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傷を負っていた。男は仮釈放中の上、別の

事件における出廷予定を無視、逮捕のチャ

ージは二重となった。 

 

Uptown で 4 台をヒット 

 2 月 6 日土曜日の午後 2 時頃、Uptown

は北側にある Whole Foods Market の前の

パーキングで、シニア女性がパーキング中

の車 4台を次々とヒットした。この衝突事

故で、消防車や救急車が Uptown Shopping  

Centre に Blanshard 側から入りと、狭く

短い通り道は混沌とした模様。 

 ドライバー女性は、センター２階のパー

キング場を「ハイスピード」で走行してい

たとみられ、衝撃が激しかったのかヒット

された一台目トラックはカーブに乗り上

げていたそうだ。警察は言う「ハイウェイ

でよく見る衝撃的な衝突がなぜここで？」

 

Sooke で 6 台がパイルアップ 

 2 月 13 日土曜日の午前 11 時現在、降り

続く雪のなか、SookeはMoonlit Cove(5200 

Sooke Rd.)で6台もの車が雪によるスリッ

プのため身動きできなくなった。通報で警

察が駆けつけようとしたが道路がスリッ

プしすぎて現場に到着できず。その間、

Towing 会社が助けにやってきた。6台の最

後のトラックをバックさせることに成功、

6台は 2時間後に自由の身となった模様。

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【お知らせ】 

 2 月 27 日は休刊です。 

 

 

パーティホスト、罰金$2300  

 未だ COVID-19 の緊急事態にあるなか、

ましてその感染防止対策がいっそう強化

され、パーティは禁止と言われるなか、ひ

そかにサタディナイト・フィーバーのごと

く、ハウスパーティを催した Saanich 住民

ホストが$2,300 の罰金を科された。 

 ところは Gordon Head エリア。2 月 6 日

土曜日の夜 10 時半頃、近隣の住民からパ

ーティをやっているとの通報がSaanich警

察にあった。警察が問題の家に近づくと、

その家のデッキに10-15人もの人だかりを

目撃した。 

 そして、その人だかりは、警察のパトカ

ーを目撃すると一目散に逃げ出した。 

 警察は家に到着し、そのオーナーに「パ

ーティをやっていましたね」と問うと、オ

ーナーは「ノー」と返事。加えて「パーテ

 

ィどころか家の中には誰もいないですよ」

とどうどうのウソをついた。が、警察はし

っかり事前に目撃しているのだ。あのデッ

キにいた人だかりを。 

 というわけで、オーナーは「Emergency 

Programs Act」の違反で、罰金チケットを

喰らった。 

 

客が客に噛みつく  

 2 月 10 日水曜日、午後 7 時頃、ダウン

タウンは Yates St. 700 ブロック付近にあ

るレストランに男が入店、マスクをしてい

なかったところを店のスタッフが注意す

ると、男はスタッフをパンチした。 

 直ちに警察に通報、警察が到着するまで

客も手をかして男を取り押さえた。そのと

き、男は客に噛みついた。 

 男はドラッグ常用で頭がもうろうした

状態。警察に連行されたが、「もうろう状

態」でなくなると釈放された模様。 

 一方で、2月 9日火曜日にも別のマスク

不着用事件発生。Saanich の２店にマスク

をしていない男が入店。警察通報で警察が

到着し、男にマスク着用を促すと好戦的な

態度にでたそうだ。これにて、この男は、

マスク不着用の罰金$230、入店した２件

分、合計$460 を科された。 

 

Shoppers に感染者 

 2 月 7 日日曜日、Victoria のダウンタウ

ン に あ る Shoppers Drug Mart （ 1222 

Douglas St. ） の ス タ ッ フ の 一 人 に

COVID-19 陽性結果がでたこと（2月 5日）

が明らかとなった。そのスタッフが勤務し

ていた最終日は 2月 3日。 

 

高速チャージ・ステーション 

 Victoria 市はダウンタウンの Johnson 

St.ブリッジ近くに、電気自動車（EV: 

Electric Vehicles）のための高速チャー

ジ・ステーション第一号を設置すると発表

した（2月 3日）。BC Hydro の協力で、Store 

St.の南端に、2 台収容できる高速チャー

ジがこの 4月までに実現する。 

 フリーではない（料金はまだ明らかにさ

れていない）。また、時間制限もある。一

人 40 分までチャージできる。チャージの

目安は、車にもよるが 30 分チャージで

100km 走行可能。 

 BC 州は 2040 年までに、ゼロ・エミッシ

ョンを掲げ、すべての車を EV を含む

「light-duty」（軽量）にすると発表して

いる。 

 

Bastion スクエアで刺傷事件 

 2 月 5 日金曜日の夜、ダウンタウンの

Bastion Square で刺傷事件が発生した。

仮釈放中の男が通行人を刺したとみられ

る。通行人は重傷を負い、病院に担ぎ込ま

れ一命をとり止めた模様。 

 犯人の男は、別のケンカからなのか、重
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コロナでも、 

地震でも 

いかねばならぬ、受験生 

 

HairTime HairStudio 

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：9:30－5:00 

日曜日：10:00－4:00 

 

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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13 例確認されたと発表。いずれも海外滞

在歴はなく、報告済の感染者の関係者。 

コロナ禍、企業業績が二極化→新型コロ

ナウィルス感染拡大の影響で企業業績が

二極化しているそうだ。「巣ごもり消費」

や海外の需要を捉えた製造業が上向く一

方、外出自粛に伴い航空や鉄道など非製

造業は苦戦が長引き、出口が見えない状

況。コロナ禍で旅行大手が債務超過に転

落する例も出ており、経済界の危機感が

強くなっている。 

人生を失う前にゲームを止めろ→世界保

健機関（WHO）が、ゲームのやり過ぎで日

常生活が困難になるとされる「ゲーム依

存（障害）」を「疾病」と認定して異論や

疑問が挙げられている中、鹿児島県警察

本部サイバー犯罪対策課がツイッター

で、ゲーム依存に触れ、「人生を失う前に

ゲームを止めましょう」と書き込みをし

た。しかし、サイバー犯罪とは無縁の「ゲ

ームを遊ぶ行為」に対してのツイートに

反論が寄せられたため、サイバー犯罪対

策課はツイートを削除し、「不愉快な思い

をされた方については誠に申し訳ありま

せんでした」と謝罪した。 

三宅島に大量のイワシ→浜を管理してい

る東京都の三宅支庁によると、大量のイ

ワシが600mにわたって打ち上がったそう

だ。かつてない現象。現在、三宅島には

波浪警報が出されていることから（2 月

15 日現在）、住民に対して海岸には近づか

ないよう呼びかけている。 

北海道産キャビア→北海道・美深町では

40 年越しの苦労が実り「北海道産キャビ

ア」の商品化が実現した。 

 

 

 

 

 

うっかりホンネ  

By ヨシダ 

 2 月 12 日、東京五輪・パラリンピック

組織委員会の森喜朗会長が辞任を表明し

た。自身の女性蔑視発言に国内外で反発

と批判が広がり、引責に追い込まれたた

め。森会長自身の「辞任」というのも、

回りから説得されてのことなのか、森会

長の長女でさえ「問題を理解するのは年

齢的にむずかしい」と匙を投げた様子で、

問題に対する反省を促すより、「辞任」へ

の道を説いたほうが速かったのであろ

う。ともあれ、歳を問題にしたくはない

が、83 歳という年齢、長きに渡りしみつ

いている男尊女卑の無意識的思考はそう

簡単に抹消できない。 

 上記、「森会長」と言った。辞任した今

は「森元会長」といえばいいわけだが、

長きに渡り「森会長」として活躍してき

たことで、そのアイデンティティが出来 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

余震とコロナ→2 月 13 日午後 11 時 7 分、

福島県沖を震源として発生した地震では、

宮城、福島両県内に避難所が設けられ、近

隣から集まってきた住民らが不安な夜を

過ごした。14 日午前 9 時現在、両県で計

162 人が身を寄せている。避難所では、新

型コロナウィルス対策として、入り口で市

職員が検温と消毒を徹底した。家族ごとに

テントが割り当てられ、家族以外の人との

接触機会を減らす工夫が施された。14 日未

明に家族 4 人で避難してきた同市の男性

（86）は、「とにかく余震が怖い。コロナ

にも感染しないよう気をつけないと」と二

重苦を語る。 

停電で信号消灯、ひき逃げ発生→2 月 14

日未明、宇都宮市の交差点で、男性がひき

逃げされ、大けがをした事故で、警察は会

社員の男（38）をひき逃げの疑いで逮捕し

た。容疑者は、14 日午前 0 時 45 分ごろ、

交差点で道路を横断していた 45 歳の男性

を運転するワンボックスカーではね、大け

がをさせた上、そのまま逃げた疑い。事故

当時、13 日夜に発生した地震の影響で、あ

たり一帯が停電していたことから、信号機

がついていなかったと見られる。容疑者は

14 日夜、警察に自首し、飲食店で酒を飲ん

だ後、帰宅途中に事故を起こし、「飲酒運

転の発覚を恐れて逃げたが逃げ切れない

と思った」と容疑を認めている。 

地震から 3日目、まだ断水→震度 6強の激

しい揺れに見舞われた福島、宮城両県で

は、地震発生から 3 日目を迎えた 2 月 16

日も、宮城県山元町の 300 戸で断水が続い

ている。余震への不安を抱えながら、住民

は不自由な生活を強いられている。読売新

聞の 16 日午前 8 時時点の集計では、負傷

者は福島県で 85 人、宮城県で 51 人など東

北と関東で計 158 人。建物被害は福島で

1530 棟、宮城で 191 棟など計 1759 棟。 

人工地震、というデマ→2 月 13 日に福島と

宮城で震度 6 強を観測した地震について、

Twitter で一部の人が「人工地震」などと

主張。地震を人工的に発生させたという荒

唐無稽な主張であるが、こんな情報に多く

の人たちが反応。気象庁は地震後の会見で

「東日本大震災の余震と考えられる」と発

表しており、人工地震については一切触れ

ていない。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本の感染→新型コロナウィルスの感染

者は 2 月 15 日、日本全国で新たに 965 人

が確認された。死者は 73 人で計 7056 人と

なった。今月 3 日に 6000 人を超えてから

12 日間で 7000 人を突破。5000 人から 6000

人に達したのも 11 日間で、死者の増加ペ

ースが加速。また厚生労働省は 15 日、埼

玉、福島、滋賀の 3県で変異株の感染が計

 

上がりすぎて、「森会長」という言葉をそう

簡単に抹消できない。また、上記で「歳」

を問題にしてしまったが、これまたこちら

が「年齢差別」「老害」を指摘している、と

非難に遭いそうな気がする。 

 そもそも、こうした無意識的な差別、だ

から女は、だから男は、だから年寄りは、

だから子供は、というのはみんながみんな

持っているといっても過言ではない。この

無意識的差別を公共でポロッとださないよ

うに気を付けつつ、日々生きている、とい

うのがこの 21 世紀に生きる本来の人間の

姿ではないだろうか。 

 森会長の問題となった発言をみてみよ

う。「女性がたくさん入っている理事会は時

間がかかる」といって、うっかりホンネを

公の場で漏らしてしまった。このご時世、

全世界が観ている。当然、瞬く間に女性軽

視の問題となる。カナダのオリンピック委

員会の女性トップからは「とことんこいつ

（森会長）を追い詰めようっ！」という鼻

息の荒さ、アメリカの女性報道官サキ氏か

らは「容認できない」との厳しいコトバ。

とはいえ、日本の男尊女卑の文化と戦後を

生き抜いてきたこの 83 歳のおじいちゃん

を責めてもどうにもならないのではないだ

ろうか。その辺、森会長をちょっと気の毒

に思ったりする。 

 森会長を決して擁護するわけではない

が、この手の差別主義者は回りに数多存在

する。今は亡きうちの父親だってその中に

はいる。「だから女は、」と母に対する暴言

はひどいものだった。それを言い返さない

男尊女卑の環境に慣れ過ぎてただただうな

だれている、いいなりの母も悪い。そんな

父が市長選に立候補する、と聞いたときは、

家族一同で引き留めたものだ。後々に予想

される発言責任は家族にも降りかかる。も

っとも、そうした女性軽視の思想を持つ人

が政治家になるべきではないのだ。 

 とはいえ、そうした思想をもつ政治家が

多いのも事実である。女性差別でなくても、

人種差別、障害者差別、フツーでなければ

差別する。悪賢い政治家は、そうしたホン

ネをうっかりポロッとださないよう日々訓

練しているのだろうか、頭はいいと思うの

で機転を利かしてタテマエしか言わないで

いると推測。そういえば、と今思い出した

が、退陣して久しいあのトランプ大統領も

「うっかりホンネ」の達人だった。いや、

この人の場合は「うっかり」ではなく「し

っかり」ホンネかもしれない。 
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★ こんなの見つけました ★ 

モダン・エチケット（１） 

 時代の流れなのか、「エチケット」も変

遷を遂げつつある。例をみてみよう。公共

の場などでドアを開けるとき、男性がどう

ぞと後からきた女性にドアを開けてあげ

る「レディ・ファースト」というのは、ほ

とんど過去のもの。ジェントルマン的な行

為はもう廃れたようだ。余計なことをする

とそれこそネットで拡散されて大変な目

に遭うこととなる。今や、「女性」という

ジェンダーにドアを開けるより、「お年寄

り」「身体の不自由な方」のために、ドア

を開ける時代である。何事も「フェア」を

意識してこそ、モダンなエチケット。以下、

そういうエチケットを集めてみた。 

（参考：www.msn.com/en-ca/lifestyle） 

1. エレベーター：エレベーターを出る人

のために開いたドアを支えるべきか。自分

が出るならさっさと出るべきか。または、

女性を先に出させるべきか。実際は、そん

なことにチマチマと気を遣うより、出るな

らさっさと出てしまえ、ということ。エレ

ベーターでは、入る、出るを速やかに。そ

れでもルールがあるなら、入り口近くの人

から先に出るということ。ジェンダーに関

わらず、である。しかし、もし大きな荷物

を持った人や、障害のある人が乗っている

なら、エレベーターから出るのをヘルプす

ること。 

2. スマートフォン：ディナーに招いた客

の手の平にスマホがはりついている。ディ

ナー中もそばに置いているのをみると、招

待したホストはイライラする。「郷にはい

れば郷に従え」は家単位でも通用する。こ

れを生かして、ディナーに来た客からスマ

ホをしばし預かってもよい。玄関にバスケ

ットを用意してその中に入れてもらうこ

ともできる。強制没収と嫌がる客もでるな

ら、ディナー招待状を送るときに、「スマ

ホはお休みに」などのメモをつける。英語

で「Please silence your phone and keep 

it off the table.」ユーモアも効いて気

軽に言える。 

3. レディース＆ジェントルマン：もう使

わない、使えない、使わ 

ないほうがよいコトバら 

しい。代わりに「Hello, 

 everyone!」を積極的に 

使おう。耳をすませば、 

この言葉がよく使われて 

いるのがわかる。「Every- 

one」にはジェンダーが 

なく、老若男女、みん 

なを含む。なんと平等な 

ことばであろうか、と 

今更ながら、感心する。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

たんたん麺  

 たんたんと降りしきる雪をみて、たんた

ん麺。麺は中華でなくてもいい、うどんで

もいい、具と肉みそが大事なたんたん麺。

おいしくつくるには、段取りが大事で、ま

ずは肉みそ、それからスープの用意をして

麺をゆでる。 

〔材料：2人分〕合いびき肉(400g+)、みそ、

酒、みりん＆ごま(各大さじ 1)、砂糖(大さ

じ 1/2)、しょうが(刻んで,大さじ 1)、チ

ンゲンサイ(1 株)、ニンジン(1/2 本)、麺

(2 人分)、中華風スープの素(お湯で溶いて

3C 分)、青ネギ(1 本)、塩&こしょう 

1. 青ネギは小口切りにする．チンゲンサ

イは食べやすい大きさに、ニンジンは

千切りにする． 

2. フライパンを中火で熱し、ひき肉を広

げ入れる（肉から出る油で炒める）．

焼きつけてから、ほぐしながら炒め

る．全体に火が通ったら、みそ、酒、

みりん、ごま、砂糖、しょうがを加え、

汁けがほぼなくなるまで混ぜながら

炒める． 

3. 鍋にお湯を入れ中華スープを溶かす．

塩＆こしょうで味を調える． 

4. 別の鍋で麺をゆで、ゆであがり前にチ

ンゲンサイとニンジンを加えて一緒

に茹でる． 

5. 4 を器に盛り、スープを注ぎ、2の肉

みそをふりかけて、ネギを散らす. 

ためになる名言 

   クリストファー・プラマー 

名画「サウンド・オブ・ミュージック」 

    トラップ大佐役 

（82 歳当時）今もテニスをするし、ジム

にも行くし、ウォーキングもする。そう

いう退屈なことをたくさんしている。妻

は料理がとても上手で、バランスのとれ

た食事を作ってくれる。僕らは 45 年も結

婚してきたから、それだけ長いこと、健

康なものを食べさせてもらってきている

んだ。そしてありがたいことに、僕はま

だ仕事をさせてもらっている。この後も、

出演作が３つ決まっているよ。90 歳にな

ってもまだ仕事をできていたら最高だ

ね。仕事のおかげで若さを保てていると

思う。セリフを覚える必要があるから、

脳のエキササイズになるんだよ。この後

も、物忘れがひどくならないまま生きて

いけることを願うばかりだ。 

ずっと仕事をしていたい。年を重ねるほ

ど、働き続けることが以前よりも 3倍、

魅力的に映る。自分が老いているという

ことを思い出さずにすむからね。 

（参考：Wikipedia） 

〔Arthur Christopher Orme Plummer：

1929-2021 年、オンタリオ州トロント生。

キャリア 70 年の名優。演技三冠（アカデ

ミー賞、エミー賞、トニー賞）を獲得し

た数少ない俳優の一人であり、唯一のカ

ナダ人。『人生はビギナーズ』（2010 年）

では 82 歳でアカデミー助演男優賞を受

賞し、演技賞を受賞した最年長者。生涯

を通じて出演した作品の数は、映画: 119

作品、テレビ: 79 作品、舞台: 17 作品。

曾祖父は第 3 代カナダ首相のジョン・ア

ボット。ピアニストになるために勉強し

ていたが俳優に転向した。2021 年 2 月 5

日、転倒に伴う頭部打撲が原因でネチカ

ット州にある自宅にて、妻に看取られ死

去。享年 91 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 

緊急事態、3 月 2 日まで延長 

★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１６日現在 

感染：カナダ全国で 831,577 人（死者：２１，３９７人） 

オンタリオ州：287,736、ケベック州：278,187、 

アルバータ州：129,338、ＢＣ州：74,283、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 

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. 
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徴的です。他には、ブッダウッド、スパイ

クナード、タンジー（コモン、ワイルド）、

フランキンセンス、モミ（ダグラス）があ

ります。深い鎮静・落ち着きをもたらす精

油として、イランイラン、カモミール、ヘ

リクリサム、マグワート、ヤロー、マジョ

ラム・スウィート、ミルラもいいでしょう。

 自分の好きな香りを使うことが一番で

す。１種類でも２種類でも、選んだ精油を

足裏に数滴垂らして、全体に広げます。そ

して、足裏を満遍なくマッサージします。

足指も一本一本ほぐし、「今日も 1 日あり

がとう」と声をかけてあげましょう。あな

たの自分自身の身体への気遣いが、身体に

伝わります。身体は気にかけてもらえたこ

とで嬉しくなります。また、“深い睡眠”、

だとか、“朝までぐっすり眠る”と意図す

ることでも、それがサポートされるので、

ぜひ、精油とマッサージと意図で熟眠され

ますように。 

 今日も自然と触れ合い、たくさんの奇跡

と魔法を体験される、喜び溢れる日であり

ますように。ありがとうございます。 

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com  

web: plantingserenity.love  

blog: loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛2 月 18(木)-22(月)日：Hot Docs Ted Rogers 

Cinema（リンク：boxoffice.hotdocs.ca）にて、

恒例第 18 回 Human Right Watch CANADA 映画祭

オンライン（デジタル＆フリー）． 

☛2 月 20 日(土)、7:30-8:30pm：オンライン

victoriasymphony.ca にて、ビクトリア・シン

フォニー．ベートーベン・トリプル・コンサー

ト（バイオリン、セロ、ピアノ）． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３１】 

自然界と自然界の贈り物の精油から 

知識と智慧を授かり、 

“わたしと仲良くなる” 

By Sono Ray

 こんにちは。 愛と調和を生きるホリス

ティックセラピスト・ガイドの Sono です。

 2 月ですね。まだまだ寒い日も続きます

が、自然界では春を感じる季節になりまし

た。日は日々長くなって来ていて動きやす

くもなってきたと思いますが、ここであな

たに質問です! あなたの睡眠の質はいか

がですか？私自身、ここ最近の出来事とし

て、夜、途中で起きてしまうということが

何度か続きました。コンピューターの夜の

使用を早めに切り上げたり、それを別の部

屋に置いて寝たりと工夫はしていたので

すが、なんだか落ち着かない夜が続きまし

た。そこで、精油を使ってみることにした

のです。 

 就寝前、足裏や足首に精油を塗布して、

足裏もマッサージします。そうして寝た時

の睡眠の質は、違いを感じることができる

ほど違いました。継続性があるかどうかを

確かめるために、数日使ってみて、またや

めてみて、と実験してみることに。やはり、

精油を塗布した時の方が睡眠の質は圧倒

的にいい、と感じました。 

 そこで、読者さんの中にもケミカルの薬

ではなく、自然界からのギフトである精油

を使うことで睡眠の質が向上するのであ

れば取り入れて見たい、と思う方もいるの

ではないかと思い、今日はどんな精油が睡

眠に対して活用できるのかをお話したい

と思います。 

 睡眠を誘導する代表的な精油は、リラッ

クスを促してくれる精油です。リラック

ス、というと、すぐに頭に浮かぶかと思い

ますが、ラベンダーです。そしてラベンダ

ーにも色んな種類があるのですが、どのラ

ベンダーでも大丈夫です。特に、ラベンダ

ー・スパイクは、その作用が強いことで特

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：琴、火鉢、新品天然いぐさ畳み、

囲碁盤．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 月も半ばを過ぎ、2月

27 日は休刊です．忙しい日が続き、その上 2 月

は悲しくも 28 日まで、3 日ほどソンする気分で

す．こんな騒々しいなかのハプニング、それは

ハーゲンダッツに影響しました.被害物です．午

後 3 時、買い物から帰るなり、買い物袋をキッ

チンに放り次の用事に没頭、やっと終わったら6

時になっていました．さて、夕食はなににしよ

うかとキッチンへいくと、おっ、買い物袋の中

をさばいていないことに気が付きました．そし

て底の方にハーゲンダッツを発見！あぁーっ、

と悲鳴．寒くて暖房も効いている部屋で、ダッ

ツはドロドロ…、フリーザーで立ち直ってほし

いものです．その後、凍ってから開封、何かし

ら水っぽく．残念無念のダッツでした．． 

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 

●この冬初めて、チラチラと雪が降った

日、2月 10 日水曜日。ビクトリアの住民

は、雪を迷惑としながらも歓喜したであ

ろう。雪は困ると言いつつ、雪降ってほ

しい！と望むお土地柄である。そして、

ビクトリア・ポリスからツィッターが入

った。「空からなにやら白いフレークのよ

うなサブスタンスが散っており、警察は

ただ今捜査中。どうやら『雪』という物

質であることが判明しました。」だとさ。

しょーもない、と思うも、こういうつま

らないジョークをどうどうと言って湧い

ている無邪気なビクトリア・ポリスが好

きである。（スノーラバー） 

 
 

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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ラベンダー 

マージョラム タンジー 


