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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	provide	gathering	opportunities	in	Edmonton	to	
promote	Japanese	and	Japanese	Canadian	culture,	
language,	traditions,	and	history.	

-	Proposed	New	Mission	Statement	for	EJCA

Your	Board	is	proposing	a	change	to	our	current	Mission	
statement,	as	well	as	new	Vision,	Values	and	Slogan	
statements.	These	will	be	voted	on	at	our	Annual	General	
Meeting	on	Saturday,	October	23rd.

The	AGM	will	be	held,	despite	the	4th	wave	of	COVID-19.	How	
it	will	actually	be	held	(in-person	and/or	virtually)	may	change	
as	the	pandemic	and	measures	to	contain	it	unfold.	We	will	
communicate	final	details	of	the	AGM	as	the	date	draws	nearer.

Consider	becoming	a	member	of	our	Board.	We	have	openings	
for	next	year	and	would	love	to	have	new	members	with	new	
ideas	and	different	perspectives.	We	will	be	planning	the	re-
opening	of	the	Centre	sometime	in	the	New	Year	and	would	like	
to	make	a	big	splash	to	reboot	and	revitalize	our	Association.	A	
bigger	splash	will	happen	with	more	membership	involvement.	

Also,	as	I	mentioned	in	the	last	issue,	2022	is	a	milestone	year	
with	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	1947.	Eventually	it	
became	EJCA.					

At	the	AGM	we	will	also	have	a	motion	for	the	continuance	
of	the	Ad-hoc	Human	Rights	Committee	(known	as	CARE	
–	Committee	Advocating	for	Racial	Equality).	CARE	has	
undertaken	a	number	of	projects	since	it	was	mandated	at	
the	last	AGM.		Representatives	will	provide	an	update	at	the	
meeting.	One	exciting	initiative	is	the	Alberta	premiere	of	Hold	
These	Truths,	a	play	about	the	life	of	Dr.	Gordon	Hirabayashi.

The	COVID-19	pandemic	continues	to	negatively	affect	us.	The	
Board	and	the	Centre	Manager	are	constantly	revisiting	the	
necessary	measures	we	need	to	take	to	promote	our	members’	
health	and	well-being.		My	advice	at	this	stage	is	to	keep	
informed	about	the	latest	numbers	and	government	guidelines	
and	adopt	a	cautious	approach.	The	Centre	and	its	activities	

/	ポール・フジシゲ

日本と日系カナダの文化、言葉、伝統、歴史を広めるべ
く、エドモントンで集う機会を提供するために

ーEJCAの新しい活動方針の提案

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、１０月２３日の年次総会にて
投票が行われます。

新型コロナウイルス第４波の渦中ですが、年次総会は執り行われま
す。対面でなのかオンラインでなのか等は、パンデミックとそれによ
る様々な規制により今後変更される可能性があります。詳細につい
ては最終的な決定がなされ次第、みなさんにお伝えします。

新役員も募集していますので、検討くだされば幸いです。新しいアイ
ディアや違う視点を持った新しいメンバーが加わってくれることを期
待しています。

来年にはセンターの再オープンを予定しており、再始動へ向けて何
か盛大なことが計画できたら良いなと思います。多くの役員と会員の
皆様のご協力があれば、より大きな催しに出来ることと思います。

前号でお伝えしましたとおり、２０２２年は大きな節目の年です。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。

年次総会では、一時的な特別委員会である人種平等を提唱する
CARE委員会(Committee	Advocating	for	Racial	Equality)の継続
が提議されます。CARE委員会は昨年の年次総会での委任後様々な
プロジェクトを引き受けてきました。委員会の代表が総会にて最新
の活動情報を報告します。楽しみな発案の一つとして、ゴードン・ヒ
ラバヤシ博士の人生を描いた舞台『Hold	These	Truths』のアルバー
タ初公演があります。

新型コロナウイルスの負の影響は未だ続いています。役員と会館の
マネージャーは、会員の皆様の健康を第一に考え、随時新しい情報
を得て規制に基づく対策を取っています。現段階で私からアドバイス
できることがあるのなら、政府からの最新の情報やガイドラインを
受け取れるようにし、念には念を入れて行動することを心がけること

O N  T H E  C O V E R Matsu	no	Kai’s	special	birthdays,	Ildikó	Grossmann’s	taiyaki,	and	the	ancient	game	of	Go!
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and	clubs	will	continue	to	exist	and	will	be	available	when	
the	time	is	right.	Your	own	health	and	well-being	are	most	
important	right	now.

It	is	unfortunate	that	we	had	to	cancel	the	Welcome	Back	party	
in	September	and	we	thank	you	for	your	understanding.	There	
will	be	other	gathering	opportunities	when	conditions	improve.

I	want	to	thank	the	members	of	the	Board	who	have	
continued	to	work	behind	the	scenes	during	this	unusual	
year.	This	includes	Past	President	Sanae	Ohki,	Vice	President	
Tamara	Sutherland,	Secretary	Brenda	Madsen,	Treasurer	
Jim	Hoyano	and	Members	Noriko	Taira,	Eldon	Kymson,	John	
Priegert,	Lénárd	Grossmann	and	Stefan	Grossmann.	They	
are	responsible	for	many	of	the	activities	and	events	(virtual	
and	in-person)	that	have	taken	place	in	the	past	year.	Despite	
the	pandemic	challenges,	children	and	youth	activities	have	
thrived,	our	website	and	other	forms	of	communication	have	
been	enhanced	and	our	financial	situation	has	remained	stable.	
Additional	thanks	go	to	Bruce	Robertson,	our	Centre	Manager	
who	has	continually	dealt	with	changing	COVID-19	conditions.	
Talk	about	a	challenge	in	his	first	year	with	us!

Take	care	everyone	and	keep	a	hopeful	outlook.

でしょうか。今は皆様の健康が第一です。会館での活動は、安全に出
来る時期が来たらまたその時に行えますから。

９月に予定していたセンター再オープン記念の集まりをキャンセルせ
ざるを得なかったのは非常に残念でした。どうぞご理解のほどよろし
くお願い致します。状況がよくなりましたら、また集まりの機会を用
意します。

未曾有ともいえるような１年の最中、支えてくれた役員たちに大変感
謝しています。前会長である大木早苗さん、副会長タマラ・サザーラ
ンドさん、秘書ブレンダ・マドソンさん、会計ジム・ホヤノさん、役員
平紀子さん、エルドン・キムソンさん、ジョン・プリガードさん、レナ
ード・グロスマンさん、そしてステファン・グロスマンさん。役員の皆
さんは、対面・オンライン両方の様々な活動やイベントのため尽力し
てくれました。パンデミックによる困難にも関わらず、お子さんや青
少年たちの活動は活発なものでしたし、EJCAウェブサイトなどの情
報伝達手段も向上させることができ、財政状況も安定を保てました。
また、会館のマネージャーであるブルース・ロバートソンさんにもお
礼を申し上げます。マネージャーとして最初の１年だったにも関わら
ず、新型コロナウイルスによって随時変わる感染予防対策にも常に
対応してくれました。

みなさん、どうか明るい展望を持ちご自愛ください。

All	2021	members	are	invited	and	encouraged	to	attend	our	
Annual	General	Meeting.	As	a	registered	non-profit	Association,	
this	gathering	is	one	of	the	legal	requirements	we	must	fulfill	
each	year.	Although	socialization	opportunities	will	again	be	
limited,	due	to	COVID-19,	it	is	important	as	a	member	to	be	
informed	and	engaged	in	your	Association’s	activities.	

As	COVID-19	restrictions	continue	to	evolve,	we	may	need	to	
alter	some	of	our	plans,	however	we	can	confirm	the	following:

Date:	Saturday,	October	23rd	
Time:	2:00	pm	up	to	approximately	3:30	pm

At	this	point	we	are	planning	for	both	in-person	and	virtual	
attendance	(via	Zoom).	As	there	will	likely	be	capacity	limits,	
members	will	need	to	register.	Please	sign	up	here:	https://ejca.
wildapricot.org/event-4488977.	Alternatively,	you	can	contact	
our	office	at	(780)	466-8166	or	office@ejca.org	by	October	15th.

EJCAの２０２１年会員の皆様を、年次総会にご招待いたします。ご
参加のほどよろしくお願い致します。登録済み非営利団体として、年
に一度総会を開くことは必要条件となっています。続く新型コロナウ
イルスの影響により例年のような社交の機会は限られてしまいます
が、EJCAの活動について皆様に知っていただくことは大切です。

今後新型コロナウイルス対策の規制に変化があれば、詳細が変更さ
れることは考えられますが、以下の事項は決定しております。

開催日：２０２１年１０月２３日（土曜日）	
時間：午後２時開始、午後３時半ごろ終了予定

現段階では、対面とオンライン(Zoom)両方の方法を予定していま
す。おそらく人数の規制があると想定されますので、参加くださる会
員の皆様には必ず事前登録をお願いしております。登録はこちらから
お願いします。	https://ejca.wildapricot.org/event-4488977　	

2021 
ANNUAL GENERAL MEETING  
年次総会

https://ejca.wildapricot.org/event-4488977
https://ejca.wildapricot.org/event-4488977
mailto:office%40ejca.org?subject=
https://ejca.wildapricot.org/event-4488977
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Arrangements	are	being	made	for	gift	cards	of	Japanese	
restaurants	to	members	who	pre-register	and	attend	the	AGM.	
This	will	include	both	in-person	and	virtual	attendance.

Are	you,	or	any	other	EJCA	member	you	know,	celebrating	a	
milestone	birthday	of	77,	88	or	90	by	December	31,	2021?	We	
would	like	to	recognize	and	honour	these	precious	members.	
Please	indicate	this	on	your	sign-up	form.

2021 AGM AGENDA	
A	complete	Agenda	will	be	available	at	the	meeting.	There	
is	mostly	standard	business	that	is	required	(2020	Minutes,	
Financial	Statements,	Reports	and	Presentations,	and	Election	
of	Next	Year’s	Board	of	Directors).

In	addition,	we	have	two	Motions	for	the	membership	to	
consider:

Motion #1:	To	approve	the	following	changes	to	EJCA’s	Vision	
and	Mission	and	approve	the	proposed	Values	and	Slogan.

Vision:	 	 	 	
To	create	a	supportive	community	that	embraces	human	rights	
and	enriches	lives.

Mission:		 	
To	provide	gathering	opportunities	in	Edmonton	to	promote	
Japanese	and	Japanese	Canadian	culture,	language,	traditions	
and	history.

Values:	 	 	

1.	 We	treat	all	people	with	dignity	and	respect.

2.	 We	appreciate	and	model	the	diversity	of	our	Canadian	
society.

3.	 We	believe	in	honouring	our	history	and	sharing	it	with	
others.

4.	 We	encourage	the	contributions	and	gifts	of	all	our	
members.

Slogan:	
The	Best	of	Both	Worlds	(Canadian	&	Japanese).	
Moved:	 	 	 Seconded:	
Discussion:	 	 Vote:

Motion #2:		To	convert	the	Committee	Advocating	for	Racial	
Equality	(CARE)	from	Ad	hoc	to	an	Ongoing	Committee	that	
will	propose	projects,	events,	and	initiatives	relevant	to	EJCA	
members.	
Moved:	 	 	 Seconded:	
Discussion:	 	 Vote:

電話：(７８０)	４６６-８１６６、Eメール：office@ejca.org	での登録
も受け付けています。１０月１５日までのご登録をお願い致します。

事前登録をし当日ご参加くださる方には、日本食レストランからのギ
フトカードをご用意する予定です。

２０２１年１２月３１日までに、７７歳、８８歳、９０歳といった節目と
なるお誕生日をお迎えになる方はいらっしゃいますか？ぜひ敬意を
称したいと思いますので、登録の際にお知らせください。

年次総会議題	
詳細を記した議題は当日に配布します。前年の振り返り、会計報告、
報告・提案、翌年の役員選出など、例年通りの内容を主に予定して
います。

加えて以下の動議に関しても協議したいと思います。

動議１：EJCAの基本理念と活動方針に関する以下の新しい提案

基本理念：	
人権を大事にし、生活を豊かにするコミュニティを作る

活動方針：	
日本と日系カナダの文化、言葉、伝統、歴史を広めるべく、エドモント
ンで集う機会を提供する

道徳的価値：

1.	 全ての人に対し尊厳を持って接する

2.	 カナダ社会において多様性を認識し規範となる

3.	 私たちの過去に敬意を払い、共有する

4.	 会員みなさんの貢献を奨励する

標語：	
カナダと日本、双方の良いところを取り入れる	
提案：	 	 支持：	
議論：	 	 投票：

動議２：一時的な特別委員会である、人種平等を提唱するCARE委
員会(Committee	Advocating	for	Racial	Equality)を永続的な委員
会にする。EJCAの会員にとって関連のあるプロジェクトやイベント
を担う。	
提案：	 	 支持：	
議論：	 	 投票：

mailto:office%40ejca.org?subject=
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COVID-19 Update 
On	September	15th,	Alberta	again	entered	a	state	of	
emergency.	The	fourth	wave	of	the	COVID-19	pandemic	has	
been	punishing	in	its	scope	and	impact	on	Alberta’s	acute	and	
intensive	care	units.

In	the	interest	of	maintaining	as	much	of	our	regular	
programming	as	possible,	the	EJCA	will	be	participating	in	the	
Restriction	Exemption	Program	outlined	in	provincial	health	
orders.	This	will	remain	in	place	until	further	notice.

Effective September 20th, access to the EJCA Centre for all 
users age 12 and over will be restricted to those who can 
provide proof of COVID-19 vaccination status.	

Proof	of	vaccination	status	can	include:

•	 The	pocket	sized	proof	of	vaccination	document	
available	through	the	new	portal:	https://www.
albertavaccinerecord.ca

•	 A	full	size	vaccination	record

•	 A	digital	version	of	your	vaccination	record

•	 The	vaccination	records	provided	by	pharmacies	or	AHS	
following	each	dose

Users	age	18	and	over	may	be	asked	to	provide	photo	
identification	that	matches	the	name	on	your	vaccination	
record.

Exemptions	are	limited	to:

•	 Those	with	a	proof	of	recent	negative	COVID-19	test	
results	(within	72	hours).	Testing	is	only	available	via	
private	testing	providers;	AHS	and	APL	will	not	provide	
testing	for	this	purpose.	

•	 Those	with	a	medical	exemption	letter.	Please	note	
that	there	has	been	a	recent	update	to	guidance	
regarding	vaccine	contraindications	and	when	it	may	be	
suitable	to	have	a	medical	exemption	(details	below).	
The	EJCA	reserves	the	right	to	decline	entry	to	those	
with	letters	that	are	dated	before	the	current	set	of	
recommendations	(Sept	7	2021).

•	 Children	age	11	and	under.

Two	doses	will	be	required	after	October	25th.	Until	then	one	
dose	only	is	required,	so	long	as	at	least	two	weeks	have	passed	
since	the	vaccination	date.

Event, program, and club leaders will be required to 
screen participants for vaccination status in their events 
and programs in order to use the EJCA facility. We	also	ask	
that	they	screen	participants	for	current	illness	or	close	contact	
with	a	person	who	is	currently	ill.

新型コロナウイルス感染症に関する情報
9月15日、アルバータ州は再び緊急事態に入りました。COVID-19第4
波は緊急度を増し、アルバータ州の医療とICUを圧迫しています。

この期間、エドモントン日本文化協会は出来るだけ通常の活動を維
持できるように、州の新しい行動規制に従います。これは将来変更さ
れるまで有効です。

９月２０日から、１２歳以上のEJCA会館利用者はCOVID-19予防
接種の証明書を持っている人に限られます。

COVID-19予防接種の証明書は次の4種類です。

•	 https://www.albertavaccinerecord.ca	から印刷するポケッ
トサイズの予防接種証明書

•	 フルサイズの予防接種証明書

•	 デジタルの予防接種証明書

•	 予防接種の時に薬局かアルバータ・ヘルス（AHS）から受け取っ
た証明書。

１８歳以上の人は予防接種証明書と同じ署名と写真の付いた証明書
の提示を求められることがあります。

例外は次の場合だけです。

•	 ７２時間以内のCOVID-19テスト陰性の証明書がある人。テスト
は民間でのみ受けられます。AHSはこの目的のためのテストは
行っていません。

•	 医療上の例外として証明された手紙がある人。医療上の理由
による例外については新しく更新された下記の予防接種を受
けられない人をご覧ください。手紙の日付が９月７日以前の場
合はEJCAが会館の利用を許可しない場合があります。

•	 １１歳以下の子供。

１０月２５日以降は、２回の予防接種が必要です。それ以前は１回の
予防接種が２週間以上前に行われていることが必要です。

EJCAの行事、プログラム、クラブなどのリーダーが参加者が以上
の条件を満たしているかを確認します。本人が何らかの病気がある
か、又は何らかの病気の人と密接な接触があったかも確認します。

会館の中では２歳以上の人全員にマスクの着用が義務付けられてい
ます。運動中はマスクの必要はありません。

予防接種を受けられない人

２０２１年９月７日にAHSは、医療上の理由で、カナダで使用許可
があるワクチンを接種しない方がよい事項を公にしました。これは
AHS以外の権威団体からの勧告に基づいています。９月１５日には
アルバータ州医師の団体が予防接種に関して医療上の例外を発表し
ました。

https://www.albertavaccinerecord.ca
https://www.albertavaccinerecord.ca
https://www.albertavaccinerecord.ca
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Masking	requirements	will	also	be	in	place	for	everyone	age	
2	and	over,	unless	they	fall	into	one	of	a	limited	number	of	
approved	exemptions,	including	active	participation	in	physical	
activities.

Vaccine Contraindications & Medical Exemptions to 
Vaccination

On	September	7th,	2021,	AHS	published	their	
recommendations	regarding	medical	contraindications	for	
COVID-19	vaccines	approved	in	Canada.	It	was	based	on	a	study	
of	recommendations	in	other	jurisdictions.	On	September	15th,	
the	College	of	Physicians	&	Surgeons	of	Alberta	(CPSA)	also	
released	guidance	to	its	members	regarding	when	it	is	suitable	
to	grant	medical	exemptions	for	vaccination.

There	are	very	few	reasons	why	a	person	should	not	get	one	of	
the	COVID-19	vaccines	approved	in	Canada:

•	 Severe	and	proven	anaphylaxis	to	the	vaccine

•	 There	are	various	methods	available	to	patients	who	
have	had	a	severe	reaction	to	a	COVID-19	vaccination	
to	safely	receive	a	second	dose.	This	is	available	
through	referral	to	a	medical	specialist	following	the	
first	dose.

•	 Others	who	have	had	severe	reactions	to	other	types	
of	vaccines	may	want	to	refer	to	an	allergist,	however	
the	most	common	allergen	in	other	types	of	vaccines	
(egg	protein)	is	not	found	in	mRNA	vaccines	(Pfizer/
Moderna).

•	 Current	myocarditis/pericarditis

•	 Patients	who	received	antiviral	monoclonal	antibody	or	
plasma	to	treat	COVID-19	

•	 Current	infection	with	COVID-19	

Please	consult	with	your	physician	if	you	require	a	medical	
exemption	letter.

AHS	Medical	Exemptions	for	COVID-19	Vaccine:	Jurisdictional	
Scan	(Vaccination	contraindication	information):	https://www.
albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-
medical-exemptions-to-mandatory-vaccination-rapid-review.
pdf

CPSA	FAQs:	Exemption	Requests	for	Vaccination:	https://cpsa.
ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-
FAQ.pdf

COVID-19	public	health	restrictions	details:	https://www.
alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx

Questions?		
Please	contact	Tamara	at	vicepresident@ejca.org.	Emails	in	
Japanese	will	require	additional	response	time.

カナダで使用許可があるワクチンを接種しない方がよいという場合
は以下の４つです。

•	 ワクチンに対して重症なアナフィラキシー症(過敏症)がある人

•	 COVID-19ワクチンに重症な副反応のあった人は、安全に２
回目が受けられる方法があります。１回目の重症な副反応
の治療にあたった医師と連絡してください。

•	 他のワクチン後に重症な副反応があった人は、アレルギー
の専門医と相談してください。ただし、ｍRNAワクチン(ファ
イザーやモデルナ）には他のワクチンに共通なアルゲン(卵
蛋白)は入っていません。

•	 現在、心筋炎・心膜炎のある人

•	 COVID-19の治療のために　抗ウイルス・モノクロナール抗体
治療を受けた人

•	 現在、COVID-19に罹っている人。

医療上の理由でワクチンを受けないために手紙が必要な人はかかり
つけの医師に相談してください。

最後に日本語で新型コロナワクチンについて読めるおすすめサイト
を紹介します。

厚労省：良くまとまっている。	https://www.cov19-vaccine.mhlw.
go.jp/qa/

有志によるサイト：	https://covnavi.jp/

NHKのサイト：	https://www3.nhk.or.jp/news/special/
coronavirus/vaccine/qa/detail/qa_01.html

英語のサイト:

COVID-19	public	health	restrictions	details:	https://www.
alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx

AHS	Medical	Exemptions	for	COVID-19	Vaccine:	Jurisdictional	
Scan	(Vaccination	contraindication	information):	https://www.
albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-
sag-medical-exemptions-to-mandatory-vaccination-rapid-
review.pdf

CPSA	FAQs:	Exemption	Requests	for	Vaccination:	https://cpsa.
ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-
FAQ.pdf

ご質問は役員　タマラ・サザーランド　vicepresident@ejca.org　
まで。日本語でもどうぞ。日本語へのお返事は少し時間がかかるかも
しれません。

https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
mailto:vicepresident%40ejca.org?subject=
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/
https://covnavi.jp/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/qa/detail/qa_01.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/qa/detail/qa_01.html
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-public-health-actions.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://www.albertahealthservices.ca/assets/info/ppih/if-ppih-covid-19-sag-medical-exemptions-to-man
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
https://cpsa.ca/wp-content/uploads/2021/09/Vaccine-exemption-public-FAQ.pdf
mailto:vicepresident%40ejca.org?subject=
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CARE委員会の継続について
/	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)の集まりが８月に催さ
れました。委員会のメンバーたちは、今後も多くの貢献が出来るので
はと感じており、この先の継続した活動を希望しています。

K-6	(キンダーから６年生まで)のカリキュラム(教育課程)への懸念に
関する進捗状況ですが、大木崇さんがBC州とアルバータ州のカリキ
ュラムについて調査を行っています。日系カナダ人の過去の経験が
適切に新カリキュラムに組まれるよう、政府をどのように補助して
いくか計画を練ってくれています。また、CARE委員会代表と役員会
は、New	Democrat	(新民主党)の議員(MLAs)である、サラ・ホフマ
ンさんとジャニス・アーウィンさんと、カリキュラムへの懸念について
話し合う機会を持ちました。ホフマンさん、アーウィンさん共々、議
会へ向けても一般市民へ向けてもこの問題を投げかけていくことを
約束してくれました。

ケビン・ヒガさんは全カナダ日系人協会人権委員会(NAJC	Human	
Rights	Committee)のエドモントン代表です。国全体の課題である
人権問題において、代表者や意見を持つことは重要なことです。現在
この委員会は先住民団体とともに、寄宿学校制度における権利侵害
問題へ立ち向かうべく動いています。また、Landscapes	of	Injustice
というデータベースから集められた資料が、日系カナダ人の家族の
歴史を調査するにあたって有益なものとなるのか確認を行っていま
す。

オリバー・ロシェールさんは、ゴードン・ヒラバヤシ博士の生涯を描
いた舞台『Hold	These	Truths』のため尽力してくれています。この
作品はアルバータ大学など今後パートナーとなり得るかもしれない
団体との縁を引き寄せてくれました。アルバータやカナダ国内の他
のコミュニティでも２０２２年に上演されることとなるかもしれませ
ん。

CARE委員会は、EJCAのクラブや主な行事活動とはまた少し違った
角度からアプローチする委員会です。日系カナダ人たちの経験や歴
史においても、この委員会の活動は欠けた部分を埋めるような役目
を果たすのではないかと委員たちは感じており、これからも活動を続
けていきたいと熱望しています。

Continuing CARE
/	Paul	Fujishige

The	Committee	Advocating	for	Racial	Equality	(CARE)	met	in	
August	to	continue	discussion	and	pursue	areas	of	interest	
and	concern.	The	members	feel	that	much	more	can	be	
accomplished	and	are	asking	for	the	membership	to	approve	
their	continuance	for	the	foreseeable	future.

As	a	follow-up	to	concerns	about	the	proposed	K-6	school	
curriculum,	Takashi	Ohki	has	been	researching	the	curriculum	
in	British	Columbia	and	Alberta.	He	will	be	developing	a	
strategy	of	how	to	assist	our	government	in	developing	a	new	
curriculum	that	will	appropriately	include	the	experience	of	
Japanese	Canadians.	Also,	representatives	from	CARE	and	the	
Board	met	with	New	Democrat	MLAs	Sarah	Hoffman	and	Janis	
Irwin	about	our	curriculum	concerns.	They	have	pledged	to	
continue	raising	this	matter	in	the	legislature	and	to	the	general	
public.

Kevin	Higa	is	our	representative	on	the	NAJC	Human	Rights	
Committee.	It	is	important	to	have	a	representative	and	a	
voice	when	it	comes	to	matters	of	National	concern.	Currently	
the	Committee	has	been	supporting	efforts	of	the	indigenous	
community	for	justice	related	to	residential	schools.	As	well,	
the	Committee	has	been	identifying	the	potential	for	Japanese	
Canadians	to	research	their	family	history	through	material	
collected	in	the	Landscapes	of	Injustice	database.

Oliver	Rossier	has	put	in	countless	hours	pursuing	the	staging	
of	Hold	These	Truths,	a	powerful	play	about	the	life	of	Dr.	
Gordon	Hirabayashi.	This	has	become	a	production	that	has	
attracted	many	potential	partners,	notably	the	University	of	
Alberta.	Other	communities	in	Alberta	and	Canada	are	also	
potential	hosts	for	the	play	in	2022.			

The	Committee	represents	a	different	area	of	EJCA,	apart	from	
the	clubs	and	social	activities	that	dominate	our	Association.	
The	members	feel	that	this	fills	a	missing	piece	of	the	history	
and	experience	of	Japanese	Canadians	and	they	are	deeply	and	
passionately	interested	in	continuing.
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Welcome to EJCA! 内田立国新総領事と坂
本浩平領事
/	平　紀子

８月３１日、コロナ禍以降約２年ぶりに在カルガリー日本国総領事館
の内田立国新総領事と坂本浩平領事がEJCAを訪ねてくださいまし
た。わたしにとっては、EJCAの役員でなければ総領事をWelcomeす
ることなどないと思っていましたので、お会いできるチャンス！とソワ
ソワ、ウキウキしてお待ちしていました。

内田総領事は4ヶ月ほど前に着任されたそうです。

もっと早くEJCAを訪れたかったと言ってくださり、私たちもうれしい
言葉でした。

Welcomeのために用意し
た手作りのどらやきとお
茶も、役員の大木早苗さ
んがパワーポイントを使
って分かりやすいように
日本語でEJCAの成り立ち
などの説明をしている間
に全部召し上がっていて、
喜んでくださったのだとう
れしく思いました。

説明の後は内田総領事か
ら英語で、日本とカナダ
は文化のシェアができる
のではないかとお話があ
りました。例えば日本は
高齢化がどこの国よりも

進んでいるので、今後起こる高齢化にどう対応したらよいかなど、カ
ナダは移民文化の融合がうまくできているので、その方法を日本にシ
ェアできるのではないかなど、積極的にお話してくださいました。

タイトスケジュールで時間が押している中、参加した役員からのお話
も熱心に聞いてくださり、準備した私たちの心も喜びました。

役員から「カナダの冬はいかがですか」と話が出た時に、内田総領事
の奥様はスウェーデンの方で、「冬も楽しみにしています」と心強い
答えをされ、一同笑いになりました。

	内田総領事と坂本領事のお見送りが終わった後、参加した役員は「
気さくで国際的な方々だったね」と笑顔で話をしました。

カルガリーの総領事館とは密接な関係にあるので、みなさんが笑顔
になるWelcomeができたことがうれしかったです。

Welcome to EJCA! New Consul General 
Tatsukuni Uchida, Consul Kohei 
Sakamato
/	Noriko	Taira

On	August	31,	new	Consul	General	Tatsukuni	Uchida	and	
Consul	Kohei	Sakamoto	were	able	to		give	EJCA	a	visit	for	the	
first	time	in	nearly	2	years	following	the	outbreak	of	COVID-19.	
It	was	a	time	of	anticipation	mixed	with	anxiety	and	excitement	
as	this	was	a	rare	opportunity	which	I	wouldn’t	have	gotten	
unless	I	was	a	member	of	the	EJCA	board.

It	appears	that	Consul	General	Uchida	had	taken	the	position	
only	four	months	ago	and	we	were	grateful	to	find	out	that	he	
had	wanted	to	visit	EJCA	much	earlier.	

As	director	Sanae	Ohki	gave	a	
short	powerpoint	presentation	
in	Japanese	regarding	the	
organizational	breakdown	
of	EJCA,	our	guests	happily	
enjoyed	the	homemade	
dorayaki	and	tea	we	had	
prepared	as	a	welcome.

After	the	introduction	of	EJCA,	
Consul	General	Uchida	went	
on	to	explain	in	English	how	
he	believes	that	Canada	and	
Japan	have	the	ability	to	
foster	cultural	exchange	with	
one	another.	For	example,	as	
Japan	continues	to	outpace	
other	nations	in	its	aging	
demographic,	discussions	were	fruitful	in	how	Japan	could	
possibly	adopt	Canada’s	fusion	of	immigration	and	culture	in	
response	to	its	aging	population.	

While	being	pressed	for	time,	for	all	of	us	who	prepared	the	
welcome	event,	it	was	truly	gratifying	to	see	the	sincerity	
shown	to	our	directors	by	Consul	General	Uchida	and	Consul	
Sakamoto	throughout	the	discussions.	

When	asked	by	one	of	the	directors	about	Canadian	winters	
it	was	Consul	General	Uchida’s	wife,	who	is	Swedish,	who	
expressed	wholeheartedly	that	she	“is	looking	forward	to	
winter”,	as	everyone	shared	a	laugh.	

After	bidding	Consul	General	Uchida	and	Consul	Sakamoto	
farewell,	our	participating	directors	were	all	smiles	as	they	
praised	how	worldly	and	friendly	our	honoured	guests	were.

We	were	quite	pleased	with	our	chance	to	give	our	close	friends	
at	the	Calgary	consulate	a	warm	welcome	to	EJCA.

Sanae	Ohki,	Noriko	Taira,	Tamara	Sutherland,	Lénárd	Grossmann,	
John	Priegert,	Brenda	Madsen,	Consul	Sakamoto,	Consul	General	Uchida
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松の会 会長の挨拶
/	アラン・デイビス

細心の注意を払いつつ今年の７月２８日から松の会クラブの活動を
再開しました。会員はマスクをしつつお互いの距離を保って椅子に座
ったままエクササイズしています。今のところ２回活動を行いました
が参加者も多く成功でした。

７月に行われた最初の例会では過去５２２日を遡って誕生日を特別
にお祝いしました。ボブ・テナントさん、ミキコ・コウジタニさん、ケ
ン・タナカさん、ユウコ・ナカノさん、ジム・ホヤノさんの喜寿	(７７
歳)を祝いました。

米寿（８８歳）はヒロシ・ヨコタさんでした。

また特に日本での特別な伝統はないのですが、セイディー・チズムさ
ん、ケイティー・カミトモさん、ノリコ・フジノさんの９０歳の誕生日も
お祝いしました。

新型コロナ感染症の第四波の様子も考慮しながらこれからも通常通
りに集会を行えればと期待しています。

松の会は毎月第四週の水曜日にＥＪＣＡで活動しています（１２月以
外）。５５歳以上のＥＪＣＡ会員の参加をお待ちしていますし、ゲスト
としてのご参加も歓迎しております。ゲストの方はお越しの際は事前
にアランかメイに電話で連絡して頂くと昼食の用意を致します。

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)

Matsu no Kai Club: 
President’s Message
/	Alan	Davis

On	the	28th	of	July	the	Matsu	no	Kai	Club	resumed	club	
meetings—carefully!	We	wear	masks	and	spread	ourselves	out	
in	the	Hall,	and	do	exercises	while	staying	seated.		We	have	had	
two	meetings	since,	both	of	which	were	well	attended.

At	our	first	meeting	in	July,	we	celebrated	the	special	birthdays	
that	had	occurred	over	the	previous	522	days	for	those	who	
were	at	the	meeting.	Starting	with	the	“Joyous	Year”	(age	77)	
there	were	Bob	Tennant,	Mikiko	Kohjitani,	Ken	Tanaka,	Yuko	
Nakano	and	Jim	Hoyano.

Celebrating	his	“Rice	Birthday”	(age	88)	was	Hiroshi	Yokota.

And	while	not	a	traditional	Japanese	celebration,	we	celebrated	
the	birthdays	of	three	of	our	members	who	had	celebrated	
their	90th	Birthdays.	Sadie	Chisholm,	Katie	Kamitomo	and	
Noriko	Fujino.

We	hope	to	keep	meeting	at	our	regular	time	but	will	monitor	
the	severity	of	the	fourth	wave	of	the	pandemic.

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	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)

	

Photo	credit:	Peter	Wong

Left	to	right:	Bob	Tennant,	Mikiko	Kohjitani,	Ken	Tanaka,	
Yuko	Nakano	and	Jim	Hoyano

Hiroshi	Yokota,	88

Katie	Kamitomo,	90

Sadie	Chisholm,	90

Noriko	Fujino,	90
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EJCA役員会の役員を募集しています
/	タマラ・サザーランド

あなたはEJCAのプログラムに参加していますか？行事に参加してい
ますか？EJCAのプログラムや行事についてのアイデアを持ってらっし
ゃいますか？自分のアイデアを実現するためにEJCA役員会の役員に
なりませんか？

秋のEJCA年次総会でEJCA役員会の役員の選出を行います。役員へ
の立候補は年次総会でできますが、役員会ではあらかじめ役員にな
りたい方をさがして推薦名簿を用意します。

役員会はEJCAの毎日の活動に必要な決定をするだけでなく、EJCA
が将来もしっかりと活動できるような指針も考慮します。COVID-19
はEJCAの活動とEJCAクラブの活動に大きな影響を与えてい
て、EJCAとクラブはこれからどのような活動するか大きなチャレン
ジに直面しています。COVID-19環境の下で活動するガイドラインを
作成する他に、EJCAの活動、財政、施設の維持などいろいろと考え
なければならない問題があります。役員会に参加してこれらのチャレ
ンジに立ち向かい、解決策を探してみませんか？

役員会はいろいろな背景とアイデアを持つ人を必要としています。例
えば日系カナダ人、新しく日本からカナダに移民してきた人、現在の
会員の家族、EJCAクラブの会員、若い人、EJCAの文化プログラムを
担当しているボランティアとプログラムの参加者、プログラムに参加
している人の子供や両親などです。

このようにいろいろな背景を持った人が役員会に入れば、EJCAにと
って何が必要かを広い視野から検討することができます。役員会で
プレインストーミングをして現在のチャレンジに対抗するアイデアを
生み出しましょう。いろいろなアイデアを聞いて、自分も参加して討
議するのはとても面白いことです。COVID-19環境のもとで脳の活力
を維持することは大切なことです。

EJCAの会則によればEJCA役員会は１３名までの役員を選出するこ
とができます。新しい役員が加われば、役員の仕事を分散して余裕
を持って役員の仕事をすることができます。役員会は毎月１回で通常
２時間から２時間半です。電子メールで役員会の決議をすることもあ
ります。役員会のほかの仕事も含めて、役員会に関する仕事は１ヶ月
に大体５時間から１０時間ぐらいです。役員会の役員はEJCAのプロ
グラムや行事にも参加することを奨励しています。

役員会役員になる資格は簡単です。

•	 現在、EJCAの会員であること。

•	 役員会で討議に参加できる程度の英語力があること。

•	 初歩のコンピュータの知識を持っていること。役員会では電子
メール、Zoom、Googleワークスペース（Gmail、Google	ドライ
ブ等）などを利用しています。

WE WANT YOU… to be on the EJCA’s 
Board of Directors!
/	Tamara	Sutherland

Are	you	involved	in	EJCA	programs	or	attend	EJCA	events?	
Do	you	have	ideas	for	the	association?	Do	you	want	to	have	
a	say	in	how	the	EJCA	is	run?

We	are	looking	for	board	nominations!

As	we	move	into	autumn,	it’s	again	time	for	our	association’s	
Annual	General	Meeting.	While	things	will	still	be	a	bit	different	
this	year,	we	do	have	one	very	important	task	to	accomplish:	
filling	all	the	available	positions	on	the	board.

Like	all	associations,	the	EJCA’s	board	is	the	governing	body	
that	sets	policy,	determines	priorities,	and	makes	the	decisions	
necessary	for	both	how	day-to-day	operations	run,	as	well	as	
the	long	term	viability	of	our	organization.	With	the	COVID-19	
pandemic	still	affecting	all	aspects	of	our	lives,	we	face	a	lot	of	
changes	that	have	to	be	made	to	re-evaluate	our	typical	event	
calendar	and	program	offerings	to	align	with	the	safe	practices	
we	must	adhere	to	while	still	providing	the	opportunities	for	
our	community	to	stay	engaged.

It	is	very	important	for	us	to	have	a	variety	of	perspectives	on	
the	board:	Japanese	Canadians	(Nikkei),	those	who	immigrated	
from	Japan,	family	members,	club	representatives,	youth	and	
young	adults,	cultural	program	instructors	and	participants,	
parents	of	children	involved	in	EJCA	programs,	etc.

This	allows	us	to	get	a	broader	picture	of	what	matters	to	all	
our	members,	as	well	as	their	families	and	friends	who	may	
also	attend	EJCA	events.	The	board	also	brainstorms	and	works	
to	facilitate	a	variety	of	programs,	so	this	is	a	great	opportunity	
to	get	involved	if	you	have	ideas	for	events	and	programs	that	
you	think	would	be	of	interest	to	members.

The	bylaws	of	the	association	allow	us	up	to	13	board	members	
including	the	executive.	Additional	board	members	will	assist	
us	in	that	we	can	be	flexible	for	those	who	have	to	balance	
other	commitments	including	their	families	or	work.	Typical	
board	meetings	take	2.0–2.5	hours	per	month,	with	some	
other	decisions	made	by	email.	The	average	monthly	time	
commitment	is	about	5–10	hours,	although	we	encourage	
board	members	to	also	participate	in	programs	and	events.

Our	criteria	are	simple:

•	 Current	membership	in	the	EJCA

•	 Enough	English	proficiency	to	participate	in	a	board	
meeting	(intermediate	English	or	better)

•	 Basic	computer	skills	including	email—the	board	has	
been	using	Zoom	for	meetings	and	Google	Workspace	
(Gmail,	Google	Drive,	etc.)
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•	 Experience	with	project	management,	communications,	
finance,	or	event	planning	is	helpful,	but	not	required	
at	all

If	you	are	interested	in	being	on	the	board,	please	email	Brenda	
Madsen	at	brenda@ejca.org	with	a	brief	self	intro	in	Japanese	
or	English	(or	both!),	as	well	as	any	specific	ideas	or	skills	you	
feel	you	could	bring	to	the	board.	Please	submit	your	name	or	
persons	you	want	to	nominate	by	October	19th.	If	you	would	
like	to	recommend	someone	to	the	board,	you	may	do	so	with	
their	permission.	Please	ask	them	to	provide	us	a	short	bio	as	
confirmation	of	their	acceptance	of	the	nomination.

Please	note	that	if	we	have	more	nominations	than	open	board	
positions,	this	info	will	be	distributed	to	members	during	the	
AGM	as	part	of	the	voting	process.	Otherwise	the	EJCA	board	
will	examine	nominees	according	to	the	above	criteria	and	
those	who	meet	the	criteria	will	be	appointed	to	the	board	by	
acclamation.

References:

EJCA	Bylaws:	https://ejca.org/bylaws

Board	Member	Position	Descriptions:	https://ejca.org/
resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_
BoardOfDirectors_PositionDescriptions.pdf

•	 プロジェクト管理、広報、予算、行事の企画などの経験があれ
ば大歓迎です。

役員会に興味のある方はブレンダ・マドソン	brenda@ejca.orgまで
簡単な自己紹介（英語、日本語、または両方）を用意して連絡してく
ださい。特別な興味、経験、資格などを持っている方はそのことも自
己紹介に入れてください。

役員会に相応しい人を推薦したいときは、推薦したい人に連絡し自
己紹介をブレンダ・マドソンまで送るように依頼してくだい。この自己
紹介の文書が届いたことをもって、本人が推薦されることを承諾した
とみなします。

自薦、他薦のどちらも１０月１９日までにブレンダ・マドソンに連絡を
お願いします。応募人数の数が現在不足している役員と改選する役
員の数より多くなるときは、年次総会で選挙をして役員を選出しま
す。推薦者の数が定員より少ない場合は、役員会が上記の資格を用
いて推薦者を審査して、資格を満たした人を総会で選挙なしで役員
会に任命します。

役員会役員と役員会役員の仕事の内容は次のEJCAウェブサイトで
御覧ください。

EJCA	Bylaws:	https://ejca.org/bylaws

Board	Member	Position	Descriptions:	https://ejca.org/
resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_
BoardOfDirectors_PositionDescriptions.pdf

キミコ・シミズ芸術・文化支援金
EJCAでは毎年５００ドルの支援金をEJCAの目的に合った文化・工芸
活動をしている人に授与しています。このEJCAの目的とは次のとお
りです。

「EJCAは日本とカナダの文化を皆で共有していこうという人たちの
組織です。」

この支援金は例えば次のようなEJCA会員を対象にしています。茶道
を講師について学ぶ、太鼓ワークショップに参加する、俳句、和歌、
詩を出版する、日本で学ぶ、メディアを開発するなどのプロジェクト
を行う、空手道場で訓練をする、日加関係の会議で発表する、論文
を書く、などです。

支援金を授与された会員は、プロジェクト完了後にその結果を他の
EJCA会員に伝える義務があります。伝える方法には報告書、演技、
展覧会、録音、芸術作品などがあります。

応募者から次の基準に沿った受賞者を決めます。

1.	 応募は個人で行う。

2.	 応募者はEJCAの会費を過去２年間払ったEJCAの会員であるこ
と。

The Kimiko Shimizu Arts And Cultural 
Development Grant
The	Kimiko	Shimizu	Arts	and	Cultural	Development	Grant,	in	
the	amount	of	$500	is	awarded	annually	to	support	activities	
or	projects	with	a	strong	cultural/craft	component	appropriate	
to	the	Japanese	Canadian	community	as	reflected	in	the	Vision	
Statement	of	the	EJCA:

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

For	example,	applicants	might	study	with	a	tea	master,	attend	
a	taiko	workshop,	publish	poetry,	practice	sumi-e,	attend	
a	haiku	celebration,	collect	historical	artifacts,	carry	out	a	
specific	project	(studying	in	Japan,	developing	special	media),	
attend	a	karate	dojo,	present	at	a	conference	on	Canada/Japan	
relations,	prepare	a	manuscript	and	so	on.

Following	the	completion	of	their	project,	the	applicant	
agrees	to	share	with	the	EJCA	the	benefits/results	of	their	
project	through	a	medium	of	their	choice—a	written	report,	a	
performance,	an	exhibit,	a	recording,	a	work	of	art,	and	so	on.

mailto:brenda%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/bylaws
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
mailto:brenda%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/bylaws
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/EJCA_BoardOfDirectors_PositionDescripti
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Scholarship	and	Awards	Committee	
Edmonton	Japanese	Community	Centre	
6750	88	St	NW,	Edmonton,	AB		T6E	5H6

Criteria:

1.	 The	application	for	the	grant	must	be	made	by	an	
individual.

2.	 The	applicant	must	be	a	member	in	good	standing	of	the	
EJCA	for	the	past	two	years.	If	the	applicant	is	a	student	
or	child,	then	the	applicant’s	parents	must	be	members	in	
good	standing	for	the	past	two	years.

3.	 There	is	no	age	restriction	for	applicants.

4.	 There	is	a	three-year	waiting	period	before	recipients	of	the	
grant	are	eligible	to	apply	for	the	award	again.

5.	 Application	forms	are	available	from	the	EJCA	office	or	
downloadable	from	the	EJCA	website:	https://ejca.org/
resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/
KimikoShimizuGrantForm.pdf

6.	 The	application	form	must	be	received	at	the	Edmonton	
Japanese	Community	Association	by	the	deadline	date:	
October	31	of	the	current	year.

Mail	to:	
Scholarship	and	Awards	Committee	
Edmonton	Japanese	Community	Centre	
6750	88	St	NW,	Edmonton,	AB		T6E	5H6

The	EJCA	Scholarship	and	Awards	Committee	will	judge	the	
merits	of	each	application	and	make	recommendations	to	
the	EJCA	Board	regarding	funding.	The	Board	will	make	final	
decisions	regarding	the	award	and	communicate	their	decision	
to	the	applicant	and	to	the	Scholarship	and	Grants	Committee.

3.	 年齢制限はありません。

4.	 一度この支援金を授与された会員はつぎの三年間は応募できま
せん。

5.	 応募用紙はEJCAのオフィスにあります。EJCAウェブサ
イトからダウンロードも可能です：	https://ejca.org/
resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/
KimikoShimizuGrantForm.pdf

6.	 応募締め切りは２０２１年１０月３１日です。応募用紙は下記まで
郵送してください。

Scholarship	and	Awards	Committee	
Edmonton	Japanese	Community	Centre	
6750	88	St	NW,	Edmonton,	AB		T6E	5H6

応募した内容はEJCAの奨学金および報奨金委員会が審査して、受
賞者をEJCA役員会に勧告します。EJCA役員会が最終的に受賞者を
決定して、受賞者とEJCAの奨学金および報奨金委員会にその旨を通
知します。

ヤングメンバーズクラブの新メンバー
/	レナード・グロスマン

若い世代の皆さん、こんにちは！

この度ヤングメンバーズクラブに新しい仲間が加わったので紹介し
たいと思います。EJCAへの継続した参加に加え、ハリーナさんは流
行りの日本の文化に関心を持っていいます。EJCAの理念や価値観を
新世代へどう伝えていったら良いのかなどを、クラブメンバーにアド
バイスしてくれるような存在に彼女がなってくれることを期待してい
ます。

現在私たちはオンラインプログラムを介しての活動を主に行なって
おりますが、早くセンターでの活動に戻れることを心待ちにしていま
す。

ハリーナさんからのメッセージ：

EJCA Youth
/	Lénárd	Grossmann

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

At	the	Youth	working	group	at	the	EJCA,	we	have	recently	
welcomed	a	new	member!	In	addition	to	her	continuous	
involvement	in	EJCA,	Halina	has	a	passion	for	modern	
Japanese	culture	and	will	be	advising	our	group	on	advocating	
the	vision	and	values	of	EJCA	to	a	younger	generation.

Currently,	we	are	focusing	more	on	online	programming,	yet	we	
sincerely	hope	to	return	to	the	Centre	when	restrictions	lift	:)

A	message	from	Halina:

“My	name	is	Halina	Maciejewski.	I	am	15	years	old	and	I	have	
been	going	to	activities	at	the	EJCA	for	four	years.	I	have	gone	
to	summer	festivals	and	teen	summer	camps.	I	have	done	the	

https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2021/Downloads/KimikoShimizuGrantForm.pdf
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three	Japanese	for	Teens	classes	and	karate	classes.	I	would	
love	to	go	to	Japan	one	day.

I	have	tried	to	do	other	activities	at	other	places,	but	I	didn’t	
really	fit	in.	The	EJCA	is	different.	There	are	other	teens	who	like	
the	same	things	I	do	and	everyone	is	very	nice	and	welcoming.

I	would	like	to	help	organize	activities	like	cosplay	contests,	
karaoke,	movie	nights	and	fan	groups.	We	could	build	the	youth	
membership	by	using	social	media	to	get	the	word	out	about	
our	fun	activities.	There	may	be	lots	of	anime	fans	out	here	
who	would	like	to	learn	Japanese	or	try	Japanese	activities	and	
don’t	know	about	the	community	association	yet.”

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.	We	
always	welcome	new	perspectives!

Do	check	out	our	page	over	at	https://ejca.org/YoungMembers-
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	:)

『ハリーナ・マチエイェフスキといいます。現在１５歳で、ここ４年ほ
どEJCAの活動に参加しています。夏祭りやティーンサマーキャンプ
へ参加したこともあります。ティーン向けのクラス３つと、空手のクラ
スも受けました。いつか日本へ行けたら良いなと思います。

他の場所での活動に参加してみたこともありますが、しっくり来ませ
んでした。でもEJCAは違います。EJCAには自分と同じ趣味を持つ同
世代の人たちがいますし、みなさんとても暖かく迎えてくれます。

コスプレコンテストとか、空手、映画鑑賞やファングループなどのイ
ベントができたら良いなと思います。ソーシャルメディアを通じもっ
とこのクラブの活動を広く知ってもらい、メンバーを増やしたいで
す。EJCAのことをまだ知らない、たくさんのアニメファンがいると思
います。そういった方々もきっと日本語を習ったり日本文化を体験し
てみたいと思っているんじゃないかと思います。』

ヤングメンバーズクラブに興味のある方、また興味を持ちそうな方を
知っていたら、ぜひご連絡ください。EJCAの活動やミッションに一
緒に取り組んでくれる人を随時募集しています。

詳しくはクラブのサイトをチェックしてみてください：	
https://ejca.org/YoungMembers-Group

メールでの連絡も待っています：	lenard@ejca.org

2021日本語キッズサマーキャンプ
/	長倉　由紀子	(コーディネーター)

第3回日本語キッズサマーキャンプは8月16日(月)から19日(木)の午前
中、4歳から10歳までの17名が参加して開催されました。2020年から
COVID-19で通常の生活や活動が制限されている中、同年代の子ど
も同士で遊んだり、いろいろな楽しい体験をする機会を子どもたち
に提供したいという趣旨で計画されました。

幼稚科から小1までのグループは講師のワング真弓さん、アシスタン
トのワング・チェルシーさんの指導で、「かごめかごめ」や縄跳びな
どの外遊びやオリンピック競技の遊び、栞作りなどを楽しみました。

小2から小4までのグループは講師のロー愛さんとボーン陽子さんの
指導のもと、戸外でボール遊び、水の実験や遊び、オリンピックにち
なんだゲームや縄跳びなどをしました。最終日は2グループ合同で日
本のお祭りをしました。飾りを作ったり、金魚すくいやヨーヨー釣り
で盛り上がり、日本の夏祭りの思い出もでき、子どもたちにとって思
いっきり遊んだ楽しいサマーキャンプにすることができました。

皆様のご協力、ありがとうございました。

2021 Japanese Kids Summer Camp
/	Yukiko	Nagakura	(Coordinator)

Our	3rd	annual	Japanese	Kids	Summer	Camp	was	held	in	the	
mornings	of	Monday,	August	16	through	Thursday,	August	19.	
Seventeen	children	ranging	from	four	to	ten	years	old	attended.	
The	camp	was	planned	to	provide	fun	and	exciting	activities	
through	in-person	interactions	among	other	children	of	the	
same	age—something	of	a	challenge	to	arrange	amid	the	
COVID-19	restrictions.	

The	preschool	to	grade	1	group	was	instructed	by	Mayumi	
Wong	and	her	assistant,	Chelsea	Wong.	The	younger	group	
enjoyed	various	activities	including	“kagome	kagome”,	jumping	
rope,	some	Olympics-related	activities,	and	bookmark	crafting.	

The	grade	2	to	4	group	was	instructed	by	Mana	Low	and	Yoko	
Bourne.	The	group	enjoyed	outdoor	activities	such	as	playing	
with	a	ball,	experiments	with	water,	and	Olympic-themed	
activities	using	ropes	and	other	tools.	

We	finished	off	our	summer	camp	with	a	combined	activity:	a	
traditional	Japanese	summer	festival.	We	decorated	the	hall	
and	enjoyed	several	activities,	including	catching	goldfish	and	
yo-yos.	We	hope	all	the	children	who	attended	will	treasure	the	
fun	memories	they	made	at	camp.	

A	big	thank-you	to	all	the	people	who	made	this	activity	
possible!

https://ejca.org/YoungMembers-Group
https://ejca.org/YoungMembers-Group
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/YoungMembers-Group
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
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毎年参加させたいと思う価値ある日本語サ
マーキャンプ
/	ビーティー　理恵

今年の日本語サマーキャンプに、我が家の子どもたち二人を参加さ
せて頂きました。きっかけは、2018年8月のサマーキャンプに息子を
参加させたことにあります。当時は、5日間丸一日のプログラムで、ラ
ンチもみんなで一緒に用意しながら食べたり、暑中見舞いのハガキ
をポストまで出しに行ったり、アクティビティがたくさんで大満足だ
ったんです。

我が家には現在8歳になる息子と5歳の娘がおります。日本語環境
は、家庭内では１００％日本語で子育てをしてきました。一時、英語
に切り替えようか迷った時期もありましたが、継承語としての日本語
教育で子どもたちのアイデンティティとなる地軸を育てようと決め、
母語は日本語の子どもたちです。

私も現在、プロフェッショナル幼児子ども日本語教師として、継承語
日本語教育アドバイザーとして、日本語教室「りんごっこサークル」を
立ち上げて4年目になる活動をしております。マルチリンガル児の親と
して、継承語教育に関わる一人として、「なぜ私が毎年参加させたい
と思う価値ある日本語サマーキャンプ」だと思っているのかを３つの
視点からお話したいと思います。

一つ目「オンライン以外で日本語に触れるチャンス」であること。

コロナ禍により、対面で学ぶ機会が減ってしまった昨今。時短ではあ
りましたが、このようなチャンスを設けてくださったことに感謝の気
持ちでいっぱいです。同世代で同じような境遇のお友達と日本語で
触れ合える環境はとても素敵なことです。そして、こういったチャンス
を我が子に与えてあげることが、継承語としての日本語を学ぶ子ども
たちにとって必要なことだと常々思っています。

二つ目「アクティビティを通して学べるメリット」があること。

A Japanese Summer Camp We Look 
Forward to Every Year
/	Rie	Beattie

Our	two	children	attended	the	Japanese	Summer	Camp	at	the	
EJCA	again	this	year.	We	first	enrolled	our	son	in	the	summer	
camp	in	August	2018.	At	that	time,	it	was	a	full-day	program	for	
five	days,	and	we	were	very	happy	to	see	the	many	Japanese	
activities	our	son	was	able	to	experience	in	Edmonton,	such	
as	everyone	preparing	and	eating	lunch	together,	going	to	the	
mailbox	to	send	postcards	to	family	in	Japan,	and	so	on.

We	have	a	son	who	is	now	8	years	old	and	a	daughter	who	
is	5	years	old.	We	have	raised	our	children	in	a	Japanese	
environment,	with	100%	Japanese	in	the	home.	There	was	
a	time	when	we	wondered	if	we	should	switch	to	English,	
but	after	a	lot	of	discussion	we	decided	to	give	our	children	
Japanese	as	their	mother	tongue.

I	am	also	currently	working	as	a	children’s	Japanese	Language	
Teacher	helping	other	families	working	to	keep	and	develop	
their	children’s	Japanese.	For	the	past	four	years,	I	have	been	
working	to	set	up	a	Japanese	language	class,	Ringokko	Circle.	
As	a	parent	of	a	multilingual	child	and	a	professional	involved	
in	inherited	language	education,	I	think	programs	like	the	
Japanese	summer	camp	are	invaluable	in	encouraging	kids	to	
expand	their	capabilities	in	another	language.	I	would	like	my	
children	to	attend	every	year	for	three	main	reasons.

One,	it’s	a	chance	to	experience	Japanese	outside	of	the	
online	world.	Due	to	the	global	pandemic,	opportunities	to	
learn	face-to-face	have	decreased	and	become	uncertain	
when	they	do	arise.	I	am	very	grateful	to	the	EJCA	for	going	
ahead	with	the	summer	camp,	even	though	it	was	shorter	and	
necessarily	different	than	other	years.	It	is	wonderful	to	be	in	
an	environment	where	kids	can	communicate	in	Japanese	
with	friends	of	the	same	age	and	in	similar	circumstances.	I	
always	think	that	it	is	necessary	for	children	to	learn	Japanese	
as	an	inherited	language	to	give	their	own	children	this	
same	opportunity	and	a	base	that	will	develop	into	being	
multilingual.

Two,	there	is	a	significant	advantage	to	learning	through	
activities.	Learning	Japanese	is	not	just	a	matter	of	memorizing	
kanji	through	drills	or	learning	reading	comprehension	by	
reading	textbooks	aloud.	Through	activities,	kids	experience	
Japanese	in	a	different	way	that	can	help	them	understand	it	in	
a	way	that	self-study	can’t	replicate.	Additionally,	being	away	
from	a	Japanese	speaking	parent	while	still	doing	activities	
in	Japanese	helps	them	learn	to	think,	communicate,	and	act	
independently.	It	is	challenging	to	replicate	this	experience	
short	of	a	visit	to	Japan,	but	the	EJCA	summer	camp	is	a	much	
more	affordable	option.
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My	children	enjoyed	looking	for	insects	and	finding	leaves	as	
part	of	the	camp	activities.	By	conversing	about	these	things	
in	Japanese	while	having	fun,	I	think	it	will	help	children	
retain	Japanese	better.	Moreover,	I	believe	that	experiencing	
Japanese	culture	and	customs	through	the	summer	camp	
festival	and	“radio	taiso”	is	also	a	valuable	experience	for	
children	who	were	born	and	raised	outside	Japan,	but	with	
Japanese	roots.

Three,	learning	is	good	for	its	own	sake.	One	thing	that	really	
stuck	with	me	this	time	at	the	Japanese	summer	camp	was	that	
there	were	many	Canadian	mothers.	I	saw	them	trying	their	
best	to	talk	to	their	children	in	Japanese,	reinforcing	a	heritage	
language	that	is	probably	a	second	language	for	them.	In	our	
family,	dad	is	Canadian,	but	he	enjoys	learning	Japanese	with	
the	children	and	tries	to	keep	up	with	them	as	their	ability	
grows.	When	you	live	in	an	English-speaking	country,	it	is	
natural	that	your	mother	tongue	will	become	English	(or	the	
predominant	local	language).	In	this	situation,	Japanese	often	
becomes	a	secondary	language.	Given	this	reality,	I	was	happy	
to	see	how	a	little	awareness	and	effort	on	the	part	of	adults	
can	create	an	opportunity	for	children	to	be	multilingual	and	
develop	Japanese	alongside	English.

A	young	man	helping	out	at	the	festival	put	a	lot	of	effort	into	
explaining	things	to	us	using	his	Japanese.	He	sometimes	said,	
“I	can’t	really	explain	it	(in	Japanese),”	but	I	was	very	moved	
by	the	way	he	tried	hard	to	communicate	and	maintain	a	
Japanese	culture	and	language	environment.

The	best	part	of	the	EJCA	summer	camp	was	hearing	my	
children	say,	“tanoshikatta!”	It	is	always	worth	it	when	our	kids	
enjoy	a	summer	camp,	but	especially	so	for	us	when	it	is	one	
that	helps	to	reinforce	their	Japanese.

I	hope	that	next	year	all	restrictions	will	be	lifted	and	the	full	
Japanese	summer	camp	can	be	held	again.	We	are	always	
looking	for	opportunities	where	our	children	can	enjoy	learning	
Japanese	as	it	helps	us	continue	to	nurture	Japanese	as	an	
inherited	language	in	our	home.

I	would	like	to	thank	all	the	Culture	Programs	Committee	and	
the	teachers	who	organized,	prepared,	and	ran	the	EJCA	2021	
Summer	Camp.	Arigatou	Gozaimashita!

ただ、ドリルで漢字を覚えるとか、教科書をひたすら音読して読解の
学習をするとか、そういったことではなく、様々なアクティビティを通
して、そこに必要な日本語を使うことで体験できる「伝わった！」「分
かった！」が生まれると思っています。また、相手に伝えようと考えた
り、行動したり、主体性も生まれるでしょう。

例えば、課外活動で虫を探したり、葉っぱを見つけたりしてきたよう
ですが、そういった場面って子どもたちはよく覚えているものです。楽
しみながら、それを日本語で聞いたり話したりすることで、より日本
語の定着を図れるものだと思います。また、お祭りやラジオ体操をす
ることで、日本の文化や習慣を体験できることも、現地で生まれ育っ
た子どもたちにとって貴重な体験だと思っています。

三つ目「学ぶ価値が充分にある」こと。

今回とても感動したのは、お母さんである方にカナダ人の方が多く見
られたのですが、彼女たちが一生懸命日本語で子どもたちに話しか
けていた姿がありました。我が家は父親がカナダ人ですが、子どもた
ちと一緒に日本語を楽しんで学んでいます。英語圏に暮らす以上、母
国語がどうしても英語やフランス語になってしまうのは当たり前のこ
とで、日本語はどうしてもマイノリティの言語になります。そんな中、
大人のちょっとした意識によって、子どもたちへの語りかけが生まれ
る姿を見ることができて嬉しかったです。

また、お祭りのお手伝いをしていたお兄さんが、日本語をたくさん使
って説明してくれました。「ちょっと説明できないんだけど」と言いな
がらも、伝えようとする姿にとても感動した瞬間でした。

そして、何よりも「楽しかった！！」と子どもたちの言葉を聞けたこと
で充分な価値があるものだということが分かります。

来年はあらゆる規制が解除され、子どもたちが伸び伸びと楽しんで
日本語を学べる環境で日本語サマーキャンプが開催されることを願
いながら、これからも家庭の中で継承語としての日本語を育ててい
きたいなと思っております。

開催にあたり、企画・運営をしたCulture	Programs	Committeeの
方々と準備・指導をされた先生方に感謝いたします。ありがとうござ
いました。
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詰将棋 ＃2
/	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 #2
/	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

A	sitting	king	is	
a	sitting	duck.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Sente

September	Tsume
Level:	Easiest	(3te)	

Sente	moves

Pieces	in	hand	for	Gote

Solution	for	July
(Sente	moves	first)

1.	Bishop	drops	on	4-1	
2.	King	moves	to	6-2	

3.	Gold	General	drops	on	5-2

Solution	for	September
Look	for	it	in	the	next	issue	

of	Moshi	Moshi!

https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi
https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
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囲碁クラブ
/	オリバー・ロシェール

アルバータ大学囲碁クラブでは興味のある方を募集しています！私
は何年も前に札幌に住んでいたとき、囲碁を習いました。カナダでは
アルバータ大学とEJCAでチャック・エリオットさんに教わりました。
今は喜んで興味のある方たちに奥の深い囲碁について紹介していま
す。

囲碁は数千年もの歴史がありますが、ルールが大きく変わることなく
続いてきました。ルールの複雑さはチェッカーと同じようなものです
が、戦略面ではチェスよりはるかに複雑です。

囲碁は陣地を取り合うゲームです。碁盤には線がタテ・ヨコ１９本ず
つあり、対戦者間で陣地の囲い合いをします。碁石はフェンスの支柱
と考えてもいいかもしれません。一方の対戦者は黒の碁石、もう一方
は白の碁石を使います。ゲームは碁盤の上に碁石が何も置かれてい
ない状態から始まり、順番に空いている場所に碁石を配置していき
ます。まず黒色から先に始めるのですが、線で囲まれた四角の中に
碁石を置くのではなく、線の交差点に置いていきます。一度配置する
と碁石を動かすことはできません。ただ四方を相手の碁石に囲まれ
ると自分の碁石が取られてしまい、相手により最後に自分の陣地を
減らすのに使われてしまいます。

現在、エドモントンにあるアルバータ大学囲碁クラブでは、OGS囲碁
サーバーというオンラインのサービスを使って活動しています。パン
デミックの最中も日曜日のお昼12時から2時まで活動してきました。
感染防止の活動制限にもよりますが、今秋から実際に直接、集まるこ
とができるかもしれません。興味のある方はぜひ私、オリバー・ロシ
ェール（ualbertagoclub@gmail.com）までお知らせください。

Go Club
/	Oliver	Rossier

The	University	of	Alberta	Go	club	welcomes	new	players!	I	first	
learned	Go	when	I	lived	in	Sapporo,	Japan	many	years	ago.	
Later	I	learned	from	Chuck	Elliott	at	the	University	of	Alberta	
and	the	EJCA	Centre.	So	now	I	would	like	to	return	the	favour	
and	introduce	this	beautiful	game	to	new	generations.

The	history	of	Go	stretches	back	thousands	of	years,	but	the	
rules	have	remained	mostly	the	same	throughout	this	very	long	
period.	The	rules	are	about	as	complex	as	checkers,	but	the	
strategy	is	many	times	more	complicated	than	chess.

Go	is	a	territorial	game.	The	board,	has	a	grid	of	19	lines	by	
19	lines,	may	be	thought	of	as	a	piece	of	land	to	be	shared	
between	the	two	players	-	perhaps	the	stones	are	the	fence	
posts?	One	player	has	a	supply	of	black	stones,	the	other	a	
supply	of	white.	The	game	starts	with	an	empty	board	and	the	
players	take	turns,	placing	stones	on	vacant	points.	Black	plays	
first,	and	the	stones	are	placed	on	the	intersections	of	the	lines	
rather	than	in	the	squares.	Once	played,	stones	are	not	moved.	
However	they	may	be	surrounded	and	so	captured,	in	which	
case	they	are	removed	from	the	board	as	prisoners.	

Currently	the	Edmonton	-	UAlberta	Go	club	meets	online	on	
the	OGS	Go	Server	-	Edmonton	-	UAlberta	Group.	During	the	
pandemic,	we	have	been	meeting	on	Sundays	between	Noon-
2pm.	Depending	on	health	restrictions,	we	might	be	able	to	
start	meeting	in	person	again	sometime	in	the	fall.	

For	more	information,	please	contact	me	at:	Oliver	Rossier	
(ualbertagoclub@gmail.com)

https://online-go.com/group/4922
https://online-go.com/group/4922
mailto:ualbertagoclub%40gmail.com?subject=
https://en.wikipedia.org/wiki/Go_(game)
https://online-go.com/group/4922
mailto:ualbertagoclub%40gmail.com?subject=
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本の紹介
/	大木　崇

中山信子、ジーン前田編、飯野正子、高村宏子、原口邦紘訳「日本在
住の日系カナダ人、戦後の歩み」（東京、JICA横浜海外移住資料館
学術研究プロジェクト、2021年）、EJCAゴードン・ヒラバヤシ図書
館蔵書

1946年、カナダ連邦政府は日系カナダ人に日本に「送還」されるか、
ロッキー山脈以東に移動するかの選択を強要した。全部で３９４６
名の日系カナダ人（日本国籍を持つ一世１３５５名、帰化一世６３０
名、カナダ生まれ１９７９名そのうち三分の一が１６歳未満）が日本「
送還」を選んだ。送還者は主に生まれ故郷に行き、その後、お互いの
連絡はなかった。1979年に全カナダ日系人協会の代表がリドレス補
償の説明で日本を訪問し、説明会を開いた時に初めてお互いに連絡
できるようになった。2008年送還者の一人の中山信子はジーン前田
と一緒に送還者でカナダに戻らずに日本で生活している14人に面接
して話を聞いた。そして2011年にこれらの話ををまとめて自費出版し
た。日本在住の送還者の話は、戦後の荒廃した日本で如何に生活し
たか、なぜカナダに戻らずに日本に留まることにしたかなど、とても
興味深い。原著は英語であるが、このたび日本のカナダおよび日系カ
ナダ人研究者3名が日本語に翻訳するにいたった。尚、翻訳者の一人
である原口邦紘氏はエドモントンに日本総領事館があった時に勤務
していたので、ご存知の方もいると思う。

たい焼きの思い出
/	イルディコー・グロスマン

たい焼きとは、魚の形をした、ワッフルのような生地の中にあんこが
入った温かい食べ物です。日本の多くの人たちにとって、たい焼きと
いうと子供のころを思い出すでしょう。私は3年前東京を訪れた時
に、人生で初めてたい焼きを食べました。つい昨日のように、私はそ
の時のことをはっきりと覚えています。日本に着いて２日目に私の家
族みんなで浅草にある浅草寺に行きました。いわゆる観光名所で、
普段はこういう場所には行かないようにしているんですが、浅草寺は
東京を代表する最古のお寺で、入り口には大きな門があって五重塔
がそびえ立ち、仲見世にある活気のあるお店は絶対に見るべきもの
だと思います。雷門をくぐり抜けてすぐ、仲見世の古風な商店街を進
み、本堂の少し前で、線香の煙を浴びました。何もかも印象的で圧
倒する経験で、同時にお腹も空きました。

私たち家族は、雷門とは別の方向にある商店街でおいしそうな食べ
物を探しました。ここにあるお店のほとんどは同じ家族により何世代
も営んでいるそうで、土産物やおいしい屋台の食べ物、思わず食べ
たくなるおかし等を売っています。ぐるりと回る大きな鋳鉄で出来た

Book Review
/	Takashi	Ohki

Nobuko	Nakayama	and	Jean	Maeda	editors,	Japanese	
Canadian	Stories	from	Japan	(Tokyo,	privately	printed,	2011);	
available	at	the	EJCA’s	Gordon	Hirabayashi	Library

In	1946,	the	Government	of	Canada	forced	Japanese	Canadians	
to	choose	either	being	“repatriated”	to	Japan	or	moving	
east	of	the	Rocky	Mountains.	A	total	of	3,946	Japanese	
Canadians	(1,355	first-generation	Japanese	Canadians	with	
Japanese	nationality	but	without	Canadian	nationality,	630	
first-generation	naturalized	Japanese	Canadians,	and	1,979	
Canadian-born	Japanese	Canadians	of	which	one-third	were	
younger	than	16)	chose	“repatriation”	to	Japan	by	ship.	They	
were	scattered	all	over	Japan,	often	to	their	hometowns	and	
did	not	have	opportunities	to	meet	each	other	until	1989	
when	representatives	of	the	National	Association	of	Japanese	
Canadians	came	to	Japan	and	held	meetings	to	provide	them	
with	information	on	the	Redress	program.

In	2008,	Nobuko	Nakayama,	one	of	“repatriated”	Japanese	
Canadians	and	her	friend	Jean	Maeda,	decided	to	talk	to	some	
of	Japanese	Canadians	who	had	been	“repatriated”	to	Japan	
and	decided	to	remain	in	Japan.	They	interviewed	14	of	them	
and	in	2011	privately	printed	the	collection	of	those	interviews.	
Those	stories	tell	us	how	they	coped	with	tough	life	in	Japan	
devasted	by	the	war	and	why	they	chose	to	remain	in	Japan	
after	it	became	possible	for	them	to	return	to	Canada.

Memories of Taiyaki
/	Ildikó	Grossmann

Taiyaki	is	a	warm,	fish-shaped	waffle-like	cake	with	red	
bean	filling.	For	most	Japanese	people	it	brings	back	many	
childhood	memories.	I	had	my	first	taiyaki	ever	in	Tokyo	three	
years	ago.	I	can	picture	the	moment	so	clearly	in	my	mind	
and	recall	all	the	feelings	and	thoughts	connected	to	it,	like	
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it	was	yesterday.	On	our	second	day,	with	my	family,	I	visited	
Senso-ji	Temple	in	Asakusa.	It	is	a	tourist	hot	spot,	something	
we	generally	try	to	avoid,	but	Tokyo’s	oldest	iconic	temple	
surrounded	by	imposing	gates,	a	five-story	pagoda,	and	the	
vibrant	stalls	of	the	Nakamise	Dori	is	a	must-see	destination.	
Right	after	passing	through	Kaminarimon,	we	strolled	a	bit	on	
the	old	shopping	street	and	took	a	smoke	bath	at	the	massive	
incense	burner	before	we	approached	the	temple.	It	was	all	
quite	an	impressive	and	overwhelming	experience	and	made	
us	hungry.

We	checked	the	other	gate	of	the	shopping	street	for	some	
delicious	food.	Most	shops	in	this	arcade	had	been	run	by	the	
same	families	for	several	generations,	selling	souvenirs,	top-
class	street	food	and	irresistible	snacks.	The	taiyaki	maker	with	
the	rotating,	heavy	moulded	iron	pan	looked	unique	to	us	but	
the	wonderful	aroma	reminded	us	of	our	country’s	own	waffle.	
We	had	to	try	it!	Each	of	these	fish-shaped	cakes	was	filled	
with	azuki	beans	and	packed	fresh	and	warm	into	separate	
nice	paper	bags.	I	wanted	to	take	a	bite	immediately,	but	the	
master	signed	with	his	hand	that	we	stop	eating.	He	handed	
me	a	message	written	in	English:	“Please	eat	it	only	in	a	tent	
provided	for	this	purpose.”	What	a	surprise!	We	had	to	wait	
and	look	for	that	place	as	fast	as	possible.	Finally,	with	many	
Japanese	people	surrounding	us,	we	could	sit	around	a	table	
and	eat.	It	smells	just	like	a	European	waffle	but	tastes	totally	
different!	It	had	wonderful	crispy	skin	but	was	nice	and	chewy	
inside.	The	red	bean	inside	was	moderately	sweet.	No	taste	of	
fish	;-).	This	was	a	yummy	dessert.

Throughout	the	month,	we	visited	many	Natsu	Matsuri	in	
different	parts	of	Tokyo	and	tasted	this	delicacy	a	few	more	
times	alongside	other	unique	kinds	of	food.	Outside	in	those	
parks,	we	could	just	eat	our	taiyaki	immediately	out	of	the	
paper	pocket	while	listening	to	taiko	drummers	and	the	singing	
dancer	of	the	Bon	Odori.

I	was	so	excited	to	hear	about	the	plan	that	EJCA	would	now	
have	this	wonderful	fish-shaped	Taiyaki	to	share	at	any	future	
summer	festivals.	We	might	have	to	wait	a	bit	for	this	kind	of	
event,	but	until	then	I	really	appreciated	the	opportunity	to	
use	the	giant	cake-creating	machine	to	bake	individually	for	
ourselves.	I	used	the	provided	recipe	for	the	dough	and	filled	
some	of	the	pieces	with	anko,	and	also	tried	a	more	European-
style	filling.	You	might	want	to	try	the	hazelnut	chocolate	
spread	from	Lindt.	You	will	probably	forget	Nutella	forever.	
Now,	I	am	gathering	other	ideas	for	fillings	(any	tips	for	me?)	and	
would	like	to	improve	my	technique	to	achieve	a	crispier	skin.

Yes,	I	am	missing	the	Natsu	Matsuri	at	the	EJCA	too,	but	I	
enjoyed	these	self-made	pieces	of	art	with	my	family!	We	
had	so	much	fun	with	my	son	by	making	it.	I	will	sign	up	for	
another	baking	event	and	make	much	more	to	share	with	
friends	and	freeze	some	of	them	for	cold	winter	days	when	we	
can	thaw	them	up	again	to	create	heartwarming	moments,	for	
prosperity,	good	fortune,	and	celebration.

たい焼き器のあるたい焼き屋さんが私たちの目に留まりました。たい
焼きの香ばしい香りで自分たちのよく知っているワッフルを思い出し
ました。これは絶対食べないと！と思いました。魚の形をしたたい焼
きは中にあんこが入っていて、出来立てであつあつのものを一つずつ
紙袋に入れてもらいました。すぐに食べようと思ったとたん、お店の
人が、まだ食べるなというジェスチャーをして、食べるためのテント
の中で食べるようにという英語で書かれたメッセージを私に渡しま
した。驚きです、食べる場所が決まっているんですね。食べたい気持
ちを我慢して、指定されている場所を探しました。テント内の人たち
は日本の人ばかりでしたが、やっと空いているテーブルを見つけ席に
つきました。香りは洋風のワッフルのようですが、味は全然違いまし
た。外はカリカリで中はもちもち。あんこは甘さ控えめなかんじで、
もちろん、魚の味はしませんでした。とてもおいしかったです。

日本を旅行中、東京の別の場所で何度も夏祭りが開かれているとこ
ろに行き、色々とカナダでは食べられない物を食べたり、また二、三
回たい焼きも食べました。夏祭りの会場では、盆踊りの曲や太鼓の
音が流れていて、それを聴きながら、たい焼きを買ってすぐに紙袋か
ら出して食べました。

EJCAで夏祭りにたい焼きを出す予定があるというのを聴いて感激で
した。お祭りが実際に開かれるまではしばらく待たないといけなさそ
うですが、EJCAで購入したたい焼き器を使って、自分たちでたい焼
きを作るイベントがあることにはとても感謝です。イベントでは、もら
ったレシピを使って生地を作り、あんこを中に詰めましたが、あんこ
だけでなく、洋風のものも中に詰めました。中に入れるものとしてリ
ンツのヘーゼルナッツ風味のチョコレートペーストがお勧めです。ヌ
テラとは比べ物になりません。他にもたい焼きの中に入れられるも
のを考えています。何かいいアイデアがあったら教えてください。そし
て、生地の外がカリカリになるように焼き方もうまくできたらいいな
と思います。

EJCAで開かれる夏祭りが恋しいですが、たい焼きのイベントで自分
たちでたい焼きを作ることができて良かったです。私の息子と一緒に
作れたのは楽しかったです。また今度のたい焼きのイベントも参加す
るつもりで、今度はたくさん作って、友達とシェアしたり、冷凍庫で凍
らせて、冬の寒い日に温めて食べられるようにしようと思います。た
い焼きの思い出で心も一緒に暖まるといいですね。
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たい焼き大漁
/	マリア・タン、エラ・タン、マイケル・トルブーム

EJCAの食べ物関係のイベントはいつも楽し
ませて頂いていたので「もしもし」で宣伝さ
れていた、たい焼きの行事をみて心が躍りま
した。新型コロナ感染症の為に長い間アー
ガイルのコミュニティーセンターでのEJCA
の活動に参加できなかったこともあり、たい
焼きを作る日がとても待ち遠しかったです。

私たちは午前中早くに到着して直ちに作業
を始めました。必要なキッチン道具を並べた
り材料を揃えたりと、まるでテレビにでてく
るお料理番組のようでした。まずは小麦粉
などの乾いた材料を一緒に混ぜたりと素早
く作れるように効率よく準備しました。家族

が一致して役目を果たしました、一人がタイ焼きのもとを注ぐともう
一人が綺麗な形になるように成型してもう一人がまた次のタイ焼きの
皮のもとを作り始めるのです。ずっと同じ作業を続けるのではなく各
々の役目を交代して皆が全ての行程を経験してみました。もちろんも
っとも大切な作業は品質管理、味見ですよね！

EJCAの新し機材を試してみるのはとても楽しかったです。たい焼き
機は一度練習しただけで簡単に使えましたし、お料理の手順を教え
てくれるチュートリアルの動画もとても分かりやすかったです。（余
談ではありますが、たい焼きの作り方動画に出てきた謎のスーパー女
優さんはなんと大木早苗さんだったそうなんです！）

終わりごろには４１個の美味しそうな粒あん、カヤ(マレーシア風ココ
ナツジャム）になんとマシュマロがたっぷりつまったかわいいお魚が
出来上がりです。

こんなに沢山作ったのですが、たい焼きは冷凍もでき電子レンジで
解凍してオーブントースターにいれるだけでまた美味しく頂けます。
聞いた話によるとエアーフライヤーで温めなおしても美味しいという
事です。

素晴らしいたい焼きイベントに感謝です！

Taiyaki in Abundance
/	Maria	Tan,	Ella	Tan,	and	Michael	Tolboom

EJCA’s	food-related	events	are	
always	enjoyable,	so	our	family	
was	thrilled	to	see	the	Taiyaki	
workshop	advertised	in	Moshi	
Moshi.	We	looked	forward	to	trying	
out	the	taiyaki	maker,	and	to	be	
back	at	EJCA	after	a	long	pause	in	
activities	at	the	Argyll	Community	
Centre	during	COVID-19	
restrictions.

We	arrived	early	in	the	morning	
and	got	straight	to	work,	laying	out	
all	our	equipment	and	ingredients,	
just	like	on	the	cooking	shows.	We	
had	pre-mixed	the	dry	ingredients,	so	the	batter	came	together	
lickety-split.	We	enjoyed	working	together	as	a	family;	one	
person	poured	batter	into	the	taiyaki	mould,	the	next	one	filled	
each	fish,	while	another	started	mixing	the	next	batch	of	batter.	
We	took	turns	trying	different	aspects	of	the	process,	making	it	
a	fun	learning	experience.	Of	course,	the	most	important	task	
was	quality	control,	i.e.,	taste	testing!

It	was	fun	taking	EJCA’s	new	acquisition	for	a	test	run	–	the	
taiyaki	maker	was	easy	to	use	after	a	first	practice	batch,	and	
the	video	tutorial	had	provided	a	helpful	walkthrough	of	the	
cooking	process	(As	an	aside:	we	discovered	that	the	mystery	
movie	star	in	the	taiyaki	video	was	none	other	than	our	own	
Sanae	Ohki!)	

By	the	end	of	the	session,	we	had	41	delectable	fishy-looking	
snacks,	filled	with	Tsubuan	(chunky	red	bean	paste),	Kaya	(a	
Malaysian	coconut	jam),	and....Marshmallow!	

Given	the	abundance	of	taiyaki	we	baked,	it’s	great	that	these	
snacks	freeze	well	and	reheat	nicely	using	a	combination	of	the	
microwave	and	toaster	oven.	A	little	bird	told	us	that	they’re	
also	delicious	when	reheated	in	an	airfryer!	

Thank	you	for	a	fun	and	delicious	Taiyaki-making	event!

Miyazaki Prefecture: From the Eyes of 
an Edmontonian
/	Dalvir	Gill

Today	I	would	like	to	share	a	little	bit	about	my	experiences	
in	Miyazaki	Prefecture.	In	the	coming	issues	I’ll	go	into	greater	
detail	about	my	experience	as	well	as	my	favourite	places	
and	favourite	things	but	for	today	I	would	like	to	give	a	brief	
introduction.

宮崎県：エドモントン人の目から
/	ダルビア・ギル

今日、私は宮崎県宮崎市での暮らしについて少し語りたいと思いま
す。将来の記事で様々な経験、名物と名所を詳しく紹介しますが、当
記事は宮崎県と宮崎市の簡潔概要です。

まずはさっと地理の復習をしましょう。なぜならカナダの知人のみん
なは宮崎という名前を聞いたら、宮崎駿監督について考えてしまうか
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らです。宮崎県は日本列島の九州の南東にあって、熱帯気候でカナダ
よりかなり暖かい所です。夏は４０度になって、冬の最低気温が大体
０度位で宮崎県はカナダと同じ厳しい寒さを感じるチャンスのない
熱帯天国です。ですから宮崎県は「日本のひなた」という表現で呼ば
れますが、そうかといっても梅雨や台風は避けれないですね。

一つの面白い記憶はアパートの玄関がカニとヤモリに侵入されたと
きのことです。宮崎は自然と生物と一緒に調和しているのだと思いま
した。アパートの階段にクワガタ虫を観たときにまたその調和を思い
出されました。そんな光景を見慣れている人にはそう壮大ではない
かもしれませんが、私にとってはとても良い記憶です。子供の時から
ポケモンの大ファンなので、様々な生物を見ながら、ポケモンのイン
スピレーションの元がはっきりわかったのは特別でした。

景色といえば、宮崎県は運転しているうちに美しい山林に囲まれて、
どんな方でも感心するはずです。ある日、宮崎県高千穂町の周辺の
林道を運転した時、私の車から１０メートルほどの所に鹿の群れが
いました。あの場所、あの時はファンタジーのような眩しい体験でし
た。

美しい山がある一方で、海もまた
絶景です。サーフィンはとても
有名で、２０１９年９月にワー
ルドサーフィンゲームスが宮
崎の木崎浜で開催されまし
た。私はサーフィンのプロ選
手を観たときにすごく感心し
ながら、選手達はどうやって
そう器用に波に乗るのかと
関心を持ちました。

次の会報では宮崎県の好
きな名物について紹介し
たいと思います。みなさん
ここまで読んでくださって
ありがとうございました。次

の会報をお楽しみにしていて
ください！

But	first	a	quick	geography	review,	since	many	people	I	know	
often	confuse	Miyazaki	Prefecture	with	the	Film	director	Hayao	
Miyazaki.	Miyazaki	Prefecture	is	located	on	the	southeast	part	
of	the	Kyushu	island	along	the	Japanese	archipelago	and	
with	its	tropical	climate	is	much	warmer	than	Canada.	With	
temperatures	in	the	summer	reaching	40	degrees	and	a	winter	
low	of	0	degrees,	Miyazaki	Prefecture	is	a	tropical	paradise	
where	you	can	more	or	less	avoid	the	cold.	Because	of	the	
climate	it’s	referred	to	as	the	“Sunny	side	of	Japan”,	but	the	
rainy	season	and	typhoons	among	other	things	are	still	a	fact	of	
life.	

One	really	cool	memory	I	have	of	Miyazaki	is	when	my	
apartment	entrance	had	been	occupied	by	a	tiny	gecko	and	
a	crab.	At	that	time	I	really	got	a	sense	of	how	life	in	Miyazaki	
was	in	harmony	with	nature,	even	in	the	city.	I	was	reminded	
of	that	same	harmony	again	when	I	saw	a	stag	beetle	on	the	
stairs	to	my	apartment.	While	these	
little	experiences	might	not	be	so	
special	for	those	who	have	seen	
them,	they	really	stuck	with	
me.	As	someone	who	grew	up	
playing	the	pokemon	games,	I	
saw	the	inspiration	of	the	games	
with	my	own	eyes	and	that	was	
special.

As	far	as	the	scenery	goes,	
anyone	driving	along	the	
forested	mountains	will	
be	left	awe	inspired	by	
the	beautiful	greenery.	I	
remember	driving	along	
the	outskirts	of	Takachiho	
on	a	road	in	the	middle	
of	a	forest	and	I	was	
maybe	10	metres	away	
from	a	group	of	deer.	That	
forest	setting	with	the	deer	
could	only	be	described	as	a	
fantastical	experience.	

So	while	you	have	really	beautiful	
mountains	on	one	side,	on	the	other	
side	is	a	super	cool	view	of	the	ocean.	
While	I	was	there	I	got	to	watch	the	2019	
World	Surfing	Games	which	were	held	on	Kisaki	
beach.	While	watching	the	competitors	ride	the	waves	
with	such	skill,	I	was	honestly	blown	away	at	how	anyone	
could	do	something	so	effortlessly.	

In	the	next	article	I’d	like	to	introduce	some	of	my	favourite	
local	specialties.	I’d	also	like	to	sincerely	thank	everyone	for	
reading	up	to	this	point	and	I	really	hope	you’ll	be	looking	
forward	to	the	next	issue!
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秋といえば
/	エルドン・キムソン

最近、「〜の秋」というフレーズを知り興味を持ちま
した。「読書の秋」や「スポーツの秋」など、夏の暑
さがひと段落した秋に行うのにぴったりだから、と
いう理由が語源の一つのようです。これをきっかけ
に、自分のお気に入りの秋アクティビティはなんな
のか考えてみました。

食欲の秋 
いくつか「〜の秋」というフレーズがある中で、断ト
ツで好きなのはやっぱり「食欲の秋」です。美味しい
食べ物には目がありません。肌寒くなってきた頃、恋
しくなる食べ物といえばやっぱりラーメンです。

この一杯は、バンクーバー、キツラノにある
DANBO（暖暮）というお店で食べたもの。もしキツ
ラノ地区に行く機会があれば、ぜひ立ち寄ってみて
ください。

スポーツの秋	
スポーツとは少し違うかもしれません
が、涼しくなり紅葉を楽しめる季節に
ハイキングをするのが好きです。暑い
のは苦手なので…夏場は屋内でエアコ
ンの前に陣取ってしまいます。

BC州Fieldという小さな町にあ
る、Truffle	Pigs	Bistro	+	Lodge	は山
でのハイキングが好きな方におすすめ
です。春や秋などのピークを外したシ
ーズンはとても静か。あまり大々的に
は知られていないお店（ロッジ）かも
しれませんが、実は色んなところから
このビストロ目当てて観光客がやって
くる、隠れた名店です。

読書の秋	
普段なかなか腰を据えてじっくり本を
読む機会を作れないため、ポッドキャ
ストやオーディオブックを聴くことが
多いです。最近、『トーフグ』という日
本や日本語についてのポッドキャスト
を聴き始めました。日本語の単語や慣
用句の意味はもちろんのこと、その言
葉の文化背景についても教えてくれる
のがとても興味深く、また背景を知る

ことによって記憶に残りやすいなと思います。

The Autumn Of
/	Eldon	Kymson

I’ve	recently	learned	of	four	Japanese	
idioms	about	autumn	that	inspired	
me	to	share.	They	are	considered	the	
best	things	to	do	in	Japan	during	the	
season,	which	got	me	thinking,	what	
are	my	favourite	things	to	do	in	the	
fall?

食欲の秋 / The autumn of appetite	
I	don’t	know	if	these	idioms	are	meant	
to	be	in	a	particular	order,	but	this	one	
is	definitely	top	of	the	list	for	me.	Food	
is	my	weakness!	When	the	air	begins	
to	cool,	nothing	is	more	comforting	
than	a	hot	bowl	of	ramen.

This	bowl	here	is	from	Ramen	Danbo	
in	the	Kitsilano	area	of	Vancouver.	If	
you’re	ever	in	that	area	and	you’re	a	
ramen	head	like	me,	be	sure	to	drop	in.

スポーツの秋 / The autumn of sports	
It’s	not	quite	a	sport,	but	I	do	enjoy	
hiking	when	the	weather	is	crisp	and	
the	leaves	are	turning.	It	might	be	
an	unpopular	take,	but	I’m	not	a	fan	
of	the	heat.	On	hot	summer	days,	
I’m	hiding	inside,	hugging	the	air	
conditioner.

Anyway,	an	amazing	place	to	stay	for	
some	mountain	hiking	is	Truffle	Pigs	
Bistro	+	Lodge	in	the	tiny	town	of	Field,	
BC.	During	the	off	seasons	(particularly	
spring	or	fall)	it’s	usually	very	quiet.	And	although	
Truffle	Pigs	is	sort	of	a	hidden	gem,	people	come	
from	all	over	to	dine	in	the	bistro,	which	is	quite	
well	known	for	its	food.

読書の秋 / The autumn of book reading	
I’m	one	of	those	people	that	find	it	difficult	to	sit	
down	and	read	a	book,	so	I	get	my	reading	done	
through	podcasts	and	audiobooks.	I	recently	
started	listening	to	The	Tofugu	Podcast,	which	is	
all	about	Japan	and	the	Japanese	language.	Out	of	
the	handful	of	episodes	I’ve	listened	to	so	far,	the	
hosts	explain	not	only	a	word	or	phrase’s	meaning	
but	its	cultural	context,	which	I’ve	found	very	
interesting	and	helpful	for	retention.

As	for	audiobooks,	the	next	one	I	have	downloaded	
is	They	Called	Me	Number	One	by	Bev	Sellars,	a	memoir	of	
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Xat’sull	chief	Bev	Sellars	and	her	experience	growing	up	in	one	
of	Canada’s	residential	schools.

芸術の秋 / The autumn of art	
As	a	graphic	designer,	photography	is	something	that	
goes	hand	in	hand	with	my	work.	I	wouldn’t	call	myself	a	
photographer	by	any	stretch,	but	I	do	love	to	dabble	in	it.	Just	
like	design,	it	challenges	and	stretches	my	ability	to	capture	an	
idea,	a	feeling,	or	an	interesting	composition.	And	not	only	does	
a	photo	capture	a	memory,	
the	way	you	shoot	and	
edit	it	can	influence	the	
way	you	remember	that	
moment.

I	snapped	a	shot	of	this	koi	
hiding	in	the	shallows	at	
the	U	of	A	Botanic	Garden.	
I	visited	this	fall	for	the	
first	time,	and	I	shake	
my	head	that	I’ve	never	
been	here	before.	It’s	right	
in	our	backyard	and	it’s	
absolutely	breathtaking.

What	are	your	favourite	
things	to	do	in	the	fall?

次に読む予定のオーディオブックは、Bev	Sellars	さん著の『They	
Called	Me	Number	One』です。	Xat’sullというカナダ先住民族の
チーフであるBev	Sellarsさんの自叙伝で、寄宿学校制度での体験に
ついてが綴られています。

芸術の秋	
私はグラフィックデザイナーなのですが、私の仕事と写真には密接な
関わりがあります。フォトグラファーとはとても名乗れませんが、写

真を撮ることはとても好きで
す。デザイン同様、アイディア
や感情をとらえたり、面白い
構図を表現する力を養って伸
ばしてくれます。写真は記憶を
留めておくだけでなく、どのよ
うにその瞬間をとらえたり編
集するかで、その記憶をどの
ように自分が覚えておきたい
か、に影響を与えることがで
きます。

あなたのとっておきの秋の過
ごし方は何ですか？

欠号の「もしもし」のご寄付いただきました！
/	大木　早苗

欠号の「もしもし」のご寄付いただきました！

エドモントン日本文化協会の貴重な財産の一つは1977年に発行され
てから保存されている「もしもし」です。印刷された会報は保管され
ています。そしてSoftcopyはWebsiteからOnlineで読んでいただける
ようになっています。

会員のグラント・シカゼさんが欠号になっていた1983年2月号、1986
年４-５月号、1991年8-9月号を寄付してくださいました。1977年の初
代会報編集員はゴードン・ヒラバヤシ、ルーシー・タカハシとフロー
レンス・シカゼの三名でした。グラントはフローレンスのご子息です。
フローレンスは数年前に亡くなられましたが、遺品の中にEJCAで欠
号になっているのを見つけて寄付してくださいました。ありがとうご
ざいました。

1977年の1月号、2-3月号、6-7月号、8-9月号は見つからずとても残念
ですが、4-5月号と10-11月号があります。1977年は日本人が初めて
カナダに住み始めた年といわれる1877年から100年目で、カナダ中
の日系人会が各地で盛大な100年祭を催しました。エドモントン日系
人会でも大きなフロートを作って、ダウンタウンでパレードをしまし
た。このフロートをみんなで	

Missing Moshi Moshi Issues Donated!
/	Sanae	Ohki

One	treasured	aspect	of	EJCA	is	our	long-running	newsletter	
“Moshi	Moshi”	which	has	been	published	since	1977.	Printed	
physical	copies	of	the	newsletter	are	diligently	preserved.	In	
addition	to	the	physical	copies,	the	newsletter	is	available	
digitally	on	our	website.

Grant	Shikaze,	a	member	of	EJCA,	has	graciously	donated	to	
us	the	following	missing	issues	of	February	1983,	April-May	
1986,	and	August-September	1991.	Gordon	Hirabayashi,	Lucy	
Takahashi,	and	Florence	Shikaze	first	began	the	Moshi	Moshi	
Newsletter	in	1977	with	Grant	being	the	son	of	Florence.	Sadly	
Florence	passed	away	several	years	ago	but	among	the	items	
inherited	by	Grant	were	the	aforementioned	articles	of	Moshi	
Moshi,	which	were	kindly	donated,	and	for	that,	we	are	very	
thankful.	

For	the	year	1977,	we	have	unfortunately	not	found	the	issues	
for	January,	February-March,	June-July,	and	August-September	
but	we	have	possession	of	the	issues	for	April-May	and	October-
November.	1977,	also	referred	to	as	Japanese	Canadian	
Centennial	77,	celebrated	100	years	of	Japanese	Canadian	life	
and	was	celebrated	in	each	region	throughout	the	nation	to	
commemorate	the	occasion.	In	downtown	Edmonton,	a	parade	
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was	held	using	large	floats	created	by	the	Japanese	association	
of	Edmonton.	It’s	thought	that	the	need	to	plan	the	creation	of	
the	floats	led	to	the	first	publication	of	the	Moshi	Moshi.

In	the	1977	issue	for	October-November,	there	is	an	article	
about	the	EJCA	sponsored	Japanese	curling	tournament	which	
was	held	from	November	11th-13th.	Starting	with	curling	
teams	gathered	from	Alberta,	British	Columbia,	Manitoba,	and	
Ontario,	an	opening	dinner	and	dance	were	held	on	the	Friday	
evening	which	was	followed	by	a	grand	banquet.	Today	there	
are	members	of	EJCA	who	were	part	of	the	planning	committee	
for	the	tournament	who	we	would	love	to	talk	to	about	such	a	
historical	event.	

Furthermore,	on	the	28th-30th	of	October	in	1977,	a	Japanese	
youth	conference	was	held	in	Calgary	gathering	100	youth	
of	Japanese	heritage	from	across	the	nation	with	details	of	
the	conference	recorded	in	detail	regarding	topics	of	heritage	
and	identity.	Lastly,	there	was	an	EJCA	membership	pricing	
listed	with	a	rate	of	3	dollars	for	individual	memberships	and	
5	dollars	for	family	memberships.	Here	is	the	link	to	the	Moshi	
Moshi	edition	of	October-November	1977.

https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_
moshimoshi_1977_10.pdf

Moshi	Moshi	is	truly	a	precious	archive	of	the	history	and	
experiences	of	the	EJCA.	If	you	happen	to	have	the	missing	
issues	from	1977	or	any	other	missing	issues	of	Moshi	Moshi	
please	feel	free	to	reach	out	to	us.	We	will	kindly	accept	a	
photocopied	or	scanned	version	of	the	missing	issues.

計画して作る必要があったことも会報が発行されるきっかけだった
と聞いています。

1977年10-11月号には、11月11日から13日までEJCA主催で日系カー
リング大会が行われた記事があります。アルバータ州はもちろん、オ
ンタリオ、B.C.，マニトバからたくさんのカーリングチームが集まり、
金曜日の夜は開会の夕食とダンス、土曜日は晩餐会が盛大に行われ
た様子が出ています。準備委員の中には今もEJCAの会員の方がいら
っしゃるので、この歴史的な行事のお話も伺いたいです！

又10月28-30日にはカルガリーで日系青少年カンファレンスが行わ
れ、100人の日系青少年が全カナダから集まったことや、カンファレ	
スの内容が記録されています。	

最後にEJCAの会員募集のお知らせもあり、個人会員3ドル、家族会
員5ドルとあります。この「もしもし」へのリンク：	
https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_
moshimoshi_1977_10.pdf　

本当に「もしもし」には貴重な情報がたくさん残されています。もし
お手元に1977年又はその他の欠号になっている「もしもし」がありま
したら、どうぞ、ご連絡ください。コピーさせていただくだけで結構
です。

https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_moshimoshi_1977_10.pdf
https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_moshimoshi_1977_10.pdf
https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_moshimoshi_1977_10.pdf
https://ejca.org/resources/40_NEWSLETTER/pre2020/EJCA_moshimoshi_1977_10.pdf
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「コロナ時代のお子さんの発達」専門家との
お話会
/	大木　早苗

小さいお子様やお孫さんをお持ちのご家庭の皆様、コロナの閉じら
れた社会での育児にご心配ですね。「去年第1子を迎えたけれど、生
まれてからずっと、家族意外に抱かれたことがないんです、他の子供
と遊んだこともないし…」「私の所ではやっと保育園に入れること
になった時にコロナで、感染が心配で保育園もやめて、もう1年以上
家の中と散歩ばかり、こういう世の中で育っていく子供はきっと発達
上特に気を付けていかないとだめだと思うんです、どうしたらよいの
か、テレビやInternetでいろいろ聞いたり読んだりするけど、では、私
は何ができるのかよくわからないんです…」　

こんな気持ちをお持ちの方へ朗報です！専門家のお話を伺いなが
ら、ご一緒に話し、何ができるのかアイディアを共有する機会ができ
ました！

子供の発達がご専門の松嵜順子さんが、今エドモントンにご滞在で
す。松嵜さんは大阪大学で博士号を取得後，子供の発達を専門と
した臨床心理士および研究者として日米の医療，教育，福祉分野で

勤務され、現在はカナダで学生としてCollegeでEarly	childhood	
educationを専攻していらっしゃいます。松嵜さんを講師としてお迎
えし、エドモントン日本文化協会会員を対象に専門家から見たコロ
ナ時代の子供の発達についてお話を伺ってから、みなさんとの話し
合いの中から、こどもたちの日々の生活がより快適かつ楽しくなるよ
うなアイディアを共有する会を計画しました。

日時：	 10月9日(土)　午前10時―11時

場所:	 Zoomを使ってOnline

対象：	 0歳から12歳くらいのお子様(お孫さん)をお持ちのご家	
	 庭，その他子供の発達に興味のある皆様、大歓迎！

参加資格：	 エドモントン日本文化協会会員で日本語での会に参加	
	 できる方。

参加費：	 無料

参加者数：	 参加数が多い場合は　話し合いができる程度の参加者	
	 数で2回行う予定です。

登録：	 こちらからどうぞ	
	 https://ejca.wildapricot.org/event-4496429	

https://ejca.wildapricot.org/event-4496429
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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 
 

 

                                                 がががオンラインオンラインオンラインででで

カナダ全⼟で受講可能になりました!カナダ全⼟で受講可能になりました!カナダ全⼟で受講可能になりました!
脳の運動教室脳の運動教室脳の運動教室

カナダ全⼟にお住いの在留邦⼈、⽇系⼈とオンライン

でつながり、楽しく体と脳を動かしながら、感染予防

について⼀緒に学びましょう！

開催期間 7⽉30⽇〜12⽉10⽇
毎週⾦曜⽇（全20回）
午前10時〜12時 (PST)

参加費無料 各回40席のみ
 ご予約はこちらから↓1回毎のお申込みです。

       https://noun.wchealthymemory.com

＜10-11⽉のトピック＞
10/1 コロナ禍での仕事と⽇常⽣活
10/8  動物との暮らし
10/15カナダ極北の野⽣動物の世界 
10/22 正しい情報の探し⽅
10/29 防災コラム③避難計画

West Coast Healthy
Memory Societyは
2019年に誕⽣
したNPOです。

⽇本外務省による「海外在留邦⼈・⽇系⼈の⽣活・ビジネス基盤強化事業」  の⼀環です。
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11/5  コロナ下のメンタルヘルス
11/12 新型コロナウイルスの現状②
11/19 オーロラ鑑賞の全て
11/26 防災コラム④避難⾏動

20 years of experience including 15+ years of working 
with Cirque du Soleil. Japanese gentle needling, Moxa, 

thermal therapy, and cupping.

日本鍼灸師国家資格/アルバータ州 登録鍼灸師（保険適応）

日本及びカナダのクリニック勤務、シルクドソレイユサーカス
のパフォーマーへの施術など、治療歴２０年。日常の痛みや不
具合をしっかりと見直し、QOL(クオリティオブライフ)を高め

ていくお手伝いをします。

お子様から年配の方まで幅広く治療を受け付けています。 
日本語でお身体のメンテナンスをしませんか。

Yoko Masuda 
Acupuncture

REGISTERED ACUPUNCTURIST

780-220-4398  |  yokomasuda.acc@gmail.com

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		
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	
Noriko	Taira	
Tamara	Sutherland

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

Web Admin Team	
Andre	Prefontaine	
Eldon	Kymson	
Mana	Low	
Stefan	Grossmann

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

Scholarship & Grant 
Work Group	
David	Mitsui	
Daiyo	Sawada

Heritage Festival 
John	Priegert

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. 53 Translators	
Dalvir	Gill	
Mana	Low	
Shinya	Kataoka
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