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れば教会のパイプオルガンだった。 

 テクニシャンが定期的にパイプオルガ

ンのメカニカルなメンテナンスを行って

いた。それがこの日、テクニシャンがパイ

プに詰まり抜け出せなくなった。 

 消防隊が到着するころには、テクニシャ

ンはなんとか自力でパイプから抜け出し、

他のスタッフの助けもあり怪我なく無事

にその場を脱出できた模様。 

 折角やってきた消防隊。パイプ興味に一

応の確認をして、その場を後にした。 

 

ロードレージで墓穴を掘る 

 7 月 28 日木曜日の午前 2 時頃、Douglas 

St.の 2900 ブロック付近で、警官が数時間

前の水曜日夜に発生したロードレージの

容疑とみられる車（他車を妨害後に逃亡）

を発見した。 

 警官が車にストップをかけ、運転を禁止

した。ドライバーの犯罪歴（拳銃所持など）

が顕著な事がわかったため。、車からは弾

を詰めた拳銃が発見された。 

 これにより以後の運転禁止は確実とな

り、車をけん引することとなった。警官が

その手配を始めると容疑者は半狂乱、車は

使いを出して家に戻すのでやめてくれと

懇願した。 

 しかしながら、願いは断たれ、車はけん

引、容疑者は警察署の監房へ送られた。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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ドクター不足で広告   

 常用の医療薬が尽きてしまい、それを処

方してくれるファミリードクターを持た

ず、途方にくれたシニア夫婦（Central 

Saanich 在住）は、広告でファミリードク

ターを募った。という最近の BC 州におけ

る「ファミリー・ドクター不足」を極めた

事態が発生、カナダ全国でもニュースとな

った。 

 昨年 12 月にそれまでお世話になってい

た素晴らしいファミリー・ドクターがリタ

イアしたことからこの夫婦の苦難は始ま

った。次のファミリー・ドクターが見つか

らない。82 歳の夫が昨年に脳の手術を受け

て以来、その回復・維持に必要な薬が尽き、

とにかく薬の処方が必要だった。そのため

ワラをもつかむ思いで新聞に「薬処方のた

め、ドクター、ウォンティッド」と広告を

出した。 

 Walk-In-Clinic やオンライン診療では、

 

病歴を把握できないため、脳など深刻な病

気のための薬処方には無理があるという。

 広告という思い切った行動が実り、夫婦

にはファミリー・ドクターが見つかり、ま

た保健所からもサポートの知らせがあっ

た、ということだ。 

 

ヒートウェイブでリサイクル狂う  

 7 月 26 日火曜日現在、この週の CRD に

よるリサイクル収集は大幅に遅れた。理由

はいうまでもなくヒートウェーブ、熱波の

ため。遅れはその前の週からあり、熱波で

いっそうの遅れとなる。暑さのため、ゴミ

の腐敗でひどい状態になることが懸念さ

れる。 

 CRD によると、定日に置いたリサイクル

が夜の 9 時になってもピックされない場

合は、一応そのままに、48 時間経っても

ピックされない場合は、 

「crdbluebox@emterra.ca」に連絡してほ

しい、ということである。 

 

オンライン・スキャム$3000 

 またもや、オンラインで$3,000 を騙し

取られた被害者が出た(Oak Bay)。 

 被害者は送信者が「CRA」 (Canada 

Revenue Agency：カナダ歳入庁）のメール

を受取った。内容は「税金滞納につき指定

サイトで個人情報のレビューをお願いし

ます」ということで、指定のサイトでクレ

ジットカードやセキュリティコードなど

の情報入力を求められるままに入力した。

 入力した後に被害者はなにやらおかし

いと気付き、クレジットカードの会社に連

絡を取った。しかし、すでに遅し、クレジ

ットカードのトランザクションをキャン

セルする前にすでに$3,000 以上が引き落

とされてしまっていた。 

 

一日 2 回、罰金  

 7 月 20 日水曜日、Oak Bay 警察が、Foul 

Bay Rd.(+ Newton St.)でスピード違反の

取り締まりをしていたところ、時速 50 ㌔

ゾーンを 74 ㌔で走る車を発見、呼び止め

た。車のドライバーは 18 歳のティーン。

免許証をもっておらず、また保険もなし。

ティーンはスピード違反、無免許運転、無

保険で罰金を科された。 

 ティーンはその場で、車はそのままに、

あとで家族が取りに来ます、と警官に言っ

て帰路につき、警官は他の取り締まり作業

に戻った。 

 だが、その後すぐ警官は同じ人物が車に

乗っているのを発見。再び呼び止めスピー

ド違反以外の同じ違反チケットを切った。

 

教会のオルガンに挟まれて 

 7 月 27 日水曜日の午前、Victoria 消防

署は、ユニークな通報を受け、急ぎ現場に

出動した。ところは Quadra St.にある St. 

John Anglican Churrch。ピンポイントす 
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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. 

昨今の 

灯籠流しは 

LED（半導体） 
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「ジージー、ジリジリジリジリ」と鳴く

茶色い羽根の「アブラゼミ」。一方、大阪

で多いのは「クマゼミ」で、人によって

聞こえ方は違うというが、「シャン、シャ

ン、シャン」と鳴くとか。つまり、同じ

都市部でも、東京と大阪ではセミの種類

が異なるため、クマゼミが大繁殖した大 

阪ではより騒々しいと感じるということ

だ。なお、セミの鳴き声を「騒音レベル」

で表すと、アブラゼミは 70-80dB、クマゼ

ミは 80-90dB くらいあるという（90dB は

騒々しい工場の中並の騒音）。 

メンズ日傘→観測開始以降最速で梅雨が

明け、連日真夏日、猛暑日が続く今年の

夏。西武池袋本店のシーズン雑貨売場で

は、男性用の日傘の売れ行きが好調であ

るそうだ。7月の売上は前年同月比 500%

と大きく伸長し、3年連続で増加傾向にあ

る。購入者の年齢層もシニアからビジネ

ス層まで広がりが見られ営業の外回りで

使うという声や、夫婦で来店し日傘に使

い慣れている女性からの勧めで日傘デビ

ューをする男性も多くいるそうだ。 

 

 

 

 

 

 

償うひと 

By ヨシダ 

 2018 年 8 月 27 日、いまから 4 年前。

Central Saanichの脇道を犬を連れて歩い

ていた姉妹がジープに跳ねられ、一人は

死亡、もう 1 人は脳に障害を負い半身不

自由の身となる、という痛ましい事故が

起こった。突っ込んできたジープのドラ

イバーは飲酒運転、やっぱりな、とこう

した事故が絶えないことを悲しく思う。

と同時に、こうしたヤツは捕まって当然、

償って当然と憤る。しかしながら、この

ケースは思わぬ方向に進んだ。その判決

をこのほど知った次第。 

 半身不自由の身となって施設で生活す

るトレイシーさんは、その事故があった

日、母、エレンさんの家で姉と共に食事

を楽しんだあと、姉妹仲良く夕暮れの散

歩に出ていた。そこをジープが狭い田舎

道の道路中央を越えて突っ込んできたの

だ。ジープのドライバー（男性）は 2 人

をはねた後、ジープを現場に残したまま

逃れ、当時結構な騒ぎとなったのを覚え

ている。結局、ジープのプレイトナンバ

ーに基づいた警察捜査で、ドライバーは

捕まったのだが、彼はジープのオーナー

ではなかった。また彼はそのジープを盗

んで乗っていたわけでもなかった。ドラ

イバーの名はトーマスといい、女友達の

アガサさんに新車ジープ・チェロキーを

借りて乗っていたことが判明した。 

 はてさて、これはどうなるのだろう。 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

またもや最上川氾濫→8 月 3 日午後から降

り続いた豪雨の影響で、山形県内を流れる

最上川が 4日にかけて各地で氾濫し、住宅

や田畑などが浸水した。県内では 2020 年 7

月にも水害が襲ったばかり。深刻な被害を

受けた同県大江町と飯豊町の住民らは、地

域を襲った一面の濁流を前にぼうぜん。某

旅館は、2 年前の豪雨の後に交換したばか

りのボイラーが泥水につかり「客にキャン

セルの連絡をしないといけないかもしれ

ない」とため息をつく。 

アスパラガスにも甚大な被害→山形県飯

豊町では町が数を把握できないほど多く

の住宅が浸水被害に見舞われるなか、町特

産のアスパラガスも被害を受け、生産者か

らは「ここではもう続けられない」と落胆

の声。近くを流れる白川の増水により畑に

も濁流が押し寄せ、収穫の最盛期を迎えて

いたアスパラガスをなぎ倒した。 

いざという時の防災グッズ→各地の多く

のホームセンターでは、大雨や台風の災害

が増えるこの時期、防災グッズの売り場を

店の真ん中に移し、商品も約 2倍に増やし

ているそうだ。家のガス、水道、電気、ラ

イフラインが止まった時に、非常用に必要

なものがずらりと並ぶ。懐中電灯を約 10

時間点灯する乾電池、空のペットボトルを

使ってランタンの変わりにする商品、5 年

間保存でき、温めず、そのまま食べること

も出来る非常食や断水したときに水を持

ち運びできるポリタンクなど。 

 

＜社会ニュース＞ 

日本が 2 週連続で世界最多→WHO（世界保

健機関）は、日本の先週 1 週間の新型コロ

ナの新規感染者は約 138 万人で、2 週連続

で世界最多だったと発表した（8月 3日）。

先月25日から31日までの間に世界全体で

報告された新規感染者は約 656 万人で、日

本の新規感染者は約137万 9千人で最も多

く、続いて、アメリカが 92 万 3 千人、韓

国が 56万 4千人となっている。 

手足口病が流行→東京都で手足口病が流

行し「警報レベル」となっているそうだ。

手足口病は毎年夏に子どもを中心に流行

する感染症で、口の中、手のひら、足の裏

などに発疹や水疱ができて、熱が出ること

もある。 

魚 3000 匹が大量死→8 月 2 日、岐阜県土岐

市の釣り堀で、店内にあった現金などが盗

まれる被害があった。それ以上に深刻だっ

たのは、窃盗犯が電気配線を切ったのか、

魚の大量死。3000 匹の魚の死を前に、店長

が悲しみを訴えた。5 年間育ててきた魚、

それら死んだ魚を前に涙を流す。 

大阪のセミと東京のセミ→大阪のセミが

東京のセミよりうるさい、という説があ

る。専門家によると、東京で一番多いのは

 

人を車ではねた責任は、車のオーナーに保

険を兼ねて補償などの責任がかかってく

る。実際に運転していなかった人が、他人

に車を貸したばかりに生涯償えないほどの

責任を負ってしまうことになったのだ。 

 事故当時、トレイシーさんは 48 歳で、事

務のセルフビジネスを営んでいた。しかし、

その事故で生活は一転した。度重なる手術

やリハビリで病院に一年、その後は施設に

移り、なにをするにも介助が必要な身にな

った。そんな娘が、今 52 歳となり、母のエ

レンさんは 81 歳。エレンさんは高齢であり

先はもう長くないことを思うと、不憫な娘

の行く末を案じて死んでも死にきれないこ

とであろう。 

 そうして、母は強し、エレンさんは今年

2 月に民事訴訟を起こし、このほど最高裁

で$5.5 ミリオンを勝ち取ったのだ。エレン

さんはいう。もう 1 人の娘をその事故で失

い、決してうれしいことはないけれど、こ

の$5.5 ミリオンは本当にうれしい。これで

トレイシーは今後お金のことを心配するこ

となく充分なケアを受けられる、と。 

 で、その$5.5 ミリオンはどこから？保険

は当然カバーしないであろうと推測し、で

はトーマスに支払能力はあるのかと失礼な

がらも疑問に思った。車のオーナーである

アガサさんかと思うも、実際、事故の罪を

償うこととなったのは車のディーラー、

Harris Victoria だったのだ。エレンさん

はこの民事訴訟で、トーマス、アガサ、

Harris Victoria の 3 人を相手取っていた。

そして裁判官により、Harris Victoria デ

ィーラーに「懲罰的損害賠償」の判決が下

されたのだ。 

 世の中、ホント複雑なことがあるものだ

が、今回の判決は世の？というかカナダの

車ディーラーに対する「見せしめ」でもあ

るようだ。そもそも、アガサさんが新車チ

ェロキーを購入するためのファイナンシン

グにおいて彼女が先住民であるためか、そ

の差別もありスムーズに進まず 10 日近く

かかったということだ。それが終了してい

ないにもかかわらず、ディーラーは急ぎ購

入したとみなしてアガサさんのプレートナ

ンバーを取り付けキーを渡してしまった。

この時点で支払いが終了していないため法

的に「購入」は終了していないことになる。

この状態でカスタマーであるアガサさんが

友達のトーマスに車を貸してしまったのが

後の祭りだった。ファイナンスが完了する

1日前のことだった。 

 なお、気になる当のドライバー、トーマ

スの判決、その裁判はまだこれから行われ

るそうだ。おそらく通常の飲酒運転刑罰が

科されることとなろう。 
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★ こんなの見つけました ★ 

Times Colonist:リーダーズ・チョイス(1) 

 このほど、Victoria の大手ローカル紙

「Times Colonist」より、2021 年度のリ

ーダーズ・チョイス賞が発表された。車な

ら、レストランなら、オーガニックなら、

この店が一番！という Victoria 市民

Times Colonist 読者による投票である。

その結果の一部をここにリスト。「1.」は

受賞者で、かっこ（）内はコメント。 

車の修理： 

1. Canadian Tire 

2. Searle's Auto Repair 

3. Jim Pattison Toyota 

（多くが異を唱えそうだ） 

車のオイル・チェンジ： 

1. Great Canadian Oil Change 

2. Canadian Tire 

3. Mr Lube 

（気にしない人も多かろうが、せめて 1

年に一度はオススメ） 

アート・ギャラリー： 

1. The Avenue Gallery 

2. Art Gallery of Greater Victoria 

3. Gallery at Mattick's Farm 

（他にあったかな） 

ビーチ： 

1. Esquimalt Lagoon 

2. Willows 

3. Island View Beach Regional Park 

（むしろ、人の少ないところを希望） 

OFF Leash ドッグパーク 

1. Dallas Rd. 

2. Cadboro Bay Beach 

3. Elk Lake 

（それでイヌが喜ぶならば） 

パーク・プレイグラウンド 

1. Beacon Hill Park 

2. Royal Roads University 

3. Cadboro Gyro Park 

（大人も子供も楽しめる大人の投票） 

ピクニックスポット 

1. Beacon Hill Park 

2. Willows Beach 

3. Saxe Point 

（テーブルの取り合いがないことを祈る） 

シーサイド・ウォーク 

1. Dallas Road 

2. Sidney Waterfrong 

3. Songees Walkway 

（風に吹かれて） 

映画館 

1. IMAX 

2. Silver City 

3. Cineplex Odeon 

（絶えることなく） 

 
Cooking for the Lazy: 

ハッセルバック・ズッキーニ  

 まずは「ハッセルバック」。それは、ス

ウェーデンの家庭料理「ハッセルバックポ

テト」を真似ている。ジャガイモに細かく

切れ込みを入れて焼くと火の通りも速く

焼き上がりも見た目華やかである。それを

ズッキーニに利用するが、これにては切れ

目の間にソーセージスライスを挟むこと

で味気ないズッキーニも美味しく食べら

れる。 

〔材料：ズッキーニ 1本分〕ズッキーニ(中

サイズ,1 本)、ソーセージ(1 本,)、チーズ

（お好みのもの,チェダー、スイスなど擦

りおろし,約 30g）、塩&こしょう 

備品：アルミホイール 

1. ズッキーニはよく洗い水分をペーパ

ータオルで拭きとり両端のヘタを切

り取る．3等分する． 

2. ズッキーニを横にして箸を底側にお

いて支えながら包丁で細い切り込み

を入れる（底側は繋がった状態）． 

3. ソーセージはできるだけ薄く切り、ズ

ッキーニの切り込みに入れて挟むよ

うにする．3個分繰り返す． 

4. アルミの上に 3を 3個並べて塩・こし

ょう、オーブンで約 10 分焼く．  

5. 4 を一旦取り出してチーズをふりかけ

て再度オーブンに入れて約 3分焼く

（チーズの表面がこんがりするまで）． 

ためになる名言 

   ブリトニー・グライナー 

米女子プロバスケットボール選手 

（バイデン大統領にあてた手紙の一部） 

私はロシアの刑務所で座り、一人で考え

ています。妻、家族、友人、五輪のジャ

ージー、どんな成果にも守られず、永遠

にここにいなければならないのかと恐れ

ています。 

あなたが多くのことに対処しているのは

理解していますが、私や他の米国人拘束

者のことを忘れないで下さい。私たちを

帰国させるために、できる限りのことを

してください。 

私は 2020 年に初めて投票し、あなたに投

票しました。あなたを信じています。 

家族に会いたい！ チームメートに会い

たい！ あの人たちが今、（私のこの拘束

の身を心配して）苦しんでいることを知

ると、胸が張り裂けそうになります。 

（参考：Wikipedia） 

〔Brittney Yevette Griner：1990 年、

テキサス州生。米女子プロバスケットボ

ール選手。身長 206cm。2015 年同じ WNBA

プレイヤーのグローリー・ジョンソンと

同性婚をするも 2016 年 6 月、離婚。ジョ

ンソンが双子を妊娠（体外受精）、出産し

たことから養育費を支払うよう命じられ

た。2019 年、シェレル・ワトソンと再婚。

2022 年 2 月 17 日、グライナーはロシア

にて薬物所持容疑で逮捕される。ロシア

連邦保安庁はグライナーがロシアでは違

法のハッシュ・オイルを含む吸入カート

リッジを所持していたと発表。グライナ

ー選手は起訴内容を認めており、有罪な

ら最長 10 年の禁錮刑を科される可能性

がある。医療大麻はロシアでは違法であ

るが、世界的には治療目的で広く使用さ

れている。逮捕後、ロシアはウクライナ

に侵攻し、米当局はロシアがグライナー

の知名度を利用した人質とすることを懸

念。グライナーはこのほどバイデン氏に

悲願の手紙を送り、7月 29 日ブリンケン

米国務長官は、ロシアのラブロフ外相と

電話協議し、ロシアによるウクライナ東

部などの実効支配地域の併合計画につい

てけん制した際、グライナーと同じくロ

シアで拘束されている元米海兵隊員のポ

ール・ウィランの釈放も求めた。〕 
子
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【イベント、フェスティバル】 

●8 月 12(金)-14(日)日：Inner Harbour にて、

恒例第27回CANADA DRY、Victoriaドラゴンボー

トフェスティバル．ドラゴン・スピリットを祝う．

詳細は、www.victoriadragonboatfestival.com 

●8 月 21 日まで：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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 専門家の見方は、この価格の落ち込み

は、あくまでも一時的な現象で、長期的に

はまた上昇に転じるというのが、もっぱら

の見解ですので、バイヤー間の激しい獲得

競争に打ち勝たなければ買えないという

状態を抜け出したところで、市場に出回っ

ている物件数もえていることから、クオリ

ファイされたバイヤーにとっては、好みの

物件をじっくり時間をかけ探し、購入でき

るという意味では、よい状況になっていた

といえるでしょう。 

 詳細はまだ公表されてはいませんが、来

年からオファーを入れてから 3 日間の

recission 期間が設けられ、売り手がオフ

ァーを受領してから、3日間以内にキャン

セルができる猶予期間が設定されること

になりました。長らく売り手市場が続きま

したが、これはバイヤーにとっては朗報で

す。市場にだしても、なかなか売れずに価

格を下げ、ようやく売れるという物件が

多々でてきました。それなりの元本をお持

ちの今まで諦めかけていたバイヤーの

方々にはよい機会となるでしょう。 

 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 ☆☆☆☆ 
☛8 月 9 日＆16 日(火)、6-8pm：Rutledge Park

にて、Music in the Park．チェア、ブランケ

ット持参、フリーミュージック．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」（３１） 

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。 

 7 月の Victoria Real Estate Board の

統計がでましたが、よくよくマーケットの

スローダウンが顕著に見えてきた統計と

なりました。先月よりもさらに売買された

物件数が激減し、僅か 510 件が売買される

にとどまりました。昨年の７月と比べると

40％近い減少となり、前の月 6月と比較し

ても 17％近くダウンしています。コンド

ミニアムに限ると 40％近く昨年の同月よ

りも減少しています。一戸建ては、約 36％

ダウンとコンドミニアムほどではないに

しろ、昨年に比べかなりの落ち込みとなり

ました。 

 7 月末の段階で、市場に出ている物件数

は、2162 件と、前の月 6 月より多少増え

ている程度でしたが、昨年の 7 月の 1270

件と比較すると、70％を超える物件数が売

れずに市場に残っている状態となりまし

た。7月は立て続けの金利の大幅上昇が響

いてきているのが顕著となった月でした。

 価格を見ていくと、６月は、中央値、平

均は、すでに下がり始めていましたが、ベ

ンチマーク値はまだ、上昇している状態で

した。7月は、ベンチマーク値にもスロー

ダウンの傾向が顕著に表れてきました。戸

建てのビクトリア中心部の MLS のベンチ

マーク値は、$1,433,800 と昨年の 7 月

$1,204,900 と比べると 20％近い大幅な上

昇となりましたが、今年 6月の$1,464,400

と比較すると、2％近く下がっています。

コンドミニアムは、$639,600 と昨年の 7

月の$502,600 と比べると 27％以上も上昇

していますが、前の月 6 月の$643,100 と

比べると若干ではありますが、0.5％の値

下がりに転じています。 

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】ついに 8 月に入りまし

た、というより気が付けば 7 月を過ぎました．

ウォーキング中に通る草むらにブラックベリ

ーが実を付けています．食べごろになっても実

をつむことはないでしょう．なぜならあれは恐

怖です．手を入れてとろうとすると軍手と長袖

の鎧でもなおイバラがささり、ヘンな虫にささ

れる始末．かつ、うまく実を持ち帰ったところ

で案外マズイのですね．お店に売ってあるもの

はやはりそれだけの価値があると思います．と

はいえこれまた高いので買うことはありませ

ん．ラズベリーは買いますが．以上、ベリーの

話で秋が近づくのを感じます．ところで、いつ

も疑問なのですが、トルドー首相はなぜにあん

なにカラフルな靴下（靴に合わずハデ）をはい

ているのでしょうか．最近は TV で観るたび、

その足元に目がいくようになりました． 

 

ちょっと一言 
●米民主党のナンシー・ペロシ議長がこの

暑い中、台湾へ。その後、韓国、日本へ。

訪台については中国の対抗措置で台湾周

辺で中国軍の大規模な軍事演習が開始さ

れ、これに連なって日本近くにもミサイル

が撃ち落とされた。なぜにそんなにしてま

で台湾へ？と政治オンチのこちらは不可

解ななか、某教授がコメント。「何のため

の訪台だったのか良く分かりません。『安

全保障、経済、民主的統治』が重要だと示

すために来たとペロシ氏は話しています

が、それは訪問して話さなくても誰でも知

っていることです。ペロシ氏は何かを持っ

て来られる立場になく、むしろ勲章（総統

から授与）をもらって帰るだけです。」 
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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 

 

 

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 


