
Victoria Kenbunroku  全第６４６報 November 27, 2021  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VViiccttoorriiaa
見
聞
録 

★コンテンツ★ 

見聞録のあるところ 
Victoria 社会情報 

Victoria 治安情報 

母国、日本、 

ザ・ニッポン・ニュース 

ヴィクトリアの海辺から 

雑言 

生活の知恵 

ズボラの食卓 

伺いました 

ちょっと一言 

Victoria イベント 

Classified 

編集後のひとりごと 

 
Victoria 見聞録は Victoria の日本語情報誌 

発行日は毎月、7、17 & 27 日． 

次号は 2021 年 12 月 7 日に発行予定． 

 

Victoria Kenbunroku Vol.20J No.29 

Nov. 27, 2021: Victoria Japanese Journal 

 ISSN 1703-616X 

Published by BrightGate Info Services 

Publisher and Editor: Kay T. 

Any reproduction of this work is prohibited 

without permission of the publisher. 

Copyright reserved. 

Email: vicken21@hotmail.com 

 

連していると警察はみて厳重に捜査して

いる。 

 

バットでアタック  

 11 月 7 日土曜日の早朝 Topaz Park で、

野球のバットで暴行されるという事件が

発生した。 

 その日午前 5時頃、近隣をパトロールし

ていたセキュリティガードがパークの南

側にあるトイレ近くに横たわる男性を発

見し、警察に通報した。被害者男性による

と、暴行されたのは午前 3 時頃、男性は 2

時間も意識なく横たわっていたようだ。発

見後、男性は病院に担ぎ込まれたが命に別

状はない模様。 

 

地震かと思えば 

 11月 17日水曜日の午前3時半頃、James 

Bay エリア、Government St. 1800 ブロッ

ク付近で地震かと思われるほどの衝撃が

走り、近隣の住民が飛び起きた。 

 通報で駆け付けた警官は付近でコンク

リートのガベージビンをヒットした形跡

を発見。車の破片が飛び散っており、そし

てその衝撃で破損して漏れたガソリンの

跡。それは、2.5km にも及んだ。 

 漏れのあとの終点は、Menzie St.にある

アパートの駐車場のボコボコの車。現在ド

ライバー（失踪）を捜査中。 
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子供のワクチン  

 B.C. Health Minister（保健大臣）、デ

ィックス氏は、BC 州の子供（5-11 才）約

350,000人のうち90,000人がワクチン接種

登録をした、と発表した（11 月 19 日）。 

 BC 州内におけるワクチン接種状況は、12

才とそれ以上の 91%がすくなくとも 1 回の

ワクチン接種を終了。2 回目のワクチン接

種は 87%。ブースター接種を終えた人はす

でに 317,000 人。 

 

混んだガス・ステーションで  

 11 月半ばの大雨で多くの道が閉ざされ、

ガソリンを含む多くのサプライが遅れて

いる。サプライはある。ただ、交通不便で

遅れているだけのこと。待てば待つほどに

後に充分調達できるわけではあるが、ガソ

リンは足である。今なければ困るもの。こ

んな状況においては、必ずといっていいほ

ど「がめつい」人による買いだめの不公平

 

が起きるのは世の常。BC 州政府が速くも

一回 30 リットル制限を出したのに安堵し

た人も多いはず。   

 さて、11 月 19 日金曜日の午後、多くの

人がガソリンを求めて車両の長い列をつ

くって待つなか、サイドウォークを歩く人

と車の「接触」事故が発生した。ところは

View Royal の Island Hwy.と Six Mile 

Rd.にあるガソリン・スタンド。サイド・

ウォークに入り込んで停止している車の

ドライバーと通りがかりの歩行者が口論

となったそうだ。口論が高じて、なんと、

ドライバーは歩行者の足の上（くつのつま

先か？）を走行していったというのだ。怒

った歩行者は車の後方を蹴とばしたとか。

この様子を、次に続く車のドライバーが目

撃し、警察に通報した。 

 警察は、事情聴取のためこのドライバー

からの連絡を待っている。 

 

チキンがない  

 11 月半ばの大雨で、ガソリンの流通が

遅れているが、フレッシュ・チキンも然り、

であるそうだ。今、チキン不足で、チキン

料理をストップしているレストランもあ

るという。 

 Victoria に運ばれてくるチキンの多く

は対岸 Fraser Valley から。その地は大洪

水となりチキン・ファームの多くが閉鎖と

なっている。 

 Victoria のフライドチキンの専門店

「Chicken 649」（コリアン・フライド・チ

キン, Quadra St.）は、11 月 22 日月曜か

ら店を閉鎖している。この店のフライド・

チキンは Costco でも売られている。 

 

インスタ逮捕  

 ソーシャルネットワークのインスタグ

ラムでインスタントに逮捕できた、という

事件簿。 

 11 月 18 日木曜日の午後 1 時頃、

Victoria ダウンタウンは Fort St.700 ブ

ロック付近で、劇的な事件が発生した。ハ

ロウィンはとうに過ぎたというのに狂っ

たようにオノを振り回す男が出現した。男

は民間人（男性）を追いかけていたそうだ。

被害者男性は通りにいた人たちに助けを

求め、オノの男は逃げ去った。逃げ去る前

に、近くにいた目撃者が男の写真を撮り、

すぐにインスタグラムにアップ、駆けつけ

た警察にシェアした。 

 その直後、すぐに民間人からインスタに

掲載された写真の男を目撃したという

911 コールが入り、警察は警察犬の Koa と

ともにかけつけ、まさにその男を発見、男

を逮捕してオノを取り上げた。 

 オノで追いかけられた男性に怪我はな

かった模様。オノの男は警察には知られた

常習犯だった。それ以前、警察に「オノを

振り回す男に追いかけられた」という通報

が数多入っていたため、今回逮捕の男が関
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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. 

想像できなかった 

あの夏の暑さ 

想像できない 

この冬の寒さ 
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なかった」と男は一部否認している。男

はツイッターで客を募り、1 件 2000 円で

約 300 回の認証を代行し、計約 60 万円を

得たとみられている。 

昆虫葬→昆虫もきちんと供養したい。そ

んな思いに応える「昆虫葬」が静かに広

がっているそうだ。その背景は「カブト

ムシを飼っていたが、死んだら生ごみと

一緒に捨てるのは抵抗があった」と某サ

ービス利用者。「カブトムシが死んで子供

も悲しんでいたが、死骸も丁寧に扱って

くれたので、安心した様子だった」と話

す。2019 年から昆虫葬のサービスを提供

している「愛ペットグループ」では、19

年は申込件数が 10 件ほどだったが、21 年

は 10 月末時点で約 100 件という勢い。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.71 

市議員へのメール  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 我が家は海辺に面したコンドで、朝の

太陽が海の向こうから昇って来るのを見

るのは清々しく快適である。だが周知の

通り、一年の半分近くは雨の多い西海岸

特有の日々であるため、鉛色の海を眺め

ることにもなる。 

 しかし海辺と言っても良いことばかり

ではない。その一例は、建物が潮風に晒

されているため、たった数年前に変えた

バルコニーのガラスを支える鉄柵の錆び

が最近目立ち始めた。まだ保証期間内の

ため、業者がリペアすることを約束した

のだが、取り外して持ち去った後、色々

と屁理屈を付けては約束の期限までに納

入しない。スッタモンダが生じ 3 か月経

った今とうとう弁護士を雇って交渉の段

階に入った。 

 しかし鉄柵のないお陰でこの夏は、ウ

ィンドー・サーファーが目前の海で水面

を滑るさまを大いに楽しんだ。ところが

である。このサーファーたちの勝手気ま

まな振る舞いと言ったらお話しにならな

いのだ！ 

 拙宅のコンドから数百メートル先には

車が20台ほど停まれるエリアがあるのだ

が、そこからでは用具をかついで海に滑

り出せる浜まで 2，3分歩かなければなら

い。となるとその浜により近い公道に駐

車した方が労力が少なくて済む。 

 と言うことは、歩道に面して設置され

ている鉄柵に上って土手を滑りおりるわ

けだ。せっかく多大な税金を使い、一年

半もかけて Clover Point 一体が整備さ

れ、曲がった鉄柵も直したばかりなの 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

旧阿蘇大橋を保存へ→熊本県は、熊本地震

で崩落した旧阿蘇大橋（南阿蘇村）の一部

について、「震災遺構」として現地保存す

る事業費を 2021 年度一般会計補正予算案

に計上すると発表した（11 月 22 日）。コン

クリートなどで固定する工事を施し、地震

の教訓を後世に伝える。旧阿蘇大橋は南阿

蘇地域の大動脈として 1971 年に開通。長

さは約 200m あったが、16 年 4 月の本震で

崩れた。橋桁の一部（長さ 18m、幅 9m、重

さ 250 ㌧程度）が峡谷に引っ掛かった状態

で残っている。 

熊本城の備前堀→2016 年の熊本地震で被

災した熊本城（熊本市）で、崩れた石垣や

塀の復旧工事のため、備前堀の水を抜く作

業が行われている。17 日には、堀に生息す

る生き物が捕獲された。備前堀は 1611 年

～24 年ごろにできたとされ、広さ約 3700

平方ｍ。記録では水を抜いたのは 1988 年

以来という。捕獲された生き物は計416匹。

熊本博物館の学芸員によって種類ごとに

仕分けられ、最も多かったのは特定外来生

物のオオクチバスで 168 匹。 

鬼神どん復活→熊本地震で被災し再建さ

れた西原村の宮山神社で、江戸時代から続

く伝統の鬼神どん神楽まつりが復活した

そうだ。江戸時代中期に建てられた西原村

の宮山神社は、熊本地震で拝殿・幣殿が倒

壊。本殿は柱が折れるなど大きな被害を受

けた。後神楽の奉納では、鬼の面をつけた

鬼神どんが登場、鬼神どんの姿に圧倒さ

れ、泣き出す子もいたとか。 

 

＜社会ニュース＞ 

東京の新型コロナ、今年最少→東京都で 11

月 24 日、新たに 5 人が新型コロナウィル

スに感染していることがわかった。先週水

曜日の 27 人から 22 人減った。重症者は 8

人で、死亡は確認されなかった。年代別で

は 10 代以下が 1人、20 代が 2人、30 代が

1 人、40 代が 0 人、50 代が 1 人、65 歳以

上が 0人などとなっている。 

全国の新規感染者、２６県でゼロ→11 月

23 日の新型コロナウィルス、全国の新規感

染者は 113 人。26 の県で感染者ゼロとなっ

た。11 月 22 日時点での全国の重症者は 60

人。前の日より 3 人減っており、5 日連続

で 70 人を下回っている。 

SMS 認証を代行→ショートメッセージサー

ビス（SMS）認証を不正に代行したとして、

警視庁は埼玉県在住の料理人の男（28）を

私電磁的記録不正作出・同供用容疑で逮捕

したと発表（11月 26 日）。男は 5月、岐阜

県の 20 歳代の無職女性に、フリーマーケ

ットサイトの利用登録に必要な電話番号

とSMSで届く本人確認用の数字を教え、SMS

認証を代行してサイトのアカウントを不

正に作らせた疑い。「犯罪になるとは思わ 

 

に・・・とそれを見るたびに私は腹が立った。

 おまけに人目もはばからず公道で堂々と

ウエットスーツに着替えるため、辺りは急

遽更衣室に早変わりする。もし腰に巻いた

タオルがずり落ちればスッポンポン。だが

彼らはなるべく早く海に滑り出すことばか

りが念頭にあるようで、そんなことはお構

いなしの様子。 

 ではどの様にこの問題を解決すべきか私

は考え、地域の市議員（Ben Isitt）にメー

ルを送ることを思い付いた。それには証拠

写真が必要と思い、ふとどきな輩が重い用

具を持って柵をまたぐ度にパチパチと撮影

した。 

「時間が取られたでしょう？」ですって？

「いいえ、とんでもない！」夏の午後には

次々と集まるサーファーが毎日繰り広げる

光景のため、ほんの数分カメラを構えるだけ

で絶好のショットが何枚も撮れたのである。 

 こうしたメールは、ただ文句を言ったの

では耳を貸して貰えない。そんな事は百も

承知の私は丁寧に状況を説明し、写真数枚

と共に解決策二つを提案したのである。 

① 「柵を乗り越えてはいけない」のサイン

を立てる。 

② サーファーが最も下りて行く崖の辺り

に階段を作る。 

 待つこと一か月半‐ナシのツブテであっ

た。そこで又々丁寧に「過日メールを送っ

たが届いているだろうか」と聞いたがやは

り返事はない。 

 何事にもスローで緩慢なビクトリア市の

こと、すぐに提案を行動に移してくれるな

ど予想だにしないが、少なくともメールを

受け取ったとの返事を書くのが礼儀と言う

ものだろう。 

 季節は移り今はもうウィンドー・サーフ

ァーの姿はない。 

 だが腹の虫が収まらない私は先日市役所

に出向き、Ben Isitt 市議員に面会を申し

込んだ。しかし今は自宅で仕事をしている

とのことで、市庁舎には来ないと入口の案

内で言われた。 

 しかしここで驚いたのは、来訪の説明を

したところ「ではリサ・ヘルプス市長の秘

書に面会しますか」と水を向けられたこと

だった。もちろん断る理由はないため出て

きた秘書に一部始終を説明したところ「私

の方にそのメールを転送して下さい」と言

うのだ。 

 もちろんその積りでいるが、今後の成り

行きは如何に？！ 

鉄柵を乗り越えるサーファー 
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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（最終回：３） 

 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。前号より続くホントらしき修

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 

4. お皿を洗うとき 

5. きしむ床の間を整えるとき 

6. 木の凹みを平らに整えるとき 

（上記、前号までに解説） 

7. ボトルの底を洗うとき：クビが細くて

胴体が太い容器の内底まで手が届かない。

長く細いとって付ブラシで底をこすれど、

それで十分にキレイになったとは言い切

れない。そこで、お米、である。一握りの

米と少々の水と洗剤を容器に入れて、バー

テンダーがするようにシェイクしよう。内

部の底にこびりついた汚れを米粒がキレ

イに取り去ってくれる。水と洗剤の代り

に、ソーダ水でもＯＫ。 

8. アイロンにこびりついたプラスチック

をはがすとき：アイロンをかけているとき

間違ってビニールをはさんでしまうとい

うハプニング。その溶けた液がアイロンに

こびりついて表面が歪になってしまって

見るに堪えない、というときの解決法は

「塩」であるそうな。ということで、塩（食

卓塩：table salt）でアイロンをクリーン

する。まずはアイロン台の上に紙を広げて

塩をまく。その上を中温でアイロンを数回

走らせる。そして、アイロンをオフにして

室温に冷めたとき、布でアイロンの底面を

拭き取る。塩のミネラルが威力発揮、アイ

ロンの底に傷をつけずにこびりつきをは

がす。 

9. トイレット・ボールを洗うとき：トイ

レの洗剤は数えきれないほどあるなか、な

んと、コーラを使うそうだ。もったいない

が、しつこい汚れを落としてくれるとあら

ば、そんなことは問題ではなかろう。コー

ラのような炭酸飲料にはリン酸などオキ

ソ酸が含まれており、これはシミを破壊す

る。まずはトイレにコーラ 1 缶を汚れに直

接流す。またはトイレットボール内をスプ

レーする。待つ 

こと 2時間、フ 

ラッシュする前 

に一応ブラシを 

かける。ただ、 

留意することは 

コーラはオキシ 

作用のみで消毒 

・殺菌作用はな 

いということ。 

 
Cooking for the Lazy: 

バターナッツ・マフィン  

 バターマフィンでもなく、ナッツマフィ

ンでもない。野菜、スクワッシュ（かぼち

ゃ）の仲間、ヒョウタンのような形をした

バターナッツのマフィンである。通常のマ

フィンにあきたら、是非とも作ってみたい

食欲の秋のマフィンである。 

〔材料：12個分〕バターナッツ(butternut 

squash,200g,シェレドして 2C 分)、卵(2

個)、バター（1/2C）、バターミルク(2/3C)、

ブラウンシュガー(2/3C)、小麦粉(2C)、ベ

ーキングパウダー(2stp)、ベーキングソー

ダ(1/4tsp)、シナモン&塩(各 1tsp)、ペカ

ンナッツ(12 個) 

1. 12 個用マフィンパンに、パーチメント

カップを入れておく（ライニング）． 

2. バターは室温に、バターナッツはシェ

レドする． 

3. ボールに卵、バター、バターミルク、

シュガーを入れてハンドミキサーで

よく混ぜる． 

4. 別のボールに、小麦粉、ベーキングパ

ウダー&ソーダ、シナモン、塩の粉物

を入れてよく混ぜておく． 

5. 4の真ん中をくぼませ、3を流し込む．

外側から中へと全体が湿る程度に混ぜ、

バーナッツを入れて均等になるように

さっくりと混ぜる． 

6. マフィンパンに5を入れてトップにペカ

ンナッツを飾る． 

7. オーブン(375°F)で約30分焼く． 

ためになる名言 

    ワダ・エミ 

世界的な衣装デザイナー 

（衣装デザイナーとして）技術を絶やし

たくない。未来に残したい。国や資本が

どこであろうと、消えていきそうなもの

を伝えていきたい。 

どれほど若くても、キャリアが浅くても、

自分の意見を持っていれば認められる

し、持っていない人はクリエィティブな

現場では信用されない。 

世界中クリエーターの気質は似通ってい

て、よい仕事をするために努力していれ

ば、互いに理解しあえるもの。ただ、理

解を早めるための共通言語を持っている

ことが大事で、いま話題の作品には常に

目配りしておかないといけない。 

私はさまざまな人と仕事をするが、そこ

で得た御縁を長く大切にする。一度信頼

した人は徹底的に信頼する。肩書とか所

属先は関係なく、あくまでも個人対個人

の関係。そのほうが長続きするし、心地

よいつながりが保てると思う。相手の社

会的地位よりもはるかに信用できるし、

ストレスが少なくてすむ。 

（参考：Wikipedia） 

〔本名は和田恵美子：1937-2021 年、京

都府生。日本の衣裳デザイナー、黒澤明

監督の映画「乱」（1985 年）で 86年、米

アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞。

1959 年に京都市立芸術大学西洋画科を

卒業。大学在学中の 20 歳の時、NHK のド

ラマ制作部にいた演出家の和田勉と結

婚。1957 年、夫が演出する舞台『青い火』

の衣裳を手がけたのを機に衣装デザイナ

ーとなる。依頼を受けると脚本を読み込

んだうえで、登場人物に合った生地選び

や染色などにもこだわった。最近はオダ

ギリジョー監督「ある船頭の話」（2019

年）のほか、アン・ホイ監督の中国映画

「第一炉香」（20 年）の衣装を手がけた。

11月 13 日に死去、享年 84 歳。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、1１月１８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 

2022 年 1 月より、18 才以上はブースター接種の 

招待状を受け取り、それに従い予約する 

ドロップインはなし．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 

 

【クリスマス・クラフトフェア情報】 

●12 月 4(土)日、9am-2pm：1800 Hovey Rd.(Cent- 

ennial Park)、Central Saanich Bowling Clubにて、恒

例第 10 回クリスマスクラフト＆ベークセール．保存

食、洋裁、おもちゃ、衣類あり． 

●12 月 4(土)日、10am-4:30pm：140 Oswego St.、

James Bay Com. Centre にて、恒例第 40 回、ディケ

ンズ・フェア．ローカル・アルチザンフードあり．アドミ

ッション$3(12 才以下無料)．CCVID 制限．詳細は、

www.jamesbaymarket.com/dickens-fair 

●12 月 4(土)&5(日)日：Hillside Shopping Centre に

て、Hillside ホリデー・アルチザン・マーケット．75 以

上の出店、展示、100 のギフトアイディア．ライブ・ホ

リディ・ミュージック． 

●12 月 5(日)日、11am-2pm：4450 Happy Valley 

Rd.、Metchosin Farmer's Market にて、恒例第 7 回

クリスマス・マーケット．ローカルの新鮮な空気のな

かのマーケット．アウトドアでローカールクラフト、フ

ード、ベーク、野菜、他． 
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られた道は困難な道でした。 

 婚約者ヨセフは当初マリアを離別しよ

うと思いますが、マリアの妊娠が彼女の罪

ではないことを知り、やがて彼女を妻とし

て受け入れ、イエスを自分の子として認知

します。 

 ルカ 1章後半「マリアの賛歌」で彼女は

歌います。 

「私の魂は主をあがめ、私の霊は救い主で

ある神を喜びたたえます。身分の低い、こ

の主のはしためにも、目を留めてくださっ

たからです」（ルカ１章４７～４８節）。 

 「主のはしためにも、目を留めてくださ

った」、婚約者ヨセフが受入れてくれた喜

びをマリアはここに歌っています。 

（12 月 17 日最終号に続く） 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛11 月 29 日(月)11am から、12 月 18 日(土)4pm

まで：Duncan、 2687 James St.にて、Lotsa Lego 

Show 2021、恒例のクリエイティブ・コミュニ

ティによるアート、レゴショー．テーマは「夢

の家」、詳細は、 

https://cowichanvalleyartscouncil.ca/even

t/lotsa-lego-ideal-home/ 

☛12 月 2日(木)から 12 月 24 日(金)まで：Oak 

Bay、The Avenue Gallery(2184 Oak Bay Ave.)

にて、恒例第 9回ジュエリー・エグゼビジョン．

Victoria ホスピスのファンドレイジング．カナ

ダで有名なジュエリーアーチストにより作ら

れた装飾品．お買い得．詳細は、

https://theavenuegallery.com/artists/jewe

llers/ 

☛12 月 11 日(土)、12pm：Saanichton、RockCoast 

Confections(1753 Sean Heights)にて、

RockCoast アウトドア・ホリディ・オープンハ

ウス、ファミリーイベント．詳細は、

https://www.instagram.com/p/CWOWKclvong/?

utm_source=ig_web_copy_link 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

「クリスマスを迎えて」 （１） 

by ビクトリア日系人教会 石黒 豊 

 ２０２１年のクリスマスの時期を迎え

ています。まだ今もコロナウイルスは収束

していません。むずかしい問題もこのビク

トリアに、また私達の上にもあるかもしれ

ません。この時にイエス様がお生まれにな

られた祝福の意味を、是非ご一緒に見て頂

けたらと思います。 

 ルカによる福音書にはこの様に書かれ

ています。イエスの母マリアは語ります。

「御心のままに」、受胎が告げられた時に、

マリアが語った言葉です。天使はマリアに

伝えます「あなたは身ごもって男の子を産

むが、その子をイエスと名付けなさい」（ル

カ１章３１節）。マリアは不安におののき

反論します。「どうして、そのようなこと

がありえましょうか。私は男の人を知りま

せんのに」（ルカ１章３４節）。天使は答え

ます「聖霊があなたに降り、いと高き方の

力があなたを包む。だから、生まれる子は

聖なる者、神の子と呼ばれる・・・神に出

来ないことは何一つない」（ルカ１章３５

～３７節）。 

 「神に出来ないことは何一つない」、ギ

リシャ語原文を直訳すると、「神の言葉は

不可能にはならない」です。だからあなた

は私の行おうとする業に協力してほしい

と神はマリアに依頼しておられるのです。

 マリアはためらいながらも答えます「私

は主のはしためです。お言葉どおり、この

身に成りますように」（ルカ１章３８節）。

 英語訳聖書（NKJ）は次のように訳しま

す。 

「Behold the maidservant of the Lord! 

Let it be to me according to your word」

 Let it be＝御心のままに、「何故私にこ

のようなことが起こるのか私にはわかり

ません。わかりませんが、あなたがそう言

われるのであれば受入れます」とマリアは

答えます。 

 このマリアの決断により、御子イエス様

の降誕が可能になりました。マリアに与え

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 12月に入りま

す．11 月はあっという間でした．November は No 

Remember からきたのかと思うくらい、毎年のこ

と、11 月はなにをやっていたのだかと記憶が薄

く、空白です．いろいろあったはずですが、と

にかく日が経つのが速すぎて覚えがないという

感じでしょうか．実際は、大雨に洪水と災害続

きでした．これに絡んでガス欠を体験し、車と

ガスの有難みをヒシヒシと感じた次第です．ガ

スは、なかなか手に入らず、というか、給油に

長い列に入って並ぶのがイヤで、最後の最後ま

で踏ん張りました．すでにガスは入れやすいと

いうのに、まだ踏ん張っていたフシがあります．

というわけで、やっとガスを入れに行ったとき

は割にガラガラ状態．やっぱり列に並んで緊張

を味わっても良かったかな、とも思いました．

なお、満タンにして気持ちが大きくなりました．

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 
●パンなどの袋についている「留め具」、

クリップ又はバッグ・クロージャーとも

いうが、捨てる人もあれば、なぜか溜め

る人もあり。袋の留め具として使えるほ

か、他の活用法を知って感心した。例え

ば、ビニールテープの切れ目の目印、イ

ヤホンや糸などを留め具に巻きつけて絡

まること無くスッキリと収納、複数のコ

ンセント&コードでどの家電に繋がるの

かわからないときネームタグとする、そ

してその極めは、カップラーメンの、フ

タを押さえる際に使用する！ 

 
 

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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