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逮捕とまではいかなくても、女性側の話、

動機を聞きたいと言っている。 

 

サイクリストに殴られる  

 11 月 9 日火曜日の午前 11 時ごろ、サイ

ドウォークを走行していたサイクリスト

を注意した女性（65）がサイクリストに暴

行された。女性が殴られているのを目撃し

た通行人が警察に通報した。女性は殴られ

たあと地面に転げ落ち、サイドウォークで

頭を打った。 

 目撃者がサイクリストの男の様相を把

握していため、男は現場近くで発見されて

逮捕された。男は 34 才、住所不定。2 月

10 日の裁判所出頭のもと釈放された。 

 

リメンバランス・ディにブレイクイン 

 全国、世界中が「喪に服す」に等しい日

に、どうどうのブレイクインが発生した。

人が静かなのを利用したのか、こうした悪

人は「リメンバランス・ディ」の意識もな

いのか、実にケシカラン、という行い。 

 11 月 11 日木曜日、午前 9 時、Royal 

Canadian Legion（Shawnigan Lake Rd.）

に小さなトラックが到着。男が出てきて、

ストレージ小屋ゲートのロックを壊した。

これら犯行の一部始終は現場のセキュリ

ティカメラが鮮明にとらえていた。男の顔

も、である。逮捕は近いこと間違いなし。
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COVID-19 の現況  

 11 月 12 日金曜日、COVID-19 感染による

死亡者は未だ多く。11 日木曜日と 12 日金

曜日の 2 日間で 23 人もの死亡者がでたと

保健所が発表した。 

 BC州内における金曜日の新感染者は473

人、陽性者は合計 4,265 人となった。入院

は 384 人で、うち 124 人が重篤。入院患者

は前日より減ったものの、重篤者は 117 人

から 124 人に増えた。 

 なお、金曜日に COVID-19 テストを受け

た人は 15,230 人に上る。 

 

COVID-19 感染、数多の学校で発生  

 Greater Victoria 内の学校で COVID-19

感染が相次いでいると Island Health（保

健所）が発表した。Wishart 小学校に 11 月

1 日から 5 日まで登校した生徒やスタッフ

が COVID-19 と接触したかもしれないと呼

び掛けている。Rogers 小学校では 11 月 4 

 

日に登校した人にリスクあり。St. 

Joseph’s 小学校では 10 月 25 日から 29

日まで登校した人。これらの人は保健所に

連絡する必要があるとのこと。 

 11 月 12 日金曜日現在、 Greater 

Victoria では合計 12 校が COVID-19 感染

リスクにある。目下、各学校で 2人以上の

感染者はでていないことからクラスター

発生は免れている。 

 

フリー、ユース・トランジットパス  

 13-18 才の Victoria 在住のユースは、

来年 2022 年 1 月 1 日から 12 月 31 日まで

バ ス 乗 車 が 無 料 と な る 。つ ま り は

Victoria 市から、無料のユース・トラン

ジットパス、U-PASS を支給される。申し

込みはオンライン、upass.victoria.ca。 

 ユースのためのフリーパスは数年前か

ら Victoria リサ市長により提唱されてい

たが、今やっと実現した。 

 目的は、ユースに移動の自由、市内を探

検、レクレーションなど幅広い行動の機会

を与えることとしている。また、ガス排出

量削減も大きな課題となっている。 

 

パンプキン・ドロップ  

 先月末のハロウィン、その華を飾ったパ

ンプキンをスマッシュするというイベン

トが Langford で行われた。主催は

Langford Fire Rescue（消防署）で、32

ｍ長さのハシゴ車がホストとなる恒例の

「 Charity Pumpkin Smash 」。 Muscular 

Dystrophy Canada（筋ジストロフィー患

者）のためのファンドレイジングが目的で

ある。 

 このイベントは毎年大きくなり、今年は

400 個ものパンプキンがハシゴ車の 32ｍ

高さから落とされ木端みじんとなった。砕

けたパンプキンは土にかえる。 

 

女性、誘拐未遂  

 Victoria で誘拐未遂が発生し、このニ

ュースはカナダ全国でオンエアとなった。

通常、誘拐魔は「男」であるあるが、今回

の誘拐魔は「女」。年齢 60-70 才の白人女

性ということで警察は捜査中。 

 事の起こりは 11 月 12 日金曜日午後 2

時ごろ、Topaz Park でのこと。11 才の子

供が友だちと遊んでいたところ、女性が近

づいて子供たちに声をかけた。お金とバイ

ブルをあげるから私の車に乗って、と。子

供はもちろん拒否、すると女性は去ってい

った。 

 子供はすぐさま近くにいた大人にこの

ことを話した。 

 当の女性はスリムな体型で、肩までの長

さのグレーヘア。メガネをかけて黒っぽい

セーターにズボンといういでたち、赤い本

を手に持っていた。車はシルバーのセダ

ン。心覚えのある人は Victoria 警察

（250-995-7654）へ連絡のこと。警察は、
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雨にも負けず、 

 風にも負けず、 

  どころではなかった 

先日の豪雨 

 

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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になる」と喜ぶ。男性は琉球大を卒業後、

NHKで技術者として2008年9月まで勤務。

退職後はテレビやラジオ中継所の保守管

理に携わっている。エネルギーの自給自

足に関心があることや「放送技術以外も

学び、視野を広げよう」と考えたことが

取得のきっかけ。試験直前には 1日 10 時

間以上勉強したといい「そりゃ、もう感

無量でしたよ」と喜ぶ。 

スーツ不振→コロナ禍でのリモートワー

ク定着や外出控えなどで需要減が深刻な

紳士服大手会社の業績回復が遅れている

そうだ。「紳士服のコナカ」は、2021 年 9

月期の連結営業利益は 78 億 2500 万円の

赤字。 

新婚夫婦、式なし→明治安田生命保険は、

2019 年 10 月以降に結婚した新婚夫婦の

58.8%が結婚式を挙げていないとの調査

結果を発表した（11 月 15 日）。新婚では

ない夫婦（20.4%）の 3倍近い。新型コロ

ナウィルス禍が熱々のカップルに与えた

影響とみられる。調査は 11 月 22 日の「い

い夫婦の日」にちなんで 10 月 12-15 日に

インターネットで実施、20～70 代の 1620

人が回答。コロナ禍の行動制限は新婚旅

行にも影響を与え、新婚の 68.8%が「行っ

ていない」と答えた。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第四話：検査に検査のすえ 

By ミア 

 「血尿」がでたのは赤いビーツを食べ

たからとわかりつつも、携帯電話でアプ

リ診察を受けた。診察結果用紙に記載さ

れた診断は、「痛みのない血尿（Painless 

hematuria）」。そして医者のいうとおり、

念のため一応の検査を受けることとなっ

た。それは一連の検査となり、超音波検

査はその始まりである。 

 超音波検査は 10 月末のアプリ診察後

（アプリ：Babylon Telus、今は My Care 

Telus Health）から 2 週間後にアポが取

れた。通常 2 ヶ月は待たされるというか

ら驚きの早さである。緊急としてリクエ

ストしてくれたようである。 

 3 日後、検査の結果が出たのでフォロー

アップということで Babylon 診察の医者

（当初の医者とは別の医者）と電話でビ

デオ診察。結果は、なんと「５ｃｍの腫

瘍」が右の腎臓に発見されたのだ！ 

 フォローアップでなくて、自分にとっ

ては完全なる「告知」である。心の準備

ができていなかった。目の前が真っ暗に

なった。 

 腫瘍には悪性と良性があるが、そのと

きは「腫瘍」と聞いて、また大きさが５

ｃｍというから、腫瘍＝がんと思ってし 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ホープツーリズム→日本旅行業協会（東京

都）は 11 月 15＆16 日の 2日間、福島県内

で東日本大震災と東京電力福島第1原発事

故の被災地の視察会を開く。大手旅行業者

の企画担当者らが被災地の現状を学ぶ旅

行「ホープツーリズム」の商品開発の一環。

被災地の活性化や風評払拭を後押しする

新たな取り組みで、JTB や近畿日本ツーリ

スト、日本旅行など会員事業所の担当者ら

約 30 人が参加。初日は双葉町の東日本大

震災・原子力災害伝承館、津波で浸水し震

災遺構として整備された浪江町の請戸小

などを巡った。 

巨大「赤べこ」東京駅に出現→福島県は新

型コロナウィルスの収束を願い、JR 東京駅

前の複合ビル（東京・大手町）で観光情報

と県産食材の PR 活動を始めた。疫病よけ

の縁起物として親しまれる会津地方の玩

具「赤べこ」の巨大オブジェ(全長 3.6m、

高さ 1.8m)を来年 9 月末まで設置し、青果

や加工品のマルシェを月 1、2 回開いて誘

客と県産品の販売促進を図る。周辺には、

矢祭町の農家が東日本大震災と東京電力

福島第１原発事故からの復興を願って開

発したニオイザクラの新品種「リメイク」

を飾った。 

スーパーボランティア→昨年7月の熊本豪

雨で被災した熊本県八代市坂本町で復旧

活動に携わり、「八代のスーパーボランテ

ィア」として親しまれる男性（81）が、令

和 3年防災功労者・防災担当大臣表彰を受

けた。10 月 27 日に県八代保健所長から表

彰状を受け取り「生まれて初めて賞をもら

いうれしい」と喜んだ。坂本町では球磨川

や支流が氾濫し住宅 400 棟以上が被災し、

市社会福祉協議会が昨年 7 月中旬、災害ボ

ランティアセンターを開設。男性は、同市

西宮町の受け入れ拠点の前を通ったこと

で活動を知り「初めての経験だったが、や

ってみるとやみつきになった」という。 

 

＜社会ニュース＞ 

教員免許更新制、廃止→教員研修の在り方

を議論する中教審の特別部会は、教員免許

に 10 年の期限を設けている教員免許更新

制を廃止するとの審議まとめを了承した

（11 月 15 日）。デジタル化の進展など社会

環境が大きく変わる中、10 年に 1度の更新

講習を義務付ける現行制度では不十分だ

として「発展的に解消する」と提言し、新

たな研修制度の創設を求めた。文部科学省

は教育職員免許法の改正案を来年の国会

に提出、2022 年度末での廃止を目指す。 

沖縄の 73 歳、国家試験合格→難関の国家

資格「第 3 種電気主任技術者」に 73 歳の

男性（沖縄県）が合格した（11 月 2日付）。

本年度の合格率は 11.5%。指導者は「この

年齢での合格は少ないはず。受験生の刺激

 

まった。淡々と話す医者は悪性かどうか調

べたいとのこと。そっか、それを調べてか

ら「癌」として覚悟を決めればいいわけで。

一瞬ちょっと希望がみえた。 

 ということで、今度は腹部のＣＴスキャ

ンをすることになった。 

 早速、翌日に血液、尿検査を受けた。結

果は特に異常はなく、腎臓は正常に機能し

ているとのこと。 

 ＣＴスキャンは、腫瘍が見つかったと知

らされた 4日後（11 月下旬）にアポが取れ

た。これまた驚きの早さである。こうして、

ことが急速に進んでいく。私も早くはっき

りとしたことが知りたかったしで潔く検査

に挑んでいった。 

 腫瘍が良性か悪性か。腎臓にできる腫瘍

の 80%は悪性といわれるため、確率的には

希望は薄かった。この時点で今までの診断

のプロセスがホームドクターに送られた。 

 ＣＴスキャン検査の 4 日後、検査結果が

でた。右の腎臓の腫瘍は悪性であると告知

された。心の準備はできていたものの、や

はり相当にショックを受けた。私は今まで

大きな病気や怪我をしたことがない。入院

したのはお産の時だけである。ずっと健康

だったし、食事、運動、睡眠と規則正しい

生活も心掛けている。そんな私がなぜ癌に？

全くの他人事と思っていた病気が自分に降

りかかってくるとは思いもしなかった。 

 くよくよ悩んで落ち込んでいても仕方が

ない。負のスパイラルに陥るだけだ。病は

気からというではないか。気を取り戻そう、

気合を入れよう、そう思った。 

 そうして、私は腎臓の癌について徹底的に

調べ始めた。その時まで腎臓が体のどこにあ

ってどんな機能をするのかも知らなかった。

 腎臓のがんは、腎臓内で腎実質の細胞が

がん化し、悪性腫瘍になる病気で正式名は

「腎がん」と言う。腎がんにかかるのは、

がん全体のうち約 1%というから珍しい癌で

ある。男性が女性の約 2 倍かかりやすく、

初期症状がほとんどないことから、人間ド

ックや検診で見つかったり、がんが進行し

てから発覚するケースも珍しくない。 

 私はどうして自分がなったのか原因が知

りたかった。サイトにはこう書いてある。

まず遺伝。だが、私の家系に癌の人はいな

いのでがん家系ではない。また主な原因に

肥満、高血圧、喫煙とある。私はどれも当

てはまらない。結局原因はわからないが、

とにかくなってしまったのだから仕方な

い。なんとかせねば。それは、まずは医者

の指示に従うより他ないだろう。 
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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（２） 

 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。しかし、その方法は

割に眉唾物。ホントらしき修理法を以下に

リスト。参考：moneywise.ca 

1．釘の穴を埋めるとき 

2. 窓のクモリ（汚れ）を取り去るとき 

3. マットレスをリフレッシュするとき 

（上記、前号にて解説） 

4. お皿を洗うとき：使い終わったティ・

バッグを捨てるとき、ちょっと待った。そ

れは皿洗いに活用できる。お皿にこびりつ

いてしつこい油汚れをティー・バッグが退

治してくれる。ティ、お茶にはタンニンと

いう成分が含まれていて、この成分はグリ

ース（油脂）を分解する。汚れたお皿をゴ

シゴシこするという労働なしに、お皿はキ

レイになる。まずはティ・バッグ（その日

に使用したものをある限り）を入れた熱い

お湯に汚れたお皿を浸して一晩置く。そし

て夜中に魔法がかかる。ティ・バッグでゴ

シゴシするのもいいが、強くこすらないこ

と。いわずもがな、袋が破れて悲惨なこと

になる。なお、ティ・バッグは使い終わっ

たものでなくても、棚の奥から出てきた古

いティ・バッグ（賞味期限切れで廃棄）な

らなおよし。 

7. きしむ床の間を整えるとき：寝耳に水

だが、ベビーパウダーが効くそうだ。夜静

かななかで寝ているとき、家族のだれかが

キッチンへスナックを取りに行くのか抜

き足差し足で歩くも、床がきしむ音でハッ

と目が覚める。そんな些細な床のきしむ音

を食い止める方法がベビーパウダー、ベー

キングソーダ、又は粉上のグラファイト。

床にスプリンクルしホウキで掃いて床の

継ぎ目の隙間を埋める。隙間に入ったパウ

ダーは床の潤滑油となるべく摩擦を防ぐ。

床の入れ替えにお金をかけるより、数ドル

でできる手軽な即席法である。もちろん、

このパウダー法できしむ音を抑えられな

いときは床そのものが大問題、プロの業者

を呼ぶより仕方がない。 

8. 木の凹みを平らに整えるとき：昔なが

らのスティームが出ない鉄のアイロンを

ウッドフロアなどの凹みに活用。湿った布

を用意し（水がしたたり落ちるのは NG）、

対象の部分に当て、 

鉄のアイロンを最 

高温度でまぁるく 

布が乾くまで動か 

す。木に水分を吸 

収させて温めると 

木は膨張する。よ 

凹みは膨れる。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ごぼうとブタのそぼろ  

 晩秋から冬にかけてはごぼうの季節。年

中売られてはいるが、ごぼうの季節のごぼ

うは一層オイシイに違いない。 

 ごぼうはごぼうのみできんぴらにしが

ちであるが豚肉とよく合い、ブタのうまみ

でごぼうの美味しさもグーンをアップ。ご

飯がすすむ。 

〔材料：4 人分〕ごぼう(1 本)、豚肉ミン

チ(200g)、しょうゆ&みりん（各大さじ 1）、

ブラウンシュガー(大さじ 1)、塩少々、ト

ウガラシ少々、ごま(おおさじ 1)、酢(大さ

じ 1) 

1. ごぼうはタワシで汚れを落とす程度

に洗い（皮に栄養豊富）、5mm 厚さの斜

め薄切りにしてから 5mm 幅の細切りに

する． 

2. 酢を入れた水(1L)に約 10 分ほどさら

す（アク抜き、変色防止）． 

3. 2 をざるに上げて水けをきる． 

4. フライパンを熱し豚肉を炒める．肉か

ら油が多く出る場合はペーパータオ

ルで拭きとる．油は少々残す． 

5. 4 の豚肉に火が通ったら 3のごぼうを

入れて炒める．ごま以外の残りの材料

をいれてさっくりと混ぜ、フタをして

蒸し焼きにする(約 10 分)． 

6. ごぼうにも火が通ったらできあがり． 

7. 器に盛り、ごまをふりかける． 

ためになる名言 

   真鍋 淑郎 教授 

2021 年ノーベル物理学賞受賞 

最近は干ばつや洪水が増えている。これ

は 1980 年代に私たちの（計算）モデルで

示したことと同じことで、今になって思

うと、モデルが現実になりつつあるとい

うことだ。 

（アメリカ国籍取得について）日本の

人々は、いつもお互いのことを気にして

いる。調和を重んじる関係性を築くから

です。アメリカでは、他人の気持ちを気

にする必要がありません。私も他人の気

持ちを傷つけたくはありませんが、私は

他の人のことを気にすることが得意では

ない。アメリカでの暮らしは素晴らしい

と思っています。おそらく、私のような

研究者にとっては。好きな研究を何でも

できるからです。私はまわりと協調して

生きることができない。それが日本に帰

りたくない理由の一つです。 

（参考：Wikipedia） 

〔まなべ しゅくろう：1931 年、愛媛県

生。日系アメリカ人一世の地球科学者（気

象学・気候学）。プリンストン大学上席研

究員、国立研究開発法人海洋研究開発機

構フェロー、米国科学アカデミー会員。

国際的には専ら Suki Manabe（スーキ

ー・マナベ）として知られる。祖父と父

は医師で愛媛県の村で唯一の医院を営ん

でいた。小学校時代より成績優秀で勉強

好き、気象に対する興味は当時から強く、

「日本は台風が来ないと雨が少ない」な

どと同級生に語っていた。1953 年に東京

大学理学部の地球物理学科を卒業、東京

大学大学院では「数値予報」を専攻。1940

年代に米国で世界初の汎用コンピュータ

「ENIAC」を発明したフォン・ノイマンは、

その有効な応用分野を「気象予測」であ

ると考え、プリンストン大学高等研究所

に世界中から若い研究者を招聘、これに

眞鍋教授は渡米。現在アメリカ国籍。〕 
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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、1１月１４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 

ブースター接種とは、3 回目のワクチン接種。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 

カナダ全国、海外旅行には、 

Federal 発行のワクチン・パスポート取得、詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/travel/current 
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身体を動かしてみてくだ 

さい。身体が温かくなり 

ますよ。それから、身体 

全体がポカポカしてくる代表の精油とし

てシナモン・バークをあげます。この精油

に関しては、足裏であれば直接の塗布でも

大丈夫なのですが、ホットエッセンスと言

われているため、足裏以外の身体への直接

の塗布では皮膚が赤くなったり、ピリピリ

することもありますのでお伝えしておき

ます。これからのホリデーシーズンで、ナ

ツメグ、カルダモン・グリーンの精油をク

ッキーなどのお菓子作りに使用したり、チ

ャイティに入れたりするのも楽しいです

ね。ブラック・クミンを蜂蜜と一緒に日々

摂取したり、パイン、スプルース、モミを

代表とした針葉樹の精油を使うことも免

疫を大きく高めるサポートになります。何

か特別な日に限ったことではありません

が、コミュニケーションが上手くいかな

い、ブロックを感じる場合、愛を伝えたり、

愛から発せられるコミュニケーションを

行うためにスプルース・ブルーやパイン・

オーシャンを活用することができます。日

照時間が短いところに住んでいる方がフ

ランキンセンスを活用するのもいいです

ね。彼女は、光の代名詞と言われています。

そのため、彼女を日々塗布して、自分の内

側へ光を蓄え、そして、外へと光を放って

いってください。 

 今月もありがとうございました。 自然

と共に在り、あなたが健康で、幸せを生き

られますようお祈りしています。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Blog: loveletterfromplants.com 

livingwithgaia.com 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛11月 27(土)日、10am-4pm：675 Jolly Place、

North Douglas Churchにて、クラフトマーケット

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３９】 

自然界と自然界の贈り物の精油から 

知識と智慧を受け取り、 

“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。 

 現在、東京に来ています。天気がいいの

で、まだ外の散歩も楽しくできています。

昔、関東地域に住んでいた時と今ではもち

ろん町の様子は変わっていますが、その中

でも一つ大きく変わったな、と感じたこと

がありました。それは、“都会の中にも自

然がある”ということ。昔は自然界と繋が

る、とか、自然を大切にする、という意識

がなかったために、木々や花々が目に入ら

なかったのかもしれません。でも、散歩を

してみると、あちらこちらに「緑地化」と

いう看板があり、そして、畑や果樹が見ら

れました。アパートの前や公園には花があ

るのはもちろんのこと、ハーブがあったりと。

 それからもう一つ、最近の面白い出来事

をシェアしますね。先日、ローズの精油を

塗布して散歩に出かけた時のこと。道に慣

れていないので、行きも帰りも同じ道を歩

くことが安心、という状態でした。でもそ

の日は“別の道を歩いてみよう！”という

気になり、小道を歩くことに。T字路にな

ったところで右折をしました。そして少し

歩くと、そこにはたくさんの薔薇がありま

した。「ああ、薔薇の波動が薔薇を引き寄

せた」と思いましたが、こんな近くにも薔

薇があったこと、まだ咲いている薔薇もあ

ったこと、しかも香り高くありました。ハ

ートが広がるのが感じられました。 

 精油は実際に、擦り傷だとか、消化不良

の時、お薬の役割として使うことができる

のはもちろんなのですが、自分の波動を整

える、心地よく過ごすため、そして、この

薔薇の出来事のように、この地球上にある

たくさんの奇跡や魔法を体験して生きる

ためにも使うことができます。 

 それでは今月は、冬の季節に活躍してく

れる精油をいくつか紹介します。 

 まずは、身体を温める精油として、ジン

ジャー、その姉妹のジンジャー・リリー、

ブラック・ペッパーを上げます。ぜひお腹

や腰に塗布して、腹式呼吸をしたり、少し

 

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 月半ばを過ぎ、クリ

スマスモードに入りました．今年はクリスマス

ツリー不足であるそうで、対岸の IKEA は今年

はツリー販売をしないそうです．いつからか、

クリスマスツリーを飾らなくなった者として

は、どこ吹く風ですが、ちょっとさみしい気も

します．クリスマスツリーを飾らなくなったの

は、正直、面倒くさい、につきます．倉庫から

やっとこさ出してきて、くしゃみをしながら、

ホコリなどをはたき、やっと組み立て飾って、

それも束の間、また倉庫にまでしまうのが面倒

です．一旦飾ることを止めたら、時間も気分に

も余裕ができるのを感じました．というわけで

クリスマスはポインセチアで華をだします．し

かし、この花 2、3 ヶ月も持つんですね．息が

長いのにはたまげました．今回はいつまでもつ

だろうか、というのも楽しみです． 

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 
●11 月 14 日、日曜日の夕方からの大雨。

翌日月曜もまだ降り続いた。窓から見え

る駐車場の窪みは水たまりを超えて「池」

になっている。この池の面積で雨量を推

測するが、かつてない広さ。気候変動が

いわれるように、こうして毎年エスカレ

ートしていく。夏はまったく降らず、降

れば降ったで降りすぎである。 

 
 

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 
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スプルース・ブルー 

ナツメグ 

ジンジャー・リリー 


