査で、東

京五輪・パラリンピックについて聞くと、

「開催する」が 50%、「中止する」は 48%で、

世論が二分された、ことが明らかとなっ

た。「中止」を求める声は、前回（5月 7～

9日調査）の 59%から 11 ポイント減った。

「開催」の内訳をみると、「観客数を制限

して開催」が 24%（前回 16%）、「観客を入

れずに開催」は 26%（同 23%）だった。海

外から来る選手や関係者への感染対策は、

十分だと「思わない」が 63%と多数。 

ワクチン接種予約で初診料→新型コロナ

ウィルスワクチンの個別接種の予約をめ

ぐり、大阪市内の診療所が高齢者から初診

料を徴収していたことが分かった（6月 6

日）。ワクチン接種は全額公費負担のため、

接種希望者が医療費を支払う必要はない。

診療所は「接種制度について理解不足だっ

た」と誤徴収を認め、予約した対象者約 300

人に返金する意向を示している。 

同じ人に２回ワクチン接種→群馬県が設

置する新型コロナのワクチン接種センタ

ーで、来場した 60 代の女性に 1日で 2回

接種していたことが分かった（6月 6日）。

 

いというのは、結局ずっと今の事態は変わ

らないという主張です。 

 新米社員の主張は、まだ 26 歳だから健康

だし、若いし、病気の「び」の字もないし、

周りにコロナ感染者も一人もいないし、と

いうことでした。なんだか自己主張の強い

独断だとも思います。この主張を聞いて、

この新米の自由奔放さに対して嫌悪感が募

り、やってられんと思った次第です。 

 ごちゃごちゃ書いてますが、私が言いた

かったのは、ワクチン接種を誰もしなけり

ゃコロナなくならないよ、ということ。も

ちろん、基礎疾患があるためにワクチン接

種は無理という人は理解できます。しかし、

健康で若い人が打たないってなんやねん、

ワガママやな、って感じがします。そんな

こんなで、政府も打とうとしない人に対し

て、打ったらお金を配るとかを検討してい

るのですって。なんとまぁ、の税金の無駄

遣いですよね。 

 あとオリンピック開催の是非をめぐって

も意見が二分していて、最近は対立構造を

生む事態にまでなっているようです。経済

界のお偉方はオリンピックの是非に対して

はほとんど口を閉ざしている様子で、やは

り超微妙な問題だから、誰もなにも言わな

いんやろね、と思います。ちなみに私はオ

リンピック開催は反対です。次の次の開催

に延期すればいいと思います。 

 話はもどってコロナワクチン接種施策の

お粗末さに対して経済界で苦言を呈してい

るのは、楽天の三木谷さんとソフトバンク

の孫さん 2 人だけです。この 2 人にしても

政府には嫌われたくはないだろうと思うけ

ども、2 人とも一代めのたたき上げの人な

ので、（政府に立てついても）強いのだろう

という話です。 

 政府の態度が反映しているのか、先日の

朝日の世論調査で菅政権不支持率は高齢者

世代でも相当に高かったし、この間の地方

選挙は自民が負けてばかりだから、姑息な

ことを考える前に、きちんとコロナに向き

合えよ、と言いたい。菅さんも自民ももう

持たないと思う。 

 また朝日の世論調査ではオリンピックの

開催もやはり半数は中止か延期という意見

でした。菅さんの「安全、安心のオリンピ

ック開催をします」というばかりの答弁に

ついて、みな相当にいら立っているという

ことです。安全、安心って、何の根拠でそ

れを言うのってところが重要なのに、何も

示されていないのです。オリンピックに対

して期待や熱みたいなものはないです。 

 ほんと、今年の梅雨は、例年になくうっ

とうしいです。 
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★ こんなの見つけました ★ 

ナントカ恐怖症（３：最終回） 

 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、前号より続く最終回、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） 

5.数字恐怖症（Numerophobia） 

7.海洋恐怖症（Thalassophobia） 

8.前世恐怖症（Past Life Phobias） 

9.エアロ恐怖症（Aerophobia） 

（上記は前号にて解説） 

10.ニワトリ恐怖症（Alektorophobia）： 

KFC が食べられない？というのはどうや

ら本当のようである。幼少に、ニワトリに

追いかけられて突っつかれるなどコワイ

思いをした人に多く、その後ニワトリをみ

るたびに恐怖を抱く。レストランでチキン

ディッシュをみると怯えたりするそうだ。 

11. 長い単語恐怖症（Hippopoto- 

monstro）：ヒッポポトモンストロ、舌をか

みそうな名前。又はセスキペダロフォビア

（sesquippedalio- phobia）ともいうそう

だ。単語が長い、コワイ！というわけであ

る。冗談ではなく、本当にその恐怖症を持

つ人がいるというだからびっくりする。笑

ってはいけない精神疾患である。この恐怖

症は失読症（dyslexia）を患う人に多いそ

うで、そうだったのか、とも思える恐怖症

である。 

12.風船恐怖症（Globophobia）：風船がコ

ワイ。いるいる、こういう人。急にパンと

割れると心臓発作を起こしたように顔を

引きつらせる。この恐怖症は、幼少におけ

る風船を巻き込んだコワイ体験の結果で

ある。トラウマである。 

 以下、語りつくせない、まだある恐怖症。 

13.動物恐怖症（Zoophobia）：すべての動

物がコワイ。 

14.携帯電話依存症（Nomophobia）：携帯電

話が手元にない、電池が切れそうというこ

とへの恐怖症。スマホ 

の普及によりでてきた 

新しい恐怖症。 

15.尿恐怖症（Uro- 

phobia）：ぼうこうに 

問題がある人に多い、 

「用をたす」ことに 

恐怖を感じる。加え 

てどこかで漏らすの 

ではないかと絶えず 

不安になる。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

チーズケーキ・エッグロール  

 父の日のデザートに最適。デザートの名

から作るのが面倒そうに思えて、実は簡

単、お手軽デザート。チーズ好きのお父さ

んをアッと言わせるかもしれない揚げた

てチーズケーキである。 

〔材料：12 本〕クリームチーズ(250g,室

温)、砂糖(1/2C)、サワークリーム(1/2C)、

イチゴ(中サイズ,6個)、エッグロールラッ

パー(中華料理の春巻き用皮,正方形, 

eggroll wrapper, 12 枚)、オイル(1/2～1C,

揚げ油)、粉砂糖(大さじ 1) 

1. イチゴはキレイに洗い水分をペーパ

ータオルで拭きとる．ヘタを取り、縦

に４等分する． 

2. 室温で柔らかくしたクリームチーズ

に砂糖を入れてハンドミキサーでよ

く混ぜる． 

3. 2 にサワークリームを入れ、更に混ぜ

てスムーズにする．ナイフなどで 12

等分の区切りを入れておく． 

4. 春巻きの皮を広げ、3の 12 分の 1をス

プーンですくい、春巻きの皮の半分下

方に横長に広げる．1のイチゴ 2つ（縦

4等分したもの）を横に並べて押し、

クリームチーズに埋もれるようにす

る．皮を下方から空気が入らないよう

に巻き（横を折り込む）最後を水で湿

らせて留める． 

5. フライパンにオイルを熱し、高温で各

面約 1分（ひっくり返す）揚げる． 

6. 皿にもって粉砂糖を振る． 

 

ためになる名言 

   エリック・カール 

「はらぺこあおむし」の作家 

（『エリック・カールのイソップものがた

り』出版につき）私は絵本の中に、いたず

らをしかけるのが楽しいのです。私はイソ

ップが大好きなのですが、物語の結末を少

し変えました。例えば、「アリとキリギリ

ス」では普通、キリギリスがアリたちに拒

否されますが、私の結末では、温かく受け

入れられています。キリギリスは冬になっ

たら、アリの家のパーティーでバイオリン

を弾くという素敵な物語になっていまし

た。だって、キリギリスは夏の間、美しい

音楽を奏でていたのですよ。彼はアーティ

ストなんです！ 

私は今の若い人たちを戦争に送りたくな

いと思っています。たとえば、トランプ大

統領や北朝鮮、それから中東。私は、戦争

が起こることをとても恐れています。なぜ

なら、私自身、ドイツで戦争を経験してい

るからです。戦争はとても恐ろしいもので

す。私の父はドイツ軍に招集され、8 年半

家族の元を離れていました。戦争が終わっ

てからは、ロシアの収容所に3年間入って

いました。みんな心身がボロボロでした。 

人生の中で、自分が成長するポイントはい

くつかあります。私は始め、アメリカで教

育を受けました。ドイツではスティックで

両手を叩かれました。そうした体験が、私

の作品にも頻繁に影響を及ぼしました。 

（参考：Wikipedia） 

〔Eric Carle：1929-2021 年、NY 州生。

米国の絵本作家。代表作である世界的な

人気絵本『はらぺこあおむし』を始め発

表した絵本は 40 作以上にのぼり、39 か

国語に翻訳され、出版部数は 5500 万部を

超える。少年期は家族とともに西ドイツ

で過ごし、造形美術大学で絵を学ぶ。1952

年、アメリカに戻り、グラフィックデザ

イナーとして働く。1967 年、『くまさん 

くまさん なにみてるの？』で絵本作家デ

ビュー。5月 23 日、死去。享年 91 歳。〕 
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【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 

●Peninsula Country Market：毎週土曜、10 月ま

で、9am-1pm、Saanich Fair Ground にて 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

6 月 2 日現在 

BC’s  Restart、在住エリア内でのトラベル可 

6 月 15 日、ステップ２、インドア 50 人まで、 

BC 州内トラベル OK、パブはミッドナイトまで、etc. 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

ワクチン接種情報：2 回目接種開始 

ワーカー、3 日の病欠有給制度施行 

違反金：規則無視$230、エリア外トラベル$575 

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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に支えられて価格の上昇に歯止めがかか

らない状況です。市場に出ては売れ、とい

う状況なため、内見し、５分のうちにその

物件にオファーを入れるかの判断をせざ

るを得ない状況になっています。 

 ４月は多少スローダウンしたかと思わ

れた一瞬がありましたが、６月１日以降の

モーゲージのストレステストの基準が引

き上げられるとのことで、５月は駆け込み

需要がかなり入ったようです。 

 コロナ感染事態の状況も落ち着いてき

たせいか、人の動きも活発化してきまし

た。コンドミニアムを売りに出したとこ

ろ、内見者の半分はトロント、バンクーバ

ー等の他の地域からの property hunter

でした。在宅で仕事ができるというパター

ンがコロナにより浸透したことも一つ考

えられますが、コロナの影響が強かった地

域から逃避的な移動ということもあるか

と思われます。  

 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 ☆☆☆☆
☛6 月 20 日(日)：「父の日」のウォーク＆ラン．

今や 9人に 1人が前立腺がんに罹患、ワクチン

は未だない．参加でファンドレイジング、サポ

ート．Prostate Cancer Foundation BC 主催．

詳細は、www.thefathersdayrun.ca 

☛6月 12日(土)、9am-10pm：Stelly’s Secondary 

Musical Theatre による「ドロウジー・シャペ

ロン(The Drowsy Chaperone)」ライブ．ホーム

シアターで楽しむショー．学生サポートプログ

ラムの一環．チケット$15、詳細は、 

www.showtix4u.com/event-details/43476 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１９） 

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。 

 ５月の Victoria Real Estate Board の

統計によると、およそ 1000 件ほどの物件

が売買されました。この数値は前月の４月

に比べるとほぼ同じです。一戸建ては相変

わらず狭き門の状態が続いているせいか、

妥協してコンドミニアムに流れているた

めか、コンドミニアムは昨年の５月と比較

すると、200 パーセント以上の伸びになり

ました。一方一戸建ては価格の高騰から

か、去年の５月と比べると、111 パーセン

トほどの伸びにとどまっています。 

 売買された件数も件数ですが、価格上昇

が半端ではない状況です。ビクトリアの中

心部に限っていうと、一戸建てのベンチマ

ーク値が昨年５月は$855,900、今年５月は

$1,036,100 と飛躍的に上昇しています。

パーセントにして 17％。20 万ドル近い資

金を一年で貯蓄できる家庭がどれほどあ

ることでしょうか。それでも市場最低金利

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】6 月に入るなり気温 27

度で暑いあついと嘆いていたらその週末には

ブルブルで、今度は寒いと嘆いています．人間

って調子いい、って思いますが、私だけ？とも

あれ、暑すぎるより寒すぎるほうが好きですの

で、せっかくしまった冬物の一部を出してきて

ブルブルを心地よくしのいでいます．話変わっ

て、東京オリンピック．「やらないで後悔より、

やって後悔」といいますが、これにては、この

名文句は当てはまらないような．「やって後悔」

は、度が過ぎる後悔になることでしょう．しか

し、日本政府はやる気でいるそうです.残念な

のは日本に入る選手は日本を観光できないま

ま帰されるそうです．あれこれ論議が続くな

か、オリンピックまであと 40日ちょっとです．

 

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 
●日本。ワクチン接種でミス多発。ワク

チン保存の冷蔵庫のドアを開けっ放し、

間違えて食塩水を打つ、先日においては

使用済注射器を別の人に使うなどなど。

しっかりものの日本がワクチン接種の混

乱であわてふためいているのか。オリン

ピックも迫り、開催前ドタバタの最終劇

にみてとれる。しかし、本当にオリンピ

ックは開催されるのだろうか。未だにギ

モンである。（ノンオリンピアン） 

●日本でも出現。9 才児童が車を、公道

を運転、時速 20-30 ㌔、警察に追いかけ

られ、最後どこかにぶつかり停止した。オ

ートマは特大おもちゃ？（手動一番派） 
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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 

 【パンデミック・イベント】 

６月８日火曜日、午後４時 

Dr. Bonnie Henry の Facebook ライブ 

「パンデミック・パーサヴィアランス」 

(Pandemic Perseverance) 

フリー・アドミッション 

昨年初め勃発の COVID-19 パンデミックに 

スポットライト当てた Dr. Henry のトーク 

Dr.Henry のマントラ 

「be kind, be calm, and be safe」 

で BC 州は一体となり 

Dr.Henry のリーダーシップを追う、 

このパンデミックの終焉に向けて 

ライブ詳細は、rruchangemakers.ca 

(Royal Roads University 主催) 


