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プトラックが目撃され、警察に通報が相次

いだ。警察が駆けつけて付近を捜査し、問

題のトラックを発見、トラックのドライバ

ーにストップをかけた。 

 トラックのプレート№を調べると、今月

Shawnigan Lake エリアで盗まれたものと

判明。ドライバーはトラック泥棒と判明

し、その場で逮捕された。 

 ドライバーの悪事はここで終わらず。警

察が更なる捜査を進めるうち、ドライバー

は警察に偽名を使ったことが判明、そして

現在仮釈放の身であることもわかった。 

 ドライバーの名はナンシー（女性）、48

才、現在警察の監視下にある。 

 

ドッグ・ウォーカーの格闘 

 怪我で休職中の女性警官がアニマル・コ

ントロールサービスのドック・ウォークを

ボランティアしていたところ、通りすがり

の女から暴行を受けた。 

 それは 9月 13 日月曜日のお昼、12 時半

ごろ。犬を連れて David St.を歩いていた

ところ前方から女が近づき、自分の犬を盗

んだ！と女性警官に向かって騒ぎ始めた。

 そのうち女は警官に殴りかかり、2人は

地面に転がり取っ組み合いの大格闘とな

った。両方、病院へ行くほどの怪我となら

ず幸い。後に女は現場近くて駆けつけた警

官に逮捕された模様。 
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B.C. COVID-19 ワクチンカード  

 9 月 13 日月曜日現在、今日から B.C. 

COVID-19 ワクチンカードシステムが有効

となる。10 月 24 日までにはフルワクチン

（2回目＋14 日経過）が必要とされる。 

 COVID-19 の第四波の最中、エッセンシャ

ル以外の施設へのアクセスにこのワクチ

ン接種証明カードを表示することになる。

エッセンシャル以外の施設とは、スポーツ

イベント、コンサート、レストラン、バー、

カジノ、ジム、映画館など。 

 ワクチンカード表示が必要ないエッセ

ンシャルなところとは、グロサリー、リカ

ーストア、薬局、ファストフードレストラ

ン、サロン、ホテル、銀行、小売店、フー

ドバンク、シェルターなど。なお、9月 20

日の選挙場でもカード表示は必要ない。 

 このワクチンカードシステムは、来年

2022 年 1 月 31 日まで施行される。その後

は感染状況に応じて、延長される可能性も

 

もある。 

 BC 州では、12 才以上の人口のうち現在

79%がフルワクチン終了、1回のみは 86%。

 

クラスター  

 9 月 10 日金曜日、Victoria エリア内の

テ ン ポ ラ リ ーハ ウ ジ ン グ数 ヵ 所 で

COVID-19 クラスターが発生していること

が、ヘルスオフィサーチーフより報告され

た。テンポラリーハウジングクラスターの

一例はPandora Ave.に沿って位置するOur 

Place。 

 先月より Victoria 内でも激増している

COVID-19 感染状況を考慮すると、これら

のクラスター発生はあり得ることである

とチーフは断定する。そして、このクラ 

スターは大規模なものでなくこれを発端

に Victoria 全域で感染が広がるわけでは

ない、と強調。 

 金曜日の時点で、BC 州内における

COVID-19 新感染者は 820 人、うち 90 人が

Vancouver 島内。 

 

失業率最低の Victoria  

 Victoria は、仕事が増え、雇用が増え、

カナダ全国で失業率が最低という誇るべ

き地位を獲得した（9月 10 日、Statistics 

Canada）。雇用が増えた業界は、アコモデ

ーション、フードサービスなど。 

 COVID 制限が緩んだことによる結果、旅

行者が戻り、人は外へ出てレストラン、娯

楽を楽しむようになり、幾分か経済回復。

 Victoria の失業率は 4.2%（8 月）。次に

続くは Quebec City や Lethbridge（Alta）

の 4.4%。 

 Victoria の、前月 7月の失業率は 4.3%、

昨年の 7月は 10.7%だった。 

 

Jubilee で男暴れる 

 9月 10日金曜日の午前8時頃、Victoria

の Jubilee 近隣で男が暴れているとの通

報があり、警察が駆けつけた。男は手に負

えなく、警官 2 人に暴力を振るう始末、警

官は男に向かってペッパースプレーを浴

びせ、またテイザーガンを放って男を取り

押さえた。 

 男は、メンタルヘルス査定のため病院へ

送られた模様。 

 男を取りさえるべく上記警官 2 人が男

と格闘、その間、更に 2人の警官が呼ばれ

たが現場に駆け付けるなか Victoria 市役

所がある近くの交叉点（Douglas St.+ 

Pandra Ave.）で、衝突事故を起こしてし

まった。2人が乗るパトカーが急ぐあまり

の事故なのか、パトカーを無視した一般車

が起こした事故なのか、現在捜査中。幸い

だれも重症に至らず、軽傷だった。 

 

怪しい蛇行運転 

 9 月 11 日日曜日、Sooke Rd.は 4000 ブ

ロック付近を走る蛇行運転のピックアッ 
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夕陽を浴びて 

秋のとき 

改名しました! 

HAIR-WORKS 

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：9:00am－5:00pm 

日曜日：10:00am－4:00pm 

 

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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子が映ったドライブレコーダーの動画が

テレビのニュースで流れ、署が捜査して

いた。男は「ボンネットに乗って走った

ら楽しそうだと思った」と容疑を認めて

いる。 

毒キノコの「ツキヨタケ」→9 月 14 日、

秋田県は、県内の家族 4 人が毒キノコの

「ツキヨタケ」を食べ、食中毒になった

と発表した。このうち 60 代の男女 2人は

一時入院した。現在は退院し、4人とも快

方に向かっているという。4 人は 12 日朝、

仙北市内の山林で採取したキノコを食用

の「ムキタケ」と誤って煮付けにして食

べ、吐き気や 嘔吐などの症状を訴えた。 

横浜の「脱走ニシキヘビ」→今年 5 月、

横浜市戸塚区でアパートから体長約 3.5

㍍のアミメニシキヘビがいなくなった騒

動で、横浜簡裁は、動物愛護法違反容疑

で書類送検され、同法違反で略式起訴さ

れた飼い主の男性会社員（25）に罰金 30

万円の略式命令を出した。ヘビは 5 月 6

日、アパート 2 階に住んでいた男性の留

守中にいなくなり、16 日後にアパート屋

根裏で見つかった。男性は、ガラス製の

ケースで飼うと横浜市に届け出て飼育の

許可を得たが、昨年 9-12 月頃、無許可で

木製の箱に変更していた。 

シルバー人材→全国のシルバー人材セン

ターの会員数が 70 万人台に増加。会員獲

得に苦戦していたところに、新型コロナ

ウィルスの感染拡大が追い打ちをかけた

形。シルバー人材センターは、1975 年に

東京都江戸川区に前身の「高齢者事業団」

が誕生したのが始まり。センターの仕事

は草むしりや清掃など短時間のものが中

心。元気な高齢者には「シルバー」とい

う響きに拒否感を持つ人もいる。 

 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第二話：あーら、もったいない 

By ミア 

 日頃食べないビーツ。当然、好物とい

うには程遠い。なのに、なぜに腎がんが

発覚するほどにたくさん食べることとな

ったのか。多くの人が知りたいことだと

思う。 

 それは「職場」に起因する。というの

は、次のとおり。 

 働いているディケアで子供たちに昼食

（給食）が出る。大人でもビーツが苦手

な人が多いなか、子供、それも幼児とな

ればそれ以上にビーツ嫌いも多いかと思

う。そしてそのとおり、昼食にたくさん

用意されたビーツは、あの真っ赤な色に

魅せられることもなく子供たちはしっか

りビーツを無視、全然食べなかった。山 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

震災から 10 年半が過ぎて→東日本大震災

から 10年半となる 9月 11 日、津波で流さ

れたとみられる宮古市魚市場のトレーの

一部がおよそ500㌔離れた神奈川県の砂浜

で、見つかり 15 日、魚市場に返却された。

トレーの一部は、神奈川県藤沢市の砂浜で

ゴミ拾いをしていた男性が発見した。SNS

への投稿をきっかけに東日本大震災の津

波で宮古市から流されたものである可能

性が高いとわかった。宮古市と魚市場は震

災の記憶を伝えるためトレーの保存や展

示を検討している。 

災害救助犬→がれきの山や倒壊家屋の隙

間を進み、生存者を見つけ出す災害救助

犬。自然災害が相次ぐなか、その活躍を目

にする機会も多くなったが、国内に統一さ

れた出動資格は存在せず、民間団体などが

それぞれのルールで活動し、捜索スキルも

まちまちというのが実情。多くの現場を踏

んできたベテランのハンドラー（訓練士）

は「一人でも多くの命を救うためにも、基

準づくりが必要だ」と訴えている。 

災害バイク隊→大雨や台風などの災害時

に活躍する「災害バイク隊」がいるそうだ

（大分県）。岩や木といった障害物を軽々

と乗り越えているのはオフロードバイク

の達人たち。「災害バイク隊」のメンバー

は現在 45 人。農家や郵便局員、看護師な

ど職業は様々だが全員、防災士の資格を取

っていて、趣味のバイクを災害支援に生か

したいと活動してきた。去年の 7月豪雨で

は、由布市内で土砂で道路が寸断された地

域に入り住民の安否確認やボランティア

活動などを行ったということだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

対面しない詐欺が増加→香川県内の特殊

詐欺被害は昨年 1 年間で 54 件確認され、

被害額は 8320 万円に上った。県警による

と、今年に入って、新型コロナウィルスの

感染防止を理由に、被害者と対面せず現金

をだまし取る手口が増えているという。今

月 8日、中国籍の 4人組が詐欺と窃盗の疑

いで逮捕された。4人は 8 月 12 日、岡山市

内の女性（88）宅に百貨店の従業員になり

すまして電話し、「あなたのキャッシュカ

ードが不正に使われている可能性がある」

「カードの利用停止措置をした」などと言

い、「新型コロナの関係で直接会って受け

取ることが難しいのでポストに入れてく

ださい」と告げた。4 人は女性が自宅のポ

ストに入れたカード 2枚を盗み出し、金融

機関などで計 110 万円を引き出した疑い。

ボンネットに乗って→愛知県警は 9 月 14

日、ボンネットに座った状態で県道を走行

する軽乗用車に乗ったとして、無職男（20）

を道路交通法違反（乗車方法違反）の疑い

で書類送検した。ボンネットに乗車する様

のように用意されたビーツは、スタッフに

少々かじりとられたあと、そのまま全部捨

てることになってしまったのだ。 

 そこで、「捨てる」ということに、たいて

いの日本人が持つ「あーら、もったいない」

精神がムクムクと顔を出す。では、私が頂

きます、ということで全部もらって自宅へ

持ち帰った。 

 こうして、その日の昼食にすでにビーツ

を食べたというのに、夕食もビーツ。がっ

つりと食べた。 

 そうして、翌日の尿が赤いの気が付いた。

「血尿？」「もしかして病気かも？」と足が

ガクガク。取り急ぎドクターのアポを取る

と次の日に取れた。 

 ドクターといってもホームドクターでは

ない。ホームドクターは週 2 回しか空いて

おらず、しかもコロナ渦で対面診療はでき

ず電話相談のみ。急ぐ身としては、とりあ

えずなんとかせねばと Babylon Telus(今は

My Care Telus Health)アプリで携帯でドク

ターと動画チャットをすることになった。

診てもらうドクターは若い女性。赤い尿の

写真もあらかじめ送っておいた。 

 しかし、予約当日の朝、娘が「お母さん、

それ血尿じゃなくてビーツ食べたからだ

よ。ビーツ食べると赤くなるのはよくある

ことなんだって」と言うではないか。なん

という気苦労、早合点。な～んだ病気じゃ

ないんだ。じゃ、ドクターはキャンセルし

ようかな、と急に元気になった。 

 とはいえ、キャンセルも面倒だし、ドタ

キャンも失礼だしと思い、この際一応診て

もらうことにした。（今思えば、この時キャ

ンセルしてたら、とぞっとする。） 

 そして予約の時間がきて、チャット診療

が始まった。その若いドクターは「たぶん

ビーツが原因でしょうね。でもあなたは 50

歳以上だし、念のため検査をオーダーしま

しょうね」と超音波をオーダーしてくれた。

（これまた、その時、ドクターが検査をリ

クエストしてくれなかったら、とぞっとす

る。） 

 超音波検査で膀胱は異常なかった。しか

し、右の腎臓に 5cm の塊を発見。詳しく調

べるためにすぐに CTもすることになった。

もちろん血液、尿検査もしたが、それが「が

ん」とわかったのは CT 検査だった。 

 なお、赤い尿が出たのは一日だけで、ビ

ーツを食べなくなったら普通に戻った。だ

からやっぱりビーツで尿が赤くなったとい

うことだと思うにしても、思えば有り難い

赤い尿だったといえる。 
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★ こんなの見つけました ★ 

これが発明されたワケ（１） 

 普段何気なく食している食べ物、それが

なぜに世にでたのか考えたことはあるだ

ろうか。通常リンゴはリンゴの木から採れ

るし、ほうれん草は種をまけば栽培収穫で

きる。しかし、ホットドッグやスシは種を

まいても採れはしない。ホットドッグな

ど、普通の食であるが、普通でない「生ま

れ」を探ってみた。 

（参考：msn.com/en-ca/lifestyle/food） 

1.お寿司（Sushi）：今でこそ、世界中に普

及してしまった我が国、日本の発明品、「ス

シ」。オイシイものを美味しく食べようと

したら、自然とこういう形になってしまっ

たと、と日本人なら説明するだろうが、北

米から「発明品」と言われると引いてしま

う。ともあれ、日本以外の人たちからみる

と「スシ」とは途轍もなくスバラシイ発明

品らしい。彼等の「スシ」の所以説明が、

「フレッシュに食べたいばかりに発明さ

れた」ときた。これまた笑える。フレッシ

ュにサカナを食べたければ、刺身もある。

これも発明品だ！というのだろうか。だ

が、もっと驚く説明が出ている。「スシは

昔むかし、中国でナマのサカナを保存する

術として発酵させたご飯に置いた」そう

だ。その「発酵させたご飯」がお酢で混ぜ

たご飯にとってかわり、「スシ」となって

今に至る、という。信じたくない話である。 

2.ウスターソース（Lea & Perrins 

Worcestershire sauce）：北米に住めば、

このソースに多くの北米人が依存してい

ることがわかる。日本でも、ウスターソー

スがなければ、トンカツソースがなけれ

ば、トンカツなどフライものや、お好み焼

き、焼きそばが食べられない、ということ

になり、もし在庫不足になればウスターソ

ース騒動が起こるかもしれないなど容易

に想像できる。ところで、このソースは海

外から日本に入ってきたが、そもそもの由

来は？となると、それは化学者 John 

Wheeley Lea と William Perrins が発明し

たものであるそうだ。インドに住む貴族の

ためにオイシイ味を造るべく研究してい

たときにできたそうである。初めはまずく

棚に放り投げていたところ、それが発酵し

たのか実に美味しくなり、依頼主の貴族も

大満足、ということで世界を駆け巡ること

となった。 

3.ベーグル 

（Bagels）：ドー 

ナツのようでドー 

ナツでない。穴が 

開いたパンのよう 

でパンでない。起 

源はポーランド。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

チッキン・オクラ 

 いきなりながら、日本語名オクラは、英

語“okra”の外来語で、日本特産ではなく

原産地はアフリカ北東部である。納豆のよ

うな粘りをお楽しみあれ。 

〔材料約 4 人分〕オクラ(okra,300g)、鶏

肉(胸肉 1枚、約 200g)、ニンニク(1片)、

ブイヨン(又はチキンスープ,2C 分)、オリ

ーブオイル(1tsp)、塩&こしょう少々 

1. オクラをよく洗い水を切る．水分をペ

ーパータオルで拭きとってからオク

ラのヘタを切り取る．（オクラが乾い

てから切り取るほうが粘りが流れで

にくい） 

2. 1のオクラを5mm厚さにスライスする． 

3. ニンニクはみじん切り、鶏肉はスライ

スしてから食べやすい大きさに切る． 

4. フライパン兼用の深鍋にオイルを熱

しニンニクを香りがでるまで炒め、鶏

肉を加えてさらに炒める． 

5. 鶏肉の表面が白っぽくなったところ

で、塩＆こしょうをし、2を加えてさ

っくりと炒め、熱湯を 2C 注ぐ． 

6. 5 が沸騰したらブイヨンを加えて溶か

し、10 分ほど煮立たせる（中火）．鍋

の底から上へとかき混ぜ粘りを出す． 

7. 火を切り、塩&こしょうで味を調える． 

※ご飯（ロングライスに合う）にかけると

納豆ごはんのように食が進む． 

ためになる名言 

  ジャンポール・ベルモンド 

フランスの名俳優 

人生は一冊の書物に似ている。馬鹿者た

ちはそれをペラペラめくってゆくが、賢

い人間は念入りにそれを読む。なぜなら、

ただ一度しかそれを読むことができない

ことを知っているから。 

フランス映画を、フランス映画のための

フランス人俳優であることをこよなく愛

する。ハリウッド映画には断固出演しな

い。だが、フランス映画の「飛んでるオ

ヤジ」にはなりたくないね。 

（2013 年当時）大事なのは、過ぎ行く「と

き」ではなく、これから（死ぬまでの）

残る「とき」。今から喜んで第二の人生を

始めるさ。オレは実際いい芸術職人だし、

人付き合いも多いに楽しめるヤツだ。そ

れで充分満足している。 

（参考：Wikipedia） 

〔Jean-Paul Belmondo、1933-2021 年、

仏パリ生。フランスの俳優。シリアスな

ドラマからアクション・コメディまで、

出演映画は幅広い。20 世紀後半のフラン

スを代表する俳優の一人。実子のポー

ル・ベルモンドは、元 F1 ドライバー。父

は、フランス美術アカデミーの会長もつ

とめた彫刻家で画家（シチリアとピエモ

ンテにルーツをもつイタリア系フランス

人）、母も画家だった。子どもの頃は体が

弱く、静養のために田舎の農家に預けら

れる。健康を取り戻して家に帰ってから

は、サッカーに熱中し、15 歳の時にボク

サーになる夢を見たことをきっかけに、

今度はボクシングに熱中するも父に反対

されてボクサーになる夢は果たせなかっ

た。その後演劇に興味を持ち国立高等演

劇学校へ。演技力を高く評価され、その

頃無名のアラン・ドロン（永遠のライバ

ル、と呼ばれた）と共にフランス映画界

で活躍していく。代表作はゴダール監督

の『勝手にしやがれ』、他 80 作品がある。

今年 9月 6日死去。享年 88 歳。〕 
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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. 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、９月１１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＞ 

オンラインアクセス殺到のため、証明書取得が 

未だできない場合、ワクチンカード（名刺サイズ）を 

9 月 26 日まで代用できる．詳細は、

https://www2.gov.bc.ca/vaccinecard.html 

コピー取得は、電話：1-833-838-2323 
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 ロータス・ピンクさん。 

Q：愛を生きるためには 

どうしたらいいの？ 

A：マグノリアさんの話と一緒で、まずは

意図してください。「愛を生きます」と。

そして、それを覚悟してみてください。そ

うすることで、エネルギーが動きます。ま

た、私たち（精油）をたっぷりと使ってく

ださい。愛のエッセンスをたくさん吸い込

んでください。 

Q：愛を生きるとはどういうこと？ 

A：シンプルです。自分自身を大切にする

ことです。 

 いかがでしょうか？お花たちから聞い

た愛のお話し。今回は４種類を選びました

が、他にも花の精油として、ジャスミン、

金木犀、チャンパカ、イランイランなどが

あります。どれも香り豊かです。あなたの

心が緩み、花々と共にあり、愛が循環する

人生でありますように。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 ☆☆☆☆
☛9月27(月)-30(木)日：UVIC主催、Orange Shirt 

Day．サバイバーやその家族の話に耳を傾ける日．

また、先住民族寄宿学校のリガシー、ディスカッシ

ョン．詳細は、orangeshirtday.org 

☛10 月 15(金,1-9pm)、 

16(土, 9:30am-5:30pm) 

&17(日,10am-4pm)日： 

1767 Island Hwy、West 

Shore Parks&Rec にて、 

恒例第 35 回 Victoria 

秋のホームショー．ホ 

―ム&ライフスタイル． 

入場料無料、詳細は、 

www.homeshowtime.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３８】 

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。 

 元々私たちは愛の存在です。なんてこと

はよく聞く話と思います。では一体、そん

な存在だと気づくにはどうしたらいいの

でしょうか。どうしたらそこを生きること

ができるのでしょうか？今日は、お花の精

油さんたちに来ていただき、彼女たちから

お話を伺うこととします。お花の精油は愛

の象徴であり、ハートを広げてくれ、多幸

感ももたらしてくれます。ではどんなお話

しが出てくるでしょうか。 

 まずはマグノリアさん。 

Q：愛の存在であると気づくにはどうした

らいいの？ 

A：まずは、それに気づくことを意図して

ください！ 

それを意図したことで、愛の存在に気づい

てはいけない、という思い込みが私の中で

見つかりました。他には気づきたくない、

という思いを持っている人もいるかもし

れませんね。“愛の存在であると気づくこ

と”を意図すると、エネルギーがその方向

に動くので、そうなっていきます。それに

よって、そうなのかな？という迷いがなく

なっていきます。 

 ミモザさん。 

Q：愛の存在であると気づくにはどうした

らいいの？ 

A：優しさを持って行動してみてください。

それができるとき、できない時、したくな

い時、あるかもしれませんが、誰しも生き

ていてこれまで１回は優しさを伝えたり、

行動で示したりということはあるでしょ

う。それが愛です。 

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
 

（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 月半ば、すっかり秋

の気配です．6月末のあの熱波を思いだし、この

ひんやりした空気の心地よさをかみしめていま

す．そして、いつも通る歩道のそばのリンゴの

木、実がタワワにつきおいしそう、手を伸ばし

て採りたくても届かず、毎年あきらめています．

というより、公共のものなので勝手に採っても

いいのかどうか迷うところで、誰にも責められ

たくないので採らずにがまん、というのがホン

ネです。ところが、先日、若い男性２人が木の

棒でリンゴを叩き落としているのを目撃、白昼

のリンゴ泥棒です．足元にはハジもなく大きな

バケツ！全く身の程知らず、リンゴはスーパー

で買えよ、と言いたくなるも、逆ギレされると

コワイので、それとなく睨んで通り過ぎました．

話かわって、さて日本．またもや首相が変わる

ようです．菅首相は1年ももったでしょうか． 

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 
●やってしまった。ご飯お茶碗一杯分を

電子レンジで 40秒。これが普段のふかふ

かタイム。しかし、間違えて「4:00」に

してしまった。4 分である。途中、気が

付いてストップをかけたものの、残り時

間「1:57」になっていたということは、2

分以上レンジにかけたわけで、普段の 3

倍。そこまで温めすぎたご飯はどうなる

か。ご飯の底が熱で乾きすぎてカチカチ

だった。焦げはしないが、水分が蒸発す

るようである。お米をこんなにしてしま

って申し訳ない気持ちでいっぱいであ

る。なお、捨てるべからず。水を足して

またレンジでチン、おかゆとなった。 
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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 

 


