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セクストーションが増え、今やセクストー

ション・ブームとまで言われている。 

 「セクストーション」とは「Sexual 

extortion（恐喝）＝Sextortion」、ヌード

写真などの性的なプライベートな写真や

動画を騙し取り、強請たかりに用いる脅迫

の手口。パンデミックで家に籠りパソコン

相手の日が増えたため、多くの人がこの犯

罪に巻き込まれてしまうようだ。別名、セ

クストーション・スキャム。 

 被害者の多くがティーンであるため、こ

の辺の教育に力を入れるべきだとの声が

上がっている。特に対岸 Port Coquitlam

在住だった「アマンダ・トッド」事件は今

でも語られる。彼女はセクストーションに

巻き込まれ、苦しめられた末、自殺してし

まった。彼女を脅迫して死に追いやったオ

ランダ人の男は、その裁判で罪を認めず、

チャージされなかったことがニュースと

なっていた。脅迫したほうも逃れやすいス

キャムだけに、個人が十分警戒すべきであ

ろう。起こってしまってからでは遅い。苦

悩のスパイラルに陥ってしまう。  

 

建設現場からツールが消えた  

 8 月 2 日火曜日、Oak Bay の Hampshire 

Rd、1900 ブロック付近にある建設現場か

ら合計 300kg ものツールが消えた。$9,000

もする水圧ハンマーも含まれる。 
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この夏のヒートウェーブ   

 2022 年のこの夏、BC 州内で 7 月末の 1

週間、7月 26 日から 8月 3日に及んだヒー

トウェーブ。このヒートウェーブが原因で

16人もの死者がでたことがわかった（8月

9日,BC Coroners Service）。中でも最高気

温となった 7 月 29 日の死者が最も多く 5

人だった。 

 しかし、上記は最終的な数字ではないそ

うだ。というのは、今後もその期間のヒー

トウェーブが原因（後遺症となるなど）で

死亡者が増えることが予想される。 

 昨年の歴史に残る 40℃超えのヒートド

ーム（6月 25 日から 7月 1 日）が原因の死

者は、今年に入って最終結果として 619 人

と報告された。 

 上記 16 人の死者の内訳は、80 代が 3人、

70 代が 6 人、60 代が 3 人、50 代が 2 人、

40代が 2人。エリアでは死者の半数にあた

る 8人が Fraser エリア、6人がインテリア

 

（BC 州内陸）、1 人がバンクーバー海岸、

そして残る 1 人はこのバンクーバー島。 

 

EV リベート  

 BC 州政府は二酸化炭素削減による地球

温暖化防止対策として電気自動車（EV）を

推奨するにあたり、最高$4,000 のリベー

トプログラムを導入すると発表（8 月 2

日）。カナダ政府が同様に推奨しているリ

ベートプログラムを合わせると、EV 新車

購入またはリースにつき合計$,9000 もの

援助が得られることになる。もちろん、そ

れには条件があり、個人の年収が$80,000

以下、また世帯の合計年収が$125,000 以

下であること。また、購入したい車のモデ

ルにも条件があり価格が$70,000 以下の

ものであること。 

 BC 州にはハイブリッドのリベートプロ

グラムもあり、それは$2,000 となる。今

回の発表につき、ついでながら$1,500 か

らの増額が発表された。 

 上記、個人の年収が$80,000 以下とする

と、例として年収$80,001 の人に同じ恩恵

が受けられないのは実に不公平。この辺を

見込んで年収$80,001 から$100,000 まで

の人には少し減額の$500 から$2000 のリ

ベートを受けられる。 

 EV 購入においてはそのセールスタック

スは免除されている。8 月 2 日現在、BC

州における EV 登録数は 85,000 台。2016

年の 5,000 台から大幅にアップ。公共のチ

ャージ・ステーションは 2016 年の 781 か

ら 3,100 以上に増加。なお、職場や家庭に

チャージ・ステーションを設置する場合、

政府から 75%のコスト援助がある。 

 

ブリーチの垂れ流しで罰金  

 Victoria のエクステリア清掃会社、

Elevate Exterior Washing Ltd.が、清掃

で使用したとみられるブリーチ（漂白剤）

を Sidney エリアの Reay Creek（入り江）

に流し、そこに生育していた 300 匹もの魚

や他の生物が死ぬ、という事態が 2021 年

6 月 4日に発生した。 

 その制裁がこのほど発表され、Elevate 

Exterior は$11,000 のペナルティを科さ

れた。魚が死ぬ原因となったのは屋根のコ

ケ除去に使用されていたブリーチ。これが

近隣の入り江付近 150m にも及んで汚染し

た模様。 

 ブリーチ汚染を発見したのは、近くで遊

んでいた子供たち。入り江に死んだ魚が浮

いているのを発見し、親に伝えた。親たち

はすぐさま管轄の河川協会（Peninsula 

Streams Society）に調査依頼をした。 

 死んだ魚は、ニジマス、コーホーサーモ

ン、カジカ、トゲウオなど。 

 

セクストーション・ブーム  

 3 年を超えたパンデミックで人が家に

籠りおとなしくしている間、皮肉なことに
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海水浴？ 

どこに行けば 

 いいのだろう 

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 
【お知らせ】 
9 月 12 日〜29 日まで 
お休みします。 
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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Agoop の携帯電話の位置データによる調

査では、8月 15 日の午後 1時台の観光地

の人出は一年前と比べて神奈川県の鎌倉

で 4.9 倍、栃木県の日光東照宮で 3.8 倍、

東京の高尾山で 2.9 倍と大幅に増えたこ

とがわかった。昨年はこの時期緊急事態

宣言が出されたが今年は 3 年ぶりに行動

制限がなかったことが影響した。 

日陰アプリ→スマホアプリの猛暑に対応

した新機能「日陰マップ」。夏の日の外出

中に「日陰を選んで歩きたい」という思

いをかなえる、このアプリの利用者が 3

倍以上になっているそうだ。それもその

はず、この日陰の表示が実際の日陰と同

じく時間ごとに変化するなどかなり緻密

で、信用性があり実に頼りになる。開発

したナビタイムジャパンヘルスケアによ

ると「建物の形状と高さは元々持ってい

るデータだったので、そこと太陽高度や

方位のデータを掛け合わせた計算によっ

て影を表示している」とのこと。 

KDDI、通信障害の補償→ス KDDI は先月 2

日の大規模な通信障害の補償について、8

月 16 日から 1週間程度、対象者にショー

トメッセージなどを送る。対象は一律 200

円が返金される 3655 万人と、契約に基づ

いて基本料金の 2日分が返金される音声

通話のみの契約者 278 万人。来月以降請

求額を減額する形で返金される。 

お盆休みの迷惑客→バーベキューや水遊

びなどが楽しめる川で、一部の迷惑な観

光客によるごみの不法投棄や危険な飛び

込みが相次ぎ、地元の住民らを悩ませる。 

 

 

 

 

 

 

「食ハラ」 

By ヨシダ 

 もういい加減にやめてほしいと思う

「ハラスメント」の合成語。「食ハラ」は

いうまでもなく「食事」と「ハラスメン

ト」の省略合成語である。これでまたこ

ちらの辞書に「○○ハラ」の単語が一つ

増えた。 

 にしても、「食事ハラスメント」とは何

ぞや。一文でいうと「大量の食事の強要」

であるそうな。イジメられて無理に不健

康に食べさせられるのかと思いきや、違

った。それはとくに子供に対して「食べ

物を残さず食べましょう」とか、ごちそ

うを前に「いっぱい食べましょう」とか

いうそういうレベルのやんわりとした食

事のススメのようである。それをなぜに

「食ハラ」というのであろうか。 

 そもそも、この「食ハラ」を発見した

のは、ネットニュース「お盆の帰省で大

量のごちそう“食ハラ”に注意 専門家

が指南する『上手な断り方』」（ENCOUNT 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熱海市長への告訴状→静岡県熱海市で昨

年 7月に発生した土石流災害をめぐり、遺

族ら4人が同市が適切な措置を取っていれ

ば防げたとして、市長に対する業務上過失

致死容疑での告訴・告発状を県警熱海署に

提出した（8 月 16 日）。遺族らは、市長が

不適切に造成された盛り土の存在を認識

していたにもかかわらず、適切な措置を講

じなかったと指摘している。「下流域住民

らの安全を確保する注意義務を怠り、盛り

土が崩壊する危険性を増大させた」と主張

する。 

若い力→先日の大雨で被害を受けた山形

県川西町の「災害ボランティア」に高校生

が参加した。これまで東日本大震災や 2 年

前の県内の大雨の際にもボランティアを

行っており、今回は野球部を中心に有志 30

人が集まった。水に浸かってしまった住宅

の泥のかき出しや、ごみの撤去作業を行う

など、若い力で地域のピンチを救う。 

コンテナホテル→デベロップ（株）は 2023

年 1 月に、コンテナホテル「HOTEL R9 The 

Yard 飯塚」（福岡県）を開業する。「HOTEL 

R9 The Yard」シリーズは、宿泊と災害支

援の 2役を担うコンテナホテル。建築用コ

ンテナモジュールを利用した独立客室は、

隣室と壁を接しないので静粛性とプライ

バシー性に優れており、13 ㎡（約 8畳）の

室内には良質なベッド、ゆったり使用でき

るユニットバス、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、

加湿空気清浄機を備え、上質な宿泊空間を

提供。有事の際には、客室をすみやかに被

災地へ移設し、避難施設などとして活用す

ることが可能な「レスキューホテル」とな

るそうだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ死者→新型コロナウィルス感染症

による死者数が、流行の「第 7波」で急増。

1 日当たりの死者数は 1 ヶ月で約 7 倍に増

え、ほぼ連日 200 人台と、年明け以降の第

6 波に迫る。各地の病床逼迫も深刻で、専

門家は「第 6 波を超える可能性もある」と

指摘、「病床使用率の上昇や、医療従事者

の感染による病棟閉鎖などで適切な医療

が受けられず、死者が増えている」と分析。

コロナ自宅療養者→厚生労働省は、新型コ

ロナウィルス感染による全国の自宅療養

者数が 154 万 4096 人（8 月 10 日現在）だ

ったと発表（8 月 15 日）。4 週連続で過去

最多となった。現在の感染「第 7波」では

オミクロン株の派生型「BA・5」により感

染が急拡大、7 月 27 日時点で初めて 100

万人を突破。前週（8 月 3 日現在）は 143

万 8105 人に増えた。都道府県別で最も多

かったのは東京都で 17 万 8700 人。大阪府

14 万 7373 人、愛知県 10 万 9746 人と続く。

お盆の観光地→ソフトバンクの関連会社 

 

8/11(木) 配信）というタイトルをみてのこ

と。まずはご馳走をすすめられて、受け手

が「食ハラ」というのは失礼過ぎるではな

いか、また大袈裟すぎると思った。自分だ

ったらお腹がパンパンになるまでそのご馳

走を食べるぞ～っという気になろうという

もの。 

 記事をよく読むと、それはどうやら子供

がご馳走を前に、今とばかり食べろ食べろ

という大人たちが問題であるようだ。そも

そも「ハラスメント」とは「嫌がらせ（人

を困らせること）」を意味する。となると「ハ

ラスメント」を使うのはちょっと的外れの

ような気がする。子供にご馳走をすすめる

大人は、単に子供においしいものをお腹い

っぱい食べさせたい、そういう愛情からで

ているに違いないのだ。 

 今時の子供は正直だし、遠慮なくモノを

言う。ご馳走を前に食べたくなければ食べ

ないだろうし、嫌いなものはキライという

だろう。大人がすすめても無理に食べない

「自立」したといおうか「聞かん坊」の子

供が多いはず。だからして子供に対しての

「食ハラ」は成り立たないと思うのだ。も

っとも意地悪目的で変な「食べ物」又は大

量をすすめることは列記とした犯罪の「食

ハラ」であろう。法的にも「人権侵害」に

繋がり、他の重大なるハラスメント、例え

ば、セクハラ（性的）、パワハラ（権力）、

マタハラ（妊婦）、スモハラ（喫煙）と同等

の取扱いになろう。そして「食ハラ」は「パ

ワハラ」の一部であると考える。 

 ともあれ、まもなく始まるお盆休み。外

出自粛が要請されていた昨年や 2 年前と変

わり、今年は帰省。その際に実家側では大

量に用意されたごちそうのおもてなし。善

意のためむげに断るわけにもいかず、「もう

お腹いっぱい……」と伝えてもお構いなし

に盛られる食事。内心へきえきするなか、

どうやって断るか。 

 専門家によるアドバイスは、角が立たな

いようにやんわりと「体調が悪い」「お医者

さんから言われているから」など。なんだ、

実に月並みな断り方ではないか。ウソも方

便だけれど、正直に「もう、いっぱい！」

と笑顔でいって食べない、ということで一

発解決すると思うのだがどうだろう。それ

に今時の物価高や懐事情もあり、食べきれ

ないほどのご馳走を準備する家庭は少ない

と推測する。 

 個人的に、重大な嫌がらせ「パワハラ」

ほどでなければ、「食ハラ」問題視は大きな

お世話だと言いたい。 
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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(2) 

 Victoria の大手ローカル紙「Times 

Colonist」による 2021 年度のリーダー

ズ・チョイス賞。Victoria 市民 Times 

Colonist 読者による投票結果をここに。

「1.」は受賞者で、（）内はコメント。 

ナイトクラブ： 

1. Harmann’s Jazz Club 

2. Capital Ballroom 

3. Upstair Cabaret Ltd. 

（ダウンタウンも夜は危険だが……） 

アウトドア・ミュージックひろば： 

1. The Butchart Gardens 

2. Beacon Hill Bandshell 

3. Inner Harbour 

（ヒートウェーブがこなければよし） 

ベーカリー： 

1. The Dutch Bakery & Diner 

2. Crust Bakery 

3. Gobs Bread 

（カーボが気になる） 

BBQ Food： 

1. Glenwood Meats 

2. Jones BBQ 

3. Berryman Brothers Meat 

（広大なるカナダを感じられる？） 

ブレックファーストとブランチ： 

1. Fireside Grill 

2. My-Chosen Cafe 

3. Floyd’d Diner 

（たいてい混んでいるのが難点） 

中華料理： 

1. Don Mee Restaurant 

2. J&J Wonton Noodle House 

3. Halibut House 

（Don Mee は割に老舗） 

コーヒーショップ： 

1. The Nest Cafe 

2. Murchie’s Tea & Coffee 

3. Cafe Fantastico 

（混んでそう） 

ダイニング： 

1. Fireside Grill 

2. II Terrazzo 

3. IL Cove Trattoria 

（Fireside は三冠） 

 
Cooking for the Lazy: 

道端パンナコッタ  

 パンナコッタは、生クリームを使いゼラ

チンで固めたイタリア発祥の冷たいデザ

ート。見た目も白くツルンと洗練された美

しさ。それに道端のブラックベリーを加え

てアクセント。 

 夏もそろそろ終わりで道端にブラック

ベリーがたわわとなった。程よく大きくな

って、摘んでほしいとばかりにアピール。

しかしながらよく見ると、道端で育っただ

けにホコリっぽく、おいしそうと言うには

程遠い。それでも立派なブラックベリー、

摘みとって洗ってパンナコッタで高級品。 

〔材料：8 人分〕ブラックベリー(1C)、砂

糖(1/2C＋)、レモン(1/4 個)、生クリーム

（heavy cream,2C）、ミルク(1/2C)、ゼラ

チン(1pouch)、ベーキングソーダ(1tsp) 

1. ブラックベリーをベーキングソーダ

を溶いた水約 1L に 10 分ほど浸す｡ 

2. 1 をよく洗い水気をしっかり切り、小

鍋に入れて砂糖 1/4とレモン汁を振り

掛け、10 分ほど置いた後、中火にかけ

て沸騰したらすぐに火を切る． 

3. ゼラチンをパッケージのインストラ

クションに沿って溶かす（通常大さじ

2杯ほどの水につけてふやかす）． 

4. 鍋にクリーム、ミルク、砂糖を入れて

火にかけ沸騰寸前に火を切る．好みの

甘さに調節する（砂糖を足す）． 

5. 4 に 3 のゼラチンを入れて大きく混ぜ

て完璧に溶かす． 

6. 5が室温にまで冷めたらカップ（8個）

に移し、各々ラップをしれ冷蔵庫に． 

7. 5が固まったら2のソースをかける． 

 

ためになる名言 

  三宅一生（イッセイ・ミヤケ） 

日本のファッションデザイナー 

（原爆について）原爆の色、いまでもイ

メージが浮かんでくる。いやな色だ。 

（被爆体験を語ることについて）個人的

かつ倫理的責務を感じている。 

（被爆体験については沈黙を続けていた

理由）破壊ではなく創造を好んできた。

「原爆を生き延びたデザイナー」という

レッテルを貼られたくなかった。 

デザインは希望を表さなければならない。 

服は世界共通の言語のようなもの。常に

世界で通用するものを目指しました。 

私の仕事は全て、最初期の文明に遡る最

も単純なアイデアから生まれる。つまり，

一枚の布から服を作るのです。それが私

の試金石です。 

私は服を作っているのであって，流行り

物なんて気にしない。 

多くの人は過去を反復する。私には興味

が湧かない。私は進化する方が好きだ。 

私は自分の過去によって定義されようと

はしなかった。 

衣服は個人の親密な建築だと呼ばれ続け

てきました。私たちはそれを超えていき

たいのです。 

（参考：Wikipedia） 

〔Issey Miyake：1938-2020 年、広島生。

実家は西城秀樹の近所 1945 年、小学 1

年生 7歳の時、広島市への原子爆弾投下

により被爆。片足が不自由だったのは原

爆の後遺症といわれる。「破壊されてしま

うものではなく、創造的で、美しさや喜

びをもたらすもの」を考え続けた末、衣

服デザインを志向するようになった。

2009 年 7 月 14 日付の『ニューヨーク・

タイムズ』への寄稿 (A Flash of Memory)

の中で自身の被爆体験を初めて公表し、

オバマ元米大統領に広島訪問を促した。

これが 2016 年実現し、オバマへの土産品

には三宅の事務所がデザインした腕時計

と万年筆が選ばれた。アップルの創始者

今は亡きスティーブ・ジョブズ氏は黒タ

ートルネックを 100 枚、ISSEI MIYAKE に

発注している。8 月 5 日、がんのため東

京都の病院で死去。享年 84 歳。〕 
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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】 

●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 

●8 月 25(木)-28(日)日：Harbour Blues'n Roots 

フェスティバル．Victoria Inner Harbour、ア

ウトドアメインステージ．Vancouver 島のブル

ース、ソウル．詳細は、jazzvictoria.ca 
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 ホワイト・ペッパー：高い抗細 

菌作用、痛みや炎症の緩和、 

消化作用のサポート、循環促 

進、肺のサポート、働きすぎた 

筋肉を和らげる、など。 

 その他にも消化器系に働く 

精油はたくさんあるのですが、 

料理に使用するスパイスやハーブはそのサ

ポートをしてくれます。スパイスとして、ターメ

リック、ブラックパッパー、カルダモン（ブラッ

ク、グリーン）、フェンネル、クミン、コリアンダ

ー。ハーブとして、バジル、オレガノ、タイム、

ローズマリー、セージ、セイボリー、ペパーミ

ント、ラベンダー、などがあります。ここに揚げ

たスパイスは、カレーにも使用されますね。ル

ーを使わずに、スパイスを使って、手作りの

美味しいカレーを作ることは簡単にできま

す。ハーブは、煮込みに使用したり、ドレッシ

ングに、他の葉野菜、根菜などどサラダとして

いただくこともできますね。 

 今回出てきた精油の詳細や、今の自分に

合った精油を知りたい方は、アロマカウンセリ

ングも行っていますので、気軽に問い合わせ

くださいね。それでは、今日も自然界と深く繋

がり、母なる大地からの愛を受け取って、幸

せを感じながら過ごされますように。ありがとう

ございました。 

Sono Ray exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com  

Yoga: Shantilife.love 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛8 月 19 日(金)、6:30-10:30pm：1528 Stellys 

Cross Rd.、Saanich Fairgrounds にてフリー・

アウトドア上映、キッズ集合、アニメーション

「Kung Fu Panda」．6:30pm ゲートオープン、

8:30pm 映画スタート．上映前に空手のデモあ

り．イスとひざ掛けを持参のこと．詳細は、

saanichtonvillageassociation@gmail.com 

☛8 月 27 日(土)、10:30am-2:30pm：1355 

Mitchell St.、Oak Bay United Church にて、

慈善教育機関（Philanthropic Educational 

Organization）主催、アート＆ヤードセール．

詳細は、seaton1956@yahoo.ca 

http://www.peointernational.org/about-peo 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【ベターライフ：精油記事＃４７】 

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。 

 今日は、数日前のお墓参りに行った時のお

話で、植物たちに助けていただいたことをシ

ェアさせていただきますね。１泊２日で出かけ

ました。普段は自炊の私。外に泊まる時はた

いてい外食になり、今回もそうでした。少し街

中を歩き、ご飯を食べるタイミングを逃してし

まったので、空腹が進んでいました。そのた

め、近くにあるインド料理屋さんでベジタリア

ン料理を持ち帰りでいただくことに。 

 さて、ホテルに戻り、カレーの入った容器の

蓋を開けたのですが、上に少しかかっていた

乳製品の香りなのでしょうか、少し酸味がか

ったようなツーンとした匂いが漂ってきまし

た。一口味わうと、味も少し古くなっているよう

な味でした。作り立てで、そんなに時間も経

っていないのに、と思いながらも、結局、“大

丈夫”、と思いながらいただくことに。しばらく

すると、少し消化不良を起こしているのか

な？というような感じで、お腹が膨れてきまし

た。とっさに、持参していた精油を取り出し、

お腹周りへと塗布することに。 

 今回使用したのは、ジンジャーとホワイト・

ペッパー。料理でも馴染みのあるスパイスで

すね。これらは消化器症状に対して、とても

効果的な精油です。旅に行く際、どの精油た

ちに来てもらいたいかを尋ねるのですが、彼

女たちも手を挙げてくれたのですが、実は夏

の旅に持っていく精油としてはあまり持参しよ

うとは思わない精油たち。でも、なぜか今回

は彼女たちが来てくれることになり、実は旅

先で必要だった、ということを体験しました。

塗布後しばらくして、お腹の症状は無事に治

りました。 

 夏の消化器症状としては、暑い環境で食の

管理が適切にされていないことで食中毒に

なりやすかったり、冷えからお腹を下しやす

かったりしますよね。今回の経験を通して、消

化器系に働く精油を持ち歩くのは重宝する

な、と思いました。では、具体的にジンジャー

とホワイト・ペッパーの効能を紹介します。 

 ジンジャー：消化器の女王と言われている

精油。循環の促進、気を温める、船や車酔い

の緩和、胃のむかつき、食欲不振、駆虫作

用、催淫作用、など。 
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】8 月半ば．9 月までもうひと

いきです．9月を楽しみにしているわけではないです

が、8 月の暑さから逃れたい、というのはやっぱり贅

沢ですね．日本は激暑の真っ只中．こちら24度前後

なのに個人的に暑いと強く感じるのはやっぱり南西

向きの陽が当たる部屋のせいでございます．ところ

で先日 Gorge waterway をウォーキング中、この川は

海につながっているゆえ、かねがねその水はしょっ

ぱいのかと気になっていました．そして思い切って味

見を……．結果は海の水ほど塩辛くなく、しかし真水

ほど無味でもなく、半々でした．当たり前だっという声

が聞こえてきそうですが知らなかったのは私だけ？ 

ちょっと一言 
●お茶のお供。たまにデーツ（Dates）を頂

く。デーツは「こしあん」あんこの味にす

ごく似ているのだ。ねっとりと甘く、ほど

よい噛みごたえ。日本茶にぴったり。ベー

キングのデーツ・スクエアより、デーツを

そのまま、プチ饅頭としよう。 

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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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 


