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PRESIDENT’S CORNER

会 長 便り

/ Sanae Ohki

/ 大木  早苗

On November 15, 2020 at the 2019–2020 Annual General
Meeting (AGM), eleven people were elected to the Board of
Directors. Following the AGM, a short ad hoc board meeting
was called. The board decided the officers’ positions: President
– Paul Fujishige, Vice President – Tamara Sutherland, Treasurer
– Jim Hoyano, and Secretary – Brenda Madsen. The board was
excited to welcome brand-new members, Stefan Grossmann,
Eldon Kymson, Noriko Taira, Lenard Grossmann and Jeffery
Edwards. We have a good mixture of ages from 17 to near 80,
variety of speciality areas and we are all committed to promote
the EJCA’s vision and missions.
So, this is my final “President Corner”. I want to tell you again
the EJCA’s accomplishments in 2019-2020 and challenges to
the 2020-2021 that I reported at the AGM.

The board members were all committed to our activities at
EJCA. Board meetings were enjoyable. All board members
were friendly, kind, and kept smiling even when we were
talking serious businesses. We had 14 board meetings in all,
including one retreat, five meetings at the Centre, one mixture
of the centre and online meeting, and seven online meetings.
All board members attended all meetings! I think this was one
of the important reasons why EHCA conducted its activities
so well under many constraints this year such as COVID-19.
Another important reason was that all board members had
unique skills and various specialized fields that contributed to
the operation of EJCA greatly.

2020年11月15日に開かれたEJCA2020年度年次総会で11名の役員
が決まりました。
年次総会のあとの役員会で決まった役員会執行委員
は会長はポール・フジシゲ、副会長はタマラ・サザランド、会計はジム・
ホヤノ、
そして書記はブレンダ・マドソンです。
そして新しい役員として
ステファン・グロスマン、
エルドン・キムソン、平紀子、
レナード・グロスマ
ン、ジェフリー・エドワーズが加わりました。
新しい役員会はいろいろな
年齢（17歳からもうすぐ80歳まで）といろいろな経験を持った人がいる
バランスのとれた役員会です。
これからEJCAのビジョンとミッションを
遂行するにとても良い構成だとおもいます。

これが私の最後の
「会長の挨拶」になりますので、年次総会で報告した
EJCAの2019－2020年度の成果と2020－2021年度のチャレンジをお
伝えします。

昨年度、一緒に仕事をした役員は皆仕事熱心で、親切で、深刻な議
題を討議するときも微笑みを絶やさないという素晴らしいチームで
した。
役員会は14回開催されました。
企画会議が一度、会館での会
議が5回、会館とオンラインを混合した会議が一回、
そしてオンライン
会議が7回でした。
誰も一度も役員会を欠席しませんでした。
これが
COVID-19の厳しい環境下でもEJCAが活動を続けてこられた一番の
要因だとおもいます。
もう一つの要因を加えると、役員の一人一人が持
っている豊かでユニークな経験や知識を出し合ったことでしょう。
成果
1.

Achievements
1.

The Covid-19 pandemic had a huge impact on our
activities.
From mid-March to June, the Centre was closed. Some
activities were held online. In June after the Government’s
announcement of reopening criteria, we evaluated the
situation and decided that the Centre could be used by ACL
and EJCA members as far as the safety requirements were
implemented. EJCA implemented all the requirements in
place. Since July 2, the Centre has been open with certain
limitations. Many clubs started activities at the Centre.
Other clubs have been creative to do activities online. All
large events such as Natsu Matsuri, summer camps, fall
bazaar and Christmas party for children were cancelled.
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2.

Covid-19 に対応した活動：会館は3月半ばから6月まで閉めま
した。
EJCAの活動の一部はオンラインで継続しています。
6月にア
ルバータ政府がCovid-19 環境での集会についての規則を発表、
この規則に従って会館の使用を7月からEJCAとACLの会員に限っ
て開始しました。
いくつかのクラブが会館での活動を始めました。
しかし大勢の会員の集まる夏祭り、
サマーキャンプ、秋のバザー、
子供のクリスマスパーティーは中止しました。
EJCAウェブサイト刷新プロジェクト：第一段階を総会の行われ
た11月15日に使い始めました。

3.

ライブラリーの刷新：10月に新しいシステムに移行しました。

5.

新しいセンターマネジャー：2020年7月15日から会館の新しいマ
ネージャー、
ブルース・ロバートソンが働き始めました。
新しいマ
ネージャーが決まるまでジョン・プリガートが臨時のマネジャーを
努めてくれました。
ジョンはブルースが仕事に慣れるのを手伝い
ました。

4.

EJCA会員調査：役員会は3つの会員調査をしました。
役員会の役
割について
（5月）、人種差別について
（7月）そしてEJCAの活動と
財政について
（9月）です。
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2.
3.
4.

Website redesign project
Phase 1 was launched on November 15 at the AGM. Please
refer to the related article for details.
Library modernization
Library volunteers completed a transition to a new library
system and re-organized library shelves and materials.

6.

7.

Member surveys
The board wanted to have direct input from EJCA members
for planning EJCA activities. Three surveys were conducted
and results were reported in the Moshi Moshi newsletters.
The results will be discussed by the 2020-2021 board to
make an action plan.

6.

• 日本語クラスは3月からオンラインで開催。

• 日本語キッズと日本語ベービーのクラスは3月から6月まで中
止、秋に運動クラスを開催。

• ジャパン・トゥデイは3月から中止。
ジャパン・トデイをオンライン
で提供するための国際交流基金より支援金を受け、2021年1月
からオンラインで再開予定。

7.

• September – “Activities and finance”.

EJCA Centre’s 25th anniversary concert
The concert was held at Garneau Theater on November
17, 2019 with over 250 guests. It was the first event to
which EJCA invited the general public to let them have
opportunities to experience Japanese culture. Most EJCA
clubs and many EJCA members participated!
Continuing programs

• Two events, New Year’s party and Hina Matsuri, were
held before the pandemic.
• All clubs have been active observing Covid-19
regulations

• Library was closed from March to September and
reopened in October.

• Japanese language classes have been online since
March.

• Kids and baby classes were closed from March to June.
An exercise program was held in the fall.

• Japan Today (Introduction of Japanese culture to Grade
8 junior high school students) was stopped in March.
EJCA received a grant from the Japan Foundation in
Toronto to offer Japan Today online starting January
2021.

8.

• Workshops: three workshops, calligraphy, Wasanbon
(Japanese sugar candy making) and Washi facemask
making were held.

External events
Participated in the meetings and events at the National
Association of Japanese Canadians.

MOSHI MOSHI / NOVEMBER–DECEMBER 2020 / EJCA

• 新年会（1月）とひな祭り
（3月）はCOVID-19の制限前に開催。
• 図書館は3月から9月まで閉館、10月に再開。

• July – “Racism”

Hired a new facility manager
A new facility manager, Bruce Robertson, was hired
effectively on July 15, 2020. John Priegert kindly looked
after the Centre from March to July. He also helped Bruce
to learn his tasks.

プログラムとイベントを継続：

• EJCAクラブはCOVID-19の予防規則を守りながら活動を継続。

• May – “the role of the board of directors”

5.

EJCA会館25周年コンサート：2019年11月17日にガーノー劇場
で開きました。
これはエドモントン市民に日本文化を紹介する無
料の公開コンサートで250名の観客がありました。
EJCAの多くの
クラブと会員が参加しました。

8.
9.

• 3つのワークショップ、書道、和三盆、和紙でマスクを作る、
を開
催。

外部の団体の活動に参加：全カナダ日系人協会の会合と行事に
参加。
寄付：高校の日本語スピーチ大会に寄付。

10. 2020年1月に基金を得るためにカジノを開催。
EJCAの将来への挑戦
1.

COVID-19環境下でのEJCAの活動

3.

新会員のイニシアティブを尊重する活動

2.
4.

会員調査を考慮したEJCAの活動方針
長期会員のニーズに応える活動

5.

ウェブサイト刷新プロジェクト第二段階

7.

外部団体の活動への参加

6.

ACLとの良好な関係の維持

この三年間会長として役員や会員の皆様と一緒に仕事をし、
たくさん
の素晴らしい経験をしました。
この間に役員会で達成した主な事柄を
振り返ってみます。
2017－2018年： EJCA会則の改正、
ティーンと子供のサマーキャンプ
の開始

2018－2019年： EJCAの方針および手続きの文書化、
イベント係りの
設立、EJCA会員の日本語を話すグループの結成
2019－2020年： COVID-19への対応、
ウェブサイト刷新プロジェクト
第一段階の完了、図書館の刷新

最後に皆様に暖かいご支援をいただいたことを心よりお礼いたしま
す。
EJCAのビジョンとミッションの達成のために会員同士、EJCAと社
会との関連をしっかりと保ってこれからも活動していきましょう。
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9.

Donated to a high school Japanese speech contest.

10. Fundraising at the Casino was held in January 2020.
Challenges in the coming years
1.

Deal with Covid-19

3.

Empower new members – offer programs suitable to them

2.

4.
5.
6.
7.

Make action plans according to the results from the three
surveys
Appreciate the contributions of long-term members
Proceed to Phase Two of the website project
Keep the excellent relationship with ACL

Participate in the activities of external organizations

I enjoyed working with the board members and EJCA members
for the last three years as a president. Looking back these three
years, the board has achieved important key tasks.  

2017-2018: Rewrote the EJCA Bylaws
Started Teens and Kids summer camps

2018-2019: Documented 12 EJCA Policies and Procedures
Created an event coordinator’s position
Created a group of Japanese speaking members
and supported their activities

2019-2020: Dealt with the pandemic situation
Launched Website Redesign Project – Phase One
Completed Library Renewal Project

Thank you very much board members and EJCA members
for working together with me and supporting our vision and
missions. The stronger ties between members and with society
is important for future years!

Report of the AGM

2020年度EJCA年次総会報告

EJCA held the Annual General Meeting (AGM) on Sunday,
November 15, 2020, at the Centre. Members could attend
in person (restricted number), by video conferencing, or
by telephone, although no one used the telephone option.  
Bruce Robertson, EJCA’s new facility manager, had set up the
main hall with chairs spaced by 2 metres, and a table for the
computer and camera set up. Andre Prefontaine, Jim Hoyano
and Eldon Kymson looked after video and audio functions so
that members could attend the AGM by online. The lobby was
prepared with hand sanitizer and instructions. Members were
instructed to arrive singly and maintain social distance.

2020年度EJCA年次総会が2020年11月15日にエドモントンの日系文
化会館で開催されました。
今年はCOVID-19の制約があり、総会の出
席者数は制限されました。
ただし、
ビデオ会議、電話会議による出席が
可能でした。
会館マネジャーのブルース・ロバートソンが会場に椅子を
離して配置し、COVID-19予防に必要な消毒液などの用意をしました。
また初めての試みのOnlineで参加者と会場をつなぐために、
アンドレ・
プレファンテイン、ジム・ホヤノ、
エルドン・キムソンが、
ビデオ会議に必
要な機器の世話をしました。

/ John Priegert, moderator

/ ジョン  プリガート

Chair Sanae Ohki called the meeting to order, and moderator
John Priegert managed the agenda. A quorum of members
“25” was present, although several registered members were
absent. All Board members from 2019-2020 were present!

The usual AGM agenda was followed, with an excellent report
from the President on the business affairs of the society,
details are in the President’s Corner. The Treasurer presented
the financial statements of the past year, showing good
management despite a reduction in rental income due to the
pandemic related shut down of the Centre. A budget projection
of about $6000 deficit for next year was caused by the same
reason, despite the income generated from on-line language
lessons. EJCA has sufficient reserve funding to compensate for
this shortfall.

Other routine agenda items were covered. In response to
a questionnaire the board collected from members, Paul
Fujishige proposed a motion for EJCA to create a committee on
racism and human rights to recommend EJCA’s future role. This
was passed.
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EJCA会長の大木早苗が総会の開会を宣言した後、ジョン・プリガート
が司会を務めました。
総会に必要な定足数は25名でこの条件は満た
されました。
出席予定の会員が数名欠席しました。
役員は全員出席し
ました。
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Election of directors resulted in five new faces representing the
membership: Eldon Kymson, Noriko Taira, Stefan Grossman,
Lenard Grossman, Sanae Ohki, and Jeffery Edwards. Yukiko
Nagakura has left the Board to focus on other duties and was
thanked by the members.
Special recognition and thank you were given to the Library
volunteers, the website redesign project members, the editors
of Moshi Moshi, our treasurer of many years, Jim Hoyano, and
Sanae Ohki, for many years of service in many capacities.

定例の議題で総会は進行し、会長からはよくまとめてある年次報告が
ありました。
会計のジム・ホヤノの2020年度の会計報告により、昨年度
はCOVID-19の影響で会館の使用が中止になり会館使用料収入が減
少しましたが、
この制約のもとで会の支出をよく管理できたことが分か
りました。
来年度は、現在のCOVID-19下で会館の使用制限、EJCAの
大きな収入源のヘリテージ祭りの中止、
バザーの中止などで6000ドル
余りの支出超過になる予想です。
しかしEJCAはこの支出超過を埋め
合わせるだけの預金があります。

ポール・フジシゲがEJCAの会員調査に基づいて、人権問題と人種差別
にたいするEJCAの活動方針を検討する臨時委員会の設置の動議を
提出し、可決されました。

新役員にエルドン・キムソン、平紀子、
ステファン・グロスマン、
レナード・
グロスマン、大木早苗、ジェフリー・エドワーズが選出されました。
長倉
由紀子が任期満了で役員を辞めました。
EJCAへの貢献を感謝して図書ワーキング・コミティ、
ウェブサイトプロ
ジェクト委員、
「もしもし」編集の大木崇、早苗夫妻、長年にわたり会計
をつとめてきたジム・ホヤノに感謝状と記念品が送られました。

今年喜寿を迎えた会員ジム・ホヤノと中野悠子に花束が送られまし
た。
おめでとうございます！

Congratulations and flower baskets were given to two members
who have reached the honourable age of 77 years.

総会のあとでスコットとマリ・サットン夫妻が焼いた鯛焼きとミセス・フ
ジノの作った大福と焼きまんじゅうのセットが出席者全員に配られま
した。

After the meeting was adjourned, everyone presented received
a freshly made taiyaki (thanks to Scott and Mari Sutton),
daiguku and yaki-manju (thanks to Noriko Fujino).

New Board Member Introductions
Stefan Grossmann

My day job as an IT and Management consultant for the
Financial Services industry lead my family to Edmonton
nine years ago - a place we call home ever since.
My fascination with Japan and its language, culture,
and food started some 30+ years ago, while still in High
School in Germany, and has continued to grow. Two
years ago, a dream came true when I had the chance to
spend a few months working and living in Tokyo.

Our family was incredibly happy to discover EJCA, and since 2017 we
have been enjoying many festivals and special events.

As an active member of EJCA’s Jodo Club and team member of the
website redesign project, I learned to appreciate the rich history and
innumerable benefits of our association while also contributing to its
modernization.

新役員の自己紹介

ステファン  グロスマン

私の職業は金融業界のインターット関係と経営の
コンサルタントですが、仕事でエドモントンに9年
前に引っ越してきました。
私は日本と日本文化に
もう30年以上前から興味を持ってきました。
ドイ
ツで高校生だった時からです。
2年前に私の長年
の夢がかない、数ヶ月東京で仕事をしながら生活
することができました。
私の家族はエドモントンに
日系文化協会があるのを見つけてとても嬉しく思って
います。
2017年から会員になりEJCAのいろいろな活動に
参加してきました。
私はEJCA杖道クラブの会員で、
このたび
EJCAウェブサイトを刷新したウェブサイト委員会の委員でも
あります。
私はこのウェブサイト刷新の仕事を通じて、EJCAが
長い間多岐にわたる有益な活動をしてきたことがわかりまし
た。
このたびEJCA役員会の一員としてEJCAの活動に貢献で
きることを光栄におもっています。

I feel honoured to be able to work with such outstanding and
passionate individuals on the incoming board!
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Lénárd Grossmann

レナード  グロスマン

I am 17 years old, was born in Germany, and have been
living in Edmonton since 2011.

Activities I enjoy include playing chess, piano, classical
guitar, doing board-game-, website-, and architectural
design, travelling, drawing, coding, and learning
languages. I speak five languages and have been learning
Japanese for the past year-and-a-half.

I was exposed to Japanese culture and food quite early on,
ever since I was about three-years-old and could hold chopsticks. I
venerate Japanese design and architecture and am regularly watching
Japanese design programmes and films.
As a member of EJCA since 2017, I have been actively participating in
the Jodo and Ikebana clubs.
As a three-time Canada-Wide Science Fair medalist representing
Edmonton and Alberta in 2015, 2017, 2019, former Youth Alberta
Chess Champion and currently chess teacher, aspiring autodidact
architectural designer, and artist, I have learned a lot about how to
transform and implement ideas and how to engage with people.

私はドイツ生まれの17歳です。
2011年からエドモン
トンに住んでいます。
私はチェス、絵を描くこと、
ク
ラッシギター、ボードゲーム、建築の鑑賞、旅行、
コ
ンピュータ言語でプログラムすること、言語を学ぶ
ことが好きです。
私は現在5つの言語を話すことが
できます。
日本語もこの1年半勉強してきました。
私
は3歳のころから日本文化と日本の食べ物に親しん
できました。
まだ小さくて箸が使えなかったころからで
す。
私は日本のデザインと建築を尊敬しています。
日本の
デザイン関係のテレビと日本映画をよく見ます。

2017年にEJCAの会員になってから杖道クラブと生花クラブに
参加してきました。
私は2015, 2017、2019年にエドモントン
とアルバータを代表してカナダ全国サイエンス・フェアーに参
加しました。
アルバータ青年チェスチャンピオンになったことも
あります。
現在はチェスを教えています。
私は独学で建築デザ
インと美術を勉強しています。
アイデアを具体的に実現するこ
と、他の人と一緒に仕事をすることも学びました。
このたび役
員になり若い人の意見を代表したいと思っています。
役員とし
て多くの会員に接することができると期待しています。

As a board member, I am ecstatic to represent a stronger voice for all
of our younger members and look forward to a lot of interactions with
and feedback from the membership.

Eldon Kymson

I am an Edmontonian born and raised, but took
interest in Japanese culture from a young age.

I met my partner, Aya, 15 years ago when she was
visiting Canada to study English. We go to Japan
every chance we get, not only to visit family, but
also because we love it there. Aya’s family lives very
close to Fujisan, which I marvel at every time.

エルドン  キムソン

私はエドモントン生まれ、出身です。
幼い頃から日本の文
化には興味がありました。

パートナーであるAyaとは１５年前に、彼女がカナダ留
学中に出会いました。
日本へは機会があるごとに訪れ
ています。
もちろん妻の家族に会いに行くという目的も
ありますが、純粋に日本滞在を楽しんでいます。
妻の実家
は富士山の麓にあるのですが、見るたびに感嘆します。

If anything, it’s Japanese food that I love the most. Ramen,
oden, and Fujinomiya yakisoba are some of my favourites. I’m
also a fan of Japanese history, whiskey, cars, architecture, and
even the way they make pasta—always al dente and sometimes
with mentaiko!

あえて順位をつけるとしたら、日本文化の中で一番好きなのはや
はり食でしょうか。
ラーメン、
おでん、富士宮焼きそば、などが特に好き
です。
日本の歴史、
ウィスキー、車、建築、などにも興味がありますし、
和風パスタなんかもとても良いですよね。
毎回アルデンテだし、日本な
らではの明太子パスタも大好きです！

I know I’ll enjoy being part of the board—being part of the
team while helping to grow the membership, promote EJCA in
new ways, and improve the brand overall. And selfishly, being
more involved with EJCA may help me to improve the very little
Japanese I speak!

EJCAのメンバーを増やしていくこと、新しいプロモーションの方法を
模索すること、
またブランド力を改善していくこと、などにチームとして
貢献できるのを楽しみにしています。
個人的には、
そんな活動の中で自
分の日本語がちょっと上達したら良いなとも思っています！

I’m currently part of the Web Redesign Project team and
recently joined as an editor of Moshi Moshi. However, I think I
can contribute in other ways. Professionally, I’ve been a graphic
designer for 15 years and also know my way around branding
and advertising.
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EJCAのメンバーとして、現在はウェブリデザインのプロジェクトチーム
に所属しており、もしもしの編集作業にも加わっています。
１５年間ほ
どグラフィックデザイナーとして活動しておりますが、
そこで得た知識
はEJCAでも多岐に活かせると思いますし、
ブランディングや広告の経
験もあります。
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Noriko Taira

平紀子

I’m from the South of Japan, KAGOSHIMA. I
met my husband, Mark Dunlop, travelling
in Asia. That is why I came to Canada.
I’ve been in Edmonton since 2007. I enjoy
living in Edmonton and exploring other
parts of Canada. My husband and I enjoy
travelling very much.

こんにちは！今回EJCAの役員 をさせていただく、鹿児島出身の平
紀子です。
オーストラリアバックパッカーを始めに、
ロンドン留学、
ヨーロッパ一人旅、
アジア長期ステイなど、旅が大好きです！カナ
ダに来たのは2007年。

エドモントンでの生活は現在14年目になります！カナダに来た理
由はアジアを旅していた時に、今の夫マーク・ダンロップと出会い、
そのままカナダに来ることにしたからです。
カナダに来てからは、
ツア
ーガイドやスチューデントコーディネーターをしています。

I work as a Tour guide and Student coordinator
for Japanese people visiting Canada.

I became involved with EJCA through a Tsunami
fundraiser for the Japanese disaster of 2011. I started
Volunteering 2018 with Nihongo Salon. I enjoy the
Japanese pavilion at the Heritage Festival every year. I
like getting together with Japanese people and people
who are interested in Japanese heritage and culture.
The EJCA community is a great and safe place to enjoy
my culture.

EJCAに初めて行ったのは2011年の津波ファンドレイザーでした。
また
Heritage FestivalのJapanese pavilionを毎年楽しみにしています。
2018年よ
りNihongo Salonでボランティアを始めたことをキッカケに、EJCAをもっと日
本人とカナダ人の垣根なく日本の文化に興味のある人が楽しく集え、安心でき
る場所にしたいと思うようになりました。

EJCAのウェブサイトも新しくなり、役員、会員のみなさまと協力し、新しい
EJCAを一緒につくりたいと思っています。
年次総会でEJCA特製、
「めでたい」
の
「たいやき」
と紅白まんじゅうに見立てた「大福と焼きまんじゅう」を頂き、
とて
もうれしいでした！どうぞこれから2年間よろしくお願い致します。

Jeff Edwards

ジェフ  エドワーズ

A bit about me and my family. I, my wife Naoka Tomita
and our 2 sons have been EJCA members for the last
couple years and very much enjoy and appreciate the
events and programs offered by the association.  As
for myself, I have lived in Edmonton since 2006, I am
an enthusiastic and friendly local Realtor that truly
enjoys being involved in community culture. When I’m not
working with amazing people to achieve their goals, I can
often be found on one of many of the best mountain bike trails
Alberta has to offer.

私と家族をご紹介します。
私、家内のナオカ・トミタ
と男の子二人EJCAの会員になって、2年弱です。
行
事やいろいろなプログラムに参加して、本当に楽
しんでいます。
私は2006年からエドモントンに住
んでいて、熱心かつ気さくに不動産業界で働き、地
域の文化活動に力を入れています。
休暇にはアル
バータ州のマウンテンバイクの道を楽しんでいます。

Matsu No Kai Club:  President’s Message

松の会

On behalf of the members of the Matsu no Kai, I would like to
wish everyone in the EJCA a Happy and Safe Holiday Season.  
新年あけましておめでとうございます。

松の会の会員に代わりまして、先ずは新年のご挨拶を申し上げます。

/ Alan Davis

When we get back to normal, 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  デービス

松の会は現在COVID-19のために活動を休止しています。
活動を再開
した時は皆様にお知らせいたします。
松の会への問い合わせは上記英
文末尾の連絡先をご利用ください。

Alan Davis, Club President at ardavis@ardsys.ca (780-435-8462)
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 / NOVEMBER–DECEMBER 2020 / EJCA
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2019-2020 Accolades and
Acknowledgements
/ Tamara Sutherland

With this year drawing to a close, it is an appropriate time to
acknowledge many of the groups and individuals who have
gone above and beyond to support the EJCA during this time.
The COVID-19 pandemic has affected many of our programs
and clubs, but these are but a few of those whose contributions
have made it possible for us to provide as many services as
possible for our membership.

2019－2020年度EJCA表彰
/ タマラ  サザランド

今年度を終えるにあたって、EJCA の活動のために甚大な努力をして
くださった方々にお礼をお伝えしたいと思います。
新型コロナウイルス
の蔓延により、EJCA のクラブや行事活動が制約されていますが、
その
中にあってもプロジェクト活動を続け、会員がより安全に活動ができる
ように仕事をしてくださった方々、本当にありがとうございました。

Library Team
Andrew McKenna, Ritsuko Chartrand, Cathy Tennant, Morgan
Overend, Adeline Panamaroff

The tireless efforts of our Library team have brought us a new
library database, cataloging system, and further organization
to the Gordon Hirabayashi Memorial Library. They have also
developed new procedures that allow us to safely lend out
items and process returns.
Website Development Team
Andre Prefontaine, Eldon Kymson, Stefan Grossmann,
Sanae Ohki

Over this year, this small team has revamped both our website
and our member management systems, bringing both together
in a new format and clean look. We now have an incredible first
impression of our association for the public, and the built in
functionality provides new and old members with easier and
faster membership and event registrations, and enhances our
ability to share information to our members. In less than a year
we went from a list of wants and needs to a full solution, with
further enhancements to come.
Moshi Moshi Editors
Takashi & Sanae Ohki

Relatively few members would realize that the full job of
compiling, editing, translating, and formatting our bimonthly
newsletter is largely done by just two people! We are deeply
grateful to this dynamic duo for their hard work for eight
years, as well as their determination to ensure we produce
interesting, helpful, and informative content in both languages.
We also would like to thank our many contributors and those
who have assisted us with proof reading work.
EJCA Board

Thank you to Yukiko Nagakura, who has been a welcome
member of our board for the last two years. While she has
opted to not run for another term, she continues to contribute
to our association, especially with coordination of our school
programs.
We also would like to thank our new board members for
stepping up to give us one of our biggest and most diverse
boards in many years.
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図書館チーム
アンドリュー・マケナ 、律子・シャトラント、
キャシィ・テナント、
モーガ
ン・オベレンド、
シャトランド 、アデリーン・パナマロフ

図書館チームの皆さんの努力の結果、
ゴードン・ヒラバヤシ記念図書
館に新しい図書システムが導入され、書架や本も整理されました。
そし
て現在のコロナ禍のもとでも会員が図書館を利用できる安全な方法
も考えました。

ウェブサイト開発チーム
アンドレ・プリフォンテイン、
エルドン・キムソン、
ステファン・グロスマン、
大木早苗

この4人のチームは今年7か月かけてEJCAウェブサイトを刷新し、会員
登録の新しいシステムも導入しました。
すでに皆様に披露したように
EJCAウェブサイトはモダンなデザインといろいろと便利な機能を持つ
ウェブサイトに変身しました。
これだけのことを短期間で完了したチー
ムに感謝いたします。

「もしもし」編集部
大木崇、早苗

二ヶ月に一度の
「もしもし」
ですが、結構面倒な作業が必要です。
先ず
は原稿を集めなければなりません。
そして英語原稿は日本語に、日本
語原稿は英語に訳して、
カナダ連邦政府の英語とフランス語のよる出
版物のようにページの片側を英語にもう片側を日本語にするレイアウ
トを考えます。
これを８年間二人でしてきました。
この11月号で50回の
出版になります。
「もしもし」をEJCAの会員のための有益な情報源に
するための努力をしてきてくださったことに感謝いたします。
そして
「も
しもし」に原稿を寄せてくださった皆様、原稿の校正をしてくださる方
にも感謝いたします。
EJCA役員会

この二年役員をしてくださった長倉由紀子さんに感謝いたします。
長
倉さんは役員の任期満了で辞めましたが、引き続きジャパントデイの
責任者としての仕事を続けます。
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Thank you to John Priegert, who filled in as our interim facility
manager this spring, and who has taken much of the lead on
ensuring our protocols and supplies are in place to ensure the
safety and health of our facility users.

Finally, we also would like to specifically thank Jim Hoyano
for over 28 years on the board of the EJCA, many of which as
the association’s treasurer. His experience and history with the
board gives us the financial leadership we have needed as we
weather revenue and expense fluctuations as a result of the
COVID-19 pandemic.
Special Recognition
Sanae Ohki

Sanae’s long service to this association and to the community
at large has greatly assisted us with navigating the many
challenges and changes that have come our way in the last
year. The board would like to thank her for her leadership
during her terms as the president, and are glad to have her stay
on as a board director.
The Consul General of Japan has recently been honoured to
present Sanae with the Order of the Rising Sun, 5th Class,
Gold and Silver Rays. On April 29, the Government of Japan
announced the conferment of this award for her service to
the welfare of Japanese and Japanese Canadians.  She was
acknowledged for her service as the former principal of Metro
Edmonton Japanese Community School and her tenure as
president of the EJCA, as well as her contributions to the
promotion of Japanese culture and Japanese language.
This is an incredible honour for her, and the EJCA would
like to join in our congratulations to her for all the work she
has done for our community. Her work has truly enhanced
our association, and contributes to this day to not only the
promotion of Japan, the Japanese language and culture in
Canada, but also championing Canada and Canadian culture
in return.

MOSHI MOSHI / NOVEMBER–DECEMBER 2020 / EJCA

今年、役員会に初めて参加してくださる方に感謝いたします。

ジョン・プリガードさんには新しいセンターマネジャーが見つかるまで
の臨時マネジャーをしていだきました。
ありがとうございます。

ジム・ホヤノさんにはこの28年にわたる長い期間をEJCA役員として
仕事をしていただきました。
この間に会計としての職務も長く続けて
EJCAの財政を安定させるのに貢献してきました。
ありがとうございま
した。
これからもCOVID-19で難しくなる財政の舵取りをお願いします。
特別な貢献に対する感謝

大木早苗さんは長くEJCA会員、役員、会長としてEJCAおよびエドモン
トンの日本人・日系カナダ人コミュニティーに貢献してきました。
昨年
度もCOVID-19の難しい環境下でEJCAの活動に会長として指導的役
割を果たしました。
役員会は大木早苗さんの会長としての貢献に感謝
いたします。
大木早苗さんは役員会の役員として残ります。
これからも
役員としての活躍をお願いいたします。

そしてエドモントン日本文化協会は大木早苗さんの叙勲を共に喜びた
いとおもいます。
大木早苗さんはエドモントンにおける日本、日本語、
日本文化の理解の向上の貢献しただけでなく、日本におけるカナダ、
カナダ文化の理解の向上にも貢献しました。
2020年4月29日の春の日本政府の叙勲で大木早苗さんはカナダの日
本人および日系カナダ人コミュニティーへの貢献（日本語補習校校長
とエドモントン日本文化協会会長としての活動）により旭日双光章を
授与されました。
おめでとうございます。

ADVERTISEMENT
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Survey 3 – Activities & Finances:
Summary Report

EJCA会員意見調査３ 「EJCAの活動と財
政について」の結果報告

Thank you to the 43 members who responded to our survey.
Your views will be most helpful to your new Board as it plans for
a post pandemic future.

調査に回答を寄せられた４３名の会員の皆様にお礼申し上げます。
調
査の結果を役員会で検討してこれからのEJCAの活動に反映したいと
おもいます。

/ Paul Fujishige

/ ポール  フジシゲ

Question #1: Select the top two annual events that you
feel is most important to you.

質問１：EJCAの活動のうち一番大事だと思うものを二つ選んでくだ
さい。

Question #2: If we cannot offer all events in the next
year or two, select the two events you are okay with
cancelling.

質問２：EJCAが上の総ての行事を行えない時は、
どの二つはしなくて
もよいですか？

Natsu Matsuri (July)
Heritage Festival (August)
New Years Party (January)
Fall Bazaar (October)
Hina Matsuri – Doll Festival (March)
Children’s Christmas Party (Dec.)

34.5%
21.8%
20.7%
20.7%
2.3%
0%

Children’s Christmas Party (Dec.)
Hina Matsuri – Doll Festival (March)
New Years Party (January)
Heritage Festival (August)
Fall Bazaar (October)
Natsu Matsuri (July)

31.3%
28.9%
12.1%
10.8%
10.8%
6.0%

Discussion:

Respondents identified Natsu Matsuri as their most important
annual event and the one they would least like to see cancelled.
No respondent felt the Children’s Christmas Party was most
important. It was also the event that most would be okay with
cancelling. Hina Matsuri (Doll Festival) was also rated low in
importance and high in cancellation possibility. The remaining
3 events had similar rankings.
Future event planning will continue to consider all age groups,
as well as revenue, expenses and volunteer commitment.
Question #3: EJCA may have greater financial challenges
in future years….what areas would you support to assist
with future financial  challenges?   
3.8
3.7
3.2
3.4
3.5
3.6
3.3
3.1

Setting up an ongoing “tuck shop” to sell products
16.4%
Increasing funding through food sales e.g. bento lunches
15.7%
Raising rental rates  13.2%
Raising membership fees  12%
Creating a foundation to raise contributions for
operations 12%
Registering as a charitable organization to provide tax
receipts  11.3%
Increasing volunteers and volunteer hours  10.1%
Reducing expenditures – e.g. events; employee hours;
supplies)  9.4%
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夏祭り
（７月）
ヘリテージ祭り
（8月）
新年会（1月）
秋のバザー（10月）
ひな祭り
（3月）
子供のクリスマスパーティー（12月）

34.5%
21.8%
20.7%
20.7%
2.3%
0%

子供のクリスマスパーティー（12月）
ひな祭り
（3月）
新年会（1月）
ヘリテージ祭り
（8月）
秋のバザー（10月）
夏祭り
（７月）

31.3%
28.9%
12.1%
10.8%
10.8%
6.0%

コメント

夏祭りが最優先の行事で、
これは止めては困る行事の中で一番だっ
た。
子供のクリスマス・パーティーは一番人気がなく、
やめて良い行事
の一番だった。
ひな祭りも余り人気がなく、
やめて良い行事の2番目だ
った。

役員会ではこの調査の結果や、会員の年齢層、行事の費用と収入など
全般を考慮して、
これからの年間行事を決めます。
質問３：EJCAがこれから財政難になったとき、
あなたはどのような対
応策を支援しますか？
EJCA会館に常設の売店を作る  
食べ物の販売、例えば弁当、
で収入を得る  
会館使用料を値上げする  
会費を値上げする  
寄付を募る基金を作る  
EJCAを慈善団体にして寄付の税金軽減を利用する  
ボランティア活動を増加して会館の維持費を減少する  
EJCAの支出を減らす
（行事、賃金、雑費など）  

コメント

16.4%
15.7%
13.2%
12.0%
12.0%
11.3%
10.1%
9.4%

会館に常設の売店を作る、
と食べ物を売る、がもっとも支持のあった
提案です。
EJCAの支出を抑えるが一番支持がありませんでした。
総て
の提案に対して賛成の人がいて、突出して皆がしたほうが良いという
提案はありませんでした。

会費と会館の使用料を値上げすることについては慎重な意見があり
ました。
コロナ禍の現在、会員の財政事情もよくないので、会費や会館
の使用料を値上げすると、EJCAの会員を辞める人がいるだろうという
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Discussion:

Setting up a “tuck shop” and raising money through food
sales were the most popular ideas for dealing with financial
challenges. Reducing expenditures was least popular. All
the suggestions generated some interest. There was no
overwhelming favourite.

Some respondents cautioned about raising fees and rates at
this time since services have been reduced and some members
are struggling financially. These measures could result in
reduced memberships and participation.
The need for greater membership involvement was cited in
different ways. The burden on the Board and a few members
to organize and hold events was noted as was the tendency
to lean on our senior citizen members. The Board should
empower committees or clubs to take on more responsibility.

Expanding into other areas and activities was also mentioned.
Examples:
*More cultural offerings to promote EJCA relevancy to the
greater community, including setting up Instagram and online
cooking, arts and crafts
*Activities that families can enjoy like baking taiyaki
*Becoming a local source of Japanese reading material
*Opening up the centre to more groups like Japanese students
and other youth
A few made suggestions to examine the profitability of EJCA
events with the aim of eliminating the unprofitable ones
and focusing on those that are money makers. Suggestions
were made for sponsorships from businesses like Japanese
restaurants and asking them to help promote EJCA awareness
to the public. The limitation of storage and expanded/new
program space was also noted.

Question #4: What ideas do you have to increase activities
and engagement with youth?
Comments centered around engaging directly with youth as
a first step. This could be through surveys, planning sessions,
setting up a youth council and/or having youth representation
on the Board. Seed funding could be provided to help with
start up.

意見です。
またクラブで会館を使わなくなり、
クラブの活動が低調にな
ります。

もっと会員が積極的にEJCAの運営に関わったほうが良いという意見
がいろいろなことについて出ています。
現在は役員会とシニアー会員
のEJCA運営に関しての負担が多すぎる。
役員会はもっとクラブや委員
会に責任を負ってもらう、などです。

EJCAの活動を新しい分野に延長すべきだという意見もでました。
• インスタグラムやオンラインワークショップを利用してもっとEJCAの
活動をエドモントン市民に伝える。
• 鯛焼きを一家で焼く、など家族単位で参加できるプログラムを作る。
• 日本語によるエドモントンにおける日本と日本文化の情報源になる。
• 日本人留学生、若い人のグループなどに会館の使用を提供する。

EJCAのイベントを支出と収入の面から見直して、採算の合わないイベ
ントを中止、利益の多いイベントに集中する、日本料理店など日本関
係の店や企業をEJCAのスポンサーに認定して、EJCAの活動の広報を
支援してもらう、現在の会館の物置やプログラムのためのスペースの
拡張をする、などの提案もありました。
質問４：若い人にもっと参加してもらうにはどうしたら良いですか？

若い人にEJCAの運営にもっと直接関わってもらうことが、一番先にや
ることだという提案がありました。
若い人を対象にした調査、EJCA活
動計画の作成過程への参加、役員会に若い人の代表を入れる、若い
人が新しい活動を始めるための資金に援助をする、などです。

若い人向けのプログラム、
ワークショプ、会館に若い人の活動のため
の時間を確保する、若い人の活動を企画する係をつくる、
という提案も
ありました。

日本の現在の若い人が興味をもっているようなことと関連したプログ
ラム、
イベントを企画する。
例えばアニメ、
マンガ、J-pop, ゲーム、歌・
ダンスなどです。
EJCA会員の若い人の才能をEJCAのイベントで披露
する。
若い人たちに積極的にEJCAに参加してもらうことは、EJCAの将来の
存続に不可欠です。

調査に参加してくださった皆様にお礼申し上げます。
調査に実名で答
えた方の中から抽選で４名にギフトショップ・キフネの商品券をさしあ
げます。

Programs/workshops, dedicated space at the Centre (for dropins) and a youth coordinator position were other suggestions.
Activities of interest to youth that have a link with current
Japanese culture could enhance interest (e.g.  anime/manga,
JPOP, gaming, singing/dancing). Showcasing some of our
talented youth at events was also raised as a possibility.

The challenge remains to not only engage with youth but to get
ongoing involvement. As one respondent noted, EJCA will only
be sustained with their participation and leadership.
Thanks once again for your responses. Four draws of $25 gift
cards from Ki-Fu-Ne Japan will be made and winners will be
notified shortly.
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Brand New Graphic Novel, On
Being Yukiko, Celebrates Japanese
Canadian History and Identity
/ Jeff Chiba

日系カナダ人の歴史とアイデンティティーを
探るグフィック小説、
「ユキコであること」
/ ジェフ  チバ

ジェフ・チバ・ステアーンズとリリアン・ミチコ・ブレーキーが協力してグ
ラフィック小説「ユキコであること」を制作しました。
このグラフィック
小説の中で12歳の少女エマに祖母のバーチャンがエマの曽祖母マキ
の生涯を話します。
マキは20世紀初頭に写真花嫁としてカナダに移住
してきました。
マキの苦労話を聞くうちにエマ
（四分の一日本人）は自
分が日系カナダ人としてのアイデンティティーを持っていることに気づ
きます。

このグラフィック小説は若い世代の日系カナダ人に読んで、見てもらう
ように工夫されています。
このグラフィック小説を読んだ後で、
「おばさ
ん」の著者ジョイ・コガワは次のような感想を述べています。
「とても上
手にそしてきれいなイラストと一緒に日系カナダ人の歴史が語られて
います。
」話はリリアンの祖父と祖母が1900年代初めにカナダに移住

Two of Canada’s most notable Japanese Canadian artists, Jeff
Chiba Stearns and Lillian Michiko Blakey, come together in an
exciting graphic novel collaboration to tell an intergenerational
story on family history and cultural identity.

Through the blending of two unique artistic styles, Jeff’s
cartoony Hapanimation and Lillian’s mixed media realism,
12-year-old Emma learns about her Japanese roots when
her Ba-chan tells her the true-life story of her great-great
grandmother Maki, a Japanese picture bride, who journeyed to
Canada at the turn of the 20th century.
Maki’s story of extreme perseverance and sacrifice inspires
Emma, who identifies as a quarter Japanese, to discover a
deeper connection to her Japanese Canadian identity...and on
being Yukiko.

In order to appeal to young readers, this is the first time a
graphic novel has ever been created to address both these
themes of Japanese Canadian history and identity. After
reading the book, Joy Kogawa, author of Obasan, is quoted as
saying, “Beautifully told and illustrated. What a gift to Japanese
Canadian history.”
The story is based off Lillian’s family’s experiences going back
to the early 1900’s when both her grandparents immigrated
to Canada. During WWII, the family chose to do hard labour in
the sugar beet farms in near Lethbridge, Alberta. After the war,
Lillian’s grandparents and aunts were exiled to Japan.
The protagonist Emma, who is a fictionalized character, learns
about her family’s tale of hardship through her own Ba-chan’s
story. In the present-day story, Emma, is able to discuss being
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してきた時から始まります。
太平洋戦争中にリリアンの一家は南アル
バータの砂糖大根農場で過酷な農作業をすることになります。
リリア
ンの祖父と祖母それに叔母たちは日本に国外追放になりました。
小説
の主人公のエマは実在の人物ではありませんが、祖母からエマの家族
12

mixed with her other multi-ethnic friends and form a better
understanding of her Japanese Canadian heritage.

Both Jeff and Lillian are excited to see the 56-page graphic
novel released as a hardcover edition early this December. They
are even more excited to have created a book that will appeal
to the Yonsei and Gosei generations while still appealing to all
readers interested in Japanese Canadian history spanning the
last 100 years.
This is a perfect Christmas gift to your children, grandchildren,
nephews, nieces, and friends!
Anticipated release date: early December 2020
Intended audience: pre-teen, teen, young adult
Price: $25.00 with authors’ signatures
Deadline: December 4, 2020
How to order: email events@ejca.org including number of
books, your name, phone number and email address.

の苦労を聞きます。
そして他のカナダ人との交友を通じて自分の日系
カナダ人としての文化遺産について自覚していきます。

この56ページのグラフィック小説は今年の12月初めにハードカバーと
して出版されます。
若い人向けの本です。
出版されたらEJCAに著書の
サイン入りの本が届き, 購入していただけます。
クリスマスの贈り物
に最適です！お子様、
お孫さん、
お友達にきっと喜ばれます。
出版予定日: 12月初旬
対象読者：8才位から、
ティーンエージャー、ヤングアダルト
値段：1冊25ドル、何冊でも注文できます。
注文：events@ejca.org へ「ゆきこであること」___冊、
お名前、電話
番号をそえて、12月4日までにご注文ください。
日本語でどうぞ。
受取り方：本が会館に届いたらご連絡します。
小切手（Payable to
EJCA）又は現金で本と引き換えにお払いいただきます。

When books are at EJCA, we will email you to pick up your
books at the EJCA Centre. Please pay by cheque (payable to
EJCA) or cash when you pick up.
R E M E M B E R I N G O U R PA ST

私達の歴史

Bitter Sweet Trail—Ichirohe &
Kin Hisaoka, Their Children &
Grandchildren

ほろ苦い家族の道程、
イチロヘイとキン・ヒ
サオカ夫妻とその子供と孫の物語

/ Marjene and Kathy Turnbull

This is the story of our Grandparents Ichirohe and Kin Hisaoka
and their children, (our Aunts and Uncles) Shizuka and Yuichi
Akune, Fujiko and Masaru Okamura,  Kasumi and Roy Matsuda,
Ken and Renko Hisaoka, Jerry and Tomi Hisaoka, Haruo
Hisaoka, Michie and Tad Kawasaki.  We are the daughters of
Kimiko and Todomu Matsunaga.  

In December 1941, Japan attacked Pearl Harbor. Canada
enacted the War Measures Act which branded 23,000 men,
women and children of Japanese origin as disloyal, traitorous
and ‘“enemy aliens” because they were the same race as the
wartime enemy.  All were detained, dispossessed and dispersed
from the coast and the interior of B.C.  Most were sent to
internment and road camps. Families could stay together only
if they went to work and live in the sugar beet fields of Alberta
and Manitoba.
The Hisaoka and Okamura families were forced from their
farms in Mission B.C.  Yuichi Akune’s boat was confiscated and
the family had to leave Steveston. In April 1942, the second
contingent of 124 people left B.C. aboard an old Canadian
Pacific train. The Hisaoka family group was in that contingent.
Each person was allowed one suitcase and one three-foot long
bag, carrying one dish, one blanket, one futon, and a bag of
rice.  At Calgary and Lethbridge, the passengers were barred
from buying food and banned from restaurants. The Hisaoka
family group was sent on to Picture Butte, A.B.
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/ マージーンとキャシー  ターンブル

これは私達の祖父イチロヘイ・ヒサオカと祖母キン・ヒサオカとその子
供たち
（私達の叔母と叔父たち）であるシズカとユーイチ・アクネ、
フジ
コとマサル・オカムラ、
カスミとロイ・マツダ、
ケンとレンコ・ヒサオカ、ジ
ェリーとトミー・ヒサオカ、
ハルオ・ヒサオカ、
ミチエとタッド・カワサキ
の話です。
私達はキミコとトドム・マツナガの娘です。

1941年12月、太平洋戦争が勃発するとカナダ政府は23,000人あまり
の日本人を祖先に持つ男性、女性、子供のすべてをカナダに不忠で不
実な
「敵性外国人」のレッテルをはりました。
つまり戦時の敵国の人間
と同等であるということです。
日系カナダ人はブリティッシュ・コロンビ
ア州の沿岸地帯から内陸に強制的に分散・移動させられ財産を没収
されました。
多くの人は道路建設現場か収容所に行きました。
家族が
一緒になって生活するにはアルバータ州とマニトバ州の砂糖大根農場
に行くしか選択はありませんでした。

ヒサオカ家とオカムラ家はブリティッシュ・コロンビア州のミッションで
農家をしていましたが、自宅から追い払われました。
ユーイチ・アクネ
は漁師をしていましたが、漁船を没収されスティーブストンから追い払
われました。
1942年4月にブリティッシュ・コロンビア州から南アルバ
ータに行く第二団の124人が古ぼけたカナディアン・パシフィックの列
車で出発しました。
ヒサオカ一家はこの一団に入っていました。
一人が
持参することを許されたのはスーツケース一つ、3フィートの長さのバ
ッグが一つ、
お皿一枚、毛布一枚、布団一枚、
お米一袋だけでした。
列
車はカルガリーとレスブリッジで停車しましたが、乗客は食べ物を買っ
たり、
レストランに行くことを禁止されました。
ヒサオカ一族はアルバー
タ州ピクチャービュートに送られました。
列車がピクチャービュートに到着すると付近の農家の人が来て、働け
る人が多くいる家族から順に自分の農場に引き取っていきました。
こ
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In Picture Butte, farmers came to choose labourers with the
greatest number of able-bodied workers. In the Hisaoka family,
the six children ranged from 10 to 24 years old; the four Akune
children ranged from 2 to 6 years; and the three Okamura
children ranged from 1 to 6 years old.  Ichirohe shuffled the
family members around to be apportioned to the number of
acres the farmers had. The Hisaokas were sent to the TurinIron Springs district; the Okamuras sent to Iron Springs-Picture
Butte area; and the Akunes sent to Diamond City, then Iron
Springs and then finally to the Raymond area.

To us, the mention of “sugar beets” meant heart-breaking slave
labour (with great physical and emotional trauma); minimal
housing in filthy chicken coops, grain bins and seasonal shacks;
no toilet facilities; no water except from irrigation ditches,
sloughs and dugouts.  In winter, it meant gathering snow,
cutting ice, and straining and boiling the water.  It meant bed
bugs and non-insulated walls freezing in the winter.  It meant
working in extreme summer heat and droughts to bitterly cold
winters and blizzards. There was segregation in schools and
many kids had to repeat grades. There were segregated places
for the Japanese to buy rationed meat, sugar, rice, and gas.
There was restricted medical and welfare services; travel bans
and bans from working and living in cities.

のときヒサオカ家には10歳から24歳までの子供が6人、
アクネ家には
2歳から6歳までの子供が4人、
そしてオカムラ家には1歳から6歳まで
の子供が3人いました。
イチロヘイ・ヒサオカがヒサオカ一族を迎えに
きた農場の大きさに從ってグループに分けました。
ヒサオカ家はテュー
リン・アイアン地区の農家に行きました。
オカムラ家はアイアン・スプリ
ングス・ピクチャービュート地区に、
アクネ家はダイアモンド・シティー
に最初に行き、
それからアイアン・スプリングス、
そして最終的にはレイ
モンド地区に落ち着きました。
私達が砂糖大根と聞いて思い出すのは、心が砕けるような奴隷労働（
肉体的、精神的に厳しい労働です）、鶏小屋、穀物貯蔵庫、夏だけ使用
する掘立て小屋を改造した最低限の住居、住居の外のトイレ、灌漑用
水路の水の飲料水、泥沼、排水路です。
冬になると雪の吹き溜まりを片
付け、氷を割り、水を沸かして漉しました。
断熱材のない壁から寒気が
入り、ベッドにはダニが這い回っていました。
夏は灼熱の太陽の下で干
ばつと戦って農作業をし、冬は厳寒と吹雪の中で作業をしました。
学
校に行けば日系カナダ人の児童は他の児童から分けられ、同じ学年
を繰り返して取らされました。
肉、砂糖、米、自動車のガソリンは配給制
で、日系カナダ人は他のカナダ人と別の場所で購入しました。
医療と
福祉サービスには制限があり、旅行をすることや、町に住むこと、仕事
をすることも禁止されていました。

Acres of sugar beets were planted and thinned (12” apart),
weeded, harvested and topped all by hand.  There were often
poor farmer-worker relations. The contract between farmer
and worker was $33 per acre seeded and harvested.  In the
winter there was no work, and men had to travel to Ontario or
Northern Alberta to work in logging and sawmills.  In 1943, the
Custodian of Enemy Alien Property sold Japanese Canadian
properties without their permission.  People were not allowed
to return to B.C. and many were deported to Japan.
After five years on the sugar beet farm, the Hisaoka family
became the first uprooted family to move into Lethbridge
in 1947.  By 1949, the War Measures Act was finally lifted
and people could buy property, travel freely and vote. The
Akune family moved back to Steveston and the Okamura and
Matsunaga families moved to Lethbridge.

Marjene learned her Japanese Canadian history by researching
books, and the Hisaoka history was related over a number
of years by relatives, and especially her mother Kimiko
Matsunaga.  In 1992, she created a clay cake sculpture
“Continuum:  a Japanese Canadian history”. In 2019, two of
her sculptures were exhibited in the show “Being Japanese
Canadian:  reflections on a broken world” at the Ontario Royal
Museum.  Her cake sculpture was purchased by ROM, Canada’s
largest and most comprehensive museum.
Two programs related to Japanese Canadians

1. Bitter Sweet Trail - Japanese internment in southern
Alberta. A film by Kenji Dyck
https://www.youtube.com/
watch?v=xbRjYGqEMxQ&feature=youtu.be
Bitter Sweet Trail was a pilgrimage to the Southern Alberta
sugar beet internment areas. In October 2019 a group of 43
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砂糖大根農家は何エーカーにもおよぶ広い耕地に12フィートの間隔
で一列に砂糖大根を植え付け、雑草を取り、収穫をしました。
すべて手
作業です。
日系カナダ人と砂糖大根農家の契約で1エーカーの耕地の
砂糖大根の植え付けから収穫までの仕事が33ドルでした。
冬の間は農
作業がないので、日系カナダ人男性はオンタリオ州や北アルバータで
伐採や製材の仕事に行きました。
1943年に敵性外国人資産管理官が
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people participated in the tour which coincided with the 2019
sugar beet harvest. Filmmaker Kenji Dyck travelled with the
group and documented their experience. The virtual launch of
the film was held on October 24, 2020.

Kenji Dyck has exhibited his passion as an artist with the
creation of “Bitter Sweet Trail”. Kenji also created the beautiful
introductory trailer in 2019 for his mother, Sally Ito, when
she officially launched her book, “The Emperor’s Orphans”.  
EJCA members may know Sally, a former Sherwood Park/
Edmontonian (born in Taber) who also translated the poetry
book “Are You an Echo? The Last Poetry of Misuzu Kaneko”.
We encourage EJCA members who are interested in Canadian
history to access both websites below. Please support young
artists such as Kenji, by indicating “like” for his film “Bitter
Sweet Trail”.

centre.nikkeiplace.org   Access the link on Nikkei National
Museum and Cultural Centre youtube channel for “Bitter Sweet
Trail”.
najc.ca   Access the link on the NAJC for the recording of their
virtual launch of October 24, 2020.

2. CBC TV program about Japanese gardens in Lethbridge
and Vancouver.
https://gem.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-20/
episode-33/38e815a-0135d069870?cmp=sch-borrowed
“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.

日系カナダ人から没収した資産を日系カナダ人の許可なく売却しまし
た。
太平洋戦争が終了しても、日系カナダ人はブリティッシュ・コロンビ
ア州に戻ることは出来ず、
ロッキー山脈の東に分散させられました。
日
本に国外追放になった人もいました。

砂糖大根農家で5年働いた後にヒサオカ家は1947年にレスブリッジ市
に引っ越しました。
レスプリッジに引っ越したのはヒサオカ家が初めて
です。
1949年にやっと戦時処置法が解除され、日系カナダ人は家を購
入し、自由に移動し、選挙で投票することができるようになりました。
ア
クネ家はスティーブストンに戻り、
オカムラ家とマツナガ家はレスブリッ
ジに移動しました。

マージーンは本を読んで日系カナダ人の歴史を学びました。
またヒサ
オカ家の歴史は親戚の人たち、特にマージーンの母、
キミコ・マツナガ
からいつも聞かされていました。
マージーンは1992年に粘土で
「継続、
日系カナダ人の歴史」を作成しました。
2019年にはマージーンの作成
した二つの彫刻がオンタリオ・ロイヤル博物館で開かれた「日系カナ
ダ人であること、壊れた世界の反射」展覧会に展示されました。
またオ
ンタリオ・ロイヤル博物館が作品「継続、日系カナダ人の歴史」を購入
しました。
南アルバータの日系カナダ人について次の動画をご覧ください。

ほろ苦い道程（南アルバータの砂糖大根農家に行った日系カナダ人）
https://www.youtube.com/
watch?v=xbRjYGqEMxQ&feature=youtu.be

レスブリッジとバンクーバーの日本庭園（CBCテレビの番組）
https://gem.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-20/
episode-33/38e815a-0135d069870?cmp=sch-borrowed

「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。

Our New Website Has Launched!

EJCAのウェブサイトが新しくなりました

Just in time for EJCA’s AGM on November 15th, 2020, the
new website went live! The address remains the same as
before at https://ejca.org, so everyone inside and outside the
organization can now enjoy the new design and refreshed
content.

EJCAの2020年度年次総会が開かれた2020年11月15日にEJCAの新
しいウェブサイトが公開されました。
ウェブサイトのアドレスは今まで
通りhttps://ejca.orgです。
新しいデザインと更新された機能を十分お
使いください。

/ EJCA Website Redesign Project team

Since March 2020, our 4-member team has selected,
configured, branded, tested and transferred content onto
a new platform (Wild Apricot), which not only includes the
website but many other features, and is accessible anywhere
from any device.

In addition, the project team also moved the functional email
addresses to Google Workspace and thus enabled modern
online collaboration for the Board of Directors.

/ EJCAウェブサイト・チーム

ウェブサイト・チームは2020年の3月からEJCAウェブサイトの刷新プ
ロジェクトを始めました。
新しいウェブサイト用のソフト・ワイルドアプ
リコットを使用して、従来のウェブサイトより使いやすく、
きれいなウ
ェブサイトにしました。
従来の内容の他にいろいろと新しい機能を導
入しました。
新しいウェブサイトはいろいろなオンライン機器、例えば
PC、Mac,タブロイド、
スマートフォンから利用可能です。

またウェブサイト・チームはEJCAの電子メールをグーグルワークプレ
ースに移動しました。
この電子メールシステムを使えば、数人の人が同
じ電子メールを一ヶ所で共有することができます。
EJCAクラブの会員
同士の連絡にも便利な機能です。
新しいウェブサイトの機能には次のようなものがあります。
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Features of the new website and management system:
•
•
•
•
•

access to the latest information, newsletter, library
information, and facility calendar

a modern, secure and robust platform with a mobilefriendly design
integrated event and membership management

self-serve capabilities, like updating contact information,
renewing membership, registration and payment for
events and courses, and reviewing invoices and payments
styled using our own new EJCA design and branding

•
•
•
•
•

最新のEJCAの情報、
ニューズレター、図書館情報、開館の予約状
況がわかります。

ウェブサイトは最新の技術で保護され、携帯インターネット機器
から接続が簡単です。
EJCAの行事とEJCA会員の登録の管理が簡単にできます。

会員が自分で更新できる機能、例えば会員登録、退会、個人の連
絡情報の管理、EJCAの活動への参加予約、参加費用の請求、支
払いをする機能が備わっています。

ウェブサイトのデザインにEJCAの統一デザインを使用していま
す。

One of the most important features is the membership
management component. Your membership information has
been transferred from the previous membership database.

Each membership (single or family) will have an account that
is used when renewing your EJCA membership, registering for
classes, workshops or events.
All members that have an email address on record will receive
a welcome email within the coming weeks. It will instruct you
on how to set up a password for your personal account on the
new website, so that you can log in and review your (single or
family) profile, renew membership, and more.

If you are not online or not comfortable with a computer, don’t
worry. EJCA still has plenty of options for you. We still support
the traditional paper-based, at-the-door and cash/cheque
processes for membership renewal, event sign ups, and mailing
of our printed Moshi Moshi.
However, our new online features allow us to automate and be
more efficient, leaving more time to focus on new ideas and
exciting programs, and less time spent on administration. So
we encourage you to make extensive use of the new features
and thus support EJCA as an organization.  
Please email webadmin@ejca.org for any comments or
questions, or if you encounter technical problems.

We will address additional functionality and features or
improvements in the second phase of the project! We hope you
enjoy EJCA’s new site!

新しい機能で一番大切なものはEJCA会員情報の管理です。
会員（個
人または家族単位）それぞれに口座が設定されています。
この口座を
使用して会員登録、EJCAのコースやイベントへの申込みを行います。

現在の会員で自分の電子メールアドレスをEJCAに登録してある人全
部に数週間以内にEJCAから電子メールが届きます。
この電子メール
にはどのようにEJCAにある自分の口座のパスワードを設定するか説
明してあります。
一度パスワードを設定すれば、EJCAウェブサイトに接
続していろいろなことができます。
自分のプロファイルを更新するのも
簡単です。

インターネットを使うのが苦手な方やコンピューターを持っていない
方も心配はいりません。
このような方のためにEJCAは従来通りの文
書による会員登録、
イベントへの登録、現金によるイベントの支払いも
継続します。
印刷された「もしもし」の郵送もつづけます。

新しいウェブサイトと機能はEJCAの活動の管理を効率化して、EJCA
の役員と会員がEJCAの活動の管理に必要な時間を短縮して、
その時
間を新しいことをするのに使えるようにします。
ですから、
どうぞ新し
いウェブサイトとその機能を十分に使っていただくようにおすすめしま
す。
ウェブサイト・チームはウェブサイトとその機能をもう一段向上させる
ためにウェブサイト更新第二段階を始めます。
新しい機能が使用でき
るようになる時は逐次皆様にお伝えします。
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Washi (Traditional Japanese Paper)
Mask-Making Workshop
/ Megumi Hihara

「和紙で作るマスク」
ワークショップを終えて
/ 檜原めぐみ

エドモントン日本文化協会において11月７日、
「和紙で作るマスク」の
ワークショップを行いました。
この度は、22名（オンライン受講者を含
む）の方々が参加されました。
一枚一枚 職人の手で作られる日本の伝統工芸品「手漉き和紙 」の繊
細で、美しく、小動物のようなぬくもりと優しさを、実際に肌で感じて頂
けたのではないかと思います。
コロナ禍でも、和紙を通じて皆さまと有意義な時間を過ごすことが出
来ました。
あいにくの大雪の中ワークショップに参加頂いた皆さま、
ありがとうご
ざいました。
PIARAS カナダ支部長
檜原めぐみ
主催
協力
後援

On November 7, 2020, I held a workshop to make face masks
out of a special piece of traditional Japanese paper called
washi. A total of 22 people (including those who took the
workshop online) participated in the workshop. Each piece of
Washi is produced by a craftworker in Japan and is beautiful
and warm as if it were a living thing.

Facebook:

EJCA
日本橋小津和紙（千代紙のご提供
https://www.ozuwashi.net/
PIARAS―手漉き和紙を普及する会―
http://www.piaras.org/
https://www.facebook.com/npopiaras/

I hope those who attended the workshop have leaned
those special characters of washi. Even under the COVID-19
environment, we could enjoy making a mask together. It just
happened that we had heavy snow on the day of the workshop.
I thank you those who ventured to the EJCA Centre.
If you want to know more about washi, please visit:
https://www.ozuwashi.net/
http://www.piaras.org/
https://www.facebook.com/npopiaras/

Do you have any ideas for EJCA
Workshops?

EJCA received a request from a member who joined the Washi
Facemask workshop: “Has the board considered offering
other handicraft workshops this winter? I am sure that there
are many EJCA members who know Japanese handicrafts
and could share their knowledge and skills with other EJCA
members. This may be a good way to keep us connected and
active while we are forced to spend a lot of time indoors.”
Yes, the Board is always looking for new cultural handicraft
workshops. Please email your ideas to events@ejca.org.
The Board will work with you for the details of a workshop.
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日本文化関係のワークショップをしていただ
けますか？

和紙ワークショップに参加した会員から依頼をいただきました。
「役員
会はこの他に日本の手芸などのワークショップを計画していますか？
会員の中に日本の手芸などができる方がいると思います、Onlineで行
えば、会員がみんなに会い、活動ができてとってもいいと思います」

役員会はいつでもワークショップのテーマを考えています。
日本の手芸
その他の提案がありましたら、是非お知らせください。
events@ejca.org 役員がどのように実行できるかご一緒に計画し
ます。
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Exercise Program for Japanese Kids

日本語キッズ：運動教室

EJCA held a Nihongo Kids Exercise session for 2–5 year old
children, four times in October and November.

10月から計4回、EJCAの体育館で2－5歳児を対象にした運動教室を
開催しました。

/ Yoko Bourne

In early fall, I started to have concerns about children’s health
as they had been staying home all the time and it was getting
cold. There were other parents who shared the same concerns
about their children. I thought about it and proposed to EJCA
to schedule an exercise program for young children.
The class activities were limited since children needed to
keep distances and could not share equipment. Still, I think
the program offered opportunities for kids to meet and play
with other kids, and for parents to get together and chat in
Japanese.

The fourth session was held online as the number of
coronavirus cases increased. I would like to thank the parents
who helped with the program.

2021 Membership Renewal

Your 2020 membership will expire on December 31, 2020.
It is time to renew your membership for 2021.
1.

2.

If you want to renew by paper form and pay the
membership fee by cheque, please use the form at the
back of this issue. If you are online, you can download the
PDF form. Please mail your application form and cheque to
EJCA, 6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6
You will be able to renew membership online after your
log-in process is set. EJCA will email you instructions for
the log-in and membership renewal in late November/
December.
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/ ボーン  陽子

この活動をしようと思ったきっかけは、
このコロナ禍で様々な規制ば
かりの中、
さらに寒さも厳しくなり、
このままずっと子供と家に引きこも
っているしかないのか、
という不安でした。
同じような不安を抱えてい
る方が他にもいるのではないか？でも、私に何ができるのだろう？いろ
いろ悩んだ末、運動教室という形を選びました。

なるべく参加者の間隔を保ち、間接的な接触を防ぐため用具も極力使
わないようにした為、実施できる運動の内容が限られてしまいました
が、保護者の方々や子供たちが直接交流する機会を提供できたことは
意味があったのでは、
と思います。
娘の鼻血のせいで教室を中断させて
しまったり、最終回はオンラインになってしまったりというハプニングも
ありましたが、暖かく見守り、
お手伝いしてくださった参加者の皆さま、
本当にありがとうございました。

2021年度の会員登録

2020年度の会員資格は12月31日で終わります。
どうぞ2021年度への
更新をお願いいたします。
1.

2.

印刷した申込書をお使いになりたい方は、
この
「もしもし」最
後のページの申込書と小切手をお送りください。
Onlineで
「も
しもし」を読んでいらっしゃる方、申込書のダウンロードはこち
ら：Membership Form (PDF) 印刷してお使いください。
送り先：EJCA, 6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6

新しいEJCAのWebsiteでOnline会員登録ができます。
11月末又
は12月にメールでご案内いたします。

18

Library Announcement

図書館についてのお知らせ

The Gordon Hirabayashi Library has been closed since
November 25 because of the latest COVID-19 restrictions.
If restrictions permit, we plan to resume library services on
January 12th.

Covid-19のため、11月25日からゴードン・ヒラバヤシ図書館は閉館し
ています。
事情が変われば、1月12日から開ける予定です。

OBITUARY

お悔やみ

July 4, 1923 – September 30, 2020

1923年7月4日―2020年9月30日

George Mutsuo Matsuba
Through tears of sadness but with gratefulness for a full and
well lived life, we announce the passing of George Mutsuo
Matsuba, devoted husband to Judy Hideko (Aoki) and father to
Garnet Tatsuo, at the ripe age of 97. George also was survived
by brothers Satomi (Ross) and Michio (Donald), and sisters
Tazue (Dora) and Yasue (Florence), though Ross since has
passed.  He was predeceased by his parents, Shinkichi and
Koyo (Hashimoto), and brothers Kanichi (Ken), Kiyoshi (Arthur),
Shizuo (Sam), Sadao (Stanley), Susumu (David) and Roy
(Haruo).

George was born in Steveston, B.C. but through the tribulations
of World War II, moved to Edmonton where he met and married
the love of his life, Judy, with whom he recently celebrated his
69th wedding anniversary. He first was employed with Prism
Construction building upper end homes in west Edmonton,
many of which still stand today. He then spent many satisfying
years in the poultry industry, first determining the sex of baby
chicks at hatcheries throughout Northern Alberta, and later
liaising with poultry growers as Grower Services Manager with
Lilydale Co-operative. Throughout his career, he was heavily
involved in organizations such as the Alberta Poultry Industry
Council.
George was a long time member and one-time President of the
EJCA, and was instrumental in organizing Japanese-Canadian
seniors’ golf tournaments, at locales such as beautiful
Kananaskis. He was very active throughout the years, golfing
at Windermere and Riverside Golf Courses, skiing at Snow
Valley, and curling at clubs such as the Granite and the Thistle.  
What he especially enjoyed was the camaraderie associated
with those activities. He also had fun accompanying Garnet
to many special sporting events, such as the 2000 NCAA Final
Four basketball tournament in Indianapolis, outdoor college
hockey in Omaha, and the Seattle debut of then-budding Barca
superstar Lionel Messi, not to mention a myriad of Golden
Bears and Oil Kings games. On the home front, many a lovely
day was spent gardening, trying to avoid tumbling down the
embankment behind the family home. He was kind, generous,
gregarious and industrious, and will be greatly missed by all
who had the good fortune to know him. Due to COVID, no
funeral service was held but there may be a Celebration in the
spring should circumstances permit.  
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ジョージ  マツオ  マツバ

ジョージ・マツバはブリティッシュ・コロンビア州スティーブストンで生
まれましたが、太平洋戦争と戦後の連邦政府の日系カナダ人政策の
ために結局はエドモントンに来ることになりました。
ここで伴侶となる
ジュディと出会い、今年は結婚69周年を迎えることが出来ました。
エド
モントンでは最初に高級住宅を建設するプリズム建築で働きました。
ジョージが建てた住宅がまだ幾つもあります。
次に養鶏の仕事を長く
しました。
最初は性鑑別師として北アルバータのたくさんの養鶏所を
回りました。
次にリリーデール共同組合で養鶏業者サービスマネジャ
ーの仕事に就きました。
養鶏関係の仕事をしている時に、
アルバータ
養鶏組合などの多くの団体の仕事に深く関わりました。

ジョージは昔から亡くなるまで、
エドモントン日系文化協会の会員でし
た。
会長を努めたこともあります。
日系カナダ人シニアーゴルフクラブ
を始めたのもジョージです。
ジョージは生涯を通じてスポーツをしてい
ました。
ゴルフ、
スキー、
カーリングなどです。
ジョージはスポーツを通
じて仲間と交際することを大事にしていました。
息子のガーネットをつ
れて北米のいろいろなスポーツ大会を見に行きました。
家では庭の世
話をよくしていました。
親切で、気前が良く、勤勉で、多くの人に惜しま
れる人でした。
新型コロナウィールスを考慮して葬式は行いませんで
したが、
ウィルスが収まれば来年の春に追悼式を行う予定です。
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EJCA Board of Directors & Committees
November 2020–October 2021
Board of Directors Officers
and Executive Committee
Paul Fujishige
President

Tamara Sutherland
Vice-President
Brenda Madsen
Secretary
Jim Hoyano
Treasurer

Board Directors
Sanae Ohki
John Priegert
Stefan Grossman
Lénárd Grossmann
Noriko Taira
Jeff Edwards
Eldon Kymson

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。

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
Bruce Robertson
office@ejca.org

Event Coordinator
Vacant

Published by

Editorial address
6750 88 St NW
Edmonton, Alberta
T6E 5H6
780-466-8166
office@ejca.org
ejca.org
Editors
Takashi Ohki
Sanae Ohki
Eldon Kymson

• Acting as a represntative of Japanese
Canadian people to provincial and
national reganizations of similar purpose.
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2021 EJCA Membership Application Form
エドモントン日本文化協会 2021年度会員申込書
Mail or drop off this application form
with a cheque payable to EJCA to:
(*required fields

EJCA
6750 88 St NW, Edmonton, AB T6E 5H6

or

Apply online at:
ejca.org/become-a-member

*必ずご記入ください)

Please check the following to indicate your understanding.
*I agree with the EJCA vision and Mission statement.

EJCAの基本理念と活動方針に同意します。

*As a member of EJCA, I give my consent to receive emails from EJCA regarding programs, events, updates, and inquiries.
EJCA会員として、EJCAよりプログラム、行事案内、
お知らせなどのe-mailを受け取ることに同意します。

*I understand that photos and video of EJCA activities may be posted in the newsletter or EJCA website. If I do not want my
images posted, I will avoid the camera. EJCAの活動は写真やビデオの形で、
ホームページや会報に掲載される事があることを知ってい
す。
写真やビデオが掲載されたくない時は、写真やビデオに写らないようにします。
*All personal data is used for EJCA’s internal use only.

*Application date (DD/MM/YYYY):

個人情報はEJCAの目的だけに使われます。

*First name:

*Last name:

Child 1 first name:

Child 2 first name:

Spouse first name:

Spouse last name:

Child 3 first name:

Child 4 first name:

*Home address:
*Postal code:

*Phone:

*Email:

*Membership status:

*Membership type and fee

*Newsletter subscription:

Secondary email:

Secondary email address (spouse, personal, work, etc.) will receive e-mail as cc.

New

Renewal

*Fee paid by:

Single, under 70 years old $20

Single senior, 70+ years old Free

Online or

Printed

Cash

Cheque

Family, all members under 70 years old $35
Family with one senior 70+ years old $20
Family, two seniors 70+ years old Free

日本語サロン (Yes, I would like to receive information for Japanese speaking members.)

