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察が到着する直前に現場を去ったという。

 しかし、有能な警察犬のおかげで、ドラ

イバーはすぐに数ブロック先で発見され

逮捕された。ドライバーに衝突による怪我

はなかったが、念のため病院に送られた。

 衝突の原因はドラッグであるとみられ

る。トラック内からドラッグとその備品、

そしてベアスプレイが見つかった。ドライ

バーは 61 歳（男）、5月の裁判所出頭を条

件に釈放された。 

 

車のバンパーがはずれかけ  

 4 月 6日水曜日の午前零時すぎ、Oak Bay

は Beach Dr.の 1100 ブロック付近をパト

ロール中であった警官が、車後方のはずれ

かけたバンパーを元に戻そうと奮闘する

女性を発見した。警官が、どうして外れた

のかと聞くと女性ドライバーは大きな石

に当ったから、と答えた。  

 が、不審に思った警官はアルコール検査

を行った。結果、ゼロ以上が検出され、女

性は飲酒運転として、車を 30 日間押収、

90 日の運転禁止、プラス罰金を科される

こととなった。 

 90 日の運転禁止という重い「刑」とな

ったのは、ドライバーが「Ｌ」（Learning、

仮免）の身であったため。また、この「Ｌ」

ラベルを車に張り付けておらず、これに対

しても追加罰金を科された模様。 
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Victoria の失業率  

 Greater Victoria の 3 月の失業率は、

4.1%と発表された（4 月 8 日、Statistics 

Canada）。前月 2 月の 4.2%から減り、昨年

3月の 5.6%からは大幅に減った。とはいえ

パンデミック勃発時の 2019 年 3 月は 3%で

あったことから、未だパンデミック前に戻

っていないようだ。 

 しかし、喜ぶべきは、ここ数年で一番失

業率が低い、ということ。経済回復のよい

兆しである。Victoria 市内でも「Now 

Hiring」の看板が多くみられるようになっ

ている。多くの雇用者が労働者を求め、多

くの人が雇用を求めている。今後も失業率

は下がると予想される。 

 なお、今一番求められている人材セクタ

ーは、ヘルスケアと建設であるそうだ。 

 

外国人ホームバイヤー 

 4 月 7 日木曜日、カナダ政府は 2022 年度

 

予算案報告で外国人によるカナダ国内不

動産売買を今後 2 年間禁じる、と発表し

た。理由はカナダ国内のヒートアップを続

ける不動産マーケットをクーリングする

ため。世界的にも高い価格の家が目立ち始

めたという。2018 年の Vancouver におけ

る外国人バイヤーは 3%にも上った。 

 しかし、この禁止令に、当の不動産業界

は反論。家の価格がヒートアップしている

のは外国人が購入したからではない、と強

く主張。2021 年の Victoria においては、

外国人バイヤーは 0.5%とする。パンデミ

ック前の 2019 年は 1%であったことから、

外国人バイヤーは減っている、とのこと。

 

イリーガル・ダンピング  

 去る4月3日から翌日にかけて、Central 

Saanich の Highway17、6900 ブロック付近

で家のリノベーションから出たとみられ

る廃棄物が発見された。不法投棄（illegal 

dumping）である。警察は投棄した人物を

捜査中。投棄した人物は、裁判所の決定し

たペナルティ（$5000 以上）を課されるほ

か、最大 10 年刑務所入りを言い渡される

可能性がある。 

 発見された廃棄物は、赤くペイントされ

たブリック、煙突に詰まっていたらしきゴ

ミ、テラコッタ（素焼き素材）、そして黄

色と青のスタッコ。どれもこれも特徴があ

り、捨てた人物を特定できるに足りる。逮

捕も時間の問題である。 

 

シニア・カー  

 高齢者向けに製造された三輪または四

輪の一人乗り電動車両（バッテリーカー）

は、日本ではシニア・カーと呼ばれるが、

ここ英語圏ではモービリティ・スクーター

と言われる。 

 West Shore 警察は、先月 3月 15 日午後

9時頃に Colwood パーク（Cecil Blogg Dr.

の 700 ブロック付近）でそのスクーターが

乗り捨て（？）されているのを発見。オー

ナーを探している。スクーターはブルーの

ショップライダー。 

 スクーターのオーナー又はそのスクー

ターに心覚えのある人は West Shore RCM

（250-474-2264）へ連絡のこと。 

 

ドライバー、電柱にクラッシュ  

 4 月 8 日金曜日の朝午前 8 時前、Carey 

Rd.(Baker St.近く)沿いにある電柱にピ

ックアップトラックが衝突した。この衝突

で、Carey Rd.は両車線が数時間閉鎖とな

った。クラッシュしたトラックドライバー

は起訴される。それほどに大きなクラッシ

ュであったそうだ。 

 衝突のインパクトで、電柱の真ん中が折

れ、その電柱ベースの土台の位置が動い

た。補修は簡単に済まないようである。警

察が現場に到着する前、ドライバーは目撃

者とともにいて話をしていたそうだが、警
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春が来て、 

 外に出て、 

  ナマキズ 

   絶えず 

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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録である 8 歳を 1 年 5 ヶ月ぶりに更新し

たという。IT パスポートの試験が始まっ

た 2009 年 4 月から 2022 年 3 月までの 12

歳以下の応募者数は 294 人で、そのうち

合格したのは 61 人としている。応募者数

累計は 148 万 8538 人で、合格者数は 67

万455人に及ぶ。応募者の平均年齢は27.7

歳、合格者は 29.6 歳 。 

北海道コーン茶→ポッカサッポロフード

＆ビバレッジが「TOCHI と CRAFT」ブラン

ドで展開している「北海道コーン茶」「伊

達麦茶」「かごしま知覧紅茶無糖」の無糖

茶飲料 3 品が右肩上がりとなっているそ

うだ。3品に共通する好調要因は、無糖で

ありながら「ほのかな甘さ」や「ほのか

な甘い香り」。 

 

 

 

 

Ｓｔａｎｄ Ｗｉｔｈ Ｕｋｒａｉｎｅ 

By ヨシダ 

 当事者にとって都合の悪いニュースを

「フェイク」ニュースと言い出したのは、

覚えている限りアメリカ元大統領トラン

プがその最初ではないだろうか。正確な

ニュースも、自分の格を落とすとなれば、

途端「フェイク」印を押したかのように

フェイクニュースとなる。とはいえ世間

は、フェイクでないことはわかっている

からそう問題はない。しかし、案外、フ

ェイクをフェイクと信じる人たちがいる

のは驚きであり、これは実に問題である。 

 さて、今、それと同じ「フェイク」印

を、ロシアが押し出した。そうだったの

か、ロシアもトランプと同じレベルか。

しかし、その残虐性は、トランプも恐れ

おののく酷さ、計り知れない。先日のウ

クライナ東部にある駅へのミサイル攻撃

も、ロシア軍がやったとはフェイクニュ

ース、キーフ北部のロシア軍によるウク

ライナ民間人大虐殺もフェイクだ、とい

う始末。開いた口がふさがらない。 

 お願いだから、こういう悪を裁かない

ままに歴史を進ませないでほしい。では、

誰が裁けるのか。国連は全く役に立たな

いと戦禍の真っ只中にいるウクライナの

ゼレンスキー大統領が言っているほど

だ。だれが裁けるのだろう、神のみぞ知

る？裁ける方向にいくためにも、とにか

く、ウクライナに勝利してほしい。自由

を取り戻してほしいと切に願う。 

 「切に願う」とは、地球の反対側から

静観した勝手な言い方のようで、罪悪感

を持ってしまう。しかし、毎日の報道で、

ウクライナの惨状に涙する。着の身着の

ままで家を追われ、ミサイル攻撃まで受

けるとはこの世のものではない。それに

反して、こちら我が身はなに不自由のな

い生活、こんなときに文句をいえばバチ

があたると言い聞かせ、日々仕事に没頭 

母国、日本、ザ・ニッポンニュース 

＜災害関連ニュース＞ 

熊本地震から 6 年→2 度の最大震度 7 に襲

われ、熊本県内で震災関連死を含め 273 人

が命を落とした熊本地震は 4 月 14 日で、

発生から 6年を迎えた。甚大な被害が出た

阿蘇地域のインフラ復旧などが着々と進

んだ一方、応急仮設住宅では今も益城町と

西原村で計 37 世帯 95 人（3 月末時点）が

暮らしている。益城町の土地区画整理事業

や県道4車線化といった「復興まちづくり」

の進展を待つ人々が多く、長引く仮設生活

が全て終わる時期は見通せないという。 

海の駅→宮城県石巻市が旧北上川河口に

整備した船舶係留施設「市南浜マリーナ」

が国土交通省が認定する「海の駅」に県内

で初めて登録された。マリンレジャーの拠

点施設として PR し、市内の交流人口拡大

を図るそうだ。東日本大震災時、旧北上川

沿いの不法係留船が津波で流されて市中

心部の建物被害が拡大したことを教訓に、

船舶を陸上と海上で集約保管している。 

ウルトラ警察隊→東日本大震災と原発事

故の被災地で活動するため、全国 15 道府

県警と皇宮警察から出向した警察官で構

成する福島県警の「ウルトラ警察隊」の入

県式が 4 月 12 日、福島県警本部で行われ

た。新たに加わった 37 人を前に、県警部

長は「ウルトラ警察隊の誇りと責任を忘れ

ず、福島の復興のために全力を尽くしてほ

しい」と訓示した。今年度は昨年度から継

続の警察官 4 人と合わせて計 41 人。被災

自治体での行方不明者捜索や被災者の巡

回、パトロールなどを行う。 

 

＜社会ニュース＞ 

「ロシア語案内」撤去→JR 恵比寿駅に設置

されているロシア語の案内表示が、2022

年4月初旬に撤去されていたことが分かっ

た。JR 東日本東京支社広報課は、複合的な

事情を踏まえての決定だと明かした（4 月

14 日）。昨今のウクライナ情勢を踏まえて

客から「不快だ」といった旨の問い合わせ

が複数あり、取り下げとなった模様。 

日本のスマホ比率→NTT ドコモ モバイル

社会研究所は、スマートフォンなどの所有

に関する調査結果を発表。1 月に Web 調査

で実施され、対象は全国の15-79歳の男女。

有効回答数は 7050 人。レポートは、2010

年から毎年実施され、2010 年にはスマホ所

有は 4.4%しかなかったが、2011 年には

21.1%と一気に拡大。その後も利用者は増

え続け、2015年に51.1%と半数を超え。2019

年に 88%、2021 年に 90%を超え、今回、2022

年を迎えた時点では 94%に達した。 

IT 試験に合格した小学一年生→情報処理

推進機構（IPA）は、2022 年 3 月度に開催

した国家資格「IT パスポート」の試験に、

小学1年生の7歳の受験者が合格したと発

表した（4月 14 日）。これまでの最年少記 

 

することにしている。報道は実際のフェイ

クニュースを避けるためにも信用できる配

信元(BBC、時事通信など)で朝晩だけに限

り、朝に夜に事態は好転したかと期待する。

 そんななか、ビクトリアで黄色の幕に青

字のロゴが入ったデモが発生、黄色と青の

国旗を持つウクライナ支援のパレードかと

思えば、バンクーバー島中部の図書館員た

ちのストライキ前のデモだとわかる。こん

なときに、「給料上げろ！」とはなんと自分

勝手な行動だろうと怒りを感じた。この図

書館デモの前はトラック・コンボイだった。

この時、ロシアによるウクライナ侵攻が始

まったばかりとあって、「社会の優先」がわ

からない人が多いと嘆くツィッターが入っ

ていたものだ。 

 また、この前のアカデミー賞はどうだろ

う。ウクライナで無残にも多くの人が殺さ

れるなか、一日限りの何百万もするドレス

に身を包んた女優達の豪華絢爛な着飾り、

贅沢の限りを尽くしたような会場、そして

ウィル・スミスのビンタ事件で大騒ぎだっ

た。ウィル・スミスのビンタ事件とは、脱

毛症に悩む妻のスキンヘッドをネタにジョ

ークを言った司会のクリス・ロックを平手

打ち、したことである。人の病気をネタに

するクリスは十分に責められるが、平手打

ちという暴力で仕返しをしたウィルは絶対

的にまずかった。もっと違う「諭し方」が

あったであろうに。 

 言いたいことは、雲泥の差が激しい、と

いうこと。4 月初めの世のニュースはウク

ライナ戦場とウィルのビンタ事件で埋まっ

ていた。その中でも、「パール・ハーバー」

や「トランスフォーマー」の映画監督マイ

ケル・ベイが、ウィルのビンタ事件に関し

て「どうでもよいことだ」と語り、「ハリウ

ッドは自己中心的だ。今、ウクライナでは

赤ちゃんが爆撃されて亡くなっている。

我々はそのことについて話し合うべきだ、

世界にはもっと目を向けるべき問題が他に

ある」と述べていて、心強く思った次第。

映画界の大御所の言葉が効く、ことを祈る。

 なお、ゼレンスキー大統領がアカデミー

賞で演説か、とのニュースには耳を疑った。

フェイクニュースか。戦禍のなかにいてそ

んな余裕はないだろう。しかしグラミー賞

での演説はとっさに決まったらしく「そち

らのミュージシャンはタキシードを着てい

ますが、こちらのミュージシャンは戦闘服

を着ています」とチクリ。出れば出たでさ

すが的を得た演説をするゼレンスキー大統

領である。 

ゼレンスキー大統領のレゴ、 

ゼレンスキー・ミニアクセサリー 

発売から 24 時間で売り切れ 

brickbanter.com 
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★ こんなの見つけました ★ 

「共感疲労」（１） 

 ロシアによるウクライナ侵攻の報道を

見て気持ちが落ち込む、というのは共感の

証拠、日本でもそう思う人が多いからこ

そ、過去に前例のない難民受け入れを即行

している。もちろん首相の行動力の結果で

あろうが、それは大多数の日本国民の意で

あろう。 

 連日のウクライナ侵攻報道で、「気持ち

が落ち込む」と同時に「怒る」人も増えて

いるそうだ。そんな状況においての医学博

士（心療内科医・産業医：海原純子氏）に

よる記事があったので、以下簡潔にまとめ

てみる。 

 ウクライナ侵攻以来、ふだんは穏やかな

Aさんが珍しく怒っていた。親しくしてい

るヨーロッパ在住の知人が地中海のリゾ

ートに遊びに行っている楽し気な様子を

SNS で投稿していたのを見て、ウクライナ

など関係ない、自分がよければそれでい

い、という様子を許せない気持ちになった

そうだ。毎日ウクライナの状況を見て自分

は何も手助けできない、と無力感を感じて

いる Aさんだからこそ許せない気分にな

ったのだろう。 

 ウクライナに関する報道で何を考え、ど

んな行動をするかは個人の自由である。人

は関係ない、自分だけ楽しく過ごせればい

いという人もいる一方、つらい思いをして

いる人を見て自分もつらくなる人もいる。

こういう人は共感能力が高い人と言える。

共感は困難な状況にいる人にとり大きな

支援で力になるもので、共感してもらえる

とホッと安心する。 

 それが今のゼレンスキー大統領のオン

ライン演説が当てはまるかもしれない。共

感して支援してくれている人がいる、国が

ある。それも多くの人、多くの国である。

だからその苦境で頑張れる。「共感」する

ことは大きな支援にもなるのだ。 

 ただ、「共感」が過ぎて、共感する側に

とり自分が何も手助けできないことに無

力感を感じ、それがストレスとなり心身を 

すり減らすこともある、と 

梅原博士はいう。それ 

は「共感疲労」と言われ、 

共感で疲れてしまい、スト 

レスとなることがあるそ 

うだ。（次号に続く） 

 
Cooking for the Lazy: 

カリフラワーのトルティーヤ  

 旬は 11-3 月と言われるが、このビクト

リアでは 1年中店頭に並ぶカリフラワー。

最近やたらとそのセールが目立つ。これに

乗って、ビタミン C、K、食物繊維が豊富な

トルティーヤを楽しもう。 

〔材料〕カリフラワー(中サイズ,1 個)、モ

ツレラチーズ(シェレド,1 と 1/2C)、卵(3

個)、オリーブオイル(大さじ 3)、塩(小さ

じ 2) 

1. カリフラワーはヘタ部分を取り除き、

小株に切り分ける． 

2. 1 をプロセッサーにかける（カリフラ

ワーが米粒大より小さくなるまで）．

ボールに移して塩をふり、全体をさっ

くりと混ぜてから 20 分置く． 

3. 清潔な布に 2 を入れて包み、硬く絞っ

て水分を出し切る（プレス器具を使用

してもよい）． 

4. 3 をプロセッサーに戻し、チーズを加

えて撹拌する． 

5. 4 をボールに移し、別のボールで溶い

た卵を加え、全体が均等になるまで混

ぜる． 

6. ベーキングシート（大きいもの）にオ

イルを塗る（パーチメントペーパーを

敷いてもよし）． 

7. 5 の 1/4C を手にとり、丸めてシート上

に置き、オイルを塗った手で、押さえ

て丸形に平たくする（市販のトルティ

ーヤの大きさに）．穴が開かないよう

に注意する． 

8. オーブン（350°F）に入れて約 20分、

キツネ色になるまで焼く（途中、パン

を回してローテーション）． 

9. 冷めてからシートから取り出す． 

ためになる名言 

  ケタンジ・ブラウン・ジャクソン 

米黒人女性初の最高裁判事 

（連邦最高裁判事に就任決定）アメリカ

人が大きな誇りをもてる瞬間である。 

（黒人差別と戦ってきた米歴史に触れ）

私は奴隷の夢であり、希望である。黒人

女性が初めて最高裁判事に就任する。 

黒人女性が米国の最高裁判事に選ばれる

までに、232 年の歳月と 115 人の前任者

を要した。しかし、私たちはなし遂げた。

私たち全員でなし遂げた。 

（両親が人種で隔離された学校に通って

いたことなどを語り）私は祖父母が想像

すらできなかったことを成し遂げた。私

の家族はわずか１世代で人種隔離から最

高裁に到達した。 

私の子どもたちは、米国ではどんなこと

でも可能だとこれまで以上に感じている

はずだ。 

（参考：Wikipedia） 

〔Ketanji Brown Jackson：1970 年、フ

ロリダ州マイアミ生。アメリカの法律家。

このほど、アメリカで黒人女性初の最高

裁判事に就任することが決定。ハーバー

ド大学を優秀な成績で卒業後、1992 年に

TIME 誌に勤め、その後、ハーバード大学

ロースクールを優秀な成績で修了。2022

年現在、ワシントン D.C の連邦控訴裁判

所の判事を務める。人種分離された小学

校に通っていた両親は、黒人向けの大学

に進んだ後に公立学校の教師となった。

氏が幼い頃に父親がロースクールで学ぶ

ようになり、勉学に励む父を見ながら育

った。高校卒業後「目標が高すぎる」と

いう進路指導教員の言葉をはねのけて、

ハーバード大学に進学した。4 月７日、

バイデン大統領が連邦最高裁判事に氏を

指名、公聴会では共和党議員より左派的

な政治思層を持っているという懸念や特

定の犯罪に甘いのではという指摘を受け

たが、賛成 53、反対 47 で承認。氏は今

年の夏に正式に就任する。〕 
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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 

 

 

� 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/ 
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        ーによる大きなサポー 

        トが得られます。 

         では、松の中で、“パ 

        イン・オーシャン”です

が、海の波を現すように、停滞している時、

フローに入ることをサポートしてくれま

す。そして、痛風や関節炎、肝炎のような

炎症にも働きかけてくれます。コミュニケ

ーションに関しては、言いたいけどなかな

か言えないという時、やってみよう、言っ

てみよう、という勇気も湧き、言葉が発し

易くなります。また、それによって円滑な

コミュニケーションが行われることで、物

事も進んでいくことになります。波の音

は、多くの方が好むことと思います。海辺

で波の音を聞いていると、心が和み、ホッ

トしてきます。パイン・オーシャンを使っ

て、あなた自身が波の音のように心地よい

波動を発することで、あなたの周囲にいる

人々の心も自然と和んでいく、そんなきっ

かけになるかもしれません。 

 少し、身体や心がドライに感じている

時、喉が詰まった感じがある時、コミュニ

ケーションがスムーズに行っていないと感

じる時、パイン・オーシャンの力強さを借

りてみませんか？この世の中では、あなた

が与えたものが返ってきます。なので、コ

ミュニケーションにおいても、愛ある言葉、

心地のいい言葉や波動を放つことで、それ

がまた自分に返ってきます。ぜひ、あなた

の愛する人へ、その方が生きているうちに

できるだけ愛を伝えていってくださいね。

Sono Ray exquisitelife33@gmail.com 

Plants: loveletterfromplants.com  

Yoga: ShantiLife.love 

☆☆☆☆イベント in Victoria ☆☆☆☆ 
☛4月 29(金,1-8pm)&30(土,9:30am-5:30pm)日、

5 月 1(日,10am-4pm)日：Westshore Parks & Rec.

（1767 Island Hwy.）にて、Victoria Spring

ホームショー．ワンストップショップ、サービ

ス、サンプル、エキスパート．詳細は、

WWW.HOMESHOWTIME.COM 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 

【ベターライフ：精油記事＃４３】 

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。 

 今月は、声、言語、喉にまつわるお話を

松と共に繰り広げていきます。呼吸器系の

サポートをしてくれる精油はたくさんあ

るのですが、特に、喉の第５チャクラをサ

ポートしてくれる精油というのがいくつ

かあります。タンジー・ブルー、サイプレ

ス・ブルー、ロータス・ブルー、スプルー

ス・ブルーのように“青色”の名前がつい

た精油がそうです。そして、今回は、パイ

ン・オーシャンをご紹介します。 

 コミュニケーションが上手くとれない

ことによって人間関係がごちゃごちゃに

なったり、恋愛関係、夫婦関係がぎくしゃ

くしてしまうこと、よくあることと思いま

す。誰しも、生きている中で、コミュニケ

ーションに関わる問題、トラブル、大小関

わりなく経験されたことと思います。も

し、あなたが、コミュニケーション能力を

開花したい、もっと英語でもお話ができる

ようになりたい、と思っておりましたら、

ぜひ、ブルーという名前のついた精油を使

ってみることで、コミュニケーションに関

する気づきが起こったり、変化が見られる

ことでしょう。 

 それでは、パイン・オーシャンのお話に

入っていきます。何気に手に取った彼女。

何気に、とは言っても、実は植物たちとの

コミュニケーションは感知できないとこ

ろから始まっていて、必要だったから彼女

が手元に来てくれました。パインを始めと

して、針葉樹は副腎へのサポートが強力で

す。なので、疲れやすい、ストレスが溜ま

りやすいという場合はもちろん、改善する

ためにはなぜそうなるのかの原因も見て

いく必要があるのですが、このような場合

に精油を使うことで、植物たちのエネルギ

 

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】4 月半ばを過ぎ、サク

ラもすっかり散り、4 月の異常気象、4 月 12 日

にミゾレが降りました．窓からその様子を眺め

て、ありゃ、今は 12 月か、これから冬だっけ？

としばし目をパチパチ．マニトバの方では大雪

情報がでていましたね．毎回想定外のお天気で

す．こうなると、この夏にまたあの 40℃超えの

激暑がくるのでしょうか．ま、数日のことなの

でなんとか耐えましょう．もしかして 1 ヶ月も

続くとか、そういうことも考えられます．もう、

何が起こるかわからない世の中、地球になって

います．では、ハッピーイースター！ 

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 月半ばのことだったか、ロシア、プ

ーチンの国民への大演説の一片がオンエ

アとなっていたが、そのときにプーチン

が着ていたふかふかの暖かそうなダウン

ジャケットが話題となった。$160 と聞い

てセールで買ったな、と思ったら、

$16,000(!)の間違いだった。イタリア製

のブランド（縁がないのでブランド名わ

からず）であるらしい。ロシア国民の年

収が$6,000 ほどと言われる中、プーチン

はその年収のほとんど 3 倍のジャケット

を着ている、外国品輸入禁止の制裁のな

かどうやってそれをゲットしたかのかと

世界中から痛烈に批判されていた。 

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. 

【気
に
な
る
漢
字
】 

春
花
秋
月 

（し
ゅ
ん
か
し
ゅ
う
げ
つ
） 

春
の
花
と
秋
の
月
．
春
に

咲
き
乱
れ
る
生
き
生
き
と

し
た
花
々
や
、
秋
の
夜
に

か
か
る
名
月
の
澄
ん
だ
美

し
さ
の
こ
と
． 

パイン・オーシャン 

ロータス・ブルー 

スプルース・ブルー 


