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中にいた警官、パトカーの屋根を走られて

死ぬ思いをしただろう。幸い、怪我一つな

かった模様。 

 2 回目の犯行は、9 月 5 日日曜日の午前

4時頃。Dallas St.（＋Linden St.）の歩

道を歩いていた 3 人の女性をめがけてト

ラックで突っ込んだ。轢き殺そうとしたの

か、脅かそうとしたのか、とにかく殺人未

遂の部に入る。以来、警察は超危険人物と

してこの男の行方を追っていた。 

 逮捕に至ったのは、午後 10 時頃、Bay

と Blanshard St.あたりでけたたましい音

を鳴らせながら走るトラックが目撃され、

民間から次々と通報が警察に入ったため。

このドライバーをハイリスク容疑者とし

て 先 月か ら 追 跡 して い た 、 Greater 

Victoria 緊 急 レ ス ポ ン ス チ ー ム 、

Victoria 警察、Central Saanich 警察、そ

して Saanich 警察が直ちに出動した。 

 逮捕された男は、ジョナサン・ポセッチ、

28 才。 

 

4 台を含む衝突事故  

 9 月 22 日水曜日の朝、Pat Bay Hwy. 

(Haliburton Rd.近く)で4台を含む衝突事

故が発生した。ドライバー全員に怪我はな

かった模様。だが、1台のドライバーが不

在、事故直後に逃げたとみられ、これが 4

台衝突の原因かと警察は捜査中。 

 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【お知らせ】 １０月７日＆１７日は休刊です 

 

 

24 時間で 10 人 

 9月22日水曜日、BC州におけるCOVID-19

感染状況の統計より、24 時間以内の死亡者

が 10 人とこれまでになく多かった、と報

告された。昨年初めの COVID-19 勃発以来、

COVID-19感染による全死亡者は1,910人と

なった。 

 BC 州保健省によると、この日までの 24

時間に 759 人が新たに COVID-19 感染、と

発表した。州内では現在 324 人が入院、う

ち 157 人が重篤。 

 Vancouver 島内では 79 人が COVID-19 新

感染、現在 35 人が入院中でその半分以上

の 20 人が重篤状態。 

 州内のワクチン接種状況は、12 才以上の

人口の約 87%が少なくとも 1 回の接種を終

えている。2 回目の接種、フルワクチンは

79.7%。 

カルガリーからビクトリア 

 去る 9 月 17 日金曜日、Calgary から

Victoria 行き、WestJet フライト No.185

の 13 から 18 列の席についていた乗客に

COVID-19 感染リスクが報告された（9 月

24 日）。この席に座っていた乗客は 14 日

間の自主隔離をするよう警告が出ている。

 9 月のフライト感染リスクの報告は、上

記で 8 件目である。先月 8 月は 28 件もの

フライトに感染リスクが報告され、これま

での最悪記録となっている。 

 

クリッパー、戻る 

 18 ヶ月という長い不在のあと、フェリ

ーVictoria Clipper V vessel が Victoria

に戻ってきた。 

 Victoria ダウンタウン、インナーハー

バーにその船体をみて喜ぶ人も多いこと

だろう。金曜日の午前 10 時半に以前同様、

Clipper V が入港することとなる。これに

てコロナ惨禍で低迷していた旅行業界が

これから栄える兆しとなろう。 

 これから週に 4 日運行し、アメリカ人

（国籍）かアメリカ在住のカナダ人（国籍、

移民権）はフルワクチン接種の証明書が必

要であり、他の船客は COVID PCR テスト結

果を表示することになっている。また、そ

のウェブサイト「ArriveCAN」を通じて到

着の 72 時間以内に個人トラベル情報を提

出する。加えて、船内でのマスク着用は必

須となっている。 

 

遺産が動物シェルターへ 

 Oak Bay 在住だった男性がホームレスの

動物（捨て犬など）をサポートする

CRD(Capital Regional District)の動物シ

ェルターに$518,000 を遺贈した。 

 男性は生前、ネコのペット、ウィスキー

を称えて毎年そのシェルターに寄付をし

ていた。これらの寄付金は、シェルターで

暮らす動物たちのベッドなどの生活備品

や医療などに使われる。 

 このシェルターで生活を送る動物たち

は多種多様。イヌ、ネコを初め、チキン、

ロースター、ウズラ、またハムスター、ネ

ズミ、鳥などの小さなもの、そしてヘビも

いる。 

 

パトカーに乗り上げる  

 9 月 21 日火曜日、Dallas Rd.近くで歩

行者 3人をめがけて歩道に乗り上げ、パト

カーの屋根にまで乗り上げたトラックの

ドライバーがついに逮捕された。 

 このドライバーの一回目の犯行は 8 月

31 日、West Saanich Rd.6700 ブロック付

近のガソリンスタンドでのこと。周辺をパ

トロールしていたCentral Saanich警察が

トラックドライバーにストップをかけた

ところ、ドライバーはパトカーをめがけた

走り、なんとその屋根にまで到達、それを

超えて逃げ去った。驚いたのはパトカーの
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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. 
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コラム Vol.69 

コロナ渦中の選挙戦 

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

たった一票の重みでも 

 連邦選挙の公示が発表された時「何故この

時期に？」と思った人が多かったのは、今や

広く知られている。 

 36 日間の選挙戦後の今月20 日に実施され

た選挙では、自由党は今回も過半数の議席

を獲得出来ず、少数政権が続行されることに

なった。大方の国民が予想した通りであっ

た。トルードー氏はかろうじて首相の座を保

持したが、では浪費された選挙費用６億ドル

は何のためだったのかと大きな疑問が残る。 

 私もこの国に住む一国民として投票に行っ

た。たった一票ではあってもその重みを思

い、自分が「良し」とする人に×印を付けバロ

ット箱に差し入れた。思い起こすと私は、これ

をしたいばかりにカナダ国籍を取ったのであ

る。でなければ、働いて税金は払ってはいて

も「政治なんて私には関係ないわ」とばかり

に、何時まで経ってもお客様のような気持ち

でこの国に住んでいるのが嫌だったのだ。 

 それは丁度初期の移民たちのように、この

国の良い所は享受しているにもかかわらず、

頭は常に日本に向けていた出稼ぎの人々と

何ら変わらないのではないか・・・、と感じたか

らである。 

存在感とは？ 

 カナダは広大な国ゆえに実に地方色が濃

い。それを知るには選挙の成り行きを見るの

が一番で、投票日には次々に入る開票結果を

TV 観戦するのが面白い。また最後に選出さ

れた各党首のスピーチを聞くのも興味深い。 

 いつも思うことは、日本人に比べ西欧人た

ちは人前で話すことに長けていると感じる。

時には内容に偽りがあり「嘘八百を言うな！」

と思うことがあっても、惹きつける演説をする

人は実に多い。真実のほどは分からないが、

一説では小学校の頃から「Show and Tell」な

どの授業で、自分を誇示することに慣らされ

ているからとか。 

 継続される自由党のトルードー首相もその一

人で、スピーチは実に歯切れが良く分かり易

い。党の政策は別として、何と言っても彼の利

点は親の七光りがいまだにあること、長身でハ

ンサム、英仏両語を自由自在に操れること、家

族の写真はいつだって「絵になる一家」である

ことが有利に働いていることは否めない。 

 当たり前のことながら政治家はそれだけで

は国民の支持は得られない。だが「人は見た

目が 9 割 ～理屈はルックスに勝てない～」

（新潮新書）なんて本があるのを知ると、「へ

ーっ、なるほどね！？」と思ってしまう。 

 最近それをつくづくと感じたのは、もちろん

人生初の国際会議への出席であることはわ 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

震災遺構→東日本大震災から 10 年半とな

る 9 月 11 日、被災した福島県浪江町請戸

地区の町立請戸小が、津波で被害を受けた

建物を取り壊さずに保存する震災遺構と

して10月 24日から一般公開されることに

なった。請戸小は、海岸から約 300m に位

置し、津波は 2階建て校舎 2 階の床まで到

達した。地震発生時に学校にいた 2-6 年生

82 人や教職員は徒歩で近くの高台に避難

し、既に下校していた1年生も無事だった。

ただ、請戸地区では住民ら 154 人が犠牲に

なった。 

ホタテ水着→青森県むつ市が 9 月 23 日に

新たにふるさと納税の返礼品として登録

した「ホタテ水着」が、「独特すぎる返礼

品」としてインターネット上で話題を集め

ている。市は集まった寄付金の一部を 8 月

の豪雨被害の支援に充てる方針で、担当者

は「インパクトのある品でむつ市を PR し、

少しでも復興を支えたい」と話す。注目の

水着は、同市で海産物を販売する「阿部商

店」の商品で、市の名産品であるホタテの

貝殻にひもを通したもの。男女兼用で 6000

円以上の寄付への返礼品としている。 

銀河のしずく→岩手県産ブランド米「銀河

のしずく」の稲刈りが 9 月 24 日宮古市で

行われた。この水田は震災後に整備された

およそ 4㌶農地で「銀河のしずく」が栽培

されている。2016 年から毎年稲刈りが行わ

れてきたが、今年は東日本大震災から 10

年の節目。岩手県知事は、「東日本大震災

津波から 10 年。復興のシンボルとしても

宮古市でとれる『銀河のしずく』、大いに

売っていきたい」とコメント。 

 

＜社会ニュース＞ 

自宅療養中の死者200人超→新型コロナウ

ィルスに感染し、自宅や高齢者施設での療

養中に亡くなった人が、8 月末までに全国

で少なくとも200人を超えることがわかっ

た（朝日新聞調査）。第 5波が本格化した 8

月が最も多く、中でも東京で急増していた

が、大阪、兵庫では第 4 波の 4、5 月に集

中し、第 5波では増えていない。専門家は

「大阪が第4波で得た教訓を東京は生かせ

ず、医療態勢の拡充が足りなかった」と指

摘する。 

滑走路に珍客、カメ→9 月 24 日午前、成田

空港の滑走路にカメが侵入し、離着陸機が

約 15 分待機する珍事があった。管理する

成田国際空港会社によると「極めて珍し

い」（広報部）ケースで、カメも甲羅から

首を伸ばして驚いた様子だったとか。体長

約30cmのカメが見つかったのは午前11時

35 分ごろ。長さ 4000m の A 滑走路からクア

ラルンプールへ出発する日本航空のパイ

ロットが、「カメが歩いている」と管制官

に連絡した。 

かるのだが、何とも影が薄く気の毒なほどに自

信のなさが丸出しだった 6 月の G7 での菅首相

であった。 

 何も美男美女である必要などは微塵もない

のだが、国際社会では押し出しが良いことは

重要なことなのだとしみじみと思ったものだ。そ

の点安倍前首相は、長期政権で経験が豊富

だったせいで日本の首相としてある種の存在

感はあった。 

初の女性首相誕生はいまだ無理？  

 さてその日本でも、9 月３日に現職の菅首相

が今回の自民党総裁選に立候補しないことを

表明（ホッ！）したことで、新顔４人の争いとな

る。内二人は女性で明後日の 29 日には、国会

議員の投票と開票が行われ自民党総裁が選

出される。これに女性が初立候補したのは、小

池百合子現東京都知事（2008 年）であったが、

複数の女性の立候補は今回が初めてである。 

 日本の首相選出の仕組みは、カナダと違い

とても複雑なのだが、この自民党総裁選以後

の大雑把な動きは、臨時国会召集（新首相を

選出する首班指名選挙を行うためで、これは

事実上総理大臣を決める選挙）→新首相の指

名→新内閣発足となる。 

 この一連の動きは、一般国民は蚊帳の外に

置かれているため詳細は分からないのだが、

日本に女性の首相が誕生するなどは、現時点

ではまだ夢の夢であろう。何故なら国会内に

は、まだ麻生太郎氏のような老齢の議員が頑

として居座っているからだ。 

 ただオリンピックの開催を目前に、女性蔑視

発言がもとで JOC 臨時評議会会長を辞任した

森喜朗氏のお陰で、日本社会は少しずつ変

わっていると言われている。だが女性の政界で

の活躍は G7 の中で一番の低率なのだ。 

「夫に養ってほしい」が 70％の日本女性 

 20～21 年に実施された内閣府の「少子化社

会に関する国際意識調査」では、男女の性別

分担に 57％近くが反対（含どちらとも言えな

い）で過半数を示している。一見は反対者が

多いように見えるが他国と比べると、63.5％

（独）、75.7％（仏）、95.3％（スウェーデン）で日

本はここでも最低の水準である。 

 つまり日本は「有言不実行」で行動が伴わ

ず、特に行政や経済界では僅かな例外を除

き、女性活躍推進など絵空事だと思わされる。 

 一方某調査では女性の 70％が「夫に養って

欲しい」との結果もある。だがこの数字を深か

読みすれば、女性に意欲がない分けではな

く、夫の協力がいまだ不十分であるが故に働

けない事を如実に表していると言える。 

 ああ、日本はいまだ遠い男女平等社会であ

ることよ！ 

トルードー首相一家 
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★ こんなの見つけました ★ 

これが発明されたワケ（２） 

 普段何気なく食している物、それがなぜ

に世に出たのか。前号より続く「生まれ」

の探索。 

（参考：msn.com/en-ca/lifestyle/food） 

1.お寿司（Sushi） 

2.ウスターソース（Lea & Perrins 

Worcestershire sauce） 

（上記、前号にて解説） 

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。クリームチーズが実によく合

う粉モノの塊であるでるが一応パンに属

する。この塊は、安息日（金曜から土曜に

かけての断食）のあとの土曜に食されるも

のとして発明されたそうだ。起源は 16 世

紀のポーランド、クラクフ。断食のあとの

お腹ペコペコを素早く満たすもの、であ

る。ということはカロリーが高い、という

ことは言うまでもない。 

4.サンドイッチ（Sandwiches）：これが発

明なのかどうか、面倒くさがりがパンに具

を挟んで食べた、というだけのことであろ

う。日本でも味噌汁にご飯を入れて食べる

人もいるが、その手軽さとさして変わりは

ないと思うがどうだろう。ともあれ、今や

世界中でこの食べ方が一般化していて、人

はこれを多いに楽しんでいることは歪め

ない。サンドイッチの起源は 18 世紀のイ

ングランド。英国のサンドイッチ伯爵 4

世、ジョン・モンタギューが発明した。と

にかくギャンブル好きでそのゲームした

さに食べる時間も惜しい。それで召使にパ

ン 2枚の間に肉を挟んで運ばせ皆の前で

食べた。すると、回りの人が同じものを食

べたいと言いだし、かくして世界中に広ま

ることとなった。 

5.コカ・コーラ（Coca-Cola）：もともとコ

カイン入りの飲み物と間違われたことも

あった。又は「国家（コッカ）」の飲み物

として珍重されることもあった？ともあ

れ、この発泡性のある飲み物は 1886 年に

薬剤師ジョン・ペンバートンによって造ら

れた。頭痛を和らげ疲労から回復、と謳わ

れ、成分はやはりみんなが疑ったコカイ

ン、プラスカフェインだった。当時のタイ

トルは「脳によく効く究極のトニック！」

だったとか。 

6.エッグ・ベネディク 

ト（Eggs Benedict）： 

ブランチにいくと必ず 

あるメニューである。 

ゆで卵のようでもな 

く、目玉焼きでもな 

く。それがマフィン 

の上にのっかってい 

る。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ブラック・ビーン・ディップ  

 ビーン、マメと聞くと、退屈そうな味を

思い浮かべてスキップする。しかし工夫次

第で素晴らしい味になる。スパイスやチー

ズでグーンと食欲が増すビーンのレシピ。 

 秋は食欲のとき、タンパク質豊富な豆で

強いカラダを作り、元気を出そう。マメは

タンパク質のほか、ビタミン（B1,葉酸）、

鉄、マグネシウムなどミネラルも豊富。 

〔材料〕黒豆(black beans. 1 can)、クリ

ームチーズ (100g) 、サワークリーム

(1/4C)、ニンニク(1 片)、ハラペノペッパ

ー(jalapeno,瓶入りスライス.10 個)、クミ

ン&チリパウダー(Cumin & Chilli powder,

各小さじ 1/2)、塩&こしょう少々、チェダ

ーチーズ(シェレド,1/2C) 

1. ブラックビーンは缶を開けた後、水分

を流し捨てる．ニンニクとハラペノは

みじん切りにする． 

2. フードプロセッサーにブラックビー

ン、クリームチーズ、サワークリーム、

を入れて攪拌する｡ 

3. 2 にニンニク、ハラペノ、クミン、チ

リパウダー、塩＆こしょうを加えてさ

っくりと混ぜる． 

4. 3 を耐熱容器（キャセロール用）に移

し、表面を平らにして、チェダーチー

ズを均等にふりかける． 

5. 4 をオーブン（350゜F）に入れて約 15

分焼く（チーズが溶けるまで）． 

6. トルティーヤチップでディップ、また

はラップやパン（サンドイッチ）で楽

しむ． 

ためになる名言 

   メイム・ビアリク 

ビッグ・バンのエイミー役、次期 Jeopardy!のホスト 

（コメディドラマ「ビッグバン」の終焉

について）私は現場に入り、エイミーに

なりきる時間が大好き。彼女はめちゃく

ちゃな人。彼女は私で、私は彼女。そし

てもうすぐ彼女は私の手から離れるわ。 

役者とは、とても地味で、信じられない

ほどおもしろくて、ものすごく複雑。ア

メリカ No.1 のコメディに出演している

なんて、信じられないことよ。そして多

くの人々が私たちのことを生活の一部や

家族の一員のように考えてくれていると

いう事実は、パワフルなこと。それが当

然のことなんて思っていない。 

（著書「Girling Up」について）強さと

は、自分のボディ、脳、可能性をとこと

ん知り尽くしたうえで、自分が自分の責

任者であると意識すること。 

（ワクチン接種について）ネットで私が

ワクチンに反対だという噂。私は決して

反対を言ったことはないわ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Mayim Bialik、1975 年、米 CA 生。俳

優、Jeopardy!のゲストホスト。出演代表

作は「The Big Bang Theory（セオリー/

ギークなボクらの恋愛法則）」〕のエイミ

ー役。教員の父母、ユダヤ系の家庭に育

ち、1980 年代に子役としてキャリアをス

タート。日本では NHK 教育テレビで 1995

年から 1997 年に放送された「ブロッサ

ム」の主役を務めた。女優業を続けなが

ら、高校の時の家庭教師の先生がきっか

けで苦手意識のあった理系科目を克服、

化学に興味を持ち、カリフォルニア大学

LA校に進学。2007 年には、神経科学の博

士号を取得。「ビッグバン」でも神経科学

者の役を演じる。2003 年に結婚、2012

年に離婚、息子が 2人いる。今年 3月か

ら 6月まで人気クイズ番組「Jeopardy!」

のホストを務め、今後の継続が期待され

ている。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、９月２２日更新 

Proof of Vaccination 

イベント、サービス、ビジネスにおいて 

ワクチン接種証明（＋ＩＤ）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 

ワクチン接種証明は 2022 年1 月31 日まで施行予定、

その後は状況次第で延長される可能性あり 

ワクチン接種証明が必要ないところ：グロサリー、リカー

ストア、薬局、テーブルサービスのないアンライセン

ス・レストラン（例：コーヒーショップ、フードカート、フー

ドトラック、テイクアウト）、サロン、公共交通機関 

【マーケット情報】今年のマーケットも最後 

●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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の「半沢直樹」は「10倍返し」とかの痛快さ

で視聴者を魅了していますが、コロンボも同

様に痛快なる裁きを見せてくれます。 

 今どきの刑事ドラマというのは、PC、カ

メラ、スマホ、DNA鑑定など最新技術に囲ま

れての刑事捜査の事件解決ですが、コロン

ボにおける技術といえば「指紋」と「電話」

くらいでしょうか。PC もスマホもなければ

なかったで、他の証拠を駆使しつつ事件を

解決します。それは自然の成り行きで、悪

は必ず裁かれる、ということです。 

 なお、ピーター・フォーク。文献を読み

進めるうちに今更ながら知ることとなりま

したが、彼の片目は義眼であるそうです。3

才のときに右眼に腫瘍がみつかり眼球摘出

したそうです。ユダヤ系の家庭に生まれ、

大学卒業後、シラキューズ大学マックスウ

ェル行政大学院で行政学の修士号を得て政

府の予算局に勤務していたという高等国家

公務員でした。が、演劇への情熱を抑えら

れず、舞台の世界に入った、ということで

す。また、俳優業のかたわら、画家として

も腕前を発揮、日本でも北海道などで幾度

か個展が開かれました。 

 この多才なるコロンボは2011年に亡くな

りましたが、刑事コロンボは DVD に記録さ

れいつでもコロンボに会うことができま

す。（市内図書館「Columbo」で検索&予約）

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛10月3日(日)、9am-5pm：Salt Spring Island

アップル祭．詳細は、saltspringapplefestival.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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

Ｃｏｌｕｍｂｏ 

邦題：刑事コロンボ 

米、TV シリーズ、1971-2003 年 

出演：ピーター・フォーク 

By 見聞録実行員 No.3

 この刑事ドラマをみたことがなくても、知

る人ぞ知る「刑事コロンボ」です。主演のピ

ーター・フォークもみたことがなくてもその

名前が先に一人歩きしているほどに、この刑

事ドラマで世界に名を馳せ、有名な刑事役名

俳優となっています。くたびれたトレンチコ

ートに片手にタバコ、そして頭をかしげつつ

片目は半開き、それがコロンボ刑事のトレー

ドマークです。この見目形ゆえ愚鈍そうにみ

えるところから「聡明」が湧きおこる、とい

うふうにいい味を出しています。だからこ

そ、人は見た目じゃないぞ、ということを人

に訴え、多くの人が共感することとなり、そ

うして人気を呼ぶこととなったということ

ではないでしょうか。 

 「刑事コロンボ」は全部で69話あり、1話

につき1時間40分。1968年から1978年まで

45話が製作され、これでコロンボは終わりの

はずでしたが、その後まだ続く人気に応えて

ほぼ10年後の1989年から2003年まで24話

が追加製作されたということです。コロンボ

役のピーター（1927 年、NY 生）は第一話で

は41才でしたが（実に若く見えます！）、第

二弾が始まる46話（1989年）では62才です。

そして、コロンボドラマの最後第 69 話では

76 才という年齢になっていることになりま

す。こうして今やアメリカという大国の国宝

ともいえる「刑事コロンボ」は終焉を迎える

こととなりました。ピーター・フォークなく

して「刑事コロンボ」は存在しない、といっ

ても過言ではないでしょう。 

 この刑事ドラマは、通常の刑事ドラマとス

トーリーの展開具合が異なります。これもま

た、多くある刑事ドラマでも断トツおもしろ

い刑事ドラマの秘訣ともいえます。それは独

特のテンポで進むストーリーで、最初に完全

犯罪を企む犯人の周到な犯行を視聴者に見

せた後、一見して隙のない犯人が見落とした

ほんの僅かな手がかりを元にコロンボが犯

行を突き止める、というシナリオです。また、

犯人像は、知的で社会的地位も高く、庶民か

らみれば「してやったり」と日頃の恨み辛み

を果たせるというスッキリ感があります。一

見愚鈍で無害そうなコロンボにアリバイを

突き崩され、犯人は自ら破滅します。日本 

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】いよいよ10月に入りま

す．こうなるともう年末モードでもうひとっ走り．

そのエネルギーを蓄えるべく、見聞録はここでち

ょっと一休みします．10 月 7 日と 17 日は休刊と

なります．次号は10月 27日号となりますので、

これまでと変わらぬご愛読、何卒よろしくお願い

申し上げます．話変わって、さてカナダ、またも

やトルドー首相が居座ることとなり、ま、いいか、

トランプほどではないもんね、と開き直っていま

す．反面、日本も首相交代で一体全体誰になるや

ら？興味深く静観しております．いきなり女性首

相誕生っていうこともあるでしょう．それはそれ

でいいですが、ウルサイのはなんてたってマスコ

ミです．嘘八百ではないにしても余計なことをば

らまきます．マコさまとご成婚予定の小室さん（今

やロン毛でポちょんまげ姿！）に対してもムチャ

クチャな書き方で気の毒に思えます． 

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 
●パンの袋を留めるクリップ（四角に穴）

にはシークレットコードがあるそうだ。

それは色。月曜は青、火曜は緑、木曜は

赤、金曜は白、日曜は黄色。水曜と土曜

に色がないのはベーカーが専ら配達に勤

しむためパン作りがない日。本当かどう

か、なかなか面白いクリップである。 
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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 

 


