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スタッフに頭突き  

 2 月 5日土曜日の午後 6時前、Victoria

ダウンタウンは Douglas St.の 1100 ブロ

ック付近にあるビジネスに、つぶれている

らしきヘッドフォンを手に持った男が来

店した。店内にいたカウンタースタッフが

ヘッドフォンについて聞こうとしたとき、

男はスタッフに殴りかかった。殴られたス

タッフはその場でよろめき、それを見た別

のスタッフが仲介に入ったとき、男はこの

スタッフに頭突きをくらわした。 

 頭突きをくらいつつも、スタッフは男を

制御、しかし男はスキをみて逃げ去った。

男は白人で身長約 180cm、ヘビーな身体つ

きにダークブラウンヘア。黒のアクセント

がかかった赤いジャケット、グレーのパン

ツ、そして茶色のシューズといういでたち

だった。見覚えのある人は、Victoria 警

察（250-995-7654）へ連絡のこと。 

 

リビングルームに突っ込んだ車  

 2 月 5日土曜日の午後 8時頃、Lee Ave.

（+ Fort St.）にあるアパート１階の一室

に車が突っ込んだ。住民は、リビングから

別の部屋に移動したところで無事だった。

 車は、リビングルームの真ん中でストッ

プした状態となった。ドライバーにも怪我

はなかった。原因は、ドライバーの飲酒運

転とみられ、現在捜査中。 

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】２月２７日は休刊です 

 

入院患者、減少  

 2 月 14 日月曜日、COVID-19、特にオミク

ロン株感染による入院患者は、まだ多いな

がらも減少しつつある、とヘルス・ミニス

ターのDix氏は今や日課となった定例会で

報告した。 

 2 月 14 日現在、BC 州では 806 人が入院、

うち 119 人は重篤で ICU にいる。入院は先

週金曜（2月 11 日）の 846 人から減少した

（ICU は 136 人）。 

 Vancouver 島内においては、79 人が入院

中で、うち 12 人が重篤である。 

 Dix 氏曰く、他の州がコロナ規制を緩和

しつつあるといってそれに倣うというこ

とはない。BC 州は 6 月 30 日までは規制を

緩めない考え。あくまで科学的な結果に基

づき規制を緩和する構え。感染の減少が著

しくなるようであれば、ワクチンカード等

規制緩和は当然 6月 30 日より早くなる。 

 

 2月 11日(金)から 13日(日)の 3日間に

おけるBC州のコロナ新感染者は2,701人、

死亡者は 17 人。うち 423 人は Vancouver

島内での新感染者、死亡者は 2人。 

 パンデミック勃発以来、BC 州内での死

亡者は全 2,764 人、うち 202 人は島内。 

 

子供のワクチン接種裁判  

 このほど、Victoria 最高裁判所で、免

疫障害を持つ７歳娘の母親が、娘のワクチ

ン接種を反対する父親（元パートナー）か

ら、ワクチン接種権を勝ち取った。よって

娘は母親の希望どおり COVID-19 ワクチン

接種を受けることができる運びとなった

（2月 10 日）。 

 この別居状態の二親は、コロナ禍前の

2019 年 2 月より、娘の医療措置について

の決定権を裁判所より剥奪されていたが、

コロナ禍に入り、ワクチン接種については

決定させてほしいとの旨を裁判所に訴え

ていた。母親はワクチン接種を訴えたが、

父親はワクチン接種に反対であったため、

今回両方のワクチン接種権バトルとなっ

たようだ。 

 ７歳の娘は、タイプ１の糖尿病とセリア

ック病（腸粘膜消化吸収障害をきたす小腸

疾患の代表的疾患）を患っている。現在

COVID 感染で入院中の子供（ワクチン未接

種）で、その 39%はなんらかの合併症を持

つというデータがでており（カナダ小児科

協会）、もし COVID 感染した場合、重症化

するリスクが高いため、多くのドクターは

娘のワクチン接種を促していた。 

 ファミリードクターが母親をサポート

する形となり、今後母親は COVID に関して

は娘の医療措置の単独決定権を持つこと

となった。 

 

Sooke にハイテクライブラリ 

 Sooke では、今月 2 月 21 日、待ちに待

ったハイテク・ライブラリがいよいよオー

プン。それは 7.5 ミリオンをかけてそのダ

ウンタウンに建てられたユニークな円形

のビル。 13,412sqft もあり、学習スペー

スはもちろん、35,000 ものコレクション

が備えられる。その数、以前のライブラリ

の 2倍であるという。 

 この新築ライブラリの主な特徴は、ファ

イアープレイス、ラップトップバー、３Ｄ

プリンターを含む数々のハイテクマシー

ンであるそうだ。 

 また、人の入りが多いことを想定して、

オープン時間は長く、パーキングにはＥＶ

チャージステーション完備（３台分）、地

下には広いバイク駐輪場がある。 

 あと、もう一つ新築ライブラリが自慢し

たいのは、ソーラーシステム。それはソー

ラー・シェイディング・デバイスといい、

暑い夏にはソーラーヒートを遮断し、寒い

冬にはヒートを受け入れる。 

 Sooke を訪れる理由が一つ増える。 
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改名しました! 

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 

 

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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生まれベビーの名付けトレンド」を発表。

とら年に入り、名前に「虎」を用いた男

の子が急増したことがわかった。「虎太郎

（こたろう）」や「虎次郎（こじろう）」、

「虎和（とらかず）」や、そのままの「虎

（とら）」など、33 種類のバリエーション。

ちなみに「寅」を用いた名前は 0 人だっ

たという。 

公衆電話、5 年で 4 万台削減→NTT 東日

本・西日本は、両社に設置が義務付けら

れている公衆電話約 10 万 9000 台につい

て、今年 4 月に設置義務の基準が緩和さ

れるため、今後 5 年で 4 万台削減する方

針を明らかにした（2月 15 日）。総務省が、

携帯電話の普及で利用が減っているとし

て公衆電話の設置基準を緩和したことに

よる。 

消える、駅の時計→JR 東日本が 2021 年

11 月から、駅構内に設置している時計の

撤去を進めているそうだ。同社によると、

2022 年 1 月 26 日時点で撤去したのは、22

駅（山梨県 20 駅、神奈川県 2 駅）。撤去

理由の一つは携帯電話の普及により客自

身で時間を確認する手段があるため。 

 

 

 

 

 

 

ハーフパイプで思い出す 

By ヨシダ 

 2 月 12 日現在。北京冬季五輪たけなわ、

ハーフパイプで日本は平野歩夢が優勝、

伝説のショーン・ホワイトは 4 位に終わ

り引退宣言、かくしてハーフパイプの歴

史は進む（2月 9日）。 

 ま、これはいいとして、「ハーフパイプ」

というと、その出場者の恰好にもしや、

もしやと不安になることがある。それは、

「腰パン」である。 

 思い返せば、2010 年のバンクーバー五

輪。スノーボード男子ハーフパイプ日本

代表の国母和宏（当時 21）は出発時、日

本選手としてのユニフォームを着崩して

成田空港に姿を見せた。ネクタイのヒモ

を緩め、シャツの裾を外に出し、下着が

見えるほどにズボンをずらした「腰パン」

姿で移動。その様子が多くのメディアで

取り上げられるや否や、全日本スキー連

盟や日本オリンピック委員会に抗議が殺

到。ドレッドヘアや鼻ピアス、サングラ

スを着用していたことも批判の対象にな

った。 

 抗議、全くもって当然である。個人的

にもあの姿は「日本の恥」と国母を軽蔑

さえした。世界の注目を浴びる場で、な

んたる不快な恰好、日本人としての格も

下がるというもの。本人にとっては「ク

ールなファッション」のつもりであろう 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

復興ピアノ→仙台空港を運営する仙台国

際空港会社は、東日本大震災で被災し修復

された「復興空港ピアノ」の「ローラ」を

3月 1日から 20 日まで設置する。復興空港

ピアノは、ヤマハ・グランドピアノ G3E で、

1980 年に宮城県内ピアノ講師女性が所有。

11年前の2011年 3月11日の東日本大震災

当時、家の 2 階に置かれていたが、津波を

かぶり傷だらけのまま、がれきの中にあっ

た。2011 年 6 月以降、約半年間の修復作業

により再び演奏できるようになった。 

ひな人形と復興の願い→3 月 3 日、桃の節

句を前に、宮城県岩沼市桑原の岩沼みなみ

プラザで、華やかなつるしびなやひな人形

が飾られ、来場者の目を楽しませているそ

うだ。東日本大震災の被災住民から寄贈さ

れた豪華な七段飾りや静岡県から復興支

援で贈られた「雛のつるし飾り」。また、

市内の子育て支援団体「雛結（ひなゆい）

の会２５」が手作りしたつるしびなが会場

を彩っている。  

絆ウオーク→日本ウォーキング協会員ら

が東京都から福島市までの約330キロを歩

く企画、東日本大震災の被災地を巡る「絆

ウオーク」は、震災から 11 年を迎えよう

としている被災地の現状を発信。ウォーキ

ングはリレー方式で行われており、昨年 12

月に東京都を出発、今月 13 日いわき市に

入った。 

 

＜社会ニュース＞ 

国内の新型コロナ死者→日本国内で 2 月

15 日に報告された新型コロナウィルス感

染による死者が 200 人を超えた。200 人超

えは、神戸市が 1ヶ月半分の死者をまとめ

て計上した昨年 5 月 18 日を除くと初めて

だという。 

コロナ患者の救急搬送→新型コロナウィ

ルスの感染拡大に伴い、東京消防庁が扱う

陽性者の救急搬送が毎週増加し、搬送に 5

時間以上かかったケースが先週 1 週間で

74 件あったことが判明した。東京消防庁に

よると、今月 7日からの 1週間でコロナ陽

性者を医療機関に救急搬送した数は 706

件。前の週の 685 件を上回り、今年に入っ

て 5週連続の増加となった。 

ワカメの真実→中国産のワカメを鳴門産

と偽り販売したとして、静岡市の食品販売

会社社長ら 3 人が逮捕された。社長の男は

「中国産と知らずに仕入れていた」と話す

も、「鳴門という名前で商売をやってきて、

中国産が安いから、中国とわからないで買

ったにしても、悪いなと思っていた」、「（故

意にやったわけではない」と弁解。 

とらネーム、流行る→日本最大の育児支援

サイト「ベビーカレンダー」を運営するベ

ビーカレンダーは、2022 年 1 月生まれの赤

ちゃん 1万 931 人を対象に調査した「1月 

 

が、とんだ見当違いである。 

 その後、現地に入った国母は選手村の入

村式参加を自粛。また、記者会見で服装に

ついて問われると「ちっ、うるせーなぁ」

という言葉がマイクに拾われ、続けて「反

省してま～す」と返して火に油を注いだ。

服装も言葉も誠になっとらんヤツだ、とこ

ちら憤慨、なんとか出場停止にならないも

のかと、彼の活躍よりもそれを望んだ。 

 結局、日本選手団の当時団長橋本聖子の

判断により、開会式は欠席も試合出場は認

められた。決勝 1 回目の着地で転倒して流

血したものの、8 位入賞。もちろん、腰パ

ンも自粛での結果であった。 

 この問題行動以後、国母には一応の技術

や経験、選手の信頼があったことから、全

日本スキー連盟コーチを務めていたそう

だ。この間に、世間の彼への風向きも変わ

ったことであろう。しかし、2020 年次なる

問題行動が発生。米国から大麻密輸で大麻

取締法違反などの罪で、懲役 3 年、執行猶

予 4 年の判決が言い渡されたのだ。全く懲

りないヤツである。 

 そうして今、「ハーフパイプ」をみて、あ

の人は今？とばかり、国母を思い出す。調

べてみれば、国母は現在、生まれ育った北

海道ではなく、長野県にいるそうだ。近隣

住民によると昨年末に引っ越してきて、人

付き合いをひたすら避けている様子だとい

う。彼を取材した NEWS ポストセブンによる

と、トレードマークだったドレッドヘアと

鼻ピアスはやめており、落ち着いた感じで

「今は家族と静かに暮らしたいと思いま

す」と述べたそうだ。また、彼の知人によ

ると「子供への影響を考えて引っ越し、現

在はアパレル業に進出し生計を立ててい

る」そうである。心から反省したようだ。 

 さて、「腰パン」。元々は、ヒップホップ

系ファッションで、その始まりは囚人服と

の説がある。囚人服は、自殺や武器として

の使用を防ぐ理由でベルトの着用が許され

ていなかったため、自然とずり落ちてきた。

ヒップホップは抑圧されたアフリカ系やヒ

スパニック系の文化であり、社会への反骨

と受刑者への羨望から、囚人のスタイルを

真似て腰パンファッションが生まれたと考

えられている。 

 米フロリダ州オカラでは、「腰パン」は法

律で禁止されている。違反者は禁固 6 ヶ月

又は U$500 の罰金。また、ニュージャージ

ー州など数多の市では、ズボンを腰より下

げて下着を露出する行為を禁止する条例が

制定されている。 

 最後に、オバマ元米大統 

領も「腰パン」についてコ 

メントを出している。 

「ズボンを上げるべきだ。 

法律がどうこうというより 

も、人々はあなたの下着を 

見たいとは思っていない。 

私もその 1人だ。」然り。 

2010 年当時の国母 



Victoria Kenbunroku  全第６５２報 February 17, 2022  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

炎症と戦う食べ物（１） 

 まずは、日常的に使う医学用語「炎症

（Inflammation）について。それは、生体

が微生物の侵入や物理的・化学的刺激など

を受けて、発熱・発赤・はれ・痛みなどの

症状を呈することである。こうした症状

は、身体に侵入したウィルスと戦っている

証拠であり、勝利の前提であり、ついには

勝つ、ということである。要するに、炎症

あってこそ、身体は元の正常な状態（健康）

に戻る、ということ。炎症をなんら恐れる

ことはない。 

 しかし、もし、その炎症が長続きすると、

これはこれで非常に危険である。その状態

は、最悪でガンを引き起こすこともあるそ

うだ。また、関節炎（arthritis）や多発

性硬化症（multiple sclerosis）にも関係

するという。 

 しかし、ラッキーなことに、これは自然

の恵みとばかりの、抗炎症（anti-inflam- 

matory）機能を持つフードがある。炎症を

長続きさせず、きちんと終わらせ、素早く

健全な身体に戻る助けをするフードであ

る。それらを、ここにリスト。 

（参考：msn.com/en-ca/health/nutrition） 

１．ブルーベリー（Blueberries）：ポリフ

ェノールとアントシアニンという色素を

豊富に含む。これら色素による抗酸化力は

実にパワフルで、炎症との闘いを大いに助

長する。ランチやスナックにブルーベリー

マフィンを焼き、またはブルーベリー・ス

ムージーを作ろう。 

２．パイナップル（Pineapple）：パイナッ

プルには、ブロメラインという酵素が含ま

れている。この能力ある酵素はサプリメン

トとしても市販されており、特に鼻や副鼻

腔、歯肉などの痛みや腫れ、また、他の体

の部位における手術やケガをした後の痛

みや腫れの軽減に良いとされているそう

だ。加えて変形性関節症、がん、消化器疾

患、筋肉痛にも効き、ブロメラインの局所

塗布は熱傷に良いとまで言われる。今の今

までそれを知らなかった人には驚愕の事

実。パイナップルを崇めて喰らおう。見目

形もスゴイ果物である。 

３．にんにく（Garlic）：言わずもがな、

「ニンニク」は漢方でも使われ、 

身体にイイと知りつつも 

朝から晩までニン 

ニクを食べるわけ 

にはいかない。が、 

少量でもそれが持 

つ抗酸化力は多い 

に発揮される。ニ 

オイも少し抑えら 

れるであろう。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

ブタ納豆  

 ヘンな名前になったが、ただ単に豚肉と

納豆の炒め物。納豆をご飯にかけて食べる

だけでは芸がないし、飽きてしまう。納豆

に熱を与えるとたんぱく質だからして程

よい具合に固まる。ネバネバが苦手という

人にはベストな一品。 

 納豆は、たんぱく質やビタミン K & B2、

食物繊維など体に良い栄養素をバランス

よく含む。さらに、低糖質・低カロリーな

ので、ダイエットにも最適。また、納豆と

一緒に食べるものにより、栄養価を一層高

めることができる。ただ、一つ注意は健康

に良いといえど、納豆を食べ過ぎてプリン

体などの過剰摂取（尿酸増加）にならない

よう 1日 1パックに限ること。 

〔材料：2人分〕納豆(1 パック)、豚肉（薄

切り,200g）、ニラ(3cm 長さに切って 1/2C)、

ニンニク(1 片,みじん切り)、しょうゆ&み

りん(各大さじ 1)、砂糖少々(大さじ 1/2)、

豆板醤&ゴマ油少々、塩&こしょう少々 

1. 熱くなったフライパンに豚肉を入れ

て炒める．豚肉か出る油を利用し、ニ

ンニクを加えて炒める． 

2. 豚肉に十分火が通ったら（焼き色が出

る）納豆を入れて切るように混ぜて炒

め、ニラを加えてさらに炒める． 

3. 残りの材料（調味料）を小さなボール

に入れ、混ぜてから 2に注ぎ、全体に

絡めるように炒めてから火を切る． 

 

ためになる名言 

    石原 慎太郞 

日本の若い世代がね、短絡的になって不

見識というかね、情報に頼るだけで自分

自身の判断力を備えなくなってきた。私

はそういう点でね、今の日本はとても危

ない状況にある。 

野党側の質問を見ても国を想っての質問

っていう感じはしないですな。 

ありがたがることないよ、パンダぐらい

で。 

宮内庁のばかが余計なことを言って。 

私は誰にも利用されてません。自分の行

く道、やることは自分で決めます。彼（長

男、石原伸晃）も辞めちまえと言ってん

だよ、幹事長なんて。あんなわけのわか

らない政党にいて、本当、かわいそうだ

と思うよ、言いたいことも言えずに...！ 

あんまり出来のよくない総理大臣が出て

きて、漢字も読めない総理を含めて自民

党は軽蔑されましたな。これはやっぱり

ね、自業自得だと思う。ただやっぱり、

日本人というのは風に弱いな、という感

じがしましたね。空恐ろしい。この振幅

の激しさというのはやっぱり怖いね。 

職業は、強いて言うなら“人生家”。何に

でも夢中になることが大事だね。 

俺が死んだら日本は退屈になるぞ！ 

（参考：Wikipedia） 

〔いしはら しんたろう：1932- 2022 年、

神戸市生。日本の作家・政治家。参議院

議員、環境庁長官（福田内閣）、運輸大臣

（竹下内閣）、東京都知事（第 14- 17 代）

など数多歴任。一橋大学在学中の 1956

年に文壇デビュー作である『太陽の季節』

が第 34 回芥川賞を受賞、「太陽族」が生

まれる契機となる。同作品の映画化では

弟・石原裕次郎をデビューさせた。公認

会計士になるために一橋大学に入学した

ものの、会計士には向かないことを自覚

し、一橋大学の同人誌『一橋文藝』の復

刊に尽力。令和 4年 2月 1 日死去。享年

89歳。〕 
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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. 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、2 月 15 日更新 

2 月 16 日水曜日、11:59pm より、コロナ禍規制緩和 

★インドア、普通（コロナ以前）に戻る 

以下、いずれも定員フル（full capacity）、但

しマスク着用、BC ワクチンカード提示のこと 

★インドア＆アウトドア、オーガナイズド・イ

ベント、ダンス許可 

★席ありインドアイベント 

★ジム、フィットネスなどのスポーツセンター、

トーナメント制限なし 

★レストラン、バー、ナイトクラブ、テーブル

制限なし、混在、ダンス許可 

詳細は、https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/response 
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業がありました。３本の精油が選ばれ、そ

のうちの１本はイランイランでした。３本

の精油の相乗効果もあるので、どの精油が

どの働きをしたのかは分かりませんが、覚

えているのは、このヒーリング中、思考は

休まり、植物、木々、精油たちに委ねるこ

とができたということです。 

 それから時を経て、ある時から彼女の存

在が突然消えてしまいました。なぜか、イ

ランイランを使いたいという思いがゼロ

になったのです。どこかでは迎え入れたい

と思っていたのですが、まるで、存在に気

がつかないかのように、目に入らない状態

が過去数年間続いたのでした。しかし、ど

こかでは再び繋がりたい、と思っていた私。

ついに昨年末、意を決して彼女を迎え入れ

ることに。その続きは来月に。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

web:plantingserenity.love  

blog:loveletterfromplants.com 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛2 月 20 日(日)、9:30am-4pm：Sidney、Mary 

Winspear Centre（Beacon Ave.）にて、ファミ

リー・コレクションショー．入場$5、詳細は、

www.vintageretrocollectible.ca 

☛2 月 22 日(火)、5:30pm-7pm：BC バーチャル・

クッキングイベント「CookAlongBC webinar」．

シェフは Trevor Randle、BC 農業協会主催、参

加無料．登録や詳細は、

https://www.bcaitc.ca/blog/cook-along-che

f-randle-february-22 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃４１】 

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。 

 さて、今年は私自身の精油や自然界を通

してのヒーリング、人生の変化についてお

話していきます。 

 今月は、“イランイラン”です。彼女は

熱帯地方に育ちます。そして、ただありの

ままいる彼女なのですが、はっきりとした

黄色、ユニークな形と共に、“私はここに

いる”ということが主張されているように

も見えます。 

 私が初めて彼女の存在を知ったのは、

２０代後半。アロマに興味を持ったその頃

は、柑橘系、ラベンダー、ペパーミントと

馴染みのあるエッセンシャルオイルが私

の元に来てくれました。ただ、ラベンダー

で一度気分が悪くなり、そこからラベンダ

ー嫌いになってしまいました。後に、イラ

ンイランは“女性”性をサポートしてくれ

るということで興味を持ったのですが、そ

の時に嗅いだのは、とても臭く感じてしま

いました。 

 このように、臭く感じたり、具合が悪く

なる精油というのは、実際にあることなの

ですが、後で分かったことが、全てのエッ

センシャルオイルが真に純粋ではない、と

いうこと。現在は、ピュアな精油で鼻が慣

れているので、そうでないものに関しては

分かるようになっています。 

 ということで、「イランイラン＝臭い」

が記憶されてしまった私。１０年以上が経

過して精油のコースを受講中、再びイラン

イランが目の前に現れました。過去の嫌な

思い出が蘇る中、何の気なしに彼女の香り

を嗅いだ瞬間、雷に打たれたような感覚に

なりました。なぜならば、純粋なイランイ

ランの香りは、これまでの香りとは全く異

なったからです。「彼女なら受け入れるこ

とができる。」という言葉が心の中で発せ

られました。 

 そして、コース中、生徒さんと精油を塗

布し合いヒーリングを経験する、という授

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】2 月も半ばを過ぎ、気

温も 10 度前後とそろそろと春に近づいていま

す．桜も咲くころで、ピンクの街並みが待ち遠

しい今日この頃です．が、桜もびっくり、トラ

ック・コンボイの問題でカナダは騒々しいこと

です．1月末に発生し 2，3 日で終わると思いき

やエンエンと続くコロナ規制に対する抗議は

凄まじいものとなりました．流通が途絶えるな

ど日常生活（特にオンタリオ方面）がままなら

ないほどに市民にも悪影響を与えているよう

です．そんななか、2 月 14 日、バレンタインデ

ーですが、それに関係なくトルドーは「緊急権

限」を発動しました．要するに強制的に取り締

まる、っていうことでしょうか．ともあれ、コ

ロナの最中にコロナ反動で落ち着きませんが、

こちら家でおとなしくして落ち着いています．

スィーツがあればそれでサイコ―． 

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 

ちょっと一言 
●お試し珍味１：「いちじく(Fig)」この

ドライフルーツを一つ買ってみた(トル

コ産)。1個まるごと、かぶりつくとプチ

プチと歯ごたえがいい。表面に噴いてい

る白い粉はイチジクそのものから湧き出

たシュガー。決してカビではない。 

●お試し珍味２：「アンチョビ(Anchovy)」

明太子が恋しいとき、手に入らないとき、

アンチョビをご飯にのせる。その一枚で、

日本を感じる。パワフルな一枚である。 
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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★ 

ホリデーは休業 

 月～水、土&日：11am-5:30pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 

イランイラン 

ペパーミント ライム 


