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コンビニストアに強盗が入った。 

 強盗はナイフを揚げてスタッフに現金

要求、それをわしづかみにして現場を逃げ

去った。スタッフに怪我はなかった模様。

 同日、午後 6時頃、今度は Douglas St. 

3400 ブロック付近にあるレストランに強

盗が入った。ここでもナイフを揚げてスタ

ッフに現金を要求した。明け方に入った強

盗と同一人物とみられる。 

 翌日の 29 日火曜日、午前 10 時半ごろ、

Wark St.の 2500 ブロック付近で Victoria

警察は、上記の強盗を逮捕した。警察は強

盗の男から、ナイフと現金を押収した。 

 逮捕にこぎつけたワケは、逮捕の数分前

に、Bay St.700 ブロック付近にある店に

強盗が入ったとのコール。これまたナイフ

を揚げて脅していたとあり、近くをパトロ

ールしていた警察がすぐさま反応、2ブロ

ック先の Wark St.で男を発見した。 

 男は連日 3 回も強盗に入り、自分で墓穴

を掘った形となったようだ。 

 

90 歳男性、$1,600 を届ける  

 Saanich 在住の 90 歳男性が、朝のコー

ヒー&ブレックファーストに Cedar Hill X 

Rd.を歩く途中、歩道にゴミかと思って拾

い上げ中身を見てビックリの$1,600 を発

見した。きちんと警察に届け、グッド・サ

マリタンと話題になっている。 
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ICBC 詐欺 

 ガソリン代のかつてない高さが続く中、

車両保険の ICBC（Insurance Corporation 

of B.C.）は救援リベートを提案、それが

現実となり、BC 州ドライバーはそのうちに

$110 なりのチェックを受け取ることとな

った（パーソナルドライバーは$110、商業

ドライバーは$165）。 

 あぁ、うれしや、と思うも束の間、この

恩恵を悪用した詐欺が早速出現し、ICBC は

民間に注意を呼び掛けている。 

 すでに数人がこの被害に遭っていると

いう。手口は、ICBC と名乗り個人のスマー

トフォンにテキストメッセージを送る。そ

れにはお金を受け取るならこのアドレス

にアクセス、というお決まりのスキャム。

 当の ICBC は決してカスタマーに直接テ

キストやメールを送ることはないので、

「ICBC」という名で受け取ったものはすぐ

削除するように、とアドバイスする。 

 

降格のオフィサー 

 Oak Bay 警察のオフィサーが職務怠慢で

降格となった。 

 1998 年に警察官としてキャリアを始

め、2017 年には巡査部長（sergeant）に

まで昇りつめていた。 

 しかし、2年前の 2020 年 10 月、どう魔

がさしたのか、隣の管轄 Victoria 警察か

らの調査依頼を怠った。それも 2回も。こ

の怠慢職務の調査で 2 年という月日が流

れ、今、「巡査部長」のタイトルを剥奪さ

れ、普通の「巡査」（constable：最下位の

警察官）に戻った。 

 本人曰く、クビにならず警官という職を

追われなかったのは幸いだった。「怠慢職

務」は深く反省しており、これからは真摯

に貢献したい。（4月 2日現在）。 

 

バンから助けを求めて叫ぶ女性  

 4 月 2 日土曜日午前 11 時半ごろ、

Hillside Ave（Quadra St.近く）に沿って

蛇行運転をするバンが目撃された。その助

手席に座る女性は助けを求めて叫び、走行

するバンからドアを開けて脱出しようと

していた、との通報が Victoria 警察にあ

った。 

 女性は、28-30 歳とみられ、平均的な体

型、細身でたまご型の顔、肩までの長さの

ブリーチ・ブロンドヘア。ピンクか白のス

ェットシャツを着ていた。バンは GMC 

Savana カーゴバンのようなモデルで色は

白、両サイド後方の窓はなかった。ナンバ

ープレートの文字が赤であったことから

アルバータ州ライセンス取得の車である

とみられる。 

 肝心のドライバー、容疑者はダークヘア

の白人。Victoria 警察は女性の安否を懸

念し、現在捜査中。目撃者は VicPD

（250-995-7654, ext.1）へ連絡のこと。 

 

Langford の万引き女 

 去る3月 21日、Langford Parkwayの 800

ブロック付近にある店で万引きが発生し

た。店内で女が化粧品を万引きしたのをス

タッフが咎めたが、女は現場を逃げ去っ

た。後に警察が店のセキュリティカメラか

ら女の姿を捉えて捜査にかかった。 

 翌日 22 日の午後 3時頃、Peatt Rd.近く

で警察は対象の女（55 歳）を発見、逮捕

した。同時に家宅も捜査され、そこから

$150 相当の化粧品が発見された。 

 警察曰く、「$150」相当と少額ではある

が、捜査と逮捕は緩められることはない。

女は 5 月 26 日の裁判所出頭を条件に釈放

されている。 

 

強盗魔 

 3 月 28 日月曜日の明け方、午前 5時頃、

Douglas St.は 3200 ブロック付近にある 
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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. 

マスクとれ 

人も集まり 

イースター 
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だ。関係者によると、新型コロナの感染

収束が見通せず、大勢の見物客が集まる

ことによる感染リスクを避ける必要があ

ると判断したため。 

入学式を前に→東京・多摩地区を営業エ

リアとする学生服販売の「ムサシノ学生

服」を経営する（株）ムサシノ商店（1944

年創業）が、注文した制服の多くが入学

式直前になっても届かず、注文客との間

でトラブルとなっている。周辺に所在す

る中高校の制服販売指定店になってお

り、制服が届かない生徒は相当数にのぼ

るとみられる。 

女性だけ制服→銀行で女性行員だけが着

る制服を廃止する動きが少しずつ広がっ

ているそうだ。ジェンダー平等を求める

声が高まったためだが、多くの銀行は今

も制服廃止に消極的。 

 

 

 

 

 

「ビーツのおかげ」 

第九話：入院生活  

By ミア 

 2021 年 1 月半ばを過ぎ、腎がん手術も

無事に終わり、手術後の初朝食、驚愕の

「丸ごとリンゴ」で入院生活が始まった。 

 だが、快く入院生活に入るにもまずは

心の準備が必要だった。私は手術がどう

だったのか、部分切除だったのか全部切

除したのか知りたかった。ドクターが来

て直接教えてくれると思っていたが、来

てくれない。ナースに聞いても結果は知

らないし、ドクターも忙しくて連絡が取

れないと言う。 

 結果がわからないまま、不安なまま、

手術の翌日から歩く訓練が始まった。切

開したとあって、さすがに少しでも身体

を動かすとお腹に激痛が走る。にもかか

わらず、ナースは「さぁ、起き上がって。

手を貸すから」と何とも強引でこちらの

痛みなどなんのその。「あーっ、痛、イタ

たたたっ」と起き上がることもできない

この身。 

 結局、ナースも見るに見かねて「今日

は無理ね。明日からにしましょう。」とい

うことにしてくれた。 

 歩く訓練に入った理由は、「早く歩きだ

して体を動かさないと筋肉が固まってな

かなか動けるようにならず、かえって回

復が遅れる」「じっとしているのは良くな

い」。しかし、そう言われても……。 

 じっとしていると痛みはないが、動く

とお腹の切り口がすごく痛む。これによ

り寝返りもできないし、まだ自分でトイ

レに行くこともできない。それでも 3 日

目からは自分で起きてアシストしてもら

いながらトイレに行くことができるよう 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

震災を乗り越えるも→東日本大震災を乗

り越え、地域に愛された宮城県石巻市の某

鮮魚店。しかし、コロナ禍で苦境に立たさ

れ、この 3月、ついに惜しまれながらも 50

年の歴史に幕を下ろしたそうだ。東日本大

震災で津波に見舞われたが、ボランティア

らの力を借り、わずか 2ヶ月後には営業を

再開。津波で店を失った市内の飲食店に店

舗の一角を貸し、石巻名店街としてともに

客を迎えていた。だが、今度は新型コロナ

ウィルスの直撃による店の休業や時短営

業で、200 店ほどあった取引先はわずか 10

店に減ったという。 

サクラが見守るなか→福島県富岡町が誇

るサクラの名所「夜の森の桜並木」では、

4 月 6 日に、基準木の開花が確認されたそ

うだ。近隣で富岡小学校・中学校がサクラ

の開花と同じ日に開校となった。東日本大

震災と原発事故の影響で、全町避難となっ

た福島県富岡町は小学校・中学校とも、避

難先の三春町に移った。それでも 4年前に

町内で学校を再開。2022 年度から、小学校

2 校と中学校 2 校がそれぞれ一つになり、

小中一貫校として開校の日を迎えた。 

ツール・ド・東北→新型コロナの影響で 2

年連続で中止となったサイクリングイベ

ント、「ツール・ド・東北」が、2022 年は

開催される見通しとなった。ただ、コロナ

対策で参加者数制限など、規模を縮小す

る。沿岸部を自転車で駆け抜けるツール・

ド・東北は、震災の風化を防ぎ復興を後押

ししようと 2013 年から開催されてきた。

しかし、参加者の半数以上が首都圏からの

ため、感染拡大のリスクが高いとして過去

2年はリアルイベントの開催を断念した。 

 

＜社会ニュース＞ 

中古車が大幅値下がり→ロシアによるウ

クライナ侵攻の影響で、国内の中古車の平

均取引価格が過去最高だった 2月に比べ、

大幅に値下がりした。3 月の中古車の平均

取引価格は、初めて 100 万円を超えた 2 月

から 9万 5千円値下がりし、91 万 1千円。

ロシアへの経済制裁で、中古車の最大の輸

出先であるロシア向けが大幅に減ったこ

とが主な要因。 

入国拒否を解除→日本政府は、新型コロナ

ウィルスの水際対策について、アメリカや

イギリス、フランスをはじめ、ヨーロッパ

やアジアなどの106か国の入国拒否措置を

解除することを決定した（4月 6日）。対象

国の感染状況やワクチン接種状況などを

総合的に判断。一方、入国拒否措置が継続

されるのはロシア、イラク、エチオピアな

ど 56 の国となる。 

隅田川花火大会 3 年連続中止→東京の「夏

の風物詩」と言われる隅田川花火大会が今

年も開催が中止となる見通しであるそう

になった。歩く距離も日に日に長くなって

いった。 

 一方、術後に数日間、熱が続いていた。

新型コロナ感染が疑われ PCR テストを受け

ることになったのだが、このテストを受け

てからというもの、いきなりナースたちの

態度が変わった。完全防備服のいでたちで

私のところに入ってくる。 

 カーテンをピシャッと閉められて、「あな

たはここから絶対に出ちゃダメ」と言われ

た。ここでするようにと簡易トイレを持っ

てこられた。カーテンの外側にはサインが

張られた。「コロナの疑いあり」を含蓄して

「注意」とでも書かれているのだろうか、

いきなり悪者になったような気がした。し

かし、それも束の間、結果は数時間後にわ

かって陰性だった。ほっと胸をなでおろし

た。結局、術後の熱は手術による体が受け

たショックによるものだと私は思う。 

 入院生活は快適なものではなかったが、

いろんな体験ができて貴重だった。同時に、

無料の医療とはこういうものかとしみじみ

と思った。なんといってもサービスが最低

限だと感じた。 

 ある時は術後の患者が病室がいっぱいで

入れず、廊下にベッドを置いて寝かされて

いた。誰かが退院しないとその人は病室に

入れてもらえない。ナースを呼ぶボタンを

押してもなかなか来てくれない。隣の人は

痛みに苦しんでいて何回もボタンを押して

いるのに全然来ない。点滴の液がなくなる

とビービーとブザーが鳴るのだが、ナース

がなかなか来ない。ブザーは点滴を取り換

えると鳴り終わる。だから鳴り続いて、し

かもその音がだんだん大きくなっていくの

だ。夜中もそんな状態なのでゆっくりぐっ

すり寝ることなど到底で無理だった。 

 お腹の傷以外にお腹に痛みがあった。ガ

スが溜まっているのかお腹がパンパンに張

ってすごく痛い。4 日間食べ続けているの

に便意がないのだ。手術のショックで腸も

活動を休んでいるのだろうか。ともあれ、

この件は退院後には解決したが、その時は

本当に辛かった。 

 そんな苦しい時に支えられたのはやっぱ

り神様と教会の人たちの祈りだ。手術が無

事終わったことに感謝し、今は回復を祈っ

てくれている。入院中、不安や不満もたく

さんあったが、神様がいつもそばにいて私

は平安に満たされていた。信仰を持ってい

て本当に良かったと思う。 

（第八話は 2022 年 3 月 7日号に掲載、第十

話は 5月 7日号に掲載予定） 
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★ こんなの見つけました ★ 

さくら満開、ソメイヨシノ 

 ロシア軍によるウクライナ侵攻で世界

中がひっくり返っているなか、サクラはお

くびにも出さず、のうのうと咲き誇る。な

んと情がないことか、とサクラを責めるこ

となかれ。逆に、こんな世界情勢において

は、サクラは唯一の「癒し」となろうか。 

 ４月に入り、日本も桜が満開になる。そ

んななか「ソメイヨシノ」、いや「エドヒ

ガン」と聞きなれない桜のカタカナ品種名

がいやに目立つ。サクラは桜、華やかに咲

いていればそれでよし、品種まで気になる

か、と思うところ、「ソメイヨシノ」とい

われて見分けが付かないとなるとちょっ

と恥でもある。 

 このビクトリアで「桜情報」を出してい

る日本人ブロガーは結構いるが、だれもそ

の品種を特定していない。だからといって

見聞録で特定できるわけでもないが、桜の

特徴を捉えて、桜の品種名くらいは誇り高

く言えるようにしたいものだがどうだろ

う。以下、ビクトリアで見られる数種につ

いて解説。 

１．ソメイヨシノ：なにやら怪しげなカタ

カナ名、「ソメイ」は「聡明」かと思った

りしたが、何のことはない、漢字だと立派

な「染井吉野」。どうして漢字を使わない

のかと不思議だが、そういえば生物学的表

記はカタカナに定着しているからして、仕

方ないかというところ。この桜は明るいピ

ンク（白っぽい）の花びらで実に華やか、

「花咲かじいさん」のイメージ。ソメイヨ

シノは日本で最も有名な桜であり、日本固

有の桜とされているそうだ。江戸末期頃か

ら園芸品種として栽培され、当時の染井村

の植木職人や造園師が、オオシマザクラと

エドヒガンを交配させてつくったとされ

る。花弁は５枚あり、咲き始めは淡い赤色

で、満開になると白色に近い色になる。 

２．エドヒガンザクラ：漢字表記は「江戸

彼岸桜」。そうだったのか、と唸ってしま

うこの漢字。この桜は樹高は 15-25m、楕

円形の葉が特徴で、花弁は５枚で一重、色

は薄紅色から白に変わる。寿命は長く日本

の三大桜と謳われる山梨県の山高神代桜

は樹齢 2,000 年以上で、国の天然記念物。 

３．オオシマザクラ：漢字表記は「大島桜」。

花弁は５枚、白い花びら、淡い香り、そし

て葉の成長ととも 

に花が咲くのが特 

徴。伊豆半島でよ 

く見られる桜で、 

特に伊豆大島北東 

部にある本種の株 

は天然記念物。な 

お、桜餅はその葉 

の塩漬けを使う。 

 
Cooking for the Lazy: 

しょうがの炊き込みご飯 

 新しい息吹とばかり、ツンとくるしょう

がを生かした炊き込みご飯。炊飯器で炊く

とニオイが炊飯器につくので、土鍋か鍋で

調理するのがよい。 

 鮮度のよいしょうがは皮ごと食べられ

るが、料理の仕上がりをきれいにしたい場

合は、皮をむく。包丁を使わずにスプーン

で皮をこそげて皮をむく。 

〔材料〕米(3 合＝180mlx3)、鶏肉ひき肉

（100g）、インゲン(6 本)、しょうゆ&みり

ん(各大さじ 3)、砂糖(大さじ 1)、本だし(小

さじ 1)、塩少々 

1. 米は洗って 30 分ほど浸水させ、ザル

に上げておく． 

2. インゲンはヘタを除いてさっとゆで、

小口切りにする． 

3. しょうがはスプーンで皮をこそげ、線

維に沿ってスライスしてから更に繊

維に沿って千切りにする．長さは 2cm． 

4. 鍋に 1の米、2の千切りのしょうが、

だし、水(520ml)、しょうゆ&みりん(大

さじ 2)、を注ぐ。フタをして強火にか

け、フタの穴から蒸気が出てきたら、

中火にして 5 分炊き、さらに弱火で 15

分炊いて火を止める．10 分蒸らす． 

5. フライパンを熱してひき肉を炒め、ほぐ

れたら残りのしょうゆとみりん、砂糖を

加え、汁気がなくなるまで炒める． 

6. 炊き上がった 4に 5を入れてさっくり

と混ぜる． 

7. 器に盛り、インゲンを散らす． 

 

ためになる名言 

  フランシス・フクヤマ氏 

「プーチンは完敗する」 

ロシアが向かう先は、ウクライナでの完

敗である。 

ウラジーミル・プーチン大統領は完全に

判断を誤った。ウクライナ国民が覚悟を

決めて併合に抵抗する事態を甘く見てい

たうえに、ウクライナ全土を制圧する軍

事力もない。 

ウクライナは人口 4000 万人超の国であ

り、すでにプーチンは途方もない規模の

軍隊を派遣している。このような包囲攻

撃を続けるのは、ロシアにとって非常に

大きな負担である。毎日、膨大な数の装

甲車と兵士、補給品が失われており、ロ

シア軍の士気もかなり低い。 

どこかの時点で、ドイツ軍が撤退に追い

込まれたスターリングラード攻防戦を彷

彿とさせるような状況になるかもしれな

い。前線にいる軍隊への補給ができなく

なり、占領した陣地から撤退せざるを得

ないか、形勢が崩壊するかの状況に追い

込まれる。 

ロシアの敗北によって、世界的に再び民

主主義が活力を取り戻すだろう。 

問題は、プーチンで終わるわけではなく、

中国が待ち構えおり、もう少し小者な独

裁者たちがまだ世界中に存在する。 

（参考：Wikipedia） 

〔Francis Yoshihiro Fukuyama：1952 年、

シカゴ生。アメリカの政治学者、政治経

済学者。代表的な著書は有名な『歴史の

終わり』。このほど『プーチンは完敗する』

との楽観的理論を示し話題となった。父

方の祖父は日露戦争を逃れ、西海岸で商

店を開業。父は牧師（後にペンシルベニ

ア州立大学の宗教社会学教授）、母は、京

都大学経済学部の創設者の娘で、1950 年

に戦後初の女子留学生としてシカゴ大学

に留学。一人息子としてマンハッタンで

育ち、日本文化に触れることはなく、日

本語も学ばなかった。コーネル大学で古

典哲学、イェール大学大学院で比較文学

を専攻、ハーバード大学で1981年に政治

学博士号を取得した。〕 
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【コロナウィルス感染予防情報】 

B.C.'s Response、4 月 1 日更新 

●ワクチン・パスポート：4 月 8 日、午前 12 時をもっ

て無効となる．ただし、ビジネスオーナーやイベント

主催者は、その続行を各機関で決定できる．フェデ

ラル発行のワクチンパスポートは、当面、空路の旅

行に必要． 

●マスク：公共インドアでの着用義務なし．個人の

選択となるが公共交通機関では着用を奨励．空路

の旅行、ヘルス機関内では必須．ビジネスオーナ

ーやイベント主催者は、着用規則を各機関で決定

できる． 

●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（ID 必要）． 

詳細は、

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

o/restrictions#changes 

【ウクライナ支援、チャリティ情報】 

ボトル・ドライブ、to support Ukraine 

4 月 9 日(土)、9am-1pm 

Broad View Thrift Store（3703 St. Aidan's St.） 

ボトル、缶、ミルクジャグ、カートン、 

テトラパック、ジュースコンテナーなど、 

分別の必要なし 

3703 St. Aidan's St のパーキングで 

ドロップオフ 

リファンドはウクライナを直接支援する 

赤十字へ寄付される 

Broad View Thrift Store 主催 
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私達はどのようにして、愛する者を失った

人を慰めるでしょうか。それはキリストの

復活以外にありません。キリストの復活

は、私達自身の復活を保証してくださいま

す。永遠の命、それはこの復活のキリスト

から来ます。 

 イエス・キリストにおいては、死は終わ

りではなく、実に新しい始まりです。もし

全てが死で終わるなら、生の意味は何でし

ょうか。生の全ての意味と根拠は、イエス

様側から来ます。「復活」、それはまさにイ

エス様側から来る真理なのです。 

 今エマオ途上の人は、イエス様の十字架

に出会って悲しみに沈んでいた人にほか

なりません。彼らは思った。「私達はこの

人こそ、イスラエルを救済して下さるお方

だと望んでいたのに！」この人達は、過去

に捕らわれ、宿命を考えて、悲しみに沈ん

でいました。 

 この悲しみの人は人生の半分しか見て

いません。実は、私達の人生は、もう一つ

の半分があって、それが前の半分も含めて

全部を飲み込んでいるのです。その全体を

飲み込むもう一つの半分とは、この悲しみ

の人と共に歩む復活のキリストなのです。

それが大いなる天の側から来る真理です。

【ヨハネの福音書１１章２５～２６節】 

 「イエスは言われた。「私は、よみがえ

りです。命です。私を信じる者は、死んで

も生きるのです。また、生きていて私を信

じる者は、決して死ぬ事がありません。」 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛4 月 9 日(土)、10am-3pm：510 Mt. View Ave.

にて、インドア・スプリング・クラフト＆ベー

クセール．詳細は、admin@colwoodanglican.ca

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ビクトリア日系人教会】 

「復活の三つの意味」（２） 

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 

 イエス・キリストの復活の三つの意味：

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

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。さらに数年後キリスト

反対の張本人のパウロに現れます。この様

に第一の復活は聖書にいろいろ記されて

います。 

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、LA の友人が膵臓

癌で苦しまれていました。しかし彼は天に

召される前日、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。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。 

３ 【将来】、そして第三に、「キリストは、

確かな証人として、私達自身の復活を保証

して下さいます」。これが将来です。私達

は皆いつか死にます。しかし、死の向こう

に新しい生命があります。それがキリスト

の復活によって約束された、私達の将来で

す。物質的損害はなんとか修復できる、し

かし、人の生命はいかにとも仕方がない、
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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】4 月 4 日火曜日の風雨

はすさまじいものでした．ちょうどその日のお

昼に銀行のアポがあったので出かけたときは

雨が上がり晴れていて、銀行員もクレイジーな

お天気は終わったかな、と仰り．しかし、家に

帰りつくと、またもや窓を激しく叩く暴雨が

…、木々は大きく揺れ、水溜まりは池となり、

でした．明けて 5 日水曜日、晴れ．遅ればせな

がらカナダお天気局から警戒報．暴風雨はすで

に去ったようなのに、海の波は高く、丸太が浮

いて激しいので厳重注意！とのこと．「ブチャ

の虐殺」で胸が張り裂けそうな今、そんなこと

くらいでわざわざ厳重警戒とは平和すぎ、とな

んだか浮いている気もして恥ずかしくさえ思

いました．ところで、その暴風雨でバンクーバ

ー島南部では5400軒が停電となったようです．

ウチは停電は免れ、見聞録も編集可能でした．

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 
●（4 月 3 日現在）ほとんど忘れられた

トランプ元大統領が、ウクライナ侵略が

うまくいかずイライラするロシアのプー

チンに、非難するどころか、バイデン大

統領が絡んだかもしれないウクライナ疑

惑の資料をよこせ、と懇願。アホか。つ

くづく、ほんとつくづく、トランプが再

選されなくてよかったと思う。 
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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 

 

 


