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ダンと聞けばジョーダンもなにもない、い

つもシリアス」とコメント。 

 なお、当の女性は「屈辱」を感じながら

も（同僚にやられたと思っている）、警察

に平謝りするほかなかった。 

 

結婚写真を待ち続け  

 対岸 Surrey でのはなし。概要は 2014

年に結婚したカップルがそのときの記念

写真をフォトグラファーからもらえず、裁

判所に訴え、待つこと 6年、やっと判決が

下り、カップルが$22,000 をフォトグラフ

ァーから勝ち取った。 

 カップルは当初、結婚写真のアルバムに

DVD などの製作を$8500 で「口頭」契約し、

頭金$1,500 を支払ったそうだ。フォトグ

ラファーは「口頭」をいいことに、カップ

ルからの催促に弁解ばかりして肝心の品

を送らなかった。 

 ところで、フィルムなどのデータは一体

どこへいったのだろうか。アルバム製作が

単に面倒だった？当のフォトグラファーは

最後までできなかったワケを説明せず。 

 

Victoria 空港を突っ走る 

 8 月 7日土曜日、Victoria 空港でそのフ

ェンスを越えてターマックに入り込んで

突っ走ったドライバーが消防車数台に追

いかけられて逮捕された。 
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７１７  

 717 とは 717 人、8月 13 日金曜日におけ

る COVID-19 新感染者数である。うち

Vancouver 島内は 40人。今年 5月以来の大

きな数である。 

 COVID-19のピークは4月の一日1200人。

それから 7月に入るまで減少していたが、

今、また増加中である。増加の理由は、BC

州がフェイズ３に入った時期でコロナ制

限が緩められたためとみられる。以来、感

染者数は増えている。加えてデルタ変異株

が加わり、これもその増加に拍車をかけて

いる。 

 8 月 13 日金曜日現在、BC 州では 4,277

人が COVID-19 陽性、うち 245 人がこの

Vancouver 島内。入院患者は 82 人で、うち

39人が重篤である。 

 また、この時点で少なくとも１回目ワク

チン接種は BC 州人口 12 才以上の 82.4%、

２回目ワクチン接種は 72%となっている。 

 なお、8 月 12 日木曜日から金曜日の 2

日間に死者数はゼロ。コロナ勃発以来この

時点までの死者数は 1,779 人。 

 8 月 12 日木曜日、BC 州政府は COVID-19

ワクチン接種を、公務に就く人や長期療養

施設勤務者に対して義務化することを発

表。10 月 12 日より施行予定。違反者は解

雇される見通し。 

 

パーケード、新支払法  

 Victoria ダ ウ ン タ ウ ン に お け る

Victoria 市所有パーケードの支払法が変

わる。加えて「初めの 1時間フリー」のス

ペースが激減する。 

 パーケードでの支払いについては、ドラ

イバーはスマホで、ParkVictoria アプリ

を利用することとなる。路肩駐車と同じよ

うに、スペースナンバーを入力してオンラ

インで支払をするそうである。 

 こうしてパーケードの出口と入口はチ

ケットの受け取りやその支払いで詰まら

なくなる。特に大道路に繋がる出口あたり

の流れをスムーズにする目的もある。 

 

郵便泥棒、捕まる  

 8 月 12 日木曜日、Saannich 警察は、先

月 7 月の一連の郵便物盗難事件の容疑者

が捕まったと発表した。 

 郵便物盗難事件、第一号は 7月 4日に発

生。容疑者は 8 階建ビルに押し入り、その

郵便ボックスをこじ開けた。そこに備えて

あったセキュリティカメラが一部始終を

捉えていた。この映像は警察を通して公表

された。 

 8 月 6 日金曜日、その映像をみた一般市

民が Uptown を歩いていたところ、見たこ

とがある顔を発見。その映像にあった容疑

者の顔と似ている、として警察に通報し

た。そうして、それは本当だった。警察は

その人物を郵便泥棒と確認した。 

 その後の捜査で、警察は容疑者の持ち物

から盗んだとみられる数多の郵便物を発

見した。ナナイモ在住、45 才の容疑者は

ID 詐欺目的で盗んだとみられる。 

 

バクダンをでっち上げ  

 ナナイモでのはなし。仕事に行きたくな

い女性が、とんでもないことを思いつき御

用となった。 

 仕事に行きたくなかったのは、同僚との

仕事がイヤだったから。それを避けるため

に「バクダンの脅し」をしかけたのだ。初

めは面白半分から始まった。 

 8 月 11 日水曜日の午後 5 時半ごろ、彼

女は同僚に面白半分に「バクダンがあるか

もしれない」というテキストを送った。受

け取った同僚は迷うことなく警察に通報

したのだ。 

 そして、警察と警察犬が到着、店は一時

閉鎖、バクダン捜査が始まった。 

 「でっち上げ」とわかり、警察は「バク
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なぜ選挙、 

くつ下だけでも 

 目立ってる 

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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ど、小中高校生のオンラインゲーム利用

を巡る相談が 2020 年度、全国で過去最多

の 3723 件に上ったと発表（8 月 12 日）。

新型コロナウィルス禍で在宅時間が長く

なり、トラブルが増えたとみられる。担

当者は「保護者のアカウントで子どもに

利用させないで」と注意を呼び掛ける。 

最低賃金改定→厚生労働省は、都道府県

ごとに決める2021年度の地域別最低賃金

の改定額を公表（8月 13 日）。人口を加味

した全国平均額は 28 円増の時給 930 円

で、山形や島根など 7 県は国の中央最低

賃金審議会が示した引き上げ目安額28円

を 1-4 円上回った。 

詐欺の被害を防ぐ→ニセ電話詐欺の被害

を防いだとして、茨城県警は結城市と阿

見町のコンビニ店長と店員に感謝状を贈

った。いずれも 2 度目の「お手柄」で、

阿見町の店員は感謝状を受け取った日に

再度、被害を防いだ。それぞれ高い防犯

意識を持った接客が未然防止につながっ

た。店員の女性（36）は 8 月 3 日午後 3

時頃、同店で男性（81）から電子マネー

カードの購入方法を尋ねられ、用途を確

認。男性が「パソコンのサポートサービ

ス代に使う」などと答えたことから詐欺

の手口を説明した上で、警察に通報した。

女性は７月に高齢男性の詐欺被害を防い

だとして、約 2 時間前に同署から感謝状

を受け取ったばかりだった。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第一話：ビーツで始まる 

By ミア 

 ビーツを食べた。 

 そして腎臓がんが発覚した。 

 がん腫瘍は５cm サイズほどに大きくな

っていたが、ビーツのおかげで、今、こ

うして生きている。血のように赤いビー

ツに救われた感動をこの紙面をかりてお

すそ分けしたい。 

 ビーツを食べたことでまさかのまさか

腎臓がんが発覚しようとは、聞いたこと

もないし、そんなことが自分の身に降り

かかるかもしれないということもつゆぞ

考えたことがなかった。 

 これまで、全く健康。それに応じて体

調の変化もいかなる異常症状もなく、毎

日仕事やテニスに明け暮れて、元気に過

ごす日々だった。もともと私は体が強い

のか、風邪すら滅多にひかないゆえ、健

康にはそれなりに自信があった。そんな

健康な自分が、「癌」になるなんてこれっ

ぽっちも考えていなかったのだ。 

 ところがある日、ビーツをたくさん食

べた。そのせいなのかどうか、次の日の

尿がやたらと赤い。それはおそらく真赤 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

複合災害→東京都は 8 月 15 日、新型コロ

ナウィルスの感染者が新たに 4295 人確認

されたと発表。日曜日の感染者としては過

去最多。重症者は前日から 6 人増え、251

人となり過去最多を更新。新規感染者数の

7 日間平均は 4263.9 人で前週比 105.6%と

増加傾向。小池知事は「コロナの情勢も陽

性者が非常に多く、重症者も増えておりこ

れは災害級。豪雨も各地を襲っており、お

見舞い申し上げます。これは複合災害です

から、危機管理ということを改めてオール

都庁でどこを見直すべきなのかを呼びか

けております」と述べた。 

お盆休み期間終盤→新型コロナウィルス

の爆発的な感染拡大の中迎えたお盆休み

期間も終盤の 15 日、新幹線の予約数がピ

ークを迎えた。予約状況は昨年より増加傾

向にあるが、新型コロナ禍前の 19 年に比

べ大幅に減少。JR 東京駅では Uターンする

人の姿が多く見られたが、目立った混雑は

なかったそうだ。コロナ感染拡大のみなら

ず、豪雨による被害も相次いだ今年のお盆

期間。人は不安を胸に行き交う。 

豪雨災害に負けるな→2019 年 10 月の台風

19 号で決壊した長野市長沼地区の千曲川

の堤防沿いに、約 10 万本のヒマワリが花

を咲かせたそうだ。豪雨災害で自宅や畑が

被災した近くに住むリンゴ農家の男性

（41）の呼びかけで県内外から種が集ま

り、住民有志らが育ててきた。ボランティ

アに訪れた山梨県の団体や、10 年前の東日

本大震災で被災した福島県の団体などか

ら届いた種の総数は約 20 万粒に達した。

千曲川沿いに「上向く」ヒマワリは「復興

するんだ！」という力を多くの人々に感じ

させている。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ破たん→8 月 12 日 16 時時点で「新

型コロナ」関連の経営破たん（負債 1000

万円以上）が 2 件判明、全国で累計 1816

件（倒産 1714 件、弁護士一任・準備中 102

件）。各地で感染拡大が深刻化し、「緊急事

態宣言」や「まん延防止等重点措置」の適

用範囲も拡大。休業や酒類提供の自粛要請

を受けている飲食店に加え、外出自粛によ

るサービス業、これらの業種を取り巻く取

引先などにも影響が及び、厳しい事業環境

が多くの業種に広がっている。 

若者のワクチン接種狙い→東京都は、新た

な補正予算案で、若年層へのワクチン接種

を促進するため、ワクチン接種促進キャン

ペーン事業を行う方針を固めた。このキャ

ンペーンでは、接種記録を読み込めるアプ

リを開発し、登録すると、20 代と 30 代限

定で割引やポイントが付与されるという。

ゲーム課金→国民生活センターは、保護者

に無断でクレジットカード決済をするな

 

な汁を滴らせるビーツが原因だろうとそう

も気にしていなかった。とはいえ、よくみ

ると血尿といえば血尿ともみてとれる。こ

の赤い尿をビーツのせいにしておくのも少

し不安なので、一応医者に診てもらうこと

にした。 

 ときもとき、2020 年コロナ禍最中である。

どこのクリニックも開いていない時期、め

んどうだけれどなんとかオンラインアポが

取れ、医者に「ビーツを食べた後の尿が赤

い」と一応の報告をした。 

 すると、医者は言った。「一応検査しまし

ょう」と。たかがビーツで検査？と大袈裟

だと思ったが、医者に従うより仕方がない。

ということで、まずは超音波検査、という

ことになった。 

 明日には何が起こるかわからない。不承

不承の超音波検査でなんと腎臓に５㎝大の

塊が見つかったのだ。そして、事は大きく

なった。自分にのしかかってきた。その後、

CTスキャンへと進み、ここでその大きな塊

は悪性腫瘍と判明したのだ。 

 幸いどこにも転移がなかったので５cm大

の癌は切り取ることとなった。そして元の

健康体に戻ることができた。 

 今ある健康と幸せを、本当にビーツのお

かげ、と感謝してやまない。あの時ビーツ

をたくさん食べていなかったら、医者に相

談してなかったら、今でも気づいていない

すでに５cm 大となった塊。その悪性腫瘍が

どんどん進行して症状が出てから身体の異

常に気が付いたとしても、そのときはもう

あちこちに転移して大変なことになってい

たと思う。そのときは末期がんとなりキモ

セラピーや薬物療法などとても苦しい治療

しか選択肢になかったのではないかと。 

 ところで、超音波検査は、通常 2 ヶ月は

待たされる。しかし、私の場合、緊急性が

あるということで 1 週間後にやってもら

え、その結果で５cm大の塊が発見された。

そして次のCTスキャンは3日後にやっても

らえた。 

 こうした命のための素早い処置、それは

すべて神様が取り計らってくださったと思

っている。また、教会の皆さんの熱心なお

祈りも聞かれ、励ましになった。感謝この

上ない。 

 なお、ビーツ。あの真っ赤な色はなぜだ

ろう。それはビーツに含まれる色素成分「ベ

タシアニン」（betalains）のため。ベタシ

アニンを分解する酵素を人体に持っていな

いと、ビートを食べた後に尿や便が赤やピ

ンク色になることがあるが、健康には影響

はないそうだ。 
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★ こんなの見つけました ★ 

家電の寿命（１） 

 ランドリーマシーン、冷蔵庫、ストーブ、

電子レンジ、電気ケトルと、よく見れば、

家のなかは家電で埋もれている。そして毎

日大活躍。これらがなければ生活の質が落

ちる、というより生きてはいけない。それ

ほどに我らは日々家電に依存して生きて

いる。 

 そんななか、ある日、突然動かなくなっ

て、慌てることがある。買い替えようとし

ても、すぐにできない。お店が閉まってい

たり、在庫が切れていて届くまで時間がか

かったり。その間不便な生活を強いられ

て、予想外の出費も痛手になったりする。 

 こんな「いきなりストップ」の苦境に陥

らないよう、賢明にあらかじめその寿命を

知っておき、買い替え時期を予測し、準備

しておこう。ということで、家電の寿命に

ついて探ってみた。（参考：MONEY PLUS） 

 まず、第一に「何を寿命の基準とする

か？」という点。某家電スペシャリストに

よると、一つの基準として、各メーカーの

“補修用の部品”の保有期間を目安にする

のが良い、ということだ。ここで注意、家

電そのもの「保証期間」は表記されている

が、部品の「保有期間」と間違えないよう。 

 この「保有期間」は、定められた期間な

ら修理に必要となる“部品”の在庫の保有

が原則として保証されている。逆にこの期

間を過ぎると、部品の在庫状況も危ういだ

けでなく、修理できないこととなる。 

 以上を踏まえて、以下、家電の寿命につ

いて解説。 

１．ランドリーマシーン：洗濯機の補修用

性能部品はその品名の製造打切後だいた

い 6年間となるそうだ（国により異なる）。

したがって、製造打切後 6-7 年間を過ぎて

いる場合は、買い替え時を迎えていると判

断するのがよい。さらに、間違った使い方

をしているために寿命を早く迎えてしま

うこともある。そうならないためにも、安

全上の注意点についても確認すること。 

特に大事なのは、50℃以上の温水をマシー 

ンにいれない（樹脂部品の 

変形や破損の原因となる 

ため）、洗濯物を入れすぎ 

ない、糸くずフィルターの 

手入れをするなど。 

（次号に 

続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

パイナップル・ジュース  

 パイナップル。王冠のようなトップの葉

と、雑な皮を切り取ると、甘酸っぱい香り

が漂う。縦にスパッと半分に切ると中に白

っぽい芯が見える。各半球を更に縦に４等

分して合計８本、それぞれの芯を切り落と

して、あとはスライスして実をかじること

となる。至福のときである。 

 そして、あとに残るは緑の王冠と、雑な

皮、そして芯。とくに皮には結構実がつい

ているため捨てるには惜しい。が、皮に張

り付いた実をほじくるのは見苦しい。とい

うことで、ここに一案、皮ごとパイナップ

ルジュースを作る。濃い目に作って炭酸で

割ったり、シロップにしたりと楽しめる。 

〔材料〕パイナップル(1 個)、砂糖(1C,好

みの量)、レモン(1個)、水(1L) 

洗浄備品：ベーキングソーダ(小さじ 5,又

は大さじ 1&1/2)、大き目のボール、野菜を

洗うブラシ 

1. 大き目のボールに水を半分ほど入れ、

ベーキングソーダを注いで混ぜる． 

2. パイナップルのトップ、葉を切り取

り、まるごと１のボールに入れて、20

分ほど置く． 

3. 2のパイナップルをブラシで使いきれい

に洗う（ゴミやケミカルを洗い落す）． 

4. 果実を切り取ったあとの皮と芯を適

度の大きさに整える（5cm 以内）． 

5. 鍋に水を沸騰させ、4と砂糖とレモン

の搾り汁を加えて中火で煮込む（15- 

20 分）． 

6. 冷めたら、ザルでこし、ビンに入れて保

存．少量を冷水で割りジュースにする． 

ためになる名言 

   ギャビン・ニューサム 

カリフォルニア州第 49 代知事 

ディスレクシア（dyslexia）のため、読

み書きができなかった。それが自分を一

層いらだたせ、どの部門でも自分は「で

きない」最低のヤツとなった。しかしな

がら、その屈辱が自分を奮い立たせてく

れたと思う。また母との関係が強くなっ

たことも否定できない。母あってこそ、

今の自分がいると言いきれる。母は決し

て私をあきらめることがなかったのだ。 

母は強し。母は決して息子が「落ちる」

ことがないよう戦ってくれた。結果的に、

学問でなくスポーツでうまくいくことに

なった。バスケットボールや野球での活

躍により大学に行くことができた。学習

障害がある私にとっては、この大学進学

は人生最大のギフトである。 

（ロックダウンなどの厳しいコロナウィ

ルス対策などを原因として解職を求める

リコールについて）私をオフィスから追

い出したいのはプラウドボーイズ（トラ

ンプ派）のような組織。私はそれに屈し

ない。 

私を潰そうとしている人たちに「公正」の

意識はあるのだろうか。ともあれ、何事も

ジャッジ（裁判官）が公正に導いてくれる。 

（参考：Wikipedia） 

〔Gavin Newsom、1967 年、米サンフラン

シスコ生。民主党政治家。2019 年より第

40代カリフォルニア州知事。1989 年にサ

ンタクララ大学を政治専攻で卒業後、ワ

インショップを経営、ビジネスで成功。

その後、市長選挙のボランティア活動を

経て政治に関わる。2003 年 36 歳の若さ

でサンフランシスコ市長に当選、サンフ

ランシスコ史上最も若い市長となる。

2004 年、アメリカで初めて同性愛のカッ

プルに結婚証明書を発行。シングルマザ

ーの家庭に育ち、ディスレクシア（失読

症）に伴う学習障害に悩まされつつも乗

り越える。再婚後４人子供がいる。〕 
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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 RESTART、 

BC 州、ステップ 4 への移行、9 月 7 日となるか、 

感染者数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＞ 

・フルワクチン接種（2 回目接種後 14 日経過）をして

いない人はインドアではマスク着用 

・フルワクチン接種後もマスク着用はオプショナル 

・2-12 才のマスクはオプショナル 

・2 才以下はマスクを着用すべきでない 

・ワクチン接種証明はサービスプロバイダーからのリ

クエストに応じなくてよい 

詳細は、www.gov.bc.ca/RestartBC 
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ませんか？ではそのために何をしたらい

いのか？天然の成分のみでできている精

油は強力なサポーターです。いい香りを嗅

ぐことで気分が向上。精油の、波動を上げ

る作用で、自分自身の波動が上がり、どん

どん自然体に返っていきます。心身魂全て

の面で、より健康な状態、調和の取れた状

態に向かいます。 

 それでは最後に、暑い日にお勧めの精油

をいくつか紹介します。 

１）レモン。水に数滴入れてレモン水としてい

ただきます。レモンの果物で作るレモン水とは

異なったまろやかな美味しさです。柑橘系は

光毒性があり、肌に精油をつけた状態で日光

に当たるとシミになりやすいのでご注意を。 

２）ラベンダー。SPF 値としては 5-6 と低いの

ですが、日焼け止め効果があります。肌の再

生効果も。 

３）レモングラス。こちらも SPF 値６-７ほどあり

ます。虫除けの効果も高い精油の一つ。 

４）ペパーミント。冷却作用が強い精油です。

こちらもペパーミント水として美味しくいただ

けます。 

５）クミン・ブラック。免疫の維持、向上として

強力に働きます。蜂蜜と一緒にぜひ。 

 今日も地球を愛してくださり、自分自身

を愛してくださり、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 ☆☆☆☆
☛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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３７】 

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。 

 突然ですが、質問です。あなたは、風邪を

ひいたり、喉が痛いなど、身体に症状が出た

時、まずどんなことを思いますか？そして症

状に対してどんな行動を取りますか？ 

 嫌だな、不安だなという思いが出る人も

いるでしょう。まただ、と思う人もいるか

もしれません。中には、「体のデトックス

だから」と楽観的に考えることができる人

もいるかと思います。症状が出るのは身体

からのメッセージ。それを知っているのと

知らないとでは症状に対しての受け取り

方や対処法は変わってきます。症状が急性

の場合や、痛みが激しい場合などは救急の

お世話になることが最善の策であることも。

でも、そこまでではない場合や少し落ち着い

てきた時、何が原因なのだろうと内観をして

みると、気づきが生まれ、それによって症状

の改善が見られることもあります。 

 例えば胃痛。胃は消化を司ります。感情

を扱う第３チャクラとも関連しています。

実際に消化しづらい食べ物を摂取したか

らかもしれません。でも、その食べ物を摂

取した（それを食べようと決めた）背景に

は、既に感情的に何か消化できていない出

来事があったことも考えられます。そのた

めに、そのエネルギーが自分から発せられ

ていて、同等のエネルギーを持つ食物が引

き寄せられた（選んだ）。それを食べ、結

果として“胃痛”が現れたとも言えます。

なので、食べ物ではなく、消化できていな

い事象や人の背景にある感情が分かるこ

とで、解決に結びつくこともあります。 

 この世界は全てエネルギーでできてお

り、自分の発しているエネルギーが外の世

界に鏡として見えます。物でも人でも。こ

れは、自分の気分がいいと、周りにたくさ

ん笑っている人を見かけたりすることか

らも分かると思います。こういう経験は誰

しも１回はあるのではないでしょうか？ 

自分の発するエネルギーが周りに影響を

与えるのであれば、心地よくいたいと思い

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
 

Updated☛売りたし：日本製 新品天然いぐさ畳

98x140x6cm、２枚のみ．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】ハイチの地震、日本や

各国の豪雨による土砂崩れ、アフガニスタンの

崩壊、毎日が「崩壊」のニュースで埋もれてい

ます．加えて地球温暖化関連で、異常気象に山

火事は後を絶たず．そして泣きっ面にハチとば

かり、未だ続くコロナ惨禍．こんなとき、Do your 

part で自分の仕事に精を出すのみ．外出制限は

解かれても、株が増えてまだ蔓延るコロナウィ

ルスに感染せぬよう、家でじっとしています．

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 
●バイデン米大統領の「ツルの一声」で

アフガニスタンの民主主義が崩壊した。

なんとも皮肉。「ツルの一声」は、通常、

グッドな結果に終わるはずが、全然逆。

その一声で、タリバンが猛威を振るうこ

ととなったのだ。これに恐れをなしたバ

イデン大統領は急きょ米兵 5000 人をア

フガンへの逆戻り。もう、遅い。 
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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. 

レモングラス 

クミン・ブラックの種 

クミン・ブラックの花 


