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Spring is coming soon. So, instead of corona virus, (please 
go to the page 2 if you want to read about the COVID-19) let 
us talk about cherry blossoms in Canada. Do you know that 
Vancouver has more than 50,000 cherry trees? They start 
blooming in mid-March and keep blooming until late May. 
The cherry trees in Vancouver were first donated in the 
1930s by Kobe City and Yokohama City to be planted at 
Stanley Park as the memorial of the Japanese Canadian 
soldiers who died in the First World War. In Vancouver, 
cherry trees are planted along streets.Today, about 30 
percent of street trees are cherry trees. Queen Elizabeth 
Park is also famous for cherry blossoms.  
 
In Toronto, cherry trees bloom from late April to early May. 
High Park has about 100 somei-yoshino cherry trees. These 
cherry trees were donated by Japan in 1959. McMaster 
University, York University and Toronto University are also 
good places to appreciate cherry blossoms.Victoria, Ottawa 
and Hamilton also have several places to enjoy cherry 
blossoms.  

 
 

もうすぐ春だというのにこの頃はコロナウィルスの話ばかり。それで、「も

しもし３月号」はカナダの桜の名所案内で明るく始めます。(コロナウィル

スについてのお知らせは次のページです) まずバンクーバーには 5万

本の桜の木があり、３月中旬から咲き始めて、５月末まで５４種類もの桜

の花が楽しめます。1930年代に神戸市と横浜市が 500本の桜をスタン

レーパークの「日系カナダ人第１次大戦戦没者慰霊碑」に追悼の気持ち

を込めて寄贈したのがきっかけで、それから桜が増えました。スタンレー

パークとクイーン・エリザベス・パークが有名です。またバンクーバーの

桜の素晴らしいところは、街路樹としてあちこちに植えられていることで

す。街路樹の３０パーセント以上が桜だそうです。特に八重桜は花が大

きくて、名前の通り花弁が沢山あるので花が散るころになると、歩道がふ

かふかな花びらのじゅうたんになります。もう一つ、バンデューセン植物

園では毎年バンクーバー桜祭りが開かれます。(今年は中止) バンクー

バーの早咲きの桜はもう咲き始めたようです。 

 

トロントの桜は、４月下旬から５月上旬が見ごろ。有名なのはハイパーク

です。約１００本の大きなソメイヨシノが楽しめます。この桜は１９５９年に

日本からトロント市に寄贈されたのが始まりだそうです。その他、マクマ

スター大学、ヨーク大学、トロント大学の桜も有名です。 

またビクトリア、オタワ、ハミルトンなど桜はカナダのあちらこちらで愛さ

れています。 

 
 

Toronto High Park 

 

2020 EJCA Membership is due! To renew, click 
http://www.ejca.org/ejca-membership.html 
Or, see the application form is on the back of this 
issue. 

2020年度会員資格を３月３１日までに更新してください。 
 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
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EJCA and COVID-19 
 
As many of you will be well aware, COVID-19, a novel form of 
coronavirus, was recently declared a global pandemic. As 
measures are put in place to deal with this, the EJCA is 
closely monitoring the situation. 
 
On Tuesday, March 17, the Alberta Government declared a 
state of Public Health Emergency. According to the following 
message, the ACL/EJCA Centre must be closed. 
• To limit the amount of time Albertans are spending in large 

crowds and crowded spaces, all Albertans are prohibited from 
attending public recreational facilities and private entertainment 
facilities, including gyms, swimming pools, arenas, science 
centres, museums, art galleries, community centres, libraries, 
children’s play centres, casinos, racing entertainment centres, 
and bingo halls. 

All activities scheduled at the centre in the future will be 
cancelled with no re-opening date being set at this time. 
 
Because the situation is changing quite quickly, we also 
advise that all members: 

• Stay up to date with current advice from the Province 
of Alberta at alberta.ca/COVID19 

• Continue to monitor your health, and self-isolate if 
you feel unwell 

• Call Health Link at 811 if you begin to develop 
symptoms, and follow their instructions 

• Consider limiting any non-essential travel, and follow 
all advice from the Government of Canada regarding 
domestic and international travel; and 

• Follow recommended personal hygiene practices, 
namely, covering coughs and sneezes, regularly 
washing your hands with soap and water, limit 
touching your face with unwashed hands, and use 
hand sanitizer when soap and water is not available. 

  

 

コロナウィルスについてのお知らせ 
 

コロナウィルスが世界中で 猛威をふるっています。EJCAはアルバータ

州の状況をよく把握するように努力しています。 

 

３月１７日午後３時３０分にアルバータ政府は公衆衛生緊急事態を宣言し

ました。特にその中の次の条文により、エドモントン日本文化協会会館は

閉館されました。会館に於ける全ての活動を中止します。事情が変われ

ばお知らせします。 

• アルバータの人達が人混みを避けるように、アルバータ政府はアル

バータの人達が公的なレクレーションの場所と私的な娯楽施設に行

くことを禁じます。これらの場所、施設は次のものです。 

ジム、水泳プール、競技場、博物館、美術館、コミュニテー会館、図

書館、子供のプレイセンター、カジノ、レーシング場 及びビンゴ・ホ

ール。 
 

コロナウィルスのアルバータ州における状況は日々変化します。役員会

では皆様に次のことを奨励します。 

• アルバータ政府のコロナウィルス情報サイト

alberta.ca/COVID19 を随時見る 

• 自分の健康状態に気をつけていて、調子が悪いと思ったら自

己隔離する 

• コロナウィルスの症状がでたら健康リンクの電話８１１に連絡す

る 

• 急いで行く必要のない旅行は控える、旅行についてはカナダ政

府の情報に注意する 

• コロナウィルスの予防処置（手洗い、咳やくしゃみをする時は口

を覆う、手で顔を触らないようにするなど）を怠らない。 

 

エドモントン日本文化協会に関連する重要事項は、会員へE-mailでお知

らせしています。また、Web Homepageにもお知らせへのリンクがありま

す。 http://www.ejca.org/coronavirus%20message.html 
 

 

 

 

 

 

President’s Corner     Sanae Ohki 
 
It has been already three months since the world started to fight the 
new corona virus. Now the virus has infected some people in 
Edmonton. EJCA has been following instructions given by the 
provincial health authority to keep the Centre clean of the virus. 
On March 17, the Alberta Government declared a state of Public 
Health Emergency. All meetings and club activities schedulted at the 
centre were cancelled. The Japanese language classes will be held 
remotely using on-line video functions. The board meetings and 
committee meetings will also use on-line video functions. 
 
Now for some good news. We have set up a project team to 
redesign the EJCA web site. The team is composed of three 
volunteers who responded to our advertisement in the November-
December issue of Moshi Moshi and me. Once the team decides on 
a new design, we will be inviting some more volunteers to update 
the web site replacing old pictures with new pictures and revising 
some documents. The team hopes to make the web site more user 
friendly and easier to read than now.              …to next page 

会長だより     大木早苗 
 
世界中が コロナウィルスの撲滅に挑戦することで 2020年が始まり、３ケ

月になりました。そしてとうとうエドモントンにもウイルスが入ってきまし

た 。エドモントン日本文化協会もアルバータ州医療機構の指示に従って

会館を清潔にし皆さんに注意を促しながら活動を進めてきましたが、３月

１７日にアルバータ政府は公衆衛生緊急事態宣言を出しました。それに

より会館を閉鎖しました。会館でのすべての活動は中止になっています。

ティーンズと大人の日本語教室は Zoomを使ったOnlineでの授業に切

り替えます。役員会や委員会はOnline の Video 会議機能を使って行い

ます。公衆衛生緊急事態発令の結果がわかるのは２週間後になります。

その時に明るい結果が出せるように皆で努力しましょう!  
 

嬉しいニュースをお伝えします。エドモントン日本文化協会 ウェブサイト・

リデザイン・プロジェクトは２０１９年の１１月号「もしもし」でボランティアを

募集し３月に活動が始まりました 。応募してくださった三名の有志と役員

会から私が参加したこじんまりとした四人の プロジェクトです。プロジェク 
…次のページ 

http://alberta.ca/COVID19
http://alberta.ca/COVID19
http://www.ejca.org/coronavirus%20message.html
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From previous page 
Centre Manager Scott Tanaka has left the job and now John 
Priegert is acting as Interim Centre Manager. You may remember 
him as a former Centre Manager. The Board is in consultation with 
the Argyle Community League to hire a new permanent Centre 
Manager. 
 
There is another personnel change. Event Coordinator Tomomi 
Calder is staying in Japan longer than she first planned when she 
left Edmonton. So, she has resigned from the Event Coordinator’s 
postition. Thank you,Tomomi for your energetic and creative work 
over the last two years. We urgently need an interim Event 
Coordinator because this will be one of the key persons for planning 
and coordinating the EJCA Natsumatsuri Festival in July. (Refer to 
page 10 for a position posting) The first meeting of the Natsumatusri 
Committee has been already held under the leadership of 
Committee Chairman Mr. Ohno. We are going ahead with our plan 
on the assumption that New Corona virus will be eliminated from 
Canada by July this year. 
 
After our Natsumatsuri Festival, EJCA is going to participate in the 
Heritage Festival on August 1, 2 and 3. We are serving Taiyaki 
(sweet bean paste in fish-shaped crepes) at the Japanese Pavilion. 
We have already ordered the equipment to bake Taiyaki. We are 
really looking forward to using this equipment for other EJCA events 
as well. 
 

The Board is not planning any special events or workshops 
for April, May and June. You may feel lonely with no club 
activities and no events. Please take care of yourself and 
family members 

 

 
 

前ページより 

トがはじまると 写真を新しくしたり文章を書き直したりとプロジェクトメンバ

ー以外の方にも 特技を活かして参加していただく機会が度々あると思い

ます。 皆様のお力添えをお願いして使いやすくモダンなウェブサイトにし

たいと思います 。チームからの報告は次のページをご覧ください。 

 

会館のマネージャーを三年間務めたスコット・タナカさんに代わって、３月

９日から以前も会館のマネージャーをしていたジョン・プリガートさんが臨

時にマネージャーをしています。これから ACLとも緊密に連絡をして会

館の新しいマネージャーを選考して行く予定です 。今まで同様マネージ

ャーへの協力をおねがいいたします。 

 

もう一つ人事の交代があります。 ２０１８年から イベントコーディネーター

として 活躍していたカルダー友美さんは 都合で日本滞在を延長している

ため、 イベントコーディネーターの仕事を 辞めることになりました 。イベ

ントコーディネーターとは別に短期の夏祭りコーディネーターの募集をし

ています。この「もしもし 3月号」の１０ ページに公募案内があります。夏

祭りの企画委員会はすでに 一回目の会合を持ち, ７月１１日(土)に行わ

れる予定の夏祭りのおよその方針を決めました。 是非この夏祭りコーデ

ィネーターに応募して 夏祭りのために 協力していただくようにお願いいた

します 。７月までにはコロナウィルスの緊急事態も収まることを期待し

て、去年のような楽しい夏祭りを提供できるように、企画委員会長の大野

秀治さんを中心に計画を練り準備を始めました。 

 
夏祭りに続いて８月１，２，３日のヘリテージ祭りに今年もエドモント日本

文化協会は参加します。今年はたい焼きをメニューに入れる予定でたい

焼き機を注文したところです。たい焼き機ば他の行事にも使えるので楽し

みです。 

 

役員会は４，５，６月は特別な行事やワークショップは計画しないことにし

ました。寂しい春になりますが、健康に気を付けてお過ごしください。 

 

Registration for Nihongo Kids and Baby Salon 
 
These two sessions are for parents and kids to play and 
learn in Japanese language by singing, crafts, book-reading 
and many more. The registration for the 2020 Spring 
session will be closed on April 24, 2020. Please note that 
the schedule may be adjusted depending on the COVID-19. 
 
Nihongo Kids Class  
Wednesday: April 29, May 6, 13, 20, June 3, 10. 
Time:  12:45-14:30 
Age group: 2-5 years old 
Fee:  $30/family for six classes (Pay in the first 
class by cash or cheque payable to EJCA.) 
Application: https://forms.gle/qv3csLtH52DyKSy79 
 
Baby Salon Class  
Friday:  May 1, 8, 15, 22, June 5, 12. 
Time:  10:00 – 12:00  
Age group: 0-2 years old 
Fee:  $24/family for six classes (Pay in the first 
class by cash or cheque payable to EJCA.) 

Application: https://forms.gle/xAY22A7tSU5ntGaHA 

２０20年春学期のにほんごキッズとベビーサロンのお知らせ 
 

にほんごキッズとベビーサロンでは先生を中心に保護者の方とお子様

が一緒に手遊び歌、絵本、工作などを通して活動しています。新学期の

生徒を募集します。申し込み期限は４月 24日です。COVID-19の状況

により変更になる可能性があることをご了承ください。 

 

にほんごキッズの申し込み： https://forms.gle/qv3csLtH52DyKSy79  

水曜日： ４月２９日、５月６日、１３、２０日、６月３、１０日 

時間： 12時 45分から 14時半 

対象者： 2―5歳児 

参加費： 全６回 1家庭３０ドル（一回目のクラスで現金または小切手で

お支払い下さい。） 

 

ベビーサロンの申込み:  https://forms.gle/xAY22A7tSU5ntGaHA 

金曜日： ５月 1、８、１５、２２日、６月５、１２日 

時間： 10時から 12時（クラスは 10時から 10時 30分まで） 

対象者： 0－2歳児 

参加費： 全６回 1家庭２４ドル（一回目のクラスで現金または小切手で

お支払い下さい。） 

ご質問は lesson@ejca.org まで。 

 

https://forms.gle/qv3csLtH52DyKSy79
https://forms.gle/xAY22A7tSU5ntGaHA
https://forms.gle/qv3csLtH52DyKSy79
https://forms.gle/xAY22A7tSU5ntGaHA
mailto:lesson@ejca.org
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EJCA Web Redesign Project - Update 1   
Website Redevelopment Project Team 

 
The current EJCA Website was developed about 10 years 
ago. It has been working well and functioning okay for the 
basic requirements. Information Technology has changed 
significantly during the last ten years and user requirements 
have also changed a lot. It is a perfect time now to 
modernize our website adapting new technology and 
updating old photos. 
 
Thanks to Julie Rossignol who initiated the EJCA Web 
Redesign Project in the fall of 2019, the project team has 
been established. The project team will update you with the 
project status via the Moshi Moshi. 
  
The project team members are Eldon Kymson, graphic 
designer and user interface design specialist; Stefan 
Groβmann, solution architect and website manager; Andre 
Prefontaine, application development, integration and 
database specialist; and Sanae Ohki, liaison between the 
team, the EJCA board and users. EJCA is very fortunate to 
set up a project team with such a mix of specialists needed 
for the project. They are all EJCA members and will 
contribute their experiences and time to EJCA as volunteers. 
 
The team presented the following report at the board meeting 
on March 12, 2020. The board accepted the report.  
1. Project phases 

Phase 1: Confirm requirements / survey platforms 
Phase 2: Design and Prototype 
Phase 3: Contents development and testing 
Phase 4: Finalize and Go-live 

 
2. Phase 1 activities 

• Research of platforms that match EJAC’s needs 

• Identification of initial considerations including initial 
and ongoing cost, security requirements, 
membership management, event management, 
newsletter delivery, and be bilingual 

• Development of EJCA brand, i.e., look and feel of 
the new EJCA Website 

 
The team members may contact you and gather 
required information. Your cooperation is appreciated. 

 

EJCA ウェブサイト プロジェクト 進行報告１   

ウェブ プロジェクトチーム 
 

現在使っているエドモントン日本文化協会 のウェブサイトは１０年前に開

発されました。ウェブサイトとしての基本的な機能は持っているので便利

に使ってきました。でもこの１０年間の ITの進歩は著しく、今はちょうどシ

ステムを新しくするのに適した時です。新しい技術を取り入れ、また古い

写真なども更新したいと思います。２０１９年の秋にジュリー・ロッシニョー

ルさんがプロジェクトを始める準備をし、２０２０年３月にプロジェクトが始

まりました。これから会報「もしもし」でプロジェクトの進行状況を報告して

いきます。 

 

会報１１月号でプロジェクト・メンバーを公募したところ、次の EJCA会員

が応募し、チームをつくりましました。エルドン・キムソン（グラフィックデザ

イナー、ユーザーの使い勝手デザイン専門家）、ステファン・グロスマン

（問題解決専門家、ウェブサイトマネージャー）、アンドレ・プリフォンテイ

ン（コンピューター・システム開発、データーベース専門家）、大木早苗(役

員や会員との連絡、現在の EJCAウェブサイトマネージャー)。とても幸

いなことにこのようなプロジェクトに必要なすべての専門分野をカバーで

きる人材が集まりました。この４人はボランティアとして、専門の知識を使

いながらプロジェクトに貢献します。 

 

役員会は３月１２日に行われた役員会で次の報告受けてプロジェクトが

発足することを承認しました。 

１． プロジェクトの手順、次の４つの段階で行います。 

第１段階： EJCAの必要条件を最終的に決定し、それを満たすア

プリケーションを調べる。 

第２段階： デザインを完成して模擬的な試作サイトをつくる。 

第３段階： 内容の詳細をプログラムしてテストする。 

第４段階： 最終テストをして使い始める。 

それぞれの段階には多くの仕事が含まれます。詳細は順次報告し

ます。 

２． 第１段階の仕事内容 

• EJCAの必要条件を確認する。一般的なウェブサイトの機能

の他に、セキュリティ、会員申し込みや会員データベースの機

能、行事やワークショップへの参加登録やサーベイ、会員へ

のメール機能、会報の機能、英語と日本語への対応なども含

まれます。 

• どのようなアプリケーションが使えるかを調べ、最も適切なも

のを選ぶ。 

• EJCAに適したウェブサイトの外観、色、ロゴなどを決める。 

 

必要条件の確認や資料の更新のために、プロジェクトチームは会員やク

ラブの皆様に連絡をすることもあります。ご協力をお願いいたします。 

 

Event Calendar 2020 (Tentative dates)         2020年行事予定 
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 

Teens Summer Camp August 10 – 14, 2020        8月 10-14日 ティーンズ日本語・日本文化キャンプ 

Kids Summer Camp August 17 – 20, 2020        8月 17-21日 キッズサマーキャンプ 

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 

Note: Events may be cancelled or changed according to the COVIC-19 situation.  
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Tashme Historical Project - Life in a Japanese Canadian 
Internment Camp,1942-1946       Takashi Ohki 
 
The Tashme Internment Camp was one of eight internment 
camps established in British Columbia by the Government of 
Canada to intern Japanese Canadians during World War II. 
Located 14 miles southeast of Hope, Tashme covered 1,200 
acres of land and, at its height, was home to 3.044 people. 
The camp was opened in 1942 and closed in 1946. This was 
the largest of eight camps the Federal Government set up in 
British Columbia. Since the camp was isolated from any 
nearby towns or villages, it became a self-contained town by 
itself. In other words, Tashme was a Japanese town. 
 
Led by former Tashme internee Howard Shimokura, assisted 
by a volunteer committee, and supported by the Nikkei 
National Museum and Cultural Centre in Burnaby, BC, and 
the Japanese Canadian Cultural Centre in Toronto, the 
project aims to record as full a picture as possible of what life 
was like in Tashme. The project aimed at finding out how 
Japanese Canadians tried their best under the harsh 
restricted conditions to make their life as normal as possible 
in this internment camp by organizing their community, 
finding the means to educate their children and creating 
something fun to do for everyone and above all to keep their 
hope and courage for a better future after the camp. 
 
The committee spent three years collecting documents, 
interviewing people and compiling data and stories. Finally, 
the committee presented a report to the public on its website 
www.tashme.ca in March 2016. The report is presented in 
the web format and includes such contents as overview, 
camp description, camp organization, everyday life and 
stories. My Japanese translaion of this project is available at  
タシミ収容所の記録 , in PDF format. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1942-1946年のタシミ日系カナダ人強制収容所歴史プロジェクト 
       大木 崇 

 

カナダのブリティシュ・コロンビア州バンクーバー市を中心にしてブリティ

シュ・コロンビア州の太平洋沿岸地区に住んでいた日系カナダ約２万２

千人は、１９４１年１２月に太平洋戦争が始まると同時にカナダ連邦政府

から敵性外国人と認定され、財産を没収されて着の身、着のままでブリ

ティシュ・コロンビア州内陸に急造された収容所や道路建設のための飯

場に強制移動させられました。収容所で一番大きかったのがブリティシ

ュ・コロンビア州ホープ町の南西２２キロの所に作られたタシミ収容所で

す。この収容所は１９４２年に開かれ１９４６年に閉められました。一番多

いときには２６４４名の日系カナダ人が収容されていました。 

 

日系カナダ人の強制収容については様々な記録と物語が出版されてい

ますが、収容所の詳細な記録、特に収容された日系カナダ人がどのよう

にしてこの過酷な環境の中で生活していたか、限られた自由と資源のも

とでどのように将来に希望をもてるように創意工夫して収容所の生活を

改善していったかの記録はまだ少ないです。 

 

このタシミ収容所の記録は収容所の住民の一人であったハワード・シモ

クラが委員会を作りブリティッシュ・コロンビア州バーナビー市にある日系

全国博物館とトロント市にある日系文化センターの支援を得て、様々な

記録と収容所の元住民の証言を集めて編纂したものです。委員会は資

料の収集と記録の編纂に三年余りを費やし、その結果をこの「１９４２-１

９４６年のタシミ日系カナダ人強制収容所」歴史プロジェクトとして２０１６

年３月２０日にウェブサイト www.tashme.caに発表しました。 

 

プロジェクトの内容はタシミ収容所の概要、歴史、組織、施設、教育、管

理、収容所の日常、文化活動などです。特に収容所の管理に関しては

日系カナダ人が自分たちでいろいろな組織を作り、連邦政府と交渉して

収容所の生活を少しでも規律と活気のあるものにしようと努力する様子

が記述されています。また小中学校、高校の教育を収容所で継続してい

くための努力と工夫、カナダの教会関係者の協力が詳細に書かれてい

ます。 

 

私はこの報告書を全カナダ日系人協会のウェブサイトにあるリンクから

知りました。日系カナダ人一世と二世がどのように収容所で生活したか、

制限の多い環境の中でどのような組織を作り将来の希望につなげようと

したかを知って感銘を受けました。そして日本語への翻訳を始めました。

ウェブサイトにある英語の報告書はウェブページとして重層的に作られ

ていて、重要項目と資料にはリンクがつけてあり、それぞれの項目につ

いて詳しく探索できるようになっています。また多数の写真、地図、図表

が載っています。しかし私の翻訳はウェブ形式ではなく、PDF形式の一

冊の本にしてあります。エドモントン日本文化協会のウェブサイトに載せ

ました。どうぞご覧ください。タシミ収容所の記録     

英語版Websiteはこちら: www.tashme.ca 

 

 

全カナダ日系人協会ウェブサイトに日本語ページ 大木 崇 

 

全カナダ日系人協会はそのウェブサイトの日本語化プロジェクトを始め

ました。全カナダ日系人協会の活動を英語より日本語の方が得意な方

たち、特に日本からカナダに新しく移民してきた方々とカナダに短期また

は長期滞在する日本人の方々に知っていただくためです。現在はまだ全

カナダ日系人の目的と組織、会長のメッセージの日本語訳が載っている

だけですが、徐々に総ての英語ページの日本語訳を載せる予定です。

全カナダ日系人協会は日系カナダ人のみならず、広くカナダ人一般にも

関係するような活動をしています。どうぞ全カナダ日系人協会のウェブサ

イト http://najc.ca/ を御覧ください。 

 

http://www.tashme.ca/
http://www.ejca.org/documents/Tashme%20report%20Japanese.pdf
http://www.tashme.ca/
http://www.ejca.org/documents/Tashme%20report%20Japanese.pdf
http://www.tashme.ca/
http://najc.ca/
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Ikebana Trip to Japan  Brenda Jackson 
 
With non-essential travel halted and so many things 
cancelled, perhaps our fellow EJCA members will enjoy a 
brief virtual tour of our recent three-week trip to Japan. 
Originally this trip was planned for Jean-Marcel and I to 
attend the Ikenobo Ikebana International World Seminar in 
Kyoto and several of our students had planned to participate 
as well. Unfortunately, due to the coronavirus situation 
unfolding in China at the time, Ikenobo headquarters made 
the difficult decision to cancel the seminar just a couple of 
weeks before our departure date. After consultation with a 
medical friend, we, and one student who had also planned 
to travel with her husband, decided to continue. There were 
very few reported cases in Japan at the time. So, we packed 
up our hand sanitizer, sterile wipes and a few masks, and 
off we went. 
 
The cancellation of the world seminar meant one of our first 
concerns was to arrange ikebana lessons at some point 
during the trip. Fortunately, the first of the Ikenobo 
professors who had come to Edmonton to do workshops, 
Mayumi Chino sensei, agreed to give us lessons at her 
studio in Suwa City. Chino sensei has been expecting to 
work as a translator during the world seminar so she too 
had time available with this change of events and was 
delighted to have students. This involved some changes to 
our hotel reservations but was easily arranged. 
 
After consultation with Chino sensei we decided to 
concentrate our lessons on some of the fixed forms. Julie 
had the opportunity to practice rikka shofutai while Jean-
Marcel and I worked on rikka shimputai. The former is one 
of the early forms of ikebana and the latter is a modern 
version created by the current headmaster, Senei Ikenobo, 
for the dawn of the new century. Jean-Marcel and I were 
particularly pleased to try our first tatehana arrangements, a 
very old form that is becoming quite popular again. Part of 
this learning experience included a visit to the florist to 
choose material for our shoka shimputai a modern 
arrangement base on a material that really speaks to the 
heart of the arranger. 
 
Following our study time with Chino sensei we continued to 
Kyoto where I was able to experience my first visit to 
Ikenobo Headquarters. This modern, tall building is located 
next to the Rokkakudo Temple, the original home of the 
monks who brought the practice of ikebana to Japan in the 
early 7th century. The written history of Ikenobo ikebana 
dates from 1462. It is quite inspiring to stand in this space, 
and to observe the work of advanced students in progress in 
the headquarters building. 
Apart from the ikenbana lessons this journey gave us a 
wonderful opportunity to experience some of the history, 
geography and culture. Our Japan Rail pass turned out to 
be a great investment as we travelled form Tokyo to Osaka, 
back to Tokyo, on to Fuji-kawaguchiko with its beautiful lake 
and views of Fujisan. From there we headed to Hiroshima, 
then Suwa City and Kyoto. We were treated to a variety of 
urban and rural landscapes, beautiful, delicious food, 
relaxing onsens (Hot springs) and wonderfully friendly,  

…cont to next page 

 
 

日本へ生け花旅行   ブレンダ・ジャクソン 

 

現在コロナウィルス感染予防のために旅行は必要最小限のものに限る

という状態なので、私達が最近日本に三週間旅行したという話は皆様

にバーチャル旅行の楽しみになるのではないかと思ってこの旅行記を

用意しました。この旅行は最初は私とジーン＝マルセルの二人だけで

京都で開かれる池坊の世界セミナーに出席する予定でした。私達の計

画を聞いて EJCA生け花クラブの会員が数名一緒に行くことになりまし

た。ところが出発の二週間前になって池坊本部は中国でコロナウィイル

スの感染が始まったため急遽セミナーを中止することを決定しました。 

当時日本での感染者はまだごく少なく、私達二人とクラブの会員一人は

知り合いの医療関係者に相談してから、やはり日本に旅行することにし

ました。私達は手の消毒薬、殺菌ティッシュー、数枚のマスクを荷物に

いれて日本へ出発しました。 

 

生け花のセミナーが中止になったので、日本滞在中に生け花の指導を

受けられる機会を作ることが急務でした。幸い、池坊本部の斡旋で

EJCA生け花クラブに指導に来られた最初のマユミ・チノ先生が諏訪市

の先生の教室で指導しすることを快く引き受けてくれました。チノ先生は

池坊世界セミナーで通訳の仕事をする予定だったので、セミナーが中止

になり時間が空いていました。それで私達は計画を一部変更して諏訪に

立ち寄ることにしました。ホテルの予約変更は問題ありませんでした。 

 

チノ先生と相談して私達は生け花の定形を勉強することにしました。ジ

ュリーは立花正風体を、私とジーン＝マルセルは立花新風体を勉強し

ました。正風体は伝統的な、新風体は現代的な活け方で現在の池坊家

元の池坊専永先生が初めたものです。私とジーン＝マルセルは立花の

勉強もしました。これは伝統的な活け方ですが近年また人気が出てき

ました。諏訪での勉強の一環として花屋に出かけ立花新風体のための

花の購入もしました。 

 

諏訪でチノ先生と生け花の練習をした後に私達は京都に行き、池坊本

部を訪れました。本部は六角堂の近くにあります。この六角堂こそ七世

紀前半に中国から生け花を日本に導入した僧侶たちが寝起きしていた

お寺でした。池坊の文書として残る歴史は１４６２年まで遡ります。この

由緒ある六角堂近くの池坊本部で生徒たちが生け花に励む姿を眺める

のは感銘深いものがありました。生け花のほかにもこの度の旅行で日

本の歴史、地理、文化を学ぶ機会がありました。この旅行のために購入

したジャパンレールパスは良い買い物でした。おかげで私達は東京から

大阪へ、また東京へ戻って富士山の見える河口湖へ、そしてまた西に

向かい、広島、諏訪、京都と旅をしました。この旅行で日本の大都市と

田舎の風景の両方を目にし、美味しい料理をいただき、温泉でのんびり

して、親切で友達のような人達に会いました。本当に思い出に残る旅行

になりました。いつの日かまた日本に訪れたいと思います。 

 

そして最後になりましたがキミコ・シミズ文化基金から私達の研修旅行

を支援してくださった EJCAと、いろいろと手助けして頂いたエドモントン

池坊生け花会に感謝申し上げます。 

(旅行の写真をご覧ください https://youtu.be/kPWEJtbfO_s) 

https://youtu.be/kPWEJtbfO_s
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helpful people. This was indeed a memorable trip and we 
would be delighted to return to Japan at some point. 
Finally, I would like to offer my sincere appreciation to the 

ECJA for their support through the Kimiko Shimizu Arts & 
Cultural Development Grant, and the Edmonton Ikenobo 
Ikebana Society who also helped make this trip possible. 

(Here is our photo gallary https://youtu.be/kPWEJtbfO_s) 

Hina Matsuri Celebrates Girls’ Prosperity, Health, and 
Success      Ashley Orich 
I have always been fascinated by the dolls that are put on 
display during Hina Matsuri, ever since I first encountered it 
during my Japanese language classes in high school. I have 
always enjoyed the elegance, the bold colours, and the 
symbolism of how these traditional dolls are displayed. While 
different sets vary on their intricacy, they will still feature dolls 
meant to represent the Emperor and Empress, court ladies, 
other attendants, and musicians dressed in kimono of the 
Heian period. They are then displayed on wooden platforms 
covered in red cloth that represent a variety of different 
meanings including youth and wealth. 
 
Early March is when Hina Matsuri, also known as Dolls 
Festival or Girls Day, is celebrated (the official date is March 
3). Dating back over a thousand years, it is a time when 
people pray for young girls’ prosperity, health and success as 
they grow. 
 
The EJCA (Edmonton Japanese Community Association) 
held their Hina Matsuri celebration March 7. While the 
weather was not the most inviting for a spring festival (this 
being Alberta), there was still a fairly large turn out of 
attendees at the EJCA. There were many activities which 
promoted community engagement. Attendees had the 
opportunity to view two sets of dolls, one of which is almost 
80-years-old, and take photos in front of the displays. They 
could also win prizes if they answered the questions in a 
small quiz on the history and significance of elements of the 
festival. Attendees were also treated to light refreshments 
which included matcha and cream manju. The manju was 
made locally by one of the EJCA’s members and the matcha 
was prepared on site. Kids injoyed Hina Matsuri crafts. 
 
The main highlight, for me, were the two dances put on by 
the Wakaba Kai Japanese Dance Group. Dressed in two 
tone purple kimonos with orange fan motifs, the group of five 
dancers performed to two songs. The first song called 
“Shamisen Boogie Woogie” was a more upbeat song with 
quick steps and arm movements that mimicked someone 
playing a shamisen.The other song they performed to was 
“Harusame” which translates roughly to ‘spring rain’. This 
performance was much slower, allowing the viewer to notice 
each detail of the dance moves. The use of fans directed 
your eye to where they wanted you to look and allowed 
them to act out certain lines of the song like writing or 
reading a letter. The performance was everything that one 
might associate with a Japanese performance: grace, slow, 
and rich with tradition. The music and singing itself were 
filled with soul and emotion. 
 
Attending Hina Matsuri was a great way to experience a 
different culture locally. I am very grateful that the EJCA 
opened their doors and allowed my classmates and I to 
come and partake in this event. Thank you for being so 
warm and accommodating. We really appreciated it! 
Note: Ashley and two other students from the MacEwan University 
donated a Hina Matsuri video to EJCA. https://bit.ly/2Um9h7X  

ひな祭りは女の子の健康と幸運を願う行事   アシュレイ・オリック 

 

私は高校の日本語の授業でひな祭りの写真を見てからずっと雛人形に

興味を持っていました。そして優雅な雛人形、大胆な色彩の雛飾り、ひな

祭りに込められた願いが好きになりました。一組の雛人形はそれぞれに

特徴があって細部は異なりますが、内裏様、官女、五人囃子などの基本

は同じです。雛人形はひな壇に並べますが、並べ方やひな壇の色彩に

はそれぞれに青春、富裕などの意味があります。 

 

３月初めにひな祭りがあります（正式には３月３日）。ひな祭りは英語で

は人形の祭り、女の子の日などと呼ばれています。ひな祭りの歴史は千

年以上も古く、女の子が健康で幸せに育って欲しいと願う行事として続

いてきました。 

 

EJCAでは３月７日にひな祭りをしました。アルバータですから３月７日の

天気は日本の初春のようではありませでしたが、１００人の達が参加しま

した。EJCAのホールには二組のひな人形が飾られました。一組は８０年

以上前のものです。ひな人形の前では女の子を連れた家族が写真を撮

っています。EJCAはひな祭りのためにいろいろな催物を用意していまし

た。ひな祭りについてのクイズに答えると賞品がもらえました。抹茶と饅

頭もふるまわれました。饅頭は EJCAの会員の方が作ったものです。抹

茶はその場で点ててふるまわれました。子供のクラフトもありました。 

 

私にとってひな祭りのハイライトは若葉会の日本舞踊でした。紫色の模

様の着物に橙色の扇子を持ち、５人の若葉会会員が二つの踊りを披露

しました。最初の三味線ブギウギは速いテンポの楽しい踊りで三味線を

弾く動作が入っています。次の踊りは春雨という古典舞踊でゆっくりとし

た優雅な動きが特徴で、細かな優雅な動きがよくわかりました。扇子は

見ている人の注意を踊りの細部に惹きつけると共に、文を書いたり読ん

だりというようないろいろな意味を表しています。日本舞踊は日本の舞台

芸術の粋を集めたものです。優雅でいろいろな意味を持つゆっくりした動

作が入っています。伴奏の音楽も心に響くものでした。 

 

EJCAのひな祭りは日本文化を体験するとても良い機会です。私は

EJCAがひな祭りに会員以外の人も招待してくれたことに大変感謝して

います。私はクラスメートと共に EJCAの皆様の暖かのおもてなしにお礼

を申し上げます。 

 

注: アシュレイと二人のマックイーワン大学生はひな祭りのビデオを作っ

て EJCAへ寄付しました。ビデオはこちら: https://bit.ly/2Um9h7X 

 

https://youtu.be/kPWEJtbfO_s
https://bit.ly/2Um9h7X
https://bit.ly/2Um9h7X
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Web Sites of Japanese Canadian Associations across 
Canada              Takashi Ohki 
 
I want to introduce you to the web sites of Japanese 
Canadian Associations across Canada, paying special 
attention to some of unique programs those associations 
have. 
 
The Greater Vancouver Japanese Canadian Citizens’ 
Association (GVJCC) 
http://www.gvjcca.org/; English web site 
This is one of the oldest Japanese Canadian community 
associations and played an important role for the promotion 
of human rights of Japanese Canadians.  GVJCC publishes 
a monthly online magazine called “The Bulletin” that is 
mainly English but is partially Japanese. The Bulletin has 
interesting articles on Japanese Canadians and their 
history. Examples from the latest issue are: 
"Sugar beet fields, 77 years after"  ,“You snooze, you lose: 
Family law deadlines you should know", “Meets Chizuru 
Jukai, B and B Owner (in Japanese)”, and “Homeless 
Problems in Vancouver and Poverty in Japan (in Japanese)” 
 
Victoria Nikkei Cultural Association 
http://www.vncs.ca/wordpress/ English web site 
The association publishes an online bimonthly newsletter in 
English and Japanese. Some of the articles from the recent 
issue includes "Japanese Grave Stone Maintenance 
Project"  and "Japanese Cultural Fair.” 
 
Sedai 
https://vimeo.com/sedai/about English web site 
SEDAI, the Japanese Canadian Legacy Oral History 
Project’s goal is to share with you the unique history and 
experiences of Canadians of Japanese ancestry using oral 
histories, text, archival photographs and related material. 
This web site has "Video interviews of 115 Japanese 
Canadians." 
 

(Burnaby) 

https://centre.nikkeiplace.org/about-us/ English website 
The large cultural centre and national museum of Japanese 
Canadians are located in Burnaby, British Columbia. The 
cultural centre has a variety of programs and events to 
promote the awareness of Japanese culture in Canada. The 
national museum has an archive of documents and artifacts 
of Japanese Canadians. The Nikkei National Museum is 
planning a a five-day bus tour to the communities where 
Japanese internment camps were located during the Pacific 
War such as Greenwood, Christina Lake, New Denver, 
Kaslo, Slocan, and Sandon from July 13 to 17, 2020. 
 

…cont to the next page 

日系カナダ人関係のウェブサイト       大木 崇 

 

日系カナダ人関係でユニークな活動をしている団体のウェブサイトをご

紹介します。 

 

グレーター・バンクーバー日系カナダ人市民協会（GVJCC） 

http://www.gvjcca.org/ 英語ウェブサイト 

GVJCCはカナダで一番古い日系カナダ人組織のひとつです。日系カナ

ダ人の人権問題で戦前から活動してきました。GVJCCはオンラインニ

ュースレター「月報」を発行しています。バンクーバー近辺の日系カナダ

人社会の動向のみならず広い話題を掲載しています。特に人権問題関

係の記事が豊富です。最近の月報には「アルバータの砂糖大根農場を

７７年後に訪ねて（英語）」、「居眠りをしている内に大切な家族関係の

訴訟が時効になります（英語）」、「寿海千鶴さん、民泊 Jugemオーナー

にインタビュー（日本語）」、「バンクーバーのホームレス問題、日本の貧

困問題（日本語）」などの記事が載っています。 

 

ビクトリア日系文化協会 

http://www.vncs.ca/wordpress/  英語ウェブサイト 

ビクトリアには日本人、日系カナダ人の団体が幾つもありますが、ビクト

リア日系文化協会は日本文化のカナダ社会への紹介に力をいれてい

ます。オンラインで二ヶ月に一回発行するニュースレターは同じ記事が

英語と日本語で載っています。最近のニュースレタイーにはビクトリアに

ある古い日系人の墓地の墓石を修理するプロジェクトの記事や協会が

開催した日本文化祭りの記事が載っています。 

 

世代 

https://vimeo.com/sedai/about 英語 

この団体は日系カナダ人の口述歴史を収集することをで中心に活動し

ています。ウェブサイトには日系カナダ人（二世が多い）１１５名とのイン

タービューのビデオが載っています。 

 

全日系カナダ人博物館および文化会館 （バーナビー、BC州） 

https://centre.nikkeiplace.org/about-us/ 英語ウェブサイト 

ブリティシュ・コロンビア州バーナビー市に威容を誇る文化会館・博物館

です。文化会館では日本文化紹介の種々のプログラムとイベントを行っ

ています。２０２０年３月７－８日にはバンクーバー茶道祭りがありまし

た。全日系カナダ人博物館は２０２０年７月１３日から１７日まで、太平洋

戦争中に日系カナダ人が強制収容された収容所のあった町をバスで巡

る「日系人抑留バスツアー2020バス旅行」を計画しています。バスが行

く町はグリーンウッド、クリスティーナレイク、ニューデンバー、キャスロ

ー、スローキャン、サンドンです。 

 

ジャムズネットカナダ 

https://www.jamsnetcanada.org/ 日本語 

ジャムズネットカナダは会員の日常的な情報交換を通して、カナダ在住

の日本人・日系人の医療支援を行っています。カナダに住む一般の日

本人の方々のために医療分野のさまざまなトピック、例えばメンタルヘ

ルスや認知症等に関する教育的なセミナーやワークショップを行い、健

康増進に寄与するのが目的です。 

 

ジャパニーズ・ソーシャル・サービス https://jss.ca/ 日本語 

ジャパニーズ・ソーシャル・サービスは日本文化を背景に持ちながら異

文化の中で生活している方々のために、英語と日本語でサービスをし

ている非営利団体です。サービス内容はカウンセリング、情報提供、関

係援助機関の紹介、セミナー、擁護活動などです。トロント、又はその近

郊に居住する日系カナダ人と日本人の方々のために、言葉の壁、文化 

の違い、不慣れな環境等の理由で起きる言語、文化面での困難解決に

関するサービスなを日英両ヶ国語で提供しています。 

このウェブサイトには新移住者の役に立つ情報がたくさん載っていま

す。次はその一部です。カナダ個人所得税の配偶者補助、家族が 

Nikkei National Museum and Cultural Centre  

http://www.gvjcca.org/
http://www.vncs.ca/wordpress/
https://vimeo.com/sedai/about
https://centre.nikkeiplace.org/about-us/
http://www.gvjcca.org/
http://www.vncs.ca/wordpress/
https://vimeo.com/sedai/about
https://centre.nikkeiplace.org/about-us/
https://www.jamsnetcanada.org/
https://jss.ca/
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From previous page 

JAMSNET-Canada (Toronto) 
https://www.jamsnetcanada.org/ Japanese web site 
JAMSNET-Canada is to provide Japanese in Canada with 
medical services and information by Japanese and 
Japanese-Canadian medical staff in Japanese. 
 
Japanese Social Services (Toronto) 
https://jss.ca/ Japanese web site 
Japanese Social Services is a non-profit organization in 
Toronto that provides Japanese Canadians with social 
services both in English and Japanese. Social services 
include counselling on domestic problems that come from 
social  and cultural differences between Japan and Canada. 
The web site has information on tax reductions for partners, 
how to sponsor family members to come to Canada, new 
Cannabis Laws in Canada, parent’s right and visiting right, 
safety plan for domestic violence, how to avoid problems 
arising from rental agreements, and how to keep your 
children safe. 
 
Tonarigumi Japanese Community Volunteer Association 
(Vancouver) 
http://www.tonarigumi.ca/ja/ Japanese and English website 
Tonarigumi is located in Vancouver and has been offering 
various services to Japanese Canadian seniors for over 40 
years. Their services include: support group for family 
caregivers of individuals with Alzheimer's disease and 
dementia, meals on wheels (Japanese style meal delivery 
service), telephone buddy service, and friendly visitation 
service. 
 
Japanese Canadian Cultural Centre (Toronto) 
https://www.jccc.on.ca/en/ English and Japanese web site 
The Japanese Canadian Cultural Centre is located in 
Toronto and provides a wide range of programs to promote 
Japanese Culture in Canada at its huge centre. The 
services include cub activities in Japanese martial arts such 
as Judo, Karate, Aikedo, Jodo, Kendo, Kyudo, Naginata and 
cultural activities such as Ikebana, Tea Ceremony, Kitsuke, 
Sumie, and Japanese language lessons. 

前ページより 

カナダで永住できるようにスポンサーする方法、新しい大麻法 Cannabis 

Lawa)の概略、離別と離婚による親権と面会交流権と養育方法、家族内

暴力の被害者のためのセーフティープラン、賃借トラブルから身を守ろ

う、弁護士に依頼するまえに、子供の安全を高めるために。 

 

隣組（バンクーバー） 

http://www.tonarigumi.ca/ja/ 日本語と英語 

隣組は４０年あまりバンクーバーで日系人に様々なプログラムやサービ

スを提供してきました。近年は特にシニア世代の方々が健康で、楽しく、

自立した生活を送れるように手助けするサービスを提供しています。例

えば次のようなサービスがあります。 

シニア向け情報提供（セミナー、ワークショップ開催） 

公的書類申請のサポート（税金、年金、補助金申請など） 

医療機関への同行・予約代行 

各種翻訳・通訳（公的案内物、提出物など） 

情報提供、各種専門機関・医療通訳の紹介 

シニア住宅カウンセリング 

和食ランチ配達サービス（外出が困難なシニアへの食事の配達-配達

地域についてはお問い合わせください） 

電話友だち（外出が困難なシニアへボランティアが定期的に電話をする

サービス） 

介護施設・病院訪問（介護施設や病院にいらっしゃるシニアの方をボラ

ンティアが定期的に訪問をしてお話し相手になるサービス） 

健康相談や日常生活における問題解決のサポート 

これらの充実したサービスや情報提供を日本語と英語の両方で行って

います。 

 

日本文化センター（トロント） 

https://www.jccc.on.ca/en/ 英語と日本語 

1964年の会館創立以来、トロント地区の日本文化と日系カナダ人の歴

史文化推進の中心としての役割を続け、現在はその広大な施設を使っ

て様々な文化活動をしています。柔道、空手、合気道、杖道、剣道、弓

道、薙刀などの武道と生花、茶道、着付け、墨絵、日本語、書道などの

文化クラブのほか、一年をとうして新年会、春祭り、夏祭り、バザーなど

のイベントを開催しています。 

 

 

 

 
 

 
 

Nikkei National Museum and 

Cultural Centre 

https://www.jamsnetcanada.org/
https://jss.ca/
http://www.tonarigumi.ca/ja/
https://www.jccc.on.ca/en/
http://www.tonarigumi.ca/ja/
https://www.jccc.on.ca/en/
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Natsu Matsuri Coordinator Posting      EJCA Board 
  
Come and join the Edmonton Japanese Community 
Association as our Natsu Matsuri (Summer Festival) 
coordinator! Natsu Matsuri is on July 11. (Please note 
that this position is NOT the EJCA Event Coordinator). 
 
Key Tasks: The Natsu Matsuri Coordinator will: 

1. Work with the Natsu Matsuri Planning Committee 
to plan and execute the Natsu Matsuri. 

2. Recruit, track and manage Natsu Matsuri 
volunteers. 

3. Maintain office hours on a part-time basis. 

4. Communicate with EJCA members and the public 
(in-person, by phone and by e-mail). 

 
Desired experiences/familiarities: 

· EJCA-sponsored events and activities. 

· Japanese Natsu Matsuri. 

· Bilingual (Japanese and English). 

· Planning and organizing events, including preparing 
schedules, defining tasks, and assessing resource 
requirements. 

· Developing community-based programming. 

· Recruiting, managing, and training volunteers. 

· Work within a budget, and work with vendors as 
required to procure materials and services. 

· Use of MS Office tools. 

· Preparing promotional material to members and the 
public via email, the association website, and social 
media. 

  
Hours, Remuneration and application: 
Period:  From April to July 2020 
Hours:   About 10 hours per week in average, may 
be modified as required 
Remuneration: To be negotiated 
Application deadline: March 31, 2020 
 
Please apply to member@ejca.org including one-page 
letter and a resume, English or Japanese. We will contact 
you after March 31. Questions to member@ejca.org. 
 

 

夏祭りコーディネーターの公募   EJCA役員会 

 

エドモントン日本文化協会役員会では今年のエドモントン夏祭り（７月１

１日）のためのコーディネーターを公募しています。夏祭りコーディネー

ターは夏祭り企画委員会と一緒に夏祭りを実行します。（現在空席のイ

ベント・コーディネーターの仕事ではありません）。 

主な仕事： 

1. エドモントン日本文化協会夏祭り企画委員会と協力して夏祭

りの企画、実行をする 

2. 夏祭りに必要なボランティアの募集、採用、訓練、運用をする 

3. パートタイムでエドモントン日本文化協会のオフィスに来て夏

祭り関係の仕事をする 

4. 夏祭りに必要な事柄についてエドモントン日本文化協会会員

と一般大衆に連絡する 

 

望ましい経験/知識など： 

• エドモントン日本文化協会のイベントと活動を知っている 

• 日本の夏祭りを知っている  

• 日本語と英語を使える 

• コミュニティのイベントの企画、実行ができる 

• イベントに必要なボランティアの募集、採用、訓練ができる 

• 予算内で納入業者と交渉して必要な品物を購入できる 

• イベントの広告の作成、配布、広報活動ができる 

 

雇用期間と報酬 

雇用期間：２０２０年４，５，６．７月 

勤務時間：１週間に約１０時間、これは必要に応じて変わることをご了承

ください。 

報酬： 話し合いで決めます。 

応募締め切りは、２０２０年３月３１日。 

 

１ページの応募理由と略歴(英語でも日本語でも可)を添えて、

member@ejca.org まで応募してください。面接の予定などは、３月３１

日以降にお知らせいたします。ご質問はmember@ejca.org まで。 

 

 
 

mailto:member@ejca.org
mailto:member@ejca.org
mailto:member@ejca.org
mailto:member@ejca.org
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Matsu no Kai (55-and-up Club)    Alan Davis 
 
Matsu no Kai Club meetings are held on the fourth 
Wednesday of each month at the EJCA Centre (except for 
December). All EJCA members over 55 years of age are 
welcome to join. We gather at 10:15. Our business 
meetings start at 10:45 a.m. and we break for a short 
exercise program before lunch. You can bring your own 
lunch or purchase our monthly “club lunch” which is either 
catered or made in house. 
 
Our last event was bowling at the Bonnie Doon Mall bowling 
alley, followed by lunch. At that lunch the executive 
members present decided to suspend meetings and outings 
for one or more months due to the pending COVID-19 
threat.   
 
This won’t stop all of the club activities as several members 
are busy making sleeping mats for the homeless. Each year 
we provide some contribution to a local charity with crafts or 
money raised during the year. Last year we assembled toilet 
kits and knitted toques. This year the plan is to produce 
sleeping mats and winter mittens. 
 
 

松の会     アラン・デイビス 

松の会の例会は毎月第４曜日午前１０時１５分から EJCAセンター

で開かれます。松の会は先月ボニーヂューンショッピングセンタ

ーにボーリング場にでかけました。この時松の会の役員会を開

き、コロナヴァイルスのことを考慮して松の会の例会と外に出か

けるイベントを１，２ヶ月中止することに決めました。 

 

しかし松の会の会員の他の活動まですべて中止したわかではあり

ません。会員の中にはホームレスのためにスリーピングマットを

作成している人もいます。また松の会では毎年エドモントンの慈

善団体のために工芸品を手作りして寄付しています。現金を募金

して寄付することもあります。去年は化粧品セットと私達で編ん

だ防寒帽を寄付しました。今年はスリーピングマットと防寒手袋

を寄付する予定です。松の会ついてもっと知りたい方は下記の連

絡先までご連絡ください。 

 

For more information, please contact: 
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca   

  (780-435-8462) or 
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com   

  (587 990 0775). 
Louise Wong, club Membership at louisewong@shaw.ca  

  (780-487-7099) 
 

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 Janaury 2020 to March 2020. 

• Hina Matsuri - 33 volunteers! 

 

エドモントン日本文化協会の役員会は 2020年 1月から３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。 

• ひな祭りでお手伝いいただいた３３人の皆様. 

 
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> 

mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
mailto:louisewong@shaw.ca
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) 
Paul Fujishige 
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 
John Priegert 
 
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                
 
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) 
 
Web Redesign Project 
Stefan Groβmann           
Eldon Kymson                
Andrei Prefontaine           
Sanae Ohki 
 
Centre Manager 
John Priegert 
office@ejca.org  

Event Coordinator          
Vacant        

 

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
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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 to 6750 88 

Street NW, 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

