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2007 Summer Barbecue & Field Day
A Community Event Brought to You by the Edmonton Japanese Community Association (EJCA)

& the Metro Edmonton Japanese Community School (MEJCS)
Date: Saturday June 16, 2007
Time: 10:00 am - 3:30 pm (Rain or Shine)
Place: EJCA Cultural Centre (north side of the building)

6750 - 88 Street, Edmonton (466-8166)
Admission: Free for EJCA & MEJCS members

Non-members: $6/person (adults & children 12 and over)

So that we will have enough burgers and hot dogs, EJCA and non-members please indicate the 
number of adults and children attending by midnight June 11! 

(leave a message at 466-8166 or <office@ejca.org>)
Program (will be altered in the case of inclement weather)

10:00 - 10:30 am Arrival, socializing, introductions
10:30 - 12:00 noon Radio taiso;  Ping Pong/Scavenger Hunt Relay

Tokyoso (sprints & relays);  Suika-wari (watermelon smash)
12:00 - 1:00 pm Lunch (see below for details)
1:00 - 2:30 pm Quiz Show

Deka-Pan (giant pants) relays with donuts - children & adults
Tsuna-hiki (Tug-of-War) - adults & children

2:30 - 3:00 pm Bingo for all ages

Lunch & Refreshments
Refreshments (pop, juice, coffee, tea) will be available throughout the day. Delicious hamburgers and hot dogs, provided by the 
EJCA will be cooked on the ‘Giant Barbecue’. Salads, rice, dessert and other surprise dishes will be provided by MEJCS 
members for everyone’s enjoyment.

About the Program
Many of the events in the program will be geared for participation by all ages, and equipment for other activities such as 

mini-croquet will also be available on site!
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Yakitori Preparation

The 2007 Heritage Festival committee needs volunteers to help make Yakitori, which will be sold during the festival 
August 4-6, 2007.
Date: Saturday July 28, 2007
Place: EJCA Cultural Centre
Time: 9:00 am to 2:00 pm 
Volunteer forms and more information for all 2006 Heritage Festival activities will be available at the Summer Barbecue & 
Field Day on June 16, so please sign up for as many positions as you can, including the yakitori preparation!
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“Moshi Moshi is a publication of the 
Edmonton Japanese Community 
Association. Its objective is to 

disseminate information of interest to 
the Japanese community and those 

interested in Japanese culture, including 
announcements of upcoming events.

EJCA Mission & Vision Statements

Mission

• 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.

Vision

• A dynamic and evolving community that sustains a sense of well-
being built upon awareness of Japanese heritage in Canada.

Deadline for Submissions for the Next Issue

(Vol. 32, No. 6) is July 15, 2007

Submission Deadlines for other upcoming issues:

Volume 33, No. 1 - September 15, 2007
Volume 33, No. 2 - November 15, 2007
Volume 33, No. 3 - January 15, 2008
Volume 33, No. 4 - March 15, 2008
Volume 33, No. 5 - May 15, 2008
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Mike Murakami

Spring is nearly here - or so we thought until last week when 
once again Winter returned with a sting!  This year we have been 
remarkably lucky - the cold and snow that returned missed 
Edmonton - blanketed Red Deer and  Calgary.  Fingers crossed 
that Edmonton gardeners don't lose too much with frost before 
Summer starts.

Spring is also the season when current EJCA programs are 
reviewed and new ones explored.  We invite you to participate  
in our exciting cultural and community programs and events.  
As a member of multicultural Edmonton you have insight into 
how diversity contributes to enriching our lives.  

SHARING IS THE ART OF LIVING…

This is an opportunity to share your  personal leadership 
philosophy and provide advice on improving EJCA programs.  
We are interested in hearing about your experiences in the  
community, and about your ideas for creating a strong and 
caring community supported by nurturing Japanese practices.  
You can be involved at any  level, from volunteering to  
planning social events.  Finding a place to volunteer is as easy 
as filling out the Growth Opportunities page, and we will  
match you with an EJCA member who shares similar interests. 
Experience the fulfillment and fun of making new friends, 
learning new things and giving back to your community in a 
way that's uniquely meaningful to you.

EJCA offers a kaleidoscope of community involvement in 
recreation, family events, in arts and culture.  Feel free to 
explore our website for detailed  information at www.ejca.org. 

President’s Corner

And for a 'FREE TASTE' of our EJCA community just come 
to our joint EJCA Summer BBQ and Metro Edmonton 
Japanese Community School, Undo-kai on Saturday June16th, 
or the Sakura Tree Book launch, or consider volunteering at The 
Edmonton Heritage Festival/Japanese Pavilion on August 1st 
weekend -- our biggest annual event for fun and giving back.  

FOCUS ON COMMUNITY SPIRIT…

Moments like  these  are the stuff of inspiration, which is why 
we believe if you've ever captured such an EJCA moment in a 
photo, you need to share it with the world.

This spring/summer, EJCA's Communications Committee is 
inviting our volunteers and our friends to share your favorite 
photos showing the impact of giving back at EJCA community 
events.  Here's your chance to inspire the world with images of 
community spirit.  And we want to hear the story that lies 
behind these pictures, too.

What's the prize, you ask?  Well, photographers for the three 
best photos -- as voted upon by the community -- will win a 
great prize (to be announced) and the winning photos will be 
posted on the EJCA website. Don't delay -  bring your cameras 
to every EJCA event. (see submission details in the next Moshi 
Moshi)

Smile and have a fun Spring everyone!

Living is the art of loving.  Loving is the art of caring.  
Caring is the art of sharing.  Sharing is the art of living.  --
Anonymous

EJCA Seniors News
Chizuko Kimura
On the weekend of April 21 and 22, 2007, the EJCA Seniors and the Edmonton 
Karaoke group were greeted by a warm Calgary welcome at their cultural centre by the 
Kotobuki & Karaoke Club members.
It was wonderful to renew friendship and enjoy their hospitality. The afternoon 
entertainment by the two karaoke groups was enjoyed by everyone.
Our side-trips for Chinese Dim Sum, visit to the Museum of the Regiments and 
shopping at T & T and Utsuwa No Yakata was enjoyed by all.

Thanks to Terry, our very accomodating bus 
driver drove us home safely - and he even 
speaks Japanese! Thank you also to Jim & Yumiko Hoyano and to Bob Motokado for 
organizing this very memorable trip.

Monthly Meetings
The EJCA Senors Club meets on the 4th Wednesday of each month at the Centre 
beginning at 11:00 am. If you plan to attend please contact Ruby (475-7147) or 
Yoshiko (456-8694) one week before, so we know how many lunches to order. Cost of 
the lunch is $8. There is no meeing in December. Future meetings are May 23, 2007, 
June 27, 2007 and July 25, 2007.
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His Excellency Tsuneo NISHIDA
Ambassador of Japan to Canada

I arrived in Ottawa as the new 
Ambassador of Japan to 
Canada on March 23rd, and 
presented my credentials to Her 
Excellency the Right 
Honorable Michaelle Jean on 
April 10th. 

There is no doubt that the 
Japan-Canada relationship is 
extremely strong, but it seems 
to me that there is the potential 

for us to work together in some areas to improve the 
relationship.  I believe that by co-operating and working 
together, we can strengthen our relationship and make it more 
attractive than ever.  That is why I would like to work to 
deepen the relationship between the people of Japan and Canada 
especially through youth exchange programs such as the JET 

Program and the Working Holiday Program.

This year has been designated the “Canada-Japan Tourism 
Exchange Year,” to mark the 120th anniversary since the 
inauguration of the first regular Pacific Sea route between 
Yokohama, Japan and Vancouver, Canada in 1887.  Many 
events will be organized this year to create more opportunities 
for tourism interaction between our two countries.

I am eager to make every effort to improve the Japan-Canada 
relationship at various levels with your cooperation, and will 
appreciate your understanding and cooperation with the 
Embassy of Japan. 
  
Though it may take some time to visit your area because 
Canada is such a large country, I very much look forward to 
seeing and meeting you in the future.

In the January-February 2007 issue of Moshi Moshi we 
recounted the tragic accident suffered by Toshiki Watanabe, a 17-
year old exchange student from Japan, and the heart-warming 
response from the community to help the Watanabe family. 
Toshiki was flown back to Japan in serious condition, and began 
a slow recovery process. His slow  but hopeful recovery during 
the first month back in Japan was recounted in a January 15 
message from his mother Chie, which was also printed in the 
same issue of Moshi Moshi.

We are happy to report that Toshiki has made great strides in the 
past few months, as indicated by the following e-mail message 
received from his mother on May 9, 2007.

“Toshiki is still in the hospital, but there is a talk lately that he 
will be soon discharged. Although he still has no feeling in his 
left foot, he has been strengthening other muscles and is now 
able to walk with just a cane.  His broken bones around the hip 
area continue to give him pain, but he is enduring without pain 
killers which are not good for him. The large open wound is 
now closed but the skin is still red and it is very itchy.  
However, his strong wish to go back to Canada keeps him 
going through the hard rehabilitation.

In April the neurosurgeon gave him permission to travel 
overseas, and we are now right in the middle of talks with GPI 
and others concerned about a possible return date to Canada. 
Since we heard that school is in until the end of June, Toshiki 
is hoping to return soon. I hope that you may be able to see his 
healthy state at the end of May.

Before, I could never have even imagined such a thought, but 
now he can walk, talk and wants to go back to school. It is like 
a dream to me. I am filled with gratitude to you and thank you 
from the bottom of my heart.

I wish I can come with him to Canada to say “thank you” in 
person to you and all the others who were so kind to us while 
we were in Canada, but I cannot take a long holiday as it will 
affect our living and due to the younger brother’s school 
schedule, Toshiki’s sister will accompany him to Canada. I 
have been totally immersed with Toshiki, and so the younger 
brother was neglected for half a year. I cannot leave him 
alone any longer...

I am so sorry that I wll not be able to see you and the others 
but I am sure the opportunity will come our way for us to 
meet with you again.”

After the above message, Chie e-mailed again to say that 
Toshiki has now been discharged from the hospital, and doing 
his rehab at home.

Toshiki Watanabe Eager to Return to Canada
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Dick Lee

Editor’s Note:
The following article about Gordon Hirabayashi was written 
by Richard Lee for Vista magazine. He has given us permission 
to reprint it here.

In times of national hysteria, civil rights, protected by the 
Constitution in the United States and by The Charter of Rights 
and Freedoms in Canada, are the first to be under attack. 
Hysteria and fear appear to activate racism and prejudices that lie 
dormant in less stressful times. Civil rights have been under 
attack since extremists flew planes into the World Trade Center 
and the Pentagon on September 11, 2001.

We can recall with shame the internment of American and 
Canadian citizens of Japanese ancestry following the attack on 
Pearl Harbor by Imperialist Japan. Today's legal challenges to 
the imprisonment of citizens, without access to due process of 
law, brings to mind the story of a man I first met more than 
forty-five years ago.

I met Gordon Hirabayashi in 1959, shortly after he joined the 
Sociology Department at the University of Alberta. Details of 
experiences he recounted to me have eroded with time, so 
research was needed to refresh them.

Gordon was born and raised in Seattle. At the time of the 
bombing of Pearl Harbor in December, 1941, Gordon was in his 
senior year at the University of Washington. During his college 
years he had participated in many student organizations, was 
active in the YMCA, joined the Japanese-American League, and 
had become a religious pacifist.

After the Declaration of War against Japan, Germany, and Italy, 
President Roosevelt issued an Executive Order delegating broad 
authority to the Attorney General and to the Secretary of War to 
issue and enforce regulations aimed at curtailing the liberties of 
enemy aliens. The next day the Secretary of War delegated his 
authority to General John L. DeWitt, the Commanding General 
of the Western Defence Command.

General DeWitt issued orders involving curfews and evacuation 
for “All German and Italian aliens and all persons of Japanese 
ancestry, whether aliens or American citizens.” These orders did 
not apply to American citizens of German or Italian ancestry and 
raised both civil rights and racism issues. General DeWitt's bias 
can be judged by his comments reported in the San Francisco 
News, “It makes no difference whether the Japanese is 
theoretically a citizen. A Jap is a Jap.”

When it came time for Gordon to report for evacuation and 
internment, he went instead to the F.B.I. with a prepared 
statement challenging the constitutionality of both the curfew 
and evacuation orders imposed on Japanese-American citizens, 
since the orders were based solely on race and ancestry. To make 
a long story short, Gordon was charged and convicted of 
violating both orders and sentenced to 90 days in jail. Gordon's 
two convictions were appealed up to the Supreme Court in short 

order, because of their implications. The Supreme Court 
upheld his convictions 9 to 0, since the Court decided that it 
had no alternative but to accept the judgment of the military 
that there was a high risk that Japan would invade the West 
Coast of North America.
Gordon requested that his sentence be extended so that he 
would qualify to serve his time at an outdoor prison work 
camp. The Court obliged, but the government did not want to 
pay his way from Seattle to the Catalina Federal Honor Camp, 
located high on Mt. Lemmon in Arizona, so Gordon 
hitchhiked. Gordon's family had been evacuated from Seattle to 
Idaho, so he stopped to visit them on his way to Tucson. 
When he arrived in Tucson, he had to convince the Federal 
Marshall that he was indeed to be incarcerated and went to 
dinner and a movie while waiting for the Marshall to find his 
papers.

The prison camp housed not only those protesting the 
internment of Japanese-Americans, but also conscientious 
objectors, Jehovah's Witnesses, and some Hopi Indians from 
Northern Arizona.

Gordon was curious as to why the Hopi Indians in the camp 
would be considered disloyal and a security risk to the United 
States. Further, when he first arrived at the prison camp, 
Gordon did not understand why the Hopi greeted him so 
warmly and invited him to observe their religious ceremonies.

One of the Hopi beliefs involves the “Day of Purification”, 
which describes the great spiritual teacher Pahana coming as 
the “Rising Sun” to reunite the world's two streams, separated 
in the far past, and to rejoin the “stone tablets”. Gordon 
discovered that the influence of Christian missionaries was to 
inadvertently mingle Old Testament stories with Hopi beliefs 
so that some of the Hopi Tribe concluded that they were part of 
the Lost Tribes of Israel. According to the story, some of the 
Lost Tribes migrated through Asia, across to North America 
and down to their present location. Observing Imperialist 
Japan's symbol of a “Rising Sun”, these Hopi took this as a 
sign that Japan was coming to reunite them back into the Lost 
Tribes of Israel.

One can imagine that this was too much for the military 
officials to unravel, so they just moved them to the prison 
camp.

Forty years after Gordon's conviction, a law historian 
discovered papers showing that the Justice Department had 
withheld from the Supreme Court evidence that the forced 
removal was unnecessary and that the military had invented the 
supposed threat posed by Japanese-Americans. Hirabayashi's 
case was reopened and in 1987, the 9th Circuit Court of 
Appeals overturned the conviction related to his evacuation. In 
1988 President Reagan signed the Civil Liberties Act, which 
acknowledged the injustice and apologized for the internment 
of some 110,000 Japanese-American citizens during the war. 
That same year the Canadian Government also apologized for 

Rebel With A Cause: A Salute To An Honourable Man

Continued on Page 6...
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Grace Thompson, NAJC President

The Manitoba  JCCA recently held a successful fundraiser, 
Kibo, in Winnipeg, in support of the Canadian Museum for 
Human Rights. The Museum, brainchild of the late Israel 
Asper, founder of CanWest Global Communications Corp. has 
garnered support from all three levels of government, as well as 
from the private sector, since 1993. An announcement has been 
made by Prime Minister Stephen Harper that the Museum will 
receive $100 million in construction costs, contingent on the 
other partners raising $165 million. Further, the Museum will 
be designated the status of a national institution, the first 
national museum to be located outside of Ottawa’s National 
Capital Region at the historic junction of the Red and 
Assiniboine rivers in Winnipeg. As such, the Museum will be 
funded for its operational costs federally. Already touted as the 
largest human rights centre in the world, it is expected to 
become a major visitors’ attraction. The National Association of 
Japanese Canadians sends its support and good wishes, and 
expects to work closely with the new Museum once established.

Some of you are already making plans to attend the 14th 
COPANI/APN, being held in Sao Paulo, Brazil, from July 18 
through 21. The conference has its focus in programming the 
nurturing of interaction between and amongst Nikkei in South, 
Central, and North America through cultural activities but as 
well through intereaction between professionals, and between 
entrepreneurs of these locations, many of whom conduct 
relations also with Japan. The last conference, held two years 
ago in Vancouver, was sponsored by the National Association 
of Japanese Canadians, and true to its mandate, the program 
also included various topics of international human rights and 

social justice.

The Nikkei Contribution to the Progress of Society is the theme 
for this year’s opening plenary, with workshops and meetings 
that include seniors and youth, and professionals and 
businesspersons, with cultural, heritage, and historical topics. 
Entertainment includes a tour of Registro City, known as the 
first Japanese immigration site, and evenings are filled with 
special dinners, samba dancing lessons, karaoke contests, etc., 
and a closing ceremony with a sayonara party.

For those of us who may be taking this opporunity to visit 
Brazil, which has one of the largest Nikkei communities in the 
world, the City of Sao Paulo itself having a population of more 
than a million Japanese Brazilians, this surely promises to be 
an eye (and mind) opening experience.

The website, www.apn.cl, will give you more information. For 
travel inquiries you may contact Tunibra Travel, at 
marina@tunibra.com.br or shiroshima@tunibra.com.br.

Note: The Executive Board of the National Association of 
Japanese Canadians has made a decision to tentatively set aside 
the dates of September 19, 20, and 21, 2008 for the celebration 
of the 20th anniversary of Redress, with Vancouver as the host 
city. Representatives will be in contact with national 
organizations and individuals toward producing programs of 
celebration and future planning to occur both regionally and at 
the conference. For any queries or suggestions, or for 
volunteering, please contact national@najc.ca.

  

National Association of Japanese Canadians

its similar treatment of some 15,000 Japanese-Canadian 
citizens.

On November 7, 1999 it was announced that on the site of the 
former prison camp an area would be renamed The Gordon 
Hirabayashi Recreation Site in honour of the prison camp's 
most famous prisoner.

Gordon's case was one of three wartime Japanese-American 
internment cases in which the Supreme Court upheld the 
government's orders. As a postscript, Gordon told me that these 
decisions by the Supreme Court provided some embarrassment 
to the American Government at the Nuremberg War Crimes 
Trials. The Defence for some Nazis on trial argued that in 
wartime, if the Government of the United States found that it 
was legal to place citizens it considered to be “security risks” in 
internment camps, why would it be a war crime for the German 
Government to do the same?

What's the expression? “A slippery slope”

Gordon Hirabayashi...Continued from Page 5

Note:
Because of his advancing Alzheimers condition, Gordon now 
resides at the Good Samaritan Southgate Care Centre, 4225 - 
107 Street, Edmonton.
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‘The Sakura Tree’ Book Launch & Watercolor Exhibition

Place: EJCA Cultural Centre
Date: June 23-24, 2007 (tentative - check the website <ejca.org> regularly for the latest info)
Time: 1:00 pm - 4:00 pm

EJCA is pleased to host this event with Karen Brownlee, ‘The Sakura Tree’ illustrator, present to autograph the 
books. Also displayed will be Karen’s original watercolor paintings found in the book.

The Sakura Tree is a children’s book written by Carolyn McTighe and illustrated by Karen Brownlee. The gently 
eloquent tale follows the progress of three so-called "picture brides" who come to Canada in the early twentieth 
century, three girls sent away by a father who wishes for them a more prosperous life than he can provide in their 
hometown of Sendai. Reluctant as they are to leave home, the sisters are nonetheless obedient to their father’s 
wishes. Each takes with her one item that will remind her of their home. One brings a kimono, another a violin, but 
the youngest, Haruko, brings three seeds of the sakura tree. This is a book about the meaning of family and home 
and an exploration of Japanese culture in Canada.

The following is a list of the clubs and organization in our 
community. If meeting times are given, the location is at the 
EJCA Centre. See the EJCA website <ejca.org> or the website 
of the group for more details. Please e-mail <office@ejca.org> 
for any changes or errors. 

Sabaki Go Club
Purpose: To learn and enjoy playing Go for all ages
Meetings: Tuesday evenings from 7:00 pm and Saturday 
afternoons from 1:30 pm (lounge 3).
Contact: Chuck Elliot at 452-1874, <Chuckbrenda@shaw.ca>
Website: <www.sabaki.org>

The Edmonton Gojukai Karate Club
Tuesdays and Thursdays (except holidays)
Children, 7-12 years of age: 6:00-7:00 PM
Youths, 13-17 years of age: 7:00-8:15 PM
Contact: John Priegert - 436-1825, <priegert@telus.net>

Kendo/Naginata Club
Meetings: 2nd & 4th Fridays at 7:00 pm
website: http://web.mac.com/eknc/iWeb/EKNC/Welcome.html

Kita No Taiko
Japanese Drumming Group
Practices: Monday and Wednesday from 7 pm
Contact: 431-0300 or <info@kitanotaiko.ca>
Website: <www.kitanotaiko.ca>

Bonsai Club
Raising and keeping bonsai plants
Meetings: 3rd Wednesday monthly, 7-9 pm
Contact: Les Dowdell - 437-0530

Karaoke Club
1st & 3rd Friday of each month, 9 pm - ?
Contact: Rick Hirata - 438-2747

Keifukai of Edmonton
Japanese Brush Calligraphy
Contact: Kazuko Hirata - 438-2747

Chigiri-e Art
Torn paper art work creation
Contact: Keiko Frueh - 436-5843

EJCA Seniors Club
Monthly Lunch meeting & activities
4th  Wednesday of each month, 11 am to 3 pm
Contact: Bob Motokado - 456-8694

Wakaba Kai
Traditional Japanese Dance
Contact: Keiko Frueh - 436-5843

Japanese Active Group (JAG)
Community of ‘younger’ Japanese Canadians and others 
interested in Japanese culture and activities.
Contact: Yuri Nakano - 437-5294

Metro Edmonton Japanese Community School
Japanese language instruction
Contact: Ichiko Tsuneda (Principal) - 988-6546
Website: <www.ualberta.ca/~tkin/MEJCS-index.htm>

EJCA Art Club
Contact: Hyoko - 434-3744 or Yumiko - 437.7730

Directory of EJCA & Affiliated Clubs & Organizations
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Calendar of Upcoming Events

June 2, 2007 Seniors Lunch & Bake Sale, at the Centre from 11:00 am to 2:00 pm
June 12, 2007 EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
June 16, 2007 2007 Summer Barbecue & Field Day, at the Centre beginning at 10:00 am
June 23-24, 2007 Book Launch & Art Exhibit for ‘The Sakura Tree’, at the Centre 1:00 - 4:00 pm
June 27, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
July 25, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
July 28, 2007 Yakitori chicken skewering for the Heritage Festival, at the Centre from 9:00 am

Grace Yang
Registered Acupuncturist in Alberta

Master of Traditional Chinese Medicine

10706 - 65 Avenue
Edmonton, AB
T6H 1V6

The Edmonton Kendo and Naginata Club is hosting a

Silent Auction

To support the Canadian Goodwill Naginata Team

Day: June 23, 2007
Time: 6 - 9 pm
Place: EJCA hall 
Refreshments: Appetizers, pop, juice, wine, coffee and tea

We would like to invite everyone in the community to join us on June 23 for an evening of laughs and spirited 
betting. 

All of the proceeds from this event will be used to cover travel and accommodation costs for Edmonton 
members of the Canadian Naginata Team who will be participating in the World Naginata Championships in 
Belgium this August 2007.  

If you would like to donate an item to this auction please contact 

Deryck Webb
telephone number:  489-4547

email:  eknc@mac.com

We would ask that you contact Deryck prior to May 31, 2007 if you have an item to donate and we will arrange 
to pick it up at your convenience.

  

Telephone
(780) 434-2834
Please leave a message

Calgary Karaoke Club Members - April 2007
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『]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. 
                              
 

For information or purchase,  please contact
ASA    (Aita Sales Agent)

Phone (780) 922-4313   Fax (780) 922-4593   
e-mail: msaita@oanet.com

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

JUNKO DARASENG
Specializing in LEATHER, FUR & SHEEPSKIN

All types of mens & ladies clothes, coats & jackets
Dry Cleaning Available

10172 - 104 Street
Edmonton, Alberta T5J 1A7

Telephone
426-4654

寿司わさび
Sushi

WASABI
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

Edmonton Office!!

Airline Tickets, Rail Passes
Packages & Cruises, Hotel & Car Rental, 

etc.

Please contact us
下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

Suite 100, 10109 -106 Street
Edmonton, Alberta  T5J 3L7

Tel: (780) 429-4545, Fax: (780) 429-4555,
Email:nipponyeg@telus.net

Nippon Travel Ltd.
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2007年サマー・バーベキューと運動会
EJCAと日本語学校(MEJCS)共催コミュニティー・イベント

日時： ６月16日（土曜日）10時 - 3時30分
場所： EJCAセンター北側の広場
会費： EJCA会員及び日本語学校父兄無料；非会員6ドル（大人、子供12才以上）

（EJCA会員は人数を知るために６月11日までにセンターへ登録してください。電話:466-8166）

プログラム　（悪天候の場合はプログラムの変更あり）
10:00 - 10:30  到着、社交、紹介
10:30 - 12:00 ラジオ体操、ピンポン／宝探しリレー, 徒競走（競争とリレー）、

スイカ割り
12:00 - 1:00 ランチ(詳細は下記をご覧ください）
  1:00 - 2:30 クイズ・ショー、デカパン・リレーとドーナツ（子供と大人）、

綱引き（子供と大人）
  2:30 - 3:00 全員でのビンゴー

ランチと飲物
飲物（ポップ類、ジュース、コーヒー、お茶）は一日中あります。EJCA提供の美味しいハン
バーガーとホット・ドッグはジャイアント・バーベキューアーで調理。サラダ、ご飯、デザー
ト、などのご馳走は日本語学校メンバーの提供です。

プログラムについて
プログラム中の多くの行事はどの年齢でも参加できます。ゲートボールなどの用具もありま
す。

夏の初めとなるこの楽しいイベントです。カレンダーに印してください。
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EJCA会長の言葉
マイク・ムラカミ

春がもうそこまで来ていると思ったのに、先週はまた冬が戻っ
てきてしまいました。今冬、私達は不思議なほどラッキーでし
たーー寒さと雪はエドモントンを通り越しレッド・ディアーと
カルガリーをすっぽり包んでしまいましたが。夏が来る前にエ
ドモントンの園芸家達が霜であまり被害を被らないよう祈りま
す。

春はまた現在のEJCAのプログラムを見直し、新しいものを発掘
する時でもあります。私達のワクワクするような文化とコミュ
ニティープログラムに参加されるよう招待いたします。多重文
化都市エドモントンの一員として多様性がいかに私達の生活を
豊にしてくれるか見識を持っている事でしょう。

生きる芸術を分かち合う⋯

今こそあなたの個人としてのリーダーシッップ哲学を分かち合
い、EJCAプログラムをより良いものにする進言をするときで
す。コミュニティーにおけるあなたの経験や日本的な仕方を養
育することで力強いく協力しあうコミュニティーを作るあなた
のアイディアを聞きたいと思います。ボランティアーからソシ
アル・イベント計画などいろいろなレベルで参加できます。ボ
ランティアーをするには成長機会（Growth opportunity)ページに
書き込むだけと言う簡単なことです。EJCA会員で同様な関心の
ある人と会っていただきます。充実感と新しい友達を作る楽し
み、新しいことを学ぶ楽しみ、を経験してください。そしてあ
なたには意義のある方法でコミュニティーへお返しをすること

ができます。

EJCAではレクレーション、家族向けイベント、アートとカル
チャーなど色とりどりの面での参加ができます。私達のウエブ
サイトwww.ejca.org で詳細な情報を探検してみてください。また
EJCAコミュニティーがどのような所かを試してみるには6月16
日の「サマーBBQと日本語学校運動会」や「サクラ・ツリー」
出版記念会や8月第一週末のヘリテージ祭りの日本館ーー私たち
の一番大きなイベントーーでボランティアーをしてみたら？

コミュニティー精神に焦点を当てる⋯

これらの瞬間こそインスピレーションそのものです。ですから
このようなEJCA瞬間を写真に捉えたらそれを世界中を分ちあう
必要があるのです。

この春と夏、EJCAコミュニケーション委員会はボランティアー
や友達にEJCAコミュニティーイベントでのあなたのご自慢の写
真を分かち合うようお誘いいたします。これでコミュニティー
精神のイメージで世界を活気づける機会ですよ。そしてそれら
の写真の背後にあるお話を聞きたいものです。

報償は何ですかって？最高賞３枚の写真を取った人たちーーコ
ミュニティーの投票によってーーーは大賞（まだ決まってませ
んが）を受賞しますし、それらの写真はEJCAウエブサイトで発
表されます。EJCA全てのイベントにカメラを持って来てくださ
い。（参加詳細は「もしもし」次号をご覧ください。

皆さん、笑みを浮かべて春を楽しんでください。

２００７年３月２３日に駐カナダ大使とし
て着任し、４月１０日にはミカエル・ジャ
ン総督に信任状を捧呈致しました。

日加関係が非常に良好であることは疑いあ
りませんが、他方でその大きな潜在性が未
だ十分には発揮されていない面があると思
います。日加両国民が知恵を絞り、力を合

わせることにより、これまで以上に魅力のある日加関係にレベ
ルアップ出来ると思います。そのためにも特にＪＥＴやワーキ
ングホリディ等の若者同士の交流等を通じて、両国国民相互の
絆を更に深めていきたいと考えます。横浜とバンクーバー間の
定期航路開設１２０周年にあたる本年は、日加観光交流年と定
められ、様々なイベントが企画、実施される予定です。

要人往来からグラス・ルーツに亘る、様々なレベルでの日加間
の更なる友好関係の発展を目指して、皆様の御協力を得ながら
全力で取り組んで行きたいと考えておりますところ、今後と
も、当館の取り組みに御理解、御協力を賜れれば幸甚です。

カナダは広大な国であり、皆様がお住まいの地域を訪問するま
でには今暫くの時間を要することになるかと思いますが、皆様

とお会い出来る日を心より楽しみにしております。

生年月日：昭和２２年４月１日生

昭和４４年　９月　外務公務員採用上級試験合格
　　４５年　３月　東京大学法学部第三類卒業
　　　　　　４月　外務省入省
　　５６年　６月　在ソヴィエト連邦日本国大使館
　　　　　　　　　一等書記官
　　６１年　８月　欧亜局東欧課長
　　６２年　８月　条約局法規課長
平成　元年　８月　在アメリカ合衆国日本国大使館　参事官

　　　４年　８月　大臣官房報道課長

　　　５年　８月　欧亜局ロシア課長
    　６年　８月　大臣官房外務参事官兼欧亜局
　　　８年　 ８月　大臣官房審議官兼経済協力局
　　１０年　４月　大臣官房審議官兼内閣審議官
　　１０年　７月　大臣官房審議官（総括担当）
　　１１年　８月　在ロス・アンジェルス日本国総領事館
　　　　　　　　　総領事
　　１３年　３月　経済協力局長
　　１４年　９月　総合外交政策局長
　　１７年　８月　外務審議官
　　１９年　１月　現職

西田　恒夫
カナダ国駐箚特命全権大使
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渡部俊輝君のお母さんからのメール

「もしもし」1－2月号で11月フォート・マクマリーで交通事故
にあった17才の交換学生、渡部俊輝君の事、コミュニティーの皆
さんからの暖かい支援について報告しました。彼はその後ほとん
ど奇跡的と言えるような回復をしたことを最近お母さんの智江さ
んからメールで知りました。
ーーー
ご無沙汰してしまって申し訳ありません。そちらは皆さんお変わ
りありませんか？こちらはとても温かく、子供達は半袖で過ごす
毎日です。

俊輝は現在もまだ入院中ですがそろそろ退院の話になっていま
す。左足の麻痺はよくならないものの他の筋肉を強化し、杖１本
で歩くことができるようになりました。お尻の骨折部の痛みはま
だとれませんが、痛み止めは身体によくないのでできるだけ服用
せず頑張っています。

大きかった傷口は閉じたものの、皮膚がまだ赤くかゆみがつらい
ようです。それでもカナダに戻って勉強したいという意志は変わ
らず、つらいリハビリに今日まで耐えてきました。

４月末に脳神経外科から渡航許可がでましたのでGPIはじめ関係
各位にご協力頂いてそちらに戻る日程などを検討している最中で
す。学校が６月半ばまでと聞き、俊輝は早く戻ることを望んでい
ます。５月末には元気な姿を見ていただけるのではないかと思い

ます。当初はこんな日が来るとは考えもしませんでしたが、今
は自分で歩き、話し、そして学校に行こうとしていることが夢
のようです。

私も同行して由美子さんはじめお世話になった皆様に御礼を述
べたいと思っていましたが仕事をまた長期に休むと生活の方に
も支障をきたしますし、弟の学校行事とも重なるため長女に任
せようと思っています。この半年、俊輝にかかりっきりでした
のでこれ以上弟を放っておくわけにもいきませんし…。
由美子さんや皆さんにお会いできないのは残念ですが是非また
機会が訪れることを楽しみにし
たいと思います。

また日程が決まればお知らせし
たいと思っています。待ってい
てください。

2007･5･10
渡部 智江

ーーー
このメールの後で彼は退院して
自宅でのリハビリを始めたとの
知らせがありました。

東欧への旅

トシコ・ヤマモト

私達3名は3月下旬から4月中旬にかけて東ヨーロッパ、すなわ
ち、オーストリア（ウィーン）、チェコ（プラハ）、ハンガ
リー（ブダペスト）のツアーに参加、後数日自由旅行をした。
私なりに感じた事の一部を書く事にしました。

気候は全面的には晴天で、持参の雨傘もつかうことはなかっ
た。しかし2、3日は風が冷たく、温暖なプロリダからの数人が
フードの付いたダウンのジャケットを着ていて少々滑稽だっ
た。彼らも私と同じように現地の天気予報を注意していたと思
われた。ツアーの参加者はサウス・アフリカからニュージーラ
ンド、オーストラリア、フィリピンと国際的、アメリカからの
人たちは南はフロリダから北はアラスカ、カナダ人はレスブ
リッジ、カルガリー、エドモントンと総勢44名でした。

ツアーのディレクターは意外にも青年ではなくて太り気味の初
老の男性。彼の知識と記憶力は抜群で、ガイド役として完璧。

バス旅行では退屈することもなく有意義で楽しかった。その国
の歴史、歴史上の人物、有名人、経済から文化等々絶え間なく
話してくれた。ツアーの終わりの頃になり、彼が単なるガイド
ではない事を知った。彼は学生時代から32年間ガイドの仕事を
し、夏期はパリの大学でヨーロッパの歴史の講師をしていると
言う人格者であった。この32年間随分多くの人たちとの交流、
この仕事が生き甲斐で続けられるのかと思われた。外国語も流
暢で英語は勿論、フランス語、ドイツ語、スラブ語、スカンジ
ナビア、日本語でも挨拶し、何語であるかを当てさせた。最後
まで誰も正解が出来なかった外国語は彼の自作の言葉だった。
私達は彼のガイドで旅を満喫できたとも言える。

果てしなく続く広大な田園風景、時にはカナダを思わせた。し
かしエドモントンとは気候も差があり、私達が出発した時はま
だ茶色で雪も残っていた。あちらは早春、緑が芽吹き始めた
チューリップやパンジーの花が咲き、杏子の花や藤の花の満開
も見られた。今度の旅は私の人生のハイライトの一つとなりま
した。
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ヒョウコ・バクスター

３月末から４月の中旬にかけて、ハビオカさん、山本さん、カ
ナダ人の友人、クリスティンの４名で、二週間ほどウィーン、
ザルツブルグ、プラハ、ブラペストと廻ってきました。

この旅行は準備の段階からいろいろな事が起きて無事に出発で
きるか案じられる状態でした。みなさんもご存知のようにパス
ポートを取得するのが大変な時期でした。

ハビオカさんのパスポートの期限が出発の日から２ヶ月しかな
く（６ヶ月の余裕があるのが規則です）。彼女は2月の始めにパ
スポート申請のために朝８時から並びましたが３時半には締め
切りで受け付けられませんでした。家に帰ろうと駐車してある
車の所へ行くとバッテリーが上がっていてエンジンがかから
ず、子供達を家に残しておく事ができないので全員を連れて娘
さんが迎えに来ました。そして出張から戻った娘婿と一緒に夜
遅く駐車場へ車を取りに行くことになりました。翌日は朝４時
に起きてタクシーでパスポート・オフイスへ行き、５時から並
んでようやく申請ができました。３月３日にはパスポートが出
来ると書いた書面をもらっては来たけれどその日になってもパ
スポートは届かず、「心配しないで」と言う娘さんの慰めの言
葉で一週間は待ったが来る気配はなく、「いざとなったら、３
月13日には出来ると言う書面もあるし、古いパスポートの期限
が切れているわけではないので、それを持って出かけるワ」と
は言っていたけれど、申請した時に古いパスポートには「無
効」のパンチが入ってしまっていたのでした。彼女は航空券を
片手に再度パスポート・オフイスへ行き、「今日発行されたか
ら明日まで待つように」と言われ、その言葉を信じて帰ってき
ました。でも翌日もパスポートは届きません。郵便配達夫が
「お待ちかねの物が届きましたよ」と届けてくれたのはそれか
ら3日目でした。出発の一週間前のことでした。

ハビオカさんがパスポートで心配していた頃、私は⋯

11月に雪掻きをしていて腰を痛めて調子が悪かったけれど毎日
の生活に支障を来すほどではありませんでした。ですがヨー
ロッパ旅行では歩く事が多いだろうから治しておこうとなまじ
色々な事を試みたことが裏目に出て、ある日腰を捻ってしま
い、痛くて立っている事も出来なくなってしまい、医者へ駆け
込みました。3月末にはヨーロッパ旅行に行く、友人二人は始め
てのヨーロッパ旅行で私を頼りにしているから私が行かない訳
にはいかない、何とかしてください⋯薬をもらって大人しくす
ること一週間、やっと歩く事と特別なクッションのおかげで
座っていることが可能になりホッ！としたところで、今度は寝
返りをして腰をまた捻ってしまいました。今度は一人で寝起き
することも出来なくなってしまいました。これでは本当に旅行
には行かれないかもしれない、行っても同行の人たちに迷惑が
かかる⋯今度は薬と睡眠薬で10日ほどの静養。それでも一人で
横になったり、転がるようにしてベットから降りられるように
なり、出発の日までにはなんとか歩く事と座る事に自信がつ
き、無事に旅立つことができました。

ボヘミア地方への旅
第一回

山本さんは毎日新聞で訪問地の天気予報を調べ、私に報告して
くれました。「兵子さん、あちらは雨よ！」「今日も雨、明日
も雨ですって。雨の多い地方なのね」。気温も日中10度から15
度、夜は1度から4度と低い。その上雨だし湿度もあることだし
暖かいセーターや雨具が必要としっかり用意していったけれ
ど、幸いなことに旅行中は一度も雨に会わず、風の強い日が一
日あったくらいで旅の後半は特に暖かく、３人の心配は全て出
発までの事でした。

旅行の始めの８日間は現地集合のツアーに参加するために集合
地であったウィーンのビエナ・ヒルトンに着いたのはエドモン
トンを発った翌日の朝10時ころ。出発の日は朝3時半に起きて
いたので、ホテルに着いてすぐに私はシャワーを浴びて、私と
クリスティンは一眠り。それが二眠りになって夕方かでグッス
リ。ハビオカさんと山本さんは眠れず、ホテルの窓から見えた
公園へ散歩にでかけました。町の中にしては大きな公園で東京
の日比谷公園の感じ。入り口にはガラス張りの花屋さん、ソー
セージの屋台、手入れの行き届いた芝生、櫻の花やエドモント
ンでも見られる黄色い花の茂みが満開だったとか。私は残念な
がら櫻の花を見る事ができませんでした。翌日からのツアーか
ら戻って来た時にはもう櫻は散ってしまっていました。一番驚
かされたのは公園にはびっしりとくっつくように並べられたベ
ンチ。カナダだったらぽつり、ぽつり、と置かれているのに。
ベンチには若い人から年寄りまで仲良く寄り添って日向ボッコ
をする人たちでベンチはいっぱいだったとのことでした。それ
がハビオカさんと山本さんのウィーンの第一印象だったようで
す。

ツアー出発地のウィーンを後にし、最初に止まった所がチェコ
の小さい町、チャスキー・クルーモロフ(Cesky Krumlov) 。目の
前にそびえるお城を目指して歩いていると木々に絡むツタのに
間にぽつぽつと咲いていた名も知らない小さな花が道を登るに
つれて密生して咲いていました。それはまるで濃い緑の中に薄
紫の模様が描かれている絨毯のようでした。見蕩れて立ち止ま
る事しきり。それが良い休息にもなりマイペースで登る事がで
きました。苦労して登りついた場所からの景色は見事なもので
した。遥か遠方まで広がる眺め、町をぐるりと囲むように流れ
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る川、真下に広がるユニークな屋根の家々、左手にはびっしり
と模様の描かれた城壁や塔。私はヨーロッパに来るたびに屋根
に魅され、建物に魅されます。城壁内にはお決まりのように売
店がポツリとあり売る気の無いような顔をした若者が座ってい
ました。それは昔旅をした共産圏の国の顔だった。ここが自由
な国になったのはそんなに遠い昔の事ではないのだ。そこには
日本語の本があったけれど街でも売っているだろうからと思い
買わなかったがその本には二度とお目にかかることはなくハビ
オカさんは残念がっていました。この町を私たちは知らなかっ
たけれど有名なのでしょう。後でザルツブルグで会った日本人
の若い女の子二人は次の目的地がこの町と言っていたから。何
百年も変わらない町並み、細くくねくねと曲がった石畳の道に
沿ってびっしりと並ぶ家々、行き止まりかと思うとまたその横

から細い道が続く、小さな中庭に人影もなく、置かれたテーブ
ルにはピンクのテーブルクロスのかかったていた。こけで覆わ
れた壁、レースのカーテンがかかった窓、大きな重そうな扉、
顔の形をした鉄の取っ手。家の角には必ず大きな石が置いてあ
る。その昔、馬車の車輪で家の壁が壊されないために置いたと
のこと。何百年の雨や風で角の取れた大きな石は一つのオブ
ジェクトのようだった。何から何まで絵になりそう。こんな所
に一ヶ月、一週間でも良いから滞在してゆっくりとして絵を描
いてみたい。短い時間は過ぎて行き、名残惜しく次の宿泊地プ
ラハへと向かった。

ー次号へ続く

私が名大の学生だった頃前後

ヤスシ・タカハシ

1．大学に入る前 I

私が、坂田先生のおられる名古屋大学物理教室に入学を許され
たのは１９４８年のことである．但し，当時の言葉で言うと私
は傍系入学である．つまり旧制の高等学校からではなく，いわ
ゆる専門学校から，大学へ入った． 私の学んだ専門学校は戦時
中，松前重義氏が創設した，電波技術を専門とする人材を養成
する学校であったが，私にとっては高校ではなく、この学校で
勉強できたことは幸運であった．先ずこの専門学校のことに少
し触れておこう．

第一にこの学校の校長先生の第一代 は国際的に有名な原子物理
学者 仁科芳雄博士 ，また，教育の計画実行には主に，仁科先生
に近かった富山小太郎先生が当られていたようであった．富山
先生が集められた教授陣が大したもので，物理だけに話を限っ
ても，富山小太郎，多田元一，竹内柾，武谷三男，中村誠太
郎，福田信之，宮島竜興，・・・と，当時の学会の最先端で活
躍中の研究者ばかり．（「ボス」という言葉の無かった当時、
仁科先生はこれらの若い研究者からは「親方」と呼ばれて親し
まれていた．）また矢野健太郎先生を初めとする数人の活発な
数学者の教授陣もあったし．人文科学の方でも，森島恒雄先生
ほか、当時の活発な東洋哲学者津田左右吉スクールの先生方が
居られた．西洋東洋の  科学史の先生方も、平田寛、大家真一
と、一流の先生ばかりであった．

戦中の話は後でするが，幸いなことに，敗戦直後には住宅難が
手伝ってくれ，我々学生と教授の方々及び御家族との距離が殆
ど無かったのである．それはどう云うことかというと，東海専
門学校は戦後中野から府中に移ったのだが，府中の学校には，
校舎の他に，広大な寮がついていた．私自身は，目黒から，壊
れた窓にベニア板のはってある満員の”省線”で府中まで毎日
通うのはいやで，寮の一室をかりていたのだが，先述の教授陣
の中でも，焼けだされた方々は，御家族といっしょに寮の一角
にすんでおられたという事情があった．学生たちにとっては，
昼間は教室で，夜はご家族と一緒に寮の一部屋でと，先生方と
接触出来る．寮の一室で夜，焼き芋をほおばりながら，研究に
まつわるいろいろな逸話や体験談その他先生方の人生論までを

聞くことが出来た．森島先生のヴァイオリンえんそうも聞かせ
て頂いたし、その他、当時，仁科研究室で宇宙線の研究に携
わっておられた竹内先生によると，アンダーソンがカリフォル
ニアで宇宙線中に湯川中間子とおぼしき粒子を発見してから
後，仁科研究室でとった宇宙線の霧箱写真を調べたら，電子よ
りも重い粒子が沢山映っていたそうである．人間は，それを見
る目で見ないと，実験データとは，単にデータに過ぎず，大発
見を見逃してしまうものらしい．一方，あまり偏見のある目で
データを見ても逆効果があるものらしい．

武谷先生からも，物理一般や，中間子論についていろいろなこ
とをうかがった．私自身はあの段階では物理的準備が足りな
かったので技術的なことは何も解らなかったが，物理研究とい
うことの香りと味の一部を雑談の中から学ぶことが出来たと思
う．ボルン（Born) の　Atomic Physics や Slater-Frank を原書で
一生懸命勉強（しようと）したのはその頃である．

こんなことを長々と書いたのは，私が名古屋大学の物理教室に
入ったきっかけが其所にあるからである．ただしそのことは後
にして，ここで脱線し，戦争中のことに一寸だけ触れておきた
い．

２．大学に入る前 II

時は１９４４年，大戦争が激しく戦われている真っ最中，東海
科学専門学校（創設時の名前はこれと違っていた。ここでは
“東海”で通すことにする。）が開設され，日本の敗色は濃く
なっていた。前に言ったように東海は松前重義氏が生みの親
で，教授陣，特に物理では主に理化学研究所の仁科研究室で実
際研究に従事している新進気鋭の原子物理学者が多かった。

戦争が激しく戦われている時のことで，毎夜のように米機  B29 
が，東京ばかりでなく日本中の諸都市を襲っていた。我々のク
ラスの半分以上は学徒動員で工場に配属されていた。授業や試
験も取り消しになることが多く，教授の方々と学生の接触は余
り無く，仁科研究室の新進気鋭の物理学者も，我々学生には勿
体ない存在であった。私自身は，これらの物理学者は戦争のた
めやることが無いので，そのかたわら学校で教えておられるの
であろうという漠然とした印象を持っていた。

慌ただしい戦争の雰囲気の中で時々予期しない変なことが起
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こった。第一に，我々の学校の創始者松前氏が突然召集されたこ
とがあった。しかも，あの偉い先生が一兵卒として戦線にかり
出されるというのである。我々学生は勿論驚いたが，戦争の激
しさの反映なのであろうと思っていたら，二三週間後これは取
りやめになったと聞いた。

次には，武谷先生が突然入院されたので，講義が取り消しに
なった。二ヶ月ほどしたら先生は退院され，講義が再開され
た。然し，先生は，退院直後の病人とは思えないほど表情が明
るかった。

その次に，数学の講義の一つも休講になり，担当の津村先生の
入院退院が続いた。其の後更に，福田先生が一兵卒として召集
令状を受けとった。そして其の召集は矢張り，数週間で取り消
しになった。

これらの変調は，始終空襲などで欠講になったり，試験が取り
消されたりしていた戦争の慌ただしさに隠されて，我々学生が
特に気にするほどの事でもなかった。

さて，戦争は広島と長崎のビッグバンで終った。これらの都市
に巨大な爆弾が落とされたとき、それらがただ巨大な普通の爆
弾なのか、それとも，新しい原理による原子爆弾かということ
は日本の戦争指導者には判らなかった。それを判定するため
に、我々の学校の校長先生仁科芳雄博士は、日本政府の要請に
よって、ガイガー計数管をもって、広島に急行された。それは
まちがいなく原子爆弾であった。そうして日本は無条件降伏す
ることに決まった。

我々には敗戦が何を意味するのか判らなかった。米兵が日本に
上陸してきて、我々を皆殺しにするかも知れない。此の学校が
このまま継続されるのかどうか誰にも判らない。此の空白のあ
いだ、先生方も科目の講義には熱が入らず、われわれは「これ
からどうなるでしょうかね・・・」という雰囲気のなかをさま
よっていた。しかし、此の先生方が手持ち無沙汰で居られた時
こそ実にいろいろと貴重な話を聞くことが出来た。第一に武谷
先生や竹内先生は「ノートを取らないように」と言いながら、
原子爆弾についての詳しい話をしてくださった。原子核物理の
話から、ウラニュウムの連鎖反応の話、ウラニュウムには、ク
リティカルなサイズがあってそれより小さい塊では連鎖反応は
起こらないから，この性質を利用して、原子爆弾をつくると言
う話、広島に落とされた爆弾の放出したエネルギーは何れくら
いかと言った、技術的な事などを、準備したノートも無く、黒
板にかいて説明してくださった。其の時うすうす感じないでも
なかったが、あとで明らかになった事は、仁科研究室でも戦時
中、原子爆弾の可能性がいろいろと研究されていたのであっ
た。我々の学校の大部分の先生方は、このプロジェクトへの参
加者だったのである。それ故に、ある先生が一兵卒で召集され
ても、取消になったり、ある先生は一度特高に捕まっても、は
やく“退院”せせられた理由であったのだ。

武谷先生は特に、マルキシストの唯物弁証論者であり、戦争に
は強い反対者であった。一兵卒として召集状を受けた福田先生
は自由主議的な反戦論者であったということを大分あとで聞い
た。しかし両先生は仁科研究室でのプロジェクトのアクティブ
メンバーだったので、特高に釈放されたのであった。

(武谷先生が，特高に調べられたあと終戦前に釈放されたが，広
島に落とされたのが原爆だということが判り，特高は慌てて武

谷先生を呼び戻して原爆の講義を聞いたと言う話が残ってい
る。)

３．何処の大学へ？

ここでまた，戦後の話に戻る．

竹内，武谷，中村，福田，宮島先生方を通して，当時迄の物理
学，主として中間子論の発展してきた道を身近に感じた私は将
来、中間子論を勉強してみたくなった．武谷先生に相談した
ら，文句なしに、ここから名古屋大学の坂田先生のところへ行
くことを勧められた．中村先生に相談したら，次の様なアドバ
イスを下さった． 

（１）朝永先生（東京文理科大学）はあまりにも鋭くて，何か
アイディアをもって行っても直ぐ，・・・・は・・・・だから
うまく行かない・・・・という返事が返ってくる．此れを二三
度やられるともう仕事の話をもって行くのがいやになる．

（２）湯川先生（京都大学）は心が広く，何をもって行って
も，それは面白い．やって御覧なさいと言われるだけで，技術
的にはあまり助けにならない．

（３）坂田先生（名古屋大学）は，物理に関するしゅう覚 が大
変よく，次に何が重要かをよくかぎつけて行かれる．他人の
やった仕事の意味をよく理解する．

ということで，私にはやはり名古屋大学へ進むことを勧められ
た．此の三人の先生方に対するそれぞれの評価の意味は其の時
の私には勿論良く判らなかったが，今になってみると，なるほ
どと納得できる様な気がする．（と言うよりむしろ，私の古い
記憶は薄くなりその部分が今の印象で置き換えられたと見る方
が正しいのかも知れない．）

とにかくしかし、日本では特定の大学には入りたければ先ずそ
の大学の入学試験に合格しなければならない．試験日の異なっ
た三つの大学を受けてみたが，東京文理科大学には受け入れて
もらえなかった．東京工大と名古屋大には合格した．名古屋大
学の二次試験のときには，有山兼孝先生が口頭試問に当られて
いた．なんと温かい紳士的な先生なのだという印象が今でも
残っている．（大学教師とは皆，有山先生のように温厚な人々
なのだろうという印象を私はしばらくのあいだもっていた
が・・・）

「高橋君，筆記試験の出来はどうでしたか？」
 と聞かれる．

「ハー．三番だけは出来たと思いますけど，あとは自信があり
ません．」

［ハッハッハ，君は，三番だけまちがっていますね．他のはよ
く出来ています．」

と言った会話が交わされたのはついこの間のことだった様な気
がする．もう５０年以上前の話なのだが．

この様なわけで，私は，東京に住む親の期待に反対し東京工大
をやめて名古屋大に行くことに決めた．私の気持ちは，”あ
あ，あの有名な坂田先生の研究室に入ることが出来る”　と言
うよろこびで一杯であった．
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