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た。精神不安定を感じた。が、ここでキャ

シーの頭に警鐘が鳴った。 

 そして、フランクは言った。しかし、今

は、悲しみに暮れている場合ではなく、今

すぐ自分の弁護士にオカネを払って拘束

状態を解決してもらわないといけない。

今、ここでは自分から払えないので、自分

のオンライン口座を教えるのでキャシー

のパソコンからアクセスして払ってもら

えないか。と要求。金額は$6,500。 

 キャシーは「ノー」と言った。自分のパ

ソコンで他人の口座にアクセスするなど

怖くてできない。それが理由だった。 

 そのうちにキャシーの家族がフランク

の会社をサーチ。地質学者？それは全くの

でっち上げであることが発覚した。 

 

Oak Bay でランダム・アタック  

 5 月 10 日火曜日午後 9時ごろ、Oak Bay

は Crescent Rd.(+ Harling Point)でラン

ダム・アタックが発生。通りを歩く人が何

者かに殴られた。被害者によると、加害者

は 20 代の白人の男で、身長約 175cm、ブ

ラウンアイに短めのダークヘア、ひげはキ

レイに剃っていた、とのこと。そして、顕

著なのは、カナダ、バンクーバー発祥のア

ウトドアブランド「Arc’teryx（アークテ

リクス）」らしき、ふかふかしたジャケッ

トを着ていた。 

見聞録のあるところ 
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ユース・バイオレンス   

 Victoria ダウンタウンがひどいことに

なっている。この前までコンボイ騒動で騒

いでいたが、今度はダウンタウンに集結す

るティーンによるバイオレンスである。

Victoria 警察は絶えず大型取締に勤しん

でいる。 

 5 月 13 日金曜日と 14 日土曜日。各夜、

その数、150 人ものティーンがダウンタウ

ンに押し寄せ、屯し、各所で騒音、破壊行

為と大暴れした。「大暴れ」はエスカレー

トし、警察出動の事態となった模様。 

 14 日にあったユース・バイオレンス関連

通報は少なくとも 24 件に上る。一例は 70

歳男性を殴り、二例は道を歩くカップルに

20 人のティーンがまとわりついて嫌がら

せをするなど。他は、アルコールやドラッ

グ、公共物破壊、車の上に乗ってその屋根

やドアを壊したり、通りのサインを倒した

りの大暴れ。Government & Douglas St.で

 

の被害が一番多かった。群がるティーンは

いずれも 14-21 歳で、18 歳が一番多かっ

たという。 

 これらユース・バイオレンス目的のダウ

ンタウン集結はソーシャルメディア、

TikTok で計画された。遠くからもバスに

乗ってダウンタウンまでやってきた。 

 今回の事態における懸念は、150 人規模

がダウンタウンに集結したからといって

100 人全員が「悪」ではないこと。誘われ

てなんとなく参加してみたという無垢な

ティーンも多いらしい。こうした事態で

「良い子」は「悪い子」に変貌しやすい。

 13 日金曜日、朝から Victoria 警察は、

ユース・バイオレンス注意報をツィッター

で流した。ダウンタウンはユース・バイオ

レンスで危険な日となるため、ダウンタウ

ンへの外出は控えるように、との内容。事

が起こって、ユース・バイオレンスの酷さ

を改めて知る。 

 

ロマンス詐欺、未遂 

 このほど Victoria 在住女性が、オンラ

インのロマンス詐欺に遭いかけたことを

公表。多くの被害者が「恥」を感じてなか

なか言えないことがロマンス詐欺滅亡に

繋がらないと主張、自分が主張することに

より多くの被害を防止できるとの思いで

自らの詐欺被害を描写した。 

 名前はキャシー。それは去る 4 月 20 日

のこと。未亡人となって久しくデート・サ

イトに登録し交際相手を求めた。そして登

録するなり、それも数秒後、早速マッチン

グ相手から連絡が入った。相手はフランク

と名乗り、チャット会話が弾み、すぐに電

話番号を交換、電話の会話へと進展した。

電話の会話も初めこそ、15 分、数日後に

は 1時間と濃厚になり、関係も親密になっ

ていった。 

 そのうちにフランクは自分について詳

細を語りだした。バンクーバー拠点の会社

に籍を置く地質学者であり、先日アメリカ

のウィスコンシン州にある地質調査会社

と$3 ミリオンの契約を締結したばかり

で、早速その地に飛んだ。が、調査備品に

ついて問題が起こりその解決に、ドイツ、

ベルリンへ飛ばなければならなくなった。

ドイツから帰ったらきっと会おう、と落ち

合う日時を確認してベルリンへと飛んだ。

その時点でキャシーは、えらく国際的かつ

専門的な仕事についている人だなと尊敬

の念さえ抱いていた。 

 だが、逢瀬は成らなかった。フランクに

会うためにすでにバンクーバー入りして

宿をとっていたが、朝の 3時にフランクに

起こされた。ドイツのベルリンからの電話

であった。フランクはベルリン空港で制限

以上の現金を持っていたため空港で拘束

されてしまった。加えて、母が死んだ、と

いう電話まで入って途方に暮れている、と

いう。フランクはまさにパニック状態だっ
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新作でてます、 

観てくれた？ 

・・・観てません 

 

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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長期化や円安などの影響もあり値上げが

相次ぐ。今後さらなる値上げも予定され

る中、年間約 6 万円も生活費が増える、

との情報が発された（調査、第一生命経

済研究所）。山崎製パンでは、7 月の出荷

分から食パンが値上げ。小麦粉は、各社

25kg あたり 370 円の値上げ。カップヌー

ドルも赤いきつねも値上げ。あと電気料

金は、毎月値上がりしているが、来月も

60 円の値上げ。他、JR、東京メトロの運

賃も今後値上がりが予定されている。 

ネット中傷→インターネット上の誹謗中

傷を巡り、法務省が「違法性がある」と

判断して国内外のプロバイダー（接続業

者）などに行った削除要請のうち、3割が

応じられていなかったことがわかった（5

月 15 日現在）。法務省や総務省などが参

加する有識者検討会は実効性を高めるた

めの議論を進めており、今夏にも要請の

法的根拠を明確化する報告書を取りまと

める方針。類型別では、元交際相手らの

裸の画像を勝手に公開する「リベンジポ

ルノ」を含む性的画像は 80.8%が、プライ

バシー侵害は 72.3%が削除されたものの、

被差別部落に関する情報は 54.8%にとど

まっていた。 

 

 

 

 

 

「倍速視聴」 

By ヨシダ 

 ネットでニュースをサーフしていると

きのこと、またもや聞きなれないワード

が目の前に飛び込んできた。それは「倍

速視聴」。なんとなく堅苦しいワードなの

で無視すればいいものの、なんとなく自

分と関わりがありそうな気がして、なに

のことかと紐解くと、テレビや映画、ネ

ット配信などの動画を、標準よりも早い

速度で再生して視聴することであった。 

 やっぱり、関わりがあった、と納得。「速

い速度で視聴」はよくするほうである。

つまらない動画にしてはその一応の結末

を速く知りたいがために早送りをしてし

まう。3 分を 30 秒で観れるのは時間のお

得とばかり、早送り。要するに動画を「早

送り」で観ること、その正式名が「倍速

視聴」であることを今にして知った次第。 

 正式名が確立されたとなると、堂々の

トレンド入り。「倍速視聴」をしている人

はかなり多い多いはず、というより視聴

者のほとんどに「倍速視聴」経験がある

に違いない。そしてその通り、「倍速視聴」

はかなり話題となってヒートアップして

いることを知った。議論沸騰で賛否あり。

それが高じてネットでは「使い分け」ま

で議論されていたのだ。 

 この「倍速視聴」について、個人的に 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

原発事故 11 年、居住再開→東京電力福島

第1原発事故で住民の避難が未だ続く帰還

困難区域（約 337 平方㌔）のうち、福島県

葛尾村の特定復興再生拠点区域（復興拠

点、0.95 平方㌔）の避難指示が 6 月 12 日

に解除されることになった（5 月 16 日）。

帰還困難区域を巡っては 2020 年 3 月に JR

常磐線の線路や駅周辺が解除されたが、事

故から 11 年を過ぎ、住民の居住再開につ

ながる初の解除となる。全村避難を強いら

れた葛尾村は、16 年 6 月 12 日に帰還困難

区域を除く大部分の避難指示が解除され

た。村長は記者会見で「同じ 6 月 12 日に

解除することで合意に至った」と語った。

七郷の一本松→宮城県仙台市若林区七郷

地区のシンボルだったクロマツ「七郷の一

本松」の保存が難題となっているそうだ。

1997 年ごろに枯れ、根元のみ地区の公会堂

で展示されてきたが、東日本大震災時に倒

れて建物を破損させた上、経年劣化が目立

つという。保存費用の負担に多くの住民の

理解が得られるかどうかも懸念される。仙

台藩祖伊達政宗が海に向かう際の休憩所

だったと伝わる一本松は枯死時、樹齢約

700 年、高さ 29m、幹回り 3.7m という市指

定の保存樹木で、長年の風雪に耐えて斜め

に立つ姿が住民らに愛された。 

ワインフェス→福島県会津美里町で今秋、

県内のワイナリーが一堂に集う初の「ワイ

ンフェス」が開かれる。各団体の逸品を楽

しんでもらうとともに、ワイン造りに情熱

を注ぐ人たちの情報交換の場とする。東日

本大震災と東京電力福島第1原発事故の発

生後、県内各地でワイナリーの開設が相次

ぐ中で、県産ワインの魅力を広く発信し、

さらなる品質向上への機運を高める。 

 

＜社会ニュース＞ 

モデルナ、廃棄が止まらない→新型コロナ

ウィルスのワクチン接種で、3 回目用に配

布された米モデルナ製ワクチンの廃棄が

各地で相次いでいるという。全体的に接種

率が低調なのに加え、米ファイザー製に比

べて接種希望者が少ないことが影響し、使

用期限切れを迎えているのがその理由。期

限が迫った品が納入されるほか、自治体間

で融通し合えない事情も明らかになり、国

に調整を求める声も出ている。 

値上げが止まらない→生活に身近な商品

の値上げラッシュか。食品や外食で値上げ

表明が続出しているほか、他の分野にも同

様の動きが広がっている。企業にとっては

原材料費や輸送費の高騰を受けたやむを

得ない対応とはいえ、実施されれば家計に

大きな負担がのしかかる。消費者が生活防

衛意識を強め、購入や利用を見送ること

で、消費全体が冷え込む恐れもある。 

年間6万円も生活費増→ウクライナ情勢の

 

は賛成ではない。というのは単に親切心か

ら。まずは動画を一生懸命作成した人に失

礼ではないか、と思う。それに、動画は「自

然」の速さで観るに限る。自然の流れを大

切にしたい。倍速で観るほどに、なにをそ

んなに急ぐのか。スマホの SNS 交流で忙し

い世の中になったこともあるが、動画を早

送りしてまで観るなら、観なくていいので

はないだろうか。 

 といいつつ、やっぱり早送りで観てしま

う自分がいる。が、ここは立派な理由があ

ることを言っておこう。一つは興味ある、

というか観たいと思っている動画が多すぎ

て、手におえないし、さばけないし、消費

できない。自分にとって面白いものなら、

充分時間をとって、ポップコーンとドリン

クを手にアームチェアでゆっくりと楽しみ

たいものだ。しかし、面白くないと判明し

た途端、途中で止めるのも「消費」を意識

してといおうか、勿体ないという貧乏性が

邪魔をし一応全部観てしまおうとがんばっ

てしまう。その手段が「早送り」となる。 

 以上、自分にとっては「早送り」を一応

使い分けているつもりである。そして勝手

ながらもそれを正当化している。要はおも

しろいものは充分時間を取って自然に観る

ということ。 

 だが、思わぬことが判明した。ネットで

議論されている驚愕の事実は、オモシロイ

ものも堂々と「倍速視聴」しているという

こと。これはＺ世代に多いらしいのだ。Ｚ

世代とは 1990 年半ば（ちょうど Windows95

がでた頃）から 2000 年代に生まれたデジタ

ルネィティブのこと。コンピュータととも

に育った世代であるから、「簡単・簡素」が

クセになっているのか、あまりにも情がな

くて残念である。有名になった映画などは

一応観ておこうと、初めから終わりまで「倍

速視聴」をするらしい。こうなると、感動

もなにもありゃしない。俗には感動を求め

て映画を見る。彼らはなにを求めて映画を

みるのだろうか。 

 最後に「倍速視聴」で被るかもしれない

弊害を玉川大学脳科学研究所教授は次のよ

うに指摘している。倍速視聴では、登場人

物の表情や間といった言葉に表れない心の

駆け引きなどの表現、つまりは非言語情報

がわかりにくくなり、登場人物の心境に寄

り添ったり共感が感じられなくなる可能性

がある。となると、感情認知だけでなくコ

ミュニケーション能力を知らず知らずのう

ちに低下させることなる。 

 ずばり「倍速視聴」は人間性を低下させ

る、ことになり得る、ということだ。 
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★ こんなの見つけました ★ 

ハムとソーセージ（１） 

 北米ではハムとソーセージを「Processed 

meat（プロセス・ミート）」といい、日本

では「加工肉」という。北米では毎日のラ

ンチにハムを挟んだサンドイッチは一般

的である。日本においてはお弁当にウィン

ナーは欠かすべからずの人気の一品であ

ろうか。 

 そんな日常的なプロセス・ミートだが、

その食べ過ぎで「ガンになった」とはよく

聞く話である。もう 10 年以上も前になる

が今は亡き NDP（カナダ新民主党）のジャ

ック・レイトン氏が「ガン」罹患を公表し、

数ヶ月後に恐ろしく痩せた身体で杖をつ

いて公の前に現れた姿に多くのカナダ人

が驚愕したものだ。ガン発生の理由を氏が

自ら「プロセス・ミート」によると、それ

に対する警告を含蓄しつつ民間にも発さ

れたのを記憶している。以来、「プロセス・

ミート」に敏感になり、その消費量を減ら

す人が増えたのではないだろうか。 

 その後、2015 年 10 月に世界保健機関

（WHO）が「IARC Monographs evaluate 

consumption of red meat and processed 

meat」という研究結果を発表。概要は、「加

工肉を毎日食べた場合、50g ごとに大腸が

んを患う確率が 18％上昇する」と記述さ

れており、たった 50g で 18%もリスクが上

がる？と世界的にセンセーショナルな発

表となった。 

 これがハムに対する恐怖を一層煽った

にしても、人はまだハムとソーセージを平

らげる。やめられない美味しさがあるから

である。そして上記の説はウソだと言って

ほしいと願いつつ。 

 ハムがそもそも「危険な食べ物」とみら

れるのは、肉を加工する際に使われる亜硝

酸ナトリウム、硝酸カリウム、硝酸ナトリ

ウムなどの「食品添加物」に発がん性があ

るためである。ハムが危険という前に「食

品添加物」が危険とずいぶんと前から言わ

れていた。そのため、各国は添加物含有量

を制限している。先進国のカナダや日本

は、そうした措置が絶対的 

で信用できるため、ハム 

に対する危険性はかなり 

低いとみてよいだろう。 

ただ、度を過ぎて食べる 

と、言わずもがな、危険 

である。 

 
Cooking for the Lazy: 

コーンドッグ・マフィン  

 マフィン・パンを使って作る、コーンド

ッグ。油で揚げる必要もなく油でギトギト

していない。また、ソーセージも一本をま

るまる使うことなく適度の量でヘルシー

である。加えて、串もいらずで危なくない、

とベタ褒めしたい、スナックタイムに最適

のコーンドッグ・マフィン。ぜひお試しあ

れ。いつものケチャップとマスタードもお

忘れなきよう。 

〔材料：12 個分〕ホットドッグ(hot dogs,4

本)、バター(1/2C)、砂糖(1/4C)、卵(2 個)、

バターミルク(buttermilk,1C)コーンミー

ル(cornmeal,1C)、小麦粉(1C)、ベーキン

グソーダ(1/2tsp)、塩(1/2tsp) 

備品：マフィンパン(12 個用)、マフィン用

ベーキングカップ（ない場合はパンのくぼ

みにオイルを塗る） 

1. ボールに溶かしバターを入れ、砂糖を

加えて混ぜる．  

2. 1 に卵を割り入れてホィップし、バタ

ーミルクを加えてスムーズになるま

で混ぜる． 

3. 別のボールにコーンミール、小麦粉、

ベーキングソーダ、塩を入れて全体が

均等になるように混ぜる． 

4. 3 を 2 に入れてさっくり混ぜる（全体

が湿る程度、また、粉が玉にならない

ように注意する）． 

5. パンのくぼみにベーキングカップを

敷き、4を 3分の 2の高さまで注ぐ． 

6. ホットドッグの 1本を 3等分し、カッ

プの真ん中にさし込む． 

7. オーブン（375°F）で 15-20 分焼く（ゴ

ールデン・ブラウンになるまで）． 

ためになる名言 

  イヴァン・オシム 

サッカー監督 

リスクを負わない勝利はない。 

リスクを負わないチャレンジはない。 

限界には、限界はない。限界を超えれば、

次の限界が生まれる。 

ピッチで指示を待ち続けていたら、試合

には負けてしまう。 

敗北は最良の教師である。だが、だから明

日の試合で負けたいとは言えない。 

システムの奴隷になってはいけない。 

古い井戸に水があるのに、新しい井戸を

掘るのはやめたほうがいい。 

相手より 5歩余計に走れば、その 5歩が

すでに勝利の 5歩だ。 

奇跡といっても、自然に起きるわけでは

ない。 

サッカーの試合とは絶対に一人では成立

しない。 

（参考：Wikipedia） 

〔Ivica Osim：1941-2022 年、ボスニア・

ヘルツェゴビナ出身。サッカー選手、サ

ッカー監督。旧ユーゴスラビア代表の最

後の監督であり、日本でもジェフユナイ

テッド市原・千葉、日本代表で監督を歴

任。オシム家一男一女の長子として出生。

ドイツ人の血を引き、ミュンヘン出身の

母方の祖母の影響で家庭内での会話はド

イツ語中心で育つ。居住区では娯楽も物

資も殆ど無く必然的にサッカーが子供の

遊びとなり靴下を丸めたものをボールに

見立て路上でゲームした。本物のサッカ

ーボールを叔母から贈られ大感激する。

18歳でトップチームでプレイ。東欧の名

門サラエヴォ大学理数学部数学の学士取

得。「数学かサッカーか」と悩んだ頃、23

歳時にユーゴスラビア代表選出が契機と

なり 1964 年東京オリンピックでの試合

に向けた「本物の契約書」にサインした。

2022 年 5 月 1 日没。〕 
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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 

 

 【コロナ規制明けイベント、フェスティバル】 

●5 月 21(土)&22(日)日：第 159 回 Victoria ハイラ

ンドゲーム＆ケルト・フェスティバル、Topaz Park に

て．パイプバンド、アイリッシュダンス、ケルト音楽、

フードコート、ゲームなど盛りだくさん．アドミッション

大人$12、シニア・学生$12、12 歳以下無料． 

●5 月 27(土)-29(日)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 

●5 月 29 日までの、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 
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         場でお話している精 

         油もプラナの取り込 

         みが増えることの一 

         つのツールです。 

         特に、呼吸器系に働く

精油を肩、前胸部や横隔膜の辺りに塗布す

ると、楽に呼吸ができるようになったり、

胸郭の拡がりが増すことが感じられてい

きます。身体はこんなにも楽になることが

できるのだな、と改めて感じさせられるの

ですが、これはつまり、普段いかに緊張し

たり、リラックスできていないのかを教え

てもらうことになりますね。 

 ではここで、呼吸器系に働く精油をお伝

えしますね。代表的なのがユーカリです。

そして、ティートリー、パイン（松）、ス

プルースのような針葉樹、ラベンダー、ロ

ーズマリー、タイム、ペパーミント、ナツ

メグ、スウィート・オレンジなどがありま

す。ディフューザーで使用したり、フレン

チメソッドと言って、熱いお湯に精油を垂

らしてその蒸気を吸い込んだり、お風呂に

入れたり、直接塗布するのもいいですね。

直接塗布する場合には、それが可能なメデ

ィシナルグレードの精油をお使いくださ

いね。 

 上記でお話した呼吸の練習会はオンラ

インで月に数回行っています。興味のある

方は詳細をお知らせしますので連絡くだ

さいね。それでは、今日もまた自然と共に

生き、木々、植物たちからたくさんの愛と

祝福を受け取られますように。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛5 月 29 日(日)：Oak Bay マラソン．ハーフ、

リレー、10K、キッズ．詳細や登録は、 

www.oakbayhalf.com 

☛5 月 29 日(日)：2022 Ride to Live for 

Prostate Cancer(前立腺がん)．自転車レース．

詳細や参加は、RIDETOLIVE.CA 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃４４】 

木々や植物の力を借りて、 

楽しい気づきとヒーリング 

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。 

 寒暖差がまだ続きますが、みなさん、い

かがお過ごしですか？桜の季節が終わり、

他の花たちが咲き始め、草木も伸びてきて

いますね。私自身、部屋にも切り花を欠か

さずに生けていますが、部屋がパッと明る

くなるその存在は大きいなあ、とつくづく

感じています。 

 さて、ヨガも教えている私ですが、ヨガ

というと「呼吸」は大きなキーワードの一

つです。腹式呼吸やヨガの完全呼吸を促す

のですが、普段意識をしていない場合の呼

吸はどうなっているかご存知ですか？胸

式や鎖骨式の浅い呼吸になっています。そ

して、そのような状態に慣れきっている人

に「腹式呼吸をしてみましょう」と言った

場合、どうなると思いますか？横隔膜がス

ムーズに動かすことができないために、腹

式呼吸がスムーズにできない、ということ

が起こります。ではみなさん、一度ここで

腹式呼吸を行ってみてください。お腹から

吸ったり吐いたりと。吸う時にお腹が膨ら

み、吐く時にお腹が凹みます。スムーズに

できますか？実はこれを行うだけでも、ス

トレスが緩和されたり、マインドが静かに

なったり、落ち着いてきます。 

 呼吸に意識するということには、プラ

ナ、“気”を取り込む、という意味もある

のですが、私たちは、このプラナがあるこ

とで生きていることができています。食べ

物の消化、動いたり、排泄をしたり等。全

てプラナが関わっています。そんな、生き

る上で大切なプラナは、呼吸の練習を日々

行っていくことでも満たされていくので

すが、他にもより自然なライフスタイルに

近づけていくことでもプラナの取り込み

は増えていきます。例えば食べ物では、外

食よりは自分で作る、冷凍食品よりは新鮮

な野菜を使って作る、です。そして、この

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 月半ばを過ぎ、寒い

日が続きます．まだダウンジャケットを着てい

る人を多く見かけます．ウチは冬モノをすでに

しまったので、ダウンジャケットは無理、寒い

ときは雨が多いときに着る防水性のジャケッ

トでブルブルとふるえています．昨年の今頃

は、午後に 24℃を超え、この南西向きの部屋で

暑い暑いとゲンナリしていたのを覚えていま

す．はてさてこの初夏はどうしたことか．毎年

「史上初の異常気象」が報告されますが、今年

も「史上初」？ともあれお天気ぐらいで不満を

いうのはやめることにします． 

ちょっと一言 
●ウクライナ反撃に出る。ウクライナが

武器を手に入れ勢いがつき、ロシアがや

られつつある。どちらにとっても人の殺

し合い、早く停戦になることを祈る。そ

んななか「ブチャ虐殺」で恐ろしい話、

ブチャの住民が壊れた家に帰ってきたと

ころ、ピアノは壊れてなくて無事だった。

ただ、そこに置いていたトロフィーの位

置が違う。もしやと思い調べてもらった

ら、ピアノの中に手榴弾が仕掛けてあっ

たそうだ。誰がやったかは明らか、それ

でもロシアは否定するのだろうか。 

 

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. 
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ローズマリー 

タイム 

ティートリー 

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 


