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PRESIDENT’S CORNER
/ Paul Fujishige

The successful production of Hold These Truths at
the University of Alberta was a visual reminder of
the pain of internment, the fight for justice and the
ultimate victory for fundamental rights and freedoms.

Kevin Takahide Lee’s portrayal of Dr. Gordon Hirabayashi was
powerful and engaging. The sold-out shows indicate that the
story is still relevant today. In the words of Jeanne Sakata,
who began writing the play over
15 years ago, Gordon’s story
still resonates. Unfortunately,
incidents of Asian hate continue
to hamper our society.
The production was a
collaboration of many groups
and multiple talented people
who committed significant
energy and enthusiasm. This
included several faculties and
programs at the University
of Alberta, the Prince
Takamado Japan Centre, the
John Humphrey Centre, the
Government of Alberta and
Quakers Canada.

We are pleased that the
production will continue to
live on in digital form over the
next month and beyond for
special occasions. There is also
hope that the production will
eventually be performed in other
Alberta centres.

As part of May’s Asian Heritage
Month, EJCA is taking part in
an anti-racism panel on May
25th. This online panel will be
taking the learning from Dr.
Hirabayashi’s life and applying it
to our world today. Ultimately, we want to engage with others
to turn ideals into action.  I hope you will join us on May 25th to
contribute your ideas and perspective.
New partnerships with EJCA have been taking shape as we
work together towards some common goals. This should
be mutually beneficial in addressing future challenges and
promoting greater acceptance.
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会 長 便り
/ ポール・フジシゲ

アルバータ大学での『Hold These Truths』の上演成

功は、強制収容がもたらした苦痛と基本的権利や自由の

ための戦いとその勝利を、視覚的に思い出させてくれるも

のでした。

ケビン・タカヒデ・リー氏が演じたゴードン・ヒラバヤシ博士は力強

く人を惹きつけました。公演は満員となりましたが、それはこのお話

が今日の社会にも関連があることを示しているのでしょう。１５年間
を執筆に費やしたジーニー・サカタさ
んによると、ヒラバヤシ博士の話は今

でも多くの反響があるそうです。残念

ながら、現在でもアジア人に対する偏

見や嫌悪は社会を蝕んでいるのです。
今回の公演は、多大なる熱意を持って
取り組んでくださったさまざまな団体

の方々の協力のもと実現しました。ア
ルバータ大学のいくつかの学部やプ

ログラム、高円宮日本教育学習センタ
ー、ジョン・ハンフリーセンター、アル
バータ州政府、クエーカーカナダ、の
みなさんです。

公演は、まだしばらくの間オンライン
にて観劇していただくことが可能で

す。今後、アルバータ州の他の地域で

の上演実現へ向けても動いています。
５月はアジアンヘリテージ月間です。

その一環としてEJCAは、５月２５日に

行われる反人種差別パネルディスカッ
ションに参加します。このオンライン
パネルディスカッションでは、ヒラバ

ヤシ博士の人生から学び、どのように

私たちの社会へ適用していけるのかが

話し合われるでしょう。そして多くの方

々と協力し、アイディアを実現して行く
ことが目標です。５月２５日、多くの皆

様がご参加くださることを望んでいます。

共通の目標を達成するべく新しい提携もいくつか結ばれました。こ

れにより将来の課題へ注意を向けたり、より広い受容を目指すため
お互い助け合うことができるようになるでしょう。

幾人かの方々から、ヒラバヤシ博士はエドモントン市によって正式に

認められるべき人物なのではないかという話が上がっています。例え
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It has been suggested by several people that Gordon should be
officially recognized by the City of Edmonton. This recognition
would be something tangible, like a plaque or street name. We
are asking for your ideas. What would be a fitting tribute to his
memory? Please send your suggestions to our editors.

Our City is made up of many citizens from every corner of
the world and public recognition of those who have made
significant contributions, regardless of race or ethnicity is
important. I can think of no finer example than Dr. Hirabayashi.

Visit by the Consul General Uchida

The new Consul General Tatsukuni Uchida arrived in Calgary
one year ago. He visited EJCA on April 25, 2022 and met with 18
EJCA members.

ば銘板や通りの名前のような、有体で目に見える形で表せるもので
あるといいでしょう。みなさんからのアイディアをお待ちしておりま

す。博士の功績を記念するに当たってふさわしいものとはどんなもの
でしょうか。ぜひ編集部までご連絡ください。

私たちの市は、世界のあらゆる場所を背景にもつ人たちで成り立って
います。だからこそ、人種や民族に関わらず大きな功績をあげた人を

公に認めることは大切だと考えます。ヒラバヤシ博士はそれに最もふ
さわしい人物の一人であると言えるでしょう。

内田立国新総領事EJCA訪問

内田立国総領事は丁度１年前にカルガリー総領事館に着任されまし

た。２０２２年４月２５日にエドモントン日本文化協会を訪問され、会
員有志１８名と懇談の時間を持ちました。

Back row from the left: John Takahashi, Alex Park, Stewart Larkin, Consul General Tatsukuni Uchida, John Priegert, May Uyeda.
Front row from the left: Paul Fujishige, Cathy Tennant, David Mitsui, Tamara Sutherland, Brenda Madsen, Jim Hoyano.
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Hinamatsuri Project – Girls’ Day
Menstrual Products Collection Drive

ひな祭りプロジェクト、生理用品コレクショ
ンドライブ

We’re glad to report that the Girls’ Day Menstrual Products
Collection Drive was a success!

生理用品コレクションドライブが目標を達成し、また無事に非営利

/ Yuka Good Striker

Collection Drive results
•
•
•
•

Total number of menstrual products collected: 197
packages

The estimated retail value of the collected products: $1,750
Total Cash donation: $690

Sales proceeds received from Wagashi sale: $405

Donation
Boyle Street Community Services picked up the items listed as
below on April 8th.
•
•

100 plus packages of menstrual products

Cash donation of the amount of $705 by cheques ($475
from donation via Paypal, $25 donation made by a
personal cheque, and $205 from wagashi sale)

Edmonton’s Food Bank
•
•

90 plus packages of menstrual products

Cash donation of the amount of $390 by cheques ($190
from donation via Paypal and $200 from wagashi sale)

The above items were delivered by one of our members
on April 12th. We thank Justine Pelletier from Boyle Street
Community Services and Laura Baker from Edmonton’s Food
Bank for their kind guidance throughout the collection drive.
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/ グッドストライカー 由香

団体への寄付を済ませて、プロジェクトとして成功に終わったことを
ご報告致します。

コレクションドライブの結果
•
•
•
•

ご寄付いただいた生理用品の総数：１９７パッケージ

ご寄付いただいた生理用品全てを小売価格で換算した合計額：
＄１７５０

現金でのご寄付の総額：＄６９０
和菓子の売り上げ：＄４０５

寄付

Boyle Street Community Servicesのスタッフが下記の生理用品と
小切手を４月８日に受け取りに来られました。
•
•

１００パッケージ以上の生理用品

７０５ドル分の小切手（４７５ドルはPaypalでの皆様からのご寄

付、２５ドルは小切手でのご寄付、そして２０５ドルは和菓子の売
り上げによるもの）

Edmonton’s Food Bank
•
•

９０パッケージ以上の生理用品

３９０ドル分小切手（１９０ドルはPaypalでの皆様からのご寄
付、そして２００ドルは和菓子の売り上げによるもの）

上記の生理用品と小切手はEJCAの会員の方によって４月１２日に
Edmonton’s Food Bankに届けられました。
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The goal of the project (measure of success):
Collect 200 packages of menstrual products (dollar value:
$1,400 = $7 x 200) and deliver them to NPOs.

While the number of packages collected is slightly lower than
the goal, as the dollar value of the collected packages exceeded
the goal, the drive was a success.

Further, the drive provided us an opportunity to learn and
discuss about the period poverty, which helped each of us (who
were involved in the drive) grow and evolve as a person.
Finally, we would like to say a big thank you to all volunteers
and business locations who contributed to the Girls’ Day
Menstrual Products Drive. On the Girls’ Day of 2022, we did not
just wish and pray for more girls and women to be happy and
healthy, but we worked on making them happy and healthy.
I’m thankful to have taken this small, but meaningful step with
all of you.

このコレクションドライブを行っている間、親切にいろいろとアド

バイスをくださったBoyle Street Community ServicesのJustine

PelletierさんとEdmonton’s Food BankのLaura Bakerさんには改
めて感謝を申し上げます。

プロジェクトの当初の目標

２００パックの生理用品を集め（換算額：１４００ドル＝７ドルｘ２０
０）、非営利団体に寄付する。

集めた生理用品の数量はわずかに目標を下回りますが、換算額は目

標を優に超えましたので、このプロジェクトは目標を達成し、成功し
たと言えます。

またこのドライブによって、参加した私たちは生理の貧困について学
んだり、話し合ったりする機会を得ることができ、このことは私たち
が人として成長・発展する助け・きっかけともなりました。

最後に、ひな祭り生理用品コレクションドライブにご参加されたボ

ランティアの方々と箱を置かせてくださったビジネスオーナーの方々
に大きな感謝の意を申し上げます。２０２２年のひな祭りに私たちは
より多くの少女たちと女性たちが幸せで健康であることをただ希望

し、祈るだけでなく、実際に彼らが幸せに、そして、健康になれるよう
な取り組みをしました。この小さいながらも意義のある一歩を皆様

と踏み出すことができたことに私は大変感謝しております。どうもあ
りがとうございました。

Events in Summer 2022

２０２２年夏の行事

Many members are wondering what events EJCA is offering in
July and August this year.

会員の皆さまから今年の夏はどんな行事があるのかと質問をいただ

/ Sanae Ohki

•
•

Do we have the EJCA Natsu Matsuri (Summer Festival)?
Sorry but we are not quite ready for the Natsu Matsuri
2022.

How about the Heritage Festival? Yes! The Japanese
Pavilion will be there at the Heritage Festival on July 30, 31
and August 1.

EJCA also offers two summer camps:
•
•

Teens Japanese Summer Camp in English, August 8–12,
see details on page 8.

Kids Nihongo Summer Camp in Japanese, August 22–25,
see details on page 7.
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/ 大木 早苗

いています。
•

EJCAの夏祭りはありますか？

•

ではヘリテージ祭りは？

すみません、コロナ禍後の為条

件が整っていないので、今年は行いません。

はい、こちらは日本館を出します。７

月３０、３１日、８月１日です。

その他にサマーキャンプが二つあります。
•

ティーンのための日本語・日本文化体験プログラム（英語）、８

•

児童のための日本文化体験プログラム（日本語）、８月２２日〜

月８日〜１２日。８ページをご覧ください。
２５日。７ページをご覧ください。
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Library Open House

図書館オープンハウス

Although the day started a bit cloudy, the sun came out and so
did a few of the plum blossoms … just in time for the Library
Open House on Saturday May 14th.

５月１４日に図書館オープンハウスが行われ、まるでそれに合わせる

/ Cathy Tennant

Guests could look for books on the
“Take Away and Enjoy” shelves,
look for bargains on the “2 for $1”
Book Sale tables, attend a taiyaki
demo, and enjoy Sakura Ocha and
snacks while visiting (taiyaki was
available for all to sample, even
for those who did not attend the
demos).  The library welcomed
guests to browse, chat and have
questions answered. We even
provided a few tours through the
centre for those who had never
been there before.
Books were sold, 36 people
attended the taiyaki
demonstrations, over 20 children
played together and enjoyed
juice and cookies throughout the
day, and in total over 75 guests
attended the mini-event!

For me, the best part was
welcoming so many people back to the EJCA centre, watching
new connections being made, old acquaintances having a good
time visiting and children having such fun playing with each
other!  It was obvious that with most guests spending at least
30-60 minutes at the Open House, members have missed being
together at the centre.  It was a great start to spring!
Thank you to the
volunteers for making it
happen!

Volunteers:
Ritsuko Chartrand, Jim
Hoyano, Sanae Ohki, Emi
Leung, Rocio Minami,
Takashi TrenchardMinami,  Adriana
DelCapio Minami and
Adeline Panamaroff.
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/ キャシー・テナント

かのように会館の梅の花がほころびはじめました。曇りがちだった当
日も、オープンハウスが進むにつれ徐々に太陽がのぞきました。

ゲストの皆さんには、
「ご自由にどうぞ」
の棚や「２冊で１ドル」のセールテーブル
から本を選んで頂いたり、たい焼き作り

の実演、桜茶やお茶菓子などを楽しんで
いただきました。
（たい焼きは実演にご

参加下さった方だけではなく、お越しく

ださった皆さんに振る舞われました。）ま
た図書館にて蔵書を見ていただいたり、
お話をしたり、会館を初めて訪れたゲス
トの皆さんをご案内したりもしました。
本の販売もありましたし、たい焼き作り

の実演には３６名の方々がご参加くださ

り、また２０名以上のお子さんたちもジュ
ースやクッキーなどを楽しんだり一緒に
遊んだりなさいました。小さなイベント
であったにも関わらず、合計で７０名以

上のゲストの方々が足を運んでください
ました！

またEJCAの会館で皆さまとお会いでき

たこと、新しい出会いもあり、昔からの顔馴染みの皆さんとまた会え
たこと、お子さんたちが楽しそうに遊んでいた様子を見れたことは何
よりも嬉しいものでした。たくさんの方が３０〜６０分はオープンハ

ウスに滞在なさっておられたことからも、会館で集まることを待ち望
んで下さっていたのだと実感しました。春という季節の始まりになん
ともふさわしい催しでした。

力を貸してくださったボランティ
アの皆さまに感謝いたします。
ボランティアの皆さま：

リツコ・チャートランドさん、ジ

ム・ホヤノさん、大木早苗さん、
エミ・レオンさん、ロシオ・ミナ

ミさん、タカシ・トレンチャード
＝ミナミさん、アドリアナ・デ

ルカピオ・ミナミさん、アデリー
ン・パナマロフさん
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キッズにほんごサマーキャンプへのお誘い
/ 長倉 由紀子

今年も幼稚園児から小学校中学年（４歳〜１１歳ぐらい）までを対象
に、夏休みにキッズにほんごサマーキャンプを開催いたします。

エドモントン地区の日本語を話す子供たちが集まって、１００％日本

語環境の中、日本のゲームや工作をしたり、自分たちで夏祭りを準備

したりして、日本語を楽しく使い、友達をたくさん作るまたとないチャ
ンスです。今年のテーマは「動物」です。動物園への遠足も企画して
おります。

開催日は、８月２２日（月）〜８月２５日（木）の４日間、３年ぶりに午
前９時３０分から午後４時３０分まで、ランチつきで行います。夏休

みの終わりに、皆さまのお子様にも日本の子供たちが集まって体験す
る文化を楽しませてあげませんか？

参加人数によって年齢別に２つまたは３つのグループに分けて行い
ます。皆様のお子様がたのご参加を心よりお待ちしております。

※申し込み等の詳細につきましては、このリンクをご覧下さい。
https://ejca.wildapricot.org/event-4786315
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第１次の申し込み締め切りは６月３０日、この時点で実施人数を満た
していたらキャンプを行います。人数に限りがございますので、お申
し込みはお早めに。
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Japanese Summer Camp for Teens
/ Mineko Koto

The Japanese summer camp has
returned! EJCA offers a weeklong summer camp for junior
high and high school students
to experience Japanese culture
and language this summer.

This camp is based on a
Japanese school schedule with
a variety of hands-on activities.
For example, students can
experience basic Japanese
language, karate, calligraphy,
tea ceremony, Bon Odori dance,
and other Japanese cultural
activities. In addition, this year
there will be a tea ceremony at the Japanese Garden in the
Botanical Garden at the University of Alberta. If you want to
know more about Japan, come and join us!
Date

August 8 to 12, 2022

Participants

Grade 7–12, need to be a member of ECJA

Time

Location
Cost

9:30 am–4:30 pm

ECJA Centre & Ozawa Pavilion at
U of A Botanical Garden

$300  ($280 for 2nd participant from the
same family)

Application Deadline: August 1, 2022

To find out more and apply, please visit the link below. The
number of seats is limited, so make sure to apply soon.     
https://ejca.org/Japanese-Summer-Camp-for-Teens/

If you have any questions, please contact Mineko Koto at:
japanese_summer_camp_for_teens@ejca.org

MOSHI MOSHI 57 / MAY–JUNE 2022 / EJCA

ティーンのための日本語キャンプ
/ 向当 みね子

COVD-19もやっと収束に向か

い、EJCAではこの夏３年ぶりに、
中学生と高校生を対象にした日本
文化・日本語体験サマーキャンプ

「Japanese Summer Camp for
Teens」を開催します。

このキャンプでは、日本の学校の

時間割を元に計画したさまざまな
日本文化、例えば、基本的な日本

語、空手、書道、茶道、盆踊りなど

を体験することができます。また、

今年はアルバータ大学のBotanical
Gardenにある日本庭園での茶道

体験も予定しています。 お知り合いに日本に興味のあるお友達やお
友達のお子さんがおられましたら、ぜひ、このキャンプをご紹介くだ
さい。
期間

時間

２０２２年

８月８日（月）～１２日（金）

午前９時３０分〜午後４時３０分

対象者 中学１年から高校３年、EJCAの会員登録が必要です。
場所

ECJA センター & Ozawa Pavilion at

U of A Botanical Garden

参加費 ＄３００  (二人目 ＄２８０ )
申し込み締切日: ２０２２年８月１日

詳細は、こちらのサイトをご覧ください。

https://ejca.org/Japanese-Summer-Camp-for-Teens/

  ご質問、お問い合わせは、Mineko Kotoまでご連絡ください。
japanese_summer_camp_for_teens@ejca.org
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Kita no Taiko's Online Concert
Fundraiser for SACE
/ Riva

On April 16, 2022, Kita no Taiko premiered an online concert
on YouTube to raise funds for the Sexual Assault Centre
of Edmonton (SACE). Our group has previously organized
fundraisers collaborating with other performance artists, to
benefit the Red Cross and Hope Mission.

Initially we had planned to present our concert in November
of 2020, but COVID-19 restrictions prevented us from being
able to consistently access our equipment and use our space
for recordings. Thus, our show included recordings from 2020
and 2022. While we did turn our practice space at the EJCA
into a recording studio for several recording sessions, we also
included footage of our members playing from home when not
everyone could gather together.
This was our first time producing an online concert and while
we had to overcome various challenges to make it all happen,
we also had many fun adventures and great experiences
working together for a worthy cause. The concert was wellreceived and it was a lot of fun to watch the event and chat
online together with our audience!

北の太鼓によるSACEのためのオンラインチ
ャリティーコンサート
/ リーヴァ

２０２２年４月１６日に、北の太鼓のチャリティーコンサートが

YouTubeにてプレミア公開されました。このコンサートは、エドモン

トン・セクシャル・アサルト・センター（SACE: エドモントン性暴力被
害者支援施設）への募金を目的として開催されました。北の太鼓は

過去にも他のパフォーマンスアーティストの方々と組み、赤十字やホ
ープミッションのためのチャリティーコンサートを行ったことがあり
ます。

当初は２０２０年の１１月にコンサートを公開する計画でした

が、COVID-19に関する規制で練習場や設備へのアクセスが度々中断
を余儀なくされました。そのため４月１６日に公開された動画は、２

０２０年から２０２２年の間に収録されたものとなりました。EJCA会

館の練習場をレコーディングスタジオにして収録した数回のセッショ
ンに加え、メンバー全員が集まれなかった際にそれぞれの自宅で演
奏、録画した映像も含まれています。

北の太鼓にとって今回が初めてのオンラインコンサート制作であり、
実現させるために様々な課題・困難を乗り越えなければなりません
でした。同時に、意義のある目的のためにメンバーみんなで一緒に

この制作をすることで、たくさんの楽しい冒険や、素晴らしい経験を
することができました。コンサートは好評をいただき、オンラインで
鑑賞し、視聴者の皆様とチャットを交わしたのはとても楽しかった
です。
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EJCA Japanese Spring Haiku Poetry
Contest

EJCA 春の俳句コンテスト

—
梅が香に 追いもどさるる 寒さかな
The scent of Ume blossoms.
is chasing back
the cold weather.

梅が香に

/ Lénárd Grossmann

- Matsuo Bashō 松尾 芭蕉

As our beautiful Plum Tree at the Centre begins to flower this
Spring; and in anticipation of Hanami, I have been searching for
the right words to describe its transformation. I hope that by
the time you are reading this, the Spring will have laid forth its
wealth of tones and colour here too…
That beautiful flower; the first bees, those birds returning:
‘littering’ in the parks, but while giving us back that bustling,
cheerful sound and heralding the warmer days… The Earth
has revolved another year, leaving another Spring, another
thoroughly littered, muddy, yet greening park engilded by
eager sunshine.
Haiku hint at the wonderful
liveliness beneath the surface of
such ‘ordinary’ things. Through
describing what we see, simply,
we try to capture that which we
feel deepest. What we see, what
we pay attention to, reflects on
our every being: whether we
give ink and paper to our moody
thoughts, an impression, or
even something not particularly
beautiful, every work becomes a
perspective that provides a wider
canvas to the reader.
This has been expressed through
forms of Sabi - an expression of
deep and lonely truths, Karumi
- something with lightness,
expressed warmly, something
that gives us comfort in having
known it, and Wabi - seeing the
beauty in ordinary things. After
all, the only difference between a
weed and a flower: is judgement.

The essence of a traditional
‘Haiku’ can be found in its vivid scenery using images that
convey the important things. Typically a such poem has a
connection with Nature, through either direct impressions of
MOSHI MOSHI 57 / MAY–JUNE 2022 / EJCA

/ レナード・グロスマン
—

追いもどさるる

寒さかな

（松尾芭蕉）

EJCA会館の梅の花がほころびはじめ、お花見を待ち侘びる季節とな
りました。季節の移ろいを表現するにはどんな言葉がふさわしいの

でしょうか。みなさんがこれを読んでいる頃には、春がさまざまな色
を運んできているといいなと思います。

美しい花々と舞い戻ってくる蜂や鳥たちが生む、暖かな季節の到来を
告げる忙しなく元気よく動き回る音。一年がまた巡り、強い日差しの
もと緑で飾られた地面が顔を出す季節がやってきました。

そんな、日常の中に潜んだ素晴らしい生彩を描き出すのが俳句です。
目に映るものを単純に描写しているように見えて、その実、心の奥で

何を感じているのかを捉えるものなのです。私たちは何を見て、何に

注意を払うのか。気まぐれな感情をインクと紙にのせていくのもいい

でしょう。一見すると取り立てて美しくないようなものであっても、詠
む物の視野を広げてくれることに違いないのです。

古さや静けさ、枯れたものから趣が感じら
れることを表現する「寂び」、軽やかで暖
かみや伸びやかさのある「軽み」、そして

質素さの中に美しさを見出す「侘び」、こ

れらを用いて表現されます。雑草と花の違
い、それを決めるのはその人の主観です。
伝統的な俳句の真髄は、伝えたい大切な

ことを鮮やかに描き出すことにあります。
季節を表す直接的な表現であったり、ま

た、梅の花やセミ、枯れた葉や白銀世界な
どを使って婉曲的に季節を描写すること

によって、自然との繋がりを表現したもの
が多いです。

滝、黒曜石、忙しない街、火山、何も起き

ない日、冷たいもの。そんな描写と感情を

繋げていきます。また風合いや手触りなど
他の感覚機能を使って表すのも非常に面
白いと感じます。

俳句はもう過ぎてしまった一瞬の感情を

表現するもの。心の深い場所に潜む感情

や、その時に見て感じたことを描くため、
一人一人の目線は当然異なります。

この春、みなさんの視点を表現する機会

を設けられることを大変嬉しく思います。EJCAは春の俳句コンテス
トを開催する運びとなりました。６月１５日までの間、皆様からの投
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the seasons, or depictions of their elements; ume blossoms,
thousands of cicadas, a wilted leaf, or the blinding white…

We tend to imagine how things look, we think through images:
when someone is happy or sad, a waterfall, a piece of obsidian
rock, a busy city, volcano, a boring day, something cold; I find
it powerful when any text is able to describe these moments
through our other senses; what it feels like to imagine feelings
expressed differently, textures, and the sensation of the passing
of time visually.

稿を受け付けております。素敵な賞も用意していますよ！
詳細は以下のリンクにてご確認お願いいたします。
https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition

審査員を務めてくださるボランティアの方も募集しております。
lenard@ejca.org までご連絡ください。
あなたは春をどう詠みますか？

A Haiku describes ‘feeling’ a moment that is part, or is
conveyed in summary, of an experience. We connect some
deep impression or thought with what we are seeing; and every
person has their unique perspective.
This Spring, we are only too delighted to offer everyone the
opportunity to share their perspective; EJCA hosting its very
own Spring Haiku Contest, accepting your submissions by June
15th. We have some great prizes too ;-)
If you are curious and would like to know more, please find us
over at https://ejca.org/Spring-Haiku-Competition

We are also still looking for judges to help us with the contest. If
you have some experience writing Haiku and are interested in
volunteering, please reach out to me via lenard@ejca.org.

Great prizes!

How do you see the Spring?

Calligraphy Workshop Held in
Lacombe

ラコーム市にて行われた書道ワークショップ

As President of the Lacombe & District Rikubetsu Friendship
Society, I am writing this report to inform your members of our
Sho Do workshop held in Lacombe at our Memorial Centre, and
led by Sanae, and her assistants, Takashi and Hiroshi.  

リアルホールにて行われた書道ワークショップについて『もしもし』

/ Marlene McQuesten

We were very pleased to facilitate this interesting
workshop introducing our participants to the
ancient art form of Japanese brush writing (Sho
Do). Sanae prepared and showed an informative
slide show regarding the history and development
of Sho Do. She also gave very good instruction on
the technique of holding the brush and forming
the brush strokes with proper dispersal of weight
on the brush for the particular stroke.

/ マーリーン・マクエステン

ラコーム市と北海道陸別町の友好会の会長として、ラコーム市のメモ
読者の皆さんにご報告をしようと思います。当日は講師を務めていた

だいた早苗さんと、そのアシスタントであるたかしさんとひろしさんが
ご指導くださいました。

Our participants (30 in total) were very pleased,
and we heard many positive remarks regarding
Sanae and her assistants’ guidance in developing
appreciation and some skills in Sho Do. Our
students ranged in age from 9 to seniors. They
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were very focussed and practiced diligently the various strokes
that Sensei Sanae, and her assistants demonstrated. There was
excellent engagement by all. They were very pleased to take
home their best work on a shiki shi! Afterwards they enjoyed
tea and a sweet, and savoured their masterpieces!  
It was our intention to host a relaxing, interesting, and
introductory experience to this beautiful art form. We are
pleased to say that this was achieved. We thank you for
approving our request for Sanae and her assistants to come,
and also for the use of your rental Sho Do materials.  

Note by Sanae: Lacombe has a twinning relationship with
Rikubetsu, Hokkaido, Japan for over 30 years. The two cities
have been holding many exchange programs. Because of the
pandemic, all programs were canceled. Instead, the society
contacted EJCA and requested to have a calligraphy workshop
so that the residents in Lacombe can still experience Japanese
culture.

今回のワークショップは書道という古来から伝わる日本の伝統を参
加者の皆さんに紹介するという貴重な機会となりました。早苗さん

は導入として参加者の皆さんに書道の由来と発達の歴史についてス

ライドショーをみせてくれました。また、筆の正しい持ち方やとめ、は
ね、払いといった筆さばきや力の入れ加減などのコツを教えてくれま
した。

参加者の皆さん（全部で３０名）は、早苗さんや彼女のアシスタント
さん達による機転のきいた丁寧な指導のお陰で、書道に対する深い
理解も深まり様々な技術も学べたということでワークショップは大

好評でした。参加した方の年齢は９歳から年配の方までと様々な年

齢層でした。皆さんは早苗さんとアシスタントさん達が教えてくれた
様々な書道の技術を非常に熱心に練習していました。色紙に飾った
渾身の作品を持ち帰ることができ大変喜んでくださいました。書道

の活動の後はお互いの書いた作品を鑑賞しつつ、お茶とお菓子を楽
しむといった和気あいあいとした時間を過ごしました。

このワークショップは皆さんに書道という美しいアートを紹介し、一

緒に学び、くつろげる雰囲気の中で実際に体験してみるという目的で
行われました。友好会としてラコームまで出向いて指導し、書道の道
具を貸出して頂いた早苗さんとそのアシスタントさん達に感謝してい
ます。

早苗さんから一言：ラコーム市と北海道陸別町は３０年以上に渡っ

て、双子都市（友好都市）提携をしています。この二つの都市はたく
さんの交換留学制度を実施してきましたが、コロナ禍においてそれ

らのプログラムは中止せざるを得ませんでした。今回はその代わりと

して書道のワークショップを開催し、ラコーム市民の皆様に日本文化
を体験をしてもらえないだろうかとEJCAにご連絡いただき、実現に
至りました。
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Chicken Nanban!

チキン南蛮！

Hi Everyone, I hope you’re doing well!. Despite it finally being
springtime it’s still cold, but that’s par for the course with
Edmonton weather right? Today's entry will be a short one,
but I’d like to share a little about another famous food from
Miyazaki Prefecture.

こんにちは皆さん、お元気ですか。ついに春がきましたが、まだ寒い

/ Dal Gill

Lately, I’ve been reflecting on my time in Miyazaki City, while
at the same time being totally addicted to chicken. But what
exactly is the relation between my time in Miyazaki City and my
chicken addiction? The answer is Chicken Nanban! Firstly, what
is chicken Nanban? Chicken Nanban originated in Miyazaki
Prefecture and to put simply, it’s fried chicken topped with
sweet vinegar and tartar sauce. The sweet vinegar provides a
delicious combination of sweet and
sour flavour which is coupled with
the crunchiness of the fried chicken.
Usually, Chicken Nanban comes with
red onions, bell peppers, and white
rice. For chicken lovers, I would highly
recommend giving it a shot!
What I usually ordered was a special set
that was so colourful in appearance,
I was in a great mood just looking at
it. This specific set was high in protein
and just made me happy by looking at
it, a real case of nurturing the mind and
body. Out of the many famous foods
from Miyazaki, Chicken Nanban is a
great pick just like tomato ramen!
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/ ダル・ギル

ですね、さすがエドモントンの気候です。今日の投稿はあまり長くな
いんですが、宮崎県の有名な食事を紹介したいです。

最近、私は宮崎市に住んでいた時の色々を顧みていて、それと同時に
チキンの料理にはまっています。しかし、チキン中毒と宮崎市への滞

在にどういう関係があるのかと思ったでしょう。答えはチキン南蛮で
す！まずは、チキン南蛮というのはなんなのか簡単に説明します。チ

キン南蛮は宮崎県の発祥で、簡単にいえばチキン唐揚げに甘酢とタ

ルタルソースを掛ける鶏肉の料理です。その甘酢で甘い味とちょっと

酸っぱい味の組み合わせがすごく美味しくて、その上、唐揚げのサク
サクとした食感もいい感じですよ。普段チキン南蛮に添えるのは赤

玉ねぎ、白ごはんとピーマンで
す。鶏肉料理が好きな方には
とてもおすすめですよ！

私がよく注文した特定チキン

南蛮セットのカラフルな見た目
は、食べる前に気分もアップし
ます。このセットはタンパク質

がたっぷり、さらに見た目も癒
され、体と心が養われる食事

です。皆さん、宮崎県の名物の

中でチキン南蛮はトマトラーメ
ンと同じくらいナイスチョイス
ですよ！
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発達障がいについて学ぼう
自閉スペクトラム症、注意欠陥・多動症、限局性学習症

発達障がいという言葉を聞いたことがある、何となく知っているという方は多いかもしれませんが、実際どういうことが「障がい」

なのか、正しく理解できている方は少ないのではないでしょうか。発達障がいは身体障がいのように見た目でわからないが故に、
周りから理解されにくいという特徴があります。カナダ政府の統計では、１５歳以上の５.１％のカナダ人が何らかの発達障がいを
持っているそうです。この数字、思ったよりも多いと感じませんか？

カナダ国内では、バンクーバーやトロントなど日本人人口の多い都市には、日本語での発達障がいの家族の方の自助グループや

サービスが存在するのですが、アルバータ州内には存在しません。アルバータ州内で、実際に発達障がいのお子さんを育てている

方々は大変苦労されているのではないでしょうか。今回、二人の専門家の方をお招きし、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す。このセミナーでは、発達障がいを持っ
ている方やそのご家族はもちろんですが、そうでない方にも発達障がいについて理解を深めていただく機会になれば、と思い日本
語でのセミナーを企画いたしました。

講師は松嵜順子さんと鈴木直人さんです。
松嵜さんは日本で臨床心理士(及び公認心理士)として主に小児の発達障がい臨床に携わって
おられました。修士は臨床心理学、博士は小児発達学を取得された後、大阪大学大学院で教

員として務められ、その後、アメリカのPhiladelphia 小児病院で研究者として勤務されていまし

た。臨床心理士として主に発達が気になるお子さんのサポートに携わってこられました。現在は

BCのVictoriaにあります Camosun collegeでECE のprogramを専攻しながら、同じくVictoria
にあるQueen Alexandra Centre for Children's Healthという

Island Health, BC governmentの施設で発達が気になるお子さ

ん達(主に日系カナダのFamilyの方)の生活、ソーシャルスキルサポ
ートの仕事をされています。

鈴木さんは、カナダでBC州のトリニティウェスタン大学カウンセリング学科で２００３年に修士号
を取得。大学院を卒業されてから、子供・ティーンを専門にされていたのが１０年ほど、そして９年

ほど大人を専門にされていらっしゃいました。現在はRegistered Psychologistとしてカルガリーと
エアドリーで勤務していらっしゃいます。

今回在カルガリー日本国総領事館との共催で、EJCAとしては初の試みですが、エドモントン地域だけでなく、アルバータ州全

体、マニトバ州、サスカチュワン州まで広い地域の方に参加していただけるよう、EJCA会場とOnline（Zoom）のHybridで行いま
す。EJCA会館では、茶菓を用意し、会の後に歓談の時間を設ける予定です。
日時：

２０２２年６月１１日(土)

参加費：

無料（登録が必要です）

登録方法：

登録リンクはこちら

登録締め切り：

ご質問:

６月６日（月）

午後２時ー４時 (MDT-山岳時間)

https://ejca.wildapricot.org/event-4822336

会場での参加にもOnlineでの参加にも登録が必要です。

登録の中に、当日お答えをいただく質問事項を書いていただけます。

こちらへメールでどうぞ。events@ejca.org
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Tsume #6

詰将棋 ＃６

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

May Tsume

Level:
Hardest Sente moves

Without a gold in hand
there is no defence.
- Shogi proverb

Pieces in hand for Sente

Solution for March
(Sente moves first)

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

Solution for May

Look for it in the next issue
of Moshi Moshi!

Diagram shows final position.
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Matsu no Kai Club:
President’s Message

Matsu no Kai Club meetings are held on the fourth Wednesday
of each month at the EJCA Centre (except for December).
All EJCA members over 55 years of age are welcome to join.
Or come as a guest, but phone Alan or May ahead of time so we
can arrange to have a lunch for you.
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca
(780-435-8462)
or

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

松の会 会長の挨拶

松の会の例会は毎月第４水曜日（１２月を除く）にEJCAの会館で行

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

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

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

メイ・ウエダ（松の会秘書）：mayekoathome@gmail.com

(587-990-0775)

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

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.
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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
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)
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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)
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Work Group
David Mitsui
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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)
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Carley Okamura (Co-chair)
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Connor Tanaka (Chair)
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Centre Manager
Bruce Robertson
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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
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Eldon Kymson

Vol. 55 Translators
Dalvir Gill
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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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