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つけて消火した。 

 2 件目は午前 3時半過ぎ。View & Broad 

St.にある Bay センターの外部ドアに火が

つけられた。警察が駆けつけ消火器で火を

消した。火は燃え上がろうとしていたが、

消防車が到着する前に消火できた模様。 

 3 度目の放火は、午前 4 時前、Yates 

St.500 ブロック付近の路地にあるガベー

ジ缶から火が出ようとしているのを近く

の住民が消発見、火器で火を消した。警察

が到着する前に消火できた。 

 

車からガンで脅す  

 6 月 18 日土曜日の午前 10 時前。娘と朝

食 を す る た め の 道 中 で Douglas &

Finlayson St.(Mayfair モール近く)の交

差点で停止していた男性に妨害を繰り返

す車が出現。その車は男性の行く手をふさ

ぎ、煮を切らして追い越そうとして横に並

んだとき車の男はガンを突き付けた。 

 男性はうまく交わして逃げ、路地に入っ

たところで 911 通報した。交差点で停止し

ていたときに妨害する車の写真をスマホ

で撮っていたため、警察がこの男を探し出

すのにそう時間はかからなかった。 

 男は Shelbourne St. 3000 ブロック付近

で逮捕された。車内からペレットガンやド

ラッグが発見された。男はドラッグで運転

不能な状態であったそうだ。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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アンチ COVID のパンフレット   

 6 月 21 日火曜日、Royal Jubilee 病院の

パーキングに駐車した車に戻った病院ス

タッフ（医療プロフェッショナル）が、車

のフロントワイパーにパンフレットが挟

まれているのを発見した。そのパンフレッ

トは「アンチ COVID」を掲げ、内容は

「COVID-19 予防接種は実験的なもので危

険である」。 

 作成は「Children’s Health Defense 

Canada」と名乗っていた。しかし、実際の

「Children’s Health Defense」はアメリ

カのニュー・ジャージー州にあるRobert F. 

Kennedy, Jr.に代表されるアメリカの機関

である。 

 ともあれ、作成者の名乗りから内容まで

すべてデタラメで、発見した病院スタッフ

は民間に注意を呼び掛けている。 

 

Royal B.C. ミュージアム  

 $789 ミリオンをかけて、ダウンタウン界

隈にあるBC州が誇るRoyal B.C. ミュージ

アムを建て直すというプロジェクトは、BC

州民大多数の反対に遭い、止む無くご破算

 

となった。 

 6 月 22 日水曜日、BC 州知事ホーガン氏

は、その建て直しプロジェクトを断念す

る、と発表した。当初「建て直し」を必要

としたわけは、建物が 50 年ものと老朽化

し物理的にも必須とし、またミュージアム

自体を先住民族の要望に沿った形に仕上

げたかったため。 

 そのプロジェクトの発表があってから

この 1 ヶ月、BC 州民からの反対の声は日

に日に増した。$789 ミリオンものオカネ

は、ハウジングやヘルスケア、学校や病院

の地震耐性のアップグレードに使われる

べきだ、との声が寄せられた。ホーガン氏

は、その声を素直に聞いたようだ。 

 ということで、Royal B.C. ミュージアム

は以前のままの状態で運営される見通し。 

 

ネコ、半額  

 B.C. SPCA（BC 州動物協会）は、そのシ

ェルターにいるネコのアドプション

（adoption）は 6 月 30 日まで費用を 50%

オフにすると発表。次から次へと入ってく

る「孤児」の動物たちにスペースを空ける

ため、まずは多すぎる猫たちを送り出した

いと願っている。 

 ネコの「孤児」が増えたのは、最近の物

価高も影響しているそうだ。ネコはエサや

ケアにコストがかかり、やむを得ずネコを

手放す家庭が増えている様子。この 6月だ

けでもおおよそ 120 匹のネコ（多くが BC

州北部出身）が BC 州各地の B.C. SPCA シ

ェルターに引き取られているという。 

 

カナダ全国指名手配の男  

 多数の犯罪で国の指名手配、ウォンティ

ッドになっていた男が、この Victoria で

あっけなく Victoria 警察に逮捕された。

実にあっけなく逮捕されたのはストリー

トで眠っていたため。 

 警官が巡回中に、路上（路肩か）で眠っ

ている男を発見、職務質問するとカナダ全

国指名手配の男であることが判明した。男

は、強盗、ブレイクイン、有害物所持の犯

行を繰り返しており、逮捕、仮釈放を繰り

返し、裁判所出頭を無視していた。 
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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 

 

 放火魔、捕まる  

 6 月 24 日金曜日の早朝

に火事が 2件発生、3件目

もありかというところを

危機一髪で食い止められ

た。これら火事の放火魔は

3件連続放火の直後に逮捕

された。 

 犯行時刻は午前 2 時か

ら 4時とみられ、１件目は

午前 2 時すぎ。Balmoral 

Rd.(Cook St.近く)の 1000

ブロック付近にある生垣

で火が発生、消防隊が駆け
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コラム Vol.76 

ビクトリアの日系史を蘇らせる新名所  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 地理的な条件から見て、最初に日本からカ
ナダにやって来た移民たちが、まず西海岸
に到着し生活の根を下ろしたのは当然のこと
である。幾つかの日系史の本を紐解くと、そ
のパイオニアは 1877 年に長崎の口之津とい
う村からやって来た永野萬蔵という人物であ
ることになっているが、これには異説がある。 
 その時代に生きていた人は近代になって
から誰もいないことや、カナダ側の当時の記
録も曖昧なことなどから、それに異を唱える
人がいなかったため、後続の日系史研究家
たちの間で「永野萬蔵説」が有力視されるこ
とになった。 
 それを基に 1977 年には、アメリカに住む萬
蔵の息子（ジョージ・ナガノ氏）を日系人グル
ープが招き、大々的なカナダ日系移民 100
年祭を開催したのである。 
 その異説に関して興味のある方は、写真の
本の購読をお薦めしたい。 

バンクーバー島の日系人の歩み 
 この本(Gateway to Promise）は、アンリー／
ゴードン・スィッツア（Ann-Lee ＆ Gordon 
Switzer）という日本に造詣の深いアメリカ人
夫妻（現在はビクトリア市在住）によって書か
れたもので、足で歩き丹念な調査を行い、多
くの日系人の末裔をインタビューしてまとめ
ている。 
 特に興味深いのは、ビクトリア周辺に散在
する日系人関連の社会的出来事や、彼らの
カナダ社会との関りを事細かに書き記してい
る点である。 
 トロントから国内移住した数年前、当市で
初めてこの本を手にした私は、ページを追う
ごとに未だに残る日系人の足跡を次々と追
ってみた。残念ながら長い年月の間に朽ち
ている所もあるが、そこここに残る当時の面
影を残す場所には驚きを隠せなかった。 
 その一つが、Esquimalt の Gorge Park に
1905 年に建設されたジャパニーズ・ガーデ
ンの跡地であった。ここには建設までの紆余
曲折の長い物語があるのだが、当時ビクトリ
ア在住だった日本のビジネスマン、ヨシタロ
ウ（ジョー）・キシダ氏とハヤト（ハリー）・タカダ
氏の二人の絶大な協力の元に資金を集め、
また庭師であった横浜在住のキシダ氏の父
親を呼び寄せて日本風庭園が出来上がっ
たのである。 
 その頃ビクトリア周辺には子供たちが家族
共々遊べる遊園地のようなものがなかったこ
とで、1907 年 7 月 1 日の開園時から大変な
盛況であった。この時の催しを 7 月 13 日付
けの Victoria Times 紙は「器用な日本人の
手で見事に整えられたガーデンは虜になる
程美しく、娯楽を求める人たちの喜びの源で
あった」と記している。 
 その後キシダ氏は日本へ帰国。それに伴 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

津波体験館→津波の脅威を伝えてきた宮

城県気仙沼市の津波体験館が 6 月 26 日、

閉館した。映像や振動、風などで津波を疑

似体験できる日本初の施設として利用さ

れてきたが、体験館が入るビジターセンタ

ーの改修に伴い、38 年の歴史に幕を下ろし

た。体験館は 1984 年に県が設置。明治三

陸地震津波（1896 年）や昭和三陸地震津波

（1933 年）の被害などを伝承。2013 年に

は映像をリニューアルし、東日本大震災の

被害や教訓も伝えてきた。 

冷やしシャンプー→山形発祥の「冷やしシ

ャンプー」が初の海外進出。日本の理容チ

ェーンがベトナム・ハノイで営業する店舗

で今年からサービスの提供を始め、人気だ

という。夏場に頭髪を冷やす普及活動を 20

年近く前から続ける山形県内の理容店主

らは、コロナ禍を乗り越えた成果に活気づ

く。県理容生活衛生同業組合の有志が 2003

年から普及活動を本格化させ、現在は約

300 店がサービスを提供。有志はさらなる

普及に向けて県冷やしシャンプー推進協

議会「ひやしびと」を設立。東日本大震災

など全国の被災地で洗髪支援に当たり、県

外でも認知度が高まった。 

12 年振りの海開き→東日本大震災の津波

で被災した東松島市の野蒜海水浴場が来

月、12 年振りに再開されるのを前に、地元

住民らがビーチの清掃を行った。清掃活動

には、地元住民や航空自衛隊松島基地の隊

員などおよそ 300 人が参加。ごみや、ビー

チに散乱したカキの殻などを丁寧に拾い

集めた。 

 

＜社会ニュース＞ 

車内Wi-Fiが相次ぎ終了→東武スカイツリ

ーラインや東上線などで使われる通勤形

電車では、車内フリーWi-Fi のサービスが

提供されていたが、6 月上旬の時点で、そ

のサービスは終了となったそうだ。理由は

コスト、加えて、最近電車内においてスマ

ートフォンなどの端末がWi-Fiを認識しな

くなったということ。 

モモ 5000 個、畑から盗難→6 月 21 日午後

3 時ごろ、山梨県笛吹市にある畑で、農家

の 70 代男性がモモがなくなっているのを

見つけ、警察に通報した。モモ畑からは、

収穫前の「みさか白鳳」およそ 5000 個が

盗まれていて、被害額はおよそ 150 万円に

上る。 

ルッキズム→行き過ぎた見た目への信奉

は、「ルッキズム」（外見至上主義）として

社会的に問題視されるようになった。過去

の選挙や政治活動において、「イケメン候

補」「美人すぎる議員」が話題となったの

も事実。生物の本能として、見た目に一定

の影響を受けることは避けられない、とい

う専門家もいる。 

いハリー・タカダ氏の弟ケンスケ・タカダ氏が事
業を引き受けた。当時タカダ家は Esquimalt で
唯一の日本人家族だったが、ケンスケ氏は家族
と共に公園内に住み、6 人の子供たちは長ずる
に従って家業を手伝う様になっていった。 
 家族経営そのものの事業とは言え、逆にそ
れが功を成し日本人らしい緻密な事業展開を
試みたのである。メリーゴーランドやテニスコー
ト、安全に水泳の出来る地域や更衣室を設け
たり、野外ステージも建設し、コンサート、劇、
ボードビルのショーが催された。中でも来場者
に 一 番 の 人 気 だ っ た の は Japanese Tea 
Garden で、コーヒー、紅茶などと共にサンドイ
ッチ、落とし卵の載ったトースト、アイスクリーム
等などの西洋風のメニューが人気を博した。 
 一方その間には火事に見舞われたり、水泳
可能地域の水質の汚れなど幾つもの乗り越え
なければならなった難題もあった。 
 だが 35 年間継続した事業を閉じることになっ
た最大の理由は、日本軍が 1941 年 12 月にハ
ワイの真珠湾攻撃をしたことで始まった太平洋
戦争に機縁する。これによって翌年 4 月に BC
州の日系人 21000 人は、ロッキー山脈の極寒
の地に俄か作りされた幾つもの強制収容所に
送られたのである。もちろんタカタ家の人々も
例外ではなった。 
 さらに不幸なことに、ＢＣ州は終戦を迎えた
1945 年以降 4 年間は、日系人が以前住んで
いた場所に戻ることを禁止した。それは家人の
不在の間に州政府が成立させたカストディアン
（管財人）法によって、押収した土地、漁船、家
財道具など等を売り払ってしまったため、日系人
たちは帰る場所を失くしたのである。このため敗
戦国の日本に戻るか、カナダの東部方面に移
動するしか生き延びる道はなかったのである。 
 その後日系人たちが歩んだ道のりが、どれ程
かん難辛苦であったかは想像に余りある。 

蘇る Esquimalt の Gorge Park 
 よく晴れた6月18日（土）の昼過ぎ、深い歴史
を刻んだ Esquimalt Gorge Park のタカタ家の跡
地に、新装なったパビリオンの開館式が 1000
余人の参加者を迎えて開催された。タカタ家の
近縁／遠縁の人々も 20 数人が、トロント方面か
らも来場し、和やかで盛大な式典であった。 
 同じ場所には、近年当地の日系人たちの手
によって日本庭園が出来たものの、それに一
層手を加え、コミュニティー・センターも建設さ
れ新たな市民の憩いの場所にと変身した。多
くの人々がこの地を復元し、歴史を繋げて行こ
うとする勢いが強く感じられた。 
 中でもタカタ家を代表して、今は先祖の地ビ
クトリアに住む若い末裔の Dillon Takata 氏が、
自身の家族の悲劇に言及するのみならず、昨
今の世界情勢の流れである不寛容さに言及し
たスピーチは秀逸であった。 
 「平和の象徴」の地として、今後も末永く存続
することを願わずにいられ 
ない。 

式典開始前の先住民の踊り 

「Gateway to Promise」 

の翻訳本 

（FUJIYA 日本食料品店 

で販売） 
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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（３） 

 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魔法の箱とばかり

それになんでもかんでも入れてしまう。 

 電子レンジを使うにあたり、入れてはい

けないリスキーな食品のリストを以下に。 

（前号からの続き、最終回） 

1. 茹で卵（Hard-boiled eggs） 

2. 母乳（Breast milk） 

3. プロセス・ミート（Processed meats） 

4. お米（Rice） 

(上記、前号にて解説) 

5. チキン（Chicken）：何故に？ネットで

紹介される多くのチキンレシピには「レン

ジでチン！」が多いではないか。それが今、

イケナイというのだろうか。とまぁ、文句

を言う前に、基本的なことを理解するべき

であろう。それは電子レンジはバクテリア

を完全に抹消できない、ということ。電子

レンジのマイクロ波のヒートは物体（肉）

の外側から内側へと動き、物体全体を均等

にヒートしないため、あちこちに熱されて

殺菌されていない部分が残る。そこにバク

テリアが生き延び繁殖を繰り返す。なんと

も恐ろしい話ではないか。特にチキンはサ

ルモネラ菌がはびこっており、少しでもナ

マの部分があるとサルモネラはしつこく

生き延びる。そして、それを口にした人は

病気にまっしぐらということになる。ここ

にその研究結果がある。30 人に治験、ナ

マのチキンを調理&試食してもらった。10

人は電子レンジで、20 人はフライパンで

チキンをクック。結果、レンジ派の 10 人

は気分が悪くなった。フライパン派は異常

なし。フライパンでの調理は、チキンに均

等に熱を送りしっかり全体を焼き上げる

（内部がピンクのナマでないことを確か

める）。かくしてサルモネラ菌は全滅する。 

6. 葉物野菜（Leafy greens）：ディナーで

残ったセロリ、ケール、ほうれん草など、

あとで電子レンジで温めて食べようとし

ているなら、電子レンジよりオーブンで温

めること。というのは、電子レンジでこう

した野菜を温めると、野菜に含 

まれる成分、硝酸塩（nitrates： 

身体に必要な成分）が、マイク 

ロ波に爆破されてニトロソアミン 

（nitrosamines）とい 

う発がん性のある成分 

に転換するそうだ。硝 

酸塩が豊富なビーツや 

カブは要注意！これら 

はあえて冷たいままで 

食べること。冷たくて 

も十分おいしい。 

 
Cooking for the Lazy: 

冷たいコーン・ポタージュ  

 コーンがおいしい季節となった。店では

葉っぱつきのコーンがわんさかと盛られ

ている。皮をむしり取るとつやつやのコー

ンが顔を出す。店にもよるが 4本で$3、コ

ーンのツブツブをかき集めたら、フローズ

ンの一袋（約 900g、$2.99）には量的にま

だ足りないかもだが、なんといっても皮む

き直後の新鮮さ、キレイさはお金に勝る。 

 なお、コーンの粒（実）をかき集めるに

あたり、包丁によるそぎ切りはＮＧ！でき

るだけ実の根元から、が理想である。その

ためには、実の根元に包丁の刃またはスプ

ーンの柄を使い粒をはずす（大根のかつら

むきの要領）。 

〔材料：2人分〕トウモロコシ(コーン1本)、

玉ねぎ(1/4 個)、チキンスープ(1C)、ミル

ク(1/2C)、塩&こしょう少々、サラダ油少々 

1. トウモロコシ 4等分し、ひたひたの水

でさっとゆで（塩少々）、粗熱が取れ

たら粒をはずす． 

2. フライパン兼用の鍋に油を熱し、みじ

ん切りにした玉ねぎ炒め、チキンスー

プ、ミルク、1のコーンを入れる．沸

騰したら火を止め、塩＆こしょうで味

を調える． 

3. 2 が室温にまで冷めたら、プロセッサ

ーにかけて撹拌する．容器にうつして

冷蔵庫で 1時間冷やす． 

ためになる名言 

     浜矩子 氏 

日本のエコノミスト 

（安倍元総理による経済政策アベノミク

スいついて）生計を営む個々の人間に目

を向けていない上、世界制覇志向のため、

グローバル化した経済と相性が悪い。「ア

ホノミクス」「ドアホのミクス」「妖怪ア

ベノミクス」と形容したい。 

岸田氏の言葉の薄皮を一枚むけば、アホ

ノミクス的アンコが顔を出す。 

端的に言って、失敗や孤立を恐れないこ

とは無理だと思う。そもそも、失敗や孤

立を全く恐れないというのは、それだけ

人間が無神経に出来ていることの表れだ

と思う。 

恐れを抱かない人間には、他人の恐れも

解らない。 

「自分さえよければ病」の特徴は、自分

にとっていちばん利益が上がるように行

動しているつもりが、社会全体では不利

益を生み、結局自分自身も貧しくなって

しまうことだ。 

つまり、むき出しの自己利益追求の果て

に待っているのは、共食い・共倒れの世

界にほかならない。 

（参考：Wikipedia） 

〔はま のりこ：1952 年、東京生。エコ

ノミスト、同志社大学大学院ビジネス研

究科教授。曾祖父に美濃部俊吉（官僚、

北海道拓殖銀行頭取）がおり、美濃部達

吉（憲法学者）は曾祖叔父。ミッション・

スクール在学中の 6歳のときにカトリッ

クの洗礼を受ける。父の転勤に伴い小学

校 3年から中学校 1年までロンドンのカ

トリック系学校で過ごしたのち、世田谷

の中学校に編入、東京都立戸山高等学校

を経て 1975 年一橋大学経済学部卒業。

1975 年三菱総合研究所入社。1990 年から

1998 年まで、同社初代英国駐在員事務所

長兼駐在エコノミストとしてロンドン勤

務。国内外のメディアにも登場し、辛口

の分析力と広範な視野で経済トピックス

を斬る。日本が世界に誇るエコノミスト

として名高い。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●7 月 1 日(金)、8:30am-4pm：カナダディ、Gorge

ピクニック．Gorge Waterway Park にて、詳細

は、https://gorgecanadaday.ca 

●7 月 9 日(土)、11am-5pm：UPTOWN マルチカル

チャー・フェスティバル．Uptown BLVD 沿いに

多様文化をエンジョイ、キュイジーヌ、展示、

伝統パーフォーマンス． 

●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】 

★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 

★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 

★Peninsula Country Market：毎週土曜、10 月 8 日

まで、9am-1pm、Saanich Fairground(1528 Stelly's 

X Rd.)にて．www.peninsulacountrymarket.ca 

★Goldstream Farmers Market：毎週土曜、5 月 7 日

から 10 月 8 日まで、10am-2pm、Veterans'Memorial 

Park(Langford)にて．ハンドメイド、ホームメイド、ホ

ームグロウン．フレッシュローカル、ベークなど． 
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 この作品では、シュワちゃんはロシアの

お役人、警官という役。そしてその警官の

ユニフォームがなんとも。あの独特のウシ

ャンカ帽子にロングコート、そして腰に銃

を構えるその強靭そうな姿におびえてし

まいそうです。いかにも旧ソ連という風

情、そして舞台は本場のモスクワとあって

迫力満点です。寒冷の中を行き交う人々の

顔は沈んでいて、それは粉雪が舞う極寒の

環境に生きるからでしょうか。 

 そんな環境のなかで、顔の表情が一定

（笑わない）のシュワちゃん演じるロシア

警官ダンコが、麻薬犯罪者を追いかけま

す。犯罪者はソ連を出てアメリカ、シカゴ

に渡ったことがわかり、ダンコはソ連国の

命令によりシカゴに渡り、犯人を追いかけ

捕まえることとなります。 

 一方シカゴでは、ソ連から警官ダンコを

迎えて協力、その片腕となるのがジェーム

ズ・ベルーシ演じるリズニックです。ロシ

ア人のダンコとアメリカ人のリズニック

の違い、これには笑えます。笑わないダン

コと始終ジョークを飛ばしてケタケタと

笑うリズニック。そしてリズニックが「ロ

シアと聞くと、チキン・キエフだな」とい

うくだりはロシアによるウクライナ侵攻

が起こっている今、当時だれがそれを予想

したでしょうか。 

 加えて、旧ソ連とアメリカの違いを今更

ながら思いました。寒冷の風景、兵士の行

進、そして暗く見える人々と、「Levi」の

看板と T シャツとタンクトップで華やか

な人々。リズニックがダンコに銃を貸すの

ですが、ダーティ・ハリーが使ってたやつ

だぞ、と自慢するとダンコが「ダーティ・

ハリーって誰だ？」という場面も、ソ連の制

限ある生活をひしひしと感じる次第です。 

 映画の話からそれますが、今、ロシアは

その 34 年前の風景と生活に戻ろうとして

います。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛7 月 12 日(火)、6-8pm：Majestic Park にて．

Music in the Park．夏の夕方ピクニック． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【映画感想会】 

Ｒｅｄ Ｈｅａｔ 

邦題：「レッドブル」 

1988 年米、監督：ウォルター・ヒル、出

演：アーノルド・シュワルツェネッガー、

ジェームズ・ベルーシ、他 

By 見聞録実行員 No.3y

 お歳は 70 半ばも今を行くシュワルツェ

ネッガーこと、世界で愛されるシュワちゃ

んの 34 年前の映画です。当時は、かの有

名な「ターミネーター」や「コナン」でシ

ュワちゃん全盛期の作品です。この「レッ

ドブル」制作時は四十路の前、筋肉体もピ

ークの頃でありましょう。 

 撮影は今のロシア、当時はまだソビエト

連邦であった首都のモスクワ、赤の広場で

行われたことで有名です。アメリカ映画が

初めてソ連国内での撮影を許可されまし

た。といっても、この話は最近知りました。

ロシアによるウクライナ侵攻で、ロシア国

民がプーチン氏が主張する「ウクライナの

ナチ化」を信じて疑わないため、シュワち

ゃんが自らビデオを制作してウクライナ

のナチ化はウソだ、真実を知って反戦を訴

えよう！というメッセージをロシア国民

に向けて発しました。そのビデオで彼は訴

えました。ロシアで撮影された「Red Heat」

は初めてそこでの撮影が許可され、ロシア

の人々にもその作品を知ってもらうこと

となり、ロシアにも多くのファンができた

のだ。ロシアは大好きな国であり、ロシア

の人々が歪んだ情報で落ちていくのを見

ているわけにはないかない。お願いだ、目

を覚まして真実を見てくれ。ウクライナの

ナチ化はウソだ、そもそもウクライナのゼ

レンスキー大統領はユダヤ人なのだ。 

 以上をシュワちゃんは、ロシア国民に向

けてきつく叱咤し責めるわけでもなく、や

さしくロシアの人々に語りかけたのでし

た。このビデオは世界中に拡散され多くの

人の心に響きました。 

 そのとき 2 月末だったでしょうか。とも

あれ、以上のことがあり、「Red Heat」を

観てみよう、と思ったわけでした。早速ラ

イブラリで予約、あぁ、やっぱり、そのシ

ュワちゃんビデオの拡散で「Red Heat」に

興味を持つ人がいきなり増えたとみえて、

待つこと 3ヶ月以上、6月初めにしてやっ

とその DVD を手にして視聴することがで

きたわけでした。 

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】6 月末の週末、やっとヒ

ートウェーブがやってきました．と喜んでいる

場合ではないですが、やっぱりこうした暑さが

ないと「夏」を感じませんね．暑いといっても

せいぜい 27℃、外に出るとフワーッと温風、家

に戻るとスーッと涼風、という具合でしょうか、

これぞVictoria の夏でございます．一方、日本

ではすでに 40℃超えのところもでています．と

くに群馬県で40.2℃！6月 25日のことです．夏

は始まったばかりというのにこの暑さ、7月 8月

はどうなるのやらとハラハラします．けど、そ

スイカもオイシイことだし耐えられそうです． 

ちょっと一言 
●「バイデン大統領、自転車で転ぶ」とい

うニュース。実際は降りたときに足をペダ

ルに引っかけてヨヨョっと横に倒れただ

け。これだけで「老い」をネタにあれこれ

言われて気の毒である。が、ヘルメットに

サイクリングスーツ&シューズというスポ

ーツファッションはキマっていた。 

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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