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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

Japanese	Canadian	Legacies	and	Capacity	Building

We	are	about	to	become	involved	in	some	new	and	far-
reaching	initiatives,	primarily	as	a	result	of	the	Japanese	
Canadian	Legacies	funding	from	the	B.C.	Government.These	
initiatives	are	particularly	relevant	today	because	there	is	a	
generational	shift	happening	right	now	in	Japanese	Canadian	
organizations.

If	you	visit	https://jclegacies.com,	you	can	review	the	six	pillars	
that	are	being	planned	for	the	next	four	years	–	Seniors	Health	and	
Wellness;	Education;	Community	&	Culture;	Monument;	Heritage	
Preservation	and	Anti-Racism.

Many	of	the	pillars	focus	on	honouring	our	citizens	who	survived	
internment	in	the	1940’s.	This	includes	health	support	for	
those	born	prior	to	1949	and	a	monument	in	Victoria	that	will	
list	the	names	of	the	nearly	22,000	people	who	were	uprooted,	
dispossessed,	interned	and	displaced.	One	of	our	EJCA	members,	
Mr.	David	Mitsui	is	a	member	of	the	monument	database	project.

The	NAJC	has	received	a	grant	that	will	examine	where	Japanese	
Canadian	organizations	are	today	and	how	to	best	plan	for	our	
future.	This	will	include	an	examination	of	needs,	an	inventory	of	
assets	and	opportunities	for	collaboration.	“Capacity	Building”	is	
the	term	that	NAJC	has	coined.

EJCA	is	similar	to	other	Japanese	Canadian	organizations	in	
Canada	in	many	respects.	Our	organizations	were	formed	when	
war-time	restrictions	and	prejudicial	attitudes	dominated.	Eighty	
plus	years	later,	EJCA	is	quite	different.	Our	membership	base	has	
shifted	dramatically	and	now	includes	as	many	non-Japanese	as	
Japanese	Canadians.	Also,	generational	changes	dominate	with	
interracial	marriages	being	the	norm.	

Looking	to	the	future,	it	would	be	wise	to	reset	our	priorities	if	we	
wish	to	remain	a	relevant	and	needed	organization.	As	a	member,	
you	have	an	ongoing	opportunity	to	provide	your	input	to	help	
guide	us.

Here	is	a	sampling	of	some	questions	we	will	be	asking:

1.	 How	is	EJCA	the	same	and	different	from	other	Edmonton	
organizations?	Are	the	differences	enough	to	separate	and	
sustain	us?

2.	 Who	should	we	focus	on	for	membership	recruitment?	

3.	 How	important	is	bilingual	(i.e.	English	&	Japanese)	
communication?

4.	 How	is	Japanese	and	Japanese	Canadian	culture	the	same	
and	different?	If	they	are	in	conflict,	how	do	we	resolve	it?

5.	 How	important	is	it	to	collaborate	with	others,	specifically	
other	Asian	Canadian	groups?	How	about	other	Alberta	

/	ポール・フジシゲ

日系カナダ人レガシーとキャパシティビルディング

私たちは、BC州政府によるJapanese	Canadian	Legacies
基金による、影響力を広く持った新しいイニシアティブ（構想、

戦略）へ参加する予定です。昨今、日系団体のなかで世代交代が行わ
れていることもあり、このイニシアティブはより一層今注目されるものと
なるでしょう。

ウェブサイト：https://jclegacies.com	を訪問していただくと、向こう４
年間へ向けての支柱となる６つの計画をご覧いただけます。シニアヘルス
とウェルネス、教育、コミュニティと文化、モニュメント、文化的遺産の
保存、反人種差別、です。

これらのほとんどが、１９４０年代に強制収容所から生き延びた市民の
皆さんに敬意を払う内容のものです。１９４９年以前に生まれた方々に
対するヘルスサポートもそうですし、またビクトリアに建設予定のモニュ
メントにはおよそ２万２千人の、土地を奪われ追い立てられ強制収容さ
れた人々の名前が載ります。EJCA会員であるデイビット・ミツイさんは、
このモニュメントのデータベースプロジェクトの一員です。

NAJC（全カナダ日系人協会）は、日系団体が今日どのような立場にあ
り、将来へ向けてどう動いていくべきであるのか、というような事柄を調
査するための補助金を受け取りました。どのような需要があるのか、ま
た資産状態やコラボレーションの機会などを調査していく予定です。こ
のような活動は、「キャパシティビルディング」とNAJCでは呼んでいま
す。

EJCAとカナダに存在する他の日系団体には共通する部分が多くありま
す。私どもの団体も他の団体と同じく、戦時中の規制や偏見が多かった
時代に形成されました。それから８０年以上が経ち、EJCAにも大きな変
化がありました。会員を成す層もガラリと変わり、日系カナダ人の会員数
と同じくらい、日本にルーツを持たない層の会員がいます。異なるルー
ツを持つ人同士の結婚が一般的になったことによる世代変化も大きいで
しょう。

将来もずっと存在意義のある団体でいられるよう、私たちも物事の優先
順位の見直しを図るのが懸命ではないかと考えています。会員の皆様に
はぜひともそのお手伝いをしていただけたらと思います。

いくつか、質問したい項目を載せておきます。

1.	 EJCAとエドモントンにある他の団体との共通点や相違点は何でし
ょうか。その違いは、私共がこれからも存続していく理由となり得
るほどのものでしょうか。

2.	 今後会員を新たに増やしていくにあたり、どのような層に注目してい
くべきでしょうか。

3.	 日本語と英語のバイリンガルでさまざまなことをお伝えしていく需
要はどの程度あるでしょうか。

4.	 日本文化と、日系カナダの文化はどのような共通点と相違点がある

https://jclegacies.com
https://jclegacies.com
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Japanese	Canadian	Associations?

6.	 What	is	the	continued	importance	of	human	rights	to	EJCA?	
How	do	we	best	express	it?

7.	 How	do	we	best	engage	with	next	generation	members	so	that	
they	will	want	to	assume	and	be	ready	for	leadership	roles?

You	may	have	other	questions,	as	well	as	your	own	opinions	on	the	
above	questions.	Contact	me	at	president@ejca.org	as	we	begin	
this	dialogue.

でしょうか。もしもその二つが矛盾したり衝突する場合、どのように
解決に導いていくべきでしょうか。

5.	 他の団体、特に他のアジア系団体とコラボレーションする重要性は
どのくらいでしょうか。アルバータにある他の日系カナダ団体はどう
でしょうか。

6.	 EJCAがこれからも人権に関する活動を続ける重要性はどのような
ものでしょうか。どのように取り組んでいくのが良いでしょうか。

7.	 どのようにして、若い世代の会員がリーダー役を自信を持って引き
継いでくれるような環境づくりをしていったら良いでしょうか。

このような事柄に加え他にも考えていくべきことを思いついた方、
上記に対する質問やご意見がある方は、私までどうぞご連絡くださ
い。president@ejca.org

ひな祭り
/	青沼	潮音

エドモントン日本文化協会（EJCA）は、２
０２３年３月４日にひな祭りを開催しまし
た。タイで育った私は、毎年この日になる
と母がリビングルームでひな人形を丁寧
に組み立てて飾ってくれたことをよく覚え
ています。ひな人形の繊細で優雅な美し
さに魅了された記憶は大人になっても大
切にしています。

長女が１歳のとき、EJCAがひな祭りを開
催することを知りました。まだ１歳とはい
え、ひな祭りがどんなものか見せてあげ
たいと思い、２０１９年にEJCAで開催さ
れたひな祭りに参加しました。このイベ
ントは、カナダで初めてひな祭りを祝う
体験でした。翌年も是非娘を連れて行き
たいと思っていたのですが、残念ながら
COVID-19のパンデミックによりひな祭り
は中止でした。今年EJCAが再びひな祭
りを開催し、私たちはさっそく参加しまし

た。今は２人の娘を持つ母として、２歳になる下の娘にもひな祭りを経験
させたいと思ったからです。また、丁度はるばる日本から来ている父も、
カナダで日本の文化が祝われることに興味をもって参加しました。

会場には、二組のひな壇(	一つは戦前、一つは最近の物)、三つの雅やか
な打ちかけ(花嫁衣裳)、桜の木、吊るし雛などが飾られていました。日本
舞踊や子供向けのアート＆クラフトなど、さまざまなアクティビティが用
意されていて、子供たちは大喜びでした。私たち大人も抹茶や大福をい
ただき、子供たちはお菓子をいただきました。私たちは、ひな祭りの美し
さと伝統に魅了されました。

このイベントは、日本文化を祝うだけでなく、価値ある活動を支援する機
会にもなっていました。EJCAは、３月の間エドモントンの生理の貧困を

Hina Matsuri
/	Shion	Aonuma

EJCA	organized	a	Hina	Matsuri	(Girl’s	Day)	
event	on	March	4,	2023.	As	a	child	growing	
up	in	Thailand,	I	have	fond	memories	of	my	
mother	assembling	and	displaying	hina	dolls	
with	great	care	in	our	living	room	each	year	on	
this	occasion.	I	was	always	fascinated	by	the	
hina	dolls’	delicate	yet	elegant	beauty,	and	this	
memory	stayed	with	me	into	adulthood.

When	my	oldest	daughter	was	one	year	old,	I	
saw	that	EJCA	was	hosting	Hina	Matsuri.	Even	
though	she	was	only	a	year	old,	I	was	excited	to	
show	her	what	Hina	Matsuri	was	all	about,	and	
so	we	visited	the	Hina	Matsuri	event	at	EJCA	in	
2019.	This	was	our	first	experience	of	this	festival	
in	Canada.	I	had	hoped	to	take	my	daughter	to	
the	next	one,	but	unfortunately,	the	COVID-19	
pandemic	prevented	us	from	attending.	This	
year	however,	EJCA	once	again	hosted	the	Hina	
Matsuri	event,	and	I	was	determined	that	we	
attend.	As	a	mother	of	two	daughters	now,	I	
also	wanted	to	share	this	experience	with	my	
youngest	who	is	two	years	old.	Additionally,	my	father	who	had	
come	all	the	way	from	Japan,	was	excited	to	see	Japanese	culture	
celebrated	in	Canada.	

The	hall	was	decorated	with	two	sets	of	Hina	dolls:	one	dating	
back	to	the	pre-war	era,	and	the	other	a	newer	set,	three	beautiful	
uchikake	(traditional	Japanese	wedding	gowns),	cherry	blossom	
trees,	and	hanging	dolls.	We	were	delighted	to	find	a	variety	of	
activities	such	as	Japanese	dance	performances,	arts	and	crafts	
for	kids	which	my	kids	enjoyed.	We	adults	also	got	to	enjoy	some	
matcha	and	daifuku,	while	the	kids	enjoyed	their	snack	packages.	
We	were	captivated	by	the	beauty	and	tradition	of	the	celebrations.

mailto:president%40ejca.org?subject=
mailto:president%40ejca.org?subject=
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The	event	was	not	only	a	celebration	of	Japanese	culture,	but	
it	was	also	an	opportunity	to	support	a	worthy	cause.	EJCA	had	
organized	a	menstrual	product	collection	drive	to	help	end	period	
poverty	in	Edmonton	which	is	a	wonderful	initiative	to	make	a	
positive	impact	on	the	lives	of	those	in	need.	

Overall,	the	event	was	a	wonderful	opportunity	for	our	family	to	
create	new	memories	together	while	also	celebrating	Japanese	
culture	in	Canada.	We	were	grateful	for	the	opportunity	to	
participate	and	make	this	experience	even	more	special	for	our	
children	and	ourselves.	The	delicate	beauty	of	the	hina	dolls	
brought	back	nostalgic	memories	of	my	childhood	Hina	Matsuri	
festivities	and	made	me	feel	connected	to	my	cultural	heritage.	It	
was	heartwarming	to	see	my	children	enjoying	themselves	and	
learning	about	their	Japanese	roots,	and	I	was	grateful	for	EJCA	for	
making	this	all	possible.

なくすために生理用品寄付活動を行っていますが、これは生活に困って
いる人たちを支えようという素晴らしい取り組みです。

このイベントは私たち家族が、カナダで日本文化を祝えたと同時に、新
しい思い出を作る素晴らしい機会となりました。ひな祭りに参加し、子ど
もたちや私たち自身にとって特別な体験をする機会を与えていただいた
ことに感謝しています。ひな人形の繊細な美しさは、子供の頃のひな祭り
の懐かしい思い出を呼び起こし、私の日本文化とのつながりを再認識さ
せてくれました。子供たちが楽しみながら日本のルーツを学んでいるの
を見ると、心が温かくなり、ひな祭りを開催してくださったEJCAに心より
お礼をお伝えいたします。

一子相伝　和太鼓を作る
/	杉山	仁志

この度、光栄にもEJCA	２０２２年キミコ・シミズ芸術文化発展助成金
を頂く機会がありまして、申し立て通り和太鼓を自作しました。和太鼓と
言っても今回作ったのは「担ぎ桶胴太鼓」という面（皮の部分）が直径１
７.５インチ、胴（木でできた本体）の高さが２０インチといった巨大でも
なく、小さくもないサイズの太鼓で、文字通りストラップで担いで演奏す
るタイプのものです。

私自身、日々さまざまな音楽を作ったり演奏したりします。楽器も自分で
制作します。ここ数年特にコロナ禍の中、家で何かできることはないかと
いうことで、自己流で和太鼓を作り始めました。これまで長胴太鼓という
いわゆるスタンダードなスタイルのもの、締め太鼓という小さいもの、そ
して小さめの担ぎ桶胴太鼓をいくつか作ってきました。私が子供の頃に
日本で習った太鼓は長胴太鼓と締め太鼓で、それに関してはどういった
作りになっていて、どのような音が美しいとされるかがある程度分かって
いたので、それほど苦労なく（それでも作る工程を理解するために時間を
かけてリサーチし、まだまだ改善の余地はありますが）形にすることが
できました。

しかし、実を言うと私は、職人によって作られた担ぎ桶胴太鼓に一度も

Isshi Souden— 
Building Japanese Drums
/	Hitoshi	Sugiyama

I	was	proudly	awarded	the	EJCA	Kimiko	Shimizu	Arts	and	Cultural	
Development	grant	2022	and,	as	I	promised	in	the	statement,	I	built	
a	Japanese	drum	with	the	grant	money.	There	are	lots	of	different	
types	of	Japanese	drums	but	I	specifically	made	one	called	katsugi	
okedo	daiko.	The	drum	head	is	17.5	inches	in	diameter	and	the	
drum	is	20	inches	tall.	It’s	not	huge	but	not	too	small.	You	can	carry	
the	whole	unit	with	a	strap.

I	create	and	play	music	on	a	daily	basis.	I	also	build	musical	
instruments	for	my	performances.	I	started	building	Japanese	
drums	in	2020	around	the	time	when	we	had	to	stay	home	due	to	
the	COVID-19	isolation.	So	far,	I	have	made	standard	taiko	called	
nagado	daiko,	a	small	one	called	shime	daiko	and	several	small	
sized	katsugi	okedo	daiko.	

In	my	childhood	in	Japan,	I	played	nagado	daiko	and	shime	
daiko.	I’m	familiar	with	those	drums	so	I	could	somewhat	
replicate	the	details	and	sounds.	However,	I	still	had	to	do	lots	of	
research	to	understand	some	processes	and	I	need	to	make	some	
improvements.
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I	have	never	touched	a	properly	made	katsugi	okedo	daiko.	It’s	
widely	used	in	Tohoku	(northern	part)	in	Japan.	It	is	rarely	seen	
in	my	hometown	in	the	Kanto	region	(near	Tokyo)	so	I	don’t	even	
know	what	the	actual	sound	is	like.	I	
might	have	seen	and	heard	the	sound	
of	it	at	a	taiko	performance	somewhere	
but	I	wasn’t	just	focusing	on	katsugi	
okedo	daiko	so	my	memory	is	vague.	
Thankfully,	I	could	find	some	blogs	
of	people	who	built	their	own	katsugi	
okedo	daiko	so	I	was	able	to	obtain	
some	details	to	finish.	

There	is	a	Japanese	word,	“isshi	
souden”,	which	means	the	master	of	
craftsman	can	only	hand	over	his	secret	
skills	to	one	child.	It	was	hard	and	time	
consuming	to	find	the	details	by	myself	
but	as	I	make	more	drums,	I	feel	like	
I	am	getting	closer	to	finding	some	
secrets	of	craftsmanship.	If	you	want	to	
know	how	to	build	taiko,	let	me	know.	
I’ll	share	my	knowledge	by	showing	the	
actual	drums.	If	there	is	someone	who	knows	some	techniques	of	
making	drums,	let	me	know.	I’d	love	to	learn	more	skills.	Having	
said	that,	this	time,	I	was	able	to	make	a	katsugi	okedo	daiko	that	
I	was	content	with.	I’m	looking	forward	to	showing	it	at	the	EJCA	
events	in	the	future.	I’m	also	wanting	to	host	workshops	using	my	
homemade	Japanese	drums	for	small	kids	or	teenagers	and	I’ll	let	
you	know	when	the	time	comes!

触ったことがありません。この太鼓は元々日本の東北地方で作られ広く
使われていると聞きます。私の育った関東地方の地域ではあまり目にす
るものではありません。そんな訳で、実際の音もほとんど聞いたことがあ

りません。どこかの太鼓のパフォーマンスに行った
際に遠巻きに見て聞いたことはありますが、その時
は、担ぎ桶胴太鼓だけに注目していた訳ではないの
で、おぼろげに覚えている程度です。それでも、この
ご時世インターネットでさまざまなことが調べられ
ますから、担ぎ桶胴太鼓を自作された方のブログな
どを見て、見様見真似で作ることができました。

しかし、インターネットでいくらリサーチしても絶対
に見つけることのできないプロセスがありました。
一子相伝という言葉がありますが、本来はキチンと
した職人の下、色々な技や秘密の工程を学んで覚え
ていくのでしょうが、それを一人で試行錯誤して見つ
ける作業は、中々大変で悩ましかったです。それでも
今まで作ってきた中で発見したことがあるので、興
味がある方は、ご一報ください。実際の太鼓を見せ
ながらそれを説明します！それと、太鼓制作に関し
て何か知識のある方がいましたら、是非ご教授願い

たいです。まだまだ改良の余地はありますので。それでも今回、自分でも
満足のいく素晴らしい担ぎ桶胴太鼓が出来ましたので、それをパフォー
マンスやE	J	CAのイベントなどで披露できる機会があればと思います。

今、エドモントン近郊に住む小さい子供やティーンエージャー向けの、私
自作の太鼓を使ったワークショップなどができれば良いなと思っていま
すので、その際はお知らせしたいと思います。

Spring 2023 Japanese Classes
Both	our	online	and	in-person	Japanese	Language	Programs	are	
accepting	new	students	for	the	spring	term.

Note:	There	will	be	no	class	for	absolute	beginners	in	this	term.	
Absolute	beginner	classes	B1-1	and	L1-1	will	start	in	the	fall.

Online Japanese for Adults	
	 B1-3	(Total	Beginner)	
	 B2-3	(Beginner	Intermediate)	
	 B3-3	(Beginner	Advance)

Schedule:	
	 Date:	April	18	to	June	20,	2023	for	a	total	of	10	Tuesdays	
	 Time:	7:00–9:00	pm	
	 Cost:	$160	
	 Textbook:	Genki	I	
	 Application	form:	https://ejca.org/event-5177205

In-Person Japanese for Teens		
	 L1-3	(Total	Beginner)

Schedule:	
	 Date:	April	16	to	June	11,	2023	(no	class	on	May	28)	for	a	
	 total	of	8	Sundays	

	 Time:	1:00–3:00	pm	
	 Location:	EJCA	
	 Cost:	$115	
	 Textbook:	Marugoto	A1	Rikai	
	 Application	form:	https://ejca.org/event-5175707

Online Japanese for Teens		
	 L2-3	(Beginner	Intermediate)

Schedule:	
	 Date:	April	18	to	June	20,	2023	for	a	total	of	10	Tuesdays	
	 Time:	5:00–6:30	pm	
	 Cost:	$115	
	 Textbook:	Marugoto	A2-1	Katsudo	
	 Application	form:	https://ejca.org/event-5165311

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

https://ejca.org/event-5177205
https://ejca.org/event-5175707
https://ejca.org/event-5165311
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-teens
https://ejca.org/japanese-for-teens
mailto:lessons%40ejca.org?subject=
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日本語キッズとベビーサロン：２０２３年春学
期のご案内
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。

日時：水曜日　４月１２日、１９日、５月３日、１０日、１７日、３１日、６月
７日、１４日（合計　８回	）	
ベビーサロン：０〜２才　１０時〜１１時３０分		 		
	 （１０時〜１０時４５分クラス、１０時４５分〜１１時１５分	
	 由遊び、１１時１５分〜１１時３０分クラス）	
日本語キッズ：３〜５才　１時〜２時４５分	　	
	 （１時〜２時クラス　２時〜２時４５分自由遊び）	

最小催行人数に達しない場合はキャンセルすることがあります。

日本語で季節や行事に合わせた歌を歌ったりクラフトを楽しんだりして
います。絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべうたあそび、言葉遊びを通じ
て友だちや身近な人と日本語に親しんで遊べる場になるように計画して
います。

図書館には沢山絵本がありますので、毎週クラスの後で本を借りて頂く
こともできますよ。

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。

参加費：	 	 １家族５０ドル、EJCAの会員が参加できます	
登録締め切り：	 ２０２３年４月５日	
登録	:		 	 Edmonton	Japanese	Community	Association	-	
	 	 日本語キッズ	-	Spring	2023	(ejca.org)	
ご質問	:				 events@ejca.org

新しいオンラインコンタクトフォーム
/	ステファン・グロスマン　（ウェブアドミンチーム）

ご存じの通りEJCAはボランティア中心の団体なので、より効率よく運営
するために皆さんの意見を募集しています。EJCAのウェブサイトの右上
の角に新しく「質問」ボタンを設けました。このボタンをクリックすると
オンラインコンタクトフォームが出てきます。こちらを通して皆さんのご
意見を是非聞かせていただけたら良いなと思います。

質問や関心事があるけれどもEJCAのどの担当者に連絡すれば良いのか
わからない、またはどのメールアドレスに送ればいいのかわからない、と
いう時にこのコンタクトフォームぜひご利用ください。

コンタクトフォームの記入事項は簡潔で最初に簡単なコンタクト情報を
記入して貰います。その後、個人的に質問したいことや提案などの詳細を
記入して下さい。

こちらのフォームは記入内容に応じて自動的に管理人、会長、イベント
マネージャー、Webサイトチーム、メンバーシップチームなどに転送され
ます。

オンラインフォームを記入する前にEJCAのウェブサイトにて以前にも似
たような質問がすでに掲載されていないか目を通す事をおすすめしま
す。（https://ejca.org/faq）

New Online Contact Form for Your 
Questions
/	Stefan	Grossmann	(Webadmin	team)

Being	a	volunteer-driven	organization,	we	need	to	ensure	we	all	
spend	our	time	as	effectively	as	possible.	In	that	sense,	next	time	
you	visit	our	website,	you	will	see	that	we	have	implemented	a	new	
"Ask	a	Question"	button	on	the	top	right	corner	as	another	way	for	
you	to	interact	with	key	roles	in	EJCA	in	case	you	have	questions	or	
concerns.	

Feel	free	to	use	the	new	feature	next	time	you	have	a	question,	
especially	when	you’re	not	sure	whom	to	contact	or	which	email	
address	to	use	to	contact	them.	

It	is	a	simple	form	asking	for	essential	contact	information.	Then,	
you	can	write	your	question,	or	suggestion	in	detail.	You	can	
communicate	with	us	in	either	English	or	Japanese.		

Our	system	will	automatically	forward	it	to	the	proper	person,	
be	it	facility	manager,	president,	events	manager,	website	team,	
membership	team	or	any	of	the	other	important	roles	we	all	rely	
on.	

As	an	additional	reminder,	check	out	our	FAQs	at	https://ejca.org/
faq	as	your	concern	may	already	have	a	solution.

mailto:events%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/faq
https://ejca.org/faq
https://ejca.org/faq
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ひな祭りプロジェクト、生理用品コレクショ
ンドライブ  ２０２３年３月３日〜３月３１日
/	グッドストライカー	由香

日本のひな祭りを一味違う、でも意義のある方法で祝おう！

EJCAでは３月の間（３月３日から３月３１日まで）私たちの街エドモント
ンの皆さんと、女の子の健康と幸せを祝うひな祭りの伝統を分かち合
い、同時に生理の貧困の解消に寄与するべく、生理用品コレクションド
ライブを行っています。

生理用品は安いものではありません。また、毎月必要ですし、他のもの
で代用することはできません。このような理由から、経済的な困難を抱
えている女性たちは食事と生理用品のどちらかを選ばなければいけな
いことが度々あります。また、生理の間は学校に行かずに家にいるしかな
い少女たちもいます。これがエドモントンの生理の貧困の現実です。

EJCAの生理用品コレクションドライブにご協力をお願いいたします。生
理の貧困の解消への支援を共にサポートして、より多くの女性たちが幸
せにそして健康になることに繋げましょう。

生理用品の寄付による支援

生理用品をEJCA、またはお近くの協力してくださっているビジネスにお
持ちください。

受け付けている生理用品（未開封パッケージのみ）：生理用ナプキ
ン、タンポン、デリケートゾーン用ウェットティッシュ(英語の一般的名
称：Feminine	Wipe)、パンティライナー

寄付の受付場所：受付場所ではひな祭りのテーマの飾りつけをした箱（
花または桃の花のような色）をお探しください。下記の受付場所では生
理用品のみを受け付けております。現金は箱に入れないようお願いいた
します。

Southside	
Clear	Dental	 #103,	4222	Gateway	Blvd

Whyte Avenue	
Earth's	General	Store	(健康食品等)	 9605	82	Avenue	

Girls’ Day Menstrual Product 
Collection Drive, March 3–31, 2023
/	Yuka	Good	Striker

Let’s	celebrate	Hinamatsuri	(Girls’	Day)	in	a	different	but	
meaningful	way!

EJCA	is	running	a	Menstrual	Product	Collection	Drive	during	
the	month	of	March	(March	3–31,	2023)	to	contribute	to	ending	
period	poverty	in	our	city	while	sharing	the	Japanese	tradition	of	
Hinamatsuri—celebrating	girls’	health	and	happiness.

Menstrual	products	(period	products)	are	not	cheap.	In	addition,	
you	need	them	every	single	month	and	you	cannot	substitute	
them	with	something	else.	For	those	reasons,	some	women	
struggling	financially	are	often	forced	to	choose	between	a	meal	
and	menstrual	product.	Or	some	girls	choose	to	stay	home	instead	
of	going	to	school	when	they	are	having	their	periods.	This	is	the	
reality	of	period	poverty	in	Edmonton.	

Please	support	our	drive	and	let’s	help	end	period	poverty	
together.	Let’s	make	more	girls	&	women	happy	and	healthy.

How to support:

Drop	off	menstrual	products	at	EJCA	or	participating	business	
locations.

We	accept	unopened	packages	of:	pads,	tampons,	sanitation	
wipes,	pantyliners	 	
Business	locations:	Look	for	a	box	decorated	in	Hinamatsuri	theme	
(flowers	or	peachy	colour)

Southside	
Clear	Dental:	#103,	4222	Gateway	Blvd

Whyte Avenue	
Earth's	General	Store	(health	food/goods):	9605	82	Avenue	
Pablo	Bakery	(Cheese	tart	bakery):	10163	81	Avenue	
Yoshi	Express	(bento	box	&	ramen	noodles):	10443	82	Avenue

Westmount	
Red	Leaf	Wellness	(acupuncture,	massage):	12820	107	Avenue
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All	donations	will	go	to	Edmonton's	Food	Bank	and	Boyle	Street	
Community	Services,	who	will	then	distribute	to	those	in	our	city	
who	are	in	need.

Cash Donation

Cash	donation	is	accepted	through	EJCA’s	website.	
In	the	donation	form	on	the	website,	please	choose	which	
organization	you	would	like	us	to	forward	your	donation.	They	will	
distribute	your	donation	to	those	in	our	city	who	are	in	need.	You	
will	receive	a	tax	receipt	from	that	respective	organization.	

Thank	you	for	your	support!

Pablo	Bakery	(チーズタルト)*	 10163	81	Avenue	
Yoshi	Express	(お弁当、ラーメン)*	 10443	82	Avenue

Westmount	
Red	Leaf	Wellness	(鍼灸、マッサージ等)*	 12820	107	Avenue

*のついた受付場所は日本語での対応可

ご寄付いただいた全ての生理用品と寄付金は、EJCA	がEdmonton	
FoodbankとBoyle	Street	Community	Servicesに寄付し、この２団体
から市内の生理用品が必要な方々に配布されます。

現金寄付による支援

現金のご寄付はEJCAのウェブサイトにて受け付けております。

ウェブサイトにある現金のご寄付のためのフォームの中で、ご寄付を
EJCAから送ってほしい団体（Edmonton’s	Foodbankもしくは、Boyle	
Street	Community	Services）をご指定ください。

寄付金は指定された団体から、市内の支援の必要な方々に配布されます
（現金を配るわけではなく、生理用品の形で）。また、ご指定くださった
団体から税金申告用の領収書が皆様に直接送られます。

皆様の温かいご支援、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

図書館便り
/	キャシー・テナント

予測のつかない天候が続く中、まるで春のような日和もあれば次の日は
突然寒い冬に逆戻りというような毎日をお過ごしでしょうか。外がどんな
天気でも、日本料理の本、小説やいいDVD映画といいうものはリラック
スした素晴らしい時間を提供してくれます。現在図書室には４千を超える
コレクションがあり、訪問すればは必ずなにか興味深い書籍や新しい知
識を得ることができるでしょう。

日本の名作映画や、ドキュメンタリー、朝ドラ（朝放送のテレビシリー
ズ）などのDVDを通じて、より多くの方に日本の文化に触れていただける
よう、２月から３月は、日曜日の２時から４時までの間特別に図書館を開
けていました。

あまり多くの来館者様はいらっしゃいませんでしたが、この機会に初め
て図書館を訪れてくださった方々も数名いらっしゃいました。またお目に
かかれることを願っています。また日曜日に返却にきてくださる方もおり
ました。２月から３月の２ヶ月間は、DVD貸出期間が２週間となり、貸出
の際には外のメールボックスへの投函返却用の封筒をお渡ししていまし
た。この方法はご利用の皆さんにとってとても便利だったようで、期間内
の返却を問題なくしていただけるようになりました。

この日曜日の特別な図書時間は３月の末で終了しますが、通常開館日で
ある火曜日にご都合が合わない方は、オンライン上で予約しご都合のい
い日時に会館で受け取っていただけます。

それではみなさん、もうすぐやってくる春をお楽しみください！

Library Corner 
/	Cathy	Tennant

The	weather	seems	to	be	teasing	us	by	feeling	like	spring	is	on	
the	way	one	day,	then	returning	to	cold,	snowy	weather!	But	no	
matter	what	the	weather,	it’s	always	a	good	time	to	relax	with	a	
good	book	on	Japanese	cooking,	a	Japanese	novel	or	a	great	DVD.	
The	library	collection	holds	close	to	4000	items,	so	you	are	sure	
to	find	something	that	meets	your	interests	or	offers	an	exciting	
opportunity	to	learn	something	new.	

We	held	special	February-March	Sunday	Library	hours	from	
2:00	to	4:00,	to	introduce	our	collection	of	Japanese	DVDs	and	
to	encourage	borrowers	to	explore	Japanese	culture	by	viewing	
classic	films,	documentaries,	Asa	Dora	(morning	dramas),	
Japanese	drama	series,	and	more.		

By	early	March,	although	we	didn’t	have	a	huge	number	of	
borrowers,	we	did	welcome	some	new-comers	to	the	library,	
who	hopefully	will	become	regular	library	visitors.	Some	also	
took	advantage	of	the	Sunday	hours	to	return	items.	For	these	
two	months,	we	instituted	a	two-week	return	policy	for	DVDs	and	
provided	envelopes	so	that	items	could	be	returned	by	dropping	
them	into	the	outside	mailbox.	This	proved	to	be	a	success	with	
DVDs	being	returned	on	time!

Although	"Sunday	Hours"	will	end	at	the	end	of	March,	remember	if	
it	is	not	convenient	to	visit	the	library	on	Tuesdays	when	volunteers	
are	there,	you	can	find	items	by	looking	at	our	online	catalogue	and	
reserving	them	for	pick-up	at	a	different	time.

Happy	spring!

https://ejca.org/epp
https://ejca.org/epp
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Castle in the Sky	
Director:	Hayao	Miyazaki

A	young	boy	and	girl	must	guard	a	magic	crystal	from	
bandits	and	spies	as	it	leads	them	to	a	legendary	flying	
castle.

This	is	the	first	film	created	by	Studio	Ghibli	and	
released	in	1986	(director:	Hayao	Miyazaki,	producers:	
Yasuyoshi	Tokuma	(Executive),	Isao	Takahata).	
However,	it	is	considered	by	some	as	the	second	
film,	because	Nausicaä	of	the	Valley	of	the	Wind	was	
created	by	the	founding	members	two	years	prior.	
Castle	in	the	Sky	won	the	Animage	Anime	Grand	Prix	in	
1986,	and	remains	as	Ghibli’s	most	popular	works.

Nadia: The Secret of Blue Water	
Director:	Hideaki	Anno

A	mysterious	acrobat	and	a	young	inventor	must	work	
together	to	stop	a	group	of	villains	from	influencing	
the	fate	of	the	world.	Nadia:	The	Secret	of	Blue	Water	
is	a	Japanese	anime	television	series	inspired	by	
the	works	of	Jules	Verne	and	the	exploits	of	Captain	
Nemo.

Rainbow Kids	
Director:	Kihachi	Okamoto

A	comedy	where	three	criminals	in	need	of	money	
kidnap	a	wealthy	elderly	woman	for	a	ransom.	She	
ends	up	helping	to	straighten	out	their	lives.

Dreams	
Director:	Akira	Kurosawa

The	movie	contains	8	stories	which	Kurosawa,	the	
author	and	director,	based	on	his	recurring	dreams.	
Dreams	addresses	themes	such	as	childhood,	
spirituality,	art,	death	and	mistakes	and	transgressions	
made	by	humans	against	nature.

Vincent	Canby	of	The	New	York	Times	said	“It’s	
something	altogether	new	for	Kurosawa,	a	collection	
of	short,	sometimes	fragmentary	films	that	are	less	
like	dreams	than	fairy	tales	of	past,	present	and	
future.	The	magical	and	mysterious	are	mixed	with	the	
practical,	funny	and	polemical.”

天空の城ラピュタ 
監督：宮崎駿

魔法の石を盗賊やスパイから守ろうとする少年と少女は、
空に浮かぶ伝説の城へたどり着く。

１９８６年に公開となった本作は、スタジオジブリによる初
の長編アニメーション作品（監督：宮崎駿、制作：高畑勲、
制作総指揮：徳間康快）。製作年では『風の谷のナウシ
カ』の方が２年早いため、『天空の城ラピュタ』を２作目と
捉える考え方もある。１９８６年の月刊アニメージュ	アニメ
グランプリで作品賞を受賞し、現在でもジブリ作品の中で
根強い人気を誇る作品。

ふしぎの海のナディア 
監督：庵野	秀明

サーカスのスターである少女と発明好きの少年が、世界征
服を企む組織との戦いに巻きこまれていく。『ふしぎの海の
ナディア』はジュール・ヴェルヌによる小説とそれに登場す
るネモ船長を原案とする日本のアニメテレビ番組。

大誘拐 RAINBOW KIDS 
監督：岡本喜八

身代金を目当てに裕福な老女を誘拐した３人組が、なぜだ
かその老女に人生を正されていく姿を描いたコメディ。

夢 
監督：黒澤明

黒澤自身が見た夢を元にした８話からなるオムニバス形
式の映画。映画内で扱われている題材は、子供時代、スピ
リチュアリティ、芸術、死、自然に対して行われた人々の過
ち、など。

ニューヨークタイムズのヴィンセント・キャンビー氏は「オ
ムニバス形式という黒澤監督にとって新しい作品であり、
夢というよりはまるで過去、現在、未来の御伽噺のようであ
る。不思議で神秘的なものが、現実的でおかしく議論好き
なものと混ざり合ったようだ。」と評した。
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Jiro Dreams of Sushi	
Director:	David	Gelb

This	2011	documentary	follows	85-year-old	Jiro	Ono,	
master	sushi	chef,	his	restaurant,	and	his	sons	as	they	
continue	to	hone	their	craft.	This	is	a	glimpse	into	
Ono’s	mastery	of	making	the	perfect	piece	of	sushi,	
specifically	made	for	each	customer.	The	devotion	
to	his	craft,	demonstrated	in	his	10-seat	sushi	bar	
situated	near	an	underground	subway	station,	earned	
his	restaurant,	Sukiyabashi	Jiro,	three	Michelin	stars.	

As	a	postscript,	this	well-over	90-year	old	master	chef	
lost	his	Michelin	three-star	rating	in	2019	because	
the	restaurant	was	no	longer	open	to	the	general	
public.	This	long	considered	“best	sushi	restaurant	in	
the	world”	is	now	only	open	to	regulars,	those	with	
“special	connections”	or	booking	through	a	luxury	
hotel	concierge.	One	of	Jiro’s	sons	runs	another	
branch	which	is	still	open	to	the	public	and	is	rated	
with	two	Michelin	stars.

Never	mind,	even	though	most	of	us	can	no	longer	
dine	at	Sukiyabashi	Jiro,	we	can	see	what	we	are	
missing	through	this	film.

Henry’s Glasses	
Director:	Brendan	Uegama

The	film	takes	place	in	a	Canadian-Japanese	
internment	camp	in	1945,	where	young	Henry	escapes	
from	reality	and	helps	an	elderly	new	friend,	using	his	
imagination.

Your Name	
Director:	Makoto	Shinkai

Winner	of	the	Best	Animated	Feature	at	the	2016	
Los	Angeles	Film	Critics	Association	Awards	and	
nominated	for	Best	Animation	of	the	Year	at	the	40th	
Japan	Academy	Prize.	Please	see	an	article	by	Adeline	
Panamaroff.

二郎は鮨の夢を見る 
監督：デヴィッド・ゲルブ

８５歳の寿司職人、小野二郎とその寿司店、そして息子たち
を追った２０１１年公開のドキュメンタリー映画。小野二郎
の寿司職人としての技が垣間見られる作品。駅近くのビル
地下に構えた１０席ほどの小規模な店は、磨き続けられて
きたその腕を認められ、ミシュラン３つ星を獲得した。

その後２０１９年には小野二郎も９０歳を過ぎ、「一般客の
予約ができなくなったこと」を理由に店はミシュランから
外れることとなった。その後は常連客や高級ホテルのコン
シェルジュを通してのみ予約が可能と言われている。次男
が経営する「すきやばし次郎六本木店」は一般予約が可能
で、ミシュラン２つ星を獲得している。

今となっては私たちにとって訪れるのが難しくなってしまっ
た「すきやばし次郎」。店や高級寿司の様子をこのドキュメ
ンタリーで堪能することができる。

ヘンリーの眼鏡 
監督：ブレンダン・ウエガマ

１９４５年の日系人強制収容所を舞台に、ヘンリー少年が
想像力を使って現実逃避すると同時に、年老いた新たな友
人との心の交流を描く。

君の名は。 
監督：新海誠

２０１６年のロサンゼルス映画批評家協会賞にてアニメ映
画賞を受賞、第４０回日本アカデミー賞優秀アニメーショ
ン作品賞受賞。今月号のアデリーン・パナマロフの記事も
合わせてお楽しみください。
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アニメを通しての組紐との出会い
/	アデリーン・パナマロフ

『君の名は。』は２０１６年に公開となった、新海誠監督による心温まる
アニメ作品です。二人のティーンエイジャーの人生が「入れ替わり」をき
っかけに交錯し、タイムトラベルというひねりを加えた物語となっていま
す。

作中では「組紐」が、例えば恋愛漫画やアニメでよ
く登場するような「運命の赤い糸」のようなアイテム
として扱われています。この日本の伝統工芸品であ
る組紐は、いろんな場面で物語の中に登場します。

主人公の一人、宮水	三葉が祖母と妹と一緒に組紐
を編んでいるシーンは、私が組紐というものを初め
て見た瞬間でした。それからというもの、すっかり組
紐に魅了されています。自分で調べてみたところ、「
丸台」という伝統的な組台とそれに付随する「組紐
玉」という糸玉の仕組みを見つけることができまし
た。発泡スチロールで作られた軽量の持ち運び用の
組台もあるようですが、より雰囲気を出すために『
君の名は。』で見た木製の台を用意したいなと思い
ました。

テキスタイルを修繕するための道具類を専門にして
いる地元の木工職人さん、バート・デリスさん（East	

Slope	Woodturning所属）が、私が見つけた本に載っていた図表を元に
丸台をカスタム製作してくださいました。これで丸台と１０セットの組紐
玉が揃い、早速４つ組（４本）の紐作りを始めました。本の指示通りに試
みたら上手く行きました。青と緑で、それぞれ５０センチの長さの組紐を
２つ、perleという綿糸を使用して作りました。

組紐玉がカタカタとリズミカルに鳴る様子は、『君の名は。』で見た通り
の癒される音でした！

この時点で、そろそろ８つ組（８本）の組紐作
りに挑戦できるのではないかと思いました
が、残念なことに自分の新しいスキルを少し
買いかぶりすぎたようです。不揃いであまり
見た目の良くない、結び目やもつれの塊とな
ってしまいました。糸を無駄にしないために
も数時間かけてそれを解いたあと、しばらく
は４つ組のみに集中することにしました。

まずは初心者レベルからという決心は正解
だったようです。コロナから回復中だった２
０２２年１１月、毎日２つの組紐を綿、絹、
刺繍用糸などさまざまな種類の糸で編んで
いました。２週間ほどそれを続け、たくさん

作りがちな巾着バッグに使えるような紐が十分な量出来上がりました。

『君の名は。』は日本の伝統的な工芸、衣装、料理に触れることができ
る数多くのアニメや漫画作品のうちの一つです。他の作品からは手毬や
刺し子を学びました。刺し子に出会ってから、一目刺しや革新的な刺し子

Discovering Kumihimo Through Anime 
/	Adeline	Panamaroff

Your	Name	is	a	heartwarming	anime	directed	by	Makoto	Shinkai,	
and	released	in	2016.	With	a	time	travel	twist,	the	story	centers	on	
the	lives	of	two	teenagers	whose	lives	get	intertwined	through	a	
series	of	involuntary	trips	through	time	and	space.	

The	theme	of	kumihimo	is	used	throughout	
the	movie,	much	like	the	idea	of	the	red	string	
of	fate	is	often	used	in	romance	manga	and	
anime.	A	traditional	craft,	kumihimo,	is	seen	
in	production	and	in	use	in	various	ways	
throughout	the	story.	

Watching	Mitsuha	Miyamizu,	her	sister	and	
grandmother	braid	their	kumihimo	cords	was	
my	first	exposure	to	this	craft:	I	have	been	
fascinated	with	it	ever	since.	Research	and	self	
study	helped	me	find	instructions	on	how	to	
construct	a	traditional	round	frame,	marudai,	
and	the	accompanying	kumihimo	tama,	
bobbins.	While	there	are	many	light	weight	
travel	frames,	made	from	styrofoam,	I	wanted	to	
experience	the	light	wooden	rattle	that	I	heard	
in	Your	Name,	as	it	set	a	mood	that	I	wanted	to	
experience.	

A	local	woodworker	that	specializes	in	
reconstructing	or	repairing	textile	making	tools,	Bert	Delis	of	
East	Slope	Woodturning	was	kind	enough	to	custom	make	me	a	
marudai,	based	on	a	diagram	I	have	found	in	one	of	the	kumihimo	
books	I	had	read.	Now	set	with	my	marudai	and	set	of	10	kumihimo	
tama,	I	set	out	to	make	my	first	4	strand	cord.	It	went	well,	
following	the	set	of	instructions	laid	out	in	the	book.	I	made	two	
lengths	of	blue	and	green	kumihimo,	each	50	cm	long,	with	perle	
cotton	threads.	

The	clatter	of	the	kumihimo	tama	were	
indeed	as	rhythmic	and	soothing	as	they	
had	sounded	in	Your	Name!	

At	this	point	I	figured	that	I	knew	enough	
to	advance	to	an	8	strand	cord.	Sadly	
I	was	too	confident	in	my	very	new	
skills.	The	result	was	a	mass	of	uneven,	
unattractive	knots	and	snarls.	After	a	few	
hours	spent	unraveling	the	mess,	in	the	
name	of	saving	the	threads,	I	decided	to	
just	stay	with	the	4	strand	kumihimo.	

This	resolution	to	stay	at	the	beginner	
level	has	been	a	good	move	for	me.	
Back	in	November	2022,	while	I	was	
convalescing	from	COVID,	I	occupied	my	time	with	braiding	2	cords	
a	day,	with	various	fibre	types,	cotton	yarns,	silk	threads,	and	even	
cotton	embroidery	floss.	After	2	weeks	of	this	I	now	have	a	nice	
supply	of	cords	that	can	be	used	for	drawstring	bags,	which	I	seem	
prone	to	make	often.
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Your	Name	has	been	one	of	many	anime/manga	that	have	
introduced	me	to	traditional	Japanese	folk	crafts,	garments	and	
cooking.	Others	have	been	temari,	and	sashiko.	Once	I	found	
sashiko,	that	only	led	to	a	deeper	dive	into	its	evolutionary	cousins	
boro,	and	hitomezashi.	

Your	Name,	and	many	anime	like	it	have	been	an	effective	
gateway	into	numerous	aspects	of	Japanese	material	culture	that	
I	may	have	missed	out	on	if	not	exposed	to	the	visual	medium	
of	animation.	For	the	story	alone,	Your	Name	is	worth	your	time.	
For	the	background	action,	a	whole	new	world	of	wonders	can	be	
claimed	for	those	observant	enough	to	notice.

の仲間である襤褸（ぼろ）にも興味を持つようになりました。

『君の名は。』や他の数多くのアニメは、日本のさまざまな物質文化へ
の入り口となっています。アニメという視覚的な媒体を通して出会わなけ
れば、知らずに通り過ぎていたかもしれません。もちろん、映画のストー
リーそのものにも観る価値があります。加えて、映画の中に何気なく登場
するものをめざとく見つけることができるなら、新しい驚きに満ちた世界
と出会えることでしょう。

ヘリテージ・フェスティバル ２０２３
役員会では、今夏のヘリテージ・フェスティバルには参加しないという
苦渋の決断をしました。来年以降についてはまた検討する予定でいます
が、今年は夏祭りの運営に力を注ぐのが良いであろうという答えを出し
ました。

２週間の間に二つの大きなイベントを運営するのはなかなかに困難であ
ることが過去の経験から分かっています。またパンデミックの影響で会
員数が減ったこと、現行会員様がより関心を持ってくださっているのが
夏祭りの再開催であること、からこのような決断に至りました。

夏祭りは７月１５日（土）に会館にて開催されます。皆様のご参加を心よ
りお待ちしております。ボランティア参加してくださる方も大歓迎してお
りますので、ぜひ	events@ejca.org	までご連絡ください。

第５回夏祭り：７月１５日（土）
/	夏祭り運営委員会

お待ちどうさまでした、待ちに待った第５回夏祭りが開催されます。２０
２３年７月１５日（土）です！

３月１０日に第１回の運営委員会が発足し、１３名の委員がワクワクし
ながら、計画を始めました。今までのように、盆踊り、ビアガーデン、か
き氷、日本のストリートフード、子供のゲーム、日本の小物店、日本文化
の演技や展示、等々の準備のほかに新しいことも考え始めました。そう
そう２０１９年には花火をしましたね。今年も出来るでしょうか？

これから会報『もしもし』やウェブサイト、メールでご連絡いたします
が、まず、７月１５日をマークしておいてください。

Heritage Festival 2023 
Your	Board	has	had	to	make	the	difficult	decision	of	not	
participating	in	the	Heritage	Festival	this	summer.	We	will	re-visit	
this	decision	in	future	years,	but	we	felt	it	best	to	concentrate	our	
efforts	on	Natsu	Matsuri	this	year.	

In	past	years	it	has	been	a	challenge	to	set	up	and	staff	two	major	
events	within	a	two-week	span.	With	membership	losses	due	to	
the	pandemic	and	the	keen	interest	of	our	members	to	revive	our	
summer	festival,	we	felt	it	best	to	make	this	decision.

We	hope	you	will	join	us	on	Saturday,	July	15th	at	the	Centre	for	
Natsu	Matsuri.	We	welcome	any	member	who	would	like	to	help	to	
contact	us	at	events@ejca.org

5th Natsu Matsuri on Saturday, July 
15, 2023! 
/	Natsu	Matsuri	Planning	Committee

Yay!	The	wait	is	over,	the	5th	Annual	Summer	Festival	we've	all	
been	waiting	for	will	be	held	on	Saturday,	July	15,	2023!

The	first	Planning	Committee	meeting	was	held	on	March	10,	
and	the	13	committee	members	were	excited	to	begin	planning.	
As	in	the	past,	we	have	started	thinking	of	new	things	to	do	
besides	Bon	Odori,	beer	garden,	shaved	ice,	Taiyaki,	Japanese	
street	food,	children's	games,	Japanese	stores,	Japanese	cultural	
performances	and	displays,	and	so	on.	And	yes,	we	did	have	
fireworks	in	2019.	Can	we	do	it	again	this	year?

We	will	keep	you	updated	through	our	newsletter	"Moshi	Moshi",	
website,	and	email,	but	first,	please	mark	July	15	on	your	calendar!

mailto:events%40ejca.org%20?subject=
mailto:events%40ejca.org?subject=
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土曜日本映画会
/	エルドン・キムソン

長い時間を経てやっと、映画鑑賞会がEJCAに戻ってきました！映画のお
供となるスナックもたくさん用意し、２本立て上映を３月１８日に行いま
した。午後の映画鑑賞にはおやつが付き物ですよね？

鑑賞会は『天気の子』（２０１９年）か
らスタートしました。新海誠監督のア
ニメ作品を観るのは今回が初めてで
した。ジブリ作品などには大変馴染
みがありますが、今回のようなアニメ
作品は私にとって新鮮なものでした。
映像がびっくりするほどとても美しか
ったことと、現代の東京の街並み描
写の忠実さの二つが特に印象に残り
ました。そこに実際にいるかのような
リアル感で、今すぐにでも飛行機に乗
って東京へ行きたい気持ちに駆られ
ました。

翌日個人的に、別の新海誠監督作品である『君の名は。』（２０１６年）
も観てみました。こちらもとても映像が素晴らしく、想像力豊かなストー
リー構成がおすすめの作品です。

『天気の子』上映後にはメイキング映像も流しました。制作の舞台裏を
知ることによって作品への理解も増し、より楽しめるようになる気がし
ます。

EJCAの映画専門家と言って過言ではないほどのエキスパート、ジム・ホ
ヤノさんが、２作品目『たんぽぽ』（１９８５年）についての説明をしてく
ださいました。特に興味深かったのが、伊丹十三監督がほとんどの作品
に妻である宮本信子さんを主演に起用していることでした。

こちらの作品については前知識などを全く持たずに鑑賞したのですが、
コメディ要素や日本の食文化の描写などを楽しめました。ラーメンがお
話の軸になっている映画はそれだけで魅力的ですね。観終わる頃にはラ
ーメンのことで頭がいっぱいでした。伊丹監督の他の作品も観てみたい
と思います。

残念ながら事前登録していただいた方の中に欠席者が多かったのです
が、それでも２０名ほどが集まりどちらか好きな作品を鑑賞していまし
た。２本立てで両作品とも鑑賞した方も数名いらっしゃいました。

鑑賞会でボランティアを務めてくださった方々、おにぎりや稲荷寿司など
美味しい日本の軽食を用意してくださった方々に改めて御礼申し上げま
す。おかげでとても素晴らしい鑑賞会となりました。またこのイベントの
スポンサーである国際交流基金と在カルガリー日本国総領事館にも感
謝申し上げます。

これからも会館で日本の映画上映会を続けていけたら良いなと思いまし
た。提案等あれば、eldon@ejca.org	までぜひご連絡ください！

Japanese Cinema Saturday 
/	Eldon	Kymson

After	a	very	long	while,	cinema	has	returned	to	EJCA!	On	March	
18,	a	fun-filled	afternoon	at	the	centre	was	held,	with	two	great	
Japanese	films	and	plenty	of	movie	snacks.	You	can’t	have	a	movie	
afternoon	without	snacks,	right?	Right.

It	began	with	Weathering	With	You	
(2019).	This	is	the	first	animated	
feature	that	I’ve	seen	by	Makoto	
Shinkai.	I’m	very	used	to	Ghibli-esque	
films,	so	this	was	a	new	experience	
for	me.	Two	things	that	struck	me	
immediately.	The	first	is	how	visually	
stunning	the	animation	is.	I	mean,	
it’s	mind-blowing.	The	second	is	how	
accurately	it	visualizes	modern-day	
Tokyo.	You	truly	feel	like	you’re	there	
and	it	made	me	want	to	jump	on	a	
plane	to	Narita	immediately.

The	next	day,	I	watched	Shinkai’s	
previous	film,	Your	Name	(2016).	I	really	loved	this	one.	It	was	
equally	stunning	with	a	very	imaginative	plot.	I	highly	recommend	
it!

Right	after	the	film,	we	showed	a	short	feature	of	Makoto	Shinkai	
speaking	about	the	making	of	Weathering	With	You.	I	always	find	
that	I	gain	a	greater	appreciation	for	a	film	when	I	find	out	what	
went	on	behind	the	scenes.

Jim	Hoyano—one	could	call	him	EJCA’s	resident	movie	expert—
gave	an	introduction	to	the	second	film,	Tampopo	(1985).	Jim	is	
full	of	film	facts	and	I	was	intrigued	to	learn	that	the	director,	Jûzô	
Itami,	cast	his	wife,	Nobuko	Miyamoto,	for	the	main	role	in	all	of	his	
films.

I	didn’t	really	know	what	to	expect	from	this	one,	but	it	was	
entertaining	with	its	humour	and	depictions	of	Japanese	food	
and	culture.	Plus	any	film	with	ramen	as	part	of	the	plot	will	
immediately	grab	my	attention.	I	was	craving	a	bowl	by	the	end	
and	I’m	also	interested	in	watching	more	of	Itami’s	films.

We	had	quite	a	few	no-shows,	unfortunately,	but	overall	it	was	a	
great	time	with	about	20	people	who	watched	each	film,	and	a	
handful	who	stayed	to	watch	both.

A	big,	big	thanks	to	our	volunteers	who	helped	to	run	the	show,	
and	those	who	cooked	up	some	delicious	Japanese	snacks	like	
onigiri	and	inarizushi.	Your	help	really	made	this	day	great.	And	last	
but	not	least,	thank	you	to	the	Japan	Foundation	and	the	Consul	
General	of	Japan	in	Calgary	for	sponsoring	this	event.

Personally,	I	would	like	to	continue	showing	movies	at	the	centre.	If	
you	feel	the	same	and	have	suggestions,	I’d	love	to	hear	them!	Drop	
me	a	line	anytime	at	eldon@ejca.org

mailto:eldon%40ejca.org?subject=
mailto:eldon%40ejca.org?subject=
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詰将棋 ＃11
/	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 #11
/	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

Sacrifice—	
the	key	to	mate.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Sente

March	Tsume
Sente	moves

Pieces	in	hand	for	Gote

Solution	for	January
(Sente	moves	first)

1.	Promoted	Rook	moves	to	2-c	
2.	King	takes	on	1-e			
3.	Promoted	Rook	takes	on	2-d,	
					checkmate

Diagram	shows	final	position.

Solution	for	March
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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コンビニフライドチキン
/	ダル・ギル

みなさん、春の到来をたのしみにしていますか。春は素晴らしいと思いま
す。多彩な花が咲いたり、日差しをいっぱい浴びたり、良い季節ですね！

今日はサラッと好きな食べ物をシェアした
いと思います。それはコンビニのチキンで
す！	日本のコンビニにある食べ物がなか
なか質が高いということは常識かも知れま
せん。いつでも美味しい食事を買ったり、
食べたりできるのはとても便利です。わた
しは何回もチキンを持ち帰ったので、徐々
に車の中はチキンの匂いになりました！

カナダと日本のコンビニのチキンを比べて
みると、三つの違いがあります。まずは、新
鮮なことですね。私の経験では日本のコン
ビニチキンは大体の場合がとても新鮮だ
と思います。それにチキンの味もかなり多
様です。例えば、旨辛や旨塩や黒胡椒ニン

ニクと他のたくさんの味があります。カナダではそのような多様な味の
選択はかなり珍しいと思います。最後はチキンの食感です。セブンイレブ
ン、ローソンとファミリーマートのチキンはけっこうジューシーでサクサ
クだと思いますので、食べる時に癒されるような美味しさです！

つまり、私はコンビニのチキンが大好きです。宮崎に住んでいた時にコン
ビニチキンは私にとって定番になったので、自分の好きな食べ物を紹介
したかったんです。みなさん、読んでいただいてありがとうございます！
またね！

５５歳以上のクラブ（松の会） 会長の挨拶
/	アラン・デイビス

５５歳以上のEJCA会員の方は誰でも松の会に加入できます。会員でなく
てもゲストとして参加も出来るので会長のアランか秘書のメイに事前に
ご連絡下さい。お昼を用意して待っています。松の会の例会は毎月第４
水曜日（１２月を除く）にEJCAの会館で行われます。

松の会はEJCAの５５歳以上の方が参加できる、楽しい会話、午後の活
動と運動、お弁当ランチなど盛りだくさんのクラブです。そして、毎月の
お出かけも予定しています。お出かけの見学先は、ワイナリー、蜂蜜酒の
醸造所、蒸溜所、キノコ農園、デボニアンガーデン、カジノ、サーキット、
ムタート・コンサバトリー、アイマックス映画館とディナーショーなどで
す。

２月には「バレンタインボウリング」イベントを行いました。ボウリングが
できない方もビンゴの点を得る仕組みで大変楽しかったです。ガターで
も得点することができました！

お出かけの日、松の会のみんなでいろんな場所で一緒に昼食を取ること

Konbini Fried Chicken 
/	Dal	Gill

Hi	everyone,	are	you	guys	excited	for	spring?	For	me	spring	is	great,	
full	of	colourful	flowers	in	bloom	with	a	chance	to	take	in	lots	of	
sunshine.

Today,	I’d	like	to	share	a	bit	about	one	of	my	guilty	
pleasure	foods.	That	is	Konbini	Fried	Chicken!	I	
feel	like	it's	mostly	known	that	the	food	in	stock	in	
Japanese	convenience	stores	is	pretty	high	quality.	
They	are	good	types	of	places	where	you	can	buy	
and	eat	good	food	anytime.	For	me,	I	used	to	buy	a	
ton	of	fried	chicken	as	take	home,	which	overtime	
made	my	car	smell	like	fried	chicken	too!

I	think	if	you	were	to	compare	Convenience	stores	in	
Canada	and	Japan	in	terms	of	fried	chicken,	there’s	
three	differences.	First	is	the	freshness.	I	found	
from	my	experience	that	Japanese	Konbini	fried	
chicken	is	quite	fresh,	generally	speaking.	Next	is	
the	fact	that	there	is	a	ton	of	variety	in	flavours.	Take	
just	a	few	for	example,	salty,	salty-spicy	and	even	
black-pepper	garlic	to	go	along	with	many	others.	
That	same	level	of	flavour	variety	is	quite	rare	in	Canada	from	my	
understanding.	Lastly,	is	the	mouthfeel	of	the	chicken.	Whether	it’s	
from	Seven-Eleven,	Lawsons	or	Family	Mart,	the	chicken	is	both	
juicy	and	crispy,	leaving	for	a	pretty	chill	time	when	eating.

I	guess,	I	just	really	like	Konbini	Fried	Chicken.	It	somehow	became	
a	staple	food	for	me	when	I	was	living	in	Miyazaki	and	I	just	really	
wanted	you	to	know	the	good	stuff	about	one	of	my	favorite	foods.	
Thank	you	for	reading	along!	Until	next	time!

55 and Up Club (Matsu no Kai):  
President’s Message 
/	Alan	Davis

All	EJCA	members	over	55	years	of	age	are	welcome	to	join.	Or	
come	as	a	guest,	but	phone	Alan	or	May	ahead	of	time	so	we	
can	arrange	to	have	a	lunch	for	you.		Meetings	are	held	on	the	
fourth	Wednesday	of	each	month	at	the	EJCA	Centre	(except	for	
December).		

Matsu	no	Kai,	the	EJCA	55	and	Up	Club	is	more	than	a	monthly	
meeting	with	a	bento	lunch,	friendly	conversation,	afternoon	
activities	and	easy	exercises.	We	also	plan	a	monthly	outing.		
Outings	have	included:	wineries,	a	honey	and	mead	operation,	a	
distillery,	a	mushroom	farm,	the	Devonian	Gardens,	the	casino,	the	
race	track,	the	Muttart	Conservatory,	Imax,	and	dinner	theatres.

This	February,	we	held	a	fun	“Valentine’s	Bowling”	event….	the	
best	thing	was	that	you	didn’t	have	to	know	how	to	bowl	to	get	
points	on	the	bingo	card.	You	could	score	by	actually	bowling	a	
gutter	ball!
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We	also	like	to	explore	different	places	to	have	lunch	on	outing	
days	so	it’s	a	great	time	to	share	a	good	laugh	and	get	to	know	each	
other	better.

We	are	looking	forward	to	the	planned	Natsu	Matsuri	in	July.		

Last	year	we	hosted	EJCA	members	who	are	older	than	54	to	a	
“TEA”	at	the	centre.	We	are	considering	doing	it	again	this	year.

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

Or	for	more	information,	please	contact:

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

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

で、お互いのことをもっと知り合う機会となり、とても楽しいです。

今は、計画中の７月の夏祭りを楽しみにしています。

また去年、EJCAの５４歳以上の会員向けの「お茶会」イベントを会館で
行いました。今年も開催したいと考えています。

松の会連絡先：

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

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

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

俳句で息抜き！
/	グッドストライカー	由香

今月は俳句（日本語）の７句と三行詩（英語）の４編のご投稿をいただき
ました。全て１６歳以上の方の投稿でした。皆様のご投稿ありがとうご
ざいます。

選・講評　渡辺舎人

	
俳句

	
風変わる猫の子そろり土を踏む　オニール 恭子

北風の冷たさではなく、風の温かさなり、それにつられ、生れて数週間
の仔猫が外に出てみたのです。寒さと固さの残る地面に「そろり」脚を乗
せ、「土を踏」んだのです。仔猫に肉球が地に触れ、脚を引っ込めたり出
したりしながら、大地に「そろり」立ったというのです。仔猫の動きをよく
観察をして詠まれた佳句です。上五の「風変わる」は我々の人生に時より
やって来る「チャンス到来」の風でもあると云えましょう。そう考えると
掲句の「そろり土を踏み」も勇気ある一歩となります。

	
春の闇ヘッドライトに鹿駈ける　なかや せつお

原句「鹿駈けるヘッドライトに春の闇」を「春の闇ヘッドライトに鹿駈け
る」と添削しました。原句の表現ですと、春の闇が「ヘッドライトに」照ら
されていることになります。添削では、走行する車のヘッドライトが鹿を
とらえると鹿の目もライトに反射して光り、ライトをはずれると辺りは春
の闇が在るばかり、です。そうすることにより一句の読み手に、疾駆する
鹿と辺りを包み込む底知れない大自然の闇が対照的に迫ってくるでしょ
う。俳句は往々にして上五と下五を入れ換えるだけで、描かれた景の場
面が活き活きとなることがあります。ご自身もそう推敲されたと思います
が、どちらがよいか分らなくなったときは時間をおいて考え直したり、お
近くの人の声に耳を傾けるとよいでしょう。また、二つのどちらを主題に
するか、絵に画いたならば大とする景・小とする景はどちらか、などと考

Take a Haiku Break! 
/	Yuka	Good	Striker

For	this	month,	we	received	seven	haiku	in	Japanese	and	four	
haiku	in	English.	All	of	them	are	from	adults	(16	years	old	or	older).	
Thank	you	very	much	for	your	submissions.

Selection/review:	Shajin	Watanabe

Haiku in Japanese

 
Kyoko O’Neill

Winds	had	shifted	
A	kitten	cautiously	
Stepped	on	the	earth

There	is	no	more	chilliness	of	the	North	Wind.	There	is	some	
warmth	of	the	spring	wind,	which	attracted	a	few	weeks	old,	brand-
new	kitten.	The	kitten	went	outside	and	put	its	paws	“cautiously”	
“on	the	earth	that	is	still	somewhat	cold	and	hard.	The	kitten’s	paw	
pads	touched	the	ground.	The	kitten	stretched	out	its	paws	and	
drew	them	in	for	a	few	times.	Then,	it	finally	stood	“cautiously”	on	
the	earth.	The	writer	observed	the	kitten’s	maneuvers	very	well	and	
described	them	in	the	haiku.	

The	phrase	“winds	had	shifted”	could	also	mean	that	your	time	has	
come.	In	that	sense,	the	kitten’s	cautious	step	is	a	brave	first	step	
(into	a	new	world).

 
Setsuo Nakaya

Darkness	of	the	Spring	
In	the	headlight	
A	deer	ran	through

I	edited	the	original	haiku:	“A	deer	ran	through	in	the	headlight	
where	darkness	of	the	spring	lies.”	In	the	original,	the	darkness	
of	the	spring	is	shone	by	“the	headlight.”	In	the	edited	version,	
when	the	headlight	of	a	running	car	caught	a	deer,	the	deer’s	

mailto:ardavis%40ardsys.ca?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
mailto:ardavis%40ardsys.ca?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
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えるのもよいでしょう。（この俳句欄に投句する方たちと句会を持ち、互
いに切磋琢磨できればよいですね）

	
玄関ホールに倶に嫁ぎし雛飾る　矢野 今日子

原句は「結婚後見守り続ける雛門口で」でした。云いたいことが多くあ
る場合はそのままですと散文的やあれこれを述べた「腸詰め俳句」とな
りますので、そういう場合はやむを得ない処置として五・七・五ではなく、
七・七・五で詠むとよいでしょう。添削句では八・七・五ですが、この詠み
方の場合は、下五はきっちりと五音を守ること大事です。七・七・五調の
句が中村草田男の句に多くあり、彼の弟子たちもそういう傾向がありま
したので、俳壇では、彼の主宰誌名から「萬緑（ばんりょく）調」と呼んで
いましたが、現在は他の結社の俳人たちも真似ていますので、俳壇で寛
容されている破調です。掲句は一読了解できるものとなりましたので、解
説は省きましたが、読者が「玄関ホール」表現から外国に嫁いだ女性の
感慨を読み取って貰えれば幸いです。

	
Cheers!	の続くデッキや春スキー　アチソン 香

「生中」とは「生ビールの中ジョッキ」の事だと思いますが、「生ビール」
は夏の季語ですので、一句に季語が二つになる「季重なり」表現を避け
ての措置だと思いますが、俳句表現では略語を使用することは関心しま
せん。俳句が川柳側に近づいてしまうからです。ここでは飲んだ酒の種
類等は読者の想像に任せて省略です。カナダならば読者は経験的にそ
の銘柄もわかるのでしょうから。原句に「デキイ」と外来語がありました
ので、それに合わせて上五を英語にしました。外国人または外国で詠ん
だ句ということがわかり、それでもよいと思います。皆さまも多用せず、
上手に外国語をお使いください。

	
３行詩

 
ザビアン・シルドラ

緑の目は驚きでいっぱい	
派手なコートは柔らかいキャリコ模様の毛皮でできている	
口と足には針がいっぱい

ウィキペデアによると三毛猫は「日本では珍しくないネコだが、日本国
外では比較的珍しく、キャリコ（英:	calico）、またはトーティ・アンド・ホ
ワイト（英:	tortie	and	white）と呼ばれる。フランス語風にトリコロール
（仏:	tricolore）、あるいはトライカラー（英:	tricolour、米:	tricolor）と
呼ばれる」とある。その三毛猫の掲詩では最終行で「Mouth	and	paws,	
full	of	needles」としているが、いかにもの表現ではあり、猫のセンサー
としての髭を見逃さず、きっちりと捉えているところは観察のなせる業で
あるが、ここでの詩は発見のものではなく、いかに対象を言葉で捉え、ど
う表現するかという類のもの。アガサクリスティーの、ポアロ自身の言葉
「灰色の脳細胞」のような、いかに形容するかの技法のものであり、その
種のマニアには垂涎となる表現技法なのであろう。

eyes	reflected	and	shone.	Outside	of	the	headlight,	there	is	only	
darkness	of	spring.	When	you	read	the	edited	version,	you	are	
forced	to	feel	the	contrast	between	the	dashing	deer	and	the	
darkness	of	immeasurable	great	nature	which	envelops	the	
surroundings.	In	haiku,	just	switching	the	order	of	the	first	and	last	
verse	often	makes	the	scene	described	more	vibrant	and	livelier.	
I	imagine	the	writer	also	switched	around	the	verse	order	to	find	
the	best	way.	When	you	are	not	sure	which	way	is	the	best,	please	
take	a	break	and	come	back	to	it	or	ask	your	friends’	opinions.	It	is	
good	to	think	which	subject	is	the	main	theme,	or	if	you	draw	this	
scene	in	a	picture,	which	subject	you	would	draw	larger,	and	which	
subject	you	would	draw	smaller.	(if	we	can	have	a	haiku	gathering	
and	learn	from	each	other,	that	would	be	wonderful).

 
Kyoko Yano

In	the	front	hallway	
Displayed	Hina	Dolls	
That	came	with	me	when	I	married

The	original	haiku	is:	“after	the	marriage		Hina	dolls	watch	over	
me		at	the	house	entrance.”	When	you	have	a	lot	to	say,	your	haiku	
tends	to	become	prosaic	or	sausage	haiku	(stuffed	with	too	many	
ideas).	In	that	case,	as	a	last	resort,	you	can	write	a	haiku	of	seven-
seven-five	syllables	instead	of	five-seven-five	syllables.	The	edited	
version	uses	eight-seven-five	syllables.	When	you	use	this	style,	you	
need	to	ensure	that	the	last	verse	has	exactly	five	syllables.	Kusatao	
Nakamura	wrote	many	haiku	with	seven-seven-five	syllables	and	
his	disciples	followed	his	way;	therefore,	Haiku	circles	in	Japan	
called	haiku	with	seven-seven-five	syllable	as	“Banryoku-Style”	
based	on	the	name	of	the	haiku	magazine	that	Kusatao	organized	
and	lead.	Currently,	this	irregular	style	is	an	accepted	form	as	other	
haiku	poets	also	use	it.

As	the	edited	version	is	self-explanatory,	I	skipped	the	
interpretation	of	the	haiku;	however,	if	the	word	I	chose,	“the	front	
hallway,”	helped	you	understand	or	feel	the	deep	emotion	that	
overcame	a	woman	who	married	in	a	foreign	country,	I	would	be	
very	grateful.	

	
Kaori Acheson

Cheers!	Kept	going	
On	the	outside	deck	
Spring	Skiing

The	original	haiku	has	a	phrase	“Nama-Chu.”	I	think	the	phrase	
means	draft	beer	in	a	middle-sized	mug.	“Draft	beer”	is	a	seasonal	
phrase	for	summer;	therefore,	the	writer	used	the	phrase,	“Nama-
chu”	to	avoid	using	two	seasonal	phrases	in	one	haiku.	On	the	
other	hand,	in	haiku,	it	is	not	a	good	practice	to	use	a	shortened	
word,	because	a	shortened	word	makes	the	haiku	more	like	
Senryu*.	It	is	best	to	let	readers	imagine	what	types	of	alcohol	that	
people	in	the	haiku	are	having	and	not	to	mention	the	name	of	it.	
Based	on	their	experiences,	people	in	Canada	probably	can	guess	
the	brands	of	beer	that	skiers	are	having	on	the	deck.

As	the	original	haiku	had	a	foreign	word,	“Deck,”	I	included	an	
English	word,	“Cheers!”	in	the	first	five	syllables.	This	use	of	a	
foreign	word	is	effective	as	readers	can	tell	that	the	haiku	is	written	
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by	a	foreign	person	or	written	in	a	foreign	country.	When	you	use	
a	foreign	word	in	haiku,	use	it	effectively,	and	do	not	use	them	too	
often.

*Senryu	is	structurally	similar	to	haiku	but	treating	human	nature	
usually	in	an	ironic	or	satirical	vein.	-Merriam	Webster	Dictionary

	
Haiku in English

 
Zavian Sildra

Green	eyes	full	of	wonder	
A	wild	coat	of	soft	calico	fur	
Mouth	and	paws,	full	of	needles

Per	Wikipedia,	“While	mikeneko	(tri-color	coat	cats)	are	very	
common	in	Japan,	outside	of	Japan,	they	are	relatively	rare.	They	
are	called	Calico/Tortie	and	white	(English).	Or	in	a	French	way,	
tricolore	or	tricolour/tricolor.”	The	last	line	of	the	haiku	describes	
this	Calico	cat	as	“Mouth	and	paws,	full	of	needles.”	The	writer’s	
keen	observation	captured	the	cat’s	sensor,	whiskers,	which	is	
impressive;	however,	expressions	in	the	haiku	are	not	from	a	fresh	
discovery.	It	is	more	about	how	to	capture	the	subject	and	how	to	
express	it.	It	is	similar	to	Agatha	Christie's	Poirot’s	phrase,	“Little	
Grey	Cells”:	the	technique	of	how	to	say	it.	I	would	imagine	this	
haiku	is	highly	coveted	by	people	who	are	enthusiastic	about	this	
type	of	expression	technique.

	
Andy Wong

Ice	crystal	escapes	
Drip	drip,	fall	from	fractured	walls	
Sunset,	ice	again

アンディ・ウオン

氷柱が逃げる	
ぽたぽたと、破れた塀から落ちる	
日が沈んで、また氷になる

日が出たことにより「氷柱」が溶けていき、そうしてその日が沈むことに
より、溶けた「氷柱」の水がまた「氷柱」になるという。水の三態変化（
液体・気体・固体）が試作の動機となっている。３行詩という制約がある
が、詩に重要な「驚きの心」から発された表現、対象を眼・耳・鼻・舌・皮
膚で捉えたところから発された世界の「言葉」を聴きたい。

五月号では春の俳句大会への投句を募りますので、俳句コーナーはお休
みとさせていただきます。ご了承ください。

	English	continued:

The	sunrise	triggered	the	“ice	crystal”	to	melt,	and	the	sunset	
caused	it	to	freeze	and	became	an	“ice	crystal”	again.	The	theme	
of	the	work	is	water’s	three	forms	of	matter:	solid,	liquid,	and	
gas.	I	understand	that	the	haiku	form	gives	you	some	restrictions;	
however,	I	would	like	to	read	expressions	that	come	from	
“surprise”,	which	is	important	for	any	poetry.	Further,	I	would	like	
to	hear	the	words	that	are	uttered	after	you	capture	a	subject	by	
your	eyes,	ears,	nose,	tongue,	and	skin.

We	will	take	a	break	from	Haiku	Corner	in	the	May	issue,	as	we	ask	
for	haiku	for	the	Spring	Haiku	Competition	in	the	issue.	Thank	you	
for	your	understanding.

２０２３　東京マラソン
/	ケビン・ヒガ

東京マラソンが行われた３月５日はマラソンに
ぴったりの素晴らしい春の日に恵まれました。
今年のマラソンは、２０１９年以来初めて開催
されました。私は、このイベントに参加できた
幸運な３７,０００人のランナー、７５０人のカナ
ダ人の一人でした。

２０２３年東京マラソンは、コロナ禍以降に
日本で開催される初めての大きなイベントで、
世界中から外国人ランナーと観客を迎えまし
た。	今回のマラソンは単に４２.４kmの距離
を脚を動かし走り続けるだけでなく、日本では
コロナウイルスへの懸念がまだまだあるため、
もどかしくめんどうな大会でした。２月の最後
の週から毎日、体温を公式アプリにダウンロ
ードし、スタート直前には２回のCOVIDテスト
を受けなければなりませんでした。COVIDテス

2023 Tokyo Marathon 
/	Kevin	Higa

March	5th	was	a	wonderful	spring	day	in	
Tokyo	for	running	the	Tokyo	Marathon.	This	
year’s	marathon	was	the	first	time	that	the	
marathon	has	run	since	2019.		I	was	one	of	the	
lucky	37,000	runners	and	750	Canadians	to	
participate	in	this	marvelous	event.		

The	2023	Tokyo	Marathon	is	the	first	major	
event	to	be	held	in	Japan	since	the	beginning	
of	COVID-19	where	foreign	participants	and	
spectators	were	welcomed	from	across	the	
world.		The	fear	of	COVID-19	in	Japan	added	
many	interesting	and	frustrating	complications	
beyond	simply	trying	to	keep	the	legs	moving	
over	the	42.2	kilometres.	We	had	to	download	
our	temperature	daily	from	the	last	week	of	
February	to	an	official	app	along	with	taking	
two	COVID	tests	the	days	just	before	the	start.	
If	you	were	COVID	free	and	didn’t	have	a	
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temperature,	you	were	allowed	to	run.	Luckily	I	was	healthy	and	
was	allowed	to	run.

The	marathon	starts	at	9:00	am	from	Shinjuku	and	weaves	its	way	
through	Akihabara,	Asakusa,	Ginza,	past	the	Tokyo	Tower	and	
finishing	42.2	kilometres	later	at	the	Imperial	Palace.	The	Japanese	
are	very	organized	and	had	thousands	of	volunteers	helping	out	
at	the	start	and	along	the	course.	One	of	the	strangest	things	I	
have	seen	at	a	run	is	the	handing	out	of	adzuki	bean	paste	in	small	
plastic	packs.	I	love	my	daifuku	mochi	but	eating	anko	at	the	32nd	
kilometre	is	definitely	only	for	Japanese	and	not	my	Canadian	
friends.		

After	just	over	4	hours	and	20	minutes	I	
completed	my	45th	marathon.	I	finished	
2	hours	and	15	minutes	after	the	winning	
male	marathoners	but	received	the	
same	medals	and	crossed	the	same	line.	
Tokyo	Marathon	was	also	the	completion	
of	my	sixth	major	world	marathon,	the	
others	being	London,	New	York,	Berlin,	
Chicago	and	Boston.	I	received	my	
Tokyo	Marathon	medal	along	with	a	2nd	
very	large	medal	for	completing	all	the	
world's	major	marathons.	

Tokyo	Marathon	was	a	special	event	
for	me	and	I	hope	I	can	come	back	
one	day	and	run	another	marathon	in	
Japan.	Japanese	are	very	fit	and	it	is	
amazing	to	see	so	many	elderly	people	
walking	everywhere	without	walkers	
and	wheelchairs.	I	know	I’m	getting	
slower	and	slower	every	year	but	I	want	
to	be	like	these	active	Japanese	seniors	
and	run	a	marathon	when	I’m	70	and	
hopefully	into	my	80s.		

The	next	event	coming	up	for	me	is	the	Escape	From	Alcatraz	
Triathlon	where	participants	swim	in	the	San	Francisco	Bay	from	
Alcatraz	to	San	Francisco	along	with	sharks	and	the	nasty	cold	
current.	Once	surviving	the	crazy	swim	we	have	to	bike	and	run	up	
and	down	the	hills	of	San	Francisco.		

Along	with	my	runs	and	triathlons,	I’m	also	a	member	of	the	
EJCA	CARE	committee,	NAJC	Human	Rights	Committee	and	the	
Treasurer	of	the	NAJC.	I’m	so	honoured	to	work	with	so	many	
outstanding	members	of	the	EJCA	and	the	NAJC.		

Goodbye	from	Japan

トが陰性で体温が普通なら走ることが許されました。幸いにも私は健康
で、走ることができました。

マラソンは午前９時に新宿をスタートし、秋葉原、浅草、銀座を通り、東
京タワーを過ぎ、４２.２キロ後に皇居にゴールします。日本人はとても組
織的で、何千人ものボランティアがスタート地点やコース沿いで手伝って
いました。私が競技中で見た最も面白いことの一つは、小さなプラスチ
ックパックに入ったあずきをコースの途中で配っていたことです。	私は
大福餅が大好きですが、３２キロ地点であんこを食べるのは間違いなく
日本人だけのもので、カナダの友人にはとても無理です。

４時間２０分余りで、45回目のマラソンを完走
しました。優勝した男子マラソン選手から２時
間１５分遅れてのゴールでしたが、彼と同じメ
ダルを受け取り、同じゴール地点に着くことが
できました。東京マラソンは、私にとって、ロン
ドン、ニューヨーク、ベルリン、シカゴ、ボスト
ンと続く、６回目の世界的なマラソン大会の完
走でもありました。私は、東京マラソンのメダ
ルと、世界の主要なマラソンをすべて完走した
ことを示す２つ目の非常に大きなメダルを受け
取りました。

東京マラソンは私にとって特別なイベントで、
いつかまた戻ってきて、日本のマラソンを走り
たいです。日本人はとても健康的で、多くのお
年寄りが歩行器や車いすを使わずにどこでも
歩いているのを見ると、驚きます。私は年々足
が遅くなってきていますが、日本のアクティブ
なシニアの方々のように、７０歳、できれば８
０代になってもマラソンを走りたいと思ってい
ます。

次に参加する競技は「エスケープ・フロム・アルカトラズ・トライアスロン」
です。アルカトラズからサンフランシスコまでのサンフランシスコ湾を、サ
メや冷たい潮流にさらされながら泳ぎます。無事にこの難関を突破する
と、次はサンフランシスコの丘陵地帯を自転車とランニングで走ります。

ランニングやトライアスロンと並行して、私はEJCAのCARE委員
会、NAJC人権委員会、NAJCの会計もしています。	EJCAとNAJCの多く
の優れたメンバーと一緒に仕事ができることをとても光栄に思っていま
す。

日本から、それでは。
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編集後記
/	キムソン	彩

３月も終わりですが、それはつまり今年の４分の１が終わってしまったと
いうこと。時の流れの速さにびっくりしますが、少しずつ日が長くなり春
の足音がうっすらと聞こえてきた気がします。

皆さん、今季放送されていたHBOのドラマ『ラスト・オブ・アス』をご存じ
ですか？同名ゲームを原作としたテレビドラマなのですが、ジャンルはポ
スト・アポカリプス、いわゆる「終末もの」。謎の寄生菌による感染症が
拡大した世界で繰り広げられる、サバイバルホラーアクションアドベンチ
ャーものです。

なぜ急にそんなテレビドラマを話題にしたのかというと、このドラマのシ
ーズン１はアルバータ州の各所で撮影されているんです。屋内シーンはそ
の大部分がカルガリーに造られたスタジオ内で撮影されたようですが、
野外シーンはカルガリー、エドモントン、キャンモア、ハイリバーなどさま
ざまな場所が選ばれました。エドモントンで撮影があったのは２０２１年
だったと思うのですが、ダウンタウンにセットが組まれ当時も結構な話
題になっていました。

この『ラスト・オブ・アス』はアルバータ州内はもちろんのこと、カナダ国
内で撮影された作品としては最大規模になるそうです。普段見慣れた街
が少し様子を変えてテレビ画面に映るのはなんとも不思議ではあります
が、同時にそれだけで作品に愛着が湧いてしまう気もします。

原作となったゲームは世界でも大きな人気を誇り、もちろん日本にもコ
アなファンが多数いるそうです。日本にはポップカルチャーとしての「聖
地巡礼」という言葉（作品に登場する、またはゆかりのある場所を実際
に訪れるという意味）があるくらいですから、このテレビドラマをきっか
けにアルバータに興味を持つ日本の方が増えたりしたらいいなぁ、と密
かに期待しております。

『もしもし』では皆さんからの投稿をお待ちしております！編集部までど
うぞお送りください。moshimoshi@ejca.org

それでは次号でお会いしましょう！

Editor’s Note
/	Aya	Kymson

As	we	publish	this	issue,	we’re	coming	up	to	the	end	of	March	
which	means	a	quarter	of	this	year	has	already	been	gone.	Time	
goes	by	too	quickly	sometimes,	but	at	least	I	can	feel	spring	is	
finally	approaching.

Have	you	heard,	or	watched	HBO’s	TV	show	called	The	Last	of	Us?	
It’s	a	TV	series	based	on	a	popular	video	game	of	the	same	name,	
and	is	a	survival-horror-action-adventure.	The	story	takes	place	
in	a	post-apocalyptic	world	where	a	mutant	fungus	infection	has	
spread	and	taken	over.

Why	am	I	talking	about	this	all	of	a	sudden,	you	might	ask.	Season	
1	of	The	Last	of	Us	was	shot	on	locations	all	over	Alberta!	While	the	
majority	of	indoor	scenes	were	shot	in	the	studios	built	in	Calgary,	
the	outdoor	scenes	were	filmed	in	Calgary,	Edmonton,	Canmore,	
High	River,	and	so	on.	I	think	it	was	in	2021	that	they	filmed	it	in	
Edmonton;	I	remember	seeing	it	on	the	news	as	they	built	a	large	
outdoor	set	in	the	heart	of	our	downtown.	It	was	exciting.

This	show	is	the	largest	film	production	in	Alberta's	history,	and	
one	of	the	biggest	in	Canada.	It’s	definitely	interesting	and	cool	to	
see	the	city	you’re	familiar	with	on	a	TV	screen	in	a	different	light	
(aka	CGI).

The	game,	The	Last	of	Us,	has	an	enormous	fan	base	all	over	the	
world,	Japan	included,	of	course.	In	Japan,	there’s	a	word	“seichi	
junrei”	which	literally	means	pilgrimage,	but	in	modern	Japanese	
culture	(especially	in	the	otaku/pop	culture),	it	means	to	visit	the	
real-world	locations	that	appear	in	anime,	manga,	games,	and	
movies.	I’m	hoping	that	this	TV	series	might	attract	Japanese	The	
Last	of	Us	fans	to	visit	beautiful	Albertan	locations.

We	always	look	forward	to	hearing	from	you—do	consider	
submitting	your	story!	moshimoshi@ejca.org

See	you	in	the	next	issue!

mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
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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.

O B I T U A R Y

Marjene Sachiko Matsunaga Turnbull
The	families	of	Brian	Turnbull		(Onoway,	AB)	are	saddened	
to	announce	the	sudden	passing	of	wife,	mother,	and	
grandmother,	Marjene	Sachiko	Matsunaga	Turnbull	
on	Sunday,	March	19,	2023.	

Marjene	loved	Japanese	dancing	with	Wakaba-Kai	
and	creating	Japanese	style	pottery	and	sculpture.	
One	of	her	treasured	international	experiences	was	
to	visit	family	in	Kumamoto	and	Fukuoka,	Japan	and	
to	meet	privately	with	potters	in	Karatsu	and	in	Bizen	at	
the	Annual	Yakimatsuri	Festival.	

No	Koden	or	flowers	as	per	Marjene’s	wishes.	Obituary	accessible	
locally	and	via	Nikkei	Voice	with	NV’s	article.

Submitted	by	Marjene’s	sister,	Kaoru	Kathy	(Matsunaga)	Turnbull	
and	Brian’s	brother,	Keith	Turnbull.

お 悔 や み

マージーン・サチコ・マツナガ・ターンブル
妻であり母であり祖母でもあった、マージーン・サチコ・マツナガ・タ

ーンブルさんが、２０２３年３月１９日に永眠なされたとブライア
ン・ターンブルさん（アルバータ州オノウェイ）とそのご家族から
お知らせいただきました。この度は心よりお悔やみ申し上げ
ます。

マージーンさんは、若葉会での日本舞踊や和風の陶芸、彫刻
を愛しておられました。熊本と福岡のご家族を訪ねたり、唐津

や備前で毎年行われる焼祭りに参加した思い出をとても大切に
してらっしゃいました。

マージーンさんのご希望により、お香典や供花はご辞退されるとのことで
す。ObituaryはNikkei	Voice（日系カナダ人向けの新聞）をご利用くださ
い。

カオル・キャシー・マツナガ・ターンブルさん（マージーンさんの御姉妹）と
キース・ターンブルさん（ブライアンさんの御兄弟）からの投稿です。



MOSHI MOSHI / MARCH–APRIL 2023 / EJCA 22

この度下記の住所に新店舗を構える事になりました。 
健康、安心、安全、美味しいパン作りを目指します。 
皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。

On February 1st, Bonjour Bakery will be 
relocating to the address below. 

As always, we look forward to your visit!

Yvan and Ritsuko Chartrand 
9913 82 Ave  ·  780-433-5924  ·  bonjourbakery.ca
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