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ードウエア、電気製品はもちろん、フレッ

シュグロサリー、カナディアンビーフ、チ

キン、ポーク、ディリー、ベークド、フロ

ーズン、パントリーとその Uptown の規模。

 食品のセールにおいては隣接する

Thrifty と競存することとなる。Victoria

周辺においてはこれで 3 つめの Walmart

（Langford、Uptown、Hillside）となる。

なお、日本でいう 100 円ショップと同じダ

ラーショップ「Dollarama」（15,000sqft）

も同じくこの春、Hillside モールに開店

する。 

 

盗んで眠って  

 3 月 3 日木曜日の午後 10 時頃、Ellice 

St.沿いにエンジンをかけたまた止まって

いるジープを巡回中のパトカー警官が発

見した。中をのぞくと、ドライバーはハン

ドルに伏してグースカと寝ていた。運転中

に睡眠とは、ドラッグが原因かと検査され

たが、ドラッグも飲酒も関係なく、ただた

だ眠くて眠りこけていたようだ。 

 その後、警官はドライバーの車、ジープ

は 2 月 27 日に Wharf St.で盗まれた車で

あることを発見。ということは、ジープの

ハンドルに伏して眠る男は車泥棒である。

 男は、逮捕され警察の留置所に送られ

た。移動中も留置所でも男はずっと眠って

いたとされる。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 

Japanese Church (877 North Park St.) 

http://victoriakenbunroku.weebly.com 
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ウクライナ・サポート・ラリー  

 2 月 27 日日曜日、1,000 人を超える市民

が BC 州議会議事堂の前に集まり、黄色と

青のウクライナの旗やプラカードを掲げ

てウクライナ・サポートを叫んだ。主催は

Victoria のウクライナ・コミュニティ。 

 参加者の数人をここに紹介（Times-

colonist、2 月 28 日付より）。 

 ナタリア・ククサ：29 歳、ウクライナ、

首都キエフ出身で、カナダ在住2年。「Peace 

and Democracy in Ukraine!」のプラカー

ドを揚げる。未だロシアが祖国ウクライナ

に侵攻したことが信じられないでいる。プ

ーチンは皆を怖がらせているだけと思っ

たがそれが現実になるとは。両親はキエフ

にいて、母は病院勤務。家族のことをとて

も心配している。 

 ロマン・ブブリク：36歳。就労ビザで 2

年近くカナダに滞在中。ウクライナ、キエ

フから南東 80 ㌔に位置するペレヤスラウ 

 

に家族 5人がいる。避難することを拒否し

てそこにいる。空からの爆撃で、家にある

ベースメントに身をかがめて恐怖に耐え

ている。カナダの家のベースメントとは違

い、そこで生活できる設備ではない。窓も

ヒートもない暗く寒い貯蔵庫である。目

下、なんとか電話が通じて、5人は今のと

ころ安全である（生きている）ことがわか

っている。今、妻のユリア（33）と子供 3

人がそばにいるが、ゆくゆくはカナダ移民

になりたいと願っている。 

 

ロシアのハバロフスク市  

 Victoria とロシアのハバロフスク市

（Khabarovsk）は姉妹都市であるそうだ。

だが、このほどのロシアによるウクライナ

侵攻に対する非難、抗議を表して、その姉

妹関係がサスペンドとなる見通しである

ことが Victoria 市議員アンドリュー氏に

より発表された。 

 カナダ国内のウクライナ大使館から、ロ

シアの各市と姉妹都市関係を築いている

カナダ国内の各市にその旨の要請書が送

られ、Victoria 市はそれを進んで受けた。

 Victoria とハバロフスク市の姉妹都市

関係は 1990 年 5 月に締結され、両方のオ

フィシャルが2008年と2013年にお互いを

訪問している。姉妹都市関係を結ぶ目的は

アイデアの共有やコミュニティの繁栄、経

済発展など。 

 アンドリュー氏は力強く語る。「ハバロ

フスク市との姉妹都市関係をサスペンド

することにより、我々市民一同が常にウク

ライナとともに立ち向かっているという

ことを知ってもらいたい」。 

 「サスペンド」をハバロフスク市に通告

した後、市はハバロフスク市から「ウクラ

イナ侵攻はロシア政府がやっていること

でハバロフスク市とその市民は全く関係

ない、無垢だ」という旨の書簡を受け取っ

たという。 

 これに対し、氏は「確かにそうである。

だが、犯罪的な侵略を試みる国にある市と

関係を持つべきでない」と返事をしたそう

である。ただ関係を「終わり」にするとは

いっていない。「サスペンド」にする、と

いうことだ。ハバロフスク市として、ロシ

ア政府に対して抗議、又は何等かの行動を

してほしいという願いが込められていよ

う。Victoria 市のドアは開かれている。 

 

Hillside モールの Walmart  

 いよいよこの春、Hillside ショッピン

グ セ ン タ ー の 長 く 空 だ った と こ ろ

（ 139,000sqft ） に ス ー パ ー ス ト ア

Walmart Canada が開店する運びとなった。

オープン日はまだ発表されていないが、現

在スタッフ、その数 300 人ほどを募集中で

あるそうだ。 

 Walmart Canada が自らスーパーストア

として誇るべく、店内はハウスウエア、ハ
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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. 

学ばぬヤツが 

未だ、いた・・・ 
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「殺生石」が真っ二つに割れたことが分

かった（3 月 5 日）。関係者によると数年

前からヒビが入っていたことが確認され

ており、自然に割れたとみられる。殺生

石は巨大な溶岩で、1957 年に県史跡、2014

年に国の名勝に登録された。伝説で、狐

が美しい女性に化けて鳥羽上皇を殺そう

としたところを陰陽師に見破られ、那須

まで逃げた末に退治され石になった。石

が放つ毒気で多くの生き物が命を落とし

たため「殺生石」と名付けられたという。 

ハナミズキ、相次ぎ枯れる→横須賀市の

北久里浜商店街に植えられた街路樹のハ

ナミズキ 20 本が相次いで枯れ、このほど

170 万をかけて植え替えられた。原因は不

明だが、舗装の方法や犬の尿が影響して

いるという見方も出ている。 

関東の春一番→気象庁は 3 月 5 日、関東

地方で昨年に比べて約 1 ヵ月遅い春一番

が吹いたと発表。最高気温は 4日より 5℃

以上高い 17.9℃を記録しており、春一番

の定義を満たした。 

JAXA の宇宙飛行士→日本の宇宙航空研究

開発機構（JAXA）は、13 年ぶりに実施し

た宇宙飛行士候補者の応募を 3 月 4 日に

締め切った。4 日正午の締め切り時点での

応募者の総数は 1563 人。候補者の募集は

2008 年以来で、募集要項には「多様性を

尊重」などという文言が盛り込まれるな

ど、今の社会や時代を反映したものとな

った。応募者の女性の割合は 13 年前から

7%増しの 20%で約 310 人。前回の募集があ

った 2008 年では、963 人の応募に対し、

女性の割合は 13%だった。13 年で 7%増え

たことになる。JAXA によると、最終的な

応募者数は健康診断結果の提出期限後に

確定される。 

 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第八話：手術が終わった 

By ミア 

 2021 年 1 月半ば、腎がん手術の日。予

定より７時間以上も遅れてやっと手術台

にいた。 

 人の声がする。酸素マスクがつけられ

ようとしている感覚があった。手術の準

備に手間取ってるのかな、まだ麻酔もし

ていない。もう早くしてよー、といらだ

った。私にこうした意識があるというこ

とはまだ麻酔が効いていない証拠だ。 

 たくさんの顔が目の前にあって、その

一つが近づき、こう言った。 

Your surgery is done. 

 えっ、もう終わってたの？麻酔をした

ことも全く記憶がない。いつの間に……

終わったのか。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

福島原発周辺8町村→2011年3月の東京電

力福島第 1原発事故で避難指示が出され、

ほぼ全住民が県内外に避難した福島県双

葉郡の 8町村で、1514 人が震災関連死に認

定され、少なくとも 1025 人は 3 回以上に

わたって避難先を移転していたことが判

明した。この 1 年の間にも新たに 11 人が

認定された。1514 人のうち 136 人は 16 年

以降に死亡しており、長期化する避難生活

が被災者を追い込んでいることが浮き彫

りとなった。 

ローリングストック→東日本大震災から

11 年が経とうとしている。いざという時に

落ち着いて正しい行動ができるよう、災害

時に備えることの一つに「ローリングスト

ック」がある。ローリングストックとは、

非常用のためだけに乾パン、水、缶詰など

や生活用品を備蓄するのではなく、普段か

ら食べているものや消耗品を少し多めに

買っておき、使ったら使った分だけ新しく

買い足していくことで、常に一定量の食料

や生活用品を家に備蓄しておく、循環型の

備蓄方法である。消費しながら備蓄するこ

とができるので、備蓄用品を一定量に保ち

ながら、災害時にも日常に近い生活を送る

ことができる。  

防災担当、少ない女性職員→都道府県で防

災や危機管理を担当する部署の職員のう

ち、女性の割合は全国平均でわずか 10%に

とどまることが分かった（3 月 5 日、共同

通信の調査）。各都道府県の庁内職員数に

対する女性の平均割合である 28%と比べる

と、大幅に下回る。2011 年の東日本大震災

は、避難所に着替えや授乳のスペースがな

いなど多くの女性が困難に直面。対策に生

かそうと、内閣府は防災担当部署の女性職

員数の目安として、少なくとも各自治体全

体の男女比率に近づけるよう促してきた

が、一向に進んでいないという現状だ。 

 

＜社会ニュース＞ 

コロナ療養者用のお弁当→新型コロナウ

ィルスのオミクロン株が猛威をふるう第 6

波でホテル療養者が急激に増え、全国の自

治体を悩ましているのが、お弁当など食事

の廃棄問題だという。パンの山やほとんど

手が付けられていない弁当がゴミ袋に入

れて一般ごみと一緒に大量に捨てられて

いる。コロナで体調が芳しくない療養者

が、多少、弁当が豪華になっても完食する

人は少ない上、定番のコッテリした揚げ物

などのメニューは少し口をつけただけで

廃棄する人も多い。正直、もったいない、

と関係者は憤る。さらに問題はそのゴミが

ホテルによってはきちんと衛生処理され

ないまま、捨てられているという。 

二つに割れた殺生石→「九尾の狐伝説」で

知られる栃木県那須町湯本の国指定名勝 

 

 今、麻酔から目が覚めたのだ。手術をし

た感覚はまったくない。全身麻酔で寝てい

たのだから当たり前であるにしても、キツ

ネにつままれたような感じだった。 

 身体の感覚が戻ると非常に寒いことに気

が付いた。全身がブルブルと震え、歯がガ

チガチと鳴る。寒くて震えが止まらない。

こんな寒さを体験したのは初めてだ。看護

師さんが暖かい毛布をかけてくれて、私の

体は徐々に温まってきた。手術室は無菌に

するため涼しくしてある。しかも私は裸で

何時間も寝かされて丸二日何も食べていな

い身体。そんな状態を思い出し、そりゃあ、

身体が冷え切るよなぁ、と納得。 

 その後、病室に移された。四人部屋でカ

ーテンで仕切られていて個人のスペースは

狭い。そのとき、もう夜の 11 時。手術が無

事に終わったことを家族に知らせるため電

話をかけようとしたが、携帯電話が入って

いる私の荷物の入ったカゴが届いていな

い。問い合わせると荷物を管理している部

屋が閉まっているので、荷物が届くのは明

日になるという。後で聞いたが、こういう

ことはよくあるそうだ。 

 ともあれ、手術も終わり病室のベッドに

落ち着いた。これから完治に向かってがん

ばりどころ。看護師さんが数時間おきにや

って来て血圧を測ったり、点滴が空になっ

たら入れたり、痛み止めをくれたりした。

同室の患者も看護師さんを呼ぶブザーを鳴

らしたり、痛みが激しいのかうなっていた

りと、これでは寝られそうにない。みんな、

手術後の短期入院患者だ。 

 手術も無事終わり、夜が明けて晴れて朝

食。久しぶりの食べ物だ。お腹が空いてい

る感覚はなかったが何かやわらかい消化の

良いものを体に入れたい。果物はぶどう、

リンゴ、缶詰めのフルーツの中から１つ選

べるということでリンゴをチョイスした。 

 待ちに待ったリンゴ！しかし、出てきて

ビックリ！なんと丸ごとのリンゴだった。

スライスもしていない。これを術後の私に

どうやって食べろというのか。かじる力な

ど到底ない。普段でも丸かじりはしない。

病院食はオイシクないというがその評判通

りだった。コロナ禍のため家族も入院患者

を訪問することはできないのでリンゴを切

ってもらうこともできない。 

 一番の恐怖だった手術も無事に終えた

が、まだ続く難儀。まずは一個のリンゴで

始まった。 

（第七話は 2022 年 2 月 7日号に掲載、第九

話は 4月 7日号に掲載予定） 
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★ こんなの見つけました ★ 

炎症と戦う食べ物（２） 

 これは自然の恵み、抗炎症（anti- 

inflammatory）機能を持つフードがある。

以下は、前号より続くそのリスト。 

（参考：msn.com/en-ca/health/nutrition） 

１．ブルーベリー（Blueberries） 

２．パイナップル（Pineapple） 

３．にんにく（Garlic） 

（上記、前号 2月 17 日号にて解説） 

４．ダーク・チョコレート（Dark 

chocolate）：チョコ好きには非常にうれし

いはなし（そもそもチョコが嫌いな人はい

るだろうか）。これが抗炎症フードなら遠

慮せずにどんどん食べていいということ

なる。ダーク・チョコは言わずもがな、抗

酸化成分のポリフェノールが豊富である。

抗酸化成分は、体内の反体制ともいうべき

フリーラジカルを駆逐する。つまりは体内

の悪をやっつけてくれるのだ。よってダー

ク・チョコを日常的に食べると炎症が起こ

る確率が減ることになる。この抗炎症機能

を最大限に発揮するには、カカオ含有 70%

以上がよいということだ。 

５．オリーブオイル（Olive oil）：調理す

るとき、オメガ６脂肪酸が豊富なサンフラ

ワーやコーンオイルより、むしろオリーブ

オイルを使うことをオススメ。ある研究で

は、オリーブオイルに含まれるフェノール

化合物が炎症を予防することが証明され

ている。 

６．スモークサーモン（Smoked salmon）：

加工した「スモーク」より自然の「ナマ」

を食べる方がヘルシーと聞くが、実際は

「スモーク」のほうに抗炎症に効く脂肪酸

がより多く含まれているそうだ。定期的に

食べると炎症予防になるということだ。 

７．アボカド（Avocado）：メキシカンでな

くても、多くの家庭の食卓にすっかりおな

じみのアボカドである。思えば、お寿司に

多いに利用されるため、今やジャパニーズ

の食卓には決まってアボカドがあるとい

っても過言ではなかろう。ただ、今、アボ

カドはずいぶんと高くなった。そこが難

点。ともあれ、アボカドの抗炎症の威力は

スゴイ。一価不飽和脂肪酸という抗酸化成

分より強力な「抗酸化」力であるそうだ。

今後はサンドイッチにハムは 

やめて、代わりにアボカ 

ドスライスをはさんでみ 

よう。 

８．アーモンド 

（Almonds）：アーモンド 

だけでは物足りないなら 

アーモンド・チョコが 

いい。一粒で抗炎症が 

2 倍になる。 

（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

アスパラ・イン・チキン 

 春にニョキニョキと伸びる、といえばア

スパラガス。その緑の鮮やかさをチキンに

込めよう。アスパラに含まれるアミノ酸の

一種であるアスパラギン酸は、疲労回復や

スタミナ増強に効果がある。 

〔材料：2 人分〕チキン胸肉(skinless 

chicken breasts,200-300g,2 枚)、アスパ

ラガス（4 本,太いものなら 2 本）、スイス

チーズ(スライス 2 枚)、ニンニク(1 片,み

じん切り)、卵(1 個)、小麦粉(大さじ 2)、

パン粉(1/2C)、塩&こしょう少々、サラダ

油(1/2C) 

1. チキンの胸肉の内部に切れ（片側は繋

いだ状態）を入れて内側から広げる．

こん棒（ローラー）で叩いて肉を柔ら

かくしてからローラーをかけて平ら

にして更に広げる． 

2. 1 の表面に塩&こしょうをしてから小

麦粉をふりかける．  

3. アスパラはキレイに洗い水分をペー

パータオルで拭きとってから長さ半

分に切る． 

4. 2 の上にチーズ、そして 3のアスパラ

を並べて、チキンを手前から巻く．形

が崩れないようにつまようじで固定

する． 

5. 4 に残りの小麦粉をまぶし（アスパラ

がチキンからはみ出たところは、特に

しっかり小麦粉をまぶす）、溶き卵に

くぐらせ、パン粉をはたく． 

6. フライパンに油を熱し、5をキツネ色

になるまで揚げる（片面がキツネ色に

なったらひっくり返す）． 

 

ためになる名言 

  ウォロディミル・ゼレンスキー 

ウクライナ大統領 

（2月 26 日、キエフでのロシア軍の攻撃

を撃退したと発表）私が軍に抗戦を放棄

するよう求めたという多くの偽情報がイ

ンターネット上に出回っている。慌てな

いで、私たちは強い。 

改めてロシア大統領に訴えたい。ウクラ

イナ全土で戦闘が起きている。人命損失

を防ぐため交渉の席につこう。 

ウクライナとロシアは戦争などする必要

はない、冷戦も、熱い戦争も、ハイブリ

ッド戦争もいらない。しかし、もしウク

ライナが攻撃されるなら、自分たちは国

を守る。 

我々を攻撃する時、あなた方が目にする

のは、我々の顔だ。我々の背中ではなく、

我々の顔だ。 

西側諸国がウクライナを支援しないな

ら、明日には戦争があなた方の玄関をた

たくでしょう。その音は、新しい鉄のカ

ーテンの音です。カーテンはすでに閉ざ

され、ロシアを文明世界から切り離しま

した。 

学校の校庭に爆弾がぽっかり穴を空けて

しまう。そんな時、子供たちはこう尋ね

るでしょう。「世界は 20 世紀の過ちを忘

れてしまったの？」と。 

無関心でいるのは、共犯になることです。 

（参考：Wikipedia） 

〔Volodymyr Zelensky：1978 年、ウクラ

イナ・ソビエト社会主義共和国のクルイ

ヴィーイ・リーフ市生。俳優・コメディ

アン・政治家。2019 年 5 月より第 6代ウ

クライナ大統領。ユダヤ系ウクライナ人。

父はドネツク国立経済貿易大学研究者、

母はエンジニア。キエフ国立経済大学で

法学学位を取得後、映画、漫画、テレビ

番組制作会社 Kvartal 95 を設立。ウクラ

イナ大統領を自身で演じた政治風刺ドラ

マ『国民の僕』は大ヒット。これにより

現実の大統領選挙への出馬を期待する動

きが起き、2018 年、ゼレンスキーは期待

に応えて大統領選に出馬した。〕 
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� リフレクソロジー � 

リフレクソロジー/足のマッサージやっております。 

◆ 一時間 40ドル 

2022 年 3 月末まで、ビクトリア見聞録を見て 

いらした方には初回のみ＄5割引きします。 

◆完全予約・個室制 

営業時間：週 7日、10 時から 19 時まで 

(最終予約は 18時から） 

場所は Langford 

電話 250-634-8993 

Email: feet-peace@mailfence.com 

Web: http://feet-peace.square.site/ 

 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、2 月 25 日更新 

簡易抗体テストキット（Rapid antigen testing kits） 

●無料で支給、在住エリアの薬局（Pharmacy）

にて入手可能。60 歳以上優先（ヘルスナンバー

取得者：Personal Health Number (PHN)）。 

●28 日（4週）ごとに１キット（テスト 5 回分

を含む）のペースで使用のこと。 

●追加キット希望も購入不可 

テストは COVID-19 感染症状が疑われるとき、又

は感染後陽性か陰性の結果を確認するときのみ

に使用。海外旅行の条件に必要な結果を出すテ

ストではないことに留意する。 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-1

9/info/response 
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形で成約となっているケースがほとんど

です。売り手がオファーの締め切り日を指

定するDelayed offerが競争激化の中で主

流となりましたが、締め切りを無視しアグ

レッシブにオファーを売り手に対して出

すバイヤーもかなりでてきたようです。こ

れを Pre-emptive offer といいますが、俗

に言うbully offerのことです。ですので、

締め切りまで時間があるとゆったり構え

ていると、先を越されることもあります。

このあたりのオファーの流れも不動産価

格の高騰を煽っている状態ですので、現

在、政府、業界関係者が、対策を練ってい

るようです。もう少しバイヤーが準備期間

を持てるような形で改善策が出てくるこ

とを期待しています。 

 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

ジェントを探していらっしゃる方はその

旨ご連絡ください。質問等は、日本語ウェ

ブサイトは www.gohomesold.com 

からリンクしております。又は、  

yumi@gohomesold.com 

までご連絡ください。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛3 月 15(火)日、7-8pm：ファミリーでサバイ

バル、緊急時に安全で健康で快適にいるための

「緊急事態に備えて」の 60 分ウェビナー、参

加無料、事前登録必要．詳細は、 

https://www.saanich.ca/EN/main/news-event

s/events-list/emergency-program.html#cate

gories=emergency-program 

☛3 月 31 日(木)まで：Royal BC Museum、IMAX、

Whale、ホェール・タイム．詳細は、

rbcm.ca/tickets 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【Victoria 不動産事情】 

「ビクトリア不動産市場」（２７） 

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。 

 2 月の Victoria Real Estate Board の

統計。市場最低金利がコロナ以来続いてお

りましたが、バンク・オブ・カナダもいよ

いよ重い腰を上げ、利上げに踏み切りまし

た。これにより、バイヤーの方々にとって

は、がりに上がった不動産のうえに、入手

が一層厳しいものになっていく可能性が

出てきました。モーゲージのプリアプルー

バルの見直しも強いられる方もでてくる

かと思います。 

 唯一の明るいニュースは、究極の在庫不

足に陥っていた不動産業界でしたが、2月

に来て 1 月よりは市場に出てくる物件数

が増え、合計 718 件の物件が 2 月に売買さ

れました。歓迎されるニュースですが、そ

れでも、昨年の同時期に比べるとまだまだ

在庫が足りていない状況です。コンドミニ

アムの売買件数は、昨年の同時期と比較

し、約 8％程ダウンで 267 件、一戸建てに

関しては、20％もの落ち込みで 309 件が売

買されました。 

 ベンチマーク値で見ていくと、ビクトリ

ア中心部の一戸建てに関しては、今年 1

月の$1,161,500 から$1,196,300 に上昇。

昨年 2 月の$948,500 からは 25％以上の上

昇。コンドミニアムも昨年 2 月の$587,300

から＄603,600 まで 22％以上の上昇と価

格の上昇に歯止めがかかっていない状態

です。 

 1 月 1 日に今年 2022 年度のアセスメン

トが出たばかりですが、もうすでにアセス

メントの値から 25-35％程度上乗せした 

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】ついに 3 月に入りまし

た．サクラが咲き始め、街が色付くこの季節が

大変好きですが、今年は気分が萎えています．

ロシアのウクライナ侵攻で、その激戦地の様子

などがひっきりなしに伝えられて心が痛みま

す．のんきにお花見などは自粛、停戦のニュー

スを朝起きるたびに待つばかり．一向にその気

配はないようですが、必ず終わりがあります．

報いがあります、プーチンよ、覚悟せよ、とこ

こで小さい声で言っておきます．バイデン大統

領もプーチンに「大統領」をつけて呼ばなくな

りましたね、ささやかな反抗のようです．暗殺

を恐れてウラル山脈に隠れているとされるプー

チン、真相はだれにもわからず．精神をきたし

ている、とも言われています．突然人が変わっ

たような行動、狂気のプーチンになり、柔道界

の役職も解任され、今や「落ち」つつあります．

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 
●2月 26 日土曜日、ロシアがウクライナ

侵攻を始めてから１，２日経ったとき、

BC州議会議事堂で大規模な反戦デモかと

思うも、ウクライナの黄色と青の旗がな

い。カナダの赤メイプルと白の旗で埋め

尽くされているのをみて、Freedom を掲

げる「トラック・コンボイ」と知る。コ

ロナ規制緩和も進みほとんど Freedom 状

態と思うがまだ足りない？今最も

Freedom が必要な国のための Freedom デ

モでなかったのがもどかしい。が、翌日

は議事堂の芝生庭一面、黄色と青のウク

ライナの旗で埋め尽くされた。さすが平

和を望むカナダ住民、やっぱりだまって

はいないと心強く思う。が、安心するの

はまだ早かった。未だ、3 月をとうにす

ぎても「トラック・コンボイ」のデモが

各所であり、交通を妨げている。 
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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-5pm  

木&金：11am-6:00pm 

 

 


