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ンの運びとなった。 

 壁を貫き天井が落ちるほどの事故であ

ったため、建物が構造的に歪んだのではな

いかと懸念されていたが、エンジニアによ

る検査の結果、問題なかったようである。 

 

アシカがとおる 

 Vancouver 島北部でのはなし。アシカ

（Wayward sea lion）が、まかりとおる。

その様子を撮ったビデオがネットにあげ

られるや否や、カナダ全国で微笑ましい話

題となった。 

 アシカが砂利道を腹ばいで進んでいた

のは 4 月 12 日月曜日のうららかな午後。

アシカは通常浜辺でゴロゴロする。しか

し、山間の砂利道を進んでいた！と驚いた

のはそのビデオを記録した男性。海から程

遠いその山間になぜアシカがいるのか。全

く不思議。とにかくこれは異常事態とみ

て、男性はカナダ水産海洋省に通報した。 

 

イヌを口実に誘拐未遂 

 Saanich 警察は、犬がいなくなったので

一緒に探してほしい、と通りがかりの少女

に頼み、少女を車で連れ去ろうとした男が

いたことを公表した。警察はこの件を誘拐

未遂として、民間に注意を呼び掛けてい

る。男は、30 代とみられ、黒のニット帽

をかぶっていた。 
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Greater Victoria、失業率低く  

 Victoria の失業率は先月より 5.7%へと

少し上昇したものの、カナダ全国ではまだ

まだ低い率となっている（ Statistics 

Canada,4 月 9日付）。 

 カナダ全国で最も失業率が低かったの

は Quebec City の 4.9%、次は Kelowna の

5.0%、そして Greater Victoria とケベッ

ク州の Sherbrookeと続く。 

 BC 州全域における失業率が 6.9%である

ことを考慮すると、Victoriaの失業率がい

かに低いかがわかる。なお、コロナで打撃

を受けた業界は、専ら旅行、サービス業。 

 

反ユダヤの落書き犯、捕まる 

 4月 6日火曜日、Glasgow St.にあるユダ

ヤ人の Chabad Centre の入り口に反ユダヤ

の落書きが発見された。 

 4 月 9 日金曜日、セキュリティカメラが

とらえた犯人（2人組）と思われる人物像 

 

の画像を Victoria 警察が公表するや否

や、容疑者が自ら出頭した。 

 反ユダヤの落書きは消され、今はサポー

トのメッセージが書かれている。 

 

恐ろしき 16 才  

 Nanaimo での事件簿である。16 才が 15

才を「いじめる」ではすまない、度を超え

た暴行事件が発生した。16才が 15才を殴

り蹴り、服をはぎ取り、ハダカで帰路につ

かせた、というもの。この様子を撮ったビ

デオがソーシャルメディアに揚げられ、警

察は直ちに加害者の 16才逮捕に動いた。 

 それは 4 月 9 日金曜日午後 8 時頃のこ

と。加害者の 16 才を含むティーンたちが

湖のほとりに集合。15 才の少年をターゲ

ットによってたかって殴る蹴るなどの暴

行を始めた。少年の携帯電話や財布や靴を

湖に投げ捨てた。その間、他の少年たちは

被害者の少年を面白がって笑ったり、ヤジ

を飛ばすなどした。間接的な加害である。

極めつけは、少年の服をはぎ取ってハダカ

にして、ハダカで家に帰れ、と言ったこと。

少年はそうするよりほかなく、自宅への道

をトボトボ歩いていたらしい。途中、近く

を通ったドライバーが少年に服を与え、車

で自宅まで送った。家に帰り着いた少年は

傷だらけだった。 

 翌日、少年の両親は警察に通報した。加

害者の 16 才少年が捕まったのは、別の事

件で警察が絡んだため。翌日の土曜日に車

に乗っていて衝突事故を起こした。少年は

相手側に対して怒鳴り、金属バトンを持ち

出して相手を脅したのだ。 

 若くしてこの悪事はなんたること。16

才、たかが子どもというには恐ろしい。 

 

Uptow Walmart でクラッシュ 

 4月 9日金曜日、Uptownは Walmartのデ

リに隣接する薄いコンクリートの壁に車

が衝突した。車体の半分が壁に突っ込み、

その衝撃で、壁に続く天井から車が落ち

た。想像しがたいドラマチックなクラッシ

ュである。天井から、横の壁からの瓦礫で

外への通路がふさがれてしまったため、

Walmartのデリで作業していた従業員 3人

がクーラーの中に閉じ込められることと

なった。消防隊が出動し、建物が崩れない

ように支えを入れながら、3人を救出した

模様。 

 車のドライバーは「シニア女性」との憶

測がネットを通じて拡散、しかし Saanich

警察はこれを否定した。「シニア女性」と

の特定は Saanich市長、フレッド・ハイネ

ス氏の言及による。定かでない情報を流

し、その根拠を問われたようだが、市長は

ノーコメントを貫いている。 

 なお、このクラッシュで Walmartはその

日金曜より、月曜一杯までクローズとなっ

た。事故後、速攻修理が施され、4 月 13

日火曜日朝 8時よりいつもどおりオープ 
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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。 

http://victoriakenbunroku.weebly.com/
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去最多を更新した。全国で確認された死

者は 35人。厚生労働省によると、重症者

は前日比 23人増の 631人だった。 

菅政権、五輪に突き進む→五輪開催まで

100日となっても、新型コロナウィルスの

感染再拡大を前に、課題は山積み。それ

でも菅政権は「中止はない。五輪をやる

ことは決まっている」と、開催に向けて

突き進む。ただ、少し前まで政権が描い

ていた開催までのシナリオは崩れつつあ

り、海外からの観客受け入れは断念。安

倍前首相が大会延期を決める際に表明し

た「完全な形での開催」を捨て、開催へ

のハードルを下げた。 

余ったワクチン→河野ワクチン接種担当

相は、4 月 12 日から始まった高齢者への

ワクチン接種で、余ったワクチンを廃棄

した自治体があったことを明らかにし

た。「接種券がなくても年齢的に対象にな

る人や、高齢者がいなければ、それ以外

の人という順番で対応していただきた

い」、さらに「他の市や県でも構わない。

全く制約はないので、ワクチンが廃棄さ

れないようにお願いしたい」と強調した。

うちわ会食→兵庫県は新型コロナ感染の

広がりの深刻化を受け、会食時に口を覆

う「うちわ」を県内の飲食店に配布する

予定だったが、知事は 14日、うちわの配

布を中止すると述べた。神戸市が、「うち

わを使えば会食が安全になるというメッ

セージとして受け取られる」として、うち

わの配布に反対する姿勢を示したため。 

こども庁→政府・与党は、子どもに関す

る福祉や医療などの政策を一括して所管

する「こども庁」の設置法案を提出する。 

 

 

 

 

 

ケチャップ不足 

  By ヨシダ 

 コロナ惨禍の影響がここまできている

とは驚いた。それは「ケチャップ」であ

る。あまりにも日常の食卓にあるケチャ

ップの存在に慣れ過ぎて、気に留めなく

なっている。が、ケチャップはコロナ禍

でひそかに苦しんでいたのだ。 

 もちろん巷のスーパーではいつもどお

り Heinz などのケチャップのビンが所狭

しと棚に並んでいる。こうした大物はさ

して「不足」の問題はないようである。「不

足」が顕著なのは、ハンバーガーレスト

ランなどで、テイクアウトのときに一緒

に供給される持ち帰り食品用ミニパック

入りケチャップのことである。 

 アメリカでは、ハンバーガーの消費が

激しいからなのか、特にこのミニパック

ケチャップの不足が著しいそうだ。ハン

バーガーレストランは、かつてないケチ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熊本地震前震から 5年→熊本地震の前震の

発生から 4 月 14 日で丸 5 年となる。熊本

県では、3 月の新阿蘇大橋開通などインフ

ラ復旧が進み、仮設住宅入居者の 99%が住

まいの再建を果たす一方、復興への道のり

が長期化する家庭もある。益城町など 9市

町村では 150世帯 418人がなお仮住まいを

続け、仮設住宅などを出た後の恒久的住ま

いとなる災害公営住宅で生活再建した高

齢者の「孤独死」も報告されている。前震

は 2016年 4月 14日午後 9時 26分に発生。

マグニチュード（M）6.5 で、その約 28 時

間後の同 16 日午前 1 時 25 分には M7.3 の

本震が発生した。益城町では前震、本震と

もに震度 7を観測。余震は半年で 4千回を

超えた。熊本県内では家屋倒壊などで 50

人が死亡。 

熊本地震 5年犠牲者追悼式→観測史上初め

て最大震度 7の激震に 2度襲われ、震災関

連死を含む 276人が犠牲になった 2016年 4

月 14 日のの熊本地震。発生から 5 年が経

ち、熊本県庁で同日午前、県主催の犠牲者

追悼式が開かれ、遺族や知事ら 34 人が鎮

魂の祈りをささげた。追悼式は例年約 350

人規模で開催しているが、20年に続き新型

コロナウィルス感染防止のため規模を縮

小。閣僚ら県外からの来賓招待を取りや

め、出席者を地元関係者に限定する代わり

に、初めて式の様子をインターネットでラ

イブ配信した。 

熊本城に優しい光→熊本地震の前震から 5

年となった 4 月 14 日の夜、熊本市中央区

の熊本城内にある加藤神社で、復興を願う

キャンドルイベントが催された。ライトア

ップされた熊本城をバックに、キャンドル

1000個の優しい光が境内を照らした。 

スマイルじゅうたん→東日本大震災と東

京電力福島第 1 原発事故から 10 年 1 ヶ月

が過ぎた津波被災地の南相馬市原町区萱

浜に、菜の花の黄色いじゅうたんが広がっ

ているそうだ。恒例の迷路のオープンが 24

日に迫る。空から見ると「ニコニコマーク」

の五輪などが描かれている。復興支援活動

に取り組む市民団体「福興浜団」が子ども

たちの笑顔が集まる場所にしたいと、2013

年から毎年開放している。今年は計 3㌶の

農地に種をまき、二つの迷路が設けられ

た。代表の男性（48）は「菜の花畑を元気

に走り回って癒やされてほしい」と願って

いる。 

 

＜社会ニュース＞ 

新規感染、2日連続 4000人超→日本国内で

は4月 15日、47都道府県と空港検疫で4576

人の新型コロナウィルス感染者が新たに

確認された。新規感染者が 4000 人を超え

たのは 2 日連続。大阪府では 1208 人の感

染が判明し、3日連続で 1000人を超え、過 

ャップ不足を心配し、客がわしづかみで持

ち帰らないかと目を光らせているという。

ケチャップ不足の心配なんてかつてないこ

と、こんなことに頭を悩ませるとは頭がお

かしくなった？とさえ自問する。また、ハ

ンバーガーレストランのオーナーという立

場にあって「マクドナルドやウェンディー

ズに行くと、余ったミニパックをかき集め

て自分の店に持ち帰る」と打ち明ける。 

 ケチャップ不足は全米で昨年夏ごろから

発生し始め、状況は悪化しているそうだ。

発端は、疾病対策センター（CDC:Centers 

for Disease Control）が新型コロナウィル

ス対策として飲食店内での食事を控えるよ

う求め、デリバリーやテイクアウトの利用

を勧告したことだった。 

 これにより突如、全米の飲食店が料理や

飲料をパッケージに詰めて、在宅で働く人

たちなどに販売するようになった。そうし

た客たちは当然調味料を期待する。このた

めレストランとファストフード店が直接的

に競合することとなり、店内での飲食を中

止したファストフード店も、ミニパック入

りケチャップの注文を増やすようになっ

た。そうして、需要と値段は上昇し、供給

は落ち込んだというわけだ。 

 米ケチャップ最大手のハインツはこの問

題の中心的存在。同社は対応強化に乗り出

し、今月初めには生産量を 25%増やし年間

計 120 億のミニパック入りケチャップを製

造する計画を発表した。もう、ケチャップ

のための救済策、途方もない。人もケチャ

ップも大変である。 

 特に、コロラド州では事態が一層緊急性

を帯びているとか。なぜならば、今年 7 月

に思いがけず、大リーグのオールスター戦

が同地で開かれることになったため。ハン

バーガーなくして感染はあっても観戦も楽

しみもない。そしてその楽しみの重大なる

エッセンスがケチャップなのである。 

 ハンバーガー文化がケチャップ不足問題

を生み出している、と個人的に思う。ハン

バーガーで生きていない人にとってはケチ

ャップはどうでもいいことだ。とはいえ、

自宅にはあまり使わなくてもしっかり

Heinz のケチャップが居座っている。これ

は食卓の象徴でもある。あの赤いビンがな

いと抜けている感じがしないでもない。日

本ではカゴメケチャップだったかなぁ、と

なつかしい。あれはビンでなくプラスチッ

クチューブだったかな、そして冷蔵庫で威

をふるっていたものだ。 

ここまで 

親しまれている 

ケチャップ 
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★ こんなの見つけました ★ 

永久に持ちそうな食品（１） 

 明日には何が起こるかわからない。昨年

の今頃は、パンデミックの緊急事態宣言で

保存食確保に躍起になったことを思い出

す人も多いことであろう。「生き延びる」

ということを意識した初めての経験でも

あったに違いない。一度そういう経験をす

ると「保存食」をずっと意識してしまう。 

 いつ時も慌てないように、パントリーに

常に保存食を。とはいえ、実際、パントリ

ーには案外保存食といえる長持ちする食

品が詰まっている。そんな食品を今ここに

リスト。（参考：

www.msn.com/en-ca/health/nutrition） 

1. パスタ（Pasta）：万人が好むパスタ。

茹でない限り、パスタは硬いままフレッシ

ュな状態でパントリーに眠る。パスタに平

行して使われるこれまた万人が好むビン

入りパスタソースもフタを開けていない

限り長くもつ。食べきったら、すぐに次を

買ってパントリーにしまっておこう。たと

え、家から出られなくなってもこれで生き

延びることができる。 

2. 乾物や缶入り豆類（Dried and Canned 

Beans）：乾燥していても、缶入りでも大事

なタンパク質源である。乾物豆は長く置き

すぎると硬化して茹でても茹でても柔ら

かくならないことがある。そうなるとやっ

ぱり缶詰のほうが使いやすいともいえる。 

3. 米（Rice）：生き延びるためのエネルギ

ーを与えてくれるお米は数ヶ月持つ。長く

保存するには容器に入れて密閉すること。 

4. キノア（Quinoa）：スーパーグレインと

呼ばれる栄養価が高い穀物である。タンパ

ク質はもちろんのことファイバーも豊富。

お米の代用となる。 

5. オーツ（Oats）：朝食に最適。心も温ま

るオーツは、そのままで数年は持つ。古く

ても、調理したものにフレッシュなブルー

ベリーなどを加えれば、古代オーツも最新

流行オーツに変わる。 

6. ハチミツやメイプルシロップ

（Honey/Maple syrup）：ハチミツは決して 

腐ることがない、という。 

長くおくほどにクリスタ 

ル化して硬くなるだけ。 

 
Cooking for the Lazy: 

おからパウダーのカツレツ 

 パン粉の代わりにおからパウダーを使

ってサクサクのカツレツ。パン粉は油を吸

ってサクサクなだけ、しかしおからパウダ

ーにすることで、大豆タンパク質が加わっ

て栄養価がグーンとアップ。 

〔材料：約 4 人分〕おから(1/2C)、豚肉

(300g)、ニンニク(1 片)、卵(1 個)、小麦

粉(大さじ 2)、黒こしょう＆塩(各 1tsp)、

オイル(1/2C) 

1. おからでおからパウダーを作る．フラ

イパンを温め、油も何も敷かないまま

生おからを入れて低温（弱火～中火）

で炒り、水分を飛ばす（約 10分）．木

べらで混ぜていくうちに、パン粉の様

なサラサラした質感に変わる．キメの

細かいパウダーにするには、冷めてか

らブレンダーにかける． 

2. ニンニクをみじん切りにする．  

3. 豚肉を食べやすい大きさに切り、塩＆

こしょうをしてから 2のニンニクを混

ぜる． 

4. 3に小麦粉をふりかけ、豚肉それぞれ

まぶす． 

5. ボールに卵を割り入れ溶く．4のそれ

ぞれの豚肉をくぐらせ、1のおからを

まぶす. 

6. フライパンにオイルを熱し、5を静か

に入れて揚げる．片方がこんがりと焼

けらたらひっくり返す（オイルが少な

めなためひっくり返しながらキツネ

色に揚げる）． 

ためになる名言 

  エディンバラ公フィリップ王配 

女王エリザベス２世の王配 

幸せな結婚生活を維持する上で鍵となる

のは寛大な心です。それをこれまでの結

婚生活で学びました。女王はとても広く

大きな心をお持ちです。それは私が保証

します。 

（1994年、第 2次世界大戦「Dデー」50

周年のドキュメンタリーでストレス・カ

ウンセリングについてのコメントを求め

られて）それが戦争というものの一部だ

った。私たちのころはカウンセラーなん

ていなくて、誰かが銃を撃つたびに「大

丈夫ですか？何かとんでもない問題を抱

えていませんか？」なんて聞いたりしな

かった。進み続けるのみだった。 

（エリザベス女王の戴冠式にて）その帽

子、どこで手に入れたの？ 

（2011年、90歳の誕生日を前にコメント

を求められて）体の色んなところがボト

ボトはがれ落ちはじめている。 

（1981年、不景気のさなかの発言）以前

は皆もっと自由な時間が必要だと言って

いた。今度は職がないと文句を言う。 

（1969年、カナダ訪問中のイベントで）

これの開設を宣言します。これが何の施

設であれ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Prince Philip, Duke of Edinburgh：

1921-2021 年、ギリシャ王国、ケルキラ

島生。イギリスの王族。女王エリザベス

2 世の王配。チャールズ王太子の実父。

イギリス陸海空軍元帥、日本学士院名誉

会員。祖父にギリシャ王ゲオルギオス 1

世、曾祖父にデンマーク王クリスチャン

9世、高祖父にロシア皇帝ニコライ 1世、

高祖母にイギリス女王ヴィクトリア。イ

ギリス海軍で第 2次世界大戦に従軍後、

当時即位前のエリザベス王女と結婚。妻

の女王即位後は海軍を退役し、夫として

長年女王を支えてきた。享年 99歳。〕 

 
 

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 
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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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【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 

ワクチン接種情報（4 月 14 日現在） 

接種者 1 ミリオン突破 

現在のワクチン接種対象者 

50 才以上：4 月 13 日、12pm よりすでに予約可 

45 才以上：4 月 16 日、12pm より予約可 

40 才以上：4 月 19 日、12pm より予約可 

薬局でのワクチン接種は AstraZeneca 

予約や詳細は以下のサイトにて 

https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html 

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 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response
https://www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html
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 それから、例え 

ば胃のムカムカに 

対しては胃に、ガ 

スっぽくお腹が張 

っている時には下 

腹部のところにと 

いうように直接塗 

布をすることで、 

消化に関する不調 

は緩和されていきます。他のプラクティシ

ョナーさんたちが消化に対してよく使用

している精油に、カルダモン（グリーン）

があります。これは、消化全般に対しての

他にも、にんにくを食べた後の息の中和も

してくれます。また、心臓に対しての精油

でもあります。私が個人的によく使用して

いるのは、生姜です。この精油は体を温め

る作用もあり、お湯に入れて（時々レモン

と共に）飲むことも好きですが、お腹に塗

布してから体を動かすとその温まり方が

早まるので、気に入っています。もちろん

香りもとってもいいですよ。根の精油なの

で、花とは異なり、深みがあり、少し土臭

さのある香りとなります。 

 気温の上下がまだあるため、それがスト

レスとなって、消化機能に影響が出る人も

いるかと思います。そんな時は、日本人で

ある人はご存知、発酵食品も腸が元気にな

る食品として重宝しますね。ぜひ体を温

め、腸を元気にして、健康でお過ごしくだ

さいませ。ありがとうございました。 

Sono Ray：778-316-3960 

exquisitelife33@gmail.com  

web: plantingserenity.love 

blog: loveletterfromplants.com。 

☆☆☆☆ イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛4月 24日(土)、10am-2pm：2201 Otter Point 

Rd.、John Phillips Memorial Parkにて Sooke

カントリーマーケット．オーガニックファーマ

ー、ベーカー、職人ベンダー．詳細は、 

ww.sookecountrymarket.com 

☛ 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． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃３３】 

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 

 今回は、消化を助ける精油のお話です。

これは口から始まり、お尻で終わります

ね。その間、長い管で私たちが食べたもの、

飲んだものが消化、吸収、排泄されていき

ます。体は、この消化を例として、私たち

が寝ている間も休むことなく、活動してい

ます（活動速度が変わったり、“病気”に

なって機能が停止した場合は別として）。

体さんは私たちが生きている間は、休むこ

となく働いてくれていている、そう思う

と、本当に感謝が深まります。 

 それでは、どんな植物たちが消化を助け

てくれるのでしょうか。それは、台所で見

られるハーブやスパイスです。バジル、ロ

ーズマリー、タラゴン、タイム、ペパーミ

ントなどのハーブや、クミン、コリアンダ

ー、ジンジャー、カルダモン、ナツメグ、

シナモンなどのスパイスです。また、メデ

ィシナルグレードの精油は飲用も可能で

あるために、これらの精油を料理に使うこ

ともできます。精油ではなく、ハーブ、ス

パイスそのものを使えばいいのでは？と

も思うかもしれませんが、もちろんなので

すが、精油を料理に使うこと自体、楽しく

もあり、また、精油の純粋な波動が料理全

体に広がることで、味が変わります。個人

的な経験として、まろやかな味になること

を感じています。精油はとてもパワフルな

ため、料理の量にもよりますが、使用する 

場合は、まずは１滴 

から使い始めてみ 

て、好みの味になる 

まで調整してみて 

くださいませ。 

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】先日まで寒い、サムイ

と厚着をしていたら、急に汗が出始めました．

気温が急上昇、この週末は 21 度にもなると聞

いて、なにもそんなに急がなくても、とお天道

様にお願いしたいです．忙しくしている間に、

桜も散ってしまって、ほどほどの心地よい肌寒

さも体験できないまま、夏になります．それに

してもこの忙しいこと、それゆえにコロナのこ

とを忘れられていいのですが、靴下の表裏反対

にも気づかず、アタマの退化が目立ちます． 

 

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 

●日本の菅首相がアメリカへ。首脳会談

があるらしい。なかなか絵になって…、

いない。それもこれもマスク姿が原因で

あるが、マスクをはずすわけにもいかな

いだろう。公共でマスクを外せる日は来

るのだろうか。とはいえ、今やマスクは

顔の皮膚の一部になってしまった。（マス

カーレット） 

●ICBCが数百㌦も下がった！ニュースは

本当だった。でも、喜ぶのは今年だけ？

来年はまた上がる、と思う。（運転手） 
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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. 

バジル 

タイム クミンシード 
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