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の事故でマラハット（Highway1, Shawni-

gan Lake Rd.と Shawnigan-Mill Bay の間）

は 6 時間に-及んで通行止めとなった。事

故後のクリーンアップに多くの時間を要

した模様。 

 事故はチキンいっぱいのカーゴが何か

の拍子にトラックから外れてしまった。ト

ラックが何かに衝突した疑いが持たれて

いる。ドライバーが気が付いたときは、チ

キン・カーゴが見当たらず。 

 カーゴの中には、なんと 4,500 匹ものチ

キンが入っており、カーゴがトラックから

外れた時点でハイウェイに飛び出し、多く

が逃げ去った。現場の道路はパタパタと動

き回る数匹のチキンと動かない数匹の即

死のチキンのみ。 

 後に、チキンを運ぶ会社のスタッフがや

ってきてチキンの回収にあたった。チキン

全部を回収できたのか、うち何匹が死んだ

のかは明らかにされていない。  

 

サタディ・ナイト・クレージー  

 8 月 20 日土曜日の午後 11 時ごろ、

Victor St.(Bay & Shelbourne St.近く)

に 100 人を越えるティーンたちが集まり

パーティ騒ぎ。うちティーンの 1人が武器

で暴行し、警察が現場に駆け付けた。被害

者がティーンの 1 人かは定かにされてい

ないが、命に別状はない模様。 

 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 
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レント、スパイク   

 過去数年を通して、Victoria のレント値

上がりはカナダ国内で最速であるそうだ。

今や 2BR ユニットは平均$2,836 となり、昨

年の 7 月に比べると 34,8%の値上がり

（Rentals.ca）。全体における平均レント

の値上がりは昨年 2021 年より 27%アップ。

2020 年 7 月から 2021 年 7 月にかけての値

上がりは 15%。 

 現在、Victoria 内における 1BR の平均レ

ントは$2,107（昨年より 20%アップ）で、

カナダ国内主要都市 35 では第 5 位という

レントの高さ。また、2BR においては第 4

位となる。 

 なお、その第 1位に輝いた（？）のは、

バンクーバーである。1BR は$2,500。続く

は North Vancouver の$2,411、Richmond の

$2,292、そして Toronto の$2,257 と続く。

 

コンドの隣同士、グッド・サマリタン 

 コンドミニアムに住むユニット隣同士

が結婚、一緒に住むにあたり一つユニット

が空になったので、それをウクライナの戦

禍を逃れてきた母娘のホストとなりユニ 

 

ットを貸した、というグッド・サマリタン

がここに。 

 新婚のカップルは 60 代のダイアンさん

とユージニーさん。ところは Fairfield

にあるコンド・ビル。隣同士で仲よくする

うちに交際に発展、そして最近結婚を決意

した。お互い再婚である。 

 毎日のように報道されるウクライナの

破壊された街、苦しむ人々などの悲惨な現

状を目の当たりにして、自分たちはどうや

ったら助けられるかと考える日々。なにも

できないことが悔しくてたまらない。 

 反面、この Victoria の居心地のいいコ

ンド・ユニットに住んで申し訳ない気がし

てきた。それも一人にワンユニット。2人

で２ユニットを占領している。そんなこと

が恥ずかしくもなってくる。そういうこと

も結婚決意の引き金となり、2人でワンユ

ニットを、もう一つをウクライナ難民に貸

すことで心も満たされたようだ。と新婚の

お二人は言う。 

 はじめこそ、お互い結婚経験があるた

め、別々に住んでお互いの距離を保ちつつ

関係を続けようという気持ちだったが、ウ

クライナ現状でそんな些細な心配は吹っ

飛んだ、とのこと。 

 そ う し て 、 Victoria の Ukrainian 

Catholic Church of St. Nicholas にて、

ウクライナ難民受け入れにサインアップ

して連絡を待った。 

 連絡はすぐにきて、53 歳のナイネルさ

んとその娘 31 歳のオルハさんが来ること

になった。ホストとして 2人を迎えるため

にダウンタウンのバス停でバスから降り

てくる二人心待ちにした。バスから降りて

きたナイネルさんは大きなスーツケース

を 2つ引きずりつつ、バスから降りるなり

疲労困憊で倒れ込んだ。ウクライナから 4

日かけてカナダを横断、西側最先端のこの

Victorian にたどり着いたのだ。 

 ダイアンさんは言葉は通じなくとも、全

く初対面でも、お互い抱き合って泣いてし

まった、とのことだ。「さぁ、新しい家に

いきましょう」。 

 コンドの規則として、入居者はレントを

払わなければならないが、ダイアンさんは

自分たち二人がホストとなっているため 
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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-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 

上がったり 

 さがったりでも 

乗らねばならぬ 

レント無料と言い切る。 

 今後ナイネルさんとオ

ルハさんは英語を学ぶ。母

のナイネルさんはウクラ

イナでの職を生かしてこ

の Victoria で理容師とし

て再出発する。 

 

マラハットとチキン 

 8 月 19 日金曜日早朝、午

前 3時半ごろ、マラハット

の Split Rock Lookout 近

くで、チキンを積んだトラ

ックが事故を起こした。こ
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学食で出る鶏肉の賞味期限→全国の大学

食堂に食材を納める「大学生協事業連合」

（東京）が、「廃棄を防ぐため」として冷

凍鶏肉の賞味期限を独自の判断で４ヶ月

延ばし、各地の学食に納入していたこと

がわかった。学食の利用者に伝えておら

ず、専門家は「消費者軽視の姿勢は問題

だ」と批判。杉並区の保健所も調査を始

めた。実際、東日本の学食で働く女性は

昨年 11 月頃、「肉がパサパサして風味も

落ちている」と、冷凍鶏肉を調理して試

食した際に違和感を感じていた。 

迷子のフクロウ→8 月 21 日朝、静岡市清

水区の住宅のベランダで捕獲されたフク

ロウ１羽の飼い主がわかり、26 日、無事

返された。このフクロウは 8月 21 日午前

8時前、住宅のベランダで、手すりに止ま

っているのを、この家に住む男性が見つ

け、素手で捕獲し、警察に届け出た。フ

クロウは、世界中に広く分布する「メン

フクロウ」。8月初旬、飼い主（女性）が

普段いる軒先から家の中に入れようとし

たところ、飛んで逃げてしまい、警察に

「失踪」を連絡していた。 

 

 

 

 

 

コラム Vol.78 

しっかり頼むよ、岸田さん！  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 何とも興味深いと言うか、情けないと

言うか・・・真実が明るみに出るにつれ

暴かれる、日本の国会議員たちとカルト

集団の元統一教会との関係。岸田改造内

閣の副大臣と政務官 54 人のうち、少なく

とも自民党議員の20人が教会との接点が

あったことを本人や事務所が認めてい

る。更には岸田首相の各地での後援会長

たちも、関連があったそうだが「そうと

は知らなかった」と釈明している。 

 また安倍元首相が凶弾に倒れてから、

アッと言う間に決まった 9月 27日の国葬

も、各種調査で国民の反対が 50％以上と

圧倒的に多いにもかかわらず、参加者最

大 6400 人（海外要人数百人）を、税金 2

憶円を使い実行する政府。この費用には

警備費は含まれていないとのことで、当

然最終的には大幅増になる事は火を見る

より明らかだ。 

 加えて、G７の中では一番コロナの疾患

率の高い日本。患者数の数え方に問題が

あったとのことだが、その数が影響した

り、また煩雑な入国手続きにも問題があ

ったため、外国からの観光客は低迷を続

けた。さてそれではと、6月に訪日外国人

を一日 2万人に増加し多少規律も緩めた 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

ボランティア初日は参加者なし→8 月 12

日にかけての大雨で土砂崩れが発生した

青森県外ヶ浜町では、現在も国道 280 号の

通行止めが続き、自宅が被災した 22 人が

避難生活を続けている。8月 24 日は、災害

ボランティアの初日だったが参加者がお

らず、町の職員が復旧にあたった。地区で

は現在も 22 人が避難生活を送っており、

一日も早い復旧のために外ヶ浜町は災害

ボランティアへの参加者を強く要望。 

病院の耐震不備→厚生労働省が昨年9月に

実施した全国 8222 病院の調査で、震度 6

強以上を想定した基準を満たしていなか

ったり、耐震性が不明だったりする施設が

21.3%に上ることが分かった（8月 26 日）。

うち地震発生時の医療拠点となる災害拠

点病院と救命救急センター（対象771病院）

は、施設内の一部建物に耐震性がないのが

5.4%だった。国は 20 年度末までに病院全

体の耐震化率を 80%まで引き上げる目標を

掲げていたが、新型コロナウィルス流行の

影響などで遅れている。 

ウクライナ避難学生が伝承館訪問→ロシ

アによる侵攻を受け、ウクライナから長崎

に避難した大学生ら12人が福岡県を訪れ、

浜通りの復興の状況を視察した。学生らは

8月 25 日県内入りし、震災の遺構や放射能

の研究施設などを巡り、26 日は、双葉町の

東日本大震災・原子力災害伝承館で震災に

ついて紹介する展示物やパネルなどを見

学。長崎原爆や福島第 1原発事故とチョル

ノービリ原発事故との科学的な比較や福

島の復興の現状について学んだ。 

 

＜社会ニュース＞ 

熟年離婚、2割超→2020 年に離婚した夫婦

のうち、同居期間が 20 年以上の夫婦の離

婚、いわゆる「熟年離婚」の割合が 21.5%

に上り、統計のある 1947 年以降で過去最

高になったことがわかった（厚生労働省、

8月 24 日公表）。割合は約 70 年間、上昇傾

向にある。90 年の 13.9%と比べても約 1.5

倍に増えた。離婚件数全体においては、結

婚した夫婦の3組に 1組は離婚する計算に

なったということだ。 

タクシー業界で増える女性運転手→コロ

ナの影響による乗客の減少や慢性的な運

転手不足という課題を抱えるタクシー業

界で、いま女性のタクシー運転手を活用し

ようという動きが広がっているそうだ。女

性目線を生かして「運転」と「観光」を組

み合わせた新サービスを始めた会社が増

えているという。例として、駅で客を乗せ

ると、目的地も聞かずに走り出し、到着し

たのは近くの有名公園。そして、客と一緒

に歩き始め名所を説明案内。タクシー運転

手とツアーガイドを掛け持ちする二刀流

である。 

が、7 月の統計ではたったの 14 万人で、3

年前の同期約 300 万人にははるかに及ばな

かった。 

 今や観光客が他国に流れる『ジャパン・

パッシング』を懸念する声もあり、この程

度の緩和では大した変化はなかったのだ。

それまで外国人客の 8 割を占めていたのは

中国系の人たちだったが『ゼロコロナ』を

掲げている中国からのお客さんはまだまだ

期待薄との見方は強い。 

 更には航空券の高騰でツアー代金も上が

っており、現在は富裕層が多いため、コロ

ナ禍前に多かった個人旅行を好む層は、韓

国、タイ、欧州を選ぶと言われている。 

 そんな世相の流れを受けて、政府は 9 月

７日からは一日 2 万人から 5 万人に入国者

数を増やし、また規制も更に緩和すると 24

日に発表された。大いに期待したいが、は

てさてどのくらいの変化が見られるか甚だ

疑問である。 

ビクトリアから日本行の団体旅行 

 ビクトリア市内にあるアートギャラリー

がバックになって、毎年行っていた日本行

のグループツアーがあるのだが、この秋 3

年振りに再開することになった。それを受

けて先日筆者は、日本社会の最新事情や見

どころ紹介の講演を行った。 

 旅行者たちはギャラリーのサポーターた

ちが主で、色々な面で余裕のある人々のた

め、費用も旅程も超豪華。立ち寄る先は各

地の美術館、窯元、着物の染め物工房、瀬

戸内海の島々に点在するアート展巡り等な

ど。当然ながら有名な観光地にも脚を伸ば

すため、二週間のスケジュールは目一杯の

てんこ盛りである。 

 緻密に組まれた訪問先をくまなく理解す

るために、出発前に日本の芸術史、政治史

を中心とした講義が 4 回に渡って行われ

る。加えて 20 人の旅行者たちを前もって知

ろうとの試みとして、有志の家でポットラ

ックも 2，3回開かれ、準備万端整えての出

発である。 

 事前に日本を知り、行って体験し、戻っ

てからは余韻を楽しもうとする意気込みが

ひしひしと感じられる。 

 とは言え、何と言ってもコロナと言う今

まで人類が体験した事のない社会事情の中

での旅行である。つつがなく全員がビクト

リアに戻って来ることを願わずにはいられ

ない。 
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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(3) 

 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。 

フィッシュ & チップス： 

1. Barb’s Fish N’Chips 

2. Red Fish Blue Fish 

3. Finest At Sea 

（脂ぎっているが時にして食べたい） 

ハンバーガー： 

1. Bin 4 Burger Lounge 

2. Big Wheel 

3. TasteBuds 

（今や一食$20 を超える） 

ハッピー・アワー： 

1. Fireside Grill 

2. Go Restaurant + Launge 

3. Browns Crafthouse Vic West 

（サービスの良さがここでわかる） 

アイスクリーム： 

1. Beacon Drive-in 

2. Parachute Ice Cream 

3. Cold Comfort 

（青い空に青い海がよく似合う） 

インド料理： 

1. Dosa Paragon 

2. Sizzling Tandoor 

3. Vij’s Sutra 

（たいてい混んでいるのが難点） 

イタリア料理： 

1. II Terrazzo 

2. IL Covo Trattoria 

3. Romeo’s 

（ピザばかりがイタリアンではない） 

メキシコ料理： 

1. Café Mexico 

2. Kattia’s Kitchen 

3. Tacofino 

（あの豆が口に合わない日本人は多い） 

ピザ： 

1. Romeo’s 

2. Pizzeria Prima Strada 

3. 900 Degrees Wood- 

   Fired Pizzeria 

（具とチーズの量で 

測るべき） 

お寿司： 

1. Fujiya Foods 

2. Azuma Sushi 

3. Nubo Japanese 

   Tapas 

（味と安さで勝負か） 

＊次回、最終回 

 
Cooking for the Lazy: 

豆腐の卵固め  

 買ったままに冷蔵庫に保存していた豆

腐が古くなりかけている。または、半丁を

使って残りをタッパーに入れたが腐りそ

うな気配、と豆腐を救いたいときの手段の

一つをご紹介。面倒でも作っておけば、あ

と 1週間は持つこと間違いなし。これまた

腐りそうな気配を感じれば、キツネのよう

に甘辛く煮れば、また 1週間は持つ。豆腐

も救われてうれしいことであろう。 

〔材料：10in フライパン分〕豆腐(300g,

約 3/4 丁)、卵(3 個)、みりん(大さじ 1)、

砂糖(大さじ 1/2)、塩(小さじ 1)、サラダ

油(大さじ 1/2)、ネギ(1 本)、天つゆ（濃

いめ） 

1. 豆腐は雑にちぎってからよく水を切

る、こん棒で叩いてつぶす． 

2. ネギは小口切りにし、天つゆを人数分

用意する． 

3. ボールに卵を割り入れ、みりん、砂糖、

塩を加えてよく溶く． 

4. 3 に 1 を入れて全体が均等になるよう

によく混ぜる． 

5. フライパンに油を熱し、4を流し入れる．

フタをして中火で蒸し焼きにする． 

6. 5 の表面がしっかり固まったところ

で、ひっくり返し、別面を 3分ほど焼

き火を切る． 

7. 切り分けてネギと天つゆを添える． 

 

ためになる名言 

  オリビア・ニュートン＝ジョン 

歌手、女優 

私の最も大切な財産はものではなく、大

切なのは友人であり、家族であり、動物

である。 

今こそ多くの人たちに自信をもって言え

る、負けないと思う気持ちがいちばん大

切だと。 

（がん闘病にて）今は毎日が贈り物。 

私にとっては予想される余命とか、同じ

病にかかった前の人がどれくらい生きた

かとか、そういうことは一切知らないほ

うが精神的に良い。だから知りません。

聞かないことにしています。 

私はどんな困難に直面しても、いつも物

事のプラス面にフォーカスするようにし

ています。 

（がんの症状緩和について）大麻は癒や

しの植物で、慢性的な病気や痛みを経験

しているすべての人が入手できるように

すべきものです。 

（参考：Wikipedia） 

〔Dame Olivia Newton-John：1948-2022

年、イギリス生、オーストラリア育ちの

歌手、実業家。ケンブリッジに生まれ、

父はケンブリッジ大学のドイツ語教授。5

歳の時に父がオーストラリアの大学に移

り、家族とともに移住。1970 年代から

1980 年代半ばにかけて数多くのヒット

曲を出し世界的な人気を博す。以後はレ

コーディングやコンサートの会社運営、

自社ブランドのオーナーなど実業家とし

て多方面で活躍、乳がんを患ってからは

がん治療の啓発活動家としても広く知ら

れた。そうした活動が認められ、オース

トラリア勲章、大英帝国勲章を受章し、

日本でも旭日小綬章が授与されている。

女優としては 1978 年のミュージカル映

画『グリース』でジョン・トラボルタと

共演。興行成績は大成功を収めた。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●8 月 27(土)&28(日)、9 月 2(金)-5(月)日：2022

年度グリークフェスト．詳細は、

www.greekfest.ca 

●9 月 3(土)-5(月)日：Saanich Fair Grounds

にて、Saanich Fair 農業祭．詳細は、

saanichfair.ca 

●9 月 2(金,8am-8pm)-4(日,8am-6pm)日：

Victoria インナーハーバーにて、恒例第 43 回

クラシックボート・フェスティバル．100 艘を

超えるボートでいっぱいになるダウンタウンハ

ーバー．詳細は、www.classicboatfestival.ca 

●9 月 9(金)、10(土)&11(日)日：Esquimalt、

Bullen Park にて、Esquimalt 消防署主催、恒例

第 10 回リブフェスト．ビッグリブ BBQ、クラフ

トビア、ライブミュージック、キッズゾーン、

フリーゲーム、フリーアドミッション． 

詳細は、www.esquimaltribfest.com 

 

【夏も終焉、サマー・マーケット情報】 

★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、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． 

★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 

★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 
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る伯父に引き取られます。田舎から都会

へ、ドレスメーカー専門店ビルの地下の従

業員部屋で伯父と一緒に生活することに

なりました。初めてみる煌びやかなドレ

ス、アナは毎日それを見て育ち、ドレスの

デザインを一人独学することになります。

 一方、ドレスメーカーの社長の一人息子

アルバートは、アナと歳も違わず、お互い

幼少のころからビル内での遊び友達とな

り、それが発展してお互い愛し合うように

なります。しかし、社長の息子と労働者の

姪という社会クラスが異なる交際をアル

バートの父は決して認めず、アルバートを

イギリスの学校に追いやります。 

 こうして引き裂かれた二人でしたが、ア

ルバートが学校を卒業し故郷のスペイン、

マドリードに帰還、7年後に再会のときがや

ってきます。アルバートがイギリスで在学

中、アナに毎日のように送った手紙は伯父

により配達時に取り上げられており、アナ

はアルバートが手紙を書いてくれたとは

露知らず。それによりアルバートとの関係

はすでに終わったものと思いつつもアナ

はアルバートを想う毎日でした。 

 そのころ、アナはお針子として店で伯父

の下で働いていました。お針子からデザイ

ナーにという夢を追いつつ。目的に向かっ

て頑張るうちに、アルバートも忘れられよ

う、という思いでした。 

 そこに学業を終えたアルバートが帰っ

てきます。同時に、アルバートの父が経営

難で自殺します。途方に暮れるアルバート

に、彼に恋をするお金持ちの令嬢クリステ

ィーナとの結婚が持ち上がり、店や従業員

たちを救うために、アルバートはその結婚

を決意するのでした。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛9 月 24 日(土)、1-2pm：1216 N Park St.、

Compost Education Centre にて、「Fun with 

Fungi(菌、堆肥（たいひ）」生ゴミ処理のしく

みを知るワークショップ．親子で参加．詳細は、

compost.bc.ca 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【映画感想会】 

Ｖｅｌｖｅｔ 

邦題：「ベルベット」 

スペイン、2013～2016 年（4 シーズン）、

出演：ミゲル・アンヘル・シルベストレ、パウ

ラ・エチェバリア、マヌエラ・ベラスコ、他 

By 見聞録実行員 No.3

 スペイン発の愛と憎しみの成功物語で

す。スペイン製作の映画などは国際的なイ

ベントで割に紹介されていますが、TV ド

ラマシリーズとなるとなかなか見かけま

せん。このドラマは、スペインでヒットし

て世界に広がったためビクトリアライブ

ラリにもしっかり到着、その海外作品コー

ナーでこの DVD を発見したわけです。ここ

に陳列されているからにはおもしろいに

違いない、と思い借りて観ました。 

 そしてそのとおり、すっかりハマってし

まいました。韓国ドラマのように「愛と憎

しみ」をテーマにしたドラマは多すぎるほ

どありますが、舞台がスペインとあってそ

れなりに特徴があります。「愛と憎しみ」

というテーマは古今東西、これなくしては

面白くなく、勧善懲悪で最後は正義が勝

つ、という痛快さあってこその「愛と憎し

み」です。「憎しみ」は「愛」のためのド

ラマを面白くするスパイス、これなしには

味気ない仕上がりとなります。 

 ともあれ、言いたいことは通常の「愛と

憎しみ」系ドラマのなかでは、断トツの出

来栄えです。スペインを越えて世界に広が

ったワケがわかるというものです。そし

て、さすがフラメンコの情熱の国、愛と憎

しみのレベルも断トツです。とはいえ、残

念にもフラメンコのシーンは全くなしで

した。 

 それにしても、人間というのは悪い人は

とことん悪く、良い人の足を引っ張りま

す。世の常というのでしょうか、悲しいこ

とですが、それでも人は生きていかねばな

りません。「過去は過去」というセリフが

多いのですが、なにかと学ぶ歴史に残りそ

うなドラマです。 

 さて、そのストーリーです。舞台はコ

コ・シャネルが活躍していた 1950 年代の

スペインです。幼くして母を亡くしたアナ

は、大手ドレスメーカー専門店「Velvet」

でマネジャーをしている唯一の身内であ 
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（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】今年の夏がいよいよ終

わります．雨が全くというほど降らなかったため、

また昨年のような大きな被害をもたらす大雨が降

るのではないかと懸念しています．降れば降った

でものすごい降り方ですもんね．昨年はマラハッ

ト峠の道路が壊れました．マラハットで思い出し

ましたが、昨年にできたらせん状のマラハットタ

ワーに一度行こうと思いつつ、まだ行っていませ

ん．5時以降は25%オフであるそうですが、安いと

なると客が多くなるので、人混みを避けたい気も

します．といいつつ、ここ数年のコロナ禍で出不

精になってしまったというのが真相です． 

 

ちょっと一言 
●夏もそろそろ終わり、いつもこの時期に

キッチンにフルーツフライが飛び交う。ど

こから入ってきたのやらだが、シンクの排

水溝の中などに巣をつくるらしいのだ。こ

れを一掃する方法を昨年に知り、大成功だ

った。それはお酢とディッシュソープを混

ぜて水で薄めた液を容器に入れておくだ

け。翌朝、中をみると、表面真っ黒にフル

ーツフライの死骸が浮いている。 

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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