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建設現場で盗みを働く 

 10 月 31 日日曜日、Tillicum Rd.（1000

ブロック）にある建設現場からアイテムを

盗んだ男が逮捕された。男は過去に数回ブ

レイクインをした常習犯だった。 

 その日の午後 6 時頃、Victoria 警察は

ブレイクインの通報を受け、建設現場に駆

け付けた。男はブレイクイン中だったらし

く、警察は目の前で男が盗むのを目撃し

た。盗みに集中していたらしき男は警察の

到着に気が付かなかったとみえて、警察を

見るなり仰天、すぐさま「逃げ」にかかっ

たが、警察にタックルされて捕まった。 

 

ATM ブレイク 

 10 月 26 日火曜日、Victoria 警察の警官

2 人がダウンタウンは Yates St.の 900 ブ

ロック付近をパトロールしていたところ、

ATM 現金引き出しマシーンをブレイクし

ようとしている男を発見した。 

 警官たちが男に近づくと、マシーンはす

でに壊された様子。当の男が犯行を終える

のを静かに 2 分ほど観察していると、男は

警官 2 人に現金を取り出すのを手伝って

くれ、とのたまった。男は背後にいる 2

人がユニフォーム姿でも警官と把握でき

無かった様子。 

 警官が、警官であることを言うと男はび

っくりして逃げようとしたが、捕まった。
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島の陽性者、2 番目に多く  

 11月 2日火曜日のBC州内COVID-19新感

染者は、406 人と報告された。うち

Vancouver 島内は 51 人。この時点で、

Vancouver 島は、COVID-19 陽性者が 652 人

となり、州内で 2番目に陽性者が多いとこ

ろとなっている。陽性者が一番多いところ

は Fraser エリアの 2,157 人。州全体の陽

性者は 4,694 人。 島内の内訳は、11 月 2

日現在 58 人が入院、うち 26 人が重篤。 

 

手術延長  

 BC 州保健大臣ディックス氏とヘルスオ

フィサーの Dr.ヘンリーは、まだ COVID-19

ワクチン接種を受けていないヘルスケ

ア・ワーカーが原因で、予定されていた手

術が延長される、と発表した。Vancouver

島のヘルスケア・ワーカー全員の約 2%が未

だワクチン接種を受けておらず、病院など

は医療スタッフ不足に陥っている。 

 ワクチン接種を受けていないヘルスケ

ア・ワーカーは BC 州全域で 3,325 人にも

上る。彼らはワクチン接種を終えるまで給

料なしの休暇というステータスにある。 

 州の管理部は、個人的にヘルスワーカー

と対応（懇談）しているが、ワクチン接種

をかたくなに拒否する人が多いという。拒

否の理由は、Dr.ヘンリー曰く、かなり「独

断的」であるとのこと。そして、このワク

チン接種の重要性を理解できないヘルス

ワーカーはもはやプロの医療従事者とは

いえない、と話す。 

 

Victoria 空港、リスタート  

 11 月 30 日により、Victoria 空港は、も

との国際空港に戻る運びとなった。インタ

ーナショナル・フライトが実現する。ワク

チン接種者も増え、COVID-19 の危険性も

幾分かレベルが下がったため、カナダ運輸

省が許可を出した。 

 

CANADIAN TIRES でアンチ・マスカー  

 マスク着用に反対する「アンチ・マスカ

ー（anti-maskers）」が、11月 1日月曜日

の午後5時半頃Canadian Tireに入店し店

内をマーチした。これは Nanaimo でのはな

し。マーチをしたアンチ・マスカー、その

数はなんと 150-200 人という。 

 Canadian Tire に入る前、近くの公園で

マスク着用に反対する抗議運動があった。

その勢いで近くのCanadian Tireにみんな

そろって行進したとみられる。 

 それで、困ったのが当の Canadian Tire

である。マスクを着けていない総勢 200

人が入店となると、スタッフや他の客が危

険である。店は客と 75%のスタッフを安全

のため店の外に送った。店内のアンチ・マ

スカーたちは店内で堂々の買物を実行、支

払はセルフ・チェックアウトで済ませた。

 そうこうするうちに警察も到着。その

数、数十人。アンチ・マスカーたちの店内

での行動を、逮捕もままならず見守った。

 なお、このアンチ・マスカーの行進は、

マスク着用反対運動で有名な Chris Sky

に率いられていた。Sky は Nanaimo の次に

Cambell River に出現、その次は Kamloops

に進むとみられている。 

 

Canadian Tire でナタを振り回す 

 11 月 1 日月曜日の午後 7 時半頃、

Langford Parkway の Canadian Tire に入 
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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 

 

リメンバランス・ディ 

Lest We Forget 

風化させては 

 ならぬ、ならぬ 

 

店した男が、万引きをスタ

ッフにとがめられ、逆ギレ

してオノを振り回し、スタ

ッフを脅した。 

 West Shore 警察による

と男は、店内でクギを引き

抜くツールを盗もうとし

たらしい。男は警察が現場

に到着する前に、店外のフ

ェンスを飛び越えて逃げ

去った。 

 警察は店のセキュリテ

ィカメラがとらえた男の

写真を公開、男を捜査中。
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終始した 1 年だった」と評するようにそ

の関連語が全体の半数を占めた。新型コ

ロナ関連では「副反応」「自宅療養」「黙

食／マスク会食」「人流」「変異株」「路上

飲み」、東京五輪・パラリンピック関連で

は「エペジーーン」「カエル愛」「スギム

ライジング」「チキータ」「チャタンヤラ

クーサンクー」「ぼったくり男爵」が選ば

れた。エンタメ関連では、Netflix で配信

された韓国ドラマ「イカゲーム」、覆面の

歌い手・Ado のメジャーデビュー曲「うっ

せぇわ」など。 

フジパン、値上げ→フジパン（名古屋市）

は、食パンや菓子パンなどの製品を、来

年 1 月 1 日から平均 8.0%値上げすると発

表した（11 月 4日）。食パンが平均 9.7%、

クロワッサン、バターロールなどが平均

8.0%、菓子パンや総菜パンは平均 6.8%、

それぞれ値上げする。理由は小麦粉や油

脂類、レーズンなどの価格が高騰してい

ることに加え、包装資材や物流費などの

関連コストも上昇しているため。 

スライスようかん→日本茶によく合う和

菓子の代表格といえば羊羹（ようかん）

だが、あんこがずっしりと感じられる伝

統ある練り羊羹の売り上げは低迷してい

るという。創業 200 年以上の京都の老舗

和菓子店でも年間約50本しか売れないと

いうから事態は深刻。しかし、その老舗

の女将が羊羹を薄くスライスして販売し

たところ人気に火が付き、売り上げは

1000 倍に。今や伝統を打ち破り、お茶で

なくトーストに合う「ようかん」となっ

ている。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第三話：赤、に怯える 

By ミア 

 ビーツを食べた。 

そして腎臓がんが発覚した。 

がん腫瘍は５cm サイズほどに大きくなっ

ていたが、ビーツのおかげで、今、こう

して生きている。血のように赤いビーツ

に救われた、とは言えば簡単であるが、

救われるまでの道のりは短いようで長か

った。 

 2020年10月のサンクスギビングも終わ

ったある日、尿がいつもと違って明らか

に赤いことに気が付いた。血尿かと足が

ガタガタ、とにかくこれは何かの病気の

サイン、とりあえず医者に相談した方が

よさそうだと気持ちを固めた。 

  当時、世の中はコロナ渦で医者に直

接診てもらうことは難しい。ファミリー

ドクターも週 2 回のみの開院で、しかも

電話でしか診察してもらえない。こんな

状況でどうすれば医者に会えるのだろう 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

巨大津波避難タワー→11 月 5 日は「津波防

災の日」。南海トラフ地震で想定される最

大の津波は、三重県鳥羽市で 27m、尾鷲市

で 17m、津市で 7m、名古屋市で 5m などと

なっているそうだ。愛知県沿岸部の飛島村

（名古屋市の隣、人口約 4800 人）では小

学校の跡地に巨大な津波避難タワーの建

設が進んでいるという。南海トラフ地震に

よる津波の第一波到達は 90 分程度、津波

の最大の高さは 3ｍと想定されている。村

のほとんどは海抜 0ｍ地帯という海よりも

低い土地で、液状化も懸念される。 

ことば絵→11 月 2 日福島信用金庫（福島

市）で、筆文字の言葉と水彩画の挿絵を組

み合わせた「ことば絵」を、訪れた人にプ

レゼントするイベントが行われた。東日本

大震災の復興支援の一環で、主催した岐阜

市の男性（22）は「言葉や絵の力と優しさ

を、東北の方に一人でも多く届けたい」と

語る。ことば絵は、受け取る人のイメージ

を感じ取って即興で描く。 

サツマイモと落ち葉→さわやかな秋晴れ

となった 11 月 4 日の福島県福島市の某幼

稚園で、子どもたちが待ち望んでいたイベ

ント、落ち葉を使っての「焼き芋」が催さ

れた。東日本大震災以降中止していたが、

コロナ禍でも子どもたちに季節を感じて

楽しんで欲しいと 2020 年に再開。おいし

く焼きあがったサツマイモは、子どもたち

が苗の植え付けや収穫も行ったもの。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナで、がんの診断減少→2020 年にがん

と診断された人が前年より 9.2%減ったと

する調査結果を、日本対がん協会が発表し

た（11 月 4 日）。新型コロナウィルス感染

症の影響で、がん検診の受診者が減ったこ

となどが影響したとみている。主な 5種の

がんで約4万 5千人の診断が遅れたと推計

され、今後は進行したがんが見つかるケー

スが増えて、患者の予後の悪化や死亡率の

増加が懸念されている。 

ポニーテール禁止→遊園地の富士急ハイ

ランド（山梨県富士吉田市）は宙返りコー

スター「ド・ドドンパ」の利用客に首や胸

の骨が折れる負傷が相次いだことを受け、

ほかの大型コースター4 機種の安全対策を

強化したと発表した。宙返りや急降下を繰

り返す「絶叫コースター」では、後頭部を

ヘッドレストに付けて首を守るため、髪を

ポニーテールに結ぶことを禁止した機種

もあるとか。絶叫コースター「高飛車」は

最大落下角度 121 度の最恐コースター。 

新語・流行語大賞→今年最も話題となった

言葉を選ぶ『現代用語の基礎知識選 2021

ユーキャン新語・流行語大賞』のノミネー

ト 30 語が発表された（11 月 4日）。選考委

員会が「新型コロナと東京オリンピックで

 

かとオロオロしている間に、携帯電話にア

プリを入れて動画によって対面診察しても

らえることを知った。さすがテク時代！と

感心しきり、予約も 2 日後に取れた。すご

い、今の世の中アプリを中心に動いている

と実感。そのとき使った医療アプリは

Babylon Telus(今は My Care Telus Health)

というもの。 

 予約もできたしで、2 日後の医者による

診察にそなえ、緊張しつつ尿にも注意を払

い過ごすようにした。 

 が、翌日の午後には尿はもう赤くなく、

普通に戻っていた。この尿の気まぐれに辟

易しつつも、ま、普通に戻ったのは喜ばし

いかぎりと気分も明るくなった。 

 娘によると、ビーツをたくさん食べると

尿が赤くなることはよくあるらしい。そう

いえばビーツをかなり食べた。なあーんだ、

それが原因か。なるほど食べなくなると尿

も普通に戻っている。心配してソンした。

じゃ、医者の診察も無用、医者の予約をキ

ャンセルしようか、と気持ちが動く。しか

し、アプリを通してせっかく予約できたわ

けだし、これをキャンセルするのはもった

いないし、ドタキャンはよくないし、加え

て尿の写真もあらかじめ送ってあるしで、

結局予約はそのままにして当日を迎えた。 

 11 月初め、ちょうど今から 1年前となる。

診察してくれたのは若い女性の先生だっ

た。スマホのビデオ機能でお互いの顔が見

える。これだとソーシャルディスタンスや

接触の心配もないし、直接対面しているの

と同じように診察してもらえる。何とも便利

なものがあるものだとほとほと感心する。 

 先生曰く「おそらく、ビーツが原因でし

ょうね。でもあなたは 50 代だし念のため検

査しておきましょう。」ということで血液、

尿と超音波検査をオーダーしてくれた。 

 電話を切った数分後に診察結果（Consult

-ation Notes）が送られてきた。それには

診察の概要が詳しく書かれていた。普段の

（コロナ前）対面診察では、診察後になに

も記録をくれないことを考えると、このア

プリ診察はきちんとこちらにも記録を送っ

てくれる。実際の対面による診察よりずっ

といい、コロナ禍での診察も捨てたもので

はないと思う。 

 なお、その診察結果用紙に記載された診

断 は 、「 痛 み の な い 血 尿 （ Painless 

hematuria）」。たしかに痛みを伴わない血

尿。診断というより症状であるが、この症

状が何に繋がっていたか、そのときは知る

由もない。 
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★ こんなの見つけました ★ 

クリーンフリークの裏ワザ（１） 

 ティーカップやシンクなど家庭内のも

のを修理する方法は Youtube などでご丁

寧にも出回っている。が、その方法は割に

怪しいことが多い。ヒビ割れたティーカッ

プをミルクで補修とか、シンクに至っては

なんとラーメンで補修したりで実に疑わ

しい。ウソのような修理法のビデオを見る

のは楽しいかもしれないが、実際にホント

の修理が必要なとき、怒りさえ感じること

であろう。 

 そこで、今回は、ホントらしき修理法を

探ってみた。参考：moneywise.ca 

1．釘の穴を埋めるとき：壁にかけた絵を

違う場所に移したい。移すのはいいけれ

ど、あとに残る釘の穴、目立たないようで

目立ってしまい落ち着かない。そんなとき

は、子供が使うクレヨンである。小さな穴

であれば、子供時代に戻って壁と同じ色の

クレヨンでチマチマと塗ってみよう。穴を

埋める感じで塗ればよい。クレヨンはワッ

クスからできているため、穴に入り込むカ

スはワックスそのまま、穴を満たして穴を

閉じてくれる。大きな穴ならクレヨンを溶

かして（ライターなどで温める）埋め込む。

埋め込んだあとは指でスムーズにする。ガ

タついているなら、20cm ほど離してドラ

イヤーをかけて形を整える。別件、白い壁

であれば、白い歯磨き粉、又は白い石鹸で

も OK であるそうだ。ま、ニオイはいいこ

と保証する。 

2. 窓のクモリ（汚れ）を取り去るとき：

朝一番、コーヒーのカフェインで目を覚ま

し、脳を起動させる。と、窓がクモってい

るのに気が付く。そんなとき、ちょうどカ

ウンターに置いているコーヒーフィルタ

ーがお役立ち。このフィルターはガラスを

傷つけないため、まさにガラス用のワイパ

ーと言える、と専門家。Windex などのク

リーナーをフィルターに染み込ませて窓

を拭くと、とくに気になる汚れのスポット

はキレイに落ちる。通常の窓ふきだと布で

全体を拭くが、ブラッシュアップとしてコ

ーヒーフィルターでポイントクリーニン

グをするのがベスト、ということだ。 

3. マットレスをリフレッシュするとき：

ウォッカ。ウォッカを飲み過ぎてマットレ

スに倒れ込んでマ 

ットレスをリフレ 

ッシュ、というこ 

とではない。ウォ 

ッカをマットレス 

にスプレーする。 

そもそもウォッカ 

はアルコールであ 

り消毒効果がバツ 

グン。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

フライパンで作るアップルケーキ  

 オーブンで焼くより速く、食感もモチモ

チとしたアップルケーキ。 

〔材料：フライパン直径 10in(25cm)分〕ア

ップル(中 2 個)、レモン(1/4 個)、シナモ

ン（小さじ 1）、ブラウンシュガー(1/4C)、

卵(2 個)、砂糖(1/2C)、バター(大さじ 5,

約 125g)、サワークリーム(1/2C)、小麦粉

(1C)、ベーキングパウダー(1tsp)、塩少々 

調理器具：フタつきフライパン、フライパ

ンの面積より大きいお皿 

1. アップルは縦に 8等分し(皮付き)、芯

を切り落としてから横に 4 等分する． 

2. ボールに 1を入れ、レモンの搾り汁と

シナモンをふりかけて混ぜる． 

3. ボールに卵、砂糖を入れ泡だて器で白

っぽくなるまで泡立て、溶かしバター

(大さじ 4)とサワークリームを入れて

なめらかになるまで混ぜる． 

4. 小麦粉、ベーキングパウダー、塩を別

のボールに入れてよく混ぜておく． 

5. 4を 3に入れて玉にならないようになめ

らかになるまで混ぜる． 

6. フライパンを熱し、残りのバター(大さ

じ1)を溶かし、ブラウンシュガーと1

を入れてさっくりと混ぜる． 

7. 6の上に5を流し入れ表面を平らにする

(フライパンの高さの半分くらい)．フタ

をして中火で10分焼いた後、フタを開

けて膨れているのを確かめ、大皿をあて

てひっくり返す．皿に乗ったものをずら

してフライパンに戻し、別の面をこんが

りするまで焼く(フタをする)． 

ためになる名言 

   ウィリアム・シャトナー 

スタートレック、カーク船長 

私は一度も『スター・トレック』を見た

ことがない。自分の見た目や、やってい

ることが好きではないから、（自分の作品

を見ることは）苦痛だ。 

（宇宙飛行に際して）僕はスタートレッ

クのカーク船長だけど、宇宙に行くのは

怖い。 

（宇宙飛行中）今起こったことに感動し

ている。尋常ではない。私はこのままで

いられることを願っている。今感じてい

ることが永遠であれば。失いたくない。 

（宇宙飛行後）地球の様子、これは言葉

では言い表せない。あの色の美しさ。突

然、青を通り越して、黒になってしまう。

宇宙飛行経験は、人生よりもはるかに大

きなものだった。世界中の誰もが見る必

要がある。宇宙への冒険はまだ始まった

ばかりだが、その始まりがいかに奇跡的

であるか、その始まりに参加することが

いかに特別かを実感している。 

（参考：Wikipedia） 

〔William “Bill” Shatner：1931 年、

ケベック州・モントリオール生。映画監

督、俳優、声優。長寿人気 TV シリーズ・

『スタートレック』シリーズのカーク船

長役で有名。ラジオ DJ としてレギュラー

番組を持ち、また SF作家の顔も持ち、小

説『サイバー・ドラック/テクウォー』を

執筆するなど多才。ポーランド及びハン

ガリー系ユダヤ人移民の家庭に生まれ、

華やかなハリウッド黄金時代を夢見、早

くから芸能界に憧れた。小学生のころに

ラジオ番組に出演、その後は TV にも出始

め積極的に芸能活動を開始。評判が広が

って 10 代のころには DJ として本格的に 

ラジオにレギュラー出演。McGill 大学入

学後に舞台演劇をはじめ、卒業後 1957

年『カラマゾフの兄弟』で映画俳優とし

てのキャリアをスタートさせた。2021 年

9 月、民間宇宙企業ブルー・オリジンの

宇宙飛行に搭乗、90歳にして宇宙飛行を

した最高齢の人物となった。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、1１月 1 日更新 

ワクチン・ブースター・ショット 

１８才またはそれ以上の年齢の人 

リスクが高い人（1951 年かそれ以前に生まれた人） 

優先で、COVID-19 ワクチン、ブースター接種 

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

o/response 

ブースター接種：3 回目の接種ともいえる。これを行

う理由は、接種から半年程度で抗体量がピーク時

の 4 分の 1 に低下する場合があるという研究結果が

発表されたことにより進められている。すべてのブ

ースター接種は、モデルナかファイザー（双方互換

性あり）。接種予約や詳細は、 

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

ccine/booster#book 

【クリスマス・クラフトフェア情報】 

●11 月 13(土)&14(日)日、10am-5pm：957 Burnside 

Rd. West、Spectrum Com.School にて、恒例第 34

回 Calico クリスマス・マーケット．90 を超えるローカ

ルアーティストのハンドクラフト展示、ホットフード&ド

リンクあり、アドミッション$5（12 才以下無料）．マスク

&COVID-19 ワクチンパスポート要．詳細は、 

Facebook.com/thecalicochristmasmarket 

●11 月 13&27(土)日、10am-4pm：675 Jolly Place、

North Douglas Church にて、ハンドメイド・ビレッジ・

クラフトマーケット．45 ものベンダー、ローカルハンド

メイドアイテム．パーキング&アドミッションフリー． 

FB:@Handmade Village Craft Market 
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は＄1,103,600 と 25 

％以上の上昇。前の 

月 9月に対しても若 

干ですが、0.3％上 

がっています。コン 

ドミニアムに関しては、上がり幅は限られ

ていますが、それでも、昨年 10 月のベン

チ マ ー ク 値 ＄ 482,200 か ら 先 月 の

＄551,800 と 14％以上の値上がり。 

 相変わらず全ての形態の物件で、オファ

ーの締め切りを設定し、それまでに最善の

オファーを出すという“delayed offer”

という形でオファーを募っている物件が

ほとんどです。他のバイヤーがいくらでオ

ファーを出しているのかわからない状態

での”blind bidding”の状態でオファー

を出すという手口が売り手市場の現在で

は主流になっています。マイホーム探し

は、資金繰り等周到に準備した上で臨みま

しょう。 

 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

れている方で日系または親日のエージェ

ントを探していらっしゃる方はその旨ご

連絡ください。質問等は、日本語ウェブサ

イトは www.gohomesold.com からリンクし

ております。メールは、yumi@gohomesold.com

までご連絡ください。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛11 月 8日(月)、8pm：UVIC、B125 Ring Rd.、

MacLaurin Building、Phillip T. Young Recital 

Hall にて、歌曲集「美しき水車小屋の娘（Die 

schone Mullerin）」コンサート．オンラインで

も参加可能．アドミッションは寄付．詳細は、

https://events.eply.com/FacultyConcert-Di

eschoneMullerin 

☛11 月 20 日(土)、1-3pm：Compost Education 

Centre(1216 N Park St.)にて、Fermenting Miso

「みそ作り」ワークショップ．日本人インスト

ラクター、詳細は、office@compost.bc.ca 

☛11 月 20 日(土)まで：606 View St.、Madrona 

Callery にて、タカオ・タナベの絵画展示「Seven 

Decades of Painting」．詳細は、

www.madronagallery.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２４） 

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。 

 10 月の Victoria Real Estate Board の

統計。9月に引き続き更に売買成約件数が

減少しました。相変わらずの在庫不足もさ

ることながら、モーゲージのレートが金融

機関によっては少しずつ上がってきたこ

とも響いているかと思われます。無理をし

て頑張ってセリ状態の中でオファーを出

し、オファー自体が売り手から受け入れら

れたにもかかわらず、資金繰りがつかずに

せっかくのオファーがダメになるケース

も見受けられます。 

 最終的に 745 件もの物件が取引された

10 月ですが、昨年の 10 月の 990 件に比べ

るとほぼ 25％近くダウンしています。こ

の傾向はどちらかというとコンドミニア

ムに顕著に見られ、昨年の 10 月と比べ

18％近い減少。今年の 9月と比較しても、

18％近い減少となっています。一戸建て

は、昨年の 10 月に比べると 30％近い落ち

込みになっていますが、今年 9 月よりは

2.4％増え、一戸建ての根強い人気は変わ

っていないようです。 

 昨年 10 月末の時点では、2,122 件もの

物件が市場にでていたのに対し、今年の

10 月はその半分以下の 1,026 件と 50％以

上の激減。 

 MLS の価格をベンチマーク値で見てい

くと、相変わらず価格の上昇に歯止めがか

かっていないようです。昨年 10 月のビク

ト リ ア 中 心 部の ベ ン チ マ ーク 値 が

＄880,500 だったのに対し、今年の 10 月 

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】11 月に入り、気が付け

ば、ヒーターが入っていました．あの暑すぎた 6

月末を思い出すとヒーターはもったいない思いで

す．ですが、今や10℃を下る気温、やっぱりヒー

ターなしには凍えそうな季節となりました．外の

落ち葉もあらかた散り、木も剥げて冬がきます．

ハロウィンも終わって、次なるお楽しみ（？）は、

ブラックディの買物．別にほしいものはないので

すが、なにか買わなきゃという気になってしまい、

結局なにか買って結局使わずにお蔵行きかカビが

生える、という例年のイベントになってしまって

います．けどやっぱりブラック・ディは安い！ 

 

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 
●鼻紙、ティッシュのはなし。ボックステ

ィシューの容量がずいぶんと少なくなっ

ていることに最近気がついた。Scotties

などの１ボックスには、2枚重ねで126枚。

覚えている限り、ずーっと前は200枚ほど

入っていたのでは？また、枚数のみならず

面積も狭くなっていることに気が付いた。

どのメーカーの箱も一様に細長くなって

いる。つまり、以前より少し縮小。縦も横

も高さも少し短め。ま、ティッシュは使え

ればいいのだが、こうも小さくなると使う

枚数が増えることが気になる。風邪を引い

たりしたら一箱はすぐになくなると予想

される。なお、進んで調べてみると、なん

とトイレットペーパーもしかり。心なしか

幅がせまい。ずっと幅が狭かったはずなの

に、今にして発見したという次第。以上、

そんなこんなで言いたいことは、こうし

て生活費がかさんでくるということ。な

んせ、ここは紙が異様に高い国である。 

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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