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PRESIDENT’S CORNER

会 長 便り

/ Sanae Ohki

/ 大木  早苗

Fall has come but COVID-19 is still with us. I wish all of you
have found a way of life under COVID-19. The EJCA Board
has partially opened the centre in July when the pandemic
in Alberta went into the second stage with all precautions
recommended by the Alberta Government.

Starting in July, the EJCA centre has been used by EJCA
members and clubs. Our experience with the centre in July and
August has showed us that we can make use of the centre if we
strictly keep the guideline set by Alberta Health. In September,
more EJCA clubs started using the centre. Moreover, we are
planning to have one workshop and one kids fitness class at
the centre in the fall for the first time since last March. EJCA
Japanese language classes have been continued online.

Examining how people get infected by COVID-19 in Alberta,
there is always risk of COVID-19 at the EJCA centre. Even if
someone is infected at the centre, we will be ready to deal with
it rationally and calmly. It is important for us to treat the people
infected by COVID-19 as warmly as possible. Of course, it goes
without saying that if you suspect that you may be infected by
COVID-19, you stay away from the centre.

Even under the COVID-19 pandemic, EJCA has been active. For
example, the Web Redesigning Committee is pushing its project
according to its original schedule and plans to get a new
EJCA website ready by the end of November. The committee
members have been holding an online meeting every week.
At its current meeting, we discussed a policy to confirm
confidentiality of information on the EJCA website. We are also
redesigning the EJCA library system. By the end of September,
the library volunteer group will finish re-stacking books and
videos and transferring its database into a new computer
database. In October, the library will be open under the new
system. A new centre manager started his job in July. Bruce will
be a familiar face at the centre. The EJCA Board conducted a
first survey of its members once on the May-June issue of Moshi
Moshi and the second survey on the July-August issue of Moshi
Moshi and as you see we conduct the third survey in this issue
of Moshi Moshi. The EJCA Board has released the results of the
first and second surveys on Moshi Moshi. These results will
be used to decide future activities of EJCA. Please mark your
calendar that EJCA is going to hold its annual general meeting
on Sunday, November 15, 2020 AT THE EJCA CENTRE, with
options of Zoom or telephone in.
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朝晩涼しくなり木の葉も色づいてきました。
エドモントン日本文化協会
の皆様はCovid-19にかからないように安全な生活を保ち健康な夏を
お過ごしになったことでしょう。

カナダが新型コロナウイルスに見舞われでから7ヶ月目に入りました。
ワクチンができて新型コロナウイルスの心配をしないで生活できる日
はまだまだ遠いようです。
役員会では、6月にCovid-19第２段階に入っ
た時から、安全と活動とのバランスを考えて、段階的に会館で活動でき
るようにしてきました。

7月から会館を使えるように整えて、
いくつかのクラブが活動を行った
り会員が個人的に会場を借りてパーティーをしたりしています。
7月と
8月の経験で私たちはアルバータ保健機構の決めている規則をしっか
り守っていれば新型コロナウィルスを蔓延させることなく会館を使え
ることがわかりました。
9月からは会館を使って元気に活動をするクラ
ブも増えました。
またこのもしもしでお知らせする様に3月以来初めて
ワークショップを1つそれから日本語キッズのフィットネスクラスを1つ
計画しました。
日本語教室はZoomというOnline機能を使って勉強を
続けています。

今までのCovid-19の発生の様子を見るとアルバータ保健機構の指示
に従って安全な会館を提供していても万一Covid-19にかかるかもし
れない可能性はあります。
私たちはもし会員にそのようなことが起こっ
ても動揺することなく適切な処置をとっていく気持ちを持ち続けていま
す。
皆様ももし会員のどなたかがCovid-19にかかってもどうか早い回
復を祈りながらやさしい気持ちで見守ってください。
それからとても大
切なことは、少しでもCovid-19の症状がある人は絶対に会館に来な
いことです。
お願いします！

この異常事態の中ですが、
エドモントン日本文化協会はかなり活発に
動いています。
一つは、Website 新デザインプロジェクトです。
計画通
り11月末に新しいWebsiteを導入できるように企画委員はとても忙し
く仕事をしています。
毎週Online 会議を行い、役員会とも頻繁に連絡
しています。
昨日は個人情報管理のPolicyを決めるために役員も含
めて活発な文書交換が行われ、私達の会に適したPolicyができそうで
す。
もう一つは図書の改革です。
こちらも新しいシステムの導入、本や
DVDの取捨選択、書架の整理がもうすぐ終わります。
10月からは図書
室を開館し、新しいシステムで利用者の便宜を図ります。
7月から会館
のマネージャーの仕事をしているBruceさんもいろいろな仕事を理解
して活躍しています。
役員会では会報5・６月号、7・8月号、9・10月号で
エドモントン日本文化協会の将来の方向を決めるサーベイをしていま
す。
サーベイにお返事をいただいている皆様、
ありがとうございます。
サーベイの結果を順次報告しています。
次年度の役員会はサーベイの
結果を見ながら、活動を進めていくでしょう。
そして1年間の活動を振り
返り、次の1年間の役員を決める年次総会を11月15日に行います。
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At the coming annual general meeting, we are going to elect
EJCA Board members. At present, we have seven members
on the Board. One member has resigned since the last annual
general meeting. We have not filled this missing position
because EJCA activities have been slower than usual because
of COVID-19. The EJCA Board is thinking to increase the number
of members on the Board at the coming annual general
meeting. According to the EJCA bylaws, we can have up to 13
members on the EJCA Board. The idea is to get more people
with diversified histories, experiences, skills and preferences
to expand our scope. To expand the diversity of the Board, we
wish to have representatives of various EJCA activities on the
EJCA Board. We have over 40 students in our Japanese classes,
many volunteers for the Natsumatsuri summer festival, young
families in Nihongo Kids, and active Jodo and Ikebana clubs.
On top of them, we have many active volunteers involved in
Japan Today and tutoring of Japanese language. They are
playing an important role of expanding the understanding of
Japanese culture in Edmonton. The present composition of
the Board represents those who have been engaged in EJCA
activities for a long time and senior in EJCA. We want to have
a Board that represents the current composition of the EJCA
members so that EJCA can conduct activities that will meet the
needs of the members better than now.
Now EJCA is ready to jump into a new era. Since I became
president three years ago, EJCA has examined its basic
organizational needs and revised several things such as the
EJCA bylaws and policies and procedures. The library system
has been re-designed, and a new website will be launching
soon. Since last July, a new centre manager has been working.
The basic organizational structure has been firmly set. You can
join the EJCA Board to take us to our new future.

EJCA 2020 AGM

All EJCA 2020 Members are invited to attend the 2020 EJCA
Annual General Meeting. Particularly, for new members, the
AGM is a great opportunity to meet other members and see
what the EJCA has to offer. Because of the Covid-19 situation,
we are not having our traditional AGM dinner. Instead, we will
prepare some Japanese pastries to take home.
Annual General Meeting
3:00 to 4:00 PM, Sunday, November 15th, 2020.
You can attend AGM in three ways:
1.
2.
3.

Join the meeting at the Centre Hall. We will take first 48
registrations. (The capacity of the Hall is limited to 48.)
EJCA Centre, 6750 88 Street NW, Edmonton
Join the meeting by Zoom video, or
Join the meeting by telephone.

For reservations, please sign up here (https://forms.gle/
Sp2EKrbzH9GEUrHk6), alternatively, you can contact the office
at (780) 466-8166 or office@ejca.org by November 5, 2020. You
will receive Zoom link information for option 2 and a telephone
number for option 3 on November 13th or 14th.
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来年度の役員決定のために、少し役員会の状況をお知らせいたしま
す。
現在役員は7名、年次総会で決まった8名から一人欠員が出ました
が、Covid-19 の禍中で会の活動が少なくなっていたので、補充しませ
んでした。
7名の内5名は任期がもう1年あり、2名が2020年の総会で任
期が終わります。
会則によると役員は13名まで選ぶことができます。
役
員会では、役員を8名以上に増やして、役員の幅を広げたいという意向
です。
幅を広げるというのは、
いろいろな会員を代表する人に入ってい
ただきたいのです。
会の活動を見ると、日本語教室の生徒が40人ぐら
いいます、
バザーや夏祭りでボランティアをしたり日本語キッズのプロ
グラムに参加する若い家族が大勢いらっしゃいます、杖道クラブや生け
花クラブも元気です、Japan Todayや日本語教室、日本語のチュータ
ーなど日本の文化をカナダ一般に広げる活動をしている会員も大勢
います。
今の役員はどちらかというとシニア―や長く会にかかわってい
る人が多いので、もっと会の構成員に見合った役員の構成にして会の
活動が会員全体の期待や必要を満たすものとなるようにしていきたい
のです。
是非積極的に役員になることを考えてください。
そして役員の
だれにでも意向をお伝えください。
また、
これから年次総会までの間に
今の役員がいろいろな分野で活動している会員に役員として活動して
いただくようにお話すると思います。

そして今EJCAが新しい活動方向に行くには良い条件がそろっていま
す。
この3年間私が会長になってからでも、最初の年に会則を新しい形
に改定し、
イベント係を導入し活動が広がりました。
2年目は今までば
らばらになっていたPolicies and Proceduresを決まった形に文書化
しまとめました。
今年は図書も新しくなり、Websiteも新技術で一新し
ます。
7月にはBruceが会館マネージャーに着任し、頑張っています。
こ
のように基礎が固まったところで、会員がのぞむ会の活動を進めていく
のは本当に楽しいことです。
寒さに向かいますが、新型コロナと風邪にも気を付けてより豊かな時
をお過ごしください。

2020 年次総会

EJCAの2020年会員の皆様を、2020年のEJCA年次総会にご招待いた
します。
特に、新会員の皆様はEJCAの活動をご覧いただき、他の会員
と会うためのいい機会になるでしょう。
今年はCovid-19 のため、晩餐
会はできませんが、会館への参加者にはお持ち帰り用の和菓子を用意
する予定です。
年次総会
日時：２０２０年１１月１５日（日曜日）午後３時から４時
Covid-19のため、3つの方法で総会に参加できるようにしました。
1.
2.
3.

会館のホールで参加。
会場は48名までしか入れませんので、48名
まで登録できます。
場所：EJCA Centre, 6750 88 Street NW, Edmonton
ZoomでOnline 参加。
電話参加。

１，
２，
３ どの方法での参加も、
こちらから11月5日までに事前登録を
お願いいたします。
https://forms.gle/Sp2EKrbzH9GEUrHk6又は電
話：(780) 466-8166 メール: office@ejca.org  Zoomで参加の方、電
話で参加の方にはＬｉｎｋと電話番号を11月13日か14日にお知らせい
たします。
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AGENDA: Pre-meeting: member sign-in
1.

Welcome

3.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

議題：始まる前―出席者の登録
1.

歓迎の挨拶

Minutes of 2019 AGM

3.

２０１９年度議事録の採決

President’s Report

5.

会長報告

Review and Approval of Agenda
Old Business

Treasurer’s Report
New Business

Election of the Board of Directors
Adjournment

2.
4.
6.
7.
8.
9.

議題の採決
継続議題
会計報告
新規議題

2020年度役員選出
年次総会閉会

Are you, or any other EJCA member you know, celebrating
a milestone birthday of 77, 88, or 90 by December 31, 2020?
Those precious seniors attending the AGM will receive a special
gift. Please indicate it in the sign-up form.

2020年１2月31日までに77，88，90才になる方で会場での総会に参加
される方は、
ＥJＣＡから記念品を贈呈いたします。
事前登録の時にお
知らせください。

WE WANT YOU… to be on the EJCA’s
board of directors!

EJCA役員会の役員を募集しています

/ Tamara Sutherland

Are you involved in EJCA programs or attend EJCA events? Do
you have ideas for the association? Do you want to have a say
in how the EJCA is run?
We are looking for board nominations!

As we move into the autumn, it’s again time for our
association’s Annual General Meeting. While our usual postmeeting banquet isn’t an option for us this year, we do have
one very important task we want to accomplish this year: filling
all the available positions on the board.
Like all associations, the EJCA’s board is the governing body
that sets policy, determines priorities, and makes the decisions
necessary for both how day-to-day operations run, as well as
the long term viability of our organization. With the COVID-19
pandemic affecting all aspects of our lives, we face a lot of
changes that have to be made to re-evaluate our typical event
calendar and program offerings to align with the safe practices
we must adhere to while still providing the opportunities for
our community to stay engaged.

It is very important for us to have a variety of perspectives on
the board: Japanese Canadians (Nikkei), those who immigrated
from Japan, family members, club representatives, youth and
young adults, cultural program instructors and participants,
parents of children involved in EJCA programs, etc.
This allows us to get a broader picture of what matters to all
our members, as well as their families and friends who may
also attend EJCA events. The board also brainstorms and works
to facilitate a variety of programs, so this is a great opportunity
to get involved if you have ideas for events and programs that
you think would be of interest to members.
The bylaws of the association allow us up to 13 board members
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/ タマラ  サザランド

あなたはEJCAのプログラムに参加していますか？ 行事に参加して
いますか？ それならきっとEJCAのプログラムや行事についてのアイ
デアを持っていますね。
では自分のアイデアを実現するためにEJCA役
員会の役員になりませんか？

１１月１５日のEJCA年次総会でEJCA役員会の役員の選出をします。
役員への立候補は年次総会でできますが、役員会ではあらかじめ役
員になりたい方をさがして推薦名簿を用意します。
役員会はEJCAの
毎日の活動に必要な決定をするだけでなく、EJCAが将来もしっかり
と活動できるような指針も考慮します。
現在、
まだCOVID-19パンデ
ミックがこれからどうなるのかわかりません。
COVID-19はEJCAの
活動とEJCAクラブの活動に大きな影響を与えていて、EJCAとクラブ
はこれからどのような活動するか大きなチャレンジに直面していま
す。
COVID-19環境の下で活動するガイドラインを作成する他に、EJCA
の活動、財政、施設の維持などいろいろと考えなければならない問題
があります。
役員会に参加してこれらのチャレンジに立ち向かい、解決
策を探してみませんか？

役員会はいろいろな背景とアイデアを持つ人を必要としています。
例
えば日系カナダ人、新しく日本からカナダに移民してきた人、現在の会
員の家族、EJCAクラブの会員、若い人、EJCAの文化プログラムを担当
しているボランティアとプログラムの参加者、
プログラムに参加してい
る人の子供や両親などです。

このようにいろいろな背景を持った人が役員会に入れば、EJCAにとっ
て何が必要かを広い視野から検討することができます。
役員会でプレ
インストーミングをして現在のチャレンジに対抗するアイデアを生み出
しましょう。
いろいろなアイデアを聞いて、自分も参加して討議するの
はとても面白いことです。
COVID-19環境のもとで脳の活力を維持する
ことは大切なことです。

EJCAの会則によればEJCA役員会は１３名までの役員を選出すること
だができます。
現在は７名の役員がいます。
新しい役員が加われば、役
員の仕事を分散して余裕を持って役員の仕事をすることができます。
役員会は毎月一回で通常２時間から２時間半です。
電子メールで役員
会の決議をすることもあります。
役員会のほかの仕事も含めて、役員
会に関する仕事は一ヶ月に大体５時間から１０時間ぐらいです。
役員
4

including the executive. Additional board members will assist
us in that we can be flexible for those who have to balance
other commitments including their families or work. Typical
board meetings take 2.0–2.5 hours per month, with some
other decisions made by email. The average monthly time
commitment is about 5–10 hours, although we encourage
board members to also participate in programs and events.
Our criteria are simple:
•

Current membership in the EJCA.

•

Basic computer skills including email—the board has been
using Zoom for meetings and plans to be using Gmail and
Google Apps for some functions.

•

•

Enough English proficiency to participate in a board
meeting (Intermediate English or better).

Experience with project management, communications,
finance, or event planning is helpful, but not required at all.

If you are interested in being on the board, please email
Brenda Madsen at brxmbrxm@gmail.com with a brief selfintro in Japanese or English (or both!), and if you have any
specific ideas or skills you feel you could bring to the board.
Please submit your name or persons you want to nominate by
November 8th. If you would like to recommend someone to the
board, you may do so with their permission. Please ask them
to provide us a short bio as confirmation of their acceptance of
the nomination.
Please note that if we have more nominations than open board
positions, this info will be distributed to members during the
AGM as part of the voting process. Otherwise the EJCA board
will examine nominees according to the above criteria and
those who meet the criteria will be appointed to the board by
acclamation.

会の役員はEJCAのプログラムや行事にも参加することを奨励してい
ます。
役員会役員になる資格は簡単です。
•

現在、EJCAの会員であること。

•

ごく初歩のコンピュータの知識を持っていること。
たとえば電子メ
ールを送受信できる。
オンラインでZoomができる、
インターネット
の基礎的なプログラムが使えるなどです。

•

•

役員会で討議に参加できるぐらいの英語力のあること。

プロジェクト管理、広報、予算、行事の企画などの経験があれば
大歓迎です。

役員会に興味のある方はブレンダ・マドソン brxmbrxm@gmail.com
まで簡単な自己紹介（英語、日本語、
それとも両方）を用意して連絡し
てください。
もし特別な興味、経験、資格などを持っている方はそのこ
とも自己紹介に入れてください。
役員会に相応しい人を推薦したいと
きは、推薦したい人に連絡して自己紹介をブレンダ・マドソンまで送る
ように依頼してくだい。
この自己紹介の文書が届いたことをもって、本
人が推薦されることを承諾したとみなします。
自分、他人の推薦のとぢ
もらも１1月８日までにブレンダ・マドソンにまでに連絡してください。
自己推薦、他人の推薦の人の数が現在不足している役員と改選する
役員の数より多くなるときは、年次総会で選挙をして役員を選出しま
す。
推薦者の数が定員より少ない場合は、役員会が上記の資格を用い
て推薦者を審査して、資格を満たした人を総会で選挙なしで役員会に
任命します。
役員会役員と役員会役員の仕事の内容は次のEJCAウェブサイトで御
覧ください。
EJCA Bylaws: http://www.ejca.org/ejca-bylaws.html
Board Member Position Description: http://www.ejca.org/
documents/EJCA%20Board%20of%20Directors.pdf

References:
EJCA Bylaws: http://www.ejca.org/ejca-bylaws.html
Board Member Position Description: http://www.ejca.org/
documents/EJCA%20Board%20of%20Directors.pdf

Moshi Moshi’s New Look!

もしもし新装版！

Are you surprized by the new look of September’s Moshi Moshi?
Unexpectedly, an EJCA member Eldon Kymson offered his
time and effot to redesign Moshi Moshi using modern software
and, even better, he joined the Moshi Moshi Editors team.
Eldon is a graphic designer and a Website Redesign Project
team member. I am looking forward to working with him and
delivering a quality Moshi Moshi.

新しい
「もしもし」を見てびっくりされましたか？全然予期していなかっ
たのですが、会員のエルドン・キムソンが「もしもし」を新装し、今後も
「
もしもし」編集チームに参加してくださることになりました。
エルドンは
グラフィック・デザインの専門家でWebsite Redesign Projectにも
参加して、活躍しています。
エルドンの参加で、
より質の高い
「もしもし」
をお届けできます！本当にうれしいです。

/ Sanae Ohki

Are you interested in joining the Moshi Moshi Editors team?
We are looking for EJCA members who can collect news and
stories. Also, translators between English and Japanese are
needed. Interested? Please contact me at sanaeohki@shaw.ca.
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/ 大木  早苗

「もしもし」編集チームに参加したいと思われませんか？記事を集め
る方、英語・日本語の翻訳をする方を募っています。
どうぞ、
ご連絡くだ
さい。
sanaeohki@shaw.ca.
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Survey 2 – Racism: Summary Report
/ Paul Fujishige

Your Board is very appreciative of the candid responses to our
survey on racism. A total of 26 surveys were returned. Many
respondents provided lengthy comments. In general, it is fair
to say that there are strong feelings on this topic. The following
summary provides highlights of respondents’ opinions.
The Board will be discussing these results and considering
further actions, if any. Any proposed actions will be brought
forth to the membership.

Question #1: Should EJCA initiate member discussion of
racism and potential directions, roles and actions?

YES – 69% of respondents
Since many Japanese Canadians from previous generations
were subject to discrimination based on race, this continues
to be a relevant topic for “YES” respondents. Cautions were
raised, however about overreacting.
“I think there is still racism in Canada which needs to be
addressed.”
“It is still good to provide information to the younger
generation. The youth will be the ones to carry on the
messages…”
“… it is important to include in the EJCA’s Mission Statement
that EJCA opposes racial discrimination.”
“Make sure you do not have the need to make the future pay for
the past.”
No – 31% of respondents
Most “NO” respondents did not comment. Those that did
expressed concern about involvement and its impact on EJCA.
“I think EJCA should remain a “cultural” organization unless
they are going to change the Mission Statement again.”
“It (racism) is an issue that each EJCA member should
personally deal with.”

Question #2: Is it still important to document and inform
others about our past Japanese Canadian experience with
racism and discrimination?

YES – 81% of respondents
“YES” Respondents felt that many other Canadians are
unaware of Japanese Canadians’ experiences and it is
important to educate, given current racism concerns.
Suggestions were made to create study groups or develop
guidelines of resources that EJCA has on hand.
“The experience of our ancestors would be a helpful illustration
of the similarities experienced by other citizens today.”
“There are many good books and reports related to our past
Japanese Canadian experience.”
“I did not know it (history of discrimination) myself.”
“We have to address this issue in a more practical, educational
way.
No – 19% of respondents
“NO” respondents felt that redress has been accomplished and
the issue has been resolved. There is concern about making
MOSHI MOSHI / SEPTEMBER–OCTOBER 2020 / EJCA

「EJCAの会員意見調査 その２ 人種差
別について」の結果報告
/ ポール  フジシゲ

EJCA役員会は会員の皆様が人種差別について率直な意見を寄せて
くださったことに感謝いたします。
全部で２６名からの回答がありまし
た。
多くの方が長いコメントを書いてくれました。
全般的に見て、会員の
皆様が人種差別について強い感情を持っていることがわかりました。
次に回答者の意見の中で目立ったものを要約します。

EJCA役員会は調査の結果を考査して、もし必要ならば、人種差別につ
いてEJCAがとる活動を決める予定です。
EJCAとしての活動を始める
前に会員の皆様に提案します。

質問 １：EJCAは会員の人種差別にかんする討論を始め、EJCAとし
ての人種差別に関する活動方針を決めるべきですか？

回答：
「はい」が６９％
前の世代の日系カナダ人の多くが人種差別の経験者なので、人種差
別は現在でも日系カナダ人にとって自分たちに関連した問題として捉
えられている。
しかし、人種差別に過剰反応しないようにという意見も
あった。
“私はカナダに現在でも人種差別があり、私たちが問題にすべきだと
おもう。
”
“若い世代に古い世代の経験した人種差別の伝達していくべきだとお
もう。
若い世代が人種差別排除のメッセージを担っていくからである。
”
“EJCAの綱領に、EJCAは人種差別に反対する、
と書くべきである。
”
“将来、過去の人種差別を繰り返させてはいけない。
”
「いいえ」が３１％
「いいえ」
と答えた回答者の多くはコメントを書かなかった。
コメント
を書いた回答者はEJCAが組織として人種差別問題に関わることとそ
のEJCAに対しての影響に憂慮をしめした。
“私はEJCAは文化団体としてとどまるべきだと思う。
人種差別問題に
関する活動をするには綱領を変えなければならない。
”
“人種差別問題は会員が個人として対処する問題だとおもう。
”
質問 ２：日系カナダ人の経験した人種差別とその他の差別を、現在
でもまだ記録に残して他の人に伝達することが大切だとおもいます
か？

回答：
「 はい」
８１パーセント。
「はい」
と回答した人の多くは、一般のカナダ人は日系カナダ人の被
った差別の歴史を知らないので、現在、人種差別問題が再燃してきた
時に、日系カナダ人の歴史を知ることは大切だと考えている。
EJCAが
現在保有している日系カナダ人の歴史に関する書籍の手引を作成す
るグループや日系カナダ人の歴史を学習するグループを設立する、
と
いう提案がありました。
“日系カナダ人の人種差別の経験は、現在人種差別を受けている他の
グループに役立つものを持っている。
”
“日系カナダ人の経験についての良い書籍や報告書が既にたくさんあ
る。
”
“私は日系カナダ人の人種差別の経験を知りませんでした。
”
“この問題についてもっと実践的、教育的な方法で対処する必要があ
ります。
”

6

Canadians feel uncomfortable. No one is blameless. Even
Japan has discriminated against others (e.g. Korean people) in
the past.
“I believe it is well known. And the Association has taken the
high road most importantly showing the recovery and success
of the Japanese Canadians.”
“Instead of talking about the past, can we place more emphasis
on the activities that will prevent racial discrimination now and
in the future?”
“…I don’t think that’s EJCA’s task.”
Question #3: Is it important to document and open
dialogues around recent racism experiences by Japanese
and Japanese Canadians in our community?

YES – 92% of respondents
“YES” Respondents feel it is important to know if racism is
being experienced and continue to support others. With open
discussion we can discuss how to deal with it in a reasonable
and responsible way.
“Some people are sensitive to racism and others are not. I am
not sure who are happier.”
“This is incredibly important to do, as Japanese Canadians can
play an active role in systematically breaking down racism in
our communities.”
No – 8% of respondents
“NO” respondents were concerned that talking about racism
may not help at all and may breed further hatred.
“Learning history is good, but we should not generate new
hatred from what happened in the past.”
Question #4: Please rate your level of interest in
involvement in this pursuit.
NOT INTERESTED OR LOW – 46%
INTERESTED – 27%
VERY INTERSTED – 27%

Question #5: Please give us any perspectives or
suggestions that could guide EJCA and the Board in this
area.
Most respondents made detailed comments, offering
suggestions or different points of view.

Some feel that EJCA should be proactive in using our
experiences to help educate the community at this critical
time. This could include setting up resource pages and videos
on our website.  Facilitated focus and discussion groups could
be convened. The following quote is illustrative of this point of
view:
“When I think about the Black Lives Matter and anti-racism
movements now, I think about what my grandparents went
through in WWII – the unjust and racist actions of the Canadian
government towards its own citizens deeply saddens me to
this day. I believe that as Japanese Canadians, we have a
duty to support anti-racism actions and to be allies to Black,
Indigenous and People of Colour (BIPOC) communities.”

Others fear a backlash, both internally and externally. Members
who want to avoid politics and controversy will quit EJCA.
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「いいえ」
１９パーセント
「いいえ」
と回答した人は日系カナダ人の差別の問題はリドレス協定
ですでに解決済みであり、
また日系カナダ人の差別の経験を蒸し返す
ことは、
かえって一般カナダ人の反発を招くという意見があった。
誰も
人種差別から自由ではない。
日本人も他の人種、
たとえば韓国人、
に
対して偏見を持っていた。
“私は日系カナダ人の差別の経験はカナダ人一般によく知られている
とおもう。
EJCAは過去の経験を乗り越えて日系カナダ人の再生と再
興を証明したと思う。
”
“過去の経験よりも、
どうやって現在と将来の人種差別を廃絶するため
にどんな活動が必要かを議論したほうがよいと思う。
”
“これはEJCAの活動には属さないと思う。
」
質問 ３：最近日本人および日系カナダ人が経験した人種差別につ
いて話し合い、記録を残すことが大切だと思いますか？

回答：
「はい」
９２パーセント
「はい」
と答えた回答者は、現在でも日本人、日系カナダ人に対する
人種差別があるかどうか知ることが大切と考え、人種差別と受けてい
る人を支援したいと思っている。
この問題を公開して討論することで人
種差別と受けた時にどう理性的に責任ある態度で対処したらよいか
を話し合うことができる。
“人種差別に敏感な人と鈍い人がいる。
どっちのほうが幸せなのだろ
う。
”
“これはとっても大切なことだとおもいます。
日系カナダ人はカナダの
人種差別問題を組織的に排除していく上で大切な役割を担っていると
おもいます。
”
「いいえ」
８パーセント
「いいえ」
と回答した人は人種差別の経験を話し合うだけではなんの
解決にもならず、
かえって人種差別をする人に対する憎しみを増すだ
けだと思っている。
「人種差別を経験した歴史をしることは良いとおもいますが、過去に
起こったことを振り返って新たな憎しみの種を作ってはいけないとお
もいます。
“
質問 ４：人種差別問題に対する活動にあなたがどれだけ興味があ
るか、
その程度を選択してください。
興味なし、
または低い
興味あり
とても興味あり

４６パーセント
２７パーセント
２７パーセント

質問 ５：人種差別問題にたいするあなたの見方またはEJCAと
EJCA役員会に対する指針を教えてください。

大部分の回答者が詳細なコメントまたはいろいろな種類の提案をし
ました。

EJCAは日系カナダ人の人種差別と経験を生かして、現在の人種差別
問題に積極的に関わるべきだという意見の人がいます。
積極的な行動
の例として日系カナダ人の経験の記録やビデオをEJCAのウェブサイト
に掲載することを提案しています。
また討論会の開催の提案もありま
す。
このような意見の代表を次に紹介します。 “現在の
「黒人の命も
大切だ」運動や反人種差別運動を見ていると、私は祖父母の太平洋戦
争中の差別の経験を思い出します。
カナダ政府によるカナダ市民であ
る日系カナダ人に対する正義に反する人種差別に基づいた政策はい
までも私を深く悲しくします。
私は日系カナダ人として反人種差別主義
運動を支援し、黒人、
カナダ原住民、有色人種の少数派の人たちの側
に立ちます”。
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Hate groups may attack EJCA. The topic will not be easy to
pursue and will need an investment of time and resources. We
will also need the support of national organizations like NAJC.
This quote illustrates this point of view:
“I say stay away from politics. Unless otherwise EJCA itself is
going to change and have solid consideration. EJCA would
suffer greatly from many criticisms and probably result in
losing many members who do not care about its’ political
points but have been members only because they want to learn
Japanese culture. (And internment is NOT Japanese culture.
That’s Canadian history).”
In its history, EJCA has had to confront racism and was part of a
successful National effort of redress and reconciliation. Today’s
headlines reflect a continuing struggle, albeit mainly by other
minorities of racism and its destructive impact.
The membership of EJCA has evolved over 25 years. It is a
diverse collection of members from different backgrounds,
brought together by cultural interests. With every generation,
those with Japanese roots are marrying non-Japanese.
Newcomers from Japan have little or no awareness of the past.
Racism may be less relevant to them.

Understandably this survey reflects the differences of opinion.
Members are not unanimous one way or the other. Given this,
however, a large majority feel racism is still relevant to the
membership and is worthy of further discussion and possible
action. Your Board will be discussing this further and will report
back to the membership.

Survey 3 – Activities & Finances: Past
& Future
With the EJCA Centre gradually reopening, we have had to
live with little activity for more than six months. The COVID-19
Pandemic continues to hamper a full resumption. No one can
predict when we will get back to “normal.”

The Board of EJCA would like to survey members to help us in
future planning of Centre utilization. This pause gives us the
opportunity to look outside the box. The survey is anonymous,
however if you include your name and mailing address, you will
be entered into a draw for a Ki-Fu-Ne Japan gift card. Answers
will be kept confidential and will be compiled into key findings.
Online survey: https://forms.gle/oHipnJBboMERX3JZA
On paper: last page of this newsletter
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EJCAが人種差別問題を積極的に取り上げることで、EJCA内部の関係
とEJCAと外部との関係が傷つくと心配する人もいます。
EJCAの会員
でEJCAは政治問題や人種差別問題にかんする論争を嫌う人がEJCA
を辞めるだろうと憂慮します。
ヘイト・グループがEJCAを攻撃の対象に
するかもしれません。
人種差別問題は複雑でEJCAがこれに対処する
には時間と組織の資産を必要とします。
そしてEJCA単独の行動は制
限があり、全カナダ日系人協会のような全国組織から支援が必要にな
ります。
次の引用はこのような視点からのコメントです。
“EJCAは政治問題に首を突っ込むなと言いたい。
もし政治問題に関与
すると、EJCAの性格が変わってしまうでしょう。
EJCAはいろいろな外部
のグループの批判の対象になり、多くの会員を失うでしょう。
EJCAには
EJCAで日本文化について学習したいためにEJCAの会員になっている
人が大勢います
（日系カナダ人の強制収容はカナダの歴史であり、日
本文化ではありません。
）

EJCAは歴史的に人種差別主義と対決してきています。
そして日系カナ
ダ人のリドレス運動では全カナダ日系人協会を支援して一緒に活動し
てきました。
現在でもカナダには人種差別問題があります。
たとえそれ
が他の少数派カナダ人が直面している問題であるにしても。

EJCAの会員の性格は過去２５年で随分変化してきました。
現在の会員
はいろいろな背景を持つ人達が日本文化に対する興味という共通項
で集まっています。
日系カナダ人は世代が下がるに従って日系人以外
と結婚する人の比率が高くなっています。
そして新しく日本からカナダ
に来た人たちは日系カナダ人の歴史を何も知らないか、知っていても
ごく少しです。
この人達は人種差別問題は自分たちと関係ないと思っ
ているのかもしれません。

この調査が人種差別問題に対してEJCAの会員がいろいろな意見を持
っていることも、EJCAの会員の構成を考えれば理解できます。
このこと
を考慮しても、EJCA会員の大多数がカナダの人種差別問題は自分た
ちに関係したことであり、EJCAとしてこれから討論し、可能な行動を探
ると回答しています。
EJCA役員会は調査の結果を考慮して議論を続
け、皆様にその結果をお知らせいたします。

EJCA会員の意見調査 その三：過去と未来
の活動と財政

EJCAセンターは少しずつ会員の活動に利用できるようにしてきました
が、
この6っヶ月間はCOVID-19環境下の制約でセンターの利用はごく
限られたものでした。
COVID-19パンデミックの続く限り、センターの利
用は制限されます。
誰もセンターの利用がいつ正常に戻るのか予測で
きません。

しかしEJCA役員会はこのセンターの活動が制限されている時期を利
用して、EJCAセンターの将来の活用について考えて見ようと思ってい
ます。
役員会ではこの調査で会員の皆様の意見を聞きたいと思いま
す。
センターでの忙しい活動から離れた現在は、将来の活動を深く考
える好機です。
調査は無記名です。
しかし、もし名前と郵便住所を書い
てくだされば、抽選でKifune Japanのギフトカードを差し上げます。
回
答は役員会以外は内密に保管しますが、調査の重要な結果は公表し
ます。
Onlineでのお返事はこちら：
https://forms.gle/oHipnJBboMERX3JZA
紙面でのお答えは 最後のページ
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Swirls of COVID-19

コロナの渦（うず）

Editor’s note: On August 20, 2020, Mr Sato went back to Japan
right in the middle of the COVID-19 epidemic after spending
two and a half years in Edmonton as a researcher at the
Department of Medicine, University of Alberta. He tells us his
experience when he arrived in Japan.

編集者注： 佐藤さんは、2年半のアルバータ大学医学部での研究留
学を終えて、2020年8月20日にコロナの渦中、
エドモントンから日本
へ戻りました。
日本へ戻るときの様子や日本での経験を投稿いただき
ました。

/ Motoyasu Sato

/ 佐藤  元康

Leaving Edmonton
There were few people at the Edmonton International Airport (I
have not seen a bustling crowd there anyway). But I walked into
the international lobby at the Vancouver International Airport,
I thought it was closed. I could hardly see any passengers
and the lights were dim. I am quite sure that there were more
airport staff than passengers. I usually drop into A&W and
order a glass of root beer. It was strange that I did not feel
like drinking root beer in the dimly lit lounge with only a few
passengers around. At a security check, my body temperature
was checked. I passed the test alight. But I wondered what
would happen if my body temperature had been higher
than the critical value they had set. I would set the critical
temperature at 39.5 degrees Celsius so that I could be sure that
those whose temperatures were above 39.5 degrees Celsius
were surely sick.

When I stepped into the cabin of an ANA airplane, I encountered
an unimaginable scene. We usually describe a lot of people in
a small place like “sardines in a can.” In Japan, it is described
as “sushi in the sushi pack,” though I don’t think this is an
appropriate analogy. You see, sushi in the sushi pack is neatly
arranged, never thrown into the pack randomly. In a crowded
airplane, people are seated side by side, almost touching each
other. In the sushi analogy, anago-zushi’s source is spoiling
a white skin of squid sushi. This was the case when I took an
economy seat in international flights. On the ANA airplane, I
was more or less expecting such a scene, though I had known
that there would be much fewer passengers. But with only 30
passengers, I could hardly recognize where they were sitting.
I took my seat, again in the sushi analogy, feeling like the last
piece of gunkan-zushi left dry in the big tray after being served
to people at a funeral service.
For the next half day, I endured a terrifying experience of being
served continuously without a break by young ladies. I realized
how easily such services could spoil us. I admire those who
fly a first class because they have somehow mastered a status
of mind that can withstand such services. I felt miserable to
realize that I would never achieve such a state of mind.

渡航
エドモントン空港は（いつもそんなに混んでませんけど）ガラガラで、
ト
ランジットのバンクーバーは国内線こそ活況でしたが、
アジア路線は
照明すらまともに点いていない有様でした。
歩いている人も空港スタ
ッフの数のほうがどうみても多く、
そんな感じだとA&Wのルートビアも
まったく欲しい気がしなくなってしまうものです。
私の乗ったANA便は
30人もいない様子だったので搭乗手続きはあっという間に済んでしま
いました。
搭乗に先立って検温があり、
パスポートを開いた状態で並ん
でいるのに熱があったからって一体どうするんだろう？僕なら許容上
限を39.5度に設定するな。
なんて考えているうちに乗り込んだ先には
驚愕の世界が拡がっていました。
人がぎゅうぎゅうに混み合った様子を
「寿司詰め」なんて喩えることがありますが、
ふつう混雑というのは寿
司桶に入った寿司のように整然と並んでいるわけではありません。
整
然と並んでいるのにとても苦しい状態、気をつけているのにアナゴの
煮切りが真っ白なイカの身にちょっと付いてしまうような状態、
という

Entry into Japan
I had to take a COVID-19 test before I took my first step in
Japan. Before the test, I had to clearly indicate a means of
transportation to the place of self-quarantine. The COVID-19
test officer firmly scolded me for not having a clear plan of
transportation. I told him that I intended to get a rental car. He
told me that intention was not good enough. I complained to
him that without knowing the result of my COVID-19 test, how I
MOSHI MOSHI / SEPTEMBER–OCTOBER 2020 / EJCA
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could have arranged a means of transportation. He grudgingly
gave me a COVID-19 test. Later, one of my friends told me
that I could have told the COVID-19 test officer any means
of transportation at the moment and then walk to a railway
station and take a train. Then, nobody would have noticed it.
I regretted to have paid 200 dollars to bring my bicycle with me
so that I could ride it to home.

The test I received was by an antigen kit, not by a PCR.
Technically speaking, a PCR test checks if there is any COVIID-19
in the body while an antigen kit test checks if the body is
actually infected by the COVID-19 virus. However, if there is
any other antigen in the body such as that of influenza, the
antigen kit tests show positive. In other words, the antigen kit
test leaves a room for ambiguity. If I were in charge of testing
COVID-19, I would conduct a PCR test to confirm the result
of an antigen kit test. At the test, I accidentally gargled and
my saliva showed blue from Listerine. But the testing officer
did not say anything. Anyway, I passed the test negative. At
Haneda International Airport, the COVID-19 test was conducted
quickly in an overly huge area and then the passengers were
transported by an overly huge bus to the nearest railway
station. I saw posters of the Tokyo Olympic Games at the testing
arear. I guessed that this huge testing area was prepared for a
crowd of passengers coming to the Games. I felt that the whole
arrangement for testing COVID-19 at Haneda International
Airport was done to give us an impression that they were doing
their best and at the same time to do it as simple as possible.
Towns
People feel comfortable accepting illogical and incoherent
things such as cheering for a small sumo wrestler fighting
against a large wrestler and feeling cool on a hot summer day
just thinking that hotness is an illusion. But I have been feeling
uncomfortable to accept such illogicality and incoherence for
a while. As a scientist, I don’t want to stop thinking midway in
my thinking without pursuing truth further. For me with such
a state of mind, I find a lot of puzzling things in Japan. As soon
as I arrive at my home, my high school son asked me what
kind of bag he should take with him for his school excursion to
Okinawa, “an excursion to celebrate the end of learning at high
school.” Has he really studied good enough at high school to
celebrate its ending? I am self-quarantining at home and trying
to avoid human contact as much as possible. Can he travel
Okinawa avoiding human contact? Is the school excursion
necessary? My logical mind came up with those questions and
more.
Once I went out of home after the self-quarantine, I was
more puzzled than at home. I stood in a line at a coffee shop
keeping my physical distance. But customers paid in cash
and coffee shop staff gave coffee to customers barehanded,
without wearing a pair of gloves. Wearing a mask in public is
an absolute must for preventing COVID-19. But the central and
local governments are encouraging people to go out of their
homes by giving them all kinds of vouchers. I got my cup of
coffee finally but it was much less than those I got from Tim
Hortons and Second Cup in Edmonton. I am brewing dark
roasted coffee from coffee beans I have brought back from
Edmonton. I will soon need to find coffee beans I like in Tokyo.
MOSHI MOSHI / SEPTEMBER–OCTOBER 2020 / EJCA

のは国際線エコノミー以外に僕は体験したことがありません。
ところ
がどうでしょう。
見渡す限りほとんど人がいません。
葬式の終わりにぽ
つんと干からびて残った軍艦巻きみたいな気分で席につきました。
そ
れからの半日間は、人に（とりわけ若い異性に）傅（かしず）かれること
が、
いかに人をだめにするか。
という恐ろしい経験の連続でした。
ファ
ーストクラスの人たちがいつもこんな試練に耐えて悠々と己を保って
いられるとしたら、
それはまさにファーストクラスな人たちなのだな。
と、自分の小人ぶりが骨身に染みました。
入国
実は検査を受けないと入国すらできませんし、検査の前に
「陰性だっ
た場合の自己隔離場所までの交通手段」を明らかにしなければなり
ませんでした。
私はno planだったので検疫官にはっきりと怒られまし

た。
正確に言うとレンタカーを借りるつもりでしたが、
つもりではだめ
だったのです。
でも、
つもりだったんだから仕方ないでしょうが。
検査の
結果もわからないうちから手段を確保するなんてできないよ。
と文句
を言ったら結局は検査に進めました。
あとから、
あるスタッフがとりあ
えず適当なことを言って駅まで辿り着けば電車で帰っても分からない
んだけどね。
と耳打ちしてくれました。
僕は200ドルも払って自転車を
持って帰ってきたことを少し後悔しました。

Covid-19の検査はPCRから抗原キットに代わっていました。
少々専門
的なことを言うと、
ただウイルスの有無を検知するだけのPCR検査と
は異なり、
ある程度は感染が成立していないと抗原検査では陽性には
ならない反面、抗体に交差しそうな抗原をたくさんもっている場合（た
とえば何かの風邪をひいているような時は）、
うっかり陽性になる可能
性も否定できませんし、
どっちかっていうと陽性かなあ？みたいなあや
ふやな結果が出てしまうこともあります。
自分の仕事場だったらもう一
回やってみるとか、PCRで裏を取るとか、納得いくまで調べられますが、
一発勝負の検査なんて運もあるよねー、
と思いながらしっかりと
「うが
い」をしてしまいました。
唾液が明らかにリステリン青を呈していました
が何も言われませんでした。
羽田では入国者の人数に対して不釣り合
いな広大な場所を用意して検査を速やかにおこない、不釣り合いな大
きなバスを何台もチャーターして近隣の駅まで無料運行しています。
検査経路の途中には東京オリンピックの大きなポスターが掲げられて
いることから察するに、入国の増大を見据えた準備が着々と進行して
いるようです。
「やってる感」を損わずになるべく手間を掛けたくない、
という態度が所々に見えていました。
巷
小兵の関取を思わず応援してしまったり、心頭を滅却することで火を
涼しく感じてしまったり、矛盾の中にある種の居心地の良さを見つけ
てしまうメンタリティーというのが、
しばらく前から少し馴染めないも
のになっています。
というのも、
およそ凡人というものは物事を突き詰
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The current confusing COVID-19 environment in Japan is often
described as “corona troubles.” The Chinese character for
troubles/evil is 禍。
The right-hand side means a bone stripped
of its meat and the left-hand side means to serve it to a god.
The Chinese character for a pot is 鍋。
The left-hand side means
metal. So, a pot originally means bones cooked in a metal pot.
Since 禍and 鍋look alike, people describe the confusion caused
by COVID-19 as “a Corona hot pot.” I can think of another
Chinese character, 渦, meaning Swirls. The left-hand side of this
character means water. It seems to me that all kinds of things
are swirling together around COVID-19.

めることができずに、矛盾をただ無自覚に受け入れるところで止まっ
てしまいがちだからです。
さて久しぶりの自宅に戻るなり、高校生の息
子が修学旅行に持っていくバッグは何が良いかと相談を受けました。
修学旅行？というか授業はふつうにやってるのか？オレの自己隔離場
所は自宅だぞ？不要不急の接触を避けながら沖縄に修学するとはい
ったいどういうことなのだ？２週間の隔離を終えて街に出てみると、事
態はより深刻なものになっていました。
一定の間隔を空けてコーヒー
ショップに並ぶと、代金はキャッシュでやり取りし、店員はだれもグロ
ーブをしていません。
マスクを着けることは外出の絶対条件ですが、旅
行や外食を促進するためのバウチャーが政府や自治体から盛んに発
行されています。いずれにしろ、
ティムホートンとセカンドカップに飼い
慣らされてきた僕にはコーヒーの量が足りませんでした。
エドモントン
から持ち帰ったわずかばかりの豆をごりごり挽いて、
いつものようにダ
ークローストを淹れています。
そのうちお気に入りの豆をどこかで探そ
うと思います。

＊この数ヶ月の困難な状況を
「コロナ禍」
と報じられることが増えるに
つけて、日本では「コロナなべ」がネットの検索ワードにトレンド入りし
たそうです。
これらの字の
「つくり」の部分は肉を剥がれた骨を意味し
ているらしく、
「しめすへん」
で祭壇に捧げられた供物を、
「かねへん」
で
煮込まれた具材を表しているのでしょう。
僕の気分としては、なんとな
くいろんなものが渦巻いているようだな、
と感じています。

Impacts of COVID-19 on People with
Dementia and Their Families

Please join the National Association of Japanese Canadians for
these free, online sessions that will be held both in English and
Japanese, focusing on the impacts of COVID-19 on people with
dementia and their families.
Ms. Yuka Okada, Geriatric Nurse, Momiji Health Care Society,
Toronto, will provide two 60-minute presentations on
Understanding Dementia & Guidelines for Care in Covid-19
Pandemic Situation.
Everyone welcome!
1. Session in English
12:00 noon Edmonton time on Sunday October 4, 2020
Register in advance for this meeting:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErcOGsrDktG92sOHNShLoCNDo1k6asclmg
After registering, you will receive a confirmation email
containing information about joining the meeting.

新型コロナウィルスの認知症の人の家族へ
の影響

全カナダ日系人協会（NAJC）では下記の要領で無料のオンライン・セ
ミナーを開きます。
ご参加ください。
講師はトロントのモミジ医療会で
高齢者の看護をしているオカダ・ユカさんです。

１ 英語によるセミナー、
２０２０年１０月４日（日曜日）、午前１２時（エ
ドモントン時間）
無料ですが予め下記から登録してください。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZErcOGsrDktG92sOHNShLoCNDo1k6asclmg

２ 日本語によるセミナー、
２０２０年１０月４日（日曜日）、午後１時（
エドモントン時間）
無料ですが予め下記から登録してください。
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf2sqjwuG9e8EGk__JxctnMSMGx_Hwx-

2. Session in Japanese
1:00 pm Edmonton time on Sunday October 4, 2020
Register in advance for this meeting:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pf2sqjwuG9e8EGk__JxctnMSMGx_HwxAfter registering, you will receive a confirmation email
containing information about joining the meeting.
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Growing a Vegetable Garden

菜園作り

As a senior, my life is less disrupted by Covid-19 than those still
raising families and having to work each day. We started a small
vegetable garden this year and have enjoyed the fruits of our
labours. We miss the interaction with friends and distant family,
while getting to know our neighbours better.  I have not signed
up for the Japanese lessons for beginners and am considering
doing so, as my granddaughter will be taking Japanese as
part of her curriculum during her first year away from home at
university. It would give us one more reason to stay in touch.
I am part of the Ikebana group though I have not been taking
part in the classes due to computer problems.

私はシニアーなので、子供を育て仕事をしている若い人ほど新型コロ
ナウィルスの影響を受けてはいません。
今年、私達は菜園づくりを始
めました。
手間をかけただけ収穫があるので楽しいです。
友達や親戚
と会えないのは辛いですが、
そのかわり近所の人たちと親しくなりまし
た。
私達の孫娘がこの秋から大学に入り、一年生の科目の一つとして
日本語を取ります。
それで私もEJCAの日本語クラスに登録しようと思
っています。
私も日本語を勉強すれば、孫娘と共通の話題ができて、話
をするのが楽しみになります。
私は生花グループの会員ですが、
コンピ
ューターができないので、
オンライン・クラスには参加していません。

R E M E M B E R I N G O U R PA ST

私達の歴史

Three Generations of the
Serizawa Family

芹沢家三代の歴史

/ Marian Jenkins

/ Alan and Ruriko (nee Serizawa) Davis

Ruriko’s Grandfather, Gisaku [芹沢 儀作] came to Canada on
July 28, 1919 aboard the Empress of Russia. He was listed on
arrival as a “ship builder.” There is no record of his first journey
to Vancouver, but it was doubtful he did much ship building.
He returned to Numazu Japan briefly. On March 24, 1925 he
came to Canada again, arriving on the Arizona Maru with his
eldest son Kazue [芹沢 一衛]. Both were
listed on immigration documents as
“labourers.”
Gisaku’s second son Yoshitaro [芹沢 義
太郎] (Ruriko’s Father) arrived two years
later in March 1927 at the age of 17. He
found work in a store and spent his first
summer learning English at a Catholic
Christian Centre on Powell Street in
Vancouver. Later Yoshitaro with his
father and brother worked in a wood
chip plant until the Great Depression
of the 1930s closed the plant. After that
he worked at various jobs for minimum
wage. He said that it was difficult to get
work but “If you spoke English you got
a job.”

Ruriko’s Grandmother Tatsu (nee Akiyama) [芹沢 たつ(秋山)]
arrived in Canada in 1931, accompanied by some of her sons.

Yoshitaro returned to Japan in 1936 and married Ryuko
Yoshizawa [吉澤 龍子].  Ryuko arrived in Canada a year later. In
1939 they were living on Carrol Street in Vancouver. Yoshitaro
and his father established a rooming house business on
Vancouver’s East Side. Three children were born in Vancouver.
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/ マリアン  ジェンキンズ

/ アランとルリコ（旧姓芹沢）デイビス

ルリコの祖父芹沢 儀作は1919年7月28日に
「ロシア皇后丸」
でカナ
ダに到着しました。
移民文書には職業は船大工と記載されています。
バンクーバーにいつごろ着いたかの記録はありませんせんが、船大
工として多くの仕事をしたとは疑わしいです。
一旦、沼津に短期間戻
り、1925年3月24日に
「アリゾナ丸」
でまたカナダに来ました。
この度は
長男の芹沢 一衛と一緒でした。
移民文書にはふたりとも単に労働者
と記載されています。

RMS Empress of Russia

儀作の次男、芹沢 義太郎（ルリコの父）は儀作がカナダに二度目に来
た2年後の1927年3月にカナダに来ました。
17歳でした。
商店で働き、
カナダで最初の夏はバンクーバーのパウエル街にあったカトリック・ク
リスチャン・センターで英語を習いました。
後に義太郎は父と兄と一緒
にチップボード工場で働きましたが、工場は1930年代の大恐慌の時
に閉鎖になり、仕事を失いました。
その後は安い賃金でいろいろな仕
事をしました。
儀作は「英語が話せれば仕事はあった。
」
と後に言って
いました。
ルリコの祖母、
たつ（旧姓秋山たつ）は1931年に何人かの息子と一緒
にカナダに来ました。
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In 1942 the family was separated because of World War II.
Gisaku and his eldest son, Kazue, were interned at Lemon
Creek. Yoshitaro was sent to a highway labour camp
“somewhere in Northern B.C.” Ryuko and her young children
were sent to an old mining camp at Sandon, B.C. Other younger
members of the extended Serizawa Family were thought to
have been interned in Lemon Creek.

義太郎は1936年に日本に行き、吉澤 龍子と結婚しました。
龍子は1年
後の1937年にカナダに来ました。
1939年に義太郎と龍子はバンクー
バーのキャロル街に住んでいました。
義太郎は父と一緒にバンクーバ
ーのイーストサイドで下宿屋を始めました。
義太郎と龍子はバンクー
バーで三人の子供に恵まれました。

In 1943 Yoshitaro’s family was reunited. They were given the
option of moving to Lethbridge or moving to Eastern Canada.
Having heard stories of the cold winters of southern Alberta,
Yoshitaro decided his family would go East.

1942年に太平洋戦争が始まると義太郎一家はカナダ政府の政策でば
らばらにされました。
儀作と長男の一衛はレモンクリークの収容所に
行き、義太郎は北アルバータ州のどこかの道路建設現場に送られ、龍
子とその子供たちはブリティッシュ・コロンビア州サンドンの古い鉱山
飯場の収容所に行きました。
芹沢家の親族の若い人たちはレモンクリ
ークの収容所に行ったようです。

After the war Grandparents Gisaku and Tatsu moved to
Kamloops B.C. where they purchased a house on a three-acre
plot of land in North Kamloops.

義太郎一家はオンタリオ州のアングラー野営地に一次行き、
その後義
太郎がハミルトンのカナダバッカーズの肉処理工場で仕事を見つけて
ハミルトンに移りました。
すぐにハミルトンで家を購入することができま
した。
この家でルリコと三人の妹が生まれました。
ルリコの3人の妹の
中で一番年上の妹は13歳の時に亡くなりました。

They initially stayed at the Angler Encampment, and then
settled in Hamilton, Ontario after Yoshitaro found work at a
Canada Packer’s meat packing plant. Soon they were able to
purchase a house in Hamilton where Ruriko, and three younger
sisters were born. Sadly, her eldest sister passed away at
thirteen years of age in Hamilton.

In 1949, Yoshitaro and his family moved to Kamloops as well.
Both families lived on the same plot of land in North Kamloops.
Yoshitaro found work at a sawmill. The family had a large
garden and raised chickens. One more sister and two brothers
were born in Kamloops. All told, Ruriko had nine sisters and
brothers.  
Grandmother Tatsu passed away in 1959. Grandfather Gisaku
then returned to Numazu Japan where he served as a priest at
a Buddhist temple. He died in 1973.

Ruriko and her siblings attended school in Kamloops until
1961, when they moved with their mother to Surrey B.C.
Yoshitaro followed a year later and the family bought a house in
Coquitlam, B.C.
Ruriko became a Licensed Practical Nurse and moved “East”
to Calgary with a co-worker. Ruriko and Alan met in Calgary in
1969.  We have lived in Edmonton since 1970.

“Remembering Our Past” are stories from our members who
wish to honour their families. Contact EJCA if you have a family
story to tell. We can assist with researching, writing,
and editing.
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1943年に義太郎の家族はまた一緒になりました。
カナダ政府は義太
郎一家にアルバータ州レスプリッジに行くか、
カナダ東部に行くかの選
択を与えました。
義太郎は南アルバータの冬は寒いと聞いていたので
カナダ東部に行くことにしました。

戦後、
ルリコの祖父母の儀作とたつはブリティッシュ・コロンビア州の
カムループスに移り、北カムループスの3エーカーの土地に建つ家を
買いました。

1949年に義太郎一家もカムループスに移りました。
儀作一家と義太
郎一家は同じ3エーカーの土地に住みました。
義太郎は製材所の仕事
に就きました。
大きな菜園を作り、鶏も飼育しました。
義太郎と龍子は
カムループスで女の子一人と男の子二人に恵まれました。
それでルリ
コには全部で9人の妹と弟がいることになりました。
ルリコの祖母のた
つは1959年に亡くなり、
その後祖父の儀作は故郷の沼津に戻りお寺
で住職をしていましたが、1973年に亡くなりました。

ルリコと兄弟姉妹は1961年までカムループスで学校に行き、
それから
母と一緒にブリティッシュ・コロンビア州のサレーに移りました。
義太
郎は一年後にサレーに来ました。
その後、義太郎一家はブリティッシ
ュ・コロンビア州のコキットラムに家を買いました。

その後ルリコは看護師（Licensed Practical Nurse）の免状を取り、
ア
ルバータ州カルガリーへ同僚の一人と一緒に移りました。
アランはル
リコと1969年にカルガリーで会いました。
私達は1970年からエドモン
トンに住んでいます。
「私達の歴史」のコラムを新しく設けました。
家族の歴史を書いて私達
の先祖に感謝したい人はどうぞ
「もしもし」に投稿してください。
EJCA
の会員が家族の歴史の検索、歴史の書き方、書いた歴史の校正を手
伝います。
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The Kimiko Shimizu Arts And Cultural
Development Grant
The Kimiko Shimizu Arts and Cultural Development Grant, in
the amount of $500 is awarded annually to support activities
or projects with a strong cultural/craft component appropriate
to the Japanese Canadian community as reflected in the Vision
Statement of the EJCA:
The Edmonton Japanese Community Association (EJCA) is
a community of members whose vision is to create a shared
experience of Japanese and Canadian culture.

For example, applicants might study with a tea master, attend
a taiko workshop, publish poetry, practice sumi-e, attend
a haiku celebration, collect historical artifacts, carry out a
specific project (studying in Japan, developing special media),
attend a karate dojo, present at a conference on Canada/Japan
relations, prepare a manuscript and so on.
Following the completion of their project, the applicant
agrees to share with the EJCA the benefits/results of their
project through a medium of their choice—a written report, a
performance, an exhibit, a recording, a work of art, and so on.
Scholarship and Awards Committee
Edmonton Japanese Community Centre
6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6
Criteria:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

キミコ・シミズ芸術・文化支援金

EJCAでは毎年５００ドルの支援金をEJCAの目的に合った文化・工芸
活動をしている人に授与しています。
このEJCAの目的とは次のとおり
です。

「EJCAは日本とカナダの文化を皆で共有していこうという人たちの
組織です。
」

この支援金は例えば次のようなEJCA会員を対象にしています。
茶道
を講師について学ぶ、太鼓ワークショップに参加する、俳句、和歌、詩
を出版する、日本で学ぶ、
メディアを開発するなどのプロジェクトを行
う、空手道場で訓練をする、日加関係の会議で発表する、論文を書く、
などです。
支援金を授与された会員は、
プロジェクト完了後にその結果を他の
EJCA会員に伝える義務があります。
伝える方法には報告書、演技、展
覧会、録音、芸術作品などがあります。
応募者から次の基準に従った受賞者を決めます。
1.
2.
3.
4.
5.

応募は個人で行う。

応募者はEJCAの会費を過去２年間払ったEJCAの会員であるこ
と。
年齢制限はありません。

一度この支援金を授与された会員はつぎの三年間は応募できま
せん。

応募用紙はEJCAのオフィスにあります。
またつぎの住所か
らダウンロードできます。
Website:  http://www.ejca.org/
documents/KimikoShimizu%20Grant%20form.pdf

The application for the grant must be made by an
individual.

6.

There is no age restriction for applicants.

応募した内容はEJCAの奨学金および報奨金委員会が審査して、受賞
者をEJCA役員会に勧告します。
EJCA役員会が最終的に受賞者を決
定して、受賞者とEJCAの奨学金および報奨金委員会にその旨を通知
します。

The applicant must be a member in good standing of the
EJCA for the past two years. If the applicant is a student
or child, then the applicant’s parents must be members
in  good standing for the past two years.
There is a three-year waiting period before recipients of the
grant are eligible  to apply for the award again.
Application forms are available from the EJCA office or
downloadable from the EJCA website:  http://www.ejca.
org/documents/KimikoShimizu%20Grant%20form.pdf

応募締め切りは２０２０年１０月３１日です。
応募用紙は下記まで
郵送してください。

Scholarship and Awards Committee
Edmonton Japanese Community Centre
6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6

The application form must be received at the Edmonton
Japanese Community Association by the deadline date:  
October 31 of the current year.

Mail to:
Scholarship and Awards Committee
Edmonton Japanese Community Centre
6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6

The EJCA Scholarship and Awards Committee will judge the
merits of each application and make recommendations to
the EJCA Board regarding funding. The Board will make final
decisions regarding the award and communicate their decision
to the applicant and to the Scholarship and Grants Committee.
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EJCA Hirabayashi Library Re-opening

EJCA平林図書館再開のお知らせ

What has been going on since the EJCA closure?

COVID-19で図書館を閉館してからの6ヶ月間に図書館ボランティアは
図書館再開のための努力を続けてきました。
必要性のなくなったもの
を蔵書から除き、図書とビデオの書架を効率よく使えるように再配置
しました。

/ Library Committee

Over the past six weeks, the Library volunteers have been
preparing the library for its re-opening. Unneeded materials
have been removed from the shelves, and books and videos
have been reorganized, to best utilize the shelf space that was
freed up.
Since April, two volunteers have been working from home
to move the data on all the books and videos from the old
database to the new one (Library Thing). As you can imagine,
this has been a time-consuming task because we have over
4000 items in the library. Library Thing will allow anyone to
search online for items by title, author or subject.

Although some members prefer to come into the library to look
at what is on the shelves, Library Thing opens the opportunity
during this period of COVID-19 limitations, to borrow books in a
totally different way. We can offer “reserve and pick up” service!  
But first, we need your help in recovering all the books and
videos that have been borrowed before March 2020… some
have been outstanding since 2019. We ask that items be
returned before any other items are borrowed from the library.
Bring Back Your Library Items Campaign

There are over 125 books and videos that need to be returned,
so we would like to recover as many of these as possible to
complete the reorganization.
From Friday September 18th to Friday, October 4th, items can
be returned during the following hours:
Monday
Tuesday
Wednesday
Friday

10:30–11:30 am
2:30–4:30 pm
10:30–11:30 am
3:30–4:30 pm

The outside door will be locked so please ring the doorbell,
located on the left-hand side of the double door. If there is no
answer, please call the office at 780-466-8166 and someone
will let you in. There will be a bin in the lobby where you can
deposit your books and videos. Please remember to wear a
mask in the centre
New Ways to Borrow Books

Come in to view the library collection and borrow items:
On a limited basis, we will start a trial re-opening phase on
Tuesday afternoons from October 13th from 3:00 pm to 4:20
pm. Visits will be 20 minutes each with a limit of 3 individuals
in the library at one time. You can choose from the following
times: 2:30, 2:50, 3:10, 3:30, 3:50, 4:10 pm.
1.
2.

Make an appointment by emailing library@ejca.org.

In your email, please give your name, email address, phone
number and indicate that you are a 2020 EJCA member.
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/ 図書委員会

４月から二人のボランティが図書とビデオのデータベースを古いシス
テムから新しいシステムに移動する作業をしてきました。
図書館には４
０００以上の図書とビデオがあるので大変時間のかかる作業でした。
この新しいシステムを使うと本とビデオの検索が簡単になります。
本・
ビデオの題名、作者、主題で検索できます。
会員の方には図書館に訪れて自分の眼で本やビデオを選ぶのが楽し
みな人がたくさんいます。
しかし、現在のCOVID-19の環境下で本とビ
デオのOnline検索方法を試してみてはどうでしょうか？図書館では「
本とビデオを予約しておいて受け取りに来る」
サービスも始めます。

このOnline検索システムとサービスが始まる前に、
まずは皆様が2020
年3月以前に借りた本とビデオ
（2019年に借り出されたままのものも
あります）を図書館に返却してください。
図書・ビデオ返却キャンペーン
3月以前に貸し出した本とDVDを次のようにお返しください。
125件が
まだ返済されていません。
9月18日から10月4日までの次の日時に返済できます。
月曜日 午前10時30分から11時30分
火曜日 午後2時30分から4時30分
水曜日 午前10時30分から11時30分
金曜日 午後３時30分から４時30分

会館のドアは閉まっています。
ドアの左横のベルを押してください。
返事がなかったら780-466-8166へお電話ください。
誰かがドアを開
けます。
ロビーに本の返却箱があります。
会館ではマスクをお使いくだ
さい。
図書を借りる新しい方法
図書館に来て借りる

10月13日からの毎週火曜日の午後3時から4時20分まで試験的に図
書館を再開します。
図書館内には最大3人が最長20分までの制限で入
ることができます。
図書館に入館できる時間は2時30分、2時50分、3時
１0分、3時３0分、3時50分、4時１0分です。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

図書館に来館するにはまず電子メール library@ejca.org で来館
日、来館時間を予約します。

予約希望の電子メールには氏名、電子メールアドレス、電話番
号、2020年度のEJCA会員であること、来館希望日と時間を書い
てください。
図書館から予約確定の電子メールを送ります。

EJCAセンターに到着したら入口のドアーベルを押してください。

EJCAセンターに入るときはマスクを付けて、玄関に置いてある消
毒液で手を消毒してください。
図書館に入るときは手袋をわたし
ますから使ってください。
本、
ビデオを借りるときは図書館ボランティアが貸し出し簿の記
載を確かめます。
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3.
4.
5.
6.

State what time you would like visit the library.
A confirmation email will be sent to you.
Ring the doorbell when you arrive.

Sanitize your hands and wear a mask. Wash your hands
before entering the library and put on gloves which will be
provided.

Library volunteers will make sure that the sign-out sheet is
completed.

Reserve and Pick-Up
1.

2.

3.
4.
5.

View the collection online:
https://www.librarycat.org/lib/EJCALibrary
Instructions on how to navigate the system: http://www.
ejca.org/documents/Library%20system%20navigation.pdf
Email the list of items requested by the “Call Number”.
Please note that “available” just means that we have the
item in the collection but it may not be available in the
library (i.e. someone else has borrowed it).
In your email, please give your name, email address,
phone number, and confirmation that you are a 2020
EJCA member.

Every Tuesday, volunteers will package the items you
requested and will email a list of the items that are being
held for you. They will fill out the borrowing form for you.

Items will be available for pick up during the following
times:
· Monday and Wednesday 10:30–11:30 am
· Tuesday 3:00–4:45 pm
· Friday 3:30–4:30 pm
Please ring the doorbell, located on the left-hand side of
the double door. If there is no answer, please call the office
at 780-466-8166 and someone will let you in.  

本、
ビデオの予約、受け取り
1.
2.
3.
4.
5.

蔵書をオンラインで検索する  https://www.librarycat.org/lib/
EJCALibrary 検索方法はここにありますhttp://www.ejca.
org/documents/Library%20system%20navigation.pdf

電子メールで本、
ビデオのコール番号を使って予約する。
カタログ
にAvailableと書いてあるのは、
この本、
ビデオを図書館が保有し
ているということで、貸し出し中のこともあります。
電子メールには氏名、電子メールのアドレス、電話番号、2020年
度EJCAの会員であることを明記してください。

毎週火曜日に図書館ボランティアが予約の本、
ビデオをパッケー
ジにひとまとめにして、貸し出し簿を記載します。

予約した本とビデオのパッケージは図書館から次の曜日と時間
に受け取れます。
· 月曜日と水曜日 午前10時半から11時半
· 火曜日 午後3時から4時45分
· 金曜日 午後3時半から4時半
EJCAセンターに到着したら入口のドアーの左にあるドアーベル
を押してください。
もし誰も玄関に来ないときは780-466-8166に
電話をしてください。

多くのEJCA会員が図書館を利用できるように、会員一人（個人または
家族）が一度に借りられる本、
ビデオは合わせて6冊に限ります。
借り
た本、
ビデオを返してから新しい本、
ビデオを借ります。
本、
ビデオの返
却方法は図書・ビデオ返却キャンペーンと同じです。

以上の手続きを4週間試して見てから、不備なところは改良します。
こ
の期間に皆様の感想、提案を歓迎します。
では図書館でまたは予約受
け取りでお目にかかりましょう。

  Evaluation

In order to be fair to all members, borrowers are asked to sign
out a limit of 6 items and to return items before borrowing
again. Library items can be returned using the same procedure
outlined in the “Bring Back Your Library Items Campaign”.  

The processes will be reviewed for effectiveness after
4 weeks and adjusted as necessary. Please offer suggestions
or comments throughout the trial period. We are looking
forward to meeting you at the library or to have you use the
Reserve and Pick-up service.

COVID-19: Calling All Seniors!

COVID-19: シニアー会員の皆様へ

In April and May, members of the Board phoned our senior
members to chat and offer information and assistance if
required. (Matsu no Kai members are being regularly contacted
by their Executive).

We are still facing the Covid-19 challenge and no end is in sight.
The Board members continue to be available to talk, should
circumstances have changed for our seniors. Please contact
one of the following if we can be of assistance:
Sanae Ohki (Japanese/English)

Yukiko Nagakura (Japanese/English)
Paul Fujishige (English)
John Priegert (English)

780-459-3862

780-902-8725 (cell)

780-486-0906
780 436-0977
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４月と５月にEJCA役員会の役員は手分けをしてシニアー会員に電話
で話をし、
シニアーが必要としている情報をさしあげ、手助けを必要と
しているときは支援をしました（松の会では松の会の役員が会員に定
期的に電話をしています。
）まだまだCOVID-19の先行きがわかりませ
ん。
EJCA役員会はシニアー会員の皆さんの助けになりたいと思って
います。
電話で話をしたい方、なにか手助けが必要な方はどうぞお気
軽に役員までご連絡ください。
支援を提供している役員は次のとおり
です。
大木早苗（日本語または英語）

780-459-3862

ポール・フジシゲ（英語）

780-486-0906

長倉由紀子（日本語または英語）
ジョン・プリガート
（英語）

780-902-8725 (cell)
780 436-0977
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Website Redesign Project Update
/ Eldon Kymson

Earlier this year when EJCA began the process of redesigning its
website, an opportunity to reimagine our identity came about
as well. This is exciting because our new website will not only
launch on a brand new platform with better tools, but also with
a fresh, new design.

What you’re seeing here is our new logo! The symbol is an
Alberta Wild Rose designed as a kamon, or Japanese heraldic
symbol. The muted red and black colours are joined to
represent two communities—Japan and Canada. A clean and
timeliness typeface displays our acronym, “EJCA” (how we
often refer to ourselves). It was also very important to include
our name in Japanese.

EJCA ウェブサイト再設計プロジェクト経過
報告
/ エルドン  キムソン

今年初めにEJCAウェブサイトの再設計プロジェクトを始めましたが、
すぐにこれはEJCAの将来の姿を考える機会でもあると認識しました。
再設計はまったく新しいウェブプラットフォームに新しいウェブデザイ
ンのための道具を使って新しいデサインを考えます。

これがEJCAの新しいロゴです。
アルバータ州の花、
ワイルドローズが
家紋のようなデザインになっています。
二色になっているのはEJCAを
構成する2つの文化要素、日本とカナダを表しています。
そしてEJCAと
エドモントン日本文化協会と英語と日本語で私達の組織の名前を表
記してあります。

私達の組織のアイデンティティーをロゴの形で表現することによっ
て、EJCAが現在の会員にとってより魅力のあるものになり、
また新し
い会員、ボランティアにも同様により魅力のあるものになるとおもい
ます。
この新しいロゴはウェブサイトだけでなく、EJCAの他のものにも
使われます。
例えば、名刺、Tシャツ、電子メール、
ソシアルメディア、
ビデ
オ、ポスターなどです。
ロゴのデザインは会員の意見を集めるための質問状から始まりまし
た。
そしてウェブサイ設計委員会で原案を作り、EJCA役員会に提案し
ました。
役員会はロゴの新鮮で簡略なデザインが美しいだけでなく洗

Our new identity will help us to be more recognizable, more
consistent, and more attractive to our current membership,
potential members, and even volunteers. It will not only be
applied to our website, but the many other touchpoints across
EJCA over time. Think business cards, t-shirts, emails, social
media, videos, signage, and more.
The process of creating our identity began with a short
questionnaire that went to our board members while also
taking into consideration some recent feedback from our
membership.

When the concept was presented to the board, it was approved
for its clean approach, consistent look, and an aesthetic that we
feel represents EJCA in a more professional and modern way.
We know that we’ll be able to have a lot of fun with it, too!
What you see here is only a preview of our full identity, that
provides us with a new logo, colour palette, fonts, and imagery.
We’d like to take this chance to give a big thank-you to Victor
Chikhachev for taking beautiful new photos of our centre―a
core piece of our identity.
You’ll begin to see more as we progress with the new website
and many other pieces. Until then, we hope you like what
you’re seeing so far!

MOSHI MOSHI / SEPTEMBER–OCTOBER 2020 / EJCA

練されていて現代的だと評価して採用を決断しました。

EJCAのロゴはEJCAのアイデンティーを明白に表現するためのの手段
の一つです。
ウェブ再設計委員会ではウェブに用いる色彩、
フォント、写
真などの画像を使用してEJCAのアイデンティティーをより明確に魅力
あるものとして提供できるように努力しています。
この機会にEJCAの
ウェブサイトに使用するEJCAセンターの写真を撮影してくれたビクタ
ー・チカチェフに感謝します。
EJCAの写真はEJCAのアイデンティティー
の表現の大切な一部です。
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Making a Facemask Using
Japanese Paper

和紙でマスクを作ろう

EJCA is offering the first workshop since March 2020! Let’s
make face masks using Washi paper. You might have read an
article “Japanese Tradition - Washi (Hand-made Japanese
paper)” in the July/August Moshi Moshi and had some interest
in Washi. The author of the article, Mrs. Megumi Hihara will
be an instructor of the workshop (please select one from two
sessions). She made a special arrangement with the Japanese
Washi Association to receive authentic Washi papers and under
masks from Japan. All items are made from natural materials.
The inner facemasks are washable and can use many times.
Washi will get softer as you use many times.

You can order material kits including “how to make it” if you
cannot attend the workshop at the centre. Please go to the same
registration link and order a kit. The cost for a kit is the same as
the workshop since we will pay the postal cost to your house.
The instructor is volunteer and not requesting an honorarium.
So, the workshop fee is mostly material cost and shipping cost
from Japan. These kits make great Christmas gifts!
Location:    EJCA Hall
Date/time: Saturday, November 7th, Session 1: 11:00 am–
12:00 pm, Session 2: 1:00 pm–2:00 pm
Instructor: Megumi Hihara, a certified instructor of PIARAS
(Society Promoting Japanese Washi Paper)
Attendees: EJCA 2020 member, 12 years old or older
Maximum 10 members for each session 1 and
session 2.
Fee:
$22
Registration deadline: October 3, 2020 (We will order kits to
Japan after you register to the workshop)

Do proper handwashing upon entering the building;

3.

Maintain 2 metres of personal distance;

4.

Cover coughs and sneezes following sanitary guidelines;

5.

Minimize touching of common use items, e.g., doorknobs
and light switches:

6.

場所:
日時:

指導:
参加者:
参加費:

エドモントン日本文化協会 ホール
11月7日(土) セッション 1 午前1１時―1２時,
     セッション 2 午後 1時―2時
各セッション １0名が参加できます。
檜原めぐみ
EJCA 2020 会員 １２歳以上
＄２２

申込締め切り: 10月3日(土)又は参加者数が制限いっぱいになった
時点で締め切り, それからあとは順番待ちになります。
10月3日に材料を日本へ注文するので、
それ以降は受
け付けません。

1.

Stay home if you are not feeling 100% well. We will send
you a kit if you can not attend the workshop.

2.

尚 会場での参加はできないが、和紙、付属品、説明書が欲しい方は
キットを注文できます。
お宅まで郵送いたします。
郵送費がかかります
ので、材料費は会場での参加費と同額になっています。
(講師はボラン
ティアでしてくださいますので、会場での参加費は主に日本から取り寄
せる材料費です。
)

開館使用のためのCovid-19ルールがあります。
講師と参加者全員で
実行していただきます。

There are rules for the use of the EJCA centre because of
COVID-19. The instructor and attendees are responsible to take
actions as required.
1.

3月以来初めてのワークショップをお届けします。
それも和紙で作るマ
スクです！7・8月号「もしもし」13ページの
「日本の伝統工芸 和紙の魅
力」を読んで興味を持たれた方が多いと思いますが、
この話を書いた
檜原めぐみさんが和紙で作るマスクの講習会を行います。
材料の和紙
と内側のマスクはすべて日本製で自然素材を使っています。
内側のマ
スクは洗えて何回も使えます。
和紙は使い込むほど柔らかく優しい手
触りになります。

At the end, clean and wipe the tables and other items
touched.

2.

少しでも病気の兆候のある人は参加しない。
(キットをお送りしま
す)
会館へ来たらすぐに手洗いを実行

3.

マスクを着用し、
できる限り2メートルの間隔を取る

5.

ドアのハンドル、
スイッチその他の物にできるだけ触らない

4.
6.

せきやくしゃみはティッシュ―で覆う

最後に触ったものを全部消毒する。

ワークショップ参加希望の方、
ま
たはキットだけ申し込みたい方
はこちらから手続きをお願いいた
します。
https://forms.gle/
y6MNqiXBUtXSL1De8
手続きの中で、
マスクの色やサイ
ズを選んでいただきます。

Please register here for both workshops and kits:
https://forms.gle/y6MNqiXBUtXSL1De8
Selection of color 1–6, and size L for men or size M for ladies are
included in the registration process.
1

2

3

4

5
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EJCA Purchased Two Taiyaki Makers!

EJCAは鯛焼きセットを２組購入!

Exciting news! Our wish for the last ten years came true—two
taiyaki makers are here and ready for a test run and tasting in
October.

待ちに待った鯛焼き器が二組とどきました。
早速鯛焼きの作りのチー
ムを作って 10月中に次のような準備をします。

/ John Priegert

Oh, you do not know taiyaki yet? Taiyaki (“Tie-Yah-Kee” 鯛焼
き, lit. ‘baked seabream’) is a Japanese fish-shaped cake. It
imitates the shape of the tai fish (Japanese red seabream).
The most common filling is red bean paste that is made from
sweetened azuki beans. Other common fillings may be custard,
chocolate, cheese, or sweet potato. The outside is like a waffle.
It is a festival and street food and it is YUMMY!
So, with the equipment available, EJCA is coordinating a test
team that will:
•

Try to make taiyaki using the equipment

•

Make the 50 taiyaki for the AGM, November 15, 2020

•
•

/ ジョン  プリガート

•

鯛焼き器を使って鯛焼きを作ってみる。

•

２０２０年１１月１５日のEJCA年次総会のための鯛焼きを５０個
を作る。

•
•

EJCAのために最適な鯛焼きレシピーを決定する。
他のEJCA会員に鯛焼きの作り方の訓練をする。

もうすぐおいしい鯛焼きを皆様に味わっていただけます。
どうぞお楽し
みに！

Come up with the best recipe for EJCA

Train other EJCA members to make more taiyaki

I hope you will have an opportunity to taste some original EJCA
taiyaki soon.

Matsu No Kai – EJCA 55+ Club

松の会

The club welcomes any EJCA member who is age 55 and over.
It is an opportunity to socialize, and to meet and make new
friends.  

松の会は５５歳以上のEJCA会員の参加をお待ちしています。
友達と
交流し、
また新しい友達を作るとても良い機会です。
どうぞご参加くだ
さい。

/ Cathy Tennant

Unfortunately, for the past 6 months we have not been able to
enjoy our usual bento lunch and after-lunch activities at the
monthly meetings, or visit favourite places and explore unique
spots on our monthly outings.  However, we have been keeping
in touch with each other through regular phone calls and our
bi-weekly newsletter that keeps everyone updated in a fun
way. We have encouraged our members to contribute family
histories for the Moshi Moshi over the past few issues and
Ruriko has contributed her family story this month.  

/ キャッシー  テナント

新型コロナウィルスのために、
この６っヶ月ほど松の会は毎月の例会
を停止しています。
毎月、皆と一緒に話をしたり、活動をしたり、昼食を
食べたりできないので本当に残念です。
しかし会員とは定期的な電話
連絡、
２週間に一度のニューズレターで連絡を取り合っています。
会員
にそれぞれの家の歴史を書いて
「もしもし」に投稿するように勧めて
います。
ルリコさんが既に投稿しました。
会員と会えいないのが残念で
す。
来年は新型コロナウィルスパンデミックが収束して、
また皆に会え
るよう願っています。
松の会への連絡は英文の最後をご覧ください。

We are missing our get-togethers and are hoping that we will be
able to visit with each other in the new year.
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca
(780-435-8462) or
For more information, please contact:
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com
(587-990-0775).
Louise Wong, club Membership at louisewong@shaw.ca
(780-487-7099)
MOSHI MOSHI / SEPTEMBER–OCTOBER 2020 / EJCA
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Nihongo Kids – Fall Exercise Program

We all worry about our children who have been at home and
have less chances to move around and play with other children.
Replacing the Fall Nihongo Kids program, EJCA offers a short
program for young children. Both
Japanese and English speaking
families are welcome.

日本語キッズ－秋の運動プログラム！

新型コロナウイルスの自粛生活が続き、大人はもちろんですが、小さい
お子さんも身体的活動量が減っているし、同じくらいの年齢の子供達
とのふれあいがほとんどなくなり、皆様この状況が続くことに不安を感
じていらっしゃることでしょう。
Good Newsです。
会員で理学療法士のボー
ン陽子さんが、小さいお子供様を対象にし
た運動プログラムを指導します。
3月以来休
んでいた日本語キッズのクラスとして、短い
プログラムを用意しました。

Location: EJCA Hall and the park
area when weather permits

Date/time: Every other Wednesday
mornings 10–11 am, October 7th,
21st, November 4th and 18th

場所: エドモントン日本文化協会 ホール
(天気によって、屋外)

日時: 午前10時―11時 隔週の水曜日、10
月7日と21日、11月4日と18日

Instructor: Bourne Yoko, a
physiotherapist and a mother of
a 4-year old daughter

Attendees: 2–5 years old children
and guardians
Fee: $25 per family

Registration deadline: October 2nd or when it reaches the
maximum number

The maximum number at the Hall for this program is 24 “adults
+ children” according to the COVID-19 guideline. If the number
of families is less than five, the program will be cancelled.
There are rules for the use of the EJCA centre because of
COVID-19. The instructor and guardians are responsible for
taking actions as required.
Please register here:
https://forms.gle/2Ynq3enrnd5B3Xom6

OBITUARY

Aiko Murakami

Life came full circle for Aiko Murakami with dignity and
grace. Aiko, 103, passed away peacefully at the Toronto
Shepherd Lodge on September 2nd, 2020. Aiko and
her son Mike were EJCA’s long time members. They
moved to Toronto about twelve years ago. Many of us
remembered Aiko as a kind leader of our community!
She was our board member from 1991 to 1999.

Online obituary is available at: https://www.
arbormemorial.ca/en/mcdbrown-scarborough/obituaries/
aiko-murakami/54861
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指導: ボーン陽子
参加費: 1家族 ＄２５

参加者: 2－5才の子供と保護者

申込締め切り: 10月2日(金)又は参加者数が制限いっぱいになった時
点で締め切ります。

参加人数: COVID-19の制限で、保護者＋子供＋講師の計24人が上限
です。
参加希望が5家族に満たない時は中止します。
COVID-19 のため開館使用のためのルールがあります。
講師と保護者
に実行していただきます。
参加希望の方は、
こちらから手続きをお願いいたします。
https://forms.gle/2Ynq3enrnd5B3Xom6

お悔やみ

ムラカミ  アイコさん

2020年9月2日にムラカミ アイコさんはトロント・シェパード・ロ
ッジで103才の長寿を全うしてお亡くなりになりました。
1２年
ほど前にトロントに移られましたが、長くエドモントンにお住
まいで、息子のマイクさんとともにエドモントン日本文化協
会のリーダーでした。
アイコさんは1991-1999に役員を務
めてくださいました。
心よりお悔やみを申し上げます。

Onlineのご案内はこちら: https://www.arbormemorial.
ca/en/mcdbrown-scarborough/obituaries/aikomurakami/54861
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EJCA Board of Directors & Committees
November 2019–October 2020
Board of Directors Officers
and Executive Committee
Sanae Ohki
President

Tamara Sutherland
Vice-President
Brenda Madsen
Secretary
Jim Hoyano
Treasurer

Board Directors
Yukiko Nagakura
John Priegert
Paul Fujishige

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

Library Committee
Adeline Panamaroff
Cathy Tennant
David Sulz
Jim Hoyano
Nancy Cyr
Culture Programs
Work Group
Mineko Koto
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura
EJCA-Argyll Joint
Committee
Brenda Madsen
Sanae Ohki
John Priegert
NAJC Liaison
Takashi Ohki

Vision

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

Mission

The Edmonton Japanese Community
Association builds a supportive community
to explore Japanese and Canatian 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 organizations and
Japanese Canadian organizations;

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

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。

• Acting as a represntative of Japanese
Canadian people to provincial and
national reganizations of similar purpose.
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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
Bruce Robertson
office@ejca.org

Event Coordinator
Vacant
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Survey 3 – Activities & Finances: Past & Future

Directions: Please answer the following questions and return to EJCA by October 5, 2020. The survey is anonymous, however if you
include your name and postal mailing address, you will be entered into a draw for a Ki-Fu-Ne Japan gift card. Answers will be kept
confidential and will be compiled into key findings.
Question #1: Select the top two annual events that you feel is most important to you.
  New Years Party (January)
Natsu Matsuri (July)

Hina Matsuri (Doll Festival) (March)
Heritage Days (August)

  Fall Bazaar (October)

  Children’s Christmas Party

Question #2: If we cannot offer all events in the next year or two, select the two events you are okay with cancelling.
  New Years Party (January)
  Natsu Matsuri (July)

  Hina Matsuri (Doll Festival) (March)
  Heritage Days (August)

  Fall Bazaar (October)

  Children’s Christmas Party

Question #3: EJCA may have greater financial challenges in future years. Lower or no casino revenue, decreased group rentals and
additional pandemic related expenses could greatly deplete our reserves. Given this, what areas would you support to assist with
addressing our future financial challenges? (Check all those you support.)
3.1 Reducing expenditures (e.gs: eliminating or scaling back some annual events; reducing employee hours;
reducing supplies/equipment)
3.2 Raising rental rates (for members and/or non-members)

3.3 Increasing volunteers and volunteer hours to cover core services (e.g. manager duties, event coordination)
3.4 Raising membership fees

3.5 Creating a foundation to raise voluntary contributions for operations

3.6 Registering as a charitable organization to provide tax deductible receipts for donations (This is very difficult)
3.7 Increasing fund raising through food sales (e.g. regular bento lunches)

3.8 Setting up an ongoing “tuck shop” to sell books, products and non-perishable food and drink items

These are examples only. Any implementation would require much more work and exploration.

Question #4: In our first survey in May 2020, investment in youth was identified by many respondents. What ideas do you have to
increase activities and engagement with youth?

Question #5: Please comment on any of the above questions to help guide EJCA and the Board.

Thank you for your response. Please give us your name and postal address
if you would like to be entered in our Ki-Fu-Ne Japan gift card draw.
Name  

Address  

Postal code  
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Please send this page by October 3, 2020 to:
EJCA
6750 88 St NW
Edmonton, AB
T6E 5H6
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EJCA会員の意見調査 その三：過去と未来の活動と財政

説明：下記の質問に答えて、質問用紙を10月３日までにEJCAオフィスまで返送してください。
調査は無記名です。
しかし、もし名前と電子メールアド
レスを書いてくだされば、抽選でKifune Japanのギフトカードを差し上げます。
回答は役員会で内密に保管しますが、調査の重要な結果は公表し
ます。
質問 １: EJCAの年間行事の中であなたにとって大切なものを二つ選んでください。
  新年会（１月）
  夏祭り
（７月）

  雛祭祭り
（３月）

  ヘリテージデイ
（８月）

  秋のバザー（１０月）

  子供のためのクリスマス・パーティー（１２月）

質問 2: これから１，
２年の間、
いままでのEJCAの年間行事をすべて行うことが出来ないとしたら、
どの行事はなくてもよいですか。
下記の行事から二
つだけ選んでください。
  新年会（１月）
  夏祭り
（７月）

  雛祭祭り
（３月）

  ヘリテージデイ
（８月）

  秋のバザー（１０月）

  子供のためのクリスマス・パーティー（１２月）

質問 ３: EJCAは将来、大きな財政問題に直面するでしょう。
カジノからの収入が減少するかなくなる可能性、EJCAセンターの賃借収入の減少、新た
なCOVID-19パンデミック対策に必要となる経費、などの原因でEJCAが現在保有している預金が大幅に減少するでしょう。
このような財政状況の下
で、下記の対策のどれをあなたは受け入れますか？ あなたが受け入れる対策のすべてを選択してください。

3.1 EJCAの活動経費を削減する
（例：年間行事の幾つかを廃止または小規模で行う、EJCAで雇用している人の雇用時間を減少する、EJCAの
備品の費用を削減するなど）
3.2

EJCAセンターの使用料を増額する
（会員または非会員、
または会員と非会員の両方）

3.4

会費を増額する

3.6

EJCAを慈善団体として登録して、寄付が税金控除の対象になるようにする(これを実現するのはかなり難しい)

3.3
3.5
3.7
3.8

ボランティアの人数と時間を増やして、EJCAの運営を助ける

EJCAにボランティアが寄付できるような基金を設立する

EJCAの預金を食べ物の販売で増加する
（例：定期的な弁当ランチ販売）

EJCAセンター内に売店を作り、書籍、製品、保存の効く食べ物と飲み物を販売する

上の活動は例を挙げただけで、実行に移すにはいろいろと調査して用意が必要です。

質問 ４: EJCAが2020年5月に行なった調査に、EJCAの活動に若い人たちが参加することがEJCAの将来に重要だという回答が多く寄せられまし
た。
若い人たちの参加を増加し活動を支援するために、EJCAはどんなことができると思いますか？ 下にコメントを書いてください。

質問 ５: 上記の質問のどれについてでもよいですから、
あなたのコメントをください。
EJCAとEJCA役員会にとても役立ちます。

回答をありがとうございました。
名前と郵便住所を書いてくださる方には、抽選で
Kifune Japanのギフトカードをお送りします。
名前  

郵便住所  
郵便番号  
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質問用紙は10月3日までにEJCAへお送りください。
EJCA
6750 88 St NW
Edmonton, AB
T6E 5H6
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