
Victoria Kenbunroku  全第６６３報 June 17, 2022  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VViiccttoorriiaa
見
聞
録 

★コンテンツ★ 

見聞録のあるところ 
Victoria 社会情報 

Victoria 治安情報 

母国、日本、 

ザ・ニッポン・ニュース 

お茶の間語り 

雑言 

生活の知恵 

ズボラの食卓 

伺いました 

ちょっと一言 

Victoria イベント 

Classified 

編集後のひとりごと 

 
Victoria 見聞録は Victoria の日本語情報誌 

発行日は毎月、7、17 & 27 日． 

次号は 2022 年 6 月 27 日に発行予定． 

 

Victoria Kenbunroku Vol.21J No.15 

Jun. 17, 2022: Victoria Japanese Journal 

 ISSN 1703-616X 

Published by BrightGate Info Services 

Publisher and Editor: Kay T. 

Any reproduction of this work is prohibited 

without permission of the publisher. 

Copyright reserved. 

Email: vicken21@hotmail.com 

 

ext.1）に情報提供を。 

 

ツバ吐き紳士 

 Victoria 警察は、James Bay エリアにあ

るストアで店員にツバを吐いた男を捜査

中。男は「紳士」的な身なりで「ツバを吐

く」という行為には程遠いように見える

（公開されたビデオから）。ほぼ半年前の

ツバ吐き事件が、今ここに蘇る。 

 ときは 1 月 20 日木曜日の正午すぎ、と

ころは Simcoe St.の 400 ブロック付近に

あるストア。店のスタッフが仕事に勤しん

でいると男が現れスタッフの前に立ちは

だかった。男は着用していたマスクを下げ

て、スタッフにツバを吐き、立ち去った。

男は、60-65 才で、身長約 175cm の中肉中

背。グレーヘアに黒縁のメガネ、黒ぽい服

装に黒い靴、そして頭にハンティングキャ

ップをかぶっていた。 

 

サイバーに消えた$27,000 

 Oak Bay 在住の男性がオンライン詐欺で

$27,000 の被害に遭った。PC のポップアッ

プで「Microsoft がハックされてアナタの

銀行口座が危険な状態にある」とのメッセ

ージがあり、急いで指定の電話番号に連

絡。電話相手は解決策として口座にあるお

金をビットコインに、と指示。そして

$27,000 はサイバーに消えた。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 
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島の向こうで地震   

 6 月 13 日月曜日の朝 10 時 35 分、

Vancouver 島は北部、Port Hardy から北西

へ 190km の地点（この島と Haida Gwaii の

中間点）で地震が発生した。マグニチュー

ドは4.6で、結構インパクトがあるはずが、

海の向こうであるため住民は揺れを感じ

ることは無かった模様。誰からも通報がな

かったようだ。揺れを直接感じたのはサカ

ナとカニだけだった、と気象庁。 

 もちろん、津波の心配もなかった。だが、

もしこれが島に近い地点で発生していた

ら津波も起り得る規模であったようだ。 

 

ヒートドームの死者 

 昨年、2021 年 6 月 25 日から 7 月 1 日ま

でに発生した、歴史的な 40℃越えのヒート

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）。それに起因する死亡者

は Greater Victoria で 24 人であったこと

 

が BC 州検死官により報告された。この数

24 人は、昨年の BC 州死亡者の約 4%にあた

るという。 

 BC 州全域では約 460 人。最も多かった

のは Vancouver の 117 人。次は Surrey の

75 人だった。 

 

よそ見窃盗  

 新種の窃盗か「distraction theft」と

いうスキャムが Saanich 警察より報告さ

れた。「distraction driving」を日本語で

「 よ そ 見 運 転 」 と い う が、 な ら ば

「distraction theft」は「よそ見窃盗」

ということになろうか。 

 ともあれ、その事件は Saanich エリアで

すでに 2件発生、2件とも被害者は女性で

現金を盗まれた。警察は民間に注意喚起し

ている。 

 6 月 4 日土曜日の午後 3 時頃、Uptown

ショッピングセンターで買い物を済ませ

た子供連れの女性がパーキングの車に戻

り、運転席に座った。エンジンをかけてい

ざ発進というとき、ドライバー側の窓をコ

ツコツとノックする男に気が付いた。男は

タイヤがなにかおかしいと女性に注意を

促した。 

 女性は車を降りてタイヤをチェック。す

ると画びょうが刺さっているのを発見し

た。画びょうを取り除いて運転席に座り車

を発進しようとした。そこで、助手席にお

いていた財布がないことに気が付いた。 

 ショッピングセンターに設置されてい

たセキュリティカメラから、女性がタイヤ

の画びょうを取り除く間、2人の男が車回

りにいたことを発見、どうやら 2人組んで

女性を騙したことがわかった。一人が女性

に話かけ、女性がタイヤの画びょうに集中

している間に、別の男が反対側の助手席か

ら財布をピックした。 

 同様の窃盗が、6月3日金曜日の正午頃、

Broadmead ショッピングセンターでも発

生している。 

 犯人の男 2 人は、女性のバッグを狙って

いる。買い物からパーキングへと歩く女性

を物見し、その跡をつけて「タイヤに画び

ょう」と話しかける。 

 

2 万ドルのフェイクチェック 

 このほど Victoria 警察より$20,000 詐

欺の容疑者（女）の写真が公表された（6

月 7 日）。見るからに普通の「女の子」で

ある。が、この女がフェイクの小切手を使

い 20,000 ドルを引き出して姿をくらまし

た、というのだ。犯行は去る 1 月 26 日の

こと。銀行がそのフェイク小切手に気が付

いたのが今。なんという遅さ……。 

 容疑者の女は年齢 20-30 歳の白人。髪は

ロングのブラウンヘア、毛皮の襟がついた

暗い色のジャケットを着ていた。心当たり

のある人は、といってもすでに半年も過ぎ

ているが、Victoria 警察（250-995-7654 
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直立不動の近衛兵 

 あのベアスキンは 

  カナダ産 

 

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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か 1日で目標金額の2000万円を突破した

という（は 6 月 15 日）。クラファンを開

始したのは、新型コロナウィルスの感染

拡大の影響で、年間の拝観者数が激減し、

境内全域の設備点検を含むメンテナンス

などの維持管理費をまかなえなくなって

しまったことによる。 

ステーキ値上げ→ステーキで好まれるロ

イン系（テンダーロイン・サーロインな

ど）の輸入牛肉の卸売価格が高騰してい

る。農畜産業振興機構によると、4 月の

1kg 当たりの国内卸売価格相場は、米国産

が前年同月比 43%増の 4890 円、豪州産は

同 24%増の 4248 円に上昇。国内の牛肉輸

入国は米国と豪州で 8割強を占める。 

ジャイアンが歌手に→人気アニメ「ドラ

えもん」（テレビ朝日）の人気キャラクタ

ーのジャイアンが長年の夢だった歌手と

してメジャーデビューすることが分かっ

た（6 月 15 日）。6 月 11 日放送の「ドラ

えもん」内で、バースデーを記念してジ

ャイアンが披露した待望の新曲「ジャイ

アントドリーム」が 7月 20 日に配信リリ

ースされる。現在ジャイアンの声を演じ

ている木村昴が歌う。 

 

 

 

 

 

「４６３０」 

By ヨシダ 

 パスワードなど個人的にもしっかり記

憶しなければならない４桁数字が数多あ

るなか、今「４６３０」がすっかり頭に

記憶されてしまった。一生忘れない「４

６３０」になりそうである。 

 「８０５０」「８０２０」と４桁数字で

代表される社会問題はいろいろあるが、

今年 5 月は「４６３０」が出現。山口県

のローカル、阿武町から間違って一人の

男性に振り込まれた国の臨時特別コロナ

給付金、１人 10 万円、463 人分の額であ

る。この 24 歳の男性が返還を拒否したこ

とから 5 月の日本列島は善なる国民の怒

りに包まれた。 

 この「４６３０」問題について話すま

えに、ちょっと寄り道、「８０５０」と「８

０２０」について初耳な人に以下説明を

施す。「８０５０」については、長年引き

こもる子供とそれを支える親などの論点

から2010年代以降の日本に発生している

成人した子どもの引きこもりに関する社

会問題をいう。親がだいたい 80 歳（高齢

者）でその子どもがだいたい 50 歳（中年）

という想定で「８０５０」ということに

なったらしい。背景は在宅介護問題、ま

た親子依存もしくは扶養義務による事も

多いという。 

 「８０２０」については、８０歳で歯

を２０本残すという運動のこと。なにの 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

津波浸水想定→最大クラスの津波が発生

した場合の宮城県の浸水想定で、宮城県仙

台市は新たな浸水範囲の人口が1万 9千世

帯おおよそ4万人に及ぶことを明らかにし

た。最大クラスの津波に地盤沈下や防潮堤

の破壊など最悪の条件が重なる。 

災害時のカーシェアリング→車を活用し

た被災地支援を行う宮城県の団体と、宮崎

県内の中古車販売業者でつくる団体が協

定を結んだ。団体は、日本カーシェアリン

グ協会と県中古自動車販売協会・商工組

合、JU 宮崎。日本カーシェアリング協会は、

東日本大震災をきっかけに宮城県で設立

され、寄付で集めた車を活用した被災地の

支援などを行っている。協定では、災害時

に JU 宮崎に加盟しているおよそ 180 の中

古車販売業者の車を、災害時に個人や団体

に無料で貸し出すことになっている。 

神宮外苑花火大会→8 月 20 日に東京・明治

神宮外苑で「東日本大震災・熊本地震復興

チャリティー 2022 神宮外苑花火大会」の

開催が決定したそうだ。第 1弾アーティス

トとして FUNKY MONKEY BΛBY'S が出演。3

年ぶりにして 41 回目の開催となる「神宮

外苑花火大会」は、東京都内で唯一 JR 山

手線の内側で行われるコンサート付きの

都市型花火大会。ライブと花火を楽しめる

ことから、コロナ禍以前には会場周辺を含

めて毎年約 100 万人を動員してきた。 

 

＜社会ニュース＞ 

電気代の高騰→新潟県にある遊園地から

悲鳴、電力会社から届いた電気料金がそれ

までの2倍になるという恐ろしい見積もり

だった。1年間で 1820 万円だった電気代が

3580 万円になるという。「やばい 大ピンチ

です」と社内文書とともに SNS にこう投稿

したのは、新潟県阿賀野市にある遊園地

『サントピアワールド』。節電対策に一部

の照明を落とすなど節電に励んでいるが、

チケット代を数百円ほど値上げすること

も検討している。 

節電にポイント還元→政府は、電力料金の

上昇の負担を軽減するため、節電をした家

庭や企業にポイントを還元する制度を導

入する検討を始めた（6 月 15 日）。電力会

社がアプリなどを使って既に実施してい

る還元制度を利用。前年より節電した家庭

などにポイントを還元することを想定し

ている。電力不足の背景には脱炭素に向け

て老朽化した火力発電所の休廃止のほか、

3 月の福島県沖地震による発電所停止や原

発の運転停止の長期化がある。 

世界遺産の法隆寺→世界遺産の法隆寺は

日、維持管理費や諸経費をまかなうために

クラウドファンディング（クラファン：群

衆 (crowd) と資金調達 (funding) を組

み合わせた造語）を開始。支援総額はわず

 

ことかというと、65 歳以上の高齢者は、歯

を多く残す人ほど健康を維持しやすく、入

院回数が少ないことが明らかになっている

そうだ。逆に歯周病などを放置すれば糖尿

病の合併症など大きな病につながる可能性

も指摘されている。そこで厚生労働省は日

本歯科医師会とともに、80 歳で自らの歯を

20本残す「８０２０」運動を進めていると

いうのだ。なんともご丁寧、と感動してい

る間に、「国民皆歯の検診」という国費によ

る奉仕施行のニュースが入ってきた。これ

はカナダよりも先進の事態である。日本は

いいなぁ、とうらやましい限り。 

 さて「４６３０」の話に戻ろう。はじめ、

この過剰給付金の返還拒否を聞いたときは

なんたるやつかと怒りを感じた。誤入金を

悪用したネコババ男と悪態をつく。手続き

を間違った阿武町にも責任があるとして

も、男性が「使ってしまった、返せません、

罪は償います」という何かしら自分を淡々

と正当化するような態度に、二の句が継げ

ない。一方で、この態度に「モラル」がわ

からなくなる。こんな言いわけが通るの

か？通るわけがないのは明らかだが、阿武

町が「はい、わかりました」と納得して降

参したような気がしたのだ。 

 もっとも、後のニュースによると、阿武

町は、「はい、わかりました」という問題で

はない！と憤慨。弁護士を雇い 4630 万の回

収に奮闘する。そのうちにカジノに使った

ことがわかり、国民の血税から出た 4630 万

はパッと消えたも同然、唖然とする。 

 それでも、事態は解決に向かった。その

間、男性は逮捕され、身元を暴露され、ネ

ットで釣り上げられ、口座は空っぽ、失業

はおろか今後の職も得るのは難しいであろ

うという結果になる。自業自得である。 

 それにしても、である。この男性はこう

いう結果を予想できなかったのであろう

か。24 歳と若いゆえ、「若気の至り」か「魔

が差した」で済ませるにはピントが外れて

いると思う。正直、根っからの「性悪」か。

 「４６３０」を発端に給付金の不正受給

がそれこそイモ蔓のように次から次へと発

覚。最大規模は持続化給付金の 9億 6000 万

円超。これほどに不正受給できるのは申請

と審査が簡素なため、と言われている。「簡

素」なのは困った人を助けるための日本政

府の計らいであり、それは、すべての人間

の心は本来善である、良心があるという性 

善説に基づいてのことである。 

 今後「４６３０」という４桁数字は「性

悪説」の代名詞となろう。少なくとも筆者

の心の中では。 
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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（２） 

 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。しか

し、便利さが行き過ぎて、この電気箱に対

する要注意を無視することもある。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のリスト、前号からの

続き。 

3.プロセス・ミート（Processed meats）：

サンドイッチに挟むハムやソーセージ。こ

れらは決して電子レンジにいれてはいけ

ない、というがハムは入れないにしてもソ

ーセージは温めないと美味しくないため

入れてしまう人も多いはず。ともあれ、な

ぜにこれらをレンジに入れてはいけない

のかというと、答えは一つ、それらに含ま

れる人工保存剤などの「ケミカル」が問題

となるそうである。ケミカルはレンジ内で

温められると異常反応を起こすおそれが

ある。ポジティブな反応でなくネガティブ

に。それが人体へ害を及ぼすこととなる。

科学的にいうなれば、レンジ内でのマイク

ロ波放射によりハム内で心臓疾患を引き

起こすと言われるコレステロール酸化物

が生成されるのだ。 

4. お米（Rice）：お米を主食とする人なら、

落ち込むかもしれない。冷めたご飯を温め

るのみならず、今や「電子レンジでご飯を

炊く」ということまで定着しつつあるの

だ。ともあれ、お米、ご飯、なぜにこれら

をレンジに入れてはいけないかというと、

時にして食中毒の原因となるらしいのだ

（Food Standards Agency による研究結

果）。お米にはもともと土壌細菌のひとつ

であるセレウス菌（Bacillus cereus）と

いうバクテリアが含まれているという。レ

ンジかけたときの熱でこのバクテリアを

殺すことはできる一方、毒性のある胞子を

生成してしまうそうだ。そして、レンジに

かけて温めたご飯を室温に長く置くこと

によりその毒性胞子は増殖し、そしてそれ

を口にしたら、食中毒まっしぐら、という

シナリオである。結果的に、どうしても 

ご飯をレンジでというと 

きは、「沸騰」点にまで熱 

し、その後は 60℃以上に 

保つこと、とアメリカの 

「Food Safety」機関は述 

べている。 

 
Cooking for the Lazy: 

ひよこ豆とひじきのチャーハン  

 タンパク質とカルシウムとマグネシウ

ムがたっぷりの変わりチャーハン。ひよこ

豆の香ばしさがはじける。これら栄養価値

の高いひよこ豆とひじきが苦手という人

は是非このチャーハンを。 

 ひよこ豆は、チックピー（chickpea）と

かわいい英語名、しかしその威力は肉類に

指摘する。さらにひよこ豆は低脂肪高タン

パク質なので、ダイエット中や脂質が気に

なる人も安心して食べられる。 

〔材料：2 人分〕ごはん(茶わん 2 杯分)、

芽ひじき(乾,10g)、ひよこ豆(Chickpea 缶,

水を切って 1/2C)、ケール(1 枚)、卵(2 個)、

しょうゆ&みりん(大さじ 1/2)、塩&こしょ

う少々、サラダ油(大さじ 1)、ゴマ油少々 

1. 芽ひじきは水につけて戻し、水けを切

る．ケールは洗ってから水分を拭き取

り、小刻みにする． 

2. 卵をボールに割り入れ、みりんと塩

少々を加えて溶く． 

3. フライパンにサラダ油（大さじ 1/2）

を中火で熱し、2を加え、大きく混ぜ

ていり卵にして取り出す． 

4. 3 のフライパンにサラダ油（大さじ

1/2）を足し、芽ひじき、豆を加え、

水分をとばすようにサッと炒める。 

5. ごはん、3のいり卵を順に加えて炒め

合わせ、しょうゆとゴマ油、塩・こし

ょうで味を調え、ケールを散らして更

に炒める（※約 2分）． 

※ケールに熱を与えすぎると栄養分の大

半が失われるので最後に入れて柔らかく

なる程度に火を通す。 

ためになる名言 

   ノーマン・ミネタ 氏 

日系人初の米閣僚 

私はアメリカ合衆国の誇り高き“非外国

人”です。みんな笑いますが、私たち（日

系人）が経験したのはそういうことなの

です。1942 年、アメリカ市民でありなが

ら『非外国人』と呼ばれた。だから私は

『市民』という言葉を大切にしています。 

（運輸長官だった 2001 年 9 月 11 日のア

メリカ同時多発テロ事件発生時）問題は、

私たちのことを何も知らない人によって

私たちのことが決定されるということ。

決定されたことが必ずしも私たちにとっ

て最善とは限らない。 

これから長いキャリアが待ち受けている

若者にこそ、ぜひボランティア活動をし

て欲しい。今後の人生を左右する大きな

決断を迫られたとき、その経験がきっと

役に立つはずです。 

何事にも誠実でなければ尊敬されず、決

定しなければならないことに関して信頼

されません。長期的に良い目標を持って

いながら、これが守れないために途中で

つまずく若者が多いように感じます。 

（参考：Wikipedia） 

〔Norman Yoshio Mineta：1931-2022 年、

CA サンノゼ生。米政治家。元陸軍将校。

サンノゼの市会議員から市長に当選。下

院議員で国政へ転じ、第 33 代商務長官、

第 14 代運輸長官を歴任。日系アメリカ人

として、またアジア系アメリカ人として

初めての閣僚。父親は 1902 年にアメリカ

に渡った静岡県出身、母親は同県出身、2

男 3 女の末子。1941 年 12 月の日本との

太平洋戦争勃発で、米政府は 1942 年、日

系人の強制収容を開始、ノーマンはワイ

オミング州のハートマウンテン日系人収

容所に送られた。1953 年に CA 大学バー

クレー校ビジネススクール学士課程を卒

業。この年に米陸軍に入り、日本と韓国

で情報将校を務める。2001 年 11 月、サ

ンノゼ国際空港は、ミネタの長年の功績

を顕彰し、「ノーマン・Y・ミネタ・サン

ノゼ国際空港」と改称。今年 5月 3日心

不全で死去。享年 90歳。〕 
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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 

 

 

【イベント、フェスティバル】 

●6 月 23 日-7 月 2 日：Victoria プライド・フ

ェスティバル．Victoria の各所にて．詳細は、

victoriapridesociety.org/pride-2022 

●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 
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とができるって、と 

てもリッチな体験だなと感じることに。自

分が好きな、心地がいいと感じる自然の香

りは、癒し効果が抜群で、自分が整うから、

外の世界でも心地いいことがたくさん連

続して起こることを近頃感じています。 

 自然界と繋がり、委ねることができる

と、導きをキャッチすることができるよう

になるため、流れるように日々を過ごすこ

とができることを体験中です。委ねること

に関しては、毎日の練習の繰り返しになる

のですが、私自身の体験では、自然界との

繋がりを深めるようになってから、地域や

国が変わっても、木々や花たちが送ってく

れる色んな形のメッセージを感じること

があります。そして、一人一人がもっと自

然界と繋がり、本来の自然体の状態で生き

ることができるようになると、もっとみな

が楽に生きることができるようになるの

かな、とも思っています。観葉植物でも、

花１輪でも、部屋にあると、それだけでエ

ネルギーが変わります。元気が出てきま

す。いつも側にいて、励ましてくれる植物

たちへありがとう。脳へダイレクトに働き

かけて、気づきをもたらし、変容を促して

くれる精油たちへ、いつもありがとう。母

なる大地へ、私を、私たちを、ここに呼ん

でくださり、住んでもいいよ、いてもいい

よと言ってくださりありがとうございま

す。一人一人が平和を見出し、残りの人生

を笑顔と共に生きられますように。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com 

Yoga: ShantiLife.love 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛6 月 30 日(木)まで、月-金(11am-4pm)、土

(12-4pm)：Cowichan Com. Centre(2687 James 

St. Duncan)にてファイバーアート・ショー．

詳細は、cowichanvalleyartscouncil.ca 

☛7月12日より毎週火曜日、6-8pm：Music in the 

Park．夏の夕方ピクニック．チェアや敷物をお

忘れなく．7月 12 日は Majestic Park にて． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

【ベターライフ：精油記事＃４５】 

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。 

 みなさんは、旅に出たら何をしますか？

または、何を目的に旅をしますか？私自

身、昔は“美味しいものを食べに行く！”

ということが大きな目的になっていたの

ですが、近頃は、旅先の美しい景色や自然

に触れるということがそれとなっていま

す。地域が異なると、その土地でしか見ら

れない木々や花たちに出会うことがあり

ますが、そんな時は、思わず歩くスピード

がゆっくりになり、足が立ち止まる回数が

増えます。 

 ということで、最近行ってきた旅の話を

一つシェアしますね。そこには大きな庭園

がありました。よく手入れがされていて、

とても美しい庭園でした。松がたくさんあ

ったのですが、季節柄、松たちはとても力

強く、上向きに成長していました。その時

に、“このように上に伸びることが成長す

ることなのだな”、“生命力ってこういうこ

となのだな”と感じさせられました。そん

な、たくさんの松があった庭園、そこに行

けたこと自体ミラクルでした。なぜかと言

うと、実は数ヶ月前、「松のたくさんある

ところに行きたい」と宇宙にお願いごとを

していたのです。それが、たまたま選んだ

旅先の庭園で、松をたくさん見ることにな

ったのですが、行ってみてから気づき、宇

宙と自然界との楽しい共同創造が行われ

たな、という微笑ましい出来事でした。 

 旅を終え、しばらくしてから今度は、薔

薇たちから声をかけていただきました。薔

薇園に出かけたのですが、やはり、薔薇の

エネルギーはとてもパワフルですね。園全

体に高揚感が漂い、色も種類もたくさんあ

るローズの中では時間を忘れます。園内外

のエネルギーの違いに、異次元に来た感覚

になりました。興奮が冷めないまま、その

後、いつも部屋の中で使っているアロマラ

イトに、薔薇の精油を使ってみました。他

の精油ではあまり香りを感じなかったの

ですが、なぜか薔薇の精油では、香りが部

屋に漂ってきて、その香りをいつも嗅ぐこ
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Victoria 見聞録への投稿、電子版 PDF 送付等の
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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 月半ば、冷え冷えの

日が続いています．家の中も冷えているので、

火を使う調理も OK、こまめに料理をして夕飯を

頂いています、というのはウソで、実際は料理

が面倒で手を抜きがちです．やっぱり、夏とい

うのはなんとなく料理する気になれませんね．

作ってそうめん、これってゆでればいいだけで

すが、ゆでるのもめんどいとなると最後です．

それにしても、ほんと物価上昇、先日たまねぎ

の皮をむきつつ目から涙、中サイズ一個約

$1.50 で悲しくて．安くて当たり前だたタマネ

ギも高価、格を上げねばタマネギに悪いかな．ちょっと一言 
●欲張り鬼畜爺さんの大きいな間違い

「プーチンの誤算」がニュースになった。

一に、ウクライナが強かったこと。二に、

ロシアが弱かったこと。三に、ウクライ

ナにウィンストン・チャーチルがいたこ

と。確かにそのとおりだと唸ってしまっ

た。けれども、当人は悲しくもそれを認

めたがらない？完全無視か。 

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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