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PRESIDENT’S CORNER

会 長 便り

/ Paul Fujishige

Plans are well underway for the staging of Hold
These Truths, a play about Dr. Gordon Hirabayashi.
Confirmed dates in May and locations will be
announced shortly.

Many of you knew Gordon as a member and president of EJCA.
Others knew him as the Chair of the Sociology Department
at the University of Alberta. His life-long fight for justice and
human rights in both the United States and Canada is not
well known by many in our community, but his example is so
relevant today.
The play by Jeanne Sakata will raise our awareness and
hopefully encourage us to come together and stand up against
the racial intolerance that still exists in our society today.
Events are being planned to bring together other cultural/
ethnic groups and foster dialogue and action that honours his
life-long work.  
The play will be one way we will be remembering the 80th
anniversary of the internment of Japanese Canadians during
the second world war. 2022 also marks the 75th anniversary of
the creation of a national Japanese Canadian Association.
Perhaps the best description of his life came from the words
of President Barack Obama, who awarded Gordon the
Presidential Medal of Freedom posthumously in 2012.  

“In his open defiance of discrimination against Japanese
Americans during World War II, Gordon Kiyoshi Hirabayashi
demanded our nation live up to its founding principles.
Imprisoned for ignoring curfew and refusing to register for
internment camps, he took his case to the Supreme Court,
which ruled against him in 1943. Refusing to abandon his belief
in an America that stands for fundamental human rights, he
pursued justice until his conviction was overturned in 1987.
Gordon Hirabayashi’s legacy reminds us that patriotism
is rooted not in ethnicity, but in our shared ideals. And his
example will forever call us to defend the liberty of all our
citizens.”
While the Omicron variant of COVID-19 continues to delay a
return to normalcy, we are looking hopefully to the future. We
are planning to participate in the Heritage Festival this August
after a two-year absence. Thank you to Connor Tanaka who
has stepped forward to be our Pavilion Chair. He has already
started to assemble a team. If you are interested in getting
involved, contact our office and we will connect you with
Connor.
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/ ポール・フジシゲ

前々からお話ししてきました、ゴードン・ヒラバヤシ博

士の生涯を描いた舞台『Hold These Truths』の公演実

現へ向け、着々と準備を進めています。公演場所や５月の公

演日などの詳細はもうじき発表となります。

多くの皆様はヒラバヤシ博士がEJCAの会員、そして会長であったこ

とをご存じかと思います。アルバータ大学社会学科の学科長としての
博士をご存知の方もいらっしゃると思います。しかし、博士が生涯に
渡り、正義と人権のためアメリカとカナダで尽力したことについて詳
しく知る人はあまりいないように思います。彼が示した姿勢は、現代
社会においてとても良いお手本となるものです。

ジーン・サカタさん作のこの舞台が、今日に存在する人種的不寛容さ
に対する関心を高め、共に立ち向かう後押しをしてくれれば良いと

思います。また、他の文化背景を持つ人たちとも繋がりを作ったり、
ヒラバヤシ博士の長年の実績を讃えるためのイベントも企画してい
ます。

この舞台は第二次世界大戦中の日系カナダ人強制収容から８０年と
なる節目を記憶しておくための一つの方法です。２０２２年はまた、
全カナダ日系人協会設立７５周年でもあります。

ヒラバヤシ博士の生涯を一番的確に著したものは、２０１２年に故ヒ
ラバヤシ博士に大統領自由勲章が授与された際のオバマ元大統領
の言葉ではないでしょうか。

『ゴードン・キヨシ・ヒラバヤシ氏は、第二次世界大戦中における日

系アメリカ人に対する人種差別に公然たる対抗をし、国民に、この国
の創立の信念に恥じない行動をするよう求めました。夜間外出禁止
令と強制収容を拒否して投獄され、これを不服とし最高裁判所まで

いきましたが１９４３年に敗訴が決まりました。しかし彼は、基本的

人権を支持するアメリカという考え方を決して捨てることなく、１９８
７年に有罪判決が覆されるまで正義を追い求め続けました。ゴード

ン・ヒラバヤシ氏が築いたものは、愛国心とは民族の中ではなく、共

に抱く理想のなかに根付くものだと気づかせてくれます。彼の示した

姿勢は、全ての国民の自由を守るよう、私たちを奮起させ続けるでし
ょう。』

新型コロナウイルス感染症のオミクロン株による影響で、以前のよう
な生活に戻るのに時間を要していますが、未来は明るいものと信じ
ています。８月にはヘリテージ・フェスティバルへ２年ぶりの参加を

予定しております。リーダー役を買って出てくれたコナー・タナカさん
に感謝します。ボランティアなど、ヘリテージ・フェスティバルに関わ

りたいと思ってくださる方がいらっしゃいましたら、EJCAまでご連絡
ください。

2

We will continue to offer online webinars in the coming
months, as well as some activities at the Centre with masking
and social distancing. Some upcoming events are described
elsewhere in Moshi Moshi, others will be sent to you via email
or will be posted on our website.

On Wednesday, February 23rd your Board is inviting all
members to a Zoom get together. This will be your chance to
let us know your thoughts and ideas for the future. It is also our
opportunity to discuss our priorities and plans. See the ad for
this event in this issue and make plans to attend.
Renovations to our Centre are mostly completed. While
construction is finished, the movement of furniture and
equipment, as well as clean up continues. The financial hit
of this major project has depleted the joint account we share
with the Argyll Community League. Each organization will also
need to put in up to an extra $6,000 to fully cover the cost.
I had erroneously reported at the AGM that the project was
completely covered by a grant from the Community League.
Once the final numbers came in and the terms of the grant
were understood, that changed. My apologies for this error.

We all hope that this will be the year we can get to a new
normal. It appears some things will be different going forward
but perhaps the worst will be behind us in the next few months.
We hope you continue your vigilance and take the necessary
precautions so that you are as healthy as possible. Thank you
for continuing to support EJCA through your membership and
involvement.

Meet The Board Night

Please join us for a Zoom meeting with President Paul Fujishige
and members of the Board of EJCA.
Date: Wednesday, February 23rd
Time: 7:00 to 9:00 pm
Location: Zoom call (Online)
Registration: https://ejca.org/event-4645770

Members should register by Monday, February 21st. Registrants
will be sent a Zoom link after registration.
This will be an informal and informative session. A brief agenda
will be sent to registrants prior to the meeting.

今後も、オンラインセミナーなどを継続していく予定でいます。

同時に、マスク着用やソーシャルディスタンスなどの対策を取りつ

つ、EJCAセンターでの活動も計画したいと思います。これらのイベン
ト情報は会報「もしもし」やEメール、ウェブサイトで告知されます。
２月２３日（水）に、Zoomで役員会主催の集いをオンラインで開催

します。今後の活動に関するアイディアがある方はぜひこの場を利用
して私たちに教えてください。EJCAとしての優先事項や計画などを

話し合ういい機会でもあります。詳細は、この号に別途記載しておき
ます。みなさんのご参加をお待ちしています。

センターの改装も完成が間近です。工事が終わっていく中、家具や機
材を再配置したり、掃除を進めています。この大掛かりなプロジェク
トは、アーガイル・コミュニティーリーグとの共同口座をほぼ使い切

るものとなりました。費用を賄うために、それぞれの団体はさらに最
大で６０００ドル程支払う必要があります。年次総会で、このプロジ
ェクトの費用はコミュニティーリーグからの補助金から全て支払わ
れていると、誤った報告をしてしまいました。最終的な費用と、補助

金に関する条件を今一度確認しました。 誤った情報をお伝えしてし
まったこと、お詫び申し上げます。

今年は、
「新しい通常」を造っていく年になると良いと思います。全

て今まで通りとは行きませんが、じきに少しずつ好転していくかもし

れません。みなさん、今後も引き続き健康と安全に気を配ってくださ
い。会員活動などを通じ、EJCAを支えてくださり誠にありがとうご
ざいます。

役員会メンバーと、
お話ししましょう！

EJCA役員会主催の集いをオンライン（Zoom）で行います。会長ポー
ル・フジシゲと役員たちが皆様のご参加をお待ちしております。
日時：２月２３日（水） 午後７時〜９時
場所：Zoom（オンライン）

登録：https://ejca.org/event-4645770

ご参加をご希望の方は、２月２１日（月）までの参加登録を上記URL
よりお願いいたします。ご登録いただいた方へ、Zoomミーティング
への招待URLをお送りします。

お気軽にご参加いただける情報交換の場にしたいと思っています。

事前に主な話題のリストをメールでお送りします。日本語を話す役員

が、日本語の質問などに対応いたしますのでどうぞご参加ください。
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The Girls’ Day Menstrual Products
Collection Drive

ひな祭りプロジェクト、生理用品コレクショ
ンドライブ

Celebrate Japan’s Girls’ day in a little different but meaningful
way!

EJCAではひな祭りに因み、この３月に生理用品の寄贈を募るコレク

/ Yuka Good Striker

EJCA will run a menstrual products (feminine hygiene
products) collection drive in March to celebrate the Girls’ day
(Hina-matsuri).

We’re planning on placing some collection bins decorated with
the Girls’ Day theme at EJCA and other locations to collect
menstrual products during March. We’ll be donating collected
items to local non-profit organizations.
The purpose of this event is to make a contribution to end the
“period poverty” while sharing Japanese tradition to celebrate
girls’ health and happiness.
The period poverty is very much real in Edmonton. For
example, many girls in school cannot afford menstrual
products in Edmonton. To address this issue, the Edmonton
Public School Board has started providing free menstrual
products last year. The City of Edmonton also has started
providing free menstrual products in city-owned facilities.
EJCA can help, too.

To make this event successful, we are looking for:

• Volunteers who can help prepare and decorate
collection bins

• Business owners who can let us place collections bins
during the campaign

If you are interested in, please contact Yuka at
director8@ejca.org

/ グッドストライカー

由香

ションドライブを行います。

EJCAの会館を含む数ヶ所に、ひな祭りをテーマにデコレーションし
た回収箱を設置させていただき、生理用品の寄贈を３月の間の１ヶ

月間募り、集まった生理用品を市内の非営利団体に寄贈する計画を
進めています。

このプロジェクトの目的は、生理の貧困の解消に寄与し、女の子の
健康と幸せを祝う日本の伝統を分かち合うことです。

生理の貧困は現実としてエドモントンに存在します。例えば、数多く
の女子生徒が経済的な理由で生理用品を購入することができませ

ん。この問題に取り組むため、エドモントン公立学校委員会では学

校で無料の生理用品を支給することを昨年から始めました。エドモ
ントン市も市営の施設に無料の生理用品を置くようになりました。
EJCAもこの問題の解消に貢献できるのです。

このプロジェクトの成功のために、EJCAは現在プロジェクトを応援
していただける方を募集しています。

• 回収箱の制作、飾りつけをしてくださるボランティアの方々

• お店やレストラン等を経営していらっしゃる方で回収箱を置か
せてくださる方

ご興味がおありでしたら、担当のグッドストライカー由香までお気軽
にご連絡ください。
（director8@ejca.org）

皆さまとプロジェクトができるのを楽しみにしております。

We’re looking forward to working with you!

Hina Matsuri – Sales of Japanese
Sweets

ひな祭りー和菓子はいかがですか？

The last EJCA event held before all other events were cancelled
due to COVID-19 was Hina Matsuri Festival on March 7, 2020.

ドモントン日本文化協会の行事は２０２０年３月７日のひな祭りでし

/ Sanae Ohki

It has already been two years! Although it may not be like the
Hina Matsuri Festival from two years ago, we are planning to
have some sort of enjoyable event this year if the situation
allows.
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/ 大木早苗

コロナ禍によって会館での活動が休止される前、最後に行われたエ
た。

あれから2年になります！今年も２年前のようなひな祭りはできそう

にありませんが、状況に応じて何らかの形で、楽しい時間をご一緒に
持ちたいと思っております。
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The current plan is to prepare a few kinds of traditional
Japanese sweets and have a sale event so that you can enjoy
them. If we can find enough volunteers to make these sweets,
we would like to make this happen. For instance, we wonder if
you would be interested in a set of Daifuku, Sakura Mochi and
Taiyaki. Similar to the mochi sale held for New Years in the past,
we would like to accept pre-orders for sweets provided that we
can find enough volunteers. Details will be provided via email.

数種類の和菓子をセットにして、皆様に楽しんでいただこうという計

Volunteers needed: we’re looking for volunteers to make
traditional Japanese sweets. At EJCA centre, we will make
50–100 each of a few kinds of sweets that can be frozen. We are
also looking for volunteers who can make red bean paste filling
at home. EJCA will cover the cost of the ingredients.

和菓子作りのボランティア募集：冷凍可能な和菓子を３種類ぐら

If you’d like to help, please email us at events@ejca.org by
January 31, 2022, and let us know your name and the type of
sweets that you can make including red bean paste filling.

オンラインセミナー：新型コロナ最新情報と
アルバータ州COVID-19 近況

２０２２年に入り、
オミクロン株による新型コロナの蔓延は、多くの方
にとって懸念となっているのではないでしょうか。
その上、英語によるア
ルバータ州やカナダの情報を見聞きし、
さらに日本語の情報も目にし
たりなど、
どれが信頼できる情報なのだろうという不安もついて回る
のではないでしょうか。
エドモントン日本文化協会では会員の館野透医師に、新型コロナにつ
いての最新情報とアルバータ州におけるCOVID-19の近況を、日本語
で話していただくセミナーを企画いたしました。
日時：
場所：
登録：

２０２２年１月２９日（土）午後７時〜８時３０分
Zoomによるオンラインセミナー
参加費は無料ですが、下記のURLより１月２７日までにご登
録をお願いいたします。
https://ejca.org/event-4643144
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画を立てています。和菓子を作っていただけるボランティアの方がお

いででしたら、実行に移したいと思っています。例えば、大福、桜餅、
たい焼きのセットはいかがでしょうか？お正月用に販売したお餅の

ように予約をいただいて作ります。詳細はメールでお知らせいたしま
す。

い、それぞれのお菓子を５０〜１００個会館で作ります。餡だけご自
宅で作っていただける方も募集しています。
材料費はEJCAで負担します。

お手伝いいただける方は、お名前、作れるお菓子の種類（又は餡だ
け）などをご記入のうえ、１月３１日までに events@ejca.org へご
連絡ください。

現在時点で、次のような質問が出ています。
• ワクチンの効果とオミクロン株
• 子供のワクチン

• 日本への帰国は大丈夫？

• 日本とアルバータ州のコロナ対策の違い

• 感染したらどのように治療をうけられる？

今回のセミナーは、
エドモントン日本文化協会会員とエドモントン補
習校保護者を対象にしていますが、
それ以外の方でもご参加可能で
す。

ご登録していただいた方へ、セミナーの前日１月２８日（金）に、Zoom
の招待URLをメールでお送りします。

館野医師へのご質問がある方は、
１月２５日までに events@ejca.org
へご連絡ください。
館野医師の判断で、当日お答えするかどうか決め
ていただきます。

5

Matsu no Kai Club:
President’s Message

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.
Or come as a guest, but phone Alan or May ahead of time so we
can arrange to have a lunch for you.
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca
(780-435-8462)
or

For more information, please contact:
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com  
(587-990-0775)
Louise Wong, club Membership at louisewong@shaw.ca
(780-487-7099)

松の会 会長の挨拶

松の会の例会は毎月第４水曜日（１２月を除く）にEJCAの会館で行

われます。５５歳以上のＥＪＣＡ会員の皆様のご参加をお待ちしてい
ます。ゲストとしてのご参加も歓迎しております。ゲストとしてお越し

いただく場合は、昼食の用意がありますので事前にアランかメイまで
ご連絡をお願いいたします。
松の会連絡先：

松の会会長 アラン・デイビス：ardavis@ardsys.ca
(780-435-8462)

メイ・ウエダ（松の会秘書）：mayekoathome@gmail.com
(587-990-0775)

ルイーズ・ウォン（松の会会員係）：louisewong@shaw.ca
(780-487-7099)

Library Corner

図書館便り

あけましておめでとう (Happy New Year)!

皆さんあけましておめでとうございます！

/ Cathy Tennant

We hope you are all staying safe and in good health. In an effort
to stay safe, many of us are staying home as much as possible
but with the warmer day-time weather predicted for the next
couple of weeks, hopefully you will be able to get out for some
fresh air.
Although the library will remain closed for in-person visiting
until March, the volunteers have started to go to the library to
register new books and look after online reservations.

It’s good to see that the online reservation system is starting to
be used more so if you haven’t used it yet, we encourage you to
try the “reserve and pick up” process. The instructions are on
the EJCA website under the “Library” tab.
We have many new items and will be ordering more, so keep
updated on some of our new additions by watching the “new
item list” and for book/video reviews in each issue of Moshi
Moshi.

Please contact us at library@ejca.org if you have any questions
or suggestions for new purchases.
Stay safe!

Library Work Group Volunteers
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/ キャシー・テナント

今年も皆さんが安全で健康でいられるように願っています。ご自宅

で時間を過ごすことが多いとは思いますが、しばらくは日中暖かい日
が続くという予報が出ていますので、皆さんが外にでて新鮮な空気
を味わう時間があるといいなと思います。

図書館への来館は３月まで延期とはなっていますが、ボランティアの
係たちはもうすでに図書館にて新しい書籍の登録やオンラインにて
の貸出に精を出しています。

オンラインの予約システムが軌道に乗り始めましたが、もしまだ使用
したことが無い方はEJCAウェブサイトの「Library」にありますご使

用方法をご参照下さい。図書館の情報と、
「予約と受け取り」方法に
ついてのセクションがあります。

続々と新しい書籍も届いておりますし、これから発注予定の本や映画
もありますので、是非EJCA会報『もしもし』の書評にて紹介されて
いる新しい本についても読んでみて下さい。

質問や書籍購入のリクエストがありましたら是非、図書館宛にご連
絡下さい。

library@ejca.org

図書館ボランティアグループより
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Book Review: This is Normal Japanese
Life! by Hiroyuki Eguchi and Stuart
Varnam-Atkin

書評：
『英語で伝えたい いつもの日本』江口
裕之／ステュウット・ヴァーナム-アットキン
著

Are you interested in the everyday etiquette that people in
Japanese society use for polite practises with each other?
Better yet, are you interested in the historical reasons why
these cultural norms developed? This is Normal Japanese
Life! explains the ins and outs of different social situations for
people new to Japanese culture,
so that they have a starting point
from which they can know how
to conduct themselves without
offending those around them.

日本社会で、人々がお互いに礼儀正しくあるために使う日常のエチ

/ Adeline Panamaroff

This book is written in an interview
style, with a non-Japanese person
asking a native Japanese individual
what is the cultural motivation
behind certain social situations.
The conversational tone of the
explanations gives a relaxed, casual
feel to the text that makes the
reading experience entertaining,
while giving some interesting
historical background information
to the social customs of Japanese
culture. For example, how to eat
sushi, with your hand or with
chopsticks; how to pray at temples;
and how to conduct yourself at
onsen.

This book is bilingual, with one
page in English, and the facing
page in Japanese. At the end of
each discussion section is a more
detailed "Columns” section where
information is given in Japanese about the subject being
discussed. This is followed by a bilingual section that has
alternating English and Japanese phrases and sentences
offering an opportunity for some language skills to be learned.
These sections are indexed to refer to audio tracks on the 2
CDs, which accompany the book.
This Is Normal Japanse Life! is a new addition to the EJCA
library, and can be found with the book ID number LJ 5080.

MOSHI MOSHI 55 / JANUARY–FEBRUARY 2022 / EJCA

/ アデリーン・パナマロフ

ケットについて興味がありますか？そのような文化的な基準ができ

た歴史的な理由に興味がありますか？『英語で伝えたい いつもの日
本』は日本での社会生活における様々な状況を、日本文化について

あまり知識のない人向けに詳しく説明しています。この詳しい説明に
よって、日本の文化についてあまり知識

のない人も、周りの人の気分を害するこ
となく日本で行動するための起点を持
つことができます。

この本はインタビュー形式で書かれて

います。日本人ではない人が、社会生活

におけるいろいろなシチュエーションで
なぜ日本人がその行動をとるのか、その
文化的な理由について日本人に訊ねて
います。この本は日本の習慣の裏にあ

る興味深い、歴史的な背景に関する情
報を提供する一方で、説明が会話形式

でなされているため、全体的にカジュア
ルでリラックスした感じがあり、息抜き
に楽しみとして読むこともできます。例
えば、お寿司は指で食べるのかお箸で

食べるのか、とか、お寺での参拝の仕方
や温泉でのマナーについてなどが書か
れています。

この本は日本語と英語の二か国語で書
かれています。本のページを開くと、片
側が英語で、その反対側に日本語があ

ります。毎ページの最後には必ずより詳
しいコラムのセクションがあり、そこに

は日本語でそのページで扱われた題材の情報が書かれています。そ

のセクションの後には、日本語の表現と文が英語の翻訳を伴って書
かれており、語学を少し学ぶことができます。このコーナーは全て付
属の2枚組のCDに収録されていて、索引にどのコーナーがCDのどこ
に録音されているか書かれています。

『英語で伝えたい いつもの日本』はEJCAの図書室に新しく加えら
れた書籍で、ID番号LJ 5080で見つけることができます。
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Book Review: This is Ordinary
Japanese Life! by Hiroyuki Eguchi,
Stuart Varnam-Atkin

書評：
『英語で伝えたい ふつうの日本』江
口裕之／ステュウット・ヴァーナム-アットキ
ン著

This bilingual, Japanese/English book talks about different
cultural aspects of Japanese society ranging from the role of
seaweed in traditional cuisine to how apologies are used in
creating stronger relationships within Japanese society.

この日本語と英語の二か国語で書かれた本は、日本社会の様々な側

/ Adeline Panamaroff

This book is written in a
conversational structure where a
person unfamiliar with a particular
aspect of Japanese culture asks
a Japanese friend the meaning
and historical development of
a particular subject. One page
is written in English while the
facing page is translated into
Japanese. Each two-page section
concludes with a “Columns and
Useful Expressions” section that is
indexed against an audio track on
the enclosed two CD set. The audio
tracks read out set phrases in both
English and Japanese so that the
Japanese translation of the phrase
can be learned both by listening and
visually following along in the book.
This is Ordinary Japanese Life! is
a companion to the book, This is
Normal Japanese Life!, written by
the same authors.

This book was entertaining in that
it gave historical information on
how traditional aspects of Japanese
culture came to be, such as the
universal concept of uniformity, respect when talking to one's
betters, and the etiquette behind wearing slippers. Even if this
book is only read for its English components, which is how I
read the book, it can serve as a useful resource for learning
some of the more subtle aspects of Japanese polite society.

This book can be found in the EJCA Library with the ID number
LJ 5081.
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/ アデリーン・パナマロフ

面、海苔が伝統的な日本の料理で果たす役割から、謝罪が日本の社
会でいかにしてより強い人間関係を築くのに使われているかまで、を
語っています。

この本は、日本のある面に関してあまり
詳しくない人物が、日本人の友人にその
ことに関しての意味・意義や歴史的な
背景を聞く、という対話形式で書かれ

ています。本のページを開くと、片側が
英語で、その反対側に日本語の翻訳が

あります。各セクションの最後には「コ

ラムと役立つ表現」のコーナーがあり、
このコーナーは全て付属の2枚組のCD

に収録されていて、索引にどのコーナー
がCDのどこに録音されているか書かれ
ています。このCDには役立つ表現が日

本語と英語の両方で録音されているの
で、日本語の表現を耳からと目からの
両方で、学ぶことができます。

この『英語で伝えたい ふつうの日本』
は同じ作者による『英語で伝えたい い
つもの日本』の姉妹本です。

この本の面白いところは、日本の伝統

や習慣の由来が書かれているところで

す。例えば、均一性の普遍的な概念、目
上の人と話す時には尊敬の念を表すこ

と、スリッパを履く習慣の背景にあるエ

チケットなどについて書かれています。

英語の部分だけを読んでも（私もそういう形でこの本を読んだので

すが）、この本は、礼儀正しい日本社会のとらえがたい繊細な面を、
いくらか学ぶことのできる有益な情報源として役立ちます。

『英語で伝えたい ふつうの日本』 はEJCA図書館にてID番号
LJ 5081 で見つけることができます。
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ドングリ

/ ダルビア・ギル

みなさん、あけましておめでとうございます！お正月はどのようにお
過ごしでしたか。私は寒くて毛布に隠れていました。

今日は宮崎市の小学校に勤めた楽しい思い出について少し語りたい
です。

Acorn

/ Dalvir Gill

Happy new year everyone! How did you guys spend your new
year? For me, I spent it hiding from the cold wrapped up in a
blanket. Today, I’d like to give a brief retelling of a fond memory
I have while working at an Elementary school in Miyazaki-City.

For starters, I’ll give a short description of the school. Shichino
Elementary School is located on the outskirts of the Miyazaki
Metropolitan area, along the Wanitsuka Mountain range,
surrounded by green and blessed with a dazzling view. From
the back garden of the school, you can even spot wild monkeys,
from far away. For me, being able to see such a view from my
place of work was truly a thing of luck.
Out of all of the experiences I had at Shichino Elementary, it’s
fairly difficult to choose what’s my absolute favourite, but I’d
have to say I had so much fun going to an acorn gathering with
the 4th year students. Generally, my responsibilities revolved
around english language teaching and lesson planning but on
one occasion I was surprised with an invite from the fourth year
instructor Matsuda Sensei, which I gladly accepted. About 500
metres from the school was a narrow mountain road filled with
acorn trees.
Getting ready to go gather the acorns really took me back to
my time as an elementary student. The moment I stepped
outside I became an explorer rather than an English instructor
and my job had turned into an adventure. It was also super
nice to have the students and Matsuda Sensei both ask me
about the various pronunciations of the various things we saw,
simultaneously letting me adventure and teach together.

Above just how much fun it was to gather acorns with the
students, the opportunity to strengthen our bonds was truly
special. While I don’t remember all the finer details, I still
remember how wonderful that time was, a fragment of the past
that still lives on in my heart.
It’s definitely a bit of a cliche retelling but I’d like to sincerely
thank everyone for reading along!
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まずはその小学校の紹介をしましょう。宮崎市の郊外にある鰐塚山
に沿って緑いっぱいに囲まれた七野小学校は、ものすごく眩い景色

に恵まれたところです。学校の庭から野生の猿も遠くに見かけられま
した。そんな自然を職場から見られるのはラッキーなことでしたね。

七野小学校での全ての思い出の中でどの経験が一番良かったか選ぶ
のは、やはり難しいことですが、最も素敵な記憶はおそらく四年生達
と一緒にしたドングリ集めだと思います。普段私は英語指導と英語

授業の準備に関わったのですが、四年生担当の松田先生に誘われ、

少し驚きつつ喜んで招待を受け取りました。七野小学校からおよそ５
００メートル先にある狭い山道にはたくさんのドングリの木がありま
した。

ドングリ拾いの準備をしていた私は、その瞬間自分の小学校生時代
に戻ったようでした。外に踏み出したとたんに私は英語教師の代わ

りに探検者になって、仕事は冒険になりました。山道を散歩しながら
学生達と松田先生も好奇心旺盛な心で色々なものの英語発音を聞
いて、冒険していた私は同時に英語を教えることが出来ました。

学生達と一緒にしたドングリ集めはもちろん楽しかったですが、その
上、あの時にお互いの絆を強化できたのはとても特別です。細かい

ことははっきり覚えていないんですが、２年経った今でも、あの日に

作られた思い出はとても素晴らしく感じます。過去のカケラですが、

心の中に確かに残っています。改めて話すのは少々気恥ずかしいです
が、読者のみなさん心を込めてありがとうございます！

ADVERTISEMENT

Joji 山下
Workshop Coordinator
Vancouver, BC, Canada

WEB ARTS 3000 Workshops
Chair Yoga* Magic* Self-Defence* Home Page Editing
604-983-0732 (Text)
webarts3000@yahoo.com
www.webarts3000.magix.net/public
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Tsume #4

詰将棋 ＃4

Tsume shogi (詰将棋 or 詰め将棋, tsume shōgi) or tsume
(詰め) is the Japanese term for a shogi miniature problem in
which the goal is to checkmate the opponent’s king.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi). Every move has
to be a check!

詰将棋とは将棋のルールを用いたパズルで、詰め将棋と表記される

/ Lénárd & Stefan Grossmann

/ レナード & ステファン・グロスマン

ことも。駒が配置された将棋の局面から王手の連続で相手の玉将を
詰めるパズル。

Visit https://ejca.org/Young-Members-Group and check out our
next upcoming events and tournaments, or contact us
Review the beginner material we put together for you:
https://tinyurl.com/y3z4ffmj

将棋をもっと学びたい方は以下リンクへどうぞ。

https://ejca.org/Young-Members-Group （次のEJCA将棋イベン
トやトーナメントをチェック）

https://tinyurl.com/y3z4ffmj (初心者向けの資料をまとめたもの)

Pieces in hand for Gote

January Tsume
Level: Harder
Sente moves

Don’t put King and
Rook close together.
- Shogi proverb

Pieces in hand for Sente

Solution for November
(Sente moves first)

1. Bishop drops on 2-1
2. Gold captures on 2-1
3. Rook captures on 2-1
and promotes

Diagram shows position
after the first move.
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Solution for January
Look for it in the next issue
of Moshi Moshi!
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EJCA Holiday Quiz

EJCA ホリデークイズ

Even trivia can be a fun team activity to enjoy from the comfort
of your home… and so we had a lovely group of EJCA members
registered for our first online quiz event on December 19th.

トリビアゲームはみんなと一緒にお家で寛ぎながら楽しめる活動で

/ Lénárd & Stefan Grossmann

It turned out to be a tight competition for the top spots on the
leaderboard, right up to the very last question, while everyone
was merrily commenting on their progress on Zoom.

Questions had been carefully crafted by the hosts from various
categories, and some were really hard :-)
Congrats again to the lucky winners!
We hope to see many
more of you at the
next opportunity and
as always, let us know
if you have any event
ideas or want to help
craft the next edition—
maybe a Japanese
language edition!

/ レナード & ステファン・グロスマン

す。１２月１９日には、EJCAの会員さん達と初のオンラインクイズ大
会を行いました。

参加者のみなさんはお互いZOOMで楽しくお喋りしながらも、一位
を目指し最後の質問まで精一杯勝負しました。

ゲームホスト達が色々な種類の問題を用意してくれ、結構な難題も
ありました。

ラッキーな勝利者のみなさん、おめでとうございます！

次のゲームナイトではより多

くの方々のご参加を楽しみに
しています。今後は日本語で
行うこともできるようになる

かもしれません。アイデアが

ある方、ゲーム大会をサポー

トしてくださる方がいましたら
ぜひご連絡ください！

Karaoke Mini Concert

カラオケミニコンサート

Hello everyone, I hope you had a safe 2021.

皆さま、２０２１年は無事にお過ごしになったでしょうか？

/ Yoshie Kaneda

On December 17th, 2021, we at the Edmonton Karaoke Club
held a Christmas mini-concert. It was a small event with family
and friends.
After frantically trying to prepare my singing voice and posting
memos of song lyrics all over, I managed to memorize them,
but what would I do if I forgot everything I practiced?
As I scrambled through my closet to find a nice dress and
choose appropriate matching accessories, my heart beat with
MOSHI MOSHI 55 / JANUARY–FEBRUARY 2022 / EJCA

/ 金田

芳枝

２０２１年１２月１７日にエドモントン・カラオケクラブは、クリスマス
ミニコンサートを開催致しました。お友達と家族だけの小さなパー
ティでした。

一生懸命、声を出す練習をしたり、必死に歌詞を覚えなきゃと、紙に
書いた物をあちこちに貼ってみたりしてやっと頭に入れたのに、本番
になったら忘れたりしたのは一体どうしたことでしょうか。

あれこれ、クローゼットをひっかきまわして、体型をカバーしてくれそ
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excitement as for the first time in a long time I was able to
spend a wonderful moment in time with friends and family.

Despite a year where we were seldom able to gather, on that
day everyone was able to exchange warm greetings with good
fortune smiled upon us.

After quietly eating our delicious sushi bentos, we kicked off the
first concert.
As the guests went before
me, the nervous anticipation
brought about a parched
sensation. As we get older,
our voices seem to get
weakened, but we all love
to sing. I pressed down
the keys, searched for, and
selected my go-to song, one
that best represented me.

うなドレスをやっと探し出し、それに合う飾りをああでもない、こうで

もないと、久しぶりに心をときめかせながら楽しいひと時を仲間と過
ごしました。

日頃なかなか集まることもできない一年でしたが、この日は皆、病気
や災難なく、笑顔で挨拶を交わすことが出来ました。

おいしい寿司弁当を届けてもらい、黙食（！）して、第一部コンサート
の始まりです。

口の中がからからに乾きまし

た。年を経るごとに、声も出な
くなるばかりですが、歌うこと

が何より好きなメンバーです。
キーを下げたり、いつもの十八
番を選んだりして、自分らしさ
を出せる曲を見つけました。

メンバーのアイデアで、色とり

We further livened up the
atmosphere by taking
colourful balloons for each
member and waving them
to the beat of each song,
as suggested by one of our
members.

During the break before
the second round of songs,
two members of the Nichibu Wakaba club gave a duet dance
performance. Based on Yoshimi Tendos’ Chindo Monogatari
and accompanied by matching kimonos, the thoughtfully
choreographed dance by the Wakaba club Frueh Sensei was
lovingly received by everyone.

Under COVID-19 regulations, special events such as this have
been rather rare, but being able to have such a melodious
party bestowed courage and hope to our hearts that have been
struggling with the gloomy days of the past. I’d like to sincerely
thank all the friends and family who gathered together with us
on that frigid night.
Beginning in the new year the Karaoke Club will begin practice
on the 7th of January. Practices will be held on the first and
third Friday of the month during the evenings.

Our members are mostly in their 60s, 70s, and 80s. We’ve gone
through a lot in our lives, but I hope our future will be peaceful
and gentle, and we can spend our days together singing.
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お客様を前にすると、緊張して

どりの風船を一人ずつ持っても
らって、曲に合わせて揺らした

り、なかなかの演出で盛り上が
りました。

第二部が始まる前の休憩時間

に、日舞若葉会メンバーでもあ

る２人の歌仲間が、踊りを披露

しました。天童よしみの「珍島物語」を、若葉会のフルー先生が振付
をしてくださいましたので、お揃いの着物で、歌の合間に少し余興が
入って好評でした。

コロナの規制の中で催し物が殆どない中で、和気あいあいと今回こ

のようなパーティができましたことは、暗くなりがちな私たちの心に
ささやかでも、勇気と明るい希望の光をさしてくれることになりまし

た。寒い夜に集まってくださったお友達や家族の皆様、本当にありが
とうございました。

お正月、７日に新年のカラオケクラブの練習が始まります。月の第１、
第３金曜日の夜がカラオケ時間です。

今や、６０代７０代８０代の私たち。人生色々、歩いて来ましたが、毎
日がゆるやかに流れて行きます。この先もずっと一緒に、穏やかに和
やかにあり続けますように。
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Hanafuda!

花札！

For the three of us, the “Holiday Season” also equals “BoardGame Season”.

私たち家族にとって、ホリデーシーズンはボードゲームシーズンでも

/ Stefan, Lénárd, and Ildikó Grossmann

This time, we were eager to try out a new type of card game
which we had not previously encountered, “Hanafuda” (Flower
Cards), which luckily Santa had left for us underneath the
Christmas tree.

/ ステファン、レナード、イルディコー・グロスマン

あります。毎年この時期になると、今まで遊んだことのない新しいカ

ードゲームなどで遊ぶのを楽しみにしています。今年はラッキーなこ
とに、サンタさんが花札をクリスマスツリーの下に用意してくれてい
ました。

花札について詳しい方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちはま
ず花札の歴史やルールについて調べるところから始めました。
「こい

こい」や「花合わせ」をはじめとし様々な遊び方があるのだと知りま
した。

興味深いことに、現在大規模なビデオゲーム会社として知られる任

天堂（の前身となる会社）は、花札を製造・販売することを目的とし
て設立されたそうです。

写真にもある通り、私たちは月々のお花が描かれた花札ではなく、戦
国大名が描かれたセットを手に入れました。織田家、徳川家、伊達

家、武田家など、戦国時代の名の知れた大名たちが美しく描かれて
You may be familiar with it already, but we had to study up on
the rules and a bit of the background first—it turned out that
there are many different rules and ways to play with, like “KoiKoi” and “Hana-Awase” to name a few.
Interestingly, Nintendo—a large multinational video-gaming
company—was originally founded for the purpose of making
Hanafuda playing cards.

As you can see in the pictures, our set of Hanafuda is themed
not based on flowers but instead on the Clans of the Sengoku
period. So, it wasn't long until we were collecting from famous
clans from that historic era; the Oda, Tokugawa, Date and
Takeda amongst them… Beautiful artwork, desu ne?

Even just playing in the Hana-Awase style, we were still puzzled
by the rules, with different sources giving different accounts...
(For example: Do you always decide what you can keep once
you play a card from your hand AND from the deck?

います。

花合わせを少し遊んでみましたが、まだルールについてはっきりとわ
からない部分があります。いくつかウェブサイトなどを確認してみま
したが、様々な見解があるようで少し困惑します。
（例えば、手元に

何を残すかは、手札と山札両方から出した後で決めるのでしょうか？
それから、ひと月ごとそれぞれ４枚の札がありますが、３枚目の同じ
月の札が出た時、場札の中からペアを作ることはできないのでしょ
うか？４枚目が出るまで待つ必要があると読みましたが…）

みなさんは花札でどのように遊ぶのがお好きですか？また、日本のカ
ードゲームの中で何がお好きですか？

ぜひお聞かせください！メールお待ちしています： lenard@ejca.org
２０２２年おめでとうございます！

With there being four cards in every suit, when and how do you
'lock' a suit—when the third card of a suit is played and the
fourth not drawn yet and for some reason you are not allowed
to pick up a pair from the three but have to wait for the fourth
to appear on the table?)
What is your favourite rule set/play-style for Hanafuda? What
are your favourite Japanese (card) games in general?
We’d love to hear from you: lenard@ejca.org
Happy 2022!
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Mochitsuki at EJCA

EJCA会館での餅つき

It‘s been almost two years since the community last gathered
to honour the Japanese New Year’s tradition of pounding
glutinous sweet rice or “mochi” rice into rice cakes in
celebration of the coming New Year.

前回EJCA会館で、新年を祝う日本の伝統である餅つきを行ってから

/ Connor Tanaka

In careful consideration of Edmonton's existing bylaws and
Alberta Health Services’ recommendations, the board was
pleased to reintroduce mochi sales activity for the 2021/2022
transition.

With the gracious help of the volunteers who donated their
time on Saturday, December 11th, 2021, the event progressed
smoothly and we successfully made 600 pieces of mochi!!

/ コナー・タナカ

もうすでに２年が経ちます。

エドモントン市の規則とアルバータ・ヘルスサービスの推奨に沿っ

て、EJCA役員会は２０２１年末から２０２２年始にかけてのもち販売
を再開することができました。

ボランティアの皆さんの多大な貢献によって、２０２１年１２月１１日

（土曜日）の餅づくりと販売は大成功でした。なんとお餅を６００個
も作りました！

This was personally my first time ever making mochi by hand. I,
like many others, had always believed the art of mochi making
to be an arduous and labour-intensive process; somehow
involving rhythmic screaming and swinging of a large mallet
over a long period of time.
I was pleasantly taken aback by how skillfully the process was
modernized and broken down to us during the orientation.
By the time of our second and third batches, we went from
being green volunteers to acclimatized professionals akin to a
streamlined kitchen brigade.

個人的にはお餅をもち米の状態から作るのは始めてでした。皆さん

も同じようにお考えになるかもしれませんが、伝統的な餅づくりとい
えば時間もかかりかなりの労力を必要とするものだと思っていまし
た。杵を何度も何度も掛け声に合わせて長時間つくといったイメー
ジがあると思います。

実際にオリエンテーションに参加した所、いかに餅つきの過程が分
かりやすく分担されていて機械の使用によって簡易化されているの

かという事に驚きました。最初の１〜２回のローテーションが終わる
頃には私たちはもう既に、経験のないボランティアから台所の流れ
作業のプロフェッショナル並みにまで熟練しました。
The team utilized both Tiger and Zojirushi rice cake machines
to quickly steam and knead the large volume of mochi rice
needed. This saved us a tremendous amount of time such that
while the rice was being allowed to soak, we could rotate in our
tasks efficiently spreading, cutting, and packaging pieces as
soon as each cycle finished.
Throughout the course of the day, I was blessed with a casual
and friendly atmosphere. It was a unique opportunity to
physically interact with my fellow community members, in
which we shared our stories, played songs, and learned from
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ボランティアの私たちはタイガーと象印の餅作り機を使用して大量の
もち米を蒸してつきました。餅作り機が稼働している間にチーム一団
となってもち米を洗って水にさらしたり、出来上がったほっかほかの
お餅を伸ばして切って詰めたりと、機械のお陰で大分時間を短縮出
来ました。

皆さんの暖かく、また肩の凝らない雰囲気のお陰で一日中あっとい
う間に楽しく時間を過ごせました。作業をしている間は個人的な経
験を分かち合ったり、音楽を聞いたり、またお互いの意見を交換し

たりと、日系コミュニティーの人たちと直に触れ合う機会となりまし

た。近年こういった機会は非常に数少なく貴重なものとなっているよ
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one another’s perspectives. Something which I haven’t had
the opportunity to do in too long. I know the pandemic has
been uniquely challenging to all of us in different ways, but I
am liberated and encouraged by how much progress we have
made as both a country and community in overcoming our
personal struggles. It’s more important than ever that we stay
as active as possible while also safely exercising our unique
culture as Japanese Canadians.

I want to extend a sincere appreciation to everyone who placed
an order and became a lucky recipient of one (or two) of the
60 packages of ten mochi pieces prepared (Please let us know
what you thought of the result!)  I’d also like to extend gratitude
to the Centre Manager, Bruce Robertson, who donated his time
to prepare the hall, kitchen, and high traffic walking areas to be
suitable for the day’s activities. Additionally, the success of the
day would not have been possible without the EJCA’s Director,
Sanae Ohki, who spearheaded and organized this event. Two
other volunteers were Maria Tan and Toshie Schultz.
So, to our existing members and new members alike I say
unto you a “Happy New Year” and “Ake-Ome”! I eagerly look
forward to the day I get to both kindle new and rekindle our
relationships at the next event.

エドモントン補習授業校
＊～＊お子様とごいっしょに＊～＊

一日体験入園・体験入学をしませんか？
幼稚科年中組・年長組・小学 1 年
日時：

２ 月１７日（木）

内容：

午後５：３０～６：００

お子様とご一緒に幼稚科・小学 1

午後６：００〜６：３０

幼稚科 (年中年長)・小学 1 年の指

場所：

オンライン授業  Zoomで学年ごとのクラス体験
年のクラスを体験

導概要と学校の説明の後、ご質問にお答えします。

★体験入園入学をご希望の方は、下記リンクからお申し込みくださ
い。Zoomのリンク情報とご案内をお送りいたします。

★２月１７日にご都合のつかない方、他の学年への編入をお考えの方
も、下記のリンクでお知らせいただければ、お返事申し上げます。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTeD65rDYet_
Sp4DZuzvS5qvJKDyU0u66NYb49u_g3CtKB7Q/
viewform?usp=sf_link

★もしくは、長倉：ynaga@shaw.ca にメールでお申し込みくださ
い。

うに感じます。確かに新型コロナ感染症による影響は私たち一人一人
にとって違ったチャレンジとなっていますが、国と自治体が一丸とな

って個々の困難を乗り切るために日々努力する姿を見ていると、私も
心が励まされます。こういった時勢だからこそ日系カナダ人としての

ユニークな文化を可能な限り生活の中で生かしていくのがより大切
なのではないだろうかと思います。

私たちが作ったお餅をお買い上げになった方にここで特別に感謝さ
せて頂きたいです。
（お餅は１パック１０個ずつで合計６０パックの

売上でした。ご賞味下さった方からのご感想を是非心待ちにしてい

ます！）また、玄関口や台所などの人が行き交う場所を安全に使える
ように整備して頂いた会館マネージャーであるブルース・ロバートソ

ンさん、そして何よりも餅づくりイベントを計画し運営して行して下さ
った役員の大木早苗さんに感謝しています。また、餅づくりのボラン
ティアをして下さった、マリア・タンさんとトシエ・シュルツさんにも
感謝申しあげます。

ＥＪＣＡの従来のメンバーさんと新しくメンバーとなった方々全てに
この場を借りて、”新年明けましておめでとうございます”、”あけお

め！”とご挨拶させていただきます。また次のイベントでEJCAの友人

の皆さんにお会いして久しぶりにご挨拶したり、新しい会員の方とお
知り合いになる機会を心まちにしています。

《２０２２年度のクラス・授業について》

１学期（４月８日～６月２４日）・ ２学期（９月２日～１２月１６日）・
３学期（１月６日～３月２４日）

★オンライン授業の場合（内容は多少変更になるかもしれません）
年中組： 木曜日または金曜日の４時から６時の時間帯

週３０分のオンラインクラス＋担任のビデオ録画（読み聞
かせと歌など）を週２本配信。

年長組： 木曜日または金曜日の５時から７時の時間帯

週１時間３０分のオンラインクラス＋３０分の補習的クラス
またはオフィスアワー

小学１年：金曜日の６時～８時の時間帯・国語の教科書を使用

週１時間３０分のオンライン授業＋３０分の予備時間（質
問や工作の仕上げなど）

週１回のオフィスアワー（音読指導・動画視聴・工作など）

＊オンラインクラス・授業の場合は、皆様のご都合を伺って時間を決
めます。

★対面授業の場合
場所：

Harry Ainlay School (4350 111 Street NW,

Edmonton)

年中組： 金曜日
年長組： 金曜日

小学１年：金曜日
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午後５時４５分～７時５分（８０分）
午後５時４５分～８時４５分

午後５時４５分～８時４５分
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Metro Edmonton
Japanese Community
School
エドモントン補習授業校

教師セミナー：年２回（土曜日約２時間３０分）
教科書：
校舎：

小学校教師募集のお知らせ

２０２２年４月から、当校で国語を教えてくださる教師を募集してお

ります。ご希望のある方、興味のある方は下記の要領でお申し込みく
ださい。

担任学年： 小学校

授業時間： 対面授業
学期：
教師会：

毎週金曜日午後５：４５〜８：４５

オンライン授業

もしくは

毎週木または金曜日・週２時間

１学期（４月８日～６月２４日）

２学期（９月２日～１２月１６日）
３学期（１月６日～３月２４日）
月に１ 回（約２時間）

OBITUARY

Setsuko Kikuchi

June 7, 1928 – December 26, 2021

EJCA’s long time member, Setsuko Kikuchi, passed away at the
age of 93 and is survived by three children, Dennis, Amy and
Jim.
She was born in Kelowna, BC as the fourth of five
children of Mr. and Mrs. Sutejiro Tomiye. Mr. Tomiye
was a successful businessman who started Kelowna
Nurseries.

When she was 7 or 8 years old, she was sent to Japan to
go to school there and lived with her aunt in Fukudo and
Hikone. In 1948, Setsuko came back to Canada. She met
her husband, Bill, in 1951, married in 1952, and settled in
Edmonton.
She was the foundation of the Kikuchi family instilling
her beliefs and values in her children. She was bilingual
and loved the Japanese language and culture. The
Kikuchi family observed New Year holidays in traditional
Japanese ways, making mochi and cooking ozoni.

Setsuko was active in the Japanese Canadian Community in
Edmonton when Bill was an EJCA Board member. She loved
travelling and after Bill’s retirement, enjoyed trips to Hawaii
and Japan. She also loved swimming and used to go to
Coronation swimming pool every day by bus for a swim and a
soak in the hot tub. Setsuko lived a long and full life.
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資格：

日本の小学校の国語の教科書（光村図書）

対面授業：Harry Ainlay School (4350 111 St,
Edmonton)

オンライン授業の場合：Zoom

流暢な日本語能力を有し、カナダで就労できるビザを所

有している方。子どもたちを教えることに情熱と関心のあ
る方であれば、必ずしも教員免許を持っている必要はあ

報酬：

りません。

初任給週 $104

応募方法： 履歴書を長倉由紀子校長（ynaga@shaw.ca）にメール
でお送りください。

選考：

ご質問もお気軽にお尋ねください。

履歴書を頂いた後、ご都合の良い日に面接を行って決め

させて頂きます。

ウェブサイト：https://sites.google.com/site/mejcs8/

お悔やみ

キクチ セツコさん

１９２８年６月７日〜２０２１年１２月２６日

EJCAの長年の会員であったキクチセツコさんが、
デニスさん、
エイミー
さん、ジムさんの３人のお子さんを残し、
９３歳にて永眠なされました。
セツコさんは、
トミエ夫妻のもとに５人きょうだい
の４番目としてBC州ケロウナで誕生しました。
トミ
エ氏は事業に成功し、
ケロウナ・ナーサリーを始め
ました。

セツコさんが７、
８歳の時、進学のため日本へ渡り、
おばと彦根市などで暮らしました。
１９４８年にカ
ナダへ戻り、
１９５１年に夫となるビルさんと出会
い、
１９５２年に結婚。
エドモントンで暮らしました。

子供たちに信念や価値を教え続けたセツコさん
は、
キクチ家にとってまさに礎のような存在でした。
バイリンガルで、日本語と日本の文化が大好きでし
た。
キクチ家では、日本の伝統的な方法でお正月
を迎えるのが習慣で、
お餅をついたりお雑煮を作っ
たりしました。

ビルさんがEJCAの役員をなされていた時には、セ
ツコさんも積極的にエドモントンの日系カナダ人コミュニティで活動
されておりました。
旅が好きで、
ビルさんの定年退職後はハワイや日本
へ訪れました。
また水泳が趣味でもあり、
コロネーション・スイミングプ
ールへ毎日バスで通い、水泳をしたりホットタブに浸かるのが習慣でし
た。
セツコさんは、充実した長い人生を送られました。
心からお悔やみ
申し上げます。
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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

Yoko Masuda
Acupuncture
REGISTERED ACUPUNCTURIST

20 years of experience including 15+ years of working
with Cirque du Soleil. Japanese gentle needling, Moxa,
thermal therapy, and cupping.
日本鍼灸師国家資格/アルバータ州 登録鍼灸師
（保険適応）
日本及びカナダのクリニック勤務、
シルクドソレイユサーカス

のパフォーマーへの施術など、
治療歴２０年。
日常の痛みや不
具合をしっかりと見直し、
QOL(クオリティオブライフ)を高め
ていくお手伝いをします。

お子様から年配の方まで幅広く治療を受け付けています。
日本語でお身体のメンテナンスをしませんか。

780-220-4398 | yokomasuda.acc@gmail.com
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EJCA Board of Directors & Committees
November 2021–October 2022
Board of Directors Officers
and Executive Committee
President
Paul Fujishige

Vice-President
Tamara Sutherland
Secretary
Brenda Madsen
Treasurer
Jim Hoyano

Board Directors
Eldon Kymson  
Lénárd Grossmann  
Sanae Ohki
Stefan Grossmann
Yuka Good Striker

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
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

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

Vision

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

Mission

To provide gathering opportunities in Edmonton
to promote Japanese and Japanese Canadian
Culture, language, traditions and history

Values

• We treat all people with dignity and respect

• We appreciate and model that 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

Slogan

The best of Both Worlds (Canadian & Japanese)

NAJC Liaison
Paul Fujishige
Takashi Ohki
Tamara Sutherland
Communications
Work Group
Eldon Kymson
Tamara Sutherland

Library Work Group
Adeline Panamaroff
Cathy Tennant
Liz Machida
Mike Waszkiewicz
Ritsuko Chartrand
Morgan Overend
Andrew McKenna
Jim Hoyano
Web Admin Team
Andre Prefontaine
Eldon Kymson
Mana Low
Stefan Grossmann

基本理念

人権を大事にし、生活を豊かにするコミュニティ

Natsu Matsuri Work Group
Hideji Ono (Chair)
Committee Advocating
for Racial Equality
Carley Okamura (Co-chair)
Eldon Kymson
Kevin Higa (Co-chair)
Oliver Rossier
Olenka Bilash
Paul Fujishige
Takashi Ohki
Scholarship & Grant
Work Group
David Mitsui
Daiyo Sawada
Centre Manager
Bruce Robertson
office@ejca.org

Published by

を作る

活動方針

日本と日系カナダの文化、言語、伝統、歴史を広
めるべく、エドモントンで集う機会を提供する

活動方針

• すべての人に尊厳を持って接する

• カナダ社会において多様性を認識し規範とな
る

• 私達の過去に敬意を払い、共有する

• 会員みなさんの貢献を奨励する基本理念を共
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

標語

カナダと日本、双方の良いところを取り入れる
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