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 しかし、目撃者がいた。倒れた女性は起

き上がってその場を去ったが、目撃者は警

察に通報した。現場が Mcdonalds ハンバー

ガーレストランの近くでセキュリティカ

メラがあり、カメラがしっかりとその暴行

の様子を捉えていた。 

 背後から来た女はピンクのズボン。初

め、ピンクのズボンにもかかわらず犯人は

男だと言われていたが、この犯行ビデオが

ネットで拡散されると容疑者はすぐに見

つかった。同時に被害者の身元もわかり、

被害者は被害届を出した模様。 

 容疑者は 38 歳の女。逮捕時に手錠をか

けられて警官にツバを吐いたそうだ。これ

にて女性と警官への暴行と、チャージが 2

倍になった。 

 

スパイナーのつもり  

 5 月 28 日土曜日の午後 5 時半頃、ダウ

ンタウン近く、Pandra Ave.の 900 ブロッ

ク付近に立つアパートに住む男が、窓から

道を走る車をめがけて発砲した。 

 通報で警察が直ちに出動し、男の住処を

包囲、男を逮捕した。男の住居からレプリ

カ２丁とその弾丸が発見された。 

 幸い、人にも、走行する車にも損傷はな

かった模様。だが、それまでにも射撃した

とみられ、他にも被害者がいるとみて警察

は現在捜査中。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 
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寒かった 5 月   

 昨年の夏は例年にない暑さに見舞われ、

その極め付けは 7月の 40℃に及ぶ熱波。こ

れは 100 年に一度のヒートドーム（大気が

熱い海の空気を閉じ込めると発生する気

象）といわれ、歴史的イベント。今年はま

さかのまさか、来ることはないだろうと多

くの Vancouver 島住民が思うところ。しか

し、「来ない」とタカをくくってはいけな

いところ、それが昨今の頻発に起こる「気

象変動」ゆえ。 

 ともあれ、この夏はどうなるのだろう

か、というのが BC 州民の専らの懸念であ

るようだ。とりあえずは、先月 5月は例年

にない寒さ。それが「熱波」という嵐の前

の静けさかどうか、もしかしてまたもや来

るかもしれない熱波を念頭に、エアコンの

セールが目立つ。 

 一方、気象庁（Environment Canada）は、

あの熱波は 100 年に一度といいつつ、6月 

 

末に何が起こるかわからない、という。今

できることは、毎日の気温測定と分析に力

を入れて予測するしかない、とのこと。そ

れでも一つ言えるは、向う 10 日（6 月 5

日現在）は、BC 州一帯で小さな風雨を繰

り返しながらクールな天気が続く、という

こと。 

 

Hillside に、いよいよ Walmart  

 今月、Hillside Shopping Centre に

Walmart Canada スーパーストアがオープ

ンする。開店日は 6 月 16 日。待ちに待っ

た開店と楽しみにする住民はさぞ多いこ

とであろう。これによりUptownの Walmart

カスタマーは若干減ってパーキング探し

も楽になるかもしれない。 

 ともあれ、Hillside センターにかつて

あった Sears ストアが退去してから丸 2

年。空白のままの 2年のあと、今 Walmart

が開店の運びとなった。スタッフその数

350 人。139,000sqft の広さに、グロサリ

ー、一般商品、薬局サービスがあり、うち

4,000sqft にカイロプラクター、フィジオ

セラピー、メディカルスパを含むメディカ

ルクリックも付随する。 

 

ボート泥棒、捕まる  

 去る 5月 4 日、Cadboro Bay からボート

が盗まれた。それがこのほど Canada-U.S.

境界近くで見つかり、ボートに乗っていた

2人の男が御用となった（6月 2日）。2人

はアメリカへ逃げようとしていたのか、一

生懸命ボート（モーターも帆もついていな

い）を漕いでいたところ、高速でやってき

た海上パトロールの目に留まった。近づい

たパトロールに 2人は燃料が尽きた、と訴

えた。 

 海上パトロールがボート登録を調べる

うちにそのボートが男 2 人のものではな

いことが発覚。ボートは盗まれたものと判

明した。 

 捕まった男のうち 1人は、指名手配中の

人物だった。もう一人は今後、ボートに乗

らないこと（運航許可証を所持）を条件に

釈放された。2 人とも Greater Victoria

出身だった。 

 ところで、ボートの真のオーナーについ

て。オーナーはボートを Cadboro Bay に停

泊させていたがこの寒い天気が続く中、乗

ることはなかった。警察からの連絡でボー

トが盗まれていたことを知った次第で、急

遽、盗難届を出した。 

 

白昼のプッシュ  

 去る5月25日水曜日、Uptown近くのOak 

St.の歩道を歩いていた女性が、背後から

きた女に暴行された。正確には、背後から

来た女が女性の前に素早く回り押して倒

した。押された女性は衝撃で地面に倒れ

た。女はその後何事もなかったようにその

場を去った。 
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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） 

✧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. 

首相が変わる 

日本が変わる 

世界が変わる 
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ョウが降り、下校途中の中学生や高校生

合わせて91人がヒョウが頭や体に当たる

などしてケガをしていたことがわかっ

た。軽傷は 91 人、このうち少なくとも中

学生 6 人は病院で治療を受けた。群馬県

は「ヒョウが降ったりした時は安全な建

物に避難するように」と呼びかけている。 

カルガモの親子→ときは 6 月 4 日午前 10

時頃、ところは東京・中野区。通報を受

けて駆け付けた警察官がカルガモの親子

を誘導した（警視庁）。警官が親子たちが

車に接触しないように回りを囲んで安全

を確保、約 2 時間半後、親子は長者橋か

ら神田川に入り、そのまま泳いでいった。 

永谷園→お茶づけの「永谷園」は、6月 1

日納品分からお茶づけやふりかけなど 19

品目を約 5-9%値上げする。「お茶づけ海苔 

8 袋入」などは希望小売価格で、税抜き

238 円が 250 円になる。原料や包装資材な

どが高騰していることや運送コストが上

昇しているため。お茶づけの値上げは、

2015 年 7 月以来約 7年ぶり。 

カラムーチョ→スナック菓子の湖池屋は

「カラムーチョチップス ホットチリ

味」、「すっぱムーチョチップス さっぱり

梅」などを 9 月 1 日から値上げすると発

表（6月3日）。また「KOIKEYA PRIDE POTATO」

シリーズなどは、9 月 19 日から内容量を

減らし、実質値上げとなる。原材料価格

の高騰やエネルギー価格の上昇が要因。 

 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第十一話：退院後 

By ミア 

 2021 年 1 月半ばの腎臓摘出手術。5 日

間入院して退院。退院前に執刀医が直接

私の病室に訪れたものの、「丸ごと摘出」

という手術結果を簡潔に言われたのみ。

詳細を聞き出すことができないまま、「フ

ォローアップの診察の時に」と言い残し

て執刀医は去っていった。自分の身体状

態がはっきりしないままで不安だった

が、フォローアップの日はすぐに来た。 

 次の日。執刀医のいるクリニックへ行

き抜糸してもらった。そして、やっと手

術の詳細を執刀医の口から直接に聞くこ

とができた。一番確認したかったことは、

腎臓の摘出が全部か部分かで「丸ごと（全

部）」摘出の理由だった。腎臓を全部切り

取ったのは、癌ができている位置が悪か

ったためと説明してくれた。全摘に対し

て残念な気持ちがまだあったが、ドクタ

ーの判断だからそれが最善なはず、と気

持ちを改めた。 

 もう一つ心配なことがあったのでドク

ターに相談した。というのは、子宮から 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

抜き打ち訓練→宮城県利府町は 6月 4日、

全職員を対象に大地震を想定した訓練を

行った。訓練は、午前 8時に利府町で震度

6 弱の地震が発生し、津波警報が発表され

た想定で行われ、職員には事前に訓練があ

ることを伝えない「抜き打ち」での実施。

職員に緊急参集のメールが送られると、約

10 分で職員が続々と到着し、1時間後には

ほぼ全員が出勤。訓練は東日本大震災当時

を知らない職員が増えていることから、危

機意識を高めるのが狙い。 

たき火囲みキャンパー→福島県楢葉町に

全国のキャンパーが集う「キャンプミーテ

ィング in ならは 2022」が 6月 4日、町内

の天神岬スポーツ公園で開かれ、参加者が

たき火を囲みながら交流した。町民でつく

る有志団体「焚き火 night」の主催。東日

本大震災と東京電力福島第1原発事故から

の復興状況に理解を深めてもらおうと、

2017 年に始まった。新型コロナウィルス感

染拡大の影響で一昨年と昨年は中止して

おり、3年ぶりの開催。 

行方不明の女性の診察券→静岡県警は6月

3日、2021 年 7 月 3日に発生した静岡県熱

海市の土石流災害で行方不明となってい

る女性の病院診察券が、撤去された土砂の

中から見つかったと発表した。熱海市伊豆

山地区で起きた土石流災害ではこれまで

に 27 人が死亡（災害関連死を含む）。静岡

県警では、発生から 11 か月となる 6 月 3

日、およそ 100 人態勢で被災現場周辺など

で捜索活動を行った。 

 

＜社会ニュース＞ 

21年の出生率1.3→厚生労働省がに発表（6

月 3 日）した 2021 年の人口動態統計によ

ると、1 人の女性が生涯に産む子どもの数

に相当する合計特殊出生率は1.30だった。

前年を 0.03 点下回り、6年連続の低下とな

った。下落幅は縮まらず、新型コロナウィ

ルスの感染長期化が影響した可能性があ

る。出生数は 81万 1604 人で前年より 2万

9231 人減少し、過去最少を更新。出生率は

2005 年に過去最低の 1.26 まで落ち込んだ

が、団塊ジュニア世代（1971-74 年生まれ）

が出産適齢期に入ったことなどを背景に

緩やかに回復。15 年に 1.45 まで持ち直し

たが、16 年から未婚化や晩婚化に加え、待

機児童の問題が顕著となり、育児と仕事の

両立の難しさが社会問題化するなどして、

再び低下基調となった。加えて昨今の新型

コロナの影響による「産み控え」があった

との指摘もあった。女性の年齢別では、

40-44 歳で出生率の伸びが一番高く、

0.0031 点上がった。20-34 歳では出生率は

減少。30-34 歳での出産が最も多かったも

のの、出生率は同じく減少。 

ヒョウが降った→6 月 2 日、群馬県内でヒ 

 

の大量出血が 3 日間続いているのだ。私は

更年期で閉経はまだしていないが、生理の

出血はほんの少量になっている。明らかに

この量の出血はおかしい。異常であると思

った。手術の影響？どう考えても腎臓と子

宮は関係がないような気がする。心当たり

があるのは一日一回する「Lovenox」という

注射。退院後も 3 週間毎日、自分で注射し

なければならない。しかし、正直私は精神

医学でいうニードルフォビア（注射恐怖症）

で注射針が怖い。注射針を怖くて見ること

ができないので娘が毎朝してくれた。にし

ても、これはかなり辛かった。なんといっ

ても痛いし、太ももにあざもできた。手術

後は血栓ができやすいため、血栓ができな

いようにこの注射が絶対必要なのだ。これ

が影響して大量出血しているのでは？この

ことをドクターに伝えたが、注射は絶対止

めてはいけないと言われた。 

 そして、この疑惑の「大量出血」におい

て、膀胱に異常がないか調べるため膀胱鏡

検査（Cystescopy）をオーダーしてくれた。

検査は 1月末。結果は異常なし。 

 次に、 子 宮を調べ る ため「 Cervix 

Ultrasound」の検査もした。これは 2 月半

ば。結果は左の卵巣に 2.2cm の嚢胞（cyst）

ができていることが判明した。が、これは

放っておいても問題ないらしい。そうして

血液、尿検査、ホームドクターのアポ、と

退院後も検査、病院通いは続いた。 

 こうした検査や通院のたびに運転がまだ

できない私のために教会の人たちが車で送

り迎えをしてくれた。そして毎日手作りの

美味しい和食を入れ代わり立ち代わりと差

し入れに持って来てくれる。娘も仕事でな

かなか料理する時間がないので、本当に助

かった。病院食とは比べ物にならないほど

美味しく、毎日が御馳走だ。教会の人たち

は口だけでなく、行動によって愛を表して

くれているなぁとしみじみ思った。 

 このような信仰の友、神の家族に囲まれ

ている私は本当に幸せ者だと感じる。毎日

栄養のあるものを食べ、歩く練習もして、

日に日に元気になっていく。本当に感謝だ

った。 

 仕事はこの「腎臓摘出手術」のために 8

週間休みを取っていたが、3 月半ばに復帰

することができた。まだ重いものは持てな

いが、身体はほぼ回復した。残る人生の第

一日目が更新した身体で始まった。 

（第十話は 2022 年 5 月 7日号に掲載、第十

二話最終回は 7月 7日号に掲載予定） 

差し入れ２ 差し入れ１ 
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★ こんなの見つけました ★ 

レンジでチンしてはいけないもの（１） 

 電子レンジがなければ食べていけない、

生きていけないという人は多いはず。それ

ほどにこの 20 世紀に生まれた名器はヒト

の生活に浸透、欠かすべからずの家電と化

している。 

 40 年前、北米における家庭が、初めて

この名器を手にするや、瞬く間に全面的に

頼るようになった。朝のオートミールには

じまり、ホットチョコレートにポップコー

ン、冷たいものをホカホカにと、この電気

箱に食べ物を入れる限り、それは魔法をか

けたように美味しく早く出来上がるのだ。 

 にもかかわらず、便利さが行き過ぎて、

この電気箱に対してイケナイことをして

いることがある。例えば、アルミ箔などメ

タルを入れたり、それが溶けると害になる

プラスチック容器を平然と入れる輩もい

ることは否めない。使いようによっては、

この電気箱は悪の箱と化す。 

 ということで、今回、電子レンジを使う

にあたり、それに入れてはいけないリスキ

ーな食品をここにリスト。正しく使って電

子レンジに敬意を払おう。 

1. 茹で卵（Hard-boiled eggs）：これを決

してレンジに入れてはいけない！殻をむ

いていても、いなくても、である。そんな

こと知ってるぞ、と一蹴することなかれ、

知らない人も結構いるのだ。だからして、

こうして問題になっている。茹で卵をレン

ジにかけるとある温度に達すると間違い

なくそれは爆発し、レンジ内部は悲惨な状

態となる。爆発するわけは、その丸い形の

なかで、蒸気が溜まる。レンジ内で爆発し

なくても、レンジから出した茹で卵を手に

持った途端に爆発することもあるし、それ

をかじった途端に、口元で爆発することも

ある、というのだ。というわけで、どうし

ても茹で卵をチンしたいときは、分割して

からレンジでチン。 

2. 母乳（Breast milk）：ベビーに母乳を

与えるママの問題であるが、将来そうした

状況にあるだろうと思う人はよくよく周

知のこと。多くの新ママは母乳を溜めてフ

リーザーに入れる。それは効果的でとても

よい方法である。ただ、温めることを電子

レンジでしない限りにおいて、である。理

由は、母乳を容器に入れて温めると、 

全体が均等に暖かくならない。 

熱すぎるスポットがところどこ 

ろに散らばり、これ 

によりベビーが火 

傷をする恐れがあ 

る。また、プラス 

チック容器の化学 

物質が溶けて流れ 

出すという危険性 

もある。 

 
Cooking for the Lazy: 

デーツ・エネルギー・ボール  

 カリウムとカルシウムがたっぷり詰ま

った栄養満点、かつエネルギーのでるコー

ヒーのお供、お茶うけである。デーツはな

ぜか「あんこ」の味にも似ていて日本茶に

も合う。 

 デーツはヤシ科の高木「ナツメヤシ」の

実。砂漠の過酷な条件で生育し、その生命

力の強さから「生命の樹」と呼ばれている。

砂漠を移動するキャラバンでは、何日もデ

ーツとラクダの乳で飢えをしのぐ。 

〔材料：16 個分〕デーツ(Pitted Dried 

Dates, 1 & 1/2 C)、水(1/2C)、メイプル

シロップ(1/3C)、オーツ(Rolled Oats,1 & 

1/2 C)、アーモンド(sliced&crashed, 1C)、

塩少々、ココナッツ(Desiccated Coconut, 

1/4C) 

1. 小鍋にデーツと水を入れ、中火で水分

がなくなるまで煮る．  

2. フードプロセッサーに 1（室温にまで

冷ます）とシロップ、オーツ、アーモ

ンド、塩を入れて粗目に撹拌する． 

3. トレーにパーチメントペーパーを敷

き、2の混ぜ物を 16 等分してから各々

をボール状にまとめる． 

4. 3にラップをかけて冷蔵庫で30分ほど

休ませる． 

5. ココナッツを皿に入れ、4の各々を転

がしてココナッツを全体にまぶす． 

6. 5を再び冷蔵庫に入れて30分ほど寝か

す．その後、タッパーに入れて保管、

1週間は持つ．フリーザーであれば 3

ヶ月まで． 

 

ためになる名言 

   戸田奈津子 氏 

映画字幕翻訳家 

（意訳・誤訳が多いという指摘に対して）

そもそも映画の翻訳というのは字数やい

ろんな制約があって、そのまま直訳して

も文章にならないし、意味が通じないの。

だから、やっぱりある程度の意訳は必要

なのよ。それぞれの意見はあるでしょう

けど、私たちのような、ものを書く仕事

はあっち立てればこっち立たずで、意見

が合うことはなかなかないですから。 

20 世紀にいい映画を年間 40 本ペースで

翻訳してきて、もう十分働きました。字

幕で新しい志を燃やすというより、これ

からは少しゆとりが欲しいですね。 

この仕事のために、他のものをいろいろ

犠牲にしてきました。結婚もしなかった

し、子どもも作らなかった。とにかく仕

事一途でした。 

その人にとっての「好きなこと」「才能」

って、子どもの頃の自分を思い出すとき

っと見えてくるはずです。 

私は、やりたいことを見つけられない若

者が多いことに、いささか腹を立ててい

るんですよ。やりたいことを見つけられ

ないのは、自分を分かっていないからじ

ゃないかしら。 

（参考：Wikipedia） 

〔とだ なつこ：1936 年、福岡県生。日

本の映画字幕翻訳家、通訳。映画翻訳家

協会元会長。神田外語大学客員教授・神

田外語学院アカデミックアドバイザー。

福岡に生まれるが、1 歳のときに父が戦

死、母の実家の東京に転居。戦中で娯楽

の無かった子供時代を過ごしたため、終

戦の翌年から解禁された外国映画をみて

衝撃を受ける。中学生の後半からは一人

で映画を見にいくようになり、高校生の

頃から名画座などに通い詰める。お茶の

水女子大学附属高等学校を卒業後、津田

塾大学学芸学部英文学科に入学。卒業後、

生命保険会社の秘書の仕事に就くも、約

1 年半で退社、映画字幕の仕事に就くこ

とを目指す。『トップ・ガン』のトム・ク

ルーズお気に入りの通訳者。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●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 

●7 月 15 日-‐8 月 21 日：Parksville Beach フェステ

ィバル、ワールドクラスの砂の彫刻、チャンピオンシ

ップ．サマーコンサート．毎年 10 万人の観客．詳細

は、PARKSVILLEBEACHFEST.CA 

【サマー・マーケット情報】 

★Sidney Thursday Night Market：毎週木曜、9 月 1

日まで、5:30-8:30pm、Mary Winspear Centre に

て．詳細は、www.sidneystreetmarket.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 

★Sidney Street Market：毎週日曜、9 月 25 日まで、

10am-2pm、Mary Winspear Centre にて．詳細は、

www.sidneystreetmarket.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 

★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 
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法が変更となった関係で、先月のデータと

比較すると、若干の誤差が生じている可能

性がありますことをご了承ください。 

 本原稿を執筆している 6 月の時点で、今

年 3度目の利上げが発表されました。よう

やく市場に出回っている物件数が増え、バ

イヤーにとっては、朗報となりましたが、

その分、金利の上昇により、資金繰りはさ

らに厳しくなっていくかと思われます。 

 ファーストタイムバイヤーの方は、州政

府の優遇措置等もありますので、そのあた

りも検討された上で、プラパティハンティ

ングに望んでいただければと思います。こ

こに来て、一部の物件はプライスダウンし

ないことには、売れなくなっている状況が

発生してきています。圧倒的な売り手市場

が続いてきておりましたが、大分状況の変

化が見られるようになってきました。 

 マーケットは絶えず変化しています。市

場を把握した上、物件探しに望みましょ

う。新規物件の配信をご希望の方は、

yumi@gohomesold.com まで、その旨ご連絡

ください。特に費用等はかかりません。 

 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。 

☆☆☆☆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 

☛6 月 19 日(日)、9am：UVic Library Courtyard

にて「父の日」5K ウォーク&マルチ文化イベン

ト．詳細は、WWW.WORLDPARTNERSHIPWALK.COM 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２９） 

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。 

 5 月の統計がでました。Victoria Real 

Estate Board 内では 761 件の物件が取引

されました。昨年 5月には、1,049 件もの

物件が取引されていたのと比べると、27%

以上の大幅な落ち込みです。前の月 4月と

比較しても、7.6%ダウンしています。落ち

込み幅は、コンドミニアムよりも一戸建て

が激しく、昨年の 5月と比較すると 30%以

上減少、コンドミニアムも一戸建てほどで

はないにしろ、23.1%減少と、やはり、今

年に入ってからの 2 度の利上げの影響が

顕著に見られた月となりました。ちなみ

に、5月に成約となったコンドミニアムは

250 件、一戸建ては 367 件。 

 昨年あたりから、究極の在庫不足に陥っ

ていた不動産業界でしたが、前の月 4月よ

り 30%以上も多くの新規の物件が市場に

入り、その結果、5 月下旬の段階では、

1,776 件もの物件が売り物件として市場

に残っており、昨年 5月の 1,450 件と比較

しても、22%以上の増加となった結果、在

庫不足は大分解消されましたが、多少マー

ケット自体のスローダウンは見られても、

価格自体が、なかなか下がるまでには至っ

ていないようです。 

 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 5月の$1,168,800

から$1,446,400 と一年間の間に 23%以上、

上昇しています。今年 4 月の$1,424,900

を 2 万ドル程度上回った結果となり、コン

ドミニアムに関しても、昨年 5 月の

$495,600 から$633,800 と 28%近い上昇と

なりました。前の月 4 月の$630,200 と比

較してもわずかではありますが、上がって

います。 マーケット自体はレッドホット

状態から抜け出し、スローダウンしてきま

したが、なかなか価格には反映されてきて

いないのが実情です。（今月より、VREB の

HPI（home price index）の統計の収集方 
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（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】6 月に入ったというの

に肌寒い日が続きます．気象では、近々暑くな

るので準備のこと、という警戒報が出ていまし

たが、一応何か「注意」を一つという程度の注

意と見てとれました．「準備」というのは扇風

機を用意しろ、ということでしょうか．ウチで

は扇風機は年がら年中、そこにあります．とい

うのはパソコンが熱くなるのでクールダウン

に使用します．ということで、扇風機は大丈夫

です．扇風機のほか、空気洗浄機を置いていま

すが、これが結構重宝します．昨年の熱波のと

きも、扇風機の代りとなり「涼」をくれました．

また、パタパタと手を動かすのがしんどかった

にせよ、うちわも割に使えたと自負しておりま

す．ま、こういうのは日本のように湿気がない

ので、使えるだけのことです．日本はすでにジ

リジリと暑くなっているようです． 

ちょっと一言 
●「プラチナ・ジュビリー」エリザベス

女王即位 70 周年記念。見るともなく観た

がニュースでのみ。そういえばと、ヘン

リー＆メーガン夫婦を思い出した。そこ

にはしっかり 2 人がいた。王室を出たの

だから観客のほうに回るべきでは？イン

タビューされていた英国女性が「なにか

を失うのが怖くて戻ってきたのでしょう

よ」とつっけどん。確かにそうだ、実に

的をついた答えだと思った。名声は失っ

てからわかるのだ。 
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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 
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