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才くらいで身長約 165cm、スリムな身体つ

きにブラウンヘア、そして黒っぽい服装だ

った。 

 

男、ナイフで女性を追い回す 

 Victoria 警察は、3 月 31 日の夜、ナイ

フを片手に女性を追い回した男を捜査中。

 同日午後 9 時頃、警察は通報で Cook 

St.(+ Rockland Ave.)に駆け付けた。通報

内容は、男が喚き散らしガベージ缶を蹴散

らし女性を追い回しているとのこと。 

 女性はなんとか逃げ切り、目撃者たちに

かくまってもらったようだ。 

 警察が駆けつけ、男を逮捕した。男には

犯罪歴があり、精神状態もよくなかったと

か。昨年はこん棒で通り掛かりの男性を殴

って逮捕されていた。 

 

初心者、居眠り運転でクラッシュ 

 4 月 4 日日曜日の午前 4 時前、

Shelbourne St. (+ McRae Ave.)で、初心

者マークのドライバーが電信棒に激突し

た。ドライバーからはアルコールが検出さ

れた。運転中、睡魔に襲われたのか居眠り

運転の果てのクラッシュだった。 

 幸いにもドライバーには怪我はなかっ

た。車は、12 時間のサスペンションとな

った模様。なお、McRae.Ave と North Dairy 

Rd.はしばしシャットダウンされた。 
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フェリー引き返す  

 4 月 2 日金曜日の午後 2 時、Swartz Bay

フェリーターミナルを出航した Spirit of 

Vancouver Island フェリーが、出航するな

り引き返した。理由は、乗船客の某一団体

がマスク着用を拒否したため。拒否のう

え、好戦的な態度に出てフェリー運航上の

障害になると判断されたため。 

 マスクを拒否した乗船客一団体に呼応

して、マスク拒否を訴える乗船客が増え、

船内はアンチマスク派の抗議運動と化し

たようだ。 

 船内には私服警官が 3人いた。警官たち

はこうしたアンチマスク派を取り押さえ、

各々に$230 の罰金チケットを切った模様。

 フェリーは Swartz Bay フェリーターミ

ナルに引き返した後、最終的にアンチマス

ク派一人のみが警官のエスコートのもと、

下船した。正規出航時間の 45 分後に、フ

ェリーは再度対岸に向けて出航した。 

大胆なスキャム  

 住んでいる家が For Sale であることを

知ったら、寝耳に水でびっくりする。オー

ナーだったら青天の霹靂、大慌てするに違

いない。 

 このほど、Oak Bay でこうしたプロパテ

ィ詐欺が発生した。詐欺師は悪知恵に長け

ていて、それを駆使してこうした途方もな

い詐欺を生み出す。 

 Oak Bay 警 察 に よ る と 、 Bartlett 

Dr.2100ブロックにある一軒家がFor Sale

にオンライン・リスティングされていたそ

うだ。法的なオーナーの承諾もなしにどう

どうのリスティング。現在の不動産売買の

ヒートアップに便乗し、詐欺師は躊躇なく

お金を出すバイヤーをターゲットにした。

 巧みなのは、そのオンライン・リスティ

ングの前の下準備である。詐欺師は対象の

家を管理するプロパティ・マネージャーに

メールで連絡を入れ、オーナーになりすま

して、連絡先が変わったのでと新メールア

ドレスと電話番号を教えますとして、プロ

パティに関する情報をゲットした。そうし

てフェイクパスポートやヘルスカードな

どフェイク ID を用意してリアルターとの

連絡開始、リアルターは、ニセのオーナー

だとはつゆ知らず、For Sale の準備を開

始した。そうして、家はオンラインの For 

Sale にリストアップされた。 

 この売れ時、バイヤーはすぐに現れた。

売買取引に弁護士へと進行、いよいよ頭金

を受け取る段階になった。これが詐欺師の

目的である。一旦それを受け取ったら、ド

ロンする。お金を持って逃げるのだ。 

 しかし、そうは問屋が卸さなかった。 

対象の家のオーナーの隣人がその For 

Sale リスティングを見つけたのだ。真の

オーナーに、売りに出しているのか？と聞

くと、ＮＯ！ 

 というわけで、真のオーナーはすぐさま

警察に通報。そうして詐欺師は詐欺未遂に

終わった。 

 にしても、なんとまぁ、大胆な詐欺過程

であったことか。ちなみに詐欺師は捕まっ

ていない。 

 

女、ナイフでセキュリティを追い回す 

 Victoria 警察は、4月 1日木曜日のお昼

すぎ、Hillside Shopping Centre でセキ

ュリティガードをナイフで追い回した女

を捜査中。 

 事の起こりは、同日午後 12 時半頃、セ

ンターのパーキングで女は、同伴とみられ

る男と激しい言い争いをしていた。見かね

たセキュリティガードは、他の客に迷惑な

ので二人に立ち去るように促すと、女はセ

キュリティガードを脅し、ナイフを出して

追い回した。 

 セキュリティガードが 911 通報している

間に、その女と男は連なって Shelbourne

St.に向かって逃げ去った模様。女は 20 
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されている複数の豚が豚熱・CSF に感染し

ていることが判明したと発表。県内の飼

育豚での豚熱・CSF の感染は、2例目とな

る。感染の確認を受けて、2日の夜から県

の職員が 20 人体制で殺処分を始めた。殺

処分するのは、感染が確認された農場の

およそ 8500 頭と、同じ経営者が管理する

別の農場で飼育していたおよそ1500頭の

合わせて 1万頭。「豚熱」は CSF(Classical 

Swine Fever)ウィルスにより起こる豚、

いのししの熱性伝染病で、強い伝染力と

高い致死率が特徴。 

無国籍の子どもが急増→国籍がないまま

日本で暮らす子どもが急増しているとい

う。法務省の統計によると、無国籍の乳

幼児（0-4 歳）は 2019 年末時点で 213 人

と、3 年前に比べて約 3・5 倍に増加。20

年 6 月末時点で 217 人となっている。外

国人労働者や留学生の増加を背景に、日

本で生まれた子どもの国籍取得に必要な

手続きがなされていないケースが多いと

みられる。本人が無国籍だと知らないま

ま成長すると、パスポートを取得できな

いほか、結婚する際にも、国際結婚で出

身国が出す婚姻要件具備証明書（独身証

明書）を取れず、婚姻届が受理されない

ことが多いなど、将来にわたって生活上

様々な不利益を被る恐れがある。 

選択的週休 3 日制→加藤官房長官は、自

民党内で検討されている、希望する人が

週休 3 日で働ける「選択的週休 3 日制」

について、4 月中に党の議論がまとまれ

ば、政府として対応を検討する考えを示

した（4 月 5 日）。官房長官は「育児・介

護・闘病など、生活と仕事の両立を図る

観点からも、多様な働き方を推進するこ

とが重要であり、その 1つとして、週休 3

日制も考えると認識している」とした。 

 

 

 

 

 

犬も歩けば棒に当たる 

  By ヨシダ 

 幼少のころ、お正月によく「かるた」

遊びをした。その一枚に「いぬもあるけ

ばぼうにあたる」というのがある。それ

は、慣れていてもうっかりミスをするも

の、だからして油断するなと言ったよう

なよい教訓となり脳裏に焼き付いてい

る。だが、今にして思うと、もっと深い

意味があるようだ。ちょっと調べたら、

「何かをしようとすれば、災難に遭うこ

とも多い、一方、出歩けば思わぬ幸運に

出会うことのたとえ」とあった。犬が歩

いて棒にぶつかるのは災難とみるので、

「幸運に出会う」はちょっと想定外。 

 これはさておき、日本のニュースで知

ったのだが、「中学生も歩けば棒にあた 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

続く、行方不明者の捜索活動→福島県南相

馬市鹿島区の右田海岸では、3 月に骨のよ

うな物が見つかり、東日本大震災・行方不

明者の遺骨かとの想定で鑑定が進められ

ている。天候で地形が変わる前にさらに手

掛かりを見つけようと、震災の月命日から

前倒し捜索活動が行われた（4月 5日）。南

相馬警察署巡査は「小さくても何か１つ手

掛かりを見つけて、被災者の方の大切なご

家族が早く帰ってきてくれるといいなと

思います。」福島県内では 196 人が行方不

明のままである。 

宮城で病床ひっ迫→宮城県知事は、県と仙

台市の保健所の連携が出来ず感染者の増

加や病床がひっ迫している現状を招いた

との見解を示した（4月 5日）。さらに東日

本大震災から 10年となった 3月 11日前後

に全国から多くの人が集まったことが感

染拡大の原因の一つだったとし、抑える施

策を講じなかったことについて「反省して

いる」と述べた。宮城県では仙台市から感

染が急拡大し、4 月 5 日時点の入院患者は

過去最多の 197 人に上り、特に仙台医療圏

では病床使用率が 90%以上に達している。 

震災・原発事故の教訓を次世代に→東日本

大震災と東京電力福島第1原発事故の教訓

を次世代に語り継ごうと、いわき市のいわ

き語り部の会は、会員 13 人の被災体験な

どをまとめた証言集を発行した（4 月 4

日）。同会は 2012 年 10 月に発足し、市内

外の講演会などで古里の被災や復興の状

況、教訓を伝えてきた。 

避難者支援の歩み→東日本大震災後、山形

県内では官民がさまざまな支援活動を展

開。あれから 10 年。避難者向けフリーペ

ーパーを発行する「復興ボランティア支援

センターやまがた」（山形市）は各地の担

当者を取材し、10 年間の支援活動の軌跡を

冊子にまとめた。現場で浮かび上がった課

題を基にした提言も盛り込み、事務局は

「広域避難を受け入れた初めての経験。学

んだ教訓を次世代に伝えたい」と話す。 

 

＜社会ニュース＞ 

ワクチン予約、1 時間半で停止→東京都八

王子市で 4月 5日の朝、先着順で開始した

高齢者向けの新型コロナウィルスワクチ

ン接種の予約が約 1 時間半で上限の 1900

回分に達し、市は新規の受け付けを停止し

た。市によると、予約は 5 日午前 9時から

コールセンターへの電話やインターネッ

トの専用サイトを通じて開始。午前 10 時

半ごろに上限となった。市のホームページ

には「ワクチンは順次供給されますので、

安心してお待ちください」と掲載され、今

後の接種スケジュールや予約開始時期は

情報を随時更新するとしている。 

豚熱→群馬県は、前橋市内の養豚場で飼育

 

る」といった事故があり、中学生が「賠償

金 790 万円」を支払うという判決が下った

裁判があったそうだ（3月 15 日、大分地裁）。

 「高齢女性に徒歩でぶつかった女子中学

生『賠償金 790 万円』」（2021/03/30 付

Microsoft News）という記事を見つけて、

これは何事だ？と読んでみた。 

 それは 2017 年 9 月。大分市の歩道で登校

中の女子中学生が高齢女性とぶつかり、高

齢女性は転倒して怪我をした。怪我は癒え

ても、後遺症が残り、同市在住のその 80 歳

代女性は約 1150 万円の損害賠償を求めた。

女子中学生は、ある日突然、加害者になっ

てしまったのだ。 

 大人でも子供でも自転車でスマホ片手に

舵を取り、通行人にぶつかって怪我をさせ

て賠償金数千万～1 億円も、とはよくある

事故であるが、今回は「歩いていて」なぜ

に？という疑問。どういうぶつかり方をし

たのかが、すごく気になった。明日は我が

身で、自分もうっかり誰かとぶつかってし

まうことだってあるのだ。 

 記事によると、中学生は前を歩いていた

4 人の生徒を追い抜こうとした際、対向の

高齢女性と衝突したらしい。両手に野菜を

持っていた女性は転んで腰の骨を折り、腰

が曲がりにくくなるなどの障害が残ったと

いう。中学生側は「いきなり歩く速度を上

げたり進路を変える危険な行為はしていな

い」と主張したが、歩道の幅は 2.2m しかな

く歩行者同士が衝突する危険があったとし

て、地裁は「追い抜く際に安全に配慮して

歩く注意義務を怠った過失がある」と判断

した。半面、女性の骨折は骨粗しょう症の

影響もあるとして賠償額は当初求めた約

1150 万円から 790 万円に減額された。 

 道を歩いていただけの中学生には重すぎ

る賠償。親が払うにしても重すぎる。この

女子中学生は一生この重みを抱えて生きる

ことになり、なんとも気の毒に思う。 

 事故の賠償額には年 5%の利息が付くそう

で、2017 年に事故が起きているため 790 万

円が元本であれば、実際には約 948 万円の

損害賠償額になるそうだ。次から次へとび

っくりする。そして、法的に未成年でも賠

償金の支払いが命じられ、民法ではだいた

い 12-13 歳程度から責任能力が認められて

いるのだとか。今にして学んだなんとも厳

しい刑罰ではあるが、被害者の立場にたて

ば、当然のことなのかもしれない。 

 今や、「子供のやったことだから」では済

まない世の中になっている。だから…、前

を向いて歩こう。 
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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（３） 

 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、最終回。 

（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） 

6. ハチミツ（Honey） 

7. じゃがいも（Potatoes） 

8. ホットソース（Hot Sauce） 

9. アボカド（Whole Avocados） 

（上記、前号までに解説） 

10. 核果（Stone Fruits）：核果とはピー

チ、プラム、チェリーなど、果肉の中に硬

い種を含むフルーツである。これらは室内

に常温で保存するのがベスト。そうするこ

とで自然に熟して最高に美味しくなるそ

うだ。買ったばかりのものをすぐに冷蔵庫

に入れたくなるが、大事な「熟」のプロセ

スをこれらフルーツから奪うことになり、

茶色化して見た目もよくない。 

11. きゅうり（Cucumbers）：クールなキュ

ウリのために冷蔵庫に、冷蔵庫にはキュウ

リのための空間を、と思うほどに冷蔵庫が

似合うキュウリであるが、実は冷蔵庫はキ

ュウリにはイケナイことがわかった。その

ワケは、冷蔵庫に保存しているとキュウリ

は一層水っぽくなり、ぐにゃぐにゃになる

そうだ。そういえば、そういう感じがする、

という人も多いはず。キュウリは野菜カゴ

から直送でお出ましになるのが一番。 

12. メロン（Whole Melons）：カンタロー

プやスイカ。これらはそもそも冷蔵庫に入

れにくいため、キッチンカウンターに置か

れやすい。一旦切ると、ラップして冷蔵庫

へ、というのが一般的なスイカなどの運命

過程ではないだろうか。カンタロープやス

イカを室温に置くべき、というのは科学的

なワケがある。それは、室温に置くことで

栄養価が倍増するというのだ。だが、一旦

切ると、バクテリア繁殖防止のため、しっ

かりラップして冷蔵庫に保存すること。そ

してなるべく早く食べきること。 

13. オリーブオイ 

ル（Olive Oil）： 

このオイルは独特、 

バターと違い暗く 

涼しいところに置 

く。決して凍える 

ところに置いては 

いけない。凍える 

ところに置くと、 

オリーブオイルは 

硬くなる。 

 
Cooking for the Lazy: 

クリスピィ・ツナ・パテ  

 ツナ缶は使うにも手軽、そして手軽に食

べられるサカナであり、手軽に摂れるタン

パク質である。家庭のパントリーには、必

ず一つや二つ備えてあるツナ缶。なけれ

ば、それはそれで不安になるツナ缶。サカ

ナを食べる人にとっては、人生に必須のツ

ナ缶である。 

 ツナ缶を食す。ツナサンド、サラダにと、

手軽に使えるあまり芸のない使い方はツ

ナにも悪かろう。ということで、ツナを生

かすパテをここに紹介。決め手はチーズ。

これがなかなかツナとマッチ、ツナの臭み

をうまくフュージョン。 

〔材料：8個分〕ツナ缶(170g 缶,2 缶)、ニ

ンニク(2 片)、玉ねぎ(1/4 個)、パセリ(刻

んで,大さじ 2)、パルメザンチーズ(1/4C)、

パン粉(1/2C)、卵(1 個)、マヨネーズ(大さ

じ 2)、黒こしょう＆塩(各 1tsp)、オリー

ブオイル(大さじ 4) 

1. 玉ねぎはみじん切りに、ニンニクも細

かいみじん切りにする． 

2. ツナ缶の缶を開け、フタを押すように

して水分を流しだす． 

3. ボールにオリーブオイル以外、パン粉

を半分(1/4C)残して、すべてを入れて

よく混ぜる．  

4. 3 を 8 等分し、それぞれをボール状に

してから平べったくする．残りのパン

粉をそれぞれのパテの両面に振りか

けて押す(パン粉が落ちないように)． 

5. フライパンにオイルを熱し、4を焼く．

片面がキツネ色にこんがりと焼けた

らひっくり返しフタをして焼く． 

ためになる名言 

  俳優、田中邦衛 

ドラマ「北の国から」 

人が信じようと信じまいと君が見たもの

は信じればいい。 

もしもどうしても欲しいもンがあったら

―自分で工夫してつくっていくンです。

つくるのがどうしても面倒くさかった

ら、それはたいして欲しくないってこと

です。 

お金があったら苦労しませんよ。お金を

使わずに何とかしてはじめて、男の仕事

っていえるンじゃないですか。 

人にはそれぞれいろんな生き方がある。

それぞれが一生けん命、生きるために必

死に仕事をしている。人には上下の格な

ンてない。職業にも格なンてない。 

人に喜んでもらえるってことは金じゃ買

えない。うン。金じゃ買えない。 

金があったら金で解決する。金がなかっ

たら智恵だけが頼りだ。智恵と、自分の

出せるパワーと。 

お前の汚れは石鹸で落ちる。けど石鹸で

落ちない汚れってもンもある。人間少し

長くやってりゃ、そういう汚れはどうし

たってついてくる。 

（参考：Wikipedia） 

〔たなか くにえ：1932-2021 年、岐阜県

生。日本の俳優。映画若大将シリーズで

青大将、TV ドラマ『北の国から』で黒板

五郎を演じ、国民的俳優となる。映画『学

校』で日本アカデミー賞最優秀助演男優

賞、『子連れ狼 その小さき手に』でブル

ーリボン賞の助演男優賞受賞。旭日小綬

章受章。麗澤短期大学卒業後、故郷の岐

阜で中学の助教諭生活を経て、3 度目の

受験で 1955 年に俳優座養成所へ入る。

1957 年、映画『純愛物語』に初出演。そ

のアクの強い風貌から、アクション映画

でチンピラや殺し屋役を演じる。2021 年

3 月 24 日、老衰のため死去。享年 88 歳。〕 
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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 

ワクチン接種開始（3 月 18 日より） 

現在のワクチン接種対象者（4 月 4 日現在） 

・1949 年以前に生まれた人（72 才以上のシニア） 

・18 才以上の先住民族 

・臨床資格のある人(Clinically extremely vulnerable)： 

Dr.Henry のサインが入った紹介書を提示 

予約や詳細は以下のサイトにて 

https://www.islandhealth.ca/learn-about-health/c

ovid-19/covid-19-vaccine 

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 
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 バイヤーの内訳はローカルだけでなく、

中にはトロントあたりの、富裕層も見受け

られました。コロナで身動きがとれないの

で、内見なしで１Mもの戸建てにオファー

を入れてきます。バンクーバーで物件をす

でに売り、ビクトリアで戸建てを探してい

るというバイヤーも見受けられました。 

 このような状態では、ファイナンシング

やらインスペクションやらの条件を入れ

ていてはオファーがなかなか通りません。

もう少しバランスのとれた市場になって

くれることを願うのみです。 

 皆さん何度も申しあげますが、買える時

に買える物件を買い、市場に入りこむのが

カギとなるでしょう。一つ物件を持ってい

ると、大抵、所有している物件も市場が上

がれば上がるように連動していきます。ゼ

ロからジャンプして一戸建てを購入とい

うのはかなり厳しいものになると思いま

す。 

 御興味のある方は、日本語ウェブサイト

は www.gohomesold.com からリンクしてい

ます。相談等は 250-415-5077 までお電話

もしくは、yumi@goHomeSold.net までメー

ルにてお問合わせください。 

 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆
☛ 4 月 30 日 ( 金 ) ま で , 7:30-8:30PM ：

victoriasymphony.ca にて、Victoria シンフォ

ニー．18 世紀のフランス、パリ、サン＝ジョル

ジュ（Le Chevalier de Saint-George）のバイ

オリンを今ここに．モーツァルトとハイドン．

参加無料、オールエージ対象． 

☛5 月 30 日(日)まで、12-5PM：624 Fort St.

にて、アートギャラリー展示会．詳細は

www.centralartstudiogallery.com 

参加無料、オールエージ対象． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（１７） 

by やなぎざきゆみ 

（BC ライセンスリアルター） 

 HomeSold Real Estate Corporation の

Yumi Yanagizaki です。 

 しばらく間が空いてしまいましたが、そ

の間にも不動産市場は前代未聞のとんで

もないことになっていました。昨年の同時

期に比べるとほぼ倍の物件が売買されま

した。それに対し、市場に出ている物件の

数は一年前の約半分といった具合です。こ

のような状態に陥ると、自ずと需要と供給

の関係から、価格は跳ね上がります。 

 コロナの影響で外国勢がそこまで数的

に入っていない状況でこの状態です。史上

最低金利の状態から、じわじわと金利が上

がってきているためか、駆け込み需要かパ

ニック買いか、とにかく激戦が続いていま

す。コロナ以降、激戦は一戸建て中心でし

たが、今や、飛び火して、タウンハウス、

コンドミニアムもなかなかオファーが受

け入れられない状態になっています。特に

子供オーケーの 2BR ユニットは人気です。

 私が先月売り出した一戸建ても、アセス

メントより多少高い値で市場に出したと

ころ、内見の時間帯を 30 分単位で分割し

たものの、用意した一日 6時間の内見時間

帯は、フルに予約で埋まり、約三日間の内

見期間の後、四日目のオファーの締め切り

までには、15 件の複数オファーが入りま

した。このうち三分の一ほどが無条件のオ

ファーでした。最終的には、売り出し価格

を 20 万ドル以上上回る価格にて無条件で

オファーを入れてくださったバイヤーさ

んに落ち着いた次第です。このような締め

切 り を 設 定 する オ フ ァ ー の形 式 を

delayed offer と俗に言いますが、delayed 

offer が採用されるということは、圧倒的

な売り手市場と言えるでしょう。 

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】4月に入り明るい陽射し、

しかし、寒く．先日のBCHydro の Billは、昨年

と比べて、グッと高く、なんで～っと腑に落ち

ずでしたが、腑に落ちました．やはり、昨年の

この頃と比べるとグッと寒いんですね．外は陽

気でうららかそうにみえても、ジャケットがな

ければブルブルです．にもかかわらず、タンク

トップの女性が歩いていました．また、靴下を

はかずのサンダル履き．無理するなよー、と言

いたいところですが、本人はもう初夏の気分な

のでしょう．夏が近づくとコロナも衰えるのは

でと思っていましたが、ウソばっかり．ワクチ

ン接種が進んでも感染者は増える一方です．世

紀のパンデミック、しかし、いつの時代も最後

は消え去ったものです． 

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 

●日本のはなし。公務員が 2 分早く退社

（終業：5時 30 分）して給料返上を言い

渡されたそうだ。2分早い退社の理由は 5

時 35 分のバスに乗り遅れるから。次のバ

スはなかなか来なくて 30 分後であると

いっている。日本ならではのこの時間の

細かさ。30 分置きに来るバスをなかなか

来ないというのは贅沢すぎる。このビク

トリアに住んで、バスが時間通りに来る

ことはなく、30 分くらい待つ心の大きさ

をもっていないとバスには乗れない。と

もあれ、家庭の事情があるにせよ、ちょ

うどよい 6 時 5 分のバスまで待てないと

は、勝手すぎる。給料返上に賛成！でな

ければ、10 分早く出社すればいいのでは

ないか。（電車もない街に住む人より） 

 
 

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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