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COVID-19 Special Edition
The EJCA Centre has been closed since March 17, 2020.
Several clubs deployed unique ways of having club
activities while the Centre is not available for activities.
Some members are sharing their creative ideas and others
want to share interesting stories.
The plum tree in front of the EJCA Centre was in full bloom
from May 13 to 20. EJCA members shared photos in this
Moshi Moshi. Enjoy!

コロナウイルス- 特別企画号
エドモントン日本文化協会は 3 月 17 日から閉鎖しています。
会館が使えなくても大丈夫！元気に活動をしているクラブがあります。
また、新アイディアを実行した話や、興味ある経験談を投稿してくださっ
た方もあります。5・６月号は特別企画です。ゆっくり お楽しみください。
5 月 13 日から 20 日まで、会館前のスモモの木が満開になりました。会
員から寄せられた写真を載せました。
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Moshi Moshi

コービッド１９禍の最中に肺炎になる

Pneumonia During the Covid-19 Pandemic

ダイヨー・サワダ

Daiyo Sawada
今年１月私は咳が出ていつまでも止まらないので１月１８日に妻の
ソリーに診療所まで連れて行ってもらいました。２時間待って医者
から「強力な」抗生物質を６日分もらいました。しかし６日経って
もまだ咳が止まりません。１月２４日にまた抗生物質をもらいまし
た。症状は改善したもののまだ咳が続き、おかげでカーリングを８
週間休みました。わたしはコービッド１９を考えざるを得ませんで
した。これってひょとしてコービッド１９？

Back in January I developed a cough that became so
bothersome that on the 18th of January my wife Soly drove
me to a Medicentre as a walk-in patient. After a two hour
wait, the doctor prescribed a “powerful dose” of antibiotics for
6 days. After the 6 days and with my symptoms still lingering,
I returned to the Medicentre January 24 and was prescribed
a second dose of antibiotics. My symptoms lessened but
were bothersome enough for me to miss 8 weeks of curling!
Thoughts of Covid 19 lurked in the back of my mind. Could
these persisting symptoms be Covid-19?

四六時中コービッド１９のニュースを聞いていた私はついに４月８日
にアルバータヘルスのホームページにあるコービッド１９の自己診断
をすることにした。質問表の大部分にノーと答えた自己診断の結論は
「コービッド１９のテストを受けなければならないかも知れませ
ん。こちらから知らせるまで自己隔離をしていて下さい。」という
ものだった。私は、まあいいでしょう、いままでも社会的距離維持を
実行してきたのだからと考えました。

With pandemic news blasting 24/7, I convinced myself on
April 8 to take the “Self-Assessment” diagnostic tool
available on the AB Health website. Although I responded
“No” to questions such as “having difficulty breathing”, I
responded “Yes” for “coughing” and “runny nose”. The
diagnostic tool responded with: “You may need to be tested
for COVID-19. You must self-isolate until you receive
further instruction.” Well okay, I thought, I was already
practicing “social distancing” anyway.

自己診断から二日後、復活祭の金曜日に私は電話で通知を受けまし
た。電話で私の症状をしばらく話し合った後でキャサリーンは私は
コービッド１９のテストを受ける可能性が高いと言いました。そし
て翌日の土曜日にアルバータヘルスから電話がありました。その日
の午後３時から４時の間にテストを受けるようにということでし
た。アルバータヘルスのこんなに早い応答に私は感銘を受けまし
た。だけど待てよ、応答が早いということは私がコービッド１９に
感染している可能性が高いってことなのか？不吉な予感を振り払い
テストにでかけました。コービッド１９のテスト場所はなにあろう
ECO ステーション（廃棄物収集施設）です。車で入っていくと入り
口のキオスクで車の窓を開けておくようにと言われました。私の前
には車が三台待っていました。車で順番を待ちながら EDO ステーシ
ョンをコービッド１９のテスト場所にするとは素晴らしいアイデア
だと関心しました。テレビで見たアメリカの臨時テントのテスト場
より格段に良い施設です。

Just two days later on Good Friday, I received “further
instruction” via the phone. After discussing my symptoms,
“Catherine” suggested it was likely I would be scheduled for
a test. Indeed, the very next day (Saturday) I received a
phone call from AHS informing me that I would be tested
between 3 and 4 PM that very afternoon! Such quick action
on the part of Alberta Health was very impressive indeed, but
did it also imply that I was “at risk”? I tried to ignore such
thoughts. The testing station was located in what normally
functioned as an “ECO Station”. As I drove into the ECO
compound an agent in a kiosk informed me to keep my
windows rolled up. Good precaution I thought. There were
only three vehicles ahead of me. As I waited in line, the ECO
Station seemed infinitely better suited as a testing centre
than the make-shift tents I often saw on American TV.

ECO ステーションには大きな建物があり片側の入り口には巻き上がる
ような戸がついていて、出口にも同様な戸がついています。中には車
６台が２列に並んで入れるようになっていました。エンジンを止める
と同時にテストをする職員が車の乗客側の窓から私の ID を聞いてき
ました。アルバータヘルスの ID も聞きます。職員の女性はマスクを
しています。私の ID を確認するので安心しました。テストの結果が
他人のものと混同されたらたまりませんから。マスクをしていました
が職員の女性がアジア系なのがわかりました。私の生年月日を伝える
と職員が私と同じだと言いました。職員は私の喉を綿棒でこすりまし
た。そして２日から６日で私に結果を伝えると言いました。ECO ステ
ーションに着いてからテストが終わるまで１５分もかからなかったで
しょう。私はまたテレビで見たアメリカのテスト会場に長い車の列が
あったのを思い出して、このアルバータ州のテスト会場の能率の良さ
に感銘を受けました。

The station had two huge roll-up entry doors and two huge
roll-up exit doors to accommodate two rows of 3 vehicles at a
time. The extra high ceiling ensured a huge volume of air. As
soon as I shut my engine off, a testing agent wearing a mask
appeared at the passenger window asking for ID information
including my AB Healthcare number. She returned a couple
minutes later with a testing kit and again asked for further ID
information (birth date, phone number). I was happy to know
they were being very careful not to get ID information and
testing results mixed up. Despite the mask, I could tell the
tester was Asian. Interestingly, when I gave my birthdate
(Sept 27) she replied somewhat surprisingly “That’s my
birthday too!” She then swabbed my throat – I could hardly
feel it. She said I would receive a call within 2 – 6 days. The
total time at the testing station was hardly more than fifteen
minutes – pretty impressive given the line-ups I’d seen on
American TV.

テストの結果を知らせてくれるまで２日から６日かかるということ
は、テストでコービッド１９が陽性の人に知らせるのを優先して、テ
ストが陰性の人は遅くなるのだろうと推測しました。しかしなんと翌
日のイースター日曜日に電話が鳴りました。電話の ID 欄にはアルバ
ータヘルスの文字が出ています。私はこわごわとしかし落ち着いて受
話器を取りました。受話器の向こうでアルバータヘルスのクリスティ
ーナだという声がしました。「あなたのコービッド１９テストの結果
をお知らせします。あなたは陰性でした。」クリスティーナの声のな
んと優しかったことか。音楽の音色のようでした。クリスティーナは
続けて、私は１４日間または症状の無くなるまで自己隔離をする必要
があると告げました。いろいろと心配しましたが、私の症状は私が毎
年春先にかかる風邪に過ぎなかったのでした。テストに落第したのが
こんなに幸福だったことは未だかってありませんでした。

Given the 2 to 6 day window for results, I suspected that
serious cases (those who tested positive) would likely be
called first and those who tested negative would be called
later. The very next day – Easter Sunday – the phone rang.
…cont. to next page
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music in my ears! She went on to explain I needed to selfisolate for 14 days or until my symptoms were gone. My
ruminations aside, it was a relief to know my symptoms were
just expressions of my usual springtime sniffles.

and I saw the caller ID “Alberta Health Care”. Somewhat
apprehensively (but not yet ‘shaking in my boots’) I picked
up the phone and ‘calmly’ uttered “hello”. The caller
introduced herself as “Cristianna” (my spelling is likely
suspect) from Alberta Health. “We have your Covid-19 test
results – you tested negative.” Those three words were

THE PANDEMIC

Failing a test never felt so good!

COVID-19 感染を撃退

Gregory and Twilla Shimizu

グレゴリーとトワイラ・シミズ

Has Booming Tree quit taiko over Covid 19!? Kind of. Here is
the abridged story.

COVID-19 パンデミックで太鼓デュオの「ブーミングツリー」は演奏活動を
中止したかって？中止はしたが、話はこれからだ。

After adjusting to the reality of losing our shows due to the
pandemic, we felt compelled to find ways to support our
community. It was our way of not just going into survival mode
but into solution mode. We started doing volunteer grocery
runs while wearing our P100 masks (from when Twilla and I
built our own taiko studio).

パンデミックで公演は中止せざるを得なかった。公演の代わりに世の中
に役に立つことはないかと考えた。何もしないでサーバイバルモードに
入るのはブーミングツリー風ではない。まずは P100 マスク（これは自家
製マスク！）を付け、ボランティアで買い物の配達を始めた。すると配達
先の人達がマスクを欲しがった。でも品不足で手に入らない。この時、太
鼓がドンと大きく頭の中で鳴ってアイデアが閃いた。ブーミングツリーは
マスクを作って世の中の役にたつのだ。

We discovered that those we helped also wanted masks but
were unavailable because of the shortage of PPE. Boom!
Like a shime driving the beat, Masks became our new
metronome and the foundation of our community service.

３D プリンターでマスクを作る。３D プリンターがブーミングツリーの新し
舞台だ。CR10Max と CR10 マスクが新しい楽器だ。4 月からマスクの生
産に入った。北米のベンチャー企業や大学がすでに３D プリンターでマ
スクを作っていた。ブーミングツリーのマスクは N95 マスク用の生地を米
国の生産会社から買い入れた。EBDM ゴムの手配もついた。我々の３D
プリンターはブーミングツリー
のスタジオの屋根の上のソー
ラーパネルの電気で動く。こ
れは ECO だ。ブーミングツリ
ーの N95 仕様のマスクは、政
府の認可は貰っていない。し
かし,しっかりとした性能を持
ち、顔につけて面白いように
作ってある。自分で顔につけ
て納得するものだけを作って
いる。毎日 24 時間マスクを作
り、やっと５０個完成した。マ
スクは癌からの生還者、心臓
発作経験者、免疫力不完全
者、隣人、友人、医療従事
者、セキュリティー関係者、見
知らぬ人、太鼓仲間にあげ
た。現在の目標は５月末まで
に１００個作ることだ。６０才以
上または免疫力が不完全な
人に無料で配る予定だ。欲し
い人は連絡してほしい。

We traded off taiko for technology, 3D printing was our new
stage and a CR10 MAX and CR10s PRO became our new
instruments. Starting in April, the Booming Tree 3D “factory”
went live, producing masks! These devices were created in
direct response to lack of PPE and they are being heralded
by project teams from LaFactoria3D, masksfordocs.com,
Rowan University, Rice University, makethemasks.com, and
masksforall.com.
Our reusable masks include N95 fabric (we sourced from a
U.S. manufacturer, its their cut offs). Each 3D printed mask
is completed with a premium EBDM rubber seal and printed
with solar energy from our 6.3kwatt system. Although not
government rated ‘N95’ they are a serious and fun
alternative to a bandana (check out the Darth). We are only
producing what we would be confident wearing ourselves –
and we do. Production is 24/7 and we have given away
almost 50 of these masks for cancer survivors, stroke
victims, immune-compromised people, neighbours, friends,
healthcare clinic workers, security officers, strangers and our
taiko community. Our goal is now 100 free masks by the end
of May. We offer these FREE to you, please orders for over
60 years old or immune-compromised.
Contact: Twilla and Greg boomingtree@gmail.com.

Human Bonds

Twilla and Greg boomingtree@gmail.com

Ritsuko Chartrand

繋がり
As the year 2020 began, I was exited that something
wonderful would happen this year because Japan had a new
emperor, changed its name of era from Heisei to Riewa.
Besides, it was welcoming the Olympic Games in Tokyo.
Then, what happened? The COVID-19 Pandemic happened
all over the world and I have been forced to spend most of
my time at home for the last two months. We ae fighting a
virus that is invisible and invasive. At present, the only way
we can fight is to hide from it. We can hardly call it a fight.

シャトラン 律子

平成から令和へと時代は移り、日本は大きな節目を迎えた２０２０年の
今年、目の前にはオリンピックという大きなイベントを控えていた。今年
はどんな特別な年になるのだろう？この私でさえ隠しきれない期待と胸
の高鳴りを秘かに感じていた。
それが一変。世界の人々がコロナウイルスから逃げるように自宅に引き
こもり早２ヶ月が過ぎた。戦争さながら世界が見えない敵と戦う中、今平
穏に暮らしているように見える私達でさえその敵と隣り合わせに暮らして
いる。見えない敵と戦う術を知らない私達に今出来る事って何だろう？

…cont. to next page
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The other day, one member of the EJCA Japanese
Conversation Club sent e-mail to other member with a simple
message, “How are you?” All of a sudden, every club
member was responding to this message. The club used to
have its class at the EJCA Centre but quit its class because
the EJCA center had been closed. We all missed our class
and friends. But once one of the club members started our
communications, then everybody jumped in and quickly set
up again online. At the online class, we recovered our class
and smiles and laughter. I envy the youthful energy of club
members. By the way, I am a volunteer coordinator of the
club.

最近こんな事があった。“皆んな元気？“ 一人の日本語会話クラブのメ
ンバーからメールが届いた。アッと言う間に皆んなが反応した。全ての活
動が停止、自宅待機を余儀なくされた今勉強の為 EJCA に集まってい
たメンバーもその場を失っていた。互の安否を確認した後そのメールを
きっかけに クラブの若者達（？）はすぐさまオンラインを立ち上げ充分過
ぎる social distance?を守り画面越しに笑い声と日本語会話が今元気に
飛び交っている。若者はいいなぁ〜すごいなぁ〜（独り言）

I grew up in Japan right after the Pacific War fighting for
survival, lived through the high economic growth period
grabbing every opportunity to get rich, and am now
struggling to catch up with technology changes.

それでも仲間の元気な顔見たさに恥（？）を忍び子供、夫、孫の手さえも
借りオンライン立ち上げに悪戦苦闘！！その努力実り週に一度おしゃべ
りに花を咲かせている。久し振りに見る仲間の満面の笑みを見てホッと
胸を撫で下ろす。幾つになっても“やれば出来る”そんな精神、思いが人
を繋ぐのかも知れません。

そこでハタと私は思う。戦後少し貧しい時代から高度成長期を生き抜き、
誰もが当たり前に携帯を持ち、目まぐるしく突き進むテクノロジー社会を
私達は目の当たりにして来た。コーラスでハーモニーを奏でるのは自信
あるけど？？オンライン操作はチョットハードルが高い！！

Experienced the successful online Conversation Club
activity, I decided to contact Chorus Group by online
function. I feel comfortable singing with others in harmony
but uncomfortable handling my smartphone to go online.

そして何よりも嬉しい事はスクリーンに映し出される顔が増えている事。
以前にも増して皆んな綺麗になっている事。（勘違い？）若者の皆さんに
負けないよう少し多く歳を重ねた私達も長く会えない日々はテクノロジー
の成せる技をお借りして楽しみましょう。おしゃべりが飽きたら皆んなで
歌いましょう！！ひと握りの優しさと繋がりが私達のこれからの生活、人
生を支えてくれるかも知れません。

After asking help from my husband, children and even grand
children, I finally succeeded in going online and visited my
club. It was such a relief to see them talking and laughing. I
can do it if I try hard enough. This is the sprit that keeps
people connected.
As we continue our online talk with Chorus members, more
and more people show up in the online. I am so glad that I
have finally caught up with the modern technology that
young people are using, particularly with the technology that
can keep us connected. I believe the new human bonds I
have found will continue giving me courage and tenderness
in my future.

The Centre to be used for Food Preparation
EJCA の Kitchen が役立ちます！
The Argyll Community League (ACL) has a temporary
agreement with a local volunteer group called; “Community
Cuisine”. This activity is authorized to use community
facilities by Alberta Health under the category of “food
security” as a necessity. Beginning Monday, May 25, 2020,
they will be using our hall and kitchen to make meals for
vulnerable populations hard hit by COVID-19. If anyone
from EJCA is entering the building they should be aware of
the group using the kitchen and stay away from their area.

アーガイル・コミュニティ・リーグ（ACL）は“コミュニティ厨房”というボラン
ティア団体と会館の台所とホールの使用契約をしました。このボランティ
ア活動は、アルバータ・ヘルスが食べ物を料理することを許可している
コミュニティの会館が使えるようになっています。5 月 25 日（月）から会
館の台所を使って、COVID-19 によって生活に困っている人たちに食事
を作って配達します。もし EJCA の会員が会館に入るときはこのグルー
プの人たちが台所を使っていますから、台所へ行かないでください。
“コミュニティ厨房”は緊急時に最も影響を受ける人々に無料で、栄養豊
かな食べ物を用意します。余剰食品を使っておいしいレストラン並みの
食事を届けることが目的です。食べ物は毎日エドモントン地区の各種の
ソーシャル・サービス関連機関や生活に困っている人々に配達していま
す。

"Community Cuisine is an emergency relief kitchen project
aimed at providing free nutritious meals to vulnerable
community members in Edmonton and area. They use
surplus food to create innovative, nutritious and restaurantquality meals. Meals are delivered on a daily basis to
numerous social services organizations and individual
families around Edmonton.

すべてボランティアで組織され、現在は一週間に 1250 食の温かい食
事とサンドイッチが用意されています。

The entire operation is run by volunteers who help with
delivery, dispatch, cooking and management. Currently they
are delivering 1,250 hot meals and sandwiches a week.
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Coronavirus disease (COVID-19)

新型コロナウイルス

I would like to write this post about the new coronavirus
because the spread of the new type of coronavirus has
caused us to take steps to protect ourselves and others,
including physical distancing. This virus is a new virus, so
we are not immune to this virus. Also, no vaccine or
effective treatment has been developed yet, so it is
important not to become infected. The virus can be picked
up by our hands and get into the body through mucous
membranes on the face such as eyes, nose, and mouth, so
it is very important to wash your hands and avoid going to
crowds. In relation to diabetes, people with diabetes
generally have a higher risk of viral and bacterial infections
than people without diabetes. In addition, poorly controlled
blood sugar levels have been reported to put you at a higher
risk of becoming seriously ill when infected with a new
coronavirus. Therefore, blood sugar control is important. In
addition, there has been some talk in the news that certain
antihypertensive medications may increase the risk of
infection or severity of COVID-19, but no evidence has been
reported to support this. These drugs not only control blood
pressure, but also protect the heart and kidneys. If you have
questions about your medication, please do not hesitate to
talk to your family doctor. Edmonton has been an area
where the increase in the number of infections has been
limited due to effects such as Stay Home. Little by little,
economic activity has been allowed to resume. Let's stick
with Stay Home & Stay Safe for a while now!

EJCA の皆様、新型コロナウイルス感染の拡大により外出の自粛が続
いている状況ですので、今回、新型コロナウイルスに関して投稿させて
いただきます。このウイルスは、新しいウイルスですので、私たちは、こ
のウイルスに免疫を持っておりません。また、ワクチンや有効な治療法
もまだ開発されておりませんので、感染しないことが重要です。口や鼻
の粘膜から感染しますので、手洗い、人ごみに行かないなどの対策が
大切です。糖尿病との関連でいうと、一般に、糖尿病の方は、ウイルス
や細菌感染のリスクが糖尿病でないよりも高いと言われています。さら
に、血糖値のコントロールが悪いと、新型コロナウイルスに感染した際に
重症化するリスクが高いと言われています。したがって、血糖コントロー
ルが大切になります。また、ある種の降圧薬は、新型コロナウイルスの
感染リスクや重症化リスクを高めるのではないかとの話題がニュースな
どで散見されましたが、それを裏付ける証拠は報告されていません。こ
れらの薬剤は血圧コントロールだけでなく、心臓や腎臓を守る作用があ
ります。薬に疑問がある場合は、かかりつけのファミリードクターに相談
しましょう。エドモントンは、Stay Home などの効果から、感染者数の増
加が抑えられている地域となっています。少しずつですが、経済活動再
開が許可されています。いましばらく、Stay Home, Stay Safe で頑張りま
しょう！

Bizen Pottery Master

備前焼の人間国宝と話す

Toru Tateno
Endocrinology and Metabolism, University of Alberta

Jason Mak

I’ve been a ceramics collector for many years and I have a
particular fondness for Bizen ware that is found in Okayama,
Japan. The ‘heart’ of Bizen ware can be found in the tiny
town of Inbe, which is a short train ride from Okayama City.
Like many pottery towns in Japan, there is a local museum
as well as an ancient kiln site, and
streets filled with pottery shops.
While I was viewing a tea bowl at
the museum, a local reporter
came and asked me for an
interview for the local paper. He
was excited that a foreigner was
interested in coming to his tiny
town. Later, one of the staff
members began chatting with me
and offered me to introduce Mr.
Isezaki Jun, who is the current
Living National Treasure (LNT) of
Bizen pottery!

館野透
アルバータ大学医学部内分泌代謝内科

ジェームズ・マック

私は陶器を長年収集していますが、特に岡山県で生産される備前焼に興
味を持っています。岡山県で備前焼の中心地は伊部という岡山市から列
車ですぐの小さな町です。日本の他の陶器の町と同じように伊部には陶
器美術館、古くからの窯があり、道の両側に陶器工房が連なります。
私が美術館で茶碗を鑑賞している
と地方紙の記者が私にインタビュ
ーを申し込んできました。記者は外
国人の私が小さな町の伊部まで陶
器を訪ねて来たことに興味を持っ
たようでした。インタビューの後でこ
の新聞社の他の職員とも話しまし
た。するとこの職員が私を伊勢崎
淳に紹介してくれるというのです。
私は耳を疑いました。伊勢崎淳は
備前焼の人間国宝です。

James Mak and the Living National Treasure Jun Isezaki
私は興奮したままこの職員につ
いて行きました。伊勢崎淳先生の工房は美術館からすぐのところにあり
ました。そして私は伊勢崎淳先生とご子息（やはり陶器作家です）にお
会いしました。私は伊勢崎淳先生と先生の作品や先生の影響について
話しあいました。私は先生から最近開かれた先生の作品の展覧会のカ
タログをいただきました。私はこんな機会は二度とないと思い、勇気を
出してカタログに先生の署名をお願いしました。先生は快く署名をして
下さいました。私は足が地面につくのもわからないほど浮き浮きしなが
ら満面笑顔で大阪に戻りました。

Isezaki-san lived a short walk away and I met and spoke
with him and his son, also a potter, about his work and
influences. To my surprise, he took me for a tour of his
studio. He gave me a catalog of his past exhibition. I dared
to ask him to sign the copy for me. I had a smile on my face
all the way back to Osaka.
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COVID-19 と EJCA 日本語会話クラブ

Japanese Conversation Cub under COVID-19
Tiago Santos

ティアゴ・サントス

皆様こんにちは、私は EJCA 日本語会話クラブの会長をしています。皆
様にクラブの COVID-19 対応策をお伝えします。クラブは 3 月初めに日
本語会話を勉強する会合を中止しました。しかし 2 週間もすると会員同
士が電子メールで日本語会話の勉強を再開する方法を話し始めまし
た。先ずスカイプを使って 4 月 6 日にクラブの全員がオンラインで一緒
になりました。しかしスカイプで日本語で話し合うには人数が多すぎ、ま
た日本語会話の習得度に違いがあって、皆が参加して日本語で会話を
するのが難しいことがわかりました。

Hello. My name is Tiago, and I am the president of the
EJCA Japanese Conversation Club (Nihongo Kaiwa). I’d like
to share a brief account of how we’re coping and adapting to
the current situation.
Back in the beginning of March, the Club decided to
suspend its meetings at the same time as most things in the
city were being cancelled or postponed. A couple of weeks
passed, and some members started emailing and bringing
up the idea of moving our sessions online.

会は調査票を作り会員に回しました。その結果、日本語会話クラスを初
級と上級に分けることにしました。教室で勉強していた時と同じです。ク
ラスには日本語を手伝ってくださる方が一人参加します。これで準備が
完了して、またオンラインのクラスを始めました。日本語を手伝ってくだ
さる方は 2 週間毎に交代します。

We initially decided to give Skype a try and had our initial
session on April 6th with all the members. It became clear
that the group was too large and diverse for everyone to
enjoy it, so a questionnaire was created and sent to the
membership. Based on the results, we split into two groups:
beginner and advanced, mirroring what we’ve been doing at
the centre. With two facilitators graciously offering to help
out, we were set.

オンラインのクラスの問題をだんだんと解消してきました。問題の多くは
オンライの技術的なものです。マイクがうまく動かなかったり、スカイプ
の設定に時間がかかったり、自分のオンラインクラスの場所がわからな
かったりしました。これらの問題もオンラインのクラスを続けて行くうちに
解消出来ました。現在では会員が皆、このオンライン日本語会話クラス
を楽しんでいます。出席率も上々です。

The groups started meeting with their assigned facilitator,
and every two weeks or so they are switched. There have
been some bumps on the road though, mostly regarding
technology. Microphones not working very well, videos upside down, people going into the wrong meeting room and
not finding the correct room… all in all nothing we couldn’t
figure out, and things are now smooth sailing. The sessions
have been fun and attendance has been great!

最後にボランティアで日本語の手伝いを引き受けてくださった木下直美
さんとシャトラン律子さんにお礼をいたします。二人の支援なしではオン
ラインクラスは続かないでしょう。また会員のキャッシー・テナント、ロシ
オ・ミナミ、ダン・キノシタの皆さんの熱心な支援にも感謝します。

Lastly, I can’t thank our volunteer facilitators enough, Naomi
Kinoshita and Ritsuko Chartrand, without whom the Club
would not be able to continue. I also want to thank to Cathy
Tennant, Rocio Minami, Dan Kinoshita and Jason Mak for
all the ongoing work they put into making our weekly
meetings possible.

Pandemic – How To Survive A Closed Dojo
Steve Munro, Edmonton Iaido Club
When the province of Alberta closed down all non-essential
services and prohibited groups of people of ten or more, the
regulations left the Edmonton Iaido Club with a closed dojo,
and left our members without the ability to practice the
classical art of precision draw-and-cut with the katana.

Zoom Ianinuki Practice – Courtsy of Ka Muso Kai

新型コロナウィルス環境の居合道クラブ

スティーブ・マンロー

アルバータ政府が新型コロナウィルス対策として社会生活に必要不可
欠なサービス以外のサービスと１０人以上が集まるグループの活動停
止を勧告して以来、エドモントン居合道クラブも閉鎖され、クラブの会員
は居合道を一緒に練習する機会を失った。私達は何も練習せずにパン
デミックが終わるのを待つのではなく、カルガリーの居合道クラブと共同
でズームを使って個人個人が家でオンライン居合道の練習をする方法
を開発した。この数週間、エドモントン居合道クラブの会員はカルガリー
とバンクーバーのクラブの会員と一緒にズームを使って、家で安全に居
合道の練習をしている。家で個人個人が練習をしているにもかかわら
ず、ズームを通して一緒に練習する利点があり、居合道コミュニティー
の共同体意識を保つことが出来ている。

Rather than sit and wait for the pandemic to end, we formed
a plan with our partner dojo in Calgary, Ka Muso Kai, to
have individual at-home training sessions via Zoom. For the
past few weeks, members of the Edmonton Iaido Club with
practitioners from Calgary and Vancouver have met via
video conference to practice our art safely, individually, in
our own homes. Even separated, the video conference
technology has given us the ability to still meet and practice
together so we can maintain a healthy sense of community
while maintaining our dedication to our art.

エドモントン居合道クラブについての問い合わせは下記にどうぞ。
info@edmontoniaido.ca
カルガリーでは Ka Muso Kai at kamusokai@gmail.com

For more information on Iaido, or to join or watch a practice,
please email info@edmontoniaido.ca, or if in the Calgary
area, contact Ka Muso Kai at kamusokai@gmail.com.
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エドモントン補習授業校のオンラインクラス

Online class at the Metro Edmonton Japanese
Community School
Masako Mallon

小学 3 年担任 マロン真佐子
今年の３月、3 学期も残すところ後 2 回…そんなことを考えていた矢先、
COVID-19 の影響を受けて、エドモントン補習校も止むを得ず休校となり
ました。生徒一人ひとりの 1 年間の頑張りを称え、次の学年に送り出せ
なかったことに悔いが残る学年末となりました。先が見えず重く暗い気持
ちでいる中、保護者の方々の温かい思いに支えられ補習校は 4 月中旬
からオンラインという形で新たなスタートを切ることが出来ました。

I am teaching the Grade 3 class at the Metro Edmonton
Japanese Community School. In March, I was thinking that
two more classes and we would finish this term. Then we
were surprise by COVID-19. Suddenly the school was
closed without finishing the spring term. The spring term was
important because it was the last term of the school year and
we would have a school graduation and class completion
ceremony. I felt sorry for students who had worked so hard
during the school year but could not have the ceremony. I felt
depressed but not so for long because the school had
decided to have online classes in the middle of April.

今まで通りの授業は出来ないものの、毎週金曜日の夕方 1 時間、Zoom
を利用して各担任と生徒たちが 1 つの画面を通して繋がれる貴重な時間
を共有することが出来ています。オンラインクラスでは、「生徒参加型」を
意識しながら新出漢字の学習や教科書の音読を中心に取り組んでいま
す。何もかもが新しい取り組みで毎回試行錯誤ですが、生徒たちは「み
んなに見られている」という緊張感からか意外にも集中して参加している
ように思います。また、先週行った音読発表会では、クラスメイトのいる教
室ではなく自宅の部屋から行うことで、いつもよりラックスしてのびのびと
音読練習の成果を発揮できたように感じました。聞いている生徒も画面
に集中してお友達の音読に聞き入ることができたようでした。

The online class is different from a regular class at the
school. Yet we teachers can get together with our students
online by the Zoom program for one hour every Friday
evening. On the online class, we make sure that every
student can participate in the class. We mainly spend one
hour asking students to read a Japanese textbook and to
learn new kanji characters. We are learning how to make the
best use of the online class. Every week we learn something
new. So far, we have found that the students are aware that
they are being closely watched by their teachers and get
tense. But it appears that this sense of tension makes the
students focus on what they are leaning. At the same time
the students can relax a bit and perform better when they
read a Japanese textbook because they are actually at their
homes. The students who listen to their classmates can focus
on the picture of their classmates on the monitor screen.

これからも、教室での授業とは違った国語へのアプローチが生徒にとっ
て楽しいものとなるように、そして、いつか学校での授業が再開出来る日
が来ても、生徒が無理なく国語の授業へ参加できるような環境作りと強
い心の繋がりを築いていけたらと考えています。

We are trying to find a new approach to study Japanese
online and make the online class interesting and attractive to
the students. Our goal is to make the transition from the
online class to the regular class as smooth as possible when
the school opens again.

Kita No Taiko and On-Line Practices;
北の太鼓のオンライン練習
The “Students” Perspectives:

生徒の視点
４月２３日：ブランディー・マックグニガル

April 23, Brandi McGunigal: After the closure of the

EJCA センターが閉鎖になってから北の太鼓は太鼓の練習をしばらく
休んでいましたが、オンラインの練習を始めました。ズームを使い
ましたがお互いの顔を見ながら太鼓の音も聞こえるのでとても便利
です。何よりも仲間に会えたのが良かったです。太鼓の練習はバチ
で家の中にある適当なものを叩きます。ヨガ用のマット、長椅子の
クッションなどなどです。もちろん本物の太鼓を叩き、みなで一緒
に体を鍛える運動が
出来ないのは残念で
すが、それでもみん
な熱心に適当なもの
をたたきました。驚
いたことに私達のう
ち三人が枕を叩いて
いたました。

Centre and taking some time off, we decided to try on-line
practices. We started using Zoom which allowed us to hear
each other and see each other’s faces. It has been really
great to connect with the group again. Our Artistic
Committee has been leading us through drills and have
digitally written the notes so they
can be displayed on our screens
while we practice. We use our
bachi and whatever we have at
home to practice as pretend
drums: yoga mats, couch cushions,
anything that will work. We miss our
drums and metronome, the
exercise we get from physical
practice, and each other, but until
we are able to practice in person
this is a great way to keep us
connected. On a funny note, we
discovered 3 of us have the same
pillows that we use to drum on!
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May 14, Riva Benditt: We have tried different online

５月１４日 リバ・ベンディット

meeting platforms (e.g., Zoom, Google Hangouts, Google
Meet), each with its pros and cons. When we started doing
online practices, I was in self-isolation while sick with the flu. I
greatly valued still being able to participate online and while
in bed!

私達はオンラインのいろいろなソフトをためしました。ズーム、グ
ーグルハングアウト、グーグルミートなどです。それぞれに良いと
ころと悪いところがありました。北の太鼓がオンラインの練習を始
めた時、私は流感で調子が悪く、家で自己隔離をしていました。こ
んなときだったのでオンラインで仲間と会い太鼓の練習が出来て本
当にうれしかったです。

Anyone who has ever experienced a coach, instructor or
teacher constantly reminding them about their posture, or
some aspect of their movement that gets in the way of good
performance will relate to feeling both frustrated and very
thankful at how often a coach points out weaknesses, but that
there is someone with the ability and skill to identify errors
and facilitate improvement. This does not happen with our
on-line practices. Final thoughts: Physical distancing is not
social distancing. We still socialize and catch up on some of
the goings on in our lives, like cats and kids. Also, we try to
maintain the formality and tradition of our practices with by
starting and ending with a bow - onegai shimasu; arigatou
gozai mashita.

コーチについて何か運動の練習した人は知っていると思いますが、
コーチに「どうしろ、ああしろ」と言われても、体と頭がうまく動
かなくてフラストになります。しかしオンラインの練習ではこうい
うコーチの方法は出来ません。COVID-19 感染予防対策で「社会的距
離をとる」が強調されますが、これは間違った言い方だとおもいま
す。正しくは「物理的距離をとる」です。物理的距離をとっても私
達は社会的には緊密な関係を保つことができます。そして物理的距
離を取るからこそ社会的距離を密接にしておく必要があるのだと思
います。オンラインでの本当の太鼓の練習はしないものの練習の礼
儀作法はしっかりと守ります。お願いします、有難うございました
は前と同じに繰り返し言います。

An Instructor’s Perspective of Various Platforms
May 11, Carley Okamura: As an instructor, you want your

講師の視点
５月１１日 カーリー・オカムラ: 講師の視点から見るとオンラ
インの練習は生徒が時間に遅れないように簡単に会合に参加できる
ことが大切です。最近、グーグルがいろいろな機能を備えた無料の
グーグルミートを作って段階的に配布を始めました。私はこれより
もズームのほうが好きです。画面にいろいろなものを出して皆で一
緒に眺める機能が太鼓の練習に便利です。但し、ズームはソフトを
ダウンロードする必要があるのかかどうか、パスワードは必要なの
かどうか、始めて使う時は混乱します。どのソフトも慣れれば使い
やすいです。
ズーム会合はハッキングされると聞いたことがあると思います。し
かし個人的に仲間内だけでズーム会合を開いている限り、ハッキン
グの危険はまずありません。広く広告された会議、講演などがハッ
キングの攻撃の対象になります。オンラインカレンダーに会合の日
時を書いておいてソフトを立ち上げ、会合の参加者に電子メールで
会合の知らせを出せば、会合は内輪のもので安全です。また会合の
ホストは不適当な参加者を強制的に退出させることも出来ます。会
合に遅れて来る人はこまりものですが、ズームには控室というもの
があって参加者は先ず控室に入ってからつぎに会合のある部屋に呼
ばれます。会合に予め助手を用意しておいて、この助手が控室を観
察していていて、遅れてきたものの会議室への入場を管理すれば、
遅れてきた人がいつでも会議室に入ってくるのを防げます。

online session as accessible as possible so that your guests
can attend and be punctual. Recently, Google made their
deluxe video conferencing app “Meet” free to all users,
although access is being rolled out in stages. Email
addresses associated with groups or businesses, such as
University of Alberta accounts, already have Meet. I find Meet
easier to use than Zoom for attendees. Zoom can be
confusing if you’re not sure if you need an account or to
download software or not and can require a password to
enter the meetings. However, for an instructor, Zoom is more
convenient to use, specifically the share screen option.
However, neither program is bad to use.
You may have heard that Zoom meetings can be infiltrated by
outside hackers. It’s true that this can happen, however it is
extremely unlikely if you do not advertise your meeting
publicly. Events that are publicly advertised such as
conferences, speeches or social events are the usual targets.
If you create your event in your online calendar, activate
either Meet or Zoom conferencing, then invite your guests by
email; this will be private and secure. As meeting host, you
are also able to kick out any unwanted guests from your
event. There is also the function of the “waiting room” where
people need to wait to be let in to the meeting. It can be
handy to have a co-host to watch for these, so it doesn’t
disrupt the practice if someone arrives late.

現在の技術ではオンラインの太鼓の練習には限界があります。イン
ターネットにはごく短いですが時間差があり、皆で一緒に太鼓のリ
ズムを合わせることが出来ません。私達は一人だけがマイクをオン
にしてその演奏者の音に合わしてマイクをオフにしたままで練習し
ます。枕を叩いての練習ですが、頭の中に本物の太鼓のイメージを
描いて練習します`。

Since we were using online meetings for taiko practice, we
have unique problems with movement and sound that regular
meetings don’t. There is no current app that can adapt for
delays in internet service, so we cannot rely on a metronome
to do its job, or for people’s movements to be aligned. Most
participants must mute their mics because the sound will not
line up. What we did for our practices was one person would
lead with their mic on, and others would use it for an audio
reference. Together we can do exercises to keep taiko in our
brain. It’s not like playing in person, but we will adapt!
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会長便り

Sanae Ohki

雪が解けたと思ったら急に初夏の美しい季節になりました。いつもの春と
同様に木々は芽吹き、会館の前のスモモは花を咲かせてます。しかし私
たちは次に何が起こるのかわからない生活を強いられています。でも皆
様、お元気にお過ごしのことでしょう。またご一緒に会館に集まってクラブ
活動をしたり、日本語教室に参加したり、図書で本を借りたり、お話がで
きる日が来るの待っています。

Leaves have started to grow and the plum tree at the EJCA
Centre is blooming the same as every spring. But we are in
unprecedented time. I wish I could tell you when our activities
will begin again. I’m sure that you are eager to see EJCA
members again either by attending classes, club activities
and events, or just visiting the centre and borrowing books
from the library. I hope everyone is staying healthy and active
keeping a social distance.

役員会では 70 才以上のシニア―会員のほとんどの方に電話連絡をしま
した。すでに連絡を取り合っていらっしゃる松の会の方々は割愛しまし
た。役員会が電話連絡をすることにした理由は、隔離されている今、買い
物その他に困っていらっしゃることがあったら、何らかの形でお世話をし
ようと思ったのです。しかし、お電話をしてみるとシニアーはそれぞれに
工夫をしていらして、EJCA の手伝いが必要な方はいませんでした。とこ
ろがこれは私たちが思っていなかったことですが、みなさん、、役員会員
の電話をとても喜んでくださって、いろいろと話が弾みました。長く隔離の
状態にあったので、誰かと一緒に話をすることが必要なのですね。シニア
―のお友達がいらしたら是非電話でお話をしてください。

The Board members gave a phone call to most of the senior
members except the Matsu no Kai (Senior club) members
who have their own contact process in place. What we found
from our phone calls was that they all established their
routines to get groceries and use assistance if needed. What
they are missing mostly is contact with friends. The seniors
appreciated our phone calls and we had good and long
conversations with them. I encourage you to phone the
seniors you know and check if they are okay and enjoy some
conversations.

エドモントン日本文化協会の会館は閉まっていますが、役員会はとても
活発です。ビデオ会議で毎月役員会を開き、メール連絡で EJCA の活動
を進めています。4 月・5 月に決定されたことをお知らせいたします。
•
EJCA のウェブサイト更新プロジェクトチームは 2 か月のリサーチと
テストの結果、「Wild Apricot」という会員とイベントのマネジメントを
中心としたアプリを使うことを役員会に提案し、役員会は提案を承認
しました。これから、EJCA のプロセスに沿うようにアプリを設定し、
現在の会員データを移し、ウェブサイトをデザインしていきます。
•
欠員になっている会館マネージャーの仕事内容を書き直しました。こ
の 5 月号でマネージャーを公募しています。12 ページに公募規定
があります。
•
新型コロナウイルスの影響で行事はできないので、行事係のポジシ
ョンは保留にします。
•
会員のブライアン・マリンズ氏と館野透医師が新型コロナウイルスに
関するセミナーを、5 月 22 日と 5 月 23 日にビデオ会議の機能を使
って行いました。
•
以前から懸念事項だったことはもっと役員会と会員とが連絡を密に
して、EJCA がみんなのための会になろうということです。その活動
の第一歩として、役員会に対する会員のお考えを聞くことになりまし
た。是非ご協力ください。アンケートのご案内は 10 ページです。
•
現在役員会に 1 名の欠員がありますが、現在 EJCA の活動は制限
されているので、今年度は補充しないことになりました。
•
エドモントン市ヘリテージ祭り委員会は今年のヘリテージ祭りは 3
つの分野に分けて行うことに決めました。（１）Online の文化紹介プ
ログラム、（２）決められた営業用のキッチンを使って、各国の食べ物
の販売、（３）Online で各国の工芸品を販売。EJCA は（１）の日本文
化紹介だけに参加することを検討しています。EJCA のヘリテージ祭
りコミティ―から依頼がありましたら、どうぞご協力をお願いします。
•
第 5 回目のアルバータ高校生日本語スピーチコンテストが 5 月 9
日にビデオで行われました。EJCA は賞金用に$250 を寄付し、役員
の一人が審査員として協力しました。
•
7 月 11 日に予定していた夏祭りは中止になりました。
•
エドモントンで行われることになっていた全カナダ日系人会の年次総
会はビデオで行われることに決まりました。カンファランスの部では
一つか二つのトピックスに限っておこなう可能性を探っています。

Though the Centre is closed, the Board has been meeting
online every month and has kept the EJCA active to move
forward in various items. Here is a list of decisions made in
April and May.
•

•

•
•

•

•
•

大木 早苗

The Website Redesign Project Team proposed to
purchase a membership/event management system
called “Wild Apricot” after two months of detailed
research and testing. The Board approved the purchase
and the project will proceed. We will transfer the current
membership database and the website contents to the
new system as needed.
The Centre Manager’s position description has been
updated. The position is posted in page 12 of this Moshi
Moshi. There will be no major change in the role and task
of the Centre Manager.
The Event Coordinator’s position is on hold until further
notice as an impact of Covid-19.
Two of our members offered seminars related to Covid19. One was presented by Dr. Blaine Mullins on mental
health on May 22, 2020. The other was presented by Dr.
Toru Tateno on COVID-19 and health for Japanese
speaking people on May 23.
In January 2020 Moshi Moshi, the Board introduced its
plan to check member satisfaction and communications.
The Board developed the first survey focused on the
performance of the Board itself. Your feedback will be
important! Please respond to the survey. A related article
is in page 10.
There has been one vacancy on the Board. But the
Board will not fill the vacant position because the EJCA
will have a limited number of events and lessons.
The Heritage Festival will be held in three areas: (1)
Webinar - online culture presentations, (2) sales of ethnic
food at commercial kitchens, and (3) online sales of craft
items. The EJCA Heritage Committee is proposing to
participate in (1) Webinar - online culture presentation.
• …cont. to next page

…次のページへ
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•

アルバータでは、5 月 16 日から野外で 50 人までの集まりができるように
なりました。もちろん、2 メートル以上の安全距離を保つことが前提です。
皆さん、過去 2 か月の間、各種のユニークなアイデアで活動していらした
ので、また、戸外で楽しむアイデアも出して、お元気で夏をお過ごしくださ
い。

•
•

The annual high school speech contest was held online
on May 9, 2020. One EJCA board member was a judge
and the EJCA donated $250 as a part of the prizes.
The Natsu Matsuri scheduled for July 11 has been
cancelled.
The EJCA will be hosting the Annual General Meetig and
Conference of the National Association of Japanese
Canadian (NAJC) on October 2,3 and 4. The AGM and
one or two events will be held as video conferences.

distancing must be followed. As you have been developing
various kinds of unique ideas in the last two months, you may
come up with other good ideas that will enable us to
implement some activities at the EJCA.

Starting on May 16, outdoor gatherings of less than fifty
people has been permitted but the current rule of social

HOW ARE WE DOING? – SURVEY 1

Please stay safe and enjoy the summer months!

EJCA の活動評価調査

EJCA Board

In January’s Moshi Moshi, the Board introduced its plan to
explore member satisfaction and communication. The
COVID-19 pandemic and its subsequent shutdown of all
activities at the Centre, gives us an ideal opportunity to pause
and reflect. Our first survey will focus on the Board itself.

EJCA 役員会

２０２０年１月号の「もしもし」で EJCA 役員会は会員の皆様が EJCA の活
動を評価する調査を計画していると発表しました。現在、COVID-19 のた
めに EJCA 会館が閉鎖になり EJCA の様々な活動が中止または延期さ
れています。これは EJCA の活動を評価するのに良い機会だとおもいま
す。先ずは調査の第一段階として皆様に EJCA 役員会の活動を評価し
ていただきたいとおもいます。

The Board of EJCA is composed of at least five volunteer
members who are elected at the Annual General Meeting
held in October each year. More information about the Board
may be found on our website.

EJCA 役員会は少なくとも５人の役員で構成されなくていなくてはならな
いと EJCA 会則できめられています。そして役員は毎年１０月の EJCA
年次総会で会員の投票によって選ばれます。EJCA 役員についての詳細
な規則については EJCA ウェブサイトをご覧ください。

Ultimately the Board is responsible for overseeing the
organization and its operation, ensuring its health and future
viability.

EJCA 役員会は EJCA を健全に運営し、将来にわたる活動の維持に責
任を持っています。

Directions: Please answer the questions and return to EJCA
by June 15th. The survey is anonymous, however if you
include your name and mailing address, you will be entered
into a draw for a Tim Hortons gift card. Answers will be kept
confidential and will be compiled into a report that will be
shared with the membership. Key findings will guide the
Board in setting its priorities.

調査の説明：調査票の質問に答えて６月１５日までにお返事ださい。調査
票は無記名ですが、もし名前と郵便アドレスを調査票に記述すれば、ティ
ムホートンのギフトカードの当たるくじ引きに参加できます。個々の調査
票の内容は役員会以外の誰にも公表されません。調査の結果は集計し
て EJCA 会員に公表し、役員会が EJCA の活動方針を決定するのに役
立てます。

Please respond to the online survey at:

https://forms.gle/3hNMexSWacoZdMEt7

オンラインの調査表はこちら: どうぞ日本語でお答えください。

https://forms.gle/3hNMexSWacoZdMEt7

またはこの「もしもし」の最後にある調査用紙を使って回答し、調査用紙を
EJCA まで郵送して下さい。EJCA の住所は下記のとおりです。

Or, fill in the survey form at the last page of this Moshi Moshi
and send to EJCA, 6750 88 Street, Edmonton, AB T6E 5H6.

EJCA, 6750 88 Street, Edmonton, AB T6E 5H6

家族の歴史を記録する

Honouring and Remembering Our Past
Paul Fujishige

ポール・フジシゲ

家族の中の高齢者が亡くなると家族の歴史がわからなくなることがよくあ
ります。家族の歴史は他人にはつまらなく思えても、日系カナダ人全体の
歴史としては価値ある出来事や社会の変化を反映しています。日系カナ
ダ人家族は４世代前、約１３０年前、までの歴史をたどることが出来ま
す。この１３０年間に日系カナダ人にはいろいろなことが起こりました。カ
ナダへ移民、カナダ社会への順応、太平洋戦争中の収容所生活、戦後
の生活の再建、戦時補償問題の解決などです。またカナダ人社会には
日本以外の人種的、文化的背景を持った人達もいます。そしてやはり興
味深い悪戦苦闘と勝利の歴史を持っています。
EJCA 役員会は会員の家族の歴史を「もしもし」に掲載して皆で共有する
という企画を承認しました。家族の歴史の話に字数の制限はありませ
ん。長い話は分割して「もしもし」に連続して掲載するか、または「もしも
し」には要旨だけを掲載して本文は EJCA ウェブサイトに掲載します。

All too often, the stories of our families are lost as our elders
pass away. Many stories are not just interesting – they can
be historically significant and reflect larger societal shifts.
Most families of Japanese ancestry trace their roots within
four previous generations in Canada. Although this covers
roughly 130 years, there have been many significant events
within that time. This includes stories of immigration to
Canada, adjusting to a new world, internment during the
Second World War, resettlement and redress. We also have
many members from other ethnic backgrounds with
interesting stories of struggle and triumph.

…次のページへ

…cont. to next page
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… from prev page
The EJCA Board has approved that The Moshi Moshi could
be a vehicle by which we share our members’ stories of
family members who you would like to honour. There is no
specific length required, just whatever you need to tell your
story. Long stories could appear in the series over several
Moshi Moshi issues or their summaries appear in the Moshi
Moshi and their entire stories will be posted in the EJCA web
site.

…前のページより

家族の歴史を調べるために役立つ情報源が幾つかあります。勿論家族に
聞くのが一番確実です。家族の系図を調べるには Ancestry.ca と
FamilySearch.org という系図情報専門のウェブサイト、新聞、移民の書
類、船の乗船者名簿、大学、バーナビーの日系カナダ人博物館などありま
す。
私がこの企画の責任者になって
皆様の家族の歴史の話を集めて
います。将来、家族の歴史を集め
て出版することも考慮していま
す。もし資料収集などに支援が必
要な方はお手伝いします。皆様の
貴重な家族史を投稿し歴史として
残そうと思われる方、是非投稿を
お願いいたします。

There are many sources you can tap into if you are interested
in researching your family history. Obviously your most
important source is your own family and the stories that have
been passed along. Sometimes you can even verify details
through other means like Ancestry.ca; FamilySearch.org;
newspapers; immigration records including passenger lists;
universities and the Nikkei National Museum in Burnaby.

私の連絡先は電子メールが
paulfujishige@shaw.ca 電話が
780-983-8834 です。

Paul Fujishige, a member of the Board will be gathering
stories in the coming months for future publication. He will
also be available to help you with writing your story, if you
would like. Contact him at paulfujishige@shaw.ca or 780983-8834.

Covid-19 Online Seminar – Virtual Check-in

館野医師による新型コロナウィルスについてのオンラインセミナー
大木 崇
5 月 23 日（土）午後 4 時から 5 時までアルバータ大学病院勤務の館野
透医師によるオンラインの新型コロナウィルスに関するセミナーがエドモ
ントン日本語サロンの会員を対象にして開かれ１３名が参加しました。

On Friday, May 22, 2020, EJCA member Dr. Blaine Mullins
led a video seminar on “How to maintain physical and mental
health”. Six EJCA members joined Blaine. For the first ten
minutes, we introduced ourselves and developed friendly
relationships. His first question was: if “Novel Coronavirus”
and “Covid-19” have the same meaning or something
different? I did not know they had different meanings! One
attendee answered correctly, “Covid-19 is the illness caused
by the novel coronavirus”.

館野医師による新型コロナウィルスの特徴と予防の話の後に質疑応答
の時間があり、新聞その他を読んでもわからなかった疑問が日本語の説
明を聞くことで氷解しました。出席者からはまた医療に関するセミナーを
開いて欲しいという要望がありました。次は私のノートからの抜粋です。

Then, he discussed that one of obstacles is that “change is
slow”. I understood “change is slow” meant the following. They
say “exercise or walk often” is good for your physical and
mental health. But I can not see improvement of my health
after I walked several times. You need to keep doing good
actions for a long period without stopping the actions. He
encouraged us to keep doing positive actions like walking on a
sunny day, caring for plants indoors and outdoor, and
exercising.
Another good news for me is to enjoy eating good food.
Japanese food is in general balanced well with required food
group items. “Feeling good after eating” is important. One
attendee mentioned that she lives by herself so “enjoying
cooking and eating” is difficult. She was glad as restaurants
are open and now she can enjoy food with friends.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

That lead to a talk about socialization that is another
important factor. The attendees are practing to walk with
friends, to attend online Yoga classes and to watch movies
together by online function. The Matsu no Kai is connecting
with the member often.
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現在は対症療法だけ。ワクチンと治療薬は開発中。
したがって、予防が第一！
石鹸で手を洗うことが予防に一番大切。石鹸とアルコールは新型コ
ロナウィルスの膜を壊して殺す。
携帯などの石鹸水で洗えないものは、アルコールを含んだ Wipe で
拭くとよい。
外出するときはサニタライザーを持ち歩くのがよい。戸外で家族以
外の人とは２メートルの距離をとる。
マスクの効用は、ウイルスを拡散させないことと目、鼻、口を触りにく
くすること。これらの場所を手で触ることで感染する。布のマスクは
石鹸で洗う。漂白剤も効果的。ドライヤーでの乾燥は殺菌力があ
る。
糖尿病の人でも血糖値の管理をしていれば感染率は健康な人と同
じ。
血圧の降圧剤の服用と感染率の関係なし。
授乳には感染予防が大切。感染者の母乳にウィルス無し。
妊婦と症状の重症化との関連無し。
自宅で過ごす子供の家庭内での事故に注意。
ペットからの感染無し。
糞便にウィルスありの可能性。
ウィルスはモノの表面に付着して数日生存する。
BCG の効果があるかは今のところ不明。
風邪の症状があって心配な人は感染しているかどうかの検査を受
けられる。

May – June 2020
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EJCA/ACL Centre Manager JOB POSTING –

EJCA/ACL 会館マネージャー公募のお知らせ

May 25, 2020
EJCA is inviting candidates for the Center Manager.
For further information about the Edmonton Japanese
Community Association, visit the website www.ejca.orga.

2020 年 5 月 25 日付け

役員会

エドモントン日本文化協会では会館マネージャーの公募を次のように行い
ます。エドモントン日本文化協会については Website www.ejca.orga を
ご覧ください。

Send:
1.
2.
3.
4.

a covering letter including reasons for your interest
your resume
at least one letter of recommendation
two reference names including title, relationship to
you, contact e-mail and telephone number
Email to:
brxmbrxm@gmail.com OR
Mail to:
EJCA
c/o Brenda Madsen
6750 88 Street NW
Edmonton, AB, T6E 5H6
Deadline:
Monday, June 15, 2020
Potential job start date: July 2, 2020
Contact brxmbrxm@gmail.com with questions.
A selection process and a potential job start date may be
delayed because of uncertainty caused by the Covid-19.

次の書類をメールで

brxmbrxm@gmail.com
郵送で EJCA c/o Brenda Madsen
6750 88 Street NW
Edmonton, AB, T6E 5H6

まで、または

必要書類:
1. 応募の理由・自己紹介などを含むカバーリング レター
2. 履歴書
3. 少なくとも一通の推薦状
4. 照会人二人（所属、役職名、応募者との関係、E-mail address
電話番号が必要）
応募締め切り:
２０２０年６月１５日（月）
職開始予定日:
２０２０年７月２日（木）
新型コロナウイルスの影響により、選考手順と仕事開始日は遅れる可能
性があります。

Specifications: Refer to https://bit.ly/2TBPHor for a complete
position description.

Position desciption の詳細は https://bit.ly/2TBPHor をご参照下さ

Reporting relationship: The Edmonton Japanese Community
Association (EJCA) Board
Relationship: The Argyll Community League (ACL) Board
Position: Part-time (about 0.5 FTE) wage position
Benefit: Vacation pay by %
Salary: Based of qualification (the past range was $18 - $25
per hour)

雇用主体：エドモントン日本文化協会
関連団体：アーガイル・コミュニティ・リーグ
仕事時間：約 0.5 FTE 相応
手当： ％による休暇支払い有
時間給：経歴や職歴により決める（これまでの実績は＄18-＄25）

い。質問は brxmbrxm@gmail.com

まで。

主な仕事内容：
•
会館の管理・運営
•
会館のビジネスマネジメント
•
会館利用者のマネジメント
求められる技能、知識：
•
高校卒業、英語会話と読み書きが流暢なこと
•
Apple/Mac の知識があること
•
コンピューターへのデータ入力や報告書作成ができること
•
連絡、情報交換などが適切にできること
•
スーパーバイザーがいなくても仕事遂行できること
•
異文化間の事情を理解していること
•
車を持っていること
•
時間外でも会館に問題があるときは対応できること
必須ではないが有利な条件：
•
ビル・会館などの管理の経験
•
英語の他に日本語が使える。

Typical Duties Include:
• Building Maintenance and Operation
• Centre Business (Rental) Management
Skills, Knowledge, and Requirements
• Grade 12 education or equivalent, and fluent in
spoken and written English
• Familiarity with Apple/Mac computer system
• Computer skills for data input, record keeping, and
producing monthly reports
• Ability to write complete and detailed reports
• Communication and interpersonal skills
• Organizational and time management skills
• Demonstrated ability to work alone to complete tasks
• Sensitivity to cross-cultural issues
• Must have a reliable vehicle
• Must be willing to be “on-call” for building problems.
Assets Desirable (But Not Required)
• Facility/building management experience
• Japanese language ability
12
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春の鳥

John Priegert

ジョン・プリガート

Many years ago I lived in Asakusa, near Ueno Station. I used
to walk to a small nearby station called Uguisudani, where I
could hear a birdsong while waiting for the train. I eventually
found that it was a broadcast from the station loudspeaker,
and the bird was the bush warbler, a bird I did not know from
Canada. What a wonderful way to pay respect to nature and
the history of the area.

随分昔のことになりますが、私は浅草に住んでいたことがあります。上野
駅の近くでした。よく鶯谷駅まで歩いていきました。プラットフォームで電
車を待っているとよく鳥の鳴き声が聞こえました。しばらくしてこの鳥の鳴
き声は実はプラットフォームのスピーカーから聞こえてくるのがわかりま
した。鳥は鶯でした。カナダにはいない鳥です。鶯谷駅で鶯が鳴いてい
る、なんという素晴らしいアイデアでしょう。自然に敬意を払い、歴史を大
切にしています。

Now I am thinking of birds of Japan and Canada that are
similar, and spring has brought the opportunity to write about
this topic. Ecology teaches us that similar environments may
be occupied by similar species, so I have chosen four similar
birds that are shared between the two countries.

春になるといろいろな鳥がエドモントンに来ます。同じ様な環境には同じ
鳥が来ます。それで今日は日本の鳥とカナダの鳥の４種類を比べてみま
す。西部カナダに春一番に渡ってくるのはカナダ雁です。カナダ雁は湖
の氷がまだ溶けていないころから渡ってきます。カナダ雁は水鳥です
が、湖の氷の上に立っているのも厭いません。カナダ雁は日本には飛来
しませんが、ガチョウはカナダと日本の両方にいます。

The first bird sign of spring in Western Canada is often the
iconic Canada goose, which arrives while the ponds are still
iced over, since the goose does not mind standing on frozen
lakes. The Canada goose has a distinctive colour, but one
other goose, the white fronted goose, lives in both Japan and
Canada. (Gachou)

カナダ雁に少し遅れてエドモントンに到着するのはロビンです。特徴のあ
る羽の色をしていますね。ロビンは実はツグミの仲間です。いろいろな種
類のツグミが日本にもカナダにもいます。ツグミは鳴き声の良い鳥が多
いです。
ロビンの次にエドモントンにやって来るのは燕です。燕は昆虫を食べる
ので昆虫が生育するまでエドモントンにやってきません。カナダの燕と日
本の燕は同じ種類です。日本では家の軒下に燕が巣を作ると幸運をも
たらすと言いますね。

A bit later in spring, the robin arrives in Canada. Also of a
distinctive colour, the robin is actually a thrush, and Japan
has several other thrush species as does Canada. Thrushes
often have beautiful songs.
(Tsugumi)

最後の鳥は鶴です。昨日(5 月 3 日)鶴の群れがエドモントンの上を飛ん
でいるのを見ました。。全部で多分数千羽はいたでしょう。小さな群れに
分かれて丸く輪を描いて飛びながらエドモントン市の上空のヒートウェイ
ブ現象で生じる上昇気流を利用しながら螺旋状に上昇していきました。
この鶴はカナダ鶴と言って日本の鶴とは違いますが、日本の鶴と同様な
習性を持っています。

Still later, swallows arrive in Canada. They wait until the
spring is advanced, since they eat insects and must let the
weather warm up so insects can appear. These are the very
same swallows that bring good luck to Japanese homes.
(Tsubame)
Finally, yesterday on May 3rd, I saw and heard the flights of
cranes that flew over Edmonton on their way to their nesting
grounds. Several thousand were moving north west in
several smaller groups, calling and circling to gain elevation
in the warm air currents over the city. They were sandhill
cranes, not the beautiful white cranes of Japan, although
they have similar habits.
(Tsuru)

Quiz!
Which are
Robin,
Swallow,
Sandhill crane,
Canada goose?
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Moshi Moshi

About AG5 Project

AG5 取り組みの紹介

Sachiko Motoda

エドモントン日本語補習授業校 一年生担任 元田幸子

Grade 1 teacher at the Metro Edmonton
Japanese Community School

AG5（エージーファイブ）とは、公益財団法人海外子女教育振興財団が文
部科学省より委託された「在外教育施設の高度グローバル人材育成拠
点事業」（事業の趣旨は下記のとおり）のことです。高度な（Advanced）グ
ローバル人材（Global human resources）の育成を目的として 5 つの研究
テーマを取り扱うことから「AG5」と名付けられたものです。

At the Metro Edmonton Japanese Community School, Mrs.
Nagakura, the principal of the school, and I are participating
in an international educational project called AG5. The project
is sponsored by the Ministry of Education of Japan and Japan
Overseas Educational Services and is aiming at cultivating
highly advanced global human resources by education. The
project has five research themes and that is why the project
is called AG5 Project in short.

この AG5 の取り組みにエドモントン日本語補習校から長倉校長と元田が
協力しています。ここに AG5 の活動を皆さんにご紹介したいと思います。
AG5 の参加校は日本、アジア、ヨーロッパ、北米と様々な国と地域の日
本人学校、日本語補習授業校が参加しています。私立校からも参加され
ています。昨年度の取り組みは、ホスト校が日本から派遣された先生の
指導を現地で受け、様々な指導法を実践されました。協力している教師
は、オンラインでワークショップに参加しました。その内容を紹介します
と、すぐに役立つ授業技術ワークショップ：ビブリオバトル（書評合戦）の
実践方法、創作アフレコを用いた学習活動（小６単元「鳥獣戯画」を用い
て）など大変印象に残っています。

Participating in the AG5 project are Japanese language
schools, Japanese language supplementary schools and
private Japanese schools in Japan, Asia, Europe and North
America. Last year, the AG5 Project sent instructors to
overseas schools to teach local teachers various teaching
methods. Those teachers at local schools then teach the
method to other teachers online. The new teaching methods
are unique and innovative such as using workshops and book
critique.

２０２０年度は従来の取り組みが一変し、現在コロナ禍対策の事案で情
報交換会がオンラインで頻繁に行われています。日本語補習授業校、日
In 2020, the AG5 Project has changed its approach to its
本人学校だけでなく、国内の学校でもオンライン授業に関する模索が続
research themes. Under the COVID-10 environment, online
いています。そこでネット環境や機材が日本の学校より整っている日本
teaching is frequently used and how to use online teaching
語補習校の取り組みが AG5 を通してじわじわと興味を持たれ始めたと感
effectively is one of the focal points of research. All schools
じています。それはミーティングの参加者数が 10 名ほどから 60 名以上
participating in AG5 Project are currently searching for an
に増加しているからです。現在の教育環境は、世界共通にして困難な時
effective method of using online teaching tor their pupils. In our 代へ突入しています。AG5 は、この困難な状況において、世界にいる教
discussions with other schools, we have found that generally
師をつなぎ、日本の教育指導者とも協力して、より良い指導を生徒に提
speaking overseas Japanese language supplementary schools 供する上で大きな役割を果たすと期待されていると思います。

like our school are better prepared for online teaching than
schools in Japan because we have better facilities for online
teaching than them. More and more teachers in the schools in
Japan are participating in online discussions to learn how we
are using online teaching. The discussion group started with
10 participants but now has over 60 participants. AG5 Project
is contributing to develop a network of Japanese educational
instructors and teachers of Japanese language at schools all
over the world and to find better teaching method in the current
difficult conditions for education.

2020 年は「ピンチがチャンス」になる節目になるかもしれません。世界の
生活様式が変化していく中、教育現場も変化しています。この過程で
AG5 の取り組みが益々注目されていくと思います。AG5 が、教師にとっ
ては、指導法の見本市のような存在に、そしてその指導法を教室で実践
した効果を世界中の学校と共有することで、教育の向上につながることを
私は願っています。

ＡＧ５website: https://www.ag-5.jp/post/detail/13

Year 2020 could be a critical year in which we can convert a
crisis into an opportunity. I wish that AG5 Project can be a
tool to make this happen and provide us with new methods
and tools for teaching Japanese and improving the quality of
education we give to our pupils. AG5 website:
https://www.ag-5.jp/post/detail/13
エドモントン補習授業校教員募集のお知らせ
2020 年 9 月から、当校で国語を教えてくださる教師を募集しておりま
す。興味のある方は下記の要領でお申し込みください。
担任学年:
中学 1 年
勤務時間授業：
毎週金曜日(年間 40 回及び 11 月の最終土曜日)
原則として 5:45 - 8:45 土曜日：12:00 - 4:30
教師会：
月に 1 回 (月曜日または火曜日の 6:30~8:00)
教師セミナー：
年 2 回 (土曜日約 2 時間 30 分)
借用している学校の都合で、年に数回授業日が水曜日または木曜日に
なることもあります。

校 舎:
資 格:

Harry Ainlay School (4350 111 St, Edmonton)
流暢な日本語能力を有し、カナダで就労できるビザを所有し
ている方。子どもたちを教えることに情熱と関心のある方であ
れば、必ずしも教員免許を持っている必要はありません。
報 酬: 初任給週＄104
教 材: PowerPoint その他の教材は全て準備してあります。
応募方法: 履歴書を長倉由紀子補習校校長 (ynaga@shaw.ca) にメー
ルでお送りください。ご質問のある方はご連絡ください。
選 考: 履歴書を頂いた後、ご都合の良い日に、面接を行って決めます。
Website https://sites.google.com/site/mejcs8/
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Hello from the Library Work Group!

Moshi Moshi

EJCA 図書室からご挨拶

Cathy Tennant

At the beginning of the year, we started working on several
projects to make the library more user-friendly and the
collection more current. In order to do this, we had a number
of steps to complete:

キャッシー・テナント

今年のはじめに私達図書室ワークグループは幾つかの新しいプロジェク
トを始めました。いずれも図書室を皆様に使いやすくし、また蔵書を新し
くするためにです。
１．図書管理のコンピュータソフトウェアを新しくして、蔵書の情報を新し
いデータベースに移行する。現在蔵書数は 3500 冊もあるので大変時間
のかかる作業です。コンコーディア大学で図書館技術士をしているアデ
リーンの指導の下に作業を進めています。新しいシステムの導入が完了
すると、皆様は自宅からオンラインで本その他の検索ができます。

1. Research library computer software available and transfer
all the collection information to the new database (over 3500
items). This is the most time-consuming project and is being
lead by Adeline who is a library technician at Concordia
College. Once this is complete, anyone will be able to easily
search for items from any computer (even from home).

２．現在の蔵書の整理をします。過去の借り出し記録を調べて、EJCA 図
書室に必要なものと必要ないものを区別し、必要ないものは廃棄してデ
ータベースからも抹消します。

2. Review the current collection to make sure we are only
keeping the most suitable and interesting items for EJCA
members of all ages. The first job was to review reports on
the frequency of borrowing and retrieve overdue books. Next,
items that are no longer needed will be removed and the
database information will be matched to the items we
actually have in the library.

３．新しい蔵書の発注。皆様にどのような蔵書を希望するかお聞きしま
す。
４．その他にもいろいろと新しいアイデアを導入します。返却箱をもうけて
図書室が閉まっているときでも本の返却を可能にします。新しい本は本
棚の「新しい本」のところにまとめて展示します。これはもっと EJCA 会員
に本に親しんでほしいというアイデアです。

3. Order new items for the library. We will be asking for lots
of input from the membership to help us decide what to add.
4. Other changes will include a “Return Box” to make it easy
to return items when the library is closed, a “New Item” shelf
so newly acquired books/videos can be highlighted, a more
organized “Hobby” section, and updated equipment.
The last project will be to encourage more EJCA members to
become regular borrowers or to just come in and enjoy visiting!
Who is borrowing from the library these days? A number of
members borrow on a regular or occasional basis but over
the past 12 months we have seen a huge increase in the
books being borrowed every week by parents and their
young children. Efforts were made to introduce parents to the
library, and to make sure the library is open when Nihongo
Kids and Baby Salon are meeting. But the biggest reason for
the increase in borrowing was responding to the request for
more current/modern children’s books written in Japanese
and the generous donation of 50 children’s books from the
Japan Foundation.

この一年で本の借り出し数が増加しました。これは子供のために日本語
の本を借りる人が増えたからです。お子さんを持つ保護者に図書室の案
内をし、図書室を日本語キッズとベイビーサロンのある日に開いていま
す。保護者の要望を聞き日本から新刊書を取り寄せたり、国際交流基金
―トロントから５０冊の子供向けの本を寄贈していただくなど、蔵書を増
やす努力をしています。
過去２ヶ月の間、COVID-19 の影響で図書室は閉まっています。プロジェ
クトの完了は COVID-19 の状況次第です。図書室ボランティアの現状を
お知らせします。アンドリューとモーガンは大学の科目を終了しました。
論文も試験もオンラインでしたそうです。アデリーんとアンドリューは会社
の仕事を家でしている他に、蔵書の情報を新しいデータベースに移行す
る仕事も家でしています。マイクは自宅で返却箱を作っています。律子さ
んはボンジュールパン屋で働いています。リズ、ジムと私もあれこれと用
事を見つけては退屈しないようにしています。
では図書室が開いたらまたお会いしましょう。

The Library Work Group has not been at the library on our
regular Tuesdays for the past two months so our anticipated
deadline for completion will change depending on how the
COVID-19 situation evolves. So, what have the library
volunteers been doing? Andrew and Morgan finished their
university courses and completed their papers and exams
online. In addition to working from home at her regular job,
Adeline and Andrew have been working on the transfer of
EJCA library information to the new database, also from
home. Mike has been making our new Return Box in his
home carpentry shop and Ritsuko has been helping at
Bonjour Bakery. Liz, Jim and Cathy have been finding little
activities to keep from being bored.
We are looking forward to welcoming you back (or for the
first time) to an exciting, new library. Until we can visit
together again, please stay safe and well!
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Moshi Moshi

EJCA の新しいウェブサイト 報告 2

EJCA Web Redesign Project - Update 2

ステファン・グロスマン

Stefan Grossman
EJCA のウェブサイト・デザイン・チーム（大木早苗、アンドレ・プレフォン
テイン、エルドン・キムソン、ステファン・グロスマン）はこの数ヶ月 EJCA
ウェブサイトのデザイン更新のためにいろいろな選択肢を比較検討して
きました。EJCA 役員会への最終的な提案をしました。ウェブサイトの新
しいデザインと言いましたが、単にウェブサイトがどのように見えるかだ
けではなく、ウェブサイトを使って EJCA の現在の事務の問題をいくつか
一度に解決するようにしています。例えば EJCA 会員登録と維持、EJCA
のイベントへの登録、会員へのメールなどもウェブサイトから直接できる
ようになります。

The EJCA website redesign team (Sanae Ohki, Andre
Prefontaine, Eldon Kymson, Stefan Grossmann) has been
diligently working over the last past few months to evaluate
options, get hands-on experience with the favourite web
design tools we have found and make recommendations to
the EJCA Board. I want to remind you that this project
involves far more than just new 'website' changes. In fact, the
new web site will be a complete solution to the current
problems of updating the membership list, managing EJCA
events and e-mailing out to members.

4 月 30 日に役員会がチームの提案を承認しました。チームは現在のウ
ェブサイトから新しいウェブサイトに情報の移動を始めました。この夏い
っぱいで移動を完了する予定です。次に EJCA 会員登録を更新する時
に新しいウェブサイトの機能に気づかれると思います。ご自分で会員登
録を更新できます。また内容（名前、住所、パスワード）の更新も出来ま
す。クラブの紹介ページも同様に更新できます。更新はすべて自宅のコ
ンピューターからもスマートフォーンからも出来ます。インターネットは使
わない、よく知らないという人も心配いりません。EJCA で従来通りインタ
ーネットなしでお世話いたします。

Since the Board approved our projected plan on April 30, we
have started migrating some functionalities in the current
web site into the new 'backend' and will continue doing so
over the coming summer.
As an EJCA member, you will first likely to notice a new
technology in the web site when we make the "self serve"
membership management active. This means you will then
be able to update your personal details (such as addresses,
names, passwords) as well as association and club
membership details from the comfort of your web browser at
home and or even through a mobile application on your
smart phone! No worries - to those of you who don't
communicate 'online' with the EJCA, we will still take care of
you just as before.

イベントの登録も新しいウェブサイトから行います。今年の年末までに新
しいウェブサイトのデザインと機能を完了したいと計画しています。新し
いウェブサイトで会員との連絡を現在より早く、易しく、もっと魅力的に行
うことが出来るようになります。「もしもし」は現在同様印刷版、ウェブサイ
ト版を維持します。EJCA 会員だけでなく、カナダ中、世界中の人達にも
魅力的な役に立つウェブサイトになると思います。

Over the rest of this year, we will give our website (ejca.org)
a fresher, more modern look, and make it more appealing to
all of you and our virtual visitors from all over the country and
the world.

EJCA のクラブと会員の皆様に：新しいウェブサイトに載せたい話、写
真、動画をお持ちの会員の皆様、クラブの紹介、活動、イベントを更新し
たい方々はチームにご連絡下さい。新しいウェブサイトが完成したときに
このような話、写真、動画、クラブの紹介が載るようにする準備を支援い
たします。

To Clubs and EJCA members: If you have a story to share,
or want to update your club’s presentation on the EJCA web
site, please get in touch with us and start thinking about text,
photos and videos you want to place on the EJCA web site
so that when the new EJCA web site gets ready, your club
will be there with a new face. The Moshi-Moshi will still be
around both in the current printed form and a web page on
the EJCA web site but the new web site will allow us to
communicate with EJCA members better, faster and easier,
and will support the EJCA for the coming years in the best
possible way.

Event Calendar 2020 (Tentative dates)
Online Seminars
Heritage Festival Special version
Teens Summer Camp
Kids Summer Camp
Online NAJC AGM and Conference
EJCA Annual General meeting
Fall Bazaar
Christmas Party

2020 年行事予定

May 22 and May 23, 2020 5 月 22 日、23 日
Sat.-Mon, August 1,2,3,2020
8 月 1,2,3 日
On hold
未定
On hold
未定
Fri.-Sun., Oct, 2,3,4,2020
10 月 2，3，4 日
Date: To be decided
未定
On hold
未定
On hold
未定
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Online セミナー
ヘリテージ祭り
ティーンズ日本語・日本文化キャンプ
キッズサマーキャンプ
全カナダ日系人協会年次総会、会議
EJCA 年次総会
秋のバザー
クリスマスパーテイ
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“Nijiiro no Satō - This and That”

Moshi Moshi

Mieko Fedrau

When Emily Carr’s name is mentioned, images of west
coast rainforests and totem poles often come to mind. She
is generally known as an eccentric artist from Victoria,
B.C.—one of Canada’s most celebrated painters. However,
not much attention is shed on her creative writing. I believe
that, if people get to know her a little more, there will surely
be many more fantastic fans. I decided that I would
introduce her to a Japanese audience by translating her
collection of short stories, This and That (A. Switzer, Ed. TiJean Press, 2007), which were written in the last few years
of her life.
Emily Carr’s memoir is written with a purity and clarity that
reminds me of the beloved Canadian book series, Anne of
Green Gables by Lucy M. Montgomery. This series was
very popular with a Japanese audience, even making Prince
Edward Island a place of pilgrimage for fans in Japan. Carr
and Montgomery even lived around the same era—when
Canada was gradually gaining independence from the
British Empire—making their works similar in tone.
However, the main difference is that Carr’s writing was not
well received during her lifetime, especially in the
conservative society of Victoria. The manuscript for This and
That was lost and forgotten in the dusty B.C. archives for
many years. It wasn’t until 2007 that Switzer published the
English version of the book—62 years after Carr’s death.

『虹色の砂糖

あれやこれや』

フェドロー 美恵子

エミリー・カーという画家をご存知ですか。「ああ、あの森とかトーテム・
ポールの絵ね」、「面白い小説も書いたんですってね」、「ビクトリア出身
よね。かなりの変人だったんでしょ？」等々、皆さんそれぞれに、色んな
印象をお持ちなのでは？全部正解です。でも、意外と知られていないこ
とがたくさんあるんです。彼女の人となりがもっとよくわかったら、熱烈な
ファンが急増すること間違いなし！そう奮起して、彼女が人生最後の 1
年半に執筆した This and That (A. Switzer, Ed. Ti-Jean Press, 2007)
を和訳し、自費出版するに至りました。今回は、エミリー・カーと This
and That 並びにその日本語翻訳本を簡単にご紹介いたします。
「熱烈なファン」と言えば、幼い頃に「赤毛のアン」を読んで、アンの純粋
さや強さに憧れた人が多いのでは？カナダの東部、プリンス・エドワード
島で、ルーシー・M・モンゴメリが執筆した物語。多くの日本人ファンが
PEI を巡礼地のように訪れました。実は、このモンゴメリとカーはほぼ同
時代の人なんです。エミリー・カーは、1871 年 12 月 13 日生まれ、1945
年 3 月 2 日に 73 歳で亡くなりました。カナダが漸進的にイギリス帝国
からの自立を果たしていく時代を生きた人ですが、彼女を取り巻いてい
たカナダ西部の社会、特にビクトリアは超保守的で、生前はあまり評価
されませんでした。この This and That も、B.C.公文書館で埃をかぶっ
ていた原稿を編者が発掘し、校正と編集をして 2007 年に出版したもの
です。カーの死から何と 62 年後のことでした。

If I were to describe Carr’s style in a short phrase, I would
personally call it “restrained liberalism.” She resisted orders
and constraints of society and kept trying to achieve her
own goals no matter how much time and effort they took.
Throughout her career as an artist and writer, she stoically
pursued the true value of her subjects. It is a little-known
fact that she was a charming, kind and extremely sensitive
individual.
This and That is a collection of 61 autobiographical short
stories in a non-chronological order. The Japanese
translation, Nijiiro no Satō, has illustrations for all 61 stories,
and can be enjoyed by teenagers and seniors alike. All
proceeds will be donated to Emily Carr House for its
maintenance, operation and art programs they offer in the
community.

彼女の思想を一言でいうなら、「節度あるリベラル」とでも言えるでしょう
か。人や社会から命令されることは大嫌い。でも自分がやりたいこと、や
ろうと決心したことは時間がかかっても正当な手段で、必ずやり遂げるタ
イプ。芸術家、さらに小説家としての創作活動では、対象の真価をとこと
ん追求しました。でも、意外にとってもチャーミングで、優しく繊細な心の
持ち主なんです。

I will stop here, but wish to mention that this year is the 75th
anniversary of her death and the next will be the 150th
anniversary of her birth. I sincerely hope that many more
people will be interested in the life of Emily Carr, who is one
of the greatest artists in Western Canada. If you are
interested in reading the Japanese translation of This and
That, please contact me by e-mail.
mieko.fedrau@telus.net

This and That には、彼女の実体験に基づく 61 の逸話がランダムに散
りばめられています。翻訳本『虹色の砂糖』の全 61 話にはイラストを挿
入しました。小学校高学年からお年寄りまで楽しめる本です。運良く多
少なりとも収益があったら、エミリー・カー・ハウスの維持管理と活動の
支援金として寄付させていただくことになっています。
長々と語りましたが、これを機にカナダ西部が誇る芸術家、エミリー・カ
ーに、さらに多くの方が関心を寄せてくださることを願っています。因み
に、今年は彼女の没後 75 周年、来年は生誕 150 周年にあたります。
翻訳本に興味のある方はどうぞメールにてご連絡ください。
mieko.fedrau@telus.net
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Chimaki Rice in Kagoshima

Moshi Moshi

鹿児島のちまき

Noriko Taira

平 紀子

みなさんこんにちは！3 月中旬からロックダウンが始まり、はや 5 月で
す。５月といえば思い出すのが、わたしの故郷鹿児島の季節のお菓子
ちまきです。カナダ生活も 14 年になりますが、わたしは姉妹しかいなか
ったこともあり、5 月といえば鯉のぼりよりもこの「ちまき」を思い出します。

How are you doing in the new corona virus environment?
Social distancing started in March and we are already in
May. May reminds me of a local food I used to eat in May
when I was a small girl in Kagoshima Prefecture in
Japan. Chimaki is steamed sweet rice wrapped in a
bamboo shoot leaf. It is one way to make preserved food
out of sweet rice. It has a long history. It is said that
Toyotomi Hideyoshi’s army used it as portable rations
when they invaded Korea in 1592 and Satsuma’s army at
the battle of Sekigahara in 1600.

アルカリ性食品で竹の皮に包まれているので保存がききます。古くは豊
臣秀吉の朝鮮の役や、関ケ原の戦いで薩摩の兵も兵糧食としてちまき
を携帯したそうです。わたしが小さい頃は祖父母の家の近所ではどこの
家も外に大鍋を出し火を炊きながら、ちまきを作っていました。鹿児島
の 5 月の風物詩でした。しかし小さい頃はもっとポテトチップスなどのジ
ャンク系のお菓子が好きで、ちまきはあまり好きではありませんでした。
大人になってから懐かしさとともにおいしいなあ、と感じます。

Every family in Kagoshima use to makes chimaki at
home in May. When I was small, I rather preferred potato
chips and other junk food to chimaki. But now I really
miss chimaki. It takes time to make chimaki and making
chimaki at home is not popular in Kagoshima now.
People can buy it at a convenience store. Now when you
make it at home, you first have to pick up bamboo shoot
leaves a year before you make chimaki, dry them and
keep them for a year. Then you soak them in water for
three days to get rid of the lye by ash, and soak sweet
rice in the ash water for two days. Wrap sweet rice in a
bamboo shoot leaf as shown in the picture below. This is
not easy for me. But my mother can do it quickly one
after another. Lastly you steam them for one and a half
to two hours.

ちまき作りは手間がかかるので、最近は家でちまきを作る方はかなり減
りましたが、今でも実家の母は作ってくれています。ちまきの作り方は
「手間がかかる」と言いましたが、作る 1 年前の春からちまきを包む竹の
皮を山へ取りに行き、干すところから始まります。最近はスーパーでも
売っていますが、たくさん作る人は昔ながらに山へ取りに行きます。
簡単に作り方を説明すると、3 日前から竹の皮を水に浸しておきます。
灰を使ってアク汁を作ります。(スーパーなどでも最近は買えます)その
アク汁にもち米を 2 日ほど浸けます。ここまでが下準備。
ちまきづくりの当日、水に浸し洗っておいた竹の皮にアクで浸けたもち
米を入れて巻いていきます。写真の感じです。(写真はうちの実家のち
まきづくりのものです)母たちは年季が入っていて、ササッと巻いていき
ますが、わたしはそういうわけにはいきません。
巻きながら外でちまきを炊くように大釜の準備をして、1 時間半から 2 時
間ほどちまきを炊きます。出来上がりはこんな感じに！

When you open the bamboo shoot leaf, you can see
brown-colored sweet rice. The rice is soft and sticky. You
can eat it with sugar and fried soy bean powder. It tastes
simple but good. You can buy it at Rakuten, Amazon and
JA Kagoshima. Please try it. I am sure you will like it.
This is my local food. What is yours?

アク汁に浸すので、なんとも言えない光沢ある色に！味もアク汁の風味
が入っているので、ちょっと表現しにくいのですが、柔らかくモチモチ！
これにたっぷりの黒砂糖と(砂糖なら
なんでもよいです)たっぷりのきなこ
を付けていただきます。素朴な味で
すが、病みつきになる美味しさなの
です！！
最近は楽天や Amazon、JA 鹿児島
経済連でも購入できるようで、サイト
を見てわたしもち米驚きました！
ぜひみなさんも鹿児島の味を試して
みてくださいね。またあなたの地元
の特産品もおしえてください。

Variation of Chimaki ちまきにはいろいろな種類があります。

Bamboo leaves and sweet rice

Bamboo leaves and Kuzu
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Matsu no Kai (55-and-up Club)

Moshi Moshi

松の会

Alan Davis

Normally, 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.

アラン・デイビス

松の会は通常毎月第４水曜日 EJCA センターーで開かれます。55 才以
上の EJCA 会員が入会出来ます。
3 月 11 日の例会で COVID-19 のために 4 月の例会を中止することに
決めました。その時に私はこれは少し大げさ過ぎるのではないかと思い
ました。会員も同様に思ったでしょう。しかし会員の健康を第一に考えま
した。4 月の例会は中止になりましたが、会員の活動としてホームレス
のためのマットレス作りは続けています。冬の来る前に完成してホーム
レスへ寄付する予定です。マットレスの作成にはプラスティックの買い物
袋を使います。最初に袋を細く裂き、丸いボールにします。写真を御覧く
ださい。

At our last club outing on March 11 we decided to cancel the
next meeting due to the pending threat of COVID-19. I felt
at that time, and I am sure the others felt as well, that we
might be over-reacting, but we would be better to be safe
than to have one of our members become ill. We did make
some effort to provide activity for those who would be
interested. Club members have been making sleeping mats
for the homeless and mittens made from polar fleece that
we expected to donate as the winter weather arrived. The
sleeping mats are made from plastic shopping bags. The
first step is to slice the bags into strips, which are the rolled
up in large balls of “Plarn” (plastic yarn).
When the day of the first (missed) meeting arrived we put
together a short newsletter that we sent out to club
members. That was well received so we did it again two
weeks later.
The May 20th newsletter will be our fifth biweekly newsletter.
That will mark 10 weeks that we have been stuck at home!
In addition to the newsletter I try to contact everyone in the
club on the day the newsletter is sent out. As of May the 6th
I am happy to report that everyone was free of the virus,
some are busy with gardening, some with crafts, and some
are really bored. I think everyone is looking forward to when
we can get together again.

4 月の例会は中止になりましたが、例会の日にニューズレターを会員に
配布して喜ばれました。5 月 20 日の例会の代わりにやはりニューズレ
ターを出します。ニューズレターは 2 週間に一回出しています。私はニ
ューズレターを配布する日に会員全員に電話をしています。5 月 5 日現
在、会員の誰も COVID-19 に感染していません。庭仕事、手芸をして忙
しくしている会員もいますが、自宅にこもりきりで退屈でしょうがないとい
うのが大多数の会員の現状です。皆とまた一緒に会いたいと切実に思
っています。

I hope everyone is observing all the cautions that the
authorities have suggested. The more effectively we stop
the spread of the virus, the sooner we can return to a more
normal life.

COVID-19 感染対策をしっかりと守れば、それだけ早くまた例会が開け
ます。松の会へ興味をお持ちのかたはどうぞご連絡ください。

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)
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Condolences on the passing of Bonnie Aiko
Ohashi

お悔やみ ボニー・アイコ・オオハシ

Bonnie Aiko Ohashi passed away peacefully
on April 6, 2020 following a short battle with
medical complications. She had fought
cancer four times in the past with great
resilience and grace.

ボニー・オオハシさんが２０２０年４月６日にお亡く
なりになりました。オオハシさんは４回も癌と闘病
しそのたびに回復しました。
オオハシさんブリティッシュ・コロンビア州スロ
ーキャンで生まれ、ピクチャービュートで育ちま
した。１９６５年にアルバータ大学の医療検査
科学プログラムの第一期生として卒業しまし
た。その後３０年間アルバータ大学で医療検査
科学を教えました。

Bonnie was born in Slocan, B.C. and grew
up in Picture Butte, Alberta before moving
to Edmonton to attend the University of
Alberta. She graduated in 1965 as one of U
of A’s first graduating classes in Medical
Laboratory Science and continued as a
lecturer at the U of A for over 30 years on the
subject.

オオハシさんご夫婦（ボニーとケン）には二人の子
供（ライアンとヘザー）、二人の孫がいます。ボニー
とケンは二人共過去に EJCA の会員でした。ボニーは
日本から新しく来た会員を親切に EJCA へ迎え入れて、
会員に親しまれました。

She and her husband Ken had two children, Ryan and
Heather (Crooks) who along with 2 grandchildren and many
family members will miss her kindness and strength.
Both Bonnie and Ken were EJCA Board members in the
past and contributed greatly to the association. Bonnie's
caring for new EJCA members from Japan was especially
appreciated
Full obituary can be found in the Edmonton Journal
Obituaries.

Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups
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>

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>

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: Tiago Santos <tiago.rubin.s@gmail.com

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>

JETAANA－JET Alumni Association of Northern Alberta
Contact: Jesse Moore jamwerd16@gmail.com

Jodo Club
Practices: Every Sunday 3:00 pm-5:00 pm
Contact: Hideji Ono 780 458-7269 <hideji.ono@shaw.ca>

Nobara Chorus Group
Practices: 1st & 3rd Wednesday
10:00 am - 12:00 noon
Contact: Ritsuko Chartrand < ritsukochartrand@gmail.com >

Karaoke Club
Practices: 1st and 3rd Friday of each month, 7:30-10:00 pm
Contact: Takashi Ohki <ohki@shaw.ca>

Table Tennis Club
Practices: 1st and 3rd Sundays of each month, 12:45-2:45 pm
Contact: Sanae Ohki < sanaeohki@shaw.ca >

Kimono de Jack Club – Wear Kimono
Contact: Tamara Sutherland <kdjnorthab@gmail.com>
Facebook: <FB.com/Dorotha>

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance
Practices: Mondays, 1:30-4:00 pm
Contact: Keiko Frueh < keikofrueh@shaw.ca>

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>
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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

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

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

Board Directors
Yukiko Nagakura
John Priegert
Paul Fujishige

Culture Programs Work
Group
Mineko Koto
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

Communications Work
Group
Carley Okamura
Jim Hoyano
Sanae Ohki

Finance Committee
Bob Tennant
Jim Hoyano (Chair)
Paul Fujishige
Sanae Ohki

EJCA-Argyll Joint
Committee
Brenda Madsen
Sanae Ohki
John Priegert

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

NAJC Liaison
Takashi Ohki

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

EJCA Mission & Vision Statements
VISION STATEMENT

Published by
Edmonton Japanese

The Edmonton Japanese Community Association is a community of members whose
vision is to create a shared experinece of Japanese and Canadian culture.

Community Association

MISSION STATEMENT
The Edmonton Japanese Community Association builds a supportive community to

Editorial Address:

explore Japanese and Canatian cultural sharing by:

6750 - 88 Street

•

Providing a facility for groups interested in Japanese cultural matters;

Edmonton, Alberta

•

Creating and delivering services, programs and events;

•

Creating partnerships between EJCA and other Edmonton area

T6E 5H6

organizations and Japanese Canadian organizations;
Tel: (780) 466-8166

•

website: www.ejca.org

national reganizations 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

e-mail: office@ejca.org

Editors:
Takashi Ohki
Sanae Ohki
“Moshi Moshi is a publication of the
Edmonton Japanese Community

Acting as a represntative of Japanese Canadian people to provincial and

基本理念
エドモントン日本文化協会は日本文化とカナダ文化を皆と一緒に理解し振興しようという人達の集まり。
活動方針
•
基本理念を実行するために次のような活動をします。
•
日本文化及びカナダ文化に興味を持つ人たちに施設を提供する。
•
基本理念に関連したサービス、プログラム、行事を企画し、提供する。
•
エドモントン地区の他の団体や日系カナダ人の団体と提携して活動する。
•

基本理念を共有するアルバータ州やカナダの団体の会合や協議にエドモントン地区の代
表としての参加する。

Association. Its objective is to
disseminate information of interest to
the Japanese community and those
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Survey 1 – The Board May 2020
Online Survey at https://forms.gle/3hNMexSWacoZdMEt7. Pleasae return the following form if you cannot do online.
Directions: Please answer the following questions and return to EJCA by June 15th: EJCA, 6750 88 Street, Edmonton, AB
T6E 5H6.The survey is anonymous, however if you include your name and mailing address, you will be entered into a draw
for a Tim Hortons gift card. Answers will be kept confidential and will be compiled into a report that will be shared with the
membership. Key findings will guide the Board in setting its priorities.

Question #1:
The following are primary Board functions. Check off the 3 most important Board functions, in your opinion.
_____ Financial Management (budgeting; avoiding debt; financial contributions)
_____ Communicating with Members (Moshi Moshi; E-mails; Website; Letters)
_____ Management of Personnel (Centre Manager; Events Coordinator)
_____ Facility Upkeep (cleanliness; up-to-date equipment; adequate supplies; avoidance of hazards inside and
outside)
_____ Membership (volunteer opportunities & recruitment)
_____ Club Support (communication; financial assistance)
_____ Activities (number and type; accessibility; advertising)
_____ Japanese Culture Sensitivity (language; activities; customs)
Question #2:
Give us your positive feedback in any of the above areas that you have experienced. Specific examples are welcome.

Question #3:
Give us your feedback on any of the above areas that we could improve. Specific examples would be helpful.

Question #4:
What would you like to see your Board doing in future? Could be more of a specific area or something new.

Thank you for your responses. Please give us your name and address if you would like to be entered in our Tim
Hortons gift card draw. Name (Optional) ______________________________________
Mailing Address (Optional)___________________________________, Post Code________
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EJCA の活動評価調査

１（EJCA 役員会 2020 年 5 月）

Online の調査票へのリンク：https://forms.gle/3hNMexSWacoZdMEt7 Online で返答できない方は以下の用紙をお使いください。
調査の説明：下記の調査用紙の質問に答えて６月１５日までに調査用紙を EJCA までご返送ください。調査は無記名ですが、もし名前と
手紙用の住所を調査用紙に記述すれば、ティムホートンのギフトカードの当たるくじ引きに参加できます。個々の調査用紙の内容は役員
以外の誰にも公表されません。調査の結果は集計して EJCA 会員に公表し,役員会が EJCA の活動方針を決定するのに役立てます。
質問

１

EJCA 役員会の主要な役割が下に書いてあります。EJCA 役員会の最も大切な役割とあなたが思うものを下記の中から三つ選んでチェック
してください。
―――財政の管理（予算、借金を避ける、EJCA の活動や他の団体をを金銭的に支援する）
―――会員とのコミュニケーション（もしもし、電子メール、ウェブサイト、手紙など）
―――EJCA 職員の管理（センターマネジャー、行事調整係など）
―――EJCA センターの管理（衛生管理、器具の管理、消耗品の管理など）
―――会員の管理（ボランティアの機会の創造、公募など）
―――EJCA クラブの支援（コミュニケーション、金銭的援助など）
―――EJCA の活動（活動の種類、会員の参加状況、公告など）
―――日本文化を EJCA の活動で重要視する（日本語の使用、日本文化関連の活動、日本の習慣の保持など）
質問

２

上記の EJCA 役員会の役割で、EJCA がよくやっているとあなたが思うものついて具体的な感想を書いてください。

質問

3

上記の EJCA の役割についてあなたがこうすればもっと良くなると思うものを具体的に書いて下さい。

質問

4

将来、EJCA 役員会にどのような役割を期待しますか？具体的に活動分野や新しい活動を具体的に書いて下さい。

調査に協力していただいてありがとうございました。お名前と郵便用住所をお書きの方はティムホートンのギフトカードがあたるくじ引きに参加できま
す。

名前（郵送するので英語でお願いします。任意） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
郵便用住所（任意）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___________＿＿＿＿＿_________、Post Code:＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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