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 バッジは偽物ではあったが、本物であれ

ば特別警察が緊急時の道路走行などで優

遇されるもの。 

 2 月 27 日土曜日の午後 2 時ごろ、25 才

のドライバーは、ストップサイン（King 

George Terrace & Beach Dr.）で停止せず

に走行、ちょうど交通取り締まりをしてい

た警官にストップをかけられた。警官が停

止したドライバーに近づいたところ、バッ

クミラーからぶら下がる警察バッジに気

が付いた。バッジには「Special Police」

と彫りがあった。 

 運転中にこうしたものをぶら下げるの

は、「詐欺罪」にあたるいうことだ。幸い

にドライバーに犯罪歴はなかったため、ま

た、フェイク・バッジを頻繁に悪用した様

子もなかったため、警官からの訓告のみに

終わった模様。 

 

盆栽が盗まれた  

 40 年にもわたり盆栽に情熱をかけ、大

切に育ててきた盆栽が一夜のうちに盗ま

れ、Wilkinson Rd.在住の 84 歳男性が打ち

のめされている。ところは Wilkinson Rd.

エリア。盗難は 2月 23-26 日かけて起った

ようだ。盗まれた盆栽は 10 本。すべて家

の庭に配置されていた。男性は、懸賞金を

提示して民間に情報提供を呼びかけてい

る。（Saanich police,file No. 21-4442）

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

ワクチン接種、3月 15 日開始  

 待ちに待ったワクチンがやっと BC 州民

に回ってくる（3月 2日現在）。これにて、

歴史上初のマス予防接種が行われること

となる。 

 3 月 1 日月曜日、BC 州政府は COVID-19

対策フェイズ２プランを発表した。BC 州内

の 80歳以上のシニアと 65歳以上の先住民

族を対象にワクチン接種が 3 月 15 日より

開始される。 

 接種には事前予約が必要で、予約の受付

は 3月 8日月曜日より開始される。予約や

詳細は、gov.bc.ca/bcseniorsfirst、また

は、Island Health call centre（1-833- 348

-4787, 毎日 7am - 7pm オープン）にて。

注意すべきは、フェイズ２の対象者のみ連

絡を入れること。開始日 3月 8日の予約受

付は 65 歳以上の先住民族と 90 歳以上、

85-89 歳のシニアは 3 月 15 日より、80-84

歳は 3月 22 日より予約受付。 

アンチマスク 

 2 月末の週末、Victoria ダウンタウンか

ら Victoria 市役所、Centennial Square

まで、アンチマスク抗議者おおよそ 100

人が、「自由」「ノーモア・ロックダウン」

そして「COVIS-10 感染拡大制限対策の終

結」を掲げて行進した。 

 

やっと捕まる  

 10 ヶ月も前の 2020 年 4 月のこと、対岸

は Burnaby での事件簿である。 

 Metrotown Skytrain Station の広場を、

ウォーカーにつかまりゆっくりと一歩一

歩、転ばないように歩く 84 才の女性を向

かい側から若い女が通り過ぎた。通り過ぎ

た、というより少し離れたところからウォ

ーカーで歩く女性にそれとなく近づいた、

といったほうがいいだろう。そして、通り

過ぎざまに、女は故意に足をウォーカーに

ひっかけ（足で蹴りを入れる）、ウォーカ

ーの女性は激しくひっくり返ってしまっ

たのだ。 

 その後、女は平静を装い、といおうか、

心の中では「ヤッタネ」とでも思っている

のだろうか、平然と通り過ぎた。転んだ女

性を助けるでもなく、それに気付くでもな

く、また振り返りもせずに、である。 

 この様子は Station の監視カメラにし

っかりと収められており、Burnaby 警察

は、以来この足ひっかけ暴行犯の女の捜査

に乗り出していた。バンクーバーという広

いエリアで、この女を探しだすのは至難の

業である。それでも捕まえねばなるまい。

警察によるこのビデオ公表で多くの人が

怒りを覚えたに違いないのだ。 

 ウォーカーの女性はアジア系で、おそら

く中国人であるとみられる。「女」もアジ

ア系で、ハンドバッグにスカートといでた

ちをみると会社員風である。会社でなにか

嫌なことがあったのかどうか、歩行が不自

由な高齢女性に八つ当たりなのか、まった

くもって度が過ぎた行為である。 

 ともあれ、市民からの情報提供により、

警察はこの女を発見した。今年 2月 26 日、

暴行犯として逮捕した。女の名前は、Hayun 

Song、32 才。バンクーバー在住。刑事責

任を問われる。 

 

フェイク・バッジ  

 2 月も終わりの週末、Oak Bay 警察は特

別警察が使用するバッジを表示していた

ドライバーからバッジを押収した。 
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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. 

今や日本でも 

セントパトリック・ディの 

パレードが行われるそうだ 

 

 

【コロナウィルス感染拡大防止対策】 

コロナウィルス（COVID-19）の最新情報 

２０２１年２月２１日より施行 

コロナ変異型の感染防ぐため、今は旅行するときで

はない、旅行自粛のこと．旅行をする場合、カナダ

入国時には厳しい検査がなされ、それらに伴う費用

（およそ$2000 といわれている）は自費となる 

詳細は、以下のサイトにて 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions 
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場関係」がいずれも 12%。「面識なし」は

7%で、一方的に SNS のメッセージを送る

などの「行為者不明」と合わせると計 16%

に上った。 

二重マスクの予防効果→新型コロナウィ

ルス感染対策について、理化学研究所は、

マスクの予防効果などの研究結果を発表

した（3 月 4 日）。マスクを二重にするこ

とは、不織布マスク 1 枚をなるべく隙間

なく着けた場合と変わらないことが分か

った。研究によると、不織布は性能が高

い分、通気性が悪いが、布やウレタンは

性能は下がるが通気性は良いという。な

お、不織布マスクはワイヤを鼻の形状に

沿って折り曲げた場合、飛沫を捕集する

割合は 85%で、ワイヤを折り曲げなかった

場合は 60%に下がるという。 

宣言２週間延長で死者700人減→1都3県

への緊急事態宣言が 2 週間延長されると

東京でのコロナによる死者は 700 人減ら

せるとの試算を、東京大学の研究者が発

表した（3 月 4 日付）。予定通り 7 日で緊

急事態宣言を解除した場合、東京では解

除時は 1 日の感染者が 250 人程度だった

ものが、7月には 1000 人を超えると試算。

その後、ワクチンの効果で感染は収まる

ものの、死者は累計で 2800 人になると予

測した。 

新幹線・特急車内の文字ニュース→JR 東

日本は 2021 年 3 月 5 日（金）、新幹線や

特急列車の車内で表示している文字ニュ

ースを終了すると発表した。同社は 2002

年より文字ニュースの提供を行ってきた

が、スマートフォンやタブレット端末の

普及で、乗客が自ら様々な情報を得られ

ることになったことを踏まえ、3 月 13 日

（土）以降に提供を終了する。 

 

 

 

 

 

あれから一年  

By ヨシダ 

 「あれから一年」経ちました、とは、

ヘンリー王子夫妻のことである。思えば、

ちょうど一年前、王室脱出につき、なん

とこの Vancouver 島の Saanich にしばし

在住し、なんだってこんなところにと多

くのカナダ市民を困惑させてくれた。困

惑の理由の一つは、その莫大な警備費。

王室「脱出者」にカナダ市民の血税が注

がれるのは何とも不理屈、ましてや大金

持ちである人の擁護、なのである。 

 ともあれ、その後、アメリカのロスに

夫妻は移動した。そうして、やれやれと

思うも、次なるコロナの危機が押しよせ、

トランプが絡む大統領選で世界が大騒ぎ

するなか、この夫妻のことはすっかり忘

れられていたような気がする。とでもい 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

10 年目の被災地→東日本大震災から 10 年

が経った。宮城県では 1 万 5000 戸余りの

災害公営住宅が整備されたが、今、住人の

高齢化と空き家の問題に直面しているそ

うだ。宮城県石巻市で 1人で暮らす高齢者

の見守り活動を続けている民生委員女性

（72）によると、震災前、地区には 300 人

が暮らしていたが、津波で全体の 6割にあ

たる約 90 戸が被災。市は高台に災害公営

住宅 24戸を整備したが、7戸が空き家にな

っている。高齢化も進み入居者の約 7割が

65 歳以上、また新型コロナウィルスの影響

で住民同士の交流も減り、地区には閉塞感

が漂っているという。 

公衆電話の役割→東日本大震災から10年、

今も津波を伴う地震が青森から千葉のい

ずれかの海域で 30 年以内に 30%程度起き

るという予測もある。先月の福島沖地震が

あったように、この先も大きな揺れや津波

に備えていく必要があり、万が一の災害時

に役に立つのが公衆電話といわれている。

携帯電話の普及で近年、利用することがな

いという声も多いが、改めてその役割を見

直す。NTT 東日本によると「災害などが発

生した時に停電でも使え、通話規制のかか

らない公衆電話は非常に有効手段として

活用できる」という。 

震災 10 年を前に身元不明者→東日本大震

災から 10 年を前に、宮城県東松島市で見

つかった遺体の身元が、震災で行方不明と

なっていた当時 61 歳の女性と判明した。

警察によると、2月 17 日に、東松島市内に

ある会社の敷地内で、白骨化した遺体が見

つかった。歯形や DNA 鑑定で身元の確認作

業を進めたところ、東日本大震災で被災し

行方が分からないままとなっていた東松

島市の女性と判明した。県警のまとめで

は、県内ではいまも 1215 人の行方が分か

らないまま。 

奇跡の一本松とコカリナ→東日本大震災

の津波に耐えた岩手県陸前高田市の「奇跡

の一本松」にちなんだコンサートが 7日午

後 2時から、紀尾井ホール（東京）で開か

れる。アマチュア合奏団「東京コカリナア

ンサンブル」が出演し、東日本大震災の発

生から 10 年の節目に、奇跡の一本松を素

材に用いた楽器コカリナで、奇跡の一本松

を取り上げたプログラムを披露する。 

 

＜社会ニュース＞ 

ストーカー被害者→全国の警察が昨年1年

間に受理したストーカー被害の相談や通

報は 20,189 件（前年比 723 件減）で、8

年連続で2万件を超えたことが警察庁のま

とめでわかった。被害者の 9割近くは女性

で、警察当局が摘発を強化している。加害

者との関係は、交際相手（元を含む）が 40%

で最も多く、「知人・友人」と「同僚・職 

おうか、そうした大ニュースに埋もれて夫

妻のニュースは一般大衆紙においては上が

ってこなかった。 

 夫妻のいう王室脱出の理由は「プライバ

シーが大事」ということだと覚えているが、

そのとおり、プライバシー重視で、夫妻は

それを獲得したといえる。そうしてメディ

アから消え、そのうちに忘れられるだろう、

と。だが、プライバシーで隔離のなか、二

人が本来持つ「目立ちたい」精神がウズウ

ズとするようで、二人はプライバシーの柵

を自ら超えて、「ここにいますよ」的な声を

世界に向けて発信したりしている。ヘンリ

ー王子が環境問題に、メンタルヘルス問題

に、エキスパートのごとく口を出したりす

るのをみて、「言えた口か」と思うのはどう

やらこちら一人ではないようで、世界の多

くの人が思っていることを確認した。とく

に、英国では、「吐き気」がする、とまでい

ってヘンリー王子に辟易するイギリス国民

が半数を超えるらしい。 

 先日、ヘンリー王子は、アメリカのお笑

いライブ、そのコメディアンホスト、ジェ

ームズ・コードンのショーに出演、旧知で

あるらしきジェームズとの会話が楽しいの

か、はじけまくり、カラオケでラップまで

披露、これが英国の凛々しい王子様かと目

を疑う。いや、実際には観ていない。その

番組が終わった次の日に、ヘンリー王子に

対する非難の嵐のようなニュースが続々

で、世界の反応を知るに至ったのだ。 

 そのとき、王子は「王室脱出」の理由を

「家族を守るため」とジェームズに語った

そうだ。ふーん、としらけてしまう。王室

にいたって「家族を守る」ことはできたは

ずだ。王室脱出で非難の的となっている今

のほうが王室時代よりひどい、と思う。

Netflix との契約で 100 億ドル（?）ほどの

お金が入ったそうだが、生活レベルが高い

二人には使えばナンボの金額である。それ

に何度も入ってくる金額ではないだろう。

教育的な映像を作って配信するらしいが、

英国民は興味がない、といっている。こち

らも興味がない。「王室に我慢できない」だ

けで逃げ出した忍耐のない人が作るフィル

ムに価値を見出せない。 

 以上、ヘンリー王子夫妻を非難してしま

う内容になってしまったが、やっぱり一つ

言いたい。王室から身を引いたのなら、潔

く「おとなしく」してほしい、と。ヘンリ

ー王子夫妻が奏でるボランティア精神はど

うも「いい人」ぶった感がぬぐえない。 

etonline.com 
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★ こんなの見つけました ★ 

モダン・エチケット（２） 

 時代の流れなのか、「エチケット」も変

遷を遂げつつある。前号より続くモダンな

エチケット。 

（参考：www.msn.com/en-ca/lifestyle） 

1. エレベーター、その優先 

2. スマートフォン、ディナーの場 

3. レディース＆ジェントルマン、呼び方 

（上記、前号 2月 17 日号にて解説） 

4. 座席のリクライニング：飛行機などの

座席のことである。前に座っている乗客が

リクライニングをするとムカッとする。と

は多くの人がいうところ。まして、そのリ

クライニングの度が膝を圧迫して苦痛な

らなおさら。または急激にリクライニング

されてトレーのレッドワインがこぼれて

席に飛び散った、となれば頭が怒りで噴火

規模である。こういうことが起こってしま

ってから、座席の人を責めても仕方がな

い。ここはエチケットとして、個人個人が

リクライニングする前に、車と同じように

左右前後を確認してからリクライニング

すべきであろう。後ろにだれが座っている

か、何をしているかを確認、または「リク

ライニングしてもよろしいでしょうか」と

一声かければベストである。 

5. 贈り物を再利用：なんともケチくさい

話であるが、もらった人は再利用だとは気

が付くことがない。しかし、贈る本人はそ

の「再利用」で良心の呵責に苛まれること

もある。苛まれないお気楽な人がいるかも

しれないが。再利用の贈り物をしてもよい

かどうかの一般意見がここにある。それま

で沢山の贈り物をもらったがどれもこれ

も使わないまま、捨てがたく使えるものが

たくさん残っている。こういうものはイエ

ス！他のだれかへの贈り物にしてもよい。

ただ、まさかのまさか、もしそれがオリジ

ナル製品だったり、同じラッピングだった

りすることはあるまい。案外 Facebook な

どで送ったものの自慢写真が掲載されて

いたりするのだ。最小限、添えたカードも

ラッピングも今年流行りのものにアップ

デートすること。 

6. 割り勘状況：友人と一緒にバーやレス

トランに行き、なんとなく自分が支払って

しまい、チップまで置く。友人にも 

払ってもらいたいが、ケチと思 

われるのが嫌で言い出 

せない。とはよくある 

話。「割り勘」はケチ 

だからするものでは 

なく、お互いへの礼 

儀としてなすべきも 

のである。支払時に 

は別々にレシートを 

作ってもらうこと。 

 
Cooking for the Lazy: 

しょうがのつくだ煮  

 しょうがをそうめんやうどんの薬味と

して擦って使うだけはちょっと芸がない。

佃煮にすれば日持ちもよし、味も広がる。 

 しょうがは、糖尿病、がん、心臓疾患の

リスクを下げ、抗炎症作用、胃の調子を整

えるなどの効能があり、健康であるための

大きな味方。ぜひとも毎日の食事に取り入

れたいもの。普段、その皮を剥いて使うが、

実際はその皮に栄養が詰まっているため、

皮をも喰らおう。 

 ただ、食べ過ぎには注意。しょうがを食

べ過ぎると消化器官に影響がでることが

あるそうだ。特に、胃腸が弱い人は腹痛や

下痢、ガスがたまるといった症状がでる可

能性がある。 

〔材料〕しょうが(皮つき,約 200g)、しょ

うゆ、砂糖、みりん(各大さじ 1)、塩少々、

かつお節(1 パック,3g)、ごま(大さじ 1)、 

1. しょうがはスライサーなどで繊維に

沿って千切りにする（長さ約 3cm）． 

2. かつお節とごま以外の材料を小鍋に

入れ、沸騰したら 1を加えて中火でフ

タをして炒りながら煮込む(約 10分)． 

3. 2 の煮汁がなくなったらかつお節とご

まを入れ、素早くかき混ぜてから火を

切る． 

（食べ方）ご飯にかけたり、おにぎりの中

身にいれたり、またはお茶漬けにする。そ

うめんやうどんにもよく合う．他、トウフ

やキュウリ、またはステーキに添えてもお

いしい．ビンに入れて保存する． 

ためになる名言 

   メイ・マスク 

「テスラ」イーロン・マスクの母 

悪い状況から抜け出す技は、年齢とと

もに身に着くもの。年齢を重ねるごとに、

自分に自信を持てるようになります。困

難な出来事に直面しても、以前より簡単

に対応できるようになります。私自身の

20-30 代を振り返っても、本当にひどい

毎日だったのにも関わらず、随分と我慢

をしてしまっていました。 

あなたはいつだって違う選択肢を選べる

し、それを試すこともできる。そのこと

を忘れないでください。 

食生活コンサルタントの仕事でも、ずっ

と不満を言っている患者さんに対して、

「そのままではあなたはずっとハッピー

になれない。改善する気がないのであれ

ば、もう教えるのを辞めます」とお断り

をします。私も忙しいですし、自分にと

ってマイナスな人に時間を費やして、惨

めな気持ちにはなりたくないですから。 

（参考：Wikipedia） 

〔Maye Musk：1948 年、Saskatchewan 州

Regina 生。現役スーパーモデルとして活

躍する傍ら、栄養士の資格を持ち、食生

活コンサルタントとしても働く。宇宙関

連のスペース X 社の CEO、またテスラの

CEO であるイーロン・マスクを長男に持

ち、同じく経営者の次男キンバル・マス

ク、映画監督の長女トスカ・マスクを、

女手一つで育てる。15 歳からモデルを始

めた。大学卒業後結婚してイーロン氏ら

を出産するも、31 歳で夫の DV から逃れ

て離婚、シングルマザーとなり子育てを

してきた。インスタグラムのフォロワー

は 30 万人以上。数々の雑誌で表紙を飾

り、70 代を迎えてからもますます仕事の

幅を広げている。2020 年に自伝『72 歳、

今日が人生最高の日(A WOMAN MAKES A 

PLAN)』を発売。〕 
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【ハーモニー・コーラス・クラブ（Harmony Choir Club）】 

クラブ責任者：サンダース宮松敬子

k-m-s@post.com／778-533-8012 
 3 月 3 日のお雛様も過ぎ、春らしい気配を感じられる
日々が増えた気が致します。その後皆さまお元気にお過
ごしでしょうか。 
 逆算すると、メンバーのお一人のスタジオをお借りして
の練習は、丁度一年前の 3 月10 日が最後でした。後は夏
になってから 2，3 回Beacon Hill Park に有志が集まって、
ピクニックを兼ねて練習して以来何も出来ずにおります。 
 でもクラブは無くなってしまったわけではありません。何
時の日にかまた、皆さまと集える日が来ることを指折り数
えて待っております。 
 今のところワクチンが、医療関係者以外の人々に廻って
来るにはまだ時間が掛かるようですが、以下は BC 州に
おけるワクチン接種計画のオフィシャルサイトです。詳細
な情報が載っていますので必要ならご利用ください。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergen
cy-preparedness-response-recovery/covid-19-provin
cial-support/vaccines#phases 

 

【キャリア情報】 

Helping Newcomer Professionals 

to re-enter their career fields 

CAREER PATHS for Skilled Immigrants 

新カナダ移民のキャリアパス 

出身国でスキルがあったカナダ移民をサポート 

そのプロフェッションをカナダで再現 

工業、鉱業、エンジニアリング、建築、教員、 

一般事務、ソーシャルポリシー調査、人事部、貿易、 

テクノロジーなど、自国で培ったスキルを使える 

適性：自国でのキャリア、アップグレードのための 

学費を希望、過去 5 年以内に移民権取得、 

EI を受給しておらず、英語レベルが中級 

詳細は、careerpaths@icavictoria.org 

250.388.4728 ext.139/140 

Inter-Cultural Assoc. of Greater Victoria 
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田舎者パイロットに何ができる？と特攻

隊受け入れ気分のイギリス空軍だったの

ですが、その目を見張る活躍に、尊敬の念

さえ抱くようになりました。そして、ポー

ランド義勇兵パイロットたちはイギリス

国民の希望の星とまでに注目されるので

した。 

 1945 年、戦争は終わり、活躍した義勇

兵パイロットたちは、その報酬にイギリス

市民権を与えられ平和なイギリスで平和

に一生を終え、めでたしめでたしとなるは

ずが、それはこの映画を観るものにとって

大きな誤算でした。人生、ここまで不公平

か、悲惨か、とかなりのショックをもたら

しました。 

 事実、これらの連合軍のヒーローたちを

待ち受けていたのは、あまりにも残酷な運

命でした。寝る間も休息も与えられず空を

飛び、戦いに挑み、イギリスを救ったポー

ランド兵士たち。ネタばれになりますが、

歴史的事実であるため「ネタバレ」もなに

もありません。彼等は戦後ポーランドへ追

放されました。故郷へ帰還というわけでは

ありますが、そこでは、連合国に加担した

という理由で投獄・処刑されたということ

です。全くもって報われません。 

 余談ですが、カナダ空軍パイロット役

に、メル・ギブソン（マッド・マックス）

の息子が出演していました。道理でどこか

でみたことある顔！というわけでした。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛ 3 月 13( 土 ) か ら 19( 金 ) ま で 毎 日 、

7:30-8:30pm ： victoriasymphony.ca に て 、

Victoria Symphony オンライン．ベートーベン

のトリプルコンサート．バイオリン、セロ、ピ

アノ．ドラマチックな今宵を約束．参加料無料．

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｍｉｓｓｉｏｎ ｏｆ Ｈｏｎｏｒ 

邦題：バトル・オブ・ブリテン  

史上最大の航空作戦 

2018 年、イギリス・ポーランド、監督：

デヴィッド・ブレア、出演：イワン・リオ

ン、マイロ・ギブソン、ステファニー・マ

ーティーニ、他 

By 見聞録実行員 NO.3

 第二次世界大戦中にあった実話です。こ

の映画を観なければ知ることのなかった、

またもう一つの「悲劇」が描かれています。

 Victoria 図書館にある DVD 映画タイト

ルは「Mission of Honor」（直訳：名誉あ

る任務）です。これは北米版タイトルであ

るそうです。映画製作のイギリス・ポーラ

ンド側での映画タイトルは「Hurricane」

（ハリケーン）で、これはドイツ攻撃に活

躍したハリケーン戦闘機です。そして、日

本語タイトルは「バトル・オブ・ブリテン

史上最大の航空作戦」です。いつも外国映

画における日本語タイトルに文句をいい

ますが、今回も然りです。このタイトルは

映画を観てからつけられたのでしょうか。

それは甚だ怪しく、ともすれば実在の関係

者から袋叩きにでも遭いかねないタイト

ルです。これはビデオゲームの戦闘ではあ

りません。多くの兵士が命を落としたわけ

ですから、ナントカ作戦として戦闘だけを

重視しないでほしいものです。命をかけて

戦った、また命を落とした兵士パイロット

たちが浮かばれません。 

 さて、そのストーリーです。1940 年 7-10

月にドイツ空軍とイギリス空軍の間で史

上最大の航空戦「バトル・オブ・ブリテン」

が繰り広げられました。そこで大活躍した

パイロットたちはイギリス本国のパイロ

ットではなく、ポーランドなどナチに自国

を支配され、それを逃れてきたポーランド

人パイロットたちなのでした。 

 1940 年、ドイツ軍に押されてダンケル

クから撤退したイギリス軍は、ドイツ空軍

による本土攻撃に対抗するため、総力を結

集した航空作戦に乗り出しました。ポーラ

ンドから亡命してきた空軍パイロットた

ちは、義勇兵として第 303 戦闘機中隊に編

入され、303 中隊は驚異的な撃墜数を記録

します。はじめこそ、ポーランドから来た

 

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】3 月に入りました．今

年のSaving Light Time は 3月 14日に始まりま

す．お忘れなきよう．と自分では手帳にメモし

ます．新年前に新しい手帳をゲットするなり、

まずはこの日にちを書き込むのが例年の習わし

でございます．というのも、過去に何度か失敗、

それから学びました．思えば、カナダに来たこ

ろはこんなシステムがあるとはつゆ知らず、自

分の時計が狂ったのか、時間を勘違いしたのか

と深刻に悩んだことがありました．「1 時間時計

を遅らせる」ということを聞いて、そうだった

のかっ、と思うと同時に、なんでこんな面倒な

ことをするのかというムカつきもあったこと、

なかなか懐かしい思い出です．ですが、こんな

面倒なこと早く止めてほしいものです． 

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 
●2 月も下旬、ある夜のこと、いつもの

道を歩いていた。 Mayfair Shopping 

centre の回りに桜の木があるが、木にチ

ラチラと白いものが。先々週の雪がまだ

散っているのかと思えば、桜だった。桜

が咲きかけている！と、この雨続きのな

かなんだかうれしくなった。が、桜開花

に気が付いたのは遅かった。ダウンタウ

ン近くはすでに満開！（ブロッサム） 

 
 

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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