
Victoria Kenbunroku  全第６４９報 January 17, 2022  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VViiccttoorriiaa
見
聞
録 

★コンテンツ★ 

見聞録のあるところ 
Victoria 社会情報 

Victoria 治安情報 

母国、日本、 

ザ・ニッポン・ニュース 

お茶の間語り 

雑言 

生活の知恵 

ズボラの食卓 

伺いました 

ちょっと一言 

Victoria イベント 

Classified 

編集後のひとりごと 

 
Victoria 見聞録は Victoria の日本語情報誌 

発行日は毎月、7、17 & 27 日． 

次号は 2022 年 1 月 27 日に発行予定． 

 

Victoria Kenbunroku Vol.21J No.1 

Jan. 17, 2022: Victoria Japanese Journal 

 ISSN 1703-616X 

Published by BrightGate Info Services 

Publisher and Editor: Kay T. 

Any reproduction of this work is prohibited 

without permission of the publisher. 

Copyright reserved. 

Email: vicken21@hotmail.com 

 

された。男は弁護士を伴い、裁判所出頭を

前提に釈放された。公共物破壊行為（$5000

以下）でチャージされる模様。 

 

盗まれた黄色いトラック 

 そのトラックはとてもユニークなもの

だった。メイク 2018、Ford F550 のブライ

トイエロー、黄色、「Rental Zip」という

ロゴが車体にプリントされたフラットベ

ッドのピックアップ・トラック。一度見る

とまず忘れることはないであろう印象的

な見目形であるそうだ。そのトラックを、

Cobble Hill 在住のオーナーは自宅構内に

大事に駐車していた。 

 ところが、1 月 14 日金曜日の早朝、そ

れがない！ことに気付き、警察に通報し

た。トラックを停めた構内はロックされる

などセキュリティが効いていたが、何者か

が押し入ったとみられる。 

 通報を受けて Shawnigan Lake RCMP は、

民間に目撃情報を募った。なんといっても

黄色いトラック、それは顕著ですぐわか

る。一番目の目撃通報は、黄色いトラック

は南に向かって走っていたとのこと。2番

目の目撃情報は、夜中午前 2 時（1 月 15

日）に、Millstream の McDonald’s ハン

バーガーレストランに駐車していた、との

こと。トラック泥棒はモクモクと食事、そ

してその逮捕は刻々と近づく。 
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アイランド、新感染者 412 人  

 1月14日金曜日のBC州内におけるCOVID

新感染者は 2,554 人で、全陽性者数は

36,049 人となった。その 1週間前は 31,817

人でかなりの増加。しかし、1 週間前の新

感染者が 3,223 人であったことをみると、

金曜の新感染者は激減。 

 Vancouver 島内における新感染者数は

412 人、全陽性者数は 3,193 人。 

 オミクロン株は伝染性が高く、感染後も

速く症状が出るようだ。感染検査センター

の検査処理数は一日 20,000 人、オミクロ

ン株の伝染が速すぎて検査が追いつかな

く、症状が出ても検査を受けないままにい

る人が多いという。ただ、救われるのは症

状がマイルド、ということである。 

 

オミクロン、ピーク 

 BC 州ヘルス・オフィサー、Dr. Bonnie

Henry によると、オミクロン株コロナ感染 

はピークに達した模様である（1月14日）。

感染直後に症状が出るまでの潜伏期間は

6～8 日であるため、入院患者はまだ増え

る模様。入院ピークは 1 月 22 日ごろにな

ると予想される。以降は減っていくとモデ

リングされている。 

 1 月 14 日現在、BC 州における入院者数

は毎日 30～40 人の勢いである。 

 

昨年の 911 迷惑コール  

 BC 州内の「９１１」緊急通報は E-Comm

（会社）がその 99%を担う。このほど

E-Comm は昨年の迷惑コールを公表した。 

 2021 年の緊急通報は前例のない多さで

コール数 1.9 ミリオンを超え記録更新。

2021 年は夏の熱波に始まり、山火事、洪

水、そしてトドメは昨年末の寒波などの自

然災害で通報電話は鳴り続けた。そんな緊

急事態のなか、一般的な問い合わせや苦情

などの緊急でない通報が入り、スタッフは

迷惑しているそうだ。 

 以下、E-Comm のスタッフが迷惑した「緊

急」通報の代表例は以下のとおり。こうし

た内容を公表することで民間を教育でき

ることを願っている。 

1.カフェのバリスタが間違ったコーヒー

を作った  

2.サイドウォークを歩いていると走行の

車から水しぶきを浴びた（大雨直後） 

3.COVID 検査を受けたいがどこで？ 4.

「911」通報テーカー（つまりは E-Comm

社員）になりたいがどうしたらなれる？

5.次期連邦選挙はどこで投票できる？

6.天気予報を知りたい  

7.道に迷った……  

8.バスが来ない 

9.現行の COVID 制限は？  

10.ルームメートが散らかし放題 

 という具合。 

 E-Comm 側の通報テーカーが上記のよう

な通報に時間を費やしている間に、どれだ

けの人を救えることか。上記のような通報

をする人に限って冷静でなく、感情的にま

くしたてるため、電話はすぐに終わらな

い。E-Comm が電話を切ればいいことかも

しれないが、それでも、念のため事態を把

握しなければならないのだ。 

 「緊急」でない場合は、在住エリア管轄

の警察や消防署の電話番号（10 ケタ）に

電話を入れてその指示に従うこと。 

 

落書き容疑者、自首 

 1 月 5 日水曜日、Victoria はダウンタウ

ン Yates St.に立ち並ぶビル 2 棟（845 & 

848 Yates St.）に落書きをした男が

Victoria 警察に自首してきた。その前日、

警察がセキュリティカメラが捉えたビデ

オを公表したことから数人の目撃者（男の

知り合いも含む）が名乗り出て、男はにっ

ちもさっちも行かなくなったようだ。 

 問題の落書きは、昨年 12 月 12 日に発見
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トラの威を借り、 

 コロナ撃退 

  ・・・まず、ムリね 

 

改名しました! 

HAIR-WORKS 

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：9:00am－5:00pm 

日曜日：10:00am－4:00pm 

 

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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漁の原因について、北海道立総合研究機

構さけます・内水面水産試験場が、北方

領土の択捉島や国後島の定置網でロシア

側の漁業者が混獲している可能性を示唆

した。道東の漁業者の間では 10 年以上前

からロシア側の「先獲り」が不漁の一因

とする見方があったが、同水試がこの可

能性を公の場で改めて示した。 

大王製紙、値上げ→大王製紙は、「エリエ

ール」のトイレットペーパー、ティッシ

ュペーパーなど家庭紙の全製品を、3 月

22 日出荷分から 15%以上値上げすると発

表した（1月 11 日）。原料の輸入パルプや

物流費などが高騰しているため。家庭紙

の値上げは 2019 年 6 月以来となる。かく

して日本の「紙」は高くなる。 

納屋橋まんじゅう→名古屋名物の「納屋

橋まんじゅう」は惜しまれながら 1 月 10

日で製造、販売が終了。販売店には朝か

ら約 100 人の長い行列ができたそうだ。

この饅頭はこしあんを薄皮で包んで蒸し

た上品な甘さが特徴の酒まんじゅう。納

屋橋饅頭万松庵は、1919 年に本店からの

れん分けをして開業、1977 年に建てられ

た製造工場が老朽化したため、製造と販

売を終了し、本社と工場を取り壊すこと

を発表していた。客の一人は「全国各地

に酒饅頭はいっぱいあるが、ここのが一

番クオリティーが高い」と惜しんだ。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第六話：近づく手術 

By ミア 

 ＣＴスキャンの検査結果から。腎臓の

癌は静脈までは進行していないと聞いて

安心した。こうなると治療も可能、手術

で癌を取り除くことができ、完治も可能。

手術には腎臓の癌化部分を切除するか、

又は腎臓ごと摘出するかの２通りある

が、私も医師も部分切除が希望だった。

部分切除の可能性が高いが、まずはお腹

を開いてみなければ決められないと医師

は言う。そうして、「手術」の準備を始め

ることとなった。 

 「手術」の日を迎えるにあたり、第一

のステップは手術の予約だった。2020 年

に入るや否やのコロナ渦で手術ができず

ずっと待っている人が大勢いるなか、我

が手術は半年先、もしくは一年先になる

のではないかと危ぶんだ。すでに５ｃｍ

にも成長した塊を放っておくとどんどん

大きくなるので、なるべく早く手術を受

けたい。藁をもつかむ思いで教会の人た

ちに祈りをリクエストした。「なるべく早

く手術の予約が取れますように」と。 

 そして、祈りは聞かれた。半年先でも

なく、なんと翌月の 14 日。1ヶ月以内に 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

トンガを思う→大規模な噴火の影響で津

波が押し寄せ、街が浸水する様子が報じら

れている南太平洋に浮かぶ島国、トンガ。

噴火から一夜が明けてもトンガのほとん

どの地域で電話やインターネットがつな

がらない状態が続いており、現地の詳しい

被害状況は明らかになっていない（1月 16

日現在）。こうした中、2011 年の東日本大

震災の発生後、トンガ政府や市民から日本

の被災者に対し、義捐金などの寄付をされ

ていたことが再び関心を集めている。外務

省は同年 3 月 25 日の報道発表で、東日本

大震災が発生したことに対し「トンガ政府

から、義捐金 20 万パアンガ（約 900 万円）

の寄付がありました」と報告している。さ

らに、トンガの国王陛下らからの弔意のメ

ッセージも届いたとして、「我が国は、ト

ンガ政府及び国民の我が国に対する連帯

の念及び多大なる支援に深く感謝します」

と、謝意を示していた。 

震災の津波に耐えた松→岩手県の太平洋

側、大槌町の浪板海岸で、東日本大震災の

津波に耐えた松の木のうち 2本が、1月 12

日夜から 13 日朝にかけての強風で幹から

折れた。某住民によると 1933 年の昭和三

陸地震での津波の後に植えられ、松林にな

っていた。東日本大震災で大半の松が倒れ

たが、道路ののり面に近い一部が残ってい

た、という。住民は「震災で弱ったのだろ

う」と話す。 

仙台市人口、初の減少→宮城県仙台市の

2021 年の人口動態は増加数が 567 人のマ

イナスとなり、初めて減少に転じたこと

が、分かった（1 月 13 日）。2022 年 1 月 1

日時点の推計人口は 109 万 6623。出生数が

死亡数を下回る自然減が4年連続で拡大し

た一方、転入数が転出数を上回る社会増が

大幅に縮小し、2020 年までのように自然減

を吸収できなかったとする。新型コロナウ

ィルスが影響したとみられる。 

 

＜社会ニュース＞ 

戻ってきた100万円→タクシーに置き忘れ

た100万円入りの財布やタブレットが入っ

た大切なかばんが無事に戻ってきた、とい

うラッキーなニュース。昨年暮れ、こんな

体験をした総合葬祭会長（男性,55）は「財

布や貴重品は盗まれてかばんだけ戻って

くると思って諦めていた。信じられなかっ

た」と話す。遺失物としてかばんを警察で

受け取り、届けてくれたタクシー運転手に

感謝した。運転手によると男性を降ろした

ときに忘れ物に気付き、追いかけたが見つ

けることができず、社に持ち帰った。社長

と一緒に中身を確認すると、「現金が百万

円くらい入っていたので警察に届けた」と

いうことだ。新年早々の善い話である。 

秋サケ、ロシアが先獲り→近年の秋サケ不

予約が取れたのだ！ 

 癌というこの塊をあと 1 ヶ月足らずで体

内から抹殺できる、と思うと、俄然、手術

に立ち向かうエネルギーが湧いた。 

 手術前検査として、ホームドクターによ

る診察、ＥＣＧ，血液・尿検査（２回ずつ）

と検査が続く。一方、それに平行してギリ

ギリまで仕事も続けた。 

 そして、手術前日。この日は断食で水し

か飲めない。しかも毎時間 250ml 以上の水

を飲まなければいけなかった。食べないの

は苦にならなかったが、水を大量に飲むの

はきつかった。しょっちゅうトイレに行か

なければならなかった。飲んだ水が全部出

ているようだ。加えて「Pico-Salax」とい

う下剤を２回飲まなければいけなかった。

手術に備えてお腹を空っぽにするためだ。

「お腹を空っぽに」というのは簡単だが、

この薬が効きすぎて死ぬ思いをした、とい

うことを言わねばなるまい。ひどい下痢が

止まらない。フラフラになり気分が悪い。

水を飲めば直後に下痢。もう水は飲めな

い！体が受け付けない！めまいがして横に

なった。こんな状態で、明日は手術。こん

な体調で大丈夫だろうか？ 

 2021 年 1 月半ば。いよいよ手術の日がや

ってきた。朝起きるとなんだか熱っぽい。

熱を測ると 37.3 度。私の平熱は 36 度ある

かないかなので明らかに熱がある。どうし

よう、こんな状態で今日手術を受けられる

だろうか？15 分ごとに熱を測るが 37.4, 

37.5 とどんどん上がってくる。バスで病院

まで行くつもりだったが途中で倒れるかも

しれないと思い、念のため娘に車で送って

もらった。 

 フラフラになりながら何とかチェックイ

ンし、手術前に準備する部屋に通された。

そこで自分の着ていたものと所持品をカゴ

に入れ、ガウンに着替える。ベッドに横た

わり、熱を測ってもらうと。やっぱり 37.7

度。ヤバイ！コロナと疑われて家に帰され

るかも。それを恐れて、前日薬のせいで体

調が悪くなったこと、そして今も気分が悪

いことを看護師に説明した。熱はコロナに

よるものではないのは確かだ。看護師たち

が何やらコソコソ相談している。 

 嗚呼、今日手術ができずにまた後日にと

いうことになれば、またあの水と薬の苦し

い思いをしなければならない。 

 「神様、お願いです。今日手術ができま

すように。」 

（第五話は 2021 年 12 月 7 日号に掲載、第

七話は 2月 7 日号に掲載予定） 
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★ こんなの見つけました ★ 

セキュリティはセキュリティなるか（３） 

 テクノロジーによるセキュリティに頼

りすぎるあまり、その落とし穴を見落とし

がち。ハッカーにうっかりやられないよう

にするための心得リスト。 

（参考：Security.org） 

１．チャージ・ステーション 

２．公共の WiFi ネットワーク 

３．スマート・ホームデバイス  

４．たくさんのアプリインストール 

５．メールアドレスリンクをクリック 

（上記、12 月 17 日号までに解説） 

６．セキュリティカメラ：セキュリティカ

メラはセキュリティに使われるが、セキュ

リティに終わらないダークサイドがある。

運が悪いと逆手に出る。というのは、その

カメラを観ているのはアナタだけではな

い、ということ。セキュリティカメラ、ベ

ビーモニター、ドアベルなどは、実際にプ

ライバシー侵害という問題を発生させる。

誰がプライバシーを侵害するか。それはハ

ッカーである。ハッカーは金庫を破るスキ

や個人情報をサイバーを通じて探る。た

だ、セキュリティカメラのレベルにもよる

ため、信用できるメーカーのものを選ぶこ

と。そして最強のパスワードで管理し、ア

ップデートを怠らないこと。安モノはまず

ハックされやすいと留意する。 

７．パスワード：いつまでも同じパスワー

ド、というのは想像しやすいパスワードと

同じく実に危険である。複雑で覚えにくい

とか、替えるのが面倒だとかいっていると

高くつくことになる、ということを肝に銘

じる。そもそも「パスワード」はオンライ

ンに入るための鉄の扉である。これが脆弱

であるとハッカーの思う壺となろう。同じ

パスワードを何度も使い続けるのは（複数

のサイトで同じパスワードでログインす

るなど）明らかに間違いである。ログイン

で同じパスワードを使うことでその詳細

情報が別のサイトでも露わになるのだ。銀

行関連サイトでも同じパスワードを使っ 

       ていると、次にログインし 

たときに残高ゼロという 

最悪の事態になることも 

あり得る。 

（1月 27 日号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

お餅のオムレツ  

 お正月は瞬く間に過ぎてしまい、その置

き土産というべきものはカチカチの角餅。

見ても無惨、食べても無惨そうなお餅を生

き返らせる方法の一つは、オムレツに入れ

ること。これにて悲惨なお餅をみることな

く美味しく食べられるであろう。 

 決め手はチーズで、これはお餅ととても

よく合う。チーズと卵は言うまでもなくよ

く合う。従って、お餅と卵は合うことにな

る。加えて、プチっと栄養をということで

ブロッコリなどの緑野菜を加えてみよう。 

 なお、カチカチのお餅はお餅の表面をさ

っと水で濡らしてからラップを緩めにし

て電子レンジでチンする。 

〔材料：2人分〕切り餅(1個,50g)、チーズ（モ

ツレラ,チェダーなど,シェレド 1/2C）、卵(3

個)、ミルク(1/4C)、ブロッコリ(雑に砕いて

1/2C)、バター(大さじ1)、塩&こしょう少々 

1. ブロッコリはよく洗ってから水を切

り、雑に切る． 

2. お餅は 5mm 四方に角切りにし、水を

少々ふりかけてからラップに緩く包

んで、電子レンジにかける(10 秒ごと

にかけて硬さを確かめる)． 

3. ボールに卵を割り入れ、ミルク、塩&こ

しょうを入れて泡立てる． 

4. フラインパンを熱しバターを溶かし、

1のブロッコリを炒め（約 3 分）、3を

流し入れる．2の餅を散らしてから、

底から上部へ混ぜてフタをする． 

5. 卵全体が固まったところで火を切り

チーズを散らしてフタをする（チーズ

が溶けるまで）． 

ためになる名言 

   シドニー・ポワティエ 

米映画俳優、監督 

危険を冒して前へ進もうとしない人、未

知の道を旅しようとしない人には、人生

はごくわずかな景色しか見せてくれない

ものだ。 

（白人社会で黒人のシンボルとして称賛

される一方、同じ黒人の一部からは批判

を浴びたことについて）とてつもない責

任を負ってきた。私はそれを受け入れた。

そして自らの生き方で、どれだけその責

任を尊重しているのかを示してきた。そ

うしなくてはならなかった。他の人たち

に応援してもらうためには、間違いなく

そうする必要があった。 

（1963 年の社会派作品『野のユリ』にお

けるアカデミー主演男優賞及びゴールデ

ングローブ賞主演男優賞受賞について）

私一人で貰ったとは思っていない。これ

まで努力した何百人もの黒人映画人の努

力が実ったものだと思っている。 

よりよくなろうとして、自分を変える必

要はない。自分は自分でよりよくなる。 

「許す」ことは二方に働く。対象の人を

許すのみならず、自分をも許すことにな

るのだ。もし、目上の人ならなおさら、

彼は自分が折れざるを得ないことをプラ

イドを飲んで「許す」。なんと神聖なプロ

セスであろうか。 

（参考：Wikipedia） 

〔Sidney Poitier：1927-2022 年、フロ

リダ州マイアミ生。映画俳優、監督。黒

人俳優としての先駆者的存在、黒人とし

て初めてアカデミー主演男優賞を受賞。

バハマ人農夫の子としてマイアミで生ま

れる。少年時代はバハマで過ごし、15歳

で渡米。様々な職業を転々とし、18 歳で

軍隊に入隊。除隊後、U.S.ニグロ・シア

ターの裏方として入り、演技のレッスン

を受ける。1945 年「Navajo Kid」で映画

デビュー。1955 年の出演映画「暴力教室」

の不良少年役で注目される。2022 年 1 月

7日死去、享年 94 歳。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s RESTART、1 月 12 日更新 

オミクロンは、Super Spreader, 

ブースター接種のすすめ 

COVID-19 感染による重症化から保護、その効果を

長引かせるために、3 回目の接種を！（18 才以上） 

ブースター接種の予約や詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/va

ccine/booster#book 

経済的サポートが必要なとき、詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/inf

o/benefits#individuals 

カナダ全国、海外旅行には、 

Federal 発行のワクチン・パスポート取得、詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/tr

avel/current 

 
 

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★ 

ホリデーは休業 

 月～水、土&日：11am-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 
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身の肉体、精神面、魂の面で、自然体、本

来の状態になっていない部分に対してヒ

ーリングが起こります。色んな症状や状態

は、心身魂からのメッセージです。精油を

使う、自然界に身を置くことで、調整が行

われます。 

 その結果として、色んな気づきがおきた

り、心地よさを感じたり、あらゆる身体機

能がアップしたりします。また、私自身も

そうなのですが、精油を使うセラピストさ

んが体験されていることがあります。それ

は、“自身の中にヒーリングが起こること

で、精油の香りが変わる”ということです。

そのため、「嫌いな匂いの精油はヒーリン

グが必要だというお知らせだよ」というこ

とも言われています。でも、個人的には嫌

いな精油は無理に使う必要はないと思っ

ているので、苦手な精油を使うタイミング

が来た時には、その香りにまつわるヒーリ

ングのタイミングが来たんだなと思って

もらえれば、と思っています。 

 それでは、数々の精油を通しての癒し体

験談。まずは、美しくユニークな黄色い花、

熱帯地方に育つイランイランの話から始

めていきます。彼女の香りは本当に素晴ら

しくあります。ただし、それは今でこそそ

う言えるのであって、以前は全くそう思わ

ない自分がいました。その話は次回に。 

（2月 17 日号に続く） 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

web: plantingserenity.love  

blog: loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛1 月 21(金, 12-4pm)&22(土, 12-3pm)日：The 

Chapel Gallery (600 Richmond Rd.)にて、チ

ャペル・ギャラリー・ショー．ベトナミン・カ

ナディアン、Chrystal Phan による油絵． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃４０】 

木や植物の力を借りると、 

ヒーリングはもっと楽にできる、 

楽しくなる 

By Sono Ray

 こんにちは。 

 ホリスティックセラピスト・ヒーラー・

ヨガティーチャーの Sono です。 

 今年も引き続き植物に関するお話をシ

ェアすることになりました。今月からは、

私自身に起こった、精油や自然界を通して

のヒーリング、人生の変化についてお話し

ていきます。 

 “アロマセラピー”という言葉自体が私

の人生の中に入ってきたのは２０年以上

も前のこと。元々香りに対して興味があ

り、１０～２０代の頃は香水を使っていま

した。今でこそ笑ってしまう体験ですが、

人生は全てが続いているもので、それがあ

ったからこその今です。 

 その経験の後、ナチュラルライフや自然

食に興味を持ち始めました。一時期、全て

のものに対して敏感になり（過ぎ）ました。

そして、生きることが辛くなりました。匂

いもその一つ。どこに行っても息を止めて

いたいほどの状況になったのですが、そん

な時に、天使のような人に出会いました。

彼がエッセンシャルオイルを鼻先につけ

ているのを見て、“これだ！”と閃きが。 

 それからは、精油のある生活を送ってい

ますが、ヒーリングが進むことで、「もう

なくても大丈夫かなあ?」なんて思いも顔

を出すことも。でも、精油を嗅ぐと、とて

つもないヒーリングがもたらされます。そ

れ以前に、やっぱり気持ちいいんですよ

ね、香りが。なので、一緒にいてくれてい

る彼女たちには感謝が絶えません。 

 では、「精油」なのですが、これはどこ

から来るのかというと、自然界からです。

母なる大地からの贈り物。なので、精油を

使うことは、自然とコネクトまたはリコネ

クトすることに繋がります。そして、それ

によって何が起こるのかというと、自分自

 

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
 

（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】遅ればせながら、読者

の皆様、2022 年明けましておめでとうございま

す．本年もご愛読のほど何卒よろしくお願い申

し上げます．今年はトラ年、獰猛にエネルギッ

シュにいきたいと思うも、早くもそのエネルギ

ーが萎えています．今年も続くコロナ、そして

オミクロン、断じて戦おうという気力よりもお

となしくして隠れていようという気分、また次

の変異株の名は？などと余計な予測までしてし

まいます．ともあれ、島には今3000 人以上がそ

のウィルスを保持しているとなると、明日は我

が身、重症化せぬよう接種で保身です． 

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 
●1 月 13 日木曜日の気温は 10℃。昨年の

クリスマス直後の雪を伴う寒波ではマイナ

ス 10℃。20 日足らずのうちに気温は 20℃

も上がったことになる。この温度差を夏場

にシフトしてみよう。夏の気温が20℃の場

合、40℃にもなる可能性がある。25℃なら

45℃である。まさか、と思っている場合で

はない。実際に昨年の夏は 40℃にもなっ

し、先日オーストラリアの北西部では50℃

超えだったそうだ。この夏はもっと暑くな

るかもしれない。また来るあの夏を、それ

以上に暑いかもしれない夏を生き残れるだ

ろうか。政府は、気候もニューノーマル（New 

Normal）のフェイズに入った、と言った。 

ビクトリア日系人教会 

どなたも歓迎！ 
www.vicjapanesechurch.com 

教会にて通常礼拝 

✧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. 

【気
に
な
る
漢
字
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行 
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ょ
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ょ
う
け
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こ
う
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感
情
に
任
せ
て
思

う
と
お
り
に
行
動
す
る
こ
と
．
「直
情
」
は
あ
り

の
ま
ま
の
感
情
、
「径
行
」
は
意
思
を
曲
げ
な
い

で
、
そ
の
ま
ま
に
行
動
す
る
こ
と
． 

ユーカリ 

アキノキリンソウリ 

ココアフラワー 


