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ついては、家族や党メンバーとの話し合い

の結果であり、向う 6年もこの仕事にコミ

ットできない、のが決定的要因であったよ

うだ。今後は、知事の前のポジション、

Langford-Juan de Fuca エリアの MLA(議会

メンバー :Member of the Legislative 

Assembly) として奉仕する。 

 

議員、ダグ・コバヤシ氏  

 Colwood 議会のニューフェイスに日系

三世のダグ・コバヤシ氏が加わり、Colwood

市長マーチン氏のトップジョブを担うこ

とになると、Colwood 市が発表した。 

 コバヤシ氏は 2018 年に初当選。カナダ

空軍に 20 年従事、大佐にて退役、以後、

27 年はプロフェッショナル・エンジニア

として航空業界（CAE Aviation や Conair 

Aviation など）で仕事をしてきた。 

 

ホテルの屋根に男の姿 

 6 月 28 日火曜日の午後 7 時前、Douglas 

St.に沿うホテルの屋根に男の姿が発見さ

れた。男は、屋根の突き出た部分に立って

いて、落ちないほうがおかしいほどの危険

な状態にいた。警察が駆けつけ、男を説得。

数時間後に、消防車も駆けつけ、やっとの

ことで男をそのハシゴで救出できた模様。

 男は、精神的に不安定だったとみられ、

精神病院に送られた。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

Saanich 銀行強盗   

 6月28日火曜日の朝11時ごろ、Shelbourne

St.にある Bank of Montreal(Fujiya 日本

食料品店の隣)で銀行強盗が発生した。強

盗 2人（男）が死亡、警官 6人が怪我を負

うという（うち 3人は重傷）大参事となり

カナダ全国でも大ニュースとなった。トル

ドー首相も急遽、声明を出した。 

 この日から木曜までの数日間、銀行周辺

はブロックされ近隣ビジネスもクローズ

の事態となった。 

 犯人は Duncan 出身、Mill Bay の高校に

通った経歴のある双子の 22 歳（実際は三

つ子でうち一人はすでに死去）。当時の同

級生によると、双子 2 人はいつも一緒で

「Super quiet」だったと話す。とにかく

しゃべらないおとなしい 2 人だった。クラ

スでも一番後ろの席に座っていておとな

しく、目立たない存在だった。警察は、犯

行の動機を捜査中である。2人のInstagram

 

が見つかり写真が公表されたが、その後

Instagram は削除された。2 人のこれまで

の活動や主義を知り事件解明に勤しむ。 

 犯人 2人は、モーターサイクル用のブー

ツ、ボディアーマー、ホッケーパンツ、そ

の肩にカナダ国旗のラベルを付けたミリ

タリージャケットといういでたちだった。

警察との銃撃戦の後、銀行のパーキングロ

ットで動かず横たわり息を止めた。 

 目出し帽をかぶり銃で武装した 2 人が

乗っていた Toyota(1992)の車からは爆発

物が発見された。それは翌日の朝、警察に

より Hartland のゴミ廃棄場で処理された

模様。警官たちが乗ってきたバンは、犯人

2人との撃ち合いで穴だらけになった。 

 警察が通報で現場に駆けつけるや否や、

2人から撃たれ、警察も撃ち返し修羅場と

化した。現場を逃れた 3人目の犯人がいる

と推測され、ヘリコプターや警察犬により

捜査された。結果、3人目はいないと判断

された。 

 なお、事件当時に銀行にいた 25 人のカ

スタマーや周辺の民間人に犠牲者が一人

もでなかったことは幸いだったと警察は

コメント。25 人のカスタマーは同日午後

12 時半に警察の誘導で銀行内から無事に

避難し、バスに乗せられ、事情聴取のため

全員警察署に移動した。 

 

今夏の暑い日  

 6 月 26 日＆27 日、今夏初めての熱波が

到来、気温は 28 度に急上昇した。BC 州各

地では熱射病を疑う患者による救急車出

動要請が相次いだ。多すぎる救急コールで

手が回らず、多くの患者が数時間待つ事態

となった。 

 昨年のヒートドーム（40℃超えの異常熱

波）を乗り越えて、そのときの教訓で救急

車出動において改良を計っていたため最

初こそスムーズな運用であったが、そのう

ちに追いつけなくなった、と 911 ステーシ

ョンのスタッフはコメント。 

 Vancouver 島における救急コール（B.C. 

Emergency Health Services）は、その 2

日間で 698 件だった。BC 州全域では 26 日

の土曜日だけで 1.638 件のコール。スタッ

フが 1 件と会話している間に、22 件のコ

ールが会話待ちという状態だった。 

 

ホーガン氏、ステップダウン  

 6 月 28 日火曜日、BC 州知事ホーガン氏

(62)はその地位（知事,NDP 新民主党リー

ダー）を退任する、と発表した。次回選挙

にも出馬しない意向。理由は度重なるがん

治療でエネルギーを失くしたとこと。これ

まで 2 回がんに罹患した。1 回目は 2008

年の膀胱がん、2 回目は昨年 2021 年の口

腔がん。加えて 2回目のがん治療直後には

COVID- 19 にも感染した。 

 この秋にホーガン氏の後任が決まり次

第、ホーガン氏は退任する。「退任」につ 
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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. 
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1L も飲んだ。調べに対し、「気分を盛り上

げるために酒を飲んだ」と容疑を認めて

いる。 

イオンの復活→イオンが 7 月 6 日に発表

した 2022 年 3-5 月期の連結決算による

と、営業利益は前年同期比 12.0%増の 438

億円で過去最高を更新。とくに衣料品の

売り上げが伸びたことなどで2013年度以

来始めて黒字化した。 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第十二話、最終回：それから 

By ミア 

 2021 年、1 月。癌細胞がある腎臓を手

術で取り出し、傷口も治って腎がんは完

治した。しかし、私にとってめでたし、

めでたしではなかった。それで終わりで

はなく、むしろ新しいスタート地点に立

った気持ちだった。手術の前と今とでは

状況は違う。今は残った一つの腎臓で余

生を過ごすことになる。当然二つあった

時とは違う。また癌治療が終わったとい

っても、再発することも有りうるので再

発を何としてでも予防したい。 

 そこで日常生活を見直してみた。やは

り基本は食生活。今までもなるべくオー

ガニックの野菜、果物を選んで、バラン

スよく食べていたが、今は癌の再発を防

ぐ食品に特化して考えている。 

 まずは、解毒作用のある食品。それは

ブロッコリー、キャペツ、ケール、かぶ、

ラディッシュ、チンゲン菜、アボカド、

ビーツ、にんにく、しょうが、レモン、

海藻、玉ねぎ、カリフラワー。特にアブ

ラナ科のブロッコリー、キャベツは抗酸

化力と解毒力を高めて抗がん力を高めて

くれる。ブロッコリースプラウトは自分

で栽培している。さらに、にんにく、ニ

ラ、ねぎのニオイ成分にはがん予防効果

があり、しょうがはがん細胞の増殖を抑

制するという。加えて、キノコ類に含ま

れるベータ・グルカンは免疫力を高めて

がんの増殖を抑え込む。これらの野菜を

効率よく取るには野菜スープが最適であ

る。栄養分の染み出したスープを汁ごと

いただける。 

 また、私は便秘ぎみなので腸内環境を

改善して消化をよく促せるように便秘を

解消させることも重要なテーマだった。

腸を整える食品はごぼう、キノコ、納豆、

玄米、ほうれん草、枝豆、ごま、キウイ。

発酵食品は腸の善玉菌を増やしてくれ

る。日本古来の発酵食品の納豆、みそは

最強！キムチ、漬物、コンブチャ、ザワ

ークラウトは自分で手作りしている。 

 米は白米よりもできれば栄養が完全で繊

維もたっぷりな玄米に切り替えたかった。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

祈りの灯→7 月 6 日。2018 年 7 月の西日本

豪雨から 4年を迎えた。岡山県倉敷市では

同日夜、地域住民でつくる箭田地区まちづ

くり推進協議会による追悼行事「祈りの灯

（ともしび）」が開かれた。手作りのキャ

ンドルに火をともして犠牲者を悼み、豪雨

の記憶継承へ決意を新たにした。 

復興支援バザー→昨年の 7 月 3日に静岡・

熱海市伊豆山で起きた土石流災害で被災

した人たちを支援しようと、伊東市での商

店が連携して復興支援バザーを開催した

（7月 6日）。東日本大震災などの被災地支

援に取り組んでいる市内の商店の有志ら

で組織する「伊東買い援隊」が開いたもの

で、市内の菓子店や飲食店など 10 店が自

慢の品を販売した。 

避難所ごはん→災害時に市が設置する避

難所でも健康に配慮した食事を提供しよ

うと、福島県福島市と協定を結ぶ福島市弁

当惣菜協会が管理栄養士の監修のもと「災

害時でもバランスよく飽きないメニュー」

を開発した。一般向けと高齢者向けの 2 種

類があり、一般向けは、揚げ物と野菜がバ

ランスよく入っていて、食べ応えを重視。

一方、高齢者向けは塩分やカロリーを抑え

たり、食材を細かく切ったりして食べやす

さにこだわった。 

 

＜社会ニュース＞ 

難民鎖国→戦火を逃れて来日したウクラ

イナの人々を、日本政府は「避難民」とし

て積極的に受け入れている。中でも佐賀県

は、住宅支援や生活費支援などだけでな

く、入国にあたって県が身元保証人になる

など手厚い。一方で、アフガニスタン、ミ

ャンマーなど他の国から来た避難民に対

する支援は十分とはいえない。条約で定め

られた難民となる認定も厳しい。日本は他

の先進国と比べて格段にハードルが高く、

「難民鎖国」と呼ばれている。 

スマホ熱中症→記録的な暑さで悲鳴を上

げるのは人間だけでなく、手にするスマホ

も、熱くなって故障する現象が続出。こう

した状態を「スマホ熱中症」という。スマ

ホを熱いまま放置すると、突然火が出て、

思わぬ事故を招く恐れがあるそうだ。対処

法としては、冷蔵庫に入れて冷やす、では

なく、以外にも「10 円玉を背面に置く」。

100 円でも 1 円でもダメでとにかく 10 円

玉。そのワケは 10 円玉は銅でできている

ので、熱を吸収する、という科学的事実に

基づいてのこと。 

水上バイクで飲酒運転→このほど東京湾

で酒を飲んだ状態で水上オートバイを運

転したこと（今年 5月）が発覚し、44 歳の

男（建築関連会社社長）が書類送検された。

水上オートバイの飲酒運転での摘発は、都

内で初めて。乗車前に 1人でハイボールを

 

普通に炊くと固くてパサパサして消化も悪

いうえにまずく、全くもって食べにくい玄

米。そんな厄介な玄米についていろいろ調

べて行きついたのが発芽酵素玄米だった。

寝かせ玄米ともいう。発芽酵素玄米を作る

ための専用の炊飯器も購入した。小豆と一

緒に炊き、炊けた後数日保温して寝かせる。

柔らかくモチモチしていて美味しい！これ

なら続けられる。今では毎日食べるのが日

課になった。これらの食生活を一年続けて

みたところ、3 日に 1 回のお通じがほぼ毎

日と改善した。 

 もう一つ改善したかったのが低体温。35

度台の体温は癌細胞が最も増殖しやすく、

免疫力も落ちるそうである。私の手足はい

つも冷えている。理想の体温は 36.5～

37.2℃らしく、そのための「低体温対策」

を打ち出した。まずは、体を冷やさないよ

うにレッグウオーマーや腹巻を使用。入浴、

足湯で身体を温める。体の中から温めるた

めに生姜湯を飲み、また水ではなく御白湯

を一日中飲む。冷たい食べ物、飲み物を避

け、血流をよくするマッサージ、ストレッ

チ、適度な運動をすること。この対策を一

年続けてみたところ、36.7℃まで体温が上

がり、低体温が解消した。なんだか体の芯

からポカポカと暖かく、今年の冬は暖房も

ほとんどつけなかったくらいである。がん

ばって結果が出るのは嬉しいものだ。 

 こうして食生活はいたってシンプルにな

り、脂っこいものはほとんど食べなくなっ

た。レストランで豪華な御馳走を食べたい

とも思わず、家で作る粗食に満足していて

体調はすこぶる良い。季節の変わり目には

風邪を引いていたものだが、ここ最近風邪

も引いていない。 

 身体の健康だけでなく、精神的、霊的な

健康も大切だと思う。不安やストレスは癌

の原因にもなる。精神的に安定し、心が落

ち着いて平安であるため、私は毎朝のデボ

ーションを日課にしている。朝、静かな時

間に聖書を開き神様のことばに耳を傾け

る。祈りを通して神様と交わる貴重なひと

とき。短い時間だが、これから始まる一日

を生きるための霊的な新しい恵み、力をい

ただける。一日の終わりに床に着く時、ま

た祈る。その日にどんなことがあったにし

ても、感謝することを数えながら祈る。そ

うすると穏やかな気持ちでゆっくりと良い

眠りに入っていけるのだ。 

 人間は誰でもいつかは死ぬもの。その日

はいつかはわからないが、その日まで一日

一日を大切にして残された日々を生きてい

きたい。 

キムチ 

ブロッコリ 

スプラウト 
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★ こんなの見つけました ★ 

ミルク繊維 

 日本における「生乳 5000 トン廃棄」が

昨年より顕著な問題となっている。以前か

らこの問題は存在したはずと思われるが、

今、ついに表面化して多くの人が知ること

となったというべきであろうか。とにかく

人は「牛乳」を飲まなくなった。それもそ

のはず、牛乳よりおいしいものがわんさか

と増えたためであろう。いくら健康のため

とはいえ、自分にとっておいしいもの、飲

みたいものを我慢してまで牛乳に手を出

す人は少ない。身体も水分量の受付限度が

あるため無理をしてまで飲むことはない。 

 唯一、牛乳を飲まざるを得ないというこ

とろ、それは給食で支給される幼稚園、小

学校、中学校、施設くらいであろうか。他

は学童がいる家庭、生産に牛乳が必要とな

る製造会社（バターやお菓子）で消費され

る。ともあれ、今どきの日本の牛乳消費は、

その生産を大きく下回り、毎日牛乳が余

り、廃棄処分となる日々であるそうだ。な

んともったいないことであろうか。牛にも

顔向けができない。 

 ということで、この問題解決に早速声を

あげた人がいる。岸田首相である。年末年

始だけでも生乳が 5000 ㌧も廃棄されると

いう懸念に、「大量廃棄を防ぐため、年末

年始に牛乳をいつもより一杯多く飲み、料

理に乳製品を活用するなど、国民の協力を

お願いする」との声明をだしたのだ。 

 だが、それで国民運動になったとして

も、この問題の根本的な解決にはならない

という声が上がる。生乳 5000 ㌧の前に、

日本では毎日かなりの数の牛乳が廃棄さ

れているからであるそうだ。日本国民の

「一杯多く飲み」では追いつかない。 

 そこで、出てきたのが「ミルク繊維」。

「遷移」でなくて「繊維」、布地である。

えっ、ミルクで布地？とびっくりする人も

多いであろうが、本当にミルクで布地が作

れるらしいのだ。それも大量に、である。

よって、余った牛乳は布地に変えられ、人

はミルクでできた服を着ることになる。 

 ミルク繊維は、牛乳から取り出されたカ

ゼインというたんぱく質に、アクリル繊維

の原料になるアクリルニトリルを結合さ

せてつくられる。プロ 

ミックスと呼ばれる繊 

維で、シルクのような 

風合い光沢があり、吸 

湿、速乾性に優れ、適 

度な保湿性があるとい 

う。すでに 1970 年代 

に、シルクの代用品と 

して、着物地用に開発 

されていたが、これか 

ら更に発展＆活発化す 

る見通しである。 

 
Cooking for the Lazy: 

ボルシチ  

 英語で Borscht、ロシア語の発音はボルシ

チ、発祥地はウクライナ。冷蔵庫で干からび

そうな野菜、また紫キャベツも使えるビーツ

で真っ赤な野菜スープ。7月1日、国連教育科

学文化機関（UNESCO、ユネスコ）は、ウクラ

イナで広く食べられているボルシチ料理を、

消滅の危機にひんする無形文化遺産に指定し

た。レシピは超簡単&雑も立派なボルシチ。 

〔材料：大鍋いっぱい〕ポークソーセージ(又

は,リブ,ビーフ,骨付きよし,1lb)、ビーツ

(必須,3個)、他の野菜（にんじん2本、じゃ

がいも2個、玉ねぎ1個、トマト2個、キャ

ベツ1/4個、など）、トマトペースト(1/2C)、

トマト（1缶6oz, diced）、ニンニク(3片)、

サワークリーム(1/2C)、ペッパーコーン、塩、

ベイリーフ(3枚)、ディル(dill,少々)、ブロ

ス(broth,2L)、オリーブオイル、砂糖&酢少々 

1. 肉も野菜もすべて食べやすい大きさ

に切る． 

2. 大鍋に水 Lを沸騰させる．その間にフ

ライパンにオイルを熱し肉を焼き（表

面がブラウンになる程度）、大鍋に移

して煮こむ． 

3. 肉を煮込む間に、野菜を 1 のフライパ

ンで炒めてから大鍋に移して肉と一

緒に煮込む．硬い野菜から炒めては大

鍋に移す． 

4. 雑に砕いたニンニク、トマトペース

ト、トマト缶、ベイリーフ、ディル、

ペッパーコーン、塩を入れ、ブロスを

注ぐ．具が水分で十分にカバーされる

ように水を足して煮込む． 

5. 野菜が柔らかくなったら、塩、砂糖、

酢で好みの味に調える． 

6. 器に盛ってサワークリームを落とす． 

ためになる名言 

  ウィンストン・チャーチル 

ヒトラーから世界を救った元英首相 

決して屈するな。決して、決して、決し

て！(Never Surrender) 

凧が一番高く上がるのは、風に向かって

いる時である。風に流されている時では

ない。 

現在我々は最悪の状態である。事態は良

くなるまでに、おそらく現在より悪くな

るだろう。しかし我々が忍耐し、我慢し

さえすれば、やがて良くなることを私は

全く疑わない。 

好転する前には、悪化するという段階も

あり得る。 

金を失うのは小さく、名誉を失うのは大

きい。しかし、勇気を失うことはすべて

を失う。 

築き上げることは、多年の長く骨の折れ

る仕事である。破壊することは、たった

一日の思慮なき行為で足る。 

悲観主義者はあらゆる機会の中に問題を

見いだす。楽観主義者はあらゆる問題の

中に機会を見いだす。 

事前にあわてふためいて、あとは悠然と

構えているほうが、事前に悠然と構えて

いて、事が起こった時にあわてふためく

よりも、利口な場合がある。 

先を見すぎてはいけない。運命の糸は一

度に一本しかつかめないのだ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Sir Winston Leonard Spencer Churchill：

1874-1965 年、イギリスの政治家、陸軍

軍人、作家。第二次世界大戦中、ドイツ

のヒトラーに屈せず、戦いを指揮した英

首相。幼少期はアイルランドで過ごすが

成績が悪く、大学には進学せず、陸軍士

官学校に入学。1895 年にスペイン軍に従

軍して初めて実戦を経験。1900 年の総選

挙で保守党候補として初当選。英国では

現在でもチャーチル人気は高く、2002 年

に BBC が行った「100 名の最も偉大な英

国人」の世論調査では 1位になった。ま

た2016年より発行された5ポンド紙幣の

裏面にチャーチルの肖像が使用されてい

る。2015 年、手記や著書・スピーチの原

稿がユネスコ記憶遺産に登録された。〕 
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 【イベント、フェスティバル】 

●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 10 日(日)、11am-3pm：Beaver Lake Park

にて、Saanich Strawberry Festival．メインス

テージのエンタ、恒例のイチゴアイスは$1、

1-3pm 限定． 

●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 

 

【マラハット・ウォーク】 

Malahat Skywalk 

7 月 15 日（金）、9:30am - 5pm 

One with Nature、自然共存 

マラハット・ウォーク一周年を祝う 

ライブミュージック、エンター、カフェ・パテ

ィオステージ、自然教育、フェイスペイント、

ドリフトウッドアートなど．詳細は、

MALAHATSKYWALK.COM 
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2021 年 5 月の$1,184,700 から$1,464,400

と一年間の間に 23％以上上昇しているの

は先月 5月とあまり変わっていません。今

年 5 月の＄$1,446,400 を 1.8 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6月の$495,900から$643,100

と 30％近い上昇となりました。前の月 5

月の$633,800 と比較すると 1 万ドルほど

値上がりしています。 

 ここに来て市場がスローダウンしてき

たことから、ここ数年の圧倒的な売り手市

場にかなり変化が見られるようになって

きました。リスティング価格にいくら上乗

せしオファーを入れるという状況が続い

ていましたが、現在は、リスティング価格

もしくはそれ以下でオファーが受け入ら

れるという状況もかなりでてきたため、い

ままで圧倒されていたバイヤーの方々に

とっては、落ち着いて物件探しができるよ

うになってきているのではないかと思い

ます。 

 新規物件の配信をご希望の方は、

yumi@gohomesold.com までご連絡くださ

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

ジェントもしくはモーゲージブローカー

お探しの方はその旨ご連絡ください。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛7 月 14(木)-17(日)日：Inner Harbour 

Victoria にて、Northwest Duece Days．クラシ

ックカー・ショー．詳細は、

tourismvictoria.com/duece-days 

☛7 月 12 日(火)、6-8pm：Majestic Park にて．

Music in the Park．夏の夕方ピクニック． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（３０） 

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。 

 6 月の統計がでました。Victoria Real 

Estate Board 内では 612 件の物件が取引

されました。昨年 6月には、942 件もの物

件が取引されていたのと比べると、35％も

の大幅な落ち込みです。前の月 5月と比較

しても、20％近くダウンしています。売買

されたコンドミニアムは 202 件にとどま

り、昨年 6 月と比較すると 40％以上の激

減となりました。一戸建ても 302 件の売買

と一年前と比較すると 30％以上の落ち込

みとなりました。立て続けに行われた利上

げもさることながら、売買件数が減少して

いるにもかかわらず、価格自体が下がって

いないことが、原因かと思われます。 

 6 月下旬の段階で市場に出ている物件

数は 2059 件と前の月 5 月と比較しても

15％程の増加、昨年の 6 月の 1375 件と比

較すると 50％近い増加となりました。市

場がシフトする前に一気に売り物件が市

場に入ってきたのがわかります。需要と供

給のバランスが大分通常のマーケットに

近い状況になってきた感じが見受けられ

た 6月でした。ペース自体がスローダウン

し、物件が市場に出てから成約に至るまで

の期間が長くなり、バイヤー側も何軒かの

物件を見てから気に行った物件を購入で

きるようになってきています。近年、無条

件の成約を余儀なくされていたバイヤー

にとっては、必要な条件を盛り込んだ上の

成約にこぎつけられるようになってきた

ため、納得の上の購入ができるようにな

り、よかったのではないかと思います。 

 ビクトリア中心部を MLS のベンチマー

ク値で見ていくと、戸建てに関しては、 

 

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】7 月に入りました．ロ

シアが起こしたウクライナ戦争はいっそう激

しさを増し、街が壊され人が命を落としていま

す．とくに民間人も巻き込まれているなか、ロ

シアが「ウクライナがロシア民間人に攻撃し

た」と言っていて、言えたクチか、と全く腹立

たしいことです．ロシア政府のこうしたウソ八

百はどうやら素性のようで、アメリカの口をと

んがらせた誰かさんとそっくりです．ウソをつ

きすぎると何がホントかウソが分からなくな

る症候群の人たちですね．恐ろしや．ところで、

破壊されたウクライナの街の膨大な瓦礫、地震

や大雨の被災で辛苦を舐めた日本に、ウクライ

ナから支援要請が出ています．日本の出番で

す．Glory to Ukraine! 黄色と青のシンプルな

国旗は鮮明で素晴らしい．日本もシンプルに白

地にウメボシ、じゃなくて日の丸が素晴らしい．

ちょっと一言 
●ホットソースのスリラチャが品薄状態

で、店の棚から消えつつあるそうだ。な

んでもメキシコ産トウガラシの不作によ

り 9 月まで製造が不可能らしい。スリラ

チャで生きている人は当然困るだろう

が、日常的に消費しない家庭としては、

困るはなしではないし、それがなくても

生きていける。  

●英国の王子夫妻「ウィリアムとケイト」

の肖像画が完成したそうだ。それに先立

ち、ウィリアムが「モデル立ち」でキマ

っているといううわさ。「モデル立ち」と

はどういうものかと不可解、しかし実際

にその肖像画を観て、即納得。「モデル立

ち」のウィリアム王子は王室を感じさせ

ず、まさにモデルのようだった。 

【気
に
な
る
漢
字
】 

九
夏
三
伏 

（き
ゅ
う
か
さ
ん
ぷ
く
） 

夏
の
最
も
暑
い
こ
ろ
．
「九
夏
」

は
九
旬
の
夏
の
意
で
、
夏
の
九

十
日
間
、
夏
い
っ
ぱ
い
を
指

す
．
「三
伏
」
は
夏
の
最
も
暑

い
時
期
を
い
う
． 

 

 
 

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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