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165cm のスリムな身体つき、だらしない恰

好をしていた。髪はブラウン系のブロンド

で肩までの長さ、明るい色のジーンズにブ

ラウンのレザーバッグをさげていた。警察

は目撃者からの連絡を待っている。

（250-995-7654）。 

 

ミッドナイト、ノーライト  

 8 月 15 日日曜日の夜中。Oak Bay を、ノ

ーライト、ノーヘルメットで疾走する BMX

バイク（自転車）サイクリストが目撃され、

パトロール中の警官が男に止まるように

声をかけた。夜中に「ノーライト」、安全

に「ノーヘルメット」を注意するため。 

 警官の指示に忠実に止まったサイクリ

ストの男は、フーディを頭にかぶり、バン

ナダで顔を覆っていた。 

 このような状態で疾走するのは何やら

怪しい。そのとおり、男はブレイク＆エン

ターで得た品とともに逃亡中だった。 

 警察が男を捜査すると長さ 70cm ほどの

「剣」が見つかった。そして、バイクのハ

ンドルにかけられた大きなスポーツバッ

グ 2つ。中にはブレイク＆エンター用ツー

ル、ドアをこじ開ける道具、デビットカー

ドなどが入っていた。カードは男のもので

はなかった。他、ドラッグ・メスも見つか

った。最後、なんといってもその立派な

BMX バイクは盗んだものだった。 

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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ノーショット、ノーサービス  

 8 月 3 日月曜日、BC 州ホーガン知事を筆

頭に「COVID-19 vaccine card」が宣言さ

れた。COVID-19 ワクチン接種を受けない

と、レストランや娯楽施設（コンサート、

スポーツ観戦、文化イベントを含む）にも

行けないことになる。ノーショット、ノー

サービス。 

 COVID-19 ワクチンカードは 9 月 13 日を

持って有効となる予定。 

 

8 月 23 日の感染状況 

 8 月 21 日＆22 日の週末の 2 日間で、BC

州における COVID-19 新感染者は 1,711人、

死亡者は 16 人と発表された（8月 23 日）。

Vancouver 島の新感染者は 133 人、死亡者

は 1人。 

 この時点で BC 州全域における COVID-19

陽性は 5,056 人に上る。うち 401 人が

Vancouver 島内。 

毒キノコ、はびこる  

 Oak Bay 市政は、毒キノコについて警戒

報を出した。今が繁殖する時期、間違って

食すると重体となったり死に至ることも

ある。毒キノコをマッシュルームと思って

摘んでしまう子供には特に注意する。 

 毒キノコの見目形は、食用のマッシュル

ームのように冠が丸くなく、シイタケのよ

うに少し平べったい。青白く、少し黄色が

かった小さな花をそえている。6月から 12

月にかけて生え、北米にはおおよそ 250

種の野生マッシュルームがあり、うち 95%

が毒を持つそうだ。 

 Victoriaでは 2016年に 3歳児が毒キノ

コを食べて死亡している。その同じ毒キノ

コが未だあちこちに生えているという。も

し、毒キノコを食べたかもしれないと思っ

たときは迷わず、救急病院へ行くこと。 

 家のプロパティに生えているときの毒

キノコを処理するときは、必ずゴム手をし

て根元から引き抜く。ゴム手を外した後は

手を洗浄する。引き抜いた毒キノコは、決

して「生ゴミ」や「リサイクル」ビンに入

れず、通常のゴミとして処理すること。 

 

オオカミがでた  

 8 月 16 日月曜日の朝、Royal Roads 

University(West Shore エ リ ア ) は 、

Esquimalt ラグーンにオオカミが出現し

た、とキャンパスに警告を出した。キャン

パスにいる学生たちに身の回りを用心し、

犬をきちんとつなぎ、子供を目から離さな

いようにとの注意を促す。特に犬において

は、繋がれている犬をオオカミは追いかけ

たりしない、ということだ。 

 オオカミは、Ocean Blvd.に近い海側で

目撃された。BC 州野生保護サービスによ

ると、これまでオオカミは West Shore に

はいない、ということになっていた。だが、

今年初めに Metchosin のビーチでオオカ

ミがアザラシを餌食にしていた、との事実

があり、オオカミは Victoria から Sooke

へと広域に渡り歩いているとみられる。 

 

幼児をスラップ  

 Victoria 警察は、ダウンタウンの真ん

中で 5才の男の子をスラップ（平手打ち）

した女を捜査している。 

 8 月 16 日月曜日、そのとき午前 11 時半

ごろ。母親は幼い 3 人の子とともに

Government St.(Herald St.近く)を歩いて

いた。すると前方から見も知らぬ女が通り

過ぎざまにいきなり子どもの顔を平手打

ちした。子どもが女を怒らせたわけでもな

く、全くの不意打ちである。ぶたれた子は、

その日 5才の誕生日。 

 子どもの一人をぶたれて、母親は安全の

ためすぐさまその場を去り、警察に通報し

た。警察が駆けつけて近隣を捜査したが当

の女は見つからなかった。 

 母親によると、女は 30-40 代、身長約 
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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 

✧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. 

よく降ると、雨を恨んだとこともあり 

降らずさみしく、夏はすぎゆく 
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山陽新幹線（16 両編成）の 7・8号車デッ

キ部にある喫煙ルームは、「ビジネスブー

ス」の試験導入に先立ち、2022 年春をめ

どに終了する予定だとか。 

無免許の電動スケーター→無免許で電動

キックスケーターを運転し、信号無視を

して人身事故を起こしたなどとして、23

歳の女が無免許危険運転致傷容疑で警視

庁に書類送検された。飲食店従業員の女

は、今年 6 月、新宿区の路上で電動キッ

クスケーターを運転してタクシーと衝突

し、乗客の 40 代の男性にけがをさせた疑

い。電動キックスケーターの運転には、

原付きバイクの運転免許が必要だが、女

は無免許だった。 

ラムネ、滅びる可能性→日本の夏の風物

詩、ビー玉が中に入って、カラカラと音

がするラムネ。しかし、今、このラムネ

がピンチを迎えている。コロナ禍でイベ

ントがなくなり、出番が減り、去年 1 年

間で 3 社が廃業や事業の撤退に追い込ま

れた。 

 

 

 

 

コラム Vol.68 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

アフガニスタンを想う  

コロナ、オリンピック、戦後 76 年  

 今夏の日本は、オリンピックが終わっ

た一週間後（8月 15 日）に 76 年目の終戦

記念日を迎えた。毎年日本では「戦争の

記憶を風化させないために」とメディア

が思い出を語る番組を制作したり、世界

大戦にまつわる古い戦争映画を上映した

りする。またこの記念すべき日の前には、

広島、長崎への原爆投下と言う忌まわし

い思い出もあり、日本人に取って 8 月は

重い記憶が重なる月である。 

 とは言え、身を持って当時を経験して

いる人の率は毎年減少しており、昨今は

戦後生まれが人口の 8 割を超えている。

昭和から平成、令和へと時代は移り、戦

争は「記憶」から「歴史」へと移ってい

ることが如実に分かる。 

 そう言えば戦後 26 年目に当たる 1970

年には、『戦争を知らない子供たち』と言

う歌がリリースされ、♪戦争が終わって

僕らは生まれた 戦争を知らずに僕らは

育った・・・♪との歌詞がフォークソン

グとして歌われたが、それもすでに半世

紀も前のことになる。 

 敗戦によって日本は「戦争放棄」の憲

法を成立させたことで、自衛隊以外のい

わゆる「軍隊」と言うものがなくなった。

それは素晴らしいことであるが、上記の

フォークソングが流行っていた頃、世は 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

福島県の観光客 2015 万人減→福岡県は、

2020 年に本県を訪れた観光客数は 3619 万

1000 人だったと発表した（8月 25 日）。19

年に比べて 2015 万 3000 人の減で、新型コ

ロナウィルス感染拡大による行事やイベ

ントの中止、規模縮小などが影響したとみ

られる。本県の観光客数が 3000 万人台に

落ち込んだのは、東日本大震災と東京電力

福島第1原発事故が発生した11年以来で、

改めて観光面への打撃の大きさが浮き彫

りになった。 

通学時間が 2 時間以上→先週、記録的な大

雨の影響で、島根県出雲市多伎町で起きた

地すべりで、一部区間の運休が続く JR は、

バスによる代行輸送に加えて 25 日から早

朝の臨時列車の運行を始めた。通勤通学へ

の支障を緩和しようという措置であるが、

実際に通学に 2時間もかかっているとか。

台風シーズン前→8 月 26 日集中豪雨など

の災害に対応するため、京都市消防局は水

の中に浸かった車の中から人を救助する

訓練を行った。京都市では水による災害に

特化した訓練施設が整備された6年前から

台風シーズンを迎えるこの時期に毎年実

施している。今回は冠水した道路に車が立

ち往生し、助手席に男性が取り残され、児

童が水中に沈んでいる状況を想定して行

われた。水中には障害物を設置し、泡立た

せて視界を悪くするなど実際の状況を再

現、消防隊は棒を使って水中を確認しなが

ら救助活動に取り組んだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

未成年感染、1 週間で 3 万人→新型コロナ

ウィルスの「第 5波」が続く中、未成年の

新規感染者は 8 月 25 日までの 1 週間で過

去最多の3万 427人だったことが厚生労働

省のまとめで分かった（8 月 26 日）。1 ヶ

月前の約 5.5 倍に急増。間もなく 2学期を

迎える小中高校も多い中、児童らの感染防

止が急務となっている。 

酸素ステーション→治療が必要な感染者

に医療体制が追いつかないなか、東京都

は、酸素投与が必要なほど容体が悪化して

も病院には入れない感染者を一時的に受

け入れるため、今週月曜から（8月 26 日現

在）渋谷区の施設で、130 床ある酸素ステ

ーションの運用を始めている。しかし、実

際の利用者数がこの 3日間で、27 人にとど

まっていることが分かった。27 人のうち 3

人は症状が安定し帰宅したが、6 人は症状

が悪化し医療機関に入院した。 

ビジネス車両→JR 東海は 8 月 26 日、東海

道新幹線のビジネス環境整備について取

り組み内容を発表した。「のぞみ」の 7号

車を、モバイル端末などで気兼ねなく使用

して仕事をしたい利用者向けに「S Work

車両」として設定するなど。また、東海道・

 

ベトナム戦争（1955／11～1975／4）の真っ

ただ中で、米国の戦争遂行に日本は基地提

供と言う形で協力した。国内ではそれに反

対する学生や文化人の間で、反戦平和運動

が盛り上がった。 

テロとの戦い 

 米国は史上唯一の内戦である南北戦争

（1861／4～1865／4）と、1941 年 12 月の

日本軍による真珠湾攻撃以後は、約 3000 人

が犠牲になった 2001 年の「911 テロ事件」

まで、自分の国が他国から攻められる事は

なかった。 

 だがこの事件によって、1945 年以来「世

界の警察」を自認していた米国は、当時の

ジョージ・W・ブッシュ大統領がテロとの戦

いを宣言し、カナダを含む英・仏・独・伊

などが共同でアフガニスタンでの紛争

（2001／10）を開始した。それから 20 年目

になる今年、バイデン新大統領は思ったよ

うな成果がないままの戦争に終止符を打つ

ことを宣言し、8 月には米軍の撤退が始ま

った。 

 それを機にイスラム主義勢力のタリバン

は更なる戦闘を強行し、国内の町を次々に

支配下に起き首都カブールさえも陥落し

た。その政権把握直後の 15 日には国外のメ

ディアに向けて、初の記者会見を開き、今

後の方向性を示した。しかし、記者たちが

執拗に迫る女性の権利については「イスラ

ム法の枠組みの中で尊重する」と述べるに

留まった。だが今までのおぞましい残虐行

為から推測するに、取り残されたアフガニ

スタン人たちの将来は決して明るくない。 

 ふと 65 万人もの命を救ったとされなが

ら、2019 年 12 月に武装勢力に襲撃され死

亡した中村哲医師の顔が思い浮かぶ。 

米国時代の終焉？ 

 歴史上のこの大きな動きは、メディアを

通して日々我々の耳に入ってくるが、これ

によって世界における「米国時代」の終焉

を迎えると流布されている。それを喜ぶの

は中国とソ連との見方が有力で、彼らはど

んなチャンスも見逃さず、あらゆる手段を

用いて自国の勢力を伸ばすことに虎視眈々

としているのだ。 

 私事であるが、筆者はトロントに住んで

いた当時アフガニスタン人の男性で、自国

の絨毯の販売をビジネスにしている人と知

己を得た。黒目がちな目で遠くを見つめなが

ら「この絨毯を一枚売ることで難民を何人助

けられるか分かるかい？」と私に聞いた。 

 彼は今どんな想いで、祖国の崩壊を見つ

めているのだろうか・・・。 

タリバンの旗 
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★ こんなの見つけました ★ 

家電の寿命（２） 

 前号より続く、家電の寿命。 

 洗濯機、冷蔵庫、ストーブ、電子レンジ、

電気ケトルと、家のなかは家電で埋もれ、

人は家電に依存して生きている。 

 そうしたお助けが、ある日突然動かなく

なって、慌てることがある。「いきなりス

トップ」の苦境に陥らないよう、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、準備しておくことが賢明。（参考：

MONEY PLUS） 

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）。 

（上記、前号にて解説） 

２．電子レンジ：我がマイクロウェイブ。

動かないと思ったとたん、ロンドラに買い

に走り 1時間後には新品がカウンターに

のっかっている。というほどにこれほどに

重宝な家電が他にあろうか。カチカチの冷

や飯も、これにかければ魔法にかけたよう

にホッカホカ。心も身体も生き返る。 

 さて、肝心のその寿命。電子レンジの補

修用性能部品はその品名（商品品番や商品

型式とも記される）の製造打切後 8年間と

なるそうだ。そういうことで「寿命の目安」

は 8年とするのがよさそう。とはいえ、洗

濯機ほどに高いものでもなく、200 ドル前

後で買える家電であるため、修理にだすほ

うが高くつく。動き具合がおかしいと思っ

たがさっさと買い替えるほうが無難であ

ろう。 

 それでも、これを長持ちさせたいもの。

長持ちの秘訣は、レンジの設置に吸気口や

排気口はふさがないように注意する（布な

どでふさぐだけではなく、小物による障害

壁を作ってしまったり、ごみや埃が大量に

付着していても故障や火災の原因とな

る）。また、水が跳ねるような場所は避け

る（感電や漏電の原因となる）。そして、

アース線をしっかり接続する（取れかかっ

ていると故障や漏電の際に感電する）。 

 あと、使用するときの注意。）庫内に付

着した油や食品カスなどは放置しない

（除々に炭化し、最終的には弾けてしまい

破損や火災の原因となる）。庫内に付着し

た調理後の水滴を放置 

しない（放置すると 

錆の原因となる）。 

そして、付属グリ 

ル皿を活用する場 

合は庫内壁を引き 

ずらない（雑に取 

り扱うと絶縁塗装 

が剥がれてきて、 

破損や火災の原因 

となる）。 

 
Cooking for the Lazy: 

たまねぎのメンチカツ  

 コロナ事態で日本が遠く、日本がなつか

しくて思い出すのがメンチカツ．今回はほ

んのりカレースパイスを利かして玉ねぎ

で包み込む。お試しあれ。 

〔材料 4人分〕合いびき肉(300g 個)、玉ね

ぎ(中 2 個)、カレーパウダー、砂糖(小さ

じ 2)、塩&こしょう、小麦粉(1/2C)、卵(3

個)、パン粉(1/2C)、揚げ油 

1. 玉ねぎは皮を剥き、トップと根元を切

り落としたあと、横に 4等する．外側

から 2層目ぐらいまでをはがすと、大

小、たまねぎの輪が 16 輪できる．そ

れらに小麦粉をまぶしておく．（特に

内側によくまぶすことで、肉がはがれ

落ちにくい） 

2. 1 の余った内部の玉ねぎをみじん切り

にする． 

3. ボールに2の玉ねぎ、合いびき肉、卵(1

個)、カレー粉、砂糖、塩&こしょうを入

れて練る． 

4. 1の輪のそれぞれに、3の肉を詰め、上

下を抑えて形を整える． 

5. 4に小麦粉をまぶし、溶き卵(2個)にく

ぐらせ、パン粉をまぶす． 

6. 深めのフライパンに油を注ぎ(フライパ

ンの底から1cm深さでOK)、5を並べて、

キツネ色になるまで揚げる（底側の片面

がキツネ色になったらひっくり返しで

反対側の面を焼く）． 

ためになる名言 

    千葉真一 

世界的アクションスター、サニー千葉 

いつも客観的に自分を見ている“もう一

人の自分”がいるんです。お酒を飲んだ

り、遊んだりしたい自分がいるけど、『お

いおい本当にそれで大丈夫か？』と俯瞰

（ふかん）している自分がいる。ずっと

見てくるから怠けられない（笑）。毎日が

自分との戦いですよ。 

肉体は、俳優の言葉であり、表現を具現

化するためのものだから、役者である以

上、肉体は鍛えなければいけないんです。

肉体がお金になる道具でもあるわけで、

身体が健康でなければ完璧な仕事はでき

ない。 

自分次第で、身体というのは健康にもな

るし不健康にもなる。筋肉をしっかりつ

けた人は、いつまでも若く、そして病気

にかかりづらい。 

日本映画をハリウッドで作らなければと思

います。そして、日本では時代劇を復活さ

せなければいけない。毎日がディスカバリ

ー。それを求めて今も生きていますね。 

（参考：Wikipedia） 

〔ちば しんいち、1939-2021 年、福岡県

生。日本の俳優・体操選手・空手家・歌

手・芸能プロモーター・アクション監督・

映画監督・映画プロデューサー・作詞家・

作曲家・ナレーター・声優。日本を代表

する映画スターとして海外では Sonny 

Chiba の名。父親は陸軍飛行戦隊の軍人

で、母親は熊本県出身で学生時代に陸上

競技をしていた。中学生から器械体操を

始め、オリンピックで日の丸を掲げたい

という夢を抱くようになり日体大に進

学。その後身体を痛め退学、1959 年に東

映第 6 期ニューフェイスに合格。68 年、

『キイハンター』（TBS 系）で不動の人気

を獲得。元妻、野際陽子との間に 1人、

再婚で 2人の合計 3人の子供がいる（い

ずれも俳優として活躍）。8 月 19 日、新

型コロナ感染のため死去。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、8 月 23 日現在 

イベント、サービス、ビジネスにおいて 

9 月 13 日によりワクチン接種証明が必要 

少なくとも 1 回のワクチン接種を終了のこと 

10 月 24 日までにフルワクチン接種終了のこと 

8 月 25 日よりパグリックインドアでマスク着用のこと

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

o/response 

＜COVID-19 ステイセーフ＞ 

◎ドロップインクリニック：Victoria と Langford 

Victoria Conference Centre, 720 Douglas Street, 

Victoria、毎日, 8:30 am to 6:55 pm、詳細は、

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

ccine/vaxforbc 

 

【マーケット情報】夏も、もう終わり 
●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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お、昔のモノクロも、色が付けてあり快適

です。 

 この名作を今回改めて観て、1943 年製

作であることにまずは驚きました。そして

主役のゲリー・クーバーをロック・ハドソ

ンと同世代の俳優だと思っていましたが、

2世代も違うことにこれまた驚きました。

ゲリーは 1901 年生まれで 1961 年に 60 才

という若さで前立腺がんに倒れたそうで

す。1925 年生まれのロックは、1985 年に

60 才という若さで AIDS に倒れました。晩

年に AIDS 罹患で自身がゲイであることを

カミングアウト、世界的に大きな話題とな

りました。今でこそ同性婚が認められ「レ

インボーパレード」が開催されるなどゲイ

たちも自らを誇りますが、当時は「ゲイ」

であることは「沈黙」しか選択になかった

ようです。 

 さて、ストーリーです。スペイン内戦に

義勇軍として参加するゲーリー演じるロ

バートと当地で戦いを続けるイングリッ

ト・バーグマン演じるマリアを含める戦線

部隊が、彼等の敵となるフランコ軍の橋を

爆破すべく活躍します。明日には死ぬかも

しれない状況のなか、橋爆破の使命を全う

するロバート、その使命をわかっていても

愛にかけたいマリアの一途な思いがひし

ひしと伝わってきます。 

 それにしても、1943 年といえば、第二

次世界大戦の真っ只中。別の戦争、スペイ

ン内戦の映画を製作できるってこれぞ大

国アメリカの余裕でしょうか。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛8 月 27(金)-29(日)日&9 月 3(金)-6(月)日、

11:30am-8pm：4648 Elk Lake Dr.にて Greek 

Fest、ギリシア祭．詳細は、GreekFest.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

For Whom The Bell Tolls 

邦題：誰がために鐘が鳴る 

1943 年米、監督：サム・ウッド、原作：

アーネスト・ヘミングウェイ、出演者：ゲ

イリー・クーパー、イングリッド・バーグ

マン、他 

By 見聞録実行員 No.3

 このタイトルだけで心に響きます。英語

でも、日本語でも、実によいタイトルだと

唸ってしまいます。米文学の巨匠、ヘミン

グウェイ原作です。おかしな日本語タイト

ル（英語タイトルからかけ離れたものが多

い）が多い昨今、この 1943 年製作の名作

を思い出してほしいものです。温故知新で

す。タイトルを聞くだけですでに「感動」

してしまいます。とはいえ、タイトルがよ

くて期待しすぎ、内容を観てガックリとく

る、ということもままありますが、これは

水に流しましょう。 

 今回、この名作を思い出したのは、母か

らの便りに TV で放映されて、昔観たこと

があり再度観ることになったがやっぱり

感動した、とあったからです。そして名作

はやっぱりいいですね、最後の二人の別れ

には涙しました、とコメント。そういえば、

筆者も観たことがあります。しかし、お恥

ずかしながらこの名作の内容を全く覚え

ておりません。唯一覚えているのは、最後

の場面で「鐘が鳴って」いることだけです。

スペインにおけるファシズム戦線だった

か、平和を求めての戦いであることは覚え

ていますが、「鐘」だけしか思い浮かばな

いとはなんたる恥、とばかり、では観てみ

よう、ということになったわけです。 

 Victoria ライブラリで検索したらしっ

かりとその DVD がでてきました。当時モノ

クロだったこの名作はきちんとデジタル

化されて時代を超えて人々に訴えかけて

いるようです。 

 そういうことで早速、借りて観ました

（予約後三日とかからずお手元に届きま

した）。昔の正方形型画面なので、今の横

長 TV では比率が合わず、ですが、真ん中

に比率良く画面設定できました。TV によ

り横長で登場人物の顔も横長になったり

することもありますが、TV の設定をコン

トロールすればなんとかなんとかなるで

しょう。しかし、面倒クサイことです。な

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 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】アフガニスタンはます

ますひどくなっています．「日本で生まれたこと

は宝くじの一等に当るに等しい」というコトバ

をネットで知りました．まさにそのとおり、と

は思いますが、今がよき時代だからこそ言える

ことです．アフガンの大変な情勢に、ただ息を

ひそめて見守るしかないでしょうに、ヘンリー

王子が、えらそうに声明を出しているところ、

何様？って思いますね．「おうじさまでぇす」っ

て本人は答えるのでしょうか．ほんとにちょっ

と黙っていてほしいものです．そんなこんなで

夏も終わり、秋に入り、レストランにいくには

ワクチン接種完了カードが必要で、今にして躊

躇していた人たちがイッキに接種のようです． 

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 
●Dollarama、日本でいうなら 100 円ショ

ップだが、ここでメーカーもの（Gain）

のランドリー洗濯液が安いのを発見。喜

んで買ってみたら、量が少ないことに気

が付いた。そうだったのか、量で値段を

加減しているようで、結局メーカーもの

はどこで買っても同じであるようだ。 
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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 

 


