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ダウンタウンで刺傷事件 

 12 月 6 日月曜日、Vancouver St.は 1500

ブロックにある店に男が押し入るなり、現

金を盗んだ。それを目撃した店のスタッフ

が男に立ち向かったところ、男はスタッフ

を刺して逃げ去った。あっと、いう間の出

来事だった。刺されたスタッフは病院に運

ばれたが命に別状はない模様。 

 通報で駆け付けた警察は、男の捜査にか

かったがその日のうちに見つけ出すこと

ができなかった。 

 ところが、翌日、目撃者による男の描写

で、ダウンタウンでその男（27）を発見、

逮捕することができた。警察の眼力がスゴ

イと感服する一事件であった。 

 

座り込み逮捕 

 12 月 13 日月曜日午前 9時前、先住民族

「Wet' suwet’en」の土地権を訴え、銀行

の前で座り込みをする抗議運動の人たち

7人のうち 4人が逮捕された。 

 現場は Broadmead Village Shopping 

Center（Royal Oak）にある銀行のドアの

前。事前、警察が駆けつけ、座り込みを

する 7 人に続けるなら営業妨害で逮捕す

る、と警告した。3 人は立ち去ったが残

る 4人が居座りを続けた。逮捕は午前 10

時。「抗議運動」は違法ではないがそれに

連なる「営業妨害」は違法である。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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【お知らせ】2021 年 12 月 27 日と 

2022 年 1 月 7 日は休刊です 

 

 

2022 年のグロサリーは$966 アップ  

 Canada’s Food Price Report（第 12 編、

12 月 9 日発行）において、来年 2022 年の

カナダにおける一般家庭の食費はかつて

なく高騰し、平均的な 4 人家族であれば

$966 のエキストラ出費となるだろうとの

予測が発表された。1 年間の食費はおおよ

そ$14,767 とも、述べられている。 

 高騰の原因は、言うまでもなく現在のコ

ロナ禍でサプライチェーンが妨げられ、労

働の手が足りなく、そして異常気象による

災害が各地で発生しているため。 

 専門家は、「チープフード」の時代は終

わったとコメント。 

 食品価格は 2010 年より目に見えて上昇

を続けており、今回のパンデミックでアク

セルがかかっている。食品が高くなること

で、食の安全が脅かされる。そうなると、

 

「フード・プログラム」の確立が重要課題

となる。食卓に栄養を満たすディッシュを

用意できない家庭が増えてくる。また、グ

ロサリーの窃盗事件も増加することは間

違いない。実際、肉、チーズ、またカウン

ターに置いているドリンクなどが盗まれ

たと通報するグロサリーストアが増加中。

 上記、来年は 4 人家族で$966 アップと

はいえ、それは平均的な数字。各家庭での

食費に 5-7%のエキストラ出費を見込んで

来年に備えよう、ということだ。 

 

ガソリン制限、解除 

 12月14日火曜日、ガソリン給油一回30L

制限が解除された。ガソリン流通を担う

Trans Mountain が復旧したため。BC 州公

共安全大臣 Farnworth 氏は、制限中の BC

州民の団結に感謝を述べた。 

 

ガスどろぼう  

 このガス欠事態についに出た、ガスどろ

ぼう。しかし、私服警官の目の前で盗んだ

ことで、事は速く片付いた。 

 それは12月7日火曜日午前11時頃のこ

と だ っ た 。 そ の と き 私 服の 警 官 は

Goldstream Ave.の1200ブロック付近にい

た。近くの一軒家のドライブウェイにピッ

クアップトラックが駐車されており、その

荷台にガス入りジェリー缶が積んであっ

た。そこを一人の男が通るなりジェリー缶

を引ったくった。警官の目の前での出来事

だった。 

 男は、スェットシャツのフッドを浅くか

ぶり顔にマスクを着けていた。大きなジェ

リー缶を引ったくり逃げる体勢に入って

いた。そこを警官は追いかけ逮捕、数歩先

のことだった。 

 ガスどろぼうとなったこの男（38）は 2

月 10 日に裁判所出頭を前提に釈放された

模様。 

 

白いバンのヒット&ラン  

 12 月 7 日火曜日の朝 10 時頃、Saanich

エリアは Hampton St.の 100 ブロック付近

の路肩に駐車されていた車が大変な被害

に遭った。オートシフトでもなければ、当

て逃げである。白いバンが堂々の当て逃

げ、それも特殊な当て逃げで、被害の車は

ボコボコになった。 

 この様子を近隣の家のセキュリティカ

メラが捉えていた。白いバンはレーンを間

違えて入り込み、駐車の車と対抗するかた

ちに。バンは路肩側（一軒家の庭に連なる）

に入り込み、駐車中の車をグイグイと押し

つつ突き進んだのだ。狭い路肩を何とか突

き進むと無残にも半壊した駐車の車をあ

とにそのまま走り去った。 

 このビデオは警察によりネットで拡散

された。白いバンの前部には深い傷がある

はずである。そのドライバーが捕まるのも

時間の問題といえよう。 
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ケンコーあってこそ、 

 2022 年も 

  健やかに 

 

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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現在は「もうかる仕事がある」などと高

額な契約を持ち掛けているという。 

大豆ミート→日本農水省は、肉代替食品

で、大豆からつくる「大豆ミート」の日

本農林規格（JAS）案を示した（12 月 14

日）。牛や豚といった動物性の原材料を使

用せず、肉のような質感や形状を表すよ

う加工するなどの要件を満たせば、商品

の包装に JAS マークを表示できる。新た

な食として普及しつつある大豆ミート

に、国の基準を設ける。 

大阪コリアタウン→日本最大のコリアタ

ウンといわれる大阪市生野区の 3 つの商

店街が統合し、来年 1 月に「大阪コリア

タウン」の名称で一般社団法人を設立。 

 

 

 

 

 

カンガルーをかんがへる 

By ヨシダ 

 今年もコロナで始まりコロナで終わろ

うとしている。ヒトはコロナに悩まされ

た年となった。一方、コロナでなくても

オーストラリアで人知れず悩む（？）カ

ンガルーがいることを知った。 

 カンガルーといえば、オーストラリア

のアイコン。お腹のポケットという顕著

な特徴があり。小さいときに「どうぶつ」

として真っ先に覚える動物であろうか。

カンガルーのお母さんのお腹のポケット

から赤ちゃんカンガルーが顔を出してい

たりして、うちのママにもあんなポケッ

トがあったらいいな、と多くの幼児が思

うであろう。フシギかつ驚異のポケット

である。 

 このほどそんなの自然の賜物、カンガ

ルーが生まれと育ちの広大なるオースト

ラリアで「害獣」と呼ばれていることを

知り、吃驚した。ショックでもあった。

あの細く長い足でぴょんぴょんと爽快に

飛ぶように跳ねる、無垢なカンガルーが

どう「害」であるというのだろう。「害獣」

などというのは、カンガルーに対して失

礼ではないか、と訝った。 

 「害獣」とは人や家畜を襲ったり農作

物を荒らしたりして、害を加える「けも

の」をいう。カンガルーは草食動物であ

り人を襲って喰らうことはないであろう

し（あの長い足で人を蹴ることはあって

も）、また家畜を襲うとも聞いたことはな

いので「害獣」とは言いすぎではないか。 

 とはいえ、草食のために「農作物」を

荒らすことはあるだろう。しかし、それ

だけで「けもの」と呼ぶには躊躇する。

こちらカナダでは、庭に入り込んで野菜

畑やガーデンを荒らす「シカ」に等しい。

そのシカをカナダでは、「けもの」とは呼

ばない。まして「害獣」とはとんでもな

く、動物愛護のカナダ人なら、そう呼ぶ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

車体に無数の貝→12 月 15 日、宮城県石巻

市の市街地に近い旧北上川で、2011 年の東

日本大震災の津波で流されたとみられる

乗用車 1台の引き揚げ作業があった。クレ

ーンでつり上げられ地面に下ろされた白

い車の窓ガラスはすべて割れ、車内には泥

がたまり、車体の表面には無数の貝が付

着。沈んでいたのは、川岸から約 30m 離れ

た深さ約 3m の場所。車内から車検証が見

つかり、所有者は判明している。海上保安

本部による海図更新のための調査で車が

沈んでいるのがわかった。 

フクシマナビ→福島市内の商店店主らが

集まり結成した「LIFUKU(ライフク)」が、

福島の商業復興を目的とした観光案内マ

ップ「フクシマナビ」を配布している。東

日本大震災後、福島への観光客は激減、嘆

いてばかりもいられないと、福島のセンス

やスタイルを県内外に発信できればと思

い有志で立ち上げた。 

奇跡のメダカ→津波で被災した宮城県仙

台市若林区の六郷東部地区に造られた小

さな池にメダカが放流された。多くの人の

思いを受けて育てられたメダカが、被災者

の心の復興に光を射す。10 年前、東日本大

震災の津波で大きな被害を受けたこの地

区の水辺には、かつて、当たり前のように

メダカが泳いでいた。しかし、津波によっ

てそれらのメダカは絶滅、と思われていた

が、たまたま震災の 1年前に宮城教育大学

の研究室で「ミナミメダカ」保全活動とし

て採取していたそうだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

牛丼屋で立てこもり→12 月 15 日午後 4 時

すぎ、千葉県内の牛丼チェーン店「吉野家」

で「包丁を持った男が厨房に入ってきた」

と 110 番通報があった。男は刃物を持って

1 人で厨房に立てこもったが、同 5 時半ご

ろ、署員らが身柄を確保、建造物侵入と銃

刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。当時、

店員が複数いたが、避難し無事だった。 

サクラサイト商法→「簡単な作業で月に

100 万円は稼げる」という副業サイトの誘

い。これに乗ったら大変な目に遭いかねな

い。「稼ぎ方が学べる」とされる教材を何

十万円も払って買った揚げ句、「収入につ

ながらず、お金も戻ってこない」といった

相談が、福岡県消費生活センターに数多寄

せられるようになった。新型コロナウィル

ス禍で広がる生活苦を背景に、副業サイト

へ誘導する出会い系の「サクラサイト商

法」も横行する。「サクラサイト」とは、

もともと出会い系のサイトで、10 年ほど前

から異性や芸能人になりすましたサクラ

が利用者に高額な商品を購入させたり、有

料サイトを利用させたりして「インターネ

ットの新たな消費者問題」と注目された。

ことを許さないだろう。 

 ともあれ、オーストラリアのアイコンと

して世界中で親しまれる「愛嬌」ありきカ

ンガルーはオーストラリアの農場主から忌

み嫌われているという。この草食動物が農

場を荒らすため、農業の生産がガタ落ち、

これを政府に訴えたら、年間 1000 匹を駆除

（殺処分）してよし、という法律ができた

そうだ。ただ、殺処分においては動物に苦

痛を与えないこと、つまり頭を撃って即死

させること、が原則となっている。 

 オーストラリアの地に 3000 万匹はいる

といわれるカンガルー、その駆除に多くの

農場主がカンガルーハンターを雇った。ハ

ンターはカンガルーの頭を弾で打ち抜き、

苦痛のないように殺すはずだった。が、頭

を外れて即死できず 2 週間も苦しんで死ん

でしまうカンガルーがほとんどという。遠

くからカンガルーを打ち殺すわけなので、

弾が外れるのは仕方がないにしても、苦痛

を与えてしまうのはなんともむごい。加え

てハンターは半殺しのまま、素早くカンガ

ルーの手足を切断してトラックの荷台につ

るす。焼いて始末するのかと思えば、なん

とその肉を売るのだそうだ。 

 カンガルーの肉。シカやウマの肉はカナ

ダでも食用として出回っているとはいえ、

カンガルーの肉とは初耳である。肉の良い

部分はロシアや中国に輸入され、またオー

ストラリアでカンガルーハンバーガーに加

工される。肉の悪い部分は犬や猫のペット

フードに加工される。そして、肉を取り除

いたあとの革、それはサッカーシューズに

なるという。これらはすべて初耳で、ここ

までカンガルーが再利用されているとは露

知らず。 

 サッカーシューズに関しては、このカン

ガルー状況を知った、サッカーの代御所デ

ーヴィッド・ベッカムが、怒りでその靴を

脱いだ。これに準じて北米では次々とカン

ガルー革の輸入が廃止となった。 

 オーストラリアでは今や「動物保護党」

という政治党もできて（当院 1人）、政府に

カンガルーの保護を訴えているそうだ。し

かし、オーストラリア政府は我が国の繁栄

第一、農業業界の期待を裏切るわけにもい

かず、カンガルーの生殺しを許している状

態である。 

 3000 万匹と言われるオーストラリアのカ

ンガルーは政府の誤算もあって、今や「絶

滅危機」であるという。どうしてくれよう

か。カンガルーがいないオーストラリアな

んぞ、もはやオーストラリアではない。 



Victoria Kenbunroku  全第６４８報 December 17, 2021  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ 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（２） 

 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。前号より続く、頭のいい悪党にうっ

かりやられないようにするための心得リ

スト。（参考：Security.org） 

１．チャージ・ステーション 

２．公共の WiFi ネットワーク 

（上記、12 月 7日号にて解説） 

３．スマート・ホームデバイス：アマゾン

の Alexa といえば、今をいくスマート・ホ

ームデバイス。安心して使っていれば、デ

ータが漏れて赤の他人にキャッチされて

いるというトラブルが浮上して一時大問

題となったのは記憶に新しい。一言発すれ

ば、指示したとおりミュージックのスィッ

チなどを入れたり、質問をググってくれる

のはなかなか便利。しかし、便利なほどに

ウラがある。というわけでこの便利なデバ

イスはプライバシーとセキュリティをよ

くよく強化してから使用する必要がある。

なにげなくしゃべったとんでもない会話

も案外データとしてトランスファーされ

ていたりするのだ。 

４．たくさんのアプリ：アプリを次から次

へと使うとき、その許可を次から次へとク

リックすることになる。例えば、カメラを

使ったあと、コンタクトを使い、次にこれ

これのアプリ、というときである。「許可」

をクリックするとき、許可に含まれる情報

を第三者と共有することになるかもしれ

ない。そしてここがリスキーなのである。

アプリを沢山使うほどに、アナタの個人情

報が第三者にさらされやすい、ということ

になる。つまり、アタックされやすくなる。

特に、アプリをダウンロードするとき（許

可を求められて情報を入力する）は必ず信

用できるものにすること。 

５．メールアドレスリンクをクリック：オ

ンライン・セキュリティを意識しているな

らば、必ず守るべき簡単なことがある。そ

れは Website の文面にあるメールアドレ

ス、それをクリックしないこと。通常、問

題がないサイトであれば、クリックすれば

メーラーが正常に起動するが、 

ハッカーに左右されたサイト 

であればフィッシュイング 

（phishing）される。 

そのページのメール 

アドレスをクリック 

すると個人情報がハ 

ッカーに渡ることと 

なるのだ。また、危 

険なサイトにリンク 

されアナタのパソコ 

ンをウィルス感染さ 

せる。（2022年 1月17日号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

もち米シューマイ  

 お正月用に餅をつくのは面倒だという

人に、もち米を使ったお手軽シューマイ。

お節の重箱に加えると割に豪華。 

〔材料：30個分〕豚ひき肉(300g)、干ししい

たけ（2 枚）、青ネギ(2 本)、片栗粉(大さじ

1)、卵(1個)、酒(大さじ1)、しょうが(すり

おろし,大さじ 1)、砂糖(大さじ 1/2)、ごま

油(小さじ 1)、塩&こしょう少々、もち米

(150g) 

1. 干ししいたけは、お湯で戻してよく絞

ってからみじん切りにする(石づきは

取り去る)． 

2. 青ネギは小口切りにする． 

3. もち米は洗って水けを切り、ボールに

入れる．水 1C、熱湯 3C を注ぎ、約 1

時間おいてからザルに上げて水けを

よく切る．バットにペーパータオルを

敷き、もち米を入れ、上からペーパー

タオルで押さえ、水けを拭く)． 

4. ボールにもち米以外(3)の材料入れ、

粘りが出るまでよく混ぜる．  

5. 4 の肉ダネを手で絞り、スプーンです

くって 3のバットに落とす．肉ダネを

転がし、軽く握るようにもち米をまぶ

す．これを 30 個ほど作る． 

6. 蒸気の上がった蒸し器で、15～20 分間

強火で蒸す(水滴が気になるときは、

ふたに布巾を巻くとよい)． 

 

ためになる名言 

   ダニエル・イノウエ 

ハワイ出身の日系 2世 

（1941 年 12 月 7 日、真珠湾攻撃）あれ

は日曜日のこと。私は髪をとかしながら

ラジオに耳を傾けていた。すると、突然、

音楽が止まって臨時ニュースが始まっ

た。そして、アナウンサーが叫んだ。『真

珠湾に空爆』と。機体は真珠色で“赤い

丸”が見えた。私は、そこで自分の人生

が終わったと感じた。戦闘機のパイロッ

トは、私と同じ見た目だったから。 

若者だった私が最初に感じたのは怒りだ

った。日本の愚かな行為のせいで、自分

の将来が壊されてしまったと。私たちは、

徴兵されて仕方なく戦ったわけではな

い。はっきり証明するという大義名分が

あったから。我々もアメリカ人と同等な

のだと。 

ギムとメイヨ。義務と名誉が私を支えて

きた。（幼い頃に祖父に『ギムとメイヨ』

という日本語を教わり、生涯大切にした。

米兵として戦ったのも議員の職を全うし

たのも、日米の架け橋となったのも母国

アメリカ、故郷ハワイに対する『義務』

であり、日系人としての『名誉』を守る

ためだった。） 

（参考：Wikipedia） 

〔Daniel Ken Inouye：1924-2012 年、ハ

ワイ生。元米陸軍将校、アメリカ合衆国

上院議員。真珠湾攻撃から 12 月 8 日で

80 年、真珠湾には、『ダニエル・イノウ

エ』と名付けられた最新鋭のイージス艦

が配備されることになった。米兵として

片腕を失いながらも戦い続け、英雄とな

る。戦後 50 年近く、米政界の中枢を担っ

た。晩年は、沖縄の基地問題で交渉役を

務めるなど、“日米の懸け橋”としても力

を注いだ。父は福岡県、母は広島県出身。

ホノルルに生まれ育ち、ハワイ大学（政

治学）に進学、在学中に米軍に志願。戦

後、法科大学院に進学。1954 年には準州

であったハワイ議会の議員に当選。2012

年死去。享年 88 歳。〕 
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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、 

12 月 13 日現在、ＢＣ州 12 才以上の 

88.5%がフルワクチン接種 

13%がブースター3 回目接種 

ブースター接種の予約や詳細は、 

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 
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 私達の人生には不条理があります。理解

できない苦しみや災いがあります。希望の

道が閉ざされて考えもしなかった道に導

かれる事もあります。しかしその導きを神

の御心と受け止めていった時に、苦しみや

悲しみが祝福に変わる経験をします。マリ

アの「御心のままに」とは、幸福もつらい

事も、神の摂理（計画）の中にある事を信

じて、その現実を受入れる事です。救いは

そこから始まります。 

 重荷でしかなかったものから、神の恵み

を知ったという人はいくらでもあります。

治らない病気、解決のつかない問題、そう

いうものから、神の恵みを知った人は少な

くありません。「思いどおりにならないこ

とは世の常であり、最善を尽くしても惨憺

たる結果を招くこともある。最善を尽くす

ことと、その結果とはまた別な次元の事で

す。しかし、最善を尽くさなくては、素晴

らしい一日をもたらす事もできません。」 

【ヨブ記３６章１５節】 

「神は悩んでいる者をその悩みの中で助

け出し、そのしいたげの中で彼らの耳を開

かれる。」 

 神様はこの様な方なのです。マリアの言

葉「御心のままに」、２０２１年のクリス

マスはこの言葉を福音として共に聞きた

いと願います。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛12 月 19 日(日)、12pm：City Centre Park(1089 

Langford Parkway),にて氷の彫刻．詳細は 

Citycentrepark.ca 

☛12 月 23 日(木)まで：Galey Farm イベント 

詳細は、WWW.GALEYFARMS.NET 

☛12 月 31 日(金)まで：Centennial Square に

て、Light of Wonder． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

「クリスマスを迎えて」 （２） 

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。 

 【ピリピ２章６～９節】 にはこのよう

な言葉が書かれています。 

2:6 キリストは神の御姿である方なのに、

神のあり方を捨てられないとは考えず、 

2:7 ご自分を無にして、仕える者の姿をと

り、人間と同じようになられました。人と

しての性質をもって現れ、 

2:8 自分を卑しくし、死にまで従い、実に

十字架の死にまでも従われました。 

2:9 それゆえ神は、この方を高く上げて、

すべての名にまさる名をお与えになりま

した。 

 イエス様は私生児だと陰口されてもし

かたない様な状況下でマリアの胎に宿り、

ベツレヘムの暗い、汚れた所、人が出産を

する所でない馬小屋の中で産声をあげら

れました。聖書は、それは神自らが、私達

と苦しみを共にする為だと語ります。８節

にあります様に、神自らが卑しくし、へり

くだられました。そのへりくだりの極致が

十字架の死です。パウロはそれを先程の

【ピリピ２章６～９節】この御言葉で表現

しています。 

 ルカによるイエス様の降誕物語はマリ

アの信仰告白として受けとめます。ルカが

伝えたい事は、マリアが処女降誕によって

イエス様を生んだ事だけではなく、思いが

けぬ困難を与えられ、おろおろしながら

も、神の言葉を信仰を持って受け入れてい

った事です。マリアは「神にできないこと

はない」（ルカ１章３７節）という言葉を

受けて、信じがたい告知を受け入れ、「お

言葉どおり、この身に成りますように」と

受け入れました。そこから偉大な物語が始

まったのです。「神がなされるのであれば、

そこから出てくるすべての問題も神が解

決してくださる」、彼女はそれを信じた。

ルカはその信仰の決断をここに示してい

るのです。 

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】今年の最終号、12 月

17 日号が終了しました．ほっと一息、今年も終

わりです．これにて見聞録は来年の 1 月 17 日

号までお休みとなります．年末年始、ヒマすぎ

るときはそのWebsiteにて見聞録をお読み頂け

れば幸いです．特別版を含めて編集＆発行が終

わると、クリスマスに向けてカウントダウン！

クリスマスが終わるとお正月に向けて次のカ

ウントダウン！というふうにお楽しみ満点の

12 月下旬でございます．とはいえ、いやーなこ

とも付きまといます．年に一度の大掃除、とい

っても部分的なのですが、6 面もあるブライン

ドの緻密なホコリとりとウッドフロアの磨き

（小学校時代の雑巾がけに等しい）です．イヤ

で無視しそうになるときは、日と時間を決めて

やると案外実行しやすいですね（あたりまえ

か）．では、メリークリスマス＆Happy New Year!

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 
●先週（12 月上旬）Vancouver 島南部の

新型コロナ感染者は 80 人を下りそうで

やっと下火かと喜ぶのも束の間、先週末

の UVICクラスターも含めていきなり 335

人に増加した（12月 15 日現在）。オミク

ロンは BC 州で 44 人とビクトリアで 4 人

だったか。数字で一喜一憂も疲れてきた

今日この頃である。 
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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★ 

ホリデーは休業 

 月～水、土&日：11am-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 


