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当然、パトカーに追いつけず、それを自ら

悟ったのか、諦めて自分の野営地に戻って

行った。 

 パトカーは、直ちに Uターンし男の野営

地へと向かい男を危険武器所持の疑いで

逮捕した。押収したナイフは両刃ナイフだ

った。また、他の武器も男の野営地で発見

された模様。 

 

ナイフ、でなく剣 

 7 月 11 日日曜日の午後 5 時半頃、Sooke

は West Coast Rd.にあるリカーショップ

で強盗事件が発生。容疑者の男は、大きな

「剣（長さ約 60cm）」を振り回してスタッ

フを脅した。男はリカー3本を盗み逃げ去

ったが、後に警察に逮捕された模様。 

 

だれのヘビ 

 7 月 6 日火曜日の夕方、Fairfield（+ 

Vancouver St.）の 700 ブロック付近にあ

るアパートの一階パティオでヘビが発見

された。ヘビは体調 1.2m。Victoria 警察

は、ヘビのオーナーを求めている。連絡は、

250-414-0233 へ。 

 警官とコミュニティメンバーはゴルフ

クラブとホウキをもってヘビを捕獲、段ボ

ール箱に入れることに成功した。ヘビは

Victoria Animal control サービスに送ら

れ、そこでオーナーの迎えを待っている。

 

 

見聞録のあるところ 
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島、COVID-19 感染現況  

 7 月 10 日と 11 日の週末、BC 州内におけ

る COVID-19 新感染者は 123 人、Vancouver

島内での新感染者は 5人となった。死亡者

はゼロ。7 月 12 日月曜日現在、BC 州内に

おける COVID-19 感染陽性者は 658 人（前

週の金曜の 661 人から減少）、Vancouver 島

内では 12 人減って 32 人となった。 

 島内詳細は、島北部で 3 人、中部で 22

人、この Victoria を含む南部で 7人。 

 7月12日現在、BC州内においてCOVID-19

感染による死亡者数は 1,760 人。入院患者

は 66 人、うち重篤患者は 14 人。 

 また、この時点で BC 州住民、12 才以上

の 78.8%が少なくとも 1 回のワクチン接種

を終了。うち、2回目のワクチン接種は 45%

となっている。 

 

Victoria、レンタルマーケット現況 

 希望のレンタルを求めて、毎日 30 分お 

きにオンラインでニューリスティングを

チェック。稀に見つけたら、10 分後には

もうそのオーナーと話している。しかし、

この時点でオーナーはすでに 50 人もの申

込みを得ており彼女はその最後だった。と

ため息をつくのは子ども 2 人を持つ女性。

2 年ごとに引っ越しを余儀なくされるカ

ップルは、レントがすぐに値上げとなり払

えなくなるためである、と訴える。この 2

年ごとの引っ越しは、過去 10 年も続いて

いるそうだ。 

 Greater Victoria のレンタルマーケッ

トはかつてなく厳しい。Victoria で見つ

けられないため、少々不便でもローカルを

探ると、Mill Bay で自分たちにとって手

頃な家を見つけられたそうだ。見つけた家

は、カッテージ、それでも月に$2000 する

という。このカップルは音楽教師とハイテ

ク会社勤務の中流家庭。ミドル・インカム

も怯える昨今のレンタルの高さ、この先ど

うなるのかと見通しがつかない。 

 Greater Victoriaの空室率は現在2.2%。

全部埋まっているわけではないが、レンタ

ルするには高すぎる。その理由の一つはコ

ロナ禍で、テナンシーが脆くなったためで

あるとか。テナントが予期せず引っ越すた

め、オーナーも収入が確実でなくなり、保

身にもレンタルを高く、という決断に達す

るそうだ。 

 今、BC 州政府はこのハウジング・クラ

イシスの解決に勤しむ。まずはレンタル・

フリーズを打ち出し、オーナーは今年終わ

りまで値上げできないことになった。テナ

ントを追い出したくて、リフォームを理由

にするオーナーはリフォーム申請書を政

府に提出しなければならないことになっ

ている。 

 

観光客、増える 

 Victoria への観光客が日に日に目に見

えて多くなっているそうだ。これにて経済

復活、観光業界はやっと安堵のため息を漏

らした。コロナ制限の長いトンネルを抜け

出し、今やっと光が入ったようだ。 

 7月 1日木曜日のカナダディから続く連

休の間、数千人の旅行客が Victoria に雪

崩のように入ってきた。賑やかさは日曜の

夜まで続いたそうだ。再開したダウンタウ

ンの各レストランも客の入りにコロナ以

前の活気が戻ってきたと喜ぶ。 

 

パトカー、追われる  

 7 月 10 日土曜日の午前 7 時頃、ナイフ

を振り回しながらパトカーを追いかけた

男が逮捕された。 

 そのとき、パトカーの警官たちは

Pandra Ave.(Vancouver St.近く)に沿って

巡回中だった。そこへいきなり後方から男

が現れた。走るパトカーをターゲットにナ

イフを高く上げて振り回しながら、パトカ

ーに追いつこうと必死に走っていた様子。
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あかあかと 

彼方を照らすは 

ワイルドファイアー 

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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体のホームページなどで確認し、開設し

ない場所で遊泳しないよう注意を呼びか

けている。 

信号機が折れて倒壊した事故の原因→今

年の 2 月、三重県鈴鹿市桜島町の交差点

で、信号機が倒壊した。けが人は出なか

ったが近くのブロック塀の一部が壊れる

などの被害があった。信号機の耐用年数

は 50 年とされているが、この信号機は

1997 年に設置されたもの。耐用年数の半

分も経っていないのになぜ倒れたのか。

原因は「犬の尿」。そこは犬の「お散歩コ

ース」になっており、長年、おしっこを

かけられ続け柱の根元が腐食したとする

（三重県警交通規制課）。今回の信号機倒

壊により三重県では、動物愛護条例で「公

共の場所でペットに排泄させることを禁

止」した。  

西日本の定番おやつ→「おにぎりせんべ

い」（誕生は 52 年前の 1969 年、（株）マ

スヤ）といえば、西日本に住む人にとっ

ては家やコンビニでよく見かける定番の

おやつ。日本全国に「おにぎりせんべい」

が行き届いているかと思えば、実は東日

本では定着していないことがわかった。

原因は東西のしょうゆ文化の違い。東日

本側ではその味は受け入られなかったそ

うだ。 

 

 

 

 

 

実るほど、頭を垂れよ  

        by ヨシダ 

 社会的地位が上がった途端、大きな顔

をする、調子にのる、職権乱用する。そ

してパワハラにセクハラと、なんでもご

ざれは古今東西、割に世の常。しかし時

代とともに人の倫理観が向上した今、そ

うしたことはすぐに民衆に咎められて批

判される。先進国なら解決が速い一方、

後進国はたいてい無解決のままにいき、

やっぱり後進国というレベルから進歩し

ない。弱肉強食の野性が残り払拭できな

いままとなる。 

 しょっぱなから話がそれてしまった

が、社会的地位が上がった途端、勝手な

ことをする人といえば、まずは元米大統

領のトランプが思い浮かぶ。もう過去の

人となりつつあるこのオヤジの悪事はさ

ておき、日本の勝手なヤツにフォーカス

してみると、先日ニュースに上がってい

た大阪府池田市長である。昨年 2020 年 4

月頃に市長室にサウナを設置して市民か

ら批判されていた。それから 1 年以上経

った今、やっと市長自身が辞表提出で、

ついに公私混同のドタバタ劇は幕を閉じ

たようだ。 

 それにしても、こんなにワガママな行

動に振り回された市民も気の毒である。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熱海土石流 519 人が避難→静岡県熱海市

伊豆山地区の土石流災害で、同市は被災者

らを対象とした窓口を設け、住居に関する

相談に応じている。建物被害は 131 棟に上

り、519 人が避難所となっているホテルに

身を寄せる。避難の長期化を懸念する住民

もおり、住まいの回復は急務。「子どもた

ちは転校しないといけないか」「通勤でき

るか」など心配は後を絶たない。また、別々

の避難先で生活している家族もいて、「い

つ、一家で暮らす生活を取り戻せるのだろ

うか」と被害者は話す。 

ウシ浮く→梅雨前線の影響で記録的な大

雨となった九州南部。鹿児島県では 7月 10

日未明から断続的に続く雨で、各地で浸水

や冠水の被害が発生した。鹿児島県さつま

町柏原では、午後 0時 40 分までの 24 時間

雨量が 473 ㍉と観測史上最多を記録した。

柏原地区のとなり湯田地区では農業用の

ため池があふれ、大量の水が近くの牛舎に

流れ込んだ。たたき付けるような雨が降り

注ぐ中、畜産会社の社員ら約 30 人が牛舎

に駆けつけたときは、約 100 頭の牛が水に

浮いている状態だったという。社員らは首

や胸まで水につかりながら牛をトラック

まで追い込んだ。 

復興五輪→東日本大震災で被害を受けた

岩手、宮城、福島 3県と、熊本地震で被災

した熊本県の子どもたちを東京五輪の競

技観戦に招待する事業が中止されること

が分かった（7 月 12 日）。東京都内の競技

会場が無観客開催となることに伴う措置。

事業は開催理念に位置付ける「復興五輪」

の一環として、都が企画していた。子ども

たちは都内の会場で観戦したり、ボランテ

ィアを体験したりする計画だった。 

 

＜社会ニュース＞ 

開幕まで1週間→新型コロナウィルスの緊

急事態宣言下で開催される東京五輪は7月

16 日で開幕まで 1週間となった。東京都の

新規感染者は 2日連続の千人台となり、15

日は 1308 人に増加。感染拡大で緊迫が高

まる中で、大半の競技会場が「無観客」と

なる事態。祝祭感も漂わず、開幕に向けた

異例のカウントダウンが進む。 

今年の夏、海水浴場は→今年の夏、新型コ

ロナウィルスの影響で、全国の海水浴場の

およそ 40%が開設しないことがわかった

（海上保安庁の調査）。調査は全国 1121 ヵ

所の海水浴場について行われ、今月 7日時

点で、開設しない場所が 451 ヵ所、およそ

40%を占めた。昨年も、新型コロナウィル

スの感染拡大の影響でおよそ 40%の海水浴

場が開設を見送ることとなった。海水浴場

を開設しない場所では、ライフセーバーや

監視員がいないなど事故が発生する危険

性があるため、海上保安庁は、事前に自治

時もとき、ちょうど新型コロナ勃発の異常

事態で日本中が騒いでいるときである。そ

んななか、この市長は市長室でサウナをし

ていたのか、とあきれてしまう。個室でい

いよな、コロナウィルスも入ってこない。 

 この「サウナ」問題が暴露されたのは、

昨年 10 月に某新聞社が「市役所に勝手に住

み着いた大阪池田市長、家庭用サウナも持

ち込んだ証拠動画」というすっぱ抜いた記

事を配信したことから。サウナ持ち込みの

市長の言い分は、「腰痛緩和のため」だとか。

大学時代にアメリカンフットボールをやっ

ていたスポーツ巨漢らしく、「健康」が歩い

ているようなもの、それで「腰痛」といわ

れても市民は信じないだろう。信じる信じ

ないにしても、やっぱり市長室にサウナは

あまりにも行き過ぎである。ともあれ市民

による批判で、とりあえずはサウナの利用

に使った電気使用料 690 円なりを市に昨年

末に返金したそうだ。 

 だが、この市長の公私混同はこれのみに

終わらず。他、東大阪市内の自宅との往復

に公務のタクシーチケットを私的流用して

およそ 16 万円を全額返金していたことも

明るみにでた。 

 1976 年生まれの 45 歳は、今回の辞意会

見で「サウナの設置については確かなこと

ではあるが、一連の内容について、全く真

実ではない一方的な報道がなされていたの

は、大変遺憾に思う一方で、市民と約束し

た公約はこの 2年半で概ね達成できた」と、

サウナ設置についての反省をうやむやにし

つつ自分の功績を称えている。勝手なヤツ

である。 

 上記の池田市長以外、探ればいるいる勝

手な市長。もう一つ例を挙げれば、千葉・

市川市長 47 歳。不思議に池田市長と同じ年

回りに多い勝手なヤツ。この市長は米高級

電気自動車テスラの公用車導入や市長室に

シャワー室設置に加え、私設秘書の逮捕、

起訴で物議を醸しているそうだ。この市長

に辞職を求めるデモが去る6月21日に行わ

れ「テスラにシャワー室と全国のニュース

でどれだけ市川の恥をさらしてくれるの

か！」「失策を何ら反省することなく平然と

居座っている。税金の無駄遣いは止めてく

れ！」と市民が叫んだ。 

 「実るほど頭を垂れ稲穂かな」というで

はないか。稲が成長すると実を付け、その

重みで実（頭）の部分が垂れ下がってくる

ことから、立派に成長した人間、つまり人

格者ほど頭の低い謙虚な姿勢であるという

こと。肝に銘じてほしい。もっとも再当選

はないだろうが。 
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★ こんなの見つけました ★ 

これから、廃れるもの（３：最終回） 

 前々号より続く、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） 

5. 地図（Paper maps） 

6. 紙のカタログ（Print catalogs） 

7. ビジネスカード（Business cards） 

（上記、前後にて解説） 

8. パ ー キ ン グ メ ー タ ー （ Parking 

meters）：コインを入れるメーターがなく

なるというのではなく、メーターポールそ

のものがなくなり、スマホで支払の時代に

突入。今や多くのサービスが、パーキン

グ・アプリを個人のスマホへダウンロード

するよう呼びかけている。そのアプリでパ

ーキングスロットナンバーを入力、確保、

同時にオンラインカード払いができると

いうもの。ただ、こうしたテクに慣れてい

る人でなければ、なかなかスムーズに事は

進まない。アプリによる操作でにっちもさ

っちも行かなくて時間ばかり経過、結局バ

ーキングできなくアポも間に合わなくて

キャンセルという悲惨な事態に陥る可能

性も十分ある。 

9. 家のカギ（House keys）：パスワードを

ドアノブに取り付けられたスクリーンに

入力してドアをアンロックするドアのノ

ブは部品として売りに出されて久しい。そ

の普及具合は把握しかねるが、家のカギ、

車のカギと、ジャラジャラするカギが少し

でも減るのは身軽になって快適である。 

10. 黒板（Classroom chalkboards）：チョ

ークの粉はうっとうしく、あの書くときの

音も耳に触るが、やっぱり学校では黒板に

先生が書いてくれることでなにか「学ん

だ」気がするものだ。テクノロジーの発展

で黒板とチョークが学校から消えるのは 

ちょっと寂しい。黒板に変 

わって今は消えるマジッ 

クで書くホワイトボード 

が主流らしいが、やっぱり 

「黒板」にはそれなりの威 

厳がうかがえた。 

 
Cooking for the Lazy: 

ブロッコリー・キッシュ  

 夏本番。ブロッコリーが安く出回ってい

る。普段 1lb が$2.99 はするが、今は半値

位で売り出され、たくさん買ってしまって

あとクサる、という事態もありブロッコリ

ーに悪く思う。そこで、ブロッコリーをた

くさん使う卵パイ。冷めてもティスティで

ボリュームのある一品である。 

〔材料：10in 丸形パン〕ブロッコリー(雑

に切って 4C)、玉ねぎ(1 個)、ニンニク(1

片)、卵(4 個)、コーンスターチ(大さじ 1)、

ミルク(1C)、モツレラチーズ(シェレ

ド,1C)、ベーコン(2 スライス)、バター

(1/2C)、小麦粉(300ml)、塩&こしょう 

1. ボールに小麦粉を入れ、冷たいバター

を落とし、フォークでバターを切りな

がら混ぜる（バターが豆つぶ大）． 

2. 1 に冷水 60ml を加えて．少々練ってま

とめ、冷蔵庫に 30 分置く．小麦粉を

ふりローラーで平らにして丸形パン

に敷き詰める． 

3. 2 をオーブンで 15 分焼く（400°F）．

中央にアルミ箔を敷いて焼く間に中

央が浮かないようにする． 

4. 玉ねぎとニンニクはみじん切り．ベー

コンは 1㎝四方に切る． 

5. フライパンを熱しベーコンを炒め、出

てきた油脂をペーパータオルで吸い

取ったあと、ブロッコリー、玉ねぎ、

ニンニクを加えて炒め、塩、こしょう

をして味を調える． 

6. ボールに卵、ミルク、コーンスターチ、

を入れて混ぜ、チーズを加えて 3のパ

イに 5を入れたあと上から注ぐ． 

7. オーブン(350°F)で 35-40 分焼く． 

ためになる名言 

  メアリー・サイモン氏 

カナダの新総督 

（過去におけるカナダ政府の先住民同化

政策の一環として設置された寄宿学校の

跡地から子どもの遺骨や墓標のない墓が

次々と見つかっているなか、先住民団体

は、先住民族の悲劇、懸念や要求を代表

できる人物として、サイモン氏のカナダ

総督任命を歓迎）カナダの歴史において、

とりわけ内省し、行動する時期に任命さ

れ感謝しています。私が任命されたこと

は、カナダにとって歴史的で、インスピ

レーショナルな出来事です。和解への長

い道のりの重要な一歩を前に進めるもの

でもあります。 

私がカナダ総督に任命されたことで、カ

ナダ国民が更なる平等な社会の確信を感

じられていることを切に願います。 

ケベック州に生まれながら、その地の言

語であるフランス語を先住民同化政策の

一環の寄宿学校で学ぶことができません

でした。今、フランス語習得に力をいれ、

カナダ総督として英語、フランス語両方

で公務を果たす予定でいます。 

（参考：Wikipedia） 

〔Mary Jeannie May Simon(イヌイット語: 

Ningiukudluk)、1947 年、ケベック州東北

部 Nunavik 生。元ブロードキャスター、

外交官。このほど、新カナダ総督にトル

ドー首相が推薦、エリザベス英女王が承

認、先住民として初めて任命された（前

任者のジュリー・ペイエット総督は今年

1月、部下へのパワハラ疑惑で辞任）。そ

れまでデンマーク大使、先住民族イヌイ

ットの全国組織の議長を務めてきた。イ

ヌイット族の母とイギリス人 (Hudson 

Bay Company 勤務)の父の間に生まれ、8

人兄弟(4)姉妹(4)の上から 2 番目。高校

卒業後、CBC で北部地域のブロードキャ

スターを務める。自身の結婚では 3人を

もうける。現在カナダ総督に就くべく、

フランス語を習得中。母国語英語の他イ

ヌイット語も堪能。現在 74 才。〕 
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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、7 月 11 日現在 

マスク着用はまだ必要？BC 州よりメッセージ 

今 BC リスタートのステップ３ 

・ワクチン接種２回目をフルに終えるまで 12 才以上

は公共のインドアではマスクを着用しましょう。 

・「ワクチン接種 2 回目をフルに終える」とは２回目ワ

クチン接種後１４日経過していることを意味します。 

・「公共のインドア」とは、モール、店、イベント、交通

機関などを指します。 

・マスクをしている人を尊重し、マスクを着用するよう

指示がある場所ではそれに従いましょう。 

・お互いの安全を守り、このコロナ惨禍を共に乗り

越えましょう。 

詳細は、www.gov.bc.ca/RestartBC 



Victoria Kenbunroku  全第６３５報 July 17, 2021  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リス、バルサム、ラベンダーなど。個人的によ

く使用するのは、ローレルリーフとラベンダー

です。ローレルリーフは、生命力を目覚めさ

せ、ハートチャクラも開いてくれます。ス

トレスを軽減し、人生を前に進む勇気を与

えてくれます。ラベンダーも色んな種類が

あるのですが、どれも強いリラックス作用

を促してくれます。その結果として呼吸が

ゆっくりになるのですが、それを明らかに

感じることを体験させてくれる優れた精

油です。 

 最後に、簡単にできる呼吸法を紹介しま

す。お腹からの深呼吸です。吸ってお腹が

膨らみ、吐いてお腹がへこむという呼吸。

手を下腹部に当てて呼吸をすると分かり

やすいのですが、３カウントで吸って、３

カウントで吐く、をまずは行ってみてくだ

さい。それが出来たら、４カウントずつに

増やしてみてください。何度か繰り返して

いると変化を感じてきます。とても簡単に

できる、思考が落ち着き、グランディング

にもなる呼吸法。ぜひお試しください。 

 それでは、今回は以上になります。今日

も自然の恵を感じながら快適な日をお過

ごしください。ありがとうございます。 

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com  

Blog: loveletterfromplants.com 

livingwithgaia.com 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛ 7 月 23( 金 )-8 月 2( 月 ) 日 ま で ：

sookefinearts.com にて、Sooke ファイン・ア

ート・ショー．オンライン Show&Sale．アーチ

ストによるデモ、トーク、オークションなど．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３６】 

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

和の世界を自然界と共同創造！ ホリステ

ィックセラピスト・ヒーラーの Sono です。

 今回は、呼吸のお話をしていきたいと思

います。早速の質問になるのですが、あな

たの今の呼吸状態はどうなっています

か？深くお腹から呼吸をしていますか？

それとも浅く胸だけの呼吸になっている

でしょうか？リズムは一定しています

か？それとも不安定になっているでしょ

うか。呼吸を見ることで、あなたのマイン

ドの状態が分かることはもちろんのこと、

人生の状況までも分かってきます。少しだ

けお話ししますが、マインドが落ち着いて

いると呼吸は落ち着き、マインドがざわつ

いていると呼吸が速くなったり不規則に

なります。そのため、逆に呼吸を整えるこ

とでマインドは落ち着いてきます。これ

が、“ストレスを感じた時に、深呼吸をし

てください”と言うこととも繋がってくる

のです。１回の意識的な深呼吸をすること

でもストレスは軽減されていき、マインド

も落ち着いてきます。なので、今後もしあ

なたがストレスを感じることがありまし

たら、ぜひ「呼吸」を思い出してもらえた

らと思っています。 

 さて、先月と今月とで、数名の方達と呼

吸の講座が開催されました。これは呼吸法

（プラナヤマ）を練習するだけでなく、精

油も取り入れての講座でした。精油を使う

と、プラナの取り込みが増えるというメリ

ットもあります（呼吸法を練習せずとも）。

なので相乗効果を考慮して、精油を用いて

呼吸の練習をしていきました。講座では、

精油を使用する前後での呼吸の状態を観

察してもらったのですが、みなさん精油を

塗布した方が呼吸が深くなっていました

ね。最初は胸部でしか呼吸をしていなかっ

た人もお腹からの呼吸ができるようにな

っていました。そして、回を重ねる毎に上

手くなっていっていました。 

 では、呼吸器に作用をもたらす精油をい

くつか紹介しますね。ユーカリ、モミ、スプ

ルース、マートル、ローレルリーフ、ロードデ

ンドロン、ペパーミント、ペニーロイヤル、オー

クモス、マグワート、マグノリアリーフ、プチグ

レン（オレンジ、マンダリン）、ベンゾイン、アミ 
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、7 月半ばをすぎ、

いよいよ東京オリンピック開催です．個人的に

待ちに待った、とはいわず、事無く早く終わっ

てほしいと願うばかり．灼熱の日本で競技はみ

ているだけで暑くなりそう、と言ったら本場で

頑張るアスリートに申し訳ないですね．それに

しても、観客で湧かないオリンピックってタレ

をつけない焼き肉と同じ、などとたとえが悪い

ですが思ってしまいます．では、ビクトリアも

これから夏本番、Happy Summer! 

 

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 
●1964 年の東京オリンピック、夏の日本

は暑いため、10月になったそうである。

今更ながら知った次第。では、以来、年々

暑くなる日本、なぜにガンコに 10 月に移

動されないのかわからない。（アツコ） 
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ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

教会にて通常礼拝となりました 

✧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. 

ダグラスファー 

ペニーロイヤル 

マートル・レモン 


