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Taste of Japanese Culture
EJCA Annual General Meeting

Date: Sunday, September 30, 2007
Place: EJCA Cultural Centre, 6750 - 88 Street
Time: 4:00 pm - 8:00 pm
Cost: $10 per person for dinner

Please reserve by September 23 by calling 466-8166

Program:
4:00 - 5:15 pm Taste of Japanese Culture
5:30 - 6:00 pm Annual General Meeting (Hall)
6:00 - 7:00 pm Dinner (Hall)
7:00 - 8:00 pm Social

Taste of Japanese Culture Participants

Hall: Kita No Taiko, Goju-Kai Karate, Wakaba-Kai Odori, Kendo-Naginata

Lounge 1-2: Go Club, Chigiri-e, Tea (Chano-yu), Calligraphy (Shuji), 
Bonsai Club, Art Club, EJCA Seniors, Donguri-kai

Lounge 3: Karaoke

Please make your reservation for the dinner as soon as possible!
Come out and see the vast array of Japanese cultural groups in our community! 

Join one or more of the Clubs!

 

 

 

 

 

 

 

 

EJCA Fall Bazaar

Date: Saturday October 27, 2007
Time: 12:00 noon to 3:00 pm
Place: EJCA Cultural Centre

EJCA is hosting this Fall Bazaar for the purpose of fund-raising for various programs underway at the 
Centre and for new programs and activities.

At present the exact format for the Bazaar is yet to be finalized, but will be similar to last year, including a 
lunch & bake sale, sale of Japanese goodies and holiday mochi. A special flier notice giving all the details 
of the Bazaar will be mailed out in mid-October to members on the Moshi Moshi mailing list.

Mark this date and time on your calendar now!
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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. 2) is November 15, 2007

Submission Deadlines for other upcoming issues:

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
Volume 34, No. 1 - September 15, 2008
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Greetings from the EJCA Board of Directors! As you read this, 
Mike and Aiko Murakami are still immersed in preparations for 
their move to Toronto, downsizing, getting ready for the 
movers, preparing their present home for sale, etc. Maybe Mike 
and Aiko will still be in town on September 30, and be able  to 
attend the AGM/Taste of Japanese Culture event. More on the 
AGM and the Board later on in this article, but first a review of 
the Japanese Pavilion at this year’s Heritage Festival.

Heritage Festival - August 4-6, 2007

Saturday August 4 was a mostly rainy day, so attendance was 
down, resulting in relatively slow sales of food and arts and 
crafts. Some of the performances even had to be shortened or 
curtailed because of the frequent thunderstorms. However, the 
weather was ideal on Sunday and Monday, with booming sales 
and huge crowds for all the performances and demonstrations. 
Thus, overall the Japanese pavilion was a great success, all the 
volunteers had a great fun time, although quite exhausted at the 
end. Financially, the Japanese pavilion had a net income of 
$4,800 after all expenses had been paid out.

As noted previously, the Japanese Pavilion during the Heritage 
Festival is our single biggest annual volunteer project - where 
the whole EJCA community gets to work together. Thus, it 
might be a good idea to review the process involved and the 
number of volunteers needed for all aspects of this project, not 
just the 3 days at Hawrelak Park.

The Pavilion Organizing committee meets regularly from the 
beginning of the year and puts in hours of hard work in the 
background before, during and after the festival. Special thanks 
this year to Sherry Fulton, the volunteer coordinator, Stephanie 
Bozzer & Bruce Robertson for overall organizational tasks, 
Dave Mueller & John Priegert for transportation and set-up - 
clean up, and Scott Sutton for coordinating the food section and 
anything else that needed to be done for smooth operation of the 
pavilion.

Yakitori skewering a week before the festival is the first event 
that requires a number of volunteers. This year about 5,000 
skewers were prepared by about 50 volunteers, including seniors 
and children, who worked as hard and efficiently as the adults. 
The whole process took more than 5 hours, but the time would 
be reduced substantially if we had about 40 more volunteers.

On the Friday afternoon, the day before the Festival begins, all 
the equipment and materials needed to setup and stock the 
pavilion are trucked to Hawrelak Park from the Centre and from 
our storage trailer on an acreage. The equipment and materials 
fill up completely the 24-foot rented van, which is kept on site 
during the festival for overnight storage and as a dressing room 
for the performers. About 15 volunteers are needed to load and 
unload the truck, and about 20 volunteers to set up on Friday 
and take down the pavilion on Monday evening.

During the 3-day festival, a minimum of 20 volunteers are 
required for each of 12 3-hour shifts, totalling more than 600 
man hours. This year, because of a shortage of volunteers, many 

Notes From the EJCA Board
volunteers had to work many more shifts than they had signed 
up for. Some literally worked the full 3 days, and had to scurry 
just to get ready for their performances. Special thanks to 
Sherry & Stephanie and members of the Kendo-Naginata Club 
for working beyond the call of duty. The recruiting of more 
volunteers will be a priority for the organizing committee next 
year.

On Monday, disassembly of the pavilion and loading the truck 
began at about 6:30 pm, and by 10:30 pm unloading at the 
Centre was completed by 15 dedicated volunteers, who needed 
about a week to recover and unwind. Many thanks again to all 
the volunteers.

EJCA AGM & the Board

As indicated on page 1 and the flier, the EJCA AGM will be 
held on Sunday September 30 in conjunction with the Taste of 
Japanese Culture event. One of the main objectives of the 
AGM is to get feedback from as many of our members as 
possible about their views on how EJCA is doing, and 
suggestions for improvement. Thus, we would like to see a 
good attendance to give us a broader view of your feelings.

The Board makeup changes every year, but this year a greater 
number than usual are stepping down. Thank you very much to 
the following for your dedicated service on the board: Mike 
Murakami, Yuri Nakano, Wray Tsuji and Deryck Webb. There 
are several positions available on the Board, so please consider 
serving on the board.

Quoting from the ‘Volunteer Opportunities’ sheet: ‘The Board 
governs the organization through policies in place or to be 
created. The Board works collaboratively with EJCA Advisory 
Committees in the best interest of EJCA members and 
affiliated groups. ‘Kaizen’ principles of inclusiveness and 
continual improvement guide Board decisions. Meetings are 
once a month (except July and August). Subcommittee 
meetings are set by members availability.’

Hope to see you on September 30!
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Japanese Pavilion Volunteers - 2007
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Yumiko Hoyano

This summer I stayed in a city on the outskirts of Tokyo for a 
little over a month where I experienced first hand the recycling 
program with respect to the handling of garbage in this 
particular city. I was very much impressed by the detailed and 
elaborate garbage treatment program, and would like to share 
with you how it is done there. I stayed in a condominium and 
the program seems to differ only a little bit from city to city.

The garbage you generate is divided into burnable and non-
burnable items.

The burnables such as thick paper products (such as cardboard, 
paper boxes, etc.), hard plastic products such as bottles and 
containers  (by law, all the labels must be removed before 
pickup) and styrofoam products are separated as renewable 
garbage. They are called it ‘resource garbage’, and is picked up 
once a week.

Newspapers are recycled separately. A large bag is provided for 
newspapers; once the neatly folded papers fill up the bag, it is 
bundled up with twine and placed outside your door. When the 
bundle is picked up, a roll of toilet paper is provided in 
exchange.

Other burnables such as kitchen refuse, etc., are picked up twice 
a week; the neatly packed garbage bags are brought to a 
designated location (usually a small garage-like shed at ground 
level) on the morning of pick up where collection is done in the 
morning. The truck always plays familiar tune when it is 
nearby, so if you have forgotten to take your bags down, you 
can make a mad dash with your bags before the loading has 
finished. All the garbage bags are neatly sealed and piled up in 
the shed so there is no gross garbage feel or appearance. After 
all the garbage is taken away, the building cleaning staff hoses 
down the floor and the shed is ready for the next garbage pick 
up day. In the same shed, there are shelves where you can place 

Recycling and Garbage Handling in a Suburban City of Tokyo

reusable items such as clothes, books and magazines; these are 
taken away by a different company.

Non-burnable garbage is also separated into non renewable 
(broken china, empty cans made of steel etc.) and resource 
garbage. The resource materials are aluminum products, glass 
bottles and glass products. These items must be washed and 
cleaned as well. 

Both burnable and non-burnable resource garbage is collected 
once a week, so you put  these separated resource materials into 
individually labeled large containers (found behind the shed) 
for aluminum, hard plastics containers, plastic bottles, glass. 
Batteries are collected separately. The garbage collector will not 
take any container that has unclean or soiled items, so the 
building manager checks the containers early in the morning on 
collection day to make sure that all the items in each container 
are clean. They say that after the plastic products recycling 
program began, the amount of burnable garbage was largely 
reduced.

I found it amazing how much plastic products we use in our 
daily life. No wonder when the crude oil price goes up, it 
directly affects our lives.

When you want to dispose of large items such as furniture, 
bicycles, etc., you call the city to make an appointment for 
pick up and this is done for a nominal fee.

Hundreds of people live in the condominium where I was, and 
they all stick to the rules of garbage handling. There are a 
number of high-rise condos in the same area, and the same 
thing must be repeated in each one of them. In spite of the very 
high population density, there is surprisingly little litter 
around on the streets and parks in the cities in Japan, and you 
can see the reason behind it by seeing how neat their garbage 
collection program is.

Soran Bushi
Naginata
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Grace Thompson, NAJC President

Some of you are participating in the 2007 Anniversaries’ 
programs, being held in Vancouver, which remember the 
changing events which affected Asian Canadians during the last 
century. Included are the anti-Asian riots in Vancouver of 1907; 
the 60th anniversary of the 1947 Citizenship Act, which ended 
the era of such legislations as the 1923 Chinese Exclusion Act 
and the 1885 Chinese Head Tax; and the 1967 Immigration Acts 
which opened up the trans-Pacific migration from Asia which 
led to Canada embracing a more multicultural stance in its 
immigration policy. The anniversary also includes the tenth 
anniversary of the 1997 handover of Hong Kong to the Peoples 
Republic of China which ended the British colonial rule.

On the weekend of September 7-8, The 1907 Race Riots and 
Beyond: A Century of TransPacific Canada, a Tri-University 
program (Simon Fraser University, University of British 
Columbia, and University of Victoria) will host concurrent 
sessions on various topics of Asian Canadian experiences 
juxtaposed with current related issues inviting both national and 
international presenters. A Walking Tour, re-imaging the Riot, 
is offered, as well as a Reconciliation Dinner on Saturday 
evening.

I just returned last night, August 20th, from Toronto where the 
NAJC Human Rights Committee met and where, also, over the 
last several days Japan Studies Association of Canada (JSAC) 
was holding its 20th International Conference at York 
University, Japan and its eventuality - pushing the envelope 
further.

NAJC Human Rights Committee member Tatsuo Kage 
(historian and human rights activist) of Vancouver presented 
‘Japanese Canadians banished to Japan’, in a session titled 

Communities in Transition. Also, NAJC Vice President and 
Human Rights Committee Chair (and lawyer), Charlotte Chiba, 
presented and participated in a panel, Sansei in Action Pushing 
the Envelope Further.

I believe this an important conference, this year chaired by Dr. 
Norio Ota of York University, providing opportunity of 
networking among international scholars and researchers in 
various aspects of Japanese studies. I noted that attendance was 
relatively small focused more on international memberships and 
students, however, felt more Japanese Canadians may have been 
encouraged to participate and attend. We live in a global 
society, multicultural in content, and as Canadians of Japanese 
ancestry, many of us continue to have social and economic 
interest in Japan, as well as emotional ties.

On this note, you may recall that a few months ago through 
this column, I opened discussion on the question of NAJC 
mandate and involvement regarding issues currently arising 
related to the conduct of Japanese military during the Second 
World War. With respect to this, and particularly the so-called 
‘comfort women’ issue, raised as Motion 291 in Parliament by 
The Hon. Olivia Chow, I would inform you that I received 
some twenty responses from our community to date, largely in 
support, but also in recognition of need for education on such 
issues, I agree that a forum may help to share thoughts and 
opinions in a friendly manner. You may wish to express them 
here: national@najc.ca. For those who may not be conversant, I 
would recommend reading the Amnesty International research 
paper:
(http://web.amnesty.org/library/print/ENGASA220122005) and 
accessing others on websites to come to your own position 
where you might stand on such human rights issues.

  
National Association of Japanese Canadians

Calendar of Upcoming Events

September 26, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
September 30, 2007 EJCA Annual General Meeting & A Taste of Japanese Culture,

at the Centre beginning at 4 pm
October 9, 2007 EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
October 12-14/07 NAJC Annual General Meeting, in Calgary, Alberta,  at the Calgary JCA Centre
October 24, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
October 27, 2007 EJCA Fall Bazaar, at the Centre from 12 noon to 3:00 pm
November 13, 2007 EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
November 28, 2007 EJCA Seniors Club Meeting, at the Centre beginning at 11:00 am
December 8, 2007 EJCA Christmas Party, at the Centre beginning at 4:00 pm
December 11, 2007 EJCA Board Meeting, at the Centre beginning at 7:00 pm
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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

 

TAIKO WORKSHOPS
Kita No Taiko is holding beginner Japanese drumming

workshops for the public.

Workshops will be from November 4 - 14.

It is $45 for a 3 hour workshop. The minimum age is 14 years old.
This beginner workshop allows people to experience taiko from a different perspective - 
through participation! There is plenty of drumming, and we encourage people to have fun 
with the taiko. Apprenticeship may be considered.

To get on our mailing list to be notified of the workshop dates
or show updates, or for info or 

a workshop registration application, call: 431-0300 or email:
info@kitanotaiko.ca    or go to   www.kitanotaiko.ca.
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Grace Yang
Registered Acupuncturist in Alberta

Master of Traditional Chinese Medicine

10706 - 65 Avenue
Edmonton, AB
T6H 1V6

‘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. 

Telephone
(780) 434-2834
Please leave a message

Invitation to Awa Odori Workshop
Sunday, October 14, 2007, 10 am - 12 pm at EJCA Centre

Awa-odori is a popular Japanese folk dance. Movements are rather simple and it is quite easy to start dancing.  
Dancing Awa-odori is also a good exercise for health.

In Edmonton, the Awa-odori group started in 2005. The group performed at the Spring Festival of Kurimoto 
Garden, the Heritage Festival and at various occasions in Edmonton and nearby communities.

A few of the Awa-odori lovers are planning Awa-odori workshops during the year 2007/08. Luckily, a lady from 
Tokushima is staying in Edmonton for a limited time and she is willing to participate in the workshop to show us 
the basic movements. We hope that this series of workshops will be a venue for socializing as well as for practicing 
Awa-odori.  

Please join the first workshop on Sunday, October 14 at 10:00 a.m. We are planning future 
ones on second Sundays in November, January and February, 10:00 a.m. - 12 p.m.

If you like Awa-odori after the first workshop, continue to participate for the remaining year.  
Then, we will form a more formal group under EJCA.

Those who are thinking of participating in the first workshop, please contact Emiko Kinoshita 
before October 11. The first workshop is free.

Tel: 451-6196　(Please leave a message if not home)
E-mail: emikino@telus.net
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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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日本文化を試してみよう
年次総会

日時： 9月30日（日曜日）午後4時から8時まで
場所： EJCAセンター　　6750ー88 Street
会費： デナー（一人10ドル）

9月23日までに登録してください（電話466--8166)

プログラム：

4:00 - 5:15 種々日本文化を試してみる機会
5:30 - 6:00 年次総会
6:00 - 7:00 デナー
7:00 - 8:00 社交の時

日本の文化に参加するクラブ

（ホール):　北の太鼓，剛柔会空手、若葉会（日本舞踊）、剣道薙刀、

（ラウンジ1-2):　碁クラブ、ちぎり絵、茶の湯、書道、盆栽、アート・クラブ、
EJCAシニア・クラブ、ドングリの会

（ラウンジ-3):  カラオケ・クラブ

デナーの予約を早めにしてください。
そして私達のコミュニティーにどんな文化クラブがあるかをご覧ください。

クラブの一つか二つに参加してみませんか？

EJCA 秋のバザー

日時：10月27日（土曜日）　正午ー午後3時
場所：EJCAセンター

EJCAはセンターで行なわれている種々プログラムと新しいプログラムや活動のための
資金作りを目的として「秋のバザー」を計画しています。

バザーの詳細はまだ決まっていませんが昨年と同様にランチ、ベークセール、日本のお
菓子類、お正月用餅などになると思います。10月中旬に詳細を記したチラシを「もしも
し」読者へ郵送しますのでお楽しみに。

今からカレンダーにこの日と時間を印ておいてください。
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役員会からの言葉
役員からのご挨拶をお送りします。皆さんがこのページを読ん
でいる今、アイコとマイクはトロントへの引っ越しの準備、片
付け、運送屋のための準備、家を売る準備と忙しい時を過ごし
ています。マイクとアイコは9月30日の年次総会の時も当地に居
て「日本文化を試してみる」イベントに参加できるかもしてま
せん。

ヘリテージ・フェスティバル　8月4－6日ヘリテージ・フェスティバル　8月4－6日

8月4日（土曜日）は雨天でした。そのために会場に来た人の人
数は少なく、フード、クラフトなどの売り上げは低く留まりま
した。パフォーマンスの一部は雷雨のために短縮したり中止し
たりを余儀なくされました。しかし、日曜日と月曜日の天候は
最適で売り上げは増大し、パフォーマンスやデモンストレー
ションには大勢の人達が来てくれました。このように、日本館
は全体として大きな成功を収め、終わりの頃にはくたびれまし
たがボランティアーの皆さんも楽しい時を過ごす事ができまし
た。経営的にも日本館は全部の経費を差し引いた後に4800ドル
の純益を得る事ができました。

以前にも書きましたが、ヘリテージ・フェスティバルの日本館
は一年で一番大きなボランティアー・プロジェクトです　ー　
そこではEJCAコミュニティーが一緒に働く機会でもあります。
そのためにどのような過程を辿ったか、何人のボランティアー
が必要だったかなど、単にホーレラック公園での3日間だけでは
なく、このプロジェクトの全ての点を再検討することは良いア
イデアたと思われます。

ヘリテージ委員会は今年の始めから定期的に会合を持ち、フェ
スティバル以前、当日、また事後と蔭で働きました。今年の特
別感謝はボランティアー・コーディネーターをしてくれたシェ
リー・フルトン、全体の運営を管理してくれたステファニー・
ボーザーとブルース・ロバートソン、デーブ・ミューラーと
ジョン・プリガードは運搬、建設と後始末、スコット・サトン
はフード部と日本館の潤滑な運営に必要な事柄を受け持ってい
ただ きました。皆さんありがとうございました。

フェスティバル一週間前に行なわれた焼き鳥串刺しが大勢のボ
ランティアーを必要とする最初の仕事でした。今年は約5000本
の焼き鳥が50名のボランティアーによって作られました。シニ
アや子供達も手伝いましたが子供達は大人に劣らず上手に一生
懸命働きました。全部が終わるのに6時間かかりましたが、も
し、もう40名のボランティアーが参加していたらこの時間は
ずっと短縮されるのですが。
金曜日の午後、フェスティバルの前日、日本館で必要とする用
具や建材などをセンターや郊外にあるトレイラー倉庫からホー
レラック公園へトラックで運びました。レンタルの24フィート
のヴァンが用具や建材で一杯になりました。ヴァンはフェス
ティバル中は日本館サイトに置き、夜間は倉庫となり、また昼
中は着替室となりました。ヴァンに積み込む作業に約15名が必
要とし、月曜の夜は約20名のボランティアーがフェスティバル
後の日本館の取り壊しと後片付けに必要です。

3日間のフェスティバル中は最低20名のボランティアーが各12
の３時間シフトに必要です。今年はボランティアーが少なかっ
たために多くのボランティアーが予定していたよりも多くのシ
フトを働くことになりました。中にはほとんど3日カ間毎日働
き、自分たちのパフォーマンス時間が来たら急いでその用意し
なければなりませんでした。シェリーとステファニーと剣道ク
ラブの皆さんは特に良くはたらいでいただき、特別の感謝をい
たします。来年のヘリテージ委員会はボランティアーをもっと
集める事が第一の仕事となるでしょう。

月曜日、日本館の後片付けが6時に始まり、15名の献身的なボラ
ンティアーのお陰で10時半にはセンターで荷下ろしを完了しま
した。彼らは回復するのに一週間はかかったでしょう。全ての
ボランティアーに皆さん、ありがとうございました。

EJCA年次総会と役員会EJCA年次総会と役員会

10 ページとチラシにありますようにEJCA年次総会が9月30日
（日曜日）に「日本文化を試す」イベントと一緒に行なわれま
す。年次総会の目的の一つはより多くのメンバーの皆さんから
EJCAが行なっている事柄についての意見や感想、改善提案など
をいただくことです。多くの皆さんに出席して支持していただ
きたいとお願いします。

役員会の顔ぶれは毎年変わります。ですが今年はいつもよりも
多くの役員が引退します。これまで役員として仕事をしていた
だいた次の皆さん、ありがとうございました。：マイク・ムラ
カミ、ユリ・ナカノ、レイ・ツジ、デリック・ウエブ。役員に
まだ空席がありますので役員としてEJCAに参加することを考え
てください。

「ボランティアー機会」の用紙から：役員会は規則が守られて
いるかを見たり、新しい規則を作ったりします。役員会は諮問
委員会と協力してEJCA会員や関連グループの便宜のために働き
ます。包括的で継続的改善が役員会運営の方針です。ミーティ
ングは月一回（７，8月を除き）。サブ委員会はメンバーによっ
て会合の日時を決めます。

9月30日にお会いしましょう。
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ヒョウコ・バクスター

朝8時にブタペストを出発、交通渋滞にもかかわらず11時頃に
はウィーン到着、ウィーンで一番賑やかな街角カーンタナー・
ストリート (Kartner Street) で1時まで自由時間。ケーキで有名な
ホテル・サッシャー(Sacher)を横目に、テリーに聞いたウィーン
で一番人気のあると言うカフェテリアへ。一階は旅行者用のお
土産、雑貨類、カナダと少々違う点はどれも質が良く、センス
良く陳列され見る人の気を引く。特にカードが素敵でどれにす
るか迷う。ともかく腹ごしらえ。陸地にしては珍しくスモーク
サーモンのお皿。まずそれに手が行き、海老のサラダ、スープ
などそれぞれ持ってくる。サーモンはノルウェイ産であろうか
ちょっと油が乗っていて口の中でとろりと解ける。山本さんが
おもむろに袋を取り出す。昨夜の経験談；ハンガリー最後の夜
で誰もハンガリー貨を残したくはない。私も政子さんもチップ
をちょっとはずんで全部終わりとなったがクリスエィーはハン
ガリー貨ではたりず（山本さんの分を足しても足りず）ユーロ
で払うとおつりがハンガリー貨で来るのは嫌だとゴネていた。
でもクレジット・カードを受け取ると言うので一件落着。山本
さんはチップに全部置いて行くと言ったが彼女があとで水を買
いたいと言っていたのを思い出し、少々残す。ホテルの近くの
パン屋で水を買い、おつりでパンをください、と言ったら袋に
三つも四つも来て、まだ買えると言う。アップル・ストルード
ルの大きいのを又二つも入れてくれた。パンはどの位安かった
のか見当もつかない。もちろんお水よりずっと安いのだ。山本
さんは今朝からバスの中にパンの袋を持って来ていたのだ。私
達4人はハンガリーの味をもう一度味わう事が出来た。

午後からは市内バスツアー。後でまた来たいと思う所をメモ。
建物があまりにも大きく、ガイドの人の言っているのと自分の
前を過ぎる建物とが同じであるか定かではなく、メモは止めて
みる事に専念する。不思議に思ったのは古い建物とモダン建築
のビルディングの調和。チェコのプラハとは違い随分新しい時
代の1700ー1800年代のハップスブルグの時代の物、英語圏では
アールヌーボーと呼ばれている1800年後半から1900年代初期の
物、そして超モダンの現代の物まで、バスの窓から楽しんだ。

そして現在は美術館となっているショーンブルン・パレス
(Schonbrunn Palace), 1683年にハンティング・ロッジとして建て
られ1696年にレオポールド一世によって建て替えられ1918年に
皇帝カール一世が王位を退くまでサマーパレスとして使われ
た。特にマリア・テレサが皇后の位にあった時が一番華やかな
時代であったようだ。ともかく金糸銀糸で縫い取られたドレー
プやベットカバー、部屋中が螺鈿の漆で作られ、もちろ家具調
度も同じく、これでもかと言うほど金箔を塗られた彫物の壁、
飾り過ぎの美を感じる。こちらで言うとGaudyと言う言葉が
ピッタリとするが、あの時代はそれが金に糸目をつけずと言う
流行りであったのであろうか。だがその技術の素晴らしさには
感嘆する。マリア・テレサがここでお茶を飲んだ、今私はその
部屋にいるのだ、と思えば、それも体験である。庭の素晴らし
さでも定評のあるが広すぎて歩ききれる所ではなく、それこを
馬車に乗って廻ってみたい所。馬車と言えばパレスの一階の広

ボヘミア地方への旅
第三回

い部分の床が樫の木の年輪を上向きにして六角形に形どられて
造られていた。馬車ごとパレスの内へ入って来るため、その場
所が特別に造られたとの事。一見木とは思えず年月のたった一
つ一つ異なった年輪と色、思わず写真を取る。ガイドの人によ
ると直系のプリンスがドイツに住んでいるが彼がこのパレスを
訪れる時、彼も入場料を払わなければなら入れないと言う言葉
を何度か聞いた。皆平等それをオーストリア人は誇りと思って
いるようにも聞こえた。

ツアーの最後は全員でワインセラーの中に作られたレストラン
でディナー。ブッフェ・スタイル、メインは肉。鹿の肉に始ま
り、チキンまで、私は鹿肉は試食しなかったがすべて美味し
く、アルコールも入って大賑やか。サウス・カロライナから来
た双子の女性がブタペストで買って来たピノキオのあやつり人
形を使って踊りだす。私は少し奥にいて聞こえなかったが山本
さんの話では、パスポートを取られたフロリダのおばあさんの
所へ行きパスポートを取ったのは私です、どうか許してくださ
い、とピノキオの声音をして演技して見せたとか⋯ともかく夜
は盛り上がりポルカの曲にあわせて踊りだしそして最後のフィ
ナーレはガイドのテリーが恭しく大きな箱をもってクリス
ティーの所へ。何とホテル・サッシャーのチョコレート・ケー
キ。今日は彼女の誕生日だったのだ。さすがベテラン・ガイ
ド、ちゃんと調べてあったのだ。私達は横目で見て通り過ぎた
ケーキを今味わった。味はオーストリアのケーキとしては少々
甘く、私の好みではなかったが、1832年にプリンスMetterichの
お抱えシェフだったフレン・サッシャーによってレセピが作ら
れ、オリジナルを今でも保存し、世界中に発送されていると言
う。私達は疲れ果てて部屋へ帰って休んだが、クリスティーは
近くにあった教会（と言っても非常に大きい）にイースター・
フライデーのミサに出かけ、ビエナ・クワイア・ボーイズの聖
歌を聞いて来たと翌朝聞かされる。聞けなくて残念だった。

今朝から私たちはツアーを離れる。朝食時にはもうすでに空港
に向かった人たちもいたが、多くの人に朝食の席でサヨナラを
した。今朝は発つ前から調べて日程の中に入れてあったフリー
マーケット（蚤の市）へ。着いたら店はずら~と閉まってい
る。まさか、もう9時は過ぎているのだしと⋯表通りに面した
店はカフェやレストラン。一つ裏通りに入ったら目にも鮮やか
な色とりどりの野菜、果物、花などが目に入って来た。ブタペ
ストの室内マーケットと違い、戸外なので色がなおさらの新鮮
だったのだ。きれいに陳列され、その豊富さにまた驚かされ
る。ゴボウから大根にいたるまで（大根は以前にドイツに行っ
た時、朝から水代わりに飲んだビールのつまみが大根だったの
を思い出す）。保存食の色とりどりのビン詰め、オリーブの種
類の豊富な事、色や種類の違うピーマンに詰め物をした物、ま
るでお菓子のようなデザイン。マリネした魚や海老、ソーセー
ジからチキンのローストと買ってその場で食べられる。三人と
も「あれ見て」「これ見て」「これもきれい」と笑い転げなが
ら見て歩く。以前に書いたように食べるものは自然に笑顔を作
るものなのかしら。やっと食品の場所を抜けて、蚤の市へ。フ
ランスのそれとは違い、本当の蚤の市。後で聞いた話だとオー
ストリアでフリーマーケットは新しい物、ユーゴーから難民達
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が入って来始めてから盛んになったと⋯その通り、古い靴から
便器まで、こんな物を買う人がいるのかと思うほど、又反面ミ
ニアチュアのうさぎなど手の届かない程の値段の物もあり、本
当にピンからキリとはこの事だ。本は重たいからと迷ったが。
私はサザビーのオークションのドローイングのカタログを買
う。政子さんはシルバーで編まれたチョーカー、半分の値段で
どうか聞くとNoと言うので歩き出したらOKと言って来た⋯彼
女の来ていた黒のセーターにピッタリのシックな物。彼女が気
に入る物は少ないから私も嬉しかった。山本さんもユーゴーか
らの紫水晶とうす緑の水晶で出来たネックレスを買う。ほんの
ちょとした買い物だが三人とも満足であった。その後は熱いミ
ルクコーヒーと買い込んだパンなどで昼食。隣の席にはイース
ターの事もあり、大きなワンちゃんが二匹、ピンクのウサギの
耳の形をした帽子をかぶされ、おとなしくオーナーの横で座っ
ている。どこでもワンちゃん達のしつけが非常に良いのが目に
入る。パリと違い、ワンちゃんの糞などが落ちていない所が良
い。

マーケットの中央で野菜のスライサーのデモンストレーション
をしていた。もちろん発祥は日本だが他の国へ行くとまた
ちょっと違う。誰も居なかったのだが私たちが止まり、一個
だったら15ドル、２個買えば13ドル、私達3人で10個買って一
個10ドルにしてもらったが、帰る時には黒山の人だかり、私達
はサクラをしたようだった。

午後はマーケットのすぐ近くにあるセセション・ハウス
(Secession Hous)。Josoeph　Maria Olbichのデザインの建物。四
角の組み合わせの上に金箔で飾られた葉の模様のドームが乗っ
かったデザイン。このドームのクローズアップを雑誌の写真で
見て以来、実物を見たいと思っていた。思ったよりこじんまり
とし、思ったより重厚があった。そしてシンプルと優雅さの中
に華やかさがある素晴らしい作品と思った。そして願望のグス
タフ・クリムト(Gustav Klimt)の絵。タイトルはベートーベン・
フリンジ (Beethoven Fringe) と言い、ベートーベン第6のコメン
トとして描かれたと言われる。ゴールド・ペイント、カラーク
レヨン、鉛筆、漆喰など異なった素材の材料を使って表現さ
れ、長さ34メートル、縦2メートルと言う超大作である。壁面一
杯に描かれた大蛇にうずまかれた3人の女性達、中には老女のや
せこけた肢体、異様な中にも神秘さが漂う。その横の面には抱
き合った男女、その後ろでバラを手にした歌う女性達。別の面
は静かな色調の背景の中に可憐な少女がハープを奏でている。
どの壁面も金が非常にうまく使われ、大勢の人の中にいても音
楽が絵の中から聞こえてくるように感じた。見に来た甲斐あ
り！

ー次回へ続く

日本のある市のゴミ処理とリサイクル・プログラム
ユミコ・ホヤノ

この夏一月あまり東京郊外のある市に滞在しそこのゴミ処理とリサイクル・プログラムを経験する機会があり、そのきめの細かさ
にすっかり感心してしまい、ここで紹介したいと思います。私が滞在したのはコンドミニアムで、また市によってプログラムは多
少違うようでした。

ゴミはまず燃えるゴミと燃えないゴミに分けます。
次に燃えるゴミの中でも厚い紙（カードボードの箱とか紙の箱など）、ハード・プラスチック容器など（ラベルは全部取り除くこ
と）、発砲スチロール容器などは資源材として別にします。生ゴミなどの燃えるゴミの回収は週二回あり、朝の内に規定の場所に
出しておくと回収車がきて持って行ってくれます。燃えるゴミを出す時全てのゴミがそれぞれきれいに袋に入れられてあまり不潔
感がありませんでした。ゴミが無くなった後回収場所は水で床が洗われ、きれいに清掃されて次のゴミの日を待ちます。また同じ
場所にまだ使える衣類、本や雑誌などを置く場所もあり、それらはリサイクル用に別の会社によって別の場所へ運ばれるようでし
た。

燃えないゴミの内、再利用できないもの（割れた瀬戸物、スチール缶詰の缶など）と資源になるゴミを分けます。資源ゴミとして
はアルミ製缶、前記のペットボトル、プラスチック製品、ガラスの瓶や容器に分別し、燃えるゴミとは別の所定の場所にあるコン
ド用の大きな袋へそれぞれ入れます。これらは洗浄することが義務づけられています。週一度の資源ゴミ回収の日、汚れた物が混
入していることを回収車の職員が見つけると、その大袋は回収されません。そのためにビルディングの管理人が朝早くから汚れた
物が混入されていないかをチェックしていました。このように再利用にまわすプラスチック製品を分別することで焼却処理するゴ
ミを大幅に減らす事ができたと聞きました。バッテリーは別に回収されます。

私達の生活の中にいかにプラスチック製品が多いかも改めて分りました。原油の値段が上がれば日常生活に直接影響が出てくる事
も理解できます。

家具などの大きなものは回収して欲しいときに市に予約をして有料で回収してもらいます。

何百人と言う人が住むコンドでも住人が規則を守りゴミ処理が整然と行なわれること、また、まわりにたくさん立っている高層コ
ンドでも同じようにゴミ処理が行なわれているはずで、高い人口密度にも関わらずあまりゴミなどが落ちていない日本の都市の蔭
にある理由が分るように思われました。
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阿波踊ワークショップ
10月14日（日）午前10時̶12時　EJCAセンター

阿波踊りのグループは2005年に始まり、過去3年間栗本庭園の春祭り、ヘリテージ祭、エドモントン
市や近隣の町などで阿波踊りを披露して来ました。

阿波踊りは従来の日本舞踊とは異なり誰でも参加できる楽しい踊りで、軽い運動になり健康増進に役
立つと思われます。

2007－2008年度は日本の徳島ご出身でエドモントンに短期滞在しておられる方に阿波踊りの基礎をみ
せていただいたりしながら、皆様と親交を深め楽しく運動にもなるようなワークショップを数回行な
う計画を立てています。10月14日（日）の第1回の練習にどうぞご参加ください。ワークショップは
引き続き11月、1月、2月の第二日曜日午前10時から12時を予定しています。

始めのワークショップを気に入っていただけたらその後のワークショップ参加並び
に1年間ご一緒に活動をしたいと思い、ご案内いたします。ワークショップ後は
「会」を設立し、会員制にする方針で有志が計画を作成中です。

ワークショップ参加希望の方は10月11日までにエミコ・キノシタまで、電話かメー
ルでご連絡ください。

電話：　451-6196  (留守の場合はメッセージをお願いします）
メール：emikino@telus.net

電子レンジで酢豚

簡単に出来て手の込んだ料理のような味と見かけ。一度お試しください。

材料：　豚肉　200グラム（薄くスライス、３㌢x4㌢くらいの大きさに切る）
{下味：しょう油(1t), 酒(1t), かたくり粉(2t), ごま油(2t)}
たまねぎ　小1個（1／2個）3㌢角位に切る
生椎茸　3枚
ベルペパー　１個
ベルペパー（赤）1個

タレ：黒酢(3T), しょう油(2T), 砂糖(2T), だしの素(1t), からくり粉(2t)

作り方：豚肉に下味の材料をもみ込む。直系25㌢くらいの耐熱皿に切った野菜を混ぜて平に広げる。
その上に豚肉を平に広げる。タレを全体に回しかける。ふわりとラップをして、電子レンジで
（600W）に6分かける。ラップをはずし、スプーンなどで上下を返す。30秒くらい混ぜ、全体にとろ
みがつけば良い。これは2人分です。
量を増やす時はレンジにかける時間を増やしてください。例えば量が２倍なら12分。

生椎茸がない場合は干し椎茸をもどしたものを使います。


