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P R E S I D E N T ’ S  C O R N E R 会 長 の 挨 拶

/	Paul	Fujishige

To	create	a	supportive	community	that	embraces	
human	rights	and	enriches	lives.	
-	Proposed	New	Vision	Statement	for	EJCA

Your	Board	is	proposing	a	change	to	our	current	Vision	
statement,	as	well	as	new	Mission,	Values	and	Slogan/Motto	
statements.	These	will	be	voted	on	at	our	Annual	General	
Meeting	this	Fall.

This	is	a	time	when	human	rights,	especially	for	visible	
minorities,	are	a	daily	topic	of	discussion.	Disturbing	negative	
incidents	are	frequently	reported	by	the	media.	This	sounds	all	
too	familiar	to	those	of	us	who	experienced	the	prejudice	and	
discrimination	of	the	Second	World	War	internment	or	heard	
the	stories	from	our	parents	and	grandparents.	

It	was	a	sad	reality	that	very	few	stood	up	against	the	actions	of	
the	Federal	and	British	Columbia	Governments	in	1942.	Allies	
were	few	and	far	between.	Japanese	Canadians	were	subject	to	
whatever	treatment	was	deemed	to	be	justified,	with	little	push	
back.

This	new	Vision	implies	we	will	stand	up	and	be	counted	when	
rights	are	threatened,	including	those	faced	by	other	visible	
minority	groups.	In	reality,	we	are	all	in	this	together,	and	our	
collective	voices	can	be	far	more	powerful	and	effective.		

We	have	been	invited	to	join	Alberta	and	National	coalitions	
to	protest	hate.	This	includes	our	own	National	Association	of	
Japanese	Canadians,	the	Canadian	Race	Relations	Federation	
and	the	Antiracism	Education	Coalition.	Your	Board	will	
determine	our	involvement	on	a	case-by	case	basis.	Inevitably,	
we	will	continue	to	be	drawn	into	this	at	some	level.	We	ask	
that	the	membership	think	about	how	we	can	and	should	be	
involved.

The	COVID-19	pandemic	is	subsiding	and	we	are	opening	up	
our	Centre,	as	per	Alberta	Health	guidelines.	We	all	hope	that	
there	will	not	be	a	resurgence	in	the	Fall	and	that	we	will	get	
back	to	normal	operations.	I	think,	however,	we	will	still	need	
to	be	vigilant	and	exercise	continued	caution	for	the	time	
being.	Each	of	us	needs	to	decide	our	own	comfort	level	when	
it	comes	to	participating	in	clubs	and	events.	This	extends	to	
what	is	best	for	your	family	and	close	friends.	Our	Centre	will	

/	ポール		フジシゲ

人権を大事にし、生活を豊かにするコミュニティを作る
ために	

ーEJCAの新しい基本理念の提案

役員会は現在の基本理念、活動方針、また存在意義に関する改正提
案を出しています。これらの提案へは、今秋の年次総会にて投票が行
われます。

人権、特にヴィジブル・マイノリティ(可視的少数派)に属する人々に関
する人権について日々議論がなされています。メディアを介して不穏
な情報をよく耳や目にします。これらのニュースは、第二次世界大戦で
行われた強制収容を経験した人々、また両親や祖父母からその話を
聞いた私たちにとって、そこで起きた差別や偏見を思い出させるもの
ではないでしょうか。

1942年、カナダの連邦政府とブリティッシュコロンビア州政府の行動
に異論を唱えた人は少なく、味方はごく少数でした。日系カナダ人は
抵抗する術もほとんどなく、どのような扱いを受けてもそれは正当な
ものであると従うしかありませんでした。

新しい基本理念は、人権が危険にさらされた時—日系コミュニティだ
けではなく他のヴィジブル・マイノリティの人々の権利も含め—私たち
はともに立ち上がり意見を表明することを示すものです。これは私た
ち皆の問題であり、共に声をあげることでより大きな影響をもたらすこ
とができると考えます。

私達はアルバータ州と国立の団体から、偏見や中傷問題に対し共に
抗議する機会を得ました。協力して頂ける団体は、全カナダ日系人協
会(National	Association	of	Japanese	Canadians)、全カナダ民族
関係団体(Canadian	Race	Relations	Federation)と反人種差別教育
団体(Antiracism	Education	Coalition)です。私達の取り組みへの参
加内容や程度は役員会がケースバイケースで決定します。ですが今後
ある程度の参加は必然であると考えています。EJCA会員の皆様には、
私たちがどのように協力していくべきであるか、ご一考していただきた
いと思います。

新型コロナウィルスによるパンデミックが徐々に収束していく中、アル
バータヘルスの規則に従ってEJCAセンターの再活動も始まります。秋
に状況が悪化していないこと、そして少しずつ普段の生活に戻っていく
ことを祈っています。

O N  T H E  C O V E R Top	photo:	Members	from	our	Culture	Programs	Work	Group.	Middle:	delicious	taiyaki	
you	can	make	in	the	EJCA	kitchen!	Bottom:	Steve	Munro	demonstrating	Iaido.
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continue	cleaning	protocols	and	have	adequate	hand	sanitizer	
available	when	you	visit.	If	a	fourth	wave	of	community	spread	
occurs,	we	will	inform	you	immediately	about	any	required	
restrictions.

While	various	clubs	and	activities	are	returning,	based	on	
their	comfort	level,	most	larger	events	will	continue	to	be	
postponed	until	the	New	Year.	We	have,	however,	decided	
to	hold	one	informal	member	getting-to-know-you-again	
event	on	Saturday,	September	11th	from	2–5	pm.	Watch	for	
further	information	via	email	or	letter.	We	will	require	advance	
registration	and	will	ensure	any	food/drinks	respect	health	
protocols.	

Speaking	of	next	year…

We	want	2022	to	be	a	banner	year	and	we	would	like	to	make	
a	big	splash!	A	more	public	profile	of	our	clubs,	activities	
and	events	will	help	us	in	recruiting	and	activating	new	and	
existing	members.	It	is	also	an	opportunity	to	promote	and	
demonstrate	the	positive	aspects	of	EJCA’s	racial	diversity.	

2022	also	marks	some	significant	milestones.	It	is	the	80th	
anniversary	of	the	internment	of	Japanese	Canadians	and	the	
75th	anniversary	of	the	creation	of	a	National	Organization	
of	Japanese	Canadians.	Edmontonians	of	Japanese	ancestry	
formed	a	cooperative	in	the	same	year.	Eventually	it	would	
become	known	as	EJCA.			

We	envision	2022	to	be	a	year	of	honouring	our	past	and	
embracing	our	future.	Some	exciting	possibilities	are	being	
discussed	and	we	would	invite	our	members	to	join	into	the	
discussion.	Look	for	our	ad	elsewhere	in	this	issue.

Please	continue	to	stay	safe	as	we	open	up	further.	We	
look	forward	to	the	day	when	we	can	all	gather	and	renew	
acquaintances.	That	day	may	be	coming	soon!

とはいえ、現時点では慎重に行動するのが大事だと思います。イベン
トやクラブ活動への参加に関しては、私たち自身で納得できる範囲を
決めていく必要もあります。みなさん自身にとっても、ご家族やご友人
にとっても最善だと思われる方法での参加をお願いします。EJCAセン
ターは今後も衛生面での規則を守り、来客されるみなさまへの十分な
消毒液も備えておきます。もし第４波が起こるような事態となれば、皆
様に直ちに新しい情報と制限の詳細をお知らせします。

様々なクラブ活動は徐々に再開しますが、大規模なイベントは来年ま
で中止となる予定です。ですが、9月11日午後2時−5時に会員のみな
さまが再集合できるようなイベントを行います。イベントに関する情報
はメールや会報でお知らせします。衛生上の規則等を守った上で安全
に開催するためにも、参加へは事前の登録が必要となります。

来年といえば…

2022年は記憶に残るような年にしたいですね！会員を増やしたり、より
活発に活動していけるよう、クラブ活動やイベントにも力を入れていき
たいです。EJCAの民族多様性をアピールする良い機会となるでしょう。

2022年は大きな節目の年でもあります。日系カナダ人の強制収
容から80周年となる年でもあり、全カナダ日系人協会(National	
Association	of	Japanese	Canadians)設立75周年でもあります。そ
の同じ年に、日系エドモントニアンたちもまた、現在のECJAの基盤と
なる協会を結成しました。

過去に敬意を払い、未来に向かって歩き出すような年となることを思
い描いています。沢山の素敵なアイデアが議論されていますので、皆様
も是非積極的に参加してくださることを願っています。

引き続き、健康にお気をつけてお過ごしください。またみなさんに直接
お会いできるようになることを日々に楽しみにしています！

Welcome Back! 
/	The	Celebration	Team

Thank	you	to	all	EJCA	members	for	continuing	to	stick	with	
us	throughout	the	long	COVID-19	period.	We	were	able	to	
continue	operations	and	remain	financially	viable.	Services	and	
programs	(much	of	it	virtual)	continued	to	be	offered.

We	have	now	entered	Stage	3	recovery	as	of	July	1,	2021.	
Major	restrictions	have	been	removed.	Most	of	our	clubs	have	
resumed	their	activities	at	the	Centre.	However,	EJCA	is	not	
ready	yet	for	major	membership	events	like	the	Natsu	Matsuri	
and	the	Fall	Bazaar.

In	anticipation	that	the	Edmonton	area	will	continue	to	be	safe,	
EJCA	is	planning	a	casual	party	in	September	to	officially	mark	
the	reopening	of	the	Centre.	This	will	be	the	first	opportunity	

センター再オープン記念！
/	お祝いチーム

コロナ禍でも変わらずEJCAをサポートしてくださる会員のみなさん
に、改めて感謝申し上げます。プログラムやサービスはそのほとんどが
オンラインへ移行したものの、パンデミックの中でも運営・存続するこ
とができました。

2021年7月1日よりアルバータ州は第3ステージに入り、ほとんどの規
制が解除されています。EJCAのクラブもセンターでの活動を再開し始
めています。ですが、夏祭りや秋のバザーなどの大規模イベントを安全
に開催できるようになるまでには、もう少し準備が必要です。

今後引き続きエドモントンの状況が安定しているという条件のもとで、
センターの再オープンを記念したカジュアルな集まりを9月に催したい



MOSHI MOSHI / JULY–AUGUST 2021 / EJCA 4

where	all	members	can	meet	each	other	and	have	fun	after	an	
18	month	absence!

Date/Time:		 Saturday,	September	11,	2021,	2–5	pm	
Attendees:	 Members	only,	family	event	
Fee:		 	 Free	to	all	members;	registration	will	be		 	
	 	 required

Food:		 	 Japanese	festival	type	snacks	like	taiyaki	and	
	 	 kakigori	(shaved	ice)	will	be	prepared	in	the	
	 	 EJCA	kitchen

So,	please	reserve	your	calendar	for	September	11!	More	details	
will	be	announced	shortly.

Please	email	events@ejca.org	if	you	have	suggestions	for	the	
party	or	if	you	can	help	us	out.	Thank	you!

と計画しています。実に、EJCA会員の皆さんが一堂に集うイベントは
18ヶ月ぶりとなります。

日時：	 2021年9月11日（土曜）午後2ー5時	
参加者：	 会員のみ（どの世代の方にも楽しんでいただけるイベント）	
参加費：	 会員の方無料（要事前登録）	
食べ物：	 EJCAキッチンにて、たい焼きやかき氷など屋台風メニューを	
	 準備します

詳細は追って発表致します。ぜひ、9月11日のご予定を空けてお待ちく
ださい！

お手伝いしてくださる方、ご提案がある方はevents@ejca.org	までメ
ールお願い致します。

Unique Opportunity! Help Us 
Relaunch EJCA in 2022 
/	Paul	Fujishige

We	are	looking	for	enthusiastic	and	creative	members	to	help	
us	as	we	return	to	normal	operations.	We	want	to	boost	EJCA	
membership	and	activities	and	raise	our	community	profile.

Honouring Our Past, Embracing Our Future	will	be	a	series	
of	regular	and	special	events	and	activities	throughout	2022.	
We	will	be	celebrating	and	informing	our	community	about	
Japanese	and	Japanese	Canadian	culture.	We	will	showcase	
the	benefits	of	racial	diversity	and	demonstrate	how	people	
from	different	backgrounds	can	live	in	peace	and	harmony.

Honouring	Our	Past,	Embracing	Our	Future	will	pay	homage	to	
our	history.	2022	will	be	the	80th	anniversary	of	the	internment	
of	Japanese	Canadians	who	lost	their	homes	and	livelihoods	
in	British	Columbia.	Locally,	it	is	also	the	75th	anniversary	
of	Edmonton	Japanese	families’	creation	of	a	cooperative.	
One	of	the	highlights	of	2022	will	be	the	Edmonton	premiere	
performance	of	Hold	These	Truths,	an	acclaimed	play	about	the	
life	of	Dr.	Gordon	Hirabayashi.	Dr.	Hirabayashi	was	a	long-time	
resident	of	Edmonton	and	prominent	member	of	EJCA.

Many	interesting	ideas	have	been	generated	and	more	are	on	
the	way.	A	draft	description	is	available	upon	request.	With	
greater	membership	involvement,	we	will	be	able	to	expand	the	
scope	and	reach	of	our	relaunch.	Please	consider	volunteering	
on	our	relaunch	committee.	We	are	especially	looking	for	
members	with	skills	in	planning	and	marketing	and	those	with	
connections	to	the	business	community.	

For	more	information,	please	email	Paul	Fujishige	at	
president@ejca.org	

Thank	you!

特別な機会！2022年、EJCA再始動へ向けて
/	ポール		フジシゲ

以前の日常へ戻るとともに、EJCAの新たな会員を増やしたりEJCAの
存在価値を高めていけるようにしたいと考えています。そこで、熱意を
持ったクリエイティブなメンバーを募集します。

Honouring Our Past, Embracing Our Future	(過去に敬意を払
い、未来へ向かって歩み出す)は今後定期的または特別な催しとして２
０２２年を通して行うイベントです。日本文化と日系カナダの文化をコ
ミュニティと一緒に祝いたいと思います。民族多様性や様々な文化と
の共存の可能性や福利を示していければと考えています。

Honouring	Our	Past,	Embracing	Our	Future	は私たちの歴史に敬
意を払うものです。２０２２年は、日系カナダ人が命や暮らしを奪われ
たブリティッシュ・コロンビア州の強制収容から８０周年となります。同
時にエドモントンにEJCAの基盤となる協会が作られてから75周年と
なる年でもあります。来年エドモントンにて、ゴードン・ヒラバヤシ博士
の生涯に基づいた演劇が初演されます。おそらくとても重要なイベント
として印象に残るでしょう。ヒラバヤシ博士は長年エドモントンに暮ら
し、EJCAの重要なメンバーの一人でした。

沢山のクリエイティブなアイデアがどんどん集まっています。興味のあ
る方には草案をお送りしています。より多くの会員の皆様が参加され
ることによってその分視野も広がり、より多くの人へ働きかけが伝わる
ことと思います。

つきましては再始動へ向けてボランティアを募集します。特にプランニ
ングやマーケティング経験やスキルがおありの方、ビジネスコミュニティ
（エドモントンのローカルな企業など）に伝手がある方がいらっしゃい
ましたら幸いです。

お問い合わせは	president@ejca.org	へ御連絡ください。

ありがとうございます！

mailto:events%40ejca.org?subject=
mailto:events%40ejca.org?subject=
mailto:president%40ejca.org?subject=
mailto:president%40ejca.org?subject=
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COVID-19 Update - Stage 3 Reopening 
/	Tamara	Sutherland

Effective	July	1st,	Alberta	moved	to	Stage	3	of	the	reopening	
plan.	While	this	stage	has	removed	most	restrictions	on	events	
and	facilities	such	as	the	EJCA,	we	as	a	community	still	have	a	
number	of	things	to	consider	as	we	plan	to	gradually	resume	
our	regular	calendar	of	programs	and	events.	There	are	things	
we	can	all	do	to	help	us	get	back	to	normal:

1. Go get vaccinated. 

The	best	defense	against	COVID-19	is	vaccination	for	all	those	
who	are	eligible	(at	this	time,	everyone	age	12+).		While	the	
vaccine	can’t	prevent	all	cases	of	COVID-19	illness,	it	has	
been	shown	to	significantly	decrease	the	likelihood	of	severe	
outcomes.	Vaccination	also	helps	protect	others	you	come	in	
contact	with,	who	may	not	be	vaccinated	themselves	or	have	
conditions	that	reduce	the	effectiveness	of	vaccination.	

Vaccination	helps	us	protect	each	other	as	a	community.

Vaccinations	can	be	done	either	through	Alberta	Health	
Services	(https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx)	or	your	
local	pharmacy.

2. Stay home if you are sick. 

Regardless	of	if	it	is	a	cold	or	COVID-19,	stay	home	if	you	are	
sick,	or	have	been	in	close	contact	with	someone	who	is	sick.

3. Make informed decisions when going to crowded 
places, and take appropriate precautions.

While	they	are	not	mandatory	in	most	public	places,	you	
may	want	to	consider	still	wearing	a	mask	as	an	additional	
precaution	when	physical	distancing	isn’t	possible.	Other	
basic	precautions	like	washing	your	hands	before	activities	like	
eating	are	also	recommended.

Some	facilities	or	businesses	may	still	require	masks,	and	
individuals	may	choose	to	continue	wearing	masks	in	public	
spaces.

4. Keep informed of changes to public health and other 
regulations.

Over	60%	of	all	Albertans	(and	over	70%	of	those	age	12	
and	older)	have	received	at	least	one	dose	of	a	COVID-19	
vaccination.	Still,	new	variants	or	outbreaks	may	require	future	
changes	to	public	health	restrictions.

Most	major	changes	to	policies	will	be	announced	in	the	news,	
but	for	the	most	up	to	date	information	on	provincial	health	
regulations,	please	visit	the	Government	of	Alberta’s	COVID-19	
information	portal	at	https://www.alberta.ca/coronavirus-info-
for-albertans.aspx

新型コロナウイルス感染症に関する情報（ス
テージ3リオープニング ）
/	タマラ		スザーランド

７月１日よりアルバータ州はリオープニングプランのステージ3に移行
しました。ステージ	3においてイベントやEJCAのような施設への制限
は殆ど撤去されましたが、EJCAとして通常行われているイベントやプ
ログラムを再開するに当たって、数点の留意点があります。

1. 予防接種を受ける

	12歳以上の対象者は皆新型コロナウィルス感染症のワクチンを受け
るのが最も効果的な予防です。

ワクチンを接種しても新型コロナウィルス感染症を完全に避けること
は出来ませんが、	症状が悪化する可能性が減少します。受けられるも
のがワクチンを接種することによって、健康上の理由でワクチンを接種
出来ない人や、ワクチンの効果が出ない人への感染を防ぐことができ
ま	す。ワクチンによってお互いだけではなくコミュニティー全体を守れ
ます。	
ワクチンはアルバータヘルスサービスやお近くの薬局で接種できます。	
(https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx)

2. 気分の悪いまたは病気の時は外出を控える

普通の風邪でも、新型コロナウィルス感染症であったとしても、気分の
悪い時や病気の人と接触した場合は外出を避けて家にいるようにし
て下さい。

3. 混雑した場所にいく場合は事前によく状態を把握し、対策を練る

公共の場所においてマスクをつけることは現在規定されてはいませ
んが、ソーシャルディスタンスが可能ではない状況ではマスクを着用す
ることをお勧めします。食前に手を洗うなどの衛生習慣も奨励されて
います。	時と場合によってはまだマスク着用必須の場所もありますし、
公	共の場所において個人の判断でマスクを着用し続ける事あるでし
ょう。

4. 公衆衛生規制やルールを把握する

アルバータ州では６割以上(７割の１２歳以上)が少なくとも１回は新
型コロナウィルス感染症予防接種を受けてはいますが、新しい変異体
や大発生などによってまた公衆衛生規制やルールが変わるかもしれ
ません。

政策の重要な変更事項はニュースなどで発表される事が主ですが、最
新の公衆衛生政策はアル	バータ州新型コロナウィルス感染症ポータ
ルサイトにてご確認下さい。	
ポータルサイト:	https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-
albertans.aspx

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
https://www.alberta.ca/coronavirus-info-for-albertans.aspx
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Those	planning	to	travel	should	also	carefully	research	travel	
restrictions,	quarantine,	testing,	and	vaccination	requirements	
for	their	destinations	and	for	when	they	are	returning	home.	
Several	Canadian	provinces	and	territories	have	restrictions	
on	visitors	from	other	provinces	including	quarantine	
requirements.	Japanese	citizens	may	want	to	consult	with	the	
Japanese	consulate	prior	to	travel.	Canadian	citizens	should	
note	that	most	international	travel	is	still	not	recommended	at	
this	time.

What does this mean for the EJCA?

•	 We	will	continue	to	use	enhanced	cleaning	procedures	at	
our	facility.

•	 We	may	limit	the	in-person	capacity	for	some	spaces,	
programs,	and	events.

•	 We	will	continue	to	keep	informed	of	changes	to	public	
health	regulations	and	guidance.

•	 We	will	work	with	clubs	and	facility	renters	to	ensure	they	
have	the	supplies	and	procedures	they	need	to	run	their	
own	activities	safely.

•	 We	support	members	who	may	choose	to	continue	to	wear	
masks	while	at	our	facility.

•	 We	encourage	members	to	get	vaccinated.

•	 We	can	help	arrange	for	translation	of	COVID-19	or	vaccine	
related	information	for	Japanese	speaking	members.

旅行を計画されている方は目的地到着後、又は帰国される際の旅行
者への制限、隔離政策、検疫や予防接種の有無をよくご確認下さい。カ
ナダ国内においては他の州や準州へ旅行される際、隔離しなければ
ならない場合もあります。カナダ市民には国際旅行はまだ奨励されて
いません。

EJCA での対策は?

•	 施設において徹底した清掃を続行する

•	 プログラムやイベントの施設使用の際に人数制限を行う

•	 政府からの公衆衛生規制やガイドラインを把握する

•	 クラブ活動や施設を安全に借りて使用するための補助

•	 施設にてマスク着用歓迎

•	 会員が予防接種を受けるように促す

•	 日本語を主に話す会員の為に新型コロナウィルス感染症に関連す
る情報を翻訳する（インターネットをお使いの方は、在カルガリー
日本国総領事館のウェブサイトで、新型コロナウイルス感染症に関
する最新情報が日本語で確認できます）

松の会
/	アラン		デイビス

７月２８日より松の会例会を再開致します。前回から実に５２２日ぶり
の集まりとなる予定です。

例会は毎月４週目の水曜日(１２月を除く)にEJCAセンターで行われま
す。５５歳以上のEJCA会員さまどなたでも歓迎です。ゲスト参加も可
能ですが、アランさんかメイさんまで事前連絡をお願い致します。

松の会会長	アラン		デイビス：　ardavis@ardsys.ca	
(780-435-8462)	

詳細につきましては、

メイ		ウエダ(松の会秘書)：　mayekoathome@gmail.com	
(587-990-0775)

ルイーズ		ウォン(松の会会員)：　louisewong@shaw.ca	
(780-487-7099)

までご連絡ください。

Matsu No Kai Club
/	Alan	Davis

On	the	28th	of	July,	the	Matsu	no	Kai	Club	plans	to	resume	club	
meetings.	That	will	be	522	days	since	the	last	meeting.			

Matsu	no	Kai	Club	meetings	are	held	on	the	fourth	Wednesday	
of	each	month	at	the	EJCA	Centre	(except	for	December).	
All	EJCA	members	over	55	years	of	age	are	welcome	to	join.	
Or	come	as	a	guest,	but	phone	Alan	or	May	ahead	of	time	so	
we	can	arrange	to	have	a	lunch	for	you.

Alan	Davis,	club	President	at	ardavis@ardsys.ca	
(780-435-8462)

or

For	more	information,	please	contact:

May	Uyeda,	club	Secretary	at	mayekoathome@gmail.com	
(587-990-0775)

Louise	Wong,	club	Membership	at	louisewong@shaw.ca	
(780-487-7099)

https://www.google.com/url?q=https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html&sa=D&source=editors&ust=1627256232031000&usg=AOvVaw05a9FyFrbCm9NTVRDQTqZp
https://www.google.com/url?q=https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html&sa=D&source=editors&ust=1627256232031000&usg=AOvVaw05a9FyFrbCm9NTVRDQTqZp
mailto:ardavis%40ardsys.ca?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
mailto:ardavis%40ardsys.ca%20?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
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新設クラブ：居合道
/	スティーブ		ムンロ

今夏、EJCAに新しいクラブとして居合道が加わりました。エドモントン
居合道クラブによる新しい武芸(マーシャルアート)が発足です。

居合道とは、鞘から滑らかに素早く抜刀する一瞬に勝負をかける武道
です。正確さ、コントロール、そして心身鍛錬に重きを置いた、非接触
型・非戦闘型の武道となります。仮想敵に対して反撃や反応の仕方の
稽古を行います。居合道は冷静さと品位を持って課題に立ち向かう心
を鍛える武道です。

エドモントン居合道クラブの主任指導者であるムンロ・スティーブは、
現在カナダ剣道連合２段の保持者です。

稽古は日曜午後７時から９時となっています。詳細やお問い合わせは
edmontoniaido.caよりお願い致します。

New EJCA Club: Iaido
/	Steve	Munro

We	are	pleased	to	announce	the	introduction	of	a	new	club	
to	the	EJCA	as	of	Summer	2021.	The	Edmonton	Iaido	Club	
(edmontoniaido.ca)	will	be	adding	another	martial	art	to	the	
EJCA	community.	

Iaido	is	the	art	of	cutting	from	the	draw	of	the	katana	from	
its	sheath	in	a	single,	fluid	motion.	It	is	a	non-contact,	non-
combat	art	that	focuses	on	precision,	control	and	discipline.	
To	do	this,	Iaido	trains	a	standardized	set	of	response	and	
counter-attack	techniques	in	an	individual	practice.	Iaido	is	a	
self-development	art	that	focuses	on	meeting	challenges	with	a	
sense	of	calm	and	dignity.

The	Edmonton	Iaido	Club’s	head	instructor	is	Steve	Munro.	
He	currently	holds	the	rank	of	Second-degree	(Nidan)	with	the	
Canadian	Kendo	Federation.

Iaido	practices	are	scheduled	for	Sunday	evenings	from	7	pm	
to	9	pm.	For	more	information	or	to	inquire	about	practices,	
please	visit	edmontoniaido.ca

EJCA生け花クラブの対面クラス、 
9月から再開
新型コロナウイルスのためここ１年はZoomでオンラインでの会合を
行ってきました。毎月２度の会合では、生徒さん達がご自身のペースで
レッスンの録画を観たり、作品の写真を提出したりでき、好評をいただ
きました。一方で教室での対面学習を好む生徒さん達にとっては大変
な経験だったと思います。

9月2日(木曜)より待望の対面レッスンが会館にて再開されます。以降
毎月第１木曜の夜７−９時は対面でのレッスンが行われます。現在の

The EJCA Ikebana Club to Resume 
In-Class Instruction This September
Due	to	the	COVID-19	pandemic,	the	Ikebana	Club	has	been	
meeting	online	through	Zoom	over	the	last	year.	We	have	
met	twice	a	month	as	was	our	custom	during	our	regular	
programming.	This	has	proved	to	be	quite	successful	for	a	
number	of	our	students	who	enjoyed	working	at	their	own	
speed	watching	the	video	lessons	and	demonstration	and	
submitting	photos	of	their	arrangements	for	online	discussion.	
Others	on	the	other	hand	missed	the	in-person	and	in-class	
lessons	and	found	the	experience	challenging.

http://edmontoniaido.ca/
http://edmontoniaido.ca/
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The	good	news	is	we	will	be	returning	to	in	class	teaching	as	of	
Thursday	evening	September	2nd	and	will	continue	meeting	
on	the	first	Thursday	of	the	month	from	7	till	9	pm.	Until	further	
notice	the	attendance	will	be	limited	to	
12	students,	the	maximum	allowed	at	this	
time	in	Lounge	2.	If	and	when	a	second	
room	becomes	available	the	number	will	
increase	accordingly	as	we	still	have	2	
teachers	ready	to	go.	The	3rd	week	of	the	
month	we	will	continue	meeting	on	Zoom	
in	order	to	accommodate	more	students,	
hoping	this	hybrid	format	will	meet	our	
needs	for	the	time	being.

The	exciting	news	however,	is	that	on	
October	30th	and	31st,	the	last	weekend	in	
October,	we	will	have	the	Ikenobo	Special	
Visiting	Professor	with	us	and	will	provide	
4	workshops	to	20	to	25	students	as	we	will	
be	in	the	Main	Hall	for	that	special	event.

We	want	to	thank	the	EJCA	for	their	
continued	support	and	collaboration	over	
these	difficult	times.

Jean-Marcel	Duciaume,	leader		
EJCA	Ikebana	Club	
ikebanaclub@gmail.com	
Ikebanaclub.com

制限規定下では、ラウンジ2でのレッスンは最大１２名までとなります。
別教室が使用可能になった際には、レッスン数(または生徒さんの数)
が増やせるようになるかと思います。

毎月第３週目の会合は引き続きZoomを
介して行い、しばらくはオンラインと対面の
ハイブリッドな方法で生徒さん達のニーズ
に応えられるよう工夫していきます。

もう一つワクワクするお知らせがありま
す。10月30日と31日に池坊特別客員教授
をお招きし４つのワークショップを行う予
定です。こちらのイベントはメインホール
にて20-25人ほどのワークショップになり
ます。

現在の大変な状況下にもかかわらず、皆さ
んからの変わらない支援と協力に誠に感
謝致します。

ジョンーマーセル・デュシアム、リーダー	
EJCA生け花クラブ	
ikebanaclub@gmail.com	
ikebanaclub.com

EJCA ユース
/	レナード		グロスマン

お若い世代の皆さん、こんにちは!

EJCAの新たに結成されたヤングメンバーズクラブとして、若い世代の
方々の興味や考え方を理解し、若いメンバーの方のご意見を反映させ
ていきたいです。

近日に迫るセンターリオープンに備えて、当グループは若い方々の参
加を助長するという旨をもう一度皆さん伝えたいさせていただきたい
です。

”私の名前はいとうゆうき(男性)といいます。私は日系カナダ
三世です。アルバータ大学で家族科学を習得した後、ユー
スライフスキル教育者として数年働いてきました。私は
EJCAの日本語を話す若者の相談役や指導者になりた
いです。人種差別などの社会問題に興味を持っており、
またグラフィックデザインがとても好きです。ハイキング

や料理、またオートチェスを趣味としてやっています。”

EJCA Youth
/	Lénárd	Grossmann

Hello,	my	fellow	young	readers!	こんにちは!	

As	a	new	Youth	working	group	at	the	EJCA,	we	are	looking	to	
understand	and	learn	more	about	the	interests	and	ideas	and	
represent	a	stronger	voice	for	our	younger	members.

With	the	Centre	reopening	soon,	we	wanted	to	(re-)	introduce	
ourselves	as	we	are	developing	engaging	initiatives	and	
activities	to	improve	and	grow	lasting	youth	involvement	with	
our	Centre.

“My	name	is	Yuuki	Ito,	and	my	pronouns	are	he/
him.	I	am	a	3rd	generation	Japanese	Canadian.	
After	completing	my	Family	Science	degree	at	
the	University	of	Alberta,	I	have	been	working	for	
several	years	as	a	Youth	Life	Skills	Educator.	My	
mission	with	EJCA	is	to	be	a	mentor	for	Japanese	
speaking	youth.	I	am	very	passionate	about	social/
racial	justice,	and	graphic	design.	In	my	spare	time,	I	
like	to	go	on	hikes,	cook,	and	play	Auto	Chess.”

mailto:ikebanaclub%40gmail.com?subject=
https://ikebanaclub.com/
mailto:ikebanaclub%40gmail.com?subject=
https://ikebanaclub.com/


MOSHI MOSHI / JULY–AUGUST 2021 / EJCA 9

“I	am	Lénárd;	I	am	looking	into	becoming	an	
Architectural	Designer,	I	love	learning	languages,	am	
an	AI	enthusiast;	I	love	Board	Games,	making	and	
listening	to	music,	programming,	traveling	and	
web-design.	I	have	been	around	Japanese	Culture	
a	lot,	through	travelling	with	my	Family	and	my	
own	interests.

Through	my	interest	in	Japanese	Design	and	so	
regularly	watching	NHK	design	programmes;	having	
travelled	in	Japan	for	a	month,	and	wanting	to	go	back,	has	
been	my	main	motivation	to	also	start	learning	Japanese.

I	have	been	a	member	at	EJCA	for	almost	four	years	now,	as	
part	of	the	Jodo	and	Ikebana	clubs,	and	have	been	a	member	
of	our	board	since	only	last	December.

As	of	last	year,	we	have	been	looking	at	how	we	can	better	
integrate	young	people	into	the	prospects	of	current	and	future	
program	building,	and	in	general	where	the	Centre	should	go	
looking	to	the	future.

I	want	to	find	out	what	young	people	nowadays	want	from	a	
community,	and	from	a	cultural	centre	and	how	we	can	involve	
more	young	people	into	helping	with	developing	the	Centre	for	
a	future	in	the	digital	era.”

If	you	yourself	are	interested	or	might	know	someone	who	
might	be	interested	in	joining	our	group,	we	are	always	looking	
for	more	people	passionate	about	our	mission	and	EJCA.	

Do	check	out	our	page	over	at	https://ejca.org/Young-
Members-Group	to	learn	more	about	us	and	what	we	do!

I	would	be	thrilled	if	you	would	reach	out	to	us	at	
lenard@ejca.org.	We	are	always	happy	to	hear	from	you	:)

”私の名前はレナードといいます。将来は建築デザイナーにな
りたいです。言語や人工知能について学ぶのが大好きで、
趣味はボードゲーム、音楽を創作したり聞くこと、プログ
ラミング、旅行とウェブデザインです。日本の文化は、家
族旅行や個人の趣味などを通して親しんできました。

日本のデザインに興味をもち、	NHK	のデザイン番組を
見たり、日本を1ヶ月ほど旅したこと。そしてまた訪れたい

という思いから、日本語を勉強するようになりました。

杖道や生け花クラブなどのEJCAの活動に参加するようになってから
四年が経ち、去年の12月からは役員会の一員となり	ました。

EJCA	が将来的にどのように発展していくのか、またはどうすれば若い
世代の人たちがプログラムや活動により参加できるか、去年から思案
しています。

若い世代の方々が一体コミュニティーやEJCAに何を求めているのか、
そしてどうやったら若いユースの人々が将来のデジタル時代への移行
を手助けできるかを見極めたいです。”

私たちのミッションやEJCAに興味のある方、又はそういう方を知って
いらっしゃいますか？私たちグループはいつでも新しいメン	バーを募
集しています。

是非私たちのサイトで私たちのミッションや活動内容をご覧ください。

サイト:	https://ejca.org/Young-Members-Group		

メールでのご意見ご感想など心からお待ちしてます。メールアドレス:	
lenard@ejca.org

ケア＆シェア
/	ポール		フジシゲ

人種平等を提唱する特別委員会である、	CARE委員会	(The	
Committee	Advocating	for	Racial	Equality)は定期的にミーティン
グを重ねています。委員会は協力的でクリエイティブ、そして経験も豊
富で、多様性と沢山のアイデアを持つ集まりです。

CARE委員会のメンバーは日系カナダのコミュニティ以外にも繋がり
を持っています。それがきっかけとなり、他のヴィジブル・マイノリティ(
可視的少数派)に属する方々との取り組みを始めました。これは結果と
してEJCAの活動に良い影響をもたらしてくれるはずです。

例えば、先住民の方々との関係性を築くことで土地権利問題への理解
を深めることができるでしょう。そしてそれはきっと過去に土地を奪わ
れた日系カナダ人達の経験と共鳴するはずです。

CARE & Share
/	Paul	Fujishige

The	Committee	Advocating	for	Racial	Equality	(CARE)	has	
continued	to	meet	regularly.	This	is	a	supportive	and	creative	
group,	rich	with	experience,	diversity	and	ideas.

Many	of	the	members	have	connections	outside	of	the	
Japanese	Canadian	community.	This	has	led	to	the	start	of	
engagement	with	people	from	other	visible	minorities	and	
jurisdictions.	This	ultimately	ties	back	nicely	to	EJCA	activities.

For	example,	a	connection	with	an	indigenous	leader	will	help	
us	in	understanding	the	land	rights	issue	better.	This	will	likely	
echo	the	experience	of	many	Japanese	Canadians	whose	land	
was	also	taken	away.	

Another	connection	has	allowed	us	to	dialogue	with	a	political	
leader	from	the	governing	Provincial	Party.	This	may	help	in	the	

https://ejca.org/Young-Members-Group
https://ejca.org/Young-Members-Group
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/Young-Members-Group
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
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また、州の与党のリーダーと対話をする機会も生まれました。こうした
働きかけが、アルバータ州小学校の教育課程改正において、可視的少
数派グループの経験をもっと認め受け入れていく手助けになるかもし
れません。

３つ目に、ゴードン・ヒラバヤシ博士の生涯に基づいた舞台『Hold	
These	Truths』が、ついに２０２２年、ヒラバヤシ博士の長年の職場で
あったアルバータ大学で公演される運びとなりそうです。更にヒラバヤ
シ博士の生涯と、今私たちが目の当たりにしている状況と関連性のあ
るイベントも計画しています。

最後に、再び全カナダ日系人協会(NAJC)とその人権委員会と協力し、
国内での大きな規模の人種差別の問題について学び、対応できるよう
に努めています。より効果的に支持・表明していくため、反人種差別団
体に加わることとなりました。

review	of	the	Alberta	K-6	elementary	school	curriculum	with	
hopefully	further	inclusion	of	the	experiences	of	various	visible	
minority	groups.

A	third	connection	has	provided	the	real	possibility	that	the	
stage	play	based	on	the	life	of	Dr.	Gordon	Hirabayashi	(Hold	
These	Truths)	will	finally	have	its	Edmonton	premiere	in	2022	at	
his	long-time	professional	workplace,	the	University	of	Alberta.	

Other	events	relevant	to	his	life	and	the	times	we	are	now	
experiencing	are	also	being	planned.

Finally,	with	our	re-engagement	with	NAJC	and	their	Human	
Rights	Committee,	we	are	becoming	more	knowledgeable	
about	the	larger	national	racism	issues	and	actions	to	address	
them.	This	includes	joining	anti	racism	coalitions	for	more	
effective	advocacy.

人種差別と目撃者による介入 
/	オリバー		ロッシヤー

子供を育てるには村人の協力が必要だという言い伝えがあります。こ
の言い伝えを拡張して、良い村を育成するには村人全員の協力が必
要だと言えると思います。エドモントン市には人種差別問題がありま
す。人種差別問題を抑え込むには、人種差別の目撃者の行動が大切で
す。もし、子供が車の前に飛び出したのを見れば、また危ない状況にな
っていれば、目撃者は誰でも子供を救う行動を起こします。では、人種
差別を目撃した人はどうしたら良いのでしょう。

カルガリーを本拠とする人種差別対抗チームのARIEコンサルティング
は、目撃者が行動を起こせば人種差別的な行動を制限、または防げる
と言っています。目撃者は公共機関の支援または人種差別問題に関
心のある民間人の支援を期待できます。

人種差別を目撃したら、行動を起こす前に状況を把握する必要があり
ます。ホラバック・イニシアティブという団体は次のことを把握するよう
に促しています。（１）人種差別的行動をしている人の注意をそらすこと
ができるか、（２）他の人に協力を頼めるか、（３）何が起きているか記憶
しておく、（４）人種差別的行動をしそうな人の注意を引いて差別行動
を起こすまでの時間を引き伸ばせるか、（５）直接介入して人種差別的
行動をやめさせられるか、です。

人種差別に対抗するには皆の協力が必要です。エドモントン市には人
種差別主義者よりも、冷静に物事を判断を出来る人のほうがずっと多
いのです。必要なことは、このような人たちが協力して人種差別をでき
るだけ早い段階で鎮圧することです。

EJCAでは人種差別に対抗するために、私たちに何をできるか検討し
ています。人種差別問題委員会を設立したのもこの努力の一環です。
あなたに何ができるか、という委員会の報告を待っていてください。

Racism and Bystander Intervention
/	Oliver	Rossier

There	is	a	saying	that	it	takes	a	village	to	raise	a	child.	Perhaps	
we	need	to	expand	that	to	say	it	takes	a	village	to	raise	a	village.	
We	have	a	problem	with	racism	in	our	“village”	of	Edmonton.	

What	role	do	bystanders	play	in	helping	our	community	
navigate	the	escalation	of	racism?	

Many	bystanders	would	intervene	if	they	saw	a	child	about	
to	run	in	front	of	a	car,	or	move	into	any	kind	of	immediate	
danger.	What	roles	can	bystanders	play	in	helping	in	the	on-
going	process	of	anti-racism	efforts?	

According	to	a	Calgary-based	anti-racism	team,	ARIE	
Consulting,	bystander	intervention	can	limit	or	even	prevent	
racist	acts	from	being	committed.	Bystanders	can	mobilize	
other	assistance	from	either	civil	authorities	or	other	like-
minded	members	of	the	community.	

Before	making	a	decision	on	how	we	will	navigate	a	close-
encounter	with	racism,	it	is	really	important	to	evaluate	the	
situation.	How	The	Hollaback	initiative	offers	5	D’s	of	bystander	
intervention:	Distract,	Delegate,	Document,	Delay,	and	Direct.	

We’re	in	this	together,	and	there	are	many	more	calm	
considerate	Edmontonians	in	our	village	than	racists—but	we	
need	to	work	together—and	mobilize	appropriately	to	de-
escalate	racism	as	quickly	and	effectively	as	we	can.	

The	EJCA	has	been	exploring	a	number	of	ways	to	engage	
in	these	efforts,	including	the	Committee	Advocating	for	
Racial	Equality	(CARE)	team!	Keep	watching	for	upcoming	
announcements	of	how	you	can	participate	in	these	initiatives.

https://arieconsulting.ca/
https://www.ihollaback.org/bystander-resources/
https://arieconsulting.ca/
https://arieconsulting.ca/
https://www.ihollaback.org/bystander-resources/
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COVID-19 パンデミック中にカナダの可視
的少数派の感じた近隣の安全度 
/	大木		崇

2020年5月にカナダ統計局は、カナダの「可視的マイノリティー」が
COVID-19パンデミックで、アジア系カナダ人を始めとするマイノリテ
ィーに対する反発が増える環境下で、近隣の安全をどのように思って
いるかを調査しました。「可視的マイノリティー」は南アジア系、アジア
系、中国系、アフリカ系、フィリピン系、ラテン・アメリカ系、アラブ系、東
南アジア系、西アジア系、韓国系、日系カナダ人を指します。「可視的マ
イノリティー」は連邦政府における雇用の機会が人種等の要素で不均
等になっていないかどうかを監視するために設定されたもので、5年
に一度の国勢調査の項目に「可視的マイノリティー」の質問が入って
います。

カナダ統計局の調査の結果、近隣に人種、民族、皮膚の色による嫌が
らせや攻撃があると思った人の割合は次のとおりでした。

アフリカ系	 	 	 	 26％	
韓国系	 	 	 	 	 26％	
中国系	 	 	 	 	 25％	
フィリピン系	 	 	 	 22％	
日系	 	 	 	 	 12％	
可視的マイノリティー以外のカナダ人		 10％

27パーセントの可視的マイノリティーが、近隣を暗くなってから一人で
歩くのは危ないと感じました。一般カナダ人で同じように感じた人は
15パーセントです。

Perceptions of Personal Safety Among 
Visible Minorities During the COVID-19 
Pandemic
/	Takashi	Ohki

In	May	2020,	Statistics	Canada	conducted	a	survey	of	
perceptions	of	personal	safety	among	visible	minorities	in	
Canada	during	the	COVID-19	pandemic.	Visible	minority	
is	defined	for	federal	employment	equity	purposes	and	is	
included	in	the	Census	of	Canada	questions.	Visible	minority	
consists	of:	South	Asian,	Chinese,	Black,	Filipino,	Latin	
American,	Arab,	Southeast	Asian,	West	Asian	and	Japanese.	
In	2016,	one	out	of	five	Canadians	belonged	to	a	visible	
minority	group.

According	to	the	survey,	the	percentage	of	people	who	
perceived	that	harassment	or	attacks	based	on	race,	ethnicity	
or	skin	color	occurred	in	their	neighborhood	by	a	visible	
minority	group	was:

Black	 	 	 26%	
Korean	 	 	 26%	
Chinese		 	 25%	
Filipino	 	 	 22%	
Japanese	 	 12%	
Not	a	visible	minority		 10%

27	percent	of	visible	minority	people	felt	very	or	somewhat	
unsafe	waling	alone	in	the	neighborhood	after	dark,	while	15	
percent	of	non-visible	minority	people	felt	the	same	way.

2021 Japan Photo Contest
With	the	goal	of	fostering	interest	in	
Japanese	culture	and	to	further	promote	
understanding	between	Japan	and	Canada,	
The	Consulate-General	of	Japan	in	Calgary	
is	pleased	to	present	its	7th	Japan	Photo	
Contest,	open	to	residents	in	our	jurisdiction	
of	AB,	SK,	MB,	NT,	&	NU.

Submit	up	to	4	entries	(one	per	category)	by	
September	30th	for	a	chance	to	win	a	variety	
of	prizes	from	our	generous	sponsors.

Photos	taken	in	Japan,	or	in	Canada	with	a	
Japan	theme	are	welcome!

Visit	the	Consulate-General	of	Japan	in	
Calgary	website	for	submission	details.

https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000643_00001.html
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000643_00001.html
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000643_00001.html
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R E M E M B E R I N G  O U R  P A S T 私 達 の 歴 史

Memories My Grandfather Left Behind
/	Aya	Kymson

When	I	think	of	my	late	grandfather,	the	first	thing	I	remember	
is	him	sitting	in	front	of	his	word	processor.	He	was	almost	
always	dressed	in	Yukata	at	home.

Does	the	younger	generation	today	even	know	what	a	word	
processor	is?

It’s	an	electric	device	but	unlike	computers	today,	it	pretty	
much	had	one	function—writing.	You	could	say	it	was	an	
electric	typewriter	with	a	recording	unit	and	a	printing	function.

In	his	late	years,	using	his	word	processor,	he	wrote	an	
autobiography.	After	his	retirement,	he	spent	much	of	his	time	
being	with	this	beloved	
dog,	or	working	on	his	
autobiography.

The	stories	were	told	from	
his	dog’s	point	of	view.	
Perhaps,	some	things	
were	easier	to	say	if	he	
borrowed	his	doggy’s	
words.

He	never	let	any	of	us	read	
his	work	while	he	was	still	
alive.	It	was	shortly	after	
his	passing	when	we	were	
finally	able	to	see	the	
enormous	amount	of	work	
that	he	left	behind.

It	started	with	his	childhood	and	then	into	his	youth	in	Tokyo,	
his	prime,	while	working	in	his	hometown,	and	ends	with	his	
last	days	with	Duck	(that	was	his	dog’s	name,	named	by	my	
sister	when	she	was	a	toddler).

In	some	eras,	the	narrator	switches	from	Duck	to	my	grandpa.	
The	chapter	of	his	youth	in	Tokyo	was	one	of	them.	This	chapter	
left	the	strongest	impression	on	me.

My	grandpa	was	working	at	a	meteorological	observatory	in	
Tokyo,	circa	1945.

Yes—this	chapter	was	also	about	his	recollection	of	World	War	
ll,	where	he	experienced	the	Tokyo	bombing	as	a	civilian.

The	horrifying	reality	was	there.	The	sleepless	nights	were	
there.	The	hunger	was	there.	Every	life	was	threatened	day	after	
day,	night	after	night.

That	was	his	youth.	

祖父の遺した記憶
/	キムソン		彩

今は亡き祖父の晩年を思い浮かべるとき、まず思い出される光景は浴
衣を着た彼がワープロに向かう姿だ。祖父は洋服よりも和服を好む人
だった。

若い世代の方はワープロなるものをご存知だろうか？

電子機器ではあるが昨今のコンピューターのように多機能性がある
わけではなく、「書くこと」に特化している。電子版タイプライターと言
ってしまうとわかりやすいのかもしれない。ワープロはそのほとんどに
プリンタが内蔵されており、最終出力は紙であるというのが前提の専
用機だ。

そのワープロを駆使して、私の祖父は晩
年自叙伝のようなものを書いていた。定
年後時間を持て余した祖父は、それまで
仕事で忙しく構えなかった時間を埋める
かのように愛犬と時を共にし、それ以外
の時間を自叙伝に充てた。

その自叙伝はなぜか愛犬の目線から描
かれていたのだが、今思えば、ひょっとし
てその方が祖父自らの視点よりも言葉
にしやすかったのかもしれない。

祖父の生前、家族の誰も(もちろん家族
以外も)、彼の書いたものを読ませてもら
うことはできなかった。祖父が他界した
後でようやく、私たちは彼が余生を捧げ
た執筆物を目にしたのである。

幼少期や学童時代から始まり、青春を過ごした気象台時代、地元へ戻
ってきてからの壮年期、初老期、そして老後までが綴られていた。

時折、語り手は愛犬から祖父に代わる。そのうちの一つ、祖父の気象台
勤務時代は私にとって強い印象を残した章だった。

祖父は東京の気象技術官養成所に通ったのち、東京の気象台に勤め
始めた。時はおよそ昭和20年、1945年前後である。

そう、この気象台時代の章は、東京大空襲の経験が書かれた章でもあ
った。

壮絶、と一言で片付けてしまうにはあまりにも恐ろしい現実がそこに
はあった。明日が来るかも分からない、文字通り戦火に怯える日々が
あったのだ。

そんな凄まじい毎日の中で、祖父とその周りの人たちは青春時代を過
ごした。



MOSHI MOSHI / JULY–AUGUST 2021 / EJCA 13

But	even	in	those	days,	there	were	moments	that	shined.	They	
talked	about	music,	and	they	fell	in	love.	And	it	was	those	
moments	that	left	me	with	a	strong,	vivid	impression.

I’m	34	years	old	this	year.	My	generation	may	be	the	last	one	
who	gets	to	hear	the	stories	of	World	War	II	directly	from	people	
who	had	to	go	through	it.	I	feel	that	it’s	now	our	turn	to	carry	
the	torch	to	pass	it	to	the	next	generation.	So	that	we	may	
never	forget.	So	that	we	may	never	repeat	history.

When	August	15th	approaches	(which	is	the	Memorial	Day	for	
the	end	of	WWII	in	Japan),	I	think	about	the	hot	and	humid	
Japanese	summer.	I	think	about	what	my	grandpa	went	
through	in	the	summer	of	1945.

And	I	think—how	can	I	become	a	part	of	keeping	the	memory	
alive?	How	should	we	be,	to	remember	histories	that	should	
never	be	repeated?

--

More	about	my	grandfather’s	recollection	is	shared	on	my	blog.	
“A	Prayer	for	Peace,	Memories	of	My	Grandfather”	
https://www.ayabuttons.com/blog-en/memories-of-my-
grandfather

“Remembering	Our	Past”	are	stories	from	our	members	who	
wish	to	honour	their	families.	Contact	EJCA	if	you	have	a	family	
story	to	tell.

「私達の歴史」のコラムでは、ご家族の歴史や軌跡を伝えたい方から
の投稿をお待ちしております。	編集部までご連絡ください。

私たちが知る「普通の生活」がままならない日常の中でも、心華やぐ瞬
間はあったらしい。そんな描写の部分はとても鮮やかに私の中に印象
を残していった。

私はギリギリ昭和生まれの今年３４歳。

もしかしたら私と同世代くらいの人たちが、第二次世界大戦を実際に
経験した人たちから直接話を聞く機会を得た最後の世代かもしれな
い。だから、祖父の綴った記憶を私もどこかに残しておきたいと思っ
た。上の世代の方々が渡してくれたバトンを繋いでいかなければとい
う一種の使命感でもある。

毎年この時期になると蒸し暑い日本の夏を思い出すと共に、祖父が遺
してくれた記憶を取り出して、考えるのだ。

平和への想いを繋いでいく歯車の一部となるにはどうしたら良いの
か、を。

決して繰り返してはいけない歴史を忘れないためには私たちはどうあ
るべきなのか、を。

--

祖父の気象台時代の自叙伝については、ブログ記事『平和への祈り、
祖父の記憶』より読んで頂けます。	
https://www.ayabuttons.com/blog-jp/memories-of-my-
grandfather

夏といえば読書、夏の閲覧！
/	キャシー		テナント

EJCAのゴードン・ヒラバヤシ図書館が８月の火曜日に会館します(１０
日、１７日、２４日、31	日)。午後の１時半から４時の間に来館して下さ
い。

当図書館は再編成されまして、お越しの際にはボランティアが案内さ
せて頂きます。新たな書籍も加わり、注文済みの書籍も沢山あります。

コロナウィルスに関する制限は現在解除されたので予約は不要です
が、手の消毒やマスクの着用などの協力をお願いしております。

当館の書籍は	EJCAのウェブサイト(ejca.org/catalogue)にて閲覧可
能でき、オンライン上の予約もまだ受け付けています。予約したい書
籍名などをご記入の上、	library@ejca.org	宛にE	メールを送って下
さい。

Summertime reading, summertime 
viewing!
/	Cathy	Tennant

The	EJCA	Hirabayashi	Library	will	be	open	on	the	following	
Tuesdays	in	August	from	1:30	to	4:00	pm:	August	10th,	August	
17th,	August	24th	and	August	31st.

Volunteers	will	be	there	to	greet	you	in	our	reorganized	library.	
New	items	are	waiting	for	you	and	more	will	be	coming	in	the	
next	months.

With	the	COVID	restrictions	being	lifted,	there	is	no	need	to	
book	an	appointment	to	come	in	but	we	ask	that	you	keep	
yourself	and	others	safe	by	sanitizing	your	hands	and	wearing	
a	mask.

Items	can	still	be	reserved	online	by	sending	an	email	to	
library@ejca.org	and	the	collection	can	be	viewed	on	the	EJCA	
website	at	ejca.org/catalogue

https://www.ayabuttons.com/blog-en/memories-of-my-grandfather
https://www.ayabuttons.com/blog-en/memories-of-my-grandfather
https://www.ayabuttons.com/blog-jp/memories-of-my-grandfather
https://www.ayabuttons.com/blog-jp/memories-of-my-grandfather
https://ejca.org/catalogue
mailto:library%40ejca.org?subject=
mailto:library%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/catalogue
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家族で一緒に鯛焼きをつくろう！
EJCAでは2019年にお祭り用に
大きな鯛焼き器を2台購入しまし
た。COVID-19のため、お祭りは中止さ
れ、たい焼き器は使えませんでした。
役員会ではだれでも鯛焼きが作れる
ように、レシピを研究し、作り方のビ
デオも作りました。そして夏休み中の
楽しい行事としてCOVID-19に対応し
て、１家族(又はCohort)２名から最高
４名でたい焼きを作っていただくプロ
グラムを作りました。作り方はびっくり
するほどやさしく失敗がないので、レ
シピに従うとどなたでもおいしい鯛焼
きができます。8月中に9回計画しまし
た。レシピとビデオをご覧ください。

日時:	
水曜日　-　8月4日、11日、午前10時–11時30分	
金曜日　-　8月６日、13日、20日、27日　午後4時–5時30分	
土曜日　-　8月14日　午前10時-11時30分、午後12時–1時30分	
日曜日　-　8月15日　午後1時–2時30分

参加費:	 $10.00	(キッチンの使用料)

材料:　各参加者が家で用意してくる。

調理器具:　各参加者が持参。

楽しそうですね！登録はこちらから:	
https://ejca.wildapricot.org/event-4413187

Let’s Make Taiyaki Together!
EJCA	purchased	two	taiyaki	
makers	in	2019.	In	2020,	all	
festivals	were	cancelled	and	we	
could	not	use	them.	Meanwhile,	
we	tried	recipes	and	made	a	
video	on	“how	to	make	taiyaki”.	
With	COVID-19	restrictions	lifted,	
EJCA	has	scheduled	nine	family	
events	in	August.	Each	family	(or	
cohort)	with	2	to	4	members	can	
make	their	own	taiyaki	at	the	
EJCA	kitchen.	In	one	session,	you	
can	make	at	least	12	taiyaki.	It	is	
amazingly	simple	and	anyone	can	
make	(almost)	perfect	taiyaki.	Here	
is	the	recipe	and	video	for	details.

Dates and times:	
Wednesdays:	 August	4	and	11,	10–11:30	am	
Fridays:	 August	6,	13,	20	and	27,	4–5:30	pm	
Saturday:	 August	14,	10–11:30	am	and	12–1:30	pm	
Sunday:	 August	15,	1–2:30	pm

Fee:	$10.00	(rental	fee	for	the	use	of	the	kitchen)

Ingredients:	Each	family	will	prepare	ingredients	at	home	in	
advance	at	their	own	cost.

Kitchen	tools:	Each	family	will	come	with	the	needed	kitchen	
tools	according	to	the	recipe.

Interested?	Please	register	at	
https://ejca.wildapricot.org/event-4413187

EJCAスクールプログラム　Japan Today 
講師とアシスタント募集中
EJCAでは、2002年からJapan	Todayという中学2年生を対象にした
日本紹介プログラムを提供しています。アルバータ州では中学2年社
会科の授業で日本について学びますが、もっと日本について知っても
らうようにと、日本の自然、歴史、言葉、社会、先端技術、日常生活など
を紹介していますs。毎年2000人以上の中学2年生がこのプログラムに
参加しています。

詳細は：　https://ejca.org/japan-today	(2020年度はオンライン開
催でした)

このプログラムの日本語と社会科セッションの講師とアシスタントを
募集しています。

Japan Today is Recruiting Instructors
Since	2002,	EJCA	has	been	offering	our	“Japan	Today”	program	
for	Grade	8	students	as	an	opportunity	to	understand	various	
aspects	of	Japan:	nature,	history,	language,	society,	customs,	
technology,	and	everyday	life.	It	is	designed	as	a	supplement	
to	the	Grade	8	Social	Studies	curriculum	in	the	Japan	module.	
Every	year,	over	2,000	students	attend	the	program.	Details	of	
the	program	can	be	found	at	https://ejca.org/japan-today

Japan	Today	is	recruiting	instructors	for	the	Japanese	
Language	session	and	instructors	and	assistants	for	the	Social	
study	session.	

Date:	Mondays	and	Tuesdays,	January–June

Time:	Morning	9:45–11:45,	afternoon	12:30	–2:30

Location:	EJCA	Centre

https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Taiyaki/EJCA_Taiyaki_Instruction.pdf
https://youtu.be/sLFdXHQoHlk
https://ejca.wildapricot.org/event-4413187
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Taiyaki/EJCA_Taiyaki_Instruction.pdf
https://youtu.be/sLFdXHQoHlk
https://ejca.wildapricot.org/event-4413187
https://ejca.org/japan-today
https://ejca.org/japan-today
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Social	Studies	slide	show

Tasks:

Japanese	Language	instructor:	Introduction	of	greetings,	
hiragana,	katakana,	name	writing	and	origami	

Social	Studies	instructor:	PowerPoint	slide	show	about	Japan	
and	kimono	wearing.

Social	Study	assistant:	kimono	dressing,	origami,	venue	set	up	
and	finish.	

Pay:	According	to	EJCA’s	standard

Requirement:	Canadian	work	permit	and	EJCA	membership

You	will	choose	the	days	you	can	work.	In	average,	an	instructor	
works	about	10–12	sessions	a	year.	Please	apply	to	the	
coordinator	Yukiko	Nagakura	at	japan.today@ejca.org	
Tel:	780-902-8725

セッション：	
	•	日本語	(40分)	 Japanese	Language	(Slide	presentation	
	 Origami	folding)	
•	社会科	(40分)	 Social	Studies		(Slide	Presentation	&	Hands-	 	
	 on	activities)	
•	空手	(30分)　	 Karate	Exercise

日　時:	　　　	 月曜日と火曜日	(1月～6月上旬)	
	 午前の部	9:45-11:45				午後の部	12:30-2:30　	
	 ★	ご都合の良い日にお願いしています。	

場　所:	　　　	 エドモントン日本文化会館	(EJCAセンター)

	講師の仕事：	 日本語セッション：PowerPointでひらがなカタカナ	
	 挨拶などを教える(約20分)	
	 折紙指導。生徒にカタカナで自分の名前を書く指導。

　　　　　	 	社会科セッション：PowerPointスライドショー	
	 (約20分)	
	 生徒に浴衣を着せる。

	 ★	PowerPointのスライドショーは既に作成されて	
	 あるものを使います。　年度初めまでにスライドショ	
	 ーの見直しと改善をします。

アシスタントの仕事：会場の設営とかたづけ。折紙(カブト)指導のアシ
スタント。　生徒に浴衣を着せる。

•		講師とアシスタントはEJCA会員であることが必要です。	
•		謝礼が出ますので、カナダで働く資格のある方を募集しています。	
•		申込先：長倉由紀子　japan.today@ejca.org	;	Tel:	780-902-8725

Learning	karate	techniques

Playing	with	traditional	toys Making	origami	samurai	helmets

Hiragana,	katakana,	numbers,	greetings Wearing	yukata Writing	names	in	katakana

mailto:japan.today%40ejca.org?subject=
mailto:japan.today%40ejca.org?subject=
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詰将棋 ＃１
/	レナード	&	ステファン		グロスマン

詰将棋とは将棋のルールを用いたパズルで、詰め将棋と表記されるこ
とも。駒が配置された将棋の局面から王手の連続で相手の玉将を詰
めるパズル。

将棋をもっと学びたい方は以下リンクへどうぞ。

https://ejca.org/Young-Members-Group	（次のEJCA将棋イベント
やトーナメントをチェック）	
https://tinyurl.com/y3z4ffmj	(初心者向けの資料をまとめたもの)

Tsume #1
/	Lénárd	&	Stefan	Grossmann

Tsume	shogi	(詰将棋	or	詰め将棋,	tsume	shōgi)	or	tsume	(詰
め)	is	the	Japanese	term	for	a	shogi	miniature	problem	in	
which	the	goal	is	to	checkmate	the	opponent’s	king.	(https://
en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi	)

Visit	https://ejca.org/Young-Members-Group	and	check	out	our	
next	upcoming	events	and	tournaments,	or	contact	us	
Review	the	beginner	material	we	put	together	for	you:	https://
tinyurl.com/y3z4ffmj

Pieces	in	hand	for	Sente

Level:	Easiest	(3te)
Sente	moves

Three	generals	
make	the	best	royal	

bodyguard.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Gote

四国八十八箇所
/	マーサ		ミラー

２０２２年秋に友達と一緒に四国八十八箇所を始めるつもりです。数
週間の間にお遍路を進めながら、合間に休養を取って四国にある名
所や景色を観光したいと思っています。1日に平均で３０キロを歩く予
定です。現在エドモントン周辺で１０キロのウォーキングを頻繁に行っ
ています。

お遍路の経験のある方がいましたら、ぜひお話を伺ってみたいです。	
ccfirst@shaw.caに御連絡ください。

四国八十八箇所（お遍路とも呼ばれている）は弘法大師空海(７７４年
−８３５年）ゆかりの八十八ヶ所の霊場をたずねて巡拝する旅です。こ
の１１４２キロの旅は、道沿いの景色、気候、人々、文化、仏像といった
ものに囲まれながら、お遍路さん(巡礼者)達がご利益や功徳を得られ

Shikoku Pilgrimage
/	Martha	Miller

My	friend	and	I	are	looking	to	start	the	Shikoku	pilgrimage	in	
the	fall	of	2022.	Our	goal	is	to	stay	several	weeks	and	walk	a	
portion	of	the	journey	while	taking	occasional	days	off	to	see	
other	attractions	on	the	island,	to	rest	and	regroup.	Generally	
the	guideline	for	walking	is	an	average	of	30	km	per	day.	We	
currently	do	10	km	walks	around	Edmonton	on	a	regular	basis.

We	are	interested	in	meeting	with	anyone	who	has	gone	on	
the	pilgrimage	and	learning	from	their	experience.	I	can	be	
contacted	by	email	at	ccfirst@shaw.ca

What	is	the	Pilgrimage?	The	Shikoku	Pilgrimage	(also	referred	
to	as	the	Ohenro)	is	a	magnificent	pilgrimage	to	eighty-eight	
sacred	temples	dotted	around	the	island	of	Shikoku,	where	
it	is	said	that	Kobo	Daishi	(Kukai	774–835)	performed	ascetic	

https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
mailto:ccfirst%40shaw.ca?subject=
mailto:ccfirst%40shaw.ca?subject=
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religious	practices.	A	journey	of	1,142	km,	
this	is,	I	think,	an	activity	allowing	pilgrims	
to	approach	a	state	of	enlightenment	while	
surrounded	by	such	treasures	as	the	sacred	
temples,	natural	roadside	scenery,	climate,	
people,	culture,	and	stone	Buddhas.	

Shikoku	is	the	smallest	of	the	four	main	
islands	making	up	the	Japanese	archipelago.	
A	great	deal	of	beautiful	nature	and	traditional	
way	of	living	still	remains,	and	this	culture	
makes	this	a	region	where	you	can	mingle	
with	warm	hearted	local	people.

The	1,142	km	route	is	divided	into	four	stages:	
Going	clockwise	Tokushima	Prefecture	(AWA),	
Kochi	Prefecture	(Tosa),	Ehime	Prefecture	(lyo)	
and	Kagawa	Prefecture	(Sanuki).	

At	each	of	the	temples	(you)	will	receive	a	
temple	stamp	in	your	stamp	book	as	proof	of	your	visit.	In	
addition	to	the	meaning,	the	significance	of	the	journey	is	to	
accumulate	countless	meaningful	experiences.	The	pilgrimage	
is	where	you	can	refresh	not	just	your	body,	but	also	your	heart,	
mind,	and	spirit.

There	are	many	ways	that	people	do	this	pilgrimage	including	
walking,	bicycle,	automobile,	motorcycle,	public	transportation	
and	Tour	Bus	Pilgrimage.

--

The	above	is	taken	from	Shikoku	Pilgrimage;	A	guide	for	Non-
Japanese	by	Naoyuki	Matsushita	2017.

るかもしれない機会だと考えています、

四国は日本列島の中で最小の島です。豊
かな自然と伝統的な生き方が未だ残り、
地元の方々と暖かな交流ができる地域と
聞きます。

１１４２キロの道のりは４つのステージに
分けられています。時計回りに、徳島県(阿
波市)にはじまり、高知県(土佐市)、愛媛県
(伊予市)、そして香川県(さぬき市)に終わ
ります。

各礼所にて、参拝の証として朱印を御朱印
帳にいただきます。無数の小さな経験をす
ることもお遍路の大切な意義の一つでしょ
う。身体だけではなく、心や精神をも癒すこ
とができます。

徒歩、自転車、自動車、バイク、公共交通機関やツアーバスなど、様々な
方法でお遍路ができます。

--

英文はマツシタナオユキ著『四国八十八箇所：外国人向きのガイド
2017年』より引用。

アシスタントの応募資格：	
カナダで働けるwork	permit	を所持していること。	
クラス日：毎週火曜日　午後7時から9時	
時給：　$22.5

日本語講師の応募資格：	
カナダで働けるwork	permit	を所持していること。	
プライベートレッスンやチューターの経験者	
クラス日：毎週火曜日　午後５時から６時半	
時給：　$45

ご興味のある方は、lessons@ejca.orgまでご連絡ください。

日本語講師およびアシスタント募集のお知らせ
10月からEJCAの日本語クラス新学期がスタートしますが、COVID-19も収
束に伴い以前のように対面でのクラス開講となりました。つきましては、講
師をサポート出来る方1名とティーンクラスの講師1名を募集します。将来日
本語講師になりたい方、日本語を教えることに興味のある方、私達と一緒
に日本語のおもしろさを伝えてみませんか？

アシスタントのお仕事の内容は、アダルトクラスの入門レベルクラスのアシ
スタントです。生徒の質問に答えたり、間違えた発音や表現をしていないか
のチェック等をしていただきます。また、ティーンのクラスの日本語講師は、
入門レベルのクラスを担当していただきます。日本語のプライベートレッス
ンやチューターのご経験がある方、大歓迎です。

mailto:lessons%40ejca.org?subject=


MOSHI MOSHI / JULY–AUGUST 2021 / EJCA 18

Schedule for Japanese for Adults

Date:	 October	5	to	December	7,	2021	for	a	total	of	
	 10	Tuesdays	
Time:	 7–9	pm	
Cost:	 $160	+	EJCA	registration	fee	(if	not	a	member	yet)	
Textbook:	 Genki	I	
Registration:	 https://ejca.wildapricot.org/event-4411032

Schedule for Japanese for Teens

Date:	 October	5	to	December	7,	2021	for	a	total	of	
	 10	Tuesdays	
Time:	 5–6:30	pm	
Cost:	 $115	+	EJCA	registration	fee	(if	not	a	member	yet)	
Textbook:	 Marugoto	A1	Rikai	
Registration:	 https://ejca.wildapricot.org/event-4411023

We	plan	on	opening	up	to	in-person	classes	provided	there	are	
no	restrictions	from	the	province.	If	further	restrictions	are	put	
in	place	(please	check	provincial	regulations),	we	will	continue	
with	online	classes.

If	you	have	any	questions,	please	email	lessons@ejca.org

２．	 ZoomによるOnlineのクラス	
	 日にち：9月１７日、２４日、10月８日、1５日、2２日、	
	 11月５日、1９日、26日、12月３日、10日の10回

	 時間：　午前10時−1０時45分　0-2才のクラス

	 午前1１時−１１時45分　3才以上のクラス

	 参加費:	 1家族$50、会員のみ参加できます。	
	 参加者が足りない場合やCOVID-19の状況が変わるとキャン	
	 セルする場合があります。参加費は全額お返しいたします。

登録:　	 https://ejca.wildapricot.org/event-4411047		
ご質問:	 events@ejca.org	

Fall Japanese Language Classes
/	Mineko	Koto

Japanese	Language	Program	is	accepting	new	students	for	the	
fall	term.	All	courses	will	be	held	at	the	EJCA	Centre.

We	offer	three	Adult	courses	and	two	Teen	courses.

Japanese for Adults

B1-1	(Total	Beginner)	
B2-1	(Beginner	Intermediate)	
B3-1	(Beginner	Advance)

Japanese for Teens	

L1-1	(Total	Beginner)	
L2-1	(Beginner	Intermediate)	
We	are	not	offering	the	L3-1	course	because	no	student	
completed	the	L2-3	course	in	the	previous	term.

For	the	prerequisites	of	each	level,	please	visit:	https://ejca.
org/japanese-for-adults	for	Adults	class	or	https://ejca.org/
japanese-for-teens	for	Teens	class.

日本語キッズー秋のクラス　登録のご案内
/	大木		早苗

日本語キッズプログラムは　0才からの幼児が対象で、日本語による
指導で歌、絵本読み、手遊び、クラフトなどを通して日本語に慣れるこ
とを目的にした親子参加型のクラスです。保護者がお互いに話し合っ
たりする時間もあります。

2018年に始まってから、2020年3月まで会館で行っていました。2021
年1-6月COVID-19の中で、ご家庭にこもりがちでお友達と接する機会
が少ないお子様が、先生やお友達と一緒に楽しむ時間を持てるよう
に、Onlineで歌、絵本、手遊びなどをする時間を計画しました。

今までの経験をもとに、2021年9月からは会館でのプログラムと
Onlineでのプログラムを用意いたしました。

１．	 会館でのクラス	
	 日にち：9月8日、15日、29日、10月6日、13日、20日、	
	 11月3日、17日、12月1日、８日、の10回

	 時間：	 午前10時−11時45分	 0–2才のクラス	
	 	 午後1時−2時45分	 3才以上のクラス

https://ejca.wildapricot.org/event-4411032
https://ejca.wildapricot.org/event-4411023
mailto:lessons%40ejca.org?subject=
https://ejca.wildapricot.org/event-4411047
mailto:events%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-teens
https://ejca.org/japanese-for-teens
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COVID-19渦中、EJCA日本文化部　頑張り
ました！
/	大木		早苗

日本文化部（Culture	Programs	Committee）では通常、成人向けと
Teens	向けの日本語教室、中学2年向けのJapan	Today	,	幼児向けの
日本語キッズ、EJCA	以外の団体から依頼される日本文化紹介などの
プログラムを会館でおこなったり、依頼者の学校へ赴いておこなったり
しています。

2020年3月に発効したCOVID-19	制限
で、すべての対面での活動ができなく
なりました。日本語教室はすぐOnline
による授業に切り替えて、4月からの春
学期を行い、その後2020年秋、2021年
冬、春学期とOnlineのプログラムを続
けました。

Japan	TodayはどのようにOnlineで
中学校とつながって文化紹介を続けら
れるか工夫をしました。対面で人気が
あった浴衣の試着や空手、日本の伝統
的なおもちゃで遊ぶことなどはOnline
ではできません。また、参加費を学校か

ら頂くのも手がかかります。幸い国際交流基金から援助金をいただく
ことが出来、2021年1月から6月までOnlineで無料のJapan	Todayを
提供しました。約1400名の中学生に社会科(日本の地理、歴史、現代の
生活、新技術など)、日本語、折り紙の3科目を提供しました。

日本語キッズは2020年秋、少しCOVID-19の制限が緩んだ時に会館
で運動プログラムを行いました。1月からはやはり国際交流基金か
ら援助をいただいて、Onlineの授業に適した教材を購入することが
出来た上、割安の参加費で０−２才向けと3才以上向けの子供と保
護者が一緒に参加するプログラムを提供しました。Onlineでしたの
で、Lacombe,	Calgary,	Montrealからの参加者がありました。秋から
は会館とOnlineと両方のクラスをする予定です。

7月14日に会合を持ち、Online	での授業を検討して秋学期への準備
をし、困難な授業に挑戦した講師にお礼をしました。Onlineでの授業
は、生徒もほとんどが初めて、教える方も手探り的な部分もあって大
変でしたが、どのクラスも成功裏に終わりました。生徒からもとても良
い評価を受けています。講師の皆様と、このようなプログラムをご一緒
に考えて実行できたリーダーの方々へお礼をいたします。

A Big Thank You to Our Culture 
Programs Work Group!
/	Sanae	Ohki

EJCA’s	Culture	Programs	Work	Group	provides	various	classes:	
Japanese	lessons	for	adults	and	teens,	the	Japan	Today	
program	to	Grade	8	students,	and	Nihongo	Kids	to	children.	
We	also	provide	programs	to	introduce	Japanese	culture	to	
students	and	adults,	sometimes	at	our	centre	while	other	times	
we	visit	the	schools	and	facilities.

During	the	pandemic,	we	had	to	
put	our	face-to-face	activities	on	
hold—our	lessons	were	moved	
online	in	April	2020	through	the	
spring	term	in	2021.

Our	members	of	Japan	Today	
had	to	come	up	with	some	
creative	ideas	to	continue	sharing	
Japanese	culture	with	junior	
high	school	students.	Popular	
programs/lessons	like	Yukata	
wearing,	Karate	and	playing	with	
traditional	toys	were	tricky	to	offer	
online.	Online	lesson	fees	were	
another	challenge	for	us.	Fortunately,	we	were	able	to	get	a	
grant	from	The	Japan	Foundation	in	Toronto,	and	that	made	
it	possible	to	offer	our	online	Japan	Today	programs	for	free	
from	January	2021	through	June	2021.	About	1,400	students	
participated	and	learned	Japanese,	social	studies	(Japanese	
geography,	history,	modern	lifestyle,	and	technology),	and	
Origami.

During	the	fall	of	2020,	when	restrictions	loosened	for	a	while,	
we	had	an	exercise	program	at	the	centre	for	the	Nihongo	Kids.

Then,	starting	in	January	2021,	we	offered	Online	Nihongo	Kids	
programs.	In	addition	to	purchasing	materials	for	the	program,	
we	were	able	to	offer	it	at	a	reasonable	price	for	toddlers	and	
their	parents,	all	thanks	to	the	grant.	Since	it	was	an	online	
program,	we	had	participants	from	outside	of	Edmonton	like	
Lacombe,	Calgary,	and	Montreal.	Starting	this	fall,	we	plan	to	
offer	this	program	both	in	person	at	the	centre	and	online.

On	July	14th,	at	the	Culture	Programs	meeting,	we	were	able	
to	show	gratitude	towards	our	instructors	who	prepared	the	
online	programs	and	materials.	It	was	challenging	for	both	
instructors	and	students	as	we	had	never	done	anything	like	
this	before.	But	we	are	grateful	to	say	that	all	of	our	programs	
were	successful	and	well	received	by	the	participants.	We’d	like	
to	thank	our	instructors	and	group	leaders	who	worked	hard	
together	to	make	the	online	programs	possible!

Photo	(left	to	right):	Back	row:	Yumiko	Hirano,	
Hitoshi	Sugiyama,	Fukuko	Gordon.	Front	row:	Akiko	Ogata,	
Mineko	Koto,	Sanae	Ohki.	Missing	members:	Yukiko	Nagakura,	
Emi	Leung,	Minako	Noda,	Noriko	Taira,	Urara	Kobayashi.
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カカナナダダ留留学学をを目目指指ししてていいるる 

ごご家家族族、、おお友友達達ははいいまませせんんかか？？ 

Edmonton Public Schools’ International Student 
Program offers students excellent academic 
programming in Edmonton, Alberta’s safe and 
vibrant provincial capital city. 

Come study with us at  

Edmonton Public Schools! 
短期/長期留学・言語取得・国際体験・ホームスティ 

Phone: +1 780 429 8249 
Email: isp@epsb.ca （（日日本本語語相相談談可可））  

Website: internationalprograms.epsb.ca 
 

 

Get noticed here!
Advertising	in	Moshi	Moshi	means	reaching	
our	targeted	audience	at	a	modest	cost.	
Plus,	members	receive	special	pricing!

Interested?	Email	moshimoshi@ejca.org	or	visit	
https://ejca.org/moshi-moshi-ads	to	learn	more.

mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=Advertising%20in%20Moshi%20Moshi
https://ejca.org/moshi-moshi-ads
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EJCA Board of Directors & Committees
November	2020–October	2021

Board of Directors Officers 
and Executive Committee

President	
Paul	Fujishige

Vice-President	
Tamara	Sutherland

Secretary	
Brenda	Madsen	

Treasurer	
Jim	Hoyano

Board Directors	
Eldon	Kymson		
Jeffery	Edwards		
John	Priegert		
Lénárd	Grossmann		
Noriko	Taira		
Sanae	Ohki		
Stefan	Grossmann

Finance Committee	
Bob	Tennant		
Jim	Hoyano	(Chair)		
Paul	Fujishige

Library Committee	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	(Chair)	
David	Sulz		
Jim	Hoyano		
Nancy	Cyr	

EJCA-Argyll Joint 
Committee	
Brenda	Madsen	
Paul	Fujishige	
Bruce	Robertson	(non-voting)

Culture Programs 
Work Group 
Mineko	Koto	
Noriko	Taira	
Sanae	Ohki		
Yukiko	Nagakura

Garden Work Group	
Alan	Davis	
Cathy	Tennant	
John	Priegert	(Chair)	
Les	Dowdell	
Ruriko	Davis

Natsu Matsuri Work Group	
Hideji	Ono	(Chair)

NAJC Liaison	
Paul	Fujishige	
Takashi	Ohki	
Tamara	Sutherland

Communications 
Work Group	
Eldon	Kymson	
Jeffery	Edwards	
Noriko	Taira	
Tamara	Sutherland

Library Work Group	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	
Liz	Machida	
Mike	Waszkiewicz	
Ritsuko	Chartrand	
Morgan	Overend	
Andrew	McKenna	
Jim	Hoyano

Web Redesign Project	
Andre	Prefontaine	
Eldon	Kymson	
Sanae	Ohki	
Stefan	Grossmann

Committee Advocating for 
Racial Equality (ad-hoc)	
Carley	Okamura	
Carol	Okamoto	
Eldon	Kymson	
Kevin	Higa	
Oliver	Rossier	
Olenka	Bilash	
Paul	Fujishige	(Chair)	
Steven	Bello	
Takashi	Ohki

Scholarship & Grant 
Work Group	
David	Mitsui	
Daiyo	Sawada

Heritage Festival 
John	Priegert	
Omar	Amer	(Chair)

Centre Manager	
Bruce	Robertson	
office@ejca.org

Event Coordinator	
Vacant

Vision
The	Edmonton	Japanese	Community	
Association	is	a	community	of	members	
whose	vision	is	to	create	a	shared	experience	
of	Japanese	and	Canadian	culture.

Mission
The	Edmonton	Japanese	Community	
Association	builds	a	supportive	community	
to	explore	Japanese	and	Canadian	cultural	
sharing	by:

•	 Providing	a	facility	for	groups	interested	in	
Japanese	cultural	matters;

•	 Creating	and	delivering	services,	programs	
and	events;

•	 Creating	partnerships	between	EJCA	
and	other	Edmonton	organizations	and	
Japanese	Canadian	organizations;

•	 Acting	as	a	represntative	of	Japanese	
Canadian	people	to	provincial	and	
national	reganizations	of	similar	purpose.

基本理念
エドモントン日本文化協会は日本文化とカナダ
文化を皆と一緒に理解し振興しようという人達の
集まり。

活動方針
•	 基本理念を実行するために次のような活動を
します。

•	 日本文化及びカナダ文化に興味を持つ人たち
に施設を提供する。

•	 基本理念に関連したサービス、プログラム、行
事を企画し、提供する。

•	 エドモントン地区の他の団体や日系カナダ人の
団体と提携して活動する。

•	 基本理念を共有するアルバータ州やカナダの
団体の会合や協議にエドモントン地区の代	表
としての参加する。

Editorial address	
6750	88	St	NW	
Edmonton,	Alberta	
T6E	5H6

780-466-8166	
moshimoshi@ejca.org	
ejca.org

Editors	
Aya	Kymson	
Eldon	Kymson

Vol. 52 translators	
Dalvir	Gill	
Mana	Lo	
Takashi	Ohki

Published	by

mailto:office@ejca.org

