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カットは歓迎すべきもの、家庭食に集中す

ることで食事の質が良くなると言えよう。

 Statistics Canada によると、2 月のイ

ンフレーション率は 5.7%。この数字は実

に 31 年ぶりであるという。この高騰の原

因は言うまでもなく、ロシアによるウクラ

イナ侵攻。ガソリン価格の急騰に加え、西

洋の主食となる小麦も急騰している。 

 

逃げ道に使われたタウンハウス  

 3 月 22 日火曜日の午後 1 時半、春の訪

れでうららかななか、タウンハウスに住む

ファミリーに空から石の如く、ドアから男

が一目散で入ってきた。全く知らない男が

家庭に入り込んで、幼い子供を持つ若夫婦

はびっくり。まずは、母親が子供をかつい

で安全な 2階に避難した。父親は男と果敢

に格闘、あげく男は裏口のドアから一目散

で逃げ去った。 

 この突然のドア破りは、男がタウンハウ

ス近くでグループと雑談していたときに

始まった。そこは Branshard と Bay の交差

点あたりで、ちょうどパトロールカーが通

過した。そのとき、男は手に持っていたシ

ョットガンを落してしまった。警察は気が

付かなかったが男は捕まることを恐れて

逃げ出した。警察は不審に思い男を追いか

けることとなった。裏口から逃げた男は隣

の塀を飛び越えて…、警察に捕まった。 
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祖国を恐れるロシア人女性  

 先月 2 月 24 日のロシアによるウクライ

ナ侵攻から 1 ヶ月が経とうとしている（3

月 20 日現在）。以来、世界中がロシアによ

るウクライナ破壊を、死を、そのホラーを

目の当たりにした。ロシアによる犯罪をそ

の目で目撃している。 

 カナダに住むウクライナ人にとって、祖

国が毎日のように破壊されるのを見るの

はなんと心が痛むことだろう。そして祖国

にいる愛する家族の安否を気遣い涙する。

 一方で、カナダに住む多くのロシア人

が、このプーチンが起こした戦争に心を痛

める。心を痛めるという表現は適切でな

い。日に日に、それはホラーに変わりつつ

ある。祖国を操る破壊的な独裁者プーチン

に対する恐怖が募り、その破壊的行動がも

たらす結果が祖国ロシア、そしてロシアに

いる家族にどう悪影響することになるか

と多大なる懸念を抱く。 

 現在、Langford の Royal Roads 大学で

修士号を取得すべく勉強に励んでいたロ

シア人留学生女性カタリーナ・モイシワさ

んは、今が人生一大事、しかしどうしてい

いかわからない、と吐露。列記としたロシ

ア人として、この戦争に責任がもてない、

なぜならば、ロシアのリーダーとしてプー

チンをその選挙で選ばなかった。多くのロ

シア国民がプーチンを大統領として選ば

なかった。だが、それに反してプーチンが

大統領となり、こうした戦争を起こしてい

る。プーチンに投票しなかった多くのロシ

ア人が、プーチンが起こした戦争に、大き

な罪悪感を持っている。第二次世界大戦

で、ナチスが行ったユダヤ人虐殺に、その

後も多くのドイツ人が罪悪感をもって生

きていかなければならなかったことと似

ている、とカタリーナは語る。こんな罪悪

感が強くならないうちに、この戦争を止め

てほしいと願う。 

 プーチンにとって都合のいいことしか

国内に流されないニュース。ウクライナの

新ロシア派が虐殺されるなどナチス化し

ている、ロシア軍はウクライナで歓迎され

ている、市民は断じて被害に遭っていな

い、などなど、ウソだらけの情報が国内に

流されている。ロシア国外の情報にアクセ

スできるのは IT デバイスに慣れた若い層

だけ。そうして立ち上がった反戦デモの若

者たちも、プーチンにすっかり抑圧されて

しまった。でなければ、ロシアを去った。

 今、カタリーナがこの危機において挑ん

でいることは、このカナダ、Langford に

住んで、ロシア人である自分をプーチンか

ら切り離してアイデンティティを語れる

か、ということ。ロシア人であるため、周

囲の自分をみる目がすっかり変わってし

まった。こんな境遇に陥るとはこれまで考

えたこともなかった。 

 ロシアという国が、戦争を始めた、とい

うことをこれから生まれ来る子供たちに

語れるだろうか。 

 

食費カット  

 最近のインフレーションにつき、食費カ

ットを実行する家庭が増えているそうだ。

今回 3月半ばの調査（Leger poll）に回答

した 5分の 4（全 1,515 人、カナダ国内の

家庭）が、食費カットせざるを得ず、であ

る。食費カットで得た分をこれまた増加を

し続ける生活費に回すこととなる。 

               

Victoria 

Japanese Journal 
Mar. 27, 2022 

Vol. 21J, No.7 

 

満開だが、 

そんな気分では 
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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 

 

  食費カットの手段にお

いて、食材など買う物を少

なくする、ということでは

なく安いものを買う、とい

うことである。となると、

当然、食事の質（同時に栄

養の質）も変わってくる、

というより劣化する。逆に

外食が多いゆえに食費コ

ストがかかっていた家庭

は、外食を慎しむ。ファー

ストフードレストランな

ど油ギラギラの食事に慣

れていたのなら、この食費
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獲量の減少や価格の高騰、新型コロナウ

ィルスによる観光需要の激変などで関係

者たちは対応に苦慮した。 

悪質自転車→「あおり自転車」など自転

車の交通ルール違反に歯止めをかけるた

め、全国の警察が、悪質・危険な走行が

問題になっているような「自転車指導啓

発重点地区・路線」を選定し、各都道府

県警のホームページ（HP）で地域住民に

周知した上で、集中的な取り締まりに乗

り出す。健康志向やブームで自転車利用

者増加に伴い、交通マナーも悪化、対策

が急務となっている。 

牛も浮かばれない→春休みや大型連休で

学校給食がなくなる 5 月にかけて、牛乳

の原料となる生乳が余り、廃棄されるお

それが浮上している。飼料や原油の高騰

に苦しむ酪農家からは悲鳴が上がる。「苦

労して搾った生乳を捨てるなんて、あん

なつらい思いはない。廃棄は絶対やりた

くない」と、全国の生乳生産の半分以上

を占める酪農王国・北海道から声があが

る。一方で、配合飼料の価格は原料のト

ウモロコシの需要増の影響で、2年前から

約 3 割上昇。ウクライナ情勢などを背景

に、4月からはさらに値上げされる。 

 

 

 

 

 

 

コラム Vol.73 

Terry Fox vs. Steve Fonyo Jr.  

by サンダース宮松敬子 

http://www.keikomiyamatsu.com 

 「本当に大丈夫なの？」と半信半疑の

思いを感じながらも、3月半ばになってよ

うやく、世界中が一喜一憂したコロナの

脅威から解放される兆しが見えて来た。 

 この間「何処にも出かけられない」と

言う我慢を虐げられた結果、生った体を

鍛えるために、一番手軽でお金のかから

ない気分転換として「ウォーキング」と

言うのが生活の一部になった人は多いよ

うだ。 

 しかし、どんよりとした雨雲の立ち込

める西海岸特有の日には「さあ、出かけ

よう！」と言う気になれなかったものだ。

もちろん東部地方と違って、冬の間の雪

はせいぜい 1、2回と言うのは嬉しいもの

の、太陽の日差しが見えないとこれはこ

れで気分が落ち込むものである。 

 とは言え、筆者もコロナ以前と比べる

と「歩くこと」が億劫ではなくなり、車

を使う回数が減った。住んでいる場所柄、

郊外の住宅地を歩いたり、またオゾンを

吸いながら昨夏整備が整った Dallas Rd

沿いの海岸を歩くことが多い。 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

震度6強に負けなかった商品→3月16日深

夜に宮城・福島両県で地震発生、最大震度

6 強を観測した。福島にある道の駅では、

地震で傷がついた商品をあえて値引きせ

ずに販売しているそうだ。「地震に負けな

かった商品だから、値段もまけません」と

いう趣旨で、応援のために買っていく人が

相次いでいるという。道の駅では、震度の

揺れで天井板がはがれて、厨房の調理器具

なども故障。昨年 2月にも同じく震度 6 強

の地震があり、その際は約 300 本のジュー

スや酒の瓶が棚から落ちて割れたが、今回

は 30 本ほどで済んだ、という。商品の下

に揺れを抑えるマットを敷いたり、棚に落

下防止のストッパーを付けたりといった

対策の効果があったようだ。 

京都にも大きな地震→東日本大震災の発

生から、3 月 11 日で 11 年が経った。京都

市内では近年、大きな地震被害はないが、

活断層は数多く確認され、歴史上幾度も大

地震に見舞われてきた。とりわけ江戸後期

の「文政京都地震」（1830 年）は甚大な被

害をもたらし、神社にはその史料や絵図が

残っている。それによると、京都市上京区

西方で起きたとされるマグニチュード

6.5、犠牲者数は諸説あるが、最大 800 人

余りと記録されている。 

液状化した地区→発生から6年経過した熊

本地震。その際に地盤が液状化する被害が

起きた熊本市南区で、地下水の水位を下げ

る作業（約 2.4 ㌶）が始まったそうだ（3

月 25 日）。液状化復興対策協議会の会長が

ポンプを起動するボタンを押し、地下水の

排水が始まった。熊本地震では熊本市の約

2900 戸で地盤が液状化する被害が確認さ

れた。  

 

＜社会ニュース＞ 

MHK のロシア語ニュース→NHK は、運営す

るロシア語のインターネットニュースペ

ージへのロシア国内からのアクセスが、同

国によるウクライナ侵攻後に約6割増加し

たと明らかにした（3 月 23 日）。NHK は英

語の国際放送「NHK ワールド JAPAN」を、

衛星チャンネルなどを通じてロシア国内

で約 1800 万世帯に配信してきた。しかし、

ウクライナ侵攻後に現地の配信会社が、ロ

シア国内の配信をストップしていた。NHK

放送総局長は「フェイクなどが満ちあふれ

ている中で、公共メディアとして信頼でき

る正確な情報を多角的に出していくこと

が必要」と強調。ウクライナのほか、ルー

マニア、モルドバ、ポーランドなど周辺国

への取材体制を強化したとしている。 

記録的不漁→日本海の冬の味覚、ズワイガ

ニ漁の今シーズンの漁期が 3 月 20 日で終

了した。漁は同日深夜まで続き、21 日朝に

最後の競りがある。昨季に続き、今季も漁

 

Terry Fox 

 この辺りには幾つか興味あるスポットが

点在する。一番知られているのは Douglas 

St.の最南端にある「Mile 0」と呼ばれる場

所で、ここには知る人ぞ知る『片足のラン

ナーTerry Fox』の立像が建っている。 

 彼に関しては今更説明する必要もないだ

ろうが、骨肉腫の癌のため右足を切断し義

足になったものの、その症状を物ともせず

22歳だった 42 年前の 1980 年 4 月 12 日に、

癌研究資金を募るため Newfoundland 州の

St. John を出発しカナダ横断のマラソンを

開始した。 

 しかし Ontario 州の Thunder Bay に到着

した 143 日目に、癌が肺に移転したことが

分かり計画を断念し、翌年の 6月 28 日に亡

くなった。本来なら西海岸の当地まで走り

抜く筈だったが、それはかなわなかったが、

以後 Marathon of Hope（希望のマラソン）

と言う呼び名が彼の偉業を讃える代名詞に

なった。 

 当地迄の完走は未完に終わったが、世界

に知れ渡った彼の名前によって集まった癌

研究資金の総額は、2020 年 4 月現在 800 ミ

リオンに至っているという。 

Steve Fonyo Jr. 

 又その立像のすぐそばには「Fonyo 

Beach」と書かれた小さな標識が立ってい

る。これはやはり癌で左足を切断した Steve 

Fonyo と言う青年が、Terry Fox の行動に触

発されて 19 歳の 1984 年 3 月に東海岸を出

発、14 か月後に当地の西海岸に到着し義足

を海水に浸したのを記念した場所なのだ。 

 結果的に 13 ミリオンの癌研究資金を集

めた彼の行動は、Journey for Lives（命の

旅）と呼ばれ、完走後には Terry Fox と同

様に Order of Canada を授与された。 

 また英国でも同じようにマラソンを試み

て癌研究のための資金を集めたが、29 才の

1987 年には色々な理由でマラソンの活動か

ら身を引いた。その後はメカニックとして

生計を立てたものの、徐々にディプレッシ

ョンに陥り、社会的な違法行為を繰り返した

ためOrder of Canada の称号を剥奪された。

 私的生活で何が起こったかの詳細は分か

らないようだが、彼は一ヶ月程前の 2月 18

日に本土のBurnaby市で56才の生涯を閉じ

た。大きなことを成し遂げた後の、人生の

かじ取りを何処で間違ってしまったのだろ

う・・・？ 

 この訃報を聞いて以来、筆者はウォーキ

ングでその標識を見る 

たびに、今は亡き人の 

人生に思いを馳せずに 

はいられないのである。 

←注目 



Victoria Kenbunroku  全第６５５報 March 27, 2022  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

★ こんなの見つけました ★ 

炎症と戦う食べ物（４：最終回） 

 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） 

８．アーモンド（Almonds） 

９．カシューナッツ（Cashew nuts） 

１０．リンゴ（Apples） 

（上記、前号 3月 17 日号までに解説） 

１１．クランベリー（Cranberries）：日常

的に食べるというよりイベント的に食べ

られるもの。イースター、サンクスギビン

グ、そしてクリスマスにクランベリーソー

スは欠かせない。そして我らのカラダにも

欠かせないものとなっている。クランべり

ーは炎症を防ぐという機能の前に、尿道炎

を防ぐ、ということで知られている。実際

は、尿道炎に効くというほどの効果はない

らしいが、炎症を防ぐということにかけて

はその効果は大きい、ということだ。とも

あれ、一般的に小さい赤いフルーツは「抗

炎症」機能があるということ。日常的にそ

れらを摂取すると炎症を引き起こす成分

のレベルを下げることができるそうだ。ク

ランベリー入りのグラノラバーは最高の

スナックである。 

１２．レモン（Lemon）：飾りか、スパイス

的な酸味を加えること以外、あまり気にさ

れていない。威力あっても割に感謝されな

いレモン、しかし毅然とした態度（?）で

転がる一個は頼もしい。レモンは自然の殺

菌剤であることに加え、強烈な「抗炎症」

成分を持つ。そして、その皮は関節の痛み

を和らげる、とも言われる。レモンジュー

ス（絞汁）ベースのトニックは最大限の威

力を放つ。すっぱいほどに威力あり。 

１３．ブロッコリ（Broccoli）：それなら、

毎日「抗炎症剤」を摂っていると言っても

過言ではないだろう。ブロッコリは毎日の

食卓にのせられる。毎日食べると飽きると

ころが、毎日食べるこ 

とが習慣となり、 

飽きるという 

より苦になら 

なくなる、と 

いうのもブロ 

ッコリの魅力。 

なお、ナマで 

食べるのが一 

番よい。 

 

 
Cooking for the Lazy: 

スロー・クッカーで作る、ペカン・キャンディ 

 ペカン（ピーカン、ピカン）は、クルミ

科の種実。脂肪分の多いナッツであること

から、ペカンの木は俗に「バターの木」と

も呼ばれる。その代表的なものは「ペカン

ヒッコリー」アメリカ、テキサス州の州木

である。 

 ペカンナッツには、鉄・銅・カリウム・

マグネシウム・リンといったミネラルや、

ビタミン E以外にもビタミン B1・B2、ナイ

アシン・葉酸・パントテン酸などの各種ビ

タミンが含まれているなど栄養の宝庫。体

の細かな機能をサポートしてくれる。 

〔材料〕ペカン(3C)、シュガー（1/2C）、

ブラウンシュガー(1/4C)、卵白(2 個分)、

シナモン(1tbsp)、塩(1tsp)、バニラエッ

センス(1tsp)、オイル少々 

備品：スロー・クッカー、ハンドミキサー 

1. ボールにシュガー、ブラウンシュガ

ー、シナモン、塩を入れてよく混ぜる． 

2. 別のボールに卵白、バニラエッセンス

を入れて白い泡が立つまで混ぜる（ハ

ンドミキサーを使う）． 

3. スロー・クッカーの内部にオイルを塗

る（又はオイルスプレー）． 

4. 3 にペカンを入れ、2の卵白を入れて

全体をさっくりと混ぜる． 

5. 4 に 1 を入れて各ペカンがコーティン

グされるようにする． 

6. 低温で約 3時間クック、1時間毎にか

き混ぜる． 

ためになる名言 

  ヴィオラ・デズモンド 

カナダ$10 紙幣の女性 

（1946 年 11 月 8 日、ヴィオラは化粧品

販売のため自ら車を運転して出張に出か

けていところ、車が故障。修理に必要な

部品を取り寄せるのに 1日かかると修理

業者に告げられ、ヴィオアはその夜、劇

場で映画を観ることにした）。 

チケットを購入して劇場のメインフロア

部分の座席についていたら肩をたたかれ

「そこに座ることはできません」と言わ

れました。私が買ったチケットはバルコ

ニーの席であったようなので、券売所へ

戻ってチケットの交換を願い出ました。 

ところが、券売所の担当者に劇場の規則

で「“あなた方”にはメインフロアのチケ

ットを売れない」ことになっていると言

われました。私は肌の色を理由に拒まれ

ていると察しましたが、バルコニーに座

ると肝心の映画が見えないので、追加料

金を払ってフロアのチケットを買おうと

したのです。それでも拒否されました。 

私は堂々とメインフロアの席に着きまし

た。すると管理人がやってきて「退かな

いと警察を呼ぶぞ」と言われたのです。 

（参考：Wikipedia） 

〔Viola Irene Desmond：1914-1965 年、

カナダ・ノバスコシア州生。黒人女性実

業家（美容業界）。黒人の父と白人の母を

持ち、7人姉妹、3人兄弟の大家族。ハリ

ファックスの黒人コミュニティの中で育

つ。黒人女性向けのヘア&スキンケア製品

が存在しないことに着目し、そのニーズ

に応える商品の製造や提供を目指すよう

になる。1946 年、映画館で「人種隔離」

に当たる差別を受け、これに抵抗した結

果、チケット代に絡む脱税（数セント）

で逮捕され、起訴、有罪判決を受けた。

ヴィオラの例はカナダの歴史で最も広く

取り上げられた人種差別事件であり、カ

ナダにおける現代の人権運動の先駆けと

なった。カナダ中央銀行は 2018 年発行の

$10 新札にヴィオラの顔を載せた。カナ

ダの紙幣にエリザベス英女王以外の女性

の肖像が載るのは、史上初めて。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、3 月 24 日更新 

●簡易抗体テストキット（Rapid antigen testing 

kits）：18 歳以上に無料で支給、在住エリアの薬局

（Pharmacy）にて入手可能． 

●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．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機関で決

められる 

●フェデラル（カナダ政府）発行のワクチン・プルー

フは引き続き空路の旅行に必要 

●集合人数制限も解除．ダンスフロアもオープン． 

●他、施設、礼拝、ジム、プール、スポーツも制限

全面解除．ただし、スポーツにおいてはコーチや関

係者そして 21 歳以下はフルワクチン接種済のこと． 

詳細は、

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

o/restrictions#changes 

【BC 州政府：StrongerBC】 

Together, We 're building a StrongerBC 

みんなを優先、みんなでより強く 

BC 州政府は、州民サポートのための 

2022 年度予算対象を発表, 

●チャイルドケアコスト軽減、5 歳以下は 50%減 

●手術待ち時間を短縮 

●ヘルスケア、テクノロジーなどの技術職のための 

トレーニングコース拡大 

●気候変動に対応する BCClean に$1 ミリオンを 

投資 

今すぐ、行動！毎日がプラン 

詳細は、StrongerBC.ca 
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きませんでした。 

復活させたイエス 

様は聖書全体を語 

り、食卓につかれ、パンをとり祝福したそ

の時、彼らはイエス様であることが分かり

ました。さらに数年後パウロに現れます。

パウロはキリスト反対の張本人です。この

キリスト反対者にも、復活の主は現れまし

た。この様に第一の復活は聖書にいろいろ

記されています。これなしにその後の私た

ちの復活経験はありません。 

２ 【現在】、「キリストは、ご自身の御力

によって、私たちを新しい生命に目ざませ

てくださいます」とあります。第一の復活

が二千年前過去の事とすれば、この第二の

復活は、現在私たちの中に起こる復活経験

です。数年前アメリカ、ロサンゼルスにお

られる友人が膵臓癌のため苦しまれてい

ました。しかし彼は天に召される前日、私

に話して下さいました。イエス様の復活を

通し、新しい命の約束を示して下さり、勇

気と力を与えられましたと心からイエス

様に感謝させていました。また何かで大失

敗をし、立ち上がる事のできない事が時に

ある私達、しかし、死においても復活の力

がある方、「キリストは、ご自身の御力に

よって、私たちを新しい生命に目ざませて

くださいます」。復活のキリストは、私達

に「立ち上がれ、神には死すらも終わりで

はない、死は生命に飲まれてしまった」と

言われます。このようにキリストの復活は

現在の私たちを生かし、勇気づけてくださ

います。これが復活の第二の意味です。 

（次号 4月 7 日号に続く） 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛3 月 29 日(土)、1:30-3:30pm：３月は詐欺防

止期間．法的な支援が受けられるフリーパネル

ディスカッション．事前登録必要、詳細は、

bccrns/calendar-of-events 

☛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 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

「復活の三つの意味」（１） 

2022 年 4 月 17 日イースターサンディー 

by ビクトリア日系人教会 石黒 豊 

 2022 年、BC 州もコロナウイルスの規制

も少しゆるくなってきたように思われま

す。完全に以前のよう生活が一日も早く訪

れる事を望んでいます。 

 まもなくキリスト教会において大切な

イースターを迎えようとしています。イー

スターに関し少し、紹介させて頂きます。

【質問】（ある方が質問いたしました。） 

「イエス・キリストの復活は、どのように

私達に役立つのですか？」 

【答】（この様な答えが返ってきました。）

キリストはご自身の復活によって、死を克

服されました。 

キリストは、ご自身の御力によって、私達

を新しい生命に目ざませてくださいます。

キリストは、確かな証人として、私達自身

の復活を保証してくださいます。 

 ここに三通りの事があります。第１キリ

ストご自身の復活、第２私達に力を与えて

くださる復活、第３、私達を死後、新しい

生命に復活させてくださる事。これが復活

の三つの意味です。 

１ 過去（キリスト自身の復活）、 

２ 現在（私達を今勇気づける）、 

３ 将来（死後私達を新しい生命に復活さ 

せてくださる）。 

１ 【過去】、今から二千年前、金曜日に十

字架に死なれたキリストは、日曜日に弟子

たちに現れ四十日間復活の出来事が続き

ました。まず弟子たちに現れ、彼らは目覚

め、励まされ、喜びました。しかし、疑う

者もいました。復活させたイエス様はエマ

オの途上にある弟子たちに会われました。

弟子たちは、十字架の地エルサレムから逃

げていたのです。その逃げる弟子を追うよ

うに復活の主は、彼らと共に歩んでいま

す。その方が復活の主とは弟子たちは気づ
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（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】日本時間3月23日午後6

時からのゼレンスキー大統領による演説、語られ

る前から何を言われるのだろうかと、そればかり

がニュースになっていましたね．アメリカでの演

説では過去の「真珠湾攻撃」を持ち出されて怒る

政治家がいたのを見て、正直、政治家を辞めてほ

しいと思いました．事実は事実、どうして怒るの

かワケがわかりません．過去の過ちから学ばねば

という気持ち、大事です．それはさておき岸田首

相、アクションが速い！とこれまでの首相にない

ことです．前の首相は、やるかやらないのかモタ

モタしてらしたような、そんな印象があります．

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 
●（3 月 21 日現在）21 世紀のヒトラーは

「プトラー」と呼ばれている。元オリンピ

ック体操選手カバエワ（記憶にないが）と

の間に4人の子供を持ち、彼らはロシアの

下層が貧困にあえぐなか、スイスの豪邸で

豪華な暮らしを送っているそうだ。だが、

スイスは黙っていなかった。永世中立国と

いえど、スイス国民の声もあり、政府はオ

リガルヒの資産凍結、その豪邸を没収すべ

く市民による署名活動も始まり、今や 4

万人が署名した。かくしてプトラーの妾一

家はスイスを追われることとなろう。プト

ラーはジリジリと追い詰められている。 

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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