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PRESIDENT’S CORNER

会長の挨拶

/ Paul Fujishige

Well, the pandemic is clearly a marathon and not
a sprint!   It is a long endurance test with stops and
starts at every turn. Hopefully, you have been able
to keep a mostly positive outlook and stay healthy. The
marathon is not over yet, but fingers crossed, we are close to
rounding the final turn.

Unfortunately, the Centre remains largely closed and will be
for the foreseeable future. The events and services we offer
through to the fall are likely not going to be possible. We will
keep you apprised of any last-minute developments through
Moshi Moshi, our website and emails. Many thanks to John
Priegert and Bruce Robertson who continue to keep the Centre
grounds and garden well maintained and manicured.
We recently acquired new video equipment that will enhance
our ability for on-line productions and events. We invite you
to propose topics of interest that you could share with your
fellow members. This also includes written stories, recipes and
pictures. We know we have a lot of talented members and this
is a great opportunity.
On a positive note, your Board continues to be active behind
the scenes. Our youth representative Lenard Grossmann has
been creating interesting opportunities for on-line connecting.
There is also a new ad-hoc committee called CARE (Committee
Advocating for Racial Equality) that is pursuing several
meaningful initiatives.
We have expressed our concerns to the Alberts Education
Minister about the lack of information about Japanese
Canadians in the proposed K-6 curriculum. A copy of the letter
is contained in this issue.
Through CARE we have become active again in the
NAJC Human Rights Committee. Kevin Higa is our new
representative. This involvement will allow us to be more
attuned to National trends and developments. This is
especially important during this period of heightened
awareness about Asian hate crimes.

Your Board has also been addressing some basic foundational
areas. Existing policies are being reviewed and new ones
are being created in response to recent initiatives. A
communications committee has been created to oversee
and develop all social media activity. We are also proposing
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/ ポール  フジシゲ

新型コロナウィルスパンデミックは陸上競技に例えれ

ば、100メートル競争ではなく、
マラソンのようです。
耐久レ

ースで、
あちこちで止まったり、
また走ったりしながらレース

が進みます。
マラソンレースのペースを掴み、
イライラせずに健康

に気をつけた生活をしてください。
もうすぐ、最終コーナーを回ってゴ
ールが見えてくると期待しています。

EJCAセンターは残念ながらしばらく閉鎖したままになると思います。

そのため、毎年夏から秋にかけて行ってきたイベントやブログラムで中
止せざるを得ないものが多くなります。
センターの使用条件について

は「もしもし」、
ウェブサイト、電子メールで皆様に最新情報をお伝えし

ていきます。
現在、使用は中止しているセンターですが、
いつでも再開

出来るように維持しています。
ジョン・プリガード、
ブルース・ロバートさ

ん、センターと日本庭園の維持、管理をありがとうございます。

EJCAは最近、
オンラインを活用するイベントやプログラムのためのビ

デオ装置を購入しました。
会員の皆様が他の会員に知らせたいような
物語、
レシピー、写真などがありましたら、役員会までお知らせくださ

い。
新しいビデオ装置を使って会員で共有することができます。

COVID-19規制の世の中ですが、明るいニュースもあります。
役員会

はいろいろな活動を続けています。
役員会で若い人を代表するレナー

ド・グロスマンはオンラインで若い人たちを結びつけるアイデアを考

えています。
役員会は「人種平等を提唱する特別委員会（Committee
Advocating for Racial Equality、CARE」を設立して活動を始めまし

た。

EJCAはアルバータ州政府教育大臣に手紙を送り、現在政府が検討中

の幼稚園から少学6年までの教育課程に日系カナダ人について学ぶ
単元を入れて欲しいと要請しました。

全カナダ日系人協会の人権問題委員会にCARE委員のケビン・ヒガが
EJCAを代表して参加することになりました。
これはNAJCの人権問題
関係の活動を知る機会になります。
現在、
アジア系カナダ人に対する

ヘイト犯罪が問題になっているので、NAJC人権問題委員会との連携

はEJCAにとって大切です。

役員会はほかにもEJCAの存在意義の根幹に関わるようなこと、例え

ばEJCAの活動方針、も現在の状況に対して有効であるかどうか再検

討して、もし必要であれば、改正しています。
コミュニケーション委員会
は、最新の技術を用いて、EJCAの会員同士のコミュニケーションの改

良を目指しています。
今月号の
「もしもし」に記事を載せていますが、役
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changes to our Vision and Mission with the addition of values
statements and a slogan.
We continue to be open to your feedback and suggestions.
There is always room for greater membership involvement.
Despite the isolation, I believe we are becoming more
connected in different creative ways and we wish that to
continue, even after the end of the pandemic.

2021 continues to be an unusual year to say the least. Thank
you for your continued involvement. We will get through this
and it will be easier with your support.

員会は今秋のEJCA年次総会にEJCA綱領と使命の改正案を、EJCAの
価値基準とスローガンと一緒に提議します。

役員会はいつでも会員の皆様の意見に耳を傾けています。
また会員

の皆様の新しい活動の場所も用意してあります。
わたしは会長として

EJCAが以前にもまして会員同士の連携を深めていると実感していま

す。
このような連携を通じて新しいことに挑戦できると思います。
パン
デミックが終了してもこのような緊密な連携を保っていきましょう。

2021年は現在まで、通常とは違う年になっています。
皆さんと力を合
わせて、EJCAにとっても厳しい環境を乗り切っていきましょう。

Vision and Mission Renewal

EJCAの綱領と使命の更新

The Board has been contemplating changes to our Vision and
Mission. EJCA has been evolving, as has the world around us.
The following are statements we feel are more reflective of the
present and foreseeable future. We welcome your feedback
and comments. We intend to vote on new EJCA statements at
our next Annual General Meeting this fall.

EJCA役員会はEJCAの綱領と使命の更新を考慮してきました。
EJCA

/ Paul Fujishige

Vision:
To create a supportive community that embraces human rights
and enriches lives.

/ ポール  フジシゲ

のまわりの世界のが変化するにつれて、EJCAも変わってきています。

下記のEJCAの綱領と使命は、現在および将来のEJCAの活動指針とし

てふさわしいものだと思います。
今秋のEJCA年次総会で役員会が提
案します。
皆様からのコメントを歓迎いたします。
綱領：

人権を擁護し生活を豊かにするコミュニティーを創造します
使命：

Mission:
To provide gathering opportunities in Edmonton to promote
Japanese and Japanese Canadian culture, language, traditions
and history.

エドモントンに日本および日系カナダ人の文化、言語、伝統、歴史の理

1.

2.

Values:
2.
3.
4.

We treat all people with dignity and respect.

We appreciate and model the diversity of our Canadian
society.
We believe in honouring our history and sharing it with
others.
We encourage the contributions and gifts of all our
members.

Motto/slogan:
The Best of Both Worlds (Canadian and Japanese)
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解を促進する場を提供します
価値基準：
1.

3.
4.

私たちは全ての人の尊厳を大切にし、尊敬をもって対応します

私たちはカナダ社会の多様性を大切にし、
そのモデルとなること

をこころざします

私たちはわたしたちの歴史を大切にし、他の人と分かち合います
私たちは会員全員が会へ貢献し寄付することを奨励します

標語：

二つの世界（カナダ文化と日本文化）の最良のもの
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NAJC – Gordon Hirabayashi Human
Rights Award Nominee

The nominee can be an individual or group committed to
mission statement of the NAJC, “to strive for equal rights and
liberties for all people, particularly racial and
ethnic minorities”.  The nominee must live and
operate in Canada. The award will not be given
posthumously and the nominee may or may not
be of Japanese ancestry or a member of the NAJC,
but should be supportive of the NAJC mandate.

ゴードン・ヒラバヤシ人権賞の推薦

全カナダ日系人協会（NAJC）では、
ゴードン・ヒラバヤシ人権賞への推
薦を公募しています。
NAJCの使命「総てのカナダ国民、特に人種的及

び民族的少数者のための平等な諸権利と自由を獲得することに努力
をすること」に賛同する個人又はグループが推薦

を受けられます。
カナダに住んでカナダで活動して

いることが条件です。
亡くなられた方の推薦はで

きません。
日本人の子孫である必要はありません

が、NAJCの活動を支持していることが必要です。
詳細はこちら：Dr. Gordon Hirabayashi Human

Please check Dr. Gordon Hirabayashi Human
Rights Award – NAJC for complete details. The
deadline is June 30ty, 2021. The award winner will
be announced at our AGM on September 17, 2021.
For 2021, the award will come with $1,000 prize to
be given to an organization chosen by the award
winner.

Rights Award – NAJC 締め切りは2021年6月

30日。
2021年9月17日のNAJC年次総会で受賞者

の発表を行います。
賞として受賞者が指定する協
会へ$1,000が贈られます。

We CARE About the World Today

私たちは世界の出来事を気にかけています

The Committee Advocating for Racial Equality (CARE) is a fitting
name for the EJCA multi-generational, multi-ethnic group that
has been zoom gathering.  

EJCAの新しい委員会「人種平等を提唱する特別委員会」は英語の略

/ Paul Fujishige

The nine-member ad-hoc group has been generating many
ideas on the most effective ways to address racism in our
community today. As has been pointed out, racism is not a new
issue in our society. Perhaps greater public scrutiny and push
back from those who have been targeted are two differences
from the past.

One group of ideas is to support our membership.  We can
provide guidance to individual members, should they be faced
with assaultive situations, either directly or as witnesses.
Collectively and collaboratively, we can stand against racialized
attacks and assist in educating the public when opportunities
arise.

Another group of ideas is to shine a light on the contributions
of citizens from diverse backgrounds. This includes highlighting
individual contributions and putting a focus on Japanese
cultural activities that are enjoyable to many.  We can also lead
in engaging in meaningful dialogue with other minorities like
First Nations groups.
Specific initiatives will be brought to the Board in June for
discussion and approval. If you would like to join in, please
contact us.  Our next meeting is scheduled for June 14th.
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/ ポール  フジシゲ

称がCARE（気にかける）です。
委員会の活動にピッタリの略称です。
委
員会の構成員は年齢、文化的背景が様々です。

9名の委員は、私たちのコミュニティーで人種差別に対抗する効果的

な方法は何か話し合っています。
人種差別は新しいことではありませ

んが、現在、
この問題が関心を集めているのには二つの要因があると
おもいます。
社会全体が人種差別に関心を持っていることと、人種差
別を経験した人たちが対抗する行動を起こしていることです。

委員会の議論で出てきたアイデアの一つが、人種差別を経験した人を

支援する方法についてです。
人種差別を自ら体験したときに、
また目撃

したときに、
どのように行動したらよいかです。
すでにこの分野でいろ

いろな団体が最良の方法について議論しています。
これらの議論を調
べて、委員会で方法を提案したいと思います。

私たちの社会は様々な人種や文化的背景を持つ人が形成していれ、

それぞれに社会に貢献しています。
社会に貢献している個人の物語を

皆に知らせて、私たちの社会の多様性をもっと皆に認識してもらうとい

うアイデアもあります。
この多様性のなかにはEJCAとその目的である
日本と日系カナダ人の文化を皆に知ってもらうということも含まれま

す。
また他のマイノリティー、
たとえばカナダ原住民のグループと交流
するということもあるでしょう。

委員会は6月の例会で具体的な提案を議論します。
この委員会に参加

したい人は、私までご連絡ください。
次の委員会は6月14日の夕方ズ
ームで行われます。
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EJCA会長からアルバータ州政府教育大臣への書簡

2021年4月19日、EJCA会長ポール・フジシゲはアルバータ州政府教育大臣アドリアーナ・ラグランジェに次の内
容の書簡を送りました。

日本人は1900年代からアルバータ州への移住を始めましたが、第二次世界大戦中に連邦政府によりブリティシ

ュ・コロンビアを追放された人たちが、南アルバータの砂糖大根農場に大勢で移住してきました。
日系カナダ人

は自分の家から追放され、財産を没収され、市民権を剥奪されるなどの苦難を経験しました。
1980年代後半に
連邦政府は正式に日カナダ人に謝罪し、日系カナダ人コミュニティーの再建のための資金を提供しました。

エドモントン日系文化協会はアーガイル・コミュニティー・リーグと共同して文化センターを運営しています。
日本
人、日系人、
カナダ人の誰でも日本及び日本文化に興味を持つ人を会員に迎えて、文化、教育活動を続けてきま

した。
現在、
アルバータ政府は幼稚園から小学校6年生までの教育過程の改正案を提示していますがが、
この中

に日系カナダ人に関することは一言も入っていません。
多くの日系カナダ人がアルバータ州の発展に貢献してき

たことを考慮すると、
これは児童から、日系カナダ人の経験から人種的不寛容がどんな結果をもたらすかを学ぶ
機会を奪うものだと考えます。

すでに日系カナダ人は教育課程に活用できる日系カナダ人の歴史をまとめた教育資料を作成しています。
どう

ぞ、
これらの資料を用いて、児童が様々な文化的背景を持つカナダ市民が、
いろいろな苦労を乗り越えて、現在の

アルバータを作り上げたということを学ぶ機会にしてくださるようにお願いいたします。

British Columbia Takes Step to
Acknowledge Historical Wrongs
Against Japanese Canadians

ブリティッシュ・コロンビア州が過去に日系
カナダ人を不正に扱ったことを認める第一
歩を踏み出す

On May 5, 2021, the Government of British Columbia released
a press release, “British Columbia takes step to acknowledge
historical wrongs against Japanese Canadians” that said:

レリースを発表した。
要旨は次の通りである。

/ Takashi Ohki

“The Province of British Columbia is providing the Nikkei
Seniors Health Care and Housing Society with $2 million as
part of its commitment to honour the traumatic internment of
almost 22,000 Japanese-Canadians during the Second World
War.”
Other experts from the press release were:

“Nikkei Seniors Health Care and Housing Society will use the
$2 million to develop and deliver health and wellness-oriented
programming for Japanese-Canadian internment survivors.
The society will also administer funding with the National
Association of Japanese Canadians (NAJC) to other JapaneseCanadian organizations that support survivors.”
“The funding will help these centres to enhance their
programming for seniors in assisted and independent living,
MOSHI MOSHI / MAY–JUNE 2021 / EJCA

/ 大木  崇

2021年5月5日にブリティッシュ・コロンビア（以下、BC）政府はプレス

「BC政府は日系シニア健康と住居協会（NSHCHS）に200万ドルを提

供する。
これは第二次世界大戦中に日系カナダ人が強制収容によって
被った精神的苦痛を認めて忘れないようにするBC政府の約束の第一
歩である。
」

このプレスレリースには次のような内容も含まれている。

「NSHCHSはこの200万ドルを日系カナダ人の収容施設経験生存

者の健康と福祉のためのプログラムを開発してサービスを提供す

るために用いる。
NSHCHSは全カナダ日系人協会（NAJC）と協力し

て、NSHCHS以外の日系人組織で収容施設経験生存者を支援してい

る組織にも資金を提供する。
」

「この基金は日系人シニアで独立して生活している人、介護を受けて

生活している人、認知症の人、
パーキンソン病の人の支援と、
フィットネ

ス、
シニア同士のコミュニケーションなど促進を通じて日系人シニア
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as well as the local community. This will include supports for
those with dementia and Parkinson’s disease, community talks
about current issues and concerns, and exercise classes to help
seniors stay fit and healthy.”
“The grant is a first step towards fulfilling a mandate
commitment of the Ministry of Attorney General to honor
the Japanese-Canadian community by providing lasting
recognition of the traumatic internment of Japanese
-Canadians during World War II. This grant responds to
recommendations from NAJC for targeted funding for health
and social care programs for Japanese-Canadian survivors.”
Background

On May 7, 2012, the Legislative Assembly of British Columbia
passed the following motion:

“Be it resolved that this House apologizes for the events
during the Second World War, when under the authority of the
federal War Measures Act, 21,000 Japanese Canadians were
incarcerated in internment camps in the interior of British
Columbia and their properties seized. The House deeply
regrets that these Canadians were discriminated against simply
because they were of Japanese descent and believes that all
Canadians regardless of their origins should be welcomed and
respected.”
There were very few follow-up actions that the Government
of British Columbia had taken after the motion. Moreover, the
motion failed to acknowledge that any wrongs were committed
by former BC Governments.

On April 19, 2018, the NAJC formally requested the BC
Government to engage with the Japanese Canadian
community in discussions on the form and scope of
appropriate measures to redress the past wrongs. On March
20, 2019, the BC Government entered into a contract with the
NAJC to coordinate community consultations to gather input
and develop specific recommendations for possible legacy
initiatives that incorporate the collective needs of the Japanese
Canadian community and constitute a meaningful follow-up to
the 2012 BC Government apology.

With support from the British Columbia (BC) Government,
the National Association of Japanese Canadians (NAJC)
coordinated an extensive consultation process consisting of
community meetings in nine locations in BC, virtual community
consultations, an online survey, and written submissions
from individuals and organizations in the Japanese Canadian
community. The consultations were conducted between April
and September 2019. All participants were asked to respond to
the following question: What should the Government of BC do
to redress its history of racial discrimination and unjust actions
that devastated the Japanese Canadian community?
In October 2019, NAJC presented a report based on the
consultations to the BC Government, titled  
MOSHI MOSHI / MAY–JUNE 2021 / EJCA

の福祉の向上に用いる。
」

この基金はBC州司法省が、第2次世界大戦中の日系カナダ人強制収

容の結果もたらされた現在まで続く精神的苦痛を認めて、日系カナダ

人コミュニティーに対する責任を表明する第一歩である。
またNAJCか

らの日系カナダ人強制収容経験の生存者に的を絞った政策が必要で
あるという勧告に対する回答でもある。

プレスレリースの背景

2012年5月7日に、BC州議会は次の動議を全会一致で可決した。
「太

平洋戦争中に連邦政府の戦時特別法の下に21,000名あまりの日系カ

ナダ人がBC州内陸部の収容所に収監され、資産を没収されたことに
BC州議会は謝罪する。
日系カナダ人が日本人を祖先に持つというだ

けで差別されたことを深く後悔する。
BC州は先祖のいかんのかかわら

ずすべてのカナダ人を歓迎し、敬意を払う。
」

この動議を可決したあとでBC州は動議の内容を具体化する施策はほ
とんど取らなかった。
動議で一番重要なことは、BC州政府が誤りを犯

したことについて言及しなかったことであった。

2018年4月19日にNAJCはBC州州政府に過去の州政府の過ちを正す

ための方法とその範囲を日系カナダ人社会と話し合うことを正式に

要請した。
2019年3月20日に州政府はNAJCと契約を結んだ。
この契
約はNAJCが日系カナダ人の公聴会を開き、州政府の2012年の謝罪

を日系カナダ人社会にとって有意義にするために州政府がどのような
活動をしたらよいかについて意見を集めて検討し、州政府に勧告案を
提示するというものであった。

BC州政府の支援を得て、全カナダ日系人協会（NAJC）は大規模な公
聴会を開いた。
公聴会にはBC州の９箇所で行った日系カナダ人の公

聴会、
オンラインによる公聴会、
オンライン調査、個人と団体からの書
類による意見書がふくまれている。
公聴会は2019年4月から9月に行

われた。
公聴会に参加した人は皆、次の質問に答えることを要請され

た。
「あなたは日系カナダ人社会を壊滅させたBC州政府による人種差
別と不正義な政策の歴史を正すために、BC州政府は何をすべきだと

おもいますか？」

2019年10月、NAJCは公聴会の基づいた報告書、
「BC州の日系カナダ
人に対して行われた過去の不正をただすための勧告：公聴会報告」を
BC州政府に提出した。
上記のプレスレポートの内容はこの報告書に
対するBC州政府の最初の回答である。

  “Recommendations for Redressing Historical Wrongs Against
Japanese Canadians in BC: Community Consultations Report.”
The contents of the press release was the first response of the
BC Government to this report.
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What Is Kita-no-Taiko Doing Now?
/ Carley Okamura

北の太鼓は今、何してる？
/ カーリー  オカムラ

北の太鼓のメンバーが最後に顔を合わせたのは昨年でした。
それ以来

会っていません。
しかし、
パンデミックでも和太鼓グループはいろいろと

できることがあります。
メンバーの中には自宅に練習用の太鼓を置い

て練習している人もいます。
インターネットを使えば世界中の和太鼓
の演奏会やワークショプに参加できます。

今年の春、北の太鼓は、子供の教育と健康に関連した団体から連絡を
受けました。
和太鼓のオンラインワークショップをプログラムに取り入
れたいそうです。
北の太鼓は以前からずっと子どもたちを対象にした

プログラムをしてきました。
しかし、
オンラインは初めてです。
その場で

生徒の顔を見ながら、太鼓の音を肌で感じてする通常のワークショッ

プとは大分違います。
それでも、挑戦してみました。
いろいろな方法を

試しました。
あるワークショップでは子供に予めバチを渡しておきまし

た。
また子供が家にある適当なものをバチに使ったワークショプもあ

Kita no Taiko has not met in person since some brief periods in
2020. Luckily, taiko is such a diverse art and community, there
is still a lot we can do! A lot of our members have a home setup,
with practice drums or borrowed equipment. There are also
lots of online workshops and concerts we can tune in to from
around the world.

りました。
予め指導内容をビデオに収めておいたワークショップや、
そ

Matsu No Kai Club

松の会

The Matsu no Kai club executive has been sending out a short
and informal bi-weekly newsletter to the club members since
the beginning of the pandemic. To date there have been 31
such short newsletters. On the day that the newsletter is
sent out I try phone everyone to chat briefly and verify that
everyone is well. We all miss the meetings and outings. In
particular we missed the opportunity to celebrate one of

毎月の例会はずっと休んでいますが、2週間に一度ニュースレターを会

の場でライブで指導したワークショップがありました。
北の太鼓、子ど

もたちに楽しく教育的なオンラインワークショップが提供できるグルー

プだと認められて、
うれしく思いました。

This Spring, we were contacted by different organizations
focused on children’s education and wellness wanting to
include online drumming workshops. KNT loves children
participating in taiko, but we had never tried it online before.
It’s difficult to lead a workshop when you can’t experience the
audience in person, and it’s difficult to play taiko and have it
sound good over the computer. But we gave it a try! We have
worked hard to offer a variety of children’s workshops online
that meet the needs of the audience. Some children were
provided with drumsticks, some only had items they found
in their homes. Some sessions were instructional and prerecorded, and some were live! Ultimately, KNT is honoured to
be considered to provide fun and cultural content for children,
and share taiko in the community.

/ Alan Davis
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/ アラン  デイビス

員に郵送しています。
またニュースレターを送った日に、会員に電話を

かけて様子を尋ねるようにしています。
現在までにニュースレターを31

回送りました。
例会を開けないのが残念と会員の皆がおもっています。
今月は辻川たみこさんの100歳の誕生日を一緒に祝えなくて残念で

す。
辻川さんの話がこの
「もしもし」の
「100才を迎えて」に載っています
からお読みください。
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our members 100th birthday. Please see a story of Tami in
Remembering Out Past in this issue.

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.

  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)

Alan Davis, Club President at ardavis@ardsys.ca
(780-435-8462)  

Origami Carnations to Mothers in the
Misericordia Hospital

母たちに贈る感謝とまごころ

EJCA received a request from Misericordia Hospital. “Can you
make small gifts to mothers in the hospital for Mother’s Day?
This was the second request from the hospital. About 60 EJCA
volunteers made them origami cranes for Easter. They were so
happy to receive so many origami cranes.

フトに何か作っていただけないだろうか？とＥＪＣＡに連絡がありまし

/ Noriko Taira

This time, we decided to make origami carnation flowers
to encourage mothers in the long-term care at the hospital
on Mother’s Day. Altogether, 21 EJCA volunteers made 180
carnation flowers. Each flower was attached to a stem. Because
we made so many flowers, all female patients at Villa Caritas
(a special hospital for seniors with mental problems) and
Misericordia Hospital got a carnation flower.

Misericordia Hospital sent us the picture below. You can see
how happy they were. I thought that under the tough pandemic
environment, we needed to care more about others than usual.
I think those volunteers made carnation flowers saying thank
you to their own mothers too. Thank you very much.

/ 平  紀子

5月9日は母の日でしたね。
Misericordia Hospitalからぜひ、母の日ギ

た。
復活祭にもMisericordia Hospital の長期療養中の方々に、励ま

しの千羽鶴をEJCAから贈りました。
そのときに60名以上の会員の方

が愛と励ましを込めて鶴を折ってくださり、贈られた方々からとても喜
ばれました！

今回もそれではと、Misericordia Hospitalで長期療養中のお母さん

たちを励ますためにと、
ステキなカーネーションを折ってお見舞いす

るプロジェクトが立ち上がりました。
タイトスケジュールの中、21名の
会員の方々が180本のカーネーションを折ってくださいました！予定

以上の数をお届できたので、Villa Caritas (高齢の精神障害者病院)と
Misericordia病院に入院中の女性患者全員にカーネーションが贈ら
れました。

この写真はMisericordia Hospitalから送られてきたものです。
母の日
を本当にうれしく迎えられた様子が、写真からうかがえます。
こんな状
況下だから、
よりお互いを思いやる気持ちが大切だな、心を寄せ合う

ことが必要なのだなと強く思いました。

みなさんの温かい心とお母さんたちへの感謝の気持ちを、今回も

Misericordia Hospitalにお届けすることができました。
折り紙プロジ

ェクトに参加し、ボランティアでたくさん折ってくださった方々、本当に
ありがとうございました！
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Centre Restoration Work

EJCAセンターの改修工事

There will be major structural restoration work commencing
in the 1994-built west addition to the Centre within the next
month. After extensive exploratory work, it appears that the
stucco has been leaking for years, allowing extensive moisture
to work into the structure weakening it to the point where most
of the exterior walls in the addition will need to be replaced.
The roof appears sound and will be retained and supported
during the replacement of the walls.

EJCA会館西側の1994年に追加した建物の外壁（ホールの西側の倉

/ Bruce Robertson

Argyll Community League will be making a decision on
selection of a final contractor for the work by the end of May
and have applied for a City of Edmonton Community League
grant to assist with the costs of the required work.

/ ブルース  ロバートソン

庫とラウンジ３の外壁）の改修工事が６月に始まります。
こまかく調査

した結果、外壁のスタッコから長い間雨水が外壁内に浸透していたこ

とがわかりました。
そのため外壁の構造物の損傷が激しく、外壁全てを
取り替えることになりました。
追加した建造物の屋根はまだ堅固なの

で改修の必要はありません。

アーガイルコミュニティーリーグ
（ACL）が５月末までに工事会社を選

択します。
またエドモントン市コミュニティーリーグに改修費の補助金

を申請しています。

In preparation for this work the contents of Lounge 3 & the
storage rooms within the west addition have been relocated
to other areas of the Centre. Lounge 1 and the Main Hall cloak
room have been repurposed as storage areas for the duration of
the upcoming work. Therefore, once the Centre is permitted to
reopen to the public only the Main Hall, with reduced capacity,
Kitchen/Bar, Lounge 2 and the Library will be available for
use. There are tables and chairs in the reorganised Main Hall
janitorial storage room. The ECJA and ACL have agreed that
during the reconstruction there will be no rentals of the Main
Hall to non-members.
During the construction the main entrance to the Centre will
be unaffected as will the garden and patio areas. The selected
contractor will be accessing the work site via the north side of
the Centre, through the fire exit to Lounge 3 and the double
exterior doors to the Main Hall storage room - they will have no
access to the rest of the Centre. All doorways between the work
site and the rest of the Centre will be barricaded and vapour/
dust sealed for security and containment purposes.
The Centre is ready to reopen and is well stocked with Health
Canada approved hand sanitizer, hard surface cleaner and
disposable wipes. I am looking forward to seeing members at
the Centre as soon as programs restart.

改修のために倉庫とラウンジ３の中に置いてあったものを、
ラウンジ１

とホールのロッカールームに移動しました。
そのため、EJCAセンター

が使用できるようになっても、実際に使用できるのはホール、台所、
ラ

ウンジ２と図書館だけになります。
テーブルと椅子はホールの掃除用

物置にいれてあります。
EJCAとACLは改修工事中は、センターはEJCA

とACLの会員の使用だけで、非会員への貸し出しはしないことにしま

した。

改修工事中も正面玄関からセンターに入れます。
工事関係者はラウン
ジ３の非常用出口と倉庫の出口を使用しますが、センターのその他の

部屋には入れません。
工事現場とセンターの他の部屋への通路には
防塵のためのシートが貼られます。

センターは、現在のパンデミック規制が終了しだい使用できる状態に
なっています。
センターで皆様にお会いできる日を待っています。
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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 Life Well Lived

100才を迎えて

A very special milestone occurred on April 14, 2021. Tami
Tsujikawa celebrated her 100th birthday. Despite the COVID-19
restrictions, her family was able to have a joyous celebration.
Many friends sent birthday wishes via cards and gifts.  

２０２１年４月１４日にタミコ・ツジカワは100歳の誕生日を迎え、

/ Tamiko Tsujikawa (nee Sarayama)

Tami has lived a long and remarkable life and has seen many
changes. Her early life was in Cumberland on Vancouver Island.
After Grade 8, Tami attended high school in Vancouver, where
she lived with her uncle. After graduating from high school,
Tami worked at a fish cannery and a Japanese store.
Then came the bombing of Pearl Harbor, the war with Japan
and the internment of Canadians of Japanese ancestry. In
order for Tami’s family to
stay together, they chose
to move to Picture Butte,
Alberta to work the sugar
beet fields. As Tami would
say, it was no picnic.

/ タミコ  ツジカワ（旧姓サラヤマ）

COVID-19の規制の中で家族が誕生日を祝いました。
また、
たくさんの
友達が誕生日のカードや贈り物を送りました。

タミは長い生涯でいろいろな経験をしました。
バンクーバー島のカン

バーランドで生まれて中学2年までを過ごしましが、
その後はバンクー
バーの叔父の家に行って高校に通いました。
高校卒業後は魚の缶詰
工場と日本人の店で働きました。

するとまもなく日本軍の真珠湾攻撃が勃発しました。
日系人はブリテ

ィシュ・コロンビア州の沿岸地域から追放になり、
タミの家族は一緒に

いられるようにアルバータ州のピクチャー・ビュートの砂糖大根農場に
移動しました。
農場の仕事は
大変厳しかったです。

タミはピクチャー・ビュート

でジョージと見合い結婚を

し、1944年にエドモントンに引

っ越し、二人の息子デービッド

It was there where Tami
was “matched” and
married her husband
George.  They moved to
Edmonton in 1944 and
raised their sons David and
Ron. Except for seasonal
periods over 13 years in
Athabasca, Tami has lived
in Edmonton ever since.

Tami has some fond
memories of growing up on Vancouver Island that she
described in an interview for the EJCA History Project.

“In the late spring, pods of whales migrated to Nanoose Bay
and spent about a week there. We’d know when they arrived
because at sundown, we’d hear their whaling noises, maybe
communicating with each other. We’d row out near them in
our home-made row boats when our parents were absent. We
stayed away from the big ones. They watched us with their
big eyes but never harmed us. We’d row after the smaller ones
when they swam around; they seemed to be playing with us.
We were careful not to row too close to them but we were not
scared at all. Much later, we learned that the smaller whales
were killer whales from Alaska – then we were scared! Then
some evening, the waters were quiet. We knew their visit was
over and the whales had left us. We felt as though we had lost
our good friends.”
Despite the unexpected and major upheavals, the loss of her
MOSHI MOSHI / MAY–JUNE 2021 / EJCA

とロンを育てました。
アサバス
カに13年間住みましたが、
そ

れ以外はずっとエドモントンに

住んでいます。

タミはバンクーバー島で大き

くなったときのことをよく覚え
ています。
EJCA歴史プロジェ

クトのインタビューで次のよう
に話しています。

「春になるとクジラの群れがナヌース湾にやってきて、一週間ぐらいい
ます。
クジラがくると日没にお互いを呼び合う声を出すのでわかりま

す。
私たちは両親が家にいない時を見計らって、自家製の手漕船でク

ジラを見にいきます。
大きなクジラには近づかないようにしました。
ク

ジラは大きな眼で私たちを見つめますが、私たちに何もしません。
私た

ちは小さなクジラの後を追いかけました。
あまり近づかないようにし

ましたが、
クジラが怖いと思ったことはありませんでした。
ずっと後で、
小さなクジラはアラスカから来たシャチだと聞いて怖くなりました。
そ

して、
ある夕方、
ナヌース湾は急に静かになります。
クジラが去っていっ
たのです。
私たちは親しい友達がどこかに行ってしまったように寂しく
なりました。
」

タミの生涯には、急に夫を失ったり、健康に問題が起きたり、
いろいろ
と予期できなかったことがありました。
しかし、
タミはいつでも前を向

いて生きてきました。
私たちもタミと同じように生活のバランスを失わ

ずに生きていきたいものです。
タミさん、誕生日おめでとう。
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husband and health challenges, Tami is ever hopeful and looks
at the positives in her life. May we all maintain that balance
through our own lives. Congratulations again, Tami!
“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.

New Digital Library from The Japan
Foundation, Toronto
While so many resources remain closed due to the current
COVID-related restrictions, here is a new way to access
interesting Japan-related ebooks and audiobooks.

The Japan Foundation Toronto’s Library is a public lending
library for anyone interested in Japan and Japanese culture.
Available free-of-charge to registered patrons across Canada
14 years of age and over, JFToronto’s OverDrive collection
includes Japan-related ebooks and audiobooks in English and
Japanese, emphasizing language study, art, literature, history
and culture.

More information about library card application and JFToronto
OverDrive can be found at:
https://jftor.org/library/collection-and-services/
You may search for library materials on JFT Library Online
Catalogue for both print and digital library materials.
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「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。

トロント国際交流基金のデジタル図書館

現在、各地の図書館がCOVID-19の影響で閉鎖されていますが、
トロン

ト国際交流基金のデジタル図書館から電子ブックと電子オーディオブ
ックを借りることができます。

この図書館は日本と日本文化に興味を持つ人にための公開図書館

で、だれでも利用できます。
１４歳以上の人でカナダに住んでいれば、
登録をすれば無料で図書館を利用できます。
図書館のJFTToronto

OverDriveには日本関係の電子ブックと電子オーディオブックが英語

と日本語で収集されています。
日本語、芸術、文学、歴史、文化関係の
ものが主流です。

図書館への登録、借り出し方法は次から調べてくだい。
https://jftor.org/library/collection-and-services/

また、JFT Library Online Catalogueで 本、電子ブック、電子オーデ

ィオブックの検索ができます。
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Heritage Celebration (formerly
Heritage Festival)

ヘリテージ祝祭（ヘリテージ祭りの新しい名
前）

Recently at the monthly Board meeting of the Edmonton
Japanese Community Association, I reported on the planning
for Heritage Celebration 2021.  Everyone agreed on the
difficulty of planning a safe festival, given the uncertainty
of progress against the pandemic in Alberta. We discussed
about our volunteers and if, as mostly young people, they
would be fully vaccinated by late July. Other matters like our
performers being unable to meet and practice together, and
the unknown quantities of food to
order and whether our kitchen could
be used by more than one cook also
emerged. The people in charge of our
online services also expressed worry
that time for preparation of acceptable
online content is getting short.

ヘリテージ祝祭が8月に開かれる予定です。
EJCA役員会は参加出来

/ John Priegert

Given the time left before the Celebration, the Board concluded
that we could not be certain to prepare ourselves for a
safe participation. Therefore, we decided to withdraw our
application for participation in the 2021 Heritage Celebration. It
was a difficult decision, and the Board hoped that no hardship
would result. We intend to participate next year if the pandemic
subsides.

/ ジョン  プリガード

るかどうか討議しました。
パンデミックが続くと仮定すると、EJCAが参
加するための障壁は高いことがわかりました。
まずボランティアです

が、EJCAのボランティアは若い人が多く、7月末までに全員がワクチン
接種を受けられるか、
まだわかりません。
EJCAから出す公開演技、例

えば太鼓なども祝祭までに集まって練習できるかわかりません。
食べ

物についてもまだはっきりしないことが多いのですが、祝祭前にオンラ
インで注文しておいて、当日、日本パ

ビリオンで受け取るという話がありま

す。
このように食べ物を用意するとな

ると、
オンラインの注文の数、EJCAセ

ンターの台所を数人で一緒に使用で
きるかどうかなど、わからないことが
たくさんあります。

このように不確定なことが多すぎるので、EJCAは今年のヘリテージ祝

祭参加願書を取り下げることにしました。
EJCAは長い間途切れること
なくヘリテージ祭りに参加してきたので、願書の取り下げは難しい判

断でした。
皆様があまりがっかりしないことを願っています。
パンデミッ

クが終了すれば、来年のヘリテージ祝祭には参加します。

EJCA Shōgi

EJCA将棋

Hi all! Over our enthusiasm of board games and longtime
interest in Chess we came across the game of Shōgi「将棋」a
couple of months back.

Covid-19制約下の中で、EJCA会員が楽しめる活動としてオンライン

/ Lénárd Grossman

In an effort to find ways, activities with which we all can
connect as a Community during these lockdown-times, we
were thinking of what we could do online! :)
April 3 Tournament

So on April 3, we hosted our first EJCA online Shōgi tournament
using the Lishogi platform. All in all, it was a blast! We had ten
players participating in total, as well as a few just spectating.
We were also happy to welcome new and returning members to
EJCA on this occasion!
As this was a first, we did not know what to expect. Joining us
were players that we saw in action coming from a wide variety
of skill sets, from beginners to advanced.
On that Saturday morning, it was particularly exciting seeing
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/ レナード  グロスマン

で行える日本の将棋が目につきました。
さっそくいくつかの大会と初心
者講習会を始めました。

2021年4月3日第一回EJCAオンライン将棋大会

10人の棋士と数名の観戦者が参加しました。
また、
この機会にEJCAの
会員になった人が一名いました。
大会参加者は大会前に参加を申し

込んでいましたから、勝負のカウントダウンまで緊張して待機していま

した。
初めての大会で参加者は初心者から上級者までいるので、大会
がどうなるか心配でした。

オンライン将棋は持ち時間を一番短い5分に設定しました。
また、次の
手は20秒以内に決めます。
勝負がどんどん進むので、皆緊張して将棋

を指しました。
観戦者はプログラムのチャットに応援や感想を次々と書

き込みます。
勝負に勝つと勝ち点をもらえます。
ほとんど全員が勝ち点

をもらいました。
上級者の勝負の様子はlishogi.orgのTVページでライ

ブで観戦できるようにしました。
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the timer until our tournament slowly counted-down the last
few minutes until the arena competition would start.

Every game was a whole different experience, playing at a
rapid pace; each one of us having only five minutes initially per
player, with twenty seconds per move after that.
Sometimes the games would really swing in favor back and
forth between the two players battling it out.

大会は30勝負を1時間半で終了しました。
ベンとノアが優勝を競り合

いましたが、ベンが最後の勝負に勝って優勝しました。
私たちのオンラ

イン将棋チームには誰でも、何時でも参加できます。
次のウェブサイト

lishogi.orgに行き、私たちのチームルーム https://lishogi.org/team/
ejca-shogi-team に入ってください。
こうすると次のオンライン将棋大
会に参加することができます。

A number of our top games, and participants
were even brought out, featured on the “live”
Lishogi TV page!
Literally everyone gained experience and
some rating points in any case.

A hard-fought ninety minutes later, with over
thirty matches being decided overall, Ben
and Noah emerged leading points, with Ben
being able to secure a victory in an impressive
final, decisive match; claiming the #1 spot and
trophy!
Thank you everyone! Those were some great
games. Seeing you wonderful people having
fun with Shōgi has motivated us to certainly,
happily continue these kinds of Shōgi related
activities.

If you would like (as we do encourage you all)
to join us: please do get in touch, anytime,
and grab a user over on lishogi.org. Please
also join our team room (lishogi.org/team/
ejca-shogi-team), so that you are all set
up for our next tournaments (https://ejca.
org/Upcoming-Events) - we plan to have
something going on every month!!

We would like to point out that Lishogi is a
completely free (and ad-free) site, ideal for
people starting out, or wanting to learn a new
opening, with its many learning tools and resources.

We would love to see you there! If you are just curious, we are
always happy if you just want to spectate; but why not play and
experience the excitement for yourself?
“Shogi for Absolute Beginners” Session

In anticipation of our next Shōgi tournament event, on May
8 we also hosted a live online session for beginners, going
through a crash course of the rules, piece movements and
providing some personal notes and comments on how to best
appreciate the game. We also shared tips and tricks on how to
best get started and which resources to look into.

We had a wonderful group of members joining, asking some
really good questions, and we hope to see many of them at our
next events :)  
MOSHI MOSHI / MAY–JUNE 2021 / EJCA

初心者向け将棋講習会

5月8日には、Onlineで将棋の指し方、駒の動かし方、ゲームの運び方

などの講習会を開催しました。
ちょっとした秘訣やコツもお知らせしま

した！講習会で練習した方は是非次の大会に参加して楽しんでくださ
い。
これからも講習会を続けていきます。
予定はこちら：
https://ejca.org/Young-Members-Group

  Stay tuned as we repeat and expand these sessions - every
member, any age, is welcome; further updates will also be
announced on the new https://ejca.org/Young-Members-Group
page.
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Japanese Calligraphy Workshop

書道入門ワークショップに参加して

Fukuko-San,I am more than happy to provide some feedback
on the experience of taking the beginner calligraphy class.
It was great! I have always admired the symbols that are
beautiful and have so much meaning and I am grateful to be
able to experience firsthand the discipline of calligraphy. As
a Sansei it was important to me as I have not been exposed
to many aspects of Japanese culture like calligraphy. I mostly
relate to Japanese food! So, from a personal standpoint, it
was truly very insightful to learn more about this meditative
practice. Although at times I was more frustrated at my inability
to master the strokes more than I was relaxed! The practice
of calligraphy taught me about the artistry that goes into
each stroke and the necessary pursuit of perfection to get
the characters right, the subtleties of angles and dots, and
understanding the differences. Truly a wonderful experience!

ふく子先生、書道の手ほどきをしていただいて、
ありがとうございまし

/ Shelley Tobo-Gaudreau

And you as Sensei were very knowledgeable and technical,
supportive, encouraging and positive as I/we struggled with
getting it to look like the characters. Your corrections to my
work were always to make me better and your kind critique of
my work made me proud.

/ シェリー  トーボー・グーロー

た。
私の感想をお伝えしたいと思います。
一言で言えば、
とても素晴ら

しいワークショプでした。
私はずっと美しい形をしていろいろな意味を
持っている漢字を称賛していました。
それがついに実際に漢字を毛筆

で書く経験ができたのです。
私は日系三世ですが、
いままで日本文化

に直接触れる経験はありませんでした。
勿論、日本料理は別です。
それ

で書道ワークショップの瞑想的な経験は、日本文化を覗き見るとても

貴重な経験でした。
ときには筆使いがうまくいかず、
リラックスしている

つもりでも苛ついたりすることもありました。
自分で書道をしてみて、

どんなに書道の一点一画に細心な注意が必要なのかわかりました。
と

ても素晴らしい経験をしました。

先生は書道に詳しく、生徒をはげまして、技術的なことをいろいろ教え

てくださいました。
私の書を添削してださると、なるほどと思いました。
また先生のお褒めの言葉をいただくと、自分を誇らしくおもいました。

ワークショプはとても楽しく、日本の書道に興味を持つ人に推奨しま

す。
では、書道クラブが再開するのを楽しみにしています。

I enjoyed the class immensely and would recommend to
anyone who is interested in learning Japanese calligraphy.
I look forward to hearing about the calligraphy club. Arigato
gozaimashita!
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What’s Your Go-To Recipe?
/ Aya Kymson

あなたのお気に入りレシピは何ですか？
/ キムソン  彩

キッチンに立ち、
その日の献立を頭の中に思い描きながら手順を決め

る。
必要な野菜類をカウンターに並べ、手際良く冷たい水で洗う。
包丁

が通る音を聞きながら材料を刻んでいく。
下拵えを施したら、火にかけ

る。

家庭での調理は多くの人にとって日々こなさなければいけない家事で

しょう。
でも時として、作業以上の楽しみを見出せるものでもあります。
時間に余裕がある日はいつもより少しだけ時間をかけて丁寧に下拵

えの段階を楽しんでもいいし、無心に生地を捏ねる時間は現実逃避の

いっときをくれるかもしれないし、
あるいは大鍋を勢いよく振ってストレ

ス解消したい日があるかもしれない。

美味しいものを食べる時間は何よりの贅沢と感じる人も多いでしょう。

それは、体の栄養だけではなく心の栄養にもなり得ます。

献立に迷ったときは、何度も作って確実に美味しく作れるぞという信

頼あるレシピについ手が伸びがちですが、
あえて新しいレシピに挑戦

するのも楽しいもの。

我が家では最近、新規レシピ開拓がプチ流行しています。
我が家が大

いにお世話になっている、Just One Cookbook (略してJOC)という

レシピブログ、皆さんご存知ですか？米在住の日本人料理ブロガーの
You put your apron on and sort out the menu in your head one
more time. Gather veggies on your kitchen counter and rinse
them with cold water. Listen carefully to the sound of the knife
cutting through the ingredients. After prep is done, it’s finally
time to fire them up.

Cooking at home is often a chore for a lot of us, but that doesn’t
mean we can’t find joy in it.
When we’re not rushed, we can put in a little more effort
to enjoy those extra steps. Kneading the dough can be
therapeutic. Or perhaps, stir-frying at high temperatures could
be great stress relief.

Above all, I think delicious food provides us great comfort—
enjoyable meals are important nutrients for our soul, don’t you
think?
When we’re unsure what to cook, many of us have a tendency
to reach out to tried-and-true recipes. But we can’t forget how
fun it is to try new ones!
At our home, we love using recipes from Just One Cookbook
(JOC). Have you heard of it before? It’s a recipe blog that
focuses on authentic and modern Japanese recipes, and was
created by Nami-san, who was born and raised in Japan, and
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Namiさんが発信するレシピは、もちろんこれぞ日本の味。
家庭で楽し

まれるような気軽な和風や洋風メニューから、本格的なものまで内容
は盛りだくさん。

我が家のカナダ人の夫は英語で日本のレシピが学べて大喜び、日本
人の妻は自分以外の誰かが和食を作れるようになって大喜びとい

う、JOC様様です。

Namiさんのレシピは、なぜこういうひと手間をかけるのかとか、和食

ならではの素材への説明など、日本食に関するあれこれが学んでいけ

るのもとてもいいなぁと思います。

私たちが最近挑戦したシーフードドリアのレシピは、ベシャメルソース

を使ったちょっと本格派タイプのレシピ。
丁寧にベシャメルソースを作

る過程は少しだけ手間に感じる方もいるかもしれませんが、
その分そ

の辺の洋食屋さんには負けないくらいの美味しいドリアが出来上がり

ました。

皆さんはどんなものを作るのがお好きですか？お気に入りレシピやこ
れぞ鉄板レシピ！というものがあったら是非是非、教えてください。

次号のもしもしにて、皆さんがご応募下さったレシピを特集したいと思

います。
特集に選ばれた方の中から一名様にトトロのランチトートをプ

レゼント致します！

レシピと、
そのレシピにまつわるエピソード、
お料理の写真を添えて、
moshimoshi@ejca.orgまでお送りください！
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now resides in the US. Her recipes range from casual/quick
home cooking to more intricate restaurant-grade dishes!

My Canadian husband is very excited to learn authentic
Japanese recipes from JOC, and I, a Japanese wife, am just as
thrilled that someone else can cook a Japanese meal. It’s a winwin situation for the both of us, thanks to Nami-san’s awesome
recipes.

Win me!

In her recipes, she also explains why those little steps are
important and what they do, and she often shares about
Japanese food ingredients. I find her blog quite educational as
well.
We recently tried her Seafood Doria recipe. It uses bechamel
sauce which makes this recipe a bit more on the timeconsuming side, but It’s totally worth the effort. We thought it
was restaurant-level deliciousness!

Do you have any favourite recipes, or go-to recipes? We want to
know about them!
Email your recipe to moshimoshi@ejca.org along with a photo.
Tell us about the recipe and why you love it. Our favourite
submission will be featured in the next Moshi Moshi and win
this insulated Totoro lunch tote!

New Moshi Moshi Editors and Call for
Translation Volunteers
/ Sanae Ohki

A new Moshi Moshi team with Eldon Kymson and Aya Kymson
as the editors will start from the July–August 2021 edition.
Their contact email is moshimoshi@ejca.org.

EJCA has been publishing the Moshi Moshi every two months
since 1977. Did you know that you can read them all in our
Newsletter Archive? They are rich with information and stories
about EJCA and its members. They are EJCA’s treasures!

The Moshi Moshi is published around the 22–23 of January,
March, May, July, September, and November. The editors
appreciate your contribution of articles so that Moshi Moshi
can maintain its value! Please submit your article by the 15th of
these months.
Translators needed!
The uniqueness of the Moshi Moshi within Japanese
Canadian associations is that it is 100% bilingual. To keep this
uniqueness, EJCA is in need of volunteer translators.  Most
articles are submitted in English. So, about 80% of translation
is from English to Japanese. Translators can translate English
to Japanese and Japanese to English in their own styles. If you
can spare a day or two every second month for translation,
please join the team by contacting moshimoshi@ejca.org.
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新「もしもし」編集部発足！ 翻訳者募集
/ 大木  早苗

「もしもし」7・8月号から、
エルドン・キムソンとアヤ・キムソン夫妻が編

集を担当します。
連絡は  moshimoshi@ejca.org です。
「もしもし」

の発行は1977年に始まり、ほとんど隔月に発行しています。
こちらか

ら1977年以来の
「もしもし」が読めるのをご存知ですか？Newsletter
Archive

素晴らしい読み物や情報が一杯。
エドモントン日本文化協

会の宝物です。

これからも隔月1，3，5，7，9，11月の下旬に
「もしもし」を発行いたしま

す。
会員の皆様が「もしもし」を楽しみにしてくださるような内容を維持
するためにも、皆様からの投稿はとても貴重です。
今まで通り、投稿締
め切り日は1，3，5，7，9，11月の15日です。

「もしもし」は全文を英語と日本語で読んでいただけるのが、
カナダ

の中の日系新聞の中でも際立った特長です。
この翻訳をしていただく
方数人を募集しています。
難しい文はありませんから、翻訳ができる

方でしたら、
どなたでもできます。
2か月に1回、1，2日のボランティアで

す。
英語で頂く原稿が多いので、英語から日本語への翻訳が多いです。
翻訳はそれぞれのスタイルでしていただいてけっこうです。
7月からお
手伝いいただける方、是非moshimoshi@ejca.org

い。

へご連絡くださ
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The Benefits of Being an EJCA Member

EJCA会員への特典、
サービス

Do you know someone who might be interested in becoming
an EJCA member just like you? If so, we encourage you to share
this page with them!

ご家族やご友人など、
あなたの周りにEJCAへの加入に興味をお持ち

Become part of our warm, welcoming community
and explore our rich history. Meet likeminded
people who share an interest in Japanese Canadian
culture, and take advantage of the many perks we have
to offer.

カナダの文化と日本の文化が融合するコミュニティ
ー。カナダ文化を知るもよし、日本文化のシェアもよし、
誰でもいつでもWelcomeです！メンバーには特典がいっぱ
い！新しい出会いや未知の自分発見を、安全であたたかなEJCA
Communityで始めませんか？

MEMBERSHIP BENEFITS

会 員 へ の 特 典 や サ ー ビス

/ Eldon Kymson

And just in case, refresh your own memory about all
the wonderful things our association has to offer.

1. Learn at our workshops and lessons
We offer a wide variety, both in person and online.

2. Have fun and meet new people at events
We hold a number of indoor, outdoor, and virtual events
every year.

3. Take part in one of our many clubs
From karate to calligraphy, there’s something for everyone.
4. Enjoy Moshi Moshi, our bimonthly newsletter
Get it by email, or a printed copy mailed to your door.
5. Borrow from the Gordon Hirabayashi Library
Take home books and movies for free.

6. Rent our facilities
Use our spaces for events and meetings for a reduced fee.

7. Volunteer your time and talents
Get involved in our activities and events, and meet new people
while doing it.

8. Lead our membership
Take advantage of leading roles in clubs, committees, and even
our Board.

/ エルドン  キムソン

の方はいらっしゃいませんか？以下に挙げた会員への特典やサービス
を、ぜひそんな皆さんとシェアしていただけたらと思います！

1. 学ぶ
ワークショップやレッスンは対面＆ オンライン！日本語のレッスンは幼
児からシニアまで、幅広く学べます。
2. 新しい出会い
屋内外の楽しみあふれるイベントや、どこからでも参加OK なOnline
イベントで、
ワクワクする出会いがあなたを待っています！
3. 豊かな時間をClub活動で
空手やお習字など、日本文化を伝えるバラエティー豊かなクラブで、
あなたの才能を伸ばしてみませんか？
4. ニュースレターMoshi Moshi
旬な話題とEJCAの｢今｣をメール又は郵送でお届けします。

5. 日本語にふれる
個人では手にすることが難しい本やビデオを、平林Libraryでは無料
で貸し出ししています。

6. あなたの「創る」をサポート
レッスン、セミナー、
イベントなどメンバー料金で、
スペースレンタル致
します。

7. あなたが主役のボランティア
あなたが活躍する場を広げませんか? まだ眠っている才能を花開かせ
ませんか?
8. リーダーシップチャレンジ
Clubのリーダーや委員会、役員などにチャレンジしてみませんか?
あなたのワクを広げ、仕事に役立つ経験の場がココにあります！
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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

Get noticed here!

Advertising in Moshi Moshi means reaching
our targeted audience at a modest cost. Plus,
members receive special pricing.

Interested? Email moshimoshi@ejca.org or visit
https://ejca.org/moshi-moshi-ads to learn more.

MOSHI MOSHI / MAY–JUNE 2021 / EJCA

21

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

EJCA-Argyll Joint
Committee
Brenda Madsen
Paul Fujishige
Bruce Robertson (non-voting)
Culture Programs
Work Group
Mineko Koto
Noriko Taira
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

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

Natsu Matsuri Work Group
Hideji Ono (Chair)

Vision

NAJC Liaison
Paul Fujishige
Takashi Ohki
Tamara Sutherland
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

Web Redesign Project
Andre Prefontaine
Eldon Kymson
Sanae Ohki
Stefan Grossmann

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 Canadian 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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Committee Advocating for
Racial Equality (ad-hoc)
Carley Okamura
Carol Okamoto
Eldon Kymson
Kevin Higa
Oliver Rossier
Olenka Bilash
Paul Fujishige (Chair)
Steven Bello
Takashi Ohki
Scholarship & Grant
Work Group
David Mitsui
Daiyo Sawada
Heritage Festival
John Priegert
Omar Amer (Chair)
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

としての参加する。

Editorial address
6750 88 St NW
Edmonton, Alberta
T6E 5H6

780-466-8166
moshimoshi@ejca.org
ejca.org
Editors
Takashi Ohki
Sanae Ohki
Aya Kymson
Eldon Kymson
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