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向、インナーハーバー（ダウンタウン側）

に向かってに疾走した。警察は被害者とな

ったフェリー会社からスキフを借りて、男

が乗るフェリーを追いかけた。コーストガ

ード船のキャプテンもこの追跡に協力し、

泥棒が乗る船と警官が乗るスキフ、そして

コーストガード船が狭い Gorge Waterway

をインナーハーバーに向かいレースする

という異例の事態に発展した。 

 その間、警官のスキフは泥棒のフェリー

に追いつき、泥棒と会話できる距離にまで

近づき、泥棒に降参するように説得した。

ともあれ、ボートが行き着くところはイン

ナーハーバーで終着点、男は行き場を失

い、警察に逮捕された。 

 男が盗んだ観覧船フェリーは$125,000

相当。Harbour Ferry のマネージャーによ

ると、こんな窃盗は会社設立 30 年になる

が初めてのことで信じられん！という剣

幕。唯一救われたのは、盗まれたフェリー

が傷一つ作らずに戻ってきたこと。 

 船内には、Subway サンドイッチの包み

紙があるなど、男は船内でピクニック気分

であったようだ。 

 なお、Harbour Ferry マネージャーがボ

ート窃盗に気が付いたのはスマホによる

セキュリティカメラのおかげであるとか。

これがなければボートは木端みじんだっ

たかもしれない。 

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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感染状況、横ばい  

 1月22日金曜日、BC州におけるCOVID-19

新感染者数は、508 人を記録し、どうやら

「増加傾向」から免れ「横ばい」に移行し

ていると報告された。現在 315 人が入院中

で、うち 74 人が重篤である。 

 その前週の金曜の記録を見ると、新感染

者は 584 人、それからスローダウンが見て

取れる。また、ケアホームでのアウトブレ

ークも今週はゼロとなった。 

 BC州ヘルスオフィサー、Dr.Bonnie Henry

は大掛かりなワクチン接種プランを発表

した。それは今年 4月に始められ、秋まで

に4ミリオンの市民がワクチン接種を終え

る、というもの。今日 1 月 22 日現在、BC

州では、110,566 人がすでにワクチン接種

を受けた。接種を受けた人たちは主にシニ

アや長期療養施設のスタッフなど、

COVID-19 感染ハイリスクの環境にいる人

たちである。 

7-Eleven で、ツバを吐く  

 Vancouver エリアにある 7-Eleven での

事件簿である。昨年 12 月 17 日のお昼前、

子犬を連れた男が入店した。男はマスクを

着用していなかったため、店のマネージャ

ーがマスクを着けるように注意した。する

と男はマネジャーに冒とく的な言葉を吐

き、ツバを吐いて逃げ去った。その際、マ

ネージャーは男ともみ合いになり頭を怪

我した。 

 この模様は店内のセキュリティカメラ

が捉えており、警察は男の様相を公開した

（1月 22 日）。市民に情報提供を呼び掛け

ている。容疑者の男は 20 代とみられ、ダ

ークスキンに身長約 175cm、中肉中背。黒

い短パンに黒い Tシャツ、そして明るい色

のフッド付きセーターにランニングシュ

ーズといういでたちだった。 

 

エアコンを盗む 

 珍しい窃盗である。1 月 20 日水曜日、

Esquimalt の一軒家から外壁に設置され

ていたエア・コンディショナーが何者かに

外されて盗まれた。 

 それは午前 1 時すぎのことだった。

Colville Rd.1200 ブロック付近にある一

軒家から通報が入った。家のオーナーは何

者かがフラッシュライトを照らしている

のに気が付いた。それは家の中に向かって

照らされていた。あたりを見回して、その

フラッシュライトの光はなんと外部のエ

アコンを取り外したあとの穴から差し込

んでいることを発見、仰天して警察に通報

することとなった。 

 警察が駆けつけ、近隣を捜査したが、泥

棒を捕まえることはできなかった。近隣に

はたくさんの小屋があったがどれも同じ

泥棒に一覗きされて荒らされた形跡が残

っていた。 

 警察は、近隣の民家にセキュリティカメ

ラの提供を募っている。エアコン泥棒逮捕

にこぎつけるには、カメラによる泥棒の様

相把握に頼るしかなかろう。 

 

フェリーボートを盗む  

 珍しすぎる窃盗である。かつ大胆で、

Victoria 初の大型窃盗であろうか。それ

も汽笛まで鳴らして意気揚々と。 

 1 月 19 日火曜日の早朝、インナーハー

バードックから観覧船Harbour Ferryボー

トが盗まれた。ボート泥棒はこの大型ボー

トを盗み、お金に変えるなどの金銭目的で

はなく、ただ単にジョイライドを楽しんで

いたとみられる。 

 その日の午前 3 時ごろ、警察は通報で

Swift St.近くの岸辺に急行した。男がフ

ェリーを盗み、それに乗って Gorge 

Waterway を上に向かって突っ走っている

とのこと。 

 警察が到着するなり、男は警察に気が付

いたのか方向を変更、警察から遠ざかる方
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泣いた赤鬼、 

最後にいい人に 

なりました 

だったっけ？ 

 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

COVID19 感染拡大防止のため閉鎖中 

✧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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杯飲んで帰ろう」がなかなかできない今、

「宅飲み」の形を変える商品がでた。海

外の食品や酒類の輸出入などを手がける

「グリーンエージェント」（埼玉）は先月、

鮮度を保ったまま配送やテイクアウトで

きる「ペットボトル生ビール」を発売。

ペットボトルには酸素の透過を防ぐ特殊

なコーティングが施されたものを採用。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.62 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

2021年1月22日‐核兵器禁止条約発効日 

 何と長い道のりだったことだろう！ 

 やっとここに来て、５日前の 1月 22 日

（金）に核兵器の開発、保有、使用など

を全面的に禁止する初めての国際法規

「核兵器禁止条約」の発行が南太平洋に

あるサモアから開始された。かつてこの

島周辺では、アメリカやフランスが核実

験を繰り返して行っていたことで知られ

ている。 

 この日が選ばれたのは、去年 10 月まで

に批准した国や地域が条約発効に必要な

50 カ国に達したことで、90 日後の 1月 22

日に発行が決まったのである。だがその

後も先月にペナン、つい先日カンボジア

が批准に加わり、現時点で 52 カ国になっ

た。加えてペルーやチリも批准の国内手

続きを近く完了するとの見通しが明らか

になっている。 

 この記念すべき日には、各地で色々な

催し物が開催された。 

 まず日本では広島、長崎、東京をオン

ラインで結び、被爆者や核廃絶に取り組

む若者たちが「核なき世界」の実現に向

けて活動を広げていくことを確信した。

そこにトロント在住の被爆者アクティビ

ストであるサーロー節子氏のビデオメッ

セージが流れ、開口一番「この喜びを皆

様と共に分かち合う事が出来て嬉しい」

と述べ「核兵器禁止条約から完全廃止ま

での道程を勇気をもって力強く前進し続

けることができるよう、いとしい死者と

共に歩み続けましょう」と結んだ。 

 今や世界的に知られるサーロー氏の活

動は、89 歳と言うご高齢にもかかわらず

とどまる所を知らない。2017 年に彼女が

係わる国際 NGO「核兵器廃絶国際キャンペ

ーン」（I CAN）の活動にノーベル平和賞

を授与された際に、式典で力強いスピー

チをしたのを覚えている方も多いことだ

ろう。 

 他にも、日本と同様に条約に加わらな

い方針を示しているオーストラリアのリ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

東日本大震災まもなく 10 年→東日本大震

災からまもなく 10 年を迎えるのを前に、

震災の教訓や復興状況を伝えるパネルが

岩手県庁で展示されているそうだ。これ

は、震災の経験や教訓を後世に伝えようと

国交省や自治体が初めて開いたもので、巡

回しながら県内11の会場で開かれている。

新型コロナの影響で施設の訪問を控える

ことを考慮して設置された二次元バーコ

ードを読み取ると、より詳しい情報を確認

できる。 

被災地の野菜の種が宇宙へ→東日本大震

災で被災した宮城県七ケ浜町ゆかりの西

洋野菜「ルバーブ」の種が国際宇宙ステー

ション（ISS）へ打ち上げられることにな

り、同町で 26 日、出発式が行われた。震

災から 10 年の節目に、被災地の植物や農

作物の種を宇宙に飛ばし、帰還した種を地

域活性化につなげるプロジェクトの一環。

復興庁、全国リモートクッキング→復興庁

主催の「福島のおいしいを体感！全国リモ

ートクッキング」が、福島県郡山市のガー

デンキッチン郡山駅前を拠点会場に行わ

れた（1 月 25 日）。東日本大震災と東京電

力福島第 1 原発事故の発生から間もなく

10 年となるのを前に、風評払拭を目指し、

県産ヒラメを使ったおいしい料理の作り

方などを全国に発信した。県産食材の魅力

を伝え、多くの人に会員制交流サイト

（SNS）で福島の情報を発信してもらおう

と企画された。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ禍で見直された紙の本→2020 年の

紙の書籍・雑誌の推定販売額（電子出版を

除く）は前年比 1.0%減の 1 兆 2237 億円だ

ったことが、出版社などで作る調査機関

「出版科学研究所」の調査で明らかとなっ

た（1月 25 日）。コロナ禍にもかかわらず、

減少幅は 19 年の 4.3%から縮小。外出を控

える生活で本の役割が見直され、街中や商

店街にある「街の書店」の売り上げが堅調

だったという。「コロナ禍で、普段は売れ

なかったジャンルの本も売れるようにな

った」と某書店経営者はコメント。 

国内最高齢スイマー→100 歳を超えて出場

した水泳大会で数々の世界記録を作り、国

内最高齢スイマーとして知られた山口県

の長岡三重子さんが 1 月 19 日、急性呼吸

不全のため死去。106 歳。80 歳の時、痛め

た膝のリハビリで水泳を開始。国内外の大

会で活躍し、得たメダルは約460個に上る。

2015年に100歳で女子1500m自由形に出場

し「100-104 歳」の部で世界で初めて完泳

するなど、100 歳になって以降、18 種目で

世界記録を樹立した。 

ビールの持ち帰り→ペットボトルでビー

ルを持ち運べる水筒。コロナ禍で「軽く 1 

ーマントル市に集まった人々に向けて、

ＮＧＯ団体の「ピースボート」がオンライ

ンで会合を開いた。広島での被爆経験者の

一人が、「国として批准するように政府に働

きかけて欲しい」と呼びかけた。 

 加えて世界的な規模で開催されたオンラ

インでの記念集会では、条約に批准する国

や地域から約 20 カ国の閣僚や大使が参加

した。 

 その中で、特に力強いメッセージを送っ

たのはアイルランドの軍縮大使で、「核廃絶

の目標に向けて大変重要な一歩を踏み出し

たが、これは条約を永久的なものにすると

いう新たな課題が始まったことを意味す

る」と述べた。 

 この他にも特質すべきことは、前述のペ

ルーやチリの他にもインドネシアやブラジ

ルの軍縮大使が、批准に向けての手続きが

進んでいると説明した事である。 

 周知の通り日本は世界で唯一の被爆国で

あるにもかかわらず、核保有国であるアメ

リカの傘下にあるためとの口実で条約に批

准していない。これに対して先述の I CAN

のベアトリス・フィン事務局長は「原爆を

投下された日本の経験を考えると、日本が

核兵器を合法のままにしようとしているこ

とに失望している。核兵器がどんなものか

よく知っている日本が、条約を支持しない

のは、政府が同じことが再び起こることを

許そうとしている」と述べている。 

 条約推進国の今後の活動は、今回の発行

が励みになって背中を押されて参加する国

が増え、数年以内には 100 カ国までになる

事を期待しながら各国に働きかける事と言

う。日本もその中に是非入ることを切望せ

ずにはいられない。 

 余談だが、草の根レベルで広がっている

世界規模の活動「Mayors for Peace（平和

首長会議）」を知っているだろうか。これは

広島で被爆したにもかかわらず力強く育っ

た銀杏の種から育った苗を、世界の町々に

配る運動の一環で、バンクーバー島でも二

か所ほどで見ることが出来る。 

 一つは Saanich Municipal Hall（770 

Vernon Ave. Victoria）の前庭で、もう一

つは Oak Bay Municipal Hall（2167 Oak Bay 

Ave.Victoria）の近く Hampshire Rd.／Oak 

Bay Ave.に植林されている。 

 今は冬枯れで葉は一枚も付けていないが春

になったら一度ご覧になる事をお薦めする。 

サーロー節子さん 

Saanich Municipal Hall 

前庭の銀杏 
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★ こんなの見つけました ★ 

ヘルスの神話（３：最終回） 

 昨年末より続くヘルスのはなし。2021

年もコロナに加えてその変異型にも見舞

われる見通しのなか、基本の健康を維持し

たい。今をゆく正しいヘルス情報を知り

COVID-19 感染予防共々、ヘルシーな 2021

年にしよう。 

（参考：msn.com/en-ca/health/wellness） 

1. リンゴ、一日一個で医者いらず：True 

2. 睡眠不足は週末に解消できる：True 

3. 夜の間食は体重を増やす：True  

4. 薄着をすると風邪をひく True 

（上記、前号にて解説） 

5. TV を近くでみると眼が悪くなる：これ

を子供のころに毎日のように親から言わ

れた人は多いに違いない。日本の狭い居間

におけるTV視聴はどうしてもTVと眼の距

離が近くなる。環境的に仕方がないことで

ある。しかし、今更ながら、この神話は正

しいのかどうかというと案外眉唾物であ

ることが判明した。近くで TV を観ること

による健康被害は、眼のひずみと疲労であ

って、決して眼球が損なわれる、というこ

とにはならないらしい。ただ、本当に危険

なのは今どきのスマートフォンやコンピ

ュータである。スマホにすればその小さい

画面からブルーライトがさんさんと眼に

当たるため、これが網膜に悪影響する。成

長期にある小さな子供には、大変危険であ

ると推測され、今、その研究が盛んに進め

られている。 

6. スパイシーな食べ物で体重が減る：つ

まり、辛いものを食べると痩せる、という

ことである。うれしいことにこれは本当の

はなしである。なぜならば、辛いもの、例

えばチリにはカプサイシンという成分が

含まれており、運動していなくても熱発

生、そして脂肪を焼き尽くす、というのだ。

要するに辛いものを食べると、じっとして

いても、体内で辛いカライと体内運動が起

こって蓄積された脂肪をエネルギー化し

て消滅させてしまう。ネズミの実験では、

一旦辛いエサをやると、以後太らない体質

になったとか。しかし、悲しいかな、これ

は人間には当てはまらないらしい。 

7. ピックルの酸っぱい液は筋痙攣を癒

す：瓶に入ったピックルの液、それは酢で

あるが、まさかこ 

れをゴクゴクと飲 

む人はいないだろ 

う。だが、いるの 

だ。筋肉の痙攣を 

癒すために、イヤ 

イヤながらに飲む。 

水を飲むより効果 

がある、と科学的 

に証明されている。 

 
Cooking for the Lazy: 

オレンジ・アプリコットマフィン  

 オレンジが香る素朴なマフィン。アプリ

コットもいれて鉄分豊富にすると、ぐーん

とヘルシー。何よりも鼻をツンとつくオレ

ンジの香りで目が覚める。 

〔材料：12 個分〕小麦粉(1&1/2C)、砂糖

(3/4C)、ベーキングパウダー、ベーキン

グソーダ、塩(各々、小さじ 1)、オレンジ

(中 1 個)、オレンジジュース(1/2C)、卵

(1 個)、ベジタブルオイル(1/4C)、アプリ

コット(ドライ,刻んで, 1/4C)、クルミ(お

好みで,クラッシュ,1/4C) 

1. ボールに小麦粉、砂糖、ベーキングパ

ウダー、ベーキングソーダ、塩を入れ

て混ぜる． 

2. オレンジの上下ヘタを切り取り、縦に

8等分する． 

3. 2 のオレンジ、オレンジジュース、オ

イル、卵をブレンダーに入れて撹拌す

る．8等分したオレンジの皮が少々ツ

ブツブでもよい． 

4. 1 の粉の混ぜ物の真ん中をくぼませ、3

を流し入れて混ぜる．湿ってポッタリ

とする程度に混ぜて 5分ほど置く（ベ

ーキングソーダなどが機能して気泡

ができるまで）． 

5. 12 個用マフィンパンにマフィンシー

トカップを敷き、その 3分の 2ほどま

で 4を満たす． 

6. オーブン（375°F）で 18-22 分焼く（竹

串を刺して液がついてこない）． 

ためになる名言 

   アマンダ・ゴーマン 

バイデン大統領就任式の詩人 

「我らが登る丘 (The Hill We Climb)」

より抜粋（参考：BUSINESS INSIDER JAPAN） 

日が登ると、我らは自らに問う、この

終わりのない陰のどこに光を見つけるこ

とができるのだろうかと。 

我らは傷を負いつつ、海を渡らなけれ

ばならない。我らは獣に勇敢に立ち向か

うも、静けさが必ずしも平和だとは限ら

ないことを学んだ。規範や概念が必ずし

も正義とは限らないことも。 

国を担うこととなる我ら、奴隷の子孫

でシングルマザーに育てられた痩せっぽ

ちの黒人の少女が、大統領になることを

夢見ることができ、その夢を朗読するこ

とができると知ったのだ。 

そう、確かに我らは洗練されていない

し、清廉潔白でもなく、完璧な団結を作

ろうと努力しているわけでもない。 

しかし我らは、目的に向かって団結し、

すべての人の文化、色、性格、条件にコ

ミットする国を作り上げようと努める。 

（参考：Wikipedia） 

〔Amanda Gorman：1998 年、米 LA 生。ア

メリカの詩人・活動家。2021 年 1 月 20

日、バイデン新大統領の就任式で自作を

朗読する詩人に抜擢、絶賛された。シン

グルマザーの母親は教師で（後に博士号

まで取得）、双子の妹とともに育てられ

た。幼少時は言語障害に悩まされたが、

母親に励まされて読書に没頭、ハーバー

ド大学では社会学を専攻。在学中の 2015

年に最初の詩集を発表（The One for Whom 

Food Is Not Enough）。2017 年、米議会

図 書 館 に よ る 全 米 青 年 桂 冠 詩 人 

(National Youth Poet Laureate)の第 1

回受賞者となったことがきっかけで、広

く注目を集め、大統領夫人ジル・バイデ

ンの目にもとまることとなった。〕 
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【コロナウィルス感染 Outbreak】 

コロナウィルス（COVID-19）感染の最新情報 

Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update 

Canada.ca/coronavirus 

制限延長２０２１年２月５日、旅行は自粛 

★体調が悪いと感じたら★ 

まずは、セルフテスト、ガイドライン８１１ 

https://ca.thrive.health/covid19/en 

ＢＣ州情報サイト www.bccdc.ca/covid19 

1-888-COVID19 (1-888-268-4319) 

★カナダ全国の COVID-19 感染者★ 

２０２１年１月２６日現在 

感染：カナダ全国で 757,022 人（死者：１９，４０３人） 

オンタリオ州：258,700、ケベック州：256,002、 

アルバータ州：121,901、ＢＣ州：65,234、他 

COVID-19 に関する安全情報、メール配信 

登録サインアップは上記サイトにて 

Public Health Agency of Canada 

【コロナウィルス感染拡大事態、日本への渡航】 

日本入国時の制限、検疫体制について 

日本政府は、変異ウィルスの感染拡大を受け、 

また、新型インフルエンザなど対策特別措置法に 

基づく緊急事態宣言発出に伴い、 

日本への入国制限と検疫体制を強化 

制限は以下のとおり． 

すべての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止 

すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時

における特例措置の一時停止 

緊急事態宣言期間における水際対策強化措置 

変異株流行国および変異ウィルスの感染者が確認

された国・地域からの入国者に対する検疫の強化 

日本へ帰国・入国の予定のある人は、 

事前、以下のサイト（外務省）で詳細を確認のこと 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 
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が続く限り、価格にも反映されていくこと

でしょう。社会はコロナで大変な状況にも

関わらず、なんとなく腑に落ちない感じが

拭えないのも事実ですが、今年も低金利、

需要に支えられ、じりじりと価格を上げな

がら推移していくという予想がもっぱら

のようです。価格が下がる兆候が見られな

いのが現況です。在庫不足も手伝い、しば

らくは売り手市場がつづくのではないで

しょうか。 

 皆さん何度も申しあげますが、買える時

に買える物件を買い、市場に入りこむのが

カギとなるでしょう。 

 御興味のある方は、 

日本語ウェブサイトは、 

www.gohomesold.co 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 ☆☆☆☆
☛1 月 30 日(土)、10-4pm：2423 Beacon Ave.、

Sidney Museum にて、LEGO ブリック展示会．オ

ールエイジ対象、楽しめるレゴのアート．参加

はドネーションで．詳細は、sidneymuseum.ca 

☛ 1 月 30 日(土)、12-4pm：600 Richmond Ave.、

The Chapel Gallery に集合、一緒に歩こうの会．

アートのジャーニー．オールエイジ対象、参加

無料．詳細は、www.stmatthiasvictoria.ca 

☛2月6日(土)、10am-4pm：630 Yates St.、Legacy 

Art Gallery にて、ライフストーリー．ライフ

をテーマにしたアート展示．参加無料．詳細は、

legacy@uvic.ca 

☛2 月 6 日(土)、7:30-8:30pm： 

www.victoriasymphony.ca に て 、 Victoria 

Symphony、デンマークからこんにちわ．デンマ

ークから届くミュージカル・ポストカード．オ

ールエイジ対象、視聴無料、詳細はサイトにて．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１６） 

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。 

 昨年 12 月の統計が出ました。トータル

で 631 件もの物件が売買されました。この

数値は、その前の 11 月と比較すると減少

してはいるものの、2019 年の 12 月と比較

すると約 60%近い増加です。コンドミニア

ムも2019年の 12月と比べると60%を超え

る数の物件が売買されました。 

 価格的なところでは、MLS のビクトリア

中心部をベンチマーク値で見ていくと、戸

建ては、2019 年 12 月が＄857,200 だった

のに対し、2020 年 12 月は＄915,100 と一

気に 7%近く値上がりしています。価格で

は、その前の月 11 月と比較しても、11 月

の＄903,100 から飛躍的に上昇していま

す。コンドミニアムの方は比較的に安定し

ており、50 万ドルを少し超えたあたりで、

2019 年、2020 年とも推移しています。 

 昨年は、ロックダウン中はほとんど動き

がなかった不動産市場でしたが、ロックダ

ウン解除以降は、低金利に支えられた需要

と在宅勤務への以降等ライフスタイルの

変化からか、異常な勢いで一戸建てが売ら

れ、なんとも予測のつかない展開となった

年でした。 

 昨年の今頃は 3 千件程度市場にでてい

たのを記憶していますが、現在はその半分

以下の物件しか市場にでまわっていない

状況です。今後も圧倒的な在庫不足の状況

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：日本製品、新品天然イグサ畳（関

西間サイズ）、囲碁盤あります． 

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1月末となり、来

週は2月です．今年も2月は28日にまでしかあり

ません．ということを今日に発見しました．ひと

月が短いとどうなるか、と別に考えなくていいこ

とを考えたりして気をもんでいます．日常生活に

さして変わりはないのですが、毎月「７」が付く

日に発行となる見聞録にとっては大問題です．と

いうことで、他の月と比べて3日の差異は非常に

重く、よって2月27日は休刊となります．ご理解

頂きありがとうございます．さて、1 月末、やっ

と冷え込んできた、という感じでバンクーバーで

は雪が降りそー、とニュースが伝えていました．

心洗われるような雪景色が恋しいので、ちらちら

と降って積もってほしいものです． 

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 
●元米大統領トランプの大統領オフィス

のデスクに設置されていたらしき「赤い

ボタン」（スィッチ）には笑えた。そんな

に大事なボタンとは何のためなのかと思

えば、「ダイエットコーラ」を運ばせるた

めに呼ぶ合図のボタンだった。一日 12杯

も飲んでいたらしい。12 杯も？となると

水がわりの飲み方、なんとも不健康なラ

イフスタイル。「ダイエット」飲料はケミ

カルなので飲み過ぎると毒。わかってい

ても好きなものは好き！したい放題のト

ランプ氏だからして納得がいく。なんだ

かんだと退任しても話題が尽きないトラ

ンプさまである。ところで、その赤いボ

タンは、バイデン氏が就任早々に、これ

はなんだ？と撤去した、ということであ

る。（ペプシ） 

●「1 月 25 日」は BC 州で初コロナ感染

が発生した日（もっとも検査でわかった

日ではあるが）。あれから一年、今年は「変

異型」も発生して、なんだか毎年姿を変え

て来るのかとおびえる。（陰性保持者） 

 
 

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 
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