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Victoria、人口増加 

 2020 年 7 月 1 日現在、Victoria の人口

は 408,883 人で、前年の記録より 1.35%増

加したことが Statistic Canada より公表

された。 

 この増加は 2 つのトレンドを示すらし

い。一つは、移民が Victoria という街に

住む傾向にある、ということ。移民に人気

があるから、ということではなく、便宜上、

州都である Victoria はカナダ移住への起

点（書類、査定等）でもある。また、カナ

ダ国内で東部や内陸から「温暖」を求めて

Victoria に移住するカナダ人も多い。 

 もう一つは、仕事のために人が集まりや

すい。さすがに Victoria 中心部は高くて

住みにくいため、Victoria 郊外に安定し

た住居を構えやすい。通勤も Victoria な

らでは、郊外から遠いといっても、そうも

遠くないほどほどの距離が都合よい。 

 

穴が開くほど見つめる男 

 Langford の Galloping Goose trail 

（Jacklin Rd.）にオカシイ男が出現し、

警察は、この男（60-70）に警察に連絡す

るよう呼び掛けている。 

 1 月 31 日日曜日の午後 4 時頃、そこを

通りかかった女性が、この男に「穴があく

ほどに見つめられ」困惑したと警察に通報

した。警察は動機を知りたいらしい。 
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飛んでる場合ではない  

 1 月 29 日金曜日、トルドー首相は新型コ

ロナウィルスとその変異型（アフリカ型を

含む）感染拡大防止のため、更なる強化対

策を発表した。  

 1 月 31 日より、バケーション旅行に人気

のあるカリブやメキシコなどへのフライ

トは 4 月 30 日までサスペンドされる。こ

の対策に急遽対応したのは、Sunwing、

WestJet、Air Canada、そして Air Transat

の 4 つの航空会社。現在、顧客のキャンセ

ル手続きに追われている。 

 また、海外からカナダへ入国する旅行者

たちのフライト着陸地点は、Vancouver、

Calgary、 Toronto、そして Montreal の 4

ヵ所のみ。旅行者は一旦着地すると、すぐ

に COVID-19 検査を受けることとなる。こ

の検査の結果待ちで3日間ほど政府指定の

ホテルに滞在する。これらの過程、検査と

ホテル宿泊にかかる費用は旅行者持ちで

あり、$2,000 以上かかるとみられる。トル

ドー首相はこの点（自腹）を強調し、必要

不可欠な旅行を自粛するように呼び掛け

ている。 

 検査の結果が陰性であれば、家に帰るこ
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とができ、家では 14 日間の隔離生活を送

らなければならない。 

 もし、検査の結果が陽性であれば、その

まま政府指定の施設に移され 14 日間隔離

される。 

 カナダ国内での感染経路の約 2%は海外

旅行から帰路についたカナダ人であるそ

うだ。たかが 2%と言うなかれ。この「2%」

が重大で、累乗的に膨れ上がる。それがコ

ロナ感染の実態である。 

 なお、カナダ行きの飛行機に乗る前に、

感染結果が「陰性」であるとの証拠を見せ

なくてはならない規則がある。これは昨年

12 月より施行されている。 

 

空室率アップ、レントアップ  

 普通、アパートの空きが多いと、レント

が安くなるものである。オーナーたちがテ

ナント確保にレントを下げて競うからで

ある。 

 しかし、今回この Greater Victoria に

おいては、空きが多くてレントもアップ、

という事態に直面している。これはどうい

うわけか。空室が増えた理由の一つは、こ

のパンデミックで学生たちが親元に帰っ

て暮らしていること。一方、レントが高く

なった理由の一つは、政府がスペキュレー

ションタックス（外国人の不動産所有に科

される税金）を導入したことで経費がかか

るためレントを上げざるを得なくなった

こと。また、全体的な給料アップ（最低賃

金のアップ）に伴いレントもアップした、

ということである。 

 結果、レントだけは異様に高いため、空

室率が高くなってもなかなか希望の住居

を確保できないテナントたちがいること

も事実である。 

 ともあれ、現在の Greater Victoria の

空室率 2.2%。2013 年以来、2%超えた、と

いうことでニュースになっている。 

 なお、Victoria 中心部における 3BR フ

ァミリーユニットの平均レントは月

$1,758。1BR の平均は月$1,015。 

 

ガソリン価格急上昇  

 1 月 30 日現在、Victoria 市内にて一昨

日に 1L が 127.9￠だったはずが、今日に 
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2 月 14 日に先立ち 

チョコの価格を意識する 

めっきり、高くなりました 

 

137.9￠と驚きの値上げ

を目にした人は多いは

ず 。 こ こ 数 日 で 平 均

10.2￠も値上げされた。 

 Victoria 周辺で一番安

いと言われる Malahat Gas

にては 1月 28 日木曜日の

午後、1L が 121.9￠だっ

た。しかし翌日に仰天の

135.9￠となった。「昨日

入れておけば…」と悔し

い思いをしたマラハット

越えドライバーはさぞ多

かったに違いない。 
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わる医療従事者の感染リスクを下げ、結

果までの時間を大幅に短縮できる。 

遺産漂流→財産を残して死亡したものの

相続人がおらず、換金の末に国が引き取

った遺産の額が昨年度は603億円に達し、

わずか 4 年の短期間で約 1.4 倍に急増し

たそうだ（最高裁、産経新聞）。少子高齢

化の影響とみられる。遺産を残した人の

思いとは裏腹に、国による「相続」を阻

もうとした身内が、遺言書を偽造するな

ど不正に手を染めるケースもある。自ら

の死後、誰に何をどれだけ渡したいのか。

早めの相続準備が求められている。 

児童虐待通告、過去最多→児童虐待の疑

いがあるとして全国の警察が2020年に児

童相談所に通告した 18 歳未満の子ども

は、前年より 8738 人（8.9%）多い 10 万

6960 人だったと、警察庁が発表した（2

月 4 日）。統計を取り始めた 04 年から毎

年増え続け、初めて 10 万人を超えた。過

去 5 年間で 2 倍に増加し、警察庁は「国

民の意識が高まり、近隣住民が積極的に

通報するようになっている」などとして

いる。 

過去最早、春一番→気象庁は 2 月 4 日、

関東地方で春一番が吹いたと発表。統計

を取り始めた 1951 年以降、最も早い記録

であるそうだ。昨年(2020 年)、関東地方

で春一番が吹いたのは 2 月 22 日だった。

「春一番」の条件は、立春から春分の間、

日本海に低気圧、そして強い南風が吹き、

昇温する、の基本 3つ。 

ほうきだけ盗むサル→高知県の西部を流

れる清流・四万十川沿いの山里に、掃除

用の「ほうき」ばかりを持ち去る野生の 1

匹のサルが出没しているそうだ。サルは

盗んだほうきを谷底に捨てたり、空き家

に運んで積んだりしているとか。「掃除好

きなのか」それとも「ほうきで追われた

ことがあったのだろうか」と、静かな集

落は不思議なサルの話で湧いている。約

30 軒の民家から、軒下や庭に置いていた

ほうきが消える事件が相次ぎ、犯人はそ

のサルであることが判明した。 

 

 

 

 

ワクチンの横取り 

By ヨシダ 

 大のオトナがこんな横取りをするとは

呆れてモノがいえない。カナダ中の人が

憤った、この「ワクチン横取り事件」は 1

月半ばに発生した。 

 横取りしたのは 55 才のロッド・ベーカ

ーとその妻である 32 才のエカテリーナ・

ベーカー。ロッドは Great Canadian 

Gaming Corp.の社長で、エカテリーナは

女優だという。最も「エカテリーナ」は

初耳の女優でドラマ、映画でもお目にか 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

被災6県の応援職員→東日本大震災の復興

支援のため全国各地の自治体から岩手、宮

城、福島など被災 6県に派遣された応援職

員は、2020 年度までに延べ 9万 7千人超に

上ることが、総務省の集計で分かった（2

月 4 日）。6 県を除く全 41 都道府県から応

援が寄せられた。震災発生から 10 年間に

わたり切れ目なく派遣を継続されたこと

になる。人数、期間ともに過去の災害では

前例がない規模で、被害の大きさが改めて

浮き彫りとなった。国は大震災を教訓に、

地震や豪雨の被災地に職員を派遣する仕

組みを制度化しており、今後の災害でも迅

速な派遣に取り組む考え。派遣する自治体

に被災地から戻った職員がその経験を防

災対策強化に生かせるメリットがある。 

東北絆まつり→山形市長は、新型コロナウ

ィルスの影響で延期していた「東北絆まつ

り」を 5 月 22、23 の両日に同市で開催す

る方針を明らかにした（2月 3日）。東日本

大震災からの復興を願い、東北 6県を代表

する祭りが集結するイベントで、開催され

れば 4回目となる。本来は昨年 5月に開催

予定だった。本県の福島わらじまつりをは

じめ、青森ねぶた祭、盛岡さんさ踊り、仙

台七夕まつり（仙台すずめ踊り）、秋田竿

灯（かんとう）まつり、山形花笠まつりが

参加する。 

いわきの花の種、宇宙へ→東日本大震災の

記憶と復興を宇宙から世界に発信する「東

北復興宇宙ミッション」に参加するいわき

市は、実行委員会にハイビスカスとネモフ

ィラの種を提供した（2月 3 日）。ミッショ

ンは、震災から 10 年の節目に、国際宇宙

ステーション（ISS）から被災 3 県の復興

の姿を伝え、感謝を発信するワンアースの

事業。山崎直子宇宙飛行士が実行委員長を

務める。3県を含む参加 45 自治体から「記

念品」として種を集め、5 月の打ち上げを

計画している。 

熊本豪雨から７ヶ月→熊本豪雨から7ヶ月

が経ち、復旧工事が進む中、未だ約 4200

人が仮住まいの生活を続けている。65 人が

亡くなり今も 2 人が行方不明となってい

る。県によると仮設団地や公営住宅など借

りの住まいで生活する人は、約 1800 世帯

4200 人。被災した自宅などで生活を続ける

在宅被災者は 2614 世帯に上っており、き

め細かな支援が求められる。 

 

＜社会ニュース＞ 

ロボット自動PCR検査→藤田医大（愛知県）

は、国内初のロボット自動 PCR 検査システ

ムを搭載したコンテナを報道陣に公開し

た（2 月 4 日）。検体投入から 80 分で新型

コロナウィルスの検査結果が判明し、一日

最大 2500 件の処理が可能であるという。3

月までに本格運用を始める予定。検査に関

 

かったことがない。ただ一つ言えるのは卑

劣なヤツだけに役が回ってこないは天罰で

あろう。ロッドに至っては、この卑劣な行

為を自ら反省したうえでの決断なのかどう

か、その横取りのあと社長を辞職している。

もっとも、その会社は経営上アブナイらし

く、これまた卑劣の上の卑劣、責任逃れか

もしれないが、その辺の真相は卑劣な本人

にしかわからない。 

 さて、ワクチン横取り事件の詳細である。

ベーカー夫婦は BC 州住民である。が、この

二人は 1 月中旬、バンクーバーからユーコ

ン、ホワイトホースに民間機で飛んだ。そ

して、ホワイトホースからチャーター機で

アラスカに近い「Beaver Creek」という原

住民コミュニティに入ったのだ。ここでは、

そのとき、大規模なワクチン接種が予定さ

れていた。 

 二人はその予防接種センターで「出稼ぎ

労働者」と偽り、まんまとワクチン接種

（Moderna vaccine）を受けたのだ。その後、

ヤッタネ！とばかりバンクーバーの家へト

ンボ返りを目論み、ホワイトホースの空港

でバンクーバー行きの飛行機を待った。 

 が、二人にとって事態が違ってきた。二

人は空港で逮捕された。ワクチン接種後の

14日間隔離を怠ったのだ。ワクチン接種後、

すぐに COVID-19 の免疫ができる、もう感染

しないもんねっ、とでも思ったのだろうか。

ワクチン接種とはその病原体を体内に注入

して体内に免疫を作るわけで、BC 州ヘルス

オフィサーDr.ヘンリーも、ワクチン効果が

でるのは接種後 35 日と言っているではな

いか。米バイデン大統領も 2 回目のワクチ

ン接種後もマスクを 2 枚重ねているではな

いか。ホントにアホな二人である。おカネ

にモノを言わせて、ワクチンを横取りし、

その後のケアは無知。この思考レベルでよ

くも会社の社長をやっていたものだ、とビ

ックリする。 

 話はここで終わらない。逮捕後、二人に

はそれぞれに隔離違反の罰金$1000 が科さ

れた。そして、この醜話が BC 州司法長官の

耳に届き、長官の逆鱗に触れた。二人は裁

判所出廷の運びとなった。大掛かりな制裁

を受けることとなる。 

 そして……、二人に必要な二回目のワク

チン接種は、一番後回しにされることとな

った模様。 

 BC 州においては、18 才から 59 才までが

フェイズ４に振り分けられており、2021 年

7月より第一回目のワクチン接種を受ける、

と予定されている。 

カナダ全国で公表された、ベーカー夫婦の写真 
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★ こんなの見つけました ★ 

寿命を縮めるかもしれない習慣 

 こんなご時世、少なからずの人が、100

歳を超えて長生きしたい、とは思わなくな

っているかもしれない。日本が長寿の国と

誇るとはいえ、健康な状態にない人までが

長寿とカウントされている。長く生きれば

よいということでなく、寿命には自分なり

の寿命がある。この寿命を縮めないための

習慣を以下に。もしかして、知らず知らず

のうちにやっている習慣がアナタの寿命

を縮めているかもしれないのだ。 

（参考：www.msn.com/ja-jp/health） 

1. 寒い日の午前中のウォーキング：汗が

したたり落ちるほどの激しい運動は、健康

になるどころか、逆に免疫力を下げること

になりかねない。個人差もあるが、厚生省

の健康サイトでは 64 歳までは息が弾み汗

をかく程度の運動を毎週 60 分ぐらい行う

ことを推奨している。となると、ウォーキ

ングが一番手っ取り早い適格な運動にな

る。大事なのは運動をする時間帯。早朝に

ラジオ体操やウォーキングをして体を動

かせばすがすがしい気分になるが、一方で

負荷が強すぎると突然死の危険も伴うと

いう。なぜならば、朝 8時から正午にかけ

て脳卒中が発生する頻度が高いことがわ

かっているため。専門家によると「朝は動

いていなくても交感神経が活性化されて

血圧が上昇する。運動すればなおさら血圧

が上がってしまう可能性がある。特に血圧

が気になる人は午前中の運動は控えたほ

うがよく、もし運動をするなら（ストレッ

チなどの）準備運動を念入りに行うこと」。 

2. もの忘れがある人の晩酌：毎日のワイ

ン一杯は健康にいい、ともいわれるが、も

の忘れがひどくて医療機関を受診したほ

うがいいかも……と思うぐらいの人にと

っては、どんなに少量でも毎晩の晩酌は脳

の健康によくないという。「アルコールは

神経毒なので、神経細胞を傷つける。毎日

飲んでいれば当然、神経毒にさらされる時

間が長いため、脳がダメージを受けやす

い」と専門家。 

3. 睡眠不足＆寝すぎ：アルツハイマー病

と睡眠不足と関係が徐々に明らかになっ

ている。アルツハイマー病発症の原因とな

る不要なたんぱくは睡眠中に代謝され、脳

の外に排出される。睡眠時間が短いと不要

たんぱくがたま 

りやすいという。 

かといって、長 

時間の睡眠もよ 

くないらしい。 

6-7 時間の睡眠 

だと最も認知症 

になりにくいと 

言われている。 

 
Cooking for the Lazy: 

白菜丸ごと鍋  

 桜が咲きはじめ春が来る。お鍋もそろそ

ろ食べ治めの季節。緑の葉が目立つみずみ

ずしくフレッシュな白菜を丸ごとクッキ

ング。 

〔材料〕白菜(中 1個、太さ直径 10-12cm)、

鳥ひき肉(Ground chicken,300g)、青ネギ

(1 本)、しょうが(すりおろし,大さじ 1)、

小麦後(1/2C)、卵(1 個)、オイル(大さじ

1)、ニンジン(1 本)、エノキ、他お好みの

野菜、ダシ汁(1L)、塩&こしょう 

1. 青ネギは小口切りにする．白菜は、根

元から 10cm ほどを横に切る．上部の

葉は食べやすい大きさに切る．下部の

根元側は、その根元を少しそぎおと

し、葉がついている状態にする． 

2. ボールにチキン、青ネギの半分、しょ

うが、小麦粉、卵、塩＆こしょうを言

入れてよく練る．  

3. 1 の白菜の根元側の切り口を上にし

て、葉の間（隙間）に 2の混ぜ物を押

し込む． 

4. フライパン兼用の深鍋にオイルを熱

し、3の切り口を下にして表面がキツ

ネ色になるまで焼いてからひっくり

返し、だし汁を注いで沸騰させる． 

5. 4 が沸騰したら、残りの白菜、ニンジ

ンのスライスなどお好みの野菜を食

べやすい大きさに切り、4の白菜根元

の回りに入れて煮込む（塩で味加減）． 

6. 器にもって残りの青ネギをふる． 

ためになる名言 

   ラリー・キング 

元米テレビ人気司会者 

毎朝、自分に言い聞かせていることがあ

る。自分が話すことから、自分が学ぶこ

とは何一つないことを。学ぶためには、

絶対に相手の話を聞かなければならない

のだと。 

ただ一度のジャンプでは、555ft.のワシ

ントン・モニュメントの頂上までは飛び

上がれない。だけど、一度に一段ずつ上

がれば、890 段で到達できるのだ。 

レールに乗った教育なんて、必要ない。 

夢を持っている人だけが、結果をつかむ

ことができるんだ。夢が大きければ大き

いほど、なすべき仕事は多くなる。 

私は知り合った人には必ず、私がブルッ

クリン出身だということと、ユダヤ人だ

ということを知らせる。自分の状況を素

直に伝えると、自分をよく見せる必要が

なくなる。そうして初めて、自由に会話

を楽しめるようになるのだ。相手の敬意

を勝ち取ることもできる。 

（参考：Wikipedia） 

〔Larry King、本名：Lawrence Harvey 

Zeiger：1933-2021 年、NY 州ブルックリ

ン生。米ブロードキャスター、世界で最

も有名な放送人のひとり、CNN の看板ト

ーク番組『ラリー・キング・ライブ』の

番組ホスト。リトアニア生まれの母親と

ウクライナ生まれの父親との間に生ま

れ、ユダヤ系正教徒。22 歳の時に、ラジ

オ局の働き口を求めてフロリダ州へ移

り、マイアミの小さなラジオ局 WAHR（現・ 

WMBM）に就職。当初は雑用係として雇わ

れたが、アナウンサーに欠員がでたため、

1957 年に初めて番組のディスクジョッ

キーを務めた。8度結婚、5 人の子供と 9

人の孫と 4人のひ孫がいる。2021 年 1 月

1 日、新型コロナウィルスに感染、1 月

23 日、死去。享年 87 歳。〕 
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【コロナウィルス感染 Outbreak】 

コロナウィルス（COVID-19）感染の最新情報 

Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update 

Canada.ca/coronavirus 

制限延長２０２１年２月１６日、旅行は自粛 

★体調が悪いと感じたら★ 

まずは、セルフテスト、ガイドライン８１１ 

https://ca.thrive.health/covid19/en 

ＢＣ州情報サイト www.bccdc.ca/covid19 

1-888-COVID19 (1-888-268-4319) 

★カナダ全国の COVID-19 感染者★ 

２０２１年２月５日現在 

感染：カナダ全国で 793,734 人（死者：２０，５１３人） 

オンタリオ州：273,660、ケベック州：266,672、 

アルバータ州：125,672、ＢＣ州：69,245、他 

COVID-19 に関する安全情報、メール配信 

登録サインアップは上記サイトにて 

Public Health Agency of Canada 

【コロナウィルス感染拡大事態、日本への渡航】 

日本入国時の制限、検疫体制について 

日本政府は、変異ウィルスの感染拡大を受け、 

また、新型インフルエンザなど対策特別措置法に 

基づく緊急事態宣言発出に伴い、 

日本への入国制限と検疫体制を強化 

制限は以下のとおり． 

すべての国・地域からの外国人の新規入国の一時停止 

すべての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時

における特例措置の一時停止 

緊急事態宣言期間における水際対策強化措置 

変異株流行国および変異ウィルスの感染者が確認

された国・地域からの入国者に対する検疫の強化 

日本へ帰国・入国の予定のある人は、 

事前、以下のサイト（外務省）で詳細を確認のこと 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 
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す。これまで見たことがない人種、とでも

いいましょうか、西洋系の顔立ちでもなけ

れば、アジア系でもなく、ましてインドで

もなく、アラビアでもなく、では、どこの

国？と不思議に思い DVD を読むと「カザフ

スタン」。あまりにも知らない国すぎてイ

ッキに興味が湧いたわけです。そして、こ

のビクトリアの図書館が購入するほどで

すから、世界的にも有名になった映画でも

あります。実際、アカデミー賞の外国作品

賞にノミネート寸前までいったそうです。

ノミネートされなかったといって無視す

るにはあまりにもったいない作品に思わ

れます。これは絶品です。 

 ストーリーは、母を想い、会いたくて、

道を行く、というアルゼンチンはマルコで

有名な「母をたずねて三千里」という物語

を彷彿とさせますが、母とはなれ離れにな

ったワケが異なります。マルコは出稼ぎに

出た母を探して苦境の旅にでますが、この

作品の主人公イリアスは、旧ソ支配下で、

10 歳そこそこに無理やり引き離された母

マリアムに再会すべく、数々の苦境を乗り

越えます。これは実話であるそうです。母

にやっと再開できたのは 36 年後でした。

イリアスは 46 歳になっていました。 

 母に会えるまでの苦境に、それを乗り越

えるイリアスの姿に心が痛みます。涙をさ

そいます。そして最後に会えた母と息子、

それも無理やり引き離されたところ、息子

はきっとここに戻ってくるという信念を

捨てなかった母親。この強い親子の絆は、

旧ソ政権にも打ち勝ったといえます。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛2 月 12(金)-15(月)日：Family Day イベント．

ファミリーディを祝おう、Cedar Hill Rec. 

Centre & Arts Centre 主催．Be Safe and 

Creative! オンラインでアートとカルチャー

パーフォーマンス、アウトドアも楽しめる．詳

細は、SAANICH.CA/ ARTS 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｔｈｅ Ｒｏａｄ Ｔｏ Ｍｏｔｈｅｒ 

2016 年、カザフスタン、製作：Akan 

Satayev、出演：Bolat Abdilmanov、Berik 

Aitzhanov、Adil Akhmetov、他 

 ロシアの下側、中国の西側、かつトルコ

の東側というと、まずは広大な国モンゴル

を思い浮かべますが、他にウズベキスタ

ン、キルギス、カザフスタンなどという国

があるのをしっかりと把握してそれらを

説明できる人はおそらく少ないと思いま

す。日本の高校時代の地理の授業で、たぶ

んそれらの国を学んだはずですが、あぁ、

旧ソに支配されたそんな国があったっ

け？と思いだすくらいで、世界の政治経済

にはとんと無関係そうなこれらの国は、そ

んなに話のタネにはならないものです。 

 しかし、今回見つけた「The Road to 

Mother」というカザフスタン製作の映画が

素晴らしく、「カザフスタン」という国を

調べるに至りました。無知の知、ですね、

こうしたきっかけを与えてくれる映画は

人生のスパイス、この地球に生きて、知ら

ない国、土地を知ることとなり、新年早々

自分なりの世界が少し広がったような気

がします。 

 カザフスタン。北にロシア連邦、東にモ

ンゴル、南にキルギス、ウズベキスタン、

西をトルクメニスタンとそれぞれ国境を

接する内陸国。カスピ海、アラル海に面し

ています。面積は 272.5 万 km2で、日本の

面積（約 38万 km2）の約 7倍！しかし、人

口は日本の 8 分の 1ほどの約 1,800 万人。

なんと壮大！と感激さえします。言語はカ

ザフ語、しかし旧ソ支配下にあったため、

ロシア語も公用語とされています。 

 この映画を見つけたのは、図書館の DVD

の棚です。個人的にいつも図書館の DVD

を借りており、コロナ惨禍で長く閉鎖だっ

た図書館に、昨年 7月後半あたりから貸出

OK の DVD のみが並ぶようになりました。

多くある中で数少ない展示です。そのなか

にある DVD のカバーに「？」と思ったので

 

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
 

☛売りたし：日本製品、新品天然イグサ畳（関

西間サイズ）、囲碁盤あります． 

連絡先：noriko777820@hotmail.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】2 月に入りました．なん

となくうららかな日が続いています．特に今日、

土曜（2/6）はとてもよいお天気です．昨日まで雨

ばかりとガックリきていたので、今日の晴れやか

な日は実にめでたいとさえ感じます．これから新

緑に向けて、カラフルな街並みになることでしょ

う．今号の見聞録は7日が日曜日に落ちたので、

早めの発行となりました．日曜はやっぱり自由！

でいたいものです．が、やっぱり雑用あり、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 
●グッドアイディア！と舌を巻いたひと

つ。プラスティックのストローが使用禁

止と言われて久しく、紙のストローを出

す店が増えてきた。雑貨では、洗って再

使用ができるプラスティックやステンレ

スのストローはもちろん、その筒を洗う

極細のブラシまで売られている。そんな

中のグッドアイデアとは、ロングマカロ

ニ（ツィーテ：Ziti）をストローとして使う

こと。なるほど、これなら使い捨てでい

ける。天才的なアイディアだ。ただ、唯

一引っかかるのは「使い捨て」。もったい

ない精神が邪魔する。茹でて食べても問

題ないと思うが…。（アンチプラ） 
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ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

COVID19 感染拡大防止のため閉鎖中 

✧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. 


