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 捕まえて分かった男の素性。男は運転禁

止の身であり、ブレイク＆エンターの罪で

仮釈放中だった。また、そのときのアルコ

ール検査で、制限値の 2 倍量が検出され

た。男はナナイモ出身の 36 歳。 

 

カラス、煙突から救出される  

 Saanich 消防隊にとって、それは予期せ

ぬ救助だった。7月 6日火曜日の午後 7時

頃、Saanich 住民から家（Raymond Place）

の暖炉からカラスが助けてくれとばかり

カァカァと鳴き羽をバタつかせている、と

の通報が Saanich 消防署にあった。 

 普通でない救助に消防隊チームは早速

出動。現場に到着するなり、すべてを悟っ

た。カラスは煙突の中にいたくない！早く

オレを出してくれ！と鳴いている。煙突の

中でもカラスは気流をコントロールする

ポイントでもがいていた。 

 消防隊は、煙突の上から毛布を落とし

て、カラスを暖炉の外に押し出した。毛布

で受け取られたカラスは、毛布を広げるな

り一目散に自由に飛び立った。 

 一般に、家の煙突には鳥は入りやすく、

実際に入り込んでいても住民が気が付か

ないことが多いという。こうした鳥は、不

幸にも窒息死するか、冬には暖炉の火で焼

け死んでしまうとか。今回のカラスはよく

鳴くカラスで一命をとり止めたようだ。 
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COVID-19 感染、拡がる  

 7 月 23 日金曜日、BC 州パブリックヘル

スチームはその日のCOVID-19感染者が112

人に上ったと発表した。前日の木曜は 89

人だった。先週より、感染増加にある。 

 金曜の死亡者は 4人で、これにてパンデ

ミック勃発以来、BC 州の COVID-19 感染に

起因する死亡者は全 1,767 人となった。  

 7 月 23 日現在 COVID-19 陽性は 603 人、

入院は 46 人、うち重篤は 15 人。Vancouver

島内の陽性者は 22 人となっている。 

 

Beacon Hill Park の放火犯  

 その放火犯は女だった。Beacon Hill 

Park のところどころに火をつけたとみら

れ、目撃者の通報により女は逮捕された。

 それは、7月18日日曜日の午後5時半頃。

Beacon Hill Park で女が小さなトーチで芝

生に火をつける姿が目撃された。目撃者は

警察に通報するかたわら、女の跡を追っ

た。女は行くところ行くところ芝生に火を

つけていた。目撃者は火を発見する都度、

それが広がる前に足で火をもみ消した。 

 警察は現場近くに来たところで（Simcoe 

St）、問題の女を発見した。一目で Duncan 

 

エリアで御用となっている女であること

を確認した。 

 女は警察を見ると、近くに停めてあった

バンに乗り込んだ。もちろん女のものでは

ない。警察はそれを食い止めようと女と格

闘するうち、バンは動きだし女はバンに乗

って逃げ去った。 

 警察は、増員して女を追跡。そのうちに

近くで警察に助けを求める住民に出くわ

した。住民曰く、ブレーク＆エンターで女

が家に押し入ったため、怖くて自宅から飛

び出した、とのこと。 

 警察がその住民の家に入ると、放火犯の

女が中でシャワーを浴び、クローゼットか

ら服を取り出して着ていたところ。警察は

そこで女を逮捕することができた。 

 女は、放火、ブレイク＆エンター、オー

トシフト、そして犯行現場逃亡の疑いでチ

ャージされる。 

 

警官、噛まれる  

 7 月 19 日月曜日の午後 10 時頃、

Government と Wharf St.の交叉点で、女が

行き交った通行人 2 人の顔にツバを吐い

た。被害者 2人は警察が到着するまで女が

逃げないように取り押さえた。 

 警官が現場にかけつけ、被害者たちは女

を引き渡したが、その間、女は暴れまくり、

警官にも噛みついた模様。 

 その後、女は酔いがさめるまで警察署の

留置場に入れられた。女に噛まれ、またツ

バを吐かれた被害者 2 人と警官は検査の

ために病院に送られた。ツバという体液に

はどんな病気、伝染病が潜んでいるかわか

らない。 

 

サウンド・オブ・クラッシュ 

 7 月 19 日日曜日の午前 2 時頃、

Shelbourne St.と Cedar Hill X Rd.の交

叉点近くをパトロールしていた警官 2 人

がクラッシュ（衝突）の音を耳にした。そ

の音がした方向へパトカーを走らせると、

Cedar Hill X Rd.の中央帯のコンクリート

にぶつかったらしき車の破片を発見した。

破片はところどころに落ちており、クラッ

シュのインパクトでクルマからオイルな

どの液も垂れ流し状態となっているとみ 
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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 

 
れ、どうやらドライバー

は衝突後に逃げ去ったよ

うだ。 

 警官たちは破片と液の

跡を追った。終着点は、

Ophir St.のパーキングロ

ット。警官たちがそこで

パトカーを止めて降りる

や否や、クラッシュの車

からドライバーが飛び出

し逃げ去ろうとした。ド

ライバーが近くの塀をよ

じ登ろうしたところを警

官が取り押さえた模様。 
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コラム Vol.67 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

とうとう開幕したオリパラ in Tokyo  

日本社会の膿の放出 

 ただ一つ、ロサンゼルス・エンゼルス

所属の大谷翔平選手のスコア以外、残念

乍ら私はスポーツにはトンと興味がな

い。彼が気になるのは「なんたって翔平

クンは可愛いもん！」とこんな調子であ

るから、スポーツを純粋に愛し熱狂的に

応援している人たちからは、きっと総ス

ッカンを食うこと間違いなしと思う。 

 とは言え、先週の金曜日（23日）には、

待たされ続けた『オリンピック 2020』が

東京で開幕されたとなれば、日本を母国

とする物書きとしては、それに触れる記

事を一本くらいは書かねばなるまいと思

っている。 

 まあそれにしても、何と問題続出のオ

リパラな事か！ 

 招致の決まった2015年からの問題をほ

んのちょっと思い出しても、国立競技場

の建設計画の白紙撤回を皮切りに、エン

ブレムの盗作疑惑、JOC 会長の贈賄疑惑、

今年になってからは森前会長の女性蔑視

発言、タレントの容姿への侮辱、人権に

絡む問題等など等など・・・。まるで溜

りに溜まっていた日本社会の膿が一斉に

噴き出たかに見える。 

 「もうそんなニュースは聞き飽きた！」

と思う読者は多いことだろう。私もその

一人だが、不安、不信、混迷のオンパレ

ードで、それがコロナウィルス問題と二

人三脚で拡散されていったのだから、某

放送プロデューサーの「こんなカオスな

五輪はない」との言葉はまさに当たって

いる。 

開幕式のハイライト 

 まあこの辺で「負の問題探し」は止め

るとして、私が思うオリパラの最大にし

て最高に喜ばしいことは、聖火の最終点

火者にテニスの大坂なおみ選手が選ばれ

たことである。橋本大会組織員会長の意

向が反映し、多様性を五輪の理念の一つ

と標榜するにふさわしい人選だったと

思う。 

 この2，3年の大坂選手の活躍を思えば、

選出に異議はないと考える人は多いもの

の、やはり「純粋な日本人でない」こと

にこだわる人も無視できない数だとか。

周知の通り彼女の母親は日本人ながら、

父親はカリブ海に浮かぶ小国ハイチ出身

の黒人である。 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

台風接近→台風の接近を受け、静岡県熱海

市は、土石流被害を受けた伊豆山地区の住

民を対象に 7 月 26 日、避難を求め、安全

な場所へ移動してもらう考え。気象庁の予

報では、台風 8号の接近にともない、熱海

市は 26 日夜から雨が降り出し、27 日には

雨脚が強まる見通し。 

移動式郵便局→去年7月の豪雨災害で被害

を受けた熊本県球磨村で 7 月 26 日、移動

式の郵便局が営業を始めた。去年の熊本豪

雨では球磨村にある3ヵ所の郵便局が被災

し、現在も 2ヵ所が休業。車両型郵便局は、

車内では郵便物の受け付けを行うほか、

ATM も設置されている。 

ドローンで情報伝達訓練→集中豪雨や土

砂災害に備えるため岡山県津山市で小型

無人機ドローンを使った情報伝達訓練が

行われた。それは集中豪雨により土砂災害

が発生したことを想定し、ドローンで被災

現場の状況を撮影する訓練。市役所に設け

られた対策本部に映像を送るとともに、警

察や消防などと対策を検討する。 

 

＜社会ニュース＞ 

ワクチン接種証明書→日本政府は 7 月 26

日から、海外渡航者向けの新型コロナウィ

ルスのワクチン接種証明書について、全国

の市区町村で交付申請の受け付けを始め

る。接種証明書を提示すれば、イタリア、

オーストリア、トルコ、ブルガリア、ポー

ランドの5ヵ国で入国時の待機やウィルス

検査などの免除・緩和といった優遇措置を

受けることができる。韓国では、入国時の

待機免除の申請に必要な書類の一つとし

て認められる。発行手数料は無料。 

東京五輪開会式、驚異的視聴率→7 月 23

日夜に NHK 総合で生中継された「東京 2020

オリンピック・開会式」（後 7:56-11:51、

235 分）の平均世帯視聴率は 56.4%（ビデ

オリサーチ調べ、関東地区）だったことが

分かった（7 月 26 日）。2008 年北京五輪の

37.3%を大きく上回り、前回 1964 年東京五

輪の 61.2%に迫る驚異的な数字。瞬間最高

視聴率は 61.0%（午後 8:25、8:26、8:47）

に達した。なお、2016 年リオ五輪は 23.6%

だった。 

沖縄・奄美 世界自然遺産→世界遺産の登

録を審査する国連教育科学文化機関（ユネ

スコ）世界遺産委員会は、日本政府が世界

自然遺産に推薦した「奄美大島、徳之島、

沖縄島北部及び西表島」の登録を決定した

（7 月 26 日）。西表島の浦内川が希少種・

固有種を育む。国内の自然遺産登録は 2011

年 6 月の小笠原諸島（東京都）以来、10

年ぶり 5 件目。県内では 2000 年に世界文

化遺産となった「琉球王国のグスク及び関

連遺産群」に次ぐ登録で、18 年の登録延期

から 3年越しの実現となった。 

 だが、今回の幾つもの競技種目の中で活

躍する日本国籍でハーフの選手は、バスケ

の八村塁（ベナン人）、陸上のサニブラウン

（ガーナ人）とケンブリッジ飛鳥（ジャマ

イカ人）など皆父親が黒人である。言うま

でもないが、体力のみに限って言えば、余

程の例外を除き日本人の体躯は黒人のそれ

に劣る。 

 だがスポーツは体力さえあればいいと言

うものではない。あるスポーツ解説者は「日

本人が世界のトップレベルと伍していくに

は、競技の如何を問わず“日本人らしさ”

を武器にすることが必要」と言う。 

 そして「規律を保ち、組織的にプレーす

ることでパワーやスピードといった個々の

選手の能力で劣る部分を補う」と解説する。

その為「日本で育ったハーフの選手は、日

本人の良さである秩序や勤勉さを持ってい

る上に、フィジカル的に海外の選手にも対

抗できる強さが備わっているスポーツマン

が多い」と言う。つまり「従来の日本人の

長所を保ちつつ、体力的に海外の選手に負

けない、そんな優位性を作ってくれるのが

ハーフの選手ではなかろうか」という分け

である。まことにその通りだと筆者は大き

く頷いた。 

開かれた社会 

 しかし今はまだ彼等ハーフが活躍する場

は、スポーツ界や芸能界に集約している。

特に黒人とのハーフの場合は、大坂なおみ

選手の北海道・根室市に住む祖父（70代）

が典型的な例であるように、（理由は言うま

でもないことだが）娘の結婚後 10 年近く関

係を断っていたとのこと。しかしラッキー

にも孫が世界的に大活躍したことで、時の

人となり態度が変わったそうだ。 

 外国住まいで久しぶりに訪日すると、そ

こここで働く「純日本人」以外の人々の数

に驚かされる。日本は言われて久しい少子

高齢化が大問題になっており、政府は移民

政策を強化し、日本市場に送り込まなけれ

ば、社会が立ち行かなくなるのは火を見る

より明らかなのだ。 

 いつの日か日本社会のそこここに、肌の

色や母語が異なる多くのハーフや他国出身

者たちの顔が、カナダのように違和感なく

散見されることを切望する。 

 余談だが TV での観戦は、NHK に加え民放

５系列が日替わりで競技の生中継を長時間

放送する予定という。 

 だが NHK に限って言えば、各試合後に行 

       う元オリンピアンのコメン 

テーター達のお行儀のよさ 

が、「スポーツを楽しむ」と

言う雰囲気からは程遠く何 

とも堅苦しい。 

 もっとリラックスしたセ 

ッティングに出来ないもの 

か・・・と感じずにいられ 

ない。 
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★ こんなの見つけました ★ 

オリンピック、おウチ観戦 

 このコロナ惨禍、やるのかやらないの

か、もめにもめた東京五輪・パラリンピッ

クが開幕した。「やる」と決めたからには、

東京でコロナ感染者が増加しようとも後

には引けず、オリンピック強行である。 

 日本、東京、ただでさえ暑い中、世界の

各国から人が来て、人が増え、東京は一層

暑くなる。そんななかでも、一ついいこと

は、外で観戦しなくていいということ。家

でのテレビ中継は人の熱気は感じられな

くとも、家の中で涼みながら観戦できる。

熱中症の心配もなく健康的であるかもし

れない。 

 しかし、ここへ「待った」が入った。高

温や多湿の環境下で起こる全身の熱障害、

いわゆる熱中症が、屋外だけでなく、室内

でも発症する、というのだ。とりわけ、マ

スク着用により、熱中症のリスクが高くな

っている、ということで、「オリンピック

のおウチ観戦」でも注意が必要であるそう

だ。いま、その対策をここに。 

 まずは、家の換気や室温に注意するこ

と。そして、常に水分補給。観戦に熱中す

るあまり、水分補給するのを忘れがちにな

る人も少なくないそうだ。室内といえども

こまめな水分補給が必要である。ただ、ビ

ールを飲みながら観戦で、これを水分補給

と思わないこと。なぜなら、アルコールは

利尿作用があり、水分補給したつもりでも

逆に水分を排出することになり、脱水症状

に陥ることがあるという。それどころか、

水分補給のつもりでガブガブ飲めば、急性

アルコール中毒の危険性も高まるので要

注意。またコーヒー、紅茶、コーラ飲料な

どには利尿作用があるカフェインが多く

含まれているので、こちらも要注意。ジュ

ースなども糖質が多く含まれていて、飲み

過ぎると血糖値の上昇や肥満の原因にも

なりかねない。 

 あと、熱中症が起こりやすい条件につい

て。環境省によれば、熱中症を引き起こす

条件は「環境」と「からだ」と「行動」に

よるものが考えられるという。「環境」の

要因は気温が高い、湿度が高い、風が弱い

など。「からだ」や「行動」の要因は、激

しい労働や運動によって体内に著しい熱

が生じたり、暑い環境に 

体が十分に対応できない 

ことなど。つまり、体 

温の上昇と調整機能の 

バランスが崩れると、 

身体に熱が溜まり、こ 

うした状態が熱中症を 

引き起こす。以上を踏 

まえて、安心オリンピ 

ック観戦を。 

 
Cooking for the Lazy: 

ピーチン・チーズケーキ  

 ベーキングしないで、鍋でつくって冷やす。

ひんやりとろけるチーズケーキ。今が旬のピ

ーチを埋め込んでPeach in cheese cake。 

〔材料：12 人分、デザート容器 12 個〕ピ

ーチ(中4個)、レモン(1/4個)、砂糖(1/2C)、

卵(3 個)、コーンスターチ(大さじ 1)、ミ

ルク(1 1/2C)、砂糖(3/4C)、クリームチー

ズ(2 ブロック,500g)、 

1. ピーチを縦半分に切り種を取り除く

（毛のあるピーチは皮を剥く）．縦に

スライスして 1個につき 12 枚のスラ

イスができる． 

2. 鍋に 1を入れ、レモン汁を絞りさっく

りと混ぜる．上から砂糖(1/2C)をふり

かけて 30 分置く． 

3. 2 を中火で煮立たせ、ピーチに火が通

ったところで（ピーチに透明感がでる

まで）火を消して冷ます．  

4. 別の鍋(大き目)に卵、コーンスター

チ、砂糖、ミルク、砂糖を入れてミキ

サーで混ぜる．  

5. 4 を火にかけ、中火で煮立たせる．焦

げ付かないように底から、側面からス

クレイプしながらとろみがつくまで

混ぜて火を切り、クリームチーズを加え

て溶かし混ぜる｡室温にまで冷ます． 

6. デザート容器に 5を入れ、3 のピーチ

で飾り、冷蔵庫で 3時間冷やす． 

ためになる名言 

  リチャード・ブランソン 

ヴァージン・グループ会長、宇宙へ旅立つ 

私が冒険を好むのは事実だが一番の魅力

は冒険を始める前の勉強である。 

ビジネスは自分や人のために作るべきで

あって金儲けのためにやってもうまくい

くものではない。 

英雄とは自分の出来ることをした人のこ

と。凡人とは自分の出来ることもせずに

出来きもしないことをしようとする人の

こと。 

やってみなければ結局は失敗と同じ。 

とにかくやってみよう、否定ではなく、

肯定を起点にしよう。自分に挑戦しよう、

目標を持とう、楽しもう、変化を起こそ

う、自分の足で立とう、忠実でいよう、

目一杯生きよう、冒険のないところに、

得るものはない。 

私は、仕事を仕事だと思っていないし、

遊びを遊びだとも思っていない。すべて

が生きていることだ。 

何か新しいことを始めようという時に、

99%の人に狂っていると反対されても、自

分が出来ると思うならやればいい。 

チャレンジ。これこそが人生だ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Sir Richard Charles Nicholas Branson、

1950年、英ロンドン生。イギリスの実業家。

コングロマリット、ヴァージン・グループ

の創設者で会長。今月７月 11 日にロケッ

ト動力付きの機体で宇宙へ旅立った。上級

家庭に生まれる。父親は法廷弁護士、母親

は元スチュワーデス、祖父はサーの称号を

持ち、高等法院の裁判官で枢密院のメンバ

ー。幼い頃はディスレクシアに悩まされ、

17歳のとき学校を中退、「Student」という

名の雑誌を創刊。趣味で始めた中古レコー

ドの通信販売で成功を収める。1973年には

レコードレーベル「ヴァージン・レコード」

を立ち上げた。1984年にヴァージン・アト

ランティック航空を設立。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、7 月 22 日現在 

フルワクチン接種（２回目接種後１４日経過）を 

終えるまでマスク着用 

ステップ４への移行予定：９月７日 

BC 州再起動に向けてのゴールデン・ルール 

・ワクチン接種を受けよう 

・パーソナルスペースを意識しよう 

・人の身になって考えよう 

・身体に異常を感じたら家にいよう 

・ガイドラインに従おう 

・手を洗おう 

・旅行の前には確認しよう 

・野外はいつも安全である 

詳細は、www.gov.bc.ca/RestartBC 

【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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 「アイアンマン３」 

は、スーパーヒーロー映画です。子供が楽

しむ映画ですが、大人も楽しめます。なん

といっても悪が退治されるのは実に痛快

で、日頃のストレスを発散でき精神的効果

絶大です。ただ、その効果を最高にするに

はやはりストーリーともに面白くなくて

はなりません。今回の「３」は、主人公の

トニー・スタークが、アイアンマンになる

以前の横柄な態度が招いた危機と、アイア

ンマンとなったことで生じたトラウマ、今

なお胸の奥に残る兵器の破片、そして因縁

深いテロリスト組織と対決する、などの問

題に決着を付ける内容となっています。 

 アイアンマンの人間としての成長が鉄

の鎧（アーマー：armer）とともに巧みに

描写されています。加えて、子供が活躍し

たり、米大統領たるものが鉄の鎧を実際に

身に着けて歓喜する姿は、この映画によい

スパイスを加えているといえるでしょう。 

 ストーリーは、1999 年の大晦日にスイ

スのパーティー、という設定で始まりま

す。1999 年です。今から 20 年も前になり

ます。その間にテクノロジーはずいぶんと

発展、その勢いを考えると「アイアンマン」

になるべく鉄のアーマーが民間でも手に

入るという日がきっとくる、という気さえ

してきます。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛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． 

☛8 月 8(日)日まで：Cadboro-Gyro Park にて、

Sand Sculptures 砂彫刻展示．プロによる砂の

芸術コンテスト、投票サイトは、 

bit.ly/2021Sand 

☛8 月 14(土)&15(日)日：恒例第 26 回ドラゴン

ボートフェスティバル．詳細は、 

www.victoriadragonboatfestival.com/festival/ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

ＩＲＯＮＭＡＮ３ 

邦題：アイアンマン３ 

2013 年米、製作：スタン・リー、出演：

ロバート・ダウニー・Jr、グウィネス・パ

ルトロー、ドン・チードル、他 

By 見聞録実行員 No.3

 先日テレビで放映されているのを目撃、

何を今さらと思いつつ観ていたら、これが

結構おもしろく、ならば DVD を借りて観よ

う、ということになりました。 

 アイアンマン、英語「iron」の発音はカ

タカナ表記で「アイアン」となりますが、

「鉄」のことを日本語カタカナで「アイロ

ン」というなら、当然「ironman」も「ア

イロンマン」とすればいいのに、と歯がゆ

い限りです。「アイロンマン」とするほう

が、ヒーロー、正義の味方のニュアンスが

絶対的に強いと思うのですがどうでしょ

うか。ま、終わったことはいいでしょう。

とりあえず今回の作品は「アイロンマン

３」となり、「アイロンマン１」から始ま

る３部作の完結編であるそうです。 

 冒頭で「何を今さら」と言いましたのは、

この「アイアンマン３」（2013）の前の、

「アイアンマン２」（2010）が悲しいほど

に面白くなかったからです。「アイアンマ

ン１」（2008）が面白かっただけに、「２」

の出来の悪さには相当にガックリときま

した（一応、あくびをかみ殺して最後まで

観ました）。ということで個人的に「アイ

アンマン３」などもってほか、というより

あれだけ「２」が面白くなくて「３」が作

れるか、という思いがありました。そうい

う経緯があり、あれから 10 年後の今、す

でに「３」が出来て過去のものになってい

たとは露知らず。たまたまテレビで発見し

（チャンネルを繰っていたとき）、若きグ

ィネス・パルトロー（アイアンマンのトニ

ーの恋人役）をみて、もう 50 才近いだろ

うに、実に若い！とびっくりしたら 10 年

近くも前のもので安心した次第です。 

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】半信半疑のトーキョーオ

リンピックが始まりました．開会式の行進に、あ

れほど指摘された「スマホ禁止」もなんのそので、

選手たちはスマホ片手に下向き加減で歩くかセル

フィーに酔うかの、ぜんぜん規則正しい行進にな

っていない行進でした．日本の小学生時代、運動

会の練習で、前見て歩けっ！の行進練習とは月と

スッポン．視聴者としては、きちんときれいに胸

を張って歩く姿を見たかったものです．あれじゃ、

ガタガタ、正々堂々のスポーツ精神も見えません．

 

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 
●東京オリンピックがついに始まった。

カナダも熱波に見舞われ、恐ろしい暑さ

を体験したとはいえ、それで暑さに慣れ

たとはいえず、果てさて、日本の炎天下

でカナダの選手はどうなるのだろうと懸

念した。先日のニュースで、ボート漕ぎ

競技の選手たちがほとんどサウナ状態の

室内にて汗ダラダラでトレーニングして

いるのを垣間見て、ちょっと安心した。

床は汗でぬれていた。まんざら日本の暑

さをバカにはしていないようだ。マジメ

に対処しているとみた。とはいえ、やっ

ぱりそれで日本と同じ競技環境というに

はほど遠いと思うのだが…。（ごりん） 
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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. 


