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 男は逮捕されて警察署に行き、そこで警

官にツバを吐いた。これで警官への暴行と

いう容疑がまた一つ増えた。 

 

金曜日早々、籠城の男  

 4 月 22 日金曜日午前 3 時、Hillside 

Ave.(+Quadra St.)近くにあるアパートの

一室に男が立て籠もり、「ビルに火をつけ

るぞ」と脅した。アパート住民が避難した

あとで、警察は化学的刺激物を発射して男

を捕えた。  

 男は仮釈放の身で、裁判所命令を無視し

ていたようだ。刑務所に戻りたくないため

の放火強迫だったが、結果的にまた刑務所

に戻ることとなった。先が読めなかったよ

うだ。 

 警察に午前 3時に通報があり、現場に駆

け付けたとき、男はナイフを片手に、ガソ

リンを持って一室に閉じこもっていた。

Greater Victoria 緊急レス部隊、危機交

渉人が相次いで現場に駆け付けた。 

 警察側は男をなんとかビルの一室から

外に出すため、ノイズ・デバイスや化学刺

激剤をした。これらによりヘトヘトになっ

たらしき男はついに外に出て来た。が、手

にナイフを持っていたため、警官は暴徒鎮

圧用に使用される致死性のない ARWEN(ア

ーウェン)という武器で男を撃った。この

弾丸はブラスチックだったとか。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 
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 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 
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一番待ち時間が長い Victoria 

 Victoria 内のウォーク・イン・クリニッ

クは、カナダ全国で一番待ち時間が長い、

と報告された。2021 年の調査（Medimap）

では平均待ち時間は 161 分であるそうな。

BC州平均は 58 分、カナダ全国の平均は 25

分。ということで、Victoria の患者は桁外

れに長く医師による診察を待っているこ

とになる。Victoria の次に待ち時間が長い

のは BC 州内の Kelowna で 91 分だった。調

査対象となったのはカナダ全国の1,200の

Walk-in クリニック。 

 逆に待ち時間が短い街は、オンタリオ州

で 15 分、アルバータ州で 18 分。中でもア

ルバータ州の Sherwood Park という街は最

短で、なんと 4分だったそうだ。 

 カナダ全国で待ち時間が長いクリニッ

クの街のトップ 10 では、うち６つが BC 州

内だった（他、White Rock、North Vancouver

など 61 分以上）。 

 

ランダム・アサルト 

 4 月 19 日火曜日、女が男性に暴行した。

それは午前 8 時前。Fort St.と Blanshard 

St.の交叉点でティーカップを手にした男

性に近づき、男性を蹴飛ばした。男性は倒

れた勢いで熱いティが身体にかかり火傷

を負った。男性は病院に運ばれた模様。 

 さて、その女。男性を蹴飛ばしたあと現

場を逃げ去った。その様子は近くに設置さ

れていたセキュリティカメラにしっかり

と収められていた。女はグリーンのスェッ

トシャツにグレイのフードつきセーター

を着ており、黄色のマークが入ったスニー

カー、そして黒のバックパック、というい

でたちだった。 

 事件後、午後 3時半ごろに警察はこのビ

デオをネットにアップして民間に情報提

供を呼び掛けた。かくして、女は同日午後

5時に逮捕された。 

 

ドラッグ・レイド  

 4 月 13 日水曜日、Saanich 警察は、

Gorge-Tillicum エリア（Vincent Ave.）

にある家を急襲、ドラッグ、武器所持やト

ラフィッキングの容疑で 3 人を逮捕した。

 この警察による手入れのためにここ数

ヶ月、念入りに捜査されていた。やっと証

拠が整い、対象の家を急襲、42 歳の女と、

40 歳と 45 歳の男を逮捕することができ

た。急襲の際には Greater Victoria の緊

急レス部隊も駆けつけ、映画でみるような

戦闘服部隊侵攻の様相だった。 

 

メカニカル・ジョーズ  

 4 月 18 日月曜日の午後 5 時前、Beacon 

Hill Park の Dallas Rd.は Camas Circle

で車が木々に突っ込んだ。ドライバーはこ

の衝突で木々に埋まる車の中から出られ

なく閉じ込められた形となった。 

 消防車が駆けつけ、メカニカル・ジョー

ズを使い、ドライバーを木々と車から救い

出した模様。ドライバーに命の別状はなか

った。 

 ドライバーは路肩を超えて乗り上げ

木々に突っ込んだとみられるが、路肩を超

えるなどコントロールを失った原因を警

察は捜査中。 

 

アイロン・ボール 

 武器は鉄の玉。4月 19 日火曜日の午前 8
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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、月は休業 

火、水、土&日：11am-5pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 時頃、Douglas St.は 800

ブロック付近にあるレス

トランのキッチンに男が

入ってきた。キッチンにい

たレストランスタッフが

男を外に誘導しようとす

ると、男は鉄の玉を取り出

して、投げるぞ、と脅した

模様。 

 警察が駆けつけ、レスト

ランの外にいた男を不法

侵入、破壊行為、脅迫、武

器による暴行の容疑で逮

捕した。 
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今後は電気自動車（EV）など電動車の開

発に集中する予定。 

カボチャで滑る→スーパーのレジ前に落

ちていた総菜のカボチャの天ぷらを踏ん

で転び、膝の靱帯を痛めるなどのけがを

したとして、客の男性（37）がスーパー

大手サミット（東京）に約 120 万円の損

害賠償を求めた訴訟で、最高裁は、男性

の上告を受理しない決定をした（4 月 21

日付）。 

82 歳、修士号獲得→別府大（大分県）の

卒業式が去る 3月 20 日開かれ、同市の工

務店「日本ハウジング」会長（82）に大

学院の修士号が授与された。82 歳の卒業

生は学部、大学院通じて同大では最高齢

となる。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.74 

「足を踏んだ人」と「足を踏まれた人」  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

おぞましい「Indian Residencial School」の記憶 

 「今でもまだ続いている・・・」と言

ったら、読者は一体どんな事象を思い浮

かべるだろう？ 完全終息とは言えない

コロナ？ それとも想像を絶するほど痛

ましいウクライナ戦争の成り行き？ も

ちろんそれ等も確かだが、世の中には他

にも延々と続く数知れない問題が横たわ

っている。 

 その一つが、カナダ連邦政府が 150 年

ほど前から長期に渡って行った、先住民

へのジェノサイドとも言える白人社会へ

の同化政策（Indian Act）で、そのため

に犠牲になった人々の心のキズと疼きの

ことである。 

 去年の 5 月、本土のカムループス市の

郊外にある元 Indian Residencial School 

（以後 IRS）の庭から墓標のない 215 もの

子供の遺骨が発掘されたニュースは、カ

ナダはもとより世界に流された。だがこ

れはほんの氷山の一角で、その後幾つも

残る IRS の跡地から同じように遺骨が発

掘されている。今後季節が良くなり、凍

った土が解ければ更なる発掘が続行され

るようだ。 

 では誰が IRS の設立を率先して行った

かと言えば、カナダの初代首相であった

John A MacDonald（＄10 紙幣の肖像画）

であった。これは先住民（インディアン、

メティス、イヌイット）の子供たちを一

人残らず IRS に集め、寄宿生活を送らせ

（中には 3歳ほどの幼子もいた）、言語、

文化、宗教、慣習など、彼らが依って立

つアイデンティティを根こそぎはぎ取っ

たのである。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

333 匹の鯉のぼり→2 東京タワーは 4 月 5

日から春の恒例企画として「333 匹の鯉の

ぼり」を実施。ゴールデンウィーク（GW）

初日となる 4 月 29 日には、こどもの日に

向けたキックオフイベントを開催。「333

匹の鯉のぼり」は東京タワーの高さ 333m

にちなんで、333 匹の鯉のぼりをタワーの

足元に飾り付ける企画。2011 年以降は岩手

県大船渡市の「さんまのぼり」も加わり、

東日本大震災からの復興に向けてエール

を送る。 

震災後初、温浴施設→福島県双葉町で「ビ

ジネスホテル ARM 双葉」を運営するアルム

システム（本社・北海道）は、日帰り入浴

や宿泊、飲食ができる施設「さくらの里双

葉」を町内に建設すると発表（4月 26 日）。

東日本大震災と東京電力福島第1原発事故

発生後、町内に温浴施設が計画されるのは

初となる。 

震災復興、モスバーガー→ハンバーガーチ

ェーン「モスバーガー」（東京）は、創業

50 周年と岩手県大船渡市にある東日本大

震災復興のメモリアル店舗オープン 10 周

年を記念し、4月 27 日から「なりもす・ダ

ブルバーガー」を販売する。創業当時のメ

ニューを現代風にアレンジしたボリュー

ム満点のバーガーで、5 月 1 日までの 5 日

間、創業者生誕の地である岩手限定で売り

出すそうだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

3 回目接種、人口の半数超える→新型コロ

ナウィルスワクチンの3回目を接種した人

の割合が、4月 25 日公表の政府集計で人口

の 50.8%となり半数を超えたことがわかっ

た。65 歳以上は 86.9%に上る一方、20 代は

30.1%、30 代は 33.2%にとどまり、今なお

若年層の接種率向上が課題。当初はオミク

ロン株への効果が低い恐れが指摘された

が、この間に有効性を示すデータが集まり

始め、専門家は接種を勧めている。 

ホームレス平均年齢 63 歳→厚生労働省が

昨年 11 月に実施したホームレスの全国実

態調査で、平均年齢が調査を始めた 2003

年以来、過去最高の 63.6 歳となったこと

が分かった（4月 26 日）。前回 16 年調査で

は 61.5 歳だった。路上生活が 10 年以上続

いている人が 4割を占め、高齢化と長期化

が浮き彫りとなった。実態調査はほぼ 5 年

に 1度実施され、新型コロナウィルス禍で

は初めて。東京 23 区や政令指定都市など

で 1169 人に面接した。 

ダットサン、終了→日産自動車が新興国向

けのブランド「ダットサン」の生産を終了

した。元会長カルロス・ゴーン被告が 2014

年に復活させ、低価格車として海外で生産

していたが、近年は販売が低迷。日産は車

種のラインアップの見直しを進めており、

 

 連邦政府がその運営を任せたのは、主に

カトリックの宗教団体であった。先住民の

存在は欧州からの白人たちに取って厄介な

異質の人々だったことは疑う余地はない。 

そのため IRS の中では、自分たちの“洗練

された白人の生活様式”に従わせるために、

日常的に暴力が振るわれ、また食事も充分

に与えられず、時にはウジの湧いた古い食

べ物が供されたりもした。そんな劣悪な生

活環境の中で、命を落とした子供たちの遺

体は親元には返されず、IRS 近くに埋葬さ

れ今は墓標さえ見当たらない。 

 そうした生活を余儀なくされた先住民の

中には、神父によって性的暴行を受けた子

供も何人かいて、その忌まわしい記憶と共

に今も生き残っているサバイバーもいる。

言うまでもなく、全ての宗教人たちがそう

であったとは思えない。 

 だがこの植民地政策をとことん追行し、

カナダは現在の国の形の原型を作ったので

ある。 

通りの名称変更 

 特に BC 州には、当時この政策に力を入れ

た政府関係者が数多くいたのだが、そうし

た人たちの名前を採った通りの名称を変更

する動きが出ている。 

 ビクトリア市内での例を挙げると、Cook 

St/Fairfield Rd の近くにある Trutch St

がその一つ。彼は 19 世紀に活躍した政治家

で BC 州の初代 Lieutenant Governor であっ

たが、先住民に対する偏見と差別で悪名高い

人物だったとか。 

 この事項は2月半ばにビクトリア市議を通

過し、近くSu,it Streetと言う名に変更され

ることになった。先住民の一種族のLekwungen

語でTruth（真実）を意味すると言う。 

カトリックの教皇のカナダ訪問 

 もう一つ先住民たちが切望しているの

は、カトリックの総本山であるバチカンか

らフランシス教皇が来カし、IRS の跡地に

残る無名の墓地を訪問して欲しいとの願い

である。 

 すでに 4 月初旬には先住民の代表たちが

バチカンでフランシス教皇に謁見し、その

場での謝罪は行われた。だが更には、カナ

ダ訪問の意思がある教皇が IRS の基地跡に

来て祈りを捧げることを切望している。そ

れが何時になるかの見通しは今のところ立

っていない。 

 「足を踏んだ人」はそのことを簡単に忘

れるが、「足を踏まれた人」がその痛みを忘

れるのは容易ではないのである。 
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★ こんなの見つけました ★ 

「共感疲労」（２） 

 連日のウクライナ侵攻報道で、「気持ち

が落ち込む」人が増えているそうだ。それ

が「共感疲労」となり「共感ストレス」に

発展する。このストレスをどう乗り越える

か。そんな状況についての対策をあげてみ

る。参考は、心療内科医（産業医：海原純

子氏）による記事より(yahoo.co.jp/by 

line/umiharajunko/20220313-00286227）。 

 共感がストレスになり、疲労している人

はどうすればいいか。それは、看護師など

の対人援助職の共感疲労支援のプログラ

ムが役に立つという。 

 それには、一に「気持ちを分け合うピア

サポート」。対人援助職の場合、経験年数

が異なる人たちがペアを組んで思いを話

し合い共有することが行われる。自分の思

いを話すことは自分の心の負担を回復す

るうえでとても大事なポイントであるそ

うだ。カウンセラー同士でも同じように気

持ちを話し合うピアサポートが行われた

りする。これと同じように、今、身近で共

感疲労を感じている人と話し合い気持ち

を分け合うことでストレスが軽くなると

いう。 

 二には、「感情の伝播」。ウクライナに対

して何かしたい、しかし、現地に行くには

まず無理。だからして個人ができることが

ないと無力感を感じる。こういう心理状態

にある人は、東日本大震災の時の事例が役

に立つそうだ。そのときも津波の被害を受

けた沿岸部に単独で入り支援を行うこと

は難しい状況だった。悲惨な状況を報道で

見て心を痛め、募金への寄付はできても他

には何もできないと無力感を感じていた

人に、「近くにいる人を被災者だと思い親

切にしてみる」ということ。人にやさしく

する、ということで何かしら報われた気持

ちにもなるということだ。道を歩いても買

い物をしても、隣にいる人が被災者だと思

うと知らず知らず親切に温かい気持ちで

接することができる。こうして、自分の心

のバランスを回復するとともに穏やかな

気持ちを相手に伝えることにつながる。 

 感情は伝播するという多くの研究報告

がある。温かい気持ちを受け取った 

人がまた別の人にそ 

の感情を伝えること 

が拡がれば、閉そく 

感が漂う雰囲気を変 

化させる手助けにな 

る。つまり、優しい 

気持ち、救援の気持 

ちが世界に広がるわ 

けである。また相手 

だけでなく自分の心 

の幸福感を高めるこ 

とになる。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

ポレンタ・フライ  

 ご飯は毎日だし、パスタも、麺類にも、

イモにも飽きた、というときにぴったり、

日ごろから常備しておきたいお手軽なコ

ーンミールを使った主食である。その名は

ポレンタ。 

 コーンミールといえば、コーンミールブ

レッドが定番。しかし、ポレンタ・フライ

にすると、トマトソースやビーフシチュー

に合わせてもグッド。 

 ポレンタの本場はイタリアで、トウモロ

コシの粉（コーンミール）から作られたピ

ューレ状のお粥のような料理である。 

 コーンミールは、糖質の代謝を助けエネ

ルギーをつくり出し、疲労回復に役立つビ

タミン B1 や細胞の新陳代謝を促進する。 

〔材料〕コーンミール(1C)、塩(小さじ 1)、

スープストック(4C,粒状スープに水でも

よし)、パセリ(刻んで 1/4C)、オリーブオ

イル(大さじ 3) 

備品：パレット(8x8in)、シートパン 

1. 中鍋に、スープストック(4C)を沸騰さ

せ、塩を入れたら一旦火を切る． 

2. 1 にコーンミールを静かに入れて、か

き混ぜる．同時に火を中火にして、底

が焦げないようにねっとりと粘りが

でるまでかき混ぜる(約 5分)． 

3. 2 にパセリを加えて混ぜる． 

4. 3 をパレットに流し入れ表面を平らに

ならす． 

5. 4 が室温に冷めたらラップをして冷蔵

庫に 1時間入れる． 

6. 5 をスティック状に切り、オリーブオ

イルをふりかけてから、パーチメント

ペーパーを敷いたパンに並べる． 

7. オーブンで約 15 分焼く． 

ためになる名言 

  マデレーン・オルブライト 

米国初の女性国務長官 

目標が高いほど笑いものにされたり意義

を唱えられる。現実的と自負する人たち

にどれだけ鼻であしらわれても勇気を失

わないことである。 

価値のある仕事というのは必ずその根底

に信念がある。 

いつも背筋をまっすぐに伸ばすのを忘れ

ないこと。 

どのようなメッセージを発するにせよそ

のメッセージの受け手が人間であること

を忘れてはならない。 

何が悪い事なのかは誰もが知っていると

思う。だけど何が良い事なのかを明確に

定義するのは困難である。 

この世界は平凡な男性のための部屋がた

くさんあるが平凡な女性の部屋は用意さ

れておらず女性は常に懸命に働かなけれ

ばならない。 

（参考：Wikipedia） 

〔Madeleine Korbel Albright：1937-2022

年、チェコスロバキア生。政治家。ビル・

クリントン政権で第 64 代国務長官を務

め、冷戦後の西側外交のかじ取りに貢献

した。アメリカ初の女性の国務長官。ユ

ダヤ系であるが、カトリック教徒として

育てられた。第二次世界大戦中はイギリ

スに避難していたためナチスのホロコー

ストを免れたが、祖父母 3 人を含む親戚

多数が殺されている。戦後チェコが共産

化したため、1950 年にアメリカに移住。

1959 年にウェルズリー大学を卒業し、ジ

ョンズ・ホプキンス大学を経てコロンビ

ア大学で政治学修士および博士号を取得

し、ロシア研究所にも在籍。ジョージタ

ウン大学でソ連外交を教えた時の教え子

に日本の河野太郎元外相や山本一太群馬

県知事がいる。1993 年に国際連合大使に

就任。今年 3 月 23 日、がんのため、死去。

享年 84 歳。〕 
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【Times Colonist ブックドライブ】 

Times Colonist 主催、本の寄付とセール 

4 月 30 日(土)&5 月 1 日(日)、 

9 a.m. to 3:30 p.m、ドロップオフ、 

5 月 14(土)&15 日(日)、セール 

場所：Victoria Curling Club at 1952 Quadra St. 

寄付できない本について：（受取側で処分できない

ため次のものはドロップできない）百科事典、テキス

トブック、マガジン（Reader’s digest, National 
Geographics を含む）、ダイレクトリー、過去のリファ

レンスブック、他、臭ったり湿ったりカビが生えた本、

破れなどダメージがある本． 

連絡：timescolonistbooksale@gmail.com 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、4 月 20 日更新 

●簡易抗体テストキット（Rapid antigen testing 

kits）：4 月 20 日現在、年齢を問わず誰にでも無料

で支給（ID 必要なし）、在住エリアの薬局

（Pharmacy）にて入手可能． 

＜注意事項＞ 

・14 歳以下は、大人の監視のもと検査 

・海外旅行のための事前検査には向いていない 

・「陽性（positive）」結果がでれば、直ちに隔離、治

療の必要があるかを以下のサイトで確認する． 

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

ccine/treatments 

他、詳細は、

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

o/testing 
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 ともあれ、戦後のイタリアで、ヨーロッ

パ各地のユダヤ人強制収容所に入れられ

ていた元イタリア在住だった子供たちが

戻ってきます。親と生き別れ、その後親が

生きているのかどうかも不明のまま、子供

たちはコレクション・センターで共同生活

を送ります。センターのスタッフたちは恐

怖のなかを生きてきた子供たちに生きる

力、希望を吹きかけ、再起のためのサポー

トに献身します。 

 主人公となるユダヤ人男性ダビデは、戦

中にレジスタンスに身を捧げ、そのミッシ

ョンで家を空けている間に妻と息子をナ

チス親衛隊に連行されてしまいました。終

戦の 2年前です。北に向かう列車に入れら

れたのを目撃されたのが最後でした。 

 北で何が起こっているのか。終戦直後、

それも数週前にヒトラーが自決したとき

のことで、北のほう、ポーランドのアウシ

ュビッツ強制収容所では実際何が起こっ

ているのか知る由もありませんでした。ダ

ビデは、イタリアに入ってくる列車にその

都度駆けつけては、戻ってくるユダヤ人子

供のなかに息子はいないかと探し続けま

す。そして、妻子を見つけるまで、私の戦

争はまだ終わっていないと、奮闘します。

家を不在にしている間に妻子を連れ去ら

れてしまったという罪悪感で身も心も引

き裂かれたままでした。 

 一方、コレクション・センターで働くイ

タリア市民のお嬢様グリアは、父親がナチ

スに兵器を提供していたという罪悪感か

ら、ユダヤ人孤児のために献身します。他、

ユダヤ人小児科医も加わり、歌も、会話も、

楽しみも忘れた子供たちにそれらを取り

戻すべく奮闘します。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛4月 29(金,1-8pm)&30(土,9:30am-5:30pm)日、

5 月 1(日,10am-4pm)日：Westshore Parks & Rec.

（1767 Island Hwy.）にて、Victoria Spring

ホームショー．詳細は、WWW.HOMESHOWTIME.COM

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｔｈｅ Ｗａｒ ｉｓ Ｏｖｅｒ 

2020 年イタリア、ドラマシリーズ（全 8

話）、出演：ミケル・リオンディ－ノ、イ

ザベラ・ラゴニーズ、他 

By 見聞録実行員 No.3

 第二次世界大戦関連の映画というと、特

にヨーロッパではユダヤ人ホロコースト

が題材の戦前＆戦中を舞台にしたものが

多い中、今回の作品は、戦後が舞台です。

1945 年 4 月、ドイツではヒットラーが地

下壕でひそかに自決し、イタリアではムッ

ソリーニが公衆の前で銃殺刑となり、長か

った戦慄と抑圧の日々がついに終わりま

した。ついに「平和」が訪れました、とい

うより、そこから「平和」の始まりです。

 同時に、強制収容所にいたユダヤ人が開

放されて自由になるのですが、多くのユダ

ヤ人は家族を殺され、以前の家は没収され

るなど帰るところがありません。そして、

多くの子供たちが親を失い、孤児となって

います。大人であれば、過去の経験を生か

して無一文から始めることも可能でしょ

う。しかし、孤児にとっては、まずは彼ら

を暖かく迎えてくれるところが必要でし

た。それが、戦争孤児施設（コレクション・

センター）というものでした。このドラマ

はノンフィクションで、そうした施設での

孤児たちの生活が描写されています。 

 ところはイタリア。ムッソリーニが処刑

され、後に生存説が出ないように街にその

屍がつるし上げられるなか、事態は戦中か

ら一転、今度はユダヤ人や善きイタリア市

民が、ムッソリーニやヒットラーに加担し

た戦犯、ナチス親衛隊を追いつめます。彼

等は制裁を恐れて街の中に隠れるか、イタ

リア脱出を試みていました。 

 この場面を観るにあたり、今のロシアに

よるウクライナ侵攻、戦争の、そのうちに

来るであろう結末に重なります。ヒットラ

ーやムッソリーニの死で世界が平和に戻

ったという歴史的事実は、悪は必ず滅び

る、ということです。観ていて痛快でもあ

ります。今や世界の悪と成り果てたプーチ

ンもヒットラーと同じ自滅の道を歩むこ

とになろうかと。21 世紀のその制裁やい

かに。自決は避けて、一生牢に入れてほし

いものです。プーチンが悔い改めるのは無

理だと思うので。 

 

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】4 月も終わりかけ、初

夏の気配、というより、もう初夏となります．

日本はゴールデンウィーク、こいのぼりと騒が

しことです．しかし、地球の反対側で今なお続

くロシアによるウクライナへの攻撃、天国と地

獄のように違います．日本もウクライナに援助

していますが、ウクライナの感謝リストに載っ

ていない、という不満をニュースで見かけまし

た．「感謝」を期待して援助、救援するのでし

ょうかネ．当地はそれどころではないはず．つ

まらない不満をいうのは止めましょう、といっ

てもこんな路傍の声は届かないっか． 

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 
●最近おとなしくあられるメーガン妃の

久々の炎上ニュース。というのは、ウク

ライナの旗を間違えた、というのだ。青

と黄色、そういえば、どちらが上か。メ

ーガン妃を責められない。というとき、

いいヒントを受けた。青い空に、ウクラ

イナの花、ひまわり（実際は黄金の小麦）。

そうなのだ、上が青で下が黄色となる。 

 

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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禍
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幸
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交
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れ
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い
う
こ
と
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