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P R E S I D E N T ’ S  C O R N E R 会 長 便り

/	Paul	Fujishige

GRATITUDE

In	this	role	I	am	often	privileged	to	observe	the	
contributions	people	make	with	little	or	no	regard	
for	material	gain.	A	mostly	volunteer	group	like	ours	can	
only	get	things	done	through	the	efforts	of	others.	I	am	truly	
grateful	when	members	step	forward	with	their	talents	and	
skills	towards	something	they	believe	in.	This	in	turn	makes	us	
a	more	interesting	and	relevant	organization.

There	are	so	many	members	to	thank	from	the	past	two	
years	as	we	have	continued	to	survive	and	thrive	through	the	
COVID-19	pandemic.	On	the	back	page	of	Moshi	Moshi	are	the	
names	of	those	involved	and	leading	our	many	groups.	Among	
the	groups	are	the	Matsu	no	Kai	Senior’s	Club,	the	Garden	
Working	Group	and	the	Library	Committee.	

Here	are	some	other	recent	examples	I	have	observed.

The	nine	members	of	our	board	have	each	made	substantial	
contributions	at	different	times	and	in	different	areas.	
Initiatives	like	Ending	Period	Poverty,	Japanese	Language	
Classes,	Children’s	Programs,	Shogi	Tournaments	and	Moshi	
Moshi	would	not	happen	without	Board	leadership.	The	Board	
oversees	the	management,	financial	and	communication	
functions	that	every	organization	needs.	The	Board	has	also	led	
the	implementation	of	COVID-19	measures	as	circumstances	
kept	changing.

The	CARE	committee	has	raised	the	importance	of	human	
rights.	Coalitions	with	others	have	begun	to	emerge.	The	
successful	staging	of	Hold	These	Truths	has	raised	our	profile	
and	given	us	the	opportunity	to	acknowledge	the	many	human	
rights	accomplishments	of	the	late	Dr.	Gordon	Hirabayashi.

Connor	Tanaka	and	his	committee	are	hard	at	work	planning	
our	participation	in	the	Heritage	Festival	this	August.	This	is	
quite	an	undertaking	that	requires	many	volunteers.	Please	
consider	signing	up	for	a	shift.	The	Heritage	Festival	is	a	
great	opportunity	to	give	many	citizens	positive	exposure	to	
Japanese	culture	and	food.

Another	area	of	gratitude	for	me	has	been	the	opportunity	
to	get	to	know	others	in	my	role	as	President.	Recently	I	was	
invited	to	meet	the	Japanese	Ambassador,	Mr.	Yamanouchi	at	
the	Calgary	Consul	Residence	of	Mr.	Uchida.	I	was	treated	to	a	
wonderful	dinner.	Most	importantly	I	was	able	to	engage	with	
my	dinner	companions	and	gain	a	better	understanding	of	the	
Consul	General’s	role	and	the	great	work	of	other	organizations	
in	Alberta.	The	list	includes	the	Prince	Takamado	Japan	Centre,	
the	Calgary	Japanese	Community	Association	and	the	Nikka	
Yuko	Japanese	Garden	in	Lethbridge.	

/	ポール・フジシゲ

感謝の気持ち

とても幸運なことに、この会長という役目を通していろん
な方が利益や見返りを求めることなく貢献してくださるのを

目にしてきました。私たちのような、大半がボランティアで成り立って
いるグループはさまざまな方々の努力がなくては何事も成し得ませ
ん。ですから、目標や信念に向かって才能や技術を持ち寄ってくださ
る会員の皆さんには本当に感謝しています。そしてそのおかげで私た
ちはよりおもしろく、またニーズにもマッチした団体でいられると思
っています。

ここ２年、コロナ禍を乗り越えていくにあたって感謝したい方々もた
くさんいます。『もしもし』の最後のページには、EJCAの活動を率い
てくださる方々のお名前が載っています。松の会シニアクラブ、ガー
デン作業部、図書委員をはじめとするグループの皆さんです。

もう一つ例を紹介します。

役員会の９名はそれぞれとても重要な役目をさまざまな方面やタイ
ミングで担ってくれています。「無くそう、生理の貧困」のような活
動、日本語クラス、お子さん向けのプログラム、将棋トーナメント、『
もしもし』、などどれをとっても役員のリーダーシップなしでは実現
できないものばかりです。また経営管理や広報などどのような組織
にとっても欠かせない役目も役員会で管理したり指揮したりしていま
す。随時変わる新型コロナ感染症の状況を把握し、規制に準じた決
まり事も履行していきました。

CARE委員会（Committee	Advocating	for	Racial	Equality）は基
本的人権の重要性への意識を高めてくれています。他の団体と協力
する機会も増えてきました。舞台『Hold	These	Truths』上演の成功
は世間からの関心を深め、ひいてはゴードン・ヒラバヤシ博士が残し
た数多くの人権に関する功績を今一度認識する機会となりました。

コナー・タナカさん率いるチームが今夏のヘリテージ・フェスティバ
ル参加へ向けて尽力してくれています。フェスティバル参加はなかな
かの大仕事となり、たくさんのボランティアを必要とします。みなさ
ん、どうかボランティア参加をご検討くださいますようお願いします。
ヘリテージ・フェスティバルは日本の文化や食べ物を知ってもらう、
とても良い機会です。

さらにもう一つ感謝申し上げたいことがあります。それは会長として
活動する中で、たくさんの人と出会い、知り合う機会に恵まれたこと
です。最近、内田総領事公邸にて山野内大使にお会いする機会を頂
き、素晴らしい夕食をご馳走になりました。そのような場で参加され
たみなさんと歓談することができ、総領事の担ってらっしゃる役割
や、アルバータ州に存在する他の組織がどのような任務をされてらっ
しゃるのか、より理解できたことは何よりでした。アルバータ大学高
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Most	of	our	clubs	have	re-emerged.	As	well,	smaller	workshops,	
training	and	the	Heritage	Festival	are	being	planned.	The	
one	component	missing	is	major	events	at	our	Centre	like	
Natsu	Matsuri	and	the	Fall	Bazaar.	Your	Board	has	determined	
that	large	indoor	gatherings	that	involve	some	of	our	most	
vulnerable	and	frail	members	are	still	too	risky	at	this	time.

Our	plan	is	to	begin	offering	these	large	get	togethers	early	in	
the	New	Year.	With	that	in	mind,	we	are	beginning	our	search	
for	a	coordinator	to	assist	us	with	events,	programs	and	
community	activities.	This	new	employee	will	help	us	to	plan	
and	mobilize	volunteers	to	continue	to	fulfill	our	mandate.

On	behalf	of	the	Board,	I	wish	you	a	fun,	safe	and	pleasant	
summer	and	that	you	get	the	chance	to	spend	time	with	friends	
and	family.

円宮日本教育・研究センター、CJCA（カルガリー日本文化協会）、レ
スブリッジ市の日加友好日本庭園などの皆さんです。

EJCAの多くのクラブが再活動を始めています。小規模のワークショ
ップや、前述のヘリテージ・フェスティバルなども計画中です。まだ再
開できてないものといえば、夏祭りや秋のバザーのような会館で行
う大規模な催しものです。屋内での大人数での集まりは、ハイリスク
な方々にとってまだ安全に行えるものではないとの判断を役員会で
下しました。

そのような大きな催しは来年以降に徐々に開催していけたら、と思っ
ています。そのためにも、イベント、プログラム、地域の活動などを一
緒に実行していくコーディネーターの方を探す予定でいます。催し事
を計画したり、ボランティアを集めたりする役割も担っていただくこ
ととなるでしょう。

役員会を代表して、みなさんが安全で楽しく素晴らしい夏を、ご家族
やご友人の方々と過ごせることを祈っています。

２０２２年ヘリテージ・フェスティバルのボラ
ンティア募集！
/	カーリー・オカムラ

みなさん、こんにちは！

２０２２年、ヘリテージ・フェスティバルのボランティア・コーディネー
ターを務めます、カーリーとオマールです。コロナによる休止から数

年ぶりにヘリテージ・フェスティバルに日
本パビリオンが出展できることを嬉しく思
っています。

今年のフェスティバルは、７月３０日〜８月
１日まで開催されます。数千人もの人々が
日本を含む各国のパビリオンを訪れます。
日本の文化を色々な人に知ってもらう、ま
たとない機会です。日本パビリオンでは、
食べ物を提供するテントを一つ、日本文化
などを紹介するテントを一つ出展する予定
です。テントの外では、エドモントン日本文
化協会のクラブなどによる発表や演奏が
行われます。

今年が今までと少し違う点は：

•	 日本パビリオンは夕方以降も開けるの
で、夕方以降もクラブによる発表や演奏、文化テントでの紹介が
行われます。

•	 全体的にボランティアの枠が少なくなったので、シフトが少なく
なり、他のパビリオンを見に行くなど、フェスティバルを楽しんで
いただけます。

2022 Heritage Festival Volunteers 
Needed!
/	Carley	Okamura

Hello	everyone!		

Greetings	from	Carley	and	Omar,	your	Heritage	Festival	
volunteer	coordinators	for	2022!	After	a	couple	of	years	away,	
we	are	excited	to	announce	the	
return	of	the	Japan	Pavilion	to	the	
Heritage	Festival.

This	year,	it	runs	from	July	
30–August	1.	Thousands	of	
attendees	will	visit	our	and	the	
other	pavilions,	and	we	have	the	
opportunity	to	share	Japanese	
culture	from	our	community.	The	
pavilion	has	one	tent	serving	food,	
and	one	tent	of	cultural	displays	
and	information.	Outside,	we	
run	live	entertainment	from	our	
cultural	groups.

There	are	a	couple	of	changes	this	
year:

•	 Our	pavilion	will	stay	open	
into	the	evening,	and	will	feature	evening	entertainment	
and	activities	inside	the	culture	tent

•	 There	will	be	fewer	volunteer	positions	overall,	so	that	
people	can	pick	up	fewer	shifts	and	have	more	time	to	rest	
or	enjoy	the	other	pavilions
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•	 For	the	first	time,	we	are	featuring	Bon	Odori	at	the	festival,	
bringing	a	iconic	tradition	to	our	pavilion

As	a	community	and	as	Edmontonians,	we've	been	through	a	
lot	from	2020–21.	We	want	the	return	to	the	Heritage	Festival	to	
be	fun	and	accessible.	Therefore	we	are	working	to	offer	easier	
volunteer	shifts,	transport	to	the	site,	and	other	ways	to	make	
your	experience	enjoyable.

You	can	sign	up	for	volunteer	shifts	using	this	site:	
https://signup.com/go/bYWYuwv

And	please	send	your	questions	to	heritagefest@ejca.org

Thank	you!

•	 今年初めて、日本の夏祭りの象徴、盆踊りを取り入れることにし
ました。

EJCAとしても、エドモントン市民としても、２０２０〜２０２１年の大
変な時期を乗り越えてのヘリテージ・フェスティバルです。多くの方に
楽しんでご参加いただけるよう、ボランティア内容の負担を減らした
り、フェスティバル会場までボランティアの送迎など、色々と模索中
です。

こちらのウェブサイトから、ボランティアにサイン・アップしていただ
けます。https://signup.com/go/bYWYuwv

何かご質問がある方は、どうぞ	heritagefest@ejca.org	までメール
をください。

よろしくお願いします。

図書館便り
/	キャシー・テナント

今月号の『もしもし』では図書館に入った新しい書籍を紹介したいと
思います。実際の本のカバーをみたら会員の皆さんが図書館にきて
本を探したりオンラインで予約したりと興味が出るかもしれないと
思い写真を載せることにしました。ただ題名を読むよりも実物を見る
方がもっと楽しめると思います。

次回の記事ではいくつかの書籍のあらすじを紹介したいと思います。
きっと皆さんも興味をそそられると思います。

もう一つ嬉しいお知らせです。ライ
ブラリーテクニシャンになるべく忙
しく勉強なさっているアンドリューさ
んがまた図書館のボランティアとし
て帰ってきます。９月には学生として
（最終学年）学校に戻りますが、引
き続きEJCAの図書館にてボランテ
ィアを続けたいとのことです。アン
ドリューさんはベジタリアンの料理
に興味を持っており次号の『もしも
し』で新しいレシピ本の紹介・レビ
ューをしてくれるかもしれません。

現在の図書館にはボランティアが火曜日午後の１時半から４時まで
おり、書籍やDVDの貸出ができますしお持ち帰り自由のコーナーも
あります。気が向いた方は是非立ち寄って、お茶でも飲んでいって下
さい。

Library Corner
/	Cathy	Tennant

In	this	issue,	we	are	showing	a	sample	of	the	new	books	that	
are	in	the	library.	We	thought	that	seeing	the	covers	might	
entice	members	to	either	come	in	to	browse	through	the	library	
collection	or	to	reserve	books	online.	It’s	so	much	nicer	to	
actually	see	the	cover	rather	than	just	reading	the	titles.

Watch	for	the	next	issue	when	we	will	attach	a	short	synopsis	of	
the	books	we	highlight	to	make	it	even	more	interesting.

Other	welcome	news	is	that	
Andrew	has	returned	as	a	
regular	library	volunteer	
after	a	busy	time	away,	
studying	to	be	a	Library	
Technician.	He	is	in	his	
last	year	but	hopes	that	
when	classes	start	again	in	
the	fall,	he	will	be	able	to	
continue.	He	is	interested	in	
vegetarian	recipes,	so	will	
be	testing	some	out	and	we	
will	look	forward	to	a	review	
in	the	next	issue	of	Moshi	
Moshi.

The	volunteers	are	back	in	the	Library	every	Tuesday	from	1:30	
to	4:00	so	come	in	to	borrow	books	and	DVDs,	to	find	treasure	
on	the	“Take	and	Enjoy”	shelves,	or	just	to	visit	over	tea.

https://signup.com/go/bYWYuwv
https://signup.com/go/bYWYuwv
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松の会 会長の挨拶
/	アラン・デイビス

５５歳以上のEJCA会員の方は誰でも松の会に加入できます。会員で
なくてもゲストとして参加も出来るので会長のアランか秘書のメイに
事前にご連絡下さい。お昼を用意して待っています。

松の会は毎月第４週の水曜日にＥＪＣＡで会合を開くのが通常ですが
（１２月以外）、２０２０年の３月１１日の会合の途中でＷＨＯが世界
緊急宣言を出したので、それ以降会合はキャンセルとなりました。

それからというものパンデミックの最中は会合の代わりに、会員の
皆さんにニュースレターを出すことにしました。２０２１年の秋に少し
の滞りはありましが、ほぼ月２回のペースでニュースレターをお届け
して合計３７回となりました。

今年の５月からは以前のように会合を再開しました。その会合より少
し前に、久々に松の会として遠出しました。皆でランチを食べた後、
ナマオ近くのアルバータ鉄道博物館に行ってきました。カナダ全国か
らの沢山の展示物があり、一両一両を端から端まで近くで見ること
が出来ました。松の会の殆どの会員は若い時に列車で旅した事があ
るのでとても思い出溢れるよい時間を過ごすことが出来ました。

博物館奥には昔開発された初期の機関車のモデルがあり、館内に設
定してあるミニチュアの線路の上を行ったり来たりして楽しく遊びま
した。本来は自動に動くものなのですが私たちが来館した時は電動
スイッチが入りませんでした。けれども十分に楽しめました。

松の会では５５歳以上の会員を対象にお茶会をEJCAで開催しまし
た。年代の近い方々が交流する機会になることを願って企画したも
のです。お茶会に参加してくれた会員に感謝しています。来れなかっ
た方は是非次の機会に参加してください。毎年行う予定です。

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

Matsu no Kai Club: 
President’s Message
/	Alan	Davis

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.

Matsu	no	Kai	Club	meetings	are	held	on	the	fourth	Wednesday	
of	each	month	at	the	EJCA	Centre	(except	for	December).	Well	
that's	what	we	always	said;	however,	during	one	of	our	outings	
while	we	were	having	a	very	nice	lunch	on	March	11,	2020,	the	
World	Health	Organizations	declared	a	world	wide	pandemic.	
In	response	we	immediately	canceled	our	meetings.		

About	the	time	that	the	normal	meeting	was	to	occur,	we	
decided	to	send	out	a	newsletter	to	all	the	members	to	keep	in	
touch.	That	turned	into	a	bi-weekly	newsletter	which,	with	a	
short	interruption	in	the	fall	of	2021,	ran	to	37	issues.

We	resumed	regular	meetings	in	May	of	this	year.		Before	that	
meeting,	we	went	on	our	first	social	outing	in	a	long	time.	After	
a	delicious	lunch	we	went	out	to	the	Alberta	Railway	Museum	
near	Namao.	Most	of	the	elder	members	of	the	club	have	
memories	of	traveling	by	rail	in	their	youth.	The	railcars	that	
the	museum	has	collected	are	open	from	end	to	end	and	you	
can	walk	through	them.	The	collection	comes	from	all	across	
Canada.	Everyone	had	a	great	time	wandering	through	the	
collection.

Some	of	us	played	train.	In	the	background,	running	back	and	
forth	on	a	short	track,	is	the	very	first	diesel	locomotive	that	
was	owned	by	Canadian	National	railways.

The	steam	locomotive	was	not	powered	up	at	the	time	but	Bob	
and	I	had	fun	anyway.

As	I	write	this	note,	we	are	planning	a	Seniors	Tea	Party	at	the	
EJCA,	where	we	hope	to	meet	with	others	who	are	55	years	or	

mailto:ardavis%40ardsys.ca?subject=
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older	in	our	organization.	As	you	are	reading	this,	the	Tea	Party	
has	happened.	If	you	came	to	the	event,	that	was	great.	If	you	
didn’t,	we	are	thinking	of	having	the	Seniors	Tea	Party	every	
year,	so	come	next	time.

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)

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)

将棋クラブの紹介
/	レナード、アンドレア、ステファン

EJCAの新しいクラブとして最近発足した、将棋クラブについてお話
ししたいと思います。

将棋とは？また、なぜこのクラブを
選ぶのか

•	 チェスのような戦略ゲームを好
む人にとって、将棋は新しい挑戦を
もたらしてくれるでしょう。対戦の最
後の最後まで、とてもエキサイティン
グなゲームです。

•	 将棋は日本ではとても人気が
ありますが、英語で書かれた将棋に
関する本はあまりありません。そのた
めカナダで学ぼうとするとまだまだ
方法が限られています。だからこそ、
同じ趣味を持つ仲間を見つけるのが
重要になってきます。

•	 既に将棋を楽しんでらっしゃる方々にとっても、その技をシェア
する機会や場を増やせるよう、エドモントンに集う場所を作りま
した。

新しいメンバーは随時募集中ですので皆さんのご参加をお待ちして
います。初心者の方も大歓迎です。現在、クラブの活動は毎月EJCA
の会館にて行っています。オンラインでのセッションやトーナメント
も時折開催しています。

将棋クラブについての詳細や連絡先、今後のスケジュールやイベント
に関してはクラブのページを参照ください。	
https://ejca.org/shogi-club	

「玉は包むように寄せよ」—将棋の格言

Introducing the Shōgi Club
/	Lénárd,	Andrea,	Stefan

As	the	latest	addition	to	the	EJCA	affiliated	clubs,	we	are	happy	
to	announce	that	we	have	just	kicked	off	our	“Shōgi	Club”.	

Why	Shōgi?	Why	our	Club?	

•	 If	you	love	strategic	board	games	
such	as	chess,	you	will	discover	that	
Shōgi	presents	quite	a	few	unique	
challenges	and	stays	exciting	right	up	
to	the	very	last	second	of	play

•	 If	you	love	to	explore	‘unusual’	paths,	
you	will	find	that	although	Shōgi	is	
very	popular	in	Japan	there	is	not	
very	much	literature	available	in	the	
English	language	and	only	limited	
ways	to	study	it	on	your	own	in	
Canada—so	best	if	you	find	some	
like-minded	people	to	enjoy	it

•	 If	you	already	know	Shōgi	you	may	
not	have	many	opportunities	to	
share	your	skills	and	insights,	so	we	provide	a	point	of	
contact	in	Edmonton

So	please	do	join	us,	we	are	always	looking	for	more	members,	
and	beginners	are	also	very	welcome!	Currently	we	are	meeting	
monthly	at	the	EJCA	Centre,	with	additional	online	sessions/
tournaments	interspersed.

Please	do	have	a	look	at	our	club	page	for	all	the	relevant	
information,	contact	details,	next	meetings	and	events:	
https://ejca.org/shogi-club	

“Approach	the	king	by	surrounding	him.”	-	Shōgi	proverb

mailto:ardavis%40ardsys.ca?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
mailto:mayekoathome%40gmail.com?subject=
mailto:louisewong%40shaw.ca?subject=
https://ejca.org/shogi-club
https://ejca.org/shogi-club
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発達障がいについて学ぼう 
自閉症スペクトラム症、注意欠陥・多動症、限
極性学習症について
/	ボーン	陽子

６月１１日に、日本語での発達障がいセミナーをEJCA初の会館での
参加者とOnlineでの参加者をつなぐハイブリッド形式で開催しまし
た。二人の専門家をお招きし、発達障がいについての基礎的な情報
や、アルバータ州内で行われている診断までの流れ、どのようなサー
ビスがあるのかをお話していただきました。松嵜さんにはオンライン
でBC州から参加していただきました。鈴木さんはAirdrieからエドモ
ントンへ来てくださって対面で話してくださいました。お二人とも発
達障がいについて、分かりやすく、丁寧に解説して下さり、参加者の
方の理解も深まったと思います。

アルバータ州内には、今まで今回のように日本語での発達障がいに
ついて学んだり、話し合う機会がありませんでした。今回、会場で参
加してくださった方々には、セミナー後にお茶菓子をいただきながら
歓談していただけるよう準備しました。コロナの影響でなかなか対面
でこのようなセミナーに参加すること自体もなくなっていたので、貴
重な体験だった、新たな出会いの機会にもなったと反響がありまし
た。１４名が会場参加でした。

オンラインでは３５名が参加。アルバータ州内、州外のみならず国外
からも参加していただけました。実際にお顔を見ながらお話しできる
事も重要ですが、自宅から気軽に参加できるオンラインセミナーの
需要も高まりつつあるようです。そして在カルガリー日本国総領事館
がエドモントン以外のアルバータ州、マニトバ州、サスカチュワン州在
住の日本語話者への広報を受け持ってくださいました。

今回のセミナー後に参加者の方にアンケートを実施しました。今回
のセミナーでは、発達障がいについての基礎的な情報を解説してい
ただきましたが、具体的な治療、取り組み、学校選び、就職について
など更に詳しい情報が欲しい、発達障がいだけでなく、子育て全般
について相談できる場所、メンタルヘルスについて学び、話し合える
場所が欲しいなどさまざまな回答をいただきました。皆様にいただ
いた意見を参考に、今後新たなイベントに繋げていきたいと思ってお
ります。

最後に今回のセミナーにご参加いただけなかった方にもお伝えし
たいことがあります。講師のお二方からの言葉ですが、「発達障が

Let’s Learn About Developmental 
Disorders—ASD, ADHD and SLD
/	Yoko	Bourne

On	June	11,	2022,	EJCA	hosted	the	first	hybrid	Japanese	
seminar	on	developmental	disorders.		We	invited	2	specialists,	
Junko	Matsuzaki	and	Naoto	Suzuki.	Ms.	Matsuzaki	participated	
online	from	BC	and	Mr.	Suzuki	drove	up	from	Airdrie	to	
EJCA.	Both	explained	what	developmental	disorders	are,	the	
services	and	treatment	available	in	Alberta	for	children	with	
developmental	disorders	in	great	detail.

In	Alberta,	there	haven't	been	any	support	groups	or	seminars	
regarding	developmental	disorders	in	Japanese.	We	provided	
tea	and	dessert	after	the	lecture	so	that	the	participants	were	
able	to	interact	with	each	other.	14	people	participated	in-
person	and	some	of	them	commented	that	meeting	people	
in-person	was	a	great	experience	which	has	been	lacking	due	to	
the	pandemic.

35	people	participated	online	from	inside	and	outside	
of	Alberta.	Some	of	them	were	even	from	overseas.	The	
Consulate-General	of	Japan	helped	advertise	this	event	to	
Japanese	residents	not	only	throughout	Alberta	but	also	
Manitoba	and	Saskatchewan.

We	sent	out	a	questionnaire	after	the	seminar.	Many	of	the	
participants	request	to	learn	more	about	treatments,	how	
to	choose	a	school	and	how	to	find	a	job	for	a	person	with	
developmental	disorder.	Others	request	to	have	a	place	to	talk	
about	mental	health	and	child	rearing	online	and	in-person.	
Based	on	the	answers	received,	we	will	plan	for	the	next	event.

There	are	two	important	facts	that	I	would	like	to	let	everyone	
know,	especially	those	who	could	not	attend	this	seminar.	First,	
developmental	disorders	are	not	caused	by	bad	parenting,	
rather	a	congenital	disorder.	Parents	should	not	blame	
themselves.	Whether	you	are	raising	a	child	with	or	without	
developmental	disorder,	you	cannot	do	it	all	by	yourself.	It	
takes	a	village	to	raise	a	child.	It	is	important	to	ask	and	get	
help	before	you	crush.	For	those	who	wonder	your	child	has	
a	developmental	disorder	or	not,	you	can	call	your	doctor	or	
pediatrician	Access	24/7:	(825)	402-6799	(Edmonton),	Access	
Mental	Health:	(403)	943-1500	(Calgary).	There	are	Japanese	

EJCA日本語セミナー

発達障がいについて学ぼう
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speaking	doula,	Nihongo	Kids	class,	and	Japanese	speaking	
physiotherapists	in	Edmonton.	Please	do	not	hesitate	to	ask	
for	help.	I	hope	EJCA	can	be	a	safety	net	for	those	who	needs	
support.

いは、親の育て方によって起こるものではない（自分を責めないで）
」という事、そして、発達障がいの有無にかかわらず「子育ては皆で
サポートするもの（自分の心と体のケアが大切）」であるという事
です。もし、自分の子供に発達障がいがあるのではないかと悩んで
いる方は、まずは家庭医、小児科医	Access	24/7:	(825)	402-6799	
(Edmonton)、Access	Mental	Health:	(403)	943-1500	(Calgary)に
ご相談ください。そのほかにもエドモントンには日本人Doulaのサー
ビス、EJCA日本語キッズ、産前、産後の体の悩み、子どもの運動発
達の悩みを相談できる日本人理学療法士などがいます。誰かに頼る
ことは甘えではありません。自分がパンクしてしまう前に、誰かに相
談する、誰かの手を借りることは大事なことです。今回のセミナーを
通じて、エドモントン日本人コミュニティーが誰かの頼れる存在にな
ればいいなと感じました。

２０２１―２０２２年活動報告
/	大木	早苗

COVID-19渦中、EJCA日本文化部　頑張りました！

EJCAの日本文化部（Culture	Programs	Committee）は６月３０日
で１年間のプログラムを終わり、７月１日から新年度を迎えました。７
月１４日には文化部で活躍していただいている講師、助手の皆様とお
目にかかり、１年を振り返り新たな気持ちでこれからも日本文化の振
興に努めて行きたいと話し合いました。

２０２０年３月に発効したCOVID-19制限で、すべての対面での活動
が止まってしまった時から２０２１年もOnlineでできるだけの活動を
続けました。２０２２年に入って、COVID-19の制限も徐々に解かれて
いますが、個々のレベルでは対面で他人に会えない事情の人もあった
りして、活動が平常に戻るにはまだ時間がかかりそうです。

このような状況下で２０２１年７月から２０２２年６月まで行われた文
化活動を報告いたします。

2021-2022 EJCA Activity Report
/	Sanae	Ohki

In	the	midst	of	COVID-19,	EJCA	Culture	Programs	tried	the	best	
it	could	do!

The	EJCA	Culture	Programs	Committee	completed	its	one-year	
program	on	June	30,	2022	and	began	a	new	year	on	July	1.	On	
July	14,	I	had	a	“thank	you”	meeting	with	the	instructors	and	
assistants	of	the	programs.	We	talked	about	our	achievements	
in	the	past	year	and	confirmed	that	we	would	continue	to	make	
our	best	efforts	to	promote	Japanese	culture	in	Edmonton.

For	the	last	two	years,	we	have	continued	to	do	as	much	as	we	
could	online	when	all	face-to-face	activities	were	halted	due	to	
the	Covid-19	restrictions	that	came	into	effect	in	March	2020.	In	
2022,	the	restrictions	have	been	gradually	lifted,	but	it	will	take	
some	time	before	our	activities	return	to	normal	levels.	Some	
people	may	not	be	able	to	meet	others	face-to-face	because	of	
various	reasons.

The	following	is	a	report	on	the	cultural	activities	conducted	
from	July	2021	to	June	2022.

August 16-19, 2021: Nihongo Kids Summer Camp	
Due	to	Covid-19	restrictions,	the	summer	camp	was	held	only	
in	the	morning	and	not	in	the	afternoon	because	we	could	not	
eat	lunch	together.	A	total	of	16	children	from	age	4	to	10	spent	
4	days	playing	and	learning.	The	theme	of	this	year’s	summer	
camp	was	"nature	and	traditional	Japanese	plays".	Especially	
a	festival	that	all	the	children	had	prepared	by	themselves	and	
held	on	the	last	day	was	very	popular.

September 2021 – June 2022: Japanese language classes 
(fall, winter, spring)	
We	presented	all	adult	and	teen	classes	online.	A	total	of	73	
students	studied	Japanese	language	in	adult	classes	and	38	in	
teen	classes.

Back	row:	Fukuko	Gordon,	Mayumi	Wong,	John	Priegert,	Hitoshi	
Sugiyama.	Front	row:	Akiko	Ogata,	Keiko	Oba.
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September 2021 – June 2022: Nihongo Kids (Fall, Winter, 
Spring)	
While	we	thought	it	would	be	more	fun	to	participate	in	a	
face-to-face	environment,	we	also	considered	that	there	were	
families	that	preferred	online	sessions.	So,	we	offered	classes	
both	in	person	and	online.	We	received	a	donation	of	children’s	
picture	books	to	the	EJCA	library	from	the	Japan	Foundation.	
The	books	were	appreciated	by	all	children.

In	addition,	EJCA	bought	teaching	materials	called	Panel	
Theater.	We	could	make	stories	and	sing	songs	together	while	
moving	the	pictures	of	characters	stuck	on	the	stage	made	of	
cloth.

A	total	of	50	children	from	the	age	0	to	4	had	a	good	time	
together	in	a	Japanese	language	learning	environment.	The	
parents	and	children	attended	the	classes	together.	The	
parents	also	had	chances	to	meet	and	make	new	friends.	It	was	
a	good	opportunity	for	those	who	just	moved	here	from	Japan	
with	small	children	as	they	were	able	to	meet	people	of	the	
same	generation.

January – June 2022: Japan Today (Japanese Cultural 
Experience Program for Eighth Graders)	
Japan	Today	has	been	held	at	EJCA	for	the	last	20	years	since	
2003.	In	recent	years,	more	than	2,000	junior	high	school	
students	have	had	the	opportunity	to	learn	about	Japan	
every	year	through	classes	such	as	introduction	to	Japanese	
language,	social	studies	slideshows	(geography,	history,	
modern	life,	new	technologies,	etc.	of	Japan),	trying	on	
kimonos,	traditional	toys,	origami,	karate,	etc.

In	the	2021-22	academic	year,	we	provided	three	subjects	
online:	introduction	to	Japanese	language,	origami,	and	a	
social	studies	slideshow.	We	received	a	fund	from	the	Prince	
Takamado	Education	and	Training	Center	of	the	University	of	
Alberta.	Thanks	to	the	fund,	we	offered	the	online	course	free,	
and	about	600	students	from	24	schools	participated.	From	
April	to	June,	about	344	students	from	16	schools	participated	
online.	In	addition,	there	were	schools	that	requested	our	
instructors	to	visit	the	schools	and	give	lessons,	and	there	were	
schools	that	wanted	to	participate	at	the	EJCA	Centre.	A	total	
of	364	people	from	4	schools	took	these	in-person	classes.	
Though	we	were	in	the	midst	of	the	COVID-19	pandemic,	more	
than	1,300	junior	high	school	students	had	the	opportunity	to	
learn	about	Japan.

At	the	meeting	on	July	14,	we	were	confident	that	all	classes	
were	successful	despite	the	difficult	situations	we	faced,	
including	the	online	classes.	I	would	like	to	express	my	sincere	
gratitude	to	all	the	instructors,	assistants,	and	coordinators.	At	
this	meeting,	we	also	heard	the	following	interesting	feedback.

•	 Above	all,	the	programs	organized	by	the	Cultural	
Programs	for	Canadian	people,	junior	high	school,	and	
high	school	students	were	highly	appreciated	by	all	
participants.	

２０２１年８月１６日―１９日：日本語キッズサマーキャンプ	
COVID-19の制限下のため、昼食を一緒に食べられないことが原因
でキャンプは午前中だけでした。１３家族１６名の４才から１０才の
子供が「自然と日本の遊び」をテーマに日本語を使って楽しい４日間
を過ごしました。特に最後日に子供達皆で用意して楽しんだお祭り
は大人気でした。

２０２１年９月―２０２２年６月：日本語教室（秋学期、冬学期、春
学期）	
成人向けとティーンズ向けのクラスをすべてOnlineで行いました。延
べ７３名が成人向け教室で、３８名がティーンズ向けの教室で日本語
を学習しました。

２０２１年９月―２０２２年６月：日本語キッズ（秋学期、冬学期、春
学期）	
子供たちは先生の顔を見ながら、お友達と遊びながら参加した方が
楽しいだろうと思う一方、Onlineの方がよい家庭があることも考慮し
て、対面で行うクラスとOnlineで行うクラスを提供しました。国際交
流基金から子供たちが大好きな絵本の寄付を頂き、図書に子供向き
の新しい本が入ったのは嬉しいことでした。またEJCAからはパネル
シアターというパネル布を貼った舞台に絵を貼ったり外したりして展
開するお話、歌あそび、ゲームなどの教材を買っていただきました。
延べ５０人の０才から４才の子供たちが日本語での歌、遊戯、クラフ
トなどをしました。又このクラスは保護者と子供が一緒に参加し保
護者同士の交流があるのも特徴です。小さいお子様をお持ちで日本
からいらしたばかりの方が同世代の人と知り合う機会にもなりまし
た。

２０２２年１月ー６月：Japan Today　(カナダの中学２年生向け
の日本文化体験プログラム)	
Japan	Todayは２００３年にEJCAで催すようになってから２０年間
続けています。近年は毎年２０００人以上の中学生が、日本語への導
入、社会科関係のスライドショウ（日本の地理、歴史、現代の生活、
新技術など）、着物の試着、折り紙や日本の伝統的なおもちゃ、空手
などのクラスを通じて日本を知る機会になっていました。２０２１ー２
２年度はOnlineによる日本語への導入、折り紙、社会科のスライド
ショウの３科目を提供しました。アルバータ大学高円宮日本教育研
究センターより基金をいただきましたので、１月から３月はOnlineで
の参加校は無料で受講し２４校から約６００人の生徒の参加があり
ました。４月〜６月はオンラインで１６校から約３４４人の生徒が参
加しました。又講師が学校へ出向いて授業をしてほしいという学校
や、EJCA	会館で参加したいという学校があり、４校から約３６４人
が特別授業を受けました。コロナ禍の中でしたが、１３００人以上の
中学生が日本について知る機会を持ったことになります。

７月１４日の会合では、Online	での授業を含めて、困難な状況に対
応していただきどのクラスも成功裏に終わったことを確信しました。
講師・助手の皆様やコーディネーターの方々へ心からお礼をいたし
ます。この会合では次のような興味あるご意見も伺いました。

•	 何といっても文化部の主催している一般カナダの人向け及び中
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•	 In	particular,	the	face-to-face	Japan	Today	program,	which	
was	held	when	instructors	went	to	school	or	students	
came	to	the	EJCA	Centre,	received	more	positive	feedback	
than	usual.	With	so	much	learning	occurring	online,	those	
in-person	programs	attracted	young	people	because	they	
could	see,	hear,	and	experience	new	things	in	the	face-to-
face	environment.

•	 In	the	slideshow	about	social	life	in	Japan,	the	latest	topics	
about	Japanese	culture	were	included	and	the	response	
from	students	has	been	great.	I	thought	we	should	always	
make	efforts	to	update	the	contents	of	this	program.

•	 In	online	classes,	we	could	not	teach	enough.	Face-to-face	
classes	are	better	for	teaching	Japanese	language.　

•	 In	Teens	Japanese	Level	2,	only	3	students	registered.	The	
registration	did	not	reach	the	minimum	number.	But	we	
offered	the	class	anyway	because	it	was	important	to	keep	
studying	Japanese.

We	are	always	looking	for	people	who	can	work	with	us	for	
the	promotion	of	Japanese	culture,	Japanese	language	and	
teachers	for	young	children’s	classes.	Please	contact	us	at	
events@ejca.org.

学・高校生向けのプログラムはすばらしい！生徒から高く評価さ
れている。

•	 特に講師が学校へ出向いたり、生徒がEJCA会館に来たりして催
した対面でのJapan	Todayプログラムは普段以上に生徒の反応
がポジティブだった。コロナ渦中Onlineでの学習が多い中、対
面で見たり聞いたり体験したりすることが若い人には大事だと
思われた。

•	 日本の社会一般について学ぶスライドショウでは、日本文化に
ついての最新のトピックを入れるとその度に生徒の反響が大き
い。内容がいつも同じにならないように常に努力していきたい。

•	 Online授業では日本語が十分に教えられない部分があり、でき
れば対面で教えたい。　

•	 ティーンズ日本語レベル２では登録者数が３名しかなく最低実
行数に届かなかったが、勉強を続ける大切さを考えて開講した
のはとても良かった。

このような日本文化の振興や日本語教育に関心のある方、幼児の指
導ができる方など、ご一緒に活動できる方を常時募集しています。是
非	events@ejca.org	までご連絡ください。

Online Japanese Language Program 
is Accepting New Students for the Fall 
Term
/	Mineko	Koto

The	fall	is	the	best	time	to	start	a	new	challenge	or	enforce	
your	commitment!	EJCA	is	again	offering	Japanese	language	
courses:	Adult	and	Teen	courses.	All	courses	are	online.

1. Japanese for Adults	
	 B1-1	(Total	Beginner)	
	 B2-1	(Beginner	Intermediate)	
	 B3-1	(Beginner	Advance)

2. Japanese for Teens 	
	 L1-1	(Total	Beginner)	
	 L2-1	(Beginner	Intermediate)

For	the	prerequisites	of	each	level,	please	visit:	https://ejca.
org/japanese-for-adults	for	Adults	class	or	https://ejca.org/
japanese-for-teens	for	Teens	class.

1. Schedule for “Japanese for Adults”	
	 Date:	September	20	to	November	22,	2022	for	a	total	of		 	
	 10	Tuesdays	
	 Time:	7:00–9:00	pm	
	 Cost:	$160	+	EJCA	Membership	fee	if	not	a	member	yet	
	 Textbook:	Genki	I	(third	edition)	
	 Application	form:	
	 https://ejca.wildapricot.org/event-4892318	

2. Schedule for “Japanese for Teens” (Need to be 13–18 
years old as of September 1, 2022) 
	 Date:	September	20	to	November	22,	2022	for	a	total	of		 	
	 10	Tuesdays	
	 Time:	5:00–6:30	pm	
	 Cost:	$115	+	EJCA	Membership	fee	if	not	a	member	yet	
	 Textbook:	Marugoto	A1	Rikai	
	 Application	form:	
	 https://ejca.wildapricot.org/event-4892394	

Final registration date: September 6, 2022 
If	you	are	not	an	EJCA	member,	please	apply	for	a	membership	
first	at	Membership	(ejca.org).	Your	membership	will	be	
approved	within	a	day.	Then,	apply	for	a	course.

If	you	have	any	questions,	please	contact	at:	lessons@ejca.org

mailto:events%40ejca.org?subject=
mailto:events%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-adults
https://ejca.org/japanese-for-teens
https://ejca.org/japanese-for-teens
https://ejca.wildapricot.org/event-4892318
https://ejca.wildapricot.org/event-4892394
mailto:lessons%40ejca.org?subject=
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日本語キッズとベビーサロン：２０２２年秋学
期のご案内
/	リヨン	絵美

EJCAでは子ども達と保護者の方が集まって交流が持てる場を設ける
目的で子どものクラスを開設しています。

日本語で季節や行事に合わせた歌を歌ったり手遊びをしたり、絵本
の読み聞かせやクラフトをしたりします。

コロナの心配も少しずつ減ってきた２０２２年の秋からは、対面を増
やして、次のようなプログラムをいたします。

会館での対面クラス:	
水曜日　９月（１４、２１日）、１０月（５、１２、１９日）、１１月（２、
９、１６、３０日）、１２月（７日）　合計１０回	
	 ベビーサロン：０－２才　１０時〜１１時３０分	
	 日本語キッズ：３－４才　１時〜２時４５分	
	 それぞれ参加者が１０家族以下の時はキャンセル、２０家	
	 族以上では補欠になります。

会館での組は３０分のクラスの後、４５分の自由遊びの時間がありま
す。その後片づけをして絵本をよんだり、歌を歌ったりダンスをして
クラスが終了します。３歳児以上のクラスではクラフトも用意してい
ます。	
お天気がいい日はクラスの後公園で遊んで帰られてもいいですね。
約束しなくてもお友だちに会えるプレイデートの日としてお気軽にご
参加ください。

Zoomによるオンラインクラス：	
金曜日　９月（１６、２３日）、１０月（７、１４、２１日）、１１月（４、
１１、１８日）、１２月（２、９日）　合計１０回	
	 ベビーサロンと日本語キッズ合同：０－４才　１０時〜１０	
	 時４５分	
	 参加者が３家族以下の時はキャンセル、６家族以上では補	
	 欠になります。

まだ色々な事情で出かけられないご家庭や、遠方から参加されるご
家庭もあると思いますので、オンラインの組も計画しました。	
画面越しでも毎週お友だちや先生に会えるのは嬉しいですね。週に
一度の親子の楽しい時間として、ご参加ください。

参加費：		 どのクラスも１家族５０ドル、EJCAの会員が参加	
	 	 できます。	
登録締め切り：	 ９月５日	
登録：	 	 https://ejca.wildapricot.org/event-4885442　	
ご質問：		 events@ejca.org

キッズにほんごサマーキャンプ
/	長倉	由紀子

前号でお知らせしました幼稚園児から小学校中学年(４歳〜１１歳ぐ
らい)対象のサマーキャンプの開催が決定いたしました。

今年は、午前午後、ランチ付きのサマーキャンプの復活となり、火曜
日または水曜日には、動物園への遠足も企画しております。ランチは
料理のプロが腕を振るってくださいます。

お申し込み頂いた参加者を４〜６歳組と７〜９歳組にグループ分けし
て、それぞれの年齢に合わせたアクティビティを行います。

１００％日本語環境の中、日本のゲームや工作をしたり、動物園で生
きた動物を見てワクワク感動したり、自分たちで夏祭りを準備したり
して、同年代のお友達と生きた日本語を使い、楽しい夏の思い出とな
るよう、スタッフ一同も張り切っております。

参加者数に余裕がありますので、７月３１日まで申し込みの受け付け
をいたします。	

※キャンプの詳細とお申込みは、このリンクをご覧下さい。	
Edmonton	Japanese	Community	Association	-	Nihongo	
Summer	Camp	2022	(ejca.org)

https://ejca.wildapricot.org/event-4885442
mailto:events%40ejca.org?subject=
http://ejca.org
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EJCAの写真ページであなたの「夏の思い
出」をシェアしませんか？
/	ウェブサイトチーム

長い冬と肌寒い春を乗り越えて迎える、暖かい季節と日差しを楽し
んでらっしゃる方も多いでしょう！

これぞという思い出を切り取った写真をお持ちの方、写真を投稿して
みませんか？EJCAウェブサイトの写真アルバムページに掲載いたし
ます。	
https://ejca.org/EJCA-through-the-seasons			

展示中の写真や、投稿方法の詳細については上記のリンクよりご確
認ください！

Enjoy the Summer and Share Your 
Best Memories on ejca.org
/	Website	Team

After	a	long	winter	and	rather	chilly	spring,	don’t	we	all	love	to	
enjoy	some	warm	and	sunny	days!?

If	you	have	some	memorable	moments	to	share,	we	would	like	
to	encourage	you	to	send	us	some	of	your	best	photos	so	we	
can	include	it	on	our	public	webpage:	
https://ejca.org/EJCA-through-the-seasons

Please	visit	the	page	for	details—and	pictures!

詩的な春：EJCAの俳句大会が世界中の詩人
の卵たちを結びつける
/	レナード＆ステファン・グロスマン

５月から６月の半ばにかけて開催されたＥＪＣＡ春の俳句大会は、
私たちの予想を遥かに超えて世界中から興味深い方たちが参加され
ました。

応募の締め切りまでに、全部で８７句が４５人の参加者より寄せられ
ました。参加者の年齢は１０歳からシニアの方々までに及び、その多
くが日本からの参加者でした。

様々な年齢の国を超えた参加者の方々のおかげで、キラキラしてい
たり、風変りだったり、おかしかったり、壮厳だったり、期待に膨らん

Poetic Spring: EJCA Haiku Contest 
Connects Aspiring Poets Across the 
World
/	Lénárd	and	Stefan	Grossmann

Little	did	we	anticipate	that	our	first	EJCA	Spring	Haiku	
contest	which	ran	from	May	to	mid	June	was	to	find	interested	
participants	from	all	over	the	world!

When	the	submission	deadline	closed,	we	had	received	a	
total	of	87	original	poems	from	45	participants,	in	age	groups	
ranging	from	10	years	to	seniors,	a	sizable	number	of	which	
hailed	from	Japan!

That	made	it	quite	a	special	and	fun	challenge	to	look	through	

https://ejca.org/EJCA-through-the-seasons
https://ejca.org/EJCA-through-the-seasons
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all	the	brilliant,	quirky,	funny,	solemn,	full-of-expectations,	
harmonious…	interpretations	of	“springtime”	and	come	up	
with	our	favourites	and	contest	winners.		

A	contingent	of	students	from	the	International	School	of	
the	Sacred	Heart	in	Shibuya,	Tokyo	was	made	aware	of	our	
event	by	their	teacher,	and	so	we	even	had	surprisingly	many	
contributions	from	a	rather	young	group	of	aspiring	poets.

Let	us	first	thank	our	pool	of	judges	for	supporting	us	in	the	
evaluation	process.	We	learned	a	lot	about	how	Haiku	judging	
is	done	or	can	be	done—apparently	some	of	the	larger	public	
contests	in	Japan	will	draw	thousands	of	entries.	A	special	あ
りがとう	(thanks)	to	Shajin	Watanabe	sensei,	a	haiku	poet,	
a	winner	of	the	Saitama	Literature	award,	for	taking	on	the	
evaluation	in	the	Japanese	language	category	(and	to	Yuka	
Good	Striker	for	establishing	the	contact).	Another	special	あり
がとう	to	Anne	Commons,	Associate	Professor,	Faculty	of	Arts	
–	East	Asian	Studies	Dept	at	the	U	of	A,	who	supported	us	with	
scoring	the	English	language	entries.	Assisting	judges	for	the	
submissions	in	English	were	Stefan,	Lénárd,	John	Priegert	and	
Setsuo	Nakaya.	Scoring	was	done	after	only	providing	the	raw	
texts,	so	that	age,	gender	or	location	of	the	candidates	could	
not	bias	our	judges!			

Without	further	ado,	here	are	the	most	excellent	submissions!

Japanese Language Category:

 Best Overall	
	 Setsuo	Nakaya

	 花冷えに	なぞらえ加国の	春を耐え

 Second Best Overall	
	 Yumeho	Ito

	 木漏れ日の	葉の隙間から	捧ぐ糸

English Language Category:

 Best Overall	
	 Marcellin	Dallaire-Beaumont

	 Home	sold	last	spring	
	 another	man	sits	under	
	 my	plum	tree

 

でいたり、調和的であったりする春の季節の解釈全てを読み、私た
ちのお気に入りと大会の入賞作を決めるのは、特別な体験であり挑
戦でした。

東京は渋谷区の聖心インターナショナルスクールでは先生からたく
さんの生徒さんがこの俳句大会のことを教えてもらったため、驚くほ
どたくさんの作品がとても若い詩人の卵の方たちから寄せられまし
た。

まず、選考過程を支えてくださった選者の皆様に感謝を申し上げま
す。私たちは俳句大会の選考がどのようにされるのか、どのようにす
ることができるのか、たくさん学びました。日本の大きな公式の大会
には何千もの俳句が投稿されるようです。

特別な「ありがとう」を日本語部門の選者を引き受けてくださった俳
人であり、埼玉文芸賞受賞者の渡辺舎人先生に申し上げます（先生
との橋渡し役をしてくれたグッドストライカー由香さんにも）。もう
一つの「ありがとう」は英語部門の採点を手伝ってくださったアルバ
ータ大学文芸学部東アジア学科助教授のアン・コモンズさんに申し
上げます。英語部門の採点の助手を務めたのは、ステファン、レナー
ド、ジョン・プリガートさん、そして、セツオ・ナカヤさんです。選考者
が投稿者の年齢や性別、住んでいる場所などに影響されないよう、
選考・採点の際には俳句のみが提供されました。

それでは前置きはこのくらいにして、最優秀作品を発表します。

日本語部門：

特選	
セツオ・ナカヤ

花冷えに	なぞらえ加国の	春を耐え

秀作	
ユメホ・イトウ

木漏れ日の	葉の隙間から	捧ぐ糸

英語部門 ：

特選 
マルスラン・ダレール＝ボーモント

去年こぞ売れし我が家	
新たな家主が座っている	
わが梅の木の下
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 Second Best Overall	
	 John	Priegert

	 Blossoming	plums	
	 erase	the	memory	of	winter	
	 The	sound	of	frogs

  Brightest Young Poet (under 15) 	
	 Jinie	Park

	 Ice	on	river	melts	
	 Flowers	start	to	show	their	face		
	 I	hear	the	bees	buzz

We	are	glad	to	point	out	that	some	of	our	EJCA	members	also	
scored	favourably—we	hope	to	see	more	of	you	all	participating	
in	the	future	at	the	next	opportunity.

You	will	find	a	fulsome	collection	of	entries	[everything	that	
made	it	into	the	Excellent	/	Very	Good	/	Good	categories	after	
scoring]	on	our	contest	webpage	at	
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition

Note	for	those	of	you	interested	in	technology:	the	artwork	that	
you	see	used	as	the	background	for	each	poem	was	generated	
by	a	friendly	Artificial	Intelligence	upon	feeding	it	with	just	the	
text	of	the	Haiku!	

We	will	be	in	touch	with	the	winners	and	make	sure	that	our	
prizes	do	reach	them	in	a	timely	manner.	

A	huge	shout-out	to	everyone	for	participating	or	supporting	
us!	Looking	forward	to	the	next	opportunity	to	call	upon	(y)our	
creative	spirits.	Please	let	us	know	your	ideas,	or	even	better,	
help	us	organize!

Shajin Watanabe sensei:	
Watanabe	sensei	is	a	protege	to	Kusatao	Nakamura	and	was	
awarded	the	Saitama	Literature	Award.	After	his	retirement	
from	teaching	Japanese	literature	(kokugo)	at	Urawa	
Akenohoshi	Girls'	Senior	High	School,	he	taught	haiku	poetry	at	
Saitama	Police	Academy	for	a	number	of	years.	Currently,	he	is	
the	chair	of	Haiku	Society,	"Sumeraki,	"	while	teaching	haiku	at	
numerous	workshops.

秀作	
ジョン・プリガート

梅が咲き	
冬に上書きするように	
鳴いている蛙たち

最も輝いている若い詩人（１５歳以下の部門）	
ジニー・パーク

川の氷が溶けだし	
花々が　顔をだし	
巣箱に蜜蜂の羽音

EJCAの会員の方にも良い点を取った方がいらっしゃったことをうれ
しくお伝えします。次の機会にはもっとたくさんの会員の皆様が参加
されることを願っています。

入選作全て（入選作は特選、秀作、佳作に選考の結果分けられまし
た）は下記の俳句大会のウェブページで見ることができます。	
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition

テクノロジーに興味のある方へ。俳句大会のウェブページで俳句に
添えられている絵は使いやすいAIが俳句のテキスト（英語）をもとに
作ったものです。

入選者の皆様には賞品が遅滞なく送られるよう、連絡致します。

この大会に参加してくださった、また、手伝ってくださった皆様に大き
な感謝の意を表します。次に皆様のそして我々の創造的な精神を呼
び出す機会を楽しみにしています。皆様のアイディアを教えてくださ
い。もっと良いのは、そのアイディアを形にするのを私たちと一緒にし
てくださることです。

渡辺舎人先生：

渡辺先生は中村草田男の弟子であり、埼玉文芸賞の受賞者です。浦
和明の星女子高等学校の現代国語の教諭から引退された後、埼玉
警察学校にて俳句を長年教えておられました。現在は俳句結社すめ
らきの代表であり、また数々の講座・句会にて俳句指導をされてい
ます。

https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition
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春の俳句大会 －日本語部門
/	グッドストライカー	由香

俳句大会の日本語部門の入選作を選者の渡辺舎人先生の評ととも
に掲載します。

紙面の都合上、佳作の評はウェブページhttps://ejca.org/Spring-
Haiku-Competition	に掲載しました。俳句の技法の解説も含まれて
いるので、どうぞご覧ください。

皆様、素敵な俳句をありがとうございます。

渡辺先生からは選者をされたことのあるNHK全国俳句大会の入選
集をご寄贈いただきました。遠いカナダで皆様が俳句に親しんでい
らっしゃるのを大変うれしく思い、これからも俳句を詠み続けていた
だきたい、その参考になれば、とのことです。

入選作

特選

花冷えに	なぞらえ加国の	春を耐え

桜が咲き、もうすっかり春になったと思っていると、思いがけない寒
い日が戻ってきて驚かせることがありますが、それを日本では「花冷
え」と呼んで、春の季語になっています。カナダではバンクーバー市
の桜が有名ですが、一句は日本の「花冷え」に見立てて、カナダのや
や寒い春に耐えている、というのです。

芸術表現の技法の一つに「見立て」があります。日本の和歌・俳句・
戯作文学・歌舞伎などによく見られる技法ですが、一句は「〜なぞら
える」という見立てによってカナダの春のちょっと寒い日を、日本の「
花冷え」と思って「耐えよう」という心の持ちようから詩が生れまし
た。カナダと日本をつなぎ、1回目の俳句大会の巻頭を飾るのにふさ
わしい句です。

秀作

木漏れ日の		葉の隙間から		捧ぐ糸

「木漏れ日」は季語ではありませんが、俳句に「木漏れ日」を詠んだ
句が多くあります。木漏れ日自体が詩的な景色なのですね。一句は、
その木漏れ日が漏れてくる「葉の隙間から捧ぐ糸」が見える、という
のです。「捧ぐ糸」がややわかりにくい表現になっていますが、単純に
「光線」として受けとめて見ることから始めると句の景色が見え始め

Spring Haiku Contest – Japanese 
Language Category
/	Yuka	Good	Striker

Here	are	winners’	Haiku	of	the	Spring	Haiku	Contest:	Japanese	
Language	Category	along	with	the	juror,	Shajin	Watanabe	
sensei’s	feedback.

Due	to	the	limited	space	on	the	newsletter,	we	published	
feedback	for	Kasaku	(Good	Work)	online	at	
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition

We	encourage	you	to	read	that	feedback	as	it	includes	
explanations	of	haiku	techniques.

Thank	you	for	your	submission	of	wonderful	haiku.

Watanabe-sensei	donated	“the	Collection	of	Winning	Haiku	
of	NHK	(Japan	Broadcasting	Corporation)	National	Haiku	
Competition”	for	which	he	was	a	juror.	He	is	very	glad	to	learn	
that	many	folks	are	writing	haiku	in	Canada	far	away	from	
Japan.	He	donated	the	haiku	Collection	in	the	hope	that	you	
keep	writing	haiku	and	use	the	book	as	reference.

Winners

Tokusen (Excellence)

I	Endure	Cold	Spring	in	Canada		
	 Pretending	it	as	a	brief	return	of	chilly	weather	
	 	 in	the	middle	of	cherry	blossom	season

We	tend	to	think	we	are	in	the	middle	of	spring	when	cherry	
blossoms	bloom.	Then,	sometimes,	an	unexpected	cold	day	
returns,	which	takes	us	by	surprise;	this	is	“hana-bie”	which	is	a	
“season	word”	(ki-go)	for	spring	in	haiku.

While	cherry	blossoms	in	Vancouver	are	well-known	in	Canada,	
I	assume	that	the	cherry	blossom	season	in	this	haiku	refers	
to	the	one	in	Japan.	The	author	likens	the	relatively	chilly	
spring	in	Canada	to	“hana-bie”	in	Japan	and	endures	the	
chilly	Canadian	spring.	The	technique	used	is	called	“mitate.”	
Mitate	(similar	to	metaphor)	is	one	of	the	artistic	techniques	
of	expression.	It	is	commonly	used	in	haiku,	waka,	play,	and	
kabuki.	

Lyricism	was	born	from	the	author’s	will	to	endure	a	little	chilly	
spring	day	in	Canada	while	pretending	it	as	Japan’s	“hana-bie.”	
The	haiku,	connecting	Canada	and	Japan,	fits	perfectly	as	the	
first	prize	winner	of	EJCA’s	very	first	Haiku	contest.

https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition
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Syusaku (Very Good Work)

Rays	of	light	shining	through	leaves	(komore-bi)	
	 Threads	being	dedicated	
	 	 Between	leaves

“Komore-bi”	(rays	of	light	shining	through	leaves)	is	not	a	
“season	word”,	but	there	are	many	haiku	that	write	about	it.	
“Komore-bi”	itself	is	a	lyrical	scenery.	

The	author	sees	“komore-bi”	as	“threads	being	dedicated	
between	leaves.”	The	expression,	“threads	being	dedicated”	is	
slightly	difficult	to	understand;	however,	if	you	simply	think	of	
them	as	rays	of	light,	you	will	start	seeing	the	scenery	of	this	
haiku.	The	gift	of	those	threads	dedicated	from	up	above	the	
sky	to	the	human	world	might	be	helping	our	lives.	I	expect	
each	reader	has	a	different	interpretation/impression	about	
this	haku.	And	that	is	a	way	of	reading	poetry.

Kasaku (Good)

Going	over	the	hedge	
	 Lilac	blooming	like	frocking	small	birds	
	 	 Found	during	my	walk	
	
Melting	Snow	
	 Spring	Sunshine	
	 	 Shining	upon	
	
Blooming	Cherry	Blossom	
	 Under	this	cherry	tree	
	 	 Bon	appetit!	(enjoy	special	dishes)	
	
Wisteria	blooms	
	 The	scene	of	Spring	
	 	 Shivering	wisteria	flowers		
	
Kaiware	radish	sprouts	
	 Each	one	of	them	
	 	 Breaths	out	
	
Blooming	Cherry	Blossoms	
	 Even	their	petals	dancing	
	 	 Warmth	of	Spring

Juror	profile:	Shajin	Watanabe,	Chair,	Sumeraki	Haiku	Society

Studied	under:	Kusatao	Nakamura	
Awards:	Banryoku	Award,	Saitama	Literature	Award	and	other	
Member:	Haiku	Society	“	Mori	no	Za”	&	“Suimei”

るでしょう。天上からの人間界に捧げられたその「糸」の贈り物は我
々の生活の助けとなっているものかも知れませんね。読者ごとに違
った感想が生れるてくる句ですが、詩歌を読むとはそういうことでも
あります。

佳作

垣根こえ　ライラック群れ咲く　散歩みち

雪溶けの	春の日差しが	照らすかな

桜咲く　その木の下で　召し上がれ

藤が咲く　春の景色ね　ふるえるは

貝割菜の　ひとつひとつが　息を吐く

桜咲く	花弁も踊る	温もりよ

選者略歴：渡辺舎人（俳句結社	すめらき代表）	
師：中村草田男	
賞：萬緑賞、埼玉文芸賞等	
所属：水明、森の座

ADVERTISEMENT

読み終わった漫画と時代小説
を格安で売ります！
少年、少女、一般向け漫画２千冊以上

例：	『キャプテン翼ーワールドユース編』	
	 『はじめの一歩』１〜９３巻	
	 『海猿』全１２巻	
	 『天は赤い河のほとり』全２８巻	
	 『7	SEEDS』全３５巻	
	 『スキップ・ビート！』１〜４３巻	
	 『YAWARA!』全２９巻	
	 『ラーメン発見伝』全２６巻	
	 『鎌倉河岸捕物控』全３２巻	
	 『居眠り磐音江戸双紙』全５１巻

興味を持ってくださった方は宿田(Shukuda)迄Email
でご連絡下さい。	
本のリストをお知らせいたします。	
Email	Address:	7isekaiNet0@gmail.com

誠に勝手ではございますが、本代のお支払いは現金
のみにてお願いいたします。
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詰将棋 ＃７
/	レナード	&	ステファン・グロスマン

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
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。

将棋をもっと学びたい方は以下リンクへどうぞ。

https://ejca.org/shogi-club/	（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)

Tsume #7
/	Lénárd	&	Stefan	Grossmann

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!

Visit	https://ejca.org/shogi-club/	to	check	out	our	next	
upcoming	events	and	tournaments	or	to	contact	us!	
Review	the	beginner	material	we	put	together	for	you:	
https://tinyurl.com/y3z4ffmj

In	the	endgame	speed	
is	more	important	than	

material.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Sente

July	Tsume
Level:	Hardest	
Sente	moves

Pieces	in	hand	for	Gote

Solution	for	May
(Sente	moves	first)

1.	Bishop	captures	on	6-4	(check)	
2.	King	moves	to	4-4	
3.	Silver	drops	on	5-3

Diagram	shows	final	position.

Solution	for	July
Look	for	it	in	the	next	issue	

of	Moshi	Moshi!

https://ejca.org/shogi-club/
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi
https://ejca.org/shogi-club/
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
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浴衣をリメイク？
/	キムソン	彩

花火、海、スイカ、風鈴、金魚、素麺、かき氷、蚊取り線香…

どれも日本の夏に欠かせない、いわゆる夏の風物詩というやつだ。
花火大会や夏祭りに着ていきたい浴衣もその一つだろう。

私の手元には涼やかな濃い青地に白い模様の入った浴衣が一枚あ
る。もしかしたらカナダでも着る機会があるかもしれないと日本から
持ってきたものなのだが、めっきりその機会がない。

ヘリテージ・フェスティバルやコロナ禍以前に行われていたEJCAの
夏祭りなどのイベントごと、もち
ろん日常でも着ていこうと思え
ば着て行ける時はいくらでもあ
るだろう。だが私は元来目立って
しまうのが苦手な性格だ。それ
ゆえカナダで浴衣を着るのは私
には少々ハードルが高い。

それならば自分の浴衣をワンピ
ースにリメイクしてみるのはどう
だろうと思い付いた。幸い裁縫
は趣味の一つである。

私の母は和裁を学んだことがあ
り、持っている浴衣のほとんどは
母が昔縫ったもの。母はその昔、
自身の振袖も縫ったらしい。

私の浴衣もおそらく母が縫ったものだ。大事に仕立てられた手縫い
の浴衣をリメイクするなんてとても緊張する。でもこのまま箪笥の肥
やしになるよりはきっといいだろう。浴衣を解く前に、まずは作った
本人である母に了解を得ようと聞いてみたところ、快く「好きにしてい
いよ」と言ってもらえた。

と同時に、この浴衣は母が縫ったものではない事がわかった。手作
りではないと聞き、「それならば気持ち的にも解きやすいかも」なん
て思ったのも束の間。

なんと母方の祖母のものだという。祖母の若い頃とまではいかない
が、それでも少なくとも私が生まれる前からあったものらしい。

いやはや、３代に渡って着られていた浴衣だったとは。逆にますます
決心が揺らいだ。

実はここまでの話はもうすでに数年前の話。

結局浴衣を解く決心はつかず、そのまま仕舞われ眠ったままだった。
そんな浴衣を最近また取り出してみた。まだまだ状態も良く、年季が
入っているとはぱっと見ではわからない。

Refashioning Yukata?
/	Aya	Kymson

Fireworks,	beaches,	watermelons,	furin	(wind	chimes),	goldfish,	
somen	(cold	noodles),	shaved	ice,	katori	senko	(mosquito	
repellant)…

These	are	some	of	the	Japanese	summer	traditions,	things	
that	have	a	sentimental	feeling;	they	remind	us	of	a	good	old	
summertime	in	Japan.	Yukata	is	certainly	one	of	them	as	many	
folks	wear	them	to	firework	festivals	in	summer.	

Yukata	is	one	of	the	most	casual	forms	of	kimono	which	is	
meant	to	be	worn	in	summer;	it’s	often	made	of	cotton.	I	own	
one	that	is	made	with	a	
beautiful	dark	blue	fabric	with	
a	white	pattern	on	it.	I	brought	
it	with	me	from	Japan	when	
I	moved	to	Canada,	thinking	
I	might	wear	it	on	some	
occasions.

I	probably	could	have	worn	
it	to	events	like	the	Heritage	
Festival	or	Natsu	matsuri,	
or	any	everyday	occasion,	
really.	However,	I	am	not	one	
who	likes	to	get	too	much	
attention.	Maybe	I’m	just	
being	self	conscious	but	this	
nature	of	mine	has	made	it	
somewhat	challenging	to	wear	my	yukata	here.

That	made	me	think,	“how	about	turning	it	into	a	casual	
dress”?	Luckily,	sewing	is	one	of	my	biggest	passions.

My	mom	went	to	school	for	kimono	sewing	after	high	school;	
most	of	the	yukata	that	we	own	were	made	by	her.	She	even	
made	some	formal	kimono	with	silk	too.

This	blue	yukata	was	probably	sewn	by	her	as	well,	I	thought.	
Thinking	of	undoing	all	the	stitches	that	were	hand-sewn	with	
care	made	me	nervous.	But	it	would	be	better	to	be	refashioned	
into	something	that	would	get	more	wear,	right?	My	mom	gave	
me	permission	(she	was	very	nice	and	casual	about	it).

But	when	I	talked	to	my	mom	about	it,	I	also	found	out	that	it	
wasn’t	made	by	her.	What	a	relief!	So	I	thought	for	a	second…	
She	proceeded	to	tell	me	that	it	actually	used	to	belong	to	my	
grandmother!	Apparently	it’s	older	than	me,	too.

So	it	turned	out	that	this	yukata	was	worn	by	three	generations	
in	my	family.	This	made	it	more	precious	to	me;	now	I	was	
really	unsure	if	I	wanted	to	refashion	it	at	all.

The	story	so	far	actually	happened	several	years	ago.
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To	this	day,	I	haven’t	been	able	to	make	up	my	mind.	I	recently	
took	it	out	after	keeping	it	in	my	closet	all	this	time.	It’s	still	
in	a	really	good	condition,	I	don’t	think	you	can	tell	how	old	it	
actually	is.

According	to	my	mom,	this	fabric	was	dyed	using	“roketsu-
zome”	which	is	a	traditional	wax-resist	textile	dyeing	technique	
in	Japan.	This	deep,	calm,	refreshing	colour	makes	me	feel	that	
I	want	to	use	old	Japanese	words	to	describe	blues	like	“ai-iro”	
or	“ruri-iro”.	

If	I	haven’t	been	able	to	bring	myself	to	undo	this	yukata	for	this	
long,	it’s	probably	not	meant	to	be.

While	I	was	being	indecisive,	my	niece	was	born	in	Japan	(I’m	
an	expat	and	my	whole	family	lives	in	Japan).

My	niece,	who	will	be	two	years	old	this	year,	gets	along	really	
well	with	my	grandma	(her	great	grandma).	In	the	videos	my	
sister	sends	me,	they’re	often	playing	together	and	they’re	so	
adorable.

When	I	think	about	the	two,	I’d	really	like	to	pass	this	yukata	to	
my	niece	someday.	

I’m	not	sure	if	she’d	even	like	the	style	of	it,	but	it	will	hold	a	
memory	of	her	great	grandma	and	will	be	treasured	regardless.

So	now	that	I	won’t	be	refashioning	it,	maybe	I’d	make	a	dress	
using	Japanese	style	fabric	from	scratch	instead.	Probably	
not	with	“tanmono”	fabric	(traditional	narrow	cloth	used	for	
kimono),	but	with	a	regular	fabric	that	has	a	Japanese	style	
print	on	it.	I’ve	been	doing	some	research	online	but	haven’t	
found	the	right	one	yet.	Something	that	isn’t	childish	and	not	
over	the	top.	Something	that	is	suitable	for	everyday	wear	
for	grown	ups,	something	that	would	look	good	as	a	dress.	
Something	that’s	not	cheap	or	tacky	like	some	souvenirs	or	
cultural	appropriations	in	Hollywood.	Something	that	captures	
true	traditional	style.	

I	know	I’m	being	a	little	picky	but	the	process	itself	is	also	part	
of	the	fun.	That’s	how	handmade	pieces	become	priceless	to	
oneself,	don’t	you	think?

この浴衣の生地は母によると「ろうけつ染め」という技法で染められ
たものらしい。

ブルーとかネイビーではなく、藍色とか瑠璃色と呼びたくなる美しい
日本の青だ。

もう何年も迷っているということは、この浴衣はきっと解かない方が
いいのだろう。

迷っている間に、日本に住む姉の元に姪っ子が誕生した。（私の家族
は両親も祖父母も、皆日本に住んでいる。）

今年２歳になる姪っ子は、祖母（姪にとっては曽祖母）と何やら気が
合うらしく、姉から送られてくる動画では二人で仲良く遊んでいる様
子が多く見られなんとも微笑ましい。

そんな二人の姿を思うと、この浴衣はこのまま将来姪に譲りたいなぁ
なんて思うのだ。

成長した姪がこの浴衣を好むかは分からないし、その時の流行など
想像もつかない。だけど、幼少期によく遊んでもらった曽祖母の浴衣
はきっと彼女にとって思い出の品になると思う。

この浴衣は解かずにこのまま残しておくとなれば、私の次なる計画
は和柄の布を購入しワンピースを縫う、に変更しようか。反物ではな
く、和風の柄が入ったいわゆる普通の布を使う方が無難だろう。オン
ラインでどんなものがあるか見てみるものの、なかなかこれといった
ものが見つからない。子供っぽくなく、仰々しくなく、大人の普段着に
ふさわしい、洋服のデザインにも馴染む柄行き。観光地で売ってい
るような、はたまたハリウッド作品に見るような「取って付けたよう
な和」ではない、もっと凛とした粋なもの。

これがなかなか難しいのだが、紆余曲折のあるこの過程も物を作る
醍醐味だろう。	
そうやって自分だけの付加価値がついていくのだ。

不思議な動物界
/	ダルビア・ギル

The Wonders of the Animal Kingdom
/	Dalvir	Gill

Whether	it's	Canada	or	Japan,	every	country	has	animals	that	
are,	to	a	certain	extent,	exclusive	to	them.	Before	going	to	
Miyazaki	prefecture,	I	had	lived	my	whole	life	in	Canada	and	
had	seen	lots	of	animals	in	picture	form	only.	Take	animals	
from	more	tropical	environments,	which	if	you	ever	see	them,	
would	be	at	an	aquarium	or	zoo,	but	never	in	their	natural	
habitat	or	place	of	origin.	As	a	Pokémon	fan	since	childhood,	
it	was	incredibly	moving	to	see	the	various	inspirations	of	
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Pokémon	so	tangibly.	Of	course,	I	took	a	ton	of	pictures	too!

For	the	first	time,	I	laid	my	eyes	on	red	crabs,	stag	beetles,	
orb-weaving	spiders,	yellow	jacket	wasps,	and	jellyfish.	
When	I	saw	them	I	had	a	deep	sense	of	immersion	in	
what	was	otherwise	a	normal	day	as	I	thought	“Oh	hey!	
That	red	crab	looks	like	a	Krabby”	or	“Ariados	is	based	
on	the	orb-weaving	spider!”	It	wasn’t	always	fun	times	
when	seeing	certain	creatures	for	the	first	time.	Take,	
for	example,	one	random	day,	I	returned	home	to	my	
apartment	to	see	a	certain	trespasser	from	the	depths	of	
my	nightmares	staring	at	me.	It	was	a	huntsman	spider.	In	the	
end,	without	issue,	I	managed	to	shoo	it	away	but	nonetheless	
I	was	shaken	up.	

I	guess	what	I’m	trying	to	say	is	that	thanks	to	Miyazaki	
prefecture,	I	was	able	to	experience	some	profound	feelings	
thanks	to	the	animals	I	was	able	to	see,	which	in	turn	made	my	
everyday	more	interesting.	Also,	I’m	really	excited	for	the	new	
Pokémon	games!

カナダでも日本でも、その土地ならではの動物が
居ますよね。宮崎県に行く前、私はずっとカナ

ダに住んでいて、沢山の動物を写真でしか
見たことがありませんでした。例えば、熱
帯の動物はカナダだと多分水族館や動物
園では見れますが、自然の生息地で見る
ことはできません。ずっと子供の時からポ
ケモンが好きな私にとって、様々な、ポケ

モンのインスピレーションとなった本物の
動物を具体的に見れたのはすごく感動的でし

た。もちろん、私はあい変わらず、写真もいっぱい
撮影しました(笑)。

赤いカニ、クワガタムシ、ジョロウグモ、スズメバチとクラゲを始めて
目の前で見ました。その動物を見たときに「ああ！このカニはクラブ！
」や「わあ、アリアドスはジョロウグモの描写！」という瞬間が沢山あ
って、そんな感じで日常生活のなかでよく没頭してしまう時がありま
した。とはいえ、見たことのない動物をはじめてみるのはいつも楽し
い感じというわけではないです。例えば、ある日私がアパートに帰っ
た時に、あったことのない侵入者にジロジロ見られました。その侵入
者は悪夢の底からやってきたかのようなアシダカグモでした。結局、
問題なくでアパートから出させましたが、すごくびっくりしました。

おそらく私が言いたいことは、宮崎県の動物との出会いのおかげで
多彩で深い感情が経験できて、目の前の世界を面白くしてくれたとい
うことです。そして、新しいポケモンゲームがとても楽しみです！

茶道のお点前ができる方いらっしゃいません
か？

/	大木	早苗

エドモントン日本文化協会の文化
部では、常時会員への日本語教
室や子供向けのクラスを行ってい
るほかに、カナダの学生のために
Japan	Today（中学２年生を対
象）、Explore	Japan	（高校１年
生を対象）という日本文化体験プ
ログラムを提供しています。

Explore	Japanでは書道、茶道、
浴衣の試着、空手、太鼓などを高
校生に体験してもらっています。今

年もExplore	Japan	を１０月末から１１月初めごろに行う予定です
が、例年お願いしている茶道のお点前を茶道クラブにお願いできな
いことが分かりました。

Tea Ceremony Demonstrator Required
/	Sanae	Ohki

The	Cultural	Programs	section	of	
the	Edmonton	Japan	Community	
Association	offers	Japanese	language	
classes	and	Nihongo	kids	classes,	as	
well	as	Japanese	cultural	programs	for	
Canadian	students,	i.e.,	Japan	Today	(for	
junior	high	school	grade	eighth	students)	
and	Explore	Japan	(for	high	school	
students).

Through	the	Explore	Japan	program,	
high	school	students	experience	
calligraphy,	tea	ceremony,	yukata	try-on,	
karate,	and	taiko	drumming.	We	are	
planning	to	hold	Explore	Japan	again	
this	year	sometime	at	the	end	of	October	to	the	beginning	of	
November.	Unfortunately,	the	tea	ceremony	club	won’t	be	
available	this	year	to	demonstrate	the	ceremony.
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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.

Is	there	any	member	of	EJCA	who	would	be	able	to	
demonstrate	the	tea	ceremony?	Any	school	of	tea	ceremony	
is	fine.	It	would	be	ideal	if	you	could	do	it	with	tatami	mats,	
but	EJCA	also	has	a	chair	and	a	table	for	“Ryurei	style”	tea	
ceremony.	So,	it	would	be	fine	to	have	the	ceremony	using	
a	chair	as	well.	All	the	utensils	of	the	tea	ceremony	will	be	
available.

If	you	know	someone,	even	if	not	an	EJCA	member,	who	can	
demonstrate	the	tea	ceremony,	please	introduce	him/her	to	
us!	This	is	not	a	volunteer	service	and	there	is	an	honorarium	
according	to	the	EJCA	standards.

For	questions	and	response:	culture@ejca.org

エドモントン日本文化協会の会員の皆様の中に、茶道のデモンスト
レーションがお出来になる方はいらっしゃいませんでしょうか？どの
流派でも大丈夫です。畳敷きでしていただけるといいですが、立礼用
の椅子やテーブルもありますので立礼でも結構です。茶道の道具は
すべて揃っています。

会員でなくても、お知り合いの方で茶道をされる方をご存知でした
ら、是非ご紹介ください。

これはボランティアではなくて、EJCAの基準で謝礼をいたします。

ご質問やご連絡はこちらへ:　culture@ejca.org

mailto:culture%40ejca.org?subject=
mailto:culture%40ejca.org?subject=
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カカナナダダ留留学学をを目目指指ししてていいるる 

ごご家家族族、、おお友友達達ははいいまませせんんかか？？ 

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 （（日日本本語語相相談談可可））  

Website: internationalprograms.epsb.ca 
 

 

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。

Yoko Masuda 
Acupuncture

REGISTERED ACUPUNCTURIST

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
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Paul	Fujishige
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Tamara	Sutherland

Secretary	
Brenda	Madsen	

Treasurer	
Jim	Hoyano

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

Finance Committee	
Jim	Hoyano	(Chair)	
Bob	Tennant			
Paul	Fujishige

Library Committee	
Cathy	Tennant	(Chair)	
Adeline	Panamaroff	
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	
John	Priegert	(Chair)	
Alan	Davis	
Cathy	Tennant	
Les	Dowdell	
Ruriko	Davis

NAJC Liaison	
Paul	Fujishige	
Takashi	Ohki	
Tamara	Sutherland

Communications 
Work Group	
Eldon	Kymson	
Tamara	Sutherland

Library Work Group	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	
Emi	Leung	
Mike	Waszkiewicz	
Ritsuko	Chartrand	
Jim	Hoyano

Web Admin Team	
Andre	Prefontaine	
Eldon	Kymson	
Mana	Low	
Stefan	Grossmann

Scholarship & Grant 
Work Group	
David	Mitsui	
Daiyo	Sawada

Natsu Matsuri Work Group	
Hideji	Ono	(Chair)

Committee Advocating 
for Racial Equality	
Carley	Okamura	(Co-chair)	
Kevin	Higa	(Co-chair)	
Eldon	Kymson	
Oliver	Rossier	
Olenka	Bilash	
Paul	Fujishige	
Takashi	Ohki
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Committee	
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Omar	Amer	
Carley	Okamura	
John	Priegert	
Brenda	Madsen	(board	
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Centre Manager	
Bruce	Robertson	
office@ejca.org

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)

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
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

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

780-466-8166	
moshimoshi@ejca.org	
ejca.org

Editors	
Aya	Kymson	
Eldon	Kymson

Vol. 55 Translators	
Dalvir	Gill	
Mana	Low	
Yuka	Good	Striker
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