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PRESIDENT’S CORNER

会長の挨拶

/ Paul Fujishige

Spring is just around the corner and we all hope for
new life and freedom from the pandemic. Thanks
to the speedy development of vaccines, the prospect
of a return to “normal” life seems attainable. However,
normal life may not ever be quite the same as it once was.

We trust you have all been safe, healthy and not too bored!   We
congratulate you for remaining strong over the past year. It has
not been easy for any of us. We all miss the clubs and activities
at the Centre that have enriched our lives. Mostly we miss the
fellowship of other friends. We look forward to the day when at
least some of us can gather together again.
At the Board level, the pause in Centre activities has given
us the chance to contemplate and plan our future. Some
highlights of board planning are described elsewhere in this
newsletter.
Some exciting ideas have been discussed and some are
beginning to be implemented.

On-line meetings, workshops and webinars continue to be
offered. Our website continues to be updated and is the best
way to be kept informed and to contact us. This is especially
important as Alberta Health’s guidelines are continually
updated.

A new Instagram account for EJCA has been created and you
are invited to join. Activities with our more youthful members
(e.g., Shogi Tournament) are being discussed and planned.  

One area of the Centre will be renovated during the shutdown.
After we consider an engineer’s recommendation and
contractor bids, construction will begin in the late Spring and
will be completed over the summer months. This should not
hamper any planned Centre activities as Alberta Health slowly
lifts restrictions.
We have begun exploring in greater depth the state of racism
and human rights in 2021. An update is contained in this issue.
We welcome members to attend our next zoom meeting on
Tuesday, April 6th at 7:30 pm.

/ ポール  フジシゲ

春がもうすぐ来ます。
今年の春はパンデミックから自由

な新しい生活を送りたいものです。
ワクチンの開発で
「普

通の生活」が戻るチャンスが出てきたように思えます。
しか

し、新しい
「普通の生活」は従来のものとは違うかもしれません。

会員の皆様はお元気でしょうか。
パンデミックに少々飽きてきたことは
否めませんが。
とにもかくにも、
この一年を無事に過ごせてよかったで

す。
EJCAセンターが閉鎖になり、
クラブの活動ができなくなり、仲間と

会うことができなくなったのは打撃でした。
現在、少なくとも数人の仲
間と集まれるように努力しています。

EJCA役員会は、EJCAの通常の活動が停止になった時間を利用して、

これからの計画を検討してきました。
役員会の活動の一部はこの
「も

しもし」に掲載されています。
新しい、面白いアイデアも出てきました。
オンラインの会合、
ワークショップ、セミナーを活用していきます。
EJCA

ウェブサイトを改良して、もっと有効にコミュニケーションに使えるよう
にしていきます。
EJCAのウェブサイトを通じて、
アルバータ州健康省の
最新のCOVID-19対策情報を皆様に伝えていきます。

EJCAのインスタグラムを設けましたので、
ご参加ください。
若い会員を
対象にしたプログラム、例えばオンライン将棋大会、も計画中です。

EJCAセンター閉鎖中にセンターの一部を改修します。
これから建築専
門家の意見と改修費を検討して、多分、春のうちに改修を始め、夏の

間に終了するでしょう。
もし、
この間にセンターが使用できるようになっ

ても、改修工事はセンターでの活動の支障にはなりません。

EJCAは人種差別と人権の問題について、我々にできることの検討を

始めました。
これに関する活動の現状はこの
「もしもし」に掲載されて

います。
この問題に関心のある人は4月6日午後7時半からの第二回
Zoom会合にご参加ください。

役員会では引き続き、皆様からのオンラインを活用したEJCAの活動

に関する提案を歓迎します。
パンデミックで制限の多い毎日ですが、
こ

の機会に時間をとってゆっくり考えれば、我々に出来ることは色々あ

る筈です。

We continue to be open to your suggestions for activities and
topics of interest that would work on-line and remotely. Please
email us your suggestions and comments.
As 2021 continues to unfold, I hope we can all appreciate
and be thankful for what we have. Despite the hardships and
setbacks there are still many positives we can point to if we
take the time to contemplate them.
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Reminder on 2021 Membership with
EJCA - Renewal Period Ending March
31st

EJCA memberships are active from January 1st through to
Dec 31st. Fees from memberships play an important role in
ensuring that EJCA can continue to run services, programs, and
events which focus on our unique Japanese/Canadian culture.
If you have already renewed your membership for 2021, thank
you for your support and we look forward to meeting again in
person once COVID restrictions are relaxed.

If you were an active member in 2020 and you have not yet
renewed your membership, your membership will effectively
end and your status will thus switch to ‘lapsed’ as of March
31st.  Renewing your membership online is simple and takes
less than 2 minutes.  Please go to ejca.org, you will see “Log In”
at the far-right top line of the homepage. After “Log In” you will
be in “My profile. There is a “Renew” button below an image of
a membership card.  A final email informing people that their
memberships are now lapsed will be sent at the end of March.
Finally, if you were NOT an active member in 2020 at all, we
will be cleaning up our membership database near the end
of March and we will remove your membership information
at that time. Please see an email sent to such inactive former
members on February 9th with instructions on how to ensure
EJCA does not remove your membership information.

2021年度会員更新は3月31日まで！

EJCAの会員期間はカレンダー年1月から12月です。
すでに2021年度

へ会員更新していただいた皆様、
ありがとうございました。
新型コロナ

による活動制約が緩和され、行事等でお目にかかれる日が来ることを
待っております。

2020年の会員だった方で2021年の会員更新をしていない方の会員
権は3月31日で無効になります。
是非更新をお願いいたします。
更新

は簡単です！こちらから www.ejca.orgホームページに入ると、右上に
“Log In” があります。“Log In” すると “My profileの入ります。
会員証

の下に “Renew” のボタンがあります。
3月末までに更新をしていただ
かない場合は、無効になったとお知らせをお送りします。

2020年の会員でなかった方も会員更新をしていただくと2021年の会

員になれます。
2月9日に詳細のメールをお送りしておりますので、
ご覧

ください。

今2021年の会員になられなくても、EJCAではいつでも又入会して

いただきますよう、
お待ちしております。
www.ejca.orgの“Become
A Member”から手続きができます。
ご質問はmembership@ejca.
org

へ日本語でいつでもどうぞ。

If you are not renewing your membership in 2021, we want
you to know that you can always become an active member
in the future by signing up again and creating an account on
our website, ejca.org. We would love to have you back in our
community anytime!

Library Re-opening soon!

We are just in the process of planning the re-opening of the
library on Tuesdays.  Safety protocols will be put in place and
we hope to re-open in the early part of April.

Please watch for announcements about the re-opening and
in the meantime, feel free to look through the titles available
through the Library Tab on the EJCA Website https://ejca.org/
library

図書開館は間近！

4月初旬から、
また図書室が利用できるように準備中です。
コロナ禍中

の安全対策を徹底させてご利用いただきます。

詳細のお知らせをお送りするまで、
どうぞ、WebsiteのLibrary https://
ejca.org/library からお好きな本を選んでください。

Hope to see you soon!
Library Volunteers
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Pushing Back Against Racism

人種差別に対抗して

On February 16th, a small group of EJCA members met. We
discussed current concerns and the variety of initiatives by
National organizations like NAJC to push back against racism in
Canada.

の現状に関する危惧と、
カナダの日系団体、例えば日系カナダ人協会

/ Paul Fujishige

Locally there continues to be incidents reported by media of
racialized attacks. These have been targeted mostly at people
of Muslim faith. It is alarming to think that there are still people
today who hate others based only on their ethnic background
or religious beliefs.
People of Chinese ancestry have been targeted because of
the Covid-19 pandemic that originated in China. People of
Japanese ancestry seem to have avoided being targeted,
however racism of any kind is still concerning. There are no
guarantees that those of Japanese heritage will continue to be
exempt.
The key questions our group has been exploring are what role
can and should EJCA play? How can we be part of promoting a
more inclusive society?

EJCA is an example of diversity with its membership. We are
the living example of multi culturalism. Also, the experiences of
our senior members can be instructive and supportive to those
experiencing discrimination today.

Perhaps no one exemplifies our unique perspective more than
the late Dr. Gordon Hirabayashi. He was a long-time member
of EJCA who stood strong against discrimination and prejudice
at the height of World War II and fought for his constitutional
rights. His biography is amazing and his life has become subject
of a play called Hold These Truths.

/ ポール  フジシゲ

2021年2月16日にEJCAの会員数名がZoom会合を開き、人種差別

（NAJC）の人種差別に対抗する活動について話し合いました。
アルバ
ータ州でも人種差別に関連した出来事がメディアで報じられていま

す。
現在までは、
イスラム教徒が主な攻撃目標になっていますが、人種
や宗教を理由に他人を攻撃する人がまだいるというのは警戒すべき

ことです。

中国系の人たちがCOVID-19パンデミックを理由に、攻撃の対象になっ

ています。
日系カナダ人は明らかな攻撃の対象になっていませんが、
い
つまでも現在の状況が続くとはかぎりません。

会合の主題は人種差別に対抗するためにEJCAは何が出来るか、
とい

うことでした。
どのようにして、
カナダ社会が誰もが参加出来る、差別
のない社会になるかということも大事です。

EJCAはいろいろな背景の人が会員になっている多文化主義の見本の

ような団体です。
また日系カナダ人会員の中には、
カナダの排日政策

を身を以て経験した人たちがいます。
私達はこの人達の経験を現在に
生かすことができます。

人種差別との戦いを一番はっきりと具現したのがゴードン・ヒラバヤシ
博士でしょう。
ゴードンは長い間EJCAの会員でした。
ゴードンの経歴は
感動的です。
その活動は「真実を掲げて」
という劇になっています。

EJCAの人種問題に関心のある人たちの第二回目の会合がZoomで

4月6日（火曜日）午後7時半から開かれます。
参加希望者はEJCAウェ

ブサイトのここから登録してください。
Zoomリンクをお送りします。
https://ejca.wildapricot.org/event-4218932/Registration

The group is planning another zoom meeting on Tuesday,
April 6th at 7:30 pm. All EJCA members are welcome to
participate. Register on our website https://ejca.wildapricot.
org/event-4218932/Registration and we will send you the zoom
link.
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What Has Your EJCA Board Been
Doing?
/ John Priegert

Since the new Board was elected in Nov 2020, the eleven
Board members have been very busy. One of the things we are
focussed on is planning for the future.

We convened on January 19 to undertake a planning process.
Because there are many new Board members, we spent time
defining the EJCA, its origins and history, and its current
programs. We also examined the membership demographics
to reiterate who we serve. Then we moved on to define the
Board’s roles, responsibilities, and resources, now and for the
foreseeable future. Meeting notes were kept so that information
could be reviewed as needed.
The February 2 meeting was dedicated to creating actions
for the Board to undertake, and to designate Board members
to start the work on identified outcomes. Some of the
undertakings are updating the Vision and Mission statements
to reflect the changing times; creating a youth orientation to
satisfy the younger members; creating a list of membership
benefits; generating ways of improving engagement and
communication; and more.

On February 23, the Board met again to discuss progress in
those, and other, undertakings. So far, the new Vision and
Mission statement is nearly ready for review by the members.
The Board member responsible for Youth has done outreach
and has planned an online shogi tournament. The membership
benefits list is prepared and will appear on the website soon.
A Communication Work Group has been expanded to manage
Facebook and other social media, as well as continuing work
with Moshi Moshi, and other forms of communication.
A working group is looking at novel ways to use our new
website and broadcast technology to make interesting
presentations for the members. A Racism and Human Rights
group has been formed and had an inaugural meeting, with
more meetings planned. Finally, work has started on clarifying
all committees and working groups, their members, and
mandates. There is always room for members to help the EJCA
by using their skills on a committee or working group!
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役員会も頑張っています
/ ジョン  プリガート

2020年11月に選出された役員11人は、以来大変忙しくしてきまし

た。
COVID-19パンデミックでEJCAセンターが閉鎖されているのにどう

して、
とおもいますか？ 役員会が現在力をいれているのがEJCAの将
来像です。

1月19日にはオンライのEJCA将来像計画会を開きました。
新役員には
EJCAの歴史を知らない人も多くいるので、先ずはEJCAがどのように

始まったのか、
いままでどのような理念でどのような活動をしていたか

を振り返りました。
また時代とともにEJCAの会員構成がどのように変

化してきたか検討しました。
次に役員の責任、資質、経験などを現在、

将来について話し合いました。
また、計画会の討論の内容を記録して、
次の機会には、
これから先に進めるようにしました。

この会合では具体的な活動目標を決めて、各役員がすぐに行動に移

せるようにしました。
EJCAの綱領の見直し、若い会員を対象にした活
動、会員の特典をはっきりさせること、
コミュニケーションの向上など

です。

2月23日にはEJCA将来像計画会第二回を開きました。
EJCAの新綱領

ももうすぐ完成します。
若い会員向けの活動としてオンライン将棋大会

を開催することにしました。
EJCA会員の特典リストももうすぐEJCAウ

ェブサイトに掲載します。
コミュニケーション委員会はウェブサイト、
「も
しもし」の他にフェースブックとソーシアル・メディアの活用も視野に入

れることにしました。
EJCAのウェブサイトのもっと多用な活用を考えて

います。
人種差別・人権問題グループはZoom会合を開いています。
そ

して、EJCAの様々な委員会の役割の見直しも始まりました。
これらの
活動をしているのでEJCA役員会は忙しいのです。

5

Argyll Pre-School Update

アーガイル・プリスクールについて

A recent decision from City Council has helped Argyll move
forward with plans to operate a Pre-School Program in our
facility this fall. We’ve been working on this project, for a
couple of years now, and recent health issues have delayed our
efforts. But with this approval of an amendment to the current
Tripartite Agreement between Leagues and the City we can
now move closer to establishing the program by September.

アーガイル・コミュニティー・リーグ
（ACL）ではEJCA-ACLセンターにプ

/ Dave Trautman

We’ve been working with a non-profit organization to operate
the program on our behalf. We are now prepared to invite
parents who may be interested in having their children attend
such a program to contact the Pre-School teachers directly
and convey their interest as well as get answers to questions
directly from those who will be teaching the children. We
are planning for a date this spring to hold an open house for
registration (under current circumstances these plans are still
not firmly scheduled) but we encourage interested parents to
send an e-mail to the program people and begin the discussion
about what they will be offering and what rates they are going
to set.
Send a message to:  yegeducationalprograms@gmail.com

/ デーブ  トロートマン

リスクールを設立する計画をこの２年ほど検討してきました。
去年春

のCOVID-19パンデミックで、計画に遅れがでましたが、
このたびエドモ

ントン市議会で、センターの使用に関するエドモントン市・ACL・EJCA

三者間合意が修正されて、
プリスクールを開けるようになりました。
そ

してこの９月にはプリスクールを始めることも可能になりました。

非営利団体がACLに代わってプリスクールを運営します。
このプリス

クールにお子さんを入園させたい方は、
プリスクールの先生に直接

連絡してその旨を伝えてください。
先生はプリスクールについての質

問に答えることも出来ます。
ACLではこの春にオープンハウスを開き

（COVID-19パンデミックの状況次第ですが）、登録を開始したいと思
っています。
オープンハウスの開催前でも、興味のある方は先生に電

子メールを送り、
どのようなプログラムを行なうか相談を始めてくださ

い。
連絡先は yegeducationalprograms@gmail.comです。

プリスクールの開設は何人の子供が入園するかにかかっています。
ど

うぞプリスクール年齢のお子さんを持つ人に、
このことを連絡してくだ
さい。

The success of this program will depend entirely on the number
of registered children so we also encourage parents to share
this information among their circle if they know of others
who might be interested in putting their young child into our
program.

David Mitsui Receives the Consul
General Commendation

On November 26th, 2020, Consulate General of Japan
Shigenobu Kobayashi conferred Mr. David Mitsui, former
president of both the National Association of Japanese
Canadians and the Edmonton Japanese Community
Association, the Consul General Commendation for his
achievements in the mutual understanding and friendship
between Canada and Japan.

デービッド・ミツイが日本総領事表彰状を授
与

２０２０年１１月２６日に、小林成信在カルガリー日本総領事は、日加
友好に貢献したとしてデービッド・ミツイに表彰状を授与しました。

Ms. Diane Dunn and Mr. David Mitsui
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Matsu No Kai Club
/ Alan Davis

The Matsu no Kai club members have not met together as
a group since February of 2020.  As I have noted before, the
Matsu no Kai club executive has been sending out an informal
bi-weekly newsletter to the members for the past year. On the
day that the newsletter is sent out I try phone everyone to chat
briefly and verify that everyone is well.

松の会

/ アラン  デイビス

月の例会を中止しています。

その間、松の会の役員は２週
間に一度、会員にニュースレ

ターを配布しています。
そし

て、私はニュースレターを郵

We all miss the camaraderie of the meetings, the outings
and working on crafts. When I phoned this past week some
members had already had their first vaccination for COVID-19,
while others had vaccinations booked in the near future.
Sadly, we recently lost Cynthia Lindberg, who had been
an active member of the Matsu no Kai for many years. She
especially looked forward to the monthly outings and
meetings. Our deepest sympathy to her family.

松の会は昨年の２月以降、毎

送する日に、会員一人ひとり

に電話で連絡しています。
会
員の中にはすでに第一回の

ワクチン摂取を終わった人も

います。
悲しいお知らせです。

Cynthia Lindberg  1930–2021

長い間松の会の会員だった

シンシア・リンドバーグさんが

９１歳の生涯を閉じられまし
た。
ご冥福をお祈りします。

On the Edmonton Queen

EJCA Online Japanese Language
Classes

EJCA is now accepting new students for the Spring 2021 term!
Japanese for Adults - Online
April 21 to June 23, 2021 (10 Wednesdays)
7:00–9:00 pm
Japanese for Teens - Online
April 21 to June 23, 2021 (10 Wednesdays)
5:00–6:30 pm

Please visit our events page for class details and registration.
The number of seats are limited so be sure to apply soon.
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EJCA Donated 3,735 Origami Cranes
to Misericordia Hospital

Misericordia Hospital’s Volunteer Coordinator contacted
EJCA and asked if EJCA could donate 1,000 origami cranes to
the Crane Project. The Crane Project is to make a wreath of
1,000 origami cranes wishing safety and love to the long-term
patients in the hospital and also to give one crane to each
patient together with an Easter card on the Easter morning.
EJCA members’ response to the request was overwhelming
with 61 volunteers who made 3,735 origami cranes. These
cranes were delivered to Misericordia Hospital on March 12th,
and they are in quarantine for two weeks! Because of the
number of cranes they received, they decided to expand the
project to include other care facilities within Covenant Health.

I really wish you can see all the cranes EJCA volunteers made!
Many were made with beautiful origami papers with various
designs and patterns. One volunteer was very creative and
made lovely boxes by 3D printing technology to put ten cranes
in each box, and another volunteer sent us photos of her
beautiful arts by origami cranes. Here are two origami related
stories by our volunteers.

Origami Crane Journey
/ Keiko Marumo

The very first senbazuru, or thousand origami cranes, I
ever made was in 2009. I had been inspired by the colourful
senbazuru that hangs from the Japan Pavilion at the Heritage
Festival. That one had been created by the members of the
EJCA and visitors to the Japan Pavilion always remarked on it
every summer. I wanted to try making a smaller version of my
own, so using smaller sheets of paper I began to fold origami
cranes. It took me nearly 5 months to complete, but when I
was done, I was very pleased with how beautiful it looked!
MOSHI MOSHI / MARCH–APRIL 2021 / EJCA

EJCA 折り鶴 3,735羽をミセリコディア病院
へ寄付

ミセリコディア病院のボランティア課から、EJCA に千羽鶴プロジェク

トに参加してもらえないかとの依頼が来ました。
病院には大勢の長期
療養患者がいますが、
パンダミックで訪問者もなく長い間とても寂し

い日々を送っているので、
この方たちへの慰めの活動として、千羽鶴を
作り、
イースターには折り鶴を一つずつ添えたイースターカードを患

者さんへ送りたいとのことでした。
EJCA会員の反応は素晴らしいでし

た。
61名が3,735羽の折り鶴を会館にとどけてくださいました。
3月12

日に病院へお届けしたところ、
あまりの多さにびっくりし大喜びで、初
めの計画を広げて、
コベナント医療機構の他の病院へも千羽鶴を送

ることにしました。
パンダミックのため、今、折り鶴は2週間隔離されて
います！

EJCA会館に集まった折り鶴を皆様に見ていただきたかったです！きれ

いな模様入りの折り紙で折った鶴が沢山ありました。
あるボランティア
は３D印刷機で作ったきれいな箱に10個づつ折り鶴を入れて届けてく

ださいました。
ご自分で作った千羽鶴の写真を送ってくださった方もあ

りました。
そして二人の方が、折り鶴にまつわる話を寄稿してください
ました。

折り鶴と一緒の旅
/ ケイコ  マルモ

私は2009年に千羽鶴を初めて作りました。
ヘリテージ祭りの日本パビ

リオンにはEJCAの会員が作った千羽鶴が吊り下げられていて、
お客

に人気がありました。
私も作ってみようと、
すこし小さめの折り紙を使

って、5ヶ月かけて完成しました。
とても素晴らしい千羽鶴ができて感動
しました。
この千羽鶴は贈り物にしましたが、
これが私の折り鶴の旅の
始まりになりました。

それから私は折り紙用の紙の蒐集を始めました。
明るいデザイン、民
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芸調、手漉き、
シルクスクリーン、虹色、両面印刷、
さまざまな紙の入っ

たパッケージなどです。
私は旅行に出かけると、地元の紙屋を探しま

す。
日本に行く友達も土産に買ってきてくれます。
段々と増えてくる折り
紙の紙に、妹がわたしは「紙の神様だ」
というまでになりました。

私はいろいろな折り紙を折りますが、
ずっと折り鶴が好きです。
折り方
は複雑ですが、覚えてしまえば、考えずに折れます。
そして折り鶴を折

ると心が安らぎます。
たくさんの折り鶴を並べて眺めるのが好きです。

いままでいろいろな折り鶴を折りました。
ヘリテージ祭り用の折り鶴の

イヤリング、基金募集をしている団体への寄贈、
ブックマーク、
キーチェ
インなどです。

昨年は今までで一番折り鶴を折ったとおもいます。
COVID-19パンデミ

ックで緊張した精神を解きほぐすのに折り鶴は最適でした。
折り鶴を

作って並べていく過程を写真に撮って、友達にみせました。
次にどの折

Afterwards, I gave it away as a gift but this was the start of my
origami crane journey.

After that point, I began to slowly gather origami paper. I
would make small purchases at various stores and buy all
kinds of paper: brightly patterned designs, traditional folk art,
handmade silkscreen paper with metallic overlays, delicate
lace paper, iridescent sheets, double-sided sheets; I have
bought so many different packages with hundreds of different
colours. Often when I travelled, I would go out of my way to
visit paper shops to see what sort of paper they had in stock.
Friends would also gift me origami paper from their travels to
Japan. My sister would often tease me about having a “paper
problem” because over time my collection grew quite large!

り紙を使うか聞いたりしました。
写真は妹にも見せて、私は折り紙を蒐
集しているだけでなく、
ちゃんと使っていることを証明しました。
2020年始めから今日までに7,000羽の折り鶴を折ったと思いま

す。
2009年の私の最初の千羽鶴から数えると、多分2万羽の千羽鶴を
折ったでしょう。
折り鶴は私を幸せにするだけでなく、わたしが折り鶴

をあげた人たちも幸せにします。
わたしはこれからも折り鶴を折り続
けるでしょう。

I have done many different origami creations with my paper,
but I have always liked folding origami cranes. It can be
challenging to fold a crane when you first start because there
are so many steps, but once you understand how to do it, I
think it is quite calming. I particularly enjoy folding origami
cranes because I like how beautiful they look when they are
all gathered together. In the past I have made various origami
crane projects such as crane earrings for the Japan Pavilion,
multiple other senbazuru as gifts or for fundraisers, and many
smaller items like bookmarks and keychains.

This past year I have folded more cranes than I ever had before.
Everyday I would fold to help unwind and after a while I would
gather them together to make a display. I would take pictures
of my progress to share with my friends and I would ask them
which paper I should use up next. I would also show the
pictures to my sister to prove that I was actually using up my
paper too!
Since the start of 2020, I’ve folded nearly 7000 origami cranes.
And although I have not kept an exact count, I estimate that
I have folded nearly 20,000 paper cranes since that first
senbazuru in 2009! I will continue making origami cranes
because of how much joy it brings to me and others.
MOSHI MOSHI / MARCH–APRIL 2021 / EJCA
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Origami Cranes

折鶴に寄せて

When I saw a notice of making Thousand Origami Cranes
project, it was easy for me to decide to participate, as I wasn’t
doing much due to COVID 19.

千羽鶴のプロジェクトで鶴を折ってくれる人を募集しているのを知っ

/ Keiko Frueh

As for me, it’s been a long time since I made Origami crane.  
While folding origami cranes, many memories returned to me. I
remembered the days when we were making origami crafts for
Heritage Days in the 80’s and 90’s.  Mrs. G and Mrs. K were good
at Origami, and wondered how they were doing now, or Mrs.
T and Mrs. O and many others who helped us to make a lot of
crafts over many years. With those memories, I enjoyed folding
origami cranes.

I didn’t have much green coloured paper in my origami paper
stock, and I remembered I used up green paper for making
flower’s stems and leaves, and frogs.  A frog was only 10 cents
at the Heritage Festival. One boy wanted 10 frogs and I told him
to come back in 10 minutes, I still remember his happy face
when he saw a bag full of frogs.  At that time, our dance group
performed 3 times a day at the Heritage Festival, and at spare
time, we took care of the craft tables inside the EJCA Pavilion.
We made origami iris and sold a lot as people seemed to buy
them if they saw us making right there.
I remember we made origami crane earrings for Heritage
Festivals. They were so small and hard to make. It was paper
and a drop of water would damage them. Then, someone
suggested to coat them with clear manicure. After small cranes
were coated with manicure, we added metal fittings. We
covered a board with violet velvet cloth, pined cranes and sold
them.  Now thinking back, what enjoyable moments we had,
talking and laughing at the same time as we made crafts.  I am
quite sure so many will say, “I did that,” when they read this
article.
Of course, when you are folding origami
paper, it’s important to make an exact
corner-to-corner fit. However, some
corners you have to ease a bit so that
when you turn back the paper, you have
better fitting.  Like a paper airplane
for which a shape of wing makes
difference on how it flies, even a small
change in the angle of frog’s front leg
makes difference on how far it jumps.  
Origami paper folding is much more
profound than we think.  I hope that
young generations will carry on such a
wonderful tradition of Japanese culture.
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/ フルー  敬子

て、
どうせコロナ禍で、何をするでもない毎日で、気軽に折ってみようと
思いました。

私にとっては久しぶりの折り紙で、
いろいろとヘリテージデイにみんな

で、
８０年代、
９０年代、作った時のことを思い出します。
G夫人、K夫人

が折り紙上手だったなあ、今どうしていらっしゃるかしらとか、Tさんと

Oさんたちが長年にわたって、一生懸命手伝ってくださったのを思い出

しながら、楽しく折らせていただきました。

私の折り紙の中にはグリーンの色がなくて、
よくお花を作った時の葉っ

ぱとカエルを折るのに使ってしまったことに気づきました。
そうだ、
カエ

ルが１つ１０セントで、
お尻の方を抑えるとぴょんぴょんと前に飛び出

し面白かった。
一人、小学校高学年の男の子がやってきて、
１０匹欲し

いと言うので、
じゃ１０分したら戻ってきてね、作っておくと言って、作っ

たことがあり、
この子が袋いっぱいのカエルを見て、嬉しそうにしてい
たのを、今でも思い出します。
その頃のヘリテージ祭りでは、踊りは１

日３回で、
どうせ１日中そこにいるのですから、役立つことをしなくては

と、踊りから日本パビリオンに戻ってきて、
お店番をしながらアヤメを折

ったりしました。
折っているのを見ていただくとよく売れたのです。

折り鶴で思い出しました。
ヘリテージデイのために折り鶴のイヤリング

を作ったことがあります。
小さいので折るのが大変でしたが、所詮は紙
細工、濡れたら、
おじゃんです。
すると誰かが、
じゃマニキュアを塗ろう

と言うことになって、乾かして、金具をつけて、紫のビロードの布を張っ
た板に飾り付けて、売りに出しました。
きっとこれを読まれた方の中に
は、
そうそう、私これやったと言う方は大勢いらっしゃると思います。
き

っとよく売れたと思うのですが、
それより、みんなでワイワイ言いながら
やったことの方が、楽しかったです。

もちろん折り紙を折る時は、
きちんと折るのが基本なのですが、ほんの
少し控えめに折っておくと、中割り

で折り曲げるとき、ぴったり綺麗に
仕上がるのです。
紙飛行機も同じ

でウィングの折り方一つでよく飛ぶ
ときがあり、
カエルも同じ、
ちょっと
前足の折り方、角度で変わってき

て、折り紙って考えるよりも奥が深
いなと思いました。

こんなに素敵な日本文化、若い世

代の方々に、
これからも、引き継い

で行って欲しいと思います。
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Book Review, Linda Furiya,
“Bento Box in the Heartland: My
Japanese Girlhood in Whitebread
America”

書評、
リンダ・フリヤ、
「米国中部の弁当箱、白
人中流階級社会の中の日系アメリカ人の少
女時代」

Judging by the title alone you would think this book is a type
of fusion cookbook. While each chapter does end with a recipe
that is themed to the previous chapter, this is actually an
autobiography of Linda Furiya’s experiences while growing up
in Midwest America.

本だと想像する人もいるかもしれませんが、実は、米国中部で育った

/ Adeline Panamaroff

Growing up in a small rural Indiana community, Linda
experienced what it was like to be the only Asian family within
an all Caucasian population. Linda’s autobiography, being
heavily food themed, focuses on how her parents went to great
lengths to maintain their traditional Japanese diet at home.
Finding the proper ingredients or satisfactory replacements
was often a challenge that required hour long drives into larger
urban centres that catered to Asian customers.

While her parents were trying to instill in their children a sense
of ethnic pride through maintaining a Japanese food tradition,
Linda, while growing up, often felt that the food she brought
to school for lunches served to separate her even further from
the surrounding community. Many times throughout her school
days Linda felt anxious about inviting school friends over to
her home because her parents maintained as traditional a
Japanese home as they could. What Linda longed for most
was not to be an object of curiosity and interest who would
be bombarded with a million questions about her Japanese
cultural heritage, but just to be one of the girls.
As Linda grew older and started a career of her own, she grew
to become thankful of the culinary efforts her family strived for,
through experiencing Japanese cuisine from restaurants across
America, as well as going to Japan and experiencing authentic
gastronomic delicacies first-hand. Most of the anxiety and
feeling of otherness that she experienced in her childhood due
to her Japanese background, on reflection through the eyes of
an adult, Linda came to treasure and even promote with pride.

I was drawn to this book by the title in the hopes that it would
be a detailed cookbook full of bento box recipes. While it is
light on the side of recipes, Linda’s experiences are what kept
me reading this book to the very end. Learning about the social
anxieties that she went through and how she overcame them to
become a happy and fulfilled adult was both eye-opening and
heartwarming.
This book is in the EJCA Library collection and can be found
with the ID number B 4877.
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/ アデリーン  パナマロフ

書名から判断して、日本料理とアメリア料理のフュージョンレシピーの
日系アメリカ人女性の自伝です。
各章の終わりに前の章と関連したレ

シピーが載せてあるという不思議な構成はしていますが。

リンダはインディアナ州の小さな田舎町で育ちました。
周囲は白人ば
かりで、
アジア人はリンダ一家だけでした。
この自伝には食べ物の話

がたくさん出てきます。
例えば、
リンダの両親は家庭で伝統的な日本食

を食べるために、大変な努力をします。
日本食の材料を買うために、何
時間も自動車を運転して大きな街のアジア人向けのスーパーまでで

かけます。

リンダの両親は日本食を通じ

てリンダが日系としての誇りを

持つことを期待します。
しかし、

リンダが学校に持っていく日本
食の弁当は、
リンダをますます

白人社会から遠ざけてしまいま

す。
リンダは学校の友達を家の

招くのをためらいます。
リンダの
両親が家を出来る限り伝統的

な日本風にしていたからです。

リンダが望んでいたのは、
いつ

も友達から日本文化の伝統に

ついて聞かれることではなく、

友達と変わらないただのアメリ

カ人になることでした。

リンダが成長してキャリアーを持つようになると、
リンダは両親が一生
懸命努力してリンダに日本料理を食べさせてくれたことに感謝するよ

うになります。
リンダはアメリカ各地の日本料理店の料理を楽しみ、日

本に行っては正真正銘の日本の伝統料理を楽しみます。
少女の時の自
分はみんなと違っているという感覚も、成人したリンダにとっては懐か

しく、
かえってそれを誇りに思うようになりました。

私はこの本を最初、弁当のレシピーが一杯詰まった本だと思って手に
取りました。
レシピーは入っていましたが、
ざっとしたものでした。
しか

し、
リンダの日系アメリカ人としての成長記録はとても面白く、
すっか

り夢中になりました。
リンダが自分はみんなと違っているという不安を
克服し、
すばらしい成熟した女性になっていく過程は目を見張る心温

まる話です。

この本はEJCA図書館に図書番号B4877として置いてあります。

11

Komatsuna

Miyashige (Daikon)

Ooba nira

Would You Grow Japanese Veggies
This Summer?
/ Andre Prefontaine

EThe recent warmer weather holds a promise of spring and the
chance to get back into the garden for growing fresh herbs and
vegetables. If you’re interested in growing some specialty herbs
or vegetables for your Japanese dishes then now is the time
to start planning as most of these seeds are not always readily
available at your local garden store and it may require that you
order them online from sites such as westcoastseeds.com or
amazon.ca.
Here are some plants you may want to consider for adding
more flavour to your Japanese dishes.

Komatsuna: Komatsuna is a mild-flavoured mustard plant that
can be used in salads and stir-fries. The plants are easy to grow
and may be ready in as little as 3 to 4 weeks. You should plan on
seeding Komatsuna at regular intervals throughout the growing
season so that you always have a fresh supply.
Shungiku: Shungiku (an edible version of the chrysanthemum)
has mildly bitter leaves that adds a really unique taste to
stir-fries or salads. Like Komatsuna, it’s easy to grow and you
should plan to plant multiple times throughout the growing
season so you have a supply of the younger plants.
Shiso: Shiso (perilla) is a member of the mint family and one of
my favorite herbs. Shiso is used in a wide variety of Japanese
dishes and is easy to grow in garden pots.
Ooba nira: Ooba (big leaf) nira (chives) has a strong garlic
flavour and can be used in a variety of dishes like gyoza,
donburi or mapo tofu.

Shiso

Shungiku

Kincho

日本の野菜を育ててみませんか？
/ アンドレ  プレフォンタイン

もうすぐ春が訪れますね！新鮮なハーブや野菜を育てる季節です。
日本
料理のための特別なハーブや野菜を育てたいようでしたら、今が種を
取り寄せる時です。
特別な種はwestcoastseeds.com や amazon.ca

から取り寄せなければなりませんから。

日本料理に便利な野菜をご紹介します。
今年は是非作ってみてくださ

い。

小松菜: 優しい味のからし科の野菜です。
サラダや炒め物に最適。
育て

るのは簡単で、蒔いてから３－４週間で収穫できます。
何回も適当な間
隔で蒔くと夏中新鮮な小松菜がつかえますよ！

春菊: 食用種の菊の仲間です。
ちょっと苦みのある葉は炒め物やサラダ

に使うとユニークな一皿になります。
小松菜同様育てるのはやさしく、
何回も蒔くといつでも柔らかい春菊が味わえます。

紫蘇:  ミントとおなじ科の野菜で、私は紫蘇が大好きです。
いろいろな
日本料理に使えます。
鉢でも簡単に育てられます。

大葉にら: にらはニンニクのような強い味がします。
餃子、丼物や麻婆
豆腐に最適です。

金長ねぎ: カナダのGreen Onionの日本種です。
背が高く一本立ちし

球根はできません。
5月始めに蒔いて、
それから一月半ごとに蒔くとい

いでしょう。

宮重大根: 大根はここのスーパーでも買えますが、
いつも自分で作り

たいと思っていますが、
まだ成功していません。
虫がついたり、短くてち

ょっとごわごわしたりするんです。
挑戦を続けます！
（何か成功のヒント
をご存知だったらお知らせください。
）

Kincho: Kincho is the Japanese variety of your common green
onion plant. It has tall, single stalk stems that do not bulb. Try
planting early in May and then about every month and a half.

Miyashige: While Miyashige (daikon) is more readily available
in local grocery stores, we always like to try and grow our own.
Unfortunately, we’ve never had much luck with getting the long
slender plants to grow successfully. We always seem to have
problems with pests or the plants being too short and stubby.
It doesn’t mean we stop trying though… (if you have any hints,
please let me know).
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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

Life Lessons

家族の歴史から学んだこと

My mother used to shop for our family. My mother loved to
shop.

の話です。
母は毎週トロリーバスに乗ってダウンタウンのイートンに買

/ Paul Fujishige (Family member: Mother Yukiko Fujishige)

It was the early 1950’s in Winnipeg. Mom would take the trolley
bus each week downtown to Eaton’s, the largest department
store in Western Canada. She would buy our groceries in
Eaton’s basement level. Her favourite department though was
on the main floor where the bone china and silverware were
sold.
Over time she became friends with Mrs. Gilles who was the
Eaton’s senior sales lady. Mrs. Gilles helped mom pick out her
Royal Albert china pattern (American Beauty Rose) as well as
my two sisters’ patterns.
Mrs. Gilles even gave my
mom a cup and saucer to
help her get started.

/ 母ユキコ・フジシゲの思い出、ポール・フジシゲ

母は家族のための買い物が好きでした。
1950年代初めのウィニペッグ

い物にいきました。
当時、
このイートンはカナダ西部で一番大きなデパ
ートでした。
母はよくイートンの地下の食料品売り場に行きました。
し

かし、
このイートンで母が一番好きな売り場は、一階のボーンチャイナ

と銀食器の売り場でした。

母はこの売場の上級セールズレディーのギレス夫人と友達になりまし

た。
母がロイヤル・アルバータのチャイナの絵柄を選ぶのを手伝ったの
がギレス夫人です。
母はアメリカン・ビューティー・ローズという絵柄を
選びました。
私の二人の妹のチャイナ・コレクションの選択を手伝った

のもギレス夫人でした。
ギレス夫
人は母にティーカップとカップ

用の小皿を贈呈しました。
これ

が母のチャイナ・コレクションの
始まりになりました。

Due to a lucky
circumstance, my family
came into some money.
This meant my family
could finally own their
own home. My father
found a nice home in a
nice neighbourhood in
south Winnipeg and our
family got ready to move.

In the 1950’s resentment
towards people of
Japanese ancestry
was still pretty high.
Word got around the
neighbourhood that a “Jap family” was about to move in.
Neighbours started a petition to let my family know they would
not be welcome.
My family moved, not knowing anything about this petition.
Soon after our family moved in, my mom answered the door
and was confronted by her new neighbours, led by Mrs. Gilles.

Everyone’s mouths dropped in horror. Mrs. Gilles did not
know her new neighbour was a friend she knew through work.
My mom had no idea of the prejudice that could come from
someone she thought she knew well.
To everyone’s credit, this awkward situation was quickly
resolved. My mom forgave Mrs. Gilles. The Gilles became even
better friends of our family and were always very kind to us.
Although my family eventually moved again and the Gilles
retired to Victoria, the families forever remained close.
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私の家族は幸運が重なってお金

を手に入れました。
これを元手

に家族は自分の家を持つことが

出来ました。
父は南ウィニペッグ

の良好な住宅環境地域に家を

見つけ、私達は引っ越しの用意

をしました。

1950年代のウィニペッグではま
だ反日感情が強かったです。
新

しい家の近隣で
「ジャップ家族」
が引っ越して来るという噂が広

まり、住人が私達家族に近所に

引越して来て欲しくないと私達に伝えるための署名運動を始めまし

た。

私達はそんなことが起こっているとは知らずに引越してきました。
引越

してすぐに、誰かが訪ねてきたので、母が玄関に行くと、
そこにはなん
と、
あのギレス夫人に率いられた隣人たちが立っていたのです。

私達は怖くなってただ口をポカンと開けたままでした。
ギレス夫人もま

さか新しい隣人が私達とは知らなかったようです。
母はよく知っている
人からこのような差別を受けるとは思っていませんでした。

幸いなことに、
この事件はすぐに解決しました。
母はギレス夫人の行動

を許し、以来、
ギレス夫人一家は私達一家の良い友達になり、私達一

家に親切にしてくれました。
その後、私達は他の場所に引越し、
ギレス
夫人も引退してビクトリアに引越しました。
しかし、私達はギレス一家

とずっと親しくしていました。
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As I look back, I can see the lessons both families learned. A
person’s background is not indicative of who they are. When
you get to know and like someone for who they are, it no longer
matters what they look like or where their ancestors came
from. We can all choose to forgive and forget and not hold onto
past grievances.
I grew up with nothing but love for the Gilles because my mom
did not mention this until I was much older, nor did she ever
treat them as anything but dear friends.

Both my parents taught me important life lessons that I have
come to greatly appreciate over time. I think these lessons are
as important and relevant today as they were those many years
ago, don’t you think?
“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.

この事件から、私達一家もギレス一家も教訓を学びました。
人がどの

ような背景を持っているかは、
その人の人となりと関係ありません。
人

をその人のありのままで好きになれば、
その人がどんな風に見えるか、
どんな祖先をもっているか、は関係なくなります。
私達は誰でも、人を
許し、
その人の過去の苦々しい行為を忘れることが出来ます。

私が育った時には、
ギレス夫人に対して好ましい感情しか持ったこと

はありません。
母がこの出来事を私に話してくれたのは、私が随分大き

くなってからでした。
私の知っている限り、母はギレス夫人を友だちとし
て扱っていました。

両親は私に、私の人生にとってとても大切な教訓をたくさん残してくれ

ました。
これらの教訓は、現在でも過去と同様に私のとって大切です。
「私達の歴史」のコラムを新しく設けました。
家族の歴史を書いて私達
の先祖に感謝したい人はどうぞ
「もしもし」に投稿してください。
EJCA
の会員が家族の歴史の検索、歴史の書き方、書いた歴史の校正を手
伝います。

EJCA Centre Reopening

EJCAセンターの再開

The provincial health orders that govern permitted activities
and gatherings have been changing frequently. We are
monitoring the situation closely and believe that we can
potentially permit some limited club activities soon.

アルバータ政府のCOVID-19パンデミック行動規制は度々変更されて

/ Tamara Sutherland

We are asking at this time that clubs that want to explore
resuming in-person activities first research the current
restrictions as outlined by the Alberta government at https://
www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx.

If club leaders believe that they fall under one of the permitted
activity groups and can comply with distancing, masking, and
activity intensity requirements, they can submit a request to
facility@ejca.org by a standard request form for clubs. The
form: Rental request from

As we will have limits on usage of the main hall / lounge #3 for
much of this year, as well as needing to limit mingling of groups
between bookings, please understand that we may not be able
to accommodate all facility rental requests.
Finally, we would like to clarify that we do not expect that we
will be able to have any large gatherings in 2021. We will be
monitoring changes to the health measures and will endeavour
to keep our members up to date as we make decisions.
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/ タマラ  サザランド

います。
EJCAでは新しい規制を見守っています。
2021年3月17日現在
の見通しでは、EJCAのクラブがある種類の活動をEJCAセンターで行

なうことがまもなく可能になります。
EJCAクラブで、EJCAセンターでの

活動を再開したい場合は次のアルバータ政府のウェブサイトで、現在

の規制を検討してください。

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.
aspx

もし現在の規制の下で、規則を守って、EJCAセンターで活動できると

判断したクラブは、下記からセンター使用願書をダウンロードして、提
出してください。

願書：Rental request from
提出先：facility@ejca.org

EJCAホールとNo3ラウンジは今年中は修理のために使用制限があり

ます。
またホールとラウンジの人数制限、
クラブの入れ替えの時に時間
を取る必要などがあり、皆様の要望の答えられないこともあるので、
予めご了承ください。

2021年中はEJCAセンターで大人数の活動は出来ない様子です。
これ

についてもアルバータ政府の規制を見守り、もし変更がああば、皆様
にお知らせします。
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Landscapes of Injustice Digital
Archive Database Launch

「不正義の風景」
プロジェクトのデータベー
ス説明会

Landscapes of Injustice is pleased to announce the launch of
the Digital Archives database this March.

「不正義の風景」
プロジェクトで収集した太平洋戦争前後の日系カナ

Exploring JC Family History through government records

Join us for one or both of the launch events as we explore the
materials contained within, demonstrate how to retrieve them
and chat with members of the Japanese Canadian community
about the files related to their family history and heritage.
We will introduce different storytellers at each event.

Sunday, March 28, 2021
12 noon–1:00 pm  
Join Zoom Meeting https://uvic.zoom.us/j/82351406700
Meeting ID: 823 5140 6700
Wednesday, March 31, 2021
5:00–6:00 pm
Join Zoom Meeting https://uvic.zoom.us/j/83343488567
Meeting ID: 833 4348 8567

For more information
https://www.landscapesofinjustice.com/upcoming-events/
exploring-jc-family-history-through-the-digital-archivedatabase/
Short 2 ½ minute video Digital Archives:
https://vimeo.com/461601867/
a2f9861ee9  

The LOI digital archive collections
are the culmination of a four-year
intensive research period conducted
by project members. It includes a
diverse array of materials from archival
and government records to oral
histories as well as land title records
and transcribed directories. This
archive boasts a total of 32,042 html
documents collected from over 20
archives and repositories from Canada,
US and UK. The documents include over 10,000 case files from
the Office of the Custodian, over 1,400 files related to the Bird
Commission, 7,397 land title documents, 1,019 Fishing Boat
Ledger files, 454 protest letter documents, 139 oral histories
and more.  
All this material is harmonized into one cohesive unit easily
searchable by the general public. The materials will provide
insight into people doing research on their family history or
for researchers interested in the topic of the dispossession of
Japanese Canadians.
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あなたの家族の歴史がわかります。

ダ人に関するデータのデジタル化が完了しました。
このデータベース

からあなたの家族に関するデータを取り出すことができます。
どのよう
にデータを検索するかを、次のオンライン会合で説明します。ぜひとも

ご参加ください。

2021年3月28日（日曜日）

午後12時から1時（エドモントン時間）

Zoom会合https://uvic.zoom.us/j/82351406700
Zoom番号：823 5140 6700
2021年3月31日（水曜日）

午後5時から6時（エドモントン時間）

Zoom 会合https://uvic.zoom.us/j/83343488567
Zoom番号: 833 4348 8567

詳しくは次をご覧ください。

https://www.landscapesofinjustice.com/upcoming-events/
exploring-jc-family-history-through-the-digital-archivedatabase/

2分半のビデオでの説明もあります。

https://vimeo.com/461601867/a2f9861ee9  

このデータベスには政府の記録、口述歴史、不動産登記などが含ま

れ、
カナダ、米国、
イギリスの公文書館からの記録も入っています。
日系

人の財産については、
カナダ敵性外国人財産管理局の1万件の日系人
財産の記録、日系カナダ人の没収財産補償のためのバード委員会の

1,400件の記録、7,397件の日系カナダ人の不動産登記、1,010件の日

系漁師の保有していた漁船に関する記録、454件の日系カナダ人の抗
議の手紙、139件の口述記録があります。

これら様々の資料は、簡単に検索できるように整理されています。
自分

の家族の歴史を知りたい人、日系カナダ人の財産没収について研究し

たい人はこのデータベースを活用できます。

15

The NAJC Invites EJCA Members to
Two Online Events

Remembering Gordon Hirabayashi Courage & Community,
A North American Hero
An online tribute
Thursday, March 25, 2021, 5:30pm MDT
EVENT GUESTS:
Jeanne Sakata, author of Hold These Truths, a play about
Gordon Hirabayashi
Matt Miwa of the Tashme Project will read from the play.
Greg Robinson, author of The Great Unknown and the
Unknown Great: The life and times of resister Gordon
Hirabayashi
Friends from the Edmonton Community will speak to his
contribution to the Japanese Canadian community.

日系カナダ人協会の二つのイベントへ招待
ゴードン・ヒラバヤシ博士を偲ぶ会

ゴードンは没後、日系人の人権回復への活動を評価されて米国市民

の最高の栄誉とされる大統領自由メダルをオバマ大統領から授与さ

れました。
ゴードンは長い間、EJCAの会員、役員として活躍しました。

会報を発刊して
「もしもし」
という名前を決めたのもゴードンです。
ゴ

ードンを偲ぶ会がオンラインで次のように開催されます。ぜひご参加く
ださい。

Please register here in advance

Landscapes of Injustice – How to access to the data

Join us for one or both of the launch events as we explore the
materials contained within, demonstrate how to retrieve them
and chat with members of the Japanese Canadian community
about the files related to their family history and heritage.
Details on page 15.

2021年3月25日、午後5時半（エドモントン時間）

偲ぶ会にはジーン・サカタ
（ゴードンを主人公にした劇の脚本家）、
マッ

ト・ミワ
（タシミプロジェクト）、
グレッグ・ロビンソン
（ゴードンの業績を
出版した作家）、
エドモントンの友人がゲストとして出席します。
登録はこちらから

register in advance

「不正義の風景」
データベースの検索方法

この
「もしもし」15頁にオンライン会合の詳細があります。

Becoming a teacher for the Online
Nihongo Kids Program

オンライン日本語キッズの先生になって

Around the end of 2020, I was asked if I would become a
teacher for the online Nihongo Kids program. My immediate
reaction was, “No way!” I kept telling my husband, “I don’t
think I can do it.” He simply told me, “Then, why don’t tell them
you cannot do it?” I told him, “Don’t decide it for me. I will think
about it and decide it myself.” I was surprised with my reaction.
But it was true that my husband’s words pushed me to accept
the offer.

は2020年の暮れでした。
お話をいただいた時、私には絶対できないと

/ Emi Leung
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/ リオン  絵美

日本語キッズをオンラインでやってみませんかとお話をいただいたの

思い、
「できない！どうしよう？」
と何度も何度も言っていたら主人に
「じ

ゃあ断ったら？」
と一言。
「あれ？勝手に決めないで！ちゃんと自分で考
えるから！」
と私。
主人のその一言が大きく私の背中を押してくれたの

です。

それからオンラインの授業ってどうやったらいいの？と実際にやってい

るYoutubeの方を見せてもらったり、計画案を立てたり…。
想像しても
怖さしかなかったんですが実際に考えてみると、一度友人に参加して
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After I accepted the offer, I became busy. First, I had to find out
how an online class would look like. I watched an online class
my friend conducted on YouTube and planed my own online
class. When I was imaging about the online class, I was so
scared. But once I had decided to do it myself, every problem
became concrete and I knew what I would have to. I asked
three families to participate in my experimental online class.
The 30 minutes class finished before I had realized it and I
almost shouted in my heart, “I just did a wonderful class.” Well,
at least I had conquered my fear.
I was a teacher at the face-to-face Nihongo Kids program. But
for the online class, I prepared materials that could be used
to make communication easier. On the online class, I thought
that it would be more difficult to read the conditions of kids
and respond immediately to them than the face-to-face class. I
prepared songs and stories in a hurry.

I arranged an orientation class for children and their parents so
that they would find how the online class would look like and
they could decide if they wanted to participate in the online
class. I had many participants in the orientation program and
the real online class.

I saw some kids who came to my face-to-face Nihongo Kids
program. I was surprised that over the short period of time they
had grown bigger. Some of my old students (?) requested songs
to me. That was quite relaxing to me.
Some infants could not keep sitting in front of the computer
monitor for 30 minutes. But I kept talking to them because
they were, I believed, still listening to me. The parents could
remember songs we sang together so that they would sing
them for their children at home. As we conducted the online
class every week, I became familiar with the people on my
monitor screen. I think the parents felt the same way because
we became more relaxed and enjoyed singing together.

I used to sing a song for my children when I ran out of stories I
could tell. I sang all kinds of songs for their lullabies. I think that
children learn words as they listened to the songs their parents
sang for them and stories their parents told them. I really
cherished those moments.
Now, choosing songs and stories I use at my online class has
become a part of my weekly schedule. The time for the online
class is limited, but I want to introduce some seasonal evens
into the class and enjoy the class with the children.

I thank the EJCA Board members for helping me to organize the
online class. They never refused when I needed their help. For
the winter session, the funding from Japan Foundation made it
possible to reduce the size of class to five children.

もらってやってみようと思えるようになりました。
3家族に参加してもら

いました。
30分あっという間でした。
「いいクラスができた！」
とは思いま
せんでしたが、
これなら何かできるかも、
と怖さは減少していました。
以前EJCAの会館で子どもたちの前で歌ったり手遊びしていた時より

もお互いに表情や反応を読み取りにくいかもしれないと思い少しでも

分かりやすいように見せられる教材を色々と用意しました。
あの歌も、

このお話もと準備している時間は楽しくてあっという間でした。

私自身、自信がなく、参加していただく方に期待外れだと思われては

申し訳ないので、一度体験してもらってから本クラスに申し込みができ

るように、体験クラスを設けて頂きました。
体験クラスには沢山の方々
に参加していただき、本クラスにも登録して頂きました。

参加してくださった子どもたちの中には懐かしい顔ぶれもたくさんい

て、大きくなった姿に再会できてとても喜ばしく思いました。
緊張してい

る私に、人懐っこい笑顔で
「先生、
この歌うたって！」
とリクエストしてく
れると本当に嬉しくほっとさせられたものです。

乳児のクラスは座って聞いていられないこともありますが、耳には届い

ていると信じて、
そしてお家の方に歌を覚えて生活の中で一緒に歌う

場面がありますようにと願いを込めてクラスをさせて頂きました。
画面

に映っている知らない人が、段々と知ってる人になって、今日も歌おう
ね！とお互い心地よくなっていく感じがとても幸せでした。

私も我が子が小さかった頃、話すことがなくなるとよく歌いました。
夜

は色んな歌を歌って寝かせつけました。
お父さんやお母さんが歌ってく
れた歌に、
お話に、なぞなぞに…生活の親子のやり取りの中で子ども

たちは言葉を沢山習得してくれると思います。
そんな親子の温かい時
間が私の何よりの願いです。

今では水曜日、金曜日のクラスで何を歌おう、
どんな絵本を読もうと
計画することで私自身に1週間のいいリズムができるようになりまし

た。

時間が短いので出来ることは限られていますが、季節の行事を少しず

つ取り入れながら春学期も楽しい時間を子どもたちと一緒に過ごせ
たらと思っています。

日本語キッズがオンラインで開設できるようになるまでEJCAの役員の

方々に本当によく助けて頂きました。
心細い時に
「任せて下さい！」
と言

って色々と引き受けて下さったこと心から感謝しています。
また、ジャ

パンファンデーションからファンディングを頂けたお陰で１クラス5人ま

でという少人数で始められることができました。

エドモントンでこうやって日本人や日本の文化に興味がある方が集ま
れる場があること、
とてもありがたくて大切にしていきたいなと思いま

す。

I really appreciate the EJCA where those who are interested in
Japan and Japanese culture can get together and want to make
my small contribution for its continuing services.
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Participating in Online Nihongo Kids
from Lacombe

ラコームからOnline日本語キッズに参加

Hello, friends at EJCA. We moved to Lacombe in September
2019 for my job. Our daughter was just two months old when
we moved to Lacombe and she did not really need friends
to play with yet. But as she grew, we felt it necessary to find
friends of her age. My wife tried hard to find families with the
children of my daughter’s age in Lacombe. But we found only
three other Japanese here. We think that we need a Japanese
environment for my daughter so that she can learn Japanese
and Japanese culture to communicate with her relatives in
Japan and also to build up her identify. Nowadays, she can
listen to Japanese songs on YouTube and watch TV programs
for kids on the Internet. But we wished that our daughter
would have closer relations with other kids of her age. Then, we
found online Nihongo Kids programs on the Moshi Moshi. We
immediately applied for it for our daughter.

昨年の9月に私の仕事の関係でEdmontonからCentral

/ Hiro Kubota

We were not sure how our daughter would respond to the
online program because she was just one and a half year
old. We joined an orientation program and learned how the
program would be conducted. This had cleared our concern. At
the orientation program, our daughter was curiously watching
the computer monitor. I think the orientation program was of
great help for us all.

The program was organized in such a way that both children
and their parents could enjoy. For the first thirty minutes, the
teacher sang Japanese songs with the children, showed some
games, and read picture books. She used hand-made cards and
dolls to entertain the children, responding to the requests by
the parents. Our daughter kept her attention to the program
and enjoyed the whole 30 minutes. We, parents, learned new
Japanese songs too. The next 15 minutes were for the parents
to exchange ideas about taking care of their children. This was
helpful for us because we could ask questions in Japanese.
Because of the current restrictions imposed on us by the
COVID-19 epidemic, it has become difficult for children to play
together face-to-face. We appreciate the EJCA programs that
people like us living in small towns far away from Edmonton
can participate. We believe participating in the online Nihongo
Kids program will be very important for our daughter. Even
after we return to the normal life, we wish that EJCA continue
to offer such online programs.

/ 久保田裕

こんにちは（ご存じの方はお久しぶりです）。
久保田裕（ひろ）です。
  一

Albertaの

Lacombeという町に家族三人で引っ越してきました。
引っ越してきた
当時、娘はまだ生後2か月でまだほかの子どもと遊ぶ事はなかった

ので、
あまり同年代の子供を持つ家族との関りはなかったのですが、

娘が大きくなるにつれて子ども同士の関わり合いが必要になり、妻が

Lacombeで苦労をしつつ少しずつ同年代の子供を持つ家族の知り合

いが出来てきました。
しかしLacombeは自分たち家族を除いて日本

人は3名しかいません。
私たちがカナダで娘を育てていく上で、日本に

いる私たちの家族とコミュニケーションをとれ、将来日本で生活した
いと思っても苦労なくできるよう、
また娘自身のアイデンティティの礎

として日本語そして日本文化を理解する事は大切なことだと思ってい
ました。
日本語の歌でこそ今ではYouTube等で見たり、日本語の子供

番組もインターネットを通して利用はできますが、
しっかりとした子ど

も同士の繋がり、同じくらいの月齢の子どもとの交流を持てたらいい
なあ、
と思っていた際にEJCAのMoshi

Moshiに日本語キッズをオン

ラインで開催するという案内をみて、
すぐに申し込みをさせていただき
ました。

娘がまだ一歳半という事もありオンラインのクラスに集中できるか心
配だったのですが、日本語キッズは参加申し込み前にお試しクラスが

あり、先生とコーディーネーターの方が丁寧に説明をしてくれたので、
参加に対する疑問、不安も晴れました。
娘も興味を持ってパソコンの

画面を見つめていたのでこれは大丈夫そうかなと思えました。
お試し

クラスで通常のクラスの雰囲気を経験出来たことは非常に良かったと
思います。

クラスも子ども、親の両方が楽しめるよう構成されていて、先生が最初
の30分ほどは日本の子どもの歌を歌ったり、手遊びをしたり、日本の

絵本を読んだりしてくれます。
手作りのカードや人形を上手く使って、私

たちのリクエストも取り入れながらクラスを進めてくれるので1歳半の
娘も集中して最後まで楽しんでいます。
親も娘も日本の歌のバリエー

ションが増えました。
クラスが終わった後でも親子で歌って楽しんでい

ます。
後半の15分は親の情報交換、子育ての悩みを共有出来る時間を

もうけてくれているおかげで、日本語で悩み事が相談できることがあり
がたいです。

コロナのこの時期になかなか直接会って遊ぶことは難しいですが、
こ

の時期だからこそエドモントンから離れた小さな町に住む私たちのよ

うな環境の日本人が参加できるプログラムを運営していただけた事

に心より感謝しています。
娘の成長にとってこのような交流ができるこ

とはとても意味があることだと感じています。
コロナが落ち着き、
また

前の生活に戻った後もこの様なオンラインで参加できるクラスを継続

していただけたら大変ありがたいです。

MOSHI MOSHI / MARCH–APRIL 2021 / EJCA

18

Spring Session for Online Nihongo Kids
We have successfully finished the first online Nihongo Kids and
are now ready to offer the spring session. We charge fees that
will be a little higher than the winter session because there will
be no external financial support for this session.

Parents and kids join the session together. We sing Japanese
songs and read Japanese picture books. There will be a session
for parents to chat each other.
Wednesday 10:00 am class, eight times between April 14 and
June 9, for children 3 years old and over.

Friday 10:00 am class, eight times between April 16 and June
11, for children years old and under.
Friday 11:00 am class, eight times between April 16 and June
11, for children 3 years old and over.
For details, visit Nihongo Kids on our website.

Online 日本語キッズ 春学期へのご案内

初めての試みだったOnline 日本語キッズ冬学期は、
できるかなと心

配の内に始めましたが、講師の先生の努力と参加者の暖かい応援で

無事に終了しました。
そして春学期もOnlineで開講することになりま

した。
冬学期は国際交流基金からOnline活動への援助基金から補助

をいただき、少人数のクラスでも以前会館で行っていた大きなクラスと
ほぼ同額の参加費で行うことができました。
春学期は援助金がありま

せんので、少し値上がりします。
不足分はEJCAが負担いたします。

保護者と幼児が一緒に参加し、日本語で歌ったり、絵本を読んだり、又
保護者間の交流の時間もあります。
水曜日10時クラス 3才以上

4月14日から6月9日までの8回

金曜日11時クラス 3才以上

4月16日から6月11日までの8回

金曜日10時クラス 2才まで 4月16日から6月11日までの8回
参加費は＄４０
詳しくは

www.ejca.org のPrograms TabからNihongo Kidsをご覧

ください。
登録へのLinkもあります。

EJCA’s First Online Shogi Tournament
is on April 3, 2021 !

EJCA 初のOnline将棋大会4月3日へ
ご招待！

Shogi - the ‘Game of Generals’ or ‘the Japanese chess’.

みなさん、
ご家族揃ってOnline 将棋大会にご参加になりませんか？

/ Lénárd & Stefan Grossmann

We encourage all members/family members to join us at our
first ever online tournament, on the free lishogi.org platform,
where we do have our own “EJCA Team room”.

All details and some required preparatory steps will be listed on
the event details: https://ejca.org/event-4195148

/ レナードとステファン・グロスマン

lishogi.org の無料のアプリの中に“EJCA Team”を作ります。
詳細や
準備方法は

覧ください。

EJCA Website: https://ejca.org/event-4195148 をご

You will find these on our website.

We do hope to establish this as a regular fun event, so even if
you can’t make it this time - please do consider to sign up on
the lishogi-platform and join our team - learn on your own,
show your skills.

一度だけではなくてEJCAの楽しい行事として続けていきたいと思って

います。
もし今回は参加できなくても登録してEJCA Teamに入ってくだ

さい。
将棋を習うことも、誰かに挑戦することもできます。
楽しくやりま

しょう！
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Call For Online Club Activities

オンラインクラブ活動募集

As we expect that restrictions on in person events will continue
for some time, the EJCA has decided to call out for proposals
for member/club led programs that can be conducted online
using video conferencing platforms such as Google Meet and
Zoom.

EJCAセンターの使用がCOVID-10パンデミック規制でしばらく出来な

/ EJCA Board

Some examples may include:
•

•

•

Hobby/special interest group meet ups without formal
instruction (origami, kimono, pets, calligraphy, etc.) that
bring together members for an opportunity to socialize and
engage in common activities while safely at home
Club spotlights (club led introductions and discussions
to introduce clubs to EJCA members or to share
accomplishments by club members while in person
activities are limited)

Webinars (presentations or lessons led by one person or a
panel to present on a topic of interest)

If you have an idea for a web-based event, please fill out our
event proposal form. A member of our board will review it and
discuss it with you. While we may not be able to facilitate all
proposals, we hope to have a variety of events available for our
members.
Some things we will consider:
•

We are encouraging free events.

•

Events that require materials to be distributed to
participants will require that a plan for safe distribution is
developed.

•

•
•
•

If there are costs for materials and/or instruction, the
registration fee must at least recoup those costs.

If your proposed event will have minimum or maximum
participant limits.

/ EJCA役員会

い状況なので、EJCA 会員やクラブがGoogle MeetやZoomを使ってオ

ンラインでする活動の提案を募集しています。
例えば次のようなものがあります。
•

•

折り紙、着物、ペット、書道など、特別な指導を必要としないですぐ

にオンラインで活動できるもの。
家にいながら同じ趣味の仲間と

オンラインで会うことができます。

EJCAの他の会員にクラブの活動をしらせたり、
いままでクラブが
達成した成果を知らせるもの。

•

オンラインで行なう個人のセミナー。

•

参加費用が無料の活動を歓迎します。

次のようなことを考慮にいれてください。

•
•
•

•

•

もし活動に材料などが必要な場合は、参加費から材料費を出す

ことを奨励します。

もし活動に先立って、必要な材料を参加者に配る必要があるとき
は、COVID-19を考慮して安全に配れるようにしてください。

イベントに最小、
または最大参加者数制限がありますか。

活動はEJCA会員によって運営します。
役員会からは最低限の援
助をいたします。

イベントにビデオ会議、
プロモーションビデオなどが必要ですか？

あなたやグループでオンライン活動を企画して頂けるようでしたら、
こ

ちらの活動提案書をタマラ vicepresident@ejca.orgまでお送りくだ

さい。
提案は役員会で検討して、実行に移したり、支援の対象にしたり
いたします。

Events should be run and facilitated by EJCA members with
minimal assistance from the EJCA.
If your proposed event will require any additional support
beyond just online registration, video conference session
set-up, and promotion on social media.

Please submit any proposals to Tamara at
vicepresident@ejca.org
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EJCA Website Admin Team Member
Wanted!

EJCA Websiteサポートチーム員を公募！

Would you like to be part of the team that built the current
EJCA website?

します。

/ EJCA Board

•
•
•

/ EJCA役員会

2020年11月に導入されたEJCA Websiteのサポートチーム員を公募
•

技術面や会員・行事などプロセスの向上

Help improve our technical, membership and events
processes.

•

Assist us in maintaining and improving the website

このような仕事に興味があったら、是非おねがいします。

Troubleshoot and resolve any issues that come up

If you answer ‘Yes’ to some or most of these questions, you may
be exactly who we are looking for:
Our “website redesign” project team will be wrapping up
the ‘project phase’ by the end of June and we are looking to
create a permanent ‘admin’ team to manage the website. We
would like to have one or two additional EJCA members help
volunteer with the team.

Expect to work on the backend of our ‘Wild Apricot’ association
management system, add features to our website, run
some regular maintenance tasks, improve our internal
documentation, help events coordinators, membership
managers or the treasurer with advice on how to best use the
available features, and provide ‘first level support’ for our
members if they struggle with EJCA’s new online features.
You don’t need to be a programmer/coder/web designer, but
a familiarity with content management systems, IT, html/css,
Google Suite, databases and interest in picking this up will be
helpful.
Time commitment: ~5 hrs per month

If this sounds interesting to you, please send us a short email
(webadmin@ejca.org, subject: EJCA Web-Admin volunteer)
with some background information/your skillset and a
statement on how you would see yourself contributing.
Closing date: April 15, 2021
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システム問題の解決・修正
Websiteのメインテナンス

現在の
「EJCA Website Redesign」
プロジェクトは6月末で終了する予

定です。
7月からはWebsiteサポートチームが運営管理の責任を持ちま

す。
そのために１，
２名のボランティアの追加が必要です。
具体的な仕事は、
•

Wild Apricot Association Management Systemのサポートを

•

新しい機能を加える、

•
•
•
•

行う、

定期的に保守管理を行う、

仕様書など書類を管理する、

行事係、会員係、会計などの必要に応じて新しい機能を提案・追
加する、

会員がWebsiteをスムースに使えるように指導や助言をする。

プログラマー、
コーダーやWebデザイナーの必要はありませんが、
コン
テンツ管理、IT, HTML/CSS, グーグル機能、Database等の知識があ

ると便利です。

毎月約5時間程度の仕事です。

興味がおありでしたら、
メールの題を
「EJCA Web-Admin volunteer」

としてwebadmin@ejca.orgまで この仕事に関した略歴、
お持ちの関

連技能、
どのようにEJCAへ貢献できると思うかなどをお送りください。
締め切りは

2021年4月15日。
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Moshi Moshi Newsletter Team
Members Wanted!
/ EJCA Board

EJCA is inviting members’ participation for the Newsletter
team. Takashi and Sanae Ohki who have been the Moshi Moshi
team since 2012 are retiring from the position. Eldon Kymson
joined the team in September 2020 and he will remain as a
team member. The participation is on volunteer basis.
Team members: 2 – 5 EJCA members including at least one
board member for a liaison role between the board and the
Newsletter team. Each member may do several roles. Roles
required are:
Chief Editor
Article collectors
Editors/translators
Designer/compiler
Handlers for processing printed copies for mail out

EJCA Newsletter Tasks/Processes: The following is a flow of
tasks to create one edition.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Confirm ads to be posted, all ads are paid and formatted
(the first ad design requires an approval by the vendor):
Annual ads (there are seven annal ads in 2021) and
onetime ads.
Plan major topics for a newsletter. The board has
announcements for events, workshops and other
information.
Collect/select articles, photos and graphics

会報の編集員数人を公募
/ EJCA役員会

2012年以来、大木崇と早苗が会報の編集をしたきましたが、新しい編

集員にバトンタッチをいたします。
2020年9月から編集員になったキム

ソン・エルドンはこれからも編集を続けます。

編集は役員会との連絡を密にするために一人は役員が必要です。
編

集長、記事の収集係、校正・翻訳係、構成・作成係、印刷・発送係などの
役を数人の編集員で行います。

会報ができるまでの仕事の流れ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approve the final: a chief editor.

Compile two final versions in pdf format, one for printing
with high density photos and graphics and another for
Website.

10. Email to members that a newsletter was published.

写真、
その他関連事項を集める。

日本語又は英語で書かれた記事を校正する。

日本語の記事は英語に、英語の記事は日本語に翻訳する。

会報の形式に編集し、写真、
グラフィックスなどを挿入する。
英語・日本語の最終Proofreadingをする。
編集長が発行を許可する。

Online用と印刷用の会報を用意する。

11. 印刷と発送の手続き：

• 封筒、切手、住所ラベルの用意

• コピー業者にメールで原稿を送る、
できたら受け取りに行く

Translate (both languages)

Proofread a draft newsletter for both languages.

主なトピックを決め、役員会からのニュース、行事、
ワークショップ
などの予定を確認し、原稿を収集・用意する。

10. メールで会報の発行を知らせる。

Edit articles (both languages)

Format articles in the newsletter structure, add photos and
graphics as needed.

広告を確認：年間広告と1回ずつの広告がある
（広告費の支払い、
広告のデザインの確認）

• 発送し、20部程度を会館に置く。
1部は資料としてFileする。

記事が集まってから発行するまでの4から11までに、6―11日かかりま

す。

とてもやりがいがあるボランティアの仕事です。
略歴と自己紹介の

ページを付けて、president@ejca.orgへお送りください。
メールの

Subjectは “Moshi Moshi volunteer”.
4月15日が締め切りです。

11. Process printed copies and mail out. (There are about 90
copies to mail out.)

• Prepare required items for mailing out of printed copies
(envelopes with return address, address labels and
stamps)
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• Email a Moshi Moshi pdf for printing and pick up printed
copies from the printer

ADVERTISEMENT

• Mail out printed Moshi Moshi and deliver some printed
copies to the centre, file one hardcopy in a history
binder.

It takes about 6 – 9 days for steps 4 to 11.

Interested? Please email a short bio and a one-page selfintroduction to president@ejca.org by April 15, 2021. Please
put the email subject as “Moshi Moshi volunteer”.
The selection committee will interview candidates for
decisions.

OBITUARY

Sue Iwabushi

It is with great sadness that we announce the passing of our
dearly-loved wife, mother and grandmother, Sue Iwabuchi,
of Sherwood Park, at the age of 87. She is survived by her
husband of 58 years, Jack; children Sharon (Hans-Sonke) Jans,
Eliesa, Christian and David; Jamie (Nicole) Iwabuchi, Rachel;
Jonathan (Shelley) Iwabuchi, Ethan and Emma and numerous
nieces, nephews and friends. Sue was predeceased by her older
sisters, Sophie Iwabuchi and Ethel Okita. The family would
especially like to thank Dr. Joseph Brandwein and the “dream
team” at the University of Alberta hospital’s CIU department:
Andre, Ila, Steven and Trish for their expertise and exceptional
care for over six years. Due to pandemic restrictions, a small,
private celebration of Sue’s life will be held on Wednesday,
February 17, 2021. In lieu of flowers, a donation, if desired can
be made to either: “Living Truth, 374 Sheppard Avenue East,
Toronto, ON, M2N 3B6” or “The University Hospital Foundation,
specifically directed to the Department of Hematology
under direction of its head, Dr. Joseph Brandwein.” To send
condolences or to share a memory, tribute or photo, please
visit www.glenwoodmemorial.com

お悔やみ

スー・イワブチさん (87才)

スー・イワブチさんはご主人のジャック・イワブチさんとともに1970年
代からのEJCAの会員でした。
ジャックは1970-1974年まで、会長や役
員として初期のEJCA発展のために貢献されました。
最近はお年のた
め、EJCAの活動はしていらっしゃいませんでしたが、数年前まで、会報「
もしもし」を読んでいてくだ
さいました。
会員の中にスー
さんをご存知の方がいらっし
ゃると思います。
一同心より
お悔やみを申し上げ、
ご冥福
をおいもりいたします。
コロナ禍の制約の中なの
で、2021年2月17日にご家族
でお葬式を行われました。

Published on February 13, 2021
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カナダ留学を目指している
ご家族、お友達はいませんか？
Edmonton Public Schools’ International Student
Program offers students excellent academic
programming in Edmonton, Alberta’s safe and
vibrant provincial capital city.

Come study with us at
Edmonton Public Schools!
短期/長期留学・言語取得・国際体験・ホームスティ

Phone: +1 780 429 8249
Email: isp@epsb.ca （日本語相談可）
Website: internationalprograms.epsb.ca

Massage Therapy
Personal Training
Prenatal / Postpartum
Barre Class and Training
Mayuka Ueda
RMT. Cert.PT-IBBF
Follow us

mahalomw

Book online at mahalomassageandwellness.com
780 460 0488 | 204–15 Carleton Drive, St. Albert
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EJCA Board of Directors & Committees
November 2020–October 2021
Board of Directors Officers
and Executive Committee
President
Paul Fujishige

Vice-President
Tamara Sutherland
Secretary
Brenda Madsen
Treasurer
Jim Hoyano

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

Finance Committee
Bob Tennant
Jim Hoyano (Chair)
Paul Fujishige

Library Committee
Adeline Panamaroff
Cathy Tennant (Chair)
David Sulz
Jim Hoyano
Nancy Cyr
Culture Programs
Work Group
Mineko Koto
Noriko Taira
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

EJCA-Argyll Joint
Committee
Brenda Madsen
Paul Fujishige
Bruce Robertson (non-voting)
NAJC Liaison
Paul Fujishige
Takashi Ohki
Tamara Sutherland

Vision

Garden Work Group
Alan Davis
Cathy Tennant
John Priegert (Chair)
Les Dowdell
Ruriko Davis
Communications
Work Group
Eldon Kymson
Jeffery Edwards
Noriko Taira
Tamara Sutherland

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

基本理念

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

エドモントン日本文化協会は日本文化とカナダ

The Edmonton Japanese Community
Association builds a supportive community
to explore Japanese and Canatian cultural
sharing by:

• 基本理念を実行するために次のような活動を

Mission

• 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;

• Acting as a represntative of Japanese
Canadian people to provincial and
national reganizations of similar purpose.
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Scholarship & Grant
Work Group
David Mitsui
Daiyo Sawada
Heritage Festival
John Priegert
Omar Amer (Chair)

Natsu Matsuri Work Group
Hideji Ono (Chair)
Web Redesign Project
Andre Prefontaine
Eldon Kymson
Sanae Ohki
Stefan Grossmann
Centre Manager
Bruce Robertson
office@ejca.org

Event Coordinator
Vacant

Published by

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
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

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

としての参加する。
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