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PRESIDENT’S CORNER
/ Paul Fujishige

New Year’s greetings on behalf of your Board. I
hope you all remained safe and healthy and that
you were able to celebrate the holiday season in a
meaningful way.

2021 promises to be as unusual as 2020 with the continued
presence of COVID-19 and the beginning of vaccinations
throughout the world. It is still unknown when we can get back
to normal life, but we hope we will all be able to meet at the
Centre again by the Fall.

Thank you for the opportunity to serve as your President for
the next two years and I hope I can live up to expectations. I will
approach the role with humility and a bit of humour as well.
In the few months since my appointment as President, our
new expanded Board has been getting to know each other
(via Zoom). Despite the Centre being closed for most of this
period, many responsibilities continue for the Board behind
the scenes.

Sanae Ohki, our past President deserves many thanks for her
excellent leadership as President over the past 3 years and
prior to that as a Board Member. Sanae has been dedicated to
the betterment of EJCA and has worked diligently to ensure
we continue to grow. Her steady and mature leadership has
certainly helped me greatly. I am so pleased she will continue
as a Board Member for the next two years and will be available
to mentor and advise us.

Besides Moshi Moshi, we continue to reach out to members in
different ways. We are grateful that many of you have renewed
your membership despite the lack of activities at the Centre.
In the coming months we will be boosting our on-line
presence and will be offering more opportunities to connect
with the Board and with each other.  Some of those activities
are described elsewhere in the following pages. We are also
open to your suggestions for activities and topics of interest
that would work on-line and remotely. Please email us your
suggestions.
One area we will be exploring in greater depth is the state of
racism and human rights in 2021. We will be organizing an
initial meeting shortly to begin this discussion.

The Centre closure is giving your Board the opportunity for
strategic and operational planning. We have the chance
to envision and plan the future of the Centre and EJCA
when it re-opens. Part of this planning will come from the
survey information that members gave us last year. As we
discuss possible futures, we will continue to consult with
you. Ultimately, we want to put EJCA in the best position to
succeed, to honour our mission and to continue to grow as a
vital organization in our community.
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会長の挨拶
/ ポール  フジシゲ

EJCA役員会を代表して、会員の皆様に新年のご挨拶を
もうしあげます。
COVID-19の環境下で皆様、元気にクリス
マスとお正月を迎えられたと思います。

2021年も2020年同様に新型コロナウィルスの大流行から始
まりますが、既にワクチンの接種が始まりました。
今年の秋までに
COVID-19が鎮静して、
また皆様とEJCAセンターでお会いできることを
願っています。

これから二年間、EJCAの会長を務めることが出来て光栄に思い、職
務を全うできることを願っています。
他人に暖かく接すること、
ユーモア
を持って接することをモットーにしていくつもりです。
私が昨年11月に会長に決まってから、大人数になった役員同士も
数回のZoom会合によってお互いを良く知るように努力してきまし
た。
EJCAセンターはCOVID-19のために閉鎖されていますが、EJCA役
員会の仕事は中断なく継続して遂行されています。

私の前任者の大木早苗さんは会長として三年、
その前に役員として長
くEJCAの活動に指導的な役割を果たしてきました。
大木さんの経験
豊かな指導力は個人的にも学ぶことが多く感謝しています。
大木さん
は後2年役員としてEJCAの活動を支えてくれることになり、心強い限
りです。

「もしもし」の他にもさまざまなコミュニケーションの方法を用いて、
会員の皆様との交流を保っていきます。
現在はEJCAセンターが使用で
きないにも関わらず、多くの皆様に今年度の会員登録を済ましていた
だきました。
ありがとうございます。
これから数ヶ月、EJCAはオンライン活動を拡張していく予定です。
オン
ライン活動を利用して、会員と役員間の交流の場を作っていきます。
す
でに企画されているオンライン活動は、
この
「もしもし」に記載されて
います。
もし皆様がオンライン活動についてのアイデアをお持ちでした
ら、是非とも役員会までご連絡ください。

また人権問題、人種差別問題をオンラインの会合で取り上げる予定で
す。
最初の会合のお知らせがこの
「もしもし」に載せてあります。

EJCAセンターが閉鎖されている現在、役員会が長期的な視点から
EJCAの活動を見直すためのよい機会になっています。
センターが再開
される時に備えて、将来のEJCAの活動を考えています。
この将来の活
動を考慮するにあたっては、昨年行った会員の皆様の意見調査がとて
も役にたちます。
これからも役員会ではEJCAの将来の活動を策定す
るにあたり、会員の皆様の意見を取り入れていきます。
そして、地域を
活性化する有意義な団体として、団体の使命を遂行する活動を続けて
いきます。

2

New Memberships and Renewals
for 2021

2021年度の会員登録

Since the new EJCA Website was launched on November 15,
2020, members are renewing memberships to 2021 very well.  
This chart shows the current membership status. Please note
that the number of memberships are different from the number
of members since one family membership has two or more
people and a senior couple membership has two people.
1.
2.

3.

4.

If you are one of 208 members who are new to EJCA or had
renewed membership to 2021, thank you very much for
your timely action. Please enjoy the 2021 membership.
If you are one of 196 members who were 2020 members
but have not renewed to 2021, please log in from the
upper right side of our homepage at ejca.org to access “My
Profile.” A button to renew is below your membership card
image. You may also complete the membership form on
the last page of this Moshi Moshi and post mail the form
and fee (cheque payable to EJCA).

2020年11月15日に新しいEJCA Websiteを導入してから、大勢の会員
が2021年度の会員登録をしてくださいました。
1.
2.

3.
4.

2021年度の会員は現在208です。
この中には2021年に更新し
た数と新しくEJCAの会員になった数が含まれています。
皆様と
EJCAの活動をしていくのを楽しみにしております。

2020年度の会員でまだ2021年度に更新していらっしゃらない会
員が196あります。
登録は簡単です。
WebsiteのHomepage www.
ejca.org の右上から Log-inすると“My Profile”に入ります。
会
員証の少し下にある“Renew”をクリックすると更新のページに
入ります。
又はこの
「もしもし」最後のページの申込書に記入して
会費とともにEJCA宛にお送りください。

会員資格が2019年以前に切れている方があります(482)。
どう
ぞ、上の２.と同じ方法で、2021年度へ更新をお願いいたします。

役員会では、COVID-19 の規制の中でもより多くの方に役立つプ
ログラムを提供するように努めております。

If your membership had been lapsed before 2019, you
are always welcome back to the EJCA to enjoy the 2021
membership. Please process membership renewal the
same way as above.

The Board is working together so that EJCA can offer many
valuable activities/programs while COVID-19 restrictions
exist.
Total on file
Family
Single

Senior couple with
one member under 70

265

2021 memberships
(new and renewed)

2020 memberships
not yet renewed

Lapsed memberships
(expired before Jan. 1, 2020)

75

82

340

497
9

77

5

48

2

140

2

Senior couple

44

24

20

-

Total

886

208

196

482

Senior single

71
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44

-

3

Racism – Let’s Keep Talking

人種問題、話し合いを続けましょう

At the 2020 AGM held on November 15th, 2020, the
membership voted to create an Ad Hoc Committee on racism
and human rights to recommend EJCA’s future role.  

2020年11月15日のEJCA年次総会で人種及び人権問題特別委員会
を結成することが決定されました。
この委員会の目的は人種及び人権
問題に対してのEJCAの活動を提案することです。

/ Paul Fujishige

Representatives of the Board are organizing an initial zoom
meeting on Tuesday, February 16, 2021 at 7:30 pm – 9:00 pm
with interested members. Please register at https://ejca.org/
event-4128336. We will send you the zoom meeting link the day
prior to the meeting.

The initial meeting is an information session, anyone is
welcome. We would ask for volunteers from this group to sit on
the ad hoc committee. The ad-hoc committee will discuss these
topics for researching and making recommendations to the
board and memberships by the end of June. We will have one
meeting a month with some research time in-between.
Topics of the ad-hoc committee:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What is the latest position of the National Association of
Japanese Canadians (NAJC) about racism?

What initiatives are planned by NAJC and other Japanese
Canadian organizations to acknowledge the past and
promote a more inclusive future?
The Alberta Government’s role, including project funding
available that EJCA could apply for.
Review of September 2020 survey results.

What position should EJCA take and how far publicly
should we go?

Should we focus on our past Japanese Canadian
experience or support other minorities’ current experience
or are both a priority?
What would be the most important actions we should or
could take next?

We recognize the sensitivity around this topic and will move
carefully. We want to develop a reasoned and ultimately
positive message for EJCA and in the community.
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/ ポール  フジシゲ

役員会の数名が企画して、2021年2月16日午後7時半から9時まで、
ズームによるオンライン会議を開きます。
どうぞhttps://ejca.org/
event-4128336から会議への参加を登録してください。
会議の前に、
ズーム会議のリンクをお送りします。

最初の会議は情報の交換です。
会員の皆様はどなたでも参加できま
す。
この最初の会議参加者の中から人種及び人権問題特別委員会委
員を募りたいもおもいます。
特別委員会は下記の項目を調べ、役員会
と会員全部に人種差別と人権問題に関するEJCAの活動を2021年6
月末までに勧告します。
特別委員会は毎月一回会合し、
それまでの調
査の結果とEJCAの活動を話し合います。
特別委員会の調査、勧告する項目は次のとおりです。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

全カナダ日系人協会（NAJC）の最新の人種差別に対する立場は
なにか？

NAJCおよび他の日系カナダ人組織は、過去の人種差別について
どのように考え、将来、人種差別のないカナダを作るためにどうし
ようとしているのか？
人種差別及び人権問題に関するアルバータ政府の役割は何か？
関連プログラムへの基金はあるか？もしあるならEJCAが申請す
ることが出来るか？
2020年9月に行ったEJCAの人種差別に関する会員の意見調査
の結果を精査する。

EJCAは人種差別と人権問題に対してどのような立場をとるか？
そしてEJCAの立場をどれほど広く一般市民に伝えるか？

日系カナダ人の被った過去の人種差別に集中するか、
それとも現
在の少数派グループの被っている人種差別を取り上げるか、
それ
とも両方を課題とするか？

人種差別、人権問題に関して、我々が現在すべきこと、
できること
で一番大切なことは何か？

人種差別と人権問題は注意深く取り扱わなくてはならない問題である
ことを自覚しています。
私たちは理性的なそして社会のためになるメッ
セージをEJCAと一般社会に向けて発信したいと思います。
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Special Dishes for New Year in
Kagoshima Prefecture
/ Noriko Taira

I have been in Canada for a long time. But when a new year
comes, I remember special dishes I used to eat at my home in
Kagoshima Prefecture in Japan.

Each region of Japan has its own unique food and special
ways of cooking local ingredients. This is particularly true
for “Ozoni,” a special soup with mochi (rice cake) people eat
at the beginning of each year. Just before the New Year’s
Day, my mother sent me pictures of “Osechi,” a combination
of special foods for the New Year holidays, and Ozoni. My
father took these pictures. They wished that they could send
me real Osechi and Ozoni but they could not because they
would not last for long. Instead, they sent me pictures. Just
looking at these pictures, I could feel how they smelled and
how they tasted.  Now what are in Osechi? At our home in
Kagoshima, they put Karaage (Japanese style fried chicken),  
Kuromame (cooked black beans to show that we work “mame,”
industriously), Kinton (mashed sweet potato and chestnuts,
‘Kinton’ literally means ‘group of gold’, hinting at the lovely
hue of this puree as well as financial success, looking golden,
to indicate we get a lot of money), Kuruma-ebi (boiled prawns
to indicate we work until  our bodies are bent in the middle),
Kamaboko (fish cake coloured red and while, to indicate a
happy season) into Osechi.

鹿児島風おせち料理とお雑煮
/ 平紀子

カナダ生活も長くなりましたが、日本のお正月行事は何年経っても懐
かしいものです。

日本の料理は地域性がありますよね。
とくにお雑煮はその土地によっ
て、個性豊かな味と具があるのではないかと思います。
わたしの出身
は鹿児島なので、鹿児島風のお雑煮をお伝えしますね。
写真は母が作
った我が家のおせちとお雑煮を、父が写真だけでもと送ってくれまし
た。
写真を見た瞬間、実家の家や匂いまでも感じました。
我が家のおせ
ちは、見た目もそうですが正統派おせちではなく、
どちらかというと、
「
ちょっと豪華なお弁当」
です。
中身はまずみんなが大好きな唐揚げ、
そ
して伝統的な黒豆煮（まめに働くように）、
きんとん（金を呼ぶ）、車海老
（腰が曲がるまでの長寿）、紅白かまぼこ
（おめでたい紅白）です。

Our Osechi is not quite different from those in other regions
in Japan. But our Ozoni is unique. We make soup stock out
of prawns. This is because they can catch a lot of prawn in
Kagoshima. We put Oyashi (sprouts from soybeans) not regular
Moyashi (sprouts from mung beans) into Ozoni. I think this is
unique.

We used to pound mochi for Ozoni at home until 10 years ago.
I remember how freshly made mochi smelled and tasted.
I think some of you who attended a EJCA New Year’s party
tried Ozoni with fresh mochi. Besides mochi, we put Hakusai
cabbage, Satoimo potato and Shitake. Shiitake is very popular
in Kagoshima to make soup stock. Shiitake has become a
popular ingredient for cooking all over the world because it has
a lot of “umami” ingredient that make dishes taste better.

おせちは特に鹿児島風ではないですが、
お雑煮は鹿児島風です！ 鹿
児島のお雑煮はエビでダシをとります。
昔から鹿児島の出水沖では車
海老が取れたことが由来です。
今も車海老の養殖が盛んで、養殖生産
量は全国でもトップクラスだそうです。
そして面白い野菜、
「もやし」
で
なく、大豆から発芽する
「おやし」が必ず入っています。
小さい頃はこの
「
おやし」がよくわからず、母はもやしのことをおやしと言っているのだと
思っていました。

お餅は自家製です。
うちの実家は１０年ほど前まで杵でお餅をついて
いました。
つきたてのお餅の味は今でも忘れられません。
中身は紅白
のかまぼこ、白菜、子孫繁栄を願う里芋、
しいたけです。
鹿児島ではよく
しいたけでダシを取ります。
しいたけは「旨味」の元として現在では世
界中で使われています。

MOSHI MOSHI / JANUARY–FEBRUARY 2021 / EJCA

5

Christmas Traditions in the
Grossmann Family
/ Stefan, Lénárd and Ildikó Grossmann

Dear All, we hope you enjoyed the Christmas season as much as
we did. Our family traditions contain elements from Germany,
Hungary, Canada and Japan. Four weeks before Christmas, we
arrange a wreath from branches of evergreen and with beeswax
candles, and symbols according to established Hungarian
traditions. We bake German Stollen with Marzipan and some
special spices and dried fruit we get sent from Grandma in
Germany, well ahead of time: as it must remain in a cool place
for a few weeks, for it to develop its flavours to the fullest.
Not to be missed are some equally traditional gingerbread,
“Lebkuchen”, or “honey-bread” pastries.
No earlier nor later than on the 24th, we decorate a wonderfully
fragrant Canadian Balsam Fir with a blend of Szaloncukor - giftwrapped, bite-sized Hungarian marzipan confections -, German
glass ornaments and Canadian candy canes. Presents will be
exchanged on the 24th, as is the custom in Europe, not a day
later.
As a rather recent family tradition of ours for the past five
years, that keeps bringing thrills and joy in equal proportions,
we have upheld our yearly “Christmas Story Creative Writing,
and Reading Eve of Storytelling”, which has seen productions
drawing from all sorts of genres in the past:
from whodunnits to fairy tales to adaptations of
Japanese folk stories to Shakespearean comedic
Christmas twists it has been truly enjoyable.

我が家のクリスマス

/ ステファン、
レナード、
イディコ  グロスマン

皆様、
クリスマスをどうお過ごしになりましたか？我が家のクリスマス
はドイツ、
ハンガリー、
カナダ、日本の伝統が混じったクリスマスです。
ク
リスマスの４週間前から常緑樹の枝で飾りのリースを作り、蜂の巣の
蝋でロウソクを作り、
ハンガリーの伝統的なクリスマスのシンボルを飾
ります。
ドイツ風菓子パンにはマジパン、
ドイツのおばあさんから送って
もらった香料と乾燥フルーツを使います。
この菓子パンは作ってから数
週間涼しいところに置いておくと香りと味がよくなります。
ハチミツ入り
のジンジャーブレッドもクリスマスに欠かせません。
１２月２４日に（そ
の前でも後でもいけません）いい匂いのするカナダディアン・バルサム・
ファーのクリスマスツリーを綺麗に紙で包んだ小さなハンガリーのマ
ジパン菓子で飾ります。
ドイルのガラス製の飾り、
カナダのキャンディー
ケーンも飾り付けます。
クリスマスの贈り物はヨーロッパ風に１２月２
４日に開きます。
この五年、
クリスマスに新しいことを始めました。
「クリスマスの話の創
作」
と
「読み語りの夕べ」
です。
いろいろな種類の話を集めます。
推理小
説、
おとぎ話、日本の昔話、
シェークスピアを元にしたなど話です。
とて
も楽しい行事になりました。

私たちは皆チェス気狂いなので、
クリスマスツリーの下に将棋入門セ
ットを見つけて興奮しました。
将棋は面白く、
ルールを覚えるのも私た
ちには難しくありませでした。
大晦日にはお餅をいれた年越しそばを
作りました。
これをドイツの伝統のチーズフォンデュと一緒に食べまし
た。
愛犬の柴犬、丸太郎も長い冬の夜を過ごす私たちを元気にしてく
れます。
では皆様、良いお年を。

As indelible chess enthusiasts, we were surprised
to discover a starter’s edition of Shogi under the
Christmas tree. We find it quite fun to play and it
was easy to learn the rules.

For New Year’s Eve we tend to prepare a Toshikoshi
soba soup, forthwith adding in delicious Omochi,
while having a traditional German cheese fondue
at night. Lastly, our Shiba Inu, Maru Taro, cheers up
our every day and keeps us good company through
these short Winter days. Happy New Year 2021 to all
of you!   
Stefan, Lénárd and Ildikó
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Making Daifuku for Christmas

クリスマスに大福を作る

This Christmas I could not gather at my family home. I decided
I would pack stockings for my parents. For my dad’s stocking,
I wanted to try and make daifuku mochi. Over my childhood
I’ve made them a few times with my Obasan in Winnipeg. Like
many grandchildren, I wasn’t trusted to do it on my own, and
once they started to grow irregular in shape, she would whisk
them away from me to salvage. Mine were segregated on the
tray from the rest, kindly designated as ‘for family.’

昨年のクリスマスを私は家族と一緒に過ごせませんでした。
それで、家
族へのクリスマスプレゼントを靴下に詰めて贈ることにしました。
父に
は大福を作って贈りたいと思いました。
私は子供の時にウィニペグで
おばあさんと一緒に大福を作りました。
子供だったので一人で大福を
作らせてもらえませんでした。
私が作る大福が変な形になると、
おばあ
さんが取り上げて形を直しました。
私が作った大福は皆が作った大福
とは分けて置かれていました。
他人にあげるものではなく
「家族用」
で
した。

After this experience I went onto Facebook to ask Japanese
Canadian and American friends if they had any tips. There were
many responses! Ultimately my second round was not any
better, but it was really cool to hear all the different practices
that people use in their family. It almost felt like we were all
working together in the kitchen, although I admit if I were
there probably someone would gently take mine and reshape
them…

最初に大福を作ったあと、
フェースブックで日系カナダ人とアメリカ人
の友達にどうしたらよいか聞くことにしました。
いろいろと教えてくれ
ました。
しかし、二度目に作った大福もあんまり進歩はありませんでし
た。
でも、
それぞれの家で大福を作る工夫をあれこれとやっているが分
かって面白かったです。
みんなの意見をフェースブックで聞きながら大
福を作っていると、私の台所で皆と一緒に作っているような気分になり
ました。
でも、もし皆が私と一緒にいたならば、私の大福を見かねて、
途中で取り上げて形を直してくれたでしょう。
日本の伝統文化を通じ
て、友達と連絡が取れたのが、去年のクリスマスの収穫でした。

/ Carley Okamura

I thought it would be easy to make them now that I’m grown
up. I used the microwave method and created nice mochi,
but after that I ran into problems. I threw down cornstarch,
but I needed a lot all over my hands and the mochi in order
to handle it at all. I could not handle the temperature of the
dough and had to leave it sitting. I tried to put the anko in
with a spoon, and it went everywhere too. I couldn’t pull the
sides over to seal so my daifuku were oval with ugly seams
underneath. They tasted normal, but looked like random
stones in a river, they were all different shapes!

It was nice to connect over traditions this holiday season!
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/ カーリー  オカムラ

もう大人になったのだから、大福を作るのはやさしくなったはずだと思
いました。
先ず、
マイクロウェーブを使ってお餅を作りました。
これは上
手に出来ました。
しかし次が問題でした。
片栗粉をたくさん両手につけ
てから、
できたてのお餅を手に取りました。
でも、
まだとても熱くて手に
持っていられません。
しばらく冷ますことにしました。
次に冷めたお餅
を手のひらに広げ、
アンコをスプーンでお餅にのせます。
これがうまく
真ん中にのらずにお餅のあっちこっちについてしまいます。
それでもな
んとかお餅でアンコを包むのですが、丸くならずに変な形になってしま
いました。
食べて見ると美味しいです。
だけど、私の作った大福は河原
の石ころのように、
どれも違った形をしています。
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Matsu No Kai Club: President’s Message

松の会（EJCAシニアーの会）会長の挨拶

The Matsu no Kai club members have not met together as a
group since February of 2020.   However we do try to keep in
touch with each other and the executive distributes a short
bi-weekly newsletter to the members.  I believe we all miss
the camaraderie of the meetings, the outings and working on
crafts.  Hang in there and Stay Safe everyone.  Eventually this
will all be over.

COVID-19のために松の会は昨年の２月以来、会合を開いていません。
しかし、役員は会員と連絡と取り、二週間に一度会員にニュースレタ
ーを配布しています。
会員は皆、顔を合わせて話せる例会、昼食、
エド
モントン各地への遠足を懐かしく思い、早く再開出来る日を待ち望ん
でいます。
もう少し頑張りましょう。
また皆で一緒に活動できます。

/ 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.

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)

A Letter to the Editor
/ Henry and Joan Shimizu

Thank you for sending me your latest “Moshi Moshi.” I am sorry
to read about the passing of George Matsuba. I first met George
at the meeting of Young Japanese Canadians in Edmonton at
the Bissel United Church. We would play basketball and then
meet for coffee and deserts. There was always a large group of
young people at these week-end events during the 1950’s and
60’s. It was likely that the origins of the EJCA began about that
time. George Matsuba was one of the early leaders during those
days.
I am enclosing a donation, in memory of George Matsuba, to
the EJCA.
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/ アラン  デイビス

COVID-19パンデミックが収束し日常に戻れば、松の会は毎月の第４
水曜日の例会を再開します。
松の会への連絡は下記の通りです

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)

読者の投稿

/ ヘンリーとジョアン  シミズ

「もしもし」最新号をありがとうございました。
ジョージ・マツバさんが
亡くなったことを知り、大変残念です。
私はジョージとエドモントンのビ
ッセル・ユナイテッド教会で開かれた「若い日系カナダ人の会」
で初め
て会いました。
それから一緒にバスケットをしたり、
コーヒーを飲み、
デ
ザートを食べたりしました。
1950年代、60年代には週末の夜に多くの
若い日系カナダ人が集まりました。
これが多分、
エドモントン日本文化
協会の始まりになったのでしょう。
ジョージは当時の日系カナダ人コミ
ュニティーの指導者の一人でした。
ジョージ・マツバを追悼して、
エドモントン日本文化協会に寄付をいた
します。
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Hello Young Readers

若い読者の皆様へ

Hello, my fellow young readers. As a new member of the EJCA
board of directors, I am looking to understand and learn more
about the interests and ideas and represent a stronger voice for
our younger members. I am developing engaging approaches
and programs to improve and grow lasting youth involvement
with our Centre for all of you creative people out there. To do
this, however, I need to understand and get to know you better.

若い読者の皆様、新年おめでとうございます。
私は新しく役員になりま
した。
若いEJCA会員の声を役員会で代表出来るように皆様の興味や
アイデアを聞きたいと思います。
若い会員がもっと積極的にEJCAの活
動に参加するような方法やプログラムを考えています。
それには皆様
のことをもっと知らなければなりません。
どんなプロジェクトを始めた
いですか？どんなEJCAセンターの将来像を持っていますか？現在の
EJCAの問題は何ですか？あなたはEJCAのために何ができると思って
いますか？皆様の友達にも意見をたずねてください。
そして私に教えて
ください。
皆で意見を交換して、多くの若い会員が参加できるプロジェ
クトやプログラムを作りましょう。
連絡先はlenard@ejca.org です。

/ Lénárd Grossmann

I am looking forward to your thoughts and ideas and what sorts
of projects you might be interested in partaking! Where do you
think our Centre could progress, looking to the future? What are
your concerns about the present? What would you, perhaps,
want to contribute? Please do impart this to more people who
you think might be interested in actively taking part.

/ レナード  グロスマン

I would be thrilled if you would reach out to me at
lenard@ejca.org to start to build a base group and exchange
our first thoughts and ideas!
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I Faced COVID-19 and Breast Cancer
in 2020
/ Anonymous

I knew that one out of eight Canadian women suffered with
breast cancer at least once in their lives, but I had not ever
expected that I would be one of those eight women. My
knowledge about breast cancer did not go beyond those
statistics. I did not know how breast cancer was treated. My
breast cancer was found January 2020 and its treatment was
completed in December 2020, just overlapping the period
between the beginning of the COVID-19 pandemic and the
beginning of COVID-19 vaccination. From my experience, I want
to tell you how important regular mammography after 50 years
old is and how well Alberta’s health care system is set up for the
treatment of breast cancer. I went though the whole process
without unnecessary fear.
On January 3, 2020, I went for my regular mammogram. I
was expecting that I would be told there was no problem
within a couple of weeks, but I got a phone call from the lab
that afternoon to come back to the lab again for another
mammogram. I thought that they could not get a good
mammogram picture so I went back to the lab on January 6.
After the mammogram, I was asked to have an ultrasound,
too. They told me that day that I might have breast cancer
and made an appointment to get a biopsy at a different lab
on January 8. I was also told that there was no stiffness in by
breasts. Stiffness can indicate the degree of breast cancer, so
this means it must still be in the early period of development.

I wonder why I was not upset when I was told that I had breast
cancer. I had read stories of people who had breast cancer,
but my reaction to the news was quite different from them. It
took a while before I was told the results of the biopsy. In the
meantime, I attended the EJCA’s New Year’s party and went on
a trip that I had planned before the mammogram. On January
21, my family doctor told me that I had a tumour of 7 mm in
size and in stage zero. It had not spread anywhere else yet. He
told me that I would follow the Comprehensive Care Process for
Cancer Patients. He also made an appointment with a cancer
surgeon for me for February 10. On February 3, I received a
phone call from a nurse in charge of the Comprehensive Care
Process. She told me to check a website about breast cancer.
She also told me that she would give me regular phone calls
and that I could call her whenever I had questions about breast
cancer and its treatment.

By this time, we began to hear more and more about the
COVID-19 pandemic. On February 10, I went to see a cancer
surgeon and decided to have surgery on March 4. She explained
to me how the surgery would be done. I asked her if I could go
on at a trip in late February and, to my surprise, she told me I
should go and enjoy the trip.
On March 3, one day before the surgery, I went to a hospital to
get dye injected into my breast so that the locations of lymph
nodes could be located easily. On the day of the surgery, I went
MOSHI MOSHI / JANUARY–FEBRUARY 2021 / EJCA

2020年はCOVID-19と乳がん治療の年だっ
た！
/ 匿名希望

「カナダ人女性の8人に１人は生涯に1度は乳がんに罹る」
と知ってい
ても、自分が乳がんに罹るとは思っていないものだ。
その上、知ってい
るようで知らないのが治療法だ。
ところが、COVID-19 世界流行の兆し
が見えはじめた2020年1月から、
アルバータ州でCOVID-19 のワクチ
ン接種が始まった12月末までの1年は、
ちょうど私の乳がんが見つかっ
てから治療を終わるまでの時期と重なった。
私の乳がん治療経験から
50才位ごろからは是非マモグラム検査を受けて早期のがんを直すこと
がとても大切なこと、
そしてアルバータでの治療過程はよく管理・計画
されていて、何も心配がなかったことをお知らせしたいと思う。
2020年を迎えたばかりの1月3日、2年に1度のマモグラムが予定され
ていた。
いつもと同じようにイメージを撮れば、1，2週間のうちに
「異常
なし」
という手紙が来るものと思っていた。
ところがその日の午後に電
話がきて、確認したいので6日にもう一度マモグラムを撮るとのこと。
あ
あ、
よく写らなかったのだなと軽く思って6日に再検査に行った。
マモグ
ラムを撮り終わると、
よく見たい箇所があるからさらに超音波で調べ
たいと言われ、
すぐに超音波検査を受けた。
その結果、検査医との面接
があり、もしかするとごくごく初期の乳がんの可能性があるかもしれな
いから、生体検査をしてみたいと言われ、別の検査機関での予約を8日
に取ってくれた。
もし乳がんでもしこりなどはなく、乳がんの赤ちゃんと
いわれているものなので、心配はないともいわれた。

今思っても不思議なのは、
この時乳がんの可能性をかなりはっきり言
われたのに、私は全然動揺しなかったことだ。
いろいろなメディアを通
して知っている
「がん」
と知らされた時の衝動とか憤りとか哀しみとか
を全然感じないのが不思議だった。
生体検査では太い注射器で疑問
のある部分の生体を取り、実際にがん細胞の有無を調べる。
結果が出
るまで、EJCAの新年会に出たり、予定していた旅行に出かけたりして
楽しい日を過ごした。
検査の結果は1月21日にホームドクターに会っ
て知らされた。
がんは7mmぐらいの大きさで、Stage 0（Pre-cancer）
、転移なしの状態だということ、
これからはComprehensive Care
Processというプログラムに沿って治療を行うこと、
その場で手術医と
の面会予約を2月10日に取ってくれた。
この時、
ああ、
アルバータ州は
結構しっかりしているなと思った。
そして私は何も手続きをしなかった
のに、2月3日にはComprehensive Care Process の担当の看護師が
電話をくれ、
たくさんの乳がんについての情報リンクを知らされた。
乳
がん専門のWebsiteもある。
これから定期的に電話をくれるそうで、聞
きたいことがあったらいつでも対応するとも言ってくれた。
この頃になると新型コロナウィルスが広がり、
カナダでも罹患者が出
たとか、武漢は大変だとかニュースが毎日のようにテレビ・新聞に出る
ようになった。
2月10日の手術医との面会では、3月4日に日帰り手術
をすること、前日に病院へ行って染料 を注入して、
リンパ腺の場所を分
かるようにすること、当日は手術する場所が分かるように朝早くWire
をいれること、手術後はよく腕を動かして、硬直しないようにすること、
傷が治癒したら放射線治療を始める事等々知らされた。
2月末に旅行
の計画があるのだがと、止められるのを期待して伝えると、楽しくしてく
るのはとてもよいと勧められてしまった。
病院へのPreadmission手続きや麻酔医との面接を済ませ、手術当日
3月4日をむかえた。
この頃には、病院でもCOVID-19への対応が厳しく
なり、手術も緊急なものだけになっていて、病院は森閑としていた。
日
帰り手術の患者には付き添いは一人だけ許されていた。
午後1時15
分に予定されていた手術は結局6時ごろに始まり、麻酔から覚めたの
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to the hospital where I got another dye injected and had a small
piece of metal inserted into the area of the cancer that could be
identified by x-ray during the operation. I then went to where I
would receive my surgery. The hospital had already been under
the special COVID-19 restrictions. I could see only a few nurses
in the operation ward. My operation was originally scheduled to
start at 13:15, but it was delayed until 18:00 because it took my
surgeon more time than she had expected for a cancer surgery
scheduled before mine. I woke up from anesthesia about
20:00. There was a small piece of adhesive tape on the incision.
Because of the anesthesia, I did not feel any pain. I took it easy
on March 5 but could start my household chores on March
6. On March 17, the Alberta Government introduced special
regulations for COVID-19.
On March 18, I had an appointment to see my surgeon. She
gave me a phone call instead of an in person visit because she
had come back from abroad and was self-isolating for two
weeks. She told me that the surgery was successful but she
found cancer cells outside of the original place of my cancer
and I needed another surgery. I was not very happy with the
news and wondered what would happen if she developed
Covid-19 before the second operation day.

On March 30, I received a second surgery. I went to the same
operation ward. This time, though, the COVID-19 prevention
regulations at the hospital were much stricter than the first
surgery. My husband could not wait in the waiting area. The
second surgery went smoothly and I started physical exercise in
a few days. I needed to move my right arm because the cancer
was in my right breast and one lymph node near the right arm
were removed. This could sometimes cause stiffness in the
right shoulder so I kept moving my right arm to keep everything
mobile.
In early June, I started radiotherapy. I had to go to the Cross
Cancer Institute sixteen times continuously on weekdays. The
Cross Cancer Institute also had special COVID-19 restrictions,
but I could receive radiotherapy with an appointment without
any waiting time. There were very few people around, so it
looked like that the appointment system was working very
smoothly. On June 23, I finished my radiotherapy.

By the end of December, the slight burns on the right breast
caused by radiotherapy were gone. On December 29, I went
for mammography to see the results of the radiotherapy. On
January 5, 2021, a doctor at the Cross Cancer Institute gave
me a phone call and told me that there was no trace of cancer
in either breast and I would have regular mammograms every
year. In Canada, one out of eight women gets breast cancer,
and one out of thirty-three women dies from it. 83 percent of
breast cancer patients are 50 years and older. These are just
statistics. Individually, any women can get breast cancer. I had
not had any risk factors except my age but it happened to me.
Just follow one rule, “mammography once in two years if you
are 50 years or over”, and hopefully you don’t have to worry
about it.
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は８時ごろだったか？傷口には小さな絆創膏が貼ってあるだけ。
えっ、
これだけ？痛みもほとんどなかった。
手術後は安静にしないで普通の
生活をするのが早く元気になる早道とか、
さすがに翌日はゆっくりして
いたが、6日からは仕事や家事もできた。
3月17日にアルバータ州には
COVID-19対策条例がしかれ、EJCA会館も閉じることになった。
この先
世界は、
カナダは、
どうなるのだろう？

3月18日に術後の手術医との予約があったが、驚いたことに手術医は
外国に出たので、2週間のIsolation中、
この面会は電話で話すことに
なった。
手術自体は成功だったけど、取ったものを調べたら、外側にが
ん細胞を認めたので、再手術をしてもう少し広範囲をとる必要がある
と言われた。
そうかそういうことか、喜べなかったな、
でもこの手術医
が本当にCOVID-19にかかっていたら手術はどうなるのだろうかとい
う疑問が頭をかすめた。

2回目の手術は3月30日。
勝手知ったDay Surgery室。
でもCOVID-19
制限が厳しい今回は付き添い人は病院に入れない、手術が終わった
ら迎えに来るように連絡してくれるそうだ。
今回もすぐに元気になり手
術後の注意事項に従って運動をしたり、家事も普通にこなした。
エドモ
ントンも冬から急に夏らしい快晴の日が続き気持ちがよい。
庭に草花
を植えたり、芝生の手入れをしたりしているうちに6月初めから16回の
放射線治療が始まった。
手術で取らなかった場所にあるかもしれない
がん細胞を放射線によって殺すらしい。
これが終わると、10年後の生
存率が９８％になるそうだ。
6月中Cross Cancer Institute（CCI）へ月
曜から金曜まで毎日行くのだ。
CCIも緊急の患者に限って治療している
というが、外来の患者はかなり多い。
時間調整をしてるようで、受付に
行くまでのコロナ関係の手続きはスムーズに進んでいる。
放射線科で
は待っている人はほどんどいない。
予定時間前に着くとすぐに呼ばれ
る。
パーキング場も無料になっていて楽だ。
6月23日にすべての治療過
程を終わった。
12月末までには、手術の傷跡も放射線のごく軽いやけど(？)の後も
すっかり治り、日常生活では乳がんのことはすっかり忘れた生活だっ
た。
12月29日に撮ったマモグラムの結果を担当医から知らされたのは
1月5日。
一言 「Covid-19禍ですから、電話でお知らせします、転移は
ありません、
これからは家庭医による年に1度の健康診断とマモグラム
を続けて下さい。
」

「カナダでは女性8人に一人が一生の間に乳がんにかかる。
33人に
一人が乳がんで亡くなる。
乳がんにかかる人の８３％が50歳以上。
初
期の乳がんを放射線治療までの治療を受ければ、
その後の余命はほ
ぼ、乳がんのない人と同じ。
“こんな人に乳がんが多い”という危険要
因は個人個人には当てはまらない。
私は危険要因は(年齢以外)一つ
もない」 50才から2年に一度マモグラムを受けていれば乳がんは怖
くない！
「もしもし」女性読者の皆さん、50才からマモグラム検査をお
忘れなく。
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Book Review, George Takei,
“They Called Us Enemy”

書評、ジョージ・タケイ、
「私たちは敵と呼ば
れた」

This heartfelt, honest, and sensitive memoir speaks from
first-hand experience of the relocation of Japanese-Americans
during World War II, through the eyes of a young boy.

これは日系アメリカ人の子供の眼から見た第二次世界大戦中の日系
アメリカ人の強制収容所での心に残る、真摯な、感性豊かな回想録で
す。

/ Adeline Panamaroff

George Takei takes us through the experience of living in a
happy home with parents who have a prosperous dry cleaning
and tailoring business, through to having that taken away
almost overnight and being relocated to internment camps in
inland America. At these camps there was not even any sense
of purpose as they were not given work or other occupations
to pass the time. It is only through the efforts of people such
as George’s father, who created community groups with other
members of the less than hygienic camps to keep up morale
and a sense of community for those who were required to live
in these austere conditions.

/ アデリーン  パナマロフ

ジョージ・タケイはクリーニングと仕立て業を営む裕福な家族のもと
で楽しい少年時代を過ごしました。
しかし突然一夜あけると米国内陸
部の強制収容所に家族と共に入れられました。
収容所ではだれも仕
事がなく、毎日の生活を無意味に過ごすことを強いられました。
しか
し、ジョージの父親のような人たちが組織を作り、清潔とはいえない収
容所の環境の中で、日系アメリカ人のやる気を保ち、何もない収容所
の生活の中にコミュニティーを作り収容所生活を切り抜けました。

These early years of social isolation left their mark on George as
he later went on with an acting career that mainly focused on
roles that promoted the need for multicultural understanding
and acceptance.
This book, told graphic novel form, was very eye-opening
about the relocation of Japanese-Americans from the Pacific
coast to inland America and how this left many emotional and
psychological scars on the people that survived years in these
relocation camps. While They Called Us Enemy is an emotional
read, it is worth the time to learn about one of the less known
areas of American history during World War II.

ADVERTISEMENT

社会から隔離された収容所の生活は、ジョージが後に俳優としての仕
事を始めた時にも影響を及ぼしました。
ジョージは主に異文化を理解
し許容することを促進するような役を選びました。
この本は挿絵がた
くさんあります。
この本を読むと、日系アメリカ人の収容所の経験と、
こ
の経験が日系アメリカ人にどのような感情的、心理的な影響を残した
がよくわかります。
この本は米国のよく知られていない第二次世界大戦
中の一面を知ることのできる素晴らしい本です。

MOSHI MOSHI / JANUARY–FEBRUARY 2021 / EJCA

12

Website Redesign Project Moves on
to Phase 2

EJCAウェブサイト改良プロジェクト第二段
階

Everyone’s feedback and any suggestions are very much
appreciated!

2020年11月に新しいWebsiteが導入されてから、会員の皆様はLoginしてご自分のプロファイルを見たり、会員の更新をしたり、Online
クラスに登録したりされたことでしょう。
また会からのメールはすべて
Websiteの機能から送られています。
iPhoneなどのモバイル端末か
らもパソコンに準じた画面が見られるようになったこともご存知です
か？

/ Stefan Grossman

Since activating our new Association Management System
including the rebranded ‘website’ at ejca.org in November
2020, many of you have already had a chance to log on to your
profile, followed the online renewal process, have registered
for the first events or programs, and have received several
informational emails that were also sent via our new system.
Maybe you even have tried out the mobile apps?

/ ステファン  グロスマン

EJCAウェブサイト改良プロジェクトは第一段階を完了して、第二段階
に入りました。

Anyway, the Webadmin-team was thrilled to be able to help on
a few occasions with technical problems, or by forwarding your
requests to the proper EJCA role, while in general everything
seems to function just fine. At this point, we thank you for your
patience and your continued support!
Please never hesitate to send us a message at
webadmin@ejca.org in case you have any technical questions,
or in case you have suggestions and ideas for new content/
information or ways to interact that you are missing and would
like to see added.
We are currently launching the second and final phase of our
project, which essentially focuses on three tasks:
1.

cleaning up and addressing any remaining design gaps,

3.

defining the longer-term processes around how to organize
membership/events and maintain the website, and then
transition from a project phase to a permanent set of roles
- if you are interested in becoming part of this, please also
don’t hesitate to let us know! Community volunteers are
always welcome!

2.

adding more essential information (for example
highlighting more of our ‘trademark’-events such as Natsu
Matsuri) and establishing some more features that may be
of interest to you (member directory? member-only forum?
member photo albums to share?)

Your Website Redesign Project team - Stefan, Sanae, Eldon, and
Andre

第１段階で、新しい機能を加え、
また今までのウェブサイトの問題点
を幾つか解決しました。
この作業中に皆様からいろいろなアイデア
を頂きました。
直接ウェブサイトに関係なく、EJCA全体に関するアイ
デアはEJCA役員会に伝えました。
第二段階でも皆様のアイデアと協
力をお願いいたします。
アイデアや、新しいウェブサイトを使って気づ
いたこと、
こんな情報や機能がウェブサイトに欲しいといったことは
webadmin@ejca.org までご連絡ください。

ウェブサイト改良プロジェクト第二段階では次の三点に重点をおきま
す。
1.

第一段階で導入した機能の更なる改良と調整

3.

ウェブサイトの運営をプロジェクトチームから通常運営に移行す
る、
ウェブサイトの中での会員名簿の作成やEJCAのイベント情報
などをどのように運営していくかを決める、
その他長期展望など。
通常運営になった時はボランティアも必要になります。

2.

新しい機能の追加、例えばEJCAの主要イベントに関する情報、会
員名簿？ 会員フォーラム？ 会員写真アルバム？など

EJCAウェブサイトの改良は進行中です。
プロジェクトチーム（ステファ
ン、早苗、
エルドン、
アンドレ）は皆様のアイデアと協力をお待ちしてい
ます。
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R E M E M B E R I N G O U R PA ST

私達の歴史

A Series of Fortunate Events - Mother
Setsuko & Father Takasuke Miyazaki
/ Masako Miyazaki

これは幸運なのでしょうか、
それとも運命な
のでしょうか？ 宮崎節子(母)、宮崎孝介(
父)の思い出

Japanese people reconcile impossible circumstances with a
phrase “Shikata ga nai”. It is translated as “it cannot be helped”
or “nothing can be done about it.”

日本人は非常に困難な状況に出会うと
「仕方がない」
といって対処し
ます。
ピューリツアー作家のジョン・ハーセイが1946年の
「広島」
という
報告に次のように書いています。

Was it fate or good fortune?

Pulitzer Prize-winning writer John Hersey wrote in a
1946 report “Hiroshima” that Hiroshima residents were
largely indifferent to the moral responsibility of using
nuclear bombs, and that it was a war for a hibakusha,
“Shikata ga nai”.

Non-native Japanese sometimes mistake the phrase as an act
of “giving it up easily”. However, it is a way for Japanese to
look for a positive outlook under the worst
circumstances. If the suffering is your fate
for now, good fate might be coming down
the road.

/ 宮崎雅子

当時、広島市民は原爆を投下した米国の責任については強い
怒りの意を示さなかった。
原爆被爆者が「仕方がない」
と言い
ながら、黙々と毎日の生活と戦っていた。

外国人は日本人の
「仕方がない」を簡単に諦めてしまうことと勘違い
している。
しかし、本当は最悪の状況の中でなにか肯定的なことを見
つけていこうという態度なのである。
もし現在の苦境が運命であると
したら、将来はきっと幸運な運命が待っているという態度である。

During the Second World War my mother
Setsuko was living with my grandparents in
Yahata City (an amalgamation of four cities:
Kokura, Moji, Tobata and Wakamatsu.)
Yahata would eventually become
Kitakyushu City.
My father Takasuke was born in Amakusa
Island, Kumamoto Prefecture. My parents
met when my mother was in grade 12 and
had volunteered to support the military.
My father was a Naval Officer stationed in
Sasebo, Nagasaki Prefecture.

The Americans had developed the Atomic
Bomb and were preparing to deploy it in
concert with the British. Thus, began the
series of events that would have a profound
effect on millions, including my family.

Setsuko Miyazaki, Takasuke Miyazaki, other relatives
写真は左から宮崎節子、宮崎孝介、宮崎家の親戚

The original plan was to drop Atomic Bombs on Hiroshima and
Kokura. My mother would have been killed instantaneously
but my father’s life would be spared (or would he?). At 2:49 am
(Japan time) on August 9, 1945, the B-29 “Boxcar” holding the
second Atomic Bomb (commonly known as “Fat Man”) took off
from Tinian Island. The target was Kokura, with a secondary
target of Nagasaki.  Boxcar reached the sky above Kokura at
9:50 am. (Un)fortunately Kokura was obscured by clouds and
possibly by smoke from an air raid the previous day in nearby
Yahata. Boxcar circled over Kokura for 45 minutes, but the
clouds would not clear. Finally, with fuel getting low the pilot
aborted the drop and headed for Nagasaki.
My father was stationed at Sasebo City (next to Nagasaki).
He was injured on his right hand during an air raid and was
MOSHI MOSHI / JANUARY–FEBRUARY 2021 / EJCA

母の節子は、第二次世界大戦中は八幡市に住んでいました。
今の北九
州市は八幡、小倉、門司、戸畑、若松の五市が合併してできました。
父の孝介は熊本県の天草島で生まれました。
後に海軍士官になり長
崎県佐世保市の海軍基地に配属になりました。
母は高校三年の時に
軍の仕事をボランティアとして手伝い、父と会いました。

アメリカ人は原子爆弾を開発し、
イギリス人と共謀して原爆投下の用
意をしていました。
これが私の家族を含めて何百万人もの人々に深刻
な影響を与えることになる出来事の始まりでした。

米国は最初、原爆を広島と小倉に投下する予定でした。
もし原爆が小
倉に投下されたら、母は即死したでしょう。
父の命は助かったでしょう
（
か？）1945年8月9日日本時間午前2時49分に
「太っちょ」
というニック
ネームの原爆第二号を搭載したB29爆撃機がティニアン島を飛び立ち
ました。
原爆投下の第一目標は小倉、第二目標が長崎でした。
午前9時
50分にB29は小倉上空に到着しました。
小倉の人にとって幸運なこと
14

sent to hospital for an amputation. The Bomb was dropped
on Nagasaki, but he was saved because of his transport to
hospital. Unfortunately, he lost all his officers. My father’s
surgery was cancelled, and he returned to my mother, who
treated his wound until it healed. Their narrow escapes gave
them the opportunity to have and raise a family.

I mourn for all the innocent people in Nagasaki and Hiroshima
who suffered and died.

I am eternally grateful for my parents’ courage and support for
my brother and me through those difficult times. They were
able to raise two children who made significant contributions
towards the betterment of society. My brother became
President of Kawasaki Chemical in Japan. I was an Associate
Professor of the Faculty of Rehabilitation Medicine at the
University of Alberta until my retirement.
“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.

に（そして長崎に人にとって不運なことに）、小倉の上空は雲と前日の
八幡市の空襲による火災の煙で覆われていました。
B29は小倉上空で
45分旋回をしていましたが、視界が晴れませんでした。
段々と燃料が
減少していくので、B29の操縦者は原爆の小倉投下を諦めて、第二目
標の長崎に向かいました。

父は佐世保（長崎の隣町です）に駐屯していましが、空襲で右手を負傷
していたので、右手の切断のために病院へ向かっておりました。
原爆
は長崎に投下されました。
父は病院につきましたが、原爆のため治療
はできないと言われ、母の元へ戻りました。
しかし、佐世保にいた父の
部下の士官は全員死亡しました。
父の右手の手術は中止され、利き手を切断されずに済みました。
しか
し傷が深く、母は父の負傷が治るまで看病しました。
このように原爆を
辛くも逃れた父と母は家庭を築くことが出来ました。

原子爆弾の投下により亡くなられたすべての方々への追悼と平和を願
っております。
私は、弟と私を厳しい生活環境のもとで育ててくれた両親の勇気と耐
久力に感謝しています。
両親は社会に大きく貢献することになる二人
の子供を育てました。
私の弟は川崎化成工業の社長になり、私は退職
するまでアルバータ大学リハビリテーション医療学科で准教授をして
いました。

「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。

EJCA Programs Are Alive Online!
/ Sanae Ohki

It has already been a year since we began to understand what
COVID-19 meant. I think we have begun to see light at the end
of the tunnel as Alberta begins COVID-19 vaccinations and has
already provided vaccination for nearly 70,000 people.

At present, all activities at the EJCA Centre have been
cancelled. However, this does not mean EJCA has been sitting
idle. We have been providing cultural programs online since
last April. Based on these experiences, we are providing three
programs online during the winter season. Some of them have
already started, but some are still receiving registration. It is
nice to see other participants online and take a course online
together. After offering several programs online, we have
recognized some merits of online programs. People far away
from the EJCA Centre can participate and they do not have
to drive on treacherous winter roads. I think we can continue
online programs even after the EJCA Centre is open again. You
can learn more about the following three programs at the EJCA
website, https://ejca.org/programs
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Onlineのプログラムを提供！
/ 大木早苗

「新型コロナウイルス」
や
「Covid-19」
という言葉を初めて聞いてから
1年が過ぎました。
アルバータ州ではやっと7万人近くの医療従事者や
シニアーホームに住んでいる方たちにワクチン接種が行われたところ
で、少し明かりが見え始めていますが、12月8日に始まった非常事態対
応を続けない限り、感染者が増えてしまうだろうというのが現状です。
エドモントン日本文化協会でも、会館での活動はすべてキャンセルに
なっています。

EJCA文化プログラム部では4月からいくつかのプログラムをOnlineで
行ってきた経験を生かして、冬学期も３つのOnlineプログラムを提供
いたします。
すでに始まっているプログラムもありますが、募集中のプ
ログラムもあります。
Onlineで仲間に会いながら新しいことを始めま
てみませんか？ Onlineのプログラムを行って気がついたのは、遠隔
地に住んでいる会員がプログラムに参加できる事です。
また冬の寒い
日、運転が危ない日でも安心して参加できるというよいところもありま
す。
会館での活動ができるようになっても、Onlineでの参加は一つの選
択肢として、続けてもいいなと思い始めています。
どのプログラムもhttps://ejca.org/programs からLinkがあり詳細
をご覧になれます。
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Japanese Kids Online
This program is for children between 2 and 4 years old. The
children play and study with an instructor and other children
in Japanese. This is the first time we have offered Japanese
Kids online. We tried it on January 13 and 15 and found that we
could indeed offer the program online. The program will start
on January 22 and will be held once a week for eight weeks.
Japanese Language Classes Online
We have been offering three levels of class for adults and
another three levels of class for teenagers since April 2020.
The winter session started on January 13 and 39 students
have been studying Japanese online.

Japan Today Online
The Japan Today program has a long history. It started in
2002 and since then has been introducing Japanese culture to
grade 8 students at schools in and around Edmonton. Every
year, close to 2,000 students participate in the program. Since
we used the EJCA Centre for this program, we have taken a
break since last April. Now we have received new funds to run
this program online from the Japan Foundation in Toronto. It
will be a challenge to us to offer this program online. Now we
are busying preparing the program so that we can start the
program in January 2021.

An Online Calligraphy Workshop for Beginners is another
program we offer in February and March. Please see details on
the following page.
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Online日本語キッズプログラム
２－４才までの幼児が対象です。
日本語による指導で歌、絵本読み、手
遊び、
クラフトなどを通してお友達と一緒に日本語で楽しい時間を過
ごすことを目的にした親子参加型のプログラムです。初めての試みな
のでOnlineでのプログラムがどのように行われるのかを体験してから
本番に参加していただこうと、1月13日と15日に4回体験プログラムを
行いました。
本番のプログラムは1月22日から始まります。
週一回、全
部で8回です。
Online 日本語教室
成人向けとTeens向けのそれぞれ3つのレベルのクラスを行っていま
す。
2020年4月から、Onlineで行っています。
冬学期は1月13日から始
まりました。
39名の会員が勉強を続けています。

Online Japan Today
Japan Todayは2002年に始まりました。
EJCA がエドモントン近隣の
中学2年生を対象に日本文化を紹介するプログラムです。
ご存知のよ
うにアルバータ州の中学2年生は社会科の単元で日本について学び
ます。
生徒はJapan Todayに参加して日本語を知ったり、空手をしな
がら日本風な作法を体験したり、浴衣の試着・折り紙をたのしみ、社会
科のスライドショーを見たりして日本をもっと身近に感じています。
毎
年2,000人前後の中学2年生が会館に来ています。
去年の4月から休ん
でいましたが、国際交流基金から基金をいただき、
このプログラムを
Online機能を使って2021年1月から無料で提供できることになりまし
た。
Onlineのため難しいところもありますが、講師が工夫をしてよいプ
ログラムが提供できるように準備中です。
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Online Japanese Calligraphy
Workshop for Total Beginners
/ Fukuko Gordon

The EJCA offers the third introductory workshop for Japanese
calligraphy. This time, the workshop is held online by using
Zoom. It is for EJCA members with limited or no experience
with Japanese calligraphy. The instruction will be in English.
No need to have Japanese language or cultural knowledge to
participate.

Let‘s experience a wonderful world of Japanese calligraphy
together! At the 5th session (the last day), you will complete
one calligraphy art for display. A display frame called Kakejiku
is included in the fee.
Participants:
EJCA members over 16 years old only. Priority will be given to
participants with NO experience with Japanese calligraphy.
Location:
Online (Zoom)

Date and time:
Tuesdays, February 23 – March 23, 2021 7:00 pm - 8:00 pm
(5 sessions), or

Saturdays, February 27 – March 27, 2021 10:00 am – 11:00 am
(5 sessions)

Fee:
$75 - Students will receive Kakejiku, one bottle of ink and
special paper. If you want to rent a Calligraphy equipment set
from EJCA, add $30

$10 for use of equipment
$20 (rental equipment deposit) will be reimbursed when
an equipment set is returned.
Rental equipment set includes: two brushes, brush rest,
ink tray, weight & a felt mat

Since the number of participants is set to be small in the
online workshop, the fee is slightly higher than usual in-person
workshop.
Application by February 12, 2020:
https://ejca.org/event-4128357
Please specify whether or not you have experience with
Japanese Calligraphy.
Maximum 6 and minimum 4 participants per class.
A class will be cancelled if there are less than 4 participants.

Equipment:
Participants need to have a laptop or desktop computer with
camera function or a tablet like iPad.
Brush, Suzuri (ink tray), weight & cloth mat, paper for practice
(copy paper)
Familiarity with Zoom online learning is an asset but not a
requirement. It is very easy to use Zoom, no download or an
account is required.

Students will pick up a set including Kakejiku, ink and paper
(and rental equipment if so selected) at the EJCA centre prior
to the first day. Detailed email will be sent after the registration
closing day.
Instructor:
Questions:
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Fukuko Gordon
events@ejca.org
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Online Classes at the Metro
Edmonton Japanese Community
School
/ Yukiko Nagakura

The Metro Edmonton Japanese Community School (MEJCS)
was closed on March 13, 2020 for the first time since it opened
its classes in 1977. By April 2020, we could not tell when we
would be able to start classes in the school again. So, we
decided to start online classes to students in grade 1 to 9. At the
time, we did not know at all how students would respond to
online classes. Moreover, for children in the lower grades, their
parents must set up a communication devise for online classes
and must be with their children in online classes. For the first
semester (April to June 2020), we offered online classes lasting
40 to 60 minutes. But attendance was voluntary and there was
no homework or tests. We did not give a report card to students
at the end of the semester.
After we decided what the online classes would be, we got busy
preparing for the online classes. The executive board of the
school informed parents about the online classes, registered
students and distributed textbooks (for some students, 13
textbooks altogether) and drill books. Teachers prepared
teaching materials in PowerPoint and materials for selfstudying at home and learned how to use Zoom and Google
Classroom. Parents prepared communication devices and
learned how to use Zoom.
In online classes, teachers cannot take care of each student
individually like walking through them in the physical
classroom. It is also difficult for teachers to review the progress
of each student. But the first semester went much better than
we had expected. Before we started online classes, we were
worried that only few students would attend the online classes.
To our surprise, almost all of our students in the regular classes
attended the online classes. This was not only because the
students had high motivation to study Japanese but because
their parents were supportive. Since the second semester, we
extended class hours to one to two hours. The students have
been maintaining high motivation to attend the online classes.
This continued into the third semester too.

We tried to make the online classes as fun as possible. The
students had chances to chat each other to compensate the
loneliness coming from being physically separated from
their friends. We made sure that the students had a plenty of
opportunities to interact with their teachers through quizzes.
For some subjects that were difficult to explain online, the
teachers used some video for quizzes and demonstrations
of experiments. The students were particularly interested in
participating in quizzes by Kahoot and seeing their friends
online. But at the same time, it was not easy for small children
to be on video all the time sitting in front of the communication
device. On the whole, many students were looking for the
online classes every week. There were some merits of the
online classes to the parents. They did not have to drive their
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エドモントン補習授業校－online授業を実
施して
/ 長倉由紀子

昨年の3月13日に休校が決定。
これは1977年創立以来初めての出来
事です。
4月に入っても学校授業再開の見通しは立たないため、4月17
日から小1～中3のonlineクラス実施が決まりました。
生徒さんがオン
ライン授業に対応できるかが全く未知数なのと、特に低学年の保護者
はZoomに接続し付き添う負担も考慮し、1学期(4～6月)は試験期間
とし、40分～1時間は教科書を使った授業、出席は任意、宿題と漢字や
単元のテストは無し、学期末の成績表も無しにしました。

それから第一日目までの短い期間、役員会は家庭への通知や生徒の
登録や教科書(1人最高13冊！)やドリル配布、教師はPowerPoint教材
や家庭学習用教材準備、ZoomやGoogle Classroomの使い方の勉
強、各家庭ではディバイスの準備やZoomの使い方の習得に追われま
した。

オンラインでは机間指導ができず、個々の生徒の指導ができない、理
解度が測れない等の負の面もありましたが、1学期は予想以上にうま
くいきました。
生徒さん達が出席してくれるか心配でしたが、Zoomの
接続不具合を除けば100％近い出席率となり、生徒さんの勉強する気
持ちに感動すると共に、保護者のいろいろな場面での協力のお蔭と感
謝しています。
2学期は本格的な1～2時間のonline授業となりました
が、生徒さんの意欲は変わらず、1月からの3学期も順調です。

授業は教室で友達に会えない寂しさを補い、教師の一方的な授業に
ならないよう、生徒参加のKahootクイズをしたり、難しい教科は動画
アプリのクイズで教えたり、工作を取り入れたり、活気に満ちた楽しい
授業を目指しました。
生徒に好評なのは、Kahoot等のクイズ、
スクリー
ンでクラスメートに会えること等で、授業を楽しみにしている生徒さん
も少なくありません。
一方、
ずっと画面に顔を出している事や、小さいお
子さんはずっと座っている事は苦痛だったようです。
保護者にとっての
利点は、冬場の送迎がないこと、通学時間が節約できることです。
教師
にはITツールの使い方やonline授業のやり方を勉強するいい機会で
した。
オンライン授業のスキルを得た事で、現地校の都合で校舎が借り
られなくても授業ができるようになったのは嬉しい収穫です。
online授業の主役の生徒さんにとって、満足度100％ではないと思い
ますが、
この経験の中から有意義な収穫を得てほしいです。
始業式で
Online訪問したクラスで生徒さん達の元気な様子を見た時、始めは
困難に思えたonline授業を保護者と教師が力を合わせて実施して本
当によかったと思いました。
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children to and from the school on winter evenings. The
teachers had opportunities to learn IT tools and online classes.
Because of our experiences on online classes, we are prepared
to continue our school even when we would not be able to rent
physical classrooms.

  their study. At the opening ceremony of the online school,
I met active and happy students. This made me happy and
thought that the combined efforts of the students, teachers and
parents to open online classes had been rewarded.

How are Clubs and Groups doing with
COVID-19?

COVID-19 規制中の活動―EJCAクラブと
グループ

2.

1.

For the students, online classes are not perfect alternatives
to physical classes. But we hope that they have learned some
lessons how to overcome certain difficulties and to continue  

1.

3.

4.

5.

Nihongo Kaiwa Club: Continuing online weekly
conversation practices, two levels, on Mondays.

Calligraphy Club: Practicing monthly assignments at home
and the finals are sent together to a teacher in Japan for
corrections and gradings.
Matsu no Kai: The club members have not met together as
a group since February 2020. However, trying to keep in
touch with each other and distributing a short bi-weekly
newsletter to the members.
Karaoke Club: Singing is one of the activities that may
cause infection. So, the club has no activity since March.
We cannot sing together using Zoom. Is there any online
method we can sing together online?

Gojukai Katara Club: Gojukai Karate Club was able to
meet and train during September, October, and part of
November, following sanitizing, distancing and occupancy
rules aimed at preventing the spread of the coronavirus.  

New stricter guidelines from Alberta Health were issued in
November, which required the Centre to be closed, so all
karate classes and events were cancelled until such time as
the restrictions can be safely lifted. I am hoping that EJCA can
make arrangements for some type of online classes or exercises
by supplying equipment for videography.  An application for a
grant is in process by EJCA.

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.

EJCAセンターが閉鎖されている間の各クラブの活動を報告していた
だきました。

2.
3.
4.
5.
6.

日本語会話クラブ：毎週月曜日にオンラインで二つのレベルのク
ラスを続けています。

書道クラブ：毎月、日本から送られてくる課題を練習して日本の先
生に送り指導して頂いています。
毎月の競書にも参加し、級や段
を認定していただきます。

松の会：二週間に一度のニュースレターで会員の連絡をしていま
す。

からおけクラブ：とても残念ですが、
カラオケは伝染の危険度がと
ても高い活動です。
3月からすっかり休眠中です！どなたかOnline
で一緒に歌える機能をご存知ですか？
卓球クラブ: 会館が使えるようになった7月、真っ先に練習を始
めました。
11月末からは中断しています！

剛柔会空手クラブ：昨年の9-11月はEJCAセンターで厳重な衛生
管理のもとで練習をしていました。
11月末にEJCAセンターが閉
鎖されてからは練習は中断しています。
オンラインで練習を行う
ために必要な機材をEJCAで用意してくれることを望んでいます。
こちらは東京の剛柔会本部から来た年賀状です。

A New Year message from our karate association
president, Goshi Yamaguchi of Tokyo
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エドモントン補習授業校教員募集
/ 長倉由紀子

エドモントン補習授業校
教員募集のお知らせ

2020年9月から、当校で国語を教えてくださる教師を募集しておりま
す。
ご希望のある方、興味のある方は下記の要領でお申し込みくださ
い。
2021年４月から、当校で教えてくださる教師を募集しております。
ご希
望のある方、興味のある方は下記の要領でお申し込みください。
担任学年: 幼稚科年長組
勤務時間: 4月～6月 (Online授業) 毎週木または金曜日、週2時間

                    9月～3月 (対面授業) 毎週金曜日5:45 - 8:45pmまたは
                  

    (Online授業) 毎週木または金曜日、週2時間

教師会：月に 1 回 (約2時間)

教師セミナー：年2 回 (土曜日約2 時間 30 分)

校 舎: 対面授業：Harry Ainlay School (4350 111 St, Edmonton)
Online授業：Zoom

資 格: 流暢な日本語能力を有し、
カナダで就労できるビザを所有して
いる方。
子どもたちを教えることに情熱と関心のある方であれば、必ず
しも教員免許を持っている必要はありません。
報 酬: お問い合わせください

応募方法 : 履歴書を長倉由紀子校長 (ynaga@shaw.ca) にメールで
お送りください。
ご質問のある方はお気軽にお尋ねください。

選 考: 履歴書を頂いた後、
ご都合の良い日に、面接を行って決めさせ
ていただきます。
Website: https://sites.google.com/site/mejcs8/
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担任学年: 中学1年
勤務時間

授業：毎週金曜日(年間 40 回及び 11 月の最終土曜日)
           原則として 5:45 - 8:45、土曜日：12:00 - 4:30

           借用している学校の都合で、年に数回授業日が水曜日     
           または木曜日になることもあります。

                             

教師会：月に 1 回 (月曜日または火曜日の 6:30~8:00)
教師セミナー：年2 回 (土曜日約2 時間 30 分)

校 舎: Harry Ainlay School (4350 111 St, Edmonton)

資 格: 流暢な日本語能力を有し、
カナダで就労できるビザを所有して
いる方。
子どもたちを教えることに情熱と関心のある方であれば、必ず
しも教員免許を持っている必要はありません。
報 酬: 初任給週＄104

教 材: PowerPointその他の教材は全て準備してあります。

応募方法: 履歴書を長倉由紀子補習校校長 (ynaga@shaw.ca) にメ
ールでお送りください。ご質問のある方はお気軽にお尋ねください。

選 考: 履歴書を頂いた後、
ご都合の良い日に、面接を行って決めさせ
ていただきます。
Website: https://sites.google.com/site/mejcs8/
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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 Grossmann
Lénárd Grossmann
Noriko Taira
Jeffery 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
Paul Fujishige
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
Eldon Kymson
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 Grossmann
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.)

