
 

EdmontonJapanese Community Association エドモントン日本文化協会             Vol. 46, No.3  January - February 2020  
 

 
 

Experience Japan – Hands-on Japanese Culture 
 
EJCA is pleased to offer a brand-new program named 
“Experience Japan”. EJCA members are somewhat 
knowledgeable about Japan and most know Japanese 
culture through photos, books, movies and various media. 
But not many of you have actually experienced traditional 
elements of Japanese culture. The new program “Experience 
Japan” will give you opportunities to experience Japanese 
culture, hands-on. The first workshop will include 
Calligraphy, Tea Ceremony and Kimono. All registered 
members will rotate around three sessions with a group of 
other members. Each session is 40 minutes. 
One room will be set up as a tea ceremony room with Tatami 
mats. You will learn about tea ceremony, observe a 
ceremony, then you will make matcha for your partner.  
Another room is a Kimono room. After you learn about 
kimono, each of you will wear a Yukata (casual summer type 
kimono). You will have time to take photos in Kimono.  
The hall will have plenty of room for the Calligraphy 
experience. You will learn about Calligraphy, tools and how 
to use them. Then, you will practice the letters you like. Also, 
you will write your name in Japanese. 
 

• Date/time: Saturday, February 15, 2020, 1:00 - 4:00 pm 

• Location: EJCA Centre  

• Minimum: 30 people, maximum:60 people (3 groups with 
10 – 20 people each) 

• EJCA members 16 years old or over 

• Fee: $50.00 per person 

• Registration Deadline: February 8, 2020 

• Registration: Please go to 

https://forms.gle/hcrviHvH93fAGhN66, register and pay 

fee in advance. 

 

日本文化体験 ワークショップ 

エドモント日本文化協会では新しいプログラム「日本文化体験」を以下

の要領でお届けします。日本で育った方はもちろんのこと、カナダの会

員の方も、写真、本、ビデオ、映画などで見たことはおありだと思います

が、実際に茶道に参加したり、筆で字を書いたり、着物を着たことがあ

る方は少ないのではないでしょうか？そんな会員のために、実体験プロ

グラムを用意しました。参加者は４０分の茶道、書道、着物のクラスを一

つづつ回って、すべての科目を体験をします。 

EJCAの部屋に畳を敷いた茶室で茶道の話を聞きながら、お点前を見

ます。その後で、二人ずつ組んでお茶を点てます。 

着物の部屋では、着物について学んでから、浴衣を着てみます。皆さんが

着られる数の浴衣を用意します。写真を撮る時間もあります。書道では道

具について学んでから、好きな漢字を練習したり、名前を書いてみます。 

 

• 日時: ２月１５日(土) 午後１時-４時 

• 場所： エドモントン日本文化会館 

• 最少実行人数: ３０人、最高 ６０人まで。(３つのグループを作り、

それぞれのグループが３つのクラスを順に回ります)。 

• 参加資格: 16才以上の EJCA2020年度会員 

• 参加費:   $50.00 

• 登録:     2月 8日までに、こちらから、お願いします。

https://forms.gle/hcrviHvH93fAGhN66 

 

If you cannot register on-line, please send a cheque for $50, 
payable to” EJCA”, to 6750 88 Street, Edmonton T6E 5H6. 
Please include your first name, last name and telephone 
number. Or, you may deliver a cheque to EJCA. We need to 
receive it by February 8. 
 
Contact lesson@ejca.org for questions. 

Hiroshima, Itsukushima Shrine広島 厳島神社 

Happy New Year 2020    新
年 
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Hina Matsuri (Dolls Festival)           ひな祭りのご案内
 
In Japan, the custom of displaying dolls 
began during the Heian period, over 
1,000 years ago. It became a girls' 
festival wishing for the health, happiness 
and safety of children. 
 
Let's all get together at the Centre and 
wish for the health and safety of all 
members, enjoy tea and pastries and 
have fun! 
 
Date:  Saturday, March 7, 2020 
Time:  2:00 – 4:00 pm drop-in  
Location: EJCA Centre  

at 6750 88 Street 
Fee:  EJCA members – Free 
  Non-members – Adult/Child $5.00 

Family $10.00 
Programs:      Hina Dolls, children's crafts and Hina 

Matsuri activities. 
Services: Tea, Japanese pastries, Arare for 

children 
Kimono dressing helpers will dress you in Kimono. 

Come with your own Kimono by 1:30. 
 
 
 
 

今年も皆様の健康を祈りながら、早春の午後

を楽しく過ごしましょう。日本語でお喋りして、

お友達を作るよい機会です。エドモントン日本

文化協会では、２つのひな壇を飾ります。一つ

は戦前のおひな様、一つは新しいおひな様で

す。おひな様を一緒に飾るのも楽しいですよ。

お手伝いを大歓迎します。 

 

日時： 2020年 3月 7日（土） 2時-4時 

場所： エドモントン日本文化会館 

 6750 88 Street，Edmonton 

 

参加費：会員     無料 

   非会員 大人または子供(2才から) 

                1 人 5 ドル 

                 1家族 10 ドル 

プログラム： おひな様、子供のクラフト、

ひな祭りにちなんだ催し 

サービス： お茶、抹茶、和菓子、子供のあられ 

着物の着付け、お手伝いします。1 時 30 分までに着物を持って

いらしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ramen Workshop 
 
EJCA members have been waiting to have a Ramen 
Workshop for a long time! Finally, it is here! 
Thanks to Mr. Ted Asai, owner of the Tokiwa Ramen, EJCA 
will have a Ramen Workshop as follows. We will e-mail you 
the details and a registation process when available. 
 
Date/time: Saturday, March 14, 2020, around noon 
Location:   EJCA 
Instructor: Ted Asai 
Fee:     TBD 
The workshop includes discussion of key concepts of Ramen 
and the best Ramen you can make with materials available in 
Edmonton! 
 

 

 

 

 

 

 

 

ラーメン ワークショップ 

長らくお待たせしました! 待ちに待ったラーメン ワークショップが実現し

ます！ ときわラーメンの朝居達夫さんが次の予定でワークショップを行

ってくださいます。詳細や登録方法が決まりましたら、皆様にメールでお

知らせします。 

 

日時: ３月１４日(土) お昼ごろ 

場所: エドモントン日本文化会館 

講師: 朝居達夫 

参加費: 未定 

ワークショップでは、ラーメンの基本要素の話から、エドモントンで手に入

る食材で作る最高のラーメンの作り方まで、楽しくおいしくためになる秘

訣をお知らせします。 

 

 

Experience Japan Workshop日本体験 1 BC Redress Report BC政府へ報告書 6 Calligraphy Workshop 書道の経験  

Hima Matsuri           ひな祭り 2 Centre 25th Anniversary 会館 25年祝賀会 8 EJCA Clubs       EJCA クラブ紹介 17 

Ramen Workshop ラーメンワークショップ 2 Food & Biculturalism     食文化と日系 10 Thank you Volunteers and Donors 18 

President’s Corner         会長便り 3 New Year’s Party       新年会報告 14 Affiliated Clubs         クラブのリスト 19 

Thinking about Giving   EJCAへ寄付 5 Anime Series     アニメ 映画会 15 Advertisements          広告 20 

Communication        会員との連絡 5 Japan Today Instructors   講師募集 16 Board of Directors and Committees  

Event Calendar       行事予定 5 Natsu Matsuri Recruiting   夏祭り委員募集  2020 Membership Application form  

In This Issue 

Following volunteers are needed at the Hina 
Matsuri.Please contact event@ejca.org  
Set up Hina Dolls  1:00 – 2:00 6 vol. 
Matcha tea server 1:00 – 4:30   4 vol. 
Put away Hina dolls 4:00 – 5:00   6 vol. 
Kids Craft helper  1:30 – 4:30   3 vol. 

KKimono dressing helpers 1:00 – 3:00   2 vol. 
RReception  1:30 – 3:30   2 vol. 

 

ひな祭のボランティアを募集しています。

event@ejca.org までご連絡ください。 

雛人形の飾り付け     ….1:00 – 2:00   6人 

抹茶とお茶のサービス    1:00 – 4:30   4 人 

雛人形の片付け          4:00 – 5:00   6人 

子供のクラフト世話役      1:30 – 4:30   3 人 

着物着付け           1:00 – 3:00   2人 

受付            1:30 – 3:30   2 人 

 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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President’s Corner     Sanae Ohki 
 
Happy New Year! I hope all of you survived the extremely 
cold weather in Edmonton from last week. 
EJCA started 2020 with 120 members at the annual New 
Year’s Party on January 11th. It was such a heart-warming 
event! (A report of the Party is on page 11) The winter 
sessions of Nihongo Kids and Baby Salon started on January 
8th and 10th with thirty-one children all together. Another fifty-
five adults and teens will start the winter sessions of the 
Japanese language classes on January 22nd.  
 
In February and March, the EJCA will offer new and 
traditional Japanese events: A new workshop, “Experience 
Japan” on February 15th, the annual Hina Matsuri on March 
7th and a new Ramen workshop on March 14th. Please mark 
your calendars! 
 
On the 4th of January at the board retreat, we recognized that 
EJCA had a very dynamic nature of memberships: ages span 
from 0 to 101, mother tongues are English, Japanese, French 
and many other languages, as well as members with varied 
interests. Members are all joined together by the EJCA’s 
vision and mission.  
 
Vision and Mission 
We started with a conversation to decide whether or not our 
“visions and missions” are adequately covering all our 
activities. EJCA’s history started in 1947 right after World War 
II that ended in 1945. Japanese Canadians suffered many 
major acts of discrimination contrary to the human rights 
awarded to all Canadian citizens. Many past EJCA members 
contributed to the Redress settlement agreed to 1988. The 
EJCA received $250,000 for the establishment of the current 
centre from the Community Re-establishment fund of the 
Redress settlement. “Human Rights” should be a basic 
concept for all Canadians. But should “Human Rights” be 
clearly mentioned in our vision? Please share your thoughts 
with any members of the board you wish to speak to.  
 
Clubs 
Joining clubs is one of the best ways to enjoy Japanese 
culture and develop friendships with other members. We 
encourage you to join clubs to get the most out of your 
membership! On page 15, you can read about how the EJCA 
clubs are doing and how you can get involved. Our clubs are 
important groups who promote Japanese culture. How can 
we assist clubs? EJCA provides clubs an 80% discount for 
rental fees of the centre. Do you think that any club requires 
funding support other than the discounted rental rate and the 
Kimiko Shimizu grant? Let a board member know your 
thoughts! In November 2019, the board provided resources 
and budget for the 25th Centre Anniversary Concert where 
many clubs had an opportunity to show their achievements to 
Edmontonians. Any member can start a club within EJCA. All 
you need to start up a club is to collaborate with core 
members and send an application to the board. The board 
will approve a new club if it fits to EJCA’s concepts and will 
assist the club to move to an operational status. 

…cont. to next page 

 

会長だより     大木早苗 
 
新年おめでとうございます。１月１２日からの大寒波襲来の一週間はどう

お過ごしになりましたか？EJCAは２０２０年１月１１日に１２０名の会員が

参加した新年会を幕開けに今年の活動を開始しました（新年会について

は１１ページの記事をご覧ください）。日本語キッズは１月８日に、ベービ

ーサロンは１月１０日にそれぞれ活動を始めました。両方合わせると３１

人の子供たちが参加しています。１月２２日には 55人の大人とティーン

が日本語の勉強を始めます。 

 

２月と３月も素晴らしい計画があります。２月１５日には EJCA初めての

試みである「日本体験」プログラム、３月７日は恒例の「ひな祭り」、そして

３月１５日にこれも新しい試みの「ラーメンワークショップ」があります。 

 

１月４日に役員会は修養会を開いて毎月の役員会例会では話さないよう

な EJCAの全体像を話し合いました。修養会で役員があらためて認識し

たのは EJCAがとても活力に満ちて活動しているということです。会員は

ゼロ才から１０１才、母語は英語、日本語、フランス語そのた色々、そして

会員の興味も多岐にわたります。このような多様な会員を EJCA という組

織で結びつけているのは EJCAの理念と活動目的です。 

 

EJCAの理念と活動目的 

修養会は EJCAの現在の理念と活動目的が現在の EJCAの活動を十

分に包括しているかどうかという議論からはじまりました。EJCAは第二

次世界対戦終了まもない１９４７年に始まりました。日系人の戦前、戦

中、戦後の歴史は人権を標榜するカナダにあって人種差別からくる様々

な苦難に直面したものでした。日系カナダ人が起こしたレドレス運動は１

９８８年に決着しましたが、この運動に多くの EJCA会員が参加したことを 

ご存知でしょうか。レドレス運動の結果としてのカナダにおける日系人社

会の再建のための資金から EJCAは２５万ドルをもらい、これを現在の

EJCAセンター建設の資金の一部としました。人権はカナダ人の持つ基

本理念です。EJCAの理念と活動目的の中にこの人権意識をはっきりと

示す必要があるでしょうか？皆様はどうお考えですか？ご意見をお持ち

の方は役員の誰にでもご意見をお伝え下さい。 

 

EJCAのクラブ 

EJCAの数多くのクラブの会員になることは日本文化を学び体験し、また

EJCA会員と知り合いになる最も良い方法です。会員の皆様にクラブの

会員になることをお勧めします。このもしもしの１５ページには EJCAのク

ラブがどんな活動をしているかの紹介があります。EJCAのクラブは

EJCAの目的の一つである日本文化の紹介に直接関わっています。では

EJCAはどのようにクラブを支援しているでしょうか？クラブが EJCAセン

ターを使用するときは一般の人の使用料の８０パーセント引きになりま

す。では次の質問です。EJCAはセンター使用料の割引とキミコ・シミズ

基金からの援助の他にもっと金銭的にクラブを支援すべきでしょうか？ 

２０１９年１１月の EJCAセンター２５周年コンサートには EJCAのクラブ

が参加しましたが、役員会はコンサートのボランティアや費用の援助をし

ました。このコンサートで EJCAのクラブはエドモントン市民に広くその活

動を知らせることができました。EJCA会員は誰でもクラブを設立すること

が出来ます。クラブの発起人が集まって EJCA役員会にクラブ設立の申

請をします。役員会はクラブの活動が EJCAの理念と活動目的に沿って

いるか審査します。役員会がクラブとして承認すれば、役員会はこの新し

いクラブがクラブとして活動していくための手助けをします。 

 

EJCA役員会と会員とのコミュニケーション 

EJCAは会員に電子メール、ニューズレター、ウェブサイトで EJCAに関係

する情報を提供しています。しかし役員会が会員から記事の内容につい

て、またはその他の意見を受け取ることは稀です。反応が無いということ

は問題が無いということなのでしょうか？ 

     …次のページへ 
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Communication 
EJCA delivers information to members by e-mail, newsletter 
and Website. However, the board does not receive feedback, 
suggestions or comments. Is “no input” from the members 
good news? Is the board serving you adequately? It has been 
many years since we surveyed and heard from you. See 
page 5, where Paul Fujishige, a new Board member, 
discusses the survey plan. 
Currently, our facility and size/nature of the board is almost 
full capacity to support 450 memberships (about 800 
headcount). So, the board’s direction of efforts will be not so 
much to increase the number of memberships, but more on 
improve the quality of services to members. To do so, it is 
valuable to hear from you about how EJCA can improve 
services and it is key to us to receive your responses to the 
survey.  
 
Finances 
Our finances have been very stable. One large portion of 
revenue is from the Casino Fund. EJCA works a Casino 
event every two years. In addition to membership fees, 
revenue from Bazaar and Heritage Festival, this is a major 
source of income to the operational fund. Dave Trautman, the 
president of the Argyll Community League, shared his views 
about the future of the Casino fund as follows. 
 
“Regarding the recent Provincial Budget decision to close the 
Alberta Lottery Fund, what was concerning to most 
organizations who receive funds from Casinos was whether 
this decision would have any effect on their fundraising 
efforts. The answer, I’m pleased to report, is NO. 
 
The government is committed to continuing to fund “projects” 
normally supported through the Alberta Lottery Fund by using 
general revenue on a per-project basis. This only means the 
arms-length decision-making on who is awarded money (for 
projects they applied for) has been removed. This change 
may have an impact on any future EJCA projects where you 
may be applying for grants or matching funds which might 
have previously come from the Lottery Fund”. 
 
For now, the Casino fund is available and the EJCA’s 
finances are stable.  
 
Let’s work together and have fun! 
This year, EJCA has two major projects: one is to host the 
Annual General Meeting and conference of the National 
Association of Japanese Canadians (NAJC) in the first week 
of October and the Webpage redesign project. 
 
The Heritage Festival committee will schedule activities and 
organize the Heritage Festival. The Natsu Matsuri committee 
will schedule and organize the Natsu Matsuri.  
All our activities require your involvement in many ways. I 
hope you will enjoy working with all members through 2020. 
 
** The Board received a letter of regret from Jesse Moore 
who was selected as a new board member at the AGM. His 
other commitments were getting busier and he decided to 
resign from his board position.  
 

 

…前ページより 
会員は役員会の活動に満足しているでしょうか？EJCA役員会が会員の

考えの調査をしたのは随分昔のことになりました。５ページに新しく役員

になったポール・フジシゲがコミュニケーション調査のことを書いているの

でお読みください。 

 

現在の役員会の構成では４５０人の会員（個人会員と家族会員、総人数

は約８００人）の活動を支援するので精一杯です。役員会は EJCAの会

員数を増加するより、現在の規模の会員により充実したサービスを提供

するのがよいと思っています。そのためには先ず会員の皆様から EJCA

の提供するサービスについてのご意見を調査の際にお聞かせください。 

 

財政 

EJCAの財政は安定しています。EJCAの收入は２年に一度のカシノ、会

費、センターの使用料、バザー、ヘリテージ祭りなど色々あります。カシノ

からの收入は重要な部分を占めています。アーガイル・コミュニティー・リ

ーグの デービッド・トロートマンさんはアルバータ州のカシノ制度について

次のように言っています。 

 

「アルバータ州政府のアルバータ宝くじ基金を廃止するという決定に関し

て、カシノを開催するすることで資金を得ていた団体はこの決定が従来

のカシノ開催のよる資金調達にどのような影響を及ぼすか心配していま

す。しかし私は心配無いと思います。アルバータ政府はいままでアルバ

ータ宝くじ基金（カシノの開催）から資金を得て行っていたようなプロジェク

トは、これからもアルバータ政府の一般財源から資金を供給すると約束

しています。従来のカシノ開催では誰がカシノを開催してその資金をどう

使うかということに関してアルバータ政府は直接干渉せずに距離をおい

ていました。しかしアルバータ宝くじ基金を廃止すればこの距離をおいた

決定方法がなくなります。そのためこれから EJCAが従来のカシノ基金

からの資金を使用して行っていたプロジェクトを新しい制度のもとで申請

する時になんらかの影響があるかもしれません。 

 

みんなで楽しく EJCAの仕事をしましょう 

今年、EJCAは二つの大きなプロジェクトを行います。一つは１０月第一

週に EJCAが主催する全カナダ日系カナダ人協会年次総会と会議です。

そしてもう一つは EJCAのウェブサイトの改新です。そのほかにもヘリテ

ージ祭り委員会は８月のヘリテージ祭り参加への準備を始め、夏祭り委

員会は７月の EJCA夏祭りの準備をします。EJCAの活動は会員の皆様

のボランティアで成り立っています。今年もみんなで楽しく一緒に仕事を

しましょう。 

 
** 2019年の年次総会で役員として選出されたジェシー・ムーアさんは

仕事の関係で役員を続けられなくなったと役員会に伝え、役員会は受理

しました。でも将来はまた役員になりたい、そしてアルバータ大学との連

絡役は続けると言ってくださっています。 

 

 
The Consul-General of Japan, Mr Shigenobu Kobayashi and Mrs. 
Keiko Kobayashi were the guest at the New Year’s Party held on 
January 11, 2020. The board members, Tamara Sutherland, Sanae 
Ohki and Yukiko Nagakura welcame them. 
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Thinking About Giving?         John Priegert 
 
Financial giving through donation is a practical way for 
members and their families to show support for EJCA 
programs, events, and the Cultural Centre. Whether it's a 
one-time gift, an annual repeating pledge or remembering 
EJCA in a will, your donation demonstrates your commitment 
to the mission of the Association. Donations can be 
earmarked for use according to your direction or added to 
general revenue. A current need is support for the Japan 
Today school program, which until recently was partially 
funded by a grant from the Consulate of Japan.  With loss of 
this grant, that program is experiencing a shortfall, which the 
Board has ameliorated by raising the costs to participating 
schools.  But still, a need remains for this popular 
educational program. 
 
Donations, like all financial matters, are administered by the 
Board and reported at the Annual General Meeting.  Privacy 
through anonymity can be maintained.  Acknowledgement 
according to a donor’s wishes can also be accommodated. 
Please contact the President for more information. 

EJCAへの寄付をお考えですか?         ジョン・プリガート 
 

EJCAのプログラム、行事、またセンターの集まりに個人的に感謝した

い、支援したいと思っていらっしゃる皆様、EJCAにお金を寄付して感謝、

支援の気持ちを形に出来ることをご存知ですか？一回きりの寄付、毎年

つづける寄付、または遺言の中に書いておく寄付といろいろな方法があ

ります。寄付は EJCAが特別な用途に使うように指示しておくことも、ま

た EJCAの收入に組み入れておき、使いみちは EJCAに任せるとことも

できます。現在 EJCAは特にジャパン・トデイプログラム継続のための寄

付を募っています。このプログラムは２０１８年３月まで日本総領事館か

らの寄付で経費の一部を補っていましたが、この寄付がなくなりました。

EJCA役員会ではこのプログラムに参加する学校の自己負担額を増額

しましたがまだ足りません。エドモントンの若い世代の人たちがよりよく日

本を知ることはとても大切です。是非協力をお願いいたします。 

 

EJCAへの寄付は役員会が管理し、年次総会で報告します。ただし、寄

付をした人の名前は希望により公表しないことも公表することも出来ま

す。寄付についての詳細は会長までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

How Are We Doing - Communication?  
  Paul Fujishige 

Every organization needs to be doing what its membership wants if 
it is to survive and thrive. At our recent Board retreat this question 
came up and we realized that we are not sure of the answer. 
 
There are indicators of member satisfaction. For example, we are 
getting large turnouts at social events and workshops. Japanese 
language classes are almost full. There is also an absence of 
complaints that reach the Board. These indicators, however, are not 
necessarily proof of satisfaction. 
 
Our Board would like to explore communication and member 
satisfaction in the months ahead. We would also like to find out if 
there is interest in exploring new areas like human rights and 
advocacy. 
 
We are all inundated with surveys, but we promise three things: 

1. We will use a variety of means to survey that will not be 
time consuming  

2. We will focus on the most relevant topics and 
3. We will share results and actions that take place as a 

result of your feedback. 
Stay tuned to future issues of Moshi Moshi. 

 

役員会と会員との連絡はできていますか？ 
ポール・フジシゲ 

どのような組織でも長く続いていくためには会員の望む活動を行なって

いることが鉄則です。先日の役員の修養会でもこの問題が討議されまし

た。EJCAの会員が望むものは何か？役員会では確信が持てませんで

した。 

 

会員が会の活動に興味を持っていることは行事やワークショップに大勢

が参加していること、日本語クラスがほぼ満員なこと、役員会に会員の

不満が上がってこないことなどから分かりますが、これだけで会員が会

の活動に満足しているとは言えません。 

 

役員会ではこれから数ヶ月の間に会員と密に連絡を取り会員の満足度

を調べる予定です。 

皆様はもういろいろな調査に飽き飽きしているかもしれませんが役員会

の調査では次のことをお約束します。 

1． できるだけ時間を取らない簡単な調査方法を使います。 

2． 最も大切と思われる事柄だけ調査します。 

3． 調査の結果と、それに基づいた会の活動を随時皆様にお知らせし

ます。 

調査への依頼が届きましたら、ぜひ、ご意見をお知らせください。 

Event Calendar 2020 (Tentative days)         2020年行事予定 
Experience Japan (Calligraphy, Tea, Kimono) Saturday, Feb. 15, 2020            2月 15日（土） 日本文化体験ワークショップ 

Doll Festival (Hina Matsuri) Saturday, March 7, 2020              3月７日（土） ひな祭り 

Ramen Workshop Saturday, March 14, 2020          3月 14日（土） ラーメンワークショップ 

Kodomoni-Hi (Children’s Day, Kurimoto Garden) Sunday, May 3, 2020                    5月 3日(土) 子供の日 （栗本日本庭園主催） 

Spring Festival (Kurimoto Garden) Sunday, June 7, 2020        6月 7日(日) 春季祭 (栗本日本庭園主催) 

Centre Annual Cleaning Saturday, June 13, 2020         6月 13日(土) 会館大掃除 

Natsu Matsuri Saturday July 11, 2020              7月 11日(土) 夏祭り 

Heritage Festival Sat.-Mon, August 1,2,3,2020     8月 1,2,3日 ヘリテージ祭り 

NAJC AGM and Conference Fri.-Sun., Oct, 2,3,4,2020     10月 2，3，4日 全カナダ日系人協会年次総会、会議 

EJCA Annual General meeting  Date: To be decided                         未定 EJCA年次総会 

Fall Bazaar Date: To be decided                         未定 秋のバザー 

Christmas Party Sunday, December 6、2020   12月 6日(日) クリスマスパーテイ 
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NAJC Delivers Report to BC Government 
(Excerpts from the NAJC website, http://najc.ca/wp/najc-
delivers-report-to-bc-government/) 
 
A delegation from the National Association of Japanese 
Canadians met with the BC Government on Friday, 
November 15 to hand-deliver a report recommending key 
actions to address the historic wrongs committed against 
Japanese Canadians. The report, Recommendations for 
Redressing Historical Wrongs Against Japanese Canadians 
in BC, presents the results of months of community 
consultations with hundreds of Japanese Canadians about 
initiatives the government could undertake as meaningful 
follow up to a 2012 Motion of Apology in the BC legislature. 
 
The report makes five key recommendations: 
 
1. Deliver a formal apology from the BC Premier 
acknowledging the full extent of the BC Government’s role 
for the historical record.  We are asking the Premier of BC to 
deliver a formal acknowledgement of the wrongs committed 
by former BC governments that led to the injustices faced by 
Japanese Canadians and deliver a sincere apology to those 
surviving Japanese Canadians directly affected by the 
injustices of incarceration, forced displacement, 
dispossession and exile. The apology should be delivered in 
the Provincial Legislature and consult the Japanese 
Canadian community regarding wording. 
 
2. Restoration or reclamation of cultural and community 
spaces. Provide funding for operation of new and existing 
museums, historic sites and monuments; and restore and 
reclaim historic community spaces (e.g., historic Japantown). 
Establish physical memorials and an official day to 
commemorate the franchise and free movement granted to 
Japanese Canadians in 1949. 
 
3. Create a Japanese Canadian Community Legacy 
Endowment Fund.  Establish an endowment fund 
administered by the Japanese Canadian community to 
support community development activities and needs, such 
as seniors’ care and housing, community wellness and 
healing programs, community gathering programs to rebuild 
fragile communities, post-secondary scholarships for 
students of Japanese Canadian descent, and anti-hate 
initiatives. 
 
4. Develop and embed Japanese Canadian history 
permanently in the B.C. curriculum.  Include Japanese 
Canadian history in mandatory school curricula; offer 
effective professional development training for teachers; 
create grants for teaching tools and create a digital library of 
Japanese Canadian history; present the events of the 1940s 
in the broader context of colonization and the politics of 
discrimination. 
 
5. Take concrete steps to combat hate and racial 
discrimination. Create an independent body to assess B.C.’s 
strategy, as well as research, develop, and implement BC- 

…cont. to next page 
 

全カナダ日系人協会がブリティッシュ・コロンビア政府に 

報告書を提出 （NAJCのウェブサイトの記事の抄訳） 
 

全カナダ日系人協会（NAJC）の代表団は２０１９年１１月１５日金曜日に

ブリティッシュ・コロンビア州政府におもむき、第二次世界大戦前、戦中、

戦後に日系カナダ人に対してブリティッシュ・コロンビア政府が行った不

正行為を正すために政府が取るべき行動を勧告する報告書を手渡しま

した。この報告書、「ブリティッシュ・コロンビア州の日系カナダ人に対して

行われた歴史的な不正行為を正すための勧告」、は数ヶ月におよぶ全カ

ナダ日系人協会によるカナダ各地の日系人社会の何百人という人達と

の協議の末にまとめられたもので、２０１２年にブリティッシュ・コロンビア

州議会が可決した謝罪動議を有意義にするためにブリティッシュ・コロン

ビア州政府が取るべき行動を勧告したものです。 

 

報告書は次の五つの主要な勧告を含んでいます。 

 

１．ブリティッシュ・コロンビア州首相は歴史に記録として残るようにブリテ

ィッシュ・コロンビア州政府が日系カナダ人に対して行った数々の不正行

為を認め正式に謝罪する。 

私達はブリティッシュ・コロンビア州首相に、以前のブリティッシュ・コロン

ビア州政府が日系カナダ人に対して行った数々の不正な行為を正式に

認め、強制収容、財産没収、住宅地からの排除などの不正な行為を直

接被った日系カナダ人の生存者に心からの謝罪をすることを要求しま

す。謝罪はブリティッシュ・コロンビア州議会で行い、謝罪の文面につい

ては日系カナダ人社会と事前に協議することを要求します。 

 

２．文化的、社会的に大切な日系カナダ人社会の施設、場所を修復また

は再興する。 

新しいまたは現存する博物館、歴史的な場所、記念物を運営するため

の資金をブリティッシュ・コロンビア政府が供給する。歴史的な日系カナ

ダ人の社会空間、例えば歴史的なジャパンタウン、を修復または再興す

る。物理的な記念物を創設し、日系カナダ人が選挙権と移動の自由を獲

得した１９４９年を正式な記念日として設定する。 

 

３．日系カナダ人社会遺産基金を創設する。 

この基金を創設して日系カナダ人社会が運営にあたり、日系カナダ人社

会の発展とそれに必要なもの、例えば高齢者の介護サービスと住宅、日

系カナダ人社会の福祉を増進するような活動、過去の心の傷を癒やす

ための活動、日系人社会の人々の交流の促進する活動、基礎の弱い日

系人社会を強固にする活動、日系カナダ人子弟のための中等教育以降

の教育のための奨学金、憎悪拡散に対抗する運動などを援助する。 

 

４．日系カナダ人の歴史を教える教科を作り、これを恒久的にブリティッ

シュ・コロンビア州の教育課程に取り入れる。 

日系カナダ人の歴史を必修科目にする。そのためにこの科目を教える

教師を訓練するプログラムをブリティッシュ・コロンビア州政府が提供す

る。教材開発のための助成金を創設する。日系カナダ人の歴史資料の

デジタル図書館を創設する。１９４０年代の日系カナダ人の歴史を植民

地政策、差別の政治という大きな視野から提起する。 

 

５．憎悪行動、人種差別にたいして具体的な対策を取る。 

独立した組織を作りブリティッシュ・コロンビア州政府の憎悪行動、人種

差別に対する政策と調査を検証してブリティッシュ・コロンビア州で増加し

ている憎悪行動、人種差別に対する効果的な政策とプログラムを開発し

て施行する。 

 

NAJCはこの報告書の勧告をブリティッシュ・コロンビア州政府が NAJC

と協力して早急に実践することを求めています。勧告の実践は 

…次のページへ 

http://najc.ca/wp/najc-delivers-report-to-bc-government/
http://najc.ca/wp/najc-delivers-report-to-bc-government/
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…from previous page 
based anti-hate programs and policies to counter growing 
incidents of hate-motivated actions and speech in 
communities and society. 
 
The National Association of Japanese Canadians is seeking 
swift action and partnership from the BC government to 
implement the measures recommended in the report. 
Implementation of the redress measures are fundamental 
steps in the reconciliation process with Japanese Canadians 
and will assist the province to move forward as a welcoming 
and inclusive society. 
 

Minister’s statement on the National Association of 
Japanese Canadians’ report 
 
(Lisa Beare, Minister of Tourism, Arts and Culture has issued 
the following statement after receiving the National 
Association of Japanese Canadians’ report, 
Recommendations for Redressing Historical Wrongs Against 
Japanese Canadians in BC: Community Consultation) 

…前ページより 
ブリティッシュ・コロンビア州政府と日系カナダ人の和解の第一歩であり、

ブリティッシュ・コロンビア州が新たに誰でも受け入れる州になるために

役立ちます。 

 

 

 

 

 

“We recognize the significant harm that came to Japanese 
Canadians as a result of provincial government actions 
before, during and after the Second World War. That’s why 
we provided $30,000 to support the National Association of 
Japanese Canadians in holding a series of meetings that 
would provide a forum for community members to offer their 
recommendations for legacy initiatives. 
 
I want to thank the National Association of Japanese 
Canadians, as well as everyone who took part in the 
meetings, for their contributions in these consultations. This 
is important work, and I was pleased to formally receive the 
report today. The report includes detailed recommendations 
on how we can move forward together and properly 
acknowledge the hardship people suffered as a result of 
government actions. 
 
We are now taking the time to carefully review the 
recommendations. Once this is completed, I look forward to 
continuing to work with the association on a plan for legacy 
initiatives that bring awareness to these historic wrongs and 
make sure they never happen again.”  

ブリティッシュ・コロンビア州観光芸術文化大臣リサ・ベアの

この報告書に対する声明 
 

「ブリティッシュ・コロンビア州政府は第二次世界大戦前、戦中、戦後に

州政府の行動により日系カナダ人が多大な被害を被ったことを認めま

す。このことがブリティッシュ・コロンビア州政府が全カナダ日系人協会に

３万ドルを提供する理由です。この資金を用いて全カナダ日系人協会は

会合を開いて日系カナダ人遺産事業に関する勧告を決定します。 

 

私は全カナダ日系人協会およびこの報告書作成のための会合に出席さ

れた総ての人に感謝したいと思います。これはとても大切な事業です。

私は本日この報告書を正式に受理することが出来てうれしく思います。

この報告書にはブリティッシュ・コロンビア州政府が、この政府のために

日系カナダ人が被った苦難を正しく認め、日系カナダ人の皆様と一緒に

これから前に進むための詳細な勧告が提示されています。現在、私達は

報告書の勧告を注意深く検討しています。検討が終わり次第、私は全カ

ナダ日系人協会と一緒に日系人の苦難の歴史を皆に知らせ、再びこの

ようなことを起こらないようにするための日系人遺産事業計画の作成に

向けて一緒に働きたいとおもいます。」 

 
 
 

 

Sugar Cake (Wasanbon) Workshop    和三盆ワークショップ 

On November 11, 2020, Ms. Ayumi Uehara visited EJCA. １１月１１日に日本から上原あゆみさんがいらして、和三盆の作り方の 

64 members attended the workshop and enjoyed it.  講習会が行われました。５６名の参加者が楽しい経験をしました。 
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On November 17, 2020, EJCA had the Edmonton Japanese 
Community Centre 25th Anniversary concert. The concert 
was the first event EJCA designed to invite the general public 
to experience Japanese culture. The EJCA clubs and 
members presented Japanese drumming (Taiko), Karate, 
Jodo, Chorus, Japanese music, Kimono fashion show, 
Calligraphy and Japanese dance. An audience of over 250 
audiences had a great time enjoying the concert. Here is a 
link to a video of the concert (three minute overview): 

http://www.ejca.org/video%202019%20concert.html. 
The link is in the EJCA Web home page. 
 
At the opening of the concert, the Honorary Consul-General 
of Japan in Edmonton  Olenka Bilash delivered greetings. 
Olenka kindly shared her greetings with our readers. 
 

“Good afternoon!  Konnichiwa! Honoured dignitaries, 

members of the Edmonton Japanese Community Association 
(EJCA), Ladies and Gentlemen! It is a pleasure to bring 
greetings on behalf of Consul General Kobayashi who 
regrets that he could not leave Calgary to attend this special 
event marking the 25th anniversary of the Edmonton 
Japanese Canadian Association Centre. 
 
According to official accounts, Edmonton recorded the first 
Japanese person in 1912 and he ran Sam’s 
Barbershop.  Since then there has a been a strong and 
steady presence of a Japanese community in Edmonton, 
creating a co-operative to obtain Japanese groceries in 1947, 
participating in the Canadian Centennial in 1967, creating a 
newsletter, joining the National Japanese Canadian 
Association (NJCCA) in 1977, contributing to Edmonton’s 
now world recognized Heritage Festival in 1978, redressing 
settlement, including through a Community re-establishment 
fund in 1989, leasing a drop-in centre in early 1990/91, 
conducting a Centre feasibility study in 1992, having a 
redress fund of $250,000 approved in 1993, and eventually 
partnering with the Argyll Community League (ACL) to build 
a shared facility and renovating and expanding the existing 
ACL’s hall.  What a finely designed multi-purpose facility! 
 
With a physical home in place, EJCA expanded the focus 
from a Japanese Canadian association to an association 
inviting anyone who is interested in Japanese culture to join. 
Currently EJCA has about 800 members and offers activities 
through 13 clubs including sports such as karate, judo,and 
table tennis; artistic expression through Ikebana and bonsai, 
taiko drumming, koto, shinobue, chorus, and dancing; 
traditional wisdom imparted through kimono, shodo 
calligraphy, tea ceremony, Japanese language, and seniors 
clubs.  It also organizes annual family festivals in all seasons. 
Members of all clubs also volunteer their time in many school 
programs to bring Japanese culture to all.      ... to next page 

エドモントン日本文化協会は２０１９年１１月１７日に、会館開設２５周年

記念コンサートを行いました。エドモントン日本文化協会が一般市民を招

待して日本文化の紹介をしたのはこれが初めてでした。エドモントン日本

文化協会のクラブや個人が参加して、和太鼓、空手、杖道、日本の歌の

コーラス、和楽器による日本音楽、着物ショー、書道、日舞を披露しまし

た。２５０人以上の参加者がこの素晴らしいコンサートを楽しみました。こ

ちらにコンサートの３分間ビデオがあります。

http://www.ejca.org/video%202019%20concert.html. Websiteのホ

ームページにも Linkがあります。 

コンサートの始まりにエドモントン日本名誉総領事オレンカ・ビィラッシュ

さんから祝辞をいただきました。会館２５周年にぴったりな素晴らしいメッ

セージです。 

 

「来賓の皆様、EJCA会員の皆様、そして今日このコンサートにお越しく

ださった皆さま、こんにちは。今日は在カルガリー日本総領事の小林さん

に代わり EJCAセンター２５周年記念コンサートをお祝いしてご挨拶させ

ていただきます。 

 

公文書によれば、エドモントンに最初に日本人が住んでいた記録は１９１

２年です。この人はサム理髪店を開き、その許可書の記録があります。

それ以後エドモントンの日系人社会は成長し、１９４７年には日本の食品

を仕入れるための共同購入組合をつくるまでになりました。１９６７年に

はカナダ建国１００年祭に参加し、１９７７年には全カナダ日系カナダ人

協会に参加します。またエドモントンの多様な民族遺産を祝うヘリテージ

祭りは１９７８年に始まりましたが、EJCAはこの第一回から参加してきま

した。日系カナダ人のリドレス運動に参加し、この運動の結果１９８９年に

設立された日系人社会の復興のためのリドレス基金設立にも参加しま

す。１９９０年にセンターの必要性を確かめるためにオフィスを賃貸し、１

９９２年にセンターの必要性についての調査を行い、１９９３年にリドレス

基金から２５万ドルをセンター設立資金を受け取りました。そしてアーガ

イル・コミュニティー・リーグ（ACL）と共同して当時あった ACLのコミュニ

ティーセンターを大改造・増築する計画をまとめ１９９４年に現在の会館

を完成しました。 

 

センターの完成に伴い EJCAは従来の日系カナダ人の会から脱皮して、

広く日本文化に関係のある団体に参加を呼びかけました。現在、EJCA

の会員総数は８００名余り、クラブは１３に上ります。スポーツ団体の空

手、柔道、卓球から伝統芸術の生花、盆栽、太鼓、琴、篠笛、コーラス、

日本舞踊などをする人の所属する会、また着物、書道、茶道などの会も

あります。また EJCAでは日本語クラスやシニアーの会などもあり、年間

を通じていろいろな活動をしています。これらの団体や会員は自分たち

の団体や会の活動だけではなく、EJCAの企画運営するいろいろの行事

に積極的に参加しています。 

 

このコンサートは EJCAに参加しているクラブがエドモントン市民一般に

広く自分たちの活動を知ってもらうために開いた最初の企画です。そして

私はこのコンサートは日本文化を知る機会であり、日曜の午後を楽しく

過ごせる素晴らしい企画だとおもいます。 

 

私は今日の挨拶のために EJCA と EJCA／ACLセンターのことをよく知

りたくなり、EJCAのウェブサイトを覗いてみました。そしてウェブサイトを

読み始めると、もっと EJCA とその歴史について知りたくなりました。 

 …次のページへ 

EJCA Culture Centre 25th Anniversary Concert 

http://www.ejca.org/video%202019%20concert.html
http://www.ejca.org/video%202019%20concert.html
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…from previous page 
This Concert is the first concert in which EJCA shares 
Japanese culture from its member clubs to the public and I 
am sure that you will agree that this has been a wonderfully 
informative and entertaining Sunday afternoon! 
 
 To prepare for these anniversary wishes I perused the EJCA 
website where I learned much about its history and the 
formation of the ACL centre.  The more I read the more I 
wanted to learn.  Its history preservation project documented 
and documents and compiles information about the history of 
people of Japanese ancestry in Edmonton and the 
surrounding area and the evolution of organizations and 
activities that supported those people. Its history-related 
documents and photographs make archival materials easily 
accessible to all interested parties online and through its own 
library located at the Argyll Centre Hall.  
 
At the end of the website it states, “We think that the more 
you read, the more you’ll want to keep on reading!” and in my 
mind it certainly did that!  What a valuable resource for both 
recording the tremendous contribution of volunteers and 
helping others learn about the contributions to the fabric of 
Canada’s multicultural society. 
 
It is a pleasure to collaborate on projects at the beautiful 
EJCA Centre in Argyll, and support its varied activities.  I 
appreciate the spirit of EJCA – a reflection of the Japanese 
traditions of caring, sharing, and living, of developing 
precision and skill in sports, artistry, ceremonial traditions 
and invention, and especially on the value it places on 
relationships, including fostering relationships between 
Japan and Canada. 
 
Thank you for your careful attention to continuing these 
traditions within your clubs and overall organization and for 
sharing your passion and wisdom with Canadians of all 
origins today. 
Happy 25th anniversary and may there be many many more 
such tributes to EJCA and its facilities at ACL in the decades 

to come!“ 

…前ページより 

ウェブサイトに載っている EJCA歴史プロジェクトの報告書はエドモントン

とその近隣の日系カナダ人の歴史を詳細に綴って将来に残す工夫がし

てあります。日系カナダ人の個々の歴史とともに EJCAの発展の歴史も

書かれています。またこのプロジェクトに関連した歴史資料と写真は

EJCAのウェブサイトと EJCAのゴードン・ヒラバヤシ記念図書館でたや

すく調べることができます。 

 

EJCAウェブサイトの最後に「このウェブサイトを読み始めるともっともっ

と読みたくなると思います」と書いてありますが、私に関してはそのとおり

でした。 

 

アーガイルにある美しい EJCAセンターでみんなと協力していろいろなプ

ロジェクトを行うのはとても楽しみです。私は EJCAの精神に賛同しま

す。日本の伝統文化のおもいやりの生活を基盤にスポーツ、芸術活動で

研鑽を積み、伝統と革新の融合を目指し、人間関係の充実に心を配り、

日本とカナダの関係の深化に貢献するという EJCAの精神に感銘を受

けます。 

 

わたしは EJCAがこのような精神に基づいて活動して日本文化を、クラ

ブ活動を通じて維持し、今日はその伝統をエドモントン市民と共有しよう

ということを試みたことに感謝いたします。センター設立２５周年おめでと

うございます。そして今日のような試みが将来も続くことを願って私の挨

拶にいたします。」 
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Food and Biculturalism as a Japanese Canadian 
Carley Omanura   

 
This past December I travelled to Japan for the fourth time. 
Each trip I feel more and more educated about the country 
of my ancestors and am happy I have the ability to vacation 
there. Inevitably, visits in Japan also bring up the realities of 
what it is to be a mixed race, multigenerational Japanese 
Canadian (JC). 
 
As a yonsei, I carry a particular burden of knowing I am a 
foreigner in Japan, and a stranger to not only large portions 
of the culture like language, but also to many social norms. 
Like other countries with diaspora, cultural practices change 
and adapt after immigration to create new communities. The 
big difference with the JC community compared to others is 
ours is impacted by WWII and postwar events.  
 
It’s hard to balance the feelings you have when travelling in 
Japan. On one hand, you’re excited by all the wonderful 
sights and things to do, you love taking pictures and 
shopping, but also you feel a constant sense of guilt. You 
can’t speak the language, you mess up social protocol, and 
in my case...you don’t like the food. 
 
Everyone is surprised, and I’m ashamed to admit it, but I 
don’t like Japanese food!  
 
Not all the foods, just the high-quality food. I don’t like things 
that are cold, that are pickled, that are sour, raw, or are 
unidentified seafoods or starches. Unfortunately, as a guest 
or a tourist, these are the things that are kindly offered to 
you. I feel a weight of guilt for not appreciating them more, 
and craving things that are considered common- donburi, 
curries, tempura and pastry. Growing up, we did not eat 
Japanese food, but we almost always had plain white rice 
with some kind of protein. Therefore, my tastes go in this 
direction. It is often puzzling to my travelling companions, as 
traditional Japanese food is a special treat for them. It’s also 
like a joke: “you don’t like sushi? Aren’t you Japanese?” and 
so on.  
 
Food is a major way to communicate and connect with 
culture, whether native or foreign to you. It is a sad, but 
inevitable expression of blending cultures and families in 
Canada to lose food traditions. However, for JCs it is also 
the fallout from internment, in which Japanese traditions 
were ditched so that children would not seem different from 
their white classmates and would not be bullied. But what 
those ancestors could not foresee is the children a few 
generations later feeling responsible for, but ill equipped to 
balance biculturalism and expectations. As I grow and 
intend to visit Japan many more times, I hope to navigate 
these issues with more and more comfort. 
 
PS in Japan I also enjoyed bakeries, many sweets, lots of 
rice and a lovely hida beef curry! 
 

日系カナダ人としての食べ物と日本・カナダ両文化主義について
            カーリー・オカムラ 
 

昨年の１２月に私は日本に四度目の旅行に行きました。旅行の度ごと

に私の祖先の国日本についてより深く知るようになり、日本で休暇を取

れて良かったと思うようになります。日本に行くたびに必然的にカナダで

何世代も過ごした日系カナダ人の一員としての自分はなんなんだろうと

いう疑問が湧いて来ます。 

 

四世の私は日本に行くと私は日本人の目からは外国人であり、私の話

す言語だけでなく社会における行動規範も異なっていることを思い知ら

されます。母国を離れ外国に移住した人達はその土地の文化に適応し

ていきますが日系人の場合はその上に第二次世界大戦とその後の出

来事の影響という要素が加わります。 

 

私は日本に行くといつも二つの気持ちの葛藤に悩まされます。私は一

方で素晴らしいものを見て感動し写真を写します。しかしまた一方で日

本語が話せず日本の習慣にも疎い自分に後ろめたさを感じます。そし

て何よりも困ったことは、わたしは日本食が好きではありません。 

 

日本食が好きではないと言うと誰でも驚きます。そしてわたしは恥ずか

しく思います。 

 

日本食全部が嫌いなのではありません。冷たいもの、酢っぽい漬物、生

のもの、なんだか分からない海産物や澱粉の加工品などが嫌いです。

しかし日本では私は旅行者でありお客なのでしばしばこのような食べ物

を振る舞われます。こういう食べ物を喜んで食べることが出来ないこと

を恥ずかしく思うとともに、丼もの、カレー、天ぷら、お菓子が無性に食

べたくなります。私は日本食を食べて育ったわけではなく、大概は白い

ご飯となにかタンパク質のおかずの食事で育ちました。そのため現在の

ような嗜好になりました。日本へ一緒に旅する友達は日本食を楽しみに

しています。「あなたお寿司を食べないの？それでも日系人？」いつも

私が言われることです。 

 

食べ物は自分の国の文化、外国の文化を知る上での大切な要素です。

カナダに移民して来た人達は多かれ少なかれカナダ文化に適応してい

く中で祖先の料理文化を失っていきます。その上日系人の場合は両親

が「子供がカナダ社会に受け入れられように」と日本文化をことさらない

がしろにしたという歴史があります。そしてこの先代の人たちが、「自分

たちの子孫が、祖先の日本文化と自分たちの育ったカナダ文化のあい

だのバランスの取り方に悩んでいる」と知ったらどう思うのでしょうか。私

はこれからも日本に行くと思います。そしてだんだんにわたしの中での

バランスの取り方を学んでいくでしょう。 

 

追記 わたしは日本でパン、お菓子、ご飯、飛騨牛のカレーをいっぱ

い、おいしく頂きました。 
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First New Year’s Party  Lenard Grossmann 

We came to EJCA’s New Year Celebration, in anticipation of 
a joyous evening, once more packed with cultural exchange. 
I can tell you that I came home afterwards feeling more than 
just happy.  Upon arrival, I gaped upon a banquet not a 
mere feast. When taking in the room, I could feel it was 
buzzing with laughter and speech, verbal connections 
already being wrought around the tables. I could see so 
many wonderful and unique dishes, all prepared by the very 
people in that very room. I had not expected such a turnout 
from Edmonton, and the surrounding Municipalities. The 
Ozoni at the beginning was a surprise, it being the first time 
that I had eaten Omochi in a soup! The little Origamis of the 
year of the Rat, with whisker and eye embellishments gave 
the tables great colour.  

I really liked how John’s moderating was light and casual, 
carrying through the Hall with ease, although the 
microphone didn’t always work 100%. Now, how do you get 
120 + people through the buffet lineup quickly, efficiently? I 
feel like the organizers found a very easy and fast solution: 
dividing the two tables with food into four serving lines, and 
grouping the room into four quadrants, A,B,C,D and into 
further subsections 1, 2, 3. It est, first A1,B1,C1,D1 were 
called, each moving along the closest serving lines, in 
relation to their persons, then the next group, then group 
three. We were in group three, but within two or so minutes, 
we too got our rotation. Afterwards, there were desserts too! 
This time everything was vice versa. 
There were vegetables, rice bowls, bread, seafood, different 
meats, and many more, such that I had trouble counting 
them all! There were foods I remember, there were foods 
that were completely new to me! My general strategy is, 
take a bit of everything! 
I also encourage any non-Japanese people to get a 
Japanese cookbook, if from the EPL, or online et cetera, just 
to explore the massive variety of foods all unique and 
exquisite traditions from different prefectures, domains, 
cities, and more. We got a big, thick cookbook as such, from 
the EPL, it didn’t even include any Sushi; that is just how 
many colourful foods you can find in, and from Japan. 

At the event, there was Sake, and my Dad leaped for it, of 
course, while I contented myself with the abundant supply of 
tea. The Mochi pounding definitely marked a highlight of the 
evening, for me. One person constantly turning and keeping 
the mochi dough moist, in rhythm with the hammer, surely 
seemed like a laborious task, requiring much focus. I can 
only appreciate the mochi I eat so fondly, even more now! 
Then both the little children as well as the adult sector got 
their turn at a hands-on, mochi pounding experience, some 
more cautious, some extremely enthusiastic about the deed. 

I feel extremely honoured to have been in the presence of 
the General Consul of Japan in Calgary, who had come all 
the way here to the Centre’s celebration of the New Year. 
He gave such a wonderful, enthusiastic, and motivating 
speech focusing on the Centre’s commitment of actively 
sharing Japanese culture in Alberta with many clubs, 
festivals, events, reach-out programs for all ages and more. 

 

 

新年会に初めて参加!   レナード・グロスマン 
 

私たち家族３人は EJCAの新年会が日本文化を楽しむ機会になるだろ

うと期待して出かけました。そして期待以上に楽しみました。会場につい

て驚いたのは新年会が単に夕食会ではなくりっぱな晩餐会だったことで

す。会場は笑いと会話で湧き立っていました。会場の真ん中に長く並ん

だテーブルには参加者が持ち寄った素晴らしい料理が所狭しと並んで

いました。会場のテーブルはもう参加者でいっぱいです。こんなにたくさ

んの人達がエドモントン近辺から新年会に出席するというのも驚きでし

た。晩餐の最初に EJCAが用意したお雑煮がでました。私はお餅をス

ープに入れたお雑煮という料理を初めて食べました。それぞれのテーブ

ルには新年にちなんだ折り紙などの飾りが置かれていました。子年にち

なんだ小さなネズミの折り紙には赤いビーズの目やひげがついていて

とてもかわいいです! 

ジョン・プリガードさんの司会はリラックスしていてしかも要所要所がしっ

かりしていました。さて１２０人あまりの人達にビュッフェ形式の夕食を出

すとしたらどうしますか？EJCAはとても効率の良い方法を実行していま

す。料理の並んだ長いテーブルを四つに分けてから、みんなの座ってい

るテーブルも四つにグループ分けします。そして四つのグループが同時

に四つに分けられた料理のテーブルに行きます。みながスムースに素

早く料理を取ることが出来ました。料理の後にはデザートもありました。 

料理は野菜の煮物、ちらし寿司、パン、鮭の照り焼き、唐揚げ各種、ロ

ーストポークなどなど、以前食べたものや始めてのものなどたくさんあっ

て全部で何種類あるのか数えられませんでした。それで私は色々な種

類を少しずつ取ることにしました。 

ちなみに日系人以外の人に日本料理の本を読むことをお薦めします。

日本料理にはいろいろな郷土料理がありとても奥深いです。私はぶ厚

い日本料理の本を持っていますが、それでもお寿司は含まれていませ

ん。これほど日本料理はたくさんの種類があります。 

晩餐会にはお酒の用意もありました。父はいそいそとバーに行きお酒を

貰っていましたが、私はお茶で満足しました。私にとっての晩餐会のハ

イライトは餅つきでした。餅をつく人とこねる人が息を合わせて餅をつき

ます。本来お餅はこのようにつくのだと分かり、ますますお餅が好きにな

りました。子供と大人も餅つきに参加しました。こわごわと杵をふりおろ

す人や元気にふりおろす人などがいてみんな楽しんでいました。 

在カルガリー日本総領事が出席していた晩餐館に私も出席できて名誉

に思いました。総領事は EJCAがいろいろな活動を通して日本文化の

紹介をしていることをとても熱心にそして私たちを鼓舞するような感動的

なスピーチをしました。 

食事の後で「みんなを知ろう」というゲームをしました。これでまた同じテ

ーブルの人たちと親しくなることが出来ました。晩餐会に出席して私は

改めて皆さんに EJCAの活動に参加することをお勧めしす。日本文化と

日本語に興味のある友人にもお知らせください。EJCAは日本と日本文

化に興味を持つ人達にとって宝物です。そしてこの宝物は日本と日本

文化を知れば知るほど価値が上がっていきます。 
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…from previous page 

The “Get to know your Table” group game had the significant 
effect of breaking the bounds of any remaining awkward 
silence, breaking the strangers barrier, and rather becoming 
neighbors, members of the same neighborhood. Maybe, 
around all the tables, this invoked more talk, as you might 
have had more similarities, and or topics to converse on.  

I would definitely encourage every able member to come to 
the EJCA events, to participate, to volunteer at events to the 
best of your ability, check out all the activities and clubs, tell 
people to know who might also be interested in the activities, 
about Japan, the language. This community truly is an 
Edmontonian treasure, a treasure that will grow all the more 
with your personal, active contributions, as small as they may 
be. 

 
Happy New Year! 

Potluck dinner was delicious! Thank you for all chefs! 
 
 
 

Anime is Coming to the Metro Cinema (8712  109 Street) 
Kiki's Delivery Service    Saturday January 18, 2020. 1:00 p.m. 

     魔女の宅配便           English dubbed 

     Hayao Miyazaki                  Free admission for kids 12 & under 
                                           Wednesday January 22, 2020  2:00 p.m. 
                                                English subtitles.     Regular admission 
 
Your Name                        Monday February 10, 2020.      9:30 p.m. 

     君の名は   English subtitles  

     Makoto Shinkai                   
 
Weathering With You       Friday February 14, 2020        9:30 p.m. 

     天気の子   English subtitles 

     Makoto Shinkai                     
                                           Saturday February 15, 2020.   6:45 p.m. 
                                                 English dubbed. 
 
                                            Monday February 17, 2020.   12:45 p.m. 
                                                 English subtitles 
 
Howl's Moving Castle       Saturday. February 29, 2020   1:00 p.m. 

   ハウルの動く城  English dubbed 

   Hayao Miyazaki                        Free admission for kids 12 & under 
 
                                             Wednesday March 4, 2020     2:00 p.m. 
                                                English Subtitles.    Regular admission
 

 
2020 EJCA Membership is due!  Please apply! 
http://www.ejca.org/ejca-membership.html      
Or, an application form is in the back of this issue.      
 

 

2020年度会員資格を更新してください 

こちら: http://www.ejca.org/ejca-membership.html 

または会員申込書は最後のページにあります。 

 

http://www.ejca.org/ejca-membership.html
http://www.ejca.org/ejca-membership.html
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Japan Today recruiting Instructors and Assistants 
 
Since 2002, EJCA has been offering “Japan Today” 
program for Grade 8 students as an opportunity to 
understand various aspects of Japan: nature, history, 
language, society, custom, technology, and everyday life. It 
is designed as a supplement to the Grade 8 Social Studies 
curriculum in “Japan” module. Every year, over 2,000 
students attend the program. Details of the program: 

http://www.ejca.org/schools-japan-today.html 
 
The Japan Today is recruiting a few instructors for the 
Japanese Language session and instructors and assistants 
for the Social study session.  
Date: Mondays and Tuesdays, January – June 
Time: Morning 9:45 – 11:45, afternoon 12:30 – 2:30 
Location: EJCA centre 
Tasks: 
Japanese Language instructor: Introduction of greetings, 
Hiragana ,Katakana, name writing and Origami 
Social study instructor: PowerPoint slide show about Japan 
and Kimono session 
Social Study assistant: Kimono dressing, origami, set up 
and finish,   
Salary: According to EJCA’s standard 
Requirement: Canadian working permit 
There are several instructors and assistants. You will 
choose the days you can work. In average, an instructor 
works about 4 – 6 sessions per month. 
Please apply to the coordinator Yukiko Nagakura at 
ynaga@shaw.ca, Tel: 780-902-8725. 

EJCA学校プログラム Japan Today講師とアシスタント募集 

 
EJCA では２００２年から Japan Today という中学２年生を対象にした日

本紹介プログラムを提供しています。アルバータ州では中学２年社会科

の授業で日本について学びますが、もっと日本について知ってもらうよ

うにと、日本の自然、歴史、言葉、社会、新技術、日常生活なとを紹介し

ています。毎年２０００人以上の中学２年生がこのプログラムに参加して

います。詳細はこちら: http://www.ejca.org/schools-japan-today.html 

 

このプログラムの日本語セッションの講師と社会科セッションの講師と

助手を募集しています。 

日時:   月曜日と火曜日 (1月～6月上旬)      

午前の部 9:45-11:45    午後の部 12:30-2:30  

★講師と助手が数人いますので、 ご都合の良い日にお願い

しています。  

場所:    エドモントン日本文化協会( EJCAセンター )  

講師の仕事：  

日本語セッション：PowerPointでひらがなカタカナ挨拶などを教える 

      折紙指導。生徒にカタカナで自分の名前を書く指導。 

社会科セッション：PowerPointスライドショー(約 20分) 

            生徒に浴衣を着せる。 

         ★ PowerPointのスライドショーは既に作成されている 

アシスタントの仕事：会場の設営とかたづけ。 

      折紙(カブト)指導のアシスタント。 

             生徒に浴衣を着せる。 

謝礼: EJCAの基準に従って謝礼いたします。カナダで働く資格が必要。 

申し込み先: 長倉由紀子 ynaga@shaw.ca, Tel: 780-902-8725. 

 

 

 

 

http://www.ejca.org/schools-japan-today.html
mailto:ynaga@shaw.ca
http://www.ejca.org/schools-japan-today.html
mailto:ynaga@shaw.ca
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Natsu Matsuri 2020 – Recruiting Planning 
Committee members 
The fifth Natsu Matsuri (Summer Festival) will be held on 
Saturday, July 11, 2020 at the centre and the park area. The 
park area has been reserved for the Natsu Matsuri by the 
City. We are getting ready to plan the first planning meeting 
around mid-February. 
In 2019, there were 12 committee members with the 
following positions. We will have similar positions for this 
year. If you can attend about five planning meetings and can 
help us to plan the Natsu Matsuri, please join the 
committee. It is a wonderful experience for you! Contact the 
Natsu Matsuri Chair Hideji Ono at hideji.ono@shaw.ca by 
February 5, 2020. 
 
1. Chair     
2. Food Vendor Coordinator 
3. Financial officer 
4. Club and performance liaison 
5. Bon Odori coordinator 
6. City Special event coordinator  
7. Volunteer coordinator 
8. Beer Garden coordinator 
9. Site operation coordinator 
10. Games and activity coordinator 
11. Demo and performance coordinator 
 
Some positions require 2 or 3 members. 
 

2020年夏祭り 企画委員公募 ! 
 

第５回夏祭りは２０２０年７月１１日(土)に予定しています。いつものよう

にエドモント日本文化会館とその隣接する公園が会場です。エドモント

ン市との会場の予約も終わり、２月中頃に第１回企画委員会を開く予定

です。 

２０１９年には１２名の企画委員が準備をしました。今年も１２名程度の

企画委員会を持ちたいと考えています。企画委員の仕事は以下のよう

です。企画委員会に参加して、ご一緒に夏祭りを盛り上げませんか?委

員会は５回程度です。良い仲間と素晴らしい経験をしていただきたいで

す。どうぞ、委員長の大野秀治へ２月５日までにご連絡ください。

hideji.ono@shaw.ca 仕事は: 

 

１． 委員長 

２． 食べ物部コーディネーター 

３． 会計 

４． クラブや出演者コーディネーター 

５． 盆踊りコーディネーター 

６． エドモントン市との交渉・保険などの係 

７． ボランティアコーディネーター 

８． ビアーガーデンコーディネーター 

９． 会場係 

１０． ゲームと小物店コーディネーター 

１１． デモや演技コーディネーター 

 

   複数の委員が必要な仕事もあります。 

 

 

 

I attended Calligraphy Workshop Gabrielle Tian  
 
The art of Japanese calligraphy was always a practice I 
wanted to experience. Thankfully, instructor Fukuko Gordon 
held an introductory calligraphy class at EJCA, and my 
brother and I were welcomed to attend. The class itself was 
casual and felt very welcoming. I enjoyed the casual and 
relaxing atmosphere, as our little group of 13 people just 
practised calligraphy. Gordon-sensei was a great teacher 
who helped each of us improve on our brushstrokes, and I 
really learned a lot about calligraphy.  
By the end of the class, I felt very accomplished and happy 
with the calligraphy that I made; we were even given ‘scrolls’ 
so we could display our best kanji on the walls of our 
homes. 
The class was very fun, and if given a chance, I would 
definitely enjoy coming back for another session, or even 
joining a club for calligraphy. 

 

書道ワークショップに参加しました！ ガブリエル・ティアン 

 

私は以前から日本の書道を試みてみたいと思っていました。幸いなこと

に、フクコ・ゴードン先生が EJCAで書道入門のワークショップを開き、

私は兄と一緒に参加しました。ワークショップは和やかな雰囲気で私も

緊張せずに参加できました。私達参加者 13人はゆったりした雰囲気の

中で書道を練習をしました。ゴードン先生は生徒一人一人に運筆を指

導してくれました。私は書道についてたくさんのことを学びました。ワー

クショップが終わる頃には私は随分と書道を習った気分になりました。

先生は私達が書いた漢字を入れる掛け軸も用意していてくれました。自

分で一番よく書けた漢字を選んで掛け軸に入れ家の壁に飾ります。とて

も楽しいワークショップでした。次の機会にも是非参加したいと思ってい

ます。書道クラブに入部するのもありかなとも思っています。 

 

 

 

 

  

  

mailto:hideji.ono@shaw.ca
mailto:hideji.ono@shaw.ca
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EJCA Introduction of Clubs     クラブの紹介
This month, the editor of the Moshi Moshi collected 
introducitons of clubs for you. Joining a club is one of the 
best way to enjoy Japanese Culture. There are several 
members who join 4 or 5 clubs! 
 
Jodo Club        Hideji Ono 
Jodo club is an EJCA club started in 2017.  Jodo is one of 
the martial arts practiced in the All Japan Kendo Federation.  
Jodo evolved from an old Japanese martial art called 
Shindo Musoryu Jojutsu that has been practiced in Japan 
for over 400 years.  Jodo uses a 128cm staff called “Jo” as 
a weapon and defends against sword attacks.  In practice 
we use staff and wooden sword (bokutou). A Kendo uniform 
(gi and hakama) is most appropriate, however; any workout 
clothes are fine for beginners.  Jodo club has some jo and 
bokutou for new comers to use during practices.  Jodo can 
be practiced by children to elders, and anyone can join.   
We practice every Sunday (except long weekends) from 3 to 
5 pm in the EJCA Main Hall.  Practice fee is $75 for each 
semester of 4 months or $25 per month. 
Contact: Hideji Ono email: hideji.ono@shaw.ca 
 

今月号のもしもしにはいくつかのクラブから紹介を寄せていただきまし

た。EJCAのクラブに入るのは、日本文化を習得し楽しむ１番よい方法

です。会員の中には４つも５つものクラブを楽しんでいる人がいます

よ！あなたも いかがですか? 

 

杖道クラブ     大野秀治 

杖道クラブは 2017年から始まった EJCAのクラブです。杖道(じょうどう)

は全日本剣道連盟の杖道部で稽古している杖(つえ)を使う武道です。

杖道の基となった神道夢想流杖術は 400年以上続いている古武道で、

その普及型が剣道連盟の杖道です。杖道は杖を武器とする武道で稽

古は 128㎝の長さの丸棒の杖と木刀を使います。衣服は剣道用の胴

着と袴が一般的ですが初心者は動きやすい体操着などで十分です。杖

道クラブでは初心者用に杖と木刀を用意していますので、子供からお年

寄りまでどなたでも参加できます。 

稽古は日曜日(連休は除く)の午後 3時から 5時迄 EJCAのホールで

す。参加費は一期４ヶ月で＄75又は１ヶ月＄25です。 

代表：大野秀司：hideji.ono@shaw.ca 

 

 

 

 

Karate Club      John Priegert 
The Edmonton Gojukai Karate Club started more than 40 
years ago. When the EJCA was designing the Cultural 
Centre, I was invited to start a new club in the new facility.  
When the Centre opened, I began teaching children in the 
Main Hall. Over the years, the Club has expanded to teach 
karate to youth and adults at regular weekly classes. The 
Club also hosts national karate camps for all Canadian 
members, using EJCA’s excellent facilities.  Social events 
include the summer BBQ, and the Christmas or New Year 
celebration. 
As members of EJCA, the Club has participated in Heritage 
Festival from the beginning, and participates in the Kurimoto 
Garden Spring Festival, the EJCA Natsumatsuri, the Spring 
Cleaning Day, and has provided Board members and 
volunteers for almost all EJCA events. 
The Club paid for the purchase and installation (and 
replacement) of the mirrors in the Main Hall, and built the 
first generation storage shelving in the Main Hall storeroom.  
We are happy to contribute to the maintenance and well-
being of EJCA, and are thankful for the relationship 
established over four decades. 
 

空手クラブへようこそ      ジョン・プリガート 
エドモントン剛柔会空手クラブは創立からもう４０年余り経ちました。

EJCAが EJCAセンターの建設準備に取り掛かった時に、私はこの新し

いセンターで空手クラブを作ったらどうかという招待を受けました。セン

ターの会館と同時に私は子供のために空手教室をセンターのホールで

始めました。それから空手クラブは大きくなり、毎週、若い人や成人ため

のクラスも開くようになりました。クラブはカナダ人一般を対象にした夏

の空手キャンプやクラブの会員のためのバーベキュー、クリスマス、新

年会なども行っています。 

 

空手クラブは EJCAのヘリテージ祭り参加開始とともにヘリテージ祭り

に参加してきました。また栗本日本庭園の春祭りや EJCAの夏祭り、春

のセンター大掃除などに参加し、会員は EJCAのや委員にもなってい

ます。また EJCAの行事にクラブの会員は積極的にボランティアとして

参加しています。EJCAセンターのホールの鏡はクラブが設置したもの

です。またホールの物置に行ってみるとわかりますが、大きな棚を作っ

て物置の整理に貢献したのも我々のクラブです。私達クラブの会員は

EJCAの活動に参加して EJCAの存続に貢献出来ることをうれしく思っ

ています。そしてこれからはクラブと EJCAの良好な関係が続くこと願っ

ています。 

 

 

 
Kita No Taiko (KNT) Society – by Brenda Madsen 

“Kita no Taiko” means “Drums of the North” since when we 
were formed in 1986, we were the most northerly taiko 
group in the world. Taiko is now very popular globally and 
draws people of many backgrounds and interests. KNT is a 
performing group and currently has 20 members and 2 
apprentices. We practice at EJCA twice weekly and perform 
regularly throughout the year at festivals, conventions, 
fundraisers, and other events (even weddings!) and can be 
seen playing and volunteering annually at Edmonton’s 
Heritage Festival. Workshops for the public are offered at 
various times throughout the year. If a person wishes to 
apply for membership they must take the workshops, then 
apply for membership, and if accepted, become an 
apprentice for a year or so. For more information 

北の太鼓    ブレンダ・マドセン 

北の太鼓は 1986年に設立されました。現在、世界で一番北の町にあ

る和太鼓グループです。和太鼓は今や世界中で人気があり、いろいろ

な背景を持った人たちがクループを作って活動しています。北の太鼓に

は現在 20名の会員と 2名の研修生がいます。週に２回センターで練

習し一年を通していろいろなところで演奏会をしています。お祭り、大

会、基金集めの集まり、結婚式、エドモントン・ヘリテージ・フェスティバ

ルなどです。一般人向けのワークショップも行っています。北の太鼓の

会員になるにはまずワークショップに参加し、つぎに会員の申請をして、

申請が許可されるとはじめて会員になります。北の太鼓についてもっと

知りたい方は次のウェブサイトに行ってください。 

 

www.kitanotaiko.ca or info@kitanotaiko.ca 

mailto:hideji.ono@shaw.ca
mailto:hideji.ono@shaw.ca
http://www.kitanotaiko.ca/
mailto:info@kitanotaiko.ca
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Karaoke Club      Takashi Ohki 
 
The Karaoke Club started in 1989 with just three members 
playing karaoke on a cassette tape player. Now the club has 
9 members and meets  from 7:30 to 10:00 pm on the first 
and third Friday of the month at the EJCA Centre. We show 
karaoke videos on the large TV screen with hi-fi sounds. 
The club has more than 2,000 Japanese songs, both 
traditional enka songs and modern J-pop songs. We sing 
Japanese songs in Japanese. At our meeting, each member 
sings three to five songs. We welcome guests to our 
meetings. They can sing karaoke songs with us or just listen 
to our singing. Singing karaoke is very therapeutic. Singing 
can relax your body and mind and enrich your soul. Please 
contact ohki@shaw.ca for more information.  
 

カラオケクラブ     大木 崇 

 

カラオケクラブは１９８９年に三人の仲間で始めました。当時はカセット

プレーヤーでカラオケを流しそれに合わせて歌っていただけでした。そ

の後会員が増加し最盛期には２０人以上になりました。そして毎年２月

には EJCAセンターで紅白カラオケ歌合戦を開催しました。近年は会員

が１０人前後に減少しましたがそれでも休むこと無く毎月第一と第三金

曜日の午後７時半から１０時まで例会を続けています。現在クラブは２０

００曲以上のカラオケビデオを持っています。演歌と Jポップですが、ほ

とんど総てが日本語です。カラオケビデオを大型壁掛けテレビに映しハ

イファイサウンドで歌います。カラオケは心を癒す効果があります。いろ

いろ面倒な日常で疲れがちな体と精神をくつろがせ、心を豊かにしま

す。ゲストも歓迎します。例会に出席してすきな歌を披露してください。

ただ会員の歌を聞きにくるだけでも良いです。クラブの詳細は大木 

(ohki@shaw.ca)までお問い合わせください。 

 
 Matsu no Kai (55-and-up Club)  
We meet every 4th Wednesday at the EJCA in the main hall 
at 10:30 a.m. Membership is open to all EJCA members 55 
years of age and over. Over the past two years, our 
membership has grown to 50, particularly with newly-retired 
individuals who are looking for a fun social time once a 
month.  The fee is $10 annually (January to December). 
 
Meetings are informal, starting with a short business 
meeting. Following a short, easy workout we have a tasty 
lunch provided by a caterer (usually a Japanese meal) and 
end with an activity. We also have our annual potluck with 
an amazing array of delicious Japanese and Western foods.  
Last year, we had our first “Men’s Lunch” prepared by the 
men in the club and it was so well-organized and so 
scrumptious that the members over-whelmingly requested it 
again in 2020! 
In addition to the monthly meeting, at least one other event 
is scheduled monthly. The past year, we visited a 
hydroponic green house, the University of Alberta Botanical 
Garden, two Alberta Museums, a Distillery, a Mushroom 
Farm, took in an IMAX movie, went to the horse races, tried 
our luck at the Casino and went “bingo bowling”. Each 
excursion includes lunch at some venue. The outings and 
restaurants are often places that some of us have never 
visited so it’s always an adventure. 
 
Crafty club members also prepare handicrafts to sell at the 
Natsu Matsuri and the EJCA Bazaar.  Each year before 
Christmas, we put together toilet kits and knitted items for 
the homeless, which are donated to the Mustard Seed 
charity. 
 
There is always something going on for everyone, with a 
variety of outings and activities based on suggestions from 
the members.  Soon we’re hoping to plan a longer out-of-
Edmonton trip. So, come out --- make new friends and enjoy 
a fun time together! 

 

 

 

松の会（EJCA５５プラスシニアークラブ） 
松の会は毎月第４水曜日に EJCAセンターで午前１０時半から例会を

開きます。EJCAの会員で５５才以上の人が会員になれます。過去２年

で会員数が増加して、現在５０名です。特に最近仕事を引退した人が新

しい知り合いや活動を求めて参加しています。会費は一年（１月から１２

月まで）１０ドルです。 

 

例会は和やかです。まず事務連絡があり次に簡単な体操をします。昼

食は仕出し業者に頼みます。美味しい日本料理のことが多いです。毎

年一回持ち寄りの食事をします。去年は会員の男性が料理をして昼食

をとりました。準備と料理の手際の良いことに女性会員は深く感銘を覚

え、直ちにことしもしてくれるように頼みました。 

 

毎月の例会の他に毎月少なくとも一回は皆で外にでかけます。去年は

水耕栽培温室農家、アルバータ大学植物園、アルバータ博物館、蒸留

酒工場、マッシュルーム工場、IMAX映画、競馬、カシノ、ビンゴに行き

ました。外に出かけるときはどこかのレストランで昼食をとります。会員

がまだ行ったことのないような場所やレストランに行きますから、ちょっ

とした冒険気分になれます。 

 

工芸の上手な会員は工芸品を作って夏祭りやバザーで売ります。クリ

スマス前には化粧品や編み物のセットを作ってホームレスの人達の為

の「辛子種慈善協会」に寄付します。 

 

会員同士でいろいろな新しい活動のアイデアをだして、誰もが楽しめる

ようにしています。今年はエドモントンの外にも出かける企画を考えてい

ます。皆様も松の会に参加して一緒に人生を楽しみましょう。 

 

 

 

 

 

 

mailto:ohki@shaw.ca
mailto:ohki@shaw.ca
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THANK YOU VOLUNTEERS!
 

The EJCA Board would like to send its sincere thanks to all 
volunteers who donated their valuable time for the following 
events held from November 2019 to Janaury 2020. 

• EJCA Centre 25th Anniversary Concert 
Kita no Taiko, volunteers and performers 

• New Year Party 
Library Working Committee 
Nihongo Kaiwa Club and other volunteers 

 

 
エドモントン日本文化協会の役員会は 2019年１１月から 2020

年 1月に次の催しでボランティアとして仕事をしていただいた皆

様に心よりお礼いたします。 

• エドモント日本文化会館設立２５周年記念コンサート 

北の太鼓クラブ、ボランティアの皆様、出演者の皆様 

• 新年会 

図書係、日本語会話クラブ、ボランティアの皆様

 

THANK YOU DONORS!
 

The Matsu no Kai received monetary donations: 
Kiyooka family according to will of Joyce Kiyooka 
Chizuko Kimura for her 90th birthday cerebration 
Yoneda family for the memory of Masa Yoneda 

 
EJCA received a monetary donation: 
George Matsuba who is 96 years old donated a family 
membership fee to EJCA. 
 

松の会は次のご寄付を受けました。 

ジョイス・キヨオカさんの遺言によって。 

チズコ・キムラさんより 90才の誕生日を祝って。 

ヨネダさんご家族から、マサ・ヨネダさんの思い出に。 

 

EJCAは次のご寄付を受けました。 
ジョージ・マツバさんは 96才になられましたが、シニア―は EJCA会費

が免除せれている分を毎年 EJCAへ寄付してくださっています。 

 
Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups

Bonsai Club  

Meetings: 3rd Thursday of each month, 7:30-9:30 pm  

Contact: Les Dowdell <hokkoku@telusplanet.net> 

Calligraphy - Keifukai of Edmonton 

(Suitable for experienced calligraphers) 

Practices: 2nd Sundays of each month, 10:00 am -12:00 pm 

Contact: Sawako Inagaki <shuka761@yahoo.co.jp> 

Edmonton Gojukai Karate Club  

Tuesdays and Thursdays (except holidays)  

Children, 7-12 years of age: 6:00-7:00 pm  

Youth/Adult, 13 years and above: 7:00-8:30 pm  

Contact: John Priegert 780 436-0977 <priegert@telus.net> 

EJCA Women’s Gojukai Karate Club                                

Tuesdays 8:00-9:30 pm and Fridays 7:30-9:00 pm  

Contact: Dana Nawata <namjar62@gmail.com> 

Jodo Club  

Practices: Every Sunday 3:00 pm-5:00 pm 

Contact: Hideji Ono 780 458-7269 <hideji.ono@shaw.ca> 

Karaoke Club  

Practices: 1st and 3rd Friday of each month, 7:30-10:00 pm  

Contact: Takashi Ohki <ohki@shaw.ca> 

Kimono de Jack Club – Wear Kimono 

Contact: Tamara Sutherland <kdjnorthab@gmail.com> 

Facebook: <FB.com/Dorotha> 
 
 

Kita No Taiko - Japanese Drumming  

Practices: Mondays and Wednesdays at 7:00 pm  

Contact: 780 431-0300 or <info@kitanotaiko.ca> 

Website: <www.kitanotaiko.ca>  

Ikebana Club – Flower Arrangement 

Meetings: 1st and 3rd Thursdays of each month, 7:00-9:30 pm  

Contact: Jean-Marcel Duciaume 780 803-5690 

<jmduciaume@gmail.com> 

Website: <https://ikebanaclub.com>  

Matsu no Kai - EJCA 55 and Up Club  

Contact: Alan Davis < ardavis@ardsys.ca> 

Nihongo Kaiwa – Japanese Conversation Club 

Tuesdays 5:30-6:30 (Basic Level); 6:30-7:30 (Advanced Level) 

Contact: Carol Brandly <cebbyq@hotmail.com> 

JETAANA－JET Alumni Association of Northern Alberta 
Contact: Jesse Moore <jamwerd16@gmail.com> 
Nobara Chorus Group  

Practices: 1st & 3rd Wednesday  

10:00 am - 12:00 noon  

Contact: Ritsuko Chartrand < ritsukochartrand@gmail.com > 

Table Tennis Club 

Practices: 1st and 3rd Sundays of each month, 12:45-2:45 pm  

Contact: Sanae Ohki < sanaeohki@shaw.ca >  

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance  

Practices: Mondays, 1:30-4:00 pm 

Contact: Keiko Frueh < keikofrueh@shaw.ca> 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mochi for sale!  
EJCA members made Mochi for the Bazaar. 
There are some available for you! 
$8 per pack of 9 pieces. Please pick them 
up at the centre when the manager is there. 

会員手作りのお餅。1袋 ９個入で＄８。 

マネージャーが会館にいるときに、買えます! 

 

mailto:shuka761@yahoo.co.jp
mailto:ohki@shaw.ca
mailto:kdjnorthab@gmail.com
http://fb.com/kdjnorthab
mailto:keikofrueh@shaw.ca
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November 2019 – October 2020 EJCA Board of Directors & Committees 

Board of Directors Officers 
and Executive Committee:   
President:  Sanae Ohki        
Vice-President:            
Tamara Sutherland       
Secretary: Brenda Madsen 
Treasurer: Jim Hoyano        

Board Directors              
Yukiko Nagakura                     
John Priegert                    
Paul Fujishige                         

Finance Committee  
Bob Tennant 
Jim Hoyano (Chair) 
Lyn Rafferty 
Sanae Ohki  

Library Committee 
Adeline Panamaroff 
Carol Brandly 
Cathy Tennant 
David Sulz 
Jim Hoyano 
Nancy Cyr 
 
Culture Programs 
Work Group  
Mineko Koto 
Sanae Ohki 
Yukiko Nagakura 
 
EJCA-Argyll Joint 
Committee 
Omar Amer                     
Sanae Ohki 
Scott Tanaka 
 
NAJC Liaison 
Takashi Ohki 

Garden Work Group 
Alan Davis 
Cathy Tennant 
John Priegert (Chair) 
Les Dowdell 
Ruriko Davis  
 
Communications Work 
Group                           
Carley Okamura                
Jim Hoyano  
Sanae Ohki                
Tomomi Calder       
 
Library Work Group 
Adeline Panamaroff 
Cathy Tennant  
Liz Machida 
Mike Waszkiewicz 
Ritsuko Chartrand 
Morgan Overend 
Andrew McKenna 
Jim Hoyano 

Scholarship & Grant 
Work Group 
David Mitsui 
Daiyo Sawada  
 
Heritage Festival 
David Mueller                 
John Priegert                     
Omar Amer (Chair) 

Natsu Matsuri Work Group 
Hideji Ono (Chair) 
 
Centre Manager 
Scott Tanaka 
office@ejca.org  

Event Coordinator       
Tomomi Calder        
event@ejca.org 

 
 
 
 
 

Published by 

Edmonton Japanese 

Community Association 

 

Editorial Address: 

6750 - 88 Street 

Edmonton, Alberta 

T6E 5H6 

Tel: (780) 466-8166 

website: www.ejca.org 

e-mail: office@ejca.org 

 

Editors: 

Takashi Ohki 

Sanae Ohki 

“Moshi Moshi is a publication of the 

Edmonton Japanese Community 

Association.  Its objective is to 

disseminate information of interest to 

the Japanese community and those 

interested in Japanese culture, including 

announcements of upcoming events. 

EJCA Mission & Vision Statements 

VISION STATEMENT 

The Edmonton Japanese Community Association is a community of 

members whose vision is to create a shared experience of Japanese and 

Canadian culture. 

MISSION STATEMENT 

 

The Edmonton Japanese Community Association builds a supportive 

community to explore Japanese and Canadian cultural sharing by: 

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

• creating and delivering services, programs and events; 

• creating partnerships between EJCA and other Edmonton area 

organizations and Japanese Canadian organizations; 

• acting as a representative of Japanese and Canadian people to 

provincial and national organizations of similar purpose. 

エドモントン日本文化協会の基本理念と活動方針 
基本理念 

エドモントン日本文化協会は日本文化とカナダ文化を皆と一緒に理解し振興しようという

人達の集まりです。 

 

活動方針 

• 基本理念を実行するために次のような活動をします。 

• 日本文化及びカナダ文化に興味を持つ人たちに施設を提供する。 

• 基本理念に関連したサービス、プログラム、行事を企画し、提供する。 

• エドモントン地区の他の団体や日系カナダ人の団体と提携して活動する。 

• 基本理念を共有するアルバータ州やカナダの団体の会合や協議にエドモントン地

区の代表としての参加する。 

mailto:office@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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2020 EJCA Membership Application Form 

(*indicates the fields that you must fill in) 

EJCA registration processes: 会員登録方法 

1. Online: http://www.ejca.org/ejca-membership.html (Can pay with PayPal), or 
2. Mail this EJCA application form with a cheque payable to EJCA, addressed at 6750 88 

Street, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5H6, or drop off at the Office. 
 

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 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ます。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 are used for EJCA’s internal use only. 個人情報は EJCAの目的だけに使います。 

 

*Application Date登録日 ____  ____  ______ （Day, Month, Year） 

*First Name  *Last Name  

If family, Spouse First Name  Spouse Last Name  

       Child 1 First Name       Child 2 First Name  

       Child 3 First Name       Child 4 First Name  

*Home address  

*Postal Code  *Telephone  

*e-mail address:                                      Spouse e-mail address:  

*New or renewal member (    ) New     (    ) Renewal 

*Fee paid by (    ) Cash    (    ) Cheque  (      ) PayPal 

*Membership type and fee (    ) single < 70 years old                                   $20 
(    ) single senior ≥ 70 years old                         Free  
(    ) family, all family members < 70 years old    $35 
(    ) family with one senior ≥ 70 years old           $20 
(    ) family two seniors ≥ 70 years old                 Free 

*Newsletter subscription (    ) on-line   or (    ) on paper 

 
Check all clubs and lessons where you and/or any of your family is a member: 

(  ) Bonsai Club (  ) Calligraphy (  ) Gojukai Karate     (  ) Ikebana           (  ) Jodo Club             

(  ) Karaoke Club   (  ) Kimono de Jack    (  ) Kita no Taiko (  ) Matsu no Kai (55-up)   (  ) Nihongo Kaiwa  

(  ) Nobara Chorus (  ) Table Tennis (  ) Tea ceremony (  ) Wakaba-kai (  ) Women’s Karate 

(  ) Japanese class (  ) Kids and Babies (  ) 日本語サロン (  ) JETAANA  

Check if you are interested in volunteer tasks? 
(  ) Event volunteer  (  ) Culture Programs volunteer (  ) Garden Workgroup   

(  ) Library workgroup (  ) 日本語サロンボランティア (  ) Heritage Festival  
 

http://www.ejca.org/ejca-membership.html
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