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ーの銘柄は「Macallan No.6」全くお見事！

という種のもので、クリスタルケースに収

められていたそうだ。1本で$4,637 なり。

 店内のセキュリティカメラから、泥棒の

様相が明らかとなったが、残念にもマスク

で顔だけははっきりしない。それでも、中

肉中背で左腕にタトーがあったとあれば、

犯人特定にかなり役立つ。ブルーの野球帽

をかぶり、ロゴの入ったグレーのシャツ、

黒いパンツに白い Adidas のランニングシ

ューズといういでたちだった。 

 

危険なるヒート  

 暑い。6 月 23 日水曜日現在、Greater 

Victoria で気温 37 度に達した地点があ

り、危険な暑さとして気象庁（Meteo-

rological Service of Canada）は注意を

呼び掛けている。今回の熱波は、北米西部

で発生、帯状になってカナダ西海岸に広が

ったため、こうして Victoria も熱波を浴

びることとなった。 

 この週末（6 月 25-27 日）は、BC 州内で

40℃以上を超える所があるということだ。

 

Current Taxi、Victoria撤退 

 Kelownaを起点として2019年に設立された

テスラ電気自動車使用のタクシー会社。

Victoriaでも営業開始したものの、コロナ禍

による不況で6月28日をもって閉鎖する。 

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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フルワクチン、1.1 ミリオン突破  

 6 月 22 日火曜日現在、BC 州内において

1.1ミリオンもの人が2回目のCOVID-19ワ

クチン接種を終えた、と BC 州ヘルスオフ

ィサー、Dr.Bonnie Henry より報告された。

BC州内人口のおおよそ 24%にあたる。 

 1回目のワクチン接種は12才以上が対象

となり 76%（4.5 ミリオン、2 回目も含む）

がすでに接種、全体の 80%に届く見通し。

BC州は目標として 7月半ばまでに 80%以上

の接種をあげている。 

 これまでのワクチン接種でその効果が

目に見えて現れ、その日に報告された BC

州内新感染者は 56 人とここ数ヶ月で最少

となった。うち、Vancouver 島は 3 人。こ

の減少に応じて、クラスター、入院患者、

死亡者も激減している。 

 1 ミリオン以上がフルにワクチン接種し

たとあらば、強い土台ができた、と

Dr.Henry は誇る。あとは人間が新型コロナ

に打ち勝つ最後の段階を乗り越えるのみ、

となった。だが、一つ懸念があるという。

それは「ウィルス自体はなくならない」と

いうこと。ウィルスはそれでも世界を飛び

 

交う。フルにワクチン接種で COVID-19 リ

スクを 80%下げられるとしても決して

100%下げて「ゼロにはならない」というこ

とだ。 

 

Victoria 市のトラック、激突  

 6 月 9 日水曜日の早朝、午前 4時半頃、

Victoria 市が所有するメンテナンス・ト

ラック（Ford-150）が Pandora Ave.の街

路灯に激突した（Our Place Society 近

く）。ドライバーは市の作業員でなく、ト

ラックを盗もうとした男だった。 

 そのとき、市の作業員 2人は早朝からメ

ンテナンスのためトラックでダウンタウ

ン内を回っていた。途中停止したところ

で、男がトラックに乗りこんできた。カー

ジャックである。 

 この街路灯への激突で、3人は病院に運

ばれたが、いずれも命に別状はない様子。

カージャックの男は病院を出るなり逮捕

された。男は飲酒していたようで、飲酒運

転としてもダブルにチャージされる見通

し。なお、男は警察に知られた前科ありの

男だった。 

 

マットレスの下に隠れた 32 才  

 West Shore や Sooke RCMP により、数々

の犯罪で御用となっている 32 才の男は、

実にあっけなくベッドの下に隠れている

ところを捕まった。悪知恵働く数々の犯罪

にしては逃げた場所があまりにも幼稚過

ぎた、と話題になっている。 

 ところは Langford のアパートの一室。

男の相棒（？）が借りていたアパートだっ

た。警察は難なく男をベッドの下に見つけ

た逮捕した。男は 6 月 17 日木曜に裁判所

に出頭予定で、ちょうど間に合った模様。

 

万引きで暴行 

 6 月 16 日水曜日の午後、Cedar Hill X 

Rd.(Shellbourne St.近く)にある店で、2

人組が万引きをしているのを店員が発見

した。店員が 2 人に店を出るように促す

と、その一人（女）が店員に殴りかかった。

 通報で警察が現場に駆けつけ、暴行の女

（23）を逮捕した。殴られた店員は病院に

運ばれたが命に別状はない模様。 
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えぇっー！ 

 
 

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 

 
 

シングルモルト 

 ウィスキーのなかでも、

「シングルモルト」は単一

蒸溜所の原酒でつくられ

た高級酒。それを狙った泥

棒が出現した。 

 6月 20日月曜日の午後、

Oak Bay にある Cork & 

Barrel リカーストアに、

ウィスキー泥棒が入り、

$4600相当のシングルモル

ト・スコッチ・ウィスキー

が盗まれた。そのウィスキ
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ー攻撃などを捜査する専門部隊「サイバ

ー直轄隊（仮称）」を 2022 年にも新設す

る構想を明らかにした（6月 24 日）。逮捕

などの執行事務は都道府県警が一元的に

担ってきており、警察庁が全国の事件を

捜査する組織を持つのは初めて。戦後に

自治体警察を基本方針に掲げ、1954 年に

現行の警察組織になって以降、これまで

にない大きな制度変更であるそうだ。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.66 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

日本人の歯列  

 決して万全ではないと言われながら

も、ワクチン接種が大分行き渡ったこと

で、ここ BC 州でもマスク使用が以前のよ

うに厳しくはなくなった。 

 とはいえ、まだスーパーマーケット、

バス、公共の建物内などでは「Must」の

サインが消えていない。今やその効用は

広く知られることとなったが、コロナ以

前の欧米では相当な抵抗があった。 

 ある日系女性が日本の JET プログラム

から戻り、カナダの会社に就職する寸前

に風邪を引いてしまった。周りの人にう

つしてはと、最初の 2，3日マスクをした

らひどく奇妙がられ、何度も同僚に説明

しなければならなかったと苦笑していた。 

 しかし今はどうだろう。おしゃれな女

性などは定番の物以外に、服とカラーコ

ーディネイトしているのを見受けること

さえある。毎日爽やかなお天気が続く当

地では、マスク着用に何の苦もないが、

梅雨期の日本ではさぞ大変な事だろう。 

 だが日本の場合、マスクの日常化は菌

の拡散以外にも大いなる波及効果がある

事を、この一年半でしみじみと感じている。 

「日本人って歯が・・・」 

 ではここでクイズを一つ。以下の人々

の共通点は何でしょう？ 

 すでに鬼籍の人になってしまったが、

昭和を代表する人気俳優だった石原裕次

郎、歌手の梓みちよ、駆け出しのころの

美空ひばり。また最近では将棋界のホー

プ藤井聡太、知的な美人女優の広末涼子、

まだまだ人気の俳優キムタク、コロナ蔓

延以来毎日TVに顔が出る尾身茂政府対策

分科会長・・・。 

 回答はすでにお分かりかと思うが、正

解は「歯並びの悪さ」や「汚さ」である。 

 今どきの日本人のおしゃれ感覚は素晴

らしく、流行に敏感なうえ着こなし上手

で、髪型、肌の手入れ、マニキュアに至

るまで見事なものだ。だがそこまで神経 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

福島第二原発→2011 年の東日本大震災で

爆発事故が起きた福島原子力発電所の2ヵ

所の原子炉 10 基が同時に廃炉作業を始め

る。6月 22 日、原発を運営・管理してきた

東京電力は「2019 年に決定された通り、福

島第 2原発の廃炉作業を開始する」と発表

した。また、「第 2 原発の原子炉 4 基につ

いて、2064 年度までに廃炉を完了すること

が目標」とし「10 年ごとに 4 段階に分けて

進める計画」と説明した。東京電力は、第

1 原発原子炉の廃炉作業も 2051 年までに

完了することを明らかにしている。 

熊本地震による液状化対策→熊本地震の

影響により熊本市では南区と東区の約

2900 戸で地盤が液状化する被害が確認さ

れていたが、液状化対策の工事が一部完了

した。南区近見 2丁目では去年 5月からポ

ンプで地下水の水位を下げる作業が行わ

れ、地表から 3m まで下げるという目標を

達成できたという。 

勝利の花→メダリストの表彰で贈られる

花束「ビクトリーブーケ」は、東日本大震

災の被災地で生産された花々が使われる

そうだ。福島県浪江町で震災後に花卉（か

き）栽培を始めた農家は「いつでも注文を

受けられるように準備している。選手が掲

げるのを見るのが楽しみ」と話す。ブーケ

に使われる福島県産花の一つ、トルコギキ

ョウを栽培するのは、東京電力福島第 1 原

発事故で避難指示が出ていた浪江町の NPO

法人「Jin」。もともと福祉事業を手掛けて

いたが、2013 年に町内への日中の立ち入り

が可能になり、農業を始めた。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本の総人口、1億 2622 万人→総務省は 6

月 25 日、国勢調査の速報値を発表。2020

年 10 月 1 日時点の外国人を含む日本の総

人口は 1億 2622 万 6568 人で、15 年の前回

調査から約 86 万 8千人減った。減少率は

0.7%。国連推計によると日本の人口は世界

で11番目となり、比較可能な1950年以降、

初めて上位 10 ヵ国に入らなかった。地域

別に見ると 38 道府県で人口が減る一方、

東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）は 80

万 8千人増えた。 

認知症1万7千人行方不明→2020年中に認

知症やその疑いで行方不明となり警察に

届け出があったのは、前年より 86人増の 1

万 7565 人だった（6 月 24 日、警察庁の集

計）。12 年の統計開始から毎年、過去最多

を更新し 8年で 1.83 倍となった。214 人は

昨年中に所在が確認できなかった。都道府

県別では大阪が最多の 1990 人。厚生労働

省の推計では、団塊世代が 75 歳以上にな

る 25 年には、高齢者の 5 人に 1 人が認知

症になるとされる。 

サイバー捜査隊→警察庁は、重大なサイバ

を使うなら「もう一歩どうにかならない？」

と言いたいのが、「歯」に対する無頓着さだ。

近年は幾らでも矯正方法はあろうに・・・。

 日本ではコロナ、オリパラ、政治不信な

どで市井の人々が街頭インタビューを 

受け、テレビに映ることが多い。だがこの

一年半は、マスクのお陰で口元が見えない

ことでホッとしている。 

 筆者はある訪日のおり、鎌倉の駅で韓国

から来たと言う男子三人組の大学生と言葉

を交わした。アニメ、ポップミュージック、

ファッション等「日本びいき」なことが読

み取れたが、最後に「でも日本人って歯並

びがすごく悪いね。天皇家の人もひどいよ」

とズバリ！ 

文化的、哲学的背景 

 最もこの傾向は日本人ばかりではなく、

英国人も悪定評のトップとか。「アメリカの

メディアに登場する容姿の悪い英国人キャ

ラクターと言えば歯並びが悪いのが特徴」

とまで言われているそうだ。 

 だが日本人の場合は、民俗学的に何かあ

るのかと思い、カナダでリタイアした歯科

医の某友人に聞いてみた。 

 彼女は南米チリを旅した折り、丁度カー

ニバルの時期で大変な賑わいだった。出店

に並ぶ珍しい品々への関心もさることなが

ら、そこで客を呼び込む地元の人たちの歯

並びの良さに感心した。だがいろいろ見て

廻る内に、すごい歯列不正の若者に出会っ

たのでつい話しかけたところ、案の定日本

人だったそうだ。また他の観光地でもしば

しば同様の経験をしたという。 

 そんな日本人が多いことに、彼女は「文

化的、哲学的背景」が大との意見を持つ。

理由は 

➀ 歯を含む親からの大事な体を、むやみ

にさわらないのが美徳とみる考え。 

② 食生活の影響で顎の発育が悪く、全歯

牙（親知らず含 32 本）の植立スペースが

ないにもかかわらず、①のように歯の抜

去を厭う哲学風な感情がある。 

③ 直接には生命に関わらない歯を、第 2

義的なものと考える医療思想や医療界ト

ップの歯科に対する偏見。その好例が東

大や京大に歯学部はなく、加えて医者の

歯列不正が多い。 

④ 最近は国民の「生活の質向上」への関

心は大部高くなってきたが、それ以上に

生存することを重視する医療思想や国民

感情がある。そのため寝たきりのシニア

の割合が日本は世界で一番多い。 

 長年の歯科医としての経験による見解に

は説得力があり、大いに頷ける。 

 だが歯の矯正は美 

的方面ばかりではな 

く、長期的には食物 

の咀嚼の面からも非 

常に重要である事は 

言をまたない筈だ。 
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★ こんなの見つけました ★ 

これから、廃れるもの（１） 

 あの頃は、よく使ったと思い出すものが

たくさんある。カセットにビデオテープ

に、CD。デジカメに、ファックスに、と多

くがテクノロジーに関連するものである

が、これだけテクノロジーが発展すると早

くも廃れてしまったのは仕方がないこと

かもしれない。テクノロジーは実に速く、

発展する。ということは、今重宝に使って

いるものが、そのうちに廃れるときがく

る。そんなものを探ってみた。（参考：

www.moneytalksnews.com） 

1. ショッピングモール（Shopping 

malls）：実際、今ショッピングモールは苦

しんでいる。ここ数年で客がガックンと減

ったのだ。コロナ禍に関係なく、その前か

ら減っているということは、「廃れる」気

配が多いにある。その背景は言うに及ば

ず、オンラインショッピングが普及してい

るため。そこのおばあちゃんだって、

Amazon Prime で発送無料を利用し爆買い

する時代。モールに店を出しているメーカ

ーも、なーんだ、アマゾンでこんなに売れ

るなら、高い賃貸を払ってまで店を出す必

要もない、と考え店を閉める。よって、モ

ールに店が入らなくなり、モールは無店化

する方向にある、らしい。 

2. 現金（Cash）：現金をもたなくなって身

も軽く。なぜならばクレジットカード一枚

さえあればなにでも買える時代。今どき現

金が必要な買い物はあるだろうか。チップ

でさえカードで払うし、市内に設置されて

いる数ドルのパーキングメーターもカー

ド払い可能となっている。 

3. 公衆電話（Pay phones）：まだ廃れてな

かったのか、と思う人も多いはず。しかし、

まだ各所に設置されているのだ。25￠を常

に用意していたあの頃が懐かしい。携帯電

話の普及に伴い、ますます必要がないとい

えども、ガンコにケータイを持たない人も

いるだろうからまだ設置されている。そし

て、なんといってもスーパーマンの着替え

の場所でもある。 

4. 電卓（Calculators）：手帳サイズの電

卓は、ビジネスマンや理系の学生にとって

は財布と共にポケットにあったもの。今

は、いうまでもなくスマホや小型パソコン

に置き換えられ、また Amazon Echo も計算

してくれるため電 

卓に用はない。と 

はいえ、文具店に 

はまだ電卓が陳列 

されている。この 

時代、いったい誰 

が買うのであろう 

か。興味がある。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ネクタリン・クリスプ  

 今フレッシュなネクタリンが出回って

いる。ピーチとはまた違い、少し酸っぱい。

その酸っぱさを利用してオーツで焼く。ア

イスクリームを添えて夏のデザート。 

〔 材 料 〕 ネ ク タ リ ン (Nectarines or 

Peaches,6 個)、白砂糖(1/4C)、コーンスタ

ーチ(大さじ 1 と 1/2)、レモン(1/2 個)、

オーツ(Oats, 3/4C)、小麦粉(3/4C)、ブラ

ウンシュガー(1/2C)、バター(120g) 

1. ネクタリンをよく洗い、水分を拭き取

ってからスライスする(厚さ 5mm)．  

2. ボールに 1を入れ、白砂糖、コーンス

ターチ、レモン汁を加えてさっくりと

混ぜる． 

3. 別のボールにバターを除く材料を入

れてよく混ぜる 

4. 3 にバター（冷蔵庫から取り出し直後

の硬めのもの）を落とし、フォークな

どで切りながら細かくする（全体的に

ボロボロとした状態になる）． 

5. 9in ベーキングパンにパーチメントペ

ーバーを敷き、2を入れる． 

6. 5 に 4 をふりかけ、表面が均等になる

ようにする（下のネクタリンが隠れる

ようにする）． 

7. オーブン(350°F)に入れて 18-25 分、

表面がこんがりするまで焼く． 

ためになる名言 

  ドリー・パートン 

カントリー・ミュージックの第一人者 

（ワクチン接種推奨のための替え歌

『 Jolene 』） ♪  Vaccine, vaccine, 

vaccine, vaccine, I'm begging of you, 

please don't hesitate. Vaccine, 

vaccine, vaccine, vaccine, because once 

you're dead, then that's a bit too late. 

わたしにとって人生は歌。 

虹を見たければ、ちょっとやそっとの雨は

我慢しなくちゃ。 

風向きは変えられないけど、進みたい方向

に帆を調整することはできるわ。 

こんなに安っぽく見せるためにたくさん

のお金をかけているのよ。 

わたしは頭の鈍いブロンド女をネタにし

たジョークに腹を立てることはないわ。わ

たしはバカじゃないって知っているから。

それにわたしがブロンドじゃないことも

知ってるわ。 

試してみる勇気がなければ、たいしたこと

はできないわ。 

生計を立てるために、自分の人生をつくる

ことを忘れてしまうほどに忙しくなって

はいけないわ。 

笑わない人に出会ったら、あなたの笑顔を

与えましょう。 

（参考：Wikipedia） 

〔Dolly Rebecca Parton：1946 年、テネ

シー州生。シンガーソングライター、女

優、作家、事業経営者、慈善活動家。ラ

ジオ番組の子役としてデビュー、その後

13 歳で数曲のシングルをレコーディン

グした。1964 年、18 歳の時にテネシー州

ナッシュビルに転居し、作曲家として最

初の商業的成功を収めた。以来、第一線

で活躍。このほど USワクチン接種を推奨

するため、自身による作詞作曲の「ジョ

リーン」をワクチンの詩に替えた。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

6 月 25 日現在、7 日連続新感染者 100 人以下 

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 

【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 

●North Saanich Farm Market：毎週土曜、10 月感

謝祭まで、9:30-11:30am、10990 W.Saanich Rd.、

St.John United Church ガーデンにて 

●Oaklands Sunset Market：毎週水曜、6 月 30 日か

ら 9 月 1 日まで、4:30-8:30pm、#1-2827 Belmont 

Ave.、Oaklands Com. Centre にて 
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 ところで、この映画の中心となるパラサ

イト一家が住む「半地下」。それは韓国の

街に実在するそうで大変な住まいです。漢

字のとおり半分が地下、カナダでもベース

メントがありますが、窓の位置が地面の高

さという部屋です。通りで人が歩くと窓か

ら足が見えます。カナダのベースメントと

異なるのはトイレが地面レベルに設置し

てあることです。おそらく水管の機能が不

十分なのでしょう、トイレは階段を備えた

上に設置され、ドアが……、ありません。

そんな半地下の住まいで、大雨になると大

変なことになります。なんと廃水が逆流し

てくるのです。当然トイレの廃棄物も逆流

です。部屋中が濁流で地面レベルにまで上

がるのです。それでもそういうところに住

まざるを得ない低収入家庭なのです。サム

スンを筆頭にテクノロジーでも政治でも

発展した韓国に、今なお、こうした住まい

がたくさんあるということです。 

 ストーリーは、二十歳前後の娘と息子を

持つキム家の 4人が、狭く薄汚れた半地下

のアパートの一室で WiFi がつながらない

と気をもんでいるところから始まります。

自宅に WiFi を取り付けていないため、近

隣のパスワードの掛かっていない WiFi を

利用しているためです。一家全員失業中、

かろうじて近所のピザ屋の宅配箱を組み

立てる低賃金の内職をして生活していま

した。そんな中、息子の友だちが現れ、お

金持ち女子の家庭教師を代わってくれな

いかとの依頼があり、これが起点となり一

家は「パラサイト」と化していきます。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛7月3日(土)、10am-4pm：634 Yates St.、Legacy 

Art ギャラリーにてビーズアート．詳細は、

www.uvic.ca/legacygalleries/exhibitions/index.php 

☛7 月 4 日(日)まで：www.jazzvictoria.ca 

にて、オンライン、TD Victoria International 

JazzFest．オールエージ対象.フリーイベント．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｐａｒａｓｉｔｅ 

邦題：パラサイト 

2019 年、韓国、監督：ポン・ジュノ、出演：

ソン・ガンホ、イ・ソンギュン、チョ・ヨ

ジョン、チェ・ウシク、パク・ソダム、他

By 見聞録実行員 No.3

 寄生虫のごとく、人の生血を吸って生き

る人に形容される「パラサイト」という言

葉、悪い意味で親にも子供にも他人にも使

われています。一般に他人によりかかって

平然と生きる人たちを指すのでしょうか。

数年前アメリカの某一家で、30 を超えた

息子が家賃も払わず電気使い放題食べ放

題、「寄生」されて困っている親が息子を

「迷惑行為」として裁判所に訴えたという

ビックリなニュースもあったほどです（親

の主張は認められました！）。親にしても

息子の「寄生」は大迷惑、まして他人なら

迷惑をはるか超える事態。殺人沙汰になっ

たとしてもおかしくともいえます。実際、

そうした事件は案外多く発生しています。

 この作品は、昨年のアカデミー賞で作品

賞を初め多くの賞を獲得した凄みの逸品

です。同じく候補にあがっていた第一次世

界大戦を描いた「1917」も観てみましたが、

やはりこの「パラサイト」は、同じヒュー

マンなドラマとはいえ人間性を表現する

に突出した出来栄えでした。現実的で、生

活密着、現在の社会問題を含めた見事な描

写に舌を巻くということで、「1917」は太

刀打ちできないものと思われました。 

 概要としては、この作品タイトルの「パ

ラサイト」とは半地下に住む低収入家庭で

あっても平然と他人を利用してなんとか

喰いつなぐという寄生一家を表している

と思いました。低収入家庭であってもみん

ながみんなパラサイトというわけではあ

りません。少ない収入で節約しつつけなげ

にマジメに生きている人もいるでしょう。

しかし、一旦他人を利用して甘い汁を吸う

ことを覚えると、「パラサイト」になって

しまうのです。そしてそれはニオイます。

パラサイトのそんなニオイを人間の五感、

臭覚で感じ取るというところ、感動という

より人間の習性に沿う自然の畏怖に恐れ

おののきます。 

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】早くも6月末となり、信じ

られません、7月です、真夏です．今年はその真夏

がビビッド、今日より熱波がくるとニュースが繰り

返し訴えています．自宅にクーラーはないので扇風

機2台とエア・クリーナーで待機、事前準備に頑張

りすぎたのか、思うほどに暑くもなく．なんといっ

ても日本の夏のように座っているだけで汗ダラダ

ラということがにないだけ、耐えられる暑さです．

暑い間は、火を使わない夕飯メニューを考えていま

す．サンドイッチしか思い浮かびません． 

 

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 
●ん？US がカナダに 1 ミリオンの

COVID-19ワクチン、モデルナを寄付、2021

年 6 月 17 日のニュース。先週にカナダは

インドだったか、どこかの国に、ミリオ

ン単位のワクチンを寄付。日本は台湾に、

他のアジアにワクチン寄付、まだ自国に

大勢がワクチンを待っているのではなか

ったっけ？まずは自国を満たしてからだ

とも思うが瀕死のインドは緊急。では、

US にすればカナダは緊急？（ショット） 
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ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

６月２７日より再開します 

✧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. 


