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タバコ一本、刺傷のもと 

 8 月 31 日水曜日の午後 2 時頃、Rock Bay 

Ave.(+ Gorge Road East)の商業エリアの

人混みでナイフによる刺傷事件が発生。 

 そのとき被害者は外で一服とタバコを

ふかしていた。そこに見知らぬ男が現れ、

タバコを一本くれ、と要求した。被害者が

断ると、男は持っていた包丁で被害者の胸

を刺した。男はその後逃げ去ったが、被害

者は自分のスマホで男を撮った。また、近

くにいた人たちが警察に通報した。 

 警察が現場に到着後、近くで容疑者とみ

られる男を発見、男に近づいた。男は喚く

などして警察に対抗、ナイフを振り回すな

ど手に負えなくなったため、別の警官がテ

イザーガンで男を撃った。かくして男は逮

捕され、留置所の前にまずは病院に送られ

精神検査を受けた模様。 

 

スクリーム  

 9月 1日木曜日の午前3時頃、Esquimalt

は Bryden Court の 600 ブロック付近に住

む女性がその寝室でスヤスヤと就寝中、ふ

と目を開けると見知らぬ男が立っていた。

びっくりと恐怖で大きな悲鳴をあげた。す

ると懐中電灯を手にした男はその悲鳴に

びっくりして逃げ去った。 

 女性は警察に通報、警察は男の跡を追っ

たが、残念無念、男を発見できず。 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

ようこそ、オルカ   

 9月2日金曜日の朝10時頃、Victoria の

Inner Harbour に稀な客。それは 5 頭のオ

ルカたち。Delta Hotel の近くで泳いでい

るのが目撃された。その後、5頭は Johnson 

St. 橋に向かった。近くでセーリング中の

ボートや水上飛行機はオルカ達に道を譲

るため、動きを一時停止した。なんたって

カナダが誇るオルカさまである。 

 5頭は Inner Harbour 付近を 30分ほど遊

泳したあと、広い海へと向かった。 

 当時、その付近にいてこれら 5頭のオル

カを見られた人はこの上ない幸運であっ

ただろう、と旅行関係者はコメント。 

 

カーディーラー詐欺 

 8 月 27 日土曜日、カーディーラー（車販

売店）で詐欺を試みた男が逮捕された。こ

の日の詐欺は失敗に終わったものの、この

逮捕でそれまで 85 件もの詐欺を働いてい 

 

たことが発覚した。 

 被害に遭う前に詐欺と見抜いたのは

Douglas St.3000 ブロック付近にあるカー

ディラー。客としてやってきた男は、車購

入の際、不必要に$50,000 以上のファイナ

ンシグを申し込んだ。不審に思ったスタッ

フはすぐに警察に連絡した。$50,000 を受

け取り次第すぐに行方をくらますという

計画であったに違いない。 

 男は BC 州で指名手配中の詐欺師であ

り、Abbotsford 在住。詐欺行脚で Victoria

にまで来ていた、ということだ。現在

Victoria 警察の留置所にいる。 

 

スピーディテスラを追跡 

 9月1日木曜日の午後4時頃、Cedar Hill 

X Rd.と Shelbourn St.近くで、危なっか

しい運転をしているテスラを発見、

Saanich 警察はテスラを追いかけた。パト

カーはテスラのドライバーに停止するよ

う求めたが、テスラはなお走り続けた。赤

信号を無視、他の車を妨害するなど自暴自

棄に突っ走った。 

 クレイジーなテスラを追いかけるもの

のパトカー自体も交通妨害また人命に関

わる危険を与えるため、パトカーは遠慮気

味に運転しつつテスラを追いかけた。 

 終わりは必ず来る。パトカーがテスラに

追いつく前に、テスラは前方で待機してい

た 1 台の Oak Bay 警察パトカーと 2 台の

Saanich 警察パトカーに激突して停止し

た。現場は Gordon Head Rd.(Campus Cres.

近く)。 

 Greater Victoria 緊急レスチームや警

察犬チームも加わり、テスラ・ドライバー

を逮捕した。 

 テスラでクレイジー運転をした原因は、

薬物使用でハイになっていたとみられる。

逮捕後、ドライバーは病院に送られた。チ

ャージについては捜査中（9月 4日現在）。

 

車でジャンプした男女 

 車の屋根でジャンプし、その損害は

$5,000 相当。こんな被害をもたらした男

女を警察は捜査している。男女の様子は近

隣ビルの監視カメラにしっかりと収めら

れていた。 

 ときは 9月 1日月曜日の午前零時前、と

ころはダウンタウン、Courtney St.にある

ビジネス。20 代とみられる男女がふざけ

ながら近くに駐車していた車の屋根に上

りジャンプを繰り返した。車の屋根は当然

凹む。 

 監視カメラがそこにあるとはつゆ知ら

ず。あとに大きなお仕置きが待っている。

カメラは実に細かく男女を捉えていた。男

はスケートシューズに「Slayer」のロゴ入

り Tシャツ、女は黒のタンクトップに両側

に金のストライプが入ったショートパン

ツ、そして白いバッグ。こんな格好をした

人は多くはいない。逮捕も時間の問題。 
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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. 

物価高 

ペイが上がれど 

同じだわい 
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カナザワ、フェーン現象→台風やフェー

ン現象の影響で、日本海側の石川県は猛

烈な暑さとなっていて、金沢では観測史

上最高の 38.5 度を記録した。これは 120

年前の 1902 年 9 月 8日の記録に並ぶ。 

100%、メロンテイスト→キリンビバレッ

ジ（東京）が販売するメロン味のミック

スジュースについて、消費者庁は、原材

料の大部分がメロン果汁であるかのよう

なパッケージ表示が景品表示法違反（優

良誤認）に当たるとして、同社に再発防

止などを求める措置命令を出した（9月 6

日）。実際のメロン果汁は 2%程度しか使用

していなかったという。対象となったの

は、2020 年 6 月-22 年 4 月に「トロピカ

ーナ 100%まるごと果実感メロンテイス

ト」（900ml、税抜き 250 円）。 

国際線予約が急増→新型コロナウィルス

対応の水際対策が 9月 7日に緩和される。

日本入国の際に求めていた陰性証明をワ

クチンの 3 回目接種証明で代替できるよ

うになる。航空業界では早くも国際線の

予約件数が増加するなど期待が高まる一

方、訪日外国人観光客の動向は現時点で

鈍く、さらなる緩和を求める声も上がっ

ている。 

 

 

 

 

 

タレント議員 

By ヨシダ 

 今に始まったことではないけれど、最

近のニュースにおいてはやたらと「タレ

ント議員」が話題になっている。ガーシ

ーに元おニャン子クラブの生稲晃子サン

とか、よい話題でなくて専ら悪い話題。

どちらについても全く知らない人物。天

から降りてきたわけでもなく、日本に住

んで TV でお目にかかれない以上、どうい

う人なのか、何をしている人なのか、さ

っぱりわからない。ならば、ネットで調

べればわかるのだろうが、その気も起こ

らない。タレント業で人気が低迷して生

活に困ったあげく、国会議員になって人

気を取り戻しかつ公費からでる通常の会

社員のそれとはかけはなれて高い給料も

チャッカリと頂きたい、そんな浅はかな

考えの持ち主だと決めてかかり、全く申

し訳ないけれども、バカにしてしまう。

仕方ないけど、やっぱり尊敬も期待もな

いのである。 

 それでも彼らは選ばれた。世の中、本

当にわからない。アメリカでトランプが

選ばれたことも腑に落ちなかったが、ト

ランプ支持の熱狂的な人たちがあれだけ

いることを垣間見て、選ばれたことは選

ばれたんだ、と一応納得したものだ。 

 生稲サンにおいては最近知ったことだ

が、68 万票もあったとか。日本で 68 万人 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

明治に植樹、台風に倒れる→9 月 6 日、大

型で強い台風11号は日本海を北東に進み、

兵庫県に接近。朝来市の東河小学校では、

校庭のセンダンが倒れた。校歌にも登場す

る同校のシンボルで、かつて児童らが根周

りの土壌を改良し、樹勢を回復させるなど

してきただけに、学校関係者や住民らはシ

ョックを受けている。1909（明治 42）年に

植樹され、89 年には県の郷土記念物にも指

定された。 

台風にあおられ 13 棟燃える→9 月 6 日午

後、長野市の住宅からの出火が、台風 11

号に伴う強風にあおられて住宅など 13 棟

が焼け 9 棟が全焼した。消防車 18 台が出

て消火にあたった。長野市は正午過ぎに最

大瞬間風速 15.2m を観測した。被害者によ

ると「（火元の家と）そんなに距離が近い

わけではないので、類焼することはないと

思っていた」と肩を落とす。 

東日本大震災とドローン→東日本大震災

の発生からまもなく 11 年半を迎える。岩

手県田野畑村では 9月 6日、ドローンを使

った警察などによる行方不明者の捜索が

行われた。田野畑村ではいまだ 15 人が行

方不明となっており、人が入ることができ

ない岩場などが多いことから、ドローンに

よる捜索に頼っている。 

 

＜社会ニュース＞ 

通行人、連携プレー→路上で女性からバッ

グをひったくろうとしてけがをさせたと

して、千葉県警は無職男（29）を強盗致傷

容疑で現行犯逮捕した。逮捕できたのは、

自転車で逃走する容疑者を目撃した3人の

通行人による「連携プレー」のおかげ。容

疑は 9月 4日午後 5時半頃、路上を歩いて

いた女性（58）の背後から自転車で近づき、

追い抜きざまに手提げバッグを盗もうと

して女性を転倒させた。現場を目撃した通

行人の男性（52）が、自転車で逃げる容疑

者を走って追いかけたが、追いつけなかっ

た。しかし、その様子を見ていた車を運転

中の男性（37）が、後を引き継ぐように容

疑者を追跡。近くの公園に逃げ込もうとし

たため、車の男性は自転車で通りかかった

別の男性（76）に「ひったくり！」と知ら

せ、自転車の男性が事件現場から約 100m

離れた公園内で容疑者を取り押さえた。 

円安が止まらない→9 月 6 日、外国為替市

場で円相場が一時 1 ドル＝142 円台まで下

落した。6 日の午後 3 時に 141 円台を記録

したばかりで、1998 年 8 月以来、24 年ぶ

りの円安水準に歯止めがかからないとい

う。市場関係者は「最近の鈴木財務大臣の

発言を見ても政府・日銀が為替介入など具

体的な対応を要するほどの懸念を示して

いないことが円売りの材料となっている」

と分析する。 

もの人たちが彼女を支持したのだ。何を政

治的に期待して彼女を選んだのかさっぱり

わからないが、元おニャン子クラブのファ

ン（多くが男性）たちがこぞって一票を入

れたとなれば納得できる。そうして国会は

かつてのアイドルを見れる芸能舞台と化し

てしまった。ちなみに生稲サンは金色の派

手なドレスで登場し、アイドルと勘違いす

るな、と早くも方々から叩かれている。先

が思いやられる。  

 こういう人が国会議員になるなり、朝に

公用車で迎えがきて、「先生」と呼ばれるら

しい。どこが先生？そもそも政治家が「先

生」と呼ばれること自体、理解できない。

「先生」は教壇に立つ学校の先生だけで十

分だ。国会議員が何を教えてくれるという

のだろう。逆に国民に教わってそれを実用

するのが政治家でないだろうか。 

 ともあれ、彼らは何を掲げて国会議員に

なったか。生稲サンについては、スピーチ

もできない、自分の言葉で語れない、部下

が用意した文面を読むだけ、という「無能」

ばかりがニュースとなっている。ここまで

できなくても国会議員のイスになお居座

る、というところはタレント業から唯一培

った「しぶとさ」の力であろう。 

 以上、すごくこき下ろしてしまって、ち

ょっと罪悪感。 

 さて、ガーシー。この人はだぁれ。本名

は東谷義和(ひがしたによしかず)サンとい

い、芸能人のプライベートの暴露系

YouTuber として一躍有名になったとか。悪

を「暴露」ならなかなかよろしい、そうや

って日本の悪を暴いてほしい、と少し期待

したのは束の間。当選するなり、もう国会

を欠席、というニュース。理由は、なんで

も詐欺容疑がかかっていて在住のドバイか

ら日本に帰れない、とか。情けないような

理由である。そいうことになるなら、初め

から国会議員に立候補するな、と言いたい。

「先読み」能力がなければ議員の資質もあ

りゃしない。 

 同じタレント、というか芸能界出身でも、

ウクライナのゼレンスキーは実に立派。元

は俳優でも、TV 会社を自ら創立したし、な

んといってもロシアが侵攻してきたとき

に、泣かず、ひるまず、逃げ出さなかった。

そして、立ち向かった。生まれては初めて

「Brave(勇敢)」な人を見る思いである。 

 もし、ロシアが日本を責めてきたらどう

なるか。今のところ、日本の政治家、とく

にタレント議員は国民をよそに一目散に逃

げる、という悲しい想像が頭をよぎる。 

元アイドル、 

   歌手、 

そして 

  参院選 
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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(4) 

 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。 

健康食品店： 

1. Lifestyle Markets 

2. The Vitamin Shop 

3. Whole Foods 

（この物価高でどこまで高いか） 

ペットストア： 

1. Bosley’s by Pet Valu 

2. Bukerfields 

3. Pet West 

（金魚を観に行く） 

家電ストア： 

1. WestCoast Appliance Gallery 

2. Trail Appliance 

3. Home Depot 

（取り付けもやってくれるところが一番） 

カーペット・クリーニング： 

1. Luv-A-Rug Services Inc. 

2. Happy Carpet Cleaners 

3. Citrus-O Carpet Care 

（上履き持参でお願いします） 

IT テクサービス： 

1. Mother Computers 

2. Simply Computing 

3. Priority 1 Computer Service 

（ER と同じくらい重要である） 

オフィス品、文具店： 

1. Monk 

2. Staples 

3. innov8 Digital Solutions 

（いつも気になる Monk と文具の関係） 

旅行会社： 

1. Departures Travel 

2. Expedia Cruises- Mt. Doug 

3. Marlin Travel 

（最近は縁がない） 

アイランド・リゾート： 

1. Kingfisher Oceanside Resort & Spa 

2. Wickaninish Inn 

3. Oak Bay Beach Hotel 

（これまた縁がない） 

ジム・フィットネス： 

1. Annex Fitness 

2. Saanich Common- 

   Wealth Place 

3. Oxygen Yoga & 

   Fitness Victoria 

（そこへ出かけるだ 

けのエネルギーがな 

いとなると……） 

 
Cooking for the Lazy: 

カリフラワー・グリルド・チーズ  

 新学期が始まった。学童期の子供がいる

家庭ではグリルド・チーズ（ホットチーズ

サンド）がよく作られるのではと予想す

る。TV コマーシャルでも、そのチーズ宣伝

が目立つ（例：Kraft のスライスチーズな

ど）。大人にとっては、チーズは好きでも

パンがカーボでちょっと気になる。そうい

うとき、パンの代わりにカリフラワーで作

ったライスベースでグリルド・チーズ。 

〔材料：カリフラワー1/2 個分〕カリフラ

ワー(1/2 個,砕いて米粒状にして約 4C)、

卵(2 個)、小麦粉(大さじ 3)パルメザンチ

ーズ(1/2C)、オレガノ(スパイス,小さじ

1/2)、塩＆こしょう少々、スライスチーズ、

サラダ油(大さじ 1/2)  

1. カリフラワーはよく洗い、水分を拭き

取ってから古株に切り分け、プロセッ

サーにかけて米粒状にする． 

2. ボールに卵を割り入れ、小麦粉、パル

メザンを加え、オレガノ、塩＆こしょ

うをふりよく溶く． 

3. 2に1を入れて均等になるよう混ぜる． 

4. フライパンに油を熱し、2の混ぜ物を

1/4C ほど落とし丸く平べったく形を

整えて並べる． 

5. 4 がこんがりと焼けたらひっくり返

し、その上にスライスチーズをのせ

る．別のカリフラワーの焼けた一枚を

チーズの上に乗せてサンドイッチに

する． 

6. チーズが溶けたら皿に移す． 

7. 焼いたカリフアワーパンは冷凍し、ト

ースターで温めて食べられる． 

ためになる名言 

  ミハイル・ゴルバチョフ 

元ソ連最高指導者 

自分の間違いを認めることは非常に難し

い。しかしそれをしなければ先には進め

ない。 

危機とは、人生に向き合っていない者に

待っているものだ。 

いままで使ってきた方法や手段で今後も

問題を解決できると思っているとしたら

その考えは甘いと言わざるを得ない。 

お互いを潰し合うような不道徳な計画を

立てるぐらいなら私は議論に議論を重ね

合いどこまでも話し合うことを選ぶ。 

今やるべきじゃない？じゃあいつやる？ 

政治指導者は、まだ力による解決が可能

であると考えている。しかし、それでは

テロの問題を解決することはできない。

こうした古い考えはテロの温床であり、

我々はそれと戦わなければならない。 

困難を極め、痛みを伴うだろうが、民主

主義はロシアで勝利を収めるだろう。ロ

シアが完全な独裁に向かうことはないだ

ろうが、独裁主義に陥ることはあり得る。 

握り締めたこぶしでは、握手はできない。 

（参考：Wikipedia） 

〔ミハイル・セルゲーエヴィチ・ゴルバ

チョフ：1931-2022 年、旧ソ連スタヴロ

ポリ地方生。ソビエト連邦及びロシアの

政治家。両親は集団農場の労働者で、貧

しい家庭で育つ。スターリンの支配下、

集団農場で働いた後、共産党に入党。モ

スクワ大学在学中の 1953 年に同級生の

ライサ・ティタレンコと結婚、1955 年に

法学博士号を取得。1985 年にソ連のトッ

プとなり、ソ連を世界に開くとともに、

国内でもさまざまな改革を行った。一方、

ソ連のゆるやかな崩壊を止めることはで

きず、現在のロシアの誕生につながった。

外交面ではアメリカと軍縮条約を結ぶな

ど、1991 年の冷戦終結を導いた人物とし

てノーベル平和賞を受賞。母がウクライ

ナ出身ということもあり、今年 2月勃発

したロシアによるウクライナ侵攻に心を

痛めていた。8月 30 日死去、享年 91 歳。〕 
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【イベント、フェスティバル】 

●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．ワールドクラスのビッグ

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 

●9 月 10 日(土)、11am-3pm：Topaz Park(Topaz 

Ave. & Finlayson St.& Blanshard St.)にて、

ワンディ・アウトドア・コミュニティ、フリー

イベント．ファミリーファン．ライブミュージ

ック、キッズゾーン、ミニゴルフ、ゲームなど

ローコスト BBQ あり． 

【BC 州新祝日】 

Sept 30, Friday, 

Truth & Reconciliation Day 
カナダ連邦政府が 2021 年 6 月に 9 月 30 日を 

「真実と和解の日(National Day for Truth and 

Reconciliation)」として新しい法定休日に定める 

法案を可決 

例年 9 月 30 日のオレンジ色の衣服を身に着けて先

住民迫害の歴史を振り返ろうという「オレンジシャ

ツ・デー」は法案可決により、祝日となる（BC 州とマ

ニトバ州）。今年からは連邦政府管轄の連邦政府

事務所、銀行、郵便局など 9 月 30 日は休業となる。

ただし、アルバータ、サスカチュワン、ニューブラン

ズウィック、ケベック、オンタリオでは州の法定休日

とはしていない。 
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が、ここに来て、在庫も増え、大分落ち着

きを取り戻し、バランスのとれた市場にな

ってきました。最近では、リスティング価

格どころかアセスメントを下回る価格で

成約されるケースも多々見られるように

なってきました。何軒か物件を見て気に入

った物件にオファーを入れるという従来

のような形での物件探しが可能になって

きたのはよかったのではないかと思いま

す。無条件でなければ、なかなか入らなか

ったオファーも、通常のインスペクショ

ン、ファイナンシング等基本的な条件付き

でのオファーを入れられるようになった

のもバイヤーの方々にとっては朗報です。

 価格は下がってきても、金利が上がる傾

向にあるため、それなりの頭金がないこと

には、モーゲージを組むのが難しくなって

きています。しかし、かなりの数の物件が

プライスダウンになっているため、オリジ

ナルの価格では手が出せないような物件

でも、粘って値下がりするのを待ってオフ

ァーを出すというのも一案です。 

 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

をお探しの方はその旨ご連絡ください。 

☆☆☆☆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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（３２） 

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、7月に引き続きスロー

な展開となりました。7 月の売買件数の

510 件をさらに下回り、わずか 478 件ほど

の物件が取引されるのみとなりました。昨

年の 8 月の売買件数の 831 件と比較する

と、40％以上もの激減となりましたが、前

の月7月と比較すると6.3％ダウンと8月

の本原稿に記載した数値よりも、落ち込み

幅は縮小されています。 

 一戸建ての売買件数は、昨年 8 月に比

べ、30％以上の落ち込みとなり、わずか

249 件の物件が取引されるにとどまりま

した。コンドミニアムは、落ち込みは一戸

建てより激しく、148 件と昨年の 8月に比

べ 60％近くの減少となり、7，8 月は暦的

にも元来スローな時期ですが、昨年の夏が

異常に活気のある市場だったため、今年は

昨年とは著しく異なった夏の市場となり

ました。 

 8 月末の段階で、市場に出ている物件数

は、2132 件と、前の月とほとんど変わら

ない状況ですが、昨年の 8 月と比較する

と、90％以上の増加。昨年の同月に比べほ

ぼ倍近い物件が市場に残っている結果に

なり、金利の上昇、インフレの影響が反映

された月となりました。 

 価格的にはビクトリア中心部をベンチ

マーク値で見ていくと、昨年 8 月が

＄1,201,400 だったのに対し、今年の 8月

は$1,391,700 と、一年で 15％以上の上昇

となりましたが、前の月 7月の$1,433,400

に比べ、3％近く下がった結果となりまし

た。これに対し、コンドミニアムは、

$621,900 と昨年 8 月の$509,000 と比べる

と 20％以上の値上がりとなりましたが、

前の月 7 月の$639,900 と比較すると、こ

ちらも 3％近く下がる結果となりました。

 過去 2、3年の異常なまでの売り手市場 

 

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】9 月に入りました．2022

年も 3 分の 2 が過ぎたということで、残り 33%

となると実に短いですね．スマホのバッテリー

に替えて話すとバッテリーがあと 33%となると

当然チャージをします．という感じで残り 33%

となる9月はやはり落ち着かなくて当然という

ことになります．以上、どうでもいいことを考

えてしまう 9月です．同時に暮れにむけて焦り

出します．話は変わりますが、イギリスの新首

相、高級スーツを着るスナク氏を破り 400 円ち

ょっとのイヤリングを身に着けるトラス氏

に！というのが印象的でした．お金持ちのスナ

ク氏には物価高はわからないでしょうねぇ、国

民の気持ち．一方、トラス氏はロシアのウクラ

イナ侵攻にも強硬姿勢、ということで期待して

います．今は亡きサッチャー元首相は「鉄の

女」、トラス氏はなんと呼ばれるでしょうか． 

ちょっと一言 
●交差点の赤信号で「募金」のため待ち構

えているオジサン。そこは、たいてい土曜

のお昼前に用事がてら通過する交差点。一

度、たまたま、$5 紙幣が手元にあったの

で窓から差し出した。ニコニコと受け取ら

れこちらもうれしい。しかし、顔を覚えら

れたのか、その交差点で止まる度に駆け寄

って来られる。さすがに毎回はこちらも困

る。というわけでニコニコとノーと言っ

た。そしたら、「フンっ」という態度に一

転。おっし、これでカタがついた。 

【気
に
な
る
漢
字
】 

付
和
雷
同 

（ふ
わ
ら
い
ど
う
） 

う
わ
べ
だ
け
上
の
者

自
分
に
し
っ
か
り
と

し
た
考
え
が
な
く
、

他
人
の
言
動
に
す
ぐ

同
調
す
る
こ
と
． 

 

 
 

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 
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