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Sukiyaki Dinner Night

15th Annual Kohaku (Red/White)
Karaoke Concert

Date: Saturday February 11, 2006

Happy New Year to EJCA and community members! Thank
you for enjoying the Karaoke Concert with us every year for the
past 15 years. We were unable to hold the concert with the New
Year Party this year, but we have scheduled the concert as
shown below. The winning team will be decided by your
votes, so please come and enjoy!

Place: EJCA Cultural Centre
6750 - 88 Street, Edmonton
Time: Centre opens at 5:30 pm
Dinner begins at 6:00 pm

Date: Sunday February 19, 2006
Fees: Adults: $13/members; $18/non-members
Children: $10 (6-12 years)
Reservations (466-8166) by February 7

Place: EJCA Cultural Centre
6750 - 88 Street, Edmonton

Your delicious sukiyaki dinner will be prepared and served by
an expertly trained community member, and he or she will
prepare it just the way you like it!

Time: Doors open at 1:30 pm
Concert: 2:00 - 4:00 pm
Tickets are $5.00 each and can be obtained at the Centre (4668166) or from Yuko Nakano (481-6560). Please pick up your
tickets before the concert date. Tea and snacks will be served at
intermission.

Hina Matsuri Open House
(Hina Doll Displays)
Please make your reservations early because seating for this
event is limited to the first 100 received! Only those with
reservations will be allowed to participate.
For reservations, please leave a message at the Centre
(tel: 466-8166 or e-mail:<office @ejca.org>)

Date: Saturday March 4, 2006
Place: EJCA Cultural Centre
6750 - 88 Street, Edmonton
Time: 1:00 to 4:00 pm (lounge)
There will be two sets of Hina dolls and a few other dolls on
display. This is an open house event, so please drop in to view
these beautiful doll sets. Refreshments will also be served.
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EJCA Mission & Vision Statements

Support Staff:

Mission

Soly Sawada
Daiyo Sawada

•

To facilitate the development of an inclusive and vibrant Japanese
Canadian Community within a multicultural Edmonton.

•

To support the objectives of the National Association of
Japanese Canadians by promoting respect and harmony among
people of various cultures in the Edmonton area.

Sandy Nakashima
Tom Nakashima
“Moshi Moshi is a publication of the
Edmonton Japanese Community
Association. Its objective is to

Vision

disseminate information of interest to
the Japanese community and those
interested in Japanese culture, including
announcements of upcoming events.
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•

A dynamic and evolving community that sustains a sense of wellbeing built upon awareness of Japanese heritage in Canada.
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President’s Corner
Mike Murakami
Hello, and welcome to the Year of The Dog!
The Dog is the eleventh animal among the twelve zodiac
animals in the Chinese horoscope. The dog is a symbol of solid
progress. The dog is reliable, loyal, and a little stubborn, but
also trustworthy. He steps in boldly where work needs to be
done, and stays there until it's completed.
In 2006, the year of the Dog, the EJCA Board aims to make
steady progress on solid, clearly defined goals that fit into longrange plans that support the Edmonton Japanese Community
Association members and affiliated groups, and strengthen our
relationships with the Argyll Community League (ACL) and
City of Edmonton partner organizations.
This includes investment in support of "blue chip" aspects of
our cultural/community life, such as cultural programs, seniors
and youth activities, and programs that address key lifestyle
needs of our neighbourhood communities. This means focusing
on projects that strengthen key relationships -- that give a strong
sense of place and belonging to EJCA members, Centre users,
and members of the Argyll community whom we partnered with
in 1989.
THE CENTRE
A Sense of Place ….
While most of us are transplants from other parts, we try to find
community and extended family among people where we live,
work and socialize. As soon as we stop wandering, stand still,
get settled in a place, and look around, we find community and
a sense of belonging and soul in that place. This sense of place
becomes part of our soul.

Community centres can offer a sense of place. But, Edmonton
community centres are tied to the landscape of community
diversity surrounding it. So, the challenge for EJCA and ACL
in Edmonton’s shifting multicultural environment is to address
diversity as a ‘GROWTH’ opportunity. In other words, we
need to work together to help our Centre become a unique
‘PLACE’ where a convergence of community life, and cultures
offers a perpetually renewing source of inspiration and
transformation.
An Evolving Cultural/Community Centre …
Since 1989 when EJCA partnered to create the Centre, many
dedicated individuals and groups have worked doggedly to
developed outstanding programs that have culturally enriched
Edmonton. That over 80% of participants in affiliated EJCA
culture groups are non-Japanese, reflects EJCA’s Mission ... "to
facilitate the development of an inclusive and vibrant Japanese
Canadian Community within a multi-cultural Edmonton".
However, culture happens indoors and outdoors. So, in the
spirit of continuous improvement, EJCA and ACL’s newest
joint development, the Harmony Garden (Wa no Niwa) Project
was initiated partly to nudge ourselves beyond the walls of the
Centre. And largely to invite all Edmontonians to share our
“unique sense of place” - where cultures and community can
incubate and thrive.
It was busy around EJCA this fall. No doubt you may have
seen, the structural phase of our Harmony Garden Project is
nearly complete. (see construction pictures on EJCA’s website:
HYPERLINK "http://www.ejca.org" www.ejca.org) Come
spring, more work will start. But, as a master Japanese
Gardener once said – “It takes at least three decades of careful
tending for a Japanese garden to mature”. Hence, the Garden
will be a work-in-progress for a long time. The Harmony
Continued on Page 5...

VOLUNTEER OPPORTUNITIES
SUKIYAKI NIGHT - FEBRUARY 11
We have a number of people who have already volunteered, but because Sukiyaki Night is an event that requires a large
number of volunteers, we still need more! Remember that there are experienced volunteers in all areas, so there will be
someone to help/teach you the jobs. Volunteering is a great opportunity to learn something new, to help make an event
“happen” and to meet new people.
2:30
4:15
4:15
4:30
& end
7:30

Kitchen Help
Chefs (lessons provided)
Chefs' Assistants
Hall Set Up and “take down”
Clean Up (kitchen)

TOTAL
7
10
10
5
8

STILL REQUIRED
2
4
6
2
4

If you are interested in helping out at this popular and fun event, please call Edie Nagata (484-5495) or email Cathy
Tennant (tenant@shaw.ca) by February 5th to volunteer. Remember, volunteer dinners are gratis (free).
January - February 2006
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NEW YEAR'S POTLUCK
GOCHISO GALORE
Cathy Tennant & Edie Nagata
Our annual New Year's Potluck in the “Year of the Dog”, was
held on January 15, 2006 and enjoyed by over 80 hungry
attendees.
The dinner started off with a delicious bowl of o-zoni, the
traditional Japanese New Year's treat. The delicate soup was
made and beautifully presented by Mrs. Noriko Fujino, Mrs.
Kimi Tainaka, Mrs. Masako Hubbihoca, Mrs. Toshiko
Yamamoto and Mrs. Aiko Kawawada. The mochi was Noriko's
much appreciated potluck contribution because o-zoni isn't
really o-zoni without it!
The potluck table was filled end-to-end with delicious surprises
from spicy spinach salad, to salmon, to kazunoko-kombu,
tamago-yaki, futomaki and so many other dishes. The dinner
buffet table was so full that the dessert table was set up in a
different area and it too was a buffet of yummy treats with items
like the dango-nashi dessert with a tofu-whipped cream topping,
chocolate rum pie and special ohagi.
Then, the Wakaba-kai, under the direction of Mrs. Keiko Frueh
delighted us all with a variety of elegant dances which were very
fitting for the occasion. The performance was much appreciated
by the audience and it was wonderful to experience the Wakabakai performing as it has been some time since we had the
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pleasure of seeing a full performance.
Following the
performance, Mrs. Frueh introduced Ann Cassidy, the newest
dancer to become “Natori”, and Yuko Nakano, Mineko Sasano
and Kyoko Kamei who achieved this distinction last year.
Mrs. Freuh also acknowledged two beautiful kimono belonging
to Yumiko Hoyano's mother, which had been donated to the
group several years ago. Thank you to the Wakaba-kai (also
including Marjene Turnbull, Mami Hara and Nancy Cyr, in
addition to the above named) for a most enjoyable performance!
The evening was completed with draws for door prizes which
were generously donated by Machida Computer Systems, Aita
Sales Agent (ASA) and the Furusato Japanese Restaurant.
Thank you to all the volunteers who weren't mentioned by
name but without whom the event could not have taken place
… those who set up the tables, made decorations, decorated the
tables, greeted guests at the registration desk, helped in the
kitchen, arranged the potluck dishes, served the o-zoni, and
cleaned up in the kitchen and hall.
Thank you to everyone who helped make this event a success
by attending, bringing potluck contributions and joining in the
fun!
Akemashite Omedetou Gozaimasu ….. Happy New Year!
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President’s Corner...Continued from page 3
Garden was created for everyone, so feel free to come by and
enjoy it any time, and watch it grow.
History and Legacy…
The design and construction of our Community/Cultural Centre
began in 1989, culminating in the opening of the Centre on
September 24, 1994. The total construction cost of approx.
$540,000 was funded by $300,000 from National Association
of Japanese Canadians (NAJC), Redress Foundation Grants and
$75,000 raised by the Edmonton Japanese community, and
most of the balance from Federal and Provincial government
contributions. The Redress Foundation Grant was created out of
the 1988 Japanese Canadian Redress Agreement. As a symbolic
redress for those injustices, the government offered individual
and community compensation to the 23,000 Japanese
Canadians who were forcibly uprooted (1942 to 1946),
separated from families and sent to road camps, internment
camps and prisoner of war camps, and stripped of their rights
and all property and belongings. So, in part, the Centre and
Garden are a legacy to the successful campaign for Redress won
by the Japanese Canadian community.
The Garden project sprouted in 2002 from “Envisioning the
Future of the Japanese Community in Edmonton” workshop
members (some of whom are now garden committee members)
who envisioned harmony of ‘mind, matter and spirit’ as the
focus for the garden. Many thanks should go to our volunteer
Garden committee with which I have been involved. Together
we faced some very difficult challenges, and spent endless hours
addressing the challenges. The Garden committee includes:
Yumiko Hoyano, Daiyo Sawada, Tom Nakashima, Junichi
Hashimoto and Dave Trautman (Centre Manager).
A Transforming Community Resource ....
While the Garden will become a magnificent resource for EJCA
and the Argyll Community, it is also linked to the award
winning, City of Edmonton interconnected park/trail system,
and as such can provide:
1) a destination for everyone using the City’s bike/walking
trails for quiet contemplation to develop a sense of spiritual
harmony between man and nature
2) a multicultural facility where different cultures can learn
about mutual respect and develop a larger sense of community
3) an indoor/outdoor intergenerational and intercultural venue to
show-case Japanese gardening culture
4) a living legacy to the Japanese Canadians who settled and
culturally enriched Edmonton before and after World War ll
"Whatever affects one directly, affects all indirectly. I can never
be what I ought to be until you are what you ought to be. This
is the interrelated structure of reality." - Dr. Martin Luther
King Jr.
The Lethbridge Nikka Yuko and the Devonian Kurimoto
Japanese gardens have a professional Japanese gardener who
occasionally visits from Japan to advise and train garden staff.
It may be possible for EJCA to be involved in the visits to
look at developing a Japanese gardening course as well. It
would be a great complement to the existing Bonsai program at
the Centre as gardening is now one of the fastest growing

leisure activities in North America.
Funding the Legacy … building your own “sense of place”
As the Harmony Garden is the largest project taken on by EJCA
since the construction of the Centre, substantial funds will be
required to complete the Garden, EJCA is calling for help from
community members. No community in Canada knows better
the importance of fostering mutual respect among people from
different backgrounds than Japanese Canadians. When complete,
the Wa no Niwa, Harmony Garden will be Alberta’s second
major urban Japanese Garden. The Lethbridge, Nikka Yuko
Japanese Garden was built in 1967 to commemorate Canada's
Centennial and is an enduring symbol of friendship between
Canada and Japan, beautifully blending ancient Japanese
designs with modern Canadian prairie style.
Individuals, groups and businesses will be able to “buy a legacy
piece” of the garden landscape in the form of features like trees,
shrubs, rocks, the main gate and viewing bench. Each donor
will become a tangible part of EJCA’s cultural/community
legacy. Information on our fundraising will go out in early
March, but it is a very worthy investment to keep in mind for
your $400 Alberta Rebate cheque.
COMINGS AND GOINGS
Several members of our community were delighted to welcome
the new Japanese Consul General, Mr. Soemu Horie and his
wife to the Centre on January 16th. Mr. Horie said his last
posting was in Melbourne Australia, so he appreciated this
recent unusually balmy January Alberta weather very much.
Although the Japanese Consulate moved to Calgary, we look
forward to enjoying his attendance at EJCA functions in the
future.
On January 24th, Her Imperial Highness Princess Takamado of
Japan will visit Edmonton. Members of our community were
invited to meet her at a reception at Fairmont Hotel Macdonald.
This was Her Imperial Highness’ second visit to Edmonton in
two years.
We were very saddened to hear of the passing of Jack Maruyama
recently. Jack has been a valued member of our community and
contributed significantly to the construction of the Centre. Our
deepest condolences to his family.
FUTURE EVENTS
The film "Caught in Between" (What we call home in times of
war) will be screened during International Week on Wed. Feb 1
(3:00 - 3:50 pm), at the University of Alberta, Education Centre
165. A portion of Dr. Henry Shimizu’s “Images of Internment
1942-46” exhibit will be displayed in the International Centre
lobby during the week as well. All EJCA Board and members
are urged to attend if at all possible.
On Saturday March 18th, the Edmonton Human Rights City
Project (EHRCP) Advisory Committee and John Humphrey
Continued on page 6...
January - February 2006
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President’s Corner...continued from page 5
Centre members will meet at EJCA to envision practical ways
to create a city where diversity thrives, differences are celebrated,
and no one is marginalized or lacks access to full membership
and participation in the local community, with the primary
outcomes being sustainability and improved quality of life for
all. Art Miki - NAJC past president and past Redress
Settlement Committee Chair is a John Humphrey Centre Board
member (see... www.johnhumphreycentre.org). All EJCA

members are most welcome to attend this meeting.

CHRISTMAS PARTY 2005
The EJCA Christmas Party held December 10, 2005 was well attended with approximately 120 people.
While the adults enjoyed their social time, the children enjoyed their activity time planned and led by Mika Brechin, Noriko
Kawamoto, Sachiko Motoda and Rei Kondo who also helped Santa select the children's gifts.
Later, to everyone's delight, Santa and Mrs. Claus announced their arrival with a knock on the hall door then graciously
handed out gifts for the children (and Santa didn't forget the seniors)! After enjoying the traditional Christmas Dinner, door
prizes were won with a good portion going to the seniors who must have had their lucky charms with them for the draws.
Everyone especially enjoyed the entertainment arranged by Yuri Nakano. Christmas carols were sung and the humorous skits
lead by Ryan Hamilton added much laughter to the night! Many thanks to everyone who participated in providing our afterdinner program.
A big thanks to all the volunteers who helped with the hall set up, decorations, food preparation, carving of the turkey and
ham, kitchen clean up, and taking down the tables and chairs. We certainly could not have these successful events without
the help of all of you!
Lastly, thanks to all who attended this event. We hope it was an evening well spent and we look forward to seeing you
again soon.
Edie and Cathy
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2005 - 2006

A Cultural and Educational Experience for
Edmonton Junior High School Grade 7 Students
Seeking Language and Social Studies Volunteer Presenters
Japan Today School Program has been providing rich learning experience in Japanese culture to Edmonton's grade 7 students
for over three years. We are currently looking for volunteers to join our program.
Time: 12:30 ~ 2:30 pm, Tuesdays or Thursdays (Run until June 2006.)
We have been receiving approximately 30 school visits during a 6-month period.
Place: Edmonton Japanese Cultural Centre
At first, as an apprentice, you learn to develop and deliver an interactive, 30-minute segment introducing either the Japanese
language or its history and society. Once you establish your own presentation, you're on your own as a full presenter
managing groups of 25 to 35 students.
Other duties include preparing the Centre, tidying up, and engaging students and teachers in feedback about the program
improvement.
Advanced Japanese language skills required for the Language presentation. Good knowledge of Japanese history and first hand
experience of Japanese society required for the Social Studies presentation.
We provide training and support. Honoraria will be paid to the volunteers.
Please visit our website for more detail.
http://www.ejca.org/schools

Seeking Host Families for Japanese High School Students
Global Partners Institute, a non-profit organization based in Japan and Vancouver is looking for host families for Japanese
exchange students attending high schools in Edmonton and surrounding areas. The family must be English speaking and
interested in taking care of a young Japanese student for three months to one year, depending on the program. Although the
host families act as volunteers, a monthly honorarium of $550 is provided to help with the costs associated with hosting.
For more information, please visit the GPI website <www.gpicanada.com> or contact:
Brenda Ebbern <brenda@gpicanada.com> or Akihito Morimoto <morimoto@gpicanada.com>

Calendar of Upcoming Events
February 11, 2006
February 14, 2006
February 22, 2006
February 19, 2006

Sukiyaki Dinner Night, at the Centre beginning at 5:30 pm
EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
EJCA Seniors Club meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
Kohaku Karaoke Concert, at the Centre beginning at 2:00 pm

March 4, 2006
March 14, 2006
March 22, 2006
April 8, 2006
May 13, 2006

Hinamatsuri Open House, at the Centre, 1:00 - 4:00 pm
EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
EJCA Seniors Club meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
Bazaar, Things Japanese Craft Sale, Japanese Food, at the Centre, times TBA
Japan Culture Day, at the Centre, times TBA
January - February 2006

7

Moshi Moshi

Donations
The following donations are much appreciated:
Library
Metropolitan Edmonton Japanese Community School - Adult and childrens' books.
Door Prizes
Machida Computer Sales
Aita Sales Agent
Furusato Japanese Restaurant

Blank CD's
Eggs, Tin of Shoyu
$25 Gift Certificate

Letter to the Editor
We always appreciate volunteers who make the members feel the value of the association; whether they are
the ones who plan our enjoyable events or those who implement such plans.
I am afraid that there are a few who deserve members' appreciation but somehow the word of thanks has
slipped through. They are the people who are making our newsletter, Moshi Moshi, every 2 months.
Especially I would like to thank Yumiko and Jim Hoyano for collecting information, writing articles,
translating them, editing them, having copies made and sending them to all the members.
When I first met the Hoyanos more than 20 years ago, they were doing this and they are still doing this
today. I want to say:
Yumiko-san and Jim-san, Happy New Year and thank you very much!

Natsuko Cyr

The Sabaki Go Club
by Chuck Elliott
As you might know Go is the most popular board game in the
world but still relatively new in the west. Originally, Chinese
it was developed to a high level in the mid 20'th century by the
Japanese who dominated the world of professional Go. Now
Korea is in the limelight and competition is very fierce among
the top three countries.
There are few professionals in North America. The Sabaki club
has 40 members, all amateur from beginner to 6 dan (6'th
degree black belt). Its roots go back to about 1967 when I
started a Go club at the University of Alberta. We were all weak
players then but I was the strongest until a Japanese 5 dan came
to the U of A for heart research. He raised my level immensely
and we became good friends. During that period I was invited
by the Japanese Go Association (Nihon Kiin) to come to Japan
for 10 days. They wanted help to spread Go in other countries.
5 others from other countries were invited. I was very excited
and honoured by this opportunity and when I returned I worked
hard to build a strong local organization.
People think I do a lot for Go, but actually Go does a lot for
me. I have had friends all over the world but most of all I have
learned of my own limitations and my strengths have been
improved. One learns for example, that one can not be greedy
or you will lose everything. You also cannot be too timid or
your opponent will take advantage. You learn a balanced
approach to the game and this helps you to confront other
problems in life.
Go is about territory but there is an element of life and death 8
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attack and defense. No matter how hard you study and improve
you also realize how little you know. There is no end, no perfect
game but this is also the chalenge and fascination of Go. Most
people who discover Go are discouraged when they realize they
are not going to be masters in a week or month or a year.
The good news is that today with the internet young players can
learn on line and improve rapidly. When I was learning it was
hard to even find a good book.
Every Saturday I bring Alice Zhang, an eight year old Go player
from China. She is strong and can defeat some adults who have
played for 10 years or more. She takes 4 stones handicap from
me now but every game the gap closes a little bit. By age 12 I
may need a handicap. This would make me very happy. She
studies Go at home by doing problems in Go books. Her
parents encourage this.
Want to learn more? Just drop in and find out more.
We meet at EJCA Tuesdays 7:00 pm, Saturdays 1:30 pm.
Lessons free. Annual membership - $60 for EJCA members.

Moshi Moshi

『]快適』『清潔』をお求めのあなたへ
Enjoy the comfort of the latest hi-tech bidet
Unlike a traditional bidet, you sit on a heated seat
while using the multi-functions of the Personal
Hygiene System.

MACHIDA COMPUTER SYSTEMS
Custom Assembled Computers
Televisions * Electronics * VCR’s
(Sales and Service)
David Machida
(dmachida@telus.net)
90 Garnet Crescent Sherwood Park, AB
T8A-2S4 Ph/780 467-5377

TONY the TAILOR
ALTERATION SPECIALIST
For information or purchase, please contact
ASA (Aita Sales Agent)
Phone (780) 922-4313 Fax (780) 922-4593
e-mail: msaita@oanet.com

JUNKO DARASENG
Specializing in LEATHER, FUR & SHEEPSKIN
All types of mens & ladies clothes, coats & jackets
2nd Fl. 10145 - 104 Street
Edmonton, Alberta T5J 0Z9

Telephone
426-4654

Open - Monday-Saturday

YOSHIO SUMIYA
Barrister, Solicitor & Notary Public
FREE INITIAL CONSULTATION
Weekend, Home and Hospital Appointments
General Law Practice Including:

寿司わさび
Sushi

WASABI

Personal Injury and Accident
No Fees until your case resolved
Lower Fees, More Money to YOU
Fee by Percentage of Recovery

Business
Employment
Wills and Estates
Unit 309, 10405
Saskatchewan Drive
Edmonton, Alberta
T6E 4R9

Divorce and Custody
Criminal
Real Estate

Phone: (780) 917-3356
Fax:
(780) 437-5788

5714 - 111 Street
Edmonton, AB
Business Hours
Tues-Thurs: 11 AM - 1:30 PM; 5 PM - 9:30 PM
Fri: 11 AM - 1:30 PM; 5 PM - 10 PM
Sat: 5 PM - 10 PM
Sundays & Holidays: 5 PM - 9 PM
CLOSED Mondays

Phone: 433-0533
Fax: 413-4138

January - February 2006
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すき焼きの夕べ
２月11日（土曜日）センターで「すき焼き」の夕べを催します。
長い冬の一夜をすき焼きをつつきながら、友人知人と歓談の時間を持つことは寒い国に住む人
達の特権の一つです。EJCAは下記の様に「スキヤキの夕べ」を開催しますのでお友達とお誘
いあっておでかけください。６時には食事を始めます。役員やコミュニティー・メンバー即席
シェフとなって各テーブルですき焼きを料理し皆様のサービスに勤めますのでお手柔らかに。
先着順に100名まで受け付けますので3月7日（火）までにセンターまでお電話（466-8166)、ま
たはメール ＜office@ejca.org＞をしてください。費用は一人13 ドル、非会員18ドルです。登
録のない場合当日受け付けはしませんのでご注意ください。
日時： 2月11日
5時30分より
場所： EJCAセンター
費用： 一人13ドル、非会員18ドル、子供10ドル（5-12 才）
0-4才無料

エドモントン紅白からおけ大会のご案内

ひな祭りオープンハウス
（ひな人形展示）

日系人会の皆様、新年おめでとうございます。毎年、からお
けクラブのコンサートをご一緒に楽しんで頂いてありがとう
ございます。今年は会場の都合で新年会にコンサートが出来
ませんでした。代わって次のようにからおけ紅白大会をいた
します。以前のように会場の皆様の投票で勝敗を決めます。
どうぞご参加いただいて楽しいひとときをご一緒に過ごした
くご案内いたします。
休憩中には茶菓をサービスいたします。入場券は一人5ドル
です。ＥＪＣＡ会館事務所（466-8166）または

中野悠子

（481-6560）より前もって切符をおもとめください。

日時： 2006年2月19日(日曜日)
大会： 2時 ̶ 4時（1時30分より入場できます）
場所： エドモントン日系文化会館
6750 - 88th Street, Edmonton
Tel：466−8166
主催：エドモントンからおけくらぶ

10
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日： ３月４日（土曜日）
時間：午後１時から４時まで
場所：EJCAセンター
6750-88 Street, Edmonton
年に一度のひな祭りです。二組のひな人形な
どを展示しますのでご覧ください。
オープンハウスですので時間内にいつでもお
出かけくさだい。茶菓の用意があります。

Moshi Moshi

EJCA会長の言葉
マイク・ムラカミ

成長の機会として対応することです。言い換えると、センター
がコミュニティー生活と文化が交じり合い、インスピレーショ
ンと改革のために常に改新する源となるようユニークな場所な
るよう一緒に努力する必要があります。

「犬の年」へようこそ
「犬の年」は中国干支では12ある動物のうちの11番目になりま
す。犬は健全な進歩の象徴で、信頼でき、忠実で少し頑固です
が頼りがいがあります。犬は勇敢に仕事が必要な所へ行きそれ
が終わるまでそこに留まります。
2006年、犬の年に、EJCA役員会は日系人協会と関連グループを
支持する長期計画に基づいた「しっかりした、明確な目的」に
そって努力をつづけ、またエドモントン市のパートナー・グ
ループであるアーガイル・コミュニティー・リーグ(ACL)との関
係を強化したいと思います。
これには私たちのカルチャー関係プログラム、シニアとユース
活動、私たちコミュニティーの生活様式からくるニーズに基づ
くプログラムなどの私たちの文化／コミュニティー関連面への
支持に対して投資も含まれます。と言うことはEJCA会員、セン
ター使用者、1989年からパートナーとなったアーガイル・コ
ミュニティーの人たちに帰属する場所を与えることです。
帰属する場所⋯
私たちのほとんどが他所からの移植ですが、住み、働き、交流
の場所で会った人たちの間でコミュニティーを見つけ、延長家
族を見つけようとします。放浪を終え、留まり、落ち着く場所
を見つけると、周りを見回して、コミュニティーを見つけ、帰
属の場所を見つけ、そこに魂を見つけます。この帰属の場所が
私たちの魂の一部となります。
コミュニティー・センターはそのような帰属の場所を提供しま
す。しかし、エドモントンコミュニティ・−センターはそれを
囲むコミュニティーの多様性と言う背景に結びつきます。です
から、EJCAとACLのチャレンジは常に変わる多重文化的環境を

移り変わっていくカルチャー／コミュニティー・センター⋯
EJCAがセンターを築くためにパートナーとなった時、大勢の人
たちやグループが大変な努力をしてすぐれたプログラムを作り
上げ、それが文化的にエドモントンを豊かにしました。EJCA関
連文化グループの80％が非日本人であることはEJCAのミッショ
ン・ステートメントに反映しています：多様性文化都市エドモ
ントン内の総括的で活発な日系社会発展を促す⋯。しかし、カ
ルチャーは屋内でも屋外でもあります。と言うことで「継続的
な進展」としてEJCAとACLの最新のプロジェクト、「和の庭」
（ハーモニー庭園）はセンターの壁の外側へ出する機会として
始められました。そしてエドモントン市民を私たちのユニーク
な文化とコミュニティーが培養され栄える「帰属の場」へ招待
することも目的です。
今秋のEJCAセンターは多忙な所でした。「和の庭」の建物はや
や完成に近付きました。（建設の進行はEJCAのウエブサイトで
見て下さい）。来春はまだ仕事は続きます。昔日本庭園造園家
が言ったように「日本庭園が完成するには30年間にわたる注意
深い手入れが必要」です。ですからこの庭園も長期にわたって
「仕事進行中」と言うことになります。
歴史と遺産
私達のコミュニティー／カルチャー・センターのデザインと建
築は1989年に始まり、1994年９月に開館されました。建築費用
の54万ドルの内30万ドルはリドレス基金から、７万5千ドルは日
系コミュニティーの資金作り、残りは連邦、州政府からの貢献
でした。リドレス基金は1988年リドレス解決の時設立されまし

13ページへつづく....

ボランティアー募集
「すき焼きの夕べ」2月11日
このイベントには大勢のボランティアーが必要です。すでに数人のボランティアーがおりますがさらに数人のボ
ランティアーを必要としています。始めての方でもすでに経験のある人たちがおりますので「すること」はお教
えします。ボランティアーになることは新しいことを習い、イベントの遂行を助け、新しい人たちに会う良い機
会です。
人数
必要
２時半
キッチンヘルプ
７名
２名
４時15分
シェフ（練習付き）
10名
４名
４時15分
シェフアシスタント
10名
６名
４時半
ホール準備、片付け
５名
２名
７時半
キッチン片付け
８名
４名
この人気のある楽しいイベントをお手伝いしていただける方は2月５日までにイディ・ナガタに電話(484-5495)か
キャシー・テナントへメール(tenant@shaw.ca)してください。ボランティアーの皆さんには夕食がでます。
January - February 2006
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２００６年新年会
持ち寄り新年会
キャシー・テナント、イディー・ナガタ
「犬の年」新年会は1月16日、80数名の参加で開催されまし
た。
デナーはお正月にはつきもののお雑煮で始まりました。お雑煮
はノリコ・フジノ、キミ・タイナカ、マサコ・ハビオカ、トシ
コ・ヤマモト、アイコ・カワワダの皆さんの労作でした。お雑
煮に入っていたお餅はノリコ・フジノからの寄付でした。
持ち寄りテーブルは端から端までごちそうでいっぱい。スパイ
シー・スピニッチ・サラダからサーモン、数の子昆布、卵焼
き、太巻き、その他たくさんの料理が並びました。デナー・バ
フェー・テーブルはごちそうでいっぱいになったのでデザート
は別のテーブルに並べることにし、それもいっぱいになりまし
た。豆腐とウイッピング・クリームであえた団子とフルーツ、
チョコレート・ラム・パイ、特別おはぎなど。
食後はケーコ・フルーさん率いる若葉会の皆さんが新年会に相
応しいエレガントな日本舞踊で会場のお客さんを魅惑しまし
た。若葉会の踊りを見たのはしばらくぶりでしたので観客は堪
能していました。
踊りの後、ケーコ・フルーさんは新しく名取りとなったアン・
キャシディーを紹介しました。ユーコ・ナカノ、ミネコ・ササ
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ノ、キョウコ・カメイさんたちは昨年名取りとなっています。
またケーコさんは何年か前に会へ寄付され今回使ったユミコ・
ホヤノの母の着物を紹介しました。若葉会のみなさん（マー
ジ・ターンブル、マミ・ハラ、ナンシー・シアー、キョウコ・
ワイダも含めて）のとてもみごとな踊りに感謝いたします。
新年会の最後はドア・プライスで締めくくられました。マチ
ダ・コンピューター・システム、アイタ・セールス・エージェ
ント（ASA）、フルサト・レストランからのご寄付ありがとう
ございました。
ボランティアーの皆さん、一人ずつの名前は上げませんがお手
伝いありがとうございました。皆さんの協力なしにはこのイベ
ントを遂行することはむずかしかったでしょう。テーブル・
セッティング、デコレーションを作った方々、テーブルを飾っ
てくださった人たち、受付でお客さんを迎えてくださった
方々、キッチンで働いた人たち、ごちそうをテーブルへ並べ、
お雑煮を配り、キッチンとホールの後かたづけといろいろあり
ました。
この新年会に参加し、ごちそうを持ってきてくださり、楽しい
会にしてくださった皆様、ありがとうございました。
明けましておめでとうございます。Happy New Year!

Moshi Moshi

EJCA会長の言葉...11ページから
た。強制立ち退き（1942−1946）で家族から引き裂かれ、ロー
ドキャンプに送られ、インターンメントに入れられ、または戦
争捕虜のキャンプに入れられ、市民権を剥がれ、財産や所有物
を失った人たちへ政府は不正に対する象徴的なリドレスとして
一人2万3千ドルを払いました。ですからセンターとガーデンは
日系コミュニティーが勝ち取ったリドレスの「遺産」と言うこ
とができます。ガーデン・プロジェクトは2002年の「エドモン
トン日系社会の将来を展望する」ワークショップで芽を吹き、
「心と物と魂の和」を庭の焦点とする見通しを立て、その時の
メンバーが今のガーデン委員会のメンバーにもなっています。
私も参加しているガーデン委員会のみなさんには心から感謝の
辞を申しあげます。私達はいろいろな困難に一緒になって向か
い会いました。そして果てしなく長い時間を問題解決のために
費やしました。ガーデン委員会はユミコ・ホヤノ、ダイヨウ・
サワダ、トム・ナカシマ、ジュンイチ・ハシモト、デ−ブ・ト
ラウトマン（センタ−・マネ−ジャ−）。

を買うことができます。例えば、木、かん木（シュラブ）、
石、正門、腰掛け（シェルター）、噴水など。各寄付者はEJCA
のカルチャー／コミュニティーの遺産となります。資金作りの
情報は3月に発表されますが、アルバータ・リベート・チェック
の400ドルの有効な使い方として考えてください。

コミュニティー資源（リソース）の改新⋯
「和の庭」はEJCAとACLにとってはすばらしい資源となります
が、そこはまたエドモントン市のパーク／トレール・システム
とも繋がっています。そこで次の様なことができます。
１）市のバイク／ハイク・トレールを使う人々にとって人と自
然の精神的調和を生み出す静かな黙想の場
２）異なるカルチャーから相互尊敬を学び、より大きなコミュ
ニティーの感覚を生みだす多様カルチャーの場
３）屋外／屋内世代間、インター・カルチャーの場として日本
の庭作りを見せる場
４）第二次戦争前、戦後にわたりエドモントンに住み着き文化
的に当市を豊かにした日系人への生きた遺産

アルバータ大学のインターナショナル・ウイークで「Caught in
Between」が上映されます。2月1日（午後3時ー3時50分）、教育
学部センター165. またヘンリー・シミズの「イメージ・オブ・
インターンメント、1942 - 46」の一部がインターナショナル・
センターのロビーで展示されます。EJCA役員, 会員の皆さんぜ
ひご覧ください。

「何ごとでも一人の人に直接影響があることは多くの人に間接
的に影響する。あなたがあなたたるべき人になるまで私はわた
したるべき人になることはできない。これが真実の相互に関係
する構造です」ーマーチン・ルーサー・キングjr
レスブリッジ日加友好庭園や栗本日本庭園は日本庭園の専門家
が日本から時々訪れて庭師に忠告をし、訓練します。EJCAもこ
れらの庭園を訪ねて日本庭園教室を作ることを考えてみてはど
うでしょう。北米では庭作りがとても流行っている活動の一つ
ですし、センターで今行われている盆栽と調和すると思いま
す。

新総領事、堀江ーーーー氏と同夫人が1月16日センターを訪問さ
れ、コミュニティーから数人がお会いしました。堀江氏の前任
地はオーストラリアのメルボルンだったのでこのアルバータの
暖冬をうれしく思うと述べていました。総領事館はカルガリー
へ移りましたが、将来のEJCAの行事に堀江氏が参加されますよ
う期待しております。
1月24には高円妃殿下がエドモントンを訪問されます。コミュニ
ティーから数人がマクドナルド・ホテルで会見するよう招待さ
れています。これが妃殿下の二年間で二度目の来訪です。

3月18日、エドモントン人権シティー・プロジェクト(EHRCP)
諮問委員会とジョン・ハンフリーセンター会員はEJCAセンター
で会議を開き、多様性が繁栄し、異なることは祝われ、誰も卑
劣には扱われず、地域コミュニティーに参加できる機会があ
り、終局的にはみんなにとって質の高い生活を作り維持するこ
とを結果とする市を築くための現実的な方法を考えます。前
NAJC会長で前リドレス戦略委員会議長だったアート・ミキは
ジョン・ハンフリーセンター役員です。（ウエブサイト
www.johnhumphereycontre.orgを見て下さい）。EJCA会員はこの
会議に出席することを歓迎します。
最近ジャック・マルヤマが亡くなりました。ジャックは私達の
貴重な会員であり、センター建設の際には大変は貢献をしてく
ださいました。ご家族のみなさまへ心より追悼を申し上げま
す。。

遺産作りの資金⋯自分の場所を作る⋯センター建設以降、「和
の庭」はEJCAが取り上げた一番大きいプロジェクトで、かなり
の資金が必要となりました。EJCAはコミュニティーの皆さんの
協力を仰ぐことになりました。カナダのどのコミュニティーよ
りも日系社会は異なった背景の人々の相互尊敬が大切な事を
知っています。完成の暁には「和の庭」はアルバータでは二つ
目の市内日本庭園となります。レスブリッジの日加友好庭園は
1967年のカナダ百年祭記念として作られました。日本の古くか
らのデザインとカナダ平原スタイルを見事に織りまぜた庭はカ
ナダと日本の友好のシンボルとして親しまれています。
個人、グループ、会社は「和の庭」の中のいろいろな「もの」
January - February 2006
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原真美さん
原真美さんをご紹介します。日本山
口県からエドモントンへ来られてま
だ日も浅いにもかかわらず、真美さ
んの活躍ぶりは賞賛に値します。今
回真美さんをインタビューしてこの
２年間半の彼女の行動を順を追って
話してもらいました。短期滞在でも
これだけの経験をすることができる
と言う良い例でしょう。
真美さんの話：子供のころから一度は外国へ行ってみたいと言
う夢がありました。30才の時カナダ政府のワーキング・ホリ
デーに応募して幸いビザをもらうことができました。18才から
30才までの人たちが毎年５千人くらいカナダへ来ています。英
語力は問われませんし、日本を出る時はカナダでの仕事は決お
らず、カナダへ来てから仕事を探すと言う条件ですが着いてか
らカナダ政府が助けてくれるわけではありません。１年滞在の
うち６ヶ月を英語の勉強に使うことは許されています。カナダ
滞在中はできるだけいろいろな経験をし、いろいろな人たちに
会いたいと考え、進んで諸行事に参加しています。
私は2003年10月中旬にエドモントンへ着き、すぐにELTCと言
う英語の学校に入りました。学校が着いた当座住むところとし
てホテルを一週間取っておいてくれたので、その間に学校に
あったホームステー・リストからホスト・ファミリーを探し出
して住むところを確保しました。この学校で働いていた日本人
女性がこれらを親切に助けてくれました。しかし生活に慣れる
までは大変でした。言葉はもちろんのこと、ファミリーとのコ
ミュニケーション、バスの乗り方、バスドライバーに怒鳴られ
たことなどもありました。
エドモントンへ来た理由は日本に居た時の英会話の先生がエド
モントンからの人だったこと、あまり大きい都会は避けたかっ
たこと、州消費税もなくて生活費がかからなそうな所と言うこ
とで選びました。
学校へは３ヶ月通いましたがその終わりのころ、ホスト・マ
ザーの助けで日本レストラン「神戸ビストロ」に職を見つけま
した。神戸ではワーキング・ホリテービザが切れる2004年10月
中旬まで８ヶ月仕事をしました。この仕事をしている間に自炊
生活の希望もありホストファミリーを出て、友達とアパート暮
らしを始めました。
同じレストランで働いていた中野さんの勧めで日本舞踊の会、
若葉会に入りました。日本舞踊は以前すこししたことがあった
ので興味がありました。週一度の練習に通うようになり会の皆
さんとも親しくなり親切にしてもらうようになりました。
2004年12月からエドモントン市の「ミールズ・オン・ウィール
ズ」で週３回ボランティアーとして調理をし始めました。それ
最近までを約１年間続けました。
2005年５月にはEJCAの日本文化の日にシニアクラブのベーク
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セールがあり、中野さんの餡パン作りを手伝いました。また会
場でセールも少し手伝いました。
2005年5月、アルバータ州百年祭で英国女王来訪の際には歓迎式
典に着物を着て笹野峰子さんと一緒に参加しました。雨が降
り、風が強く、みんなに透明のビニールのレインコートを支給
されたのですが寒くてたいへんでした。
2005年６月初めの栗本日本庭園での春期祭に阿波踊りを出そう
と言うことで阿波踊りのグループができ、若葉会からの数人と
一緒に参加しました。当日は良く晴れた日で、20数名がお揃い
の衣装で芝生の上で阿波踊りをしました。ネオングリーンの衣
装が映えました。
2005年７月には阿波踊りグループはエドモントンから車で１時
間半くらいの北西にあるベグラビルと言う町でのピサンカ・
フェスティバルに招待されて、約15名が車に分乗して出かけま
した。グランド・スタンドのステージで２回踊りました。大勢
の観客が来ていました。２度目の踊りの時は観客の参加を求め
ましたので、ステージいっぱいの人たちとにぎやかに踊って楽
しかったです。
７月末には当市であった女子野球世界選手権大会の開会式に浴
衣を着て20数名の日本／日系女性たちと出席し、日本からの女
子高校生たちのチームを応援しました。
８月のヘリテージ・フェスティバルでは阿波踊りグループが参
加し、２日間毎日一度づつ踊りました。
この頃からEJCAのイベントがあるときはいつも手伝うようにな
りました。いろいろな人たちと会うことができ、いろいろな話
を聞くことできてとても良い勉強になりました。
2004年11月には「おでんと映画の夕べ」、12月には「クリスマ
ス・パーティー」そして2005年１月には「新年会」、２月には
「すき焼きの夕べ」といつもEJCAセンターのキッチンで手伝い
ました。いつもボランティアーで仕事をする人たちの中の常連
の一人となったような感じでした。お陰でEJCAの皆さんには顔
を覚えていただけるようになりました。
2005年３月、アパートを引き払い、他の二人の女性と一緒に一
軒の家に住むようになりました。
2005年５月にはEJCAの「Bento to Go」と言う障害のある人た
ちへセンターで夕食を作って配達すると言う試験的な試みに参
加して調理の方を手伝いました。週一日午後からセンターキッ
チンで数人のボランティアーが集まって調理をし、出来た料理
を数人がそれぞれの場所へ配達すると言うプロジェクトでし
た。
2005年10月初めには全カナダ日系人協会(NAJC)の年次総会がエ
ドモントンで開かれ、その時の晩餐会の手伝いもしました。全
国各地からそれぞれ代表者が集まって開かれるこの会議の晩餐
会では有名なアルバータ・ビーフをバーベキューし、テイバー
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のトウモロコシ、アルバータ・ポテトなどとこの州の産物を主
に使いました。
2005年12月のクリスマス・パーティーでもキッチンで手伝いま
した。
2006年の新年会では若葉会の皆さんと日本舞踊を披露しまし
た。
2006年２月の「すき焼きの夕べ」でも手伝う予定です。
外国に居る間は何かができる機会を逃したくない、新しいこと
を体験してみたい、いろいろな人に会ってみたいと思っていま
すので、自分から進んでボランティアーをたくさんしました。
とても充実した２年間となりました。今年４月でビザが切れる
ので日本へ帰りますがまた機会があったらカナダへ来たいと

思っています。カナダへ来てからの人との出会いがとても貴重
なことでこれからの人生に役立つことと思います。日本では得
られない経験をたくさんし、ここでは日本のいろいろな所から
来た人たちと会うことができたし、日本だけでなく、他のいろ
いろな国から来た人たちと会うことができたし、その人たちか
ら料理を習うのがとても楽しかったです。カナダは人種のるつ
ぼのような所でいろいろな国からいろいろな理由で人が来てい
ます。ですが、自分の国の伝統を守り続けようとしている興味
深い国です。日系人に対する尊敬の念がますます深まってきま
した。今でこそ日本との行き来は楽になりましたが、戦前や戦
争中の話を聞くとそのなみなみならぬ苦労は想像を絶するもの
です。
私の滞在延期が可能になったのは日本舞踊を続けると言うこと
だったのでそのためにケーコ・フルーさんの助けがありとても
感謝しています。

日本人留学生サポートSTAFF求む
条件：
日本語と英語に堪能、自家用車使用可、留学経験があれば優遇
業務内容：日本人留学生の緊急サポート及び生活上のアドバイス（発生ベース業務）
履歴書は英語にてメール添付
連絡先：メール morimoto@gpicanada.com

2005 - 2006

A Cultural and Educational Experience for
Edmonton Junior High School Grade 7 Students
日本語または社会科のプレゼンター募集
Japan Today School Program はエドモントンの中学1年生を対象に日本文化に触れてもらおうと過去約3年間開催されてきまし
た。現在このプログラムにボランティアとして参加してくださる方を募集しています。
時間： 火曜日または木曜日の午後12時半から午後2時半まで。（今年度は6月までの期間）
6ヶ月間の間に約30回の学校からの訪問を受けています。
場所：

エドモントン日系会館

初めは見習いとして30分程度の日本語または日本の歴史文化のプレゼンテーションを作り上げ、その後プレゼンターとして
25~35人の生徒の前で一人でプレゼンテーションをしていただきます。
そのほかの仕事として、会館の準備片付け、生徒と先生方からプログラム向上のためのフィードバックをもらうこと、などが
あります。
プレゼンターをしていただくためには、十分に英語でコミュニケーションが取れることのほかに、日本語プレゼンテーション
には上級の日本語レベルがあること、または社会化プレゼンテーションには日本の歴史や文化に精通していることが望まれま
す。
指導と支援はいたします。ボランティアの方々には報酬をお渡しします。

プログラムの詳しい情報はこちらにもあります。
http://www.ejca.org/schools
January - February 2006
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教師募集
エドモントン地区日本人コミュニティースクール（日本語学校）では4月から教えていただく先生を公募していま
す。
学校は1977年に創立されてから来年で30年になります。この間エドモントン地区に住む方の子弟やカナダ人その
他日本語を習いたい方への日本語教育を行ってきました。現在は幼児の年中組みと年長組みから小学1年から中学
3年までのクラスがあり、56名の生徒が11名の先生の指導のもとで勉強をしています。
先生の資格は特に問いませんが、
・日本やカナダの学校で教えたことがある、
・教職の免許を持っている、
・子供の教育に興味がある、
など、ご一緒に生徒の日本語の指導をしていただける方を希望しています。
なお授業は金曜日の5時45分から8時45分までです。
学校のWebsite http://www.ualberta.ca/˜tkin/MEJCS-index.htm を参考にしてください。興味がおありで
したら是非ご連絡ください。お待ちしております。
エドモントン地区日本人コミュニティースクール
校長 大木 早苗 電話 459-3862（夜） メール sanaeohki@telusplanet.net

EJCA Membership Application/Renewal Form
Name:_____________________________________
Address:___________________________________
City:______________________________________
Province:__________________________________
Postal Code:_______________________________
Telephone/Fax:_____________________________
E-mail address:______________________________
Please check as applicable:
O Family:
$30.00
O Single:
$15.00
O Out-of-town Subscriber: $15.00
O Seniors:
Free (70 years and up)
Signature:___________________________
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Please mail completed form to:
EJCA Membership
EJCA - ACL Centre
6750 - 88 Street
Edmonton, Alberta
T6E 5H6

