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PRESIDENT’S CORNER
/ Paul Fujishige

The 80th anniversary of the internment of
Japanese Canadians provides opportunities to
acknowledge and commemorate this significant
period in many of our families’ lives. Looking back in
this anniversary year allows us to contemplate the impact of
injustice that has had far reaching effects to this day. It is also
an opportunity for action towards a hopeful future.

I was looking at the updated website for the Hastings Park
detention centre (http://hastingspark1942.ca) and saw the
section that has been compiled with the names of many of
the 8,000 detainees. Yes, my parents’ names were on the list. I
knew it was so, but there was something shocking to me about
seeing their names. Websites like these keep the memory alive
for future generations.
I think all families wish that we would learn the lessons of
history and not repeat the mistakes of the past. Unfortunately,
hate and fear is alive and well in our country and in far away
places like Ukraine.
In reading and researching more about Gordon Hirabayashi,
I see many examples of how his life provides meaning and
direction for us today.

Gordon was a pacifist and faced hate and prejudice head on.
He did not shirk from his beliefs that laws that were just would
be upheld. Ultimately, after a fight of 44 years at the Supreme
Court, he was proved right.

He confronted hate with reason, logic and empathy. He looked
for the humanity in others and found it in many cases. He
honoured the laws of the land even though they were flawed
and not held to a higher standard. He saw the plight of other
minorities in the same light as his own, even though Japanese
North Americans were a major target of discrimination in his
day.

I think, like Gordon, we all need to keep looking for the good in
others and be positive role models where we can. Whether it be
on social media or in our neighbourhoods, “be the change you
want to see” has never been more important.
There are steps we can take. We can join with others who are
addressing hate and discrimination. The website (https://
act2endracism.ca) provides helpful resources (in many
languages including Japanese) to teach and effectively deal
with racism.

We can continue to share our culture and be open to others.
The richness of diversity makes our community a better place.
We should look for opportunities to build and include.
MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

会 長 便り
/ ポール・フジシゲ

今年は第二次世界大戦中の日系カナダ人強制収容から

８０年となるわけですが、この節目は多くの人にとって深

い意味を持つ時代を追悼する機会となるでしょう。今日ま

で影響を与え続ける不当な扱いや権利の侵害について今一度考

える年となるかもしれません。そして、明るい未来へ向けて行動を起
こす機会でもあります。

アップデートされたヘイスティングス・パーク収容所のウェブサイト
（http://hastingspark1942.ca）を見ていたのですが、八千人の抑

留者たちの多くの名前がリストにまとめられていました。そこには私

の両親の名前もありました。そのことについて知ってはいたものの、

実際に名前を目にするのはやはりショッキングなことでした。この様

なウェブサイトの存在は、将来の世代にとって語り部のような役割を
担うのではないでしょうか。

私はきっと誰もが、歴史から学び決して過ちを繰り返さないよう願っ
ていると思います。それでも悲しいことに憎しみや恐怖は未だこの国
にも、そしてウクライナなどの国々にも残っています。

ゴードン・ヒラバヤシ氏について調べていると、彼の人生が今日の私
たちにたくさんの道筋を示してくれるのがわかります。

ゴードン氏は平和主義者で、憎悪や偏見と正面から向き合いました。
公正な法律が支持されるべきであるという自身の信念から逃げるこ
とはありませんでした。そして４４年の闘いを経たのち、ゴードン氏
が正しいと最高裁判所で証明されました。

彼は理性と倫理的思考を持ち、また誰かの立場に立って考えながら

憎しみと立ち向かいました。彼は人々の中に、人間らしさや情味を見

出すことができたのです。またたとえ不備があり高水準を保ったもの
ではなかったとしても、その土地の法律を尊重しました。日系アメリ

カ人は当時激しい差別の的であったにもかかわらず、他のマイノリテ

ィーに属する人々の苦境も、自分のものと同じようにみなしました。
ゴードン氏がそうであったように、他人の良いところを見つけ出し、
ポジティブなお手本となれるよう努めるべきなのではないでしょう

か。SNS上でも、ご近所付き合いの中でも、
「見たいと思う世界の変

化にあなた自身がなる」という考え方が今とても重要になってきてい
ると思います。

そのためにできることが幾つかあります。まず一つは、憎悪や差別に

対して声を上げている人たちに協力すること。
『Act 2 End Racism』
というウェブサイトに、役立つ情報がたくさん載っています。日本語

を含む複数言語で、人種差別とどう向き合ったら良いのかなどが説
明されています。

そして私たちの文化を伝え続け、また他の文化に対しても寛容であり
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I hope that while commemorating the past 80 years we can
move forward with others towards a peaceful and inclusive
society.

続けること。多様性が豊かであればあるほど、社会は良くなっていく

と思います。その様なコミュニティを築いたり、もっと一緒に支え合え
るような機会を作っていくべきではないでしょうか。

８０周年を追悼すると同時に、皆さんと一緒により平和でインクルー
シブな社会へと歩んでいけたらいいなと思います。

Board Goals for 2022

２０２２年度

Your Board has set some ambitious and interesting goals for
the year as we anticipate and hope for a full re-opening. You are
invited to get (re)engaged with EJCA in whatever capacity you
choose and with the time you have available.

本年度の本格的な会館での活動再開へ向けて、役員会は意欲的

/ Paul Fujishige

Goal #1: Double membership size and member involvement

/ ポール・フジシゲ

役員会の目標

な目標を幾つか掲げています。みなさんのできる範囲で、是非とも
EJCAの活動へ参加してみませんか。
目標１：会員の規模や参加率を倍に

We look to do this through exploring new activities and
increasing/revising clubs. We will seek to tap into our members’
interests and passions. Expansion will also occur through more
activities targeted at youth and recent Japanese newcomers.

新しい活動や、クラブの追加や見直しなどを通じて達成したい目標

In addition to casino revenues, we look to increase fund raising
through various diverse means. This includes grant writing,
innovative fund-raising events, online shopping and EJCA
products.

目標２：運営資金状況の改善

Goal #2: Improve our financial position

Goal #3: Raise EJCA’s profile in our community

Boosting our social media platforms and presence to publicize
our clubs and events will be a priority for us this year. Different
community events will reach more broadly into our community.
Goal #4: Assess the adequacy of our facility

We will be looking at our long term needs and how well our
facility will work for us. Other similar organizations’ building
projects will also be explored.
Goal #5: Committee Advocating for Racial Equality (CARE)

This group of members have some innovative ideas and
collaborations planned. They will be sharing more details on
this in upcoming issues.

です。会員のみなさまにとって特に興味がおありになる分野の活動を
もっと開拓していきたいと思っています。若い世代の方々や、近年カ

ナダに移住された日本人の皆様にとって魅力のある活動を増やすこ
とで、さらに規模を拡大していく予定でもあります。

カジノによる収益に加え、さまざまな方法での資金調達を考えていま
す。助成金の申請、資金集めのための新しいイベント、オンラインス
トアやEJCAのグッズ販売を充実させる、などの案が出ています。
目標３：コミュニティ内でのEJCAへの注目度を高める

SNSを活用したり、クラブの存在をもっと公にしたり、イベントを催し
たりすることは今年重要度が高い活動となります。さまざまな種類の
イベントを通じ、より多くの人たちを繋がりを持てるようにしたいと
思っています、

目標４：会館施設の適切性の査定

長期的な目線で、私たちにとってどのような施設が必要なのか、適し

ているのかを検討しています。私たちと似たような団体はどんな施設
をどのように使っているのかというのも調べてみるつもりです。
目標５：CARE委員会（Committee Advocating for Racial
Equality）

委員会のメンバーたちは、革新的な企画やコラボレーションを計画

しています。より詳しい内容は今後の『もしもし』でお伝えしていき
ます。
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Meet the Board Night

役員との懇談会

Thanks to the 16 members who participated in our first Zoom
get-together. Information was shared about upcoming activities
as well as our Board goals for 2022. Several club leaders
attended and provided their input.

初めてのズームでの懇親会に参加された会員１６名の方々、ありがと

/ Paul Fujishige

A quick update was provided, including the following:
•
•

•

A play about Gordon Hirabayashi’s life (Hold These Truths)
will have its Alberta premiere on May 5th at the University
of Alberta. Further details will be shared shortly.

This year is the 80th anniversary of the internment
of Japanese Canadians and the beginning of forced
migration. Many of our families’ arrival in Alberta can be
traced back to 1942. We would like to commemorate this
year and are seeking input from our members on how best
to do that.
We will be participating in the Heritage Festival on the
August long weekend as well as a casino fundraiser in the
last quarter of 2022. Many volunteers are needed for both
activities and we will be asking for your help in the coming
months.

Several interesting ideas were offered to help in generating
member interest and recruitment. This will especially be
needed as we begin to re-open the EJCA Centre and programs
again in more “normal” conditions.
Some of the suggestions:
•
•
•
•

An open house celebrating the re-opening of the Centre.
This would include a tour of the library and our other
facilities for new members.
More casual events at the Centre where members could
drop in and have tea.
Club challenges like sushi making and Japanese style
hot dogs.
New events like EJCA Halloween and Children’s Day.

We would like to hear from other members as well. Please
email president@ejca.org with your ideas and suggestions.

/ ポール・フジシゲ

うございます。懇親会では、これからのEJCAの活動と２０２２年度の
役員会の目標についての情報共有を、参加された会員の皆様とする

ことができました。何名かのクラブのリーダーの方たちも参加され、
それぞれの意見を提供されました。

懇談会で説明された最新情報は下記を含みます。

•

•

•

ゴードン・ヒラバヤシ氏の生涯を描いた舞台、
『Hold These
Truths』のアルバータ州での初演がアルバータ大学にて、
５月５日
に行われます。
詳細は追ってお知らせします。

今年は日系人の強制収容と太平洋岸地域から内陸部への強制
移動の始まりから８０年の節目となります。
アルバータ州在住の
私たち日系人の家族の多くがこの州へ到着したのは、遡ること８
０年前の１９４２年です。
EJCAではこの節目の年を記念する行事・
催しをしたいと考えており、
より良い形で２０２２年を記念するべく
会員の皆様のご意見を広く募集しています。
EJCAは８月のロングウィークエンド
（７月３０日から８月１日）に
ヘリテージ・フェスティバルに参加し、
また下四半期中に（１０月か
ら１２月中、具体的な日程は未定）EJCAの運営資金調達のため
のカジノの催しも行います。
両方の催しのためたくさんのボランテ
ィアメンバーが必要になりますので、
これからの数か月間、皆様の
ご協力を広く募集していきます。

懇親会では、会員の皆様のEJCAに対するご興味を高めたり、また、
新会員を獲得したりするためのご意見やご提案をいくつか頂戴致し

ました。このようなご意見やご提案はこれからEJCAセンターとEJCA
のプログラムをより「平常の」状態に戻して再開するにあたり、特に
求められているものです。

いただいたご意見・ご提案には下記のようなものがありました。
•

•
•
•

EJCAセンターの再開を祝う、オープンハウス。このオープンハウ
スには図書室のツアーや、新会員のための施設内の案内ツアー
を含みます。

会員の方たちが立ち寄って、お茶などを楽しめる気軽なイベント
をより多くセンターで開くこと。

クラブ同士が対戦する寿司づくりや日本風ホットドックのコン
テスト

EJCAハロウィーンやこどもの日といった新イベント

役員会では皆様のご意見・ご提案を広く募集しております。どうぞあ

なたのご意見・ご提案をpresident@ejca.orgまでお送りください。
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Events Elsewhere

外部団体主催のイベント

EJCA regularly receives information about cultural events,
webinars, etc. at other organizations—locally, regionally,
or nationally.

昨今、EJCA以外の団体やグループが主催する行事やプログラムのお

/ Stefan Grossmann

Some of those may be of particular interest to our members,
in which case we will inform you by adding these events to our
new calendar page called "Events Elsewhere" on our website,
so you can decide for yourself if you want to follow up on those.  
Please bookmark the new page (https://ejca.org/EventsElsewhere) and check it at your leisure. EJCA will not be able to
provide any more information, so please contact the respective
external organizations directly for any questions you may have.
For all EJCA-related and
EJCA-organized events, please
continue to visit our website
and visit the Upcoming
Events page (https://ejca.org/
upcoming-events) for the latest
updates.

/ ステファン・グロスマン

知らせをいただくことが増えてきました。地元のもの、周辺地域のも
の、全国規模のものなどさまざまです。

そこで、会員の皆さまにとって興味がありそうなものを掲載していく

ページを新しくウェブサイトに追加しました。Events Elsewhereとい
うページです。

Events Elsewhere（https://ejca.org/Events-Elsewhere）のペー

ジをブックマークしていただき、お時間のある時に閲覧なさってくだ

さい。外部団体主催のイベントの詳細やご質問にはEJCAはお答えい
たしかねます。それぞれの行事の主催者へ直接お問い合わせいただ
くようお願いいたします。

EJCA主催、またはEJCAが関連
しているイベントにつきまして

はこれまでと同様、Upcoming
Events（https://ejca.org/

upcoming-events）のページをご覧
ください。

In addition, please check the
Centre Calendar page (https://
ejca.org/calendar) to see which
activities, clubs, and groups
are scheduled at the centre
itself.

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)
MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

また、Centre Calendar（会館レン
タルカレンダー：https://ejca.org/

calendar）のページでは、会館で行
われるイベントやクラブ活動の予定
をご確認いただけます。

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)
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Wagashi Making at EJCA

EJCAでの和菓子作り

On a cold winter’s day in Edmonton, February 26th, several
volunteers, including myself were toasty warm and making
wagashi at the EJCA centre. Wagashi are traditional Japanese
desserts, usually accompanied with a cup of matcha or green
tea. Wagashi come in different shapes, colours, and textures,
and are made with various ingredients. We were making them
for the upcoming spring or Hina Matsuri (Girls or Doll Festival)
event in Japan. At the EJCA, Hina Matsuri is usually celebrated
with a beautiful doll display, tea ceremony demonstration,
and arts/crafts for the young ones. Because of the COVID-19
pandemic, these activities were replaced with ordering of
delicious wagashi that could be enjoyed at home.

２月２６日の寒い冬の日に、私を含めて数人のボランティアがEJCA

/ Carol Okamoto

/ キャロル・オカモト

会館にて和菓子作りをしました。和菓子とは日本の伝統的なデザー

トで、通常緑茶や抹茶などと共に提供されることが多いです。和菓子
には様々な形、色や食感があり材料も様々です。今回の和菓子は春

の到来や雛祭り（日本の伝統的な女の子を祝うお祭り）に向けて作

りました。例年EJCAでは美しい伝統的なお人形を展示したり、茶道

のデモンストレーションや子供向けのアートやクラフトなどで雛祭り
を祝いますが、新型コロナウィルス感染症の影響で今年は自宅で楽
しめる和菓子の販売になりました。

和菓子は出来上がりから２０時間ほどで完売しました。和菓子には
種類が多いので、事前に８人のボランティア（３人のリーダーと自宅

で餡子を作った１人を含む）で合計６０箱、１箱につき大福、桜餅、

たい焼きをそれぞれ２個ずつ入れることに決めました。大福とは餅粉
で作られた小さな丸いお餅の中に餡子（小豆の豆でできた甘いペー

スト）が入っています。桜餅は小さな楕円形の菓子で中の餡子をクレ

ープのような形状の皮と、塩で漬けた桜の葉っぱで包んであります。
たい焼きは魚の形をしたお菓子で、ケーキ生地の中に餡子が入って
います。

私は今回桜餅作りに参加しました。桜餅は見た目も美しく興味があ

ったので挑戦してみましたが、今まで和菓子を作った事がなく今回が
初挑戦で少し緊張していました。桜餅担当のリーダーである早苗さ

んはとても忍耐強くしっかりサポートしてくれました。桜餅の皮は桜

の花の色を反映してピンク色です。早苗さんが桜餅の皮を伸ばして、
その中に白いんげん豆で作った白あんを詰め、さらにその周りに塩漬
けの桜の葉っぱを巻いていくのが私の仕事でした。桜の葉っぱは食
Once they were available, the wagashi orders were quickly sold
out in 20 hours. Because there are various kinds of wagashi to
choose from, the volunteer team, consisting of 8 volunteers
(including 3 leaders and one who made anko at home), decided
beforehand to make 60 boxes of 2 daifuku, 2 sakura mochi
and 2 taiyaki. Daifuku is a small round mochi (an outer layer
made from glutinous rice flour) filled with anko or red bean
paste. Sakura mochi is a small oval “crepe” filled with anko and
wrapped in salted cherry blossom leaf. Taiyaki is a fish-shaped
cake filled with anko.
I volunteered to make sakura mochi because it looked
beautiful and interesting. It was my first time making any kind
of wagashi—I was a bit nervous of the challenge. Sanae, my
sakura mochi leader, was very patient and encouraging of me.
The “crepe” part in sakura mochi is pink to reflect the colour
of cherry blossoms. Sanae made the crepes while I filled them
with anko (these ones were made from lima bean paste) and
wrapped them with the delicate cherry blossom leaf. I asked
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べられるのかどうか早苗さんに聞いてみた所、食用だということでし
た。私たちが忙しくしている合間に、他のボランティア達も忙しく大
福やたい焼きを作っているのを時々目にしました。

和菓子作りの行程は忙しかったものの、作業している間に個人個人

の日本への繋がりや日本に住んでいる親戚、楽しい日本への旅行な

どの会話も弾みました。長いパンデミックの後でまた会館に集うこと
ができ、ボランティアたちとの新しい出会いもありとてもよかったで

す。ボランティアの人たちはみな熱心に和菓子を作り、４時間後には
作った和菓子も全て包み終わり注文した人達がちらほら受け取りに

来はじめました。中には数箱注文した人もいました。一生懸命作業し
た分、私たちも試食できました。大福の餅はとても柔らかで餡子との
甘さのバランスが良かったです。桜餅はピンク色の見た目も可愛らし

く、餡子の甘さと桜の塩漬けの相性が良かったです。たい焼きは見た
目も味も絶品でした。和菓子作りの体験はとても貴重なものとなり

ました。注文したみなさんも和菓子を楽しんでくれたのなら嬉しいで
す。また来年もこういった機会を通して皆さんに会えるのを心待ちに
しています。
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Sanae if the leaves could be eaten and she said that they could.
Once in a while, I could see the other volunteers making the
daifuku and taiyaki.

While we were all busy making wagashi, there was also chatter
and laughter about our connections to Japan, including
relatives and trips there. It was nice to be back in the EJCA
building and to meet new volunteers since COVID began.
Everyone wanted to make the best wagashi they could. Four
hours later, we had all of the wagashi packaged and people
started coming in to pick up their orders. Some of them
ordered more than one box. We worked hard so we got to taste
them too. The mochi for the daifuku was so soft and fresh, and
had just the right amount of sweet anko. The sakura mochi
looked cute with the pink colour. I loved the mixture of sweet
anko and lightly salted cherry blossom leaves. The taiyaki
looked and tasted amazing as fish cakes filled with sweet anko.
I hope everyone who ordered our wagashi enjoyed them, as we
enjoyed making them. We look forward to making them and
seeing EJCA people again next year.

Daifuku Part Two

大福パート２

I have never been very good in the kitchen, but a lot of my
memories with my grandmother are ‘helping’ her to make
Japanese treats like manju and daifuku. I wasn’t a particularly
good learner, and my attempts were often segregated from the
rest and kindly labeled as “for family”. (Family can’t judge your
misshapen versions!) Obasan’s manju and other creations were
picture perfect, and could be sold in a store!

調理はあまり得意な方ではないのですが、祖母と一緒に饅頭や大福

/ Carley Okamura

Last year, after not visiting with anyone for a long time during
COVID, I tried to make daifuku on my own. Taste-wise, it was
okay, but they weren’t visually appealing. I couldn’t figure out
how to handle the mochi to wrap around the bean paste, or
form them to be a round shape, and they had weird seams.

So when I saw the opportunity to make daifuku with ladies
from EJCA, I knew this was my chance to learn how to do it
properly. I was excited to work with the team, and together we
made 128 daifuku! I learned that they are easier to make if they
are larger, and that you can use a tool to portion the mochi
while it is hot. Other than that…daifuku are pretty straight
forward, you just can’t be hesitant. And, they’re messy with the
use of cornstarch! Thank you to EJCA for the chance to learn
how to make a nice treat.
The volunteers donated various materials for wagashi. As a
result, the Wagashi Sales event created about a $400 surplus.
This will be donated to the Girl’s Day—End Period Poverty
project.
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/ カーリー・オカムラ

を「作った」思い出が沢山あります。正直にいうとなかなか上達しな
かったこともあり、私が作った物は「家族用」と言って分けられたり
しました。
（家族は微妙な手作りを笑ったりしませんから！）祖母の
作ったものは完璧で、お店で売ってもおかしくないほどでした！

去年、新型コロナウイルスの影響でみんなと会う機会がなくなったた
め、自分で大福を作ることにしました。見た目こそ少し惜しい感じで
したが、味はオッケーでした。餡子を包んだり、丸く形を作ったりし
にくくて、まるで縫い目のような線ができてしまいました。

そんな訳で、EJCAの皆さんと共に大福作りができるというチャンス
を見逃すわけにはいきませんでした。皆と一緒に大福を作るのを楽

しみにしていて、結果みんなで１２８個を作りました！大きいサイズの
大福の方が簡単に作れるし、まだ餅が熱い状態の時に道具を使って

小分けにできると学びました。それ以外は割と単純な作業で、何より
タイミングが大事です。そしてコーンスターチを使うため、ちょっとぐ

ちゃぐちゃになります！EJCAの皆さん、和菓子作りのチャンスをいた
だきありがとうございます。

和菓子作りの際、ボランティアの皆さまがいろんな材料を持ち寄り寄
付してくださいました。 そのおかげで、約４００ドルもの余剰となり

ました。その分は、
「ひな祭りプロジェクト 無くそう、生理の貧困」
へ寄付いたします。

7

The volunteers were: Akiko Frans, Andrea Szabo, Carley
Okamura, Carol Okamoto, Maria Tan, Sanae Ohki, Toshie
Schultz, and Yumiko Tachikawa. Thank you very much for your
hard work!

One senior member sent us the following message. “The EJCA’s
wagashi was the best sweet I had since the pandemic started
two years ago. I am very thankful to the events EJCA offers as
these events make us seniors feel cheerful."

Earth's General Store

ボランティアの皆さま：アキコ・フランスさん、アンドレア・ザボさん、
カーリー・オカムラさん、キャロル・オカモトさん、マリア・タンさん、
大木早苗さん、トシエ・シュルツさん、ユミコ・タチカワさん。みなさ
ま、ご協力ありがとうございました。

シニアの会員さまからお礼をいただきましたので紹介します。
「EJCA
の和菓子はこの２年間で最も美味しいと思ったお菓子でした。EJCA

主催のイベントに参加して老年の私たちはとても楽しい気分になりま
す。感謝しております。」

Pablo Cheese Tart

Yoshi Express

Girls’ Day Menstrual Product
Collection Drive
March 3–31, 2022

ひな祭りプロジェクト、生理用品コレクショ
ンドライブ
２０２２年３月３日〜３月３１日

Let’s celebrate Hinamatsuri (Girls’ Day) in a different but
meaningful way!

日本のひな祭りを一味違う、でも意義のある方法で祝おう！

/ Yuka Good Striker

EJCA is running a Menstrual Product Collection Drive during
the month of March (March 3–31, 2022) to contribute to ending
period poverty in our city while sharing the Japanese tradition
of Hinamatsuri—celebrating girls’ health and happiness.

Reality of period poverty in Edmonton:
In a discount store in her neighborhood, one of our members
witnessed two girls trying to purchase menstrual products
but had to walk away empty handed as their credit card
was declined. These types of incidents happen everyday
somewhere in our city. Also, as another member pointed out,
you cannot substitute menstrual products with something else,
as opposed to something like groceries; when fresh tomatoes
are expensive, you could use canned tomatoes instead.

MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

/ グッドストライカー 由香

EJCAでは３月の間（３月３日から３月３１日まで）私たちの街エドモ
ントンの皆さんと、女の子の健康と幸せを祝うひな祭りの伝統を分
かち合い、同時に生理の貧困の解消に寄与するべく、生理用品コレ
クションドライブを行っています。
エドモントンの生理の貧困の現実

あるEJCAの会員の方は二人の若い女性がとあるディスカウントスト
アでクレジットカードが通らず、買おうとしていた生理用品を買えな

いままお店を後にするのを見かけたことがありました。こうした出来
事はエドモントン市内で毎日起こっています。また、別の会員の方は

生理用品は他の物で簡単に代用できないことを指摘されています。
これが食料品の場合、新鮮なトマトの値段が高かったら、缶詰のト

マトで済ますこともできるわけですが、生理用品ですとそうはいきま
せん。
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Please support our drive and let’s help end period poverty
together. Let’s make more girls and women happy and healthy.
How to support:
Drop off menstrual products at EJCA or participating business
locations.
We accept unopened packages of:
Pads, tampons, sanitation wipes, pantyliners

Business locations:
Look for a box decorated in Hinamatsuri theme (flowers or
peachy colour)
Southside
•

Clear Dental #103, 4222 Gateway Blvd

•

Earth's General Store (health food/goods), 9605 82 Ave

•

Yoshi Express (bento box & ramen noodles),
10443 82 Ave

Whyte Ave
•

•

Pablo Bakery (Cheese tart bakery), 10163 81 Ave

Red Leaf Wellness (acupuncture, massage and more),
12820 107 Ave

Brewery District
•

Shojo Izakaya (modern Japanese bar/pub), 10425 121 St

•

Western Varieties Wholesale (First Nations gifts & blankets),
7003 Roper Road NW

Westend

All donations will go to Edmonton's Food Bank and Boyle Street
Community Services, who will then distribute to those in our
city who are in need.
Cash Donation:
Cash Donation is accepted on EJCA’s website. In the donation
form on the website, please choose which organization you
would like us to forward your donation. They will distribute
your donation to those in our city who are in need. You will
receive a tax receipt from that respective organization.

EJCAの生理用品コレクションドライブにご協力をお願いいたしま

す。生理の貧困の解消への支援をともにサポートして、より多くの女
性たちが幸せにそして健康になることに繋げましょう。
生理用品の寄付による支援

生理用品をEJCA、またはお近くの協力してくださっているビジネスに
お持ちください。

受け付けている生理用品（未開封パッケージのみ）：

生理用ナプキン、タンポン、デリケートゾーン用ウェットティッシュ（
英語の一般的名称：Feminine Wipe）、パンティライナー
寄付の受付場所

受付場所ではひな祭りのテーマの飾りつけをした箱（花または桃の
花のような色）をお探しください。下記の受付場所では生理用品の

みを受け付けております。現金は箱に入れないようお願いいたしま
す。

＊印のついた場所では日本語での対応が可能です。
Southside
•

Clear Dental, #103, 4222 Gateway Blvd

•

Earth's General Store （健康食品等）, 9605 82 Ave

•

Yoshi Express（お弁当、ラーメン）＊, 10443 82 Ave

Whyte Ave
•
•

Pablo Bakery（チーズタルト）＊, 10163 81 Ave
Red Leaf Wellness （鍼灸、マッサージ等）＊,
12820 107 Ave

Brewery District
•

Shojo Izakaya（モダンな居酒屋）, 10425 121 Street

•

Western Varieties Wholesale（先住民のギフトとブランケッ

Westend

ト）, 7003 Roper Road NW

ご寄付いただいた全ての生理用品と寄付金は、EJCAがEdmonton
FoodbankとBoyle Street Community Servicesに寄付し、この２
団体から市内の生理用品が必要な方々に配布されます。
現金寄付による支援

現金のご寄付はEJCAのウェブサイトにて受け付けております。ウ
ェブサイトにある現金のご寄付のフォームの中で、ご希望の団体
（Edmonton’s Foodbankもしくは、Boyle Street Community

Services）をご指定ください。寄付金は指定された団体から、市内の
支援の必要な方々に配布されます（現金を配るわけではなく、生理

用品の形での配布となります）。また、ご指定くださった団体から税
金申告用の領収書が皆様に直接送られます。

皆様の温かいご支援、ご協力を大変ありがとうございます。
MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

9

Welcome Spring at the
Library Open House

春の図書館オープンハウス

During the past two years, many regular library borrowers have
not been able to borrow from the library in-person and most
new EJCA members have never been to the centre and are not
familiar with the EJCA Gordon Hirabayashi Library.

に直接本を貸し出すことができませんでした。また新しい会員の皆さ

Saturday May 14th, 10:30 am to 3:00 pm

Now is your chance to see
the extensive collection of
books and videos in the
library, find out how to
borrow books in-person
or online and speak with
library volunteers.

If you have never been to
the centre, we’ll give you a
tour! With the traditional
EJCA events like the
Oshogatsu Potluck (New
Year’s Potluck), Annual
bazaar and Natsu Matsuri (Summer Festival) being canceled,
you might be interested to see what is inside the front door.

Demonstrations of Taiyaki Making will also be offered to
complement the Open House focus on books about Japanese
Wagashi and baking. Please register for the demos at: 11:00,
12:30 or 1:30 (limit 10 per session).
Come join us at an informal drop-in Open House… borrow
items from the library, select items from our “Take and Enjoy”
shelves, take a tour, watch a demo, visit and enjoy a cup of
delicious green tea and a taiyaki snack!
Hopefully the plum tree in front of the centre will be in full
bloom to welcome us all!
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５月１４日（土）午前１０：３０〜午後３：００

この２年間、それまで足繁く図書館へ来ていただいた会員の皆さま

まは会館へお訪れる機会もなかなか無く、EJCAのゴードン・ヒラバ
ヤシ図書館についてご存知の方もあまりいらっしゃらないかもしれ
ません。

そこで今回、図書館の蔵書やビデオのコレ
クションを皆さまにみていただける催しを

設けました。対面とオンラインでの貸出の
方法をご説明したり、図書ボランティアと

お話ししていただける機会でもあります。
まだ会館に足を運んだことのない会員の
方へは、会館のツアーもご用意していま

す！お正月の持ち寄り会、毎年開催のバザ
ー、夏祭りなど、例年行っているイベント

の中止が続いていたため、会館の中がどの
ような感じなのか気になっておられる会員
の方もいらっしゃるのでは、と思います。

EJCA図書館では和菓子の本の取り扱いもあります。 それにちなん
で、オープンハウスではたい焼き作りの様子を見学していただけま

す。たい焼き作りの見学をご希望の方は、１１時、１２時半、１時半の
いずれかの時間帯を選んでご登録をお願いいたします。
（それぞれ定
員は１０名までとなります。）

オープンハウス自体は予約なしでお気軽にお立ち寄りいただけます。
図書館で本を借りたり、 “Take and Enjoy”コーナーで本を選んだ

り、会館のツアー、たい焼き作りの見学、緑茶などを是非お楽しみく
ださい。

オープンハウス開催時には会館の入り口にある梅の木の花がちょう
ど見頃になっているかもしれません！
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Library Corner

What’s new at the EJCA library? We added another category
recently. The “P” section which you will find below the “B”
section in the library will have Japanese-language books
on parenting and motherhood. The selection is small right
now but we will gradually be adding to it. If you have any
suggestions, please let us know at: library@ejca.org
Listed below is a sample of recent additions:
P - Parenting

シアーズ博士夫妻のマタニティブック    P5140

Amaesase jozu na okasan ga yatte iru koto : Okotte bakari no
mainichi ni sayonara    P5144
N - Nikkei

Chiru Sakura: Falling Cherry Blossoms: A Mother & Daughter’s
Journey through Racism, Internment and Oppression    N5127
Vancouver Asahi: Brain Ball    N5089
On Being Yukiko    N5058
A- Japanese novels

国境の南、太陽の西    A5118
JC – Japanese culture

Recipe Book TANITA's Cafeteria ~ 500 kcal Set Lunch ~ (In
Japanese)    JC5142
From the Sea and Shore    (See book review)    JC5124
C - Children

The Phone Booth in Mr. Hirota's Garden    C5056
A Bowl Full of Peace: A True Story    C5057

図書館便り

EJCA図書館の最新情報です。最近新しいカテゴリーが追加されま

した。図書館の「B」セクションの下に、
「P」という日本語で書かれた
育児などに関する本を集めたセクションを作りました。このセクショ
ンはまだ小さいものですが、少しずつ蔵書を増やしていく予定です。
おすすめの本がありましたら、library@ejca.org までどうぞご連絡

ください。

最近新しく図書館に加わった本のリストです。
P - Parenting（育児）

シアーズ博士夫妻のマタニティブック    P5140

Amaesase jozu na okasan ga yatte iru koto : Okotte bakari no
mainichi ni sayonara    P5144
N - Nikkei（日系）

Chiru Sakura: Falling Cherry Blossoms: A Mother & Daughter’s

Journey through Racism, Internment and Oppression    N5127
Vancouver Asahi: Brain Ball    N5089
On Being Yukiko    N5058

A- Japanese novels（日本の小説）
国境の南、太陽の西    A5118

JC – Japanese culture（日本文化）

Recipe Book TANITA's Cafeteria ~ 500 kcal Set Lunch ~ (In
Japanese)    JC5142

From the Sea and Shore    (詳細は書評をご覧ください）    JC5124
C - Children（児童書）

よりぬきサザエさん 1    C5138

The Phone Booth in Mr. Hirota's Garden    C5056

天井うらのふしぎな友だち
（新装版）(青い鳥文庫 11-9)    C5145

よりぬきサザエさん 1    C5138

POUPELLE OF CHIMNEY TOWN (JAPONAIS-FRANÇAIS)    C5134
地下室からのふしぎな旅 (青い鳥文庫 11-8)    C5146

霧のむこうのふしぎな町 (新装版) (講談社青い鳥文庫)    C5147

A Bowl Full of Peace: A True Story    C5057

POUPELLE OF CHIMNEY TOWN (JAPONAIS-FRANÇAIS)    C5134
天井うらのふしぎな友だち（新装版）(青い鳥文庫 11-9)    C5145
地下室からのふしぎな旅 (青い鳥文庫 11-8)    C5146

霧のむこうのふしぎな町 (新装版) (講談社青い鳥文庫)    C5147
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BOOK REVIEW

From Sea and Shore: Steveston’s
Favourite Japanese Canadian Recipes
By Steveston Japanese Canadian Cultural Centre (SJCCC)
& Tonari Gumi (TG), Japanese Community Volunteers
Association
/ (Kaoru) Kathy Turnbull

書評

From Sea and Shore: Steveston’s
Favourite Japanese Canadian Recipes
（海と海岸より：スティーブストンのお気に入
りの日系カナダ人のレシピ）

作：スティーブストン日系文化会館、隣組 （日系カナダ人コミュニテ
ィボランティア協会）
/ （カオル）キャシー・ターンブル

この本はEJCAの図書館に最近加えられたものです。２０２１年の１０

月に初版された直後、たちまち大変な人気となり、既に第二版が出版
されたところです。
『From Sea and Shore』は同じくＴＧ ブックスが
出版したシリーズの

『Home Away From Home: The Vancouver

Japanese Canadian Seniors Cookbook』
（２００７）
（題名の意味
合い：遠く離れていても家と呼べる場所：バンクーバー日系カナダ人

シニアの料理本）と 『Our Edible Roots: The Japanese Canadian
Kitchen Garden』
（２０１８）
（題名の意味合い：私たちの食べられ

る根源：日系カナダ人のキッチンガーデン）の姉妹本です。この三冊

の本は、非常に注意深く構成されており、内容の重複はありません。
The book is a recent addition to the EJCA library. It was
launched in October, 2021, and immediately became so
popular that it is already into its second printing. “From Sea
and Shore” complements the other two books in a series
produced by TG Books: “Home Away From Home: The
Vancouver Japanese Canadian Seniors Cookbook” (2007); and
“Our Edible Roots: The Japanese Canadian Kitchen Garden”
(2018). The contents of each of these books are carefully
organized, and do not overlap.

“From Sea and Shore” is dedicated to and honours the women
of the canneries and the fishing industry in Steveston and the
BC coast. The recipes are reminders of their busy lives during
post immigration, pre-war years, internment years, repatriation
to Japan, and then returning to the Steveston (Village) area
which is now part of Richmond, British Columbia.

The Nikkei Voice, Feb 2022 Vol 36 No. 1 (The Japanese Canadian
National Newspaper) feature article is an interview with Kelvin
Higo, the project co-ordinator of this cookbook. The headline
reads “Tastes like Memories” and is subtitled “Recipes unfold
by season to tell the story of Steveston through the eyes of the
fisherman”.
Kelvin, a lifelong resident and volunteer of many Steveston
community organizations, researched, interviewed, and
photographed the fishermen and their families. Interviewees
told their stories and spoke of the food integral to their
livelihood and family histories. Masako Fukawa, a former
resident of Steveston, historian and writer of Japanese
MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

『From Sea and Shore』はスティーブストンとブリティッシュコロン
ビア沿岸の缶詰産業と漁業に従事した女性たちを称え、彼女たちに

捧げられています。この本に収められているレシピは、カナダに移民

後、戦前、強制収容時代、本国送還、そしてスティーブストン村区域（
現在はブリティッシュコロンビア州リッチモンドの一部）への帰還と
いったそれぞれの時代の彼女たちの忙しかった日々を思い起こさせ
るものです。

日系ボイス（日系カナダ人全国紙）の２０２２年２月号（第３６号）に

はこの料理本の共同コーディネーターであるケルビン・ヒゴさんのイ

ンタビュー記事があります。見出しには、
「思い出のような味がする」
とあり、さらに副題として、
「漁師の目を通して、スティーブストンの
物語を語るレシピを季節ごとに紹介している」と書かれています。

スティーブストンに生涯在住しており、スティーブストンにある複数

の地元団体でボランティアをしているケルビンは、地元の漁師たち

とその家族について調べ、彼らにインタビューをし、写真を撮影しま

した。インタビューを受けた漁師やその家族たちは、彼らの物語と彼
らの生活、そして家族の歴史に不可欠な食べ物について語ったので

す。また、この本には、かつてのスティーブストンの住人であり、日系

カナダ人の歴史に関する研究家で、著述家であるマサコ・フカワさん
が、ためになる情報・知識をたくさん含む序文を寄せています。マサ

コ・フカワさんは『Nikkei Fisherman on the BC Coast』
（２００７）
（題名の意味合い：ブリティッシュコロンビアの沿岸における日系漁
師）の主要な著者であり、また、
『Sprirt of the Nikkei Fleet』
（２０

０９）
（題名の意味合い：日系船団の精神）を夫のスタン・フカワさん
と共著しています。
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Canadian history provided the very informative foreword. She
is a former resident of Steveston and the principle author of
“Nikkei Fisherman on the BC Coast'' (2007), and co-author with
husband Stan Fukawa, “Spirit of the Nikkei Fleet” (2009).
“From Sea and Shore” stories reflect the seasonality of
work in the fishing industry. The 65 recipes are beautifully
photographed and are chosen using available seafood and fish
and/or complementary mostly locally-produced vegetables.

The book begins with Spring when fresh fish and seafood was
used sparingly. The first recipe is “Shrimp Curry”, often served
at JC community gatherings and special events in Steveston.
The recipe for “Umeboshi” reflects the many original pioneer
immigrants to Steveston and the BC Coast from Wakayama
prefecture which is famous for its production of Ume apricots.
The Summer and Fall stories and recipes reflect the varieties of
more plentiful fish and seafood, and therefore, the laborious
tasks of preservation, and also the gathering and drying of
seaweed. Finally, the section on Winter celebrates the foods of
osechi for New Years family and community feasts.

Many of the recipes will be familiar to EJCA members. The book
includes osechi specialties which have been prepared at New
Years buffet gatherings such as: “Nori no Tsukudani” (seaweed
paste), “Tazukuri”  (Candied Mini-Sardines) and “Kazunoko”
(Herring Roe on Kelp). There is also a recipe for “Sakura Mochi”
—recently prepared as part of the EJCA Hinamatsuri Wagashi
fundraiser.

Reading this book reminds me of my own family recipes passed
down from my grandparents and parents. I am fondly reminded
of my aunt in Steveston who shared her cannery’s and her
fisherman husband’s recipes, some of which are exactly the
same as in the book. The beautiful photographs are pleasant
reminders of our visits to Steveston. I especially like the
photographs of an elder fisherman using a suribachi to make
“Tororo” (grated mountain yam)—one of my grandfather’s
favourites. And finally, there is a statement of “canned whale
meat” for New Years in Steveston. This reminded me of my
grandmother’s osechi during our New Years Feasts. And that is
confirmation that I did not imagine eating whale with su-miso!
There are many Japanese Canadian cookbooks available,
however, “From Sea and Shore” is uniquely based on the
BC Coastal JC fishing community. Other Japanese Canadian
cookbooks such as Toronto JCCC’s “Just add Shoyu” (2012)
and Kamloops JCCA’s  “Our Favourites in Canadian Japanese
Cookery” (2000) reflect the recipes and histories of their JC
communities, whose members remained “East of the Rockies”
after internment, or in  the BC interior.

Cookbooks from Alberta JC communities include “Oriental
Cuisine” by the Taber Buddhist Association, Ladies Auxiliary
(1960)—which was referenced in the “From Sea and Shore” and
“Delicious Memories Cook Book” by the Raymond Buddhist
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『From Sea and Shore』で語られる物語は季節ごとに違う漁業の

仕事を反映しています。本に載せられた６５のレシピは美しい写真で
彩られ、レシピの選考基準は材料が地元で手に入る魚介類と野菜類
（野菜類のほとんども地元産）を使ったものとなっています。

この本は新鮮な魚介類が惜しみなく使われた春から始まります。最

初のレシピは「エビカレー」。これはスティーブストンの日系人のコミ

ュニティの集まりや特別な行事でよく振舞われた料理です。梅干しの
レシピが載っているのは、スティーブストンへの、またブリティッシュ
コロンビア沿岸への初期の移民の多くが梅の産地としてよく知られ

ている和歌山県の出身であることを反映しています。夏と秋の物語と
レシピは更に豊富で多彩な魚介類や海藻類がスティーブストンの辺
りで獲れることを反映したものとなっています。また、たくさん獲れ
た魚介類を保存するために大変な労力をかけてした加工の作業や

海藻類の採取・日乾しについても触れられています。最後に、冬の章
では新年の家族やコミュニティでのご馳走であるおせち料理を讃え
ています。

この本で紹介されるレシピの多くがEJCAの会員の方たちにとって馴

染みのあるものでしょう。本には新年の集まりのビュッフェで用意さ
れたことのあるおせち料理が載っています。例えば、
「のりの佃煮（

海藻をすりつぶして練ったもの）」、
「田作り（飴色に煮たこいわし）
」、そして「数の子（ニシンの卵の昆布乗せ）」。また、最近のEJCAの

ひな祭り募金活動の一部として用意された「桜餅」のレシピも載って
います。

この本を読んでいると、私自身の祖父母や両親から受け継いだ家庭

のレシピが思い出されました。スティーブストンの叔母が缶詰のレシ

ピや漁師であった夫のレシピを教えてくれたことを優しい気持ちで思
い出しました。叔母が教えてくれたレシピの中にはこの本にあるもの
とまったく同じものがいくつかあります。本の中の美しい写真の数々
は、スティーブストンを訪れた時のことを楽しく思い出させてくれま

す。個人的には、年を重ねた漁師がすり鉢で「とろろ（すりおろした

山芋）」を作っている写真が特に好きでした。とろろは私の祖父の大
好物でした。そしてこの本には、スティーブストンの新年における缶

詰のクジラ肉についての記述があります。これを読んで、私たちの家
での新年のご馳走にあった祖母のおせち料理を思い出しました。酢

味噌と一緒にクジラ肉を食べたことが私の思い込みではなかったこ
とを確信できたのです！

日系カナダ人の料理本はたくさんありますが、
『From Sea and

Shore』はブリティッシュコロンビア沿岸の日系漁業のコミュニテ

ィに基づいていることが他と一線を画しています。トロント日系文化
会館（JCCC）の『Just add Shoyu』
（２０１２）
（題名の意味合い：
醤油を加えてみよう）やカムループスの日系人会（JCCA）の『Our

Favourites in Canadian Japanese Cookery』
（２０００）
（題名の

意味合い：日系カナダ人料理の中のお気に入り）はそれぞれ、トロン

トまたはカムループスの日系コミュニティのレシピと歴史を反映する
ものです。彼らは強制収容の後も「ロッキー山脈の東側」、またはブ
リティッシュコロンビア州の内陸部に残った日系人たちです。
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Women’s Society (undated). Calgary is planning to publish a
cookbook in the future.

EJCA members may recall the publication, “TabemashoJapanese Canadian Heritage Recipes” (Aug, 1984) collected by
the (formerly named) Edmonton Japanese Community Club.
“Tabemasho” includes a small section of seafood recipes by
F. Tomihari , Ticki Miyashita, Mrs. Huzinaga, Lucy Takahashi,
Betty Kadonaga and Tami Tsujikawa. Non-fish/seafood authors
are: C. Kimura, K. Shimizu, Hideko Kaneda, Grace Nishimura,
Yumiko Hoyano, Florence Shikaze, Noriko Fujino, Mitzi Yasui,
Rose Oishi, Carol and Carl Nishimura, Diane Nawata, Wendy
Hoyano, Joyce Pearlstone and Lily Oishi. There are many
anonymous contributing authors and sadly many authors have
either moved away or passed on.
I am an obsessed collector of recipe books, and especially
those books with regional and historical information. I have
only included those titles which support my review of “From
Sea and Shore”.

アルバータの日系人コミュニティ発の料理本には、テイバー仏教会
婦人部による『Oriental Cuisine』
（１９６０）
（題名の意味合い：
東洋料理）があります。
『Oriental Cuisine』は、
『From Sea and
Shore』とリッチモンド仏教婦人会による『Delicious Memories

Cook Book』
（出版年不明）
（題名の意味合い：おいしい思い出料理
本）の両方に参照されています。カルガリー（カルガリーの日系コミ
ュニティー）では料理本を出版する計画が進められています。
EJCAの会員の方々は、EJCA編集による（出版当時のの名称

はEdmonton Japanese Community Club）
『Tabemasho-

Japanese Canadian Heritage Recipes』
（１９８４）
（題名の意味

合い：食べましょう、日系カナダ人に伝わるレシピ）という出版物を
覚えていらっしゃるかもしれません。
『Tabemasho』には、F・トミ

ハリ、ティッキー・ミヤシタ、フジナガ夫人、ルーシー・タカハシ、ベ

ティ・カドナガ、そして、タミ・ツジカワによるシーフードのレシピの小

さな章があります。シーフード以外のレシピを寄せている方々は、Ｃ・
キムラ、Ｋ・シミズ、ヒデコ・カネダ、グレース・ニシムラ、ユミコ・ホヤ
ノ、フローレンス・シカゼ、ノリコ・フジノ、ミッチ・ヤスイ、ローズ・オ

オイシ、キャロルとカール・ニシムラ、ダイアン・ナワタ、ウェンディ・

ホヤノ、ジョイス・パールストーン、リリー・オオイシ。また、たくさんの
方が匿名でレシピを寄せています。悲しいことに、レシピを寄せてく

ださった多くの方がエドモントンから引っ越してしまったり、また亡く
なった方々もおられます。

私はレシピ本のコレクター狂で、特にレシピ本で地域や歴史の情

報の載っているものには目がありません。今回は、
『From Sea and
Shore』の書評の裏付けをする書籍のみに触れました。
BOOK REVIEW

書評

Fantasy books by Sachiko Kashiwaba

柏葉幸子著のファンタジー３部作

If you’re a grown-up reading this, what type of a kid were you?

これを読んでいるあなたが大人だと仮定して…

/ Aya Kymson

I was the kind of kid who was always
daydreaming about things like:
“I wish my plushies would talk to
me.”
“If I can fly, where would I want to
go first?”
“I’d really love to meet a big fluffy
dog who can communicate with me
even without words!”

So it’s no surprise that I loved
reading fantasy novels.
Well, perhaps, I learned how to visit
my own imaginary worlds because I
read those books.
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/ キムソン 彩

あなたはどんな子供でしたか？
私は昔から、

「お気に入りのぬいぐるみが自分に話しかけてくれたら良いのに」と
か、

「空が飛べたらどこに行ってみようかな」とか、

「言葉を交わさなくとも意思疎通のできるおっきなモフモフした犬が
いたらいいな」とか、

そんなことばかり考えていました。

そんな子供でしたからある意味当然といえば当然、ファンタジーを読
むのがとても好きでした。

いや、それともファンタジー作品に触れたおかげで、自分の空想の世
界へ行き来できるようになったのかもしれません。
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I’ve donated three books (written in Japanese) by Sachiko
Kashiwaba to EJCA library:

“Kiri no mukou no fushigi na machi (Mysterious Town Beyond
the Fog)”
“Chikashitsu kara no fushigi na
tabi (Mysterious Trip from the
Basement)”
“Tenjo ura no fushigi na
tomodachi (Mysterious Friends
Under the Roof)”
(Please refer to the Library
Corner in this issue for ID
numbers for each book.)

Sachiko Kashiwaba is a
Japanese author of children
and young adult fantasy novels
and these three are some of her
most well-read books.

They’re recommended for middle grade or up; the main
characters of the books are of that age too. But I’m certain they
can be enjoyed by people of any age.
I’ve had my copies since elementary school and even when I
moved to Canada, I brought them with me.

柏葉幸子さん著の子供向けファンタジー代表作とも言える、
『霧のむこうのふしぎな町』

『地下室からのふしぎな旅』

『天井うらのふしぎな友だち』

の３作品をこのたびEJCA図書館へ寄贈しました。
（書籍番号につい
ては、今月号の図書コーナーをご参照ください。）

日本で育った方や日本のファンタジー作品にお詳しい方なら、どこか
で聞いたことのある作品たちなのではないでしょうか。

３冊とも小学校中級からとなっています。どの本の主人公たちもちょ
うどそのくらいの年齢です。

小学生のお子さんはもちろん、１０代の方や大人の方にも楽しんでい
ただけると思います。

私自身、小学生の頃からずっと大切にしており、カナダへ引っ越す際
にも一緒に連れてきたお話たちです。
内容を書くのはここでは控えますが…

みなさんにもきっと、夏休みのたった１ヶ月半が長く感じられた頃が
あったでしょう。

初めて大人なしで電車に乗り、一駅先の隣町へ行くことが大冒険に
感じられた頃があったでしょう。

とっては、もう一度あの頃見えてい

I won’t share the details of the stories here but…
All of us were once at an age when summer holidays didn’t
disappear in a blink. Time passed by a lot slower then. In those
days, getting on a train (or bus) to go to a nearby neighborhood
without grown-ups for the first time felt like the biggest
adventure ever.

た景色を思い出すきっかけになる
かもしれません。

今まさにそんな素晴らしい時間を

過ごしているお子さんにとっては、
かけがえのない友だちのような存

For those who have left that age a long time ago, these stories
might help you remember seeing things the way we used to.

If you’re going through that wonderful phase of life now, these
books might become irreplaceable in your heart, just like a
good friend. Encountering fun books is like finding a treasure
you’ll cherish so much that you’ll never forget. A treasure that
you’ll polish and gaze at many times in your life.

Would you like to visit a place that may look just like your street
by glance but something feels different as you step in?
You’re probably going to meet somewhat strange, but warm
and kind beings.
By the time you reach the end of the journey, I’m sure you’ll
want to come back again and again.

MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

そんな年頃をとうに過ぎた大人に

在になってくれると思います。面白
い本との出会いは、これからの人

生で何度も何度も取り出しては眺
めたい宝物のような経験になるで
しょう。

いつも見慣れたご近所とは似てい

るようでちょっと違う世界へ足を踏み入れてみませんか。

少し不思議な、でも暖かいひとたちとの出会いがきっとあります。

旅の終わりには別れを告げるのが名残惜しくなり、また戻ってきたい
と思うこと請け合いです。
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Thanks to The Japan Foundation in
Toronto for your donation

国際交流基金より寄付—ありがとうございます

EJCA has recently received two types of education materials
for the Nihongo Kids program from The Japan Foundation
in Toronto. The organization has always been generously
supporting EJCA in many ways.

けの教材二種の寄付をいただきました。国際交流基金からはいつも

/ Sanae Ohki

We’ve received:
25 childrens’ books (through the book lending program for
heritage Japanese education organizations)
12 childrens’ TV show video series by NHK educational
All of them will be available at our library. Be sure to check
them out, if you’re interested!

/ 大木 早苗

エドモントン日本文化協会は国際交流基金より日本語キッズ教育向
各種の援助をいただいております。

継承日本語教育実施団体への図書貸与プログラムより25冊の児童
図書。

NHKエデュケーショナルの幼児番組のビデオシリーズ12種類。

どちらも図書に入れて、日本語キッズで使ったり会員の皆さまへ貸出
をしたりいたします。ご利用ください。

Tower of Shaved Ice

カキ氷の塔

Besides last year, Edmonton generally has pleasant summers
right? The temperature is usually around 25–30 celsius and the
humidity isn’t too bad too, meaning the summer heat never
becomes oppressive. But you must be asking why am I talking
about temperature and the weather? That’s because, one day
while I was living in Miyazaki city, I had to change apartments,
meaning various labour associated
with moving. Thanks to the help of my
friends, the move was successful but on
that maximum humidity August day, we
were basically fountains of sweat.

エドモントンの夏は去年以外、一般的に快適ですね。最大気温はだ

/ Dal Gill

So our method to cool down was to
have lunch at a ramen restaurant.
Except I didn’t order ramen, instead I
ordered shaved ice. Not just your typical
shaved ice, but a colossal ice pillar, one
which I’d never seen before! It’s not an
exaggeration to say that when it was put
on the table, it was a towering presence.
Even my friends and I were transfixed on
the multi-coloured shaved ice, making
for a pretty amusing memory.
So in other words, shaved ice is actually
just a hydrating, sweet delight that’ll
help you endure the heat and so I totally
recommend it. As always, I’d like to
sincerely thank the readers of Moshi
Moshi for following along with my
random stories!
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/ ダル・ギル

いたい２５−３０度ぐらいだし、湿度もオッケーだし、やはり暑苦しく
ない夏ですね。なぜ私は天気や気温の話から始めたのかと考えてい

るでしょう？理由はある日、宮崎市に住んでいた時アパートを変更す
るために引越しの重労働を経験したんです。。友達のおかげで引越
しは無事済みましたが、あの暑い８月の

日は湿度が最大で私たちは汗の泉になり
ました。

私たちのクールダウン計画はラーメンの

食堂で昼食を食べることでした。しかし、

私が注文したのはラーメンやそばじゃなく
て、カキ氷でしたよ。それに普通のカキ氷

ではなく、見たことのない巨大な氷柱をも
らいました！本当に大げさなサイズの表現
ではありませんよ。そのカキ氷がテーブル

に置かれた時、高層ビルが周りにそびえた
ようでした。食堂のお客さんと私たちもそ

の彩られたカキ氷に夢中になって、結構こ
っけいな思い出です。

つまり、カキ氷は暑さを凌ぐために水分補
給のいい甘い物なので、とてもおすすめで
す！今年の夏もまた暑いらしいですから、
カキ氷はいいかもしれませんね。いつも

通り私のランダムなストーリーを読んでい
ただいて、もしもしの読者の皆さんに感謝
します！
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Tsume #5

詰将棋 ＃5

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

March Tsume
Level: Harder
Sente moves

The 4-5 Vanguard
Pawn is the
Tennozan Mountain.
- Shogi proverb

Pieces in hand for Sente

Solution for January
(Sente moves first)

1. Gold drops on 2-4
2. King moves to 1-6
3. Bishop drops on 2-5

Diagram shows final position.
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Solution for March

Look for it in the next issue
of Moshi Moshi!
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Volunteers Needed for Movie Night!

ムービーナイトのボランティア募集！

EJCA is organizing a movie night and we need the help of two
volunteers. We’re still working on a date, but it will likely be
held on a Saturday evening within the next 4–6 weeks at the
Centre in the main hall.

EJCAではムービーナイト（映画鑑賞会）の開催を企画しており、その

/ Eldon Kymson

Volunteers will help with tasks like the setup and teardown the
day of, running the tech that will screen the film, and handing
out drinks and snacks to guests. It will be pretty simple and as a
volunteer, you get to enjoy the film and food for free.

Last but not least, if you have any experience with film licensing
for this type of event, we’d appreciate your help, even if you’re
not able to volunteer on the night.
If you’re interested, please email eldon@ejca.org. It will be a
fun time!

/ エルドン・キムソン

ためのボランティアを２名募集しています。開催日などの詳細はまだ

検討中ですが、４月か５月の土曜日の夜にEJCA会館（メインホール）
での開催となる予定です。

ボランティアの活動内容は主に、開催日当日の会場準備と後片付

け、上映のための機材準備、参加者さん達へのお茶出し、となりま

す。複雑な作業などはなく、当日はボランティアさん達も映画の鑑賞
を参加費なしで楽しんでいただけます。

それから、このような自主上映会に関するライセンスのことなどご存
知の方がいらっしゃいましたらぜひご協力をお願いしたいです。当日

ボランティアに参加できなくても構いませんので、自主上映会の経験
や関する知識をお持ちの方はどうぞお知らせください。

興味がおありの方は eldon@ejca.org までご連絡をお願いいたしま

す。楽しい上映会にしましょう！

Online Japanese Language Class
にほんごクラス生徒募集

Schedule for Japanese for Adults

EJCA is accepting new students for Japanese Language Class for the
2022 Spring Session as of now.

Time:
Location:
Fee:

/ Mineko Koto

We offer three Adults courses and two Teens courses:
1.

2.

Japanese for Adults:
B1-3 (Total Beginner)
B2-3 (Beginner Intermediate)
B3-3 (Beginner Advance)
Japanese for Teens:
L1-3 (Total Beginner)
L2-3 (Beginner Intermediate)

Application Deadline: April 8, 2022

Please go to the registration links for details about the class and how
to apply.
Contact: lessons@ejca.org

MOSHI MOSHI 56 / MARCH–APRIL 2022 / EJCA

Date:

April 12 to June 14, 2022
for a total of 10 Tuesdays
7:00–9:00 pm
Online
$160

Registration:
https://ejca.wildapricot.org/event-4737755

Schedule for Japanese for Teens
Date:

Time:
Location:
Fee:

April 12 to June 14, 2022
for a total of 10 Tuesdays
5:00–6:30 pm
Online
$115

Registration:
https://ejca.wildapricot.org/event-4737781
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日本語キッズとベビーサロン：
春学期のご案内
/ 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
読み聞かせをしたりします。

午前１０時からのベビーサロンは主に０歳から２歳、午後１時からの日
本語キッズは３歳以上のクラスです。

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、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。

お天気がいい日はその後公園で遊んで帰られてもいいですね。
約束し
なくてもいいプレイデートの日としてお気軽にご参加ください。

まだ色々な事情でお出かけできないご家庭や、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ております。
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。
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会館での対面クラス:
水曜日 ４月（６、
１３、
２０日）、
５月（４、
１１、
１８日）、
６月（１、
８日）合
計８回

０－２才 １０時－１１時３０分
３－４才 １時－２時４５分
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。

Zoomによるオンラインクラス：
金曜日 ４月（８、
２２、
２９日）、
５月（６、
１３、
２７日）、
６月（３、
１０日）
合計８回
０－２才 １０時－１０時４５分
３－４才 １１時－１１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。

参加費：
登録締め切り：
登録:
ご質問:

１家族５０ドル、EJCAの会員が参加できます。
３月３１日
https://ejca.wildapricot.org/event-4737012
events@ejca.org
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OBITUARY

お悔やみ

April 20, 1934 – February 28, 2022

１９３４年４月２０日〜２０２２年２月２８日

Robert "Bob" Hiroshi Motokado
It is with great sadness and with much love that the family of
Robert (Bob) Motokado announce his passing peacefully at
the age of 87. He will be lovingly remembered by his wife of 61
years, Yoshiko and his children Derrick Motokado,
Donna (Darrin) Van Sickle, David (Holly) Motokado,
and Kevin (Claren) Motokado.
Bob was born in Duncan, BC in the middle of the
Great Depression, and grew up in a big family.
After the family left the internment camp in the BC
interior, the family moved to Southern Alberta to
work on the sugar beet farms and then to Kamloops
in 1952. In 1955, Bob left home to join the Royal
Canadian Air Force, proudly serving his country
for 26 years at CFBs Cold Lake, Comox, Edmonton,
Greenwood, and Baden-Soellingen in West
Germany. He met the love of his life, Yoshiko, while
on training at CFB Borden. This union resulted in a
family of four children who affectionately remember
their childhood and all the life lessons that their Dad shared
with them. Bob retired from the military at his last posting at
CFB Edmonton. He pursued his second career with Alberta
Government Telephones and retired in 1994.

Bob was a warm, kind-hearted and generous individual,
comfortable striking up a conversation with total strangers
while sitting on a park bench. He was an active member of EJCA
for more than 40 years, active in the Redress movement in the
1980’s, an EJCA board member for 5 years from 1988 to the late
1990s, and more recently an active member of Matsu no Kai
(EJCA Seniors Club) where he was president from 2005-2007.
Gardening was a skill he developed during his internment days.
It would not be unusual for him to be toiling away an entire day
tending his “babies” at his numerous garden plots and sharing
his harvest with family and friends. A specialty of Bob was
growing gobo (burdock root).

Celebration of Life

Bonnie Aiko Ohashi
Saturday, April 30, 2022
2:00 pm
Edmonton Country Club
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ロバート (ボブ)・ヒロシ・モトカドさん

ロバート (ボブ)・ヒロシ・モトカドさんが８７歳にて安らかに亡くなられ
たと御家族からお知らせいただきました。
この度は心よりお悔やみ申
し上げます。
ロバート
（ボブ）さんのお人柄は、妻として６１年共に過ご
したヨシコさん、並びにご子息のデレック・モトカ
ドさん、
ご令嬢のドナ（夫ダリンさん）
・ヴァン・シ
ックルさん、
ご子息のデイヴィッド
（妻ホリーさん）
・モトカドさん、
そしてご子息のケヴィン
（妻クラ
レンさん）
・モトカドさんのご家族によって長く偲
ばれることでしょう。

ボブさんは大恐慌の最中、
ブリティッシュコロン
ビア州のダンカンで生まれ、大家族の中で育ちま
した。
一家はブリティッシュコロンビア州の内陸
にあった強制収容所を後にしてアルバータ州南
にある甜菜農園でしばらく働き、
１９５２年にカム
ループスに移住しました。
１９５５年にボブさんは
王立カナダ空軍に志願し、
カナダ国内ではコール
ドレイク、
コモックス、
エドモントン、
グリーンウッ
ド、
また西ドイツのバデン・ゾーリゲンなどの軍事
基地で計２６年間努めました。
ボブさんはボーデンにある軍事基地で
トレーニングをしていたとき、人生最愛の人であるヨシコさんと出会い
ました。
お二人の幸せな結婚は四人の素晴らしいお子さんに恵まれ、
お子さん達とってお父さんと過ごした子供時代やお父さんから学んだ
人生のレッスンは今日においてもかけがえのない思い出となっていま
す。
ボブさんはエドモントン軍事基地を最後の転勤地として退役し、
そ
の後アルバータ公立電話会社に就職し１９９４年に退職しました。
ボブさんは温かく心の優しい寛容なお人柄で、公園のベンチなどに座
って全く知らない人とでもすぐに仲良くなれるような気さくな人でし
た。
彼は４０年以上EJCAのメンバーとして活動なさり、
８０年代にはリ
ドレス運動に参加、
１９８８年から１９９０後半にかけてはEJCAの役員
を努め、
２００５年から２００７年は松の会の会長でした。

強制収容所にいた頃から園芸の腕を磨き、大きな庭で一日中丹精込
めて育てている植物の世話をするのも珍しくありませんでした。
収穫し
ては親戚や友人にもおすそ分けしてくれました。
特にボブさんはゴボ
ウを育てるのがとても上手でした。

お別れ会のお知らせ

ボニー・アイコ・オオハシさん
２０２２年４月３０日（土）
午後２時
エドモントン・カントリー・クラブ
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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
Mike Waszkiewicz
Ritsuko Chartrand
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

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

カナダと日本、双方の良いところを取り入れる
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