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が乗っていた 2022 年の赤い Hyundai Kona

（licence plate HJ635J）は Nanaimo エリ

アで盗まれた車。 

 目撃者によると、男は身長約 175cm のス

リムな体型、ショートのダークヘア、黒と

白のマスクを着用していた。男の顔写真は

新聞でもツィッターでも公表され、目撃者

からの連絡を警察は待っている。 

 

落っこちたナンバープレート  

 11 月 30 日火曜日、午前 3 時すぎ。

Colwoodは Dressler Rd.の 400ブロック付

近に住む住民が大きな衝撃音にびっくり

して飛び起きた。駐車場である現場に駆け

付けたが誰もおらず、ぶつかられて凹んだ

車を発見。セキュリティカメラを探ってみ

ると、SUV が U ターンしたときに駐車中の

車に激突。SUV は衝突で跳ね返りながらも

運転続行、2台目の車にまたもや衝突、そ

して現場を逃げ去った。 

 それから15分後、現場近くのStornoway 

Dr.沿いにある壁に車が激突したとの通報

が警察に入った。そこには、No.プレート

が付いたままのバンパーが転がっていた。

 警察が犯人を突き止めるにそう時間は

かからなかった。ナンバーを調べると運転

手は女性で Matchosin 在住。警察は女性の

家に直行、たしかにボコボコにつぶれた

SUV を発見し、女性（42）を逮捕した。 
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ワクチン未接種、432 人  

 この数字は、BC 州政府機関に勤めるガバ

メントワーカーにおけるワクチン未接種

の人数である。正確には、フル・ワクチン

証明を提出しなかった人数で、全ガバメン

トワーカーの約 1%を超える。 

 BC 州政府機関に勤めるワーカー全員に

フル・ワクチン接種が義務づけられ、フ

ル・ワクチン証明の期限は去る 11 月 22 日

であった。11 月 30 日最終集計でこの人数

となった。これらのノーワクチン・ワーカ

ーは、Unpaid Leave（無給休暇、3 ヶ月ま

で）のステータスとなる。それでもガンコ

にワクチン接種を受けない場合の行く末

は「解雇」であるとみられる。 

 BC州政府機関ワーカーの98%が期限まで

にワクチン接種証明書を提出した。その

数、おおよそ 38,240 人。うち 97%はフル・

ワクチン、1.15%は 1 回の接種。1回目のワ

クチン接種をした人は期限ぎりぎりであ

ったとみられ、35 日後に 2回目を受けるこ

とを約束される。 

 ワクチン接種証明書を提出しなかった

432 人のうち、274 人は「接種を受けられ 

ない医学的理由」を述べ、政府側はケー

ス・バイ・ケースでレビューしている。 

 無給休暇のステータスとなり、生活の糧

はどうなるか。ワクチン接種を完了し次

第、職場に戻れることになっている。 

 

Victoria 住民、旅行に意欲  

 新種のコロナウィルス、オミクロン株勃

発に関わらず、Victoria 住民は旅行に出

ることに意欲的であるそうだ。 

 旅行業界関係者によると、過去 2年コロ

ナ禍のため、ほとんどの住民は閉鎖的な毎

日を送っていたが、今、その域を出て累積

需要（pent-up demand）爆発、ということ

らしい。暖かいところへ行きたい、家族に

会いに行きたい、と望みは尽きない。 

 フル・ワクチン接種を終えた人たちの多

くが旅行をするようになって久しく、予約

は日々増えている。そんななか今月初めの

オミクロン株、政府がまたまた制限を出す

も、旅行をキャンセルする人は皆無である

というのだ。 

 ヨーロッパ、メキシコなど南米、カリブ、

そしてハワイに行く人たちが多く、そのほ

とんどが家族とのクリスマス集合、でなけ

れば暖かいリゾートを望んでいる、と関係

者はコメント。 

 

ガソリン制限、延長  

 去る 11 月 14 日 BC 州南部で発生した豪

雨による洪水のため、BC 州に必要なガソ

リンの 85%を担う Trans Mountain はその

運営を閉鎖した。これにより、この

Victoria に運ばれるガソリンも多大なる

影響を受け、かつてない「ガス欠」状態を

多くの市民が体験することとなった。 

 当然、こうしたガソリン不足でパニック

が起きるのは世の常。ガソリン・スタンド

への長い列が続いたが、政府が給油一回

30L 制限を出したおかげで、その列はすぐ

さま消えることとなったのは記憶に新し

い。この一回 30L 制限は、11 月 30 日まで

の予定だった。 

 だが、11 月 29 日、BC 州政府はその制限

を12月14日まで延長すると発表した。（エ

ッセンシャル車両はこの限りではない。）

延長となったのは、Trans Mountain パイ 
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大雨のように降る・・・ 

 と構えていた 

この冬のはじめ 

 

 

プライン再開の目途がた

っていないため。 

 

ナナイモで盗まれた車 

 12 月 3日金曜日の午後 3

時頃、Burnside Rd. West

と Harriet Rd.にあるガソ

リン・スタンドにナイフを

持った男が押し入った。男

はスタッフを脅し現金を

要求、現金をわしづかみす

るや否や男は現場を乗っ

てきた車で逃げ去った。 

 警察の捜査によると男 

 
 

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 
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★営業時間★ 

ホリデーは休業 

 月～水、土&日：11am-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 
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になった。のめり込めば日常生活に深刻

な影響を及ぼす可能性もあるとして、市

教委は今後、部署横断のプロジェクトチ

ームで予防策や依存傾向にある子どもた

ちへの対策を検討する。 

５歳児、図鑑のミス発見→学研プラスが

発行する「最強生物大百科 水の章」で

魚の分類に表記ミスがあったとして、修

正後の増刷版が月内にも出版されること

になった。東京都町田市の幼稚園児（5才）

の指摘を受けての対応で、同社は「校正

ミスを発見できるほど読み込んでもらっ

てうれしいし、感心した」としている。

男児は 8 月、深海の生物を紹介する 2 冊

の図鑑を見比べ、白い大きなオタマジャ

クシのような魚の分類表記が他社の図鑑

と違うことに気づいた。男児は疑問を母

親に投げかけ、母親が学研プラスに問い

合わせ、学研プラスはミスを認めた。 

 

 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第五話：心の支え  

By ミア 

 自分が「癌になった」こ 

とを受け入れるのは簡単な 

ことではなかった。でも、 

「腎がんに罹患」は現実 

である。 

 私の右の腎臓には５ｃｍ 

の塊がある。細胞ががん化してここまで

大きくなるのにどのくらいかかったのだ

ろうか？今でもまったく無症状で痛くも

かゆくもなく、毎日元気に仕事にテニス

にと励んでいる。 

 この癌という５ｃｍの塊を体内に抱え

て、これからのことを考えると恐ろしか

った。手術が必須となるだろう。 

 私は注射針でさえ怖く、血液を取ると

きは横たわらないとめまいがしてフラフ

ラになってしまう。注射のあと気絶して

しまったこともある。ホームドクターの

私のカルテには「Needle phobia (針恐怖

症)」と書かれているほどである。そんな

私がお腹を切る手術なんて、想像しただ

けでも恐ろしかった。 

 そんな時、私の心の支えになったのは

私のために祈ってくれる教会の人たちだ

った。自分一人でももちろん祈るが、皆

が祈りのチェーンとなって繋がり、心を

尽くして祈ってくれる力は絶大である。

恐怖で怯えていた私の心を和らげ、強め、

励ましてくれた。 

 そして、神様ご自身が私に語り掛けて

くれたのだ。 

 ある朝、ぼんやりと窓の外の景色を眺

めていると、急に虹が現れた。虹はクリ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

津波の時はてんでんこ→12 月 7 日は「みえ

地震・津波対策の日」。1944 年 12 月 7 日に

発生した昭和東南海地震の教訓を次の世

代にいかすべく、過去の教訓に学び、自然

災害への対策について考えるシンポジウ

ムが 12月 5日、三重県桑名市で開かれた。

10 年前の東日本大震災で甚大な被害を受

けた岩手県陸前高田市の米崎中学校の元

校長が、当時の教訓を語った。「津波の時

はてんでんこ。自分の身は自分で守る。100

回逃げて 100 回津波が来なくても、101 回

目も必ず逃げて欲しい」と呼び掛けた。 

友好の証し→東日本大震災での支援を機

に交流が続くシンガポールとの友好の証

しとして、12 月 4日岩手県陸前高田市は同

国公認のマーライオン像を市コミュニテ

ィホール前に設置し、除幕式を行った。マ

ーライオン像は上半身がライオン、下半身

が魚という架空の生物をかたどっており、

同国の観光名所になっている。今回の像は

高さ約 2.5m の御影石製で、市内の石材店

が手がけた。総工費は約 870 万円。同国公

認の像は日本国内で 6体目。シンガポール

は震災後、それまで交流がなかった同市へ

の支援を開始した。 

宇宙シイタケ→「宇宙旅行」後に群馬県桐

生市の「森産業」で増やされたシイタケの

種駒が、岩手県洋野町に届けられ、同町で

栽培が始まった。来年 10 月には収穫でき

る見込みだという。シイタケの宇宙旅行

は、東日本大震災の被災地復興を宇宙から

発信する「東北復興宇宙ミッション」の一

環として、特産とする同町が同社に協力を

依頼して実現。今年 6月に国際宇宙ステー

ション（ISS）へ打ち上げられたロケット

にシイタケの種駒が積み込まれ、約 1ヶ月

の滞在後、米・フロリダ沖で回収された 7mm

四方の種駒 2 個が、同社に持ち込まれ、約

4ヶ月間の培養で約 3000 個に増加した。 

 

＜社会ニュース＞ 

ミート・ショック→「早い、安い、うまい」

牛丼チェーンの吉野家が 10 月末、値上げ

に踏み切ったそうだ。定番商品である「牛

丼並盛」の店内飲食価格は、改定前の 387

円から 426 円に。価格の 10%にあたる 39

円の値上げ。値上げは実に7年ぶりという。

吉野家はこれまで値上げや値下げを繰り

返してきているが、426 円は史上最高価格。

背景は、世界的な肉不足と価格の高騰。牛

丼の材料として使われる米国産のショー

トプレート（牛バラ肉）の価格は、この 1

年で 1.7 倍に上がったとか。 

小・中学生 1 割ゲーム依存→横浜市教育委

員会が市内の小・中学生を対象に実施した

「ゲーム障害」やインターネット依存に関

する調査で、児童生徒の１割近くがゲーム

やネット依存の傾向にあることが明らか

 

スチャンにとって神様の約束、臨在のしる

し。そして神様の声を心の中ではっきりと

聞いた。「何も心配いらないよ。わたしが共

にいるから。」と。 

 神様が私を慰め、励ましてくださった。

感動的な朝だった。 

 しかし虹は長くは続かない。5 分ほどで

消えてしまった。 

 次の日、コンピューターを起動しスクリ

ーンを見てびっくりした。スクリーンの画

面はセットアップしていないので毎回変わ

り、世界のいろいろな場所のきれいな景色

が出てくる。その朝の画面は虹だったのだ。

次の日も、その次の日も．．．数日虹が続い

た。普通毎回変わるので、こんなことは初

めて。神様は実にユニークなお方である

(笑)。「大丈夫だよ～」と念を押されたので

あろうか。 

 2020 年 12 月初め。泌尿器専門医を受診

した。腎がんは肺、骨、リンパ節にも転移

しやすい。肺に転移していないか調べるた

め、胸部のＣＴスキャンも受けることにな

った。 

 結果は異常なし。転移は見られなかった。

ホッと胸を撫でおろす。 

 転移があれば、大分癌が進行していると

いうことで手術だけでは完治できず薬物療

法になる。そうなれば長い間癌と付き合っ

ていかなければならない。転移しておらず、

癌が初期段階だったことを神様に感謝！ 

 それから 2 週間後、別の専門医を受診し

た。この専門医が私の手術を担当すること

を知った。経験豊富なベテランで、超忙し

いドクターということを知る。 

 ＣＴスキャンの画像を見ると上の部分に

腫瘍があるのがわかる。静脈までは癌が進

行していないと聞いて安心した。手術で癌

を取り除くことで治療は完了できる。手術

には２通りあって、腫瘍を含む腎臓の一部

だけを切除する「腎部分切除術（Partial 

Nephrectomy）」と癌がある腎臓すべてを切

除 す る 「 根 治 的 腎 摘 除 術 （ Total 

Nephrectomy）」がある。私の場合、腫瘍が

７ｃｍ以下で転移がなく、場所も一ヵ所に

固まっているので部分切除ができるかもし

れない。私も医師もそれが希望だった。一

部を切り取るので腎臓の 3 分の 2 は温存で

きる。腎臓ごと全部取ってしまえば残った

腎臓に負担がかかるので機能も落ちてしま

う。部分切除の可能性が高いが、お腹を開

いて中の様子がはっきりわかるまでは決め

られないと医師は言う。 

 そうして、「手術」の日は刻々と近づいて

いった。（次号、2022 年 1 月 17 日号に続く）

コンピュータースクリーンの虹 
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★ こんなの見つけました ★ 

セキュリティはセキュリティなるか（１） 

 テクノロジーの発展が進み生活のセキ

ュリティはかなり守られるようになって

いる。しかし、テクノロジーによるセキュ

リティに頼りすぎるあまり、その落とし穴

を見落としがち。当初、この落とし穴は小

さく、注目されることはなかったが、今や

すっかり大きくなり、頭のいい悪党に多い

に利用されるようになっている。その顕著

なものの一つはコンピュータに入り込む

ハッカーである。が、ここまでハイレベル

でなくても、家のセキュリティシステムを

容易に「無効化（disable）」し、家に入り

こむスマートなクリミナルも多く出現す

るようになっている。 

 そこで、今回は、そうしたクリミナル（参

考：Security.org）にうっかりやられない

ようにするための心得リストである。 

（参考：Security.org） 

１．チャージ・ステーションでチャージす

るとき：電気をチャージしなければ手持ち

のデバイスはタダの箱、つねにフル回転で

きる状態にしておきたい。しかし、空港な

ど公共の場に取り付けてあるチャージ・ス

テーションでスマホやパソコンをチャー

ジするとき、そこにはセキュリティ・リス

クがある。それは名を上げれば USB ポート

である。チャージするときに連結するが、

電気をチャージするかたわらスマホ内の

データも USB を通じてトランスファーさ

れているのだ。もしかして、どこかでだれ

かがそのデータをみている、盗んでいる可

能性も多いにある、ということだ。 

２．公共の WiFi ネットワークを使うと

き：公共でコネクトできる WiFi はとても

ありがたいものである。とくにフリーとな

ればなおさらである。しかし、タダほど高

いものはない、つまり、タダほど危険なも

のはないということ、肝に銘じておくこ

と。もしかして相当に運が悪ければ、の話

ではあるが。公共でみんなが制限なく使え

るということは誰でもアナタのデータを

拝借できる、ということでもある。だから

して、公共の場では WiFi で閲覧又は使用

するアプリをよくよく考慮すること。とく

に個人情報が絡むようなアクティビティ

は避けるのがよし。アイデンティティ・シ

フトは頻繁に発生している。 

それでも銀行情報な 

ど必要がある場合 

は、オンライン・ 

プライバシーを保 

護する VPN  

(Virtual Private  

Network)アプリを 

ダウンロードする 

のがよい。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

エッグノグ・マフィン  

 クリスマスが近づき、店にエッグノグが

並び始めた。クリスマスを感じて買っては

みても案外口に合わないことを発見する。

飲めないならどうするか。こうなると何か

に使わねば、というときのお役立ちマフィ

ンである。 

〔材料：12個分〕卵(2個)、バター（1/2C）、

砂糖(2/3C)、小麦粉(1&1/4C)、ベーキングパ

ウダー(2tsp)、ナツメグ&塩(各 1/2tsp)、エ

ッグノグ(1/2C,加減する)、粉砂糖(1/2C) 

1. 12 個用マフィンパンに、パーチメント

カップをしく（ライニング）． 

2. 卵は卵黄と卵白に分ける． 

3. ボールにバターと砂糖を入れてクリ

ーム状になるまでハンドミキサーで

よく混ぜる． 

4. 3 に卵黄を一個分づつ入れてなめらか

なになるまで混ぜる． 

5. 別のボールに、小麦粉、ベーキングパ

ウダー、ナツメグ、塩の粉物を入れて

よく混ぜておく． 

6. 4に 5を数回に分けて入れしっとりする

まで混ぜる．最後ににエッグノグを注い

で全体を混ぜる． 

7. 卵白に粉砂糖を入れて泡立てる（角が立

つまで）． 

8. 7の卵白を数回に分けて6に入れる．卵

白の泡を潰さないようにヘラで混ぜる． 

9. 8をマフィンパンに入れ、オープン

(350°F)で約20分焼く． 

ためになる名言 

    新井 満 

作曲「千の風になって」 

誰もやらないような作業でも、世の中の

人々の役に立つなら、新井はやってもい

いかなと思ってしまうんですね。 

努力というとあんまり楽しそうじゃない

でしょう。それに、どんなにじたばたし

たって駄目な時は駄目だし。だから努力

するというよりも、慌てないで待つこと

ですよ。 

暇を楽しむ。退屈をよしとする。人間、

一番駄目なのは忙しがっている人です。

自分を忙しくした原因は自分にあるんだ

し、心が滅びている証拠です。キザでも

いいから、忙しい時にこそ一番暇そうな

顔をするという美学というか生き方をし

ていたいですね。 

年齢を重ねるのも悪くないということか

な。思い出がそれだけ多くなるんだから。 

やっぱり物語が生まれる背景には歳月の

重なりがあるわけで、昨日今日では物語

は生まれないということなんですね。そ

ういう意味では、時間というものは大変

な主人公ですね。 

昔から天の時、地の利、人の和と言うじ

ゃないですか。これらがそろわないと駄

目なんです。一人で突っ走ったって何に

もならない。その代わり、天からチャン

スが降ってきた時に、よそ見をしていな

いようにしないといけないんです。 

（参考：Wikipedia） 

〔あらい まん：1946-2021 年、新潟県生。

作詞作曲家、歌手、写真家、環境映像プ

ロデューサー、絵本画家。上智大学法学

部卒業後、上智大学グリークラブ（男声

合唱団）に所属するも、入院退部。電通

に入社し環境ビデオ映像の製作に携わる

かたわら、小説・歌などの創作活動に入

る。2006 年 5 月末日に定年退職。1977

年、カネボウの CM ソングとして自ら歌唱

した『ワインカラーのときめき』（作詞：

阿久悠 作曲：森田公一）がヒット曲と

なる。2001 年、妻をがんで亡くしたふる

さとの友人を慰めるために『千の風にな

って』を作曲。2021 年 12 月 3 日肺炎の

ため死去。享年 75 歳。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、1２月５日更新 

オミクロン株感染増加 

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 

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

o/response 

2022 年 1 月より、18 才以上にブースター接種の 

招待状、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 

経済的サポートが必要なとき、詳細は、 

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

o/benefits#individuals 

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/tr

avel/current 

【クリスマス・イベント情報】 

●12 月 10 日(金)オープン：Galey Farm イベン

ト、Bright Lights by Night、ファーストトレ

イン 5pm 発．12 月 10(金)、11(土)、12(日)&12

月 17(金)から 23(木)まで．詳細は、

WWW.GALEYFARMS.NET 

●12 月 11(土)&12(日)日、3-4:30pm：City Centre 

Park(1089 Langford Parkway), Outdoor Skating 

park にサンタがやってくる．登録必要．詳細は 

Citycentrepark.ca 
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 来年はもう少しバラン 

スの取れた市場になって 

くれることを願うのみで 

す。 

 今後近い将来不動産の 

購入、売却を検討中の方 

は、行動される前から 

MLS の配信を利用してマーケットの動向

を把握し、勉強されることをお勧めいたし

ます。市場は常に変化しています。 

 尚、ビクトリア以外のアップアイラン

ド、バンクーバー方面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。又は、yumi@gohomesold.com までご

連絡ください。 

 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛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 

☛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 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/ 

☛2022 年 1 月 6(木)-27(木)日：11am-4pm：カ

ウチンバレーのローカルフードを祝う．詳細は

https://cowichanvalleyartscouncil.ca/even

t/nourish-a-celebration/ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２５） 

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。 

 11 月の Victoria Real Estate Board の

統計です。11 月もさらに売買成約件数が

減少しました。10 月と比較すると戸建て

に関しては 5％以上の落ち込みです。コン

ドミニアムに関しては、20％近い落ち込み

となりました。昨年と比較しても大きく落

ち込んでいます。 

 高い需要があるにも関わらずこの傾向

は先月に引き続き変わっていないのが現

状です。現在の住宅部門に限ると VREB 内

では、600 件ほどしか市場に出ていない状

態です。これは全価格帯を含めての数値で

すので、$１M 以下の物件に限るとその半

分程度まで件数がダウンします。昨年の

11 月の半分以下まで落ちており、前の月

10 月よりも 15％近く市場にでている物件

数が減少しています。 

 MLS の価格をベンチマーク値で見てい

くと、昨年 11 月のビクトリア中心部のベ

ンチマーク値が＄903,700 だったのに対

し、今年の 11 月は＄1,122,600 と 24％以

上の上昇。前の月 10 月に対しても 1.7％

と大幅な上昇。コンドミニアムに関して

も、一年前＄485,100 と比較しても

＄560,700 と 15％以上値上がっています。

 今年もあと、ひと月を残すところとなり

ましたが、BC 州政府は、現在、来年の春

以降、オファーのプロセス等を変更し、市

場の冷却化を図ろうと検討中です。しかし

ながら、エージェントの間では、あまり効

果が見られないだろうとの意見が大半を

占めているようです。需要と供給のバラン

スが取れていないことから、極端な売り手

市場になっているため、供給を増やさない

限りはこの傾向は変わらないのではない

かと思われます。 

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】12 月に入り急に冷え込

んでいます．そんななか、インドネシアのスメ

ル火山がいきなりドカンと噴火しました．ニュ

ースで伝わるその様子、噴火の煙がモクモクと

家を、人を襲い恐ろしいことです．毎年ながら、

クリスマスの楽しみを前にこうした自然災害

による大事件が発生します．自然だけでなく人

間界も．ミシガンの 15歳による銃乱射も酷い、

なんといってもその両親がクリスマスプレゼ

ントに銃を、ということですから、どこかが狂

ってきています．なお、その両親も共犯とみら

れ異例で逮捕されましたね．絶対逮捕です． 

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 
●ＢＣ州のガソリン３０Ｌ制限は 12 月

14 日まで延長になった。休みの日もどこ

にいくでもなし、一回の給油３０Ｌで十

分事足りる。ある日、そろそろ入れよう

かと給油。前の人（大きなバン）が入れ

たあとであったが、メーターを見ると６

Ｌも入れていなくてその金額$10足らず。 

今後のガス不足を気にしてか、いつも満

タン状態にしているとみえる。自分とし

ては同じようにしたいわけであるが、そ

もそも、ちょっと減ったからといって給

油に車を停めるほうがめんどくさい。こ

うしてめんどくさがっているうちに、な

にかあると乗り遅れるとは思う。が、そ

のときはそのときで、と開き直る。 

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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