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P R E S I D E N T ’ S  C O R N E R 会 長 便り

/	Paul	Fujishige

We	are	nearing	the	end	of	another	year	and	time	
marches	on!	

All	things	considered,	2022	has	been	a	successful	year	
with	some	renewed	activities	at	the	Centre	and	continued	
caution	that	limited	larger	group	events.	We	did	participate	in	
the	Heritage	Festival	in	August	and	had	an	in-person	AGM	in	
October.	However,	we	did	not	hold	the	Natsu	Matsuri	Summer	
Festival	in	July	or	the	Fall	Bazaar	in	October.		

Thankfully	we	believe	we	did	not	lose	any	EJCA	member	to	
COVID-19.

Will	2023	be	a	return	to	normal	activities?	Not	sure	yet,	as	
we	continue	to	be	challenged	by	events	around	us.	Health	
concerns	of	COVID-19	have	shifted	to	broader	respiratory	
concerns,	particularly	amongst	our	youth.	Inflation	is	
squeezing	our	pocketbooks	and	the	weather	is	increasingly	
unpredictable.	

Your	newly	elected	Board	will	plan	the	next	year	with	these	
realities	in	mind.	Our	costs	of	operating	are	continuing	to	rise	
however	we	will	keep	looking	for	ways	to	limit	cost	increases	
for	events	and	activities.	With	the	proceeds	from	the	casino	in	
October,	that	should	help.

One	area	available	to	us	has	been	to	hold	virtual	events	using	
the	internet.	Our	recent	Online	Fall	Bazaar	gave	clubs	and	
groups	the	opportunity	to	sell	products	and	fund	raise.	Kudos	
to	the	team	that	successfully	put	this	event	together.

On	January	7th,	2023,	we	will	be	holding	our	New	Year’s	Party	
for	the	first	time	in	three	years.	We	have	decided	to	have	a	sit-
down	meal	instead	of	a	potluck	and	charge	a	subsidized	fee	per	
adult	and	child.	We	will	also	need	you	to	register	in	advance.	
The	event	will	be	lots	of	fun	and	allow	us	to	gather	and	toast	
the	New	Year!	
See	page	3	for	more	details.

The	NAJC	Human	Rights	Symposium	in	Toronto	at	the	end	of	
October	acknowledged	the	75th	Anniversary	of	the	founding	of	
the	National	Association	and	marked	the	80th	Anniversary	of	
internment.	Survivors	of	internment	were	honoured	at	a	dinner	
and	sessions	focused	on	areas	like	intergenerational	trauma	
and	mental	health,	building	solidarities,	anti-Asian	racism	and	
destigmatizing	the	homeless.	The	winner	of	the	Dr.	Gordon	
Hirabayashi	Human	Rights	Award	was	also	announced	(Ms.	
Kathy	Shimizu	from	Vancouver).

Edmonton	will	likely	be	the	site	of	the	National	Conference	
in	the	next	few	years.	In	preparation	for	this,	we	are	putting	

/	ポール・フジシゲ

時が過ぎるのは早いもので、今年も残すところわずかと
なりました。

いくつか会館での活動が再開した一方で、大規模な対面での
催しにはまだ注意が必要だったりと様々な面がありましたが、２０２
２年はEJCAにとって良い年だったと言えると思います。８月にはヘリ
テージ・フェスティバルへ参加することができましたし、１０月には対
面での年次総会を開くことができました。夏祭りと秋のバザーを開
催できなかったのは少し心残りです。

とても幸運なことに、コロナによってお別れを告げなくてはならなか
ったEJCA会員さまはおられないようです。

２０２３年は恒例の行事がまたできるようになるでしょうか。それは
まだ私たちにもはっきりとはわかりません。コロナによる健康問題
は、若い世代の呼吸器系の懸念にまで広がっているようです。インフ
レによる経済的懸念もありますし、気候はますます予測できないよ
うな状況になっていっています。

このような問題と向き合いながら、私ども役員会は来年の計画を立
てていきます。維持費などは年々上がる一方ですが、イベントや活動
などにかかる費用はできるだけ抑えるべく方法を探っていきます。１
０月に行われたカジノによる収益にだいぶ助けられそうです。

ネット上のバーチャル（オンライン）イベントは滞りなく開催できてい
ます。つい先日行われた秋のオンラインバザーは、クラブなどの活動
グループにとって費用調達の機会となったと思います。オンラインバ
ザーを計画・運営してくださったチームに感謝いたします。

２０２３年１月７日には、３年ぶりとなる新年会を予定しています。ポ
ットラックの代わりに食事は着席形式となり、参加費は会員割引価
格を頂戴いたします。そのため事前の参加登録をお願いすることにな
ります。皆様と新年をお祝いするのを今から楽しみにしております。
詳細は、３ページをご覧ください。

１０月末にトロントで開かれた、NAJC（全カナダ日系人協会）による
人権問題シンポジウムでは、NAJC設立７５周年と、日系カナダ人強
制収容の８０周年についても触れられました。日系カナダ人強制収
容所のサバイバーの方々に敬意を表して晩餐が行われ、また複数世
代に渡る心的外傷、メンタルヘルス、結束を高めること、アジア人に
対する人種差別への反対、ホームレスに対する劣等視を取り除くこ
と、などについてのセッションも行われました。さらに、バンクーバ
ーのキャシー・シミズさんがゴードン・ヒラバヤシ博士人権大賞を受
賞したことが発表されました。
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out	a	call	for	one	or	two	of	our	members	to	sit	on	the	NAJC	
conference	planning	committee.	Please	email	me	if	you	have	an	
interest	and	I	can	give	you	more	details.

I	hope	that	the	upcoming	holiday	season	will	be	hearty	and	
healthy	for	you	and	your	family	and	friends.	We	wish	you	peace	
and	joy	as	we	welcome	2023.

来年の全カナダカンファレンスはエドモントンで行われることが予定
されています。この準備のため、１〜２名のNAJCカンファレンス計画
委員会のメンバーを募集しています。興味を持ってくださった方は、
メールをお送りください。詳細をお伝えします。

ホリデーシーズンが、あなたやあなたのご家族やご友人の皆さまにと
って素晴らしいものになりますように。良いお年をお迎えください。

Unique opportunity and 
important notice
EJCA	needs	up	to	2	members	to	join	the	NAJC	
Conference	Planning	Committee.	This	committee	will	
be	developing	the	agenda	and	activities	for	upcoming	
national	conferences.

Email	Paul	Fujishige	president@ejca.org	for	more	
information.

Mark your Calendars! 
New Year's is back at EJCA!
Date:	Saturday,	January	7,	2023	
Time:	4:30	to	8:00	pm	
Place:	EJCA	Centre	
Cost:	$10	per	adult,	reduced	rate	for	children

Further	details	will	be	mailed/emailed	to	members.	
There	will	be	fun,	activities	and	special	guests.	
Kimono	wearing	is	welcome!

2023 Memberships are due by 
December 31st
Renew	at	https://ejca.org/Online-sign-up-form	or	mail	
in	the	application	form	at	the	back	of	this	issue.

お知らせと募集
NAJCカンファレンス計画委員会を務めてくださる最大２名
の会員様を募集しています。	来年開催予定のカンファレン
スの計画やアクティビティ提案などを担う委員会です。詳し
くは、EJCA会長ポール・フジシゲ：president@ejca.org	ま
でご連絡ください。

出席お待ちしています、 
EJCAでの新年会！
日にち：２０２３年１月７日（土）	
時間：午後４時半〜８時	
場所：EJCA会館	
参加費：大人１０ドル、お子さんは割引料金

詳細は会員の皆様にメールまたは手紙でお知らせします。
楽しいアクティビティや、スペシャルなゲストを予定していま
す。着物でのご参加も大歓迎です！

２０２３年メンバーシップ更新締め切り
は１２月３１日です
下記のウェブサイトより更新していただくか、今号の巻末に
ある更新用紙にご記入ください。	
https://ejca.org/Online-sign-up-form

mailto:president%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/Online-sign-up-form
mailto:president%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/Online-sign-up-form
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２０２３年メンバーシップ更新
師走も間近となり皆様のメンバーシップ更新の時期がやってきまし	
た。２０２２年１２月３１日までの更新に備え、近日中にEメールにて
お知らせをさせて頂きます。手続きをより快適にするために数点の注
意点を記載いたします。下記の手順を参照の上で更新がうまくいかな
いという方はお手数ですがEJCAまでご連絡下さい。	
(membership@ejca.org	/	nihongo@ejca.org)	

２０２３年新しく変更される点	

1.	 グループのみへのメールを受けられます。	
日本語サロン：日本語で行われるイベントや日本語でのお知らせ
をお送りします。日本語サロングループの方々の日本語での集り
も予定しています。	
	
ユース	(１４〜２６才):	ユース向けのお知らせをお送りします。

2.	 ２０２２年から生年月日を登録していただいております。未登録の
方は記入をお願いいたします。

オンラインでの更新

•	 「更新についてのお知らせメール」が届きましたら、メール内の
リンクにしたがってEJCAサイトからログインし更新します。	

•	 または、ejca.orgのサイトにログインするとメンバーシップ更新
のボタンにアクセスできます。	

•	 皆さんのコンタクト情報を更新して下さい。住所などの変
更、EJCAからの連絡のやり取りを随時セカンドEメールにもコ
ピーを送るといった詳細もご確認下さい。	

•	 ご登録の際に使用されたアカウント筆頭者のEメールはログイ
ンに使用できますが、セカンドEメールは連絡などに使用目的の
みでログインできません。	

•	 時間や手数のかからないオンラインでの更新をお願いいたしま
す。	

Q:	メンバーシップのレベルを変更できますか?		
可能です。現在のメンバーシップレベルの横に“Change”	と記載さ
れ	ているリンク(例えばシングルからシニアシングルに変更)より行え
ます。以下のリンクに詳細が記載されていますのでどうぞご参照下さ
い:	https://ejca.org/faq/9097518	

Q:	私はシニアの無料会員ですが更新する必要がありますか?		
シニアのメンバーシップは自動更新となっているので更新する必要は
ありません。もし更新をキャンセルしたい場合は、EJCAにご連絡	下
さい。	

Q:	インターネットが使えません。オンラインでの更新が心配です。	
どうしたらいいですか。	

	

2023 Membership Renewal
With	December	approaching	fast,	please	watch	out	for	that	
email	from	EJCA	that	reminds	you	to	renew	your	membership	
by	December	31,	2022.		
Here	are	some	hints	on	how	to	do	this	easily	online.	It	should	
be	straightforward,	but	please	reach	out	to	
membership@ejca.org	or	nihongo@ejca.org	in	case	of	
questions	or	problems.	

What’s new for 2023

1.	 We	have	created	a	new	‘Groups’	field	for	people	who	may	
wish	to	receive	more	targeted	emails.	Please	update	your	
online	profile	if	you’re	interested	in	joining	a	particular	
group.	
	
Nihongo	Salon:	Members	of	this	group	will	receive	periodic	
emails	in	Japanese	about	news	and	events	that	may	be	of	
particular	interest	to	Japanese	speakers.	In	the	future	there	
may	also	be	in-person	meet	ups.	
	
Youth	Group	(14–26	years	old):	Receive	information	about	
upcoming	events	specifically	for	the	EJCA	youth	members.

2.	 Please	remember	to	update	the	birthdate	information	for	
you	and	any	family	members.	

Renewing online

•	 In	your	renewal	email	you	will	find	a	link	that	leads	you	
directly	to	the	login	page	of	your	membership	profile	on	
ejca.org.	Just	follow	the	renewal	process!	

•	 At	any	time	you	may	login	at	ejca.org.	There	you	will	find	
the	option	to	renew	your	membership	for	another	year.

•	 Please	update	your	contact	details—is	your	address	still	
correct?	Do	you	still	want	all	communication	being	copied	
to	the	secondary	email	you	have	provided?	Has	anything	
else	changed?	

•	 Don’t	forget	that	the	email	to	use	to	log	in	is	the	main	email	
you	signed	up	with.	The	secondary	email	that	you	have	
provided	in	your	profile	is	only	for	communications.

•	 We	hope	you	choose	the	online	payment	option—it’s	quick	
and	easy!	

Q:	Can	I	switch	my	membership	level?	
Yes!	In	this	case,	look	for	the	“Change”	link	next	to	your	
current	level.	This	will	initiate	the	transition	to	a	new	level	(e.g.	
switching	from	“Single”	to	“Single	Senior”).	Please	refer	to	
https://ejca.org/faq/9097518	for	more	information.

Q:	I	am	a	senior	member	on	a	free	membership	tier.	What	
should	I	do?	
Nothing!	Your	membership	will	be	extended	automatically.	
If	you	no	longer	wish	to	be	renewed,	please	contact	
membership@ejca.org	so	that	we	may	update	our	records.	

mailto:membership%40ejca.org?subject=
mailto:nihongo%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/faq/9097518
mailto:membership%40ejca.org?subject=
mailto:nihongo%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/faq/9097518
mailto:membership%40ejca.org?subject=
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Q:	I	am	without	internet	access	or	email,	or	am	not	comfortable	
with	renewing	online.	What	can	I	do?	
You	may	renew	by	mail	and	pay	your	membership	fee	by	
cheque.	Complete	the	form	at	the	back	of	this	issue	and	mail	it	
along	with	a	cheque	to	EJCA.

For	more	about	how	to	renew	and	what	to	watch	out	for:	
Regarding	email	and	login:	https://ejca.org/faq/11573706	
Regarding	renewal:	https://ejca.org/faq/9097518

更新用紙にご記入の上、メンバーシップ支払いの小切手と共に郵送
してください。もしもし今月号の後ろに記入用紙があります。

更新の方法についてさらにご質問がある方はこちらをご覧ください:	
Eメールとログインについて:	https://ejca.org/faq/11573706	更新
について:	https://ejca.org/faq/9097518

食品や掘り出し物などなど…初めてのオン
ラインバザーが１週間に渡り開催されました
/	バザー委員会：早苗、キャシー、ザビアン、アンドレ、ポール、ステ
ファン

ご存知の方も多いと思いますが、１１月の２週目にオンラインバザー
が開催されました。会員のみなさまにより、アートやクラフト作品、
食品、本などさまざまな商品が出品されました。

初めてのオンライン開催は成功に終わりました：

•	 ９４の商品（バリエーションも含めると１２００品）のうち、３０
０品が購入されました。

•	 オーダー数は６５あり、４０００ドル弱の売り上げとなりました。

•	 松の会、卓球クラブ、北の太鼓、書道、図書館などたくさんのク
ラブやグループが活動費を得ることができました。またEJCAが
販売した品やEJCAに寄付された出品物もありました。

EJCAのイベントでは食品がいつも大人気ですが、今回のバザーでも
やはり食べ物の商品が人気を集めました。

ユニークな商品をお買い求めやすいお値段で出品してくださった会
員のみなさま、クラブやグループに感謝申し上げます。また、バザー
のためにボランティアしてくださった方にも感謝申し上げます。

お買い物してくださったみなさまと、出品者のみなさまへ。購入品の
受け渡しは１２月３日午後２時〜５時、会館で行われます。商品の準
備等のため、出品者のみなさまは当日午後１時を過ぎてすぐ、会館
にお越しいただくようお願いしております。メールにて再度ご連絡い
たします。

質問や感想等あれば、bazaar@ejca.org		までお気軽にご連絡くだ
さい。

Food, fun and rare finds—our first 
Online Bazaar opened its doors for a 
full week
/	Bazaar	committee:	Sanae,	Cathy,	Zavian,	Andre,	Paul	
and	Stefan

As	you	might	have	seen,	through	the	second	week	of	
November,	our	online	Bazaar	was	finally	open	for	business	and	
a	great	selection	of	arts,	crafts,	food,	books	and	everything	in	
between	was	on	sale,	provided	by	our	members	and	for	our	
members.

We	consider	it	a	great	success:

•	 94	products	and	over	1200	diverse	items	on	offer,	of	which	
300	were	sold

•	 65	orders	by	our	members	that	raised	a	total	of	just	shy	of	
$4000

•	 Many	of	our	clubs	and	groups	used	the	opportunity	and	
raised	money	for	their	ongoing	activities:	Matsu	no	Kai,	
Table	Tennis	Club,	Kita	no	Taiko,	the	Calligraphy	club,	the	
Library,	and	a	few	items	provided	by	or	donated	to	EJCA	

As	is	not	uncommon	with	EJCA	events	of	all	sorts,	food	is	a	
huge	factor,	and	proved	once	more	to	be	the	bestseller.

Huge	shout-out	and	thanks	to	all	the	suppliers,	and	all	the	
active	members,	clubs	and	groups	that	put	some	quite	unique	
items	up	for	sale	at	reasonable	prices.	Similarly,	great	thank	
you	to	all	volunteers	that	helped	so	far	and	are	still	helping	out	
with	the	last	activities.

To	conclude	this	special	edition	of	EJCA	Fall	Bazaar,	we	would	
now	like	to	remember	all	participants—shoppers	and	vendors	
alike–	to	be	on-site	on	December	3rd,	when	all	sold	and	prepaid	
items	will	be	ready	for	pickup	at	the	EJCA	Centre	between	2	pm	
and	5	pm.

To	the	vendors	among	you,	please	come	in	shortly	after	1pm	
on	that	day,	so	we	have	time	to	set	up	the	tables	with	your	
merchandise.	We	will	send	email	reminders	ahead	of	time!

Thanks	again—and	don’t	hesitate	to	contact	us	with	any	
feedback	or	questions	at	bazaar@ejca.org!

https://ejca.org/faq/11573706
https://ejca.org/faq/9097518
https://ejca.org/faq/11573706
https://ejca.org/faq/9097518
mailto:bazaar%40ejca.org?subject=
mailto:bazaar%40ejca.org?subject=
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BC州内陸部の日系人収容所跡を訪ねて
/	大木　崇

第２次世界大戦中、BC州内陸部にたくさんの日系人強制収容所が設
立されましたが、現在、これらの収容所のあった所はどうなっている
のでしょう？この疑問に答えるために、２０２２年９月初めに私と家内
はドライブしてローズベリー、ニュー・デンバー、スローカン、ベイ・フ
ァーム、ポポフ、レモン・クリーク、サンドン、カスローの収容所跡を
訪ねました。

ニュー・デンバーには日系収容記念センターと湖畔公園があり、サン
ドンとカスローにも収容所での日系カナダ人の生活の写真や物語が
展示されている博物館、スローカンとレモン・クリークには日系カナ
ダ人の遺産道路標識がありましたが、ベイ・ファーム、ローズベリーと
ポポフには何もありませんでした。	ニュー・デンバーとカスローの博
物館では地元の白人ボランティアが日系人、カナダ人の訪問者に日
系人の強制収容の話をしていました。	
各場所で現在の収容所の跡地を撮影し、収容所の古い写真と比較し
てみました。また、収容所が設置される前の歴史や、収容所に住んで
いた日系カナダ人の思い出の話も記録しました。以下に数カ所の古
い写真と現在の写真の比べて載せました。

旅行記は次のリンク（EJCAウェブサイト）からご覧ください。BC州
強制収容所　旅行記	

ここでは数枚の写真を掲載します。当時と現在の写真をご覧くださ
い。

Visits to Japanese Internment Camp 
Sites in Interior British Columbia
/	Takashi	Ohki

What	do	the	sites	for	Japanese	internment	camps	in	interior	
British	Columbia	look	like	now?	In	early	September	2022,	my	
wife	and	I	decided	to	find	the	answer	to	the	above	question	
and	drove	to	Rosebery,	New	Denver,	Slocan,	Bay	Farm,	
Popoff,	Lemon	Creek,	Sandon	and	Kaslo.	We	found	the	Nikkei	
Internment	Memorial	Centre	and	Kohan	Reflection	Garden	in	
New	Denver,	a	museum	that	had	a	lot	of	pictures	and	stories	
of	the	life	of	Japanese	Canadians	in	the	camp	in	Sandon	and	
Kaslo,	a	legacy	of	Japanese	Canadian	legacy	road	sign	in	
Slocan	and	Lemon	Creek	and	none	in	Rosebery,	Bay	Farm,	
and	Popoff.	At	the	Nikkei	Internment	Memorial	Centre	in	New	
Denver	and	a	museum	in	Sandon	and	Kaslo,	a	local	non-
Japanese	Canadian	volunteer	told	us	stories	of	the	internment	
of	Japanese	Canadians.

At	each	site,	we	took	pictures	of	the	internment	camp	site	and	
compared	them	with	old	photos	of	the	camp.	We	also	collected	
the	histories	of	the	sites	before	the	internment	camps	were	set	
up	and	some	memories	of	Japanese	Canadians	who	lived	in	
these	camps.	We	show	some	pictures	below.	

For	the	complete	report,	please	click	here:		Visit	to	Internment	
Camps	-	Interior	BC

3	 Slocan	City	
4	 Lemon	Creek	
5	 Popoff	
6	 Bay	Farm	
7	 Rosebery	
8	 New	Denver	
9	 Sandon	
10	 Kaslo

https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2020/HistoryProject/Visits%20to%20JC%20Internment%20Camps%20-%20Japanese.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2020/HistoryProject/Visits%20to%20JC%20Internment%20Camps%20-%20Japanese.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2020/HistoryProject/Visits%20to%20JC%20Internment%20Camp%20-%20English.pdf
https://ejca.org/resources/30_WEBSITE_CONTENT/2020/HistoryProject/Visits%20to%20JC%20Internment%20Camp%20-%20English.pdf
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Rosebery	Camp	in	2022	
2022年の収容所跡

Lemon	Creek	Camp	in	2022	and	a	legacy	sign	
2022年の収容所跡とそのことを示す歴史掲示板

Slocan	City	in	2022	
2022年のスローカン・シティー

Rosebery	Camp	in	1943	
1943年のローズベリー収容所

Lemon	Creek	Camp	in	1943	
1943年のレモン・クリーク収容所

Slocan	City	in	1942	
1942年のスローカン・シティー

The	building	on	the	right	was	Oddfellow	Hall	where	the	
Japanese	Canadians	held	meetings.	Now	it	is	Royal	Canadian	
Legion	Branch	276.

写真右の建物は1942年当時、日系人が集会所に使っていたもので、
修繕されて現在はカナダ退役軍人クラブになっています。
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アクティビズムの継承
/	エルドン・キムソン

１０月にトロントにて開かれた、NAJC（全カナダ日系人協会）主催の
「An	Inheritance	of	Activism:	A	Human	Rights	Symposium（ア
クティビズムの継承：人権問題シンポジウム」）にEJCAのケア委員
として参加してきました。

私にとってNAJCのイベントに参加するのは今回が初めてでしたが、
とても活気あり意欲をそそられる催しでした。このイベントには日系
カナダ人（１世、２世、３世、４世、５世）や私のように日系カナダ人で
はないけれどもサポートしたい人たちなど、多種多様なグループが
集まり、住宅問題、反アジア人種差別問題、2SLGBTQI+iの方々の安
全、オンラインヘイトなどの問題について考えました。このイベントの
ために尽力してくださったたくさんの方々に感謝申し上げます。

“An	Inheritance	of	Activism”	（アクティビズム	/	積極行動主義の
継承）という題はとてもよくこのシンポジウムを表していたと思いま
す。たくさんの若い日系カナダ人の方々が、それぞれの経験や、日系
コミュニティだけではなく他のマイノリティーコミュニティのために
一致団結して行動を起こすための努力について語る姿にとても勇気
づけられました。

並立して複数のセッションが行われるカンファレンスでは、すべての
セッションに参加することは残念ながらできませんが、私が実際に見
て印象に残ったことを少しお伝えしたいと思います。

Ojibway（オジブワ族）の年長者であるギャリー・スーさんによる、伝
統的な歌と体験談を聴きました。お話の中には寄宿学校での経験も
ありました。カナダの先住民寄宿学校については体験談を読んだり
オンラインで映像を観たりしたことがありましたが、このように対面
で直接詳しいお話を聞くのは初めてでした。このとき目にした痛みや
涙は、忘れ難い出来事となりました。

ジュディ・ハナザワさんと、カレン・チョウさんによる、アジア人に対
する人種差別についてのワークショップへも参加しました。その場で

An Inheritance of Activism
/	Eldon	Kymson

As	a	member	of	EJCA’s	CARE	committee,	I	had	the	privilege	of	
attending	NAJC’s	An	Inheritance	of	Activism:	A	Human	Rights	
Symposium,	held	in	Toronto	this	past	October.

This	was	my	first	experience	attending	an	NAJC	event	and	
it	was	an	invigorating	experience.	I	saw	a	diverse	group	of	
Canadians	(issei,	nisei,	sansei,	yonsei,	gosei,	and	non-Japanese	
Canadian	supporters	like	myself)	come	together	to	address	
current	issues	such	as	housing,	anti-Asian	racism,	2SLGBTQI+i	
safety,	and	online	hate.	I	must	also	extend	my	thanks	to	
the	many,	many	people	who	worked	so	hard	to	make	this	
symposium	happen.

“An	Inheritance	of	Activism”	truly	describes	this	symposium.	It	
was	inspiring	to	see	so	many	young	Japanese	Canadians	show	
up	and	speak	passionately	about	their	experiences	and	efforts	
to	act	in	solidarity	not	only	for	one	another,	but	also	for	other	
marginalized	communities.

Like	many	conferences	go,	you	unfortunately	can’t	attend	all	of	
the	sessions,	but	here’s	a	bit	of	what	I	saw	and	heard	that	really	
stuck	with	me.

I	listened	to	an	Ojibway	elder,	Garry	Sault,	open	with	a	
traditional	song	and	speak	about	his	life,	including	his	family’s	
experience	with	the	residential	school	system.	I’ve	read	and	
watched	online	about	these	experiences,	but	I’ve	never	heard	
an	account	firsthand	and	in	person.	I	saw	the	pain	and	the	tears	
of	an	experience	I	will	never	know.

Judy	Hanazawa	and	Karen	Cho	led	me	and	others	through	an	
interactive	workshop	on	anti-Asian	racism.	Breakout	groups	
tackled	a	variety	of	topics,	discussing	ways	of	systematically	
addressing	them.	I	heard	more	about	the	model	minority—a	
myth	in	today’s	society	that	is	harmful	to	the	struggle	for	racial	
justice.
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I	was	also	introduced	to	ACT2endracism,	an	organization	
focused	on	activities	and	campaigns	targeted	at	anti-racism.	If	
you’re	interested,	they	are	a	fantastic	resource	and	I	encourage	
you	to	explore	and	connect.

In	addition	to	the	sessions	and	workshops,	I	met	some	
wonderful	people.	I’m	not	much	of	a	networking	person,	but	
this	symposium	was	filled	with	kind,	bright,	and	motivated	
humans	who	were	easy	to	connect	with.

For	me	personally,	this	event	was	a	shining	beacon	of	hope	
in	an	often	bleak	and	demoralizing	world.	I	very	much	look	
forward	to	the	next	one.

グループを作り、組織的に取り組むにはどのような方法があるかな
どを含め、さまざまな議題について話し合いました。また「モデルマイ
ノリティ」についてのお話もありました。モデルマイノリティは、人種
に関する公平な扱いを目指す上で有害な、今日の社会では根拠の薄
い社会的通念であると言えるでしょう。

ACT2endracismという団体についても知ることができました。反人
種差別のためのキャンペーンや活動を行っている団体です。ウェブサ
イトにはとても有益な情報が載っていますので、ぜひご覧になること
をお勧めします。

セッションやワークショップに加え、素晴らしい人々との出会いもあ
りました。普段あまり交流会のようなものは得意としないのですが、
このシンポジウムには暖かく、優秀で、やる気に満ちていて、とても話
しやすい方々がたくさん集まっていました。

暗く沈んだようなこの世の中で、このイベントは輝く希望の光のよう
に思えました。また次の機会に参加できるのを楽しみにしています。

俳句で息抜き！
/	グッドストライカー	由香

コーナー第１回の今回は１２句の応募があり、そのうちの１句のみが
１６歳以下の方からの応募でしたので、俳句（日本語）４句、３行詩（
英語）４句の計８句を入選句として掲載しました。初回ということで、
選者の講評では皆様の参考になるよう、俳句の約束ごとにも触れて
います。皆様のご投稿ありがとうございます。

１１月号入選作

季語：雁、落ち葉、紅葉、南瓜、ハロウィン	
選者：渡辺舎人

日本語俳句１６歳以上の部

秀作

小世帯今日も残りの七面鳥　なかやせつお

収穫感謝祭の晩に、パンやセロリ、ニンジン、玉ねぎなどの野菜、
ハーブ、ナッツなどを詰めた七面鳥の丸焼きを召し上がったのです
が、小世帯のため食べきれず、翌日も七面鳥を食したというのです。
若い時には家族や親戚が集まって賑やかに過ごしたのですが、今
はその昔を懐かしむようなところもあるような句ですが、「残り物
には福がある」と云われています。どうぞ、ご夫婦お二人で今までの
Thanksgiving	Dayを振り返ってみてください。きっと「残り物にある

Take a Haiku Break!
/	Yuka	Good	Striker

To	mark	our	first	“Take	a	Haiku	Break”	column	we’re	publishing	
eight	haiku	(four	in	Japanese	and	another	four	in	English);	we	
received	12	haiku	in	total	and	only	one	of	them	was	from	youth	
(under	16	years	old).	

As	this	is	the	first	time,	the	juror	explained	some	of	the	
fundamental	rules	in	haiku	in	each	review	for	you	to	use	as	
reference.	Further,	per	Japanese	custom,	depending	on	the	
haiku,	we	published	haiku	touched	up	by	the	juror	(this	is	
allowed	as	this	column	is	not	a	formal	competition).	Thank	you	
very	much	for	your	submission.

Haiku Selected for the November Issue

Seasonal	words:	Geese,	Fallen	Leaves,	Autumn	Leaves,	
Pumpkins,	Halloween	
Juror:	Shajin	Watanabe

Haiku in Japanese (over 16 years old)

“Very Good”

 
Setsuo	Nakaya

Small	household		
Once	again	
Today’s	supper	is	leftover	turkey

https://act2endracism.ca
https://act2endracism.ca
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The	author’s	family	had	roast	turkey	dinner	(a	whole	turkey	
stuffed	with	bread,	celery,	carrots,	herb,	nuts,	etc.)	on	
Thanksgiving	Day,	but	they	could	not	finish	it	as	they	are	a	
small	family.	They	had	to	have	leftover	turkey	on	the	following	
day.	I	have	an	impression	that	the	author	is	reminiscing	his	
younger	days	when	his	families	and	relatives	used	to	gather	
and	spend	the	holiday	in	a	busy	and	cheerful	mood;	however,	
there	is	always	some	happiness	in	leftovers	(a	Japanese	
saying).	Please	think	back	on	past	thanksgiving	celebrations	
with	your	partner.	I	guarantee	you	will	find	a	little	happiness	in	
those	memories.

*Please	note:	this	haiku	has	been	selected	as	accepted	work	
as	it	is	well-done	while	it	does	not	include	any	of	specified	
seasonal	words.	
	
“Good”		
	
Kyoko	Yano

At	a	high	place		
Nymphs	are	dancing	
It	is	Halloween

In	the	original	haiku,	each	phrase	(5-7-5)	is	written	separately;	
however,	in	principle,	haiku	in	Japanese	should	be	written	in	
one	line	without	any	separation.	Further,	in	the	original	haiku,	
its	essence,	“Halloween”	is	written	in	the	first	phrase.	You	
should	untie	the	knot	at	the	very	end.

	
Kyoko	Yano

In	a	red	glow	at	sunrise	
Emerging	
A	line	of	geese

The	original	haiku	includes	a	phrase	“fallen	leaves	are	falling.”	
The	expression	is	redundant	while	you	could	say:	“dead	leaves	
are	falling”.	It	also	includes	two	seasonal	words,	geese	and	
fallen	leaves.	You	need	to	use	only	one	seasonal	word	per	
Haiku.		
I	maximized	the	effect	of	the	word	“Asayake	(Glow	in	Sunrise)”	
by	using	a	vowel	“A	“at	the	beginning	of	each	phrase	(Asayake,	
Ake	(Red),	Aruru	(Emerging),	Gan	(Geese)),	which	sprinkled	
brightness	of	the	sunrise	over	the	haiku.

	
Yeong	Hae	Jung

Making	the	most	out	of	Sky	
Crossing		
A	pole	like	line	of	geese

The	original	haiku	has	two	seasonal	words,	“Sky	being	high”	
and	“Cry	of	Geese”.	Further,	the	original	haiku	is	read	as	“A	cry	
of	geese	/	Hurrying	home	/	Sky	being	high,	which	makes	the	
haiku	“three	fragmented	phrases.”	Because	of	those	flaws,	I	
corrected	the	haiku	drastically.	

It	is	best	to	choose	a	theme	before	you	start	writing	haiku,	
instead	of	choosing	a	seasonal	word	first	because	the	seasonal	
word	tends	to	become	the	theme	of	haiku.

福」を見つけることでしょう。

注：課題の季語は入っていませんが、俳句としての完成度が高いた
め、秀作となりました。

	
佳作

	
高みより妖精踊るハローウィン　矢野今日子

原句では５・７・５の部分毎に一字分空けて書かれていましたが、俳
句は原則分かち書きしません。原句では一句の背景である「ハロウィ
ン」が上五に置かれていますが、一句の答え・種明かしにあたる表現
は最後にです。

朝焼けの朱ケ（あけ）より現（あ）るる雁の列　矢野今日子

原句に「落葉散る」とありましたが、「枯葉散る」ならば分かりますが
「落葉散る」の表現では意味が重複しています。季語も「落葉」と「
雁」と二つ。どちらか一つで詠みましょう。原句にある「朝焼け」を活
かして添削し、朝焼け・朱ケ・現るる・雁、と語頭にア音を響かせ、一
句に朝焼けの明るさを散りばめてみました。

存分に空に渡する雁の竿	　鄭暎惠

原句には「雁の声」の季語に加え、「空高し」という秋の季語（「秋高
し」の傍題）があり、一句に季語が二つありました。「季重なり」にな
りますので、俳句は一句に一季語です。しかも「雁の声・家路を急ぐ・
空高し」と三段切れでもありましたので、大幅に手を入れました。季
題は主題にもなりますので、主題を一つに絞りきってから詠み始める
ようにしましょう。

	
三行詩（英語）１６歳以上の部

秀作

	
アンディ・ウオン

紅葉を　いちまい見つけた	
小枝の上に　そしてそれは風に飛ばされ	
紅葉を　たくさん見つけた

単数形と複数形の対比の効果が良いです。エドモントンの夏から秋
への素早い移り変わりをよく表しています。

	
ザビアン・シルドラ

黄金の葉でいっぱいの木々	
薄青い空に浮かんでいる	
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Haiku in English (Over 16 years old)

“Very Good”

 
Andy	Wong

See	the	autumn	leaf												
On	a	twig	then	blown	away						
See	the	autumn	leaves　

A	nice	effect	of	singular	vs	Plural.	Expressing	a	quick	shift	from	
summer	to	fall	in	Edmonton	very	well.

	
Zavian	Sildra

Trees	full	of	golden	leaves　　　　　　　		
Floating	in	pale	blue	sky　　　　　　　	　	
Chickadees	call	to	each	other　

Beautiful	expressions.	They	reminded	me	of	an	American	
modern	poem	called	“Yacht”	(maybe	The	Yachts).	I	read	it	while	
I	was	a	college	student	(sorry,	cannot	remember	the	name	of	
the	poet).

	
“Good”　

	
Stefan	Grossman

Majestic	formations	over	the	farmland						
Golden	sunset	reflecting	on	feathers　　	
Time	and	seasons	gently	shifting　

It	is	obvious	that	“formations”	mean	formations	of	geese,	but	it	
would	have	been	better	to	include	the	actual	seasonal	word	of	
“geese.”

	
Under 16 years old

“Good”

	
Jonathan	(Kaito)	Wiltzen

Fall	has	come　　　　　　　　　　　　　		
Colours	are	changing　　　　　　　　　　	
Winter	comes	soon

Simple	but	nice	work!

How to participate:	
Choose	one	of	this	month’s	seasonal	words	(themes)	listed	
below	and	write	a	haiku	and	email	it	to	us.

January’s	seasonal	words:	Poinsettia,	snow,	snow	shovelling,	
mochi	(rice	cake),	rabbits	

Example:

Kusatao	Nakamura

チカディー（アメリカコガラ）たちが呼び合っている

昔、大学生の頃に読んだ「ヨット」という訳詞（作者名は忘却の彼方
に）が思い出されました。アメリカの現代詩人でした。

	
佳作

	
ステファン・グロスマン

堂々たる編隊が農地の上に	
黄金の夕日が羽に映っている	
時間と季節が優しく移っていく

「編隊」とは兼題の雁の列だと思いますが。原詩にも（季語に）触れ
ていないのが惜しい。

	
１６歳以下の部

	
ジョナサン（カイト）・ウィルチェン

秋が来た	
色が変わっていく	
冬がもうすぐ来る

簡素ですが、頑張った作品です。

１月号俳句コーナー	
１月の兼題：ポインセチア、雪、雪掻き、餅、うさぎ

例	
餅焼く火さまざまの恩にそだちたり	 	 中村草田男

応募要領：	
今月の兼題（事前に課題として出された「季語」の意の語）を「日本
語による俳句または英語による３行詩」に詠みこんだ未発表の作品
を募集します。	
	 ・投句数：１季語に１作品、計２作品まで応募可。	
	 ・「作品・作者名・年齢区分記号（下記のⒶまたはⒷ）」	
	 を記してください。

（掲載は、Ⓐ１６歳以上、Ⓑ１６歳以下に２区分し、それぞれ３句ず
つ掲載します）

作品の送付先のメールアドレス：	director8＠ejca.org	
提出期限：１２月１８日

皆様の俳句をお待ちしております。

mailto:?subject=
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(I	see)	fire	helps	mochi	(rice	cake)	rise	(on	the	grill	net)	
(I	feel)	love	from	many	people	
Help	me	grow

We	accept:

•	 Unpublished	Haiku	

•	 One	haiku	for	one	theme	(seasonal	words),	and	two	haiku	
per	person

•	 Please	include	your	name	&	your	age	group	when	you	
submit	haiku.	
Age	group	A:		16	or	older	 Age	group	B:	under	16

We	will	post	six	haiku	in	the	next	Moshi	Moshi	(three	haiku	per	
age	group).	
Email	address:	director8@ejca.org

Deadline:	December	18,	2022	
We	are	looking	forward	to	your	haiku!

図書館便り
/	アデリーン、アンドリュー、キャシー、エミ、ジム、マイク、リツコ

２０２２年も残すところわずかとなりました。これを機に、今年図書
ボランティアチームがどんな活動を行ってきたのかご報告したいと
思います。

今号の『もしもし』にも載っていますが、本やDVDなどの紹介を画像
を添えて書いています。このコーナーがヒラバヤシ図書館に興味を持
ってくださったり、４０００以上の蔵書について少しでも知っていただ
く機会となればいいなと思います。

コロナウイルスの規制によっても左右されますが、普段は火曜日の午
後に図書ボランティアたちがみなさんをお出迎えしております。今年
貸し出しで一番人気があったのは、日本語の児童書です。児童書は
主にひらがなで書かれているものが多いので、このコーナーは日本
語を勉強している方にもおすすめです。

オンライン貸し出しサービスを利用してくださる会員さまもいらっし
ゃいました。オンラインカタログにて目的の書籍を見つけていただ
き、メール：	library@ejca.org	にて受け取り日の予約をしていただ
きます。この方法はうまく機能しているようです。冬場は足を運ぶの
が大変なことも多いと思うので、ぜひオンライン貸し出しを活用して
みてください。

４、５ヶ月の間に、２５〜３０箱もの寄贈がありました。大変感謝して
おります。同時に、寄贈していただいたたくさんの本を整理するのに
お時間を要しました。そのため、数ヶ月の間は新たな寄贈をご遠慮い
ただくようお願いしておりました。

寄贈書はまず確認作業を通し、販売用、「ご自由にどうぞ」の棚、他
の場所へのドネーション、廃棄、などに分類します。図書館に入れる
本は、オンラインカタログにも反映されるようデータベースに登録さ

Library Corner
/	Adeline,	Andrew,	Cathy,	Emi,	Jim,	Mike	and	Ritsuko

As	2022	draws	to	an	end,	it’s	a	good	time	to	let	you	know	what	
the	library	volunteers	have	been	up	to	this	year.	

As	you	will	see	this	month,	there	will	be	a	picture	and	short	
summary	of	featured	books/DVDs,	in	Moshi	Moshi.	We	hope	this	
will	spark	interest	in	the	Hirabayashi	Library	collection	and	be	a	
reminder	of	the	4,000+	items	that	can	be	found	there.

Volunteers	welcomed	visitors	on	Tuesday	afternoons,	as	COVID	
restrictions	allowed.	This	year,	the	most	regular	borrowers	were	
parents	of	young	children	who	continued	to	enjoy	children’s	
books	that	are	written	in	Japanese.	This	section	also	offers	
a	wonderful	opportunity	for	Japanese-language	learners	to	
practice	and	improve	their	reading	skills	because	most	books	
are	written	primarily	in	hiragana.

A	few	members	used	the	online	reservation	system.	Finding	
items	in	the	online	catalogue	and	sending	an	email	to	
library@ejca.org	to	reserve	choices	for	pick-up,	worked	very	
well.	With	winter	coming,	remember	this	is	an	option	to	coming	
in	to	browse.	

Over	a	4–5	month	period,	we	received	25–30	boxes/bags	of	
donations.	Because	it	was	difficult	to	process	the	overwhelming	
number	of	generous	donations,	we	asked	members	to	delay	
any	further	donations	for	several	months.		

	Donated	items	are	reviewed	and	sorted	for	suitability	for	
the	library,	a	future	Book	Sale,	the	Take	and	Enjoy	shelves,	
donation	elsewhere	or	discarding.	Items	being	kept	for	the	
library	are	registered	in	the	database	that	feeds	the	online	
catalogue,	and	labeled…	ready	to	borrow.	

Books	on	the	Take	and	Enjoy	shelves	are	colour-coded	and	
after	3	months,	removed	to	make	space	for	new	additions.	This	
year,	the	removed	items	were	donated	to	parents	at	the	Metro	

mailto:director8%40ejca.org?subject=
mailto:library%40ejca.org?subject=
mailto:library%40ejca.org?subject=
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Edmonton	Japanese	Community	School,	so	they	are	finding	yet	
another	home.		

In	May,	we	hosted	a	successful	Library	Open	House	with	a	mini	
used-book	sale,	tours	of	the	centre	and	library,	sakura	ocha	and	
snacks.	Taiyaki	demonstrations	by	Sanae	Ohki	were	an	added	
feature.	The	drop-in	event	was	attended	by	over	75	guests,	
including	over	20	children.	It	was	full	of	fun	and	laughter,	
showing	how	much	members	miss	spending	time	together	at	
the	centre.

Plans	for	2023	are:

1.	 to	continue	to	remove	infrequently	borrowed	items	and	
stock	new/current	items	in	the	library	and

2.	 to	host	an	in-person	Book	Sale	and	Social

We	wish	you	all	a	happy	holiday	season,	and	a	bright	and	safe	
new	year…	and	hope	to	see	you	some	Tuesday	afternoon!

れ、ラベルをつけ、貸し出しための準備を行います。

「ご自由にどうぞ」の棚は３色にわけて分類され、３ヶ月後には新た
な追加本を入れるために整理されます。今年は、３ヶ月経って棚から
下ろされた本たちをエドモントン補習授業校を通じご家庭へドネー
ションしました。

５月には図書館オープンハウスを行うことができ、中古本の販売、会
館と図書館のツアー、桜茶やお菓子などを楽しんでいただきました。
大木早苗さんによる、たい焼き実演もありました。２０名ほどのお子
さんを含む、約７５名のみなさんがイベントに立ち寄ってくださいま
した。たくさんの笑顔に溢れ、会館で一緒の時間を過ごすことをみ
なさんが心待ちにしていたのだと実感しました。

２０２３年へ向けての計画：

1.	 あまり頻繁に貸し出しのない本を整理し、代わりに新刊を入れ
る

2.	 対面での本の販売などのイベントを行う

みなさまが素敵なホリデーシーズンを過ごせますように。また火曜の
午後図書館でお会いできるのを楽しみにしています。良いお年を！

Japanese Pickled Vegetables	
Machiko	Tateno

129	delicious	recipes	teaching	readers	
about	pickling	vegetables,	seafood,	and	
meat.

野菜の漬物、海鮮、お肉などを使った１２９種
類のレシピが載っています。

The Japanese Larder	
Luiz	Hara

This	book	will	help	any	reader	to	develop	
their	cooking	skills	through	easy-to-learn	
techniques	and	discussions	on	what	is	
kept	in	a	Japanese	pantry.

料理のテクニックやスキルを学ぶことができ、
日本の家庭の食品ストック棚はどのような感
じなのかということにも触れられています。

Essentially Japanese Cooking & 
Cuisine	
Hideo	Dekura

Dekura	leads	readers	through	a	tour	of	
cooking,	cuisine,	and	people	across	all	of	
Japan.	Read	about	why	Japanese	food	is	
loved	worldwide.

筆者のDekuraさんが日本全国の料理、食、人
々を紹介しながら、なぜ和食が世界で愛され
ているのかを綴ります。

Japanese Farm Food	
Nancy	Singleton	Hachisu

Explore	what	life	must	be	like	on	a	
rural	Japanese	farm	through	over	150	
traditional	recipes.

１５０の昔ながらのレシピを介して、日本の田
舎暮らしがどのようなものなのか探ってみま
せんか。

Preserving the Japanese Way	
Nancy	Singleton	Hachisu

Learn	how	to	bring	traditional	techniques	
for	salting,	fermenting,	and	pickling	into	
the	modern	kitchen.

塩漬け、発酵、漬物などの伝統的な技法を、現
代のキッチンで行う方法を学べます。

More Japanese Garnishes	
Yukiko	and	Bob	Haydock

This	book	will	teach	readers	how	to	create	
pretty	Japanese-style	garnishes	and	how	
to	place	them	perfectly	onto	your	meals.

和食で使われる美しい盛り付けや装飾の仕方
を学ぶことができる一冊です。
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Explore Japanを見学して
/	キムソン	彩

１０月２９日、１１月７日、８日と３日に渡り、Explore	Japanというプ
ログラムが行われました。Explore	Japanは、エドモントン周辺の高
校で日本語を学んでいる生徒さんを対象とし、日本文化を紹介・体
験してもらうことを目的としています。このプログラムは２０１０年に
始まり、毎年２００〜３００人の生徒が参加しています。これまでは、
エドモントン公立校教育委員会の第２言語教育センターやHarry	
Ainlay高校で行っていましたが、今年はEJCAが主体となりEJCA会

館で行うことになりました。

今回私は、１１月７日に行われたプ
ログラムを見学する機会に恵まれ
ました。この日はレッドディアとセ
ント・アルバートから一校ずつ参加
される予定でしたが、悪天候により
レッドディアの学校は残念ながら
欠席となりました。

プログラムは、茶道、書道、着物、
和太鼓、空手のワークショップで構
成されており、講師の先生の説明
や実演の後、実際に体験していただ
くという形で行われました。

朝、ホールにてプログラムについての簡単な説明とはじまりの言葉が
述べられた後、生徒さんたちはまず「茶の湯」体験へ向かいました。
スライドショーでは、茶道の精神を表す「和敬清寂」という言葉や、
お点前の作法や順序などについて学びました。

先生によるお点前の実演を観
た後は、生徒さんたちがお菓
子をいただきながら実際にお
茶をたてる体験をしました。細
やかな作法や挨拶等もしっか
り再現しようと試みる姿が見
られ、まじめな姿に感心しまし
た。この日用意されたお菓子
は手作りの栗饅頭だったそう
で、エドモントンでは貴重な本
格的な和菓子を楽しんでもら
えたと思います。

次に向かったのは、書道ワー
クショップ。生徒さんたちは高校で日本語を履修していますが、今年
９月から学び始めた生徒さんも多く、現在はカタカナを練習中だそう
です。まだ漢字には馴染みがない生徒さんも多かったと思いますが、
難しい漢字に果敢に挑戦する方が多くびっくりしました。初めての書
道とは思えないくらいみなさんとても上手で、生き生き、伸び伸びと

Explore Japan
/	Aya	Kymson

The	Explore	Japan	program	was	held	on	Oct	29,	Nov	7	and	8.	
This	program	provides	students	taking	Japanese	classes	in	
Alberta	high	schools	the	opportunity	to	interactively	explore	
Japanese	culture.	It	started	in	2010	and	each	year	we	have	
200–300	students	participating	in	the	program.	It	was	held	
at	Institution	For	Innovation	of	Second	Language	Education,	
Edmonton	Public	School	Board	or	Harry	Ainlay	high	school	in	
the	past,	but	this	year	it	was	held	at	the	EJCA	centre,	organized	
by	EJCA.

I	had	an	opportunity	to	observe	
the	program	on	Nov	7;	two	
schools	were	supposed	to	
participate	on	that	day:	one	
from	Red	Deer	and	one	from	
St.	Albert.	Unfortunately	the	
weather	prevented	the	school	
from	Red	Deer	from	traveling,	
so	there	were	about	20	students	
from	St.	Albert	who	attended.

The	program	consisted	of	a	tea	
ceremony,	calligraphy,	kimono,	
taiko,	and	karate	workshop.

On	a	snowy,	chilly	morning,	the	
students	who	made	it	to	the	centre	gathered	around	in	the	hall	
with	good	spirits.	After	a	brief	explanation	about	the	schedule,	
the	students	headed	to	the	tea	ceremony	workshop.	First	
there	was	a	slideshow	prepared	by	the	instructors	about	the	
etiquette	and	the	process	of	the	Japanese	tea	ceremony,	along	
with	the	explanation	on	the	principles	of	the	ceremony:	Wa	Kei	
Sei	Jaku.

After	the	demonstration	by	
the	instructors,	it	was	time	
for	students	to	prepare	the	
tea!	While	enjoying	special	
sweets	to	go	with	the	tea,	
they	tried	hard	to	follow	the	
instructions	in	detail.	The	
Japanese	sweets	provided	
were	handcrafted	and	were	
called	kuri-manju	(chestnut	
cake)	which	are	hard	to	find	
in	Edmonton.	

The	second	workshop	of	
the	day	was	calligraphy.	The	
participants	are	all	enrolled	in	Japanese	language	programs	
in	high	schools,	but	many	just	started	learning	in	September	
this	year.	I	heard	that	they’re	learning	katakana	at	the	moment,	
so	I’m	sure	a	lot	of	them	aren’t	familiar	with	kanji	yet,	but	that	
didn’t	stop	them	from	tackling	more	complicated	ones.	We	
were	genuinely	so	impressed	how	well	they	did:	all	of	their	
works	were	lively	and	energetic.
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After	the	students	explored	their	artistry,	it	was	time	to	learn	
about	kimono	and	its	history.	It	was	clear	that	they	had	some	
interest	in	kimono,	as	questions	were	asked	throughout	the	
workshop.	When	the	instructors	spread	out	the	obi	(the	belt	for	
kimono),	there	was	an	excitement	in	the	room;	apparently	the	
obi	was	a	lot	longer	than	they	expected.

They	all	picked	out	their	yukata	(casual	form	of	kimono),	obi,	
and	geta/zori	(footwear)	to	be	dressed	in.	I	was	impressed	how	
EJCA	has	such	a	rich	resource,	
not	only	do	they	have	so	many	
yukata,	but	the	footwear	as	well,	
so	that	they	can	truly	experience	
dressing	in	kimono	head	to	toe.	
I	think	they	all	enjoyed	how	they	
looked	in	yukata	as	they	were	
taking	lots	of	photos	of	each	
other.

With	that,	it	was	a	long	awaited	
lunch	time!	They	had	Japanese	
style	bento	lunch—seeing	
students	eating	bentos	together	
as	a	group	reminded	me	of	my	
own	school	lunch	time	back	
in	Japan—food	carries	such	a	
significance	in	Japanese	culture,	so	it	was	really	cool	to	see	
them	enjoying	it	together.

The	first	workshop	in	the	afternoon	was	the	taiko	(Japanese	
traditional	drums),	led	by	Kita	no	Taiko.	It	is	a	privilege	to	see	
such	a	powerful	instrument	being	played	so	close	up!	Playing	
taiko	is	a	full	body	workout—I	think	they	really	enjoyed	it	as	I	
could	hear	lots	of	laughter.

The	last	workshop	of	the	day	was	karate.	They	seemed	pretty	
eager	to	learn	the	Japanese	martial	art.	I’m	sure	it	would	
take	years	of	practice	and	
discipline	to	master	it,	but	in	
this	workshop	they	focused	on	
getting	to	know	karate	while	
enjoying	it.	They	learned	some	
really	cool	moves!	I	could	see	
how	martial	arts	are	popular	
because	some	of	them	had	
interests	in	(hopefully)	joining	
the	karate	club	as	well.

The	Explore	Japan	program	
has	been	going	on	for	over	a	
decade.	From	what	I	saw	on	
this	day,	it	felt	that	the	program	
was	carefully	designed	so	
that	students	can	learn	about	
Japanese	culture	as	much	as	they	enjoy	it,	in	a	short	limited	
time.

It	was	a	great	joy	to	see	the	younger	generations	in	Canada	
have	interests	in	Japanese	language	and	culture.	At	the	
same	time,	I	was	reminded	of	what	role	EJCA	serves	in	our	
community.

したダイナミックな作品が並びました。

その後は着物体験へ。スライドショーで着物の歴史、着物の種類な
どをまずは学びました。生徒さんからもいくつか質問が出て、着物へ
の関心の高さがうかがえました。先生が折りたたまれた帯を広げて
見せて下さった際には、予想以上の長さだったようで生徒さんたちか
ら感嘆の声が上がりました。

浴衣の着付け体験では、それぞれ
浴衣、帯、下駄・草履を選び、粋な
装いが出来上がりました。浴衣だ
けではなく、下駄や草履まで揃って
おり、短い時間ながらも本格的な
和装体験となったのではないかと
思います。生徒さん同士で楽しそう
にお写真を撮り合ってらしたのが
印象的でした。

午前のワークショップを終えた後
は、和食のお弁当でランチタイムで
す。お弁当形式の和食というメニュ
ー内容はもちろんのこと、日本の

給食の時間のように机や椅子を並べ同じものをみんなで一緒に食べ
る、ということも日本文化の体験の一部だなぁと感じました。

午後からは、北の太鼓による和太鼓ワークショップが行われました。
見た目も音もインパクトのある和太鼓。そのパワフルさに私も圧倒さ
れました。和太鼓体験中は終始和気藹々とした雰囲気で、みなさん
力強く楽しく演奏されていました。	

この日最後のワークショップとなったのは空手体験。生徒さんたちの
中には他の武芸を習っている方もおり、みなさん気合十分。構えや型

などはとても複雑で難しいものだ
と思いますが、この日はまずは空手
を楽しんでもらう、親しんでもらう
ということを目的に、見た目にもか
っこいい型をいくつか習いました。
空手クラブについて質問される生
徒さんもおり、武芸に対する人気を
再認識しました。

もう１０年以上続くこのプログラ
ム。限られた短い時間の中で最大
限に知ることと楽しむことを両立で
きるよう、とてもよく考えられたプ
ログラムだと感じました。

カナダの若い学生の方々が日本の言語や文化に興味を持ってくださ
る様子を目の当たりにし、感慨深かったのと同時に、EJCAの地域に
おける役割を再認識しました。

私は、言語を学ぶことと文化を学ぶことは切っても切り離せないもの
だと考えています。言葉を使いこなす上で、単語や文法と同じくらい、
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I	think	learning	languages	and	learning	cultures	of	where	the	
language	is	spoken	go	hand	in	hand.	I	believe	that	to	master	
the	language,	getting	familiarized	with	the	culture	and	the	
customs	is	essential.	Hands-on	programs	such	as	this	are	an	
important	supplement	to	the	in-class	language	courses.	If	any	
of	the	activities	from	this	program	tickled	students’	curiosity,	
that	would	be	amazing.

I’d	also	like	to	note	that	the	workshops	introduced	in	this	
program—the	tea	ceremony,	calligraphy,	kimono,	taiko,	and	
karate—all	require	a	lot	of	knowledge	to	be	able	to	teach	them.	
This	program	would	not	be	possible	without	our	wonderful	
instructors	and	volunteers.	Compared	to	bigger	cities	like	
Vancouver	and	Toronto,	the	Japanese	population	is	relatively	
small	in	Edmonton.	Even	in	such	an	environment,	there	are	
groups	of	people	who	always	try	to	keep	sharpening	their	skills.	
I	have	so	much	admiration	for	them.

It’s	crucial	for	any	culture	to	find	a	way	to	pass	on	the	tradition	
to	the	next	generation,	otherwise	the	tradition	would	become	
obsolete	no	matter	how	beautiful,	how	grand,	or	how	ancient	it	
is.	And	sometimes,	the	more	traditional	it	is,	the	harder	to	get	
into	for	beginners	(at	least	for	me,	I’d	feel	intimidated	to	dive	
into	it.)

Therefore,	I	think	it’s	meaningful	to	provide	an	opportunity	like	
this	for	young	Canadians	in	the	community.	To	make	sure	our	
culture	has	an	open	door	for	anyone	interested	and	to	show	
them	a	starting	point.

Many	of	us	might	have	a	
tendency	to	think	about	
cultural	exchange	at	a	
larger	scale,	but	it	doesn’t	
have	to	be.	Rather,	I	
think	the	foundation	of	
international	friendships	
lies	in	the	community—our	
community.	It	might	start	
out	as	a	small	interest,	
but	eventually	it	could	
cause	a	ripple	effect	and	
reach	a	lot	further	than	
we	might	imagine.	It’s	so	
exciting	to	think	that	this	
program	could	be	a	part	
of	the	foundation	of	the	friendship	between	two	cultures	and	
countries.

EJCA	has	many	cultural	club	activities	like	the	ones	introduced	
during	the	Explore	Japan	program,	and	we	always	welcome	
new	members.	We	also	have	a	Young	Members’	Group,	so	be	
sure	to	check	them	out	on	our	website!

その土地の文化や慣習を知ることは大事な要素ではないかと思うの
です。このようなプログラムを通じ、授業内ではなかなか体験するこ
とのできない文化に触れ、好奇心をくすぐる何かを感じ取ってもらえ
たならそれほど素晴らしいことはないと思います。

また、プログラム内で紹介された茶道、書道、着付け、和太鼓、空
手、はどれも教えるにあたって専門的な知識が必要な分野です。こ
のプログラムは、豊富な知識を持つ講師の方々なくして成り立ちませ
ん。エドモントンは、たとえばバンクーバーやトロントなどと比べ、日
本人人口がそれほど多くはない都市です。そのような環境の中でも、
長年活動を続け技術を磨いていらっしゃる方々がおられるのはとて
も幸運なことです。

どんなに長い伝統を持つ文化であっても、継承できなければ廃れて
しまうもの。そして伝統的なものほど未経験者にとっては敷居も上が
ってしまいがちだったりします。

だからこそこのような機会を設けることで、カナダの若い世代の方に
興味を持ってもらうきっかけや入り口を作っていくのはとても意義の
あることだと感じます。

国際交流というと、つい規模を大きく捉えてしまうかもしれません。
ですが文化交流の土台となる部分は、実はとても身近なところにあ
るのではないでしょうか。そしてほんの些細なきっかけが次第に波
紋のように大きく広がり、やがて海と国境を越えてつながるものなの

だと思います。このプログラム
が、もしかしたら将来の文化の
架け橋を支えていくのかもし
れないと思うと、とても嬉しく
思いました。

最後に、EJCAではこの日紹介
されたものも含め様々なクラ
ブ活動を行なっており、初心
者の方々も大歓迎です。またヤ
ングメンバーズクラブという若
い世代を対象としたクラブも
ありますので、そちらも是非ウ
ェブサイトでご確認ください。
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詰将棋 ＃９
/	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/shogi-club/	（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 #9
/	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).	Every	move	has	
to	be	a	check!

Visit	https://ejca.org/shogi-club/	to	check	out	our	next	
upcoming	events	and	tournaments	or	to	contact	us!	
Review	the	beginner	material	we	put	together	for	you:	
https://tinyurl.com/y3z4ffmj

A	Pawn-anchored	gold	is	
more	solid	than	a	rock.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Sente

November	Tsume
Level:	Harder	
Sente	moves

Pieces	in	hand	for	Gote

Solution	for	September

(Sente	moves	first)

1.	Promoted	Bishop	moves	to	3-d	
2.	Promoted	Bishop	takes	on	3-d	
3.	Rook	moves	to	1-d,	promoting	

with	checkmate

Diagram	shows	final	position.

Solution	for	November
Look	for	it	in	the	next	issue	

of	Moshi	Moshi!

https://ejca.org/shogi-club/
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi
https://ejca.org/shogi-club/
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
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一瞬の保全
/	ダル・ギル

みなさま、こんにちは！私の記事では大体宮崎県について語ります
が、今回はちょっといつもと違います。私は『山か海かどっちが好き
か』という質問にいつも「山」と答えます。２０１９年１１月のある日、
長崎の雲仙岳を友達と一緒に観に行きました。私達は土石流被害住

宅保存公園を訪問しながら瞑想に
ふけました。

子供の時から今でも私は地質学に
興味があり、特に火山と噴火や溶
岩には好奇心と恐怖を同時に感じ
ます。あの公園に保存されている
のは、雲仙岳の噴火による火砕流
と土石流に埋められてしまった家
屋です。保全されている家屋を見る
と、過去を一瞥するような感じがあ
り熟考する機会でした。多分、最も
興味深いポイントは自然と人類が
なんとなくいつも繋がっていること
です。また、思いやりを持って家屋

が保存されていることは素晴らしいと思います。なぜなら、観光者や
来客の方々が過去に起きたことと、かつて住んでいた人々の経験を
深くまた具体的に認識することができるからです。

いつもと同じ話題ではなかったかもしれないですが、野外博物館の
概念は興味深いと思います。ネットや本で感じられないことをよく感
じられるので、そんなことは結構大事ですね。みんなさんが長崎県を
訪れる際、チャンスがあったら、公園の訪問をおすすめします。もしも
しの読者のみなさま、いつもお読みいただきありがとうございます。
雪の季節を楽しんでください！

Preservation of a Moment in Time
/	Dal	Gill

Hi	everyone!	Usually,	I	retell	a	bit	about	my	experiences	in	
Miyazaki	Prefecture,	but	this	will	be	a	little	different.	When	I’m	
asked	“mountains	or	the	sea,	what	would	you	pick?”	I	always	
answer	“mountains”.	With	that,	one	day	in	November	2019,	I	
went	to	see	Mount	Unzen	of	Nagasaki	with	a	few	friends.	When	
we	were	visiting	the	Eruption	
Preservation	park	of	Mount	
Unzen,	I	was	surprisingly	lost	in	
thought.	

From	a	young	age,	I’ve	always	
had	a	pretty	keen	interest	
in	geology,	particularly	
volcanoes	and	lava	which	
I	hold	a	lot	of	curiosity	and	
fear	simultaneously	for.	At	
the	park,	you’re	able	to	see	
some	of	the	houses	that	are	
buried	under	pyroclastic	and	
debris	flow	from	the	eruption	
of	the	mountain.	Seeing	the	
preserved	houses	served	as	a	
moment	of	introspection	and	a	glimpse	into	the	past.	Perhaps	
most	interesting	is	that	nature	and	humanity	are	always	
connected,	one	way	or	another.	I	also	think	it’s	a	great	thing	
that	the	houses	are	preserved	with	such	thoughtfulness.	It	
allows	visitors	and	tourists	alike	to	better	acknowledge	and	
understand	the	events	of	the	past	and	experiences	of	the	
people	who	once	lived	there.

A	different	theme	from	my	usual	for	sure	but	the	concept	of	an	
open	air	museum	is	really	fascinating	in	my	opinion.	Because	
you	can	feel	things	that	books	or	the	internet	won’t	let	you	
experience,	they	are	quite	important.	If	you’re	ever	in	Nagasaki	
and	get	the	chance	to	visit	the	park,	I	would	highly	recommend	
it.	I’d	also	just	like	to	sincerely	thank		everyone	for	reading	
along,	enjoy	the	winter	season	everyone!
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日本語キッズとベビーサロン：２０２３年冬学
期のご案内
/	リヨン	絵美

EJCAでは子ども達と保護者が集まって交流が持てる場を設ける目的
で子どものクラスを開設しています。	
日本語で季節や行事に合わせた歌を歌ったり手遊びをしたり、絵本
の読み聞かせやクラフトをしたりします。

会館での対面クラス:	
水曜日　１月１１日、１８日、２月１日、８日、１５日、３月１日、８日、
１５日　合計　８回	
	 ベビーサロン：０〜２才　１０時〜１１時３０分	
	 日本語キッズ：３〜４才　１時〜２時４５分	
	 それぞれ参加者が１０家族以下の時はキャンセル、	
	 ２０家族以上では補欠になります。

会館でのクラスは３０分のクラスの後、４５分の自由遊びの時間があ
ります。その後片づけをして絵本をよんだり、歌を歌ったりダンスを
してクラスが終了します。３歳児以上のクラスではクラフトも用意し
ています。	
お天気がいい日はクラスの後公園で遊んで帰られてもいいですね。
約束しなくてもお友だちに会えるプレイデートの日としてお気軽にご
参加ください。

Zoomによるオンラインクラス：	
金曜日　１月１３日、２０日、２月３日、１０日、１７日、２４日、３月１
０日、１７日、合計８回	
	 ベビーサロンと日本語キッズ合同：０〜４才	
	 １０時〜１０時４５分	
	 参加者が３家族以下の時はキャンセル、６家族以上では補	
	 欠になります。

まだ色々な事情で出かけられないご家庭や、遠方から参加されるご
家庭もあると思いますので、オンラインの組も計画しました。	
画面越しでも毎週お友だちや先生に会えるのは嬉しいですね。週に
一度の親子の楽しい時間として、ご参加ください。

参加費：　	 どのクラスも１家族５０ドル、EJCAの会員が参加	
	 	 できます。	
登録締め切り：	 １２月３１日	
登録:	 	 Nihongo	Kids	(ejca.org)	
ご質問:	 	 events@ejca.org

和太鼓ワークショップ
北の太鼓が、今冬１１月と１月に一般向けに初心者対象のワークシ
ョップを開催します。１３歳以上の方は誰でも参加できますし音楽の
経験は必要ありません。

和太鼓は友人や家族と一緒に楽しめる全身を使っ
た活動です。太鼓ワークショップは誕生日やクリス
マスプレゼントとしても最適です。ワークショップの
詳細は北の太鼓クラブのリンクを参照して下さい。

Japanese Drumming Workshops
Kita	no	Taiko	is	excited	to	offer	our	public	beginner	workshops	
this	winter	in	November	and	January.	Workshops	are	open	to	
everyone	aged	13	and	up;	no	musical	experience	is	required.	

Japanese	drumming	is	a	fun	whole-body	
activity	that	you	can	try	with	your	friends	
and	family.	Workshops	make	excellent	
Christmas	and	birthday	gifts!	Get	more	
information	and	check	out	the	dates	at	
www.kitanotaiko.ca/workshops

mailto:events%40ejca.org?subject=
http://www.kitanotaiko.ca/workshops
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Japanese language classes for 
Winter 2023
/	Koto	Mineko

Both	our	online	and	in-person	Japanese	Language	Programs	
are	accepting	new	students	for	the	winter	term	in	December.

Online (only) Japanese for Adults	
	 B1-2	(Total	Beginner)	
	 B2-2	(Beginner	Intermediate)	
	 B3-2	(Beginner	Advance)

Schedule for Adults	
	 Date:	January	17	to	March	21,	2023	for	a	total	of	
	 10	Tuesdays	
	 Time:	7:00–9:00	PM	
	 Cost:	$160	+	EJCA	membership		
	 Textbook:	Genki	I	
	 Application	Form:	https://ejca.org/event-5038958

Japanese for Teens		
	 L1-2	(Total	Beginner)	
	 L2-2	(Beginner	Intermediate)

Schedule for Teens (L1-2)	
	 Date:	January	22	to	March	12,	2023	for	a	total	of	
	 8	Sundays	
	 Time:	1:00–3:00	PM	
	 Location:	EJCA	Centre	
	 Cost:	$115	+	EJCA	membership	
	 Textbook:	Marugoto	A1	Rikai	
	 Application	Form:	https://ejca.org/event-5038966

Schedule for Teens (L2-2)	
	 Date:	January	17	to	March	21,	2023	for	a	total	of	
	 10	Tuesdays	
	 Time:	5:00–6:30	PM	
	 Location:	Online	by	Zoom	
	 Cost:	$115	+	EJCA	membership	
	 Textbook:	Marugoto	A1	Rikai		&	Marugoto	A2-1	Katsudo	
	 Application	Form:	https://ejca.org/event-5038966

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

If	you	have	any	questions,	please	contact	us	at:	
lessons@ejca.org

実は、SNSもやっているんです！
もしもしを通じてみなさんと情報やお話を共有することはもちろん
大事にしておりますが、EJCAではそれに加え、他のSNSでも活動して
います。

YouTube:	 youtube.com/@ejca

Facebook:	 facebook.com/EdmontonJapanese

Instagram:	 instagram.com/edmontonjapanese/

どうぞお気軽にフォローしてください。	
また、SNSではこんな情報が見たいなというリクエスト等あればぜ
ひ教えてください。

Did you know we’re on social media?
We	love	sending	out	information	and	sharing	stories	with	you	
through	Moshi	Moshi,	but	we’re	also	on	multiple	social	media!

YouTube:	 youtube.com/@ejca

Facebook:	 facebook.com/EdmontonJapanese

Instagram:	 instagram.com/edmontonjapanese/

Give	us	a	follow	and	get	in	touch!	
If	you	have	ideas	about	what	you’d	like	to	see	from	us,	
let	us	know!

https://ejca.org/event-5038958
https://ejca.org/event-5038966
https://ejca.org/event-5038966
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-teens
mailto:lessons%40ejca.org?subject=
https://www.youtube.com/@ejca
https://www.facebook.com/EdmontonJapanese
https://www.instagram.com/edmontonjapanese/
https://www.youtube.com/@ejca
https://www.facebook.com/EdmontonJapanese
https://www.instagram.com/edmontonjapanese/
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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.

編集後記
/	キムソン	彩

今号は２０２２年最後のもしもしです。今年もあっという間にこの季
節まで来てしまいました。２０２２年は皆様にとってどんな年でした
でしょうか。

私たち新しい編集・翻訳チームが、前任の大木宗さんと早苗さんから
『もしもし』を引き継いで１年半ほどが経ちました。私個人としまし
ては、『もしもし』作りを通していろいろなことを経験させていただ
いた一年だったと思います。多くの方々のおかげでこの会報は成り立
っていることを改めて感じた年でもありました。

１９７０年代にゴードン・ヒラバヤシ博士によって発案された歴史あ
る『もしもし』。（当時の記事も、アーカイブから読んでいただけま
す！）その火を絶やすことのないよう、そしてさらに良いものにしてい
けるよう、来年も精一杯努めさせていただきます。

寄稿してくださった方、いつも読んでくださっている皆様、本当にあり
がとうございます。来年もどうぞよろしくお願いいたします。良いお年
をお迎えください。

Editor’s Note
/	Aya	Kymson

This	is	the	last	issue	of	2022,	I	can’t	believe	it’s	that	time	of	year	
again.	How	was	2022	for	everyone?	

It’s	been	a	year	and	a	half	since	our	new	editor	and	translator	
team	took	over	Moshi	Moshi	from	our	former	editors,	Takashi	
and	Sanae	Ohki.	Personally,	this	year	I	was	given	many	
opportunities	through	Moshi	Moshi	that	I	wouldn’t	be	able	to	
experience	otherwise.	Throughout	the	year	I	was	also	reminded	
that	this	newsletter	wouldn’t	be	able	to	continue	without	the	
help	and	support	of	many.

Moshi	Moshi	was	initiated	by	Dr.	Gordon	Hirabayashi	in	the	
1970s—you	can	find	the	articles	from	way	back	then	in	our	
archive	page!	We	will	continue	to	strive	to	keep	this	historic	
newsletter	going	next	year.

Thank	you	to	everyone	who	contributed,	and	to	everyone	who	
read	our	newsletter.	We	hope	that	this	year	was	kind	to	you,	
and	that	2023	will	even	be	a	better	one.

https://ejca.org/Newsletter-Archive
https://ejca.org/Newsletter-Archive
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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 
 

 

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
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EJCA Board of Directors & Committees
November	2022–October	2023

Board of Directors Officers 
and Executive Committee

President	
Paul	Fujishige

Vice-President	
Tamara	Sutherland

Secretary	
Brenda	Madsen	

Treasurer	
Jim	Hoyano

Board Directors	
Eldon	Kymson			
Lénárd	Grossmann			
Sanae	Ohki		
Stefan	Grossmann	
Yuka	Good	Striker

Finance Committee	
Jim	Hoyano	(Chair)	
Bob	Tennant			
Paul	Fujishige

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

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

Culture Programs 
Work Group 
Mineko	Koto	
Sanae	Ohki		
Yukiko	Nagakura

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

NAJC Liaison	
Paul	Fujishige	
Takashi	Ohki	
Tamara	Sutherland

Communications 
Work Group	
Eldon	Kymson	
Tamara	Sutherland

Library Work Group	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	
Emi	Leung	
Mike	Waszkiewicz	
Ritsuko	Chartrand	
Jim	Hoyano

Web Admin Team	
Andre	Prefontaine	
Eldon	Kymson	
Mana	Low	
Stefan	Grossmann

Scholarship & Grant 
Work Group	
David	Mitsui	
Daiyo	Sawada

Natsu Matsuri Work Group	
Hideji	Ono	(Chair)

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

Heritage Festival 
Committee	
Connor	Tanaka	(Chair)	
Omar	Amer	
Carley	Okamura	
John	Priegert	
Brenda	Madsen	(board	
liaison)

Centre Manager	
Bruce	Robertson	
office@ejca.org

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
•	 We	treat	all	people	with	dignity	and	respect
•	 We	appreciate	and	model	that	diversity	of	our	

Canadian	society
•	 We	believe	in	honouring	our	history	and	

sharing	it	with	others
•	 We	encourage	the	contributions	and	gifts	of	

all	our	members

Slogan
The	best	of	Both	Worlds	(Canadian	&	Japanese)

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、言語、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

活動方針
•	 すべての人に尊厳を持って接する

•	 カナダ社会において多様性を認識し規範とな
る

•	 私達の過去に敬意を払い、共有する

•	 会員みなさんの貢献を奨励する基本理念を共
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

標語
カナダと日本、双方の良いところを取り入れる

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

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

Editors	
Aya	Kymson	
Eldon	Kymson

Translators	
Dalvir	Gill	
Mana	Low	
Yuka	Good	Striker

Published	by

mailto:office@ejca.org


EJCA Annual Membership Application Form 
エドモントン日本文化協会　今年度会員申込書

Please check the following to indicate your understanding.

*I agree with the EJCA vision and mission statement.     EJCAの基本理念と活動方針に同意します。

*As a member of EJCA, I give my consent to receive emails from EJCA regarding programs, events, updates, and inquiries.
EJCA会員として、EJCAよりプログラム、行事案内、お知らせなどのe-mailを受け取ることに同意します。

*I understand that photos and video of EJCA activities may be posted in the newsletter or EJCA website. If I do not want my
images posted, I will avoid the camera.     EJCAの活動は写真やビデオの形で、ホームページや会報に掲載される事があることを知ってい 
す。写真やビデオが掲載されたくない時は、写真やビデオに写らないようにします。

*All personal data is used for EJCA’s internal use only.     個人情報はEJCAの目的だけに使われます。

Mail or drop off this application form 
with a cheque payable to EJCA to:

EJCA c/o Membership 
6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6

Apply online at: 
ejca.org/become-a-member

or

*Application date (YYYY/MM/DD): *Date of birth (YYYY/MM/DD):

*First name: *Last name:

*Mailing address:

*Postal code: *Phone:

*Email: Secondary email:

*Membership status:             New               Renewal *Fee paid by:            Cash              Cheque

*Membership type / 
Annual fee

Single (under 70 years old)  $20 Family (all members under 70 years old)  $35

Junior (13–17 years old)  $5 Senior Couple (one senior 70+ years old)  $20

Senior Single (70+ years old)  Free           Senior Couple (both seniors 70+ years old)  Free

*Newsletter subscription:              Online  or            Printed          日本語サロン  (I would like to receive information for 
          Japanese speaking members)

Spouse first name: Spouse last name: Spouse date of birth (YYYY/MM/DD):

Guardian full name (*Junior applicant): Guardian email (*Junior applicant): Guardian phone (*Junior applicant):

Child 1 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 2 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 3 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 4 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

(*required fields     *必ずご記入ください)
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