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パンドラで刺されて  

 7 月 1 日木曜日、カナダ・ディの夜 11

時頃、ダウンタウンは Pandra Ave.の 900

ブロック付近を歩いていた男性が通りが

かりの男に刺された。男性は、刺されて血

を流しながら、一目散に、4ブロック離れ

た Caledonia Ave.にある Victoria 警察に

駆け込み、助けを求めた。 

 男性は、病院へ担ぎ込まれたが命に別状

はない模様。 

 容疑者の男は、20 才くらいとみられ、

身長は約 175cm のブロンドヘア。ブラウン

のセーターにグリーンハットといういで

たちだった。目撃者はレポートデスク

（250-995-7654, ext1）へ連絡のこと。匿

名での連絡は、Greater Victoria Crime 

Stoppers 1-800-222-8477 へ。 

 

倒されたキャプテン・クック 

 7月1日木曜日、ダウンタウンはEmpress 

Hotel の前に設置してあるキャプテン・ク

ック像が 200 人を超える群衆にロープで

首から引きずられて倒され、挙句、海に投

げ落とされた。残っていたのは足一本。群

衆はカナダデ・ディで集会議事堂に集まっ

ていた。群衆が女王クィーン像に集まり倒

そうとしたときは警察が阻止、その後群衆

はクック像に移動した。翌日、海に投げ込

まれたクック像は引き揚げられた。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

燃える、内陸  

 7 月 3 日土曜日現在、BC 州内陸南部が燃

えている。この山火事は衰えを見せず、一

層に燃え続け、多くの住民に避難を余儀な

くさせている。6月 29 日に歴史的最高気温

49.5℃を記録した Lytton という村では、

避難警告の 15 分後に村に火が回り、みる

みるうちに村が全焼、村が消えた。原因は、

人災とも言われるが今回の熱波が拍車を

かけた。人のチカラではどうにもならない

天のチカラ、天による破壊である。 

 燃え盛る内陸から、そのうちにこの

Victoria にもスモークが立ち込めてくる。

熱波の次はこのスモーク。熱波の影響もあ

って今回のスモークは長引くそうである。

そして当然健康にも悪影響するというこ

とで、今スモーク対策が必要となる。 

 環境健康サービス（ Environmental 

Health Services）は、喘息、呼吸器疾患、

心臓疾患、糖尿病を患う人、妊婦、幼児や

 

子供、そしてシニアは、スモークが漂うな

かを食品調達に出かけないよう、今からス

トックしておくようにとアドバイスする。

 

島でも山火事多数発生  

 7 月 3 日土曜日の午前 10 時頃、Juan de 

Fuca Provincial Park（Jordan River 近

く）で山火事が発生した。山火事にしては

小規模であったため消防隊員により消火

できた模様。約 0.3 ヘクタール（3000 平

方㍍）を焼いた。こうした野原の火事で厄

介なのは地下である。表面上の火は消えて

も、火は地面直下のオーガニックを焼いて

いる。そのため、消防隊員たちが、湿った

土を掘り起こして表面にかける作業をし

たそうだ。 

 島の山火事はそれのみならず。Port 

Alberni でも 6 月 28 日に発生したが、そ

のとき消火できたものの、またフツフツと

火が起こるため消防隊員が絶えずパトロ

ールに回っている。 

 6 月末の熱波のあと、雨が降らない限り

島中に山火事が発生する危険「大」となっ

ている（B.C. Wildfire Service）。 

 今もっとも必要なのは雨。しかし、向う

2週間は降る可能性はない、という。それ

でも島が一つ誇るのは、BC 州の各地に比

べて山火事が少ない、ということ。 

 

ヒート・ウェーブで突然死  

 先月末の歴史的なヒート・ウェーブ、熱

波の影響で BC 州では数百人が死亡（6 月

30 日付）、うち多くは独り住まいの高齢者

だったことが明らかとなった。 

 6 月 30 日までの 5 日間に 486 人が予期

せぬ死を迎えた、と BC 州チーフ検死官よ

り発表された。5日間にこれだけの死亡者

がでることは極めてまれであり、熱波によ

る暑さが原因としかいいようがない、とす

る。またこの数はまだ不確かで実際はもっ

と多い、とみる。 

 暑さは心臓の機能や血圧に影響する。と

くに高齢者は平温環境から急激な高温に

対処する機能が乏しいため、心臓や血圧に

悪影響し、死に至りやすいそうだ。歳がい

くほどに環境変化に順応するのが難しく

なる。 

 

カナダ・ディ・シューティング 

 7 月 1 日木曜日のカナダ・ディ。その日

の午後 11 時前、Langford は Jacklin Rd.

の 2800 ブロック付近で発砲があり、車と

タウンハウスに銃弾が撃ち込まれた。幸い

にも撃たれた車もタウンハウスにも人は

いなかった。 

 被害者がいなくても重大事件、一歩間違

えば、死者がでて話が違ってくるというこ

とでWest Shore警察は捜査に乗り出した。

その発砲があった時間の現場付近で「不審

者」を見かけた人からの目撃情報を募って

いる。情報は RCMP（250-474 –2264）へ。
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2021年6月28日 

溶けてしまうと 

思った日 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

６月２７日より再開しました 

✧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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4 人に誤って接種したと発表（7月 2日）。

4 人の健康状態に異常は確認されていな

いという。県によると、うち 3 人は通信

アプリ「LINE」で予約。システムでは対

象年齢の下限を 18 歳としていたが、年度

末時点の年齢で判定していたため17歳で

も予約できる仕様だった。県がシステム

改修を行う過程で問題が発覚した。 

不二家のミルキー→新型コロナウィルス

の感染拡大の影響を受け、閉店を余儀な

くされる飲食店が増えている中、2020 年

で創業 110 周年を迎えた老舗食品メーカ

ー不二家は昨年末と今年 3 月に、それぞ

れ新業態の店舗をオープン。勝算は巣ご

もり生活が続くなかで、家庭でスイーツ

を食べて癒やしの時間になればと、「おう

ち時間をスイーツで応援しよう」という

プロジェクトを始めたこと。 

まんぷく→4 月に愛媛県とべ動物園で生

まれたオスのカバの赤ちゃんの名前が来

園者に投票で「まんぷく」と決定（7月 4

日）。現在体長 90cm、体重 50kg。 

 

 

 

 

 

汗が噴き出る 

        by ヨシダ 

 暑い、暑かった。今、6 月 30 日午前 8

時半。フルに開けた窓から、冷たい風が

吹き抜け、これぞビクトリアの涼しすぎ

る夏、と普段に戻ったことに安堵する。

昨日までのビクトリアの熱波は過ぎてし

まえばなんのその、とは浅はかなので言

わない。熱波の苦しみがあったからこそ、

ビクトリアの夏の朝のこの冷たい風の心

地よさ、有り難さを改めてかみしめる。 

 今回の熱波で、日本のあの灼熱、炎天

下、猛暑を思い出した。日本の夏を過ご

して久しく（最後に夏に日本にいったの

は 2008 年）、完全に忘れていたあの暑さ。

日本とちょっと違うのは湿気がないこ

と。湿気のないビクトリアの夏は、ちょ

っとやそっとの気温の上昇くらい、じっ

としていても汗ダラダラにはならないだ

ろうとタカをくくっていた。ニュースの

天気予報が来たる熱波、ヒート・ウェー

ブ！を連発しても、30 度も超えないだろ

うと、思っていた。ここは 28 度でもヒー

ト、ヒートと大騒ぎするし、それに構え

ていても、実際は 24℃だったりして、ニ

ュースの天気予報は全くアテにならな

い、と思っている。 

 ところが、今回、熱波が来る前から 40℃

近くになるとニュースキャスターが吠え

ている。ほんとになんとまぁ、大袈裟、

このビクトリアにそんな熱波がくるはず

ないだろーが、と半分バカにしていた。 

 そして、その熱波が予期された 6 月 26

日土曜日。通常の熱波 28 度でも室内は 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

佐賀から支援物資→静岡県熱海市伊豆山

の土石流災害を受け、佐賀県などを拠点に

被災地支援に取り組む公益社団法人

「Civic Force（シビックフォース）」は、

佐賀市と静岡県富士宮市のスタッフ2人を

現地に派遣した。避難者の新型コロナウィ

ルス感染予防に役立てるため、マスク 3 千

枚とアルコールジェル520本などの支援物

資も発送した（7月 5日）。2人は、災害対

策本部や別の支援団体と連携しながら、避

難所の状況や支援物資のニーズを把握す

る。物資は現地の配送センターで受け取

り、避難所に届ける予定。 

がけ崩れと土石流の前兆→7 月 3 日(土)は

梅雨前線による影響で静岡県や関東南部

で大雨となり、静岡県や神奈川県では土砂

災害が発生した。土砂災害、とくにがけ崩

れとは、地中に大量の水分を含み、土の層

から急激に斜面が流れ落ちることを言う。

このため、川に流木が混ざったり濁ること

ががけ崩れのサインとなるそうだ。また川

の水位が急に下がる。これは上流で川の水

がせき止められているため。 

九州豪雨から1年→熊本県を中心に九州か

ら西日本の広範囲に被害をもたらした九

州豪雨は7月4日で発生から1年を迎える。

熊本県では 6 月に人吉市の当時 90 代の男

性と錦町の女性（87歳）が初めて災害関連

死と認定され、県内の死者は計 67 人、九

州 5 県で計 79 人となった。熊本県内では

他に 2人の行方が今も分かっていない。熊

本県は 6 月末時点で 3675 人が仮住まいで

の暮らしを続けていると発表。 

 

＜社会ニュース＞ 

五輪警備とバルーン→東京オリンピッ

ク・パラリンピックの競技会場などが複数

ある東京・お台場周辺を上空からも警戒し

ようと、警視庁は 7月 6日より国内初の取

り組みを始める。その手始めに 5日午前、

江東区青海に登場したのは直径がおよそ

6m あるバルーン。それに備え付けられたカ

メラが上空およそ 100m の位置から人流な

ど地上の状況を広範囲に確認する。 

ワクチン接種、敬遠 11%→新型コロナウィ

ルスワクチンの接種が進む中、接種を受け

たくないと考える人が約 11%いることが、

国立精神・神経医療研究センターなどの全

国調査で分かった（7月 5日）。約 74%が副

反応への心配を理由に挙げた。接種を敬遠

する傾向は、特に若い女性で強く見られ

た。調査は 2 月にインターネットを通じて

全都道府県の 15-79 歳の 2 万 6000 人にア

ンケートし、約 2万 3000 人の回答を集計。

17 歳の 4人に誤接種→群馬県は、県営の 2

ヵ所のワクチン接種センターで 6月 26 日

～7月 1日の間、接種対象が本来 18 歳以上

のモデルナ製ワクチンをいずれも 17 歳の 

 

30℃近くになるため、夕食に炊飯器を使う

ことは室内温度上昇で耐えられないので、

念のため朝のうちに炊いておくことにし

た。室内で炊こうとしたが、なにやら朝か

らムンムンの気配。室内の温度を上げない

ように気を付けて、今回は初めて、庭に炊

飯器を持ち出して、外のプラグでつないで

外でお米を炊いた。こうすると炊飯器から

でてくる蒸気や熱気は外の空中に消えるの

で室内は影響しない。 

 とまぁ、この日が本当に 36 度にもなると

は半信半疑でお昼を迎えた。そして、やっ

ぱり違うこの「むんむん」な空気。尋常で

ないと悟るや否や、ヒート・ウェーブ！と

吠えていたニュースキャスターの顔を思い

だし、慌てて熱波防止対策にかかる。 

 まずは窓を閉めて、ブラインドを閉ざし、

直射日光を避けた。エアコンをもっていな

いため、頼るは扇風機 2 台。ちょっとの暑

さで使いだしたら、夕方、とくに気温がピ

ークとなる午後 5 時に耐えられなくなるだ

ろうと思い、扇風機をかけるのは午後 5 時

ギリギリからと腹を決める。 

 午後 1 時を過ぎるころにはかなりむんむ

んな暑さに耐えられなくなったが濡れタオ

ルでしのぐ。外にでて、どこかのカフェで

過ごすのもいいが、どうせ多くの人が涼み

に押し寄せているだろうし、その暑さに出

かけるのもしんどい。 

 だからして、家にいて動かないでじっと

TVを見る。が、これまたよくない。TV がそ

の気孔から熱を発している！じゃ、TV を止

めて本でも、と思うもページをめくるもの

暑く感じ、それよりもまず暑さで読む気が

しない。こういうとき何もする気が起らな

い。ただ、じっとして暑さに耐えるよりほ

かない。 

 そして夜。夜は気温も下がり、と期待し

ていたが……裏切られた。少々気温は下が

ったものの、マットレスが熱を含み、横た

わると汗が噴き出て眠れない。全くなんと

いう暑さ。 

 ところで、扇風機は、たまたま持ってい

た。たしか 2009 年に熱波（といっても 30

度もなかったような）がきたとき、急いで

扇風機を買いに走ったら、どこも売り切れ。

しかたなく扇風機なしでその熱波を乗り切

ったが、次回の熱波に備えて、扇風機を調

達しておこうとその後に買ったものだ。が、

10年以上もクロゼットで眠っていた。 

 今回のすごすぎる熱波は 73 年ぶりだと

か。ということは人生一度（2 度迎える人

もいる）の歴史的大イベントを一つ経験し

たことになる。とはいえ、気候変動が言わ

れる昨今、来月にもまた一層すごい熱波が

くるかもしれない。 

あつい、あつい、あついー！
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★ こんなの見つけました ★ 

これから、廃れるもの（２） 

 前号より続く、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、という

トピック。そんなものをリスティング。 

（参考：www.moneytalksnews.com） 

1. ショッピングモール（Shopping malls） 

2. 現金（Cash） 

3. 公衆電話（Pay phones） 

4. 電卓（Calculators） 

（上記、前後にて解説） 

5. 地図（Paper maps）：Google マップや

ナビなどデジタルマップが普及した今、た

しかに必要がない紙の地図は大きくかさ

ばり、ワンポイントを眼をさらにして探し

たりして目的地に着く前に疲れ果てる。デ

ジタルなら、検索もできて、まさに今風テ

クマップ。GPS のおかげもあり、車にも、

スマホにも、スマートウォッチにだってつ

いている。ここまで地図が身近であると、

さすがに「紙」は御用なし。にもかかわら

ず、紙マップに固執する人もいる。それは

それでワケもわかる。というのも、もし電

気がなかったら、デジタル地図はタダの暗

闇。やっぱり紙が役立つ。ということで、

多くの人は車のコンパートメントに今も

なお紙の地図を保管している。 

6. 紙のカタログ（Print catalogs）：上記、

デジタルマップ同様、カタログはその

Website で十分に威力を発揮し、Web なら

ではカタログが生きている（ビデオや音

声、チャットも可能）。そしてついでにそ

の場でオーダー購入までできる。もっと良

い点は、そばに店員がくっついて購入を勧

めないこと。そのオススメに負けて、仕方

なく購入したという経験を持つ人も少な

からずいるに違いない。そんなこんなでカ

タログの需要がないメーカーはカタログ

の生産を減少させているそうだ。そろそろ

なくなるころである。 

7. ビジネスカード（Business cards）：最

近、ビジネスカードをもらったことはある

だろうか。コロナ禍もあり、そういう受け

渡しが減ったということもあるが、大きな

理由はビジネスカード自体が廃れ始めて

いるということだ。今や、インターネット

の時代、客が知りたい情報はそのサイトへ

行けば、なにで 

もわかる。 

8. パーキングメ 

ーター（Parking  

meters）：コイン 

やカード払いの 

メーターポール 

がなくなり、ス 

マホで支払の時 

代に突入。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ほおずき・サルサ  

 七夕でぷっくりした「ほおずき」を思い

出す。殻の中にはチェリートマトのような

実があり、それがまたトマトの味に近い。

そういうわけか、英語名は「Tomatillo（ト

マティーヨ）」トマトに似た命名である。 

 メキシコでは、トマティーヨはトマテ・

ベルデ（tomate verde、緑のトマト）と呼

ばれ、メキシコ料理に欠かせない食材であ

るそうだ。 

〔材料〕ほおずき(tomatillos,8 個,殻をと

る)、トマト(中 1個)、玉ねぎ(小さめ 1個)、

ハラペノペッパー(jalapeno pepper,1本)、

コリアンダー(fresh cilantro,刻んで大さ

じ 3)、ニンニク(3 片)、ライム(1 個)、塩&

こしょう(少々)、トルティヤチップ 

1. ハラペノは縦に切り、中のタネとヘタ

を切り取ってから細かく刻む． 

2. 玉ねぎ、ニンニクはみじん切り、トマ

トは角切りにする． 

3. 鍋に水（3C）を入れて沸騰させ、ほお

ずきの実を入れて 5分ほどゆでる．ざ

るにとって水を切り、室温に冷ます． 

4. フードプロセッサーに、ライムとトル

ティヤチップを除くすべてを入れる． 

5. 4 にライムを絞り入れ、プロセッサー

にかける（全体が混ざる程度）． 

6. トルティヤチップでデッィブする． 

ためになる名言 

  ドナルド・ラムズフェルド 

元米国防長官 

（911 同時多発テロ時）これは、新しい

型の戦争だ。Ｄデーもないし、ミズーリ

号での調印もないだろう。はるかに複雑

な戦いで、勝利を告げるのは儀式ではな

く、安全という感覚である。 

弱みを見せれば挑発を招くのは歴史が教

えている。 

もしあなたが批判されないなら、十分に

はできていないのかもしれない。 

間違いをしない人はあまり成功しない。

重要なのは間違えないということではな

く、間違いを正し、主要な作業に取り組

むことである。 

（イラク政府がテロリスト集団に大量破

壊兵器を提供している証拠がないことを

記者会見でとがめられたときの名文句） 

しられているとしられていることがある

(There are known knowns)。何かがなか

ったという報告は、いつ聞いても面白い。

知ってのとおり、知られていると知られ

ていること、つまり知っていると知って

いることがあるからだ。知られていない

と知られていることがあることも我々は

知っている。言ってみれば、我々は知ら

ない何かがあるということを知ってい

る。しかし、知られていないと知られて

いないこと、つまり、我々が知らないと

知らないこともある。 

（参考：Wikipedia） 

〔Donald Henry Rumsfeld：1932-2021 年、

イリノイ州シカゴ生。政治家。フォード、

ブッシュ政権にて国防長官を務め、イラク

戦争ではブッシュ政権内で終始強硬な攻撃

論を主張。祖父はフランドル系で、ドイツ・

ブレーメンからの移民。奨学金を得てプリ

ンストン大学に通い、卒業後米海軍でパイ

ロット及び飛行教官を務めた。全米海軍レ

スリングチャンピオン。多発性骨髄腫を患

い 2021 年 6 月 29 日、死去、享年 88 歳。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 

7 月 1 日現在、ステップ３へ（ワクチン接種 70%超） 

・マスク着用義務なし：ワクチン 2 回目終了 14 日経

過後、2-12 才はオプショナル、2 才以下 

・サービスプロバイダへのワクチン接種の証拠表示

の必要なし 

・パーソナルの集合は制限無、スリープオーバー可 

・イベント集合は 50 人まで（収容可能人数の 50%） 

・カナダ全国の旅行可 

・レストラン等、通常に戻る、人数制限なし 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

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 

電話予約は 1-833-838-2323（Island Health） 

【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、9 月 1 日ま

で、4:30-8:30pm、#1-2827 Belmont Ave.、

Oaklands Com. Centre にて 
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 ここのところの気候も 

過熱気味ですが、不動産 

市場もオーバーヒート状 

態から抜け出せていない 

状況が続いています。40 

度近い暑さの中でも、内 

見のリクエストがかなり入っていました。

 最近の傾向としては、コロナ下で移動等

にかなり制限がかかっていましたが、ワク

チンの接種も進み、移動の制限が緩んでか

らは、かなりの数のローカルでないバイヤ

ーが入ってきています。私自身が６月に販

売した物件もバンクーバーのバイヤーが

購入されましたが、バンクーバーだけでな

く、カナダ各地からビクトリアの不動産を

求めて市場に入ってきているような実感

を受けました。 

 左図示の７月２日の統計を見ていただ

くとおわかりかと思いますが、６月３０日

から三日間で、新規物件 76 件しか市場に

出てこなかったのに対し、ペンディング

（成約）114 件と売れた件数 467 件と、圧

倒的な在庫不足の状況が一目でわかりま

す。 

 皆さん、用意周到の上ハウスハンティン

グにのぞみましょう。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 ☆☆☆☆
☛7 月 10 日(土)、11am-4pm：2687 James St.

にて、Heidi Summer and Etsuko Kaji による

Elements of Wonder 絵画展．自然、人間、宇宙

のインターコネクションを祝う．オールエージ

対象、参加無料、詳細は、 

https://cowichanvalleyartscouncil.ca/even

t/heidi-summer-and-etsuko-kaji/ 

☛7 7 月 9(金)-11(日)日：MUSICFEST、バーチャ

ル版．パーフォーマーやプログラム詳細は、

islandmusicfest.com． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２０） 

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。 

 ６月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。相変わらずの圧倒的な売

り手市場ではありますが、売買件数的に

は、５月に比べると下降傾向にあります。

コンドミニアムに限って述べると、売買件

数は逆に増加しています。昨年の同じ時期

と比べると、コロナで一戸建て志向が顕著

となった去年の結果と相反して、62%以上

の増加となりました。 

 原因は色々考えられると思いますが、６

月１日付で変更となったモーゲージのス

トレステストによるものが響いてきた可

能性は否定できません。戸建ては無理だけ

れども、コンドミニアムなら買えるという

こともあるかもしれません。一時的な戸建

ての売買件数の減少は、サプライ不足とい

う事情をも反映した結果ともとらえられ

ます。 

 売買件数が減少したからといって価格

が下がるかというと、そうでもなく、一戸

建て、コンドミニアムともに５月と比較し

て上がっています。一戸建ては、昨年の６

月に比べて、20%近い値上がりです。５月

と比べても 2.6%上がっています。 

 コアエリアのベンチマーク値で見てい

くと、$1,063,500 (今年６月の戸建て) 

$896,700 （昨年 6月の戸建て）、$531,100

（今年６月のコンドミニアム）、$490,400

（昨年６月のコンドミニアム）。 

 

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】先週、6 月末の激熱波、

日本の暑さに慣れた身とはいえまいりました．

土曜、日曜とひたすら扇風機だけで耐えていま

したが、次の 28 日月曜がこれまたピークと聞

いて、また一層暑くなるのかと目の前真っく

ら．この扇風機で足りるか、と不安になり日ご

ろホコリをばらまくため使わない天上のファ

ンをかけたら、その勢いで電気がグラグラとき

てみているだけで一層暑くなりそうなので、こ

れはボツに．もう行くところまでいくしかない

と、月曜午後は、汗だらだらで仕事をしました．

そばに扇風機のお供です．あとコーヒーは火を

使わないで作るアイスコーヒー．ガラスジャー

にコーヒーと水を入れて一晩おくとできます、

というのが某番組で知って役に立ちました. 

 

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 
●6月29日火曜日49.5℃という歴史的最

高気温を記録した BC 州内陸のリットン

（Lytton）で、外で目玉焼きを焼いてい

た。本当に焼けるのかと半信半疑で TV 画

面を見つめた。やはり卵をフライパンに

落とすなり、ジュワーと焼けるわけでは

なく、しばらく放置すると半熟に固まっ

ていた、とう状態。ちょっと食べる気が

しないにしても、暑すぎることはよくわ

かった。その後、この村は、ワイルドフ

ァイヤーで瞬くうちに焼け落ちてしまっ

た。心が痛む。（ハーティエッグ） 
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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 

 


