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残る2匹のヤギのうち1匹は、現在妊娠中。

なんとしてでもグリズリーから守ろうと、

今、2匹の子ヤギは家の中でベンとともに

暮らしている。 

 

人助け中にトラックを盗まれる  

 6 月 14 日月曜日の早朝、午前 5時過ぎ、

Cowichan Bay（Wessex Inn 近く）での出

来事。 

 仕事を終えた Cowichan 在住の男性が帰

路につくなか、溝に落ち込んだ車を発見し

た。車はひどくダメージを受けており、中

のドライバーは無事かと男性自身のトラ

ックを停めて、溝に落ちた車へと急いだ。

車へと急ぐも、ハイウェイに沿っているた

め、通り過ぎる車にひかれそうになりなが

らも人命救助とばかりがんばった。 

 そして、自身のトラックのエンジンがか

かるのを聞いたのだ。運転席には黒マスク

をした何者かが乗っていた。男性と目が合

うなり、トラックは急発進、フルスピード

で逃げ去った。かくして男性は目の前で$2

万㌦相当のトラックを盗まれてしまった。

 トラックは後に近くで乗り捨てられてい

るのが発見された。犯人は、おそらく溝に

突っ込んだ車のドライバーとみられる。警

察は、トラックから指紋をとり、犯人特定に

勤しむ。なお、男性は、そんな目にあっても

人助けを今後もするだろうとコメント。 
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リスタート、ステップ２  

 BC 州は 6 月 15 日火曜日より、日常回復

に向けて COVID-19 対策ステップ２に移行

する（6 月 14 日現在）。映画館やフィット

ネスクラブがオープンし、旅行規制も BC

州内のトラベルが許可されフェリー、飛行

機、ハイウェイには人が増える見通し。以

上の概要を、BC 州ホーガン知事が発表し、

失われた 15 ヵ月間のマイルストーンを祝

おう、とスピーチした。 

 当初の計画どおりステップ２に踏み込

めるのは、間違いなくワクチン接種増加

で、感染者も死亡者も減少しているため。

この時点で、BC 州内のワクチン接種者は

75%を超え、ベンチマークの 65%をはるかに

超え、BC州ヘルスオフィサーの Dr. Bonnie 

Henry は「もう大丈夫」と太鼓判を押す。 

 ただ、制限緩和に入るなか、公共やビジ

ネスの場でのマスク着用、フィジカルディ

スタンシングは少なくとも 7 月 1 日まで

 

「義務」とされる。 

 イベントやレストランなどの定員は 50

人までとなり、またパブなどはミッドナイ

トまでオープンが許可される。これにて

「今後閉めたり開けたりの苦悩がなくな

った、やっと未来がみえる」とレストラン

経営関係者は安堵している。 

 以上より、この調子でいくと、当初の予

定どおり 9月初めには「New Normal」が実

現する。ただ、唯一の心配がある。Dr. 

Henry によると、それは秋のフルーシーズ

ン。インフル感染がコロナ終焉にどう影響

するかは見通しがつかないそうだ。とりあ

えずは、このシーズンまでに 2回目の接種

を終えていてほしいと、Dr. Henry はアド

バイスする。 

 

Goverment St.車通行禁止  

 今、ダウンタウンのメイン通り、という

べき Government St.が変わる。歩行者優

先の通りとなるため一部、車両通行が禁止

となり、すでに施行されている。 

 新規設置された歩行者優先ゾーンは

View St.と Humboldt St.の間、時間は毎

日正午から午後 10 時まで、間違えて車で

入り込まないよう注意のこと。 

 車両禁止ゾーンは、このコロナ禍のた

め、ピクニック用のテーブルやベンチが設

置されたり、ポップアップアーチストが出

現、プチコンサートも可能なエンターテー

メントエリアとなっている。 

 

グリズリーと３匹の子ヤギ  

 Quadra Island に住む男性がパンツ一丁

でグリズリーを退治した。この事件簿は地

球レベルで話題となり各国のレポーター

から連絡が入ったそうだ。 

 そのとき、6月 8日火曜日の夜 10 時前、

ファームを営む男性ベンは大事に育てて

いるナイジェリアンの小人ヤギ 2 匹がけ

たたましく騒いでいるのを耳にした。ちょ

うどベッドに入ったベンは、何事かとパン

ツ一丁で急ぎ外に出てヤギの小屋に向か

うと、ヤギの後ろで大きなものが動いてい

るのを目にした。黒クマかと思うも、その

サイズを超えて大きい。グリズリーだと悟

ったとき、追っ払おうと近くにあるものを

手にした。それは長ホウキだった。 

 前日の月曜に、飼っている 3匹の子ヤギ

のうち 1匹が不可解にミッシング、それは

どうやらこのグリズリーのせいだと確信。

残る 2 匹を失ってはならないとベンは必

至にホウキでグリズリーに対抗した。 

 当のグリズリーは、ホウキを振り回すベ

ンを凝視していたそうだ。そうして、ベン

におそいかかるでもなく、おそらくベンの

剣幕に圧倒されたのかその場を去った、と

いうことである。 

 ベン曰く、その地にグリズリーが出現し

たのは 2007 年以来のこと。とうに忘れら

れたグリズリーが今戻ってきたと恐れる。
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めでたい日が 

近づきつつある 

 

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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か、警戒が必要だとして、引き続きしっ

かり着用するよう呼び掛けている。 

手錠かけられたまま逃走→茨城県つくば

みらい市市道で 6 月 9 日、中国籍の男が

無免許でトラクターを運転し道路交通法

違反の疑いで現行犯逮捕された直後に手

錠をかけられたまま逃げた。県警常総署

は 6月 11 日、男（41）を同法違反の疑い

で改めて逮捕した。男が同日午前、同署

に出頭してきたため。 

後頭部を蹴った「犯人」→6 月 8 日午後 4

時過ぎ、岩手県盛岡市を流れる北上川に

架かる夕顔瀬橋付近で、うるさい鳴き声

がした直後、ランニング中の男性がカラ

スに襲われた。後頭部をいきなり蹴られ

た衝撃に驚いて転倒し、両膝を負傷した。

現場まわりでは、他の通行人も次々に襲

われていた。調査の結果、近くの木には

高さ約 10m の位置にカラスの巣があり、

巣の周辺はカラスにとって子育てエリア

であることがわかった。以後 9日には「頭

上注意 カラスが襲う危険があります」

と注意喚起する立て看板を 2 ヵ所に設置

された模様。生物学者によると、カラス

は 5-6 月が繁殖期で、産卵してヒナを育

てることで「気が高ぶっている」という。 

 

 

 

 

 

ラン活  

          By ヨシダ 

 シュウ活、コン活、そしてシュウ活は

人生の一連活動。漢字にすると就職活動

の就活、婚姻活動の婚活、そして人生の

幕を閉じるべく人生終焉の準備が終活、

と個人的に理解している。麗しき４字の

漢字をわざわざ２字に省略し、新日本語

として広辞苑に載せたりするのは、なん

だか詐欺のような気がする。そんな詐欺

用語が流行語となりもてはやされ、結局

自分も使ったりするところ、しっかり詐

欺用語の共犯になっている。 

 あれこれいっても、仕方がない。世の

流れに身を任せて生きる限り、新日本語

には従わねばならぬ。同時に、使えば使

ったで、すっかり身についてしまうとい

うのも空恐ろしい。 

 前置きが長くなったが、それら「○○

活」の人生の一連活動に、その一連の一

番最初に加えるべきもう一つ用語があっ

たことを最近知った。それは「ラン活」、

ランドセル活動。義務教育のピカピカの

小学一年生になるとき、ピカピカのラン

ドセルを背負う、そのランドセル購入に

むけて親も子も活動する、というのが「ラ

ン活」であるそうだ。なんとも、平和な

日本ならではの活動である。 

 ピカピカの一年生が発生する４月はと

うに過ぎているというのに、今「ラン活」 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

単身高齢者が3割超→東日本大震災後に宮

城県内 21 市町で整備された復興住宅で、

入居世帯数に占める一人暮らしの高齢者

の割合が前年比 3.1 ポイント増の 32.4%に

なったそうだ（県の調査）。塩釜市や南三

陸町では 4 割超に達した。震災から 10 年

が経過し、復興住宅の高齢化と単身化が進

んでいることが明らかとなった。調査は 4

月 1日現在、入居世帯数は前年比ほぼ横ば

いの 1 万 3672 世帯に対し、入居者数は 4%

減の 2 万 5286 人。65 歳以上の単身高齢者

は 4020 人から 4434 人に増え、75 歳以上の

一人暮らしは微増の 2211 人。 

岩手の聖火リレー→岩手県は 6 月 14 日、

新型コロナウィルスの感染拡大防止のた

め、東京五輪聖火リレーで 18 日に予定し

ていた盛岡市での公道走行を中止すると

発表。市によると、8 日以降、直近 1 週間

の人口 10 万人当たりの新規感染者数が 15

人超とステージ３（感染急増）の目安を超

えている。同県では 16-18 日の 3日間、雫

石町を出発し、沿岸部では東日本大震災で

被災した三陸鉄道の列車が聖火を運ぶ。盛

岡市は県内最終区間で、中心部の 2.26 ㌔

を巡る予定だった。 

被災地仮設住宅にお米を→東日本大震災

や熊本地震の被災地を支援しようと、豊岡

総合高校（兵庫県豊岡市）のインターアク

トクラブの部員らが今年も、豊岡市下宮の

水田で、「コウノトリ育むお米」の無農薬

栽培に取り組む。 

 

＜社会ニュース＞ 

高齢社会白書→政府は6月 11日の閣議で、

2021 年版の高齢社会白書を決定した。60

歳以上への調査で、家族以外の親しい友人

がいないと答えた人の割合は 31.1%と、15

年の調査から5.4ポイント増えたことに言

及。男性の単身世帯が増えているのが背景

にあるとみられ、政府は高齢者が地域社会

から孤立しないよう、社会活動の参加を促

す取り組みを推進する方針。調査は昨年 12

月から今年 1 月、2500 人を対象に郵送で実

施。1367 人（有効回収率 54.7%）から回答

を得た。家族以外の親しい友人がいないと

の回答は米国で 14.1%、ドイツで 13.5%、

スウェーデンで 9.9%となっており、日本は

高い水準にあることが分かった。 

マスク着用率が低下→西村経済再生担当

大臣は「職場、学校でマスクの着用率が少

し落ちてきていることを心配している」と

示唆。政府のコロナ対策推進室によると、

約9割の人が買い物などの際にマスクを着

用しているが、職場や学校での着用率が 5

月下旬に下がり、91.1%になった。マスク

の着用率を巡っては、去年の年末に下がっ

た後で感染が拡大したことがある。西村大

臣は感染力が強い変異ウイルスが広がる

 

が本格化する季節というから驚きである。

来年の春に向けて、10 ヶ月も前から「ラン

ドセル」に向かって活動する、というので

ある。 

 今年はコロナ惨禍で百貨店などの営業時

間短縮や売り場の休業で、ランドセル商戦

にも影響が出ているようだが、その裏でラ

ンドセル業界はひそかな「異変」起こして

いたそうだ。それは色である。色のバラエ

ティ。従来、男の子は黒、女の子は赤、と

沈黙の了解があったようだが、今は、ピン

ク、黄色、紫など、おそらくひと昔なら恥

ずかしくて背負えないような色がいっぱい

なのだ。業界はいう。昔なら、みんなと同

じ色、という考えが定着していたが、時代

も時代、子供は自己主張も個性も強くなり、

というのだろうか、誰かさんと同じ色はイ

ヤっ！ということらしい。 

 ちょっと、ランドセルの歴史を紐解いて

みよう。ランドセルはなぜに四角で皮張り

であんなに重々しいのであろうか。 

 まずは、その名前の由来。ランドセルメ

ーカーなどからなる業界団体「ランドセル

工業会」によると、ランドセルの歴史は江

戸時代に遡るという。幕末に輸入され、軍

隊で使うようになった「背囊（はいのう）」

と呼ばれる布製のかばんが、その始まりと

され、背囊はオランダ語で「ランセル」と

呼ばれており、それが「ランドセル」にな

ったそうだ。 

 次にその形。現在のような箱形の背負う

タイプのランドセルは、日本独自のもの。

1887 年に大正天皇の学習院への入学祝いと

して、内閣総理大臣だった伊藤博文が箱形

の通学かばんを献上したことがその起源と

される。男児は黒、女児は赤が一般的にな

ったのは戦後からで、1990 年代まで続いた。

 そして、色のバラエティ。多色化の先駆

けとなったのは、小売り大手のイオン。2001

年に紫や青、茶色など 24 色のランドセルの

販売を始めたそうだ。今ではミルキーホワ

イトにラズベリーピンク、ミントにロイヤ

ルブルーなど、最大 330 種類のランドセル

を取り扱っているという。 

 もう、ピカピカの一年生になれない、そ

の頃に戻ってランドセルを背負えない者に

とっては、笑っちゃいけないが一笑に付し

たいような「最大 330 種類」。それほどのエ

ネルギーがあるならなにか他の開発を、と

思ってしまう。 

 とはいえ、「ラン活」の当人たちにとって

は重大なるランドセル。どうぞ、チカラの

限りを尽くしベストのランドセルをゲット

してほしい。 

ランドセル 
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★ こんなの見つけました ★ 

ガラケーが終わるとき 

 今更ながら、ガラケー（旧来型の携帯電

話）であるが、未だガラケー愛用者が少な

からず存在するらしい。しかし、ここまで

スマートフォンが進化し、普及すると、ガ

ラケーは当然廃れる。そうして、今、その

廃止の声が上がり、ガラケー愛用者が怒

る、という事態に進展しているそうだ。 

 ガラケー。ガラパゴス・ケータイの略称

である。ガラパゴス・ケータイとは、世界

標準とは異なる進化をした日本の携帯電

話のことをいう。孤立し、独自の進化を遂

げることをガラパゴス化というため、そう

いう名がついたそうだ。 

 携帯料金の値下げやデジタル庁の創設

を推進している菅首相が、実はガラケーの

愛用者だというのは大手紙で何度も記事

になっている有名な話。自民党の二階幹事

長など、ほかにもガラケー愛用者の政治家

はたくさんいるというから、日本を維持す

る政治家のお偉方の多くがガラケーと旧

型でよくもまぁ日本が最新に維持されて

いると驚くばかりである。 

 身の回りを見ても中高年世代を中心に

ガラケーにこだわる人は案外多く、実際に

携帯電話の契約総数の 1割をガラケーが

占めているそうだ。とはいえ、通信も 5G

（次世代通信規格の 5世代目）に移行しつ

つあるなかで、なぜにまだガラケーを使い

続けるのか。昔ながらの携帯を使い続ける

人の声を聴いたみたい。温故知新である。

（参考：清談社 2021/05/17） 

 ガラケーにこだわる大きな理由。それは

いたってシンプルで「スマホの操作を覚え

るのが面倒」だから。これは多くの人がス

マホを使う前に思うことではなかろうか。

「食わず嫌い」というが、一旦食べれば、

オイシイ！ということは間違いない。スマ

ホは操作を覚えるというほどもなく、とり

あえず使ってみたらできるようになって

いた、というところがミソであろう。 

 特に中高年世代にとってスマホの操作

は面倒くさいらしい。操作に「アプリ」「ア 

カウント」「インストール」 

といったカタカナ語とも 

向き合わなければいけな 

く、これらのカタカナで使 

う前に落胆してしまうこ 

とも多く、ではやっぱり慣 

れたガラケーが一番らしい。 

 
Cooking for the Lazy: 

マフィン型、チキン・タコ  

 12 個用のマフィン・ベーキングパンを利

用して作るメキシカン、チキン・タコス。

お手軽でイッキに 12 個もできるというテ

クニカルなレシピをここに。 

〔材料：12 個〕トルティーヤ(ブリトー

用,flour tortillas for burritos,8in,6

枚)、鶏胸肉(チキン薄切り,1C)、サルサソ

ース(市販 Chunky Salsa sauce,1C)、チェ

ダーチーズ(シェレド,1/2C)、レタス(2

葉)、サワークリーム(好みの量) 

調理器具：12 個用マフィン・パン、クッキ

ーカッター(4in) 

1. レタスを洗い水分をペーパータオル

で拭きとり、千切りにしてから 2cm 長

さに切る． 

2. クッキーカッターでトルティーヤを

丸形に切り取る（残りの部分はチップ

にするなど後に利用）． 

3. 2をレンジに20秒ほどかけて柔らかく

し、マフィンパンに詰める．コップの

底を使い、パンの底に側面に沿うよう

しっかり押し込む． 

4. ボールに薄切りチキンとサルサを入

れて混ぜる． 

5. 3 の各々のカップにチーズを少々落と

し、4の 12 分の 1を入れて再度チーズ

をふりかける． 

6. オーブンで 18-20 分焼く(チキンに火

が通っているのを確認)． 

7. 出来あがりにレタスをふりかけ、サワ

ークリームを落とす． 

 

ためになる名言 

  アグネス・チョウ（周庭）氏 

香港民主活動家 

（―昨年、香港と中国大陸を結ぶ初の高速

鉄道が開通、中国大陸の法律が適用される

ようになり一国二制度の行方を危惧する

声がある）一国二制度が浸食される香港で

私はここに残る責任がある。 

私は今 22 歳で、一応若者ですが、10代は

話題も言葉遣いも全然違っていて、世代の

違いを感じます。中高生はフェイスブック

をあまり使わず、インスタグラムやスナッ

プチャットが中心。写真や動画が主体なの

です。そうした特性でもって、香港政治に

ついてどうやって中高生に訴えるかは私

たちにとってチャレンジです。 

香港の一国二制度は、どこが二制度なのか

もうわからなくなっています。中国大陸と

香港、マカオを結ぶ世界最長の海上大橋も

開通しましたが、中国政府は今、いろいろ

な手段で経済一体化を進めています。香港

の香港らしさがどんどんなくなり、中国の

一都市になるんじゃないかとすごく心配

しています。私たちのシステムがどんどん

変わってしまい、政治的な一体化を進める

動きも際立ってきました。そうやって人々

の考え方を変えさせようとしていますが、

香港人として、本当に警戒心を持たないと

だめだと思います。 

（参考：Wikipedia） 

〔しゅう てい（英: Agnes Chow Ting）：

1996 年生。香港の政治運動家。香港では

「学民の女神」と呼ばれ、2020 年 11 月、

BBC が選ぶ「今年の女性 100 人」の内の

一人に選ばれた。2017 年までイギリス国

籍を保有したが、それは両親が彼女の幼

少期に申請したためであり、実際イギリ

ス本土に居住したことはなかった。同年

香港特別行政区立法会地方選挙に立候補

するため放棄。2019 年に香港で起きた大

規模デモを巡り、無許可集会扇動罪など

で実刑判決を受けて服役、今年 6 月 12

日出所。日本のアイドル・アニメが好き

で、本人は「オタク」を自認。〕 
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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 

 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

6 月 15 日現在 

BC’s  Restart、ステップ２：BC 州内トラベル可 

インドアシート 50 人まで、パーソナルは 5 人まで、

ダイニングは 6 人のグループまで、etc. 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

ワクチン接種情報：12 才以上可 

ワーカー、3 日の病欠有給制度施行 

違反金：規則無視$230、イベント&集合$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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          なんとなくという 

感覚だったり。いず

れにしても、彼女た

ちは私たちの癒し 

のお手伝いをする

という役割があります。そのために、恐れ

から選択するのではなく、敬意を持って、

愛を持って接することで彼女たちからも

さらに大きな愛が返ってきます。 

 さて、日々、色んなことがありますね。

起こる出来事をコントロールすることは

できなくても自分自身を整え、自分のい

る、住んでいる環境を整えることはできる

ことです。そして、何事も今いるところか

らしか始まりませんし、そこからしか進め

ません。そのため、今いる場所をより快適

にしていくと、どんどん素晴らしい変化を

見ることでしょう。 

 この、今を大切にし、今にいること、そ

して楽しみ満たされた感覚で生きるため

にどんな精油がサポートしてくれるのか

を尋ねてみたところ、ローズ、オレンジ、

マグノリア、レモン、フランキンセンスが

応援に来てくれました。あなたは既に完璧

な存在。でも、人間をしていると揺れたり

落ち込んだりすることもあります。そんな

時、自然体の彼女たちを迎え入れると、瞬

時にあなたが心地いいと感じる場所、本来

の姿に戻ってくることができるかもしれ

ません。ぜひ、自然界と仲良くなってみて

ください。今日もありがとうございます。

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com  

web: plantingserenity.love 

blog: loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛6 月 20 日(日)：「父の日」のウォーク＆ラン．

前立腺がん Prostate Cancer Foundation BC 主

催．参加でファンドレイジング、サポート． 

詳細は、www.thefathersdayrun.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３５】 

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

和の世界を軽やかさで生きる！ ホリステ

ィックセラピスト・ガイドの Sono です。 

 今回はメディシナルグレードの精油の

基本的な使い方のお話しをシェアしてい

きます。 

 まず初めに、精油の使い方として、ディ

フューザーから入る人は昨今増えている

ことと思います。ディフューザーが使われ

ているお部屋やお店に入ると、フワッとい

い香りが入ってきますね。私自身の経験か

らも、数年前、ディフューザーを使ってい

た知人の家に遊びに行った時、玄関のドア

を開けるやいなや、いい香りが部屋から溢

れ出てきていたのを覚えています。 

 もう一つは、フレンチメソッドという吸

引法。こちらは熱いお湯をコップや洗面器

に入れて、精油を何滴か垂らし、湯気が逃

げないようにタオルで頭と容器を覆い、出

てきている蒸気を吸引する方法です。これ

は呼吸器系にトラブルがある人にはとて

も有効な使い方で、鼻の通りが良くなった

り、気管も拡がり呼吸がしやすくなりま

す。 

 他には頭痛がある場合にこめかみや耳

の後ろの部分に精油を塗布するというこ

ともできます。 

 また、たくさんある種類の中でどの精油

を使ったらいいのか迷った場合、イネター

ネットや本で検索することももちろんで

きますが、「精油に聞く」ということも一

つお勧めの方法としてお伝えします。 

 自然界は優しく、かつ忍耐強く、私たち

にいつも手を差し伸べてくれています。そ

んな彼女たちに話しかけると、彼女たちは

喜びと共に色んなことを教えてくれます。

受け取る人間側の感じ方は様々ですが、精

油から声が聞こえてきたり、使ったらいい

精油の文字が頭の中に浮かんできたり、 

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】東京オリンピックは先

日の G7 でも「Go!」ということで開催の方向で

す．先日、何の試合だったか外国のチームが日

本にやってきてプレーしていましたが、「こん

な暑いところに呼ぶなっ！」と訝ってらっしゃ

いました．お気持ちよくわかります．暑いっ、

動いていなくても汗ダラダラの日本で、コロナ

感染危機に加えて灼熱の中での日射病危機、ま

さに戦場に出陣のような心構えがないとでね

すねぇ．オリンピックまであと 36 日です． 

 

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 
●マスクを忘れた。しかし、コンビニで

ガスのレシートをもらうのみ、1 分もか

からない。家に取りに帰ろうか、どーし

ようと迷ったあげく、ベースボールキャ

ップを口からアゴにかぶせることにし

た。店員は全く気にしてなかった様子。

家に帰ってどんな風だったのだろうかと

鏡でみたら、アホかと思った。（ウォリアー） 

●アルツハイマー病の進行を遅らせる薬

が認可された。以前よりそうした薬が

2025年までにできるとのニュースはあっ

たが、速い！開発は速く、人間はより長く

生き延びれることになる。（アデュカヌマブ） 
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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. 


