
Victoria Kenbunroku  全第６５４報 March 17, 2022  1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

VViiccttoorriiaa
見
聞
録 

★コンテンツ★ 

見聞録のあるところ 
Victoria 社会情報 

Victoria 治安情報 

母国、日本、 

ザ・ニッポン・ニュース 

お茶の間語り 

雑言 

生活の知恵 

ズボラの食卓 

伺いました 

ちょっと一言 

Victoria イベント 

Classified 

編集後のひとりごと 

 
Victoria 見聞録は Victoria の日本語情報誌 

発行日は毎月、7、17 & 27 日． 

次号は 2022 年 3 月 27 日に発行予定． 

 

Victoria Kenbunroku Vol.21J No.6 

Mar. 17, 2022: Victoria Japanese Journal 

 ISSN 1703-616X 

Published by BrightGate Info Services 

Publisher and Editor: Kay T. 

Any reproduction of this work is prohibited 

without permission of the publisher. 

Copyright reserved. 

Email: vicken21@hotmail.com 

 

ウィンドウを力づくで下げ、顔を数回殴り

つ け た 。 目 撃 者 は West Shore RCMP

（250-474-2264）へ連絡のこと。 

 

Sooke Rd.を 142 ㌔  

 3 月 10 日木曜日のこと。Sooke Rd. 3400

ブロック付近の制限速度は、80 ㌔。そこ

を 142 ㌔で走る車が目撃された。 

 パトロール中の警官はすぐさまサイレ

ンとともに追跡、すると車は素直にスピー

ドを落として停止した。 

 ドライバーは、$368 の罰金を科され、

車は 7日間押収された。 

 Sooke Rd.に右折するとき、もしその辺

を他のドライバーが走っていたとしたら、

142 ㌔というスピードがいかに危険なこ

とか、と警察はコメント。 

 

B.C. Hydro にブレイクイン  

 3 月 11 日金曜日、まだ夜も明けてもい

ない午前 3時半頃、4400 West Saanich Rd.

に位置する B.C. Hydro がブレイクインさ

れた。セキュリティ・アラームとそのワー

カーによる通報で警察が駆けつけ、ちょう

ど建物から出てきた男（54）を警察犬とと

もに追いかけ逮捕した。 

 即逮捕のキーポイントは、リアルタイム

によるセキュリティ・アラームと警察はそ

の威力を誇る。 

見聞録のあるところ 

Fujiya (3624 Shelbourne St.) 
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ペローギをつくる 

 ウクライナ、キエフ生まれの Coliwood

在住女性が、ウクライナをサポートするた

めにペローギ（perogies、日本語発音でピ

エロギ）を作っている。ペローギは、ウク

ライナ、ポーランド、スロバキアなどの国

民食。餃子のような形をして、中はポテト

やチーズ。グロサリーでも既成冷凍で売ら

れているがなんといっても手作りは格別。

 公職に就く 31 歳のこの女性（3人目を出

産予定）はホームメイドペローギでウクラ

イナの人のためのファンドライジングに

勤しむ。3 月 10 日現在、1000 個のペロー

ギを作り、$2000 ほどを集めている。1 ダ

ース$10。セールは、オンラインにて、 

facebook.com/lia.bogachek。 

 

BC Transit とマスク 

 3 月 11 日金曜日午前 12 時、BC 州の公共

インドアにおけるマスク着用義務が解除 

 

された。これにてバス乗客はマスクなしで

乗車できる。一方、BC Transit ドライバ

ーはマスク着用を続ける、とのこと。これ

は WorkSafeBC（労災）に沿って、ワーカ

ーを保護するため。 

 

卵でノックアウト 

 たかが卵とバカにしてはいけない。当た

り所によっては重傷となる。実際、それが

当たって気絶した男性ここにあり。先月の

出来事だが、まだ頭がフラフラしたり震え

が止まらないことから、「卵一個」とはい

え刑事事件として警察に通報することと

なった。 

 それは Nanaimo の地、去る 2 月 25 日午

後 11 時前のことだった。37歳男性は 3人

の友人とともに家を出てバスストップで

バスを待っていた。そこへ、車が通りかか

り、車内部から生卵が男性に向かって投げ

られた。 

 男性が気が付いたとき、地面に倒れてい

た。おそらく脳震盪を起こしたと男性は今

にして言う。次に気が付いたときは病院へ

向かう救急車の中だった。救急隊員は首、

脊髄も損傷したかもしれないとも推測し、

念のため男性の首をネックブレースでサ

ポートした。男性の額、右側からは血も流

れていた。血は割れた卵の殻と卵黄に混じ

っていた。 

 卵が投げられた車は小さい黒っぽい車。

助手席側の窓から投げられた。警察曰く、

おそらく人を傷つける目的で卵を投げた

のではないだろうが、潔く名乗りでてほし

い。卵投げ事件は過去にも多数発生してお

り、多くがティーンによるイタズラに終わ

るが、今回は男性にケガを負わせている。

 卵被害にあった男性は言う。「私は普通

の人です。だれからも恨まれていない。毎

日仕事に出かけている普通の人。なのに、

どうして卵を当てられるターゲットとな

ったのか。怒っているわけではありませ

ん。ただ、『投げた』という行為に対して

きちんと名乗り出てくれたら、と願ってい

ます。」 

 

赤信号でパンチ  

 ロードレージの末、赤信号で止まったと

きに相手から数回殴られた、という暴力事

件。これを目撃した人、ダッシュカムビデ

オの情報提供を West Shore RCMP が民間に

呼び掛けている。 

 事の起こりは去る 3 月 3 日午後 4 時半

頃、McKenzie Ave.を走行していた 2 台の

車、つまりドライバー2人がもみ合った。

前を走る車が蛇行運転をしていたのか、そ

の辺の詳細は不確かだが（被害者も口を閉

ざす）Trans-Canada Hwy.と West Shore 

Parkway の交叉点の赤信号で停止したと

き、後方の車（グリーンの Mini Cooper）

からドライバーが降りてきて、相手ドライ

バー（黒のピックアップトラック）の車の
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ロシアから 

マクドが消えた 

 

 

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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国営テレビでウクライナ侵攻反対を訴え

て逮捕された女性職員について、フラン

スのマクロン大統領が政治亡命を受け入

れると表明したことに関し、「個々の置か

れた状況などにも配慮しながら適切に対

応する」と述べた（3月 16 日）。日本に在

留する外国人について、難民条約に基づ

き適切に認定する一方、同条約上は難民

認定ができないケースについても「本国

の情勢などを踏まえ人道上の配慮が必要

と認められる場合は在留を認める」と説

明した。 

最も多く盗まれた車→日本損害保険協会

は、23 回目となる「自動車盗難事故実態

調査」を発表した（3月 16 日）。車種名別

に、2021 年最も盗まれた台数が多かった

のは、トヨタ「ランドクルーザー」で 331

台。2019 年、2020 年とも「プリウス」が

ワースト 1位だったが、今回プリウスは 2

位で 266 件。 

幼児向けおやつの回収→アサヒグループ

食品は 3 月 16 日、幼児向けのおやつ「1

歳からのおやつ＋DHA 黒豆きなこクッ

キー」について約 3万 5000 個を自主回収

すると発表した。微細な金属の混入が分

かったため。消費者の指摘を受け判明し

た。同社によると、健康被害は出ていな

い。回収対象は 1、2月に製造した商品の

一部で、賞味期限が「2023．1/B0」「2023．

1/B1」「2023．2/B4」と表示されている。 

 

 

 

 

 

「アノニマス」 

By ヨシダ 

 3 月 11 日現在。ロシアのウクライナ侵

攻が始まって３週目に入った。残虐な攻

撃は未だ続き、多くのウクライナ国民の

命が奪われている。２１世紀というこの

新時代に、大国によるこのような流血の

侵略があるとは未だ信じられない。ロシ

アは 1991 年のソ連解体後、遅れながらも

やっと世界文明の基準に追いついたと思

っていたが、これは大きな誤解だった。 

 プーチン大統領やその取り巻きの高官

は嘘八百。子ども病院や産院を攻撃して

おきながら、「患者はいなかった」としゃ

あしゃあと言ってのけるラブロフ外相。

いかにも汚職で私腹を肥やしておるとば

かりの顔つきと体つき。「我々はウクライ

ナを攻撃していない。ロシアの安全が真

の脅威にさらされた結果だ」と言い放っ

た。子どもでもわかるウソをどうどうと

言うところが本当に恐ろしい。そんな大

きなウソに加えてプーチンが事ある度に

「核の脅し」をかけ、本当に「核」のボ

タンを押しかねない。最低限の現代モラ

ルも持ちえない独裁者との停戦交渉がい 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

高台に立つ教会へ→3 月 16日午後 11時 36

分、福島県沖で 1 マグニチュード(M)7.3

の地震があり、東北の一部沿岸部に高さ 1

㍍の津波注意報が発令された。海外メディ

アも相次いで速報、米紙ウォールストリー

ト・ジャーナルは「11 年前の地震（2011

年の東日本大震災）に見舞われたのとほぼ

同じ地域で最も揺れが強かった」とした。

塩釜湾から約2kmの高台に立つ教会には近

くに住む人たちが避難。車も海から遠い場

所に次々と避難しているという。 

陸前高田から寄贈の松→世界文化遺産・富

士山の構成資産の一つである三保松原（静

岡市）で、東日本大震災の被災地である岩

手県陸前高田市のNPO法人から寄贈された

松が、無断で伐採されたことが分かった（3

月 16 日）。静岡市は文化財保護法違反の疑

いもあるとみて、静岡県警清水署に被害届

を提出した。伐採された松は 2018 年、震

災後に「奇跡の一本松」で知られるように

なった陸前高田市の「高田松原を守る会」

が寄贈した。13 日朝、市民が伐採されたの

を発見した。松は高さ約 2m で、根元から

伐採されて近くに放置されていた。 

鹿児島市職員が被災地へ→東日本大震災

や熊本地震の被災地に鹿児島市の職員5人

が派遣されることになり、3月 16 日、その

出発式が行われたそうだ。鹿児島市では

2011 年の東日本大震災以降、大きな災害で

被災した全国各地の自治体をサポートす

るため職員を派遣しており、1 ヵ月以上の

期間にわたる派遣ではこれまでに延べ 117

人の職員が携わってきたという。今回 5 人

の派遣期間は 2023 年 3月 31日までの 1年

間ということだ。 

ウクライナ避難民受け入れ→岸田首相は、

ロシアの侵攻を受けるウクライナからの

避難民の日本受け入れについて、「（東日本

大震災の）被災自治体の首長から『震災の

時にウクライナの方々から温かい支援を

いただいた。その恩をお返ししたい』とい

う声を聞いた」とした上で、「日本には『困

った時はお互い様』という言葉がある。こ

の精神で、ウクライナ避難民を積極的に受

け入れる」と述べた（3月 16 日）。 

 

＜社会ニュース＞ 

ロシアの４隻、津軽海峡を通過→防衛省統

合幕僚監部は 3 月 16 日、ロシアの揚陸艦

４隻が津軽海峡を通過したと発表した。４

隻は同日、青森県の尻屋崎沖から津軽海峡

を通って、日本海に航行したのが確認され

た。揚陸艦は大量の兵力を輸送できる。日

本政府はカムチャツカ半島などの極東に

展開する部隊をウラジオストークに運び、

シベリア鉄道や空路などでウクライナ方

面に移動させる可能性があるとみている。

ロシア国民亡命→松野官房長官は、ロシア

かに難しいかは言わずともわかる。わから

ないヤツを相手に説明のしようがないし、

納得して承諾したところで、すぐに手のひ

らを返すことであろう。 

 そんな中、痛快なるニュースが一つ届い

て誇らしく思った。それは「アノニマス」

によるロシアへのサイバー攻撃である。世

紀の悪党が、世界の悪に立ち向かったのだ。

アノニマスも所詮人の子、ウクライナの惨

状に心が動きロシアに一発と立ち上った。 

 去る 3月 7 日、「アノニマス」がロシア政

府を攻撃のターゲットとすると宣言した。

そして「ロシアの国営放送をハッキングし

て、ウクライナの戦場の映像を流した」と

投稿し、映像の途中には「ウクライナ領土

での戦争に声を上げよう」「ロシア人よ、ウ

クライナでの大量虐殺に声をあげよう」と

いったロシア語のメッセージもしっかり入

っていた。 

 話によると、ロシア国民の多くは、プー

チンが訴える「ウクライナのナチス化」を

信じているそうだ。今回のウクライナ侵攻

はその大義名分を掲げてのことと信じて疑

わない（特に国外情報に疎い高齢層）。その

映像を見て、実際は、ウクライナでの虐殺、

戦争犯罪であることは一目瞭然であろう。 

 ところで「アノニマス（Anonymous）」と

はそもそも何者か。「アノニマス」は、かれ

これ 2006 年ごろ、SNS 掲示板で繋がる集団

であった。そのうちに政治的な主張でサイ

バー攻撃を仕掛ける頭脳集団と化した。雑

にいうとサイバーに屯する「烏合の衆」、も

っと砕けていうと、サイバーでつるむチン

ピラである。が、高度な知識や技術を用い

て、コンピュータやそのネットワークの解

析・改造・構築などを行う（ハッキング）

ことができるので頭のいい頭脳集団であ

る。チンピラとしてこき下ろすにはあまり

にも恐ろしく出来すぎた集団であろうか。 

 ともあれ、このアノニマスによるロシア

へのサイバー攻撃声明が発表されるや否

や、世界中から称賛の声が相次いだそうだ。

日本からは「これこれ、アノニマスに求め

ていたのは。かっこよすぎる」「ハッカー集

団の肩を持ちたくないが今はご容赦。Good 

Job!」「味方につくと強ぇな」と言った具合。

 ウクライナの惨状に目をそむけてはいけ

ない。涙するより、ともにロシアに立ち向

かいたいと思う、何もできなくて実にもど

かしいなか、アノニモスの一発はかなり心

強く思う。だが、ハッキングはサイバー犯

罪であるためあまり煽るのも問題であると

ころ、これまたもどかしい。 

Jp.wikipedia.org 
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★ こんなの見つけました ★ 

炎症と戦う食べ物（３） 

 自然の恵み、抗炎症（anti-inflame- 

matory）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） 

４．ダーク・チョコレート（Dark choco） 

５．オリーブオイル（Olive oil） 

６．スモークサーモン（Smoked salmon） 

７．アボカド（Avocado） 

（上記、前号 2月 17 日号にて解説） 

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。一粒で抗炎症効果が 2倍になる。

アーモンドは心臓疾患のリスクを下げる

のみならず、抗炎症に加え抗酸化機能と実

にパワフルなナッツである。そして多くの

人に愛されるナッツである。アーモンドが

入っていないチョコなんて、と言われるほ

どチョコとの相性もよい。逆にアーモンド

をチョコと離して日常の食事に入れるに

は、朝食のシリアルやサラダにチョップし

て入れる。なお、塩つきのアーモンドより

塩なしのほうがヘルシー。 

９．カシューナッツ（Cashew nuts）：おそ

らくアーモンドほどにカシューを食べな

いという人は多い違いない。なんといって

も高価であり、またカシューチョコという

のも巷の店では割に見当たらない。見つか

ってもかなり高くて買うに及ばず、であろ

う。それでも、カシューを！というのは、

それを定期的に食べると炎症のリスクを

下げる、という研究結果がある。カシュー

ミルクというのもあるので、それも日常食

に取り入れよう。高くともそれだけの価値

はあるというもの。 

１０．リンゴ（Apples）：リンゴ、一日一

個で医者要らず、というとおり、それは健

康そのもの。プラス、抗炎症作用まである

となると、リンゴ様さま、貴重なる毎日の

一個である。科学的にはリンゴに含まれる 

ケルセチンとペクチンが 

炎症と戦う。リンゴのスラ 

イスをサラダに、そして 

ナッツをふりかける。 

（次号、最終回に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

卵白で作る、チョコクッキー、 

 春に軽い卵白チョコクッキー。小麦粉を

入れないため、グルテンフリーにカーボフ

リー。グルテン過敏症の人にはうってつけ

のお茶のお供。 

〔材料〕粉砂糖(2C)、ココアパウダー

（3/4C）、卵白(4 個分,冷蔵庫から出した直

後,冷たいもの)、塩(1/4tsp)、バニラエッ

センス(1/2tsp)、チョコチップ(1C) 

備品：ベーキング・パン（クッキーシート）、

バーチメントペーパー 

1. 大き目のボールに粉砂糖、ココア、塩

を入れてよく混ぜておく． 

2. 1 に卵白、バニラエッセンスを入れて

混ぜる（泡立ててフワフワにする必要

なし）． 

3. 2 にチョコチップを加えてさっくりと

混ぜる． 

4. ベーキング・パンにパーチメントペー

パーを敷き、大さじ 1杯（1tbsp）分

を 5cm スペースを空けて並べる．（照

りのいいクッキーにする場合は、室温

でそのまま約 20 分置く．） 

5. オーブン（350°F）に入れて 10-12 分

焼く． 

6. オーブンから出して 5分ほどしたらシ

ートから剥がす． 

ためになる名言 

  アイヴァン・ライトマン 

初代「ゴーストバスターズ」映画監督 

私はいつも保守打倒の自由主義者、リバ

タリアンであり続けている。 

私は、要するにベビーブーマーの世代の

一人である。「フリーラブ（free love）」

なるものを生み出したのはオレたちだ。 

（映画製作にあたり）単にモノを面白く

する、ということではなく、日常生活を

基本に真実を語る、ということが大事で

ある。 

世の中が、雑になったと言おうか、言い

たいことをいう人が増えている。雑にな

ったのはソーシャルメディアが原因であ

る。顔が見えないせいか言いたいことが

言えて、私たちのことをあれこれいう。

そんな状態にも増して、男女の区別もつ

かずセクシュアリティが薄れてきている

ようだ。性的表現にもビクビクする反面、

大胆過ぎることも多い。汚いことに一層

の興味を持つ人が増え、30 年前とは全く

違う。時代の推移にしてもなんともおぞ

ましいことだ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Ivan Reitman：1946-2022 年、チェコ

スロヴァキア、コマールノ（当時ハンガ

リー）生。映画監督、映画プロデューサ

ー、脚本家。チェコのユダヤ系の両親の

間に生まれる。第二次世界大戦時、母は

アウシュビッツ収容所で生き残り、父は

レジスタンスで戦った。その後アイヴァ

ンが 4歳のとき反ユダヤ主義を逃れて一

家はカナダに難民として移住、カナダで

教育を受けた。McMaster 大学でコーラス

部に属し、音楽の学位を取得。この頃か

ら映画製作を始めた。映画監督に加えて

プロデューサー業にも忙しく、これまで

『アニマル・ハウス』『ベートーベン』な

どを手がけた。ライトマンを一躍有名に

したのは、出世作となった『ゴーストバ

スターズ』。息子のジェイソン・ライトマ

ンも映画監督。2022 年 2 月 12 日、加州

の自宅で死去。享年 75 歳。〕 
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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 

 

 

【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、3 月 11 日更新 

マスク着用義務解除 

●公共のインドアでマスク着用の義務解除。マスク

着用は個人の選択による。しかしながら、公共交通

機関を使用する際、マスク着用を奨励する。 

●空路による旅行やフェデラルが規則づける旅行

に際してはマスク着用のこと。 

他、予定の規制緩和 

●3 月 18 日までに、長期療養施設やシニア施設へ

のビジター制限なし 

●4 月 8 日、午前 12 時をもってワクチン・パスポート

は無効となる 

・イベント、ビジネスへのアクセスに必要なし 

・ただし、ビジネスオーナーやイベント主催者は、ワ

クチン・パスポート続行を各自で決められる 

・フェデラル（カナダ政府）発行のワクチン・プルー

フは空路の旅行に必要 

●ビジネスはもはや COVID-19 制限は必要なし。

専ら WorkSafeBC による疾病ガイダンスに従うのみ 

詳細は、

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/inf

o/restrictions#changes 
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          精油の先生が、「植 

         物たちの声に耳を傾 

         けなさい」と何度も 

         お話されていました。

         以前、自分の身体の声

も聴きなさい、という本も読んだことがあ

ります。“聴く”ということがいかに大切

であるかを再び思い出させてくれました。

 さて、いらない、ということを、“いら

ん”なんて言ったりもしますね。 イラン

イランさんからのメッセージは明確。いら

んいらん、と２回も繰り返し言っていま

す。これもいらん、あれもいらん、と、ど

んどん削ぎ落として行く作業を力強くサ

ポートしてくれているのかもしれません

ね。人生はあまりシリアスになり過ぎず

に、笑ってね、とも。 

 あなたの本質、自然体を引き出してくれ

る魔法の精油たち。多くの種類があります

が、デトックスにいい季節がやってきまし

た。イランイランの精油もお勧めです。使

い方を知りたい、お話を聞きたいという方

は、気軽に連絡くださいませ。それでは、

今日もありがとうございました。 

Sono Ray：exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com 

Yoga: ShantiLife.love。 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛3 月 19 日(土)、9am-3pm：Archie Browning 

Sports Centre（1151 Esquimalt Rd.）にて、

ボトルドライブ、Esquimalt ライオンズクラブ

主催．ローカルコミュニティのためのファンド

レイジング．ボトル分別の必要なし、そのまま

ドロップ．ピックアップも可能（250-508- 

6926）．詳細は、

https://www.e-clubhouse.org/sites/esquima

lt/calendar.php 

☛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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃４２】 

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。 

 今月も、イランイランの花のお話の続

き、最終篇です。 

 イランイランは、恍惚感がもたらされ、

気分の高揚がありながら、神経系を落ち着

かせます。血圧のバランス、そして、ハー

トを強化させてくれます。女性性のワーク

をしたい際、とても活躍してくれます。時

には、何をヒーリングしたいかによっては

先祖の癒しや集合意識の癒しなど、とても

深いところまで行くこともあるのですが、

もしあなたが今世、自分のことを愛するこ

とが難しかったり、パートナーとのリレー

ションシップでつまづくことが多く、それ

らを改善したいようであれば、イランイラ

ンがあなたのサポートとなってくれるこ

とでしょう。 

 今回、彼女と数ヶ月ワークして、女性性

と向き合うことになりました。その間、過

去の恋愛に関するトラウマが出てきて向

き合うことに。蓋が開いてしまったので、

もう押し戻すことはできませんでした。 

 それによって、おかげさまでたくさんの

ことを学ぶことができました。そして、本

当にそうなんだなと思った学びの一つが、

「身体とマインド、感情は繋がっている」

ということ。過去のトラウマが解放され、

感情がリリースされ、もう過去を再訪問す

る必要がなくなることで、身体のねじれ、

歪みが取れ、どんどん拡がっていっていま

す。つまり、柔軟性が増しています。前後

左右とも。その結果として、バランスがよ

り取れるようもなっているし、しっかりと

脚や大地を感じるようにもなっています。

また、胸郭も拡がったので、空気の入り方

もよくなりました。つまりこれは、生命エ

ネルギーをより取り込むことができるよ

うになったということ。 

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】3 月半ばを過ぎ、ロシア

によるウクライナ破壊行為が未だ続いていま

す．自然災害で人も街も破壊されるものが多い

というのに、人為的に破壊するとはなんという

無慈悲、と日に日にロシアに対する憎悪感が募

ります．正確にはロシアでなくてプーチンに、

です．先日（３月１５日）早朝に、ウクライナ

のゼレンスキー大統領からのメッセージかカナ

ダ議会向けにありました．決して屈しないすご

いエネルギーを感じました．プーチンは遅かれ

早かれ破れることでしょう．ザマーみろと言え

る日が近づいています．Glory to Ukrain! 

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 
●３月３日の雛祭り、とうに過ぎたが最

近のひな人形が話題になっていた。最近

の、「ふたりそろってすましがお♪」のお

内裏様とお雛様は、二人並んで金髪に長

マツゲというハイカラ顔に進化している

そうだ。髪型はそのままに。ちょっと気

味が悪いと思いませんか？こうなると、

もはや誇り高き日本文化ではなくなり、

リカちゃん人形（これはこれでアメリカ

子供文化）のレベルになるのでは？「少

し白酒めされたか♪」も「白酒」が「ワ

イン」に変わる？ビールに変わるとなる

と、こりゃお手上げ。ついていけぬ。 

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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ミモザ 

ヘリクリサム 

カレンデュラ 


