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ドライバーは警察を見るなり、直ちに逃亡

の姿勢、現場を逃れようとしたが、そうは

させないと警察は女性を逮捕した。 

 車にはドライバーのみで同乗者はいな

かった。ドライバーにも怪我なく幸い。 

 

マラハットで卵が焼ける 

 7 月 7日木曜日の早朝 5時すぎ、マラハ

ット越えで南に向かって走っていた「５

㌧」トラックから火が出た。ところは Mill 

Bay Rd.から南へ数キロの地点。 

 「５㌧」トラックの荷台は卵で一杯。消

防隊が駆けつけたときはすでにトラック

の半分以上に火がついて燃え上がってお

り、トラックは重大なる損害を受けた模

様。荷台に一杯の「卵も燃えた」というこ

とだ。ゆで卵にも目玉焼きにもなりそこね

たと想定される卵、遺恨である。 

 なお、トラックドライバーはトラックか

ら脱出して無事だった。この火災でマラハ

ットの交通は一時クローズとなった。 

 

ポリスマンをパンチ 

 7月 11日月曜日の午後6時半頃、Queens 

Ave.にある施設に、関係のない人が入り込

んだとの通報で警官が駆けつけた。この侵

入男は警官に偽名を名乗り、逮捕された。

手錠をかけられる際、男は警官を殴って逃

げ去ったが後に発見されて逮捕された。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

モンキーポックス、島に着陸   

 7 月 8 日金曜日、Vancouver 島の保健所

（Island Health）は、モンキーポックス

（monkeypox:サル痘）が Vancouver 島で初

めて確認されたと発表した。感染は島南部

在住の人で、現在感染経路を捜査し、接触

のあった人には連絡をとっている。 

 一般市民へのリスクは「very low」とい

うことでコロナのように生活をひっくり

返すことはない。また、その症状もマイル

ドで医療による介入も今のところ必要な

いとのこと。もし感染した場合の症状は、2

段階あり、1段階ではインフルエンザのよう

な症状、次に発疹ができ水ぶくれができる。

 カナダ全国では7月 8日現在、375人が感

染、うち18人がBC州。一番多いのはケベッ

ク州の248人、続きオンタリオ州の101人。

 

「Su’it」ストリート 

 7 月 10日日曜日、Victoria の Trutch St.

（Fairfield + Moss St.近く）が「Su’it 

St.」に改名された。発音は「say-EET」で

先住民ソンヒー（Lekwungen）語。Esquimalt

と Songhees 先住民コミュニティによるセ

レモニーで「Su’it St.」表記のストリー

トサインが設置された。 

 今回の改名は和解も含め先住民に敬意

を払ってのこと。「Su’it」は「真実（truth）」

を意味する。このソンヒー語のみでは迷う

人も多かろうと英語表記もある。 

 これまでの「Trutch St.」は 19 世紀の

政治家 Joseph Trutch に由来していた。し

かし、Joseph Trutch は人種差別主義者で

先住民に対する扱いの酷さで知られてい

る。1850 年代に BC 州に移民するなり、土

地や労働を扱う植民地弁務官として従事、

同時に先住民の土地に関し、彼らとの規約

を無視して白人の移民を優先した。 

 5 年ほど前から UVic の学生が「Trutch

表記除去」を掲げて署名運動を行ってい

た。それが先月 6月 23 日、Victoria 市議

会で可決、今回の改名となった。 

 

トップシティ、Victoria 

 カナダ全国の人口 20 万人以下のスモー

ルシティのなかで、Victoria がベストシ

ティとしてトップとなった。調査を行った

のは不動産、ツーリズム、そして経済発展

を専門とする Multinational Advisory 

Company。 

 査定スコアは 32 項目あり、場所、生産、

プログラミング、人々、繁栄、天気、交通、

空気（のきれいさ）など。なお Vancouver

島でVictoriaの次にリストされたのは23

位の Saanich だった。 

 

ファイアーシーズン  

 今年の山火事は昨年ほどもなく、今のと

ころあまり問題になっていないようだ。し

かし、BC ワイルドファイアーサービス

（BCWS）によると、この夏もやっぱりファ

イアーシーズンは訪れる。6月の雨による

クーリングと湿気により幾分かファイア

ーシーズンが遅れただけのことで、7月後

半から気温も上昇し乾燥するため、8月初

旬にかけて山火事が発生しやすいと予測

している。 

 統計では、4月 1日から 7月 4日かけて

217 件の山火事が発生。例年の同じ時期の

おおよそ半分の件数である。 

 

最終地点は池のなか 

 7 月 8 日金曜日の夜 9時半ごろ、Dallas 

Rd.(+ Govenment St.)近くのダックポンド

に BMW セダンが浮かんだ。 

 ドライバーは女性運転手、酒酔い運転の

末、池のなかに突っ込んだとみられる。車

体はその半分が池で浸水していた模様。 

 警察が「池に BMW」という通報で現場に

かけつけ、女性ドライバーを発見した。女

性は明らかに飲酒でフラフラとみられた。
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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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1376 ㌧）について、中国産を台湾産と表

示するなど不適正な表示があった。 

サンマ、驚きの 1 匹 1 万円→北海道で今

シーズン初めて水揚げされたサンマに 1

匹 1 万円の驚きの価格がつけられた。そ

れでも、その高級サンマはわずか 1 時間

で完売。7月 14 日早朝、水揚げされた 24

匹は 2.5kg で、セリでは 1kg あたり 6 万

2000 円と記録的な高値で落札された。こ

の初サンマのうち、3匹は落札した釧路町

内の鮮魚店で、驚きの 1 匹 1 万円で販売

された。 

ワサビが消える日→お寿司やそばなど、

日本の食文化を支える陰の立役者、ワサ

ビ。そのワサビ生産が、地球温暖化と高

齢化のダブルパンチで危機を迎えている

という。地球温暖化がワサビの生産に大

きな脅威を与えており、また、高齢化に

伴い、農家の担い手不足は深刻さを増し

ている。 

 

 

 

 

 

「さんぽセル」 

By ヨシダ 

 小学生が発明したという「さんぽセ

ル」。それはなにかと興味をもって探れ

ば、重いランドセルを軽くするツールで

あることがわかった。重いランドセルに

困ったからこそ、解決に向けてアイデア

が生まれる。お子様ながらスバラシイ！

と思うも束の間、そのアイデアは単にキ

ャリーカート（買物で使う身近なもの）

に他ならないことがわかった。それが発

明というのかどうか、キャリーカートは

すでに発明されているからして特許権は

無く「発明」とは言い難い。正しく言え

ば、それはキャリーカートをランドセル

運搬のために工夫した、というだけのこ 

とである。 

 それにしても、今時の小学生、なぜに

ランドセルがそんなに重いのであろう

か。革製のランドセルなら少々重かろう

が、それに小学生用の教科書、厚さ 1cm

もないであろう薄い本とノートを 4、5冊

入れたところで肩の骨が折れるほどに重

いとは考えられない。が、自身が昔小学

生だった頃と、今の小学生の環境は大い

に変わっている。 

 昔は喉が渇けば、学校の水道蛇口から

ほとばしる水をゴクゴクと飲んだものだ

が、今では各自水筒を持参する必要があ

るらしい。また、学習の変遷で、コンピ

ュータのノート型又はパッドと、学校に

持参するものが増えているのは確かなよ

うだ。 

 かくしてランドセルはどんどん重くな

り、最近はついに重いランドセルを背負 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

西日本豪雨で流された橋→7 月 15 日、西日

本豪雨（広島）で流された橋が 4年ぶりに

再建されて開通した。橋は呉市にある真光

寺橋で、江戸時代に架けられた歩行者専用

の橋。4 年前の豪雨で黒瀬川が増水し流失

した。地元住民にとって大事なこの橋の開

通を住民は心待ちにしていた。呉市は 2 年

前から復旧工事を開始し、より強度の高い

橋脚に替えるなど災害対策を施した。 

双葉町、住民帰還→2011 年の福島第 1原発

事故により、唯一全町避難が続く双葉町の

復興拠点について、政府と福島県そして双

葉町は、8月 30 日午前 0時に避難指示を解

除することで合意した。双葉町の復興拠点

は JR 双葉駅周辺など町の面積の約 1 割に

あたる。避難指示が解除されると、原発事

故後初めて双葉町内での居住が可能とな

る。双葉町によると、帰還に向けて居住環

境などを整える準備宿泊には44世帯 67人

が登録したということだ。 

12 年ぶり、楢葉町の海水浴場→東日本大震

災の津波で被害を受けた福島県楢葉町の

海水浴場が、7 月 16 日、12 年ぶりに海開

き。地元からは、再開に期待を寄せる声が

上がっている。水温は、少し冷たいが、暑

い中入るには気持ちが良さそうな温度、と

関係者は話す。この海水浴場は、東日本大

震災による津波で、タイルが剥がれたり監

視塔が壊れるなどの被害が出た。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ無料検査場→新型コロナウィルス

の感染急拡大を受けて政府は夏休み期間

中、無料の検査場を臨時で設置する方針を

固めた。無料の検査場は現在、全国に約 1

万 3000 ヵ所設置されているが、感染拡大

が進むなか、お盆休みなどに帰省や旅行で

移動する人が増えることから駅や空港、サ

ービスエリアなどに検査場を 100 ヵ所程

度、臨時に設置する。 

中学生の視力低下→文部科学省は、2021

年度の学校保健統計調査を発表（7 月 13

日）。裸眼視力が 1.0 未満の中学生は

60.28%で過去最多。小学生の 36.87%と、高

校生の 64.41%も近年の結果から大きな改

善はなく、子どもの視力低下の深刻な状況

が浮かんだ。文科省は視力低下について

「スマートフォンなどの利用で、目に近い

距離での作業が増えたことが影響した」と

説明。授業でのデジタル端末活用も広がっ

ており、学校は「目から 30cm 以上離す」

などの注意を促している。 

冷凍マグロの産地偽装→農林水産省は、冷

凍メバチマグロの原産地を偽って販売し

たとして、食品表示法に基づき水産加工会

社「築地魚市場」（東京都）に是正を指示

した（7 月 15 日）。少なくとも 2018 年 4

月-21 年 10 月に販売した 2 万 3530 匹（約 

 

うことで起こる健康被害「ランドセル症候

群」が問題になっているらしい。「体に合わ

ない大きさ・重さのランドセルを背負った

まま長時間通学することで起こる、身体や

心の不調」がその症状であるそうだ。そう

なのか、「身体や心」に悪影響を及ぼすなら、

そりゃ大問題であろうと小学生に深く同情

する。身体に負担のないよう、とにかく背負

うランドセルを軽くする必要があるだろう。

 しかし、だからといってキャリーカート

はちょっと頂けない。キャリーカートでラ

ンドセルを運びつつ歩く小学生を想像でき

ない。強いて想像すれば、小学生の「老化」

が目に浮かび、なんとも哀れな様相である。

このキャリーカートを引いてトボトボと歩

く子供たちが将来の日本を担うのかと思う

と、あまりにも頼りなく思えてくる。 

 小学生だからとバカにしているわけでは

ないが、アイデア自体が単純である。ラン

ドセルを軽く運ぼうとするより、ランドセ

ルの中身が少なくなるように工夫するほう

が効果＆効率的だと思うのだがどうだろ

う。例えば、毎日教科書を運ぶのではなく、

学校の自分のロッカーに（各自あるはずで

ある）に置いておくとか、水は学校の水道

で、と言った具合。というと、ロッカーに

入れると盗まれる、水道の水は衛生上悪い

と小学生に反撃されそうである。 

 ランドセルキャリーに個人的に反対する

絶対的な理由が一つある。それは危ないこ

とである。キャリーカートの小学生が危な

いことはもちろん、その周辺を歩く人にと

って、である。あれは躓きやすい。小学生

の小さい身体からキャリーカートがはみ出

て、日本ならただでさえ狭い道を小学生と

キャリーカートが占領してしまうことにな

らないだろうか。躓くひとは後を絶たない

であろうと推測する。 

 このランドセルキャリー商品「さんぽセ

ル」は、株式会社「悟空のきもち THE LABO」

と栃木県の小学生が中心となり開発され、

発売に至ったそうである。ランドセルに取

り付けキャリーすることで総重量 5kg のラ

ンドセルを体感約 500g に軽減でき、また

は、取り付けたまま通常のランドセルのよ

うに背負うことも可能。本体の重さはわず

か 280g で、価格は 5940 円（税込）。 

 発売後、大人たちから大批判が寄せられ

たそうだ。「両手がふさがったら危ない」「坂

道で転がったら危険」「ランドセルは後ろに

転んだとき頭を打たないためにある」「楽を

したら筋力が低下する」などなど。全く同

感である。 
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★ こんなの見つけました ★ 

人生の折り返し点 

５０までに確保しておきたいスキル（１） 

 「生きる」うえで最も素晴らしいことの

一つに「学ぶ」ということがある。我ら人

間は「学ぶ」ことを決して止めないという

習性がある。９歳でも９９歳でも学ぶこと

を止めない。「学ぶ」ことを止めたら終わ

りである。今や人生１００年と言われ、そ

の１００年に人は多いに学ぶ。 

 そこで、話題。人生のターニングポイン

トとなる５０歳までに、これだけは学んで

おきたい、確保しているべきスキルがある

そうだ。そんなスキルをここにリスト。 

（参考：msn.com/en-ca/lifestyle、Stars 

Insider） 

1.相談にのれる（Mentoring someone）：50

にも近づくと様々な経験をもち、一応の

「人生とは何ぞや」に対するなにかしらの

信念を確立しているはずである。同時に知

識も豊富になっている。ゆえに、知恵もつ

き精神も洗練されているはず。それらを重

要なツールとして、人の相談にも取り組む

ことができる。 

2. 一人を楽しむ（Spending time alone）：

「一人は寂しい」とは決して言わず、むし

ろそれを楽しめるようになっている。これ

は実に重要なスキルであるらしい。若いと

きはいつもだれかとつるんでいたものだ

が、そのうちに一人でいることのほうがよ

くなってくる。これも経験を積んだからこ

そ培われるスキルである。一人で過ごすこ

とで「考察」の鮮度や集中力が増す、とい

うことだ。 

3.ウソを見破る（Detecting a lie）：「ウ

ソを見破るスキル」このうえなく重要であ

るが、このスキルを習得するのはなかなか

難しい。とくにテクニックがある、という

わけでもない。だが、ひとつ「ウソ」のサ

インがある。例えば、だれかがあれこれと

情報を送ってくるとかの行動で、その人の

意図や感情を見抜くこと。 

4. 現実を見る（Tempering your 

relationship expectations）：目の前に、

夢にみたような異性が現 

れ、ロマンスに発展…… 

というとき。狂喜する前 

に一歩引いて考えてみる 

というスキル。ロマンス 

詐欺も防止できる。 

 
Cooking for the Lazy: 

ヤム・ラトケ  

 ラトケ（Latkes）は東欧系ユダヤ民族の

伝統料理で、ポテトパンケーキの一種。ユ

ダヤ人の宗教行事ハヌカーの祝賀で食べ

る事で知られている。一方、ドイツ風ポテ

トパンケーキとラトケはまったく同じで、

ラトケはヨーロッパの食文化から生まれ

たともいわれる。そして日本でもこの手の

料理は数多あり、結局地球共通の料理であ

るといえよう。例えば、キャベツを使うお

好み焼き。具材を変えれば名前も変わる。

今回は、じゃがいもでなくてヤムを使う。 

〔材料〕ヤム(yam,中サイズ 1/2C)、玉ねぎ

(1/4 個)、ニンニク（2 片）、卵(2 個)、小

麦粉（大さじ 3）、塩&こしょう少々、クミ

ン(スパイス cumin)少々、グリークヨーグ

ルト、ベーコン（カリカリに焼いたもの）、

サラダ油(大さじ 1) 

1. ヤムは皮をむき、シェレドする．ニン

ニクは粒を叩いてから皮を剥き、雑に

切る．玉ねぎはみじん切にする． 

2. ボールに卵を割り入れ、小麦粉を加え

て混ぜて溶く． 

3. 2 に 1 を加えてよく混ぜる．塩、こし

ょう、クミンを加えてさらに混ぜる． 

4. フライパンに油を熱し、3の混ぜ物を

スプーンですくって落とし、形を整え

る．表面は平たくし、空気が入ってい

ないようにする． 

5. フタをして蒸し焼きにする．底面に焼

き色がついたらひっくり返して反対

側を焼く． 

6. 器に盛り、ヨーグルトとカリカリベー

コンを添える． 

ためになる名言 

  エルヴィス・プレスリー 

キング・オブ・ロックンロール 

どこへ行きたいのかわからなければ、目

的地に着いても気づかない。 

自分には理解できないからって批判をす

るな。君はそいつの立場を経験したこと

もないんだから。 

物事がうまくいかないときには、それと

距離を置くべきだ。 

みんなオレの歌のスタイルはどこから来

たのか聞いてくるけど、だれからもコピ

ーしなかったさ。 

愚痴をこぼすのは人間の性質だけど、前

進しながらできる限りのことをやってい

るよ。 

うぬぼれすぎると身を滅ぼす。 

真実とは太陽のようなものだ。一時的に

覆い隠すことはできても、消し去ること

はできない。 

価値観は指紋に似ている。誰一人として

同じものはないが、あらゆる行いにその

痕跡を残す。 

思い出す価値のあることをしろ。 

動物は憎むことをしない。人間は彼らよ

り優れているはずだろ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Elvis Aron Presley：1935-1977 年、

ミシシッピ州生。アメリカのミュージシ

ャン、映画俳優。全世界のレコード・カ

セット・CD 等の総売り上げは 5億枚以上

とされており、「世界史上最も売れたソロ

アーティスト」の第 1位。父と母の 3人

家族（プレスリーには双子の兄弟がいた

が、誕生時に死亡）。父が不渡小切手で服

役するなど非常に貧しい幼少時代であっ

たが、両親はエルヴィスを大事に育てた。

熱心なキリスト教プロテスタント（新教）

の信者であり、9歳の時に洗礼を受けた。

11 歳の誕生日にはライフルを欲しがっ

たが、当然母親に却下され、代わりに与

えられたのがギターであった。これを機

に自宅の地下洗濯部屋で練習し音楽に傾

倒していった。1948 年、13 歳の時にテネ

シー州メンフィスへ引っ越し、その環境

で黒人の音楽を聴いて育った。７月、日

本でも新作映画「エルヴィス」上映開始。〕 
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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】 

●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 

●8 月 7 日(日)、11am-3pm：Gyro Park にて、

Cadboro Bay フェスティバル．午後のピクニッ

ク、ライブミュージック、フード&ファン、世界

的レベルの砂の彫刻パーフォーマンス． 
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ること、川 

や海に行っ 

たり、泳ぐ 

こと。視覚 

の火は、太陽の光を浴び 

ること、花や植物を見る 

こと、笑顔。触覚の風は 

天然素材の衣類を着用すること、赤ちゃん

の抱っこ、マッサージ、新鮮な空気を吸う

こと。聴覚のエーテル（スペース）は沈黙、

心地のいい音楽を聞くことやキールタン

（神の名前や栄光を唄うこと。通常はリー

ドする人が歌って、周りにいる人が続いて

同じように歌うという call & response

が行われます）。そして、嗅覚の地は、土

に触れたり、裸足で歩いたり、良質のお香

や精油を嗅ぐことです。 

 過敏になっている、使い過ぎている感覚

があれば、そこに対応する気を増やすよう

なことをしていったり、または、過敏や使

い過ぎになっている原因を取り除くこと

で感覚器のバランスが取れていきます。例

えば、テクノロジーの使い過ぎは、よくあ

ることです。 

 嗅覚に働きかける精油がエレメントで

は地と繋がっていて、気を増やしてくれる

というのは嬉しいですね。ぜひ良質の精油

を持ち歩いてみてください。街の中に行く

時や人混みに行く時、精油を塗布したり、

適宜嗅いでいると、街中にいても木々や植

物との繋がりを感じられることでしょう。

今日もまた、この地球に生かしていただい

してる母なる大地からの愛をたっぷり感

じてみてくださいませ。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com  

Yoga: Shantilife.love 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛ 7 月 22(金)-8 月 1(月)日：SEAPARC Leisure 

Complex、Sooke にて、Sooke ファインアートシ

ョー．375 点以上の展示、ライブミュージック、

アーチストによるデモ、スペシャルイベント．

アドミッション$15(シニア$10,パス$30)．詳細

は、www.sookefinearts.com 

☛8 月までの毎週火曜日、6-8pm：Music in the 

Park．7月 19 日は Beckwith Park、7 月 26 日は

Hyacinth Park にて．夏の夕方ピクニック． 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【ベターライフ：精油記事＃４６】 

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。 

 私たちの身体は、“５大元素でできてい

る”、とヨガの世界では言われています。

私の知人が住んでいるネイティブアメリ

カンがいる地域でも、同じことが言い伝え

られています。信じても信じなくても、真

っ向から違う、または、絶対これしかない、

というのではなく、そうなのかもしれな

い、そういう考え方もあるんだ、と柔軟性

を持たせ、興味を持つことができれば、そ

れはまた想像力や創造性に繋がるかもし

れませんね。 

 では、ヨガで言うところの“身体が５大

元素でできている”という話ですが、５つ

の感覚それぞれが、それぞれ１つの元素と

繋がっています。味覚は水、視覚は火、触

覚は風、聴覚はエーテル（スペース）、そ

して嗅覚が地です。 

 また、私たちは生きていく上で、気（プ

ラーナ）が必要になります。この“気”と

いうのは通常は目には見えません。しか

し、この気があることで、歩いたり、ご飯

を食べたり、消化したり、考えたり、とい

う日常に行われる全てのことが気によっ

て行われています。なので、疲れてきた、

ということは気が減ってきたことを意味

します。考えすぎることによる疲労を味わ

ったこと、一度はあるのではないかと思い

ますが、これは気が使われてしまっている

からです。 

 私たちは、普通の生活を送っていると、

夜に寝て休息を取りますが、できれば日中

も、疲労知らずで、元気で過ごしていたい

と思いませんか？そのためには、気を増や

すことを日常生活で意識していただくこ

とで簡単にできます。手短に言うと、自然

に近い生活をしていると気が満ちていく、

ということです。もし今の生活が自然から

かけ離れていましたら、今できるところか

ら少しずつ自然に近い生活をしていくこ

とで、よりバランスが取れるようになって

いくことでしょう。 

 では、どのような行動、行為が気を増や

していくのかを少しお話していきます。味

覚の水は、真水を飲むこと、自然食を食べ
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 月に入ったばかりと

いうのに、もう半ばをこえてしまいました．日

が経つのが速すぎてくたばりそうです．が、幸

いこの夏は涼しく、というか寒くて過ごしやす

いのがなにより．昨年に早まってポータブルエ

アコンを買わなくてよかったと思います．買っ

ていれば粗大ゴミになっているはず．また、実

際に使うとうるさいばかりであまり涼しくも

ないということです．あと、この寒い夏で困る

（？）のは、スイカの出が悪いようです．今年

は、この 7 月に 1 個買っただけ．例年は夏に 4

個ぐらいは消費していたものです． 

ちょっと一言 
●真赤なアイスキャンディ。チェリーま

たはイチゴ味かと思えば…、ケチャッ

プ！Heinz ではなく French メーカーか

ら。街かどのプロモーションで口にした

人は「イケる」と言っていた。来年はマ

スタードアイスもあり、というはなし。 

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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