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戦的な行動に出たとみられている。 

 サービスを受けられなくて激怒した男

は翌日同じ店に戻ってきた。それも 1カッ

プのコーヒーを手に持ち、である。コーヒ

ーは同店Tim Hortonsのドライブスルーで

買ったものだった。サービスカウンターで

再度、マスク不着用でサービスできないと

いわれて、男は手に持つコーヒーをスタッ

フにっ向けて投げた。 

 スタッフに幸い怪我（火傷）はなかった。

店内のセキュリティカメラが男の様子を

捉えており、警察はツィッターなど SNS

を通して公開、その男に心当たりのある人

からの情報を待っている。 

 

レゴがほしくて 

 1 月 13 日木曜日の午後 5 時前、Mayfair 

Shoppinng センター内での出来事。レゴシ

ョップ（Lego,おもちゃのブロック）に入

店した客（男）が大きなレゴセット 2つを

手にもつなり出口に向かっていった。店の

スタッフが男をキャッシャーに誘導しよ

うとしたところ、男はスタッフに殴りかか

りレゴを抱えて逃げ去った。 

 目撃者によると、男は中肉中背で身長約

175cn の白人、短めの髪、顔には顎鬚に加

えて何かマークがついていた。カーキー色

のウィンタージャケットを着て、歩き方が

前かがみだった。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 
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パンデミック規制、抗議運動  

 1 月 22 日土曜日、BC 州議会議事堂の前

に数百人の市民が集まった。多くが

「Freedom Not Fear（恐れより自由）」「沈

黙は服従、声をあげて選択権（Silence is 

compliance so use your voice for 

Pro-choice）」と書かれたサインボードを

高く上げていた。 

 この抗議運動ラリーは「B.C. Businesses 

Against Health Pass」Facebook グループ

により行われた模様。そのポスターによる

と、ラリーは同日早朝に Mill Bay から出

発、Victoria ダウンタウンが終点になって

おり、「自由（Freedom）」を掲げたWorld Wide 

Rally の一部であると主張していた。 

 今回のラリーイベント主導者は、建設会

社経営の Slemko 氏。「コロナ以前のように

再び自由の身となるまでこの国の規制爆走

をストップするよう行動し続ける」と話す。

 その前日、1月 21 日金曜日。BC 州ヘル 

スオフィサー、Dr. Bonnie Henry は、感

染者濃厚接触トレイシングはもはや効果

がなく市民は絶えず「感染」の危機にある、

とアナウンスした。BC 州保健所は、今後

は COVID 感染を普通の風邪のように扱う

ことになるだろうと。もはや COVID に対す

るリスクを制限できることはできなくな

り、我々は今後 COVID とともに生きていか

なくてはならない、と。 

 COVID とともに生きる上で大事なこと

は、規制のヘルスガイダンスに従い、ワク

チン接種を受け、ワクチンカードプログラ

ムを利用して、リスクを自分で管理するこ

とである。そして常に COVID 感染者とすで

に接触したかもしれない、と意識すべきで

ある。 

 

新 COVID テストキット  

 1 月 22 日土曜日現在。Greater Victoria

において、Island Health より新 COVID 抗

原テストキット（COVID-19 rapid antigen 

test）が配布される場所が 2 ヵ所になっ

た。Victoria Conference Centre（720 

Douglas St.）はもとより、加えて Ogden 

Point（Helijet terminal）がオープン。

キットを得るには事前予約が必要。 

 テストキットの予約は、Island Health

（1-844-901-8442）へ。 

 

病院の駐車料金、復活  

 COVID-19 勃発以来、過去 2年にわたり、

市内の病院における駐車料金はフリーだ

った。しかし、この 3月より、駐車料金徴

収が復活する。 

 Royal Jubilee 病院の場合、過去 2年に

おける駐車料金フリーで$78 ミリオンを

放棄したことになった。 

 復活の原因の一つは、病院のスタッフで

も患者でもないドライバーが駐車無料を

いいことに悪用していることである。その

ため、本当に「病院」を必要とする救急患

者やその家族が訪れた場合に駐車スペー

スが足らず、深刻な問題となっているそう

だ。病院の駐車場でスペースが見つからな

いとの苦情が、数百件も寄せられ問題が発

覚した模様。苦情を寄せた人たちは専ら病

院のスタッフや入院患者関係者だった。 

 3 月 4 日より、病院では駐車料金が必要

となる。 

 

コーヒーぶっかけ男 

 1月 12日水曜日、Langfordは Goldstream

Ave.にあるドーナツショップ Tim Hortons

でコーヒーぶっかけ事件発生。 

 入店した客（男）がサービスカウンター

にいたスタッフに熱いコーヒーをぶっか

けたのだ。 

 男がコーヒーをスタッフにぶっかけた

理由は、スタッフにマスク着用を言われた

め。マスクを着用していないので、サービ

スできません、とスタッフに言われて好 
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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. 

没コロナ 

  きっといつかは 

   目を入れる 
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これにより DV（家庭内暴力）被害者の心

理的負担の軽減も期待される。一般的に

離婚調停は、当事者同士が裁判官などで

構成される調停委員会を介し、家裁で養

育費や親権などに関する話し合いを複数

回行う。条件で折り合いがつけば、同委

員会が直接、当事者双方に離婚の意思を

確認し、調停が成立する。これまで、意

思確認以外は Web 会議の利用が可能だっ

たが、意思確認だけは、「離婚という身分

関係に関わる重大な決定のため、真意の

確認は慎重にするべきだ」との考えから、

対面が必須とされていた。 

喫茶店の廃業→2021 年の「喫茶店」の休

廃業・解散が初めて 100 件に達し、過去

最多を記録したことがわかった（東京商

工リサーチの調査）。大手チェーンや「コ

ンビニコーヒー」との競争に加え、昨今

の輸入コーヒー豆の高騰も痛手となっ

た。コロナ禍で生活様式が変化し、商談

や「時間つぶし」、「勉強」などの需要も

減っている。先行きが見えず、債務超過

で倒産する前に廃業を余儀なくされる。 

広島市民はバナナ好き→総務省の家計調

査によると広島市は2020年のバナナの消

費量、金額ともにトップだった。最下位

だった静岡市の実に約 1.5 倍。広島市は

バナナの名産地でもなく、バナナを使っ

た名物があるわけでもない。今のところ

謎であるそうだ。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.72 

物理学者 真鍋淑朗氏の人生最後の仕事  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

真鍋氏は日本人？それともアメリカ人？ 

 先日トロントの友人が、昨秋ノーベル

物理学賞を受賞した真鍋淑朗氏に関する

メルマガを送ってくれた。書いたのはサ

ンドラ・ヘフェリンと言う日独の血を引

く女性コラムニスト。題して「真鍋淑朗

氏を日本人と称賛することの違和感 見

過ごしてはならない国籍はく奪問題」と

ある。 

 90 才になるこの老物理学者の受賞の理

由は、コンピューターによる気候のシュ

ミレーションモデルを開発し、地球温暖

化の研究・予測の理論的基礎を確立した

ためである。 

 これを受けて日本の複数のメディア

は、彼を「日本人」として扱い、岸田総

理も「人類に大きな貢献をされたと言う

ことで日本人として大変誇らしく思って

いる」と祝福した。これに対しエフェリ 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

コンテナのホテル→福岡県上毛町は、コン

テナ型ホテルを事業展開する「デベロッ

プ」（千葉県）と、災害時に仮設宿泊所（レ

スキューホテル）としてコンテナの提供を

受ける協定を結んだ（1 月 24 日）。両者は

あわせて立地協定を締結し、同社が同町の

旧 手 づ く り 村 跡 地 約 1900 平 方 ｍ

（20451sqft）に 24 室を設置。通常のホテ

ルとして今秋のオープンを目指す。一つの

コンテナに 1 室で約 13 平方ｍ（140sqft）。

冷暖房機器、ユニットバス、トイレ、テレ

ビ、電子レンジなどを完備。車両で移動可

能なため、自治体は災害時に新たな宿泊施

設を建設する必要がなくなる。 

フラップゲート→津波などを防ぐ「フラッ

プゲート」と呼ばれる可動式防潮堤の見学

会が宮城県気仙沼市の石浜漁港で開かれ

た（1 月 24 日）。フラップゲートは津波や

高潮の際、水の浮力でゲートが自動的に立

ち上がり、波の浸入を防ぐ。石浜漁港のフ

ラップゲートは高さが 4.5ｍあり、地元住

民らが閉まる様子を見学した。東日本大震

災で、防潮堤の扉を閉めに行った消防団員

が津波の犠牲となった教訓から、気仙沼市

は開閉に人出を必要としないフラップゲ

ートの設置を進めており、現在、34 ヵ所の

うち 26ヵ所で工事が完了している。 

豆腐の製造、10 年 10 ヶ月→社会福祉法人

希望の杜福祉会（本部・福島県いわき市）

は、東日本大震災から約 10 年 10 ヶ月ぶり

に福島県楢葉町にある就労継続支援事業

所「ふたばの里」の豆腐製造販売を再開し

た。「地元の人に、こだわりの豆腐を味わ

ってほしい」と呼び掛けている。ふたばの

里は 2005 年に開所、手作り豆腐やおから

ドーナツを販売し人気を集めた。しかし、

東京電力福島第 1原発事故に伴い、いわき

市に避難を余儀なくされ、豆腐事業は休止

していた。 

 

＜社会ニュース＞ 

３回目接種、難航→新型コロナウィルスワ

クチンの 3回目接種で、政府が 1月末まで

の接種を想定している約1470万人のうち、

実際の接種者は 1 月 23 日時点で 16%の約

236 万人にとどまっているそうだ（厚生労

働省の集計）。対象者の多くは医療従事者

や施設入所の高齢者であるが、意思確認作

業が追いつかないなどの事情により、接種

の前倒しが難航しているとみられる。 

離婚調停は全て Web で→政府は、離婚調停

に必要な意思確認を従来の対面だけでな

く、Web 会議でも可能にする方針を固めた。

家事事件手続法改正案を3月上旬にも通常

国会に提出する。新型コロナウィルスの感

染拡大に伴い、利便性を向上する狙いもあ

り、離婚調停の全過程で、当事者が家庭裁

判所に出頭しなくても調停が可能になる。

 

ン氏は「彼は米国籍のアメリカ人である」

と異議を唱えているのだ。 

 周知の通り日本は二重国籍を認めない。

そのため真鍋氏はアメリでの研究を続ける

ために、米国籍を取得した時「日本人」の

資格を、日本政府によって否応なく剥奪さ

れたのだ。にもかかわらず、功績を上げた

途端に「日本人として誇りに思う」等と国

の長である首相が言うのは、エフェリン氏

のみならず真に違和感を覚える。 

 では長崎生れの日本人で、5 才の時父親

の仕事の関係で英国に行き、そのまま英国

籍を取得して作家になった石黒一雄氏の場

合はどうだろう。2017 年にノーベル文学賞

を受賞した時は「カズオ・イシグロ」とな

っており、誰も「日本人として云々」等の

コメントは出さなかった。 

 つまり彼は、日本にルーツのある作家で

はあっても、英国籍であるがために日本人

として扱われていないのだ。名前さえもす

でにカタカナだが、真鍋氏に関しては米国

籍でも漢字を使っている。 

 両氏とも日本生れの列記とした日本人で

あるにもかかわらず、二つの異なった表記

を用いるのは不思議である。これは日本政

府の二重国籍に対する頑なな態度が、日本

のメディアの表現にも曖昧さとして表れて

いるために違いない。 

二重国籍問題 

 私はフランスとドイツに住む国際結婚を

している二人の女性が、二重国籍を可能に

するために、もう何年も欧州で署名活動を

しているのを知っている。そして訪日の度

に感心のありそうな政治家や法務省に名簿

を届けている。だが彼女たちの運動は「暖

簾に腕押し」の年月が続いているのである。

 政治家は一般国民受けする政策を採り上

げないと、選挙の票稼ぎに繋がらないため、

二重国籍問題などに関心を持つ政府関係者

はいないのだ。長い間話題に上り国会で採

り上げられるようになっても、いまだに立

法に至らない「選択的夫婦別姓制度」や「同

性婚」などの政策と同じなのだ。関係者以

外には問題の焦点が見えず、関心を持って

もらえないからである。 

 恐らく真鍋氏は、今はノーベル賞受賞後

のことで多忙を極めているだろう。だが近

い将来、研究分野以外のことではあるが、

自分の例を挙げて人生最後の仕事の一つと

して日本政府の二重国籍に対する狭量な政

策に苦言を呈してくれることを切望したい。
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★ こんなの見つけました ★ 

セキュリティはセキュリティなるか 

（最終回：４） 

 テクノロジーによるセキュリティに頼

りすぎるあまり、その落とし穴を見落とし

がち。ハッカーにうっかりやられないよう

にするための心得リスト。 

（参考：Security.org） 

１．チャージ・ステーション 

２．公共の WiFi ネットワーク 

３．スマート・ホームデバイス  

４．たくさんのアプリインストール 

５．メールアドレスリンクをクリック 

６．セキュリティカメラ 

７．パスワード 

（上記、1月 17 日号までに解説） 

８．古いデバイス：スマホを新しいものに

替えたとき、もう使用しないと思われる古

いものはどうするか。「去るもの日々にう

とし」と同じく、古いものは、初めこそた

まに使いたいと思うものの、新しいものに

慣れるにつれ忘れ去られるものである。そ

こで、古いものをそのまま捨てる（売る）

こととなる。そうして売られるべく eBay

などのマーケットに出された古いデバイ

スには、プライバシー問題関係者による

と、中にいっぱい個人情報（前のオーナー）

が詰まっているそうだ。善人に買われたの

なら問題はないであろうが、悪人に買われ

たら後の祭り。その情報で詐欺を働かれる

こととなる。ということで、古いものの始

末は、まずは面倒でも内部データを抹消し

てからにすること。 

９．ソーシャルメディアでシェア：今をゆ

く Facebook や Instagram で身の上話をシ

ェアすると、聞きたい人もいるだろうが、

たいていは困惑する。聞きたい人の中で

は、身の上話の惨事などに付け込んで個人

情報を聞き出して悪用する者が出てきて

も不思議ではない。また、ハワイにバカン

スと浮かれて写真をたくさんインスタア

ップすると、自宅の留守が浮き彫りに。こ

うなると空き巣の思うつぼとなる。個人情

報はもとより身の上話に旅行の話などの

シェアは、親しい友人だけに限定する。 

10．高価なテク：壁いっぱいに広がる Sony

の輝かしきビッグスクリーンなどを窓際

に設置していると盗難のリスクが高くな

る、という注意はごも 

っともである。外から 

見えるところに高価な 

ものを置くと当然泥棒 

の盗みリストにチェッ 

クされる。そこを散歩 

する近所の人への自慢 

を優先すると、高くつ 

くことになり、また、 

ショックも大きい。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

スコッチ・エッグ  

 卵を中に入れてひき肉で包んだコロッ

ケは、スコットランド料理というよりイギ

リス料理であるそうな。卵を中に隠したミ

ートローフと大して変わりはないので、こ

こではちょっと違ったスコッチ・エッグを

ご紹介。ひき肉でなく「豆」（ファラフェ

ル）で包む。 

〔材料：6 個分〕卵(6 個)、ひよこ豆

（Chickpeas,1 缶,540ml）、パセリ(刻んで

1/2C)、玉ねぎ(1/2 個)、ニンニク(2 片)、ス

パイスクミン＆コリアンダー(Cumin, 

coriander,各 1/2tsp)、ベーキングパウダー

(1/2tsp)、小麦粉(1/4c)、塩&こしょう少々、

揚げ油（約1C） 

1. 卵は半熟に茹でる(約 5分)．熱湯から

出して冷水に付けてから殻をむく． 

2. ひよこ豆は、缶から出して水をよく切

る（ザルにあげる）． 

3. ブレンダーに、ひよこ豆を入れて撹拌す

る． 

4. 3に、卵と揚げ油、小麦粉以外の材料を

入れてブレンダーにかける（パセリや玉

ねぎがブツブツに残らないよう気を付

ける）． 

5. 4に小麦粉を足してさっくりと混ぜ粘り

を出す． 

6. プラスチックラップを敷き、6等分した

5の一つをラップに伸ばす．卵を真ん中

においてラップを利用して卵をくるん

で形を整える(卵が真ん中になるよう

に)．同じように他5つを作る． 

7. 深いフライパンに油を熱し6をキツネ色

に揚げる(形が崩れないよう2個づつ)． 

 

ためになる名言 

   トゥポウ六世 

トンガ王国、国王 

（今回のトンガの火山噴火と津波に関し

てトンガ国民へのお言葉） 

 1月15日木曜に起きた火山噴火と津波

で沢山の人々の家、畑、全てが流されま

した。自然災害は避けて通れない道でし

た。私にはなすすべがありません。 

 この自然災害で数人が命を落とし、私

だけでなく私たち全国民が悲しみに暮れ

ています。そして同時にトンガの復興に

向けて立ち上がっています。 

 軍が船で離島から住民を避難させてい

ますが、火山噴火の影響で火山灰や石が

海に散らばっており、船のエンジンなど

に影響を与えています。空からは外国の

群がトンガ上空を飛行していますが、火

山灰で荒れた空港の滑走路に着陸できな

い状態です。中でも、マンゴ島（Mango）

など島々の被害は最悪です。 

 苦しい状況が続いている中、一番大切

なのは他の国からの支援を待つだけでな

く、まずは今ここにあるすべてを使い私

たちお互いを支え合い協力し合うことで

す。みんなで試練に立ち向かっていきま

しょう。 

 トンガの皆さま、政府、教会、ビジネ

ス経営者の方々、トンガの復興へと皆さ

まが動いていることに感謝いたします。 

 全国民に愛を。 

（参考：Wikipedia） 

〔Tupou VI：1959 年、トンガ生。トンガ

は、ポリネシアに位置する立憲君主制国

家。首都はトンガタプ島に位置するヌク

アロファ。トンガは 171 の島からなる群

島で、うち 45 が居住地。2021 年現在、

トンガの人口は 104,494 人、その 70%が

本島のトンガタプ島に居住。北西にフィ

ジー、北東にサモア、西にニューカレド

ニア、南西にケルマディック諸島（ニュ

ージーランド）などに囲まれた国である。

国土は南北に約 800km 広がる。公用語は

トンガ語、英語。約 2,500 年前にラピタ

族が最初に居住し、ポリネシア系住民が

徐々にトンガ人としての明確で強力な民

族的アイデンティティ、言語、文化を発

展させた。1900 年から 1970 年まで、ト

ンガはイギリスの保護国であった。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、１月２１日更新 

COVID-19 感染防止規制の違反金は、 

$230（解散等オフィサーの指示に従わない、 

人数制限のイベント会場でダンスなど）、 

$575（例：規則違反のイベント出席、勧誘） 

ブースター接種の予約や詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/va

ccine/booster#book 

経済的サポートが必要なとき、詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/inf

o/benefits#individuals 

カナダ全国、海外旅行には、 

Federal 発行のワクチン・パスポート取得、詳細は、 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/tr

avel/current 

【キャリア・教育関連情報】 

ニューノーマルの時代に突入 

2022 年 1 月 31 日～2 月 4 日 

●新しいキャリアを求めている？ 

Employers Webinars（Web によるセミナー） 

仕事、キャリア、ベネフィット、サクセスのイベント 

●バーチャル・エデュケーションナル・イベント 

Go Back to School、 

自分の未来をプラニング 

レジスターや詳細は、events.blackpress.ca 
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日本とて同じ 

状況にあった 

はずです。政 

府上部の貪欲 

な国取りのよ 

うな戦争で数 

えきれないほどの人たちが命を落し、それ

で侵略を続けて国の面積を広げてもなに

の意味があるのでしょうか。 

 主人公のビルヘルムは、愛国心で戦争に

行きますが、そのうちに多くの人が兵士が

死んでいくのをみて、この戦いになにの意

味があるのかと突如失望感に襲われます。

勝利は目に見えず、予想もできず、すでに

敗北感さえ漂う戦地。氷点下 40℃の凍え

るシベリアの地を雪だるまのように着込

んでモスクワに向けて兵を率いて行進し

ます。モスクワまであと 100 ㌔のところが

ソ連兵に反撃されて 500 ㌔にまで後退す

るなど、一進一退、4000 台の戦車や兵士

の半分以上が壊滅、こんな目に見えた敗北

に、ヒトラー幹部からは毎日のように「前

進！」の指令が入ります。このやりきれな

さが、ひしひしと伝わってきます。 

 ストーリーは 5 人の友達の行方を追っ

て進みます。舞台は 1941 年夏、ベルリン。

ビルヘルムと弟のフリードヘルム、幼なじ

みのシャーロット、そしてビクトルとその

恋人グレタの 5人は、別れの言葉を交わし

ます。ビルヘルム兄弟は東部戦線へ出征、

シャーロットは看護師として同じく東部

戦線へ。皆は、戦争が終わったら再会し 

ようと誓い合います。 

 戦争は 1 年後の次のクリスマスまでに

終わるはず、と皆が思っていました。しか

し、予想をはるかに超えて 4 年後に戦争終

結。そして、約束の再会。その時、誰が戻

ってきたのでしょう。（ネタバレになるの

でこの辺で終わりにします。） 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛2 月 1-15 日、12pm：祝チャイニーズ・ニュー

イヤー、バーチャル、www.hungfut.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【映画感想会】 

Unsere Muetter, Unsere Vaeter(ﾄﾞｲﾂ語) 

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ Ｗａｒ 

邦題「ジェネレーション・ウォー」 

2013 年、ドイツ、275 分、監督：フィリッ

プ・カデルバッハ、出演者：フォルカー・

ブルッフ、トム・シリング、他 

By 見聞録実行員 No.3

 Knowledge チャンネルでたまたま目に

した映画カバー「Generation War」。それ

には物悲しくも、何かを訴える青年が写っ

ていました。その青年がかつて見た映画に

出演していたドイツ人俳優であったこと

を思い出し、なんとなく気になり図書館で

調べるとしっかりありました。予約後、手

に届くのもはやく早速観てびっくり、これ

は名作と感動しました。2013 年にドイツ

で製作されて以来、ヨーロッパ各国でヒッ

ト、そして北米へ、日本へと世界中ですで

に放映されたようです。そんな感動のドイ

ツ映画があったとは露知らず、公開からす

でに 9年も経った今、のこのこと観たわけ

です。ブームがすでに過ぎているため、こ

のビクトリアでそれを求める人も皆無、そ

んなワケで DVD は事早く届いたのかと思

います。ともあれ、新年早々、ラッキーに

も待つことなく偉大な作品を観ることが

できました。 

 第二次世界大戦（WW2）の映画というと、

アメリカを主体とする連合国（ソ連、イギ

リス、中国、フランスなど）側から見たス

トーリーが圧倒的に多いですが、この作品

はドイツを主体とする同盟国側（イタリ

ア、日本）から見た映画です。通常、連合

国は正義、同盟国は不義という認識があ

り、それを前提に大抵の WW2 映画は製作さ

れます。特に、ドイツはヒトラーがユダヤ

人大量虐殺を犯した極悪の国という印象

が強くあります。戦後 75 年以上たっても

未だに語られ、実際、その当時の裁判がま

だ続けられていて戦犯（強制収容所で虐殺

に加担したという罪）は 100 才を超えて出

廷していたりします。 

 とにかく、そういうドイツで WW2 を題材

にした映画を世界に向けて発することは

かなり勇気がいることであったはずです。

実際、ドイツ国内では数多あるでしょう

が、世界的にとなると大きな声で語れない

内部事情です。 

 にもかかわらず、ドイツに攻められた

国々がその侵略に被害を受けていたのと

同様、ドイツ国内でも被害を受けた人が大

勢いたことをこの映画を観て実感します。

 

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】「Angry Earth」（怒れ

る地球）という番組をみたことがありますが、

火山噴火や地震など、地球はでホント怒ってい

ます．グツグツと煮えたぎる真っ赤なマグマが

世界各地でみられるように、地球は怒ってい

る、とまさにそう思いました．そして、トンガ

近くで海底噴火、怒り爆発．太平洋を越えたこ

ちらは津波ツナミと被害を気にしていました

が、当のトンガの被害を忘れているようなフシ

があります．少なくとも新聞はそういう伝え方

ですね．ということで改めてトンガという国を

見てみました．王国です．これまで遠い南の島、

王様がいる夢のような小島と思っていました

が、火山噴火で大きな被害を受けました．夢が

壊れたようで心が痛みます．なお、「トンガ」

という名は、トンガ語で「南」を意味するよう

です．トンガの早い復興を祈りつつ． 

広告は、 

Victoria 

見聞録へ 
ご連絡は、 

vicken21@hotmail.com 
PDF 配信申込もこちらへ 

ちょっと一言 
●日本のコンビニで売られているあのナ

イロンと海苔に包まれた 1 個 100 円くら

いのおにぎり。それがRed Bernにもあり、 

なんと 1個$3.99。買う人いるかな。 
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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★ 

ホリデーは休業 

 月～水、土&日：11am-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 


