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れた。警察が直ちに出動し、近隣にバリケ

ードがはられて通行止めとなり、パッケー

ジに爆発物が含まれているかどうかの捜

査 が Greater Victoria Emergency 

Response Team (GVERT)により始まった。 

 結果的に、爆発物は含まれておらず、通

行止めが解除されたのは 31 日土曜日の午

前 2時。 

 

家主、ビックリ、鉢合わせ  

 7 月 29 日木曜日、Oak Bay での出来事。

そのときホームオーナーはフロントドア

がノックされるのを聞いた。押し売りだろ

うと応答しないでいると、今度は裏のドア

がノックされるのを聞いた。オーナ－はそ

れも無視して居留守を通した。 

 数分後、キッチンウィンドウが壊れる音

を聞いた。何事かとキッチンの方へ行き、

ウィンドウにかけてあるブラインドを全

開すると、目の前に男が立っていた！ 

 オーナーもコソ泥も鉢合わせでビック

リ、コソ泥はすぐさま隣の家の庭へ向かっ

て逃げ去った。 

 男は身長約 175cm、肩まで届くブラウン

ヘア、顕著なベストに黒のショーツという

いでたち。そして、盗んだものを入れるら

しきバッグを持っていた。 

 コソ泥は、不在確認にノックする。応答す

ると「住所を間違えました」と言うそうだ。

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 
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 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 
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デルタ変異株、ダブル増加  

 BC州においてワクチン接種率が80%を超

えるなか、COVID-19 新型コロナウィルス

感染症のデルタ変異株 がダブルの勢いで

増加しているそうだ。実に 7-10 日の間に 2

倍に膨れ上がっているという。 

 8 月 3 日火曜日の感染状況集計では、8

月初めの連休を含む 4日間で 700人以上が

感染。その半数以上が、ワクチン接種率が

低い BC 州インテリア（内陸）に集中して

いる。 

 

先月のヒート  

 6 月末に 40 度前後の熱波が BC 州を襲っ

た。その 1 週間ほどに BC 州内の死亡者が

815 人であったことが、検死サービス（B.C. 

Coroners Service）より発表された。発表

当時、815 人全員が熱波による暑さが死因

とは確定されていないが、例年の年間平均

死亡者が617人ほどであることを考慮する

と、1 週間で 815 人はケタはずれ、多くが

暑さにより命を落とした、とみられる。 

 その後の検死により（8月 3日現在）、 

実際の究極の暑さが原因の死亡者は 569

人と確認された。6月 20 日から 7月 29 日

までの死亡者数である。569 人の 79%が 65

才以上の高齢者だった。なかでも、一人住

まい多かったという。 

 

それでも、「ながら」運転  

 スマホを手に持ち、または子供をあやし

つつ、又は何かを食べつつ、運転するのは

「distracted-driving」（ながら運転）と

みなされ途方もない額のチケットを切ら

れることとなる。 

 このほど、スマホを手に持っていなくて

も、「ながら運転」とみなされる判決がバ

ンクーバーであった。 

 違反チケットに反論し訴えた男性は、赤

信号で停止中、膝に置いたスマホを見てい

たため。ちょうどそこに警官がやってき

て、「ながら」と確定してチケットを切っ

た、とのことだ。 

 裁判では、男性は、膝に置いたスマホを

見るため「下を見ていた」が、スマホを手

に持っていなかったと主張。しかし「下を

見る」という行為は脇見であるため「なが

ら運転」と判決が下った。 

 

救急車にぶつかる  

 7 月 25 日日曜日、Oak Bay で赤と青のラ

イトを煌びやかに点滅しながら駐車して

いた救急車が衝突された。救急車の中に

は、誰もおらず（スタッフは患者救助に向

かっていた）怪我人は出なかった模様。 

 救急車に衝突したドライバーは酔って

いた。この衝突で 2 台目の救急車が呼ば

れ、ドライバーは一応の手当てを受けたよ

うだ。その後、警察に逮捕されてアルコー

ル検査を受けた。検査ではアルコールレベ

ル制限値の 4 倍の値、警察もその値の高さ

に、前代未聞と仰天した。 

 

観光スポットで金属棒を振り回す 

 7 月 31 日土曜日、Victoria はダウンタ

ウンの観光スポット、インナーハーバーの

通りで営業しているベンダーに金属棒で

襲いかかった男が逮捕された。 

 それは、午後 4 時半のことだった。

Government と Belleville の交差点で、

金属棒を振り回し、ベンダーや通りがかり

の人たちを脅している男が目撃された。

警察が駆けつけ、テイザーガンをみせて金

属棒の男に降参するよう説得したが、男は

いっそう暴れ始めた。 

 結果的に男（31 才）は逮捕され、留置

場に送られた。男に金属棒で襲われたベン

ダーは、怪我をしたが命に別状はない。屋

台はダメージを受けた。 

 

不審なパッケージ 

 7 月 30 日金曜日午後 4時半頃、Saanich

は Royal Oak の Chatterton Way、4500 ブ

ロック付近で不審なパッケージが発見さ 
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★★在宅でちょっとしたお仕事してみませんか？★★ 

【商品受取・配送代行のお仕事】 

プレゼントなどのラッピング作業がお好きで得意な方、必見！ 

在宅でのお時間を使い何かに貢献したい、 

お小遣い稼ぎをしたいと思っていらっしゃる方、是非！ 

1 か月およそ 100～150 ドル 

【必須採用条件】 

★カナダで就労可能ビザ所持 

★ご自宅に喫煙者のいらっしゃらない方 

★ペットのいない方 

ご興味のある方、missmaple777@hotmail.com 

配送代行業務担当者までご連絡下さい。 

募集に関するその他の詳細をお知らせ致します。 

長くお付き合い頂ける素敵なご縁を 

お待ち致しております＾＾ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

大ガッショウ、 

ハカにしみいる 

セミの声 
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五輪ゴルフとカラス→無観客で開催中の

東京オリンピック。ソフトボールや野球

など屋外の競技では、セミの大合唱が話

題となったが、男子ゴルフではセミに加

え、カラス、鳩の鳴き声が響き渡ったそ

うだ。特に、ここぞという場面で「カー

カー」と鳴くカラスに、タイミングを狂

わされる選手も出ているとか。 

シカも少子化→奈良の鹿愛護会は 7 月半

ばに奈良公園に生息する国の天然記念物

「奈良のシカ」の頭数を調査し、結果を

発表した。鹿苑に保護されている鹿を含

めた頭数は 1481 頭で、前年より 189 頭少

なかった。公園に生息する子鹿は82頭（前

年は 254 頭）と前年の 3分の 1以下。 

夏休みのお金→明治安田生命保険は、今

年の夏休みに使うお金の平均額は 1 人あ

たり 5 万 3807 円と、前より 1 万 1350 円

減るとの調査結果をまとめた（8月 3日）。

コロナ禍に伴う外出自粛の影響で2006年

の調査開始以来、最も少なかった。2009

年以降、平均額は 8 万円台で推移し、19

年と 20 年は 6万円台に減少していた。今

年の夏休みの過ごし方は「自宅でゆっく

り」と答えた人が 73.4%となった。実家な

どに帰省予定がある人の割合は 18.6%で、

帰省しない人が 42.7%だった。 

 

 

 

 

 

素晴らしき哉、カード人生 

By ヨシダ 

 クリスマスシーズンに、必ずといって

いいほど TV 放映される名作「素晴らしき

哉、人生！」（1946 年製作、ジェームズ・

スチュワート主演）をモジって、「カード

人生」としてみた。その映画の言わんと

することよりレベルが相当に下がるが、

「カード」なくしては今の人生の楽しみ

がちょっと下がる、といっても過言では

ない。英語タイトルは「It's a Wonderful 

Life」となっているが、そのとおり、カ

ードあってこそ、人生はさらにワンダフ

ル！なのである。 

 カードについて改めて考えることとな

ったのは、先月にガソリンスタンド Esso

から、Esso のポイントカード終了のお知

らせメールが届いたことから。Esso オリ

ジナルのポイントカードは2022年1月18

日をもって終了し、その代り、Shoppers

系の Optimum 一本になるそうである。

Optimum はすでに Esso でも使用可能とな

っていて、ガソリンを入れるときに Esso

か Optimum かどちらを使うか悩む始末。

割のいいのは Optimum なのだが、せっか

くある程度溜まっているEssoカードも定

期的に使わないとポイント数が無効にな

るため、交互に使っている。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

増水した川で溺れたフリ→大雨で増水し

た川で溺れたふりをし、警察と消防を出動

させたとして、静岡県警は、自称ユーチュ

ーバーの男（34）を軽犯罪法違反（業務妨

害）の疑いで静岡区検に書類送検した（8

月 4 日）。男は「動画の再生回数を増やし

たかった」と容疑を認めている。男は 7 月

3日午前 11 時半頃、浮輪などを着けて静岡

市内の川に入り、目撃者の「人が流されて

いる」との通報を受けて出動した署員ら約

40 の業務を妨害した疑い。県内ではこの

日、熱海市で土石流災害が発生するなど深

刻な豪雨被害が出ており、署は起訴を求め

る「厳重処分」の意見を付けた。 

熊本豪雨、いまも 3600 人→熊本豪雨から 1

年 1 ヶ月が経ったが、いまもなお 3600 人

近くが仮住まいを続けている。去年 7月の

熊本豪雨では関連死を含め 67 人が死亡し

2 人が行方不明となっている。仮設住宅な

どで仮住まいをする人は最大だった今年 1

月時点の 4217 人から減少しているが、い

まも 1576 世帯 3584 人に上る。 

ビクトリーブーケ→東京オリンピック・パ

ラリンピックでは、メダリストに「ビクト

リーブーケ」と呼ばれる花束が贈られる。

ブーケには東日本大震災からの復興の象

徴にもなった宮城県産のヒマワリなどが

あしらわれ、関係者は東北の花の魅力発信

につながると期待している。ヒマワリは直

径 7-8cm と通常の半分と小さく、県農業・

園芸総合研究所（名取市）が 2019 年末か

ら栽培の研究に取り組み、根が伸びないよ

う土の中にシートを敷くなどの方法を確

立した。 

 

＜社会ニュース＞ 

税滞納 22 年ぶり増加→2020 年度末の所得

税や法人税、消費税などの国税滞納残高が

前年度比 9.7%増の 8286 億円だったそうだ

（8月 5日、国税庁のまとめ）。増加は 1998

年度以来で 22 年ぶり。同庁は「新型コロ

ナウィルス対策の納税猶予特例制度に関

する事務を優先し、電話での督促や差し押

さえなどの滞納整理業務を抑制したため」

としている。 

入国後の待機を無視→新型コロナウィル

スの水際対策として、海外からの入国後の

待機期間中に求めている健康確認などに

一度も応じず、誓約書に違反したとして、

厚生労働省は 8 月 2 日、20-30 歳代の日本

人3人の氏名を同省ホームページで初めて

公表した。政府は今年 1月、感染力の強い

変異ウイルス対策で、全入国者に対し、検

疫法に基づいて 14 日間、自宅や宿泊施設

で待機するよう要請。待機期間中はスマー

トフォンのアプリで健康状態や位置情報

の確認、ビデオ通話での連絡に応じるとい

う誓約書の提出を求めている。 

 

 以前、3 年ほど前だったか、Aeroplan カ

ードも Esso ガソリンスタンドで使えた時

期があった。Aeroplan は日本行のエア・カ

ナダで結構なポイントを取得でき、また割

もいいので、Esso でガソリンを入れるたび

にホイホイと Aeroplan を使っていた。 

 ところが、2 年ぐらいで Esso スタンドで

の Aeroplan はあっけなく終了。この 2年の

間に Esso ポイントカードを使わなかった

のだが、久しぶりに使った Esso ポイント

が、1000 ポイントはあったはずが、「ゼロ」

になっていることを発見、仰天！直ちにそ

のサービスサポートに問い合わせると、1

年以上使っていないので Esso ポイント数

はすべて無効になりました、と平然といわ

れた。そうなるなら、どうして警告レター

が送られないのか、と抗議。メールで送っ

ています、と回答。あー、そうだった、今

時、すべてオンラインでメールアドレスと

ともに登録しないといけないのだ。Esso に

おいてはカナダに来てすぐに取得、そのこ

ろはオンラインどころかインターネットも

一般家庭にそうも普及していない頃だった

ため、「オンライン登録」を意識しないまま

今日に至っていた。 

 以上のことがあり、カードとオンライン

は切ってもきれない関係を改めて認識、そ

してそうしたカードからのお知らせメール

には十分気を付けるようになった。10 年ほ

ど前だったか、Aeroplan のポイントが知ら

ないうちに「ゼロ」になっていたとかでオ

ンタリオ方面で集団訴訟があったくらい、

カードのポイントというのは多くの人々の

心をとらえているようだ。自分も然り。ほ

どほどのお金が入るどころか女々しいばか

りの報酬なのだが、そのチョロっとした報

酬がなかなかうれしいのだ。そしてそのポ

イント集めも何かしら楽しい。楽しく感じ

ている自分がいる。 

 先週は VISA カードから、Shell でガソリ

ンを入れれば 6%キャッシュバック、2021 年

12 月 31 日まで限定、というお知らせメー

ルがあった。おっとこれはお得、と今年一

杯 Shell でガソリンを入れることにした。 

 他、Thrifty で使われる AirMiles、

SaveOnFoods の More のタグはカギにくっつ

けている。これらはあまり割がよくないに

しても、チリも積もれば山となる、知らな

いうちに溜まっていてうれしい。これらポ

イントカードの他、クレジットカードもい

ろいろな特典があり多いに利用。とくにキ

ャッシュバックは実用的なので今や現金を

持つことはなく専らカードで、カード人生。

コインで重かった財布も持つことなくカー

ド数枚、身軽で快適なカード人生である。 
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★ こんなの見つけました ★ 

バナナをキレイに長くもたせる 

 暑い日が続くと、カウンターに置いた黄

色いバナナが、心なしか早くもシミ・ソバ

カスだらけ。暑さがこの劣化を加速させる

のかどうか、シミができる前に一気に食べ

るのは無理というもの、ならば、できるだ

けバナナをキレイに長持ちさせたい、とは

多くの人が思うところではなかろうか。 

 ということで、バナナをキレイに長持ち

させる秘訣を今ここに。 

１）まず、バナナは太くて大きいしっかり

したものを選ぶこと。加えて、バナナの茎

が青い打身のないバナナ、また角ばってい

ない丸みのあるものを選ぶこと。 

２）家に帰ったら、バナナを一本づつバラ

す（1本単位に茎を引き裂く）。 

３）アルミ箔（又はラップ）を 10cm 四方

に切り、バナナの本数分を用意する。 

４）バナナの茎にアルミ箔を巻き付ける。 

５）いつものところに４を置く。 

 以上、いたって簡単、備品はアルミ箔の

み。バナナの茎をアルミ箔で覆うのはそれ

なりのワケがある。 

 バナナはその茎からエチレンガス（追熟

ガス）を放出し続けているそうだ。そのガ

スによりバナナは追熟し、シミ（シュガー

スポット）がでてきて、劣化していく。と

いうことで、そのガス放出の茎を密閉すれ

ば、エチレンガスの放出が止まり追熟しな

くなる、というワケである。 

 アルミ箔で茎をくるんだ後、いつものと

ころに置く（常温）、のはいいが、冷蔵庫

はあまりオススメではない。これはある程

度の低温状態（冷蔵庫の野菜ボックスで

も）におくと黒っぽく変色しやすいのだそ

うだ。ただ、常温よりは劣化しにくい、と

いう情報もあるため、そこは個人で試して

みよう。一概に夏場の暑い室内ではバナナ

を常温に保てないため、バナナは冷蔵庫に

入れるほうが無難であろう。猛暑の室内で

は、バナナの茎の黒ずみが速く、中身がド

ロドロになりやすい。 

 冷蔵庫に保存しても、4日も経つと冷気

で茶色化してくる。バナナ一本全体をラッ

プで覆うともっと長くキレイに保存でき

るとのことである。 

 おまけ、他のバナナ情報。濃厚な味が好

みの人はシュガース 

ポットが少し出てい 

るものを、スッキリ 

した味好みの人は茎 

が青めのものを選ぶ。 

 なお、フィリピン 

産とエクアドル産で 

は、エクアドルの方 

がコクがあり甘みが 

濃いそうである。 

 
Cooking for the Lazy: 

ゴーヤ・チャンプルー  

 沖縄料理も、ゴーヤがあればここでもで

きる。ゴーヤは Victoria 市内のグロサリ

ーに陳列されていて、沖縄のものと形は違

えどその苦みは違わない。 

 ゴーヤの苦みも栄養とあれば、喰らお

う。冷たくすれば苦みも薄れ、それどころ

か美味にもなる。また、ゴーヤの苦みが、

夏バテぎみの体をシャキッとさせる。 

〔材料：3-4人分〕ゴーヤ(1本)、豚肉(100g,

薄切り)、にんじん(1/2 本)、木綿豆腐

(200g, 半丁,硬め)、卵(2 個)、サラダ油

少々、塩&こしょう、しょうゆ&みりん(各

大さじ 1)、砂糖少々 

1. ゴーヤは縦半分に切ってワタと種を

除き、2-3mm 厚さに横にスライスする．

塩をふりかけざっくりと混ぜて 10 分

置き、水分を絞る． 

2. 豚肉は 2cm 幅に切り、豆腐は紙タオル

で水けを拭き取り、短冊に切る．にん

じんはせん切りにし、卵は軽く溶く． 

3. フライパンにサラダ油大さじ 1/2を強

火で熱し、豚肉を炒めて塩&こしょう

をする． 

4. 3 にゴーヤ、にんじんを加えて炒め、

火が通ったら豆腐を加える． 

5. 4 にしょうゆ&みりん、砂糖を加えて沸

騰したら（中火）、溶き卵を加えて、

さっくりと混ぜ、卵が固まってきたら

火を切る． 

ためになる名言 

    井上康生 

柔道男子日本代表監督 

今までの世界選手権の成績も、オリンピ

ックで負けてしまったらすべてゼロで

す。むしろマイナスになってしまうくら

い危機感を持って過ごしています。 

全選手が｢心・技・体｣とも揃って戦える

ようにすることも非常に重要です。 

世界は間違いなく強くなってきている。

同じような練習内容で、海外の選手と同

じだけの練習をやっていたら、日本人は

絶対に勝てない。もともと持っている能

力というのが違うんです。 

現状に満足することなく、「地力」を付け

ていく必要があります。組み手にしても、

技にしても、ひとつふたつ増やせるくら

いの力が必要です。 

柔道界のために生きていこうと決めたの

は、まずは柔道が好きだから、それは間

違いないです。 

スポーツは相手を倒し、勝利を求めるもの。

武道は礼を重んじ、精神を鍛えるものです。 

僕は日本人の柔道家であることに誇りを

持っています。日本人がこの柔道家とし

ての謙虚さや振る舞いをなくしてしまっ

た時には、僕は競技にも影響してくるの

ではないかと思うんです。 

（参考：Wikipedia） 

〔いのうえ こうせい、1978 年、宮崎県

生。柔道家（六段）、柔道指導者。東海大

学教授。2012 年（平成 24 年）11 月から

柔道男子日本代表監督。5 歳から柔道を

始め、2000 年シドニーオリンピック柔道

競技男子 100kg 級金メダリスト。3 人兄

弟の末っ子で次兄の井上智和は元アジア

チャンピオンで 1999 年嘉納治五郎杯国

際柔道大会 100kg 級優勝者。現役時代は

綜合警備保障（ALSOK）に所属。2012 年

11 月より就任の全日本男子監督を今大

会（東京オリンピック）を最後に任期満

了で退任。妻、タレントの東原亜希との

間に双子を含む 4人の子供がいる。〕 
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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. 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、 

８月４日(水)、BC 州で 342 人感染、 

５月末の数に逆戻り、感染増加傾向 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/inf

o/response 

＜コロナ禍情報＞ 

接種：一回目ワクチン接種後、49 日以上経過したら 

 ２回目を直ちに接種のこと 

旅行：カナダ全国、レクレーショナルな旅行はＯＫ、

唯一、先住民エリアは旅行者を歓迎しない．バケー

ション前に目的地の旅行者受入状態を確認のこと．

アメリカからは 8 月 9 日をもってフルワクチン接種者

のみカナダ入国が許可される． 

詳細は、www.gov.bc.ca/RestartBC 
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 価格的にはビクトリアコアエリアのベ

ンチマーク値で、一戸建て＄909,900（2020

年 7 月）、＄1,082,000（2021 年 7 月）と、

一年間でほぼ 20％近い値上がりです。コ

ンドミニアムの値上がり幅のほぼ倍以上

となっています。 

 コロナの制限の解除にともない、非常事

態宣言開始以来、レンター保護が続いてい

ましたが、ここに来てテナントが入ってい

る物件もかなり市場にでてきました。テナ

ントである皆さん、突然立ち退きを迫られ

るようでしたら、きちんと Residential 

Tenancy Act にそったものなのかを考慮さ

れた上で、対応されるとよいでしょう。違

反オーナーに対するペナルティもありま

す。ご自分の立場がわからないようでした

ら、Residential Tenancy Office に連絡

されることをお勧めいたします。 

 モーゲージ等準備万端にてプラパティ

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 ☆☆☆☆
☛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/ 

☛8 月 15(土)-28(土)日：Esquimalt Mural 

Festival．壁画のお祭り、ワークショップ．｡

詳細は、ecah.ca/mural-festival 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２１） 

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。 

 ７月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。先月に変らず売り手市場

が続いています。コロナによる移動制限が

解除され、かなりの数のローカル以外のバ

イヤーが夏休みを兼ねたプラパティハン

ティングをしているように見受けられま

す。昨日トロントから飛行機で着いて、今

日から内見をし始めたというリタイヤさ

れているカップルにも会いました。それな

りの年齢層ですが、移動の疲れも見せずに

何かを買う覚悟でビクトリアに来ている

のがわかります。そのためか、コンドミニ

アムの売れ行きが好調です。一戸建ての価

格がかなり上がってしまい、本来なら一戸

建てを希望しているが、とりあえずコンド

ミニアムを購入しておこうという人たち

も多くいるのではないかと思います。 

 売買件数でいくと 835 件と、昨年の 7

月（979 件）とさほど変わらない件数です

が、新規市場に出ている物件数は昨年のほ

ぼ 2/3 程度にとどまり、在庫不足が慢性化

しています。昨年 7月の新規物件が 1,480

だったのに対し、本年 7月は 971 件にとど

まっています。既に市場にでている物件と

新規物件数を合わせた市場にでているア

クティブリスティング全体でも、今年の 7

月は昨年の同時期の半分以下にとどまっ

ています。1,279 件（2021 年 7 月）2,653

件（2020 年 7 月）。売買件数を見るとスロ

ーダウンしているかのように見えますが、

これは、在庫不足が反映されたものだとい

えるでしょう。 

 一戸建てなどは、アセスメントより 20

万ドル以上上乗せした価格で出したのに

もかかわらず、複数オファーの結果最終的

には、それをはるかに超える価格で落ち着

くというのも珍しくない状況が続いてい

ます。通常夏は、スローダウンする市場で

すが、以前加熱した状態が続いているのが

事実です。 

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】8 月に入りました．先

日よく眠れて自然と目が覚め、朝日が眩しいす

がすがしい朝．今何時かな、と置時計を見たら

午前 1時。えっ！そんなはずないっ、と慌てる

もよく見たら、時計が逆さまでした．引っくり

返したら午前 7 時でした．時計が逆さまになっ

ていたのは、掃除したときに置き間違えたと思

われます．ちなみに時計は 15 分進ませていま

す．余裕を持たせるため、とはいえ、15 分進ん

でいるのを知っているため効果は全くありま

せん．ずっと前は 5 分進ませていましたが、そ

のうちに 10 分になり、今や 15 分．どうしてこ

んなことと続けているのが自分でもわかりま

せんが、時計をぴったりに合わせると不安にな

ります．ちなみに遅らせることはしません． 

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 
●米ニューヨーク知事、クオモ氏、「セク

ハラ」認定で非難の嵐。昨年のコロナ勃

発時には、ニューヨーク州でのその対処

の素晴らしさで英雄視され、ぜひ米大統

領に！との話題もあった。それが今、セ

クハラ暴露でガタ落ち。「近づきすぎ」が

お好きなようだ。同じような「近づき」

クセのあるバイデン大統領にも「辞任」

を求められ、なお強く自己正当化の反論。

居座るのだろうか。 
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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 

 


