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Japanese Pavilion
(Site #13 - same location as last year, near the bus terminal)

2007 Edmonton Heritage Festival
August 4-6, 2007 at Hawrelak Park

Pavilion Hours:
Saturday August 4: noon to 7pm
Sunday August 5: 10am to 7pm
Monday August 6: 10am to 6pm

Hiyayakko (cold tofu with ginger & gree onion) - 3 tickets
Okonomiyaki (Japanese-style pizza) - 3 tickets
Takoyaki (flavourful octopus dumplings) - 3 tickets
Yakitori (chicken skewers with teriyaki sauce) - 4 tickets
Japanese Combo (a serving of all menu items, plus edamame) - 8 tickets

Food Tickets: As in the past several years, food tickets will be required for all food & beverage purchases at the 2006 Heritage Festival. 
Ticket prices are 6 for $5, 12 for $10, and so on

Besides sampling the delicious food above, enjoy the performances, demonstrations and exhibits of Japanese culture including taiko, 
karate, kenjutsu, naginata-kendo. Outdoor performances begin on the half hour throughout the day. Don’t forget the Photo Booth 
where you can get your photo taken in an authentic kimono.

Heritage Festival.............. 1, 10 (J)
EJCA Board.................... 2
Submission Deadlines....... 2
President’s Corner............ 3, 11 (J)
BBQ & Undo-kai.............. 3, 12 (J)

Seniors Lunch & Bazaar..... 4, 11 (J)
Culteral Differences.......... 6 (E & J)
NAJC President................ 6
Sakura Tree book.............. 7, 12 (J)
Clubs Directory............... 7

Upcoming Events............. 8
Yukiye Matsuba............... 8, 14 (J)
Advertisements................ 8-9
Hyoko Baxter’s trip.......... 12 (J)
Yasushi Takahashi............ 14 (J)

EJCA AGM & Nikkei Heritage Day Event

Date: Sunday September 30, 2007
Place: EJCA Cultural Centre
Time: TBA

This year the EJCA Annual General Meeting will be held in conjunction with a 
program to celebrate Nikkei Heritage Day. The exact format of the program is yet to 
be finalized, but will feature a cultural or social celebration of an aspect of the rich 
history of the Japanese community in Alberta and Canada. A committee is hard at 
work planning this event, so watch for details in the September issue of Moshi 
Moshi, and mark this date on your calendar now!

Yakitori Preparation

The 2007 Heritage Festival 
committee needs volunteers to help 
make the Yakitori, which will be 
sold during the festival August 4-6, 
2006.

Date: Saturday July 28, 2007
Place: EJCA Cultural Centre
Time: 9:00 am to 1:00 pm 

Festival Volunteers
To volunteer for other positions, 
please fill in the volunteer form on 
page 16, and fax it to the Centre or 
hand it in on Yakitori Day. Thank 
you!

Garden Market

Garden fresh vegetables, fresh eggs, home baking, Japanese sweets, Japanese 
appetizers, etc.
Where: 4218 -107 Street, Edmonton
When: Every Wednesday 1:00 - 3:00 PM, from July 18 to mid-September
For more information, or if you have items to sell, contact:
Noriko Fujino   475-7339 Naomi Leroy   454-8536 (l.naomi@telus.net)
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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. 33, No. 1) is September 15, 2007

Submission Deadlines for other upcoming issues:

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
Volume 33, No. 6 - July 15, 2008
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Mike Murakami

Another hot one in Edmonton yesterday with temperatures well 
into the 30's. One of the good things about this kind of weather 
is the past years mind-numbing winter cold are 'almost' a 
pleasant memory.  Less clothing, easier to drive around; always 
a gift to an intrepid Edmontonian.  This will be my last 
Presidents' Corner blurb.  Time flies and everything flows, 
everything changes!  Wow, I will be off to Toronto in 
September.  But, I will still have occasional Edmonton 
projects, so you can expect to see me from time to time.
I leave with hundreds of fond memories of my years with 
EJCA. It all started when I became a Japanese Pavilion 
volunteer during the 1981 Heritage Festival when our pavilion 
was selected the best in the park.  My last 2 years as President 
of EJCA have been unbelievably rewarding. I have had the 
unique chance to learn from some truly outstanding Board 
members and EJCA folks and had the joy to be involved in the 
development of so many new and exciting programs.  Some of 
my most exciting memories include helping to update the 
EJCA Mission and Vision Statement and when we envisioned 
the future of the Japanese Community in Edmonton through 
sessions designed to help harness the power of shared 
community insight in 2003.   It was a wonderful opportunity to 
tap into the wisdom of the rich diversity of groups who are a 
part of the EJCA community - to form a shared vision for our 
futures.  
Of course, the annual Japanese Pavilion is another great 
memory and marvelous community/team building metaphor. A 
recent highlight has been the adoption of 'Kaizen' (life perfected 
through many refinements) as our coordinating group's guiding 

President’s Corner
principle.  For example, as we start to move in a direction 
towards fulfilling our VISION we often take in new information 
and make smart, logical adjustments. Pilots know that due to 
weather conditions etc., airplanes are off-course 80% of the time 
making small adjustments to land at the desired location.  
Group visioning helps us stay HUNGRY towards our end-goals 
and visioning fuels our HUNGER.  Best of all, you Heritage 
Festival volunteers made the Japanese Pavilion experience FUN 
WITH A PURPOSE.  Well done everyone!!
 

It all couldn't have happened without you. In fact, the 
spectacular success of EJCA could not have happened over the 
last 30+ years without the continuous dedication, volunteer 
effort and generosity of our community members and affiliated 
EJCA groups. We have come a long way!  May you go on from 
here - to more success and happiness, with every future year!  
Thank you all for the memories! OMEDETOO GOZAIMASU!!  
Have a GREAT summer!
Ps: A quick reminder to sign up as a Japanese Pavilion 
volunteer. You won't be disappointed!

Cathy Tennant

Despite a week of unpredictable weather and ever-changing 
forecasts, June 16th turned out to be a beautiful day with almost 
200 guests coming out to enjoy the festivities!
A joint committee of representatives from the Metro Edmonton 
Japanese Community School (MEJCS) and the Edmonton 
Japanese Community Association (EJCA) planned a day that 
started off with group exercises (taiso), and ended with an 
enthusiastic and often humorous relay for children and adults.   
In between, there were other activities like “the watermelon 
smash”, group quiz, scavenger hunt and children's bingo…and a 
surprise performance of Soran Bushi.
The EJCA's contribution of  hamburgers and hotdogs were 
deliciously BBQ'd by Scott Sutton and his assistants, and a 
wonderful variety of potluck side dishes and desserts were 
prepared by the MEJCS.   As always, lunch-time was a relaxing 
time to visit with friends and to make new acquaintances.
The opening welcome and the day's activities were capably 
MC'd by Yuri Nakano and Kazutaka Suezawa from the EJCA, 
who did a tag-team English and Japanese translation.   

Amazingly, even though the schedule was sometimes running 
late or early, the BBQ-Undo kai ended right on time!   And 
with everyone's help, the hall, kitchen and outdoor areas were 
quickly cleaned for the next event being held at the Centre.   
There were many people working behind-the-scenes to make the 
day a success but special thanks have to go to Dave Mueller 
and friend who must have suffered “dish pan hands” from 
washing all the dishes for us. 
Over the years, this summertime event has evolved from a 
picnic with planned activities, to a day that is focused more on 
being a field day.   This might partly be due to the shift in the 
ages attending (e.g. many more young children but fewer teens 
attend now; fewer seniors and adults from EJCA).   In the past 
two years, the planning committee has become more sensitive 
to trying to make this an annual event that is enjoyed by 
members of both organizations and it will be challenged to find 
exciting and new ways to encourage strong attendance from 
both communities.  
Both the MEJCS and EJCA welcome your comments and ideas 
on making this an outstanding summer event … how can we 
make this an event nobody wants to miss!

Summer BBQ and Undo kai (Field Day)
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The very successful EJCA Senior’s lunch and bazaar held on 
Saturday June 2 netted the EJCA Seniors Club more than 
$2,000 in the short few hours between 11:00 am and 2:00 pm.

People began arriving at the Centre even before the doors 
opened, and the hall remained crowded throughout the duration. 
A bus load of 45 Kotobuki-kai members visiting from Calgary 
added to the excitement of the day. Led by Tobie Sakamoto, the 
Kokobuki-kai President, it was really nice to have them visit 
our Centre and sample our bento as well as spending may 
dollars on bazaar items. Their generous donation to the EJCA 
Seniors Club is very much appreciated.

A team of skilled and enthusiastic cooks began preparing items 
for the bento boxes the day before on June 1, working long 
hours in the Centre kitchen. The result was a fabulous bento 
box which looked very colorful and tasted fantastic. One of the 
Calgary visitors did not believe that it was prepared by us! She 
thought we had them made by professional chefs.

On June 2, the Futomaki and Inari sushi team began making 
sushi early in the morning and the Tonkatsu making team 
worked tirelessly for hours breading and deep frying the pork. 
The result was again a very professional looking Futomaki and 
Inari which tasted even better that it looked and the ever popular 
Tonkatsu was selling quickly and flew out the kitchen window.

Meanwhile, the bake sale table was busy selling donated baked 
items and plates of sushi. Thank you to all of you who donated 
baked items. All the bake sale items sold out. And the Bazaar 
table was covered with all sorts of items which were all donated 
by community members. It is difficult to describe what was on 
the tables as there were so many dfferent things. The guests 
surely found many bargains there. A few unsold items which are 
hard to come by were kept for a future bazaar, and other leftover 
items were donated to charities.

Overall, the volunteers who donated long hours and a lot of 
labour enjoyed the EJCA Seniors lunch and Bazaar as much as 
our guests who came out for the event and were treated to a 
delicious lunch, sweets and nice Bazaar items to buy.

Many THANKS is for the following people:

Volunteers (listed alphabetically):
Keiko Allport, Hyoko Baxter, Alder Currie, Hiroko Currie, Aki 
Fujino, Grace Fujino, Noriko Fujino, Rickie Higa, Yoshiaki 
Hirata, Jim Hoyano, Yumiko Hoyano, Masako Hubbihica, 
Kieko Ito, Aiko Kawawada, Chizuko Kimura, Hideko Koharski, 
Naomi Leroy, Cynthia Lindberg, Liz Machida, Heidi Matsune, 
Bob Motokado, Yoshiko Motokado, Aiko Murakami, Edie 
Nagata, Yuko Nakano, Kyoko Nishiwaki, Sanae Ohki, Harry 
Sameshima, Mineko Sasano, Osamu Sasano, Miwako Shukuda, 
Jackie Sugiura, Kimi Tainaka, Cathy Tennant, Ruby 
Tsuruda,Toshiko Yamamoto.

Donation of Baked Goods and Bazaar Items(alphabetical):
Tatsuo Asai, Hyoko Baxter, Noriko Fujino, Betty Graham, 
Rickie Higa, Masako Hubbihoca,  Flo Ingham, Chizuko 
Kimura, Joyce Kiyooka, Kotobuki-kai (Calgary), Sakae Li, 
Tickie Miyashita, Yoshiko Motokado,  Aiko Murakami, Sachi 
Nagata, Yuko Nakano,  Priscilla Nishi, Harry Sameshima, 
Miwako Shukuda, Yumiko Noborio,  Kinuyo Oda,  Mineko 
Sasano, Jackie Sugiura, Kimi Tainaka, Lucy Takahashi, Midori 
Tanaka, Cathy Tennant, Tami Tsujikawa, Ruby Tsuruda, 
Toshiko Yamamoto, Hiroshi Yokota, Masa Yoneda.

To the event organizers, we sau ‘otsukare-sama deshita’ amd a 
job well done!

At the ‘Thank you and Review meeting’ held on July 8, it was 
decided that the Senior’s lunch and bazaar should be held on the 
1st or 2nd weekend of May every year. This decision needs to 
be communicated to the EJCA board asap.

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 July 25, 2007, August 22, 2007 and September 
26, 2007.

EJCA Seniors News
Seniors Lunch and Bazaar (June 2, 2007)
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“Are you bravely smiling when you are crying at heart?”
顔で笑って心で泣いて。。。

Nancy Cyr

Do these faces look happy or sad?
下の顔は笑っていますか？泣いていますか？

In North America (and now even in Japan) people say 'cheeeese' 
when photos are taken.  In photos, we are all supposed to 
appear to be smiling by stretching the mouth sideways and 
showing teeth.  On the other hand, Japanese females often cover 
their mouths when they smile or laugh.  
北米では（今は日本でもやりますが）写真を撮るときに'チーズ'といって口を笑っ
てるように見せる習慣があります。写真に写る顔では笑顔を見せることになって

います。しかし、日本では今日でも笑うときに口を隠す習慣もあります。

When you are judging the true emotion expressed in a face, do 
you look around the mouth or somewhere else?
ということは、相手の本当の感情を判断するには顔のどこを見るのでしょう？

Dr. T. Masuda  of U. of A published a paper entitled, “Cultural 
differences in using the eyes and mouth as cues to recognize 
emotions in Japan and the United States”, together with Drs. 
M. Yuki and W. W. Maddux, in the Journal of Experimental 
Social Psychology in May, 2007.
アルバータ大学の増田貴彦教授は今年５月に北海道大学の結城教授とノースウエ
スタン大学のMaddux教授と共に“日本とアメリカの文化の違いによる感情を判断

する顔の部分の違い”と言う題の論文を発表しました。

The paper describes that the figures shown below are used to 
indicate happy and sad faces in North America whereas in 
Japan,  ^_^ and / _ \ are used to express the same.  As one can 
see that happy and sad emotions are differentiated by the shape 
of the mouth in North America, and by the shape of eyes in 
Japan.
論文中で、北米では下の顔を笑ってる顔と悲しい顔の表現として使うけれど、日
本では ^_^ と  /  _  \を使うと述べ、この事実からも北米では口の表情で、日本で
は目の表情で感情の表現を判断していると述べています。

The authors assumed that subtle variations exist regarding how 
people from different cultures interpret expressions of emotions.   
The hypothesis of the research is that facial cues are weighted 
differently by people from different cultures when interpreting 
emotions.
論文の著者達は、文化によって他人の感情の読み取り方が違うのではないかとい
う想定で実験をしました。

They experimented on approximately 100 students each from 
American and from Japan to see how they perceive the emotion 
expressed using simulated faces.  Simulated faces included 
combination of happy/neutral/sad eyes with a happy/neutral/sad 
mouth.  Some simulated faces had contradicting expressions in 
eyes and the mouth, just like those shown above.
１００人ほどのアメリカの学生と１００人ほどの日本の学生を対象に、漫画の顔
と表情を組み合わせた模擬写真を使って、笑っているか、普通の顔か、悲しい顔
かということを判断させました。漫画や模擬写真の中には口と目の表情が矛盾し
ている例も含まれています。

General conclusion of the study was that when eyes and the 
mouth show contradictory and competing cues, Japanese placed 
more emphasis on eyes to judge others' emotions, and North 
Americans on the mouth.  The original hypothesis of the 

researchers was correct.
実験の結果、口と目の表情が矛盾している例では表情を見分けるのに日本人の学
生は目に重点をおき、アメリカの学生は口に重点を置くという結果が出ました。
著者達の想定が正しかったと証明されたわけです。

Most true emotions are difficult to imitate.  When one forces a 
smile, a different part of the brain is used, hence different 
muscles are used.   Previous researches have shown that the 
muscles around eyes are more difficult to control than the major 
muscles around the mouth area.  Therefore, a true smile 
involves the contraction of the muscles around the eyes, while 
smiles that do not indicate genuine happiness, 'fake smiles', 
involve only the muscles around mouth.  This is why many 
photos for cosmetic advertisements often have “fake” looks. 
感情をまねて表現することは容易いことではありません。わざとつくり笑いをす
ると本当に嬉しくて笑うときとは脳の違う部分が使われます。過去の研究から目
の周りの筋肉は口の周りの筋肉よりコントロールがしにくいことが知られていま
す。従って本当に笑うときは目の周りの筋肉が収縮し、つくり笑いの場合には口
の周りの筋肉だけが使われることになります。化粧品の広告などの顔が作り笑い
に見えるのはこの理由からです。

Authors speculated that Americans make exaggerated expression 
in order to convey the emotion correctly.  On the contrary, in 
Asian countries such as Japan, China and Korea where people 
place importance in harmony, it is more important for 
individual's emotional expressions to be controlled and 
subdued for maintaining harmonious relationships.  
著者らは、北米では自分の感情を正しく伝えるためにおおげさな表情をつくり、
日本、中国、韓国など社会での和を重んじるアジアの国では個人の感情表現を抑
えます。儒教国のアジアでは和を維持することが大切だからだろうと推察してい
ます。

If Japanese tend to control the expression of their emotions, 
then, in turn, their interpretation of the emotions of others may 
be most effective if they focus on parts of the face that are 
relatively difficult to control intentionally.  Therefore, Japanese 
look at eyes to understand the true feeling.  
もし、日本人に自分の感情表現を抑制する傾向があるならば、他人の感情表現の
判断も故意にコントロールのやりにくい顔の部分に焦点を当てるのが妥当でしょ
う。従って日本人は相手の口ではなく目を見て本当にどう感じているのかを判断
するのでしょう。

After all these discussions, which face looks happier to you?  
Regardless the cultural background, doesn't Sandy look truly 
happy?
この小記事を読まれたあとで、あなたにはこの記事の初めの顔の漫画は笑ってい
るように見えますか？どちらにしても、真っ赤に咲いたベゴニアを見てサンディ
は本当に嬉しそうですね。
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Grace Thompson, NAJC President

On June 1st, Charlotte Chiba and I, representing the National 
Association of Japanese Canadians, together with Frank 
Moritsugu, Second World War Veteran, met with Mr. Joe 
Geurts, Director and C.E.O., and Dr. Dean Oliver, Director of 
Research and Exhibitions, of the Canadian War Museum. As 
you will recall, NAJC has (as have several members of our 
communities) pointed out aspects of concern about the War 
Museum’s portrayal of our history during the Second World 
War in its exhibition panel, Forced Relocation.

We are now very pleased to report to you that we had an 
amicable meeting and received assurances of their genuine 
interest in our concerns. They have undertaken at their early 
convenience to confirm such substantive changes as were 
discussed. The Museum has a backlog of other cmmitments so 
we have been warned that it may take at least six months’ time 
before this work toward any modification can begin.

Space prohibits recounting of each instance, however, one of the 
main concerns we raised is the lack of any mention of nisei who 
enlisted during the Second World War and went to India 
assigned to British forces serving with the Allies’ South-East 
Asia Command (SEAC) under Admiral Lord Mountbatten. 
There is a need to highlight the heroism of these men who 
served despite not being allowed to display such loyalty at the 
beginning of the War and their families continuing to be 
incarcerated as ‘enemy aliens’.

What we may regard as the most important of messages in this 

section is one which I believe reponds to the title, Forced 
Relocation, that is, the achievement of Redress. Incredibly, it is 
currently designated an insignificant space. The inconspicuous 
placement, below eye level, of a relatively small photograph of 
the Signing of the Redress Agreement, and the 
Acknowledgement, under a barely visible heading. Public 
Apology, produces an effect of a post script. By giving such 
perfunctory attention to the precedent-setting historic subject of 
Redress, the intrinsic function of education inherent in this 
particular section is diminished or lost. We have requested this 
section be expanded and given prominence.

With reference to the Japanese naval flag projected on the floor, 
in front of a section depicting the figure of a Japanese Soldier 
(Atrocities in the Pacific), which received numerous public 
reactions that any flag should be placed on a floor to be walked 
upon, we are informed that the Museum has consulted flag 
protocal and will be removing it off the floor shortly.

Our main concern with respect to this flag has mainly been of 
placement directly across from the panel, Forced Relocation, 
appearing to create a link providing support to the rationale of 
fear proposed in this panel as motivation for internment of 
Japanese Canadians. To produce a more balanced story, we have 
proposed the addition of excerpts of paraphrases from the 
minutes of Conference on Japanese Problems, held January 8, 
1942, in Ottawa, which records RCMP, armed forces, and civil 
servants as united in their advice to the Government that the 
Japanese Canadians were not a threat and need not be interned. 
We know what the Prime Minister did with that advice.

  
National Association of Japanese Canadians

Seniors Lunch & Bazaar - June 2, 2007
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‘The Sakura Tree’ Books

EJCA still has a limited number of beautifully illustrated Sakura 
Tree books for just $20.00 each.  Please contact John Priegert 
(Centre manager) to arrange your purchase. More information and 
painting samples can be seen on the EJCA website at: 
http://ejca.org/events.html

The recent Sakura Tree book launch and painting exhibition at the 
Centre and the Concrete Theater performance of Sakura Tree at the 
Stanley Milner Library were well attended by appreciative 
audiences. Many thanks to the following great volunteers who 
worked tirelessly with Karen Brownlee to make the project a 
success:  Jim and Yumiko Hoyano, Cathy Tennant, Sophia Chan, 
Mieko Ouchi, John Priegert, Martha Miller, Bruce and Sachiko 
Robertson and the Karaoke Club. 

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

Summer BBQ & Undo-kai - June 16, 2007
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Calendar of Upcoming Events

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
August 4-6, 2007 Edmonton Heritage Festival at Hawrelak Park - see page 1 for Japanese Pavilion hours
August 22, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
September 11, 2007 EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
September 26, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
September 30, 2007 Nikkei Heritage Day & EJCA Annual General Meeting, at the Centre (details in September issue)

Grace Yang
Registered Acupuncturist in Alberta

Master of Traditional Chinese Medicine

10706 - 65 Avenue
Edmonton, AB
T6H 1V6

Mrs. Yukiye Matsuba

(September 20, 1915 - July 14, 2007)

Yukiye Matsuba passed away on July 14, 2007 at the age of 91 years 
and is now in the loving arms of her beloved husband, Kanichi, and 
baby daughter, Cheryl.

Yukiye is survived by four daughters and four sons, Kay, Lil (Harold), 
Bea, Ernie (Barb), George (Jan), Walter (Sayuri), Kathy (Ben) and 
Michael (Helen); seventeen grandchildren; twenty-one great-
grandchildren; one great-great-grandchild; and numerous relatives and 
friends. Predeceased by sons-in-law, Nobby and Cecil.

Funeral service was held on July 19, 2007 at Park Memorial Chapel, 
with Pastor Yuri Nakano officiating.

Yukiye Matsuba was an active member of the EJCA Seniors Club for 
many years until her failing health in the last few years. She was an 
enthusiastic supporter of all the Club’s activities and made many 
contributions with her generosity, graciousness and kindness. She was 
also a devoted member of the Japanese Christian Church and was like a 
mother figure to those in the congregation. The whole community will 
all miss her very much.

Telephone
(780) 434-2834
Please leave a messageSuika Wari - June 16, 2007

Undo-kai MCs (top) and Potluck lunch (bottom)
June 16, 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.

日 本 ト ラ ベ ル
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２００７年ヘリテージ・フェスティバル
日本館（１３番）８月４日から８月６日まで

ホーラック公園

日本館開館時間

８月４日（土曜日）正午から７時まで

８月５日（日曜日）１０時から７時まで

８月６日（月曜日）１０時から６時まで

フード・メニュー
冷ややっこ（冷たい豆腐にショウガと青ネギ） チケット３枚
お好み焼き（日本風ピザ） ーチケット３枚
たこ焼き ーチケット３枚
焼き鳥 ーチケット４枚
日本風コンボ ーチケット８枚

チケット：過去数年のように食べ物、飲物を得るにはチケットをチケット・ブースから購入する必要がありま
す。チケット６枚で５ドル、1２枚で10ドルです。

美味しい食べ物を食味するだけでなく、太鼓、空手、剣術、なぎなた、剣道などの日本文化のパフォーマンス、
デモ、展示などをお楽しみください。パフォーマンスの時間は一日中各時及び各時30分ごとに行なわれます。写
真館もお忘れなく。着物を着て写真を取ってくれますよ。

焼き鳥調理

ヘリテージ委員会は焼き鳥作りのお手伝い
をお願いしています。

日時：7月28日（土曜日）
　　　午前９時から午後1時まで
場所：EJCAセンター
フェスティバル・ボランティアー：フェス
ティバルのための各ポジションでのボラン
ティアーが必要です。16ページの申し込み
用紙を使ってセンターへファックスする
か、焼き鳥デーに持ってきてください。

ガーデンマーケットのお知らせ

夏にしか味わえない家庭菜園の野菜、新鮮卵、手作りパン、和菓子、和惣
菜、漬け物、他を販売する予定です。

場　所：　４２１８ー１０７ St
日　時：　毎週　水曜日　午後１時~３時（７月１８日より９月中旬頃ま
で）

参加希望者、また質問のある方は下記まで連絡ください。

藤野　則子　４７５ー７３３９
リロイ尚美　４５４ー８５３６ (l.naomi@telus.net)

EJCA年次総会と「日系ヘリテージ・デー」のお知らせ

日時：9月30日（日曜日）：時間未定
場所：EJCAセンター

今年の年次総会は日系ヘリテージ・デーと一緒に行なわれます。詳細は未定ですが、豊かなカナダ及び
アルバータ日系歴史を祝う事になる予定です。計画委員会は熱心に計画を立てているところです。「も
しもし」9月号をご覧ください。
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EJCA会長の言葉
マイク・ムラカミ

昨日はまたエドモントンの暑い日で30度を超えました。こんな
天候の良い点は昨年の冬の厳寒がほとんど「良き思い出」とな
ることです。薄着で、運転しやすいこと；何時も不屈なエドモ
ントン人への贈り物。これが私の最後の「会長の言葉」となり
ます。時間は飛び、全てが流れ、全てが変化します。私は9月に
トロントへ行きます。ですが、エドモントンでのプロジェクト
があるので時々お目にかかるでしょう。

EJCAに関するたくさんの楽しかった思い出を伴ってエドモント
ンを去ります。それは1981年のヘリテージ・フェスティバルで
公園で日本館が最優秀として選ばれた年にボランティアーとし
て参加した時から始まりました。またこの2年間のEJCA会長と
して信じられないくらいの恩恵を受けました。優れた役員達や
EJCA会員達から学ぶユニークな機会を得ましたし、数多くの、
新しい、胸を踊らせるようなプログラムを作り上げることに参
加し、それはとても楽しいことでした。中でもEJCAミッション
／ビジョン・ステートメントを更新することに助力したこと、
また2003年にエドモントンの日系人社会の将来を展望するセッ
ションで、コミュニティーを共有することで湧き出る力を確保
することを助けるようデザインされたセッションをシリーズで
行なった事が特に記憶に残っています。それはEJCAコミュニ
ティーの一部である多彩なグループの智慧を使う「将来への共
有のビジョンを形作る」素晴らしい機会でもありました。

勿論、恒例の日本館はもう一つの素晴らしい思い出で、コミュ
ニティー／チーム作りの良い例です（比喩として）。最近のハ
イライトはコーディネイティング・グループが「改善（多くの
調整を通して生活を完全なものにする）」を原則的に採用した
ことでしょう。例えば、私たちが「ビジョン」達成する方向へ
動き始める時私達は時として新しい情報を得、賢い、論にあっ
た調整をします。パイロットは天候状態などで80％もコースを
外れていても小さい調整をすることで目的の場所に着陸しま
す。グループ展望することは私たちを何時も目的を達する事に
「空腹」の状態に置く事を助けますし、展望は私たちの「空
腹」を満たしてくれます。最も良い事はヘリテージ・フェス
ティバルのボランティアー達が日本館での経験を「目標のある
楽しみ」としたことです。良くやりました！

皆さんを抜きにしては出来ない事でした。事実、EJCAの過去
30数年の素晴らしい成功は皆さんの継続的な貢献、ボランティ
アーの努力そして私たちのコミュニティー・メンバーやEJCA関
連グループの寛大さ無くしては達成出来なかったことです。長
い道のりでした。ここからも続けてください⋯将来の毎年が
もっと成功するように、もっと幸せになるように。たくさんの
良い思い出をありがとうございました。おめでとうございま
す。良い夏をお過ごしください。

日本館でのボランティアーをしてください。失望はしません
よ！

6月2日（土曜日）に開催された今年のシニア・クラブのランチ
とバザーは非常な成功でした。午前11時から午後２時の短期間
に＄2,000以上の収益をあげました。

お客さんは11時開場前から来られ、センター・ホールは開催中
大勢の人たちで賑わいました。バス一台の45名のカルガリーシ
ニア・クラブ「寿会」の皆さんの来訪はその日をもっとにぎや
かなものとしました。会長のトビー・サカモトさんの率いる一
行が私達のセンターを訪問してくださったことをとても嬉しく
思いますし、また弁当を試食し、バザーの商品にたくさんのド
ルを置いて行ってくださったことに感謝いたします。またEJCA
シニア・クラブへの寛大な寄付をいただきましてありがとうご
ざいました。

大勢のボランティアーの協力でこの日の成功を収める事ことが
できました。協力してくださった皆さんの名前を英語部にリス
トしてありますのでご覧ください。全ての人の名前をリストし
たつもりですがもし名前の落ちている場合がありましたら謝り
ます。

料理上手で熱心なボランティアー数人がお弁当箱に入れる物を
前日センターで長時間かけて作りました。その前には買い物も
ありましたが。当日詰め合わせて出来上がったお弁当は見た目
にすばらしく、味もすばらしい立派なものでした。カルガリー
からのお客さんの一人は私たちが作ったものとは信じられな
い、専門のシェフが作ったのだろうと言ってました。こんなの

が自分たちで出来るなんて信じられないと⋯

当日はまた、太巻きといなり寿司作りのチームは朝早くから仕
事にかかり、トンカツ・チームはランチ開催中何時間も疲れを
知らないように豚肉にパン粉をつけ、高温の油揚げていまし
た．結果は本職顔負け、見かけも味も最高の太巻きやいなり寿
司が出来、また人気の高いトンカツはキッチンの窓から飛ぶよ
うに売れて出て行きました。

その間、ベークセールのテーブルでも寄付されたたくさんのお
菓子類や寿司皿が良く売れてすぐに売り切れのものもたくさん
出てきました。寄付をしてくださった方々ありがとうございま
した。またバザーのテーブルも寄付されたものがびっしりと並
び、あまりにも色々なものがあったので書く事ができません。
お客さんは安い、掘り出し物を見つけて事は確かです。売れ
残ったものでなかなか手に入らないようなものは次回のバザー
のために取って置き、その他もものはチャリティーへ寄付しま
した。

全体として、長い時間と労力を寄付したボランティアーの人た
ちはこのイベントへ足を運んで美味しいランチやお菓子類を買
い、バザーの品物を買ってくださったお客さんと同様このEJCA
シニアのランチとバザーを楽しみました。

ボランティアーの皆様ありがとうございました。会場へ来てく
ださったみなさまありがとうございました。

EJCAシニア・クラブのランチとバザー



Moshi Moshi

12 July- August 2007

ヒョウコ・バクスター

プラハはチェック・リパブリックの首都、ボヘミア地方の主要
都市であり、地理的にヨーロッパの中央に位置するため、10世
紀の頃から貿易で栄えた町。16世紀にオーストリアのハップス
ブルグ（Habsburg)に400年ほど君臨されたが、その栄華をより
良く取り入れた都市のように受けた。

バルタバ(Vltava)河をはさんで西側の丘にパレス、東側にオール
ドタウン、かなり大きな都市。私達はたったの一日の市内ツ
アーである。その日は風の強い、湿気のある寒い日だった。私
もウインドブレーカーでなくブレザーを着ていた。市内を歩く
のでちょっとお洒落をしたつもりが悪かった。一日歩くツアー
でお城をスタートにいくつもの歴史的な建物を見、説明を受け
たが記憶に残ったのは掃除をするのに何ヶ月のかかったと言う
モザイクの絵のみ。トイレの休息で入った教会のストーブが何
と嬉しかった事。やっと人心地がついてゆっくりと見られるよ
うになった。まず教会の中にあった木彫の絵、何百年も前に彫
られた街の絵はすでに大都会の形態をしていた。歴史の印であ

ボヘミア地方への旅
第二回

る。その次は目の前に広がる街を一望に、ゆっくりと急な坂を
リトル・クオーターへ向かって下る。登りでなくてヤレヤレ
だ。坂の途中、建物のドームのような飾りに腰掛けてギターを
弾く若者、絵になる風景。政子さんと二人でため息。私はこち
らの飾りを写すから政子さんはあの白ぶちの屋根裏の窓を写し
て⋯建物（普通の家）のディテールは素晴らしく、昔の人の
デッサンのセンスに感嘆する。リトルクオーターからオールド
タウンに繋がる橋からの眺めも又何とも言えなく良い。大河で
あるバルタバ河の横に繋がる小さな川には大きな木の水車が
回っていた。これも又何百年も経っているのであろうか。脇に
立った家はマリアテレサの色と呼ばれている黄色、新緑の木々
が水面に映り何とも美しかった。そして次に待っていたのが
オールドタウン・スクエア。まるでお伽の国に足を踏み入れた
よう。きれいに塗り替えられた建物は私の方が素敵でしょ、い
や私の方が良いでしょうと言わんばかり。11世紀の頃から始
まったと言うタウンスクエアの建物は主に13世紀から18世紀に
かけて建てられたとの事。一つ一つが個性的、しかし、全体的
に良く調和していた。

サマー・バーベキューと運動会

キャシー・テナント

一週間の予測のつかない天候と変わってばかりいる予報にもか
かわらず、6月16日は好天に恵まれ、200名以上の参加者がイベ
ントを楽しみました。

日本語学校とEJCA両方の代表から成る合同委員会が計画したこ
の日はグループ体操で始まり、子供と大人のリレーで終わりま
した。その間には色々な活動、例えば「スイカ割り」、グルー
プ・クイズ、宝物探し、子供のビンゴ、そして「ソウラン節」
のダンスがありました。

EJCAからのハンバーガーとホットドッグはスコット・サトンと
お手伝いが美味しくバーバキューしてくれ、日本語学校の皆さ
んが色々と素晴らしい持ち寄りご馳走とデザートを用意してく
れました。何時ものことですが、ランチ・タイムは友達と交流
し、新しい人たちに会うゆったりとした時間でした。

開会の辞と当日の活動はユリ・ナカノが上手に司会し、EJCAか
らのカツタカ・スエグサがその英語を日本語へ訳しました。ス
ケジュールが遅くなったり、早くなったりしましたが見事に
「バーベキューと運動会」は予定どうりの時間に終わりまし

た。皆さんの協力でホール、キッチン、戸外はセンターでの次
のイベントのために早急に片付けられました。大勢の人たちが
裏で働いてその日の成功俚に終える事ができましたが、デー
ブ・ミューラーと　　　　はお皿洗いを全部引き受けてくれて
特別の感謝をいたします。

この夏のイベントは長年の間にゲーム計画を含んだピクニック
からもっと運動会を中心としたものへの変遷してきました。こ
れは参加者の年齢の変化によるものかもしれません（大勢の子
供は参加するけれどティーン年代はほとんど来ない；EJCAのシ
ニアと大人の参加が少ない）。過去2年間、計画委員会はこの恒
例のイベントが両方のオーガナイゼーションの会員にとって楽
しいものであるようにしたいとその事に敏感になっています
し、参加者増加を促すもっと楽しい、新しい方法を見つけるこ
とに挑戦することになるでしょう。

日本語学校とEJCAはこの夏のイベントを楽しいものにするため
のあなたからのコメントやアイデアを歓迎します。どのように
してこのイベントを「逃す事は出来ない！」イベントにするこ
とができるでしょうか。

「サクラの木」 出版

「サクラの木」が数冊EJCAに残っています。一冊＄20。お買い求めの際はジョン（マネージャー）にご連絡ください。本に
関するインフォーメーションや絵のサンプルはEJCAウエブサイト(http://ejca.org/events)で見る事ができます。

EJCAセンターに於ける最近の「サクラの木」出版会と絵の展示会、またコンクリート劇団のスタンレー・ミルナー劇場での
「サクラの木」上演は目の高い参加者、観劇者が多く来てくれました。このプロジェクトを成功に導くために疲れを知らずに
ケアレン・ブラウンリーと協力してくれた次のボランティアーに感謝します：ジムとユミコ・ホヤノ、キャシー・テナント、
ソフィア・チャン、ミエコ・オーウチ、ジョン・プリガード、マルタ・ミラー、ブルースとサチコ・ロバートソン、カラオ
ケ・クラブ。



Moshi Moshi

Moshi Moshi

July - August 2007 13

街の名物である大きな仕掛け時計は15世紀に造られた。ミュン
ヘンで見た高い時計（とても高く地上から見るのは大変で、私
は地元の人に聞いて目の前にある建物の4階にあるコヒーショッ
プの窓から眺めたのだ）と違いどっしりと大きく、低い位置に
仕掛けがあるので背の低い私でも首が痛くならずに見る事が出
来た。

ランチタイム、まずは暖かいストーブが各テーブルの脇にある
テントを張った店で済ませる。私は一人残り少々休憩。スケッ
チをする。少し寒くなったと思ったらストーブが消えていた。
時間で点いたり消えたりするのかと思ったら隣の人がお替わり
を頼んだらストーブが点いた。私ももういっぱい暖かいココア
を注文したらストーブが点いた。長居をすると消されるのであ
る。なかなか考えたものだ。そした又細い道にびっしりと並ん
だ店、アールヌボーの時代に造られた市庁舎など歩いて歩い
た。お腹を空かし、珍しくシーフードの店を見つけ、ずっとお
肉だったので4人意見が一致。プラハの郊外で鯉を養殖している
と聞いたから、スープの魚は鯉だったのかもしれない。ムール
貝も入り、寒かったのも手伝ってとても美味しかった。帰りは
ガイドのテリーに教わった通りに迷わずに無事ホテルに着く。
ゆっくりとサウナにも入って疲れをとろうとホテルの人に聞く
と今から火を点けるので一時間後に入れます⋯随分と暢気な話
だ、これも東欧の習慣であろうか。

翌朝はブダペストに向かう。ガイドのテリーに途中朝食と休憩
をかねて、スロバキアの首都ブラステラバ(Bratislava)にストップ
するが、ブラペストの交通渋滞を避けるために3時までに市内を
抜けるトンネルを通過しなければならないから時間厳守を言わ
れる。チェコスロバキアがスロバキアとチェックリパブリック
に別れた理由の一つに南は農耕でスロバキア人が多く、北は
ジャーマン系だったのでスロバキア人が独立を望んだらしい
が、チェコの方は工業が盛んでドイツを隣に控え経済が良くな

り、今では独立をしかなった方が良かったと言う人も多いと聞
いた。

ブラステラバではちょっとした事件が起こった。食事の前にガ
イドのテリーの案内で街を皆で連れ立って歩く、ここで解散と
言う頃、マイアミから北おばあさんがパルポートと財布を盗ま
れたと⋯40人からの人が一緒に歩いており、彼女は私のすぐ後
ろを歩いていたのでまさかと思った。少し前に彼女はハンド
バッグを落とし、中身が散らばった。その時にふたを閉めてい
なかったのだ。今の流行のバッグは横長で浅いから口が開いて

いたら一掴みだ。回りに何人いてもプロは関係ないのかもしれ
ない。政子さんが旅行のために布の横長のショルダーを探した
が良いのが無く、縦長になってしまったとこぼしていたが「や
はり考えられて作られているのね、手は奥まで入らないから」
とホッとした様子。ともかくパスポートがなければスロバキア
から出る事もハンガリーに入る事も出来ない。不幸中の幸いと
言うか、ブラステラバは小さい街なのでアメリカ大使館は目と
鼻の先にあった。テリーが集合時間を送らせ、マイアミのおば
あさんを連れて大使館に。3時になり皆バスに乗って待つ。15分
を過ぎた頃二人が帰ってくる。パスポートを片手に揚げ、全員
拍手と歓声。テリー曰く、アメリカ大使館あアメリカ人の保護
に関しては最大の援助をしてくれると、カナダの大使館だった
らこうは行かないと⋯。

ブタブダペストの交通渋滞にはあったが明日は我が身と言うこ
ともあり、皆ハッピーであった。

ブタペストもプラハと同じく河（ダニウブ）をはさんで東の高
台にブダ、西側の低地帯がペストと別れ、歴史的にもローマ人
に制覇され、トルコに攻められ、そして長い間オーストリアの
統括下にあった事もチェコと類似するが13世紀の頃からヨー
ロッパの中央に位置し栄えたプラハとは一段と差があった。最
初にプラハを見てしまったせいか、対岸のペスと街がくすんで
見えたのも仕方がないかもしれない。ただ一つブだの高台にあ
る教会の内装が天井から壁、床にいたるませトルコの模様に描
かれていた。今まで各所で見たステンドグラスや金箔のい教会
と違い、年月の経ったペイントの色は落ち着き、何とも言えず
美しかった。ガイドの説明によるとトルコの統括下にあった
時、全ての教会はモスクに変えられた。その後オーストリアに
君臨された時この教会の模様がすばらしかったためないそうは
そのまま残されたとのこと。

午後は自由行動。大きな屋内マーケットへ行く。ストラスコー
ナのマーケットの10倍はあるだろうか。しかも吹き抜けで廻り
にぐるりと二階もある。旅行中新鮮な野菜は買えないと解って
いてもマーケットに立ち寄ってしまう。色とりどりの果物、野
菜は目の保養にもなるし、きっと食べる物をみるだけでも楽し
いのだ。まずグーラッシュ（ハンガリーのスープ）で食事を済
ませる。二三日食欲がなかった。山本さんもしっかり食べら
れ、旅で食べられないと体力は落ちるから私も安心した。名産
のパプリカやサフランを買い、二階の民芸展でハンガリー独特
の刺繍の入ったブラウスやショールを見て歩く。政子さんとク
リスティーは目的はヘレンドの物を一品買う事だったので途中
で見かけたヘレンドの店に。店の片隅で一人の女性が絵つけの
デモンストレーションをしていた。私も昔少々かじったことが
あったので政子さん達が品定めをしている間見ている。20年の
ベテランだと言う。目の前で色鮮やかな花がみるみるうちに描
かれて行く。政子さんは10年前頃へレンドのティーカップを一
客150ドルくらいで買った。ヘレンドはハンガリーの物なので記
念にもう一つと思ったのだが値段は非常に上がっていて買うの
を諦める。一級品は地元でも高価なものだのだ。私は卵を作っ
ていたせいか、イースターの近づいた街のショーウインドウに
飾られた卵に目が行く。ペサンキの赤黄色、黒が主体と違い、
シンプルなデザインの物が多かった。自分でも作れるかと買わ
ずに着たが、一つくらい買って来たら良かったと今は思う。旅
の常でその時買わなければ、その時写さなければ、同じ場所に
戻ることも同じ物に出会うこともないのだ。
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私が名大の学生だった頃前後（続き）

ヤスシ・タカハシ

４．名大入学！

私が入った名古屋大学の物理教室では，クラスは小さく，同級
生の数は１４～５人だったろうか？これは旧制の最後から三番
目のクラスであった．１９４８年のことである．

名古屋大物理教室は、名古屋の東の端（今は端ではないが）、
東山動物園のすぐそば、本山の坂を登ったところにあった。物
理教室には、少人数の学生たちのたまり場があった。それは小
使室と言われる部屋で、たいへん気のよいおばさんが主であっ
た。いろいろな地方から来ている学生たちは、そこで自分の下
着を洗濯板で洗濯したり、やっと田舎で手に入れた芋をゆでて
食べたりしていた。学生ばかりではなく、物理教室の若いメン
バー（当時、助手とか無給の副手とか言われた人たち）も、こ
の”小使室”にはよく立ち寄った。

私が一生の共同研究者となった人たちに紹介されたのは、こ
の”小使室”であった様な記憶がある。しかし私自身は、大学
に入る以前合計三年浪人しているので、”小使室”で紹介され
る上級生も若い研究者も、大概は私と同年輩か、私より若い人

達だった。これはどうでも良い事だが、私が入学試験制度の日
本で如何に苦労したかを強調したいのである。（其の御陰で，
私は兵隊に引っぱられなくてすんだ！）

もう一つ強調しておきたいのは、電子的連絡の道がなかった当
時、良い情報も悪い情報もすべてがこの”小使室”で交換され
たと言う事である。坂田先生が学術会議に出席のため東京に出
張中であるとか、上級生の何々さんがこうしたとかああしたと
か，誰かがアベックであるいているのを誰かが見たとかいった
情報は、すべてこの”小使室”で交換されていた。

私が旧制大学の最高学年（３年生）に達し、研究のことも少し
はわかるようになったのは、１９５０年である。其の年、私よ
り三歳も若いが上級生である友人の亀渕氏は既に卒業の年で、
卒論を仕上げるのに一生懸命であった。しかし、亀渕氏の卒論
のテーマについては別の機会に書いたから，興味のある方に
は，それを参照して頂くことにし、ここでは我田引水すること
になるが，私が１９５０年頃から，名古屋をさって外国に渡っ
た頃の仕事のことを考えてみることにする。

私が名古屋大学の最終学年に達し、何か面白い仕事をしてみた

ホテルにあった雑誌の記事にあった面白い話を一つ。バンガ
ローの経済がもう一つチェコに遅れを取っているが随分と延び
て来ている。その陰にあるのが赤いマフィアと呼ばれているウ
クライナやソビエトから入ってくるマフィア。一見は立派なビ
ジネスマン風、肩書きは社長さん、裏の汚い仕事は元々からあ
る黒いマフィアと呼ばれている人たちにさせる。今、ハンガ
リーでビジネスをするには何らかの形で赤いマフィアの手にか
からなければならないと⋯。

何時ものように6時に起きて一路ウイーンへ向かう。国境では反

対者線は長蛇の列、週末の事でもあり、出稼ぎに行っていたハ
ンガリー人が帰国と物価の安いハンガリーに買い物や旅行に出
かけるオーストリア人、特にオペラのある日は安い上にウイー
ンのオペラより良いと言う評判もあり、2時間半で行けるブダに
日帰りで出かける人も多いと言う。約エドモントン－カルガ
リー間だ。ヨーロッパだと隣の国に聞けるのだからカナダは広
い。

ー次回へ続く

ユキエ・マツバさん逝去

エドモントンに長く住んでおられたマツバさんが7月14日亡くなられました。92才でした。生前は日系人
教会の熱心な会員、またEJCAシニア・クラブにも良く参加されておりました。この2年くらいは病気勝ち
で2、3度はもうダメかと思われたこともあったようですが持ち直し、元気な笑顔を見せてくれたもので
す。葬儀は7月19日に大勢の参加者のもとしめやかに行なわれました。日系人教会の皆さんの賛美歌の歌声
に送られて豊かな一生の幕を下ろされました。マツバさんは私達が知っている当市の戦前の一世の最後の人
だったかもしれません。お家族の皆様にはお弔いの言葉をお送りし、またユキエさんのご冥福をお祈りいた
します。
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いなと思っていた頃はこんな雰囲気であった様な気がする．私は
どうした弾みか、このころ梅沢さんに近く、いろいろとダベル
相手になってもらっていた．梅沢さんはそのころ、光子の自己
エネルギーの計算を終え, Pauliのお褒めの言葉が日本に伝わっ
て来て意気揚々たる時代であった．そして，主にHeisenberg
の、素粒子の相互作用に関するいろいろな考察、たとえば、相
互作用を、結合常数のdimensionに由って分類する話しだと
か、メソンの多重発生の議論だとか、 S matrixの議論とかいろ
いろと勉強して居られたようであった．（Heisenberg の離散
的空間時間には、あまり興味を持っては居られなかったと思
う．）この頃、梅沢さんがいわれた｢物理では何でも
Lagarangianから一貫して導きだすようにした方が安全です
よ．」という言葉が、私の頭にこびりついてしまった．梅沢さ
んご自身はこんなことを私に言ったかどうか覚えては居られな
いと思う( もう亡くなっちゃったけど)  然し此れが其れ以後の私
のスタイルに大きく影響することとなったのは確かである．但
し、梅沢さんの言われたことの意味は，「場の理論において，
たとえば、エネルギー運動量テンソルをもとめようとしたら、
Pauli　の Review of Modern Physics　の論文に従って、 
Lagrangian から其れをもとめると、各項の符号などがコンシ
ステントに求まる．』と言ったほどの忠告で、別に 
Lagarangianの無い理論は有り得ないと言っていたわけではな
いと思う．

兎に角私は梅沢さんと話しをしているうちに， Lagrangian の
ことは別にして、中間子の多重発生をやって見たくなった．
其れ迄に論じられている．これらの論文を手に入れてながめて
みると、えらくややこしい。私ごときが手を付ける問題ではあ
るまい。私にはもっと簡単な構造を持った問題でないと駄目
だ。然もこれらの論文では、入射粒子の方は量子場で取扱われ
ていない。入射核子迄全部を含めて量子場的取り扱いは出来な
いであろうか？

このようなことを漠然と考えながら，いろいろな本をあさった
り論文を読んだりして過ごす。研究とは大部分がこのようなこ
との繰り返しだが，その間，じっと机の前に座っているわけで
はない。時々セミナーに出たり，速報会で耳学問をしたり，さ
らに小使室で友人や同僚とだべったり，友人と下町へ繰り出し
たりその他いろいろなこともする。その他いろいろ・・・とい
うところがいちばん聞きたい所だと思うから， その内の， 問題
の無い一つ二つを紹介しておくと・・・．

当時，戦後の日本はまだ経済的に立ち直って居らず，全ての
人々，特に学生は大変貧乏していた。大学から給料を払っても
らっているのは，教授，助教授，少数の事務員と小使のおばさ
んくらいのもので，大学を出て間もない若い研究者は大部分が
無給の副手とよばれていた。

梅沢さんは，工学部の出身で物理教室には自発的に来られたの

で，はじめは無給であったと思う．其れから間もなく 有給の助
手（いわゆるポツダム助手）に昇格された．彼は次に，光子の
自己エネルギーの二次の計算をされ，其れに混合場の考えを適
用すれば，光子の自己エネルギーを消去することが出来ると言
うことを示された．此の計算は混合場を主張する坂田先生を大
変喜ばせた．そこへ，此の梅沢さんの考えを支持するパウリの
意見がアメリカに居られた朝永先生を経て日本に伝わって来
た． この様なわけで，まだ独身であった梅沢さんは我々貧乏学
生に比べれば大変な金持ちであり，意気揚々としていた．(その
他，小川さん原さんも当時有給助手だったが，私は彼らとはあ
まり交流は無かった．）

梅沢さんはご自分でもヴァイオリンを弾いて居られたが，古典
音楽がお好きであった．そこで，有り余る小遣いをはたいて，
LP player を買われた．LPは丁度そのころ日本に着いたばかり
で，値段は大変高く入手し難いものであった．彼のレコード・
コレクシォンは長い間，たった一枚，プロコフィエフのヴァイ
オリンソナタだけで，一番ヘ短調と二番ニ長調が裏表に入って
いた．確か，アイザック・スターンの演奏であったと思う．大
学で夕方，議論が終わると彼はニヤニヤしながら「レコード聞
きにきませんか？」とよく言われたのだが，彼にとっては，大
変なご自慢の持ちものであった．一枚のレコードを何回もかけ
ているうちに，少々 LP 　の溝が減ってきて，レコードが同じ
所で回転し続けるようになってしまった．何時二枚目のレコー
ドを購入されたかは覚えていない．

一方お金のない学生（亀渕，その他二三の学生と私)　は，何を
したか？夕方，物理の議論が終わってからせいぜい，名古屋駅
裏か大須繁華街の喫茶店に落ち込んで，おいしいものを一寸だ
け食べるくらいのことしか出来なかった．誰かが，「三つ揃
い』という甘いものを並べた盆を出す喫茶店をみつけて来た．
其れは，お盆の上に、おはぎ一つ，羊羹一切れ，お汁粉，お茶
一杯を乗せたもので，当時いくらしていたのか記憶はないが，
われわれ貧乏学生が，たまに楽しめるほどのものだったのだろ
う．まあ其れくらいの愉しみしかなかった．

あとがき

まえの稿で，名古屋の古い話の一部を書いた．特に梅沢亀渕両
先輩の活動の一部に付いて書いた．名古屋時代は何時でも数人
のグループで一緒に仕事をする雰囲気で、グループ外の人とは
あまり交流がなかった．これには何となく変な人間の心理が絡
んでいたような気がするが，私には心理学の問題は複雑過ぎて
良く判りません．それが原因でもないけど、私は大学院生の終
わり頃、日本をさって、アメリカへ出て行ってしまった．自分
だけの意思ではなかったけど．それから，滯外が長くなってし
まって、日本へはかえらずの人生になってしまった．あの頃は
日本には職がなかったというのが一番の原因だと思う．
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Japanese Pavilion - 2007 Edmonton Heritage Festival


