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 ともあれ、Victoria 警察はこの男を見

つけて逮捕することができた。 

 

木が倒れ、クルマ壊れる  

 その日、コールは朝のオンライン授業を

終え、さてコーヒーで一服とキッチンでく

つろいでいた。天気もいいし、と思うも、

窓の外で何やらおかしな空気を感じるや

否やバリバリという大きな音とともに大

きなオークの木がキッチンの窓をめがけ

て倒れ落ちた。窓が壊れたのはいうまでも

なく、その木は愛車トヨタ・マトリックス

にかぶさって落ち、マトリックスの形がな

くなってしまった。家は賃貸で Cedar Hill 

Cross Rd.(+ Gordon Head Rd.)に位置する。

 初め、誰かの車が木に衝突して木が崩れ

落ちたのかと思ったが、木が自ら崩れ落ち

たようである。風もない平穏で明るい陽射

しのなかで。 

 

タマネギのにおい 

 View St.にある新築コンドミニアムの

一室を買ったのはいいが、隣接するレスト

ラン Ox King Noodles から、タマネギのニ

オイがひどく（炭焼き BBQ）、オーナーは

耐えきれず、裁判所に訴えた。裁判所は、

その意をくみレストランに「換気」につい

て直ちに処置を行うよう命じた。オーナー

は現在ホテルに避難している。 
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フェイク N95 マスク  

 ヘルス・カナダは、医療用マスク N95（レ

スピレーター：呼吸補助の高機能マスク）

の偽造が市場に出回っているとして、民間

に注意を呼び掛けている。 

 先月 2 月半ば以降、ヘルスカナダは、

330,000 にも及ぶフェイク N95 マスクをカ

ナダの卸業者から押収した。他、365,000

ものフェイクN95マスクがカナダとアメリ

カ国境で押収された。 

 このフェイクマスクを本物のN95と思っ

て医療関係で使用すると、本来の機能と安

全性を欠くため、大変なことになる。本物

とフェイクの見分け方は、フェイクにおい

てはストラップがなく、異様なニオイが

し、バルブもブロックされた状態であるそ

うだ。 

 

免許証を持たずしてクラッシュ  

 道に急にでてきたシカを避けるために

ハンドルを切り、電信棒にぶち当たる。よ

くある事故である。 

 電信棒とクルマをクラッシュしてしま

ったものの、シカをはねずにすんだのは割

 

 
 

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 

 

に英雄談ではある。また、ドライバーも、

病院に運ばれたものの、命に別状はない様

子。 

 しかし、今回はバツが悪かった。という

のは、そのドライバーは運転免許証をもっ

ていなかった。免許証は期限切れ。 

 それは 3 月 19 日金曜日の夜 6 時半だっ

た。West Saanich Rd.のその事故現場の道

路は数時間閉鎖されることとなった。ドラ

イバーは無免許運転で$276 の罰金を科さ

れた。 

 

ハンマー・アタック  

 Comox Valleyは、Courtenayでの事件簿。

Courtenay エリアでハンマーを持った暴

行魔が 2 度出現し Comox Valley 警察が捜

査を進めていた。警察はこのほど 3 月 15

日（2度目）に発生した事件の容疑者のビ

デオを公開した。 

 1度目の事件は、3月13日土曜日の午後、

被害者男性が歩道を歩いていたとき。男性

が行き交う男になにげなく会釈したとき、

男が小さめのハンマーをいきなり男性に

振り下ろした。男性は顔と足にマイナーな

傷を負った。 

 それから 2 日経ち、3 月 15 日月曜日の

午後 5時過ぎ。同じようなハンマー事件が

発生。別の男性がなにげなく会釈したらハ

ンマーが振り下ろされた。 

 セキュリティカメラに写っていたハン

マーの男は、20 代半ばとみられ、身長約

180cm でスリムな身体つき。顔は髭をキレ

イに剃っており、ブラウンヘアは肩まで届

き、ダークカラーのパンツとジャケットと

いういでたちだった。 

 それから…、3 月 24 日付のニュースに

て、その暴行魔が捕まった。フタを開けれ

ば 17 才少年だった。少年はハンマー暴行

の罪で逮捕された。 

 逮捕にこぎつけたのは民間からの協力

だった。誰しも、会釈だけでハンマーを振

り下ろされたくない。その暴行は多くの人

を震撼させた。警察により暴行魔のビデオ

が公開されると民間からの情報提供が相

次いだそうだ。小さなコミュニティである

ため、ビデオにうつるその見目形は、あっ、
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はりきるも 

オッとマスクを 

わすれかけ 

 

 

アイツだ、という具合。よ

って、暴行魔の身元がわか

り、暴行魔はもう逃げ切れ

なくなった。 

 

いきなりパンチ 

 3月19日金曜日の午後3

時ごろ、ダウンタウンの歩

道（Johnson & Wharf St.）

を歩いていた女性 2人が、

通りがかりの男にいきな

り顔を殴られた。女性 2

人はなぜに殴られたのか

わからない。男をからかい

怒らせたわけでもない。 
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 特徴を並べてみると、White Senior woman, 

divorcee, widow, grew up on this Island, very 

little or no experience living in other 

countries, believing this island is a heaven 

and late or ex-husband left lots of money or 
alimony, including a house。つまり、シニアの

白人女性、離婚或いは夫と死別した女性、

バンクーバー島で生まれ育ちここが天国と思

っている女性、外国住まいの経験がわずか、

あるいは皆無の女性、離婚した夫や亡夫か

ら、しこたま慰謝料か持ち家を含む財産を譲

り受けた資産家の女性となる。 

 そして彼女らの大きなの特徴は、金持ちで

あるがゆえに何とも強気で、相手構わず言い

たい放題の傲慢な態度を取ることである。加

えて、時にチラッと見せる白人以外に対する

ある意味での「料簡の狭さ」にも驚愕させら

れるのだ。 

 それはシニアになったために生じた思考の

変化とは思えず、恐らく若い頃からこの島の

小さな環境で育ったためと推察される。とな

ると、そうした親の元で育った子供は、負の

連鎖の結果として、同じような思考の持ち主

になることは容易に想像される。 

 当然ながら何事もそうであるように、例外も

多々存在することは百も承知。そういう人た

ちを知っている読者もきっと沢山いるに違い

ない。 

 だが当地の Times Colonist 紙の死亡広告

欄を見るとよく分かるのだが、まさにここは

「白人オンパレード」で、エスニック系人口で

は一番多い中国人でさえも、掲載されるのは

極まれである。またどんな集会や公聴会に

行っても、白人以外は皆無か、居てもせいぜ

い１人か 2 人と言うのは珍しくない。筆者はそ

んな場にぶつかると、当地に来てすぐに、あ

る日本人の女性移住者が「ここは白人の最

後のフロンティア（領域）と言われているの

よ」と話してくれたのを思い出すのである。 

 

ソマリア出身の市議議員 

 広く知られているように、WHO（世界保健

機関）が公式に発表している世界最初の新

型コロナウィルスの症例は 2019 年 12 月 8 日

で、その後中国の武漢市の海鮮市場から世

界に広がったと言われている。 

 だがカナダの場合は、諸外国に遅れまいと

国を挙げて真剣に取り組み始めたのは、トル

ードー首相の妻 Sophie Gregoire Trudeau 夫

人が、招かれた英国での講演会から戻って

すぐに陽性反応が出た昨年 3 月 13 日以後

のことである。夫のジャスティン・トルードー首

相も一緒だったため、即二人とも自己隔離し

たのだが、その時のカナダの感染者は 21 人

であった。ところがどうだろう、3 月 25 日現在

は 95 万余人となっている。 

 話は 3 ヵ月ほど前のホリデーシーズンに遡

るが、雨の多い憂鬱なお天気が続き外出も

ままならず、友人はおろか家族と会うことにも

規制がかかっていた頃。誰もが自宅にいるこ

とに飽き飽きしていたものの、理由のいかん 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

桜ライトアップ→福島県白河市の小峰

城・城山公園で、東日本大震災で崩れ修復

が完了した石垣と桜のライトアップが始

まった（3 月 26 日）。開花を待つ桜のつぼ

みが照らし出され、小峰城とともに幻想的

な雰囲気を演出しているそうだ。東北 6 県

で 4月 1日から始まる大型観光企画「東北

デスティネーションキャンペーン（DC）」

の特別企画の一つ。39 基の照明が公園内の

ソメイヨシノ約 30 本と石垣を照らす。 

 

＜社会ニュース＞ 

市販のコロナ検査キット→消費者庁は市

販されている新型コロナウィルスの検査

キットについて自己判断で使わないよう

注意を呼び掛けている。担当者は「検査精

度も保証されておらず、自己判断で感染の

有無を調べる目的で使用しないよう注意

が必要」と言及。量販店などで販売されて

いる新型コロナの検査キットは国が認め

た診断用の医薬品ではなく、研究用などと

して流通しているものとする。また、消費

者庁は研究用の抗原検査キットを「唯一認

可され、輸入が許されている商品」などと

宣伝していた 2つの事業者に対し、行政指

導を行った。 

バイデン大統領を五輪に招待→菅首相は 3

月 26 日の参院予算委員会で、4月に訪米し

てバイデン大統領と会談する際、今夏の東

京五輪に招待する考えを示した。 

ビン牛乳、終了→小岩井乳業は 3月 25 日、

2021 年 3 月をもって「ビン商品」の製造お

よび販売を終了すると発表した。4 月から

は「新容器ミニパック」としてリニューア

ルされる。新容器は 150ml の紙パックで、

「小さいお子さまや高齢者の方にうれし

い小型サイズ」と謳う。販売終了の案内を

受け、Twitter でも「風呂上がりのお供だ

ったのに…」「時代とは言えこれは悲しい」

「嘘だぁぁぁぁっ！！」など悲しむ声が多

くみられた。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.63 

by サンダース宮松敬子

http://www.keikomiyamatsu.com/

こんな人周りにいませんか？ 

白人の最後のフロンティア（領域） 

 筆者は、トロントから国内移住してビクトリア

に住み始めてからこの夏で丸 7 年になる。そ

の間に知り合った友人、知人を冷静に人間観

察すると、以下のカテゴリーに属する白人女性

が何と多いことかといまだに驚きを隠せない。 

にかかわらず一般人が外国に旅行することな

ど困難を極めていたそんな時。覚えている人も

多いかと思うが、アフリカのソマリア出身のビク

トリア市議員 Sharmarke Dubow 氏が国際線に

乗り母国に旅をしたのである。 

 その目的は避寒などではなく、コロナで苦し

む家族や親戚の状況を見るためであった。だ

が公人の立場にある市議員が“外国に行った”

ことは、当然ながら市民のヒンシュクをかうのに

十分な結果になってしまった。 

 戻ってすぐに謝罪したものの、彼が「黒人」と

言うことでその後問題があらぬ方向に発展し、

特に白人至上主義の人々からひどいレイシズ

ムのメールや電話が後を絶たなかった。問題

が目に余る流れになって行くことで、二月末に

はついにリサ・ヘルプス市長が「いかなる理由

があろうと人種偏見は許されない」との声明を

出すまでになった。 

 Dubow 氏は 2018 年のビクトリア市議選で、当

市 150 年の歴史上初めて黒人が選出されたこ

とで大きな話題になった。8 才の時に姉と共に

難民として来カし、長じてからは多くのコミュニ

ティー機関で仕事をして来た業績が認められ

ての当選であった。 

 つい最近発表されたバンクーバーでのレイシ

ズム関連のクライムは、この一年で 717％の増

加と言う驚くべき数字が示された。またアメリカ

はトランプ前大統領が人種間問題の幅を広げ

てしまったことで、各地で一触即発の大きな社

会問題になっているのは周知の通りである。 

 共産国のように国民の思想統制がされないこ

とは大変に喜ばしいが、一方で器量に乏しい

思考を持つ人間的に狭量な人が、時と場合に

よってどんな行動を起こすか予断を許さない

事を肝に銘じなければならない。 

 

ワクチン接種 

 3 月に入り BC 州でもやっとワクチン接種が、

高齢者順に廻って来るようになった。また時を

同じくして、年齢の如何を問わず感染の比率

が高い仕事をしている人々、例えば、ポリス、

消防士、救急搬送士、郵便局員、幼稚園～

G12 までの教師や関係者、グロサリーストアの

従業員等など 30 万人にも行き渡ることが決ま

った。これは当初政府の計画として発表されな

かったため、筆者はこの成り行きをとても嬉しく

思っている。 

 ワクチンと言えども万全ではなく、また変異型

コロナも蔓延の兆しを見せ始めている。何時終

焉を迎えるか分からない世界情勢ではある

が、何はともあれ一日も早いコロナフリーの日

を迎えたいものである。 

この島には白人以外のモデルはいないの？！ 
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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（２） 

 前号より続く、冷蔵庫に入れるべきでな

い野菜や食品のリスト。 

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

1. 玉ねぎ（Onions） 

2. ニンニク（Garlic） 

3. パン（Bread） 

4. ケーキ（Cake） 

5. トマト（Tomatoes） 

（上記、前号にて解説） 

6. ハチミツ（Honey）：自然保存食として、

ハチミツは自然のままに保存すべきであ

る。冷蔵庫という人工的な保存場は必要な

い。もし、冷蔵庫に保存するとハチミツは

クリスタル化して硬くなってしまう。使い

たいときに、スムーズでなくなるのだ。ガ

チガチになったハチミツを食べたい人が

いるだろうか。というわけで、ハチミツは

室温でパントリーに保存する。  

7. じゃがいも（Potatoes）：なんとなく冷

蔵庫に入れてしまうジャガイモである。し

かし、こうするのがイケナイ理由がしっか

りとある。それはジャガイモを冷たい空気

にさらすとジャガイモ内のでんぷんが糖

に変わってしまうのだ。この場合、ジャガ

イモにおいては糖にかわるとオイシイと

いうわけにはいかず、舌触りがザラザラと

する上、気味の悪い甘さでジャガイモの味

が損なわれることになる。というわけで、

ジャガイモは穴をあけて通気性をよくし

た紙袋に保存するがベスト。そして日が当

たらない暗いところに置く。 

8. ホットソース（Hot Sauce）：市販のビ

ン入りホットソースにはご丁寧にも防腐

剤を含むため室温の棚においていても腐

ることはない。だからして、冷蔵庫に入れ

る必要がないだけのはなしである。多くの

スパイシーソースは、冷蔵庫に保存する

と、味が悪くなるそうだ。 

9. アボカド（Whole Avocados）：買ったば

かりの硬く蒼いアボカドを冷蔵庫に保存

すると自然な熟成が損なわれ、みじめで味

気ないアボカドに変身してしまう。それで

も食べられるならまだマシであるが、最悪

の場合は果肉が黒色化したりして恐ろし

いアボカドとなる。アボカドはペーバーバ

ッグに入れて室温 

で保存するのがベ 

スト。冷蔵庫に入 

れていい場合は、 

アボカドの半分を 

食べたとき、残る 

半分を次の日に食 

べるときに限る。 

しっかりとラップ 

して冷蔵庫に。 

 
Cooking for the Lazy: 

春キャベツ、ベーコンの巻  

 春キャベツは新キャベツ。冬キャベツは

実が硬めで葉も硬い。しかし、春キャベツ

はまるで春のようにふんわりとしてふっ

くらキャベツ。葉が薄くやわらかく、その

上水分が多くて甘味があるので是非とも

「キャベツ」そのものを味わい楽しみたい

もの。 

 通常キャベツにはビタミン C、ビタミン

K、ビタミン U、カロテン、カリウム、食物

繊維などの栄養素が豊富に含まれている。

中でも特徴的なのは、ビタミン U。これは

胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復する

働きがある。 

 ビタミン Uはキャベツから発見されたビ

タミン様物質で独特であるため、別名キャ

ベジンと呼ばれている。 

〔材料〕キャベツ(中サイズ,1 個)、ベーコ

ン(1lb)、パルメザンチーズ(1/4C)、オレ

ガノ(oregano spice,1tsp)、黒こしょう＆

塩(各 1tsp) 

1. キャベツを縦に 4等分し、それぞれの

芯を切り取る．各々を横に半分に切

る． 

2. ベーキングトレイにパーチメントペ

ーパーを敷き、1のキャベツを並べる． 

3. 2 にパルメザンチーズ、オレガノ、黒

コショウ＆塩をふりかけ、キャベツを

ひっくり返しながら全体にまぶす．  

4. ベーコンの 1枚で 3の 1つを葉がバラ

バラにならにようにくるむ． 

5. トレイに並べてオーブン（420°F）で

約 30 分焼く（ベーコンがブラウンに

なりクリスピーになるまで）． 

ためになる名言 

  ピアース・モーガン氏 

英国の TVパーソナリティ 

（トランプについて）ほとんどすべての

レベルでアメリカ人をガックリさせた。

自分より国を優先しなければならない。 

（キム・カーダシアンについて）「この写

真（ビーチにいるキム）の素晴らしいと

ころ、また彼女の素晴らしいところは完

璧じゃないところ。そもそも完璧な人な

んて誰もいないんだ。 

（メーガン妃について）彼女の口から出

てくる言葉は、ほぼすべてが信じられな

い。フィリップ殿下の入院中に、彼女が

英国の君主制と女王に与えたダメージ

は、計り知れないほど大きいと思う。率

直に言って、軽蔑に値する。単なる恥知

らずの金儲け主義セレブリティとなり果

てた。 

（自分のトークショーについて）視聴者

は情熱を見たい、怒りを見たい、集中し

たいのだ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Piers Stefan Pughe-Morgan：1965 年、

英南部サリー州ギルフォード生。米 CNN

のトーク番組「ピアース・モーガン・ト

ゥナイト」の司会者、ジャーナリスト。

左派系大衆紙「デーリー・ミラー」の元

編集長。幼少時に父を亡くし、再婚した

母と 3人の兄弟とともに育つ。新聞記者

の養成コースで人気を集めるハーロー・

カレッジでジャーナリズムを勉強した

後、ロンドンにおける地元紙の記者とな

る。大衆紙「サン」に転職し、「ニュズ・

オブ・ザ・ワールド」紙、「デーリー・ミ

ラー」紙の編集長を歴任。2004 年に「ミ

ラー」紙を解雇されてからは、月刊誌「GQ」

でコラムを執筆するほか、テレビ界に本

格的に進出。著名人との食事に関する逸

話などが盛り込まれた「ザ・インサイダ

ー」（2005 年）など著書多数。〕 
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【COVID-19 in BC】 

DR.BONNIE HENRY, Provincial Health Officer より 

マラソンにおいて最後の数マイルは一番苦しい 

パンデミックは長い長い道のりです。もし、今疲れ果

ててあきらめてしまうと、急にカラダも萎えてコロナと

いう敵の思うつぼとなります。だから、私たちはあき

らめません。あきらめてはいけません。今年 2021 年

の秋までに、BC 州のみんながワクチン接種を受け

ることができるようなります。ワクチンを待ちつつ、 

人の集まりを避け、お互いに安全を維持するなど、

パンデミックが終息するまで頑張りましょう。 

一人一人の頑張りが成果を出します。 

Thank you for doing your part. 

gov.bc.ca/covid19 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response to COVID-19 
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 

75 才以上のシニアと 55 才以上の先住民族は 

ワクチン接種開始（3 月 18 日現在） 

予約や詳細は上記サイトにて 

又は 1-833-348-4787（Island Health） 

毎日受付：7am-7pm、個人情報（氏名、生年月日、

郵便番号、ヘルスナンバー）を伝える 

○4 月より、フロントライン従事者（警官や教育関係

者など）にワクチン接種開始 

○ワクチンは以下の 4 種 

・Pfizer vaccine 

・Moderna vaccine 

・AstraZeneca/SII COVISHIELD (AZ/SII) vaccine 

・Johnson & Johnson vaccine 

詳細（安全性）を上記サイトにて事前確認のこと 



Victoria Kenbunroku  全第６２４報 March 27, 2021  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 しかし、そんな弱 

い弟子達が全く変 

えられていきました。 

それは、私達もまた 

変わることができる 

という事を意味しま 

す。いったい何が 

彼らを変えたのでしょうか。 

≪キリストの復活≫ 

 イエス様は金曜日の朝九時に十字架につ

けられ、午後三時に息を引き取りました。イエ

ス様の遺体はその日の内に墓に葬られ、墓

の入り口には大きな石がたてられ、更にだれ

も遺体を盗む事のないようにとローマ総督の

封印がおされました。ところが三日目、すな

わち日曜日の朝早く、墓の封印が破られて

石が取りのけられ、墓の中にはイエス様の体

に巻かれていた亜麻布だけが残されていた

といいます。 

 イエス様は復活し、その後多くの弟子達の

前に現れた、と聖書は記します。そればかり

か、恐れ逃げ隠れしていたあの弟子達が、大

胆にも「キリストは復活した」と人々に伝え始

めたのです。彼らのメッセージの中心は「あな

た方が十字架につけたイエスは、よみがえり

ました。そして今も生きておられ、あなたを救

うキリスト（救い主）となられたのです。このキリ

ストを信じるならあなたも救われます。」という

ことでした。特に『復活』の事を語った為に彼

らの多くは捕らえられ殺されていきました。も

しキリストの復活が弟子達の作り話だったとし

たら、彼らはウソのために死ぬことができたで

しょうか。やがて、この弟子達の話を聞いてキ

リストを信じた人々は、その人生が内側から

変わり始めました。ちょうど弟子達が変えられ

ていったように。 

≪新しく生まれる≫ 

 「だれでもキリストのうちにあるなら、その人

は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去

って、見よ、すべてが新しくなりました。」 

（II コリント 5:17） 

 聖書は、『人はだれでも生まれ変わることが

できる』と語っています。“だれでも”です。例

外はありません。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛4 月 4 日(日)、12-5pm：624 Fort St.にて、

ローカルファインアート．Vancouver 島アーチ

ストが大集合、250 点を超えるアートワークの

展示．アートの無料サーフ．5 月 30 日まで、

www.centralartstudiogallery.com 

にて、オールエージ対象． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

イースター（復活祭） 

２０２１年４月４日イースターサンディー 

by ビクトリア日系人教会 石黒 豊 

 今年はコロナウィルスの為、教会に集まりイ

ースターの感謝礼拝を行う事は出来ません。

各家庭で行う事でしょう。特別な年となりまし

た。良く知られているように、クリスマスはイエ

ス・キリストが救い主としてこの地上にお生ま

れになった事をお祝いします。それに対し

て、イースターはそのキリストが十字架にかか

って死に、3 日目によみがえった事を覚えて

祝う、教会にとっては特別に大切なお祝いの

時なのです。 

 十字架というのは死刑執行台、普通なら隠

してしまいたいような醜いものです。しかし教

会では、それを敢えて一番目立つ所におい

ています。なぜなら十字架にこそ教会の源で

ある一番大切なものがあるからなのです。 

 とはいえ、死人がよみがえる、復活すると

は、普通では考えられないことです。実際、イ

エス様御自身から「私は捕らえられて十字架

にかけられる。そして、3 日目によみがえる。」

と何度も聞かされていた当時の弟子達でさ

え、そのことを全く信じることができなかった

のです。弟子達は、イエス様が捕らえられた

時皆逃げ出してしまい、誰も入って来られな

いように戸程まりをした部屋に隠れてしまいま

した。ただ一人様子を伺おうと後から付けて

いったペテロでさえも、周りの人々から「あな

たもイエスの仲間ではないか」と問われると、

「そんな人は知らない。」と呪いをかけてまで

誓ったと、聖書は正直に記しています。 

 イエス様が様々な奇跡を行い、波や嵐さえ

も一声で静める事ができるのを見て、弟子達

は「この方こそ、本当の神様だ。何があっても

命がけで従って行こう。」と心から思っていた

ことは、恐らく事実だったでしょう。でも、現実

には彼らはそんなに強くはありませんでした。

いざ本当にイエス様が捕らえられ、十字架に

つけられてしまうと皆逃げ出し、すっかり恐れ

て閉じこもってしまったのです。しかし、まさに

これが人間の現実の姿ではないでしょうか。

私達自身もまた同じ様な弱さを持っていると

いうことを認識する必要があるのです。 

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
 

☛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 月も末、もう桜が散っ

ています．日本はこれから咲き、春風そよそよ

の中に桜満開、ここちよい陽射しのなかで鼻が

こそばゆい感じがサイコ―デスネ．しかし、こ

こではブルブルしながら、桜がキレイと言って

いて、なんだかもう一つ桜が楽しめません．と

ころで、話が変わりますが、スエズ運河のブロ

ッキング．それは大変ですが、こういう機会に

スエズ運河についてちょっと勉強、170kmもある

長さにわたり掘った人たちに敬礼！ 

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 
●うっかりお皿を落としてしまった。しっかり

割れて、木端みじん。ガラスが粗塩のように

粉々なのである。２，３コのカケラに割れてく

れれば拾いやすくよかったものの、木端みじ

んは後始末が大変だった。ソックスに塩のよ

うなカケラがこびりつくと大変だと思い、目を

皿のようにして後始末、すっかり疲れた。（ス

プリングクリーニング） 
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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. 


