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につきメールのみで通信すると呼び掛け

た。なりすましは、社員にギフトカード

10 枚を、あとで立て替えると言い、社員

自身のクレジットカードで購入するよう

促した。ギフトカード 1枚は$100。社長に

忠誠を誓うべく、また畏れ多く感じながら

新入社員は言いつけどおりギフトカード

を購入し、カード番号をなりすましに送る

こととなった。 

 新入社員が「だまされた」とわかったの

は、カード 10 枚を本物の社長に届けにい

ったとき。 

 だまし取られた$1000 は戻らない。 

 

薬局で万引き  

 3 月初め、Oak Bay の薬局で数百ドル相

当の万引きをした男をOak Bay警察が捜査

している（3月 13 日付）。 

 3 月 3日水曜日、赤いベスト、黒い野球

帽、ジーンズ、そして手にはスキーグラブ

をした男が薬局に入店し、棚から商品をわ

しづかみにして持参のバッグに詰め込み、

支払いをせずに店を出た。 

 男の様子は店内のセキュリティカメラ

に収められており警察は民間に情報提供

を 呼 び 掛 け て い る 。 目 撃 者 は 、

1-800-222-8477 へ通報のこと。また、

victoriacrimestoppers.ca にても書き込

みができる。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

COVID-19、現況  

 3 月 12 日金曜日、BC 州内において、こ

の日の COVID-19 感染者は 638 人に上り、

変異型感染（UK、アフリカ、ブラジル）は

79人で合計 717 人となった。死者は出なか

った模様。この時点で、ワクチン接種は約

380,743 人に達した。うち 87,024 人は 2回

目の接種。入院患者は 255 人で、うち 67

人が重篤。 

 

COVID-19 サバイバー、105 歳 

 BC 州 Vernon に住む女性がこのほど 105

歳の誕生日を迎えるそうだ。100 歳以上が

多い昨今、105 歳の誕生日はさして珍しい

ことではない。しかし、COVID-19 を乗り越

えたとなれば特別である。 

 彼女の名はドロシー。100 年以上も生き

てきて何度も苦難に遭い、その都度戦って

きた。最近の苦難は COVID-19、それもこれ

までどおり乗り切りサバイバル、そうして

 

今 105 歳の誕生日、2021 年 3 月 16 日を、

勝利の女神のごとく満面の微笑みで祝う。

COVID-19 感染からのサバイバル、105 歳は

BC 州で最高齢。 

 ドロシーは 1916 年にサスカチュワン州

で生まれた。第一次世界大戦、第二次世界

大戦、度重なる天災、貧困、そして彼女自

身の健康と人生において苦境は尽きない。

その苦境は、今回乗り切った COVID-19 が

最後であってほしい願う。 

 ドロシーが 5歳のとき母親が死去。その

後、父親は再婚するためアメリカに引っ越

し、ドロシーは捨てられ、8軒もの児童施

設を転々とすることになった。最後の施設

では学校に行くことを許されず、農場で働

かされたという。そんな苦境のなか、21

歳のときに結婚し、やっと並の人生を送る

ことができるようになった。子供を 5人も

授かった。 

 U.S. 疾病コントロールセンターのデー

タによると、85 歳以上の COVID-19 致死率

は、5-17 歳の感染者の 7900 倍。ドロシー

は生き抜いた。 

 ドロシーが入所していたシニアハウス

で COVID-19 感染がアウトブレーク、入居

者47人とスタッフ23人がCOVID-19感染。

うち 9人が死亡した。 

 

ベストシティであるはずの Victoria  

 カナダ国内、勉学に最適の街ランキング

2021 年（Hello Safe）で、Victoria が

Kamloops に並んで下位となり知名度が低

い街になったことが判明した。なんとも嘆

かわしい、とこれを知った人はショックを

受けている。 

 評価基準は、次の 5点：生活の質（住居、

自然、気候、汚染、人口）、学業とその達

成度、勉学にかかる費用、学生ライフの質、

そして街の住み良さ（半径 500km 以内の交

通の便、失業率、道路整備、飲食、文化な

ど）。これらの基準によりカナダ全国 49

の街で 27 位となった。 

 

ガソリンがジャンプ  

 Greater Victoria 内でのガソリン価格

が一夜のうちに急騰した。  

 昨日には確か1Lが144￠であったはず。

しかし、起きてみれば、なんと 152.9￠。

それでも数ヵ所は安く、Greater Victoria

で一番安いところは、Langford の Costco、

139.9￠（3月 12 日付）。 

 

社長のなりすまし 

 ギフトカード詐欺の一種。某会社の新入

社員（女性）が社長のなりすましに騙され

おおよそ$1000 を巻き上げられた。 

 Victoria 警察によると、「社長のなりす

まし」（詐欺師）は、まずは新入社員に「緊

急事例」と称したさも重大そうなメールを

送り付け、その社長（CEO）と確信させた。

そして、メールには重大なるミーティング

 

Victoria 

Japanese Journal 
Mar. 17, 2021 

Vol. 20J, No.6 

 

コロナでも、、 

サクラは気にせず 

狂い咲き、 

 

 

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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ネットカフェの倒産続出→ネットカフェ

など複合カフェ業界が新型コロナの影響

で打撃を受けている。帝国データバンク

の調査では、2020 年度に発生した、漫画

喫茶やネットカフェなど「複合カフェ」

事業を主力とした企業の倒産が累計10件

に上り、過去最多を更新。年度ベースで

倒産が 10 件に達したのは初めてで、例年

にないハイペースで推移している。 

皿うどんで歯が欠ける→3 月 11 日、埼玉

県朝霞市の小学校で児童や教師ら7人が、

給食の皿うどんを食べて、歯が欠けてい

たことがわかった。朝霞市教育委員会は

皿うどんの麺が固かったことが原因とし

ている。給食は校内で調理されていて、

スタッフが 2-3 分で麺を揚げるところ、

揚げ方が不十分だと感じ、10 分間揚げた

ため固くなったという。この学校では前

日にも納品業者が賞味期限切れのドーナ

ツを納入し、一部の児童にそのまま提供

されていた。 

東京で最高気温→3 月 16 日、東京で最高

気温が 23℃に、5 月中旬並みの汗ばむ陽

気になるそうだ。日本海を進む前線に向

かって南から暖かな空気が流れ込むた

め、気温が上がり、春を通り越して初夏

の陽気となると予想された。 

ピッカピカの一年生→1978 年から放送が

始まり、十数年にわたって日本全国津々

浦々の新小学 1 年生を登場させてきた小

学館の児童学習誌「小学一年生」のテレ

ビ CM。その懐かしい CM が、約 25 年の時

を経て復活。 

 

 

 

 

 

貯金が１億円ある人  

By ヨシダ 

 ３月半ば、「貯金が１憶円ある人が取り

入れている・やっている７つの習慣」（午

堂 登紀雄（マネーガイド） 2021/03/14）

という記事が目につき、さっそく読んで

みることにした。どうせ、そんな大金は

たまらないと思いつつ、「貯金」に対する

それなりの心構えもできるというもの。

人の意見は素直に聞くのがよかろう。近

い将来の、老後の生活を考えると、やっ

ぱり貯金は必要。年金は当てにならない

し当てにしないのがよい、と自分なりに

心に刻んでいる。「年金」は、ないよりは

あったほうがいいぐらいに考えて、あと

頼れるのは自分しかいない。 

 さて、その興味をそそる「１億円」の

記事である。「１億円」は、事実上の目的

金額ではなく一応の指標とくらいに考

え、要するに「貯金がきちんとできる人」

というのが趣旨である。日本でも政府のだ

れかが老後のために「2000万円の貯金を！」 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

被災地の高層災害公営住宅→東日本大震

災で甚大な被害が出た岩手、宮城、福島の

3 県に整備された約 3 万戸の災害公営住宅

（復興住宅）のうち、昨年末で計 2382 戸

（8%）が空室となっているそうだ。この数

字は国内の全公営住宅の空室率（2.1%）よ

り大幅に高いという。入居者の高齢化など

で今後も空室が増える可能性は高く、各自

治体は活用策を模索している。公営住宅の

一種である災害公営住宅は、家を失った被

災者に自治体が安価な家賃で提供する。東

日本大震災の場合、国や自治体が特例的に

家賃補助の制度を設けており、月数千円の

家賃で住めるケースもある。 

津波被災の古時計→東日本大震災の津波

をかぶり、修理しても止まったままだった

宮城県山元町の普門寺の掛け時計が、最大

震度 6 強を記録した 2 月 13 日深夜の地震

をきっかけに、再び時を刻みだした。住職

男性（58）は 11 年目に入った被災地で「本

当の復興はこれからというメッセージで

はないか」と受け止める。掛け時計は直径

約 85cm の丸形でぜんまい式。服部時計店

（現セイコーホールディングス）の製造部

門「精工舎」製で、大正期か昭和初期に製

造された製品とみられる。震災の数年前、

骨董店で見つけた。 

福島県産花、夢ある名前→福岡県知事は、

福島県が独自に開発した観賞用花卉（か

き）のリンドウとカラー三種類の名称を発

表した（3 月 15 日）。知事は「被災地から

大きな花を咲かせようというメッセージ

を全国に発信したい」と述べ、東日本大震

災と東京電力福島第1原発事故からの復興

加速化、県産花のブランド振興などに期待

を込めた。リンドウの福島栄 22 号は「天

の川」、カラーの福島 1号は「はにかみ」、

福島 2 号は「ミルキームーン」、福島 3 号

は「キビタンイエロー」とそれぞれ命名。

 

＜社会ニュース＞ 

ゴキブリが急増中→コロナ禍が、もう 1 つ

の禍を招いているそうだ。それはゴキブリ

の大量出現。専門家によると、通常、ゴキ

ブリは寒さに弱いため冬の間は活動量が

低下、おとなしく春を待つ習性がある。し

かし、今年はコロナ禍でリモートワークが

増え、外出の自粛もあり、ヒトの在宅時間

が増えた。そのため、自宅は暖房や加湿器

で、室温 25℃前後、湿度は 40-50%にたも

たれることとなり、人はもちろんゴキブリ

にとっても実に快適な環境が続いてしま

ったというわけだ。 

大阪で死者がゼロ→3 月 14 日、大阪府は、

新型コロナウィルスの感染者が新たに 92

人確認されたと発表した。しかし、新たな

死者はいなかった。死者がゼロになるのは

2020 年 11 月 22 日以来。 

と訴えて国民のヒンシュクを買っていたの

は記憶に新しい。貯金をしたくても仕事が

なかったりのその日暮らしにいる人も多い

中、「2000 万円貯めろ」というのは酷である。

しかし、きちんとした仕事あっても「2000

万貯めろ」と言われて怒る人には貯金ができ

ないそれなりのクセがありそうだ。 

 さて、「貯金ができる人」の第一の秘訣、

それは「収入が増えても生活レベル」を変

えない人。たしかにそうだと唸る。宝くじ

に１億円当たり、早速仕事を辞めてハイレ

ベルの家を買って豪快に遊ぶ人。次の年に

は一文無しになっていたりする。反面、１

億円当たっても、仕事を辞めず、家は買っ

ても豪快に遊ばず、まして一部をチャリテ

ィに出す人は、次の年には当たった１億円

より額が増えていかもしれない。カナダで

も、ロッテリーの当選者がニュースにお出

ましになっているが、たいていうれしやう

れし、早速家を買って仕事を辞める、とい

っているのには驚いてしまう。大きな家を

買って毎日なにをするのだろうと思う。自

分だったらヒマに殺されるかもしれない。 

 第二の秘訣、「ちょこちょこ現金をおろさ

ない」。銀行や ATM でちょこちょこ現金をお

ろすと何にお金使ったのかわからず、月末

にはいつもお金がなく、オーバードラフト

寸前という状況になりがち。お金持ちはあ

まり頻繁にお金をおろすことはないそう

だ。なぜなら、自分の生活を予測して必要

な金額を把握できるため、月に１度おろせ

ば十分足りる。それに、常にクレジットカ

ード払いで、買ったものも把握でき、月に

一度まとめてペイオフ、きれいさっぱりな

状態で次の月をリスタート。 

 第三の秘訣、「自分へのご褒美をしない」。

貯められない人は、たとえばボーナスが入

ったら、それまでがんばった自分へのご褒

美としてフンパツして買い物をするそう

だ。要するにストレス発散としての買い物

行動を取る傾向がある。しかしお金持ちに

は、自分へのご褒美という概念がないそう

だ。自ら仕事を追いかけ、自分なりに納得

できる仕事をしているため、自分で自分を

評価でき、承認欲求が満たされ、なぜに「ご

褒美だ？」というわけだ。ということは、

自分なりのキャリアも多いに関係する、と

いうことになる。 

 残る他４つの秘訣は「十分な睡眠時間を

確保する」「夢中になれる仕事を選ぶ」「仕

事のオンとオフの区別がなくいつもオン」

「お金よりも時間を優先する」。いずれにも

共通するのは「自分に合った職業について

満たされている」ということである。 
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★ こんなの見つけました ★ 

冷蔵庫に保存すべきでない食品（１） 

 買い物をして帰り、野菜や肉を冷蔵庫に

いれる。肉はもちろん冷蔵庫行きである

が、冷蔵庫に入れるべきでない野菜や食品

がある。それらを以下にリスト。 

（参考：www.msn.com/en-ca/lifestyle/food） 

1. 玉ねぎ（Onions）：冷蔵庫に保存してい

ると褐色化しやすく、またふやけやすい。

玉ねぎは暗くドライで通気性のいい空間

に保存する。通気性をよくするためには穴

をあけた紙袋に保存するとベスト、玉ねぎ

の良さを最大限に生かせるそうだ。 

2. ニンニク（Garlic）：これまた冷蔵庫に

放り込みやすい香料野菜である。なぜなら

ば、室内に、キッチンカウンターに置くと、

それだけでニオイそうな恐怖に襲われる

からである。お客がくると急いで隠したり

する。しかし、ニンニクは切り込みを入れ

ない限り臭うことはないのでそこは安心

してよし。ともあれ、ニンニクは、キッチ

ンの涼しげな片隅に通気性のよいコンテ

ナーにいれて保存。 

3. パン（Bread）：パンを室内に置き去り

にすると乾燥しやすい。日本ならば湿気が

あるためカビがはえやすい。だからして多

くの人はパンを冷蔵庫に放り込む。スライ

スされた食パンを冷蔵庫に保存すると確

かにパンにはカビが生えにくい。しかし、

同時に味が悪くなる。パンはフリーザーに

入れて凍らせて保存し、食べるときは室温

で自然解凍すると一番おいしい。 

4. ケーキ（Cake）：生クリームやクリーム

チーズを含んだケーキは冷蔵庫で保存す

るのがベスト。しかしそうでないなら室温

で空気が入らない容器に入れて密閉して

保存する。これでケーキはおいしく保たれ

る。ケーキは癒し、絶対に損なってのゴミ

箱行きは避けたいもの。 

5. トマト（Tomatoes）：冷蔵庫に入れてい

ても割にジュクジュクと腐りやすい厄介

なトマト。色も赤だと見た目も気分が悪

い。なによりもトマトは冷蔵庫で味が悪く

なるのだそうだ。トマトはキッチンの陽が 

当たる片隅で誇らしく赤

く      く輝いているのがトマト 

のためでもある。 

 
Cooking for the Lazy: 

ナツメヤシ・ボール  

 Victoria のグロサリーショップには

「Dates Square」というオートミールと一

緒に焼いた焼き菓子が売ってある。日常よ

く食されるカナディアンなスィーツであ

る。日本人には甘すぎてなじめない人も多

いはず。 

 しかし、あるときこの味がなぜか「こし

あん」に似ていることに気付く。するとお

茶にもよく合うことがわかり、お気に入り

スィーツが一つ増える。 

 ナツメヤシは、ヤシ科に属する常緑の高

木で、ナツメヤシの果実はデーツ（Date）

と呼ばれ、収穫した果実を乾燥させる。干

し柿とも似ているようである。 

 デーツは北アフリカや中東では主要な

食品の 1つ。というのも、砂漠を渡るキャ

ラバンの主食であったというから、それだ

けで栄養のほどがうかがえる。 

〔材料〕ナツメヤシ(種なし Dates,6 個)、

アーモンド&カシューナッツ(各 1/4C)、ラ

イム(1/2 個)、ココナッツ(シェレド, 大さ

じ 2) 

1. ナツメヤシ、アーモンド、カシューナ

ッツをライムの搾り汁とともにブレ

ンダーにかける． 

2. トレイにココナッツを広げる． 

3. 1 を 8 等分してボール状に丸め、トレ

イのココナッツにくぐらせてコーテ

ィングする． 

4. タッパーに入れて冷蔵庫で保存する

（食べ切は 3 日以内） 

ためになる名言 

   橋本 聖子 氏 

ＩＯＣ（東京オリンピック）新会長 

死ぬ気で頑張れ。 死ぬ気で試合して死ん

だ人はいない。 

人間力なくして競技力なし。 

誰かが最初にやるから前例となるし、道

もできる。 非難されるからと、何もやら

なかったら、自分は向上しない。 

スポーツは、困難や課題と闘って克服す

るチャンスをくれます。選手たちが頑張

っている姿は、見る人たちの励みにもな

る。特にパラリンピックは、パラアスリ

ートたちの活躍する姿が子どもたちに勇

気を届け、困難は克服することもできる

と教える教育の場だと思っています。 

コロナ禍は、五輪開催の意味を立ち止ま

って考えるいい機会でした。 

（参考：Wikipedia） 

〔はしもと せいこ：194 年、北海道生。

日本の政治家、元スピードスケート・自

転車競技選手。参議院議員（5期）。現在、

2020 年東京オリンピック・パラリンピッ

ク競技大会組織委員会会長、同理事を務

める。北海道の牧場で生まれ育つ。祖父

母は開拓者で、父方は宮城県から、母方

は奈良県から入植した。4人兄弟の末子。

1964 年東京オリンピックの直前に生ま

れ、聖火にちなんで「聖子」と名付けら

れた。このことから、後にマスコミで「五

輪の申し子」と呼ばれる。父親の方針で

3 歳でスケート開始。小学 3 年の時、腎

臓病にかかり、2か月間入院。2年間スポ

ーツを禁止される。中学 3 年の時、全日

本選手権を初制覇の後、駒澤大学附属苫

小牧高等学校に入学。全日本スプリント、

全日本選手権で優勝。以後、10 年間にわ

たって全日本選手権を制覇。高校 1年で

世界ジュニア選手権の日本代表に選ばれ

る。30 歳のときに自由民主党の当時の幹

事長だった森喜朗氏から参議院議員の出

馬をすすめられ、1995 年初当選。1998

年、警察官と結婚、子供 6 人。〕 

 

 
 

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 

 

ハ
ー
ブ
テ
ィ
に 

 
 
 
 

ハ
ー
ブ
煮
え
つ
つ 

 

春
の
夜
の 

嘘
つ
き
は 

 
 
 

ど
ら
え
も
ん
の
は
じ
ま
り 

 
 
 
 
 

～ 

稲
村
弘 

 
 

（
一
九
六
二
年
、
北
海
道
生
）
～ 

  
 
 
 

歌
人
、
歌
誌

「か
ば
ん
」
所
属 

「
ニ
ュ
ー
ウ

ェ
ー
ブ
短
歌
」
運
動
推
進 

【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、英語レベルが中級以上 

詳細は、careerpaths@icavictoria.org 

250.388.4728 ext.139/140 

Inter-Cultural Assoc. of Greater Victoria 



Victoria Kenbunroku  全第６２３報 March 17, 2021  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは精油 

の話に入ります。 

リラックスをサ 

ポートする精油 

ではラベンダー 

が思い浮かぶ方 

も多いかと思い 

ます。これは副腎への直接の作用はありま

せんが、強力にリラックスを促してくれる

ことで、副腎への負担は軽減されます。夜

も熟眠をサポートしてくれます。パイン、

スプルース、モミのような針葉樹、シダー

ウッドの精油は副腎への作用があります。

パインとスプルースは自然のコルチゾン

と言われるほどの力強さがあります。その

他には、ブラッドオレンジ、ヒソップ、マ

ートルが副腎への作用があると言われて

います。そういえば、昔、疲労度が高かっ

た時、オレンジの精油がギフトとして 2

回も私のところに来てくれたことがあり

ました。柑橘系の香りは気分を高揚させて

くれますしね。今再びこれを思い出し、自

然界に対して感謝の気持ちが湧いてきま

した。 

 今回は以上になります。ぜひ自分の好き

な香りを取り入れて、幸せ感を感じながら

今日もあなたにとっての最高の 1 日をお

過ごしくださいませ。出会ってくださり、

ありがとうございます。精油コンサルテー

ション、瞑想会など行っています。気軽に

連絡くださいませ。 

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com 

web: plantingserenity.love 

blog: loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛3 月 20(土)日、7:30-8:30PM1：フランスウィ

ンド、参加無料、victoriasymphony.ca にて． 

☛3 月 21(日)日まで：オンラインイベント、グ

レイホェールのミグレーションをバーチャル

に祝う．pacificrimwhalefestival.com 

☛3 月 21(日)日：オンラインイベント、Art 

Gallery of Greater victoria、音と動きのア

ート．詳細は、aggv.ca/family-Sundays. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３２】 

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。 魂の成長は毎日！愛と調

和の世界を軽やかさで生きる！ ホリステ

ィックセラピスト・ガイドの Sono です。 

 今回のお話は、疲労や副腎に関わる精油

についてお話をしていきます。副腎は、腎

臓の上に位置しており、ストレスに晒され

た時に出るコルチゾールなどのホルモン

が出てくる臓器です。ストレスが「病気」

全体の大部分を占めていると言われてい

ますから、ストレスが軽減されることでど

れだけ健康を維持したり、健康に向かって

いくことができるかは想像がつくと思い

ます。ただ、“健康”とは大きな概念です。

体のことが思い出されることがほとんど

だと思いますが、大きな目で見ると、生き

方そのものになってきますね。例えば、良

好な人間関係がない場合、健康とは言えま

せんし、いつも心配ごとをするメンタルは

体が元気でも健康とは言いがたいですか

らね。 

 さて、私自身の話になるのですが、スト

レスとうまく付き合うことができずに、過

去に燃え尽きたことが何度かあります。い

ずれの時も当時は精油とは関わっており

ませんでした。ハーブには興味はあったの

で、ティンクチャーやハーブティを飲んだ

り、その他の食養生でストレスに対処して

いました。燃え尽きは、回復に時間がかか

り、何度か経験したため、対処することも

大事ですが、根本のストレスをかけない生

活を送るという、ライフスタイルを変える

ことの大切さを学びました。症状や病気と

言われるものに対して被害者になるので

はなく、メッセージと捉え、そこから学ぶ

ことができると成長できますし、世界観も

拡がりますね。ちなみに、“アダプトゲン”

(Adaptogen) 作用があるハーブはストレ

スに対応してくれ、抗酸化作用も高くあり

ます。例えば、チャガ、アシュワガンダや

冬虫夏草。 

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月も半ばをすぎ、桜も散

りかけています．長く咲き誇れないところが桜の悲

しいところです．でも、まぁいいでしょう、次なる

はチューリップに新緑の季節．回りが色とりどりに

なっていく過程が好きです．といいつつぜんぜん外

をみないまま夏になり夏がすぎ、木々がはげかけて

いるのに気づくのみです．でも、今年はそれまでに

コロナが去ってほしいと願います．早く日本にいき

たい、お寿司がたべたい、ですが日本もやっぱり

NewNormalで様子が違っているかもですね． 

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 
●Hudson Bay からクレジットカード終了

の知らせが来た。5月 4日をもってカード

は使えなくなる。Mayfair モールの Hudson 

Bay が閉鎖されるのはなんとも悲しい。そ

ういえば、近くのアイスクリーム店が閉

鎖。コンビニではないが、照り焼き弁当も

売っていた。アイスと一緒になぜに照り焼

き？というのも疑問でそこでは一度しか

アイスを買ったことがない。これまでコロ

ナでなくても閉鎖に追い込まれなかった

のがフシギである。（ハドソン） 
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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. 


