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とにかく、泥棒とオーナーが白昼に鉢合わ

せ、となった。そして何が起こったか。 

 オーナーはすかさず逃げる男を追いか

けた。が、あぁ無念、追いつくことが出来

なかった。後に警察が到着し警察犬ととも

に追跡したが、未だ男は捕まっていない。

Oak Bay では数件がこの男の被害に遭って

いる。 

 男は、身長約 158cm と小柄で日焼けしお

りみずぼらしい身なりだった、とオーナー

は描写する。そして暗い色のジャケットと

ジーンズといういでたちだった。 

 

Oak Bay ノーモア・ガスパワー 

 ガソリンで動くガーデン・ツール＆マシ

ーン（例：落ち葉ブローや芝刈り機）が禁

止される。Oak Bay 市政内の整備ではすで

に施行されており、2023 年 10 月より Oak 

Bay 市民にも適用される運び。 

 

クーリングセンター  

 昨年 2021 年 7 月の史上初のあの熱波、

まだ記憶に新しい。この夏またもや襲われ

るかもしれないことを懸念して、Victoria

は市民が暑さ避けに利用するクーリング

センター設置を計画している。クーラーは

もちろんのこと、夜間も利用できる。また

市内 10 ヶ所にミスティング・ステーショ

ン（霧吹き）が設置される予定。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 
～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 見聞録へのご連絡は、 

メール：vicken21@hotmail.com 
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ドクター不足   

 5 月 9 日火曜日、Victoria はダウンタウ

ンの BC 州会議事堂におおよそ 400 人もの

市民が集まった。目的は「ドクター不足」

に対する BC 州ヘルスケア機関への抗議ラ

リーのため。 

 この日のラリーに参加した市民は、「ド

クター不足」がために被ったネガティブな

体験談を記録、披露した。詳細は、「Health 

Care Matters」 web サイトで公開されてい

る。「みんなにファミリードクター！」を

謳う。 

 一方、BC 州政府は「みんなにファミリー

ドクター！」のために奮闘している。だが、

大変難しい事態にあると関係者は述べた。

実際、ファミリドクターをゲットできない

ファミリードクターも多いという。 

 

突風で車燃える 

 5 月 18 日水曜日、Victoria 消防署は強

風が原因で忙しい一日となった。この日 30

件もの緊急通報が寄せられた。すべて突風

によるもので、車の衝突に、木や電線の倒

壊が主なものだったが、なかでも電信棒と

 

車が火に包まれた、というのは極め付けで

あったようだ。 

 車 が 火 に 包 ま れ た と いう 事 態 は

Hillside Ave.(+Rock Bay)の 600 ブロック

付近で発生。1台の車に引火、しかし突風

が吹き荒れるなか、その単一の火は瞬く間

に周辺を襲い引火するほどの勢い。消防隊

が現場に駆け付けたときは、そのとおり回

りの数台に引火していたそうだ。幸い、近

隣の建物に火が回ることなく、車全部を消

火できた模様。 

 

強風で大型トラック横転 

 5 月 16 日月曜日の午後、その日は暴風

が 吹 き 荒 れ て い た 。 そ の荒 天 候 で

Trans-Canada Highway から Admiral Rd.

に入ってきた大型トラックが横転した。幸

いに怪我人は出なかった模様。このトラッ

ク横転で、道路閉鎖は無かったものの、付

近の交通全体がスローダウンした。 

 

ランバー・シフト 

 木材泥棒である。ここ数ヶ月において

West Shore エリアにある木材を売る店や

建設現場からで木材盗難の通報が相次い

でいた。以来、警察は捜査を開始し、この

ほどその木材泥棒を逮捕した。 

 男は 39 歳の Saanich 住民。せっせせっ

せと盗んだ木材はおおよそ$10,000 相当。

逮捕にこぎつけたのは、木材泥棒らしき怪

しい人物がいるとのことで、家宅捜査した

ことから。そこで盗まれたらしき木材を警

察は発見した。木材は正規オーナーに返さ

れた模様。 

 

盗んだクレカで爆買 

 盗んだクレジットカードで爆買をする

のは別に珍しい犯罪ではない。しかし、そ

れが地元 Saanich となると、かなり興味深

い。加えて、市内某スーパーで爆買いをす

る姿がカメラに収められて公開され、潔く

買物をする女の姿に開いた口がふさがら

ない。 

 ともあれ、一旦その顔が公開されたとな

ると捕まるのは時間の問題である。女は、

カードを数回に渡り使用、計数百ドルの品

を買ったとされる。 
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シバフの季節、メンドイな 

 
 

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 

 

  

泥棒を追いかける 

 去る 5 月 10 日火曜日の

午後、Oak Bay は Monterey

Ave.の 600 ブロック付近

に立ち並ぶ一軒家の庭に

見知らぬ人物（男）がいる

のを家のオーナーが発見

した。オーナーは畑仕事が

終わったばかりで家に入

ろうしていたときだった。

男はすでに中に入って物

見したあと家から出て来

たところだったようだ。 
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座り。学生時代、集会や体育の授業で当

たり前だったという人も多い。しかし近

年、この座り方は子どもたちの体に負担

がかかるとの指摘があり、見直す学校が

各地で現れているという。体育座りは世

界でも日本でしか見られない珍しい座り

方で、内蔵を圧迫し、座骨の痛みがでる

など身体には悪影響が多いという指摘が

ある。 

ポッキー、７年ぶり値上げ→江崎グリコ

は、主力の「ポッキー」などの菓子、冷

菓や食品など計199品目を8月23日以降、

順次値上げすると発表した（5月 26 日）。

小麦粉などの原材料価格の高騰が理由と

している。ポッキーの値上げは 2015 年 9

月以来、約 7 年ぶりで、9月 1日出荷分か

ら、150 円（税別参考価格）から 158 円に

値上げする。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.75 

心の復興への長い道のり  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 人間の心の複雑さは容易には解きがた

く、特に過去の体験やそれにまつわる記

憶がもたらす思いは、生きている限り引

きずることが多く、それ故に喜びも悲し

みも複雑に絡み合う。 

 2 週間程前の 15 日に行われた「沖縄本

土復帰 50 周年記念式典」に関する情報を

見ると、そこに住む人々には戦争末期の

米国による沖縄戦、その後の米国施政の

年月、そして本土復帰後の生活を生きて

来た人々のそれぞれの思いがあることが

分かる。 

 情報網の発達によって、今はカナダに

住みながら映像と共に沖縄ならではの歴

史を改めて振り返ることが出来たのは、

筆者に取って貴重な体験だった。 

 元来が陽気でおおらかな沖縄人ではあ

るが、今もって日本全土にある米軍基地

の 7 割を抱える島として、この日を悦び

のみで迎える事が出来ない複雑な思いが

伝わってきた。 

 式典に参加した岸田文雄首相は、祝辞

の中で「一人当たりの県民所得の向上、

子供の貧困の解消などの課題は今なお残

されている」と指摘し、これから政府が

取り組む問題を羅列して前向きな姿勢で

実行して行くことを約束した。果たして

その内の幾つが実現するか、今後の成り

行きを注視したいと思わずにいられなか

った。 

 沖縄戦がもたらした悲劇に関しては、

現在戦闘中のウクライナ情勢とオーバー

ラップし、すでに、或いはこれからも受 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ホープツーリズム→震災や原発事故から

の復興の現状などを視察する「ホープツー

リズム」を、企業の人材育成に活用しても

らおうという取り組みが始まったそうだ。

ホープツーリズムを通して、県内の復興に

向けたさまざまな課題を知り、参加した人

の勤め先の危機管理などに生かしてもら

おうというもの。今回は航空関連会社の社

員 21 人が、1 泊 2日の日程で参加し双葉町

（福島県）にある東日本大震災・原子力災

害伝承館などを訪れた（5月 26 日付）。 

日本一のサツマイモ畑→福島県いわき市

や茨城県でスーパーマーケットなどを展

開するマルト（いわき市）は、楢葉町（福

島県）のサツマイモ農地で苗を植えた（5

月 26 日）。地元の中学生や高校生らが参加

して、日本一のサツマイモ畑を目指し、苗

植えに励んだ。楢葉町では東日本大震災と

東京電力福島第 1原発事故後、菓子製造販

売の白ハト食品工業（大阪）のグループ会

社「福島しろはとファーム」を中心に、サ

ツマイモ「ふくしまゴールド」の生産に力

を入れている。プロジェクトでは、白ハト

食品工業が地権者から借りている畑約 20

アールで育てる。 

乾しいたけ品評会→第8回岩手県一関市乾

しいたけ品評会が同市内の東磐木材流通

センターで開かれ（5 月 25 日）、5 銘柄に

出品された計42点の審査結果が決まった。

東京電力福島第 1原発事故を受け、放射線

物質が広範囲に拡散したことで、シイタケ

栽培に活用される原木やほだ木が汚染さ

れるなど生産環境に大きな被害を受けた

ことから、同審査会は東日本大震災後の

2011 年 5 月に第 6 回を実施して以降、21

年に再開されるまで 10 年間行われていな

かった。出品者数は昨年より 3人増えて 35

人、審査銘柄も昨年よりひとつ増え、「天

白どんこ」「茶花どんこ」「どんこ」「こう

しん」「こうこ」の 5銘柄となった 

 

＜社会ニュース＞ 

外国人観光客→岸田首相は 5 月 26 日夜、

東京都内で開かれた国際交流会議「アジア

の未来」で、新型コロナの水際対策で停止

していた外国人観光客の受け入れを来月

10 日から再開させる方針を表明した。外国

人観光客の受け入れは約 2 年ぶり。 

福岡県で全国最高の真夏日→5 月 24 日、西

日本から東北の広い範囲で朝から晴れて、

強い日差しが照りつけた。西日本を中心に

全国 50 地点近くが 30℃以上の真夏日にな

ったそうだ。15 時の時点で福岡県久留米市

で今年の全国最高気温となる 33.2℃を観

測。そのほか、佐賀市で 32.3℃、山口市で

31.1℃など全国 45 地点で 30℃以上の真夏

日と、今年最多になった。 

体育座り→日本の学校では見慣れた体育

 

けるであろうウクライナ人たちの心身のキ

ズは、今後何年も確実に引きずって行くこ

とが分かり心が塞ぐ。 

日系三世のストーリーテラーKunji Mark Ikeda 

 そんな思いに確信が持てるのは、日系カ

ナダ人に対し戦時中に政府が行った人種差

別に根ざした強制収容所送りの史実が物語

るからである。日本にルーツがあるが故に

移民一世は勿論のこと、カナダ生まれの二

世たちも含め 2 万人以上が否応なしにロー

ッキー山脈の麓に建てたバラック仕立ての

収容所に送られた。 

 1988 年に政府はその非を認め生存者たち

に補償を行った。だが自身に体験はない現

時点を生きる 3,4 世にも、今もってその過

去が語り継がれているのである。 

 今月初めにそんな一人である三世のスト

ーリーテラー、Kunji Mark Ikeda のポッド

キャスト・パーフォマンスが市内の劇場で

上演された。語りあり、歌あり、パントマイ

ムありの興味深い舞台であったが、戦後 77

年経った今も、その史実を舞台で公演するこ

とに深い感慨を覚えずにいられなかった。 

日系収容所での記録－Dr. Henry Shimizu  

の展覧会“いっしょに” 

 更にもう一つ、現在ダウンタウンにある

ビクトリア大学所属の Uvic Legacy Art 

Gallery Downton で行われている日系二世

の Dr. Henry Shimizu の“いっしょに”と

題する展覧会を紹介したい。 

 自身が強制収容所を体験した Shimizu 氏

は二世であるが、戦後日系カナダ人として

初めて医師になった人で、整形外科医とし

て活躍した。彼は絵筆の才能があることで、

収容所での体験を、当時の参考写真と記憶

を元に 27 枚製作し 2002 年に完成したので

ある。パンフレットには展覧会の意義を「強

制収容所を歴史的な出来事として語るだけ

でなく、現在にも続く和解と反省の要点と

して個人的な問題として捉え直します」と

ある。 

 日本人移住者で、戦時中の日系人の歴史

を知らない人々の鑑賞をお薦めする。 

Isshoni（いっしょに）／Dr. Henry Shimizu、

ニューデンバー強制収容絵画展： 

2022 年 4 月 22 日～6月 22 日 

Uvic Legacy Art Gallery Downton： 

630Yates St. Victoria、BC 

Shimizu 氏の絵画の一枚： 
強制収容所に送られる日系人を見送るカナダ人たち 
 



Victoria Kenbunroku  全第６６１報 May 27, 2022  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

ハムとソーセージ（２） 

 2015 年 10 月の世界保健機関（WHO）が

「加工肉（ハムやソーセージなど）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」発表。たった 50g で

18%もリスクが上がる？と世界的にセンセ

ーションを巻き起こしたが、それほど心配

しなくてもよいことが判明した。 

 その理由は、日本やカナダなどには食品

添加物に関する非常に厳しい基準がある。

日本食品添加物協会の「安全性に対する考

え方」などでもわかりやすく解説されてい

るが、安全性の基準を決める上では、食品

添加物をラットやマウスなどに食べさせ

て、どのくらいの量までであればその動物

の健康を害さないかが調査された。 

 それらの動物に全く害のなかった量か

ら、さらに「100 倍以上の安全率」を見込

んで、人間が一生食べ続けたとしても絶対

に安全だと確信できる量を決め、その量を

超えない範囲での使用が認められている

のだそうだ。なんとも緻密な研究がされて

いたのかと舌を巻く。 

 それゆえに、日本やカナダ国内で市販さ

れている食品はこうしたルールに則って

食品添加物を使用しているため、通常販売

されている食品に添加物が使用されてい

ることが記載されていても、人体への危険

性はなく安心して食べられるということ

になる。 

 以上を理解したうえで、なお、肉をヘル

シーに食べたい場合、それはナマの肉とい

うことになる。なかでも一番ヘルシーな

肉、つまりは良質なタンパク質を含む５選

をここに記しておこう。（参考：

www.uwprovision.com/5-healthiest-meats） 

1. サーロイン・ステーキ：100g 中のタン

パク質はなんと 25g。他のリブアイや Tボ

ーンに比べると脂肪分も3分の1と少ない

そうだ。 

2. ターキーやチキンのロティサリー：要

するに丸焼き。ジュウジュウと焼けた皮の

中からふかふかの白身肉はタンパク質そ

のもの。絶対無添加である。 

3. チキン・サイ：チキンの丸ごとが調達

無理なら、その小さめ、太ももでがまん。 

4. ポーク・チョップ：チキンの白身肉同

様、タンパク質が豊富である。 

脂肪が少ないものを選ぶこと。 

5. サカナの缶 

詰：ツナ缶に限 

らずイワシもグ 

ッド。100g 缶 

には、1日に必 

要なオメガ 3 脂 

肪酸を 100%も 

含んでいる。 

 
Cooking for the Lazy: 

ゴマみそ、チキン串焼き  

 「焼き鳥」と聞けば、あの甘ったるい醤

油ダレを思い出す。その甘さが苦手な人は

案外多い。そこで今回は「串焼き」という

ことでタレを替えてみよう。フライパンで

もおいしく作れ、BBQ マシーンでも OK、コ

ツはコクのあるたれを肉にしっかりとも

み込んでおくこと。 

〔材料：6本分〕チキン(もも肉,300g)、砂

糖(大さじ 1)、みそ(大さじ 2)、ごま(白,

すり鉢で擦って大さじ 2)、酒&しょうゆ(大

さじ 1)、ごま油(各小さじ 1)、にんにく(1

片,すりおろし)、一味とうがらし少々、青

ネギ(4 本)、サラダ油(大さじ 1) 

備品：串(10 本)  

1. 鶏肉は小さめの一口大に切る．  

2. サラダ油とネギ以外の残りの材料を

ボールに入れて混ぜ合わせ、1の鶏肉

を加え、手でしっかりともみ込む． 

3. 2 を竹串 6本に均等に刺す． 

4. ネギを 3cm 長さに切り、2のチキンが

空になったボールに入れて、ゴマみそ

液をぬぐう．ネギを串に詰めて刺す

（串の本数は詰め具合による）． 

5. 大きめのフライパン(串の長さがゆっ

たりと収まる)にサラダ油を弱火で熱

し、3を重ならないように並べる。約

5分焼きこんがりとしたら、ひっくり

返し、別面を焼く． 

6. チキンをすべて焼き終わったら、ネギ

の串を強火で焼く(チキンの煮汁がで

るので利用)．焼きすぎに注意．表面

に少々の焦げ目がついたら、ひっくり

返して 1分焼く程度にする． 

ためになる名言 

   ジェン・サキ氏 

米大統領報道官 

（バイデンの大統領就任式の夜）民主主

義における、自由で独立した報道機関と、

記者の皆さんが果たす役割に深い敬意を

表します。 

（不利な質問に対してトランプ政権とは

異なる対応）また後ほどお返事します。 

この記者会見室では、物事に対する見方

が分かれることもあるでしょう。それは

悪いことではありません。私たちの民主

主義の一部なのですから。 

私たちが自信を持って言えるのは、米国

人皆と同じように上院議員たちもまた、

一度に複数のタスクを行う能力があり、

米国人としての職務を継続しながら憲法

上の義務を果たすことができる、という

ことです。 

（記者会見でしつこい嫌がらせの質問を

受けたとき）繰り返しその質問をするあな

たの創造的な才能には、本当に頭が下がり

ます。 

（毎日の会見だが週末は休みについて）私

は怪物ではありませんので。 

（参考：Wikipedia） 

〔Jennifer Rene Psaki：1978 年、コネ

チカット州生。アメリカの報道官。政治

評論家としても活動。このほど（5月 13

日）、バイデン大統領報道官を離職、リベ

ラル系ニュース専門局 MSNBC テレビの番

組司会者に転身。ウィリアム&メアリー大

学（バージニア州）を 2000 年に卒業し、

翌 2001 年から 2004 年米大統領選挙にお

ける民主党の大統領候補であったジョ

ン・ケリーの副広報官を務めるようにな

った。2008 年にはオバマ前大統領のホワ

イトハウス副報道官に任命された。2012

年の大統領選挙には、大統領再選を目指

すオバマ陣営の広報官を務め、オバマ再

選後の 2013 年からは、国務省報道官（英

語版）を務め、2015 年には、ホワイトハ

ウス広報部長を務めるなど、着々と昇進。

夫は民主党の政治顧問のグレゴリー・メ

ヒャー。5歳と 2歳の子供がいる。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●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 

●6 月 22-26 日、恒例第 23 回 Victoria SKA & 

REGGAE フェスティバル．北米のレゲエ、ジャマイ

カン．3 夜のフリーイベント．Ship point, Victoria 

Curling Club Upstairs Cabaret 

Hermann's upstairs 

●6 月 24 日-7 月 3 日： 恒例第 39 回 TD インター

ナショナル JAZZ FEST、300 を超えるミュージシャ

ン．チケット、プログラム、詳細は、jazzvictoria.ca 

 

【サマー・マーケット情報】 

★Esquimalt Farmers Market：毎週月＆木、

4:30-7:30pm、11 月まで．1151 Esquimalt Rd.、

Archie Browning Sports Centre の後ろ、パーキング

ロットにて．詳細は、esquimantmarket.com 

★Moss St. Farmers Market：毎週土曜、

10am-2pm、10 月まで、Moss St.(1330 Fairfield Rd.)

にて．詳細は、MossStreetMarket.com 

★James Bay Com. Market：毎週土曜、9 月 24 日ま

で、9am-3pm、Superior St.(+ Menzies St.)にて．詳

細は、www.jamesbaymarket.com 

 

【ボランティア求ム】 

Saanich Volunteer Services Society(SVSS) 

SVSS チームのメンバーになろう！ 

詳細は、www.saanichvolunteers.org 
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 その背後にはカミーラがいました。2 人の

結婚当時には世界に知らされていない内部

事情でした。王室はひたすらに隠したと思わ

れますが、結婚から 10 年ほどして暴露され

ました。ウソは必ずバレるというところでし

ょう。チャールズはダイアナと結婚する前か

らカミーラと交際があったようです。カミー

ラと相思相愛のようでした。しかしながら、

ドラマの描写では、王室側がカミーラとの付

き合いを喜ばず、そのうちにカミーラは別の

男性と結婚してしまいます。そうして、失意

のチャールズは、カミーラの勧めもあって

「とりあえず」チャールズのひな壇を埋めて

くれる相手を模索、そこにちょうど現れたの

が貴族クラスのダイアナだったのです。 

 とりあえずのおひな様が見つかり、とりあ

えず結婚したチャールズ。とはいえ、チャー

ルズもその結婚にかけていたようなフシも

あります。ダイアナを愛することができれば

カミーラを忘れられる、と。にもかかわらず、

ことあるごとにカミーラと逢瀬を繰り返し

ました。カミーラもチャールズにダイアナと

の結婚を勧めておきながら、なんたる不徳と

憤りさえ感じます。 

 他、このドラマで知ったことはチャールズ

のダイアナに対する嫉妬です。世界の行く

所々でダイアナが人気を博するたびに、チャ

ールズはダイアナに嫉妬します。沈着冷静そ

うなチャールズ、人気の対象が自分でなくダ

イアナにいくほうが自分に負担がなくてい

いのでは？とも思うのですが、人気がなけれ

ばなかったでクサる人であったようです。 

 以上、シーズン４を観て思った率直な感想

です。あくまで、推測の王室ドラマですので、

そこはご了承のほどよろしくお願いいたし

ます。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛6月19日(日)：The Father's Day WALK RUN for 

Prostate Cancer、父の日のウォーク&ラン（前立

腺がん協会主催）．詳細は、THEFATHERSDAYRUN.CA 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Ｔｈｅ Ｃｒｏｗｎ Season 4 

邦題：ザ・クラウン、シーズン４ 

2020 年、英国、TV ドラマ、シーズン４（全

十話）、出演：オリビア・コールマン、ト

ビアス・メンジーズ、ジョシュ・オコーナ

ー、エマ・コリン、他 

By 見聞録実行員 No.3

 5月18日にカナダを訪問された英国のチャ

ールズ皇太子とカミーラ夫人（妃？）。訪問

は東のセント・ジョーンズに始まり、西はユ

ーコンで終わりだったでしょうか。ニュース

ではお二人の訪問に湧く観衆、しかし、こち

らは少しシラケていました。というのは、訪

問の前にこの「ザ・クラウン：シーズン４」

を観る機会があり、これによりご夫妻の印象

がすっかり変わってしまったのです。それも

「負」のほうに。 

 今は亡きダイアナ妃と、彼女に絡むチャー

ルズ＆カミーラとの関係の真相は当人たち

にしかわからないでしょう。つまり真相は王

室内だけで、決して外には漏らされることは

なかったようです。だからして、外部のもの

はこのドラマをみて、王室事情を想像するよ

りほかありません。かくして、このドラマの

脚本も、憶測で書くより他なく、視聴者のチ

ャールズ夫妻に対する印象が悪くなるとは、

すべて脚本家が悪く、チャールズ夫妻にも迷

惑なことです。 

 シーズン４は、チャールズがダイアナを見

つけるところから始まります。世界中で愛さ

れることとなったダイアナとチャールズ皇

太子の結婚。この結婚でウィリアムとヘンリ

ーという玉のような男の子2人を授かり、世

界はその二人の愛を確認しますが、それは民

間からみた風景だったようです。 

 ドラマで描写された結婚へ至るその過程

は、ダイアナがチャールズと結婚するまで、

数回しか会ったことがないということです。

一目ぼれにしては速すぎ、できすぎです。プ

ロポーズはチャールズからの不意打ち、ダイ

アナにとっては寝耳に水、しかしお相手のチ

ャールズは王子様！です。ダイアナはお姫様

のポジションを狙うというより、おとぎ話

の王子様に恋をし、はたまた恋に恋をした

のか二つ返事でイエスと応えたのです。二

十歳になったばかりの無垢なダイアナに

はそれがチャールズの企みだったとは思

いもよりません。 

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 月末、すぐ 6 月に入

ります．例年になく肌寒い日が続き、暑いより

寒いほうが好きなゆえ、この夏は寒くなりそう

と、うれしい気もします．ところで、最近の食

品の値だんの上昇、かなり顕著です．オレンジ

も中２つで$4 近くとなり、1個をガブガブと平

らげるのに躊躇します．リンゴもしかり、にし

てもやっぱり 1 個平らげてしまいます．クセは

コワイ．最近、ラディッシュの葉も食べられる

ことを知り（食べられるに決まってますが）、

葉っぱがしゃきっとしている限り、食べるよう

にしています．ウサギになった気分です． 

 

ちょっと一言 
●5月22日、バイデン大統領、日本到着の

ニュースは速報で随時更新。羽田にエアフ

ォース・ワンか、といわれるも着陸は横田

基地。そこからヘリコプターで大統領専用

車のあるビースト（Beast?）に乗換え、港

区の宿泊先へ。テロ警戒で1万 2千人もの

警官が警戒にあたったとか。とにかくスゴ

イ歓迎というか、警戒というか。 

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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