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Oak Bay でひき逃げ  

 去る 9月 6 日火曜日の午前 10 時前、Oak 

Bay Ave.と Elgin Rd.の交差点で信号無視

したあげく、横断歩道を渡っていた 15 歳

少女に接触してそのまま逃げたドライバ

ーが逮捕された。ドライバーは 95 歳、事

故後現場を去ったことでチャージされ、ま

た信号無視の交通違反で$167 の罰金を科

された。 

 少女は、9月の学校新学期の第一日目の

登校中だった。この事故で病院に運ばれた

が、かすり傷程度で命に別状はない模様。

 

急な休日で子供をどうする  

 トルドー首相は、エリザベス英女王を追

悼するため、国葬が執り行われる 9 月 19

日月曜日を連邦政府の休日とすると発表

した（9月 13 日）。 

 そこで困ったのは子どもを持つ親たち

である。19 日は学校を含め全ての公的機

関は休日となる。が、その他の雇用主につ

いては、休日とするかは独自に判断する、

ということになっている。実際、多くの雇

用主は休日としないそうだ。そのため、チ

ャイルドケアが必要な幼い子を持つ親は

仕事にでなければならず、一時的に預かっ

てくれるチャイルドケア探しに奮闘して

いる。「追悼」の日は、親にとって「苦悩」

の日となる見通し。 

 

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 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【お知らせ】10 月 7＆17 日は休刊です 

 

 

スモーク・ブランケット   

 9 月 10 日土曜日、空気が曇りセピア色に

なっていたのは山火事の影響であると、カ

ナダ環境庁（Environment Canada）から空

気汚染の警戒報が出た。山火事が発生して

いたのは BC 州内陸とアメリカはワシント

ン州。両方の山火事で出た煙が風により西

へとあおられ、Victoria を含む Vancouver

島一体を覆った。  

 BC 州内陸の Hope で 9 月 8 日木曜日に発

生した山火事（65 ヘクタール）は、人為的

なものとみられている。ワシントン州では

カナダとの国境近くEverett南西部で大規

模な山火事が 2件（1,875＋1,494 ヘクター

ル）も発生している。 

 なお、この空気汚染で呼吸が困難な人

に、環境庁は防備にマスク着用は奨励でき

ないとする。代わりに換気のよい涼しい部

屋で過ごすなど、外出しないようにと呼び

掛けている。家にエアコンのない人は、図

書館などの公共施設やショッピングモー

ルに行くとよいとのこと。 

 

8 月の失業率  

 BC 州では先月 8 月の失業率が 4.8%へと

アップした。7月は 4.3%だった。カナダ全

国では 5.4%となっている。 

 Victoria 中心部の就労者人数でみる

と、7 月の就労者は 214,800 人、しかし 8

月は 213,800 人となった。減少が目立った

のは、公職だった。 

 

BC 州の大学授業料  

 カナダ全国の大学において、BC 州内の

大学がもっとも高いことが分かった

（Statistic Canada）。 

 2022-2023 年度の全国年間平均授業料

（フルタイム）は、大学で$6,834、大学院

で$7,437。前年より大学は 1.7%増し、大

学院は 2,6%増しであるそうだ。 

 BC 州内の大学院の高さは顕著で、平均

$9,994 と、Nova Scotia の$10,591 に次ぐ。

3番目はオンタリオの$9,385。 

 BC 州大学の平均年間授業料は、Nova 

Scotia の$9,328 よりはかなり低いといえ

ど、都心のバンクーバーに住んで大学に通

うとなるとその生活費（レントや食費等）

を加算した合計はNova Soctiaのそれをは

るかに超える。 

 一方で、勉学に励むところで一番安いの

はケベック州であるそうだ。平均年間授業

料は大学で$3,559、大学院で$3,582。 

 なお、言わずもがな、インターナショナ

ル・スチューデントの大学授業料はこの限

りではない。比べようもないほどに高い。

BC 州においては年間$32,909、オンタリオ

州では$45,242 と国内で一番高い。もちろ

ん、この額プラス生活費も必要である。別

件、人気のある MBA（Master of Business 

Administration）の取得には$53,227（全

国平均）もかかる！ 

 

ファイアーウッド・スキャム 

 West Shore 警察は、新種の詐欺につい

て警戒を呼び掛けている。それは「ファイ

アーウッド（薪）」のオンライン購入にお

いて、eTransfer で支払ったにも関わら

ず、ファイアーウッドが送られてこない、

というもの。 

 購入サイトは個人がセールできる

Facebook の Market Place。ここでは気軽

な取引が可能なため利用者が多い。今回フ

ァイアーウッドを購入しても届かないと

いうケースが 2 件あり、警察は詐欺とみ

て、セールをした個人を現在捜査中であ

る。個人によるセールは、リスクがあるの

で十分気を付けるようにと注意を促す。ま

た、支払をオンライン送金などにせず、直

接会って取引するようにとアドバイス。 
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悲しみを 

  こらえて 

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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国葬参列者、5時間→9 月 27 日に日本武

道館（東京）で行われる安倍元首相の国

葬をめぐり、国会議員に届いた案内状の

記載に困惑の声が上がっているそうだ。

国葬の会場内では献花終了までの5時間、

食事は禁止、飲めるのは給水所の水だけ。

関係者は「水だけで 5時間は、かなりし

んどい。欠席者が続出するのでは」と漏

らしている。 

全国旅行支援→政府は今秋にも、新たな

観光需要喚起策「全国旅行支援」を始め

る方向で検討に入った。もともと７月前

半の開始を目指していたが、新型コロナ

ウィルスの第 7波が急拡大し、先送りと

なっていた。 

シルバーウィーク→4月末から5月初めの

大型連休「ゴールデン」ウィークに、9月

の秋分の日と敬老の日の祭日が続く連休

の「シルバー」ウィークなど、連休が多

い日本。しかし、今年のシルバーウィー

クは、台風 14 号の影響で、大雨や暴風の

おそれがあり、楽しめなさそうな連休と

なる見通し。 

 

 

 

 

 

グレート・レジグネーション  

By ヨシダ 

 フランスで「働かない若者」が問題に

なっているというニュース記事を読ん

だ。フランスだけではない、この北米で

も同じではないか。人手不足で多くの店

が閉店するなど、今や大きな社会＆経済

問題となっている。今日（9月 9日現在）

のカナダのニュースでは、失業率が 5.2%

にアップしたとのこと。市内のあちこち

で「Help Wanted」や「Now Hiring」（求

人）の看板をみるのに、なぜ失業率がア

ップなのかナゾである。が、働きたくな

い人が増えた、ということで納得がいく。 

 それにしても、みんな生活があるのに

どうして働かないのであろうか。生活費

はどうやって出す？生活費に困らないほ

どにそれまで働いてお金を貯めたという

のだろうか。お金を腐るほどに貯めたな

ら別である（それこそ貯金の利子で暮ら

せるほどに）が貯金はいつか尽きる。お

金は日々流れよくしておかないと生活も

行き詰ってしまう、というのが持論であ

る。入ってくるお金と出ていくお金、バ

ランスよく、しかしプラスマイナス少し

プラス、という具合。 

 フランスでの人手不足はかなり深刻で

あるという。レストランではウェイター

だけでなく、シェフが足りない事態が起

きている。人が働きたくなくなった原因

の一つとして、コロナ禍をくぐったこと。

サービス業や保育従事者など、ロックダ

ウンの影響を受けた産業で多くが解雇の 

 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

今なお残るブルーシート→今年 3 月 16 日

に福島県内で最大震度6強を観測した地震

の被災地では、半年たった今も壊れた家に

住み続ける「在宅被災者」が少なからずい

る。業者の手が回らず工事が遅れているケ

ースがあるほか、公的な支援金だけでは修

繕費を捻出できない人もいるのが実情。震

度 6強を観測した同県南相馬市鹿島区、稲

穂の垂れる田んぼの隣にある木造2階建て

民家は、室内のあちらこちらの壁がブルー

シートに覆われている。 

住宅被害 6 万 5026 棟→宮城、福島両県で

最大震度6強を観測した今年3月の地震は

9月 16 日で発生から半年となった。申請を

受け付けた分の罹災証明書の交付はほぼ

終わり、住宅被害は両県で計 6 万 5026 棟

に上る。このうち 77%を国の応急修理制度

の補助対象外となる「一部損壊」が占めた。

南相馬市鹿島区の無職男性（62）は、最大

20 万円の補助金を申請しなかった。住宅業

者から基礎の造り替えが必要と言われ、多

額の費用がかかるために工事を断念。ずれ

た屋根瓦を戻し、手作業でガラスが割れた

窓をふさぐなど最小限の修繕でしのいで

いるという。 

福島の名湯→東日本大震災の被災地を応

援しようと、富山県富山市堀川小泉町の銭

湯「朝日湯」は 9月 17-19 日の 3日間、福

島県の名湯を日替わりで楽しむ「福島３大

温泉湯めぐり」を開く。同県の観光ポスタ

ーを飾り、特産品も販売。温泉の色や香り

をイメージした入浴剤を取り寄せ、17 日は

芦ノ牧温泉、18 日は飯坂温泉、19 日は岳

湯の雰囲気を楽しむ。 

 

＜社会ニュース＞ 

21 年度概算の医療費 44 兆円→厚生労働省

は、2021 年度に病気やけがの治療で全国の

医療機関に支払われた概算の医療費が、過

去最高の 44 兆 2 千億円だったと発表（9

月 16 日）。新型コロナウィルス感染拡大に

伴う受診控えで減少に転じた 20 年度に比

べ 2兆円の増加。伸び率は 4.6%だった。厚

労省は「コロナ関連費が増え、子どもの外

来受診が大きく伸びるなど反動も出た」と

分析した。 

100 歳以上、初の 9 万人超え→この 9 月 1

日時点で、100 歳以上の高齢者は去年より

4016 人増えて、9万 526 人となった（厚生

労働省による統計）。9 割近くの 8 万 161

人が女性。10 万人あたりの 100 歳以上の人

数が最も多いのは 10 年連続で島根県で最

少は33年連続で埼玉県。最高齢は1907年、

明治 40 年生まれの 115 歳で大阪府に住む

巽フサさん。特別養護老人ホームに入所

し、長生きの秘訣は「よく食べ、よく眠る

こと」という。100 歳以上は 52 年連続で過

去最多を更新している。 

対象となった。コロナ禍は労働者が自らの

キャリアや労働条件、長期的な目標や今後

の行き方を考え直すきっかけとなり、自分

の人生の「優先順位」を考え、人生のクオ

リティを下げるような仕事に就きたくない

と考える人が増えたというわけだ。よって

コロナ禍が一段落した今でも、元の仕事に

戻りたい、と思う人が減ってしまった。 

 以上の現象は北米でも同様、今や「グレ

ート・レジグネーション（大量離職：Great 

Resignation）」と呼ばれるに至っている。

多くの社員が自主的に退職する経済トレン

ドである。原因には、生活費上昇の中での

賃金低迷、仕事への不満、コロナ禍による

安全性への懸念、リモートワーク施策の充

実した企業への就職希望であるそうだ。要

するに労働環境がよりよいところを求めて

離職する、ということ。イヤイヤながら生

活のために働いている人たちからみれば、

なんと傲慢な離職であることか。もっとも、

これはホワイトカラーのインテリ職の一握

りの人たちのことであろう。 

 ともあれ、今を行くテスラとロケットの

イーロン・マスクでもない限り、会社に平

伏さなくてはならないのが現状である。自

分が置かれた環境を理解しつつ、余程のこ

とがない限りそこで自分なりに試行錯誤し

てその仕事に生き甲斐を見つける。これし

か、イヤイヤながらの仕事という現状を打

破する方法はないのではないか。  

 2022 年 9 月 8日、イギリスのエリザベス

Ⅱ女王が崩御。心から敬意を払いたい。女

王が女王になることを選んだわけではな

い。その環境に生まれて女王にならざるを

得ず、女王はそれを受け入れて 70 年その公

務を全うされた。その複雑な思いは、早く

退位すると息子チャールズが国王となり自

由が制限され負担が大きくなる、という言

葉に込められている（ずーっと前の記事よ

り）。息子のために自らを犠牲にした母とい

うものを女王に見た。だからといってイヤ

イヤながら女王の仕事は果たせない。そこ

を女王はその仕事を生き甲斐にも変えた。

「私は人生をかけてイギリスに奉仕した

い」エリザベス女王が 75 年前に語っていた

「女王になる覚悟」を成就された。 

 以上、言いたいことは「女王」だってな

りたくて女王になったわけではないこと。

しかし、現状を受け入れてそこから生き甲

斐を見出したこと。そうして素晴らしい一

生になったこと。実に象徴的存在だった。 

 崩御の日、Google サイトはいつもの華や

かなアクションがなくグレーだった。みん

ながその死を悲しんでいる。 
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★ こんなの見つけました ★ 

気になるタマゴ（１） 

 ゆで卵、オムレツ、卵焼き、ハンバーグ

のつなぎ、クッキー、ケーキ、そしてプリ

ンと卵の出番はひっきりなし。冷蔵庫に卵

があって当たり前、卵がないと不安になる

という人は多いはず。 

 しかし、そこで気になるのが「消費期限」

である。通常、買った日から 1ヶ月向うま

で大丈夫のはずが、いざ卵を割ってみると

卵黄膜がシワシワになっていてガックリ

すること多し。もちろんその状態で食べて

はいけないことはないが、そのままのナマ

より火を通せばもしかしての病気は防ぐ

ことはできよう。 

 ともあれ、一体全体、タマゴはどこまで

もつのか、と気になるところ。そんななか、

消費期限を超えて、それもその期限から

73 日を経過した卵を食べた男性（英国、

食料産業政策（Food Policy）の修士号を

取得）ここにあり。どんな胃を持っている

のかと話題になっている（7/19 配信 

Techinsight）。この男性は食品ロスを減ら

すために期限がどのくらい過ぎても食べ

ることができるのかを実験中だと言う。な

お、その卵はもちろんナマで食べたのでは

なく目玉焼きにしたそうだ。以下、その様

子のダイジェスト（随時 TikTok に報告）。 

 通常、卵は殻が付いたまま水の中に入れ

ると、新鮮な卵は沈んでいくが腐っている

場合には水面に浮かぶ。男性はこれを利用

し、今年 2月から 5月にかけて消費期限が

切れた卵 2個を毎日水に浮かべて腐って

いるかどうかの確認を行った。 

 そして消費期限が切れてから 73 日が経

過した日、1つの卵が沈まずに水面に浮い

た。両方の卵を割って中身を確認すると

「水面に浮いた方の卵は緑っぽいスライ

ム状になっていたが、面白いことに嫌な臭 

いはせず」と興味深い報告。完全に浮かな

かったほうの卵の割った状態を見て「見た

目は大丈夫」と判断し、その卵を目玉焼き

にして食べた。 

 男性は「とても美味しかった」と普通に

食べられたことを明かし 

ている。とはいえ、決し 

てマネをしないよう、お 

願したい。何と言っても、 

彼の胃はそうした食事で 

鍛えられている。 

 
Cooking for the Lazy: 

アップル＆スクワッシュ・クリスプ  

 秋に入り、秋深まる。新鮮なアップルが

お安く出回る季節。酸っぱすぎてハズレと

思ったときはこのクリスプでいこう。スク

ワッシュと相性バツグン、栄養価もぐーん

と高くなる。バニラアイスクリームを添え

て、秋のデザート。 

〔材料：9x9パン用〕アップル(Granny smith

など酸っぱいもの,3 個)、スクワッシュ

(butternut squash,皮をむき種とワタをと

りさりスライスしたもの,4C)、小麦粉

(1/2C) 、 オ ー ツ (quick-cooking oats, 

1/2C)、ブラウンシュガー(3/4C)、バター

(6tbsp)、レモン(1/2 個)、シナモン(ground 

cinnamon,1tsp)、塩少々 

1. アップルは縦に 4等分してから種を取

り除き、5mm にスライスする．レモン

汁を絞り、全体を混ぜる． 

2. ボールに 1とスライスしたスクワッシ

ュ、ブラウンシュガー(1/2C)、シナモ

ン、塩を入れ、さっくりと混ぜる． 

3. パンにパーチメントペーパーを敷き、

2を入れて平らにならす． 

4. 別の乾いたボールに小麦粉、オーツ、

残りのブラウンシュガーを入れて混

ぜる． 

5. 4 にバター（冷たいもの）を入れてナ

イフで切りながら混ぜる（バターが米

粒状になるまで）． 

6. 5 を 3 の上にふりかけ表面を平らにな

るようにならす（押さえつけない）． 

7. オーブン（350°F）に入れて、約 50

分、表面がこんがりとクリスピー、ゴ

ールデンブラウンになるまで焼く． 

 

ためになる名言 

   エリザベス・トラス 

イギリス新首相 

友人や同僚の皆さん、地球上で最も偉大

な政党である偉大な保守党を率いるため

に私を信じてくれてありがとう。 

私たちの信念が英国の人々と共鳴してい

ることを知っています。自由、自分の人

生をコントロールする能力、低税率、個

人の責任に対する私たちの信念です。そ

れが、2019 年にこれほど多くの人々が私

たちに投票した理由です。そしてあなた

の党首として、私は偉大な国中の有権者

に約束したことを実現するつもりです 

私は確信しています。われわれはやり遂

げます。必ず遂げます。 

私は率直に物を言う女性です。 

女性政治家が必ずサッチャー氏と比べら

れることに私はいらだちを覚えます。私

は私です。 

（トランスジェンダーためのトイレ男女

共用化などについて）私は男女別々の空

間を支持し、女性の権利を守ります。 

ロシア軍をウクライナ全土から押し出さ

なければなりません。 

（参考：Wikipedia） 

〔Mary Elizabeth Truss：1975 年、英オ

ックスフォード生。政治家、英国第 78

代首相。父は数学者で名門リーズ大学の

教授、母は看護師で教師。トラスの姓は

母方からとった。両親は左派的な考え方

を持ち、彼女が保守党から立候補した際

は、激しく批判された。母は同意したも

のの、父は否定したままである。オック

スフォード大学（哲学・政治学・経済学）

卒業後、シェルやケーブル&・ワイヤレス

で働き、管理会計士の資格を取得。2010

年に国会議員となり、4 年後には環境・

食糧・農村地域相、その 2 年後には司法

相、大法官に任命された。女性・平等担

当相や外相を務めるなど、輝かしいキャ

リアを駆けのぼってきた。会計士の夫と

の間に 2人の娘がいる。〕 
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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 

 

 【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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の中にいくことで、自分 

がより自然体になる、そ 

うなることを思い出させてくれます。自然

がすぐ近くにない場合は、植物界からの贈

り物、精油を使うことでも落ち着きを思い

出させてもらえます。ラベンダーは鎮静の

精油で代表的ですが、その他リラックスと

いうと、カモミールも代表的ですね。カモ

ミールのお茶を飲むと、ホッとします。精

油としてのカモミールは、リラックス効果

以外では、痛みの軽減、抗菌作用、抗炎症

作用、不眠、健康な髪、皮膚の刺激や湿疹

の緩和という作用もあります。 

 鎮静作用をもたらす精油はその他にも

たくさんあるのですが、それらのうちいく

つか紹介します。イランイラン、クラリセ

ージ、サイプレス、ゼラニウム、ネロリ、

ベチバー、ベルガモット、マンダリン、ヤ

ロウ、レモングラス、ローズ。これらは、

比較的見かけやすい精油です。身体の症状

に対しても心の問題に対してもサポート

をしてくれる精油。スピリチュアルな面に

対しても働きかけ、私たちの本質は愛の存

在であることを教えてくれます。そこに気

づいて、いつもそこから生きることができ

るようになると、私たちが生きる世界、

日々の生活はもっと豊かになるのではな

いでしょうか。今日も、母なる大地に感謝。

生かしていただいていることに感謝。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com  

Yoga: Shantilife.love。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛9月16(金)-18(日)日：歴史の地Esquimant 

Gorge Park Pavilionにて、「芸」Art in Japanese 

アートシンポジウム．カナダ全国日系カナダ人ア

ーチスト大集合．詳細は、https://jcarts.ca/ 

☛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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

【ベターライフ：精油記事＃４８】 

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。 

 今回は、落ち着くことについてのお話を

していきます。夏が過ぎ、これから秋も本

格的に始まる季節。この移り変わりの時期

というのは、心身が不安定になりやすかっ

たりします。マインドが落ち着いて、どっ

しりと構えていることができると、外側で

何かがあっても楽に対処することができ

ます。そこで、あなたの日々の生活がより

穏やかに、健やかに過ごすことができるよ

う、いくつかの実践法を紹介していきます。

 まずは、心がざわついてしまった、なん

だか落ち着かない。そんな時、何から始め

たらいいのかという時。一つ、すぐ簡単に

できることは、“呼吸”です。焦っている

人、落ち着きがない人の呼吸は、浅く早く

なっていること、想像ができることと思い

ます。そんな時、一度立ち止まります。こ

の立ち止まるという意味は、文字通り、動

いているのであれば動きを止めるという

こと。何か作業をしているのであれば、手

を止めること。そして、呼吸に意識を向け

ます。そして、腹式呼吸をゆっくりと行い

ます。理想としては、６回ほど、またはそ

れ以上。１０回近くになると、“ふっ”と 

エネルギーが変わるのが感じられてきま

す。そうなると、マインドのざわつきもな

くなり、落ち着いてきたことが分かること

でしょう。 

 次は食事です。食事は心身を作り、心身

に影響を与えますね。なので、もし、落ち

着きがないな、感情が高ぶっているな、怒

りっぽいな、という時は、何を食べている

のかを観察して、食を整えていくと、その

状態を変えることができます。アーユルベ

ーダやヨガの視点からは、マインドを落ち

着かせる、よりクリアにしていくために、

刺激となる食物を止めることが勧められ

るのですが、その代表的なものに、“辛い

もの”があります。他は極度に甘い食べ物、

カフェイン、玉ねぎやニンニクです。これら

は、マインドに対しての刺激物となります。

 自然の中に行くのも、いいですね。自然

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月も半ばを過ぎました．

9 月に入るなり、ＱＥ二世のご逝去に、ウクライ

ナの戦況攻勢と、大ニュースが続きます．英国で

はＱＥの国葬前の弔問状況が．毎日のようにオン

エアです．近づく国葬でロシアが招待されなかっ

たとその報道官が怒り心頭でしたが、理由がわか

らないって相当です．全くこの国は「善悪」の認

識があるのかと甚だ疑問です．一方、日本の安倍

元首相の国葬も近づいています．招待された議員

たちが飲まず食わずで5時間も立ちっぱなしだと

早くも文句がでています．元首相にそんな失礼な

こと言いつつの国葬に、意味ありますかね． 

 
ちょっと一言 

●週末にスターバックスの前を通りかか

りいつもと違うことに気が付いた。店内

が暗い、そして人がいない。客がいない。

ついにつぶれたか、と思いドアの張り紙

を恐る恐るみると、「土・日はスタッフ不

足のため閉店」と書かれていた。なにも

土曜日曜にしなくても……と思うも、考

え直す。みんな土・日は休みたい。 

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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