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$345 を科されることとなった。 

 男性により立派に育ったフクロウの赤ち

ゃんは野生動物のリハビリセンターに移さ

れ、野生に放たれる準備をする。始め良け

れば全て良し、と野生動物協会オフィサー。

 怪我をした野生動物を発見したら

1-877-952-7277 (RAPP ： Report All 

Poachers and Polluters)へ連絡のこと。 

 

ドラッグ・トラフィッキング  

 このほど、29 才の Langford 在住の男が

ドラッグ・トラフィッキングで逮捕され

た。West Shore 警察は、過去 2 ヶ月にわ

たり男を捜査し、確実な証拠を集めて逮捕

に至ったようだ。 

 去る 10 月 8 日、BC ハイウェイ・パトロ

ール・ポリスドッグサービスの警察犬が

Atticus Crescentに住む男の家と車Range 

Rover を捜査、コカイン 30g と現金$4,000

以上、そしてハンドガンにショットガンを

見つけ出した。 

 

財布の持ち主 

 Victoria 警察は 10 月 7 日に Fairfield

（900 ブロック）で発生したブレイクイン

で発見された財布の持ち主を捜している。

被害に遭った家の人の財布ではなく、ブレ

イクインの犯人が落としたもの。そして犯

人が盗んだものとみられる。 
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COVID-19 感染状況  

 BC 州パブリックヘルスチームは 10月 22

日金曜日の COVID-19 新感染者が 649 人と

発表した。死亡者は 13 人。現在 365 人が

入院中で、うち 142 人が重篤である。

Northern Health エリアで新感染者が最も

多かった。 

 この Vancouver 島、Island Health エリ

アでは、新感染者は 89 人で、陽性者は 545

人となっている。 

 

BC ワクチンカードと現状 

 10 月 21 日現在、BC 州ワクチンカード証

明（QR カード）が施行されて以来の過去 5

週間に BC 州は 18 件の COVID-19 関連違反

チケットを発行した。同時に 1,266 件もの

カードに対する苦情を受けた。苦情のうち

903 件は現在詳細を調査中、他 536 件は、

ワクチン接種に対する理解を勧めたうえ

で解決した模様。 

 ワクチンカード証明の施行を怠ったビ

ジネスとリカーストアの数件は営業がサ

スペンドとなっている。ワクチンカードの

チェックを拒否するビジネスと、チェック

をするにもワクチンカードなしの客が多

く押しかけてモメる事態も後を絶たない。

 レストラン、バー、ジム、映画館などの

ビジネスでは、10 月 24 日より 2回目のワ

クチン接種終了を証明する「フルワクチ

ン」が必要となっている。このカードに伴

い ID カードも明示しなければならない。 

 

２つのワクチンカード  

 BC 州住民は、今後、COVID-19 ワクチン

接種済を証明するカード、2種類を持つこ

ととなる。１つは娯楽アクティビティに使

用する従来の BC 州発行のワクチンカード

と、カナダ全国とインターナショナルな旅

行に使用するカナダ政府発行のワクチ

ン・パスポートである。 

 BC 州ホーガン知事によると、現行の BC

ワクチンカードは、ワクチン接種の情報が

不十分で新カナダ ワクチン・パスポート

と互換性がないという。そのため、国内、

国際の旅行にはカナダ政府発行のワクチ

ン・パスポートが必要となる。 

 カナダ ワクチン・パスポートは 10 月

30 日より BC 州政府より取得可能となる。

取得方法は、BC ワクチンカード取得の際

と同じで、healthgateway.gov.bc.ca のサ

イト、又は保健省のサイトを通して電話や

メールでも取得可能。このパスポートが取

得できるまでは現行の BC ワクチンカード

が代用される。 

 カナダ ワクチン・パスポートは、BC ワ

クチンカード同様デジタルでワクチン接

種歴を含む RQ コード。その右上にカナダ

のマークが入っている。プリントして紙の

証明書としてもよい。 

 

フクロウの赤ちゃん  

 かわいくても、そこはやはり野生動物、

Leave it alone がベストであり、それが

法的にも義務付けられている。 

 だが、今回、そのかわいさに負けて家に

おいて飼育してしまった人が高い罰金を

くらうこととなった。 

 BC 州南部 Rock Creek に住む男性が、フ

クロウの赤ちゃんを発見した。赤ちゃんは

息も絶え絶えの様子で長くもたないかも

しれない状態だった。通常こうした野生動

物を発見すれば直ちに野生動物協会

（wildlife officials）に連絡すべきであ

るが、男性は連絡せずに自宅に運び入れ看

病した。 

 食べ物を手で与えるなど世話すること

約 2ヶ月、フクロウの赤ちゃんは元気にな

りすくすくと育った。独り立ちできると判

断した時点で、フクロウは野生に放たれる

べきであったが、情に負けた男性はそのま

ま飼育を続けたようだ。そうして、罰金 
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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。 

コロナ禍の、 

ハロウィン２年目 

お化けもゲンナリ 
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幌市の円山動物園は、ダイアナモンキー

の雄の「ワシントン」が 39 歳で死んだと

発表した（10 月 23 日）。園によると、飼

育下では世界最高齢だった。死因は老衰

とみられる。ダイアナモンキーはアフリ

カに分布。顔が黒く、額や首の周りの白

い毛が特徴で、国際自然保護連合（IUCN）

のレッドリストで絶滅危惧種に指定され

ている。ワシントンは 1982 年 8 月に米国

の動物園で生まれ、84 年 2 月に円山動物

園に来た。今年 6 月ごろから筋力や視力

が低下。22 日まで餌を食べていたが、23

日午後、死んでいるのが確認された。 

小麦粉、また値上げ→日清フーズは来年 1

月 4 日納品分から、家庭用小麦粉（13 品

目）を約 3-6%値上げすると発表（10 月 25

日）。またミックス製品（21 品目）を約

4-6%、パン粉など（6 品目）を約 3-4%そ

れぞれ値上げする。日清フラワー1 ㌔は

274 円を 290 円（税抜き）に、日清カメリ

ヤ 1 ㌔は 330 円を 345 円（税抜き）に引

き上げる。家庭用小麦粉は 7 月に、ミッ

クス製品やパスタは 9 月に値上げしたば

かりだった。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.70 

留学生を預かるホストファミリー業  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com/ 

 思い出して見るとそれはすでに 3 年も

前の事になる。 

 2018 年の夏のある日、その子が泣きな

がら電話を掛けてきたことから始まっ

た。泣いているのは同年 4 月に、関西方

面からビクトリア市内の某英語学校に留

学している 16 才の女の子。ホストファミ

リー（以下 HF）と上手く行かないことで

家を飛び出し拙宅に電話を掛けてきたの

である。 

 実を言うとその子と私とは一面識もな

かったのだが、同年の春にトロントの親

しい友人から連絡を受け「知人の某会社

経営者の部下の娘さんが春からビクトリ

ア市の英語学校に行くので誰か知り合い

はいないか」と相談されたと言う。唯一

知っているのは私だったため「連絡先を

教えていいかしら？」とのこと。 

 「恐らく何もないと思うから・・・」

と言う言葉を気軽に受けて「いいわよ」

と返事したのが間違いの始まりであっ

た。今思えば「その年で英語の勉強のた

めに親元を離れて来るとは健気だわ」な

どと思ってしまったのが運の尽きだった

のだ。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

歯から身元を確認→大規模災害の発生に

備えて歯の特徴から遺体の身元を確認す

る方法を学ぶ研修会が、仙台市で開かれた

（10 月 24 日）。この研修会は、県警と県歯

科医師会が合同で 2008 年から実施してい

る。初めて研修に参加した巡査長は「いつ

災害が起こるか分からないので、突然起き

た時にすぐに動けるようにこれからも学

んでいきたい」とのこと。東日本大震災で

は、県内の身元不明者約 9500 人のうち約

920 人の身元が、歯の特徴から判明された。

夜空を彩る大輪の花→熊本豪雨の被災地

で花火大会が開催され、夜空を彩る大輪の

花は復興の道のりを明るく照らした。熊本

県八代市では毎年全国の花火師が競い合

う「やつしろ全国花火競技大会」が開催さ

れているが新型コロナウィルスの影響で 2

年連続で中止。密集を避けるため予告せず

に打ち上げられたサプライズの花火は市

民に元気を届けた。  

相馬藩、殿様プリン→相馬藩（福島県）第

34 代当主の相馬行胤（みちたね）さん（47）

は、東日本大震災後に広島県神石高原町で

営む牧場の牛乳を使った「殿様布顛（ぷり

ん）（殿様プリン）」を開発した。震災で被

災した東北地方の食産業を支援する一般

社団法人東の食の会（東京都）が企画し、

10 月 25 日にオンラインで販売が始まっ

た。自然放牧で育てた牛の生乳と鶏の有精

卵を使用。添加物やカラメルは使わず、素

材の味が際立つ逸品に仕上げた。 

 

＜社会ニュース＞ 

国産ワクチン→新型コロナウィルスの国

産ワクチンを開発中の「ＫＭバイオロジク

ス」が計画を前倒しし、来年春にも薬事承

認を申請予定であるそうだ。後期の臨床試

験は今月 22 日に開始したが、その前の初

期の臨床試験では、一定の有効性が期待で

きる結果が示され、接種した 105 人のうち

発熱したのは 1人だけだとし「我々のワク

チンであれば接種翌日に出勤できる」と安

全性を強調した。 

ヘルパーの4人に 1人が高齢者→介護が必

要な人の自宅などを訪問し、日常生活を助

けるホームヘルパー（訪問介護員）の 4 人

に 1人が 65歳以上の高齢者であることが、

公益財団法人「介護労働安定センター」の

調査で分かった。介護業界の中でもヘルパ

ーは人手不足が著しく、高齢者が支え手と

なっている状況が浮き彫りになった。65

歳以上の割合は、看護職などを含む介護事

業所の従業員全体では 12.3%。ヘルパーは

25.6%で、それ以外の一般の介護職（9.4%）

と比べても大幅に高く、平均年齢は 50.9

歳。ヘルパー不足を感じている事業所は

80.1%に上った。 

世界最高齢ダイアナモンキー、39 歳→札 

 

 通った英語学校は 90％以上が同年齢の日

本からの学生とか。「外国に子供を留学させ

る」事が出来るとなれば、それなりに余裕

のある家の子弟たちと言うことになる。だ

が驚いたことにそこにも日本同様に「いじ

め」があり、生徒間のイザコザが絶えなか

ったようで、この女の子がその標的であっ

たようだ。 

 では HF はと言えば、30 代後半とおぼし

き白人夫婦に小学生の女の子が一人の家庭

だが、食事と言えば朝はシリオのみでラン

チは作って貰えず、夕食はハンバーガーか

ホットドッグに野菜のディップと言ったよ

うなものばかり。 

 言わずもがな、支払われる月々のお金が

目当てで留学生の英語上達などお構いな

し。加えて英語でのコミュニケーションが

十分でないのをいいことに、学校とはツー

カーの連絡網を持ち問題点ばかりをあれこ

れ報告していたようである。だが学校は一

応カナダ人の家庭で個室があれば良し、と

言うことのようで、家の入り口には 30 数足

はあろうかと思う靴が散乱し、クローゼッ

トは満杯と言うだらしなさであることなど

知る由もない。 

 彼女もかなり我慢していたようだが夏休

みを目前に切れてしまい、HF の家を飛び出

し拙宅に救いを求めたのである。話しをし

て見れば頭も切れ学校の成績も悪くなかっ

たようで、将来はビクトリア大学に行きた

いようなことも言っていた。だが種々の問

題が重なり、不登校の日が多かったため後

から知らされたことは、夏休み以降再度カ

ナダに戻るための学生ビサが下りなかった。

 そうとは知らなかった彼女は、荷物（大

きな段ボール箱二個とスケートボード）を

拙宅に預けて帰国した。後になって戻れな

いことを知らされた私は途方に暮れたが、

結局学校に持参し始末を頼んだのである。 

 もちろん彼女自身にも問題がなかったと

は言えないだろう。しかし一体日本の留学

エージェントは留学する学校や HF の家庭

についての詳細をどれだけ把握しているの

か・・・深い疑問にとらわれた出来事であ

った。 

 だが後日聞くところによると、類似した

HFは珍しくはないと言う。 

 今またこんな過去を思い出したのは、最

近日本の遠い親戚の高校生がバンクーバー

北方の町にある高校に留学すると聞いたか

らである。どうか親身になって世話してく

れる HF であることを心から願っている。 

こんな食事風景が理想的なホームステイ 
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★ こんなの見つけました ★ 

これが発明されたワケ（３：最終回） 

 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） 

3.ベーグル（Bagels） 

4.サンドイッチ（Sandwiches） 

5.コカ・コーラ（Coca-Cola） 

（上記、前号にて解説） 

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、目玉焼きのようで、

とにかく卵白だけが固まった卵。それがマ

フィンの上にのっかっている。この卵料理

はお腹を空かせているウォール・ストリー

ト・ブローカーたちのために用意されたそ

うだ。それは 1894 年のこと、NY にあるウ

ォルドーフホテルに入った某ビジネスマ

ンがバターを塗ったトースト、ポーチドエ

ッグ、カリカリのベーコン、そしてオラン

デーズソース（バターとレモン果汁と卵黄

を使用して乳化）を注文した。この注文の

組み合わせに印象を受けた給仕長は、以

来、エッグ・べネディクトとしてレストラ

ンメニューに加えた、ということだ。 

7.レーズン（Raisins）：だれがここまでブ

ドウをシワシワにしたのか。乾物保存食物

として重宝され始めたのは紀元前 2000 年

のことであるそうだ。ところはヨーロッパ

地中海。ブドウがよく採れるところである

が、家のデコレーションにもブドウが使わ

れていたという。当然、外に干されてブド

ウはシワシワ、同時にフルーツであるため

食べることができる。かくして「レーズン」

が生まれたのである。 

8.コーンフレーク（Kellogg’s Corn 

Flakes）：穀物ベースのビスケット、グラ

ハムクラッカーを生み出したシルベスタ

ー・グラハムの弟子、ケロッグがコーンフ 

レークを発明したそうだ。 

それは 1894 年のこと、健 

康的なダイエット食とし 

て人生をピュアに、と謳 

い、世に広がった。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

秋のスィートポテト、プチパイ  

 日本のようなサツマイモはここでは手

に入りにくい。巷のグロサリーで、日本の

サツマイモと同じ色、紫＋紅色のイモに魅

せられて購入も、いざ真っ二つに切ると、

中が黄色くなくてガッカリする。加えてホ

クホクの風味もなく甘くもなく。というわ

けで、巷のグロサリーで買える唯一日本の

サツマイモと似た味のサツマイモは、土色

をしている（土しょうがの色と似ている）

種のイモと勝手な判断。英語名は「Sweet 

Potato」として売られているが店による。 

〔材料：約 12 個〕サツマイモ(sweet 

potatos,中 2 個)、砂糖(1/2C)、卵黄(2 個

分)、粉ミルク(1/4C)、バター(大さじ 2)、

つや出し用の卵黄(1 個分)、黒ごま(大さじ

1)、パイの生地シェル（市販,小型 12 個） 

1. サツマイモは皮を剥き、サイコロ状に

切って耐熱ボールに入れる．ラップを

して電子レンジにかけて柔らかくす

る（蒸してもよい）． 

2. 1 をマッシュし、砂糖、卵黄(2 個分)、

粉ミルク、バターを加えてなめらかに

なるまでよく混ぜる． 

3. パイシェルに 2のサツマイモを詰めて

表面を平らに整える．余ったサツマイ

モは団子状に丸める（食べやすい大き

さに）． 

4. 3 のそれぞれの表面に卵黄をハケでぬ

り、黒ごまをふりかける． 

5. オーブン(350°F)に入れて30-40分焼

く(パイシェルがこんがり焼けているの

を確かめる)。 

ためになる名言 

   コリン・パウエル氏 

米元国務長官 

多発性骨髄腫を患っているし、パーキ

ンソン病でもある。でもそれ以外は大丈

夫だよ。哀れに思わないでくれよ、お願

いだから！もう 84 歳なのだ。どこかしら

悪くて当然だよ。この 2つの病気との闘

いで、１日たりとも人生が失われたこと

はないし、体調はいいんだ。 

（現バイデン大統領がアフガニスタン

からの米軍完全撤退を決断したことにつ

いて）いつかはあそこから出ないといけ

ないと思っていた。我々はアフガン人を

打ち負かすことはできない。もうおしま

いにしないといけない。アフガニスタン

では絶対に勝てない。勝つのはアフガン

人なのだ。 

（あなたが知るなかで最も偉大だった

人は誰ですか）それはアルマ・パウエル

（妻）だよ。彼女はどんなときも私のそ

ばにいてくれた。結婚して 58 年、私が家

にいないときは子供たちのことをまかせ

っきりにしたりと、多くのことに耐えて

くれた。ずっと一緒にいてくれて、彼女

が『それはやめといたほうがいいんじゃ

ない』と私に言ったときは、たいてい正

しかったよ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Colin Luther Powell：1937-2021 年、

NY 市生。政治家、陸軍軍人。退役陸軍大

将。ジョージ・W・ブッシュ政権で第 65

代国務長官を務めた。ジャマイカ系移民

の息子として誕生、サウス・ブロンクス

地区にて育ち、NY 市立大学で地学を専攻

する傍ら、予備役将校訓練課程を受講。

卒業後、少尉として米陸軍に任官、まだ

南部では厳しい人種隔離政策があった時

代に、アフリカ系アメリカ人として異例

の出世を遂げる。1971 年にはジョージ・

ワシントン大学大学院で M.B.A.取得。10

月 18 日、ワクチン接種を完了していたが

新型コロナウィルスによる合併症で死

去。享年 84 歳。〕 
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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、10 月 1 日更新 

Proof of Vaccination 

イベント、サービス、ビジネスにおいて 

10 月 24 日よりフルワクチン接種証明が必要 

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 

10 月 30 日よりカナダ政府発効、海外旅行向け 

インターナショナル・ワクチンパスポート 

BC 州ワクチンカード共に備える 
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9%以上の伸びとなってい 

ますが、8月よりは 11% 

以上の減少となっていま 

す。一戸建ての売買件数 

の減少はさらに顕著で、昨年の 9月よりも

38%以上の減少、8 月に比べても 7%以上の

減少となっています。 

 9 月末の段階で、市場に出ている物件は

1,124件と昨年の同時期の2,389件と比べ、

半分以下まで在庫が落ち込んでいます。 

 ビクトリアの中心部の価格の推移をベ

ンチマーク値で見ると、戸建てに関して

は、昨年 9月の$879,700 に対し、今年は、

$1,100,200 と 25%以上跳ね上がっていま

す。コンドミニアムは、昨年の$482,000

から今年9月の$545,900と13%程度の上昇

と、いずれにせよ、かなり一生懸命に節約

しないことには、値上がり幅に見合う資金

源を一年間に貯蓄するのは厳しい状況で

すので、一生住むドリームホームを目的に

購入するよりは、とりあえず、手に届く範

囲の物件を購入しておくとよいでしょう。

どのような物件であれ、一つ物件を所持し

ていると、市場に合わせ、手持ちの物件も

推移していきます。 

 尚、ビクトリア以外のアップアイラン

ド、バンクーバーで不動産の売買を検討さ

れている方で親日のエージェントを探し

ていらっしゃる方はその旨ご連絡くださ

い。質問等、日本語ウェブサイトは

www.gohomesold.com からリンクしており

ます。お電話は 250-415-5077 もしくは、

メール yumi@goHomeSold.net までご連絡

ください。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛11 月 5(金,5-9pm)、6&7(土&日,10am-4pm)日：

11 High St.(VGH近く)、恒例第 37回 Strawberry 

Vale クリスマスクラフトフェア．マスク&ワク

チンカード必須．アドミッション$2、子ども無

料．詳細は、www.SVCraftFair.com 

☛11月6日(土)、10am-4pm：3703 St. Aidan's St.、

Broad View Unitedにて、クリスマスポップアッ

プセール．詳細は、www.broadviewunited.org 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２３） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 HomeSold Real Estate Corporation の

Yumi Yanagizaki です。 

 9 月の Victoria Real Estate Board の

統計。8月に引き続き売買成約件数が減少

しています。広範囲な需要があるにも関わ

らず、数的に伸びていないのは、やはり圧

倒的な在庫不足が原因と思われます。加え

て価格的に上昇傾向に歯止めがかかって

いないのも原因かと思われます。モーゲー

ジのレート自体は比較的に低いレベルに

とどまっており、資金を調達しやすいとい

うことと、複数オファーが当たり前という

現状でほとんどセリ状態の中、オファーを

なるべく高い価格で出すという傾向が未

だに続いていることも考えられます。数ヶ

月前までは、このような状況は一戸建てに

しか見られていなかったのですが、いま

や、コンドミニアム、タウンハウス、デュ

プレックスと物件の類を超え、当たり前の

ような状況となってきました。 

 ビクトリアという環境はやはり人気で、

トロント、バンクーバー方面からも引き続

き強い需要があるようです。これは、ビク

トリア VREB（Victoria Real Estate Board）

がリアルターからの任意のアンケートを

もとに集計された数値で、強制ではないた

め、精度に若干欠けるものがあるかもしれ

ませんが、8月の成約物件の約 1/3 はトロ

ント、バンクーバーを中心とするローカル

以外のバイヤーが占めているという結果

がでました。また、現金での購入も約１/4

とかなりの割合の健全な資金を所持した

バイヤーが参入しているという状況です。

バイヤーのファイナンシング等を購入の

条件に入オファーをだしてしまうとなか

なか売り手から受け入れられないような

状況にあるのはこのあたりの背景がある

からかもしれません。 

 数値的には、9月は 761 もの物件が売買

されましたが、昨年の 9月の 989 件という

数値と比べ、23%以上ダウンしています。

その前の月8月よりも8%以上の減少です。

コンドミニアムに限ると、一年前に比べ 

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】気が付けば、回りがす

っかり紅葉、秋だなぁと感慨深く窓から景色を眺

めています．が、並みならぬ量の鳥のフンが空か

ら落ちてきて、せっかくの気分が害されました．

それは車に乗っていたときのこと、フロントガラ

スと左側の窓にべっとりのへばりつき、走行中な

もので、それが渇いてしっかり車にペイントされ

てしまいました．雨でも降っていたら洗い流して

くれそうなものですが、鳥というのは雨の日に飛

んでくれません（飛んでましたっけ？）、と日頃考

えないことまで考えてしまいました．しょっぱな

ビロウなはなしで失礼しました． 

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 
●パイナップル。立派な見目形でキッチン

に置けば南国風に華がでる。しかし、「そ

のまま立てて保存しない」のがよいそう

だ。なぜならば、おしりの部分が甘く、上

にいくほど酸味が強くなるので逆さまに

保存するとベスト。また、追熟しないフル

ーツなので室温においてハエを集らせる

より葉を切り落として冷蔵庫に逆さに寝

かせる。な～るほど、と思うも冷蔵庫で場

所をとるので、行動できないでいる。 
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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. 


