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ンプキンが 9 年連続で育ったこともある。

 このジャイアント・パンプキンは、

Saanich Fair のみならず、10 月初めに対

岸LangleyエリアのKrause Berry Farm と

Estate Winery で開催されるスクワッシ

ュ・コンテストにも出品される予定。ジャ

イアント・パンプキンはどうどうフェリー

で海を渡る。 

 パンプキン収穫は 10 月ハロウィンに向

けてこれから本場、もっと大きくなる。 

 

ポップアップ・ドライブインムービー  

 夏も終わり、そのフィナーレに最適とい

うべきドライブインムービー「Fresh Air 

Cinema」がレイバーディ祭日前の土曜日曜

の夜に Mayfair Shopping Centre（3147 

Douglas St.）のパーキングロットで上映

される（9月 4日付）。FortisBC と Mayfair 

shopping centre 主催、今回で 15 回目。 

 入場には事前登録が必要で、土曜のゲー

トオープンは夜 8時、上映開始は、9時半、

日曜はゲートオープンが 6 時で上映開始

は 8時。入場料は車一台（ファミリー単位）

につき約$20、寄付金として扱われ、昨年

の 売 り 上 げ は $10,000 で Victoria 

Hospitals FoundationやBig Brothers Big 

Sisters of Victoria に寄付された。 

 今回見逃した人は、来年はお見逃しなき

よう。 

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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マスクを拒否し、放尿  

 Port Alberni で発生した事件簿。全国オ

ンエアでおぞましきニュースとなった。 

 去る 8 月 28 日土曜日、Port Alberni に

ある Dairy Queen に入店した男が、店員に

マスク着用を求められた。男はマスクを拒

否、店員は、ならば店を出てください、と

いった。それに男は反撃、店員との口論が

ヒートアップ、店員を罵りながら一旦店を

でた。が、男は戻ってきてズボンを下ろす

なりフロアとカウンターに放尿した。 

 店員と客は仰天、ショック、彼等から悲

鳴まで出た。 

 Port Alberni 警察は、この男の行方を追

っている。またその店内セキュリティビデ

オがとらえた男の像を一般公開し、民間に

情報提供を募っている。 

 捕まった暁に、この男は重い刑を受ける

べく、警察は男逮捕に向けて勤しんでいる。

 

警官、アタックされる 

 9 月 3 日金曜日の夜 11 時半頃、パトロー

ル中の警官が何者かに頭を殴られた。病院

に担ぎ込まれたが命に別状はない様子。現

在自宅で回復中。 

 

 そのとき、20 代半ばとみられる新米警

官は、Craigflower Rd.(Gorge Waterway)

付近をパトロール中、取り乱した女性を発

見し話しかけていた。すると背後から頭を

殴られた。 

 殴った何者かと、取り乱した女性が仕組

んだ犯行なのかは現在捜査中。容疑者は

40-50 くらい男で、ブルーのフーディを着

ていた。 

 警察署から総動員、カナダフォース

（Esquimalt）や緊急隊も駆けつけて大掛

かりな「男」捜査が行われたが、男を発見

できなかった。 

 

トラックがパトカーに激突 

 また、警察がやられた。 

 8 月 31 日火曜日の午後、Central 

Saanich 警察のパトカーがピックアップ

トラックに激突された。パトカーは結構な

ダメージを受けた。ドライバーは激突後に

逃亡、警察は行方を追っている。 

 トラックは Dodge のグリーン、民間から

の情報提供（250-652-4441）を待っている。

なお、そのトラックを見かけてもドライバ

ーに近づかないよう（危険人物として）警

戒を呼び掛けている。 

 

ATM をハンマーで壊す 

 9月1日水曜日の午後11時半頃、Oak Bay

の銀行に入った男がハンマーで ATM をス

マッシュした。警察はこの男の行方を追っ

ている。Oak Bay ではこの事件が 2件発生、

い ず れ も ATM （ Automatic Teller 

Machine：現金自動預け払い機）が被害を

受けた。目撃などの情報提供は Oak Bay

警察（250-592-2424）へ。 

 

Mill Bay のジャイアント・パンプキン 

 Victoria の空気も冷え初めいよいよ

秋。店には早くもハロウィンの品が並びだ

した。 

 そんななか、Mill Bay エリアでパンプ

キンが育ちすぎ、「ジャイアント・パンプ

キン」と話題になっている。 

 例年の Saanich Fair 農業祭で、この日

曜（9月5日）午後1時に始まるコンテスト

に出品されるべく、Saanich Fairgrounds 
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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 

 

コロナでたいへん 

 選挙でたいへん 

  重みがちがう 

に運ばれた模様。重量は

約 700-800 ポンドとみら

れる。体格がよい（よす

ぎる）カナダ人男性 1人

が 200 ポンド（約 100kg

近く）とすれば、その 4

人分の体重が、そのジャ

イアント・パンプキン。 

 このパンプキンの育

ての親は、Mill Bay 在住

の Dixon 夫妻。パンプキ

ンコンテスト出品は 15

年目である。過去に

1,000 ポンドレベルのパ 
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は、大行列ができた渋谷の若者向けの新

型コロナワクチン接種会場について、9月

4 日分からオンラインでの抽選制に変更

すると発表（9 月 2 日）。渋谷の会場を巡

っては、予約なしで接種を受けられるこ

とから行列ができて、多くの人が受けら

れないなど「トラブル」となっていた。

また、人が集まることで人流を増やして

いるとの批判も出たため、東京都は、4日

の接種からは、事前のオンライン抽選制

に変更し、当選した人だけ、会場に来て

もらう方式に変更した。 

職場接種のキャンセル1000件→新型コロ

ナウィルスワクチンの職場接種で、厚生

労働省に実施を申請した約5000件の会場

のうち、約 1000 件がキャンセルされた。

厚労省によると、使用する米モデルナ製

ワクチンの供給が遅れたり、医師や会場

が確保できなかったりした影響があると

みられる。 

真アジのパックにフグ混入→佐賀県みや

き町のスーパーで販売された真アジのパ

ックにフグが混入していたことが分かっ

た（9 月 3 日）。県は購入した人は、食べ

ずに販売店に返品するよう呼び掛けてい

る。県生活衛生課によると、3日午後 6時

ごろイオン九州から「ザ・ビッグ中原店

で購入した真アジのパックにフグが入っ

ている」と客から連絡があった。フグの

有毒部位を食べた場合、運動麻痺等の神

経症状があらわれる可能性があり、重篤

な場合には呼吸停止で、死亡することも

ある。 

 

 

 

 

電風便り、名古屋から 

「ワクチン接種」 

By モリモリ 

 お久しぶりです。 

 日本はやっとワクチンが回りはじめ、

母も 2回目を接種しました。田舎（愛知）

の周りのご老人も 2 回目完了者も多くな

りました。 

 私の周りですが、近隣に住む友達は「も

ちろん打つ」。東京の同級生も 7月に打っ

たし、大学院に通う甥はもうずいぶん前

に打ったそうです。という感じでプライ

ベートの友人などは打つ人が多いです。

が、私の職場のこの部署の人は打つと言

ってる人が私位なんですよね。やはりこ

の職場、変わってる人が多いというか、

国とか制度とかに素直に従わないのだろ

うなあという気がします。ま、ワクチン

躊躇派が言うように、臨床期間が短くて

コワイ、ということがあるようですが、

コロナだって怖いやんね、という気がし

ます。ま、個人の選択ですからいいので

すけども。こういう中にいると「ワクチ

ン接種」を自ら進んでする私の方が変人 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

忘れない→和歌山、奈良、三重の 3県で 88

人の死者・行方不明者が出た 2011 年 9 月

の紀伊半島豪雨から 10 年となったことを

受け、和歌山県知事は 9月 5日、県内の慰

霊碑や記念碑を回り、献花した。近年も各

地で災害が起きていることを挙げ「災害を

忘れない。それは行政にとっては、対策を

講じて前よりも多くの人命を救うという

ことだ」と話した。 

思い出の品、返却事業→津波で流された写

真や思い出の品を返却する事業が今、岐路

に立たされているそうだ。東日本大震災の

発生から 10 年が経ち、寄付を募って活動

を継続する民間団体がある一方、残された

写真や品々の今後の扱いに悩む自治体も

ある。岩手県陸前高田市で写真や物品など

の思い出の品の返却に取り組む民間団体、

「三陸アーカイブ減災センター」は、10

年間でおよそ 1 万人に写真 20 万枚、1600

点以上の物品を返した。震災から 10 年た

ってようやく思い出の品をさがす決心が

つく被災者も多いとも感じられる今、この

事業は続けられる必要があると関係者は

いう。 

「街コン」誕生から 10 年→飲食店での男

女の出会いを舞台に、東日本大震災で失っ

た街の活気を取り戻そうと始まった「街コ

ン」。今年で誕生から 10 年という節目を迎

える。街コンは、当初イベントに参加する

飲食店を自由に移動して男女が出会う「複

数店舗型」から、今では進行役のアナウン

スに従って店内の席を回る一店舗型が主

流となっているそうだ。しかし、コロナ禍

でこのままでは出会いの場が失われると

危惧し、自宅に居ながらビデオチャットで

異性と出会えるイベントを昨年3月から展

開しているとか。 

 

＜社会ニュース＞ 

感染隠して教諭が授業→兵庫県尼崎市教

委は、市立小学校で教諭 1 人が新型コロナ

ウィルスに感染していることを知りなが

ら出勤し、その後、授業を受けた児童 2 人

の感染が判明したと発表（9月 3日）。児童

2 人のうち 1 人は軽症で、もう 1 人は無症

状。3 人とも自宅療養中で、感染経路は分

かっていない。市教委によると、教諭は 8

月 25 日に 38.8℃の発熱があり、医療機関

を受診。抗原検査の結果、陽性が確定した

が学校に報告せず、30 日に出勤して担任の

クラスで児童 33 人に授業をした。同日夕、

保健所から市教委に連絡があり、感染を隠

していたことが判明。市教委は小学校を休

校とし、接触のあった児童と教員ら 38 人

を対象に PCR 検査をした。教諭は「体調が

改善したので、自ら出勤できると判断し

た」と説明をしている。 

渋谷接種会場、オンライン抽選制→東京都

 

扱いされるわけで、なんとなく居心地が悪

いということです。 

 ここの部署では結局職域接種する人が 3

人いて、割合的にはそんなもんかと思いま

す。そんな 3 人に対して上司は、20 代、40

代、50 代の副反応を見るとかって言ってま

す（まるで動物実験の気持ちだと思いま

す）。先日ワクチン接種を受けた母は、2回

目にやはり筋肉痛の副反応が出て、2 日位

痛かったということ、でも耐えられる痛み

というか、もともと高齢者ってあちこち痛

いので、ま、ちょっと痛みが増えたという

ことで、コロナにかかるよりもマシと思い

ます。 

 私のワクチン接種、先月に職域接種を受

けました。初めは 8 月終わり位しか空いて

なかったのだけど、キャンセルが出たのか、

急な連絡があってすかさずゲットしまし

た。場所は名古屋駅前の超高層ビルの中で

とても便利なところでした。受けて数時間

後に筋肉痛のような軽い痛みがありました

が、大したことはありませんでした。一晩

は続いたと思いますが、自然に治っていき

ました。 

 接種の会場はミッドランドスクエアとい

って名駅前の高層ビル（トヨタが入ってる）

のなか、ワクチン接種という医療現場とは

かけ離れた、なんだかホテルのようなとこ

ろでした。スタッフの誘導も問題なく、受

診者も見事に PC に制御されて非の打ちよ

うがないという感じでした。 

 PC による管理体制がきちんと構築されて

いるのだろうということ、短期間での国民

皆接種ということになればこれくらいの制

御は当たり前なのかもしれませんが、田舎

でかかりつけ医での母の接種に付き添った

私にはその差に少し感じ入るものがありま

した。母の接種は高齢者接種、私のは職域

接種で、もちろん前提が違うので、受付や

流れなどすべてにおいて異なるわけです

が、田舎ではいつもの看護婦さんやお医者

さんとの会話や他受診者との会話なんかも

あってそれなりに楽しかったです。 

 反面、ミッドランドスクエアはそういっ

たものは一切なく、ともかくワクチン接種

の流れを止めないという大量処理、都会的

というか自己完結型というか、クールな感

じです。もちろんそれで不愉快ということ

はなかったですが、何百人という人が集ま

っているにも関わらず、会場内で会話はほ

ぼなしっていうことなのです。 

 今、2 回目接種を終えて、また来た次の

感染波デルタ株にも効果があればと祈るば

かりです。 

感染が先か、接種が先か、 
押し寄せる感染波 
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★ こんなの見つけました ★ 

コーンのベネフィット 

 BBQ にコーン焼き、ローストビーフにコ

ーンブレット、クラッカーにコーンチャウ

ダー、コーンサラダと、コーンを使った料

理は数多ある。あまりにもありふれたコー

ンは、食卓で活躍しつつも、褒めたたえら

れることはない。影ながらの存在でありつ

つ、実はヘルスベネフィットがいっぱいで

ある。コーンを食べて一層ヘルシー、その

ワケを以下にリスト。（参考：msn.com/en- 

ca/health/nutrition、Sarah Crow） 

1. コレステロール値を下げる：オイルは

コーンオイルを使うと一層効力あり。コレ

ステロール値が高い 25 人の成人が一日大

さじ 4杯のコーンオイルを食事に取り入

れたところ、ココナッツオイルを取り入れ

た人たちよりコレステロール値が大幅に

下がったという研究結果がある。 

2. 糖尿病のリスクを下げる：これにはパ

ープル・コーンがより効果的であるそう

だ。紫色のコーン？そういえば見たことが

あると思う人は多かろうが買う人はまず

少ない。パープル・コーンにおいては、そ

の紫色のピグメント（色素）が重大、これ

がグルコースやインスリンと密に関係し

ているという科学的データがある。 

3. 消化を促す：消化不振を感じるとき、

コーンが助けになる。コーンに含まれるポ

リデキストロースという植物繊維が消化

を大いに促す。したがって便通改善にも役

立つ。 

4. 腸バクテリアを改善する：腸内バクテ

リアのヘルシーバランスを保つことは消

化管をヘルシーに保つのみならず、身体全

体をヘルシーに保つことに値する。なぜな

らば、体内の免疫システムの 70%が腸内に

あるからである。ありがたいことにコーン

は消化管バランスという基本的な役割を

担う。 

5. 満腹感を長続きさせる：コーンを食べ

ると満腹感が続き間食が少なくなり、よっ

て痩せる、ダイエットに最適というシナリ

オである。これは真。例えば、ポップコー

ンがいい例である。ほとんど空気のような

淡泊なこの物体はお腹を満たす。普通の白

パンの満腹感インデックスが 100%とすれ

ば、ポップコーンは 154%という科学的デ

ータがある。ただ、 

注意することはバ 

ターでギラギラの 

ポップコーンを食 

べないこと。バタ 

ーを効かせすぎる 

とハイファットの 

ポテトチップとそ 

う変わりがないほ 

どに質が落ちる。 

 
Cooking for the Lazy: 

スィート・コーン・もちケーキ 

 今が旬、店頭に並ぶフレッシュコーンを

使ったモチモチな感触のほんのりと甘い

コーンケーキである。（グルテンフリー） 

〔材料 9x9in パン分〕コーン(2-3 本,粒の

みは 2.5C)、ココナッツミルク(1/2C)、卵

(2 個)、砂糖(3/4C)、米粉(2C)、ベーキン

グパウダー(1tsp)、塩(1/2tsp)、バター

(1/4C) 

1. コーンは皮をむき、粒をとる．スジを

きれいに除去する． 

2. ハイスピードブレンダーに、1とココ

ナッツミルクを入れ、スムーズになる

まで撹拌する．（コーンの砕きが雑だ

と、出来上がりがモチ感触になりにく

いので注意のこと） 

3. ボールに卵を割り入れ溶く． 

4. 米粉とベーキングパウダーを別のボー

ルに入れてよく混ぜておく． 

5. 3の溶き卵に4を入れて混ぜる． 

6. 5に砂糖、塩を加え、さらに溶かしバタ

ーを加えて混ぜる． 

7. 6を 2に加えてブレンダーをオンにす

る．スムーズになるまで撹拌する． 

8. パンにパーチメントペーパーを敷き、7

を流し込む.気泡が入らないよう、底を

ならす． 

9. オーブン（350°F）で、40-60分焼く．

（竹串を刺して抜くと液が付かない状

態になるまで焼く） 

10. パンから取り出し、ラックにしばらくお

いて、室温にまで冷ましてから召す． 

ためになる名言 

    チャーリー・ワッツ 

ローリング・ストーンズのドラマー 

ロックは子供の音楽だ。 

ビートルズのファンになったことはな

い。リンゴ・スターのファンだ。エルヴ

ィスは嫌いだった。 

俺のやっていることは特別難しいことじ

ゃない。だけど俺を一段超えようとする

と、ドラムって難しいと思うはずだ。 

ドラムをプレイする上で一番難しいのが

ドラムという楽器からサウンドを出すこ

となんだ。 

ドラムを叩く人によって違う音が出るか

ら良い。ドラムに限らずパーソナルな（個

性のある）ものにすることが重要だ。 

ストーンズに加入した頃の感想？数ヶ月

か、もって 2 年かそこらで終わるだろう、

と思ってのことだった。 

演奏するときに心がけていることは、「踊れ

る」ようにすることだ。ブルースでも何で

も構わない。 

俺はロックスターじゃない。 

（参考：Wikipedia） 

〔Charles Robert Watts、1941-2021 年、

英ロンドン生。イギリスのミュージシャ

ン。ロックバンド、ローリング・ストーン

ズのドラマー。デビュー以来、ミック・ジ

ャガー、キース・リチャーズと共に在籍し

続けたオリジナルメンバーの1人。ジャズ

に影響を受けた独特のドラミングで、スト

ーンズの独自性溢れる音作りを永年にわ

たって支えた。また、自ら率いるジャズ・

バンドでも活動しアルバムも発表してい

る。12歳の時に、いとこが持っていたサッ

クス奏者のアール・ボスティックの『フラ

ミンゴ（英語版）』を聴いたのがきっかけ

でジャズに興味を持ち始める。1955年に両

親からドラムセットを贈られ、ジャズのレ

コードを収集しながら腕を磨いていく。

2021年 8月 24日、喉頭癌闘病の末、死去。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、９月２日更新 

Proof of Vaccination 

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 

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

o/response 

＜B.C.'s vaccine card、ワクチン接種証明書取得＞ 

9 月 13 日より、B.C. vaccine card website への 

アクセス可能．スマホにダウンロード、 

又はペーパーでサービス時に提示する．詳細は、

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

ccine/proof 

【マーケット情報】マーケット、もうすぐ終わり 
●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 
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件もの物件が市場にで 

ていましたが、今年の 

８月末には、1,120 件 

しか市場に残っていな 

いという状況です。７月末と比較しても、

10%以上の減少です。 

 したがって、今までは、一戸建て中心に

複数のオファーが入っていた状態でした

が、今や、コンドミニアムもかなりの割合

で、複数のオファーを狙った delayed 

offer の形式をとっているようです。 

 価格では、戸建ての場合、ビクトリアの

中心の中央値が、１Mを軽く超えてきてい

ます。一年で 20%以上上昇していることに

なります。半面、コンドミニアムの価格の

上昇はその約半分の 10%程度にとどまっ

ています。 

 近く選挙も行われ、外国人の土地の所得

を一定期間の間凍結する等色々政策が打

ち出されていますが、選挙の結果、より多

くのバイヤーが買えるような状況を作っ

てもらいたいものです。  

 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 ☆☆☆☆
☛9 月 11(土)日、10am-2pm：St Mary's Anglican 

Church（1701 Elgin Rd. Oak Bay）にて、オータム

ブックセール．グッドコンディションの中古本セー

ル．売り上げはFood Bankチャリティへ．詳細は、

https://www.stmarysoakbay.ca/connect/chur

chmouse-books 

☛9 月 11(土)&12(日)日：恒例第 31 回パーキン

ソン・スーパーウォーク．ファンドレイジング．

今年はバーチャルイベント、オンライン．BC 州

パーキンソン病協会主催．詳細は、 

www.parkinson.bc.ca 

☛9 月 12(日)日、11am-4pm：Duncan、Cowichan 

Valley Rec.Centre(2687 James St.)にて、ウ

ォーターシェッドショー．詳細は、 

https://cowichanvalleyartscouncil.ca/wate

rshed-show/ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２２） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 ８月の Victoria Real Estate Board の

統計がでました。毎回原稿に書くのが申し

訳ないくらい売り手市場が続いておりま

す。それでなくとも、不動産獲得競争が激

しい中、他の州からのバイヤーがかなり市

場に入ってきています。そのため、ローカ

ルには相変わらず厳しい市場になってい

ます。６月にモーゲージのストレステスト

の審査基準が一層厳しいものになったに

も関わらず、売買件数こそは８月に来てス

ローダウンしていますが、価格の上昇には

歯止めがかかっていない状況です。 

 Victoria Real Estate Board 内では、

831 件もの物件が８月に取引されました。

去年８月の979件と比べても15%以上の落

ち込みです。一戸建ての落ち込みは 357

件と激しく、昨年の同月に比べ、件数にし

て 30%もダウンしている状態です。先月７

月と比較しても 10%ほどの減少。これに対

してコンドミニアムは、昨年はコロナの影

響で衛生上はもとより、在宅勤務の関係上

スペースを求めて一戸建てに人気が集中

しましたが、先月は、345 件ものコンドミ

ニアムが売買され、昨年８月の件数と比べ

て、30%以上の伸びとなっています。この

数値は今年７月と比較しても 20%以上の

増加です。 

 このマーケットがスローダウンしてい

るかのように見られる数値は、決してバイ

ヤーがマーケットから離れていった結果

ではなく、市場に出ている物件が昨年の同

時期の半分以下しかないという在庫不足

が解消されていない状況のためだと考え

られます。昨年８月末の段階では、2,584 

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 98x 

140x6cm、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】9 月に入りました．秋

です、紅葉が始まります、雨が降り始めます、

そしてリンゴが安くなります．リンゴが安くな

るのは助かります．ここのところAmbrocia アッ

プルに取りつかれていて（以前はFuji）、ナシの

ようにほんのり薄い甘さ、一日一個の毎日．安

くなれば、一日二個いけるか、と思うのですが、

リンゴも侮れません、糖で太らせてくれますの

で、我慢するのが無難でしょう． 

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 
●ついにお店で使われるプラスティック

バッグがなくなった。まだ available な

ところでは 5￠、10￠を払っても意欲的

にそれを買って使っていた。というのも、

家庭でのゴミ箱のライニングに最適だか

らである。買い物のプラスティックバッ

グがなくなると、ゴミ箱用のプラスティ

ックバッグ（それはエコ用も売ってある

が）を買わねばならず、高くつくし、き

れいな袋をゴミ箱に使うというのも気が

引ける。買い物のプラスティックバッグ

ならちょうど汚れてもいるし、捨てる気

でもいるしでゴミ箱に最適だったのだ。

まったく残念。これからどうすればいい

のだろう。100 円ショップに行こう、と

思うや急に元気になれた。20 袋入りで

$1.25 なり。Dollarama の値段である。 

これなら思い切り捨てられる。 
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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 

✧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. 


