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ておかなければならない。なお、プリンタ

ーを持っていない人は、保険ブローカーに

行くのがよいそうだ。 

 

ピロウ・ケース  

 盗んだものを盗んだ家にあった特徴の

ある枕カバーに入れて持ち運び、そうして

バスに乗ったところ、警察に捕まった、と

いうトホホな泥棒の事件簿である。 

 この泥棒は 49 歳の男。過去 20 年に渡り

ブレイクインなどの犯罪（12 件）を繰り

返して警察にはよく知られていた。去る 4

月 26 日火曜日、Oak Bay は Newton St.に

ある家にブレイクインした。 

 

オールモースト、ファイアー 

 4 月 27 日水曜日の午前 5 時半頃、

Esquimalt(+ Head St.)のドックにボート

が浮かび、2人が乗っていた。そこへ、男

が現れ、ボートに火をつけるぞ、と 2人を

脅した。男は、ボートにガソリンを流し込

み、火をつけた。が、ガソリンに発火しな

く、トホホの放火に終わった模様。 

 火が付かないまま格闘するうちに警察

が近づき、男は現場を逃げ去った。 

 その後、被害者 2人よる男の描写から、

約 2時間後の午前 8時頃、ダウンタウンは

Pandra Ave.900 ブロック付近で男は発見

されて、逮捕された。 
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COVID、入院患者、増加  

 やっぱり増加のイースター際の後。人が

集まるとその後は決まって増加する

COVID-19 感染である。去る 4 月 17 日から

4月 23 日までの 7日間で、Vancouver 島に

おいては新たに 372 人が感染し、うち 62

人が入院したと報告された（Island 

Health）。 

 BC 州全域では、2,276 人が感染し、うち

355人が入院、48人が重篤。死亡者は42人。

 感染増加に加えて、次なる問題は、感染

入院が増えるほどに病院スタッフが不足

していること、と BC 州ヘルス大臣、Dix 氏

は述べた。特に島南部はスタッフ不足が顕

著だという。 

 また、4 月 28 日木曜日の時点で、BC 州

全域の病院に9,322人もの感染入院者がい

るが、うち 2,353 人が正規ベッドが足らず

簡易ベッドにいる、ということである。 

コンボイ・プロテスト  

 未だ続く「コンボイ・プロテスト」。

Victoria 警察のコストがここ 3 ヶ月以上

で$400,000 近く増えた。州会議事堂

（Belleville St.）に群がるプロテスター

たちに対する夜間警備で警察のコストが

大幅アップ、それがタックスペイヤーに重

くのしかかることが懸念されている。 

 プロテスターは「フリーダム・コンボイ」

を掲げている。車のクラクションを鳴ら

し、旗をなびかせて走り、パンデミック・

マスクの義務や他の制限解除を要求する。

すでに多くが解除されているなか、実に厚

かましいとばかり、これらのコンボイに立

ち向かう反コンボイ・プロテストも同時に

発生し、州会議事堂前で場所の小競り合い

が発生し、一層の警察警備が必要とされる

事態になっている。 

 目下、大格闘や怪我の発生はないもの

の、近隣のビジネスや住民は実に迷惑顔。

クラクションによる騒音被害は耐え難い。

警察はすでに 50 件以上の違反チケットを

車のプロテスターたちに切っている。ま

た、交通法違反で 3人を逮捕した。 

 

ノーモア、デカル   

 毎年の ICBC 自動車保険更新時に受け取

る保険期間が記載されたデカルが、2022

年5月1日をもって永久に消えることとな

った。デカルはもはや車のナンバープレー

トに付ける必要はなくなった。デカル廃止

の理由は、テクノロジーの発展によりライ

センス証明が可能になったことと、今年よ

り始まった ICBC オンライン更新が軌道に

乗ったため。 

 毎年色が変わる蛍光カラーデカルには、

保険期限の年と月が表示されていた。受け

取る度に、以前のデカルをはがして新しい

ものを張り付けるのは結構面倒でもあっ

た。「はがす」のが面倒で、毎年上から上

へと貼り付けて、すっかり分厚くなったデ

カル塊のあるナンバープレートにうんざ

りしていた人も多いはず。 

 デカルがなくなることで、では、警察は

どうやってドライバーの保険加入を見分

けるのか。それは、ラインセンスプレート

自動認識装置なるもので、即座に保険加入

を見分けることができるという。同時に、

その車が盗まれたものかどうかも即座に

わかるということだ。 

 ICBC 自動車保険の更新にあたっては、

近隣の保険ブローカーで保険更新を行っ

ていたカスタマーの4分の3が今後はオン

ラインで更新するとの意図があるそうだ。

大勢がオンライン更新に切り替えるから

といって従来の保険ブローカーがなくな

ることはない。 

 こうして、多くがテクノロジーの発展で

切りつめられるなか、唯一続くのは、保険

のプリントである。これのみは物理的にも

きちんとプリントアウトして、車内に備え
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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） 
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オンラインにて 
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増えているそうだ。鳥害対策を専門に行

う「日本鳩対策センター」によると、新

型コロナウィルス禍により在宅勤務の拡

大で、被害に気付く事が多くなり、通報

が増えたともいえる。ハトは帰巣本能が

強く、巣を作ってからでは排除は遅いと

いう。春から初夏は繁殖のピークとされ、

不在にしがちな大型連休が住みつくきっ

かけになる可能性もある。高層からの眺

望と静かな環境にひかれ、東京都台東区

内のマンション10階の部屋を購入した40

代の女性会社員も「招かれざる客」に悩

まされていた。ベランダの窓を開けると、

防鳥ネットに覆われ、「高層からの眺望」

には程遠い。 

子どもの人口→総務省は「こどもの日」

を前に、外国人を含む日本の 15 歳未満の

子どもの人口推計（4月 1日現在）を発表

（5月 4日）。総計は前年より 25 万人少な

い1465万人となり、41年連続で減少した。

総人口に占める割合も 11.7%で 48 年連続

の低下。いずれも比較可能な統計が残る

1950 年以降で、過去最低を更新した。新

型コロナウィルスの感染拡大で出産への

不安が広がったことも要因とみられ、少

子化に歯止めがかからない。内訳は男子

が 751 万人、女子が 715 万人。3歳ごとに

分けると、12～14 歳が 323 万人で最も多

かった。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第十話：退院  

By ミア 

 2021 年 1 月半ばの腎臓摘出手術を終え

てから 5日目。いよいよ退院の日が来た。

その日の午前 9 時半、病院を後にした。

結局 5日間入院した。 

 退院前に執刀医の退院許可がいる。そ

のため当の執刀医が直接私の病室に訪れ

た。術後にいろいろ聞きたかったのだが、

なかなか連絡が取れず、それが今、やっ

と話せるときが来た。 

 私の実際の手術はどうだったとか、そ

の過程や様子などあれこれと質問したか

った。にもかかわらず、執刀医は、「手術

は成功した。腎臓を丸ごと取った。詳し

いことはまたフォローアップの診察の時

に」と、一応の手術結果ダイジェスト版、

とばかりの数秒の言葉のみ。そして、彼

は病室から出て行ってしまった。取りつ

く島もなかった。 

 本当に忙しい執刀医だとはよくよく理

解しているつもりだが、しかし、なんと

まぁ、そっけないこと。まぁ、いい。次

の日にアポが取れたのでその時に詳しい

ことを教えてもらおう。今は家での回復

に精を出すことにしよう。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ジョンソン首相と輸入規制→イギリス政

府は東日本大震災の原発事故を受けて続

けている福島産などの食品の輸入規制（放

射性物質の検査を義務付）について、撤廃

する方針を明らかにした。対象となるのは

福島県産のきのこや一部の水産物、宮城県

産の山菜類など 9県 23 品目の食品。5月 5

日に予定されている日英首脳会談では岸

田首相とジョンソン首相が福島県産の食

品を試食し、安全をアピールする。 

災害公営住宅に空き家増→東日本大震災

から 11 年が経ち、被災地では災害公営住

宅で空き家が増え、それが新たな課題とな

っている。例を挙げれば、宮城県石巻市の

十八成浜、震災の津波で大きな被害を受け

た。主な産業は、ワカメなどの養殖だが、

厳しさは年々増している。浜にいた漁業者

は、「十八成は年配の人が多くて（人口は）

減ってはきています」「ワカメやるにも大

金かかるから、息子たちも勤め人だから継

がない」と嘆く。十八成浜団地には、2016

年までに 7 区画の宅地と 24 戸の平屋の災

害公営住宅が整備されたが、時間の経過と

ともに空き家が目立つようになり最も多

い時で 7戸が空き家になった。 

鎮魂の青いこいのぼり→「こどもの日」の

5 月 5 日、宮城県東松島市大曲地区に東日

本大震災で犠牲になった子どもたちを追

悼する青いこいのぼり 650 匹が掲げられ、

大空を悠々と泳いだ。犠牲者の鎮魂を祈る

和太鼓演奏では力強い音色が響き渡った。

津波伝承館→2022 年のゴールデンウィー

ク、岩手県陸前高田市の東日本大震災津波

伝承館に岩手県内外から多くの人が訪れ

た。5月 3日までに来館者が 1万人を超え、

2021 年の同じ時期に比べ 3000 人以上多く

なった。また 4 月 30 日には来館者の累計

が 50 万人に達した。 

 

＜社会ニュース＞ 

ソロ市場→新型コロナウィルス禍で一人

客をターゲットにした「ソロ市場」が注目

されている。一人旅が増えているほか、一

人焼き肉専門店や個室型サウナなど、外食

やレジャーも「おひとりさま」が人気を集

める。感染対策としてだけでなく、マイペ

ースに楽しめる気軽さもウケている。 

オミクロン株の後遺症患者→5 月 3 日時点

で新型コロナウィルスに感染した国内の

陽性者数は約 793 万人。その一方で、コロ

ナ患者の増加によって今後も増えてくる

と考えられるのが「コロナ後遺症」。比較

的症状が軽いといわれているオミクロン

株でも、後遺症になると全身のけん怠感や

頭痛などで学校や職場に行けなくなって

しまう人が大勢いるという。 

ハト害→自宅のベランダなどにハトが巣

を作り、糞などによる被害を訴える人が 

 

 それにしても、である。術後にずっと気

になっていた腎臓の摘出。全部か部分か。

部分であることを祈っていたが、執刀医の

簡潔な言葉から、やっぱり腎臓を「全部」

取ったんだ…と悟った。腹部の傷口が大き

いからもしかしてと思ってはいたが、やっ

ぱりそうだった。と、なにかしら落胆を感

じた。 

 手術前は部分切除になるのがほぼ確実と

思っていたため（実際、執刀医もそう言っ

た）本心、やはりショックだった。そして、

その現実、私には、もう腎臓が一つしかな

い。この残った腎臓を大切にしないと……。

もう、以前の体ではないんだ。複雑な気持

ちだった。 

 執刀医の言葉からつきつけられた「腎臓

一つ」の現実をかみしめながら、家に帰っ

てきた。病院の病室と違って、自分の家は

やっぱりいい。誰の気兼ねもないし、静か

だし、なんといっても自分のベッドで寝ら

れる。入院が長引くほど回復が遅くなると

言われて、退院をせかされた理由がようや

くわかった。確かに家にいる方が回復が早

くなると思う。 

 そうは言っても不便はあった。まず起き

上がるのが一苦労。病院のベッドのように

高さを調節できないため、横になっている

状態から自分の力で起き上がらなければな

らない。起き上がるにはお腹に力を入れな

ければならない。健康なときは起き上がる

ためにお腹に力が入っていることさえ無意

識だった。術後の今、お腹に力が入る、と

いう身体の動き、機能がとても重大に思え

てくる。お腹に力が入る痛さでその重大さ

は途轍もないものに思えてくるほどだ。と

もあれ、両手を使って何とかベッドに座る

コツをつかんだ。座ることさえできれば、

そこから立って歩くことはできた。にして

も、ゆっくり、ゆっくりと。ハアハアと、息

が荒くなる。トイレに行くだけで大仕事だ。 

 次の日は執刀医のいるクリニックへ行く

日。そこで抜糸してもらった。そして、手

術結果の詳細を話してくれた。腎臓を全部

切り取ったのは、癌ができている位置が悪

かったのがその理由と説明してくれた。手

術時にお腹に穴を開けてカメラを入れて中

の様子を見るまでは判断できないのだそう

だ。「全部摘出」で残念な気持ちがまだ心の

すみにあったが、執刀医の判断だからそれ

が最善なはず。これでまずは一件落着とば

かり、次の一歩を踏み出す覚悟ができた。 

（第九話は 2022 年 4 月 7日号に掲載、第十

一話は 6月 7 日号に掲載予定） 
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★ こんなの見つけました ★ 

チキンラーメン 

 どの家庭においても、その食棚に必ずや

インスタントラーメンの一つや二つはあ

るはず。今や、日本人の国民食ならず、世

界的な国民食であると言っても過言では

なかろう。インスタントラーメンはそれほ

どに地球に普及してしまった。 

 ここまで普及すると、逆に元祖的、チョ

ー日本的なインスタントラーメンが懐か

しくもあるし、恋しくもある。その一つが、

人呼んで「チキンラーメン」。スープの粉

末がついてなくて乾麺にスープ粉末がか

らみつき、そのままでもバリバリと食べら

れる。特に子供はこれが好きで、それが高

じて「おやつラーメン」というお菓子まで

あるのだ。その代表的なものがベビースタ

ー「おやつラーメン」。昔、学校の遠足に

これを持って行ったと懐かしく思う人も

多いことであろう。 

 さて、本題の「チキンラーメン」。今、

ここにその美味しさを最大限に生かす方

法をリストする。（参考：オリーブオイル

をひとまわし編集部） 

 まず第一に、チキンラーメンはそのまま

食べられるということに着目。そのままで

もオイシイのは究極の粉末スープがまぶ

されているからである。だからして味が濃

い、ということは塩分も多い。そのまま、

バリバリと食べると喉が渇くことでもわ

かるだろう。塩分が過ぎてカラダが水分を

欲しているためである。 

 以上より、チキンラーメンをそのまま健

康的に食べるには一袋を食べず、少量にす

ること。これが大事である。少量に、とい

うことで、チキンラーメンのオススメのア

レンジ料理を次に述べよう。 

 一つはその濃い味を利用すること。チキ

ンラーメンの袋のすみを少々切取り、空気

穴を開ける。そしてそれをまな板の上に置

き、棍棒でたたいて粗くつぶす。そうして、

ご飯にかけて「ふりかけ」とする。または

サラダに散して「トッピング」とする。料

理と言えない料理で、そこまでするか、と

あきれるかもだが、日本のネットを除くと

案外これをやっている人が多いのに驚く。 

 次なるは、少しレベルが上。上記と同じ

く、麺をつぶすが、もっと細かくつぶし、

チキンカツの「衣」とするのだ！もちろん、 

ポークでもＯＫ。ささみに胡椒を少々、 

小麦粉をまぶし、 

溶き卵にくぐらせ 

てからバットに広 

げた粉々チキンラ 

ーメンをしっかり 

とまぶしつける。 

そしてフライパン 

に油を熱しで中火 

で両面焼く。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

スパムむすび 

 ハムの缶詰、SPAM を使ったおむすび。ハ

ワイでは「スパムむすび」としてあちこち

で売られているそうだ。 

 製品名、スパム（英語: SPAM、Hormel 

Spiced Ham）は、アメリカのホーメル・フ

ーズが販売するランチョンミート（ソーセ

ージの材料を、腸ではなく型に詰めたも

の）の缶詰。1937 年に誕生し、その優れた

保存性から米軍の配給食に採用され、アメ

リカのみならず、米軍の進出したヨーロッ

パやアジアで世界的に広まったという。沖

縄ではスパムを使ったゴーヤチャンプル

ーはポピュラーである。 

 ハムの缶詰というと、なんとなくケミカ

ルそうで躊躇してしまいそうだが、ごはん

を巻き込むとかなりイケる。それもこれ

も、その塩分が効いてご飯を引き立たせる

ともいえる。つまりは「おむすび」の定義。

そして、それを海苔で巻けば、栄養的にも

風味的にもグーンとグッド。ピクニックに

最適のスパムむすび、まずはお試しを。 

〔材料：6個分〕SPAM(1 缶,25%減塩がベタ

ー)、塩少々、ごはん(炊いてからボールに

うつして少し冷ます,茶碗 6 杯分)、海苔(3

枚、各半分縦長に切り 6枚) 

1. SPAM の缶を開けて中味を取りだし、約

5mm 厚さに切る(6 枚,厚さは好みで)． 

2. フライパンを熱し、1を並べてフタを

して蒸し焼きにする．少し焦げ目がつ

いたら引っくり返して別面を焼く．ペ

ーパータオルで熱いうちに流れ出た

油脂を吸い取る． 

3. ラップの上にご飯を平たく置き、SPAM

の缶を利用して抜き取り(12 個)、うち

2つを 2 の 1枚で挟んでから塩を少々

ふりかけて海苔で巻く． 

4.  

ためになる名言 

  アンジェリーナ・ジョリー 

国連難民高等弁務官事務所特使 

私は論理的になると、本能を信じなくな

る。トラブルに見舞われるのはいつもそ

んなとき。 

自分が育った環境から抜け出せなけれ

ば、世界がどれだけ大きいか知りようが

ない。 

自分の外見なんて気にしない。いかに自分

の内面が満たされているか、それが大切。 

ずっとやりたかったことは何？と人に聞く

と、ほとんどの人がそれをやっていない。 

自分の思い通りにはならない。でも、ひ

とつひとつの決断や行動が、自分の人生

をいい方向へ変えていってくれる。 

あなたが、医師であれ弁護士であれ、人

権活動家や学生、教師、母親、妻、ある

いはママの雑誌をパラパラとめくってい

るだけの少年少女であれ、どうやったら

よりよい未来に自分が貢献することがで

きるのか、考えてみてほしい。私たちの

ひ孫は、私たちが今下す決断の結果の上

に暮らすのだから。 

（参考：Wikipedia） 

〔Angelina Jolie Voight：1975 年、LA

生。米女優、映画プロデューサー、ファ

ッションモデル。父はスロバキア及びド

イツ系アメリカ人俳優のジョン・ヴォイ

ト、母はフランス系カナダ人とイロコイ

族（ワイアンドット族）の血をひく女優

のミシェリーヌ・ベルトラン。演劇学校

に入学し、2 年間演技を学び、いくつか

の舞台作品に出演も、14 歳の時に演劇学

校を辞め、将来の希望を葬祭ディレクタ

ーとして勉学に励んだ時期もある。この

ほど（4 月 30 日）、ウクライナ西部のリ

ビウを訪れ、避難民が身を寄せる施設な

どに足を運び、ボランティアから支援状

況の説明を受けた。訪問中に空襲警報が

鳴り響き、関係者とあわただしく避難し

た。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●5 月 5-29 日、月-金は 11am-4pm、土は 12-4pm：

ファイン・アートショー&セール、140 を超えるアーチ

スト作品．フリーイベント．Cowichan Com. 

Centre(Cowichan Valley Arts Council)、2687 James 

St. Duncan．詳細は、cowichanvalleyartscouncil.ca 

●5 月 13-15 日、2022 年度 Esquimalt Buccaneer 

Day、Archie Browning sports Centre、Parking 

Lot&Bullen field にて．パレード（14 日午前 10 時ス

タート）、ダンス（土の夜より、チケット前売り$15）パ

ンケーキ・ブレックファースト、マーケットブレイス、ダ

ンス、コミュニティブース&展示など．詳細は、

www.esquimaltbuccaneerdays.ca 

●5 月 27-29 日：恒例第 27 回 Juan de Fuca フェス

ティバル．80 を超えるパーフォーマンスと 50 を超え

るディッシュ、アルチザンベンダー．詳細は、jffa.org 

 

� リフレクソロジー � 

リフレクソロジー/足のマッサージやっております。 

◆ 一時間 40ドル 

2022 年 3月末まで、ビクトリア見聞録を見て 

いらした方には初回のみ＄5割引きします。 

◆完全予約・個室制 

営業時間：週 7日、10 時から 19 時まで 

(最終予約は 18時から） 

場所は Langford 

電話 250-634-8993 

Email: feet-peace@mailfence.com 

Web: http://feet-peace.square.site/ 
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 MLS のベンチマーク値で見ていくと、戸

建てに関しては、2021 年 4 月の＄997,500

から＄1,266,200 と一年間の間に 27％近

く 上 昇 し て い ま す 。 今 年 3 月 の

＄1,233,700 をはるかに上回る値です。コ

ンドミニアムに関しても、昨年 4 月の

$513,100 から＄650,200 と 27％近い上昇

です。前の月 3月の＄635,100 と比較して

も＄650,200 まで上がっています。取引自

体のスピードはスローダウンしてきまし

たが、価格自体はまだまだ上昇傾向にある

のが現実です。 

 これは、コロナ以来の傾向ですが、相変

わらず、かなり地元以外からバイヤーが入

ってきており、最近売りに出したコンドミ

ニアムも半分のバイヤーがビクトリア以

外から内見に来ていたようです。待てば待

つほど、今度は金利が上がってきます。6

月にももう一度利上げが入るというのが

もっぱらの憶測ですので、買える物件を買

える時に購入されることをお勧めいたし

ます。 

 尚、ビクトリア以外のアップアイラン

ド、バンクーバー方面で不動産の売買を検

討されている方で日系または親日のエー

ジェントを探していらっしゃる方はその

旨ご連絡ください。 質問等は、日本語ウ

ェブサイトは www.gohomesold.com からリ

ンクしております。又は、 

yumi@gohomesold.com 

までご連絡ください。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛5 月 14(土)&15 日(日)、9am-3:30pm：Victoria 

Curling Club(1952 Quadra St.)にて、Times 

Colonist 主催、ブックドライブ、本のセール．

連絡：timescolonistbooksale@gmail.com 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２８） 

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、久

しぶりに違った内容の原稿が書けるよう

になりました。4月の統計がでましたが、

長いこと続いていた売り手市場に少し変

化が見られるようになってきました。今年

に入り 2回に渡るバンク・オブ・カナダの

利上げが響いているようです。条件無しの

オファーでないとなかなか複数オファー

の中で勝ち残るのが大変だった状態が続

いておりましたが、前回の利上げ以降、複

数のオファーを期待し、“delayed offer”

を設定していた売り手側が、期待が外れ、

オファー締め切りまでにオファーが一件

も入らないというケースも多々でてきま

した。オファーが入っても条件付きのオフ

ァーだったりと、今までのマーケットから

大分クールダウンしてきたのが伺えます。

 もう一つの要因として、州政府が導入を

検討しているクーリングオフ期間の設定

です。これは売り手側に不利になる可能性

があるため、多くの投資家がコンドミニア

ムを中心に利食いの売りに出てきたよう

です。その結果、過去 2週間にかなりの物

件が市場に入り、バイヤーとしても、多少

選り好みのできる状況になってきました。

昨年の半分程度まで落ち込んでいた在庫

も、ここに来て、昨年並みの件数に近いと

ころまで回復。それでも 4月の統計を見て

いくと、合計 824 件もの物件が取引される

にとどまり、昨年の 4月の 1,116 件と比較

すると、26％ものダウンです。 

 ビクトリア・リアルエステートボード内

での 4 月末時点での市場に出ている物件

数は 1,365 件と前の月 3 月と比べると、

28％以上の増加となりましたが、平均的な

年の市場にでているアクティブ・リスティ

ングの数と比べるとまだまだ少ない状態

にあります。 

 

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
 

（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】5 月に入り、新緑が目

立ちます．新緑の蒼い香りが鼻をつくころ、そ

の風情を楽しみ・・・のところがぜんぜんニオ

イません．というのも、先々週からかつてない

花粉症に悩まされ、目から鼻からと垂れっぱな

し、加えてくしゃみと散々な 4月末でございま

した．今、5 月に入り、晴れて花粉症も一応 90%

ほど治まり、初夏の香りをかみしめています．

が、またもや雨です．外に出ればドブのような

ニオイがします．日本での道端のようにカエル

の死骸が落ちていないだけがせめてもの救い

です．ところで、今日 5 月 6日金曜日、朝一番

のニュースを見てびっくり、ガスが「216」！

先日に199から12￠上がったと言うニュースの

あと、次なるハイレベル、これでもかこれでも

かと続く高騰ですが、これもロシア制裁に関係

するなら、潔く払おうではありませんか． 

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 
●ロシア外相、ラブロフの発言「ヒトラ

ーにユダヤ人の血」。失言か、勘違いか、

イヤミか皮肉か、こじつけか、勉強不足

か、アホなのか、はたまたホンネか、と

理解に苦しむ。も、ヒトラーを今一度と

検索したほどだ。大事な指とデータ量を

「ヒトラー」に使いたくないな、と悪態

をつきながら。結果、ヒトラーはオース

トリア生まれのアーリア族。これだけ自

己中男が同胞を虐殺するわけがない。な

お、ラブロフの失言を後にプーチンが、

いつになく、謝罪したらしい。不気味。 
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に
な
る
漢
字
】 

電
光
石
火 

（で
ん
こ
う
せ
っ
か
） 

稲
妻
の
光
や
石
を
打
っ

た
と
き
出
る
火
の
意
か

ら
、
動
き
が
非
常
に
素
早

い
こ
と
、
ま
た
、
非
常
に 

短
い
時
間
の
た
と
え
． 

 

 
 

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 

 

 


