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Looking for Sukiyaki Evening Volunteers 
We need the following volunteers for the Sukiyaki Night. 
Please contact the Event Coordinator by sending e-mail 
to event@ejca.org by March 31, 2018. 
 

Kitchen preparation and 
taking food to tables 
(free admission) 

2:30 pm – 
8:30 pm 

6 people 

Chefs, one at each table, 
training time included 
(free admission) 

4:00 pm – 
8:30 pm 

8 people 

Venue set up, 
maintenance,  tear down 
(free admission) 

3:30 – 5:00 
8:00 – 9:00 

2 people 

Greeter/Casher 
(training included) 
(Admission 50% off) 

4:30 pm – 
6:00 pm 

2 people 
(EJCA  
Members) 

 

 

すき焼きの夕べのボランティアを募集しています。 

お手伝いいただける方は event@ejca.org へ 3 月 31 日ま

でにご連絡ください。日本語でご連絡いただいて大丈夫です。 

 
台所で準備し材料をテーブルに運

ぶ(参加費免除） 
2:30 pm – 
8:30 pm 

6 人 

テーブルでシェフ､当日作り方のト

レーニングあり (参加費免除） 
4:00 pm – 
8:30 pm 

8 人 

会場準備/会場整理/片付け  

(参加費免除） 
3:30 – 5:00 
8:00 – 9:00 

2 人 

受付係 

（参加費 半額） 
4:30 pm – 
6:00 pm 

2 人 

EJCA 会員 

 

2018 Membership: Thank you if you were one of 220 members who renewed for 2018 memberships. 
If not, please renew your memberships quickly. The application form is on the last page. 
2018年度会員資格を更新していただきましたか？まだでしたら会員申込書は最後のページにあります。 
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A trained chef will cook Sukiyaki at each 

table. Enjoy spring evening with Sukiyaki 

and sake/beer! Come with friends! 

Date：Saturday, April 14, 2018 

Time:  5:30 pm – 8:00 pm 

Location：EJCA Centre, 6750  88st,  

Fee：Member －13+ years old  $20,  

                     Children $10 
        Non-member –  
        13+ years old  $30,  Children $10 
Only 90 seats available. 
         Reservation required. 
To reserve, e-mail to 
event@ejca.org or 
call 780-466-6140 by April 4. 
Sake and Beer will be available at the cash bar. 
You can reserve a table for a group of 8 
people. 

一緒に鍋を囲んで食欲も話も、そしてお

酒もすすみます！各テーブル毎のシェフ

が、お好みにあわせて すき焼きを調理

します。友達もおさそいください。 

 

日時： ２０１８年４月１４日 土曜日 

 ５：３０－８：００ 

場所： エドモントン日本文化会館 

 6750 88st, Edmonton 

参加費： 会員 －１３歳以上２０ドル   

子供１０ドル 

      非会員 – １３歳以上３０ドル  

子供１０ドル 

９０人限定先着順、要予約 

ご予約は、4 月 4 日までに event@ejca.org 

または 780-466-6140 

日本酒やビールは Cash Bar 

8 人のグループでテーブルを予約可。 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org


Moshi Moshi 

2 March – April 2018 
 

President’s Corner     Sanae Ohki 
 
This is the season for dirty cars but they are good signs for 
approaching spring anyway. As you had probably notices 
in the January-February issue of Moshi Moshi, we had 
many EJCA events in January, February and March, 2018. 
In this issue of Moshi Moshi, you will find articles from 
those who participated in these events, some of them for 
the first time. It is nice to see some new names in the 
Moshi Moshi. 
 
You will read reports on these events through the Moshi 
Moshi but I want to mention three new EJCA activities: 
 
1. Nihongo Salon (February 10, 2018): EJCA tried this 

event for the first time focusing on people with Japanese 
as their mother-tongue because we knew that there 
were many new Japanese who came to Edmonton over 
the last few years but had not participated in EJCA 
programs and events yet. We wanted to have a chance 
to get these people and us old timers together and find 
out what these new comers wanted to do to live better in 
Edmonton. As you see in the article on this event, the 
event was highly appreciated and EJCA decided to 
continue the Nihongo Salon. At the second meeting, we 
will welcome a Japanese physician working at the 
University of Alberta Hospitals. He is going to talk about 
diabetes and Albert’s health system.  

 
2. Nihongo Kids: Please drop in at the Centre on 

Wednesday afternoon. You will see a lot of small 
children singing Japanese songs and running around. 
We started this program as a pilot project but were 
surprised to see 31 children from 21 families 
participating in the program. This is not only a chance for 
children to see their friends and play together but also a 
chance for their parents to get together and chat. The 
winter session of Nihongo Kids will finish on March 31 
but the spring session will start on April 4 in which there 
will be two classes, one for children over two years old 
(called Nihongo Babies, Wednesday afternoon) and the 
other for children under two yeas old (called Nihongo 
Kids, Wednesday morning). Nihongo Kids already has 
the maximum number of children and will not accept any 
new children but Nihongo Babies still have some empty 
spaces and can accept new children (see page 11 for 
registration). 

 
3. Public Lectures: On March 3, we held a public lecture 

on “Landscape of Injustice” that is a major research 
project investigating the political process of injustice 
that Japanese Canadians on the west coast suffered 
during and after the Second World War. Mr. Michael 
Abe, project director and Professor Eric Adams of the 
University of Alberta talked about their insights into 
Canada’s political and legal processes that allowed the 
Government of Canada to move Japanese Canadians 

…cont to next page 

 

会長報告     大木早苗 

 

暖かくなって来ましたね。雪解けで車が汚れるのにも春の訪れを感じ

られる嬉しいこのごろです。1 月号の「もしもし」でお知らせしましたが、

1，2，3 月には沢山の行事が行われました。この号には、EJCA行事

に始めて参加した大勢の皆様から寄せられた感想を掲載しています。

感想を書いてくださった方々、ありがとうございました。新しいお名前を

「もしもし」に見つけるのは嬉しいです! 

 

それぞれの行事については感想や報告を読んでいただきますが、私

は 3 つの新しい試みについて報告します。 

１． 日本語サロン 2018 年 2 月 10日(土)： この集まりはエドモントン

日本文化協会主催の行事としては始めての試みで、日本語が母

語の人を対象に日本語だけで行いました。会員以外のエドモント

ンに住んでいる方に私たちの会を知っていただき、又、参加者同

士の交流の場を作ること、皆様がどんなことを必要としているかを

知ることを目的にしました。出された提案などについては７ページ

をご覧下さい。そしてこの集まりの内容は高く評価され、これから

も何らかの形で、日本語サロンを続けることが決まりました。2回

目のサロンはアルバータ大学の内分泌代謝内科の先生にアルバ

ータの医療制度とホームドクター、糖尿病についての講演をしてい

ただいた後、茶菓を頂きながら交流の場を計画しています。 

２． にほんごキッズ： 毎水曜日の午後会館へいらしてみてください、

可愛い子供の声が耳に快く響き、走り回る元気な幼児の姿があ

ります。パイロットのつもりで始めたプログラムには 21 家族 31

人の幼児が参加しています。保護者も友だち同士になってす水

曜日を楽しみにしています。冬学期は 3 月 21 日で終りますが、

4 月 4 日から春学期になります。パイロットプログラムの経験か

ら、春学期は 2 歳以上(にほんごキッズ水曜日午後)と 2 歳以下

(にほんごベビー水曜日午前)の二クラスに分けることになりまし

た。にほんごキッズは定員に達しているので公募はありません

が、にほんごベビーは少し余裕があります。１１ページをご覧下

さい。 

３． 講演会 Landscapes of Injusticeービクトリア大学を中心に行わ

れている 7 年のプロジェクトの中間報告地の一つとしてエドモン

トンも選ばれて、3月 3 日にビクトリアからプロジェクトマネージ

ャーのマイク･アベ氏とアルバータ大学のエリック・アダムス法学

博士が見えて講演をしました。このプロジェクトは第 2 次世界大

戦時に強制疎開させられた時に没収された日本人や日系人の

財産がどのように処理されたかという証拠の品々や書類を収集

して法的にどういう判断を誰がして何が行われたかを検証する

ものです。何万ページもの書類が収集され、始めて明るみにで

た事実が沢山あります。８ページに報告があります。 

 

又新しい行事も計画されています。過去 3 年間行われてきた居酒屋

の夕べをお休みして、4 月 14 日にすき焼きの夕べをします。クラブや

知人同士でテーブルを予約することも出来ます。4 月 7 日には折り紙

の鶴のイヤリング作りのワークショップがあります。4 月 17 日には、

Central Lions Senior Association からの依頼で「俳句の日」という
行事に出向いて、コーラスクラブの歌、書道クラブの俳句を筆で書くプ

レゼンテーション、有志の日本音楽のフラダンス、琴の演奏をします。

夏には小学生を中心に日本語のサマーキャンプを行います。 

 

このような行事の計画で忙しい裏で、役員会では、EJCAの規約の見

直し、Policies and Processes の文書化、コミティー規約の文書化、役

員会関係書類の整理と新しい Technology の導入、新移住者へのサ

ポートの強化の活動が進んでいます。以上の役員会の活動について

は 1 月号のもしもしで詳細をお伝えしました。関連して 4 月 28日には

規約見直しのワークショップをします。                    次のぺーじへ 
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…from prev page 
from the west coast to interior British Columbia and sell 
their properties at bargain prices. The project collected a 
large volume of documents that will be archived and will be 
available to the public. 

 
We are planning new events too. This year, we will skip 
Izakaya Night and bring back Sukiyaki Evening on April 14. 
You can reserve a whole table (eight people per table) for 
you and your friends or for your club. On April 7, we will 
have a workshop to make earrings out of a paper crane. 
On April 17, some volunteers will go to an event of Central 
Lions Senior Association and demonstrate hula dances, 
chorus singing, koto playing and calligraphy.  

 
While we are busy preparing for these events, we are also 
reviewing EJCA bylaws, documenting EJCA polices, 
regulations and procedures, organizing EJCA Board 
documents, introducing new technologies, and providing 
new services to Japanese new immigrants. The EJCA 
Board is going to have a workshop to review EJCA 
regulations on April 28. 

 
We are also reviewing how we recruit volunteers and 
decide their remunerations. We want to find out if we can 
improve the current ways of asking volunteers for EJCA 
activities so that more volunteers can participate in and 
enjoy EJCA activities. 
On March 17th, four board members are participating in a 
workshop for leaders of non-profit organizations by the 
Alberta Culture and Tourism. The workshop will hold 
separate sessions on different aspects of leadership of 
non-profit organizations and four of us will bring new ideas 
from the different sessions to EJCA. 
 
EJCA tries to make best use of members’ skills and 
knowledge to achieve our goals of enhancing Japanese 
heritage in our community. The EJCA will always welcome 
your suggestions. 

４月から始めるプロジェクトは,ボランティアについてです。ＥＪＣＡの行

事や諸種の仕事をボランティアにしていただいていますが、どのように

ボランティアを募るのか、謝礼やお礼はどのような形でするのがよい

か、などなどいままで慣例で行って来たことをはっきり決めて、大勢の

方が楽しく喜んでボランティアを出来る体制を整えたいと思っています。 

最後に、これも新しい試みです、3 月 17 日に４人の役員がアルバータ

政府文化・観光庁が主催する非営利団体の役員リーダーシップ・ワー

クショップに参加します。ワークショップは沢山の分科会になっていて

それぞれの役員が担当部門に関係したワークショップに参加し、ワー

クショップで学んだことを役員会で応用出来るだろうと期待しています。 

 

エドモントン日本文化協会は会員皆が個人の特技を生かし、新しいこ

とを学び、助け合いながら、日本文化を振興していく会です。そのため

に役員会は努力しています。会員の皆様もよいアイディアを是非役員

会に提案して、ますます元気な会にしていきましょう! 

 

ＥＪＣＡひな祭り     ペイン 薫 

 

今回３月３日のＥＪＣＡのひな祭りに初めてボランティアをさせていただ

きました。実は私が初めてＥＪＣＡを訪れたのが２年前のひな祭りでし

た。カナダでもこんなに盛大に日本のイベントが行われていることにビ

ックリしたのと同時にすごく嬉しかったのを覚えています。今年は吹雪

という悪天候でしたがそれでも１００人が参加して大盛況でした。 

 

会場には、豪華に３つのひな壇と花嫁衣装が飾ってあり、子供達も大

人達もそれぞれ記念写真を撮って楽しんでいました。そしてお抹茶と

白あんの大福、子供達には雛あられが配られました。私もお抹茶をい

ただきましたが、とっても美味しくてなんとも言えない幸せな気分にな

りました。そして若葉会の日本舞踏。とても優雅で最後は子供達や大

人も一緒にみんなで踊りました。 

 

また、会場には子供達用に塗り絵や折り紙が用意してあり、子供達は

存分に楽しんでいました。カナダにいることを忘れてしまう一日でした。

女の子のお祭り、日本の伝統文化をこのように過ごすことができ本当

に、最上のひと時でした。ありがとうございました。 

 
 
Dolls’ Festival for Girls      Kaoru Payne 
 
On March the third, I volunteered at the EJCA’s Dolls’ 
Festival for the first time. In fact, it was at the same festival 
two years ago when I first came to the EJCA Centre. I was 
so happy to see that such a wonderful doll’s festival was 
held in Canada. That’s why I wanted to volunteered this 
year. In spite of heavy snow falling all day long, 100 people 
showed up at the festival. 
 
We arranged three sets of Hina dolls and a gorgeous 
Uchikake (Japanese wedding gown) in the hall. People 
were so happy to take pictures of their children with Hina 
dolls. Adults enjoyed Matcha tea and Daifuku cakes while 
children enjoyed Japanese crackers. I felt so good relaxing 
drinking tea, eating Japanese sweets and admiring Hina 
dolls.  

 
Wakabakai demonstrated Japanese dances and invited 
children to dance with them at the end. 
Children could enjoy origami and colour painting with 
volunteers. It was a day both adults and children 
thoroughly enjoyed and felt as if they were in Japan. Thank 
all of you who made the festival possible. 
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Crane Earring Workshop (English instruction) 
 
Do you like making origami? Why don’t you 
make earrings of origami cranes? You will 
learn how to make a crane using Japanese 
traditional paper (washi) and make a pair of 
earrings. If you have never made earrings, 
don’t worry. This workshop requires just a 
beginner’s level of origami skills. If you have 
Kimono or Yukata, origami earrings will suit 
them very well. Just come and join us! All 
materials will be provided. However, each 
person will use two chain (flat) nose pliers and 
a round nose plier. We do not have enough 
pliers for all. If you have one or two of these 
pliers, please bring them with you.  
 
Date: Saturday, April 7, 2018, 1:00 to 3:00 pm 
Location: EJCA Centre 
Cost: EJCA member $20, Non-EJCA member 
$25 
Participants; Max 15 people, Adults,  

  16 years old and up only 
Instructor: Naomi Kinoshita 
Application: E-mail to event@ejca.org with your name and 
phone number by March 31. Also, let us know if you can 
bring your round nose plier and/or chain (flat) nose plier.  
 

                 折紙鶴イヤリング ワークショップ(英語での講習) 
 

折り紙はお好きですか。折り鶴でピアス

を作ってみませんか。このワークショッ

プでは和紙を使って折り鶴を作り、ピア

スを作ります。ピアスを一度も作ったこ

とがなくても大丈夫です。初心者でもや

さしく作ることができます。このピアスは

着物や浴衣にも、とてもよく似合います。

ぜひ一緒にピアスを作りましょう。材料

はすべてこちらで用意します。ただ、ピ

アスを作るのに、各自平ヤットコ２個と丸

ヤットコ１個が必要です。こちらでも準備

しますが、数が足りません。もしご自宅

にヤットコがあれば、１つでも２つでもお

持ちください。ワークショップは英語で行

われます。 

 

 

日時： 4月 7 日土曜日 午後 1時から 3 時 

場所： EJCAセンター 

費用： EJCA会員 20 ドル、非会員 25 ドル  

参加人数： 15 人限定 参加資格：16 歳以上 

講師： キノシタ直美 

3 月 31 日までに event@ejca.org までメールで名前と電話番号、ヤ
ットコを持参できるか否かを明記の上ご応募ください。 

 

Japanese Cooking Class Review    Corey Sullivan 
 
On Saturday, February 24, Tomomi Calder and Yumika 
van Lankvelt taught Japanese home cooking to 12 
beginner chefs. Participants learned some Japanese 
vocabulary for various cooking utensils, like "houchou" 
(cooking knife) and "otama" (ladle). Best of all, we got to 
practice “nimono”, and other Japanese home-style 
cooking. On the menu was "shoga yaki" (ginger pork), 
"kabocha no taitan" (simmered squash), miso soup with 
enoki mushrooms and seaweed, and matcha (green tea) 
pudding. With the teachers' expert help, the dishes were 
simple to make—although I forgot to turn the heat on to 
simmer for my squash, but the teachers rescued me! — 
and participants got to enjoy their own delicious creations, 
truly satisfying examples of “ofukuro no aji”, the flavor of 
mother’s home cooking. 

 

日本家庭料理教室-おふくろの味   コーリー サリバン 
 

２月２４日に、カルダー友美さんとヴァンランクヴェルト由美香さんに

よる第二回初心者向け日本の家庭料理教室が開かれました。参加

者は、包丁やおたまなど調理器具の日本語レッスンを受けました。ま

ずは、家庭料理の基本“煮物”の何たるかを勉強しました。メニューは、

生姜焼き、かぼちゃのたいたん（煮物）、えのきとわかめのお味噌汁、

抹茶ババロア。先生の素晴らしい補助で、調理工程はとても分かりや

すかったです。（かぼちゃのたいたんを作っているときに火加減が弱

すぎたのですが、先生が助けてくれたのです。）そして、自分たちの作

ったお料理に舌鼓を打ち、“おふくろの味”にとても満足しました。 
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The Third Cooking Workshop 
Date/time: Saturday, April 21, 2018, 11:00–14:00 
Location:   EJCA Centre 
Fee:          $40/person, pay at the door 
Maximum: 15 students 
Registration by April 7, 2018 e-mail to event@ejca.org  
No drop-in, EJCA members only 

This month, we are going to make Daifuku: 大福 (sticky 

rice cake). It is one of the most popular traditional 
Japanese desserts. Daifuku’s outer layer is made of 

Mochi: 餅 It is stuffed with sweetened red or white bean 

paste. In modern times many different fillings are 
available including pleasant fruit flavours. (We are going 
to use strawberry this time). Daifuku in Japanese literally 
means “Big luck”. As such it has also become 
synonymous with wishing good luck in Japan and thus 
has become a popular traditional gift. The workshop is 
for beginners of Japanese cooking. Bring your apron, 
hair cover and indoor shoes.  
Any questions?  Email to event@ejca.org 

第 3 回 初心者料理教室 
 

日時： 2018 年４月 24 日（土） 11：00-14：00 

場所： エドモントン日本文化会館 

参加費： ＄40/レッスン 当日お払いください。 

参加人数：限定 1５名（EJCA会員のみ参加可、申込み順） 

内容： 英語で 3 時間の実践料理（鶏の照り焼き、キャベツとキノコ

のクリームスープ、インゲンごま和え、苺大福） 

持ち物： エプロン、スカーフ、室内履き 

４月７日までに event@ejca.org へ名前と電話番号を明記の上、ご

応募ください。予約のない方は参加できません。申し込まれた方へ詳

細のメールをいたします。 

 

大福はみんな大好きですね。最近日本ではいろいろな果物が入って

いる大福があります。その中でも、人気一番の苺大福をデザートに選

びました。 

 

 

 

    
Teriyaki Chicken  Cream Soup  Goma Ae Beans Strawberry Daifuku 

 
The Forth Cooking Workshop 
Date/time: Saturday, May 12, 2018, 11:00–14:00 
Location:   EJCA Centre 
Fee:          $40/person, pay at the door 
Maximum: 15 students 
Registration by May 2, 2018 e-mail to event@ejca.org  
No drop-in, EJCA members only 

 
In May, we are going to learn how to cook Takikomi gohan. 

It is a wonderful and comforting Japanese mixed rice 

recipe made with seasonal ingredients. Are you exhausted 

from work and no energy to make supper but still want to 

eat something nutritious? One of the easiest ways to 

include more vegetables in your diet is to add vegetables 

in your rice. This one dish will complete your supper by 

itself. It will also be handy for lunch if you make it into a 

rice ball (Onigiri). Kids love it! Let’s have cooking fun 

together!! 

Note: Depending on where you are/live in Japan, this dish 

might be called Kayaku Gohan (かやくご飯) or Gomoku 

Gohan (五目ご飯 – a 5-ingredient mixed rice, which is 

loosely translated because there are roughly five 

ingredients).  
 

 

 

 

 

第 4 回 初心者料理教室 
日時： 2018 年 5 月 12 日（土） 11：00-14：00 

場所： エドモントン日本文化会館 

参加費： ＄40/レッスン 当日お払いください。 

参加人数：限定 1５名（EJCA会員のみ参加可、申込み順） 

内容： 英語で 3 時間の実践お料理（かやくご飯、ビーフコロッケ、

わかめの酢の物、わらび餅） 

持ち物： エプロン、スカーフ、室内履き 

5 月２日までに event@ejca.org へ名前と電話番号を明記の上、ご応

募ください。予約のない方は参加できません。申し込まれた方へ詳細

のメールをいたします。 

  

  

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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We Joined the Nihongo Salon 
        Chieko Inoue 

 
We (my two-year old daughter and I) went 
to the Nihongo Salon (a get together of 
children and their parents to talk and play 
in Japanese) held at the EJCA Centre on 
February 10th with some of our friends’ 
families . We were interested in the Salon 
because it was held on Saturday afternoon and it 
provided us parents with babysitting services for children.  
 
By May this year, we will have lived in Edmonton for 12 
years but we seldom went to the EJCA Center except to 
receive consular services when some staff of the 
Consulate-General of Japan in Calgary came to the 
center. To tell the truth, I felt that EJCA was not quite 
relevant to our life. Since we started going to the 
Nihongo Kids class (a get together of small Japanese 
children for talking and playing in Japanese), we got 
familiar with EJCA activities. With this new interest in 
EJCA, we decided to join the Nihongo Salon. 
 
At our table, I met people whom I would not have met 
otherwise such as students, people with all kinds of 
professions and some Japanese who had been in 
Edmonton close to 54 years. Since this was the first 
meeting, we introduced ourselves and discussed issues 
that were assigned to our table. We talked relaxed, 
drinking tea and eating Japanese sweets. The 
discussion time was over before we realized that. 
 
There were many people I wanted to talk with such as 
professional people, those who had been in Edmonton 
for a long time and those who just moved to Edmonton. I 
am looking forward to talking with them at the next 
Nihongo Salon. I really appreciated the arrangement for 
babysitting services. I could leave our two-year old 
daughter with a professional babysitter and could 
concentrate on our discussion. Our daughter also 
enjoyed playing with children of her own age.  
 
The Nihongo Salon lasted just two hours but I felt fully 
satisfied and energized. I could acquire new Japanese 
friends young and old. This kind of inter-generational 
communications made me feel more confident about our 
life in Edmonton than before. I look forward to the next 
Japanese Salon. 

 
Report from the Nihongo Salon  Sanae Ohki 
 
On February 10, 2018, EJCA had its first meeting of 
Nihogo Salon in Japanese inviting members and non-
members. The purpose of the meeting was for new-
comers to Edmonton and Edmonton “old timers” who 
speak Japanese to get together and discuss what kind of 
activities new-comers need to make their living better. 
 
Recently, the number of young Japanese females living 
in Edmonton has been increasing. They are busy raising 
their children while working and actively engaged in 
other activities. According to the 2016 Census of  

…cont to next page 

日本語サロンに参加しました!           井上千恵子 

  

 ２月１０日に開催された日本語サロンのお知らせをコー

ディネーターの友美さんより頂きました。土曜日の午後

開催であること、そしてキッズルーム併設ということで日

本語キッズに一緒に通っている数組の友達親子と一緒

に参加することにしました。 

 

私は、今年５月でエドモントン在住１２年目になります。こ

れまでＥＪＣＡに足を運ぶ機会が領事館出張サービス以外には

ほとんどありませんでした。実のところ、ＥＪＣＡは私には少し遠い存

在、あまり関係のない場所という勝手なイメージがありました。今年

１月から日本語キッズに２歳の娘と楽しく参加し、ＥＪＣＡに毎週通う

ようになりました。そのおかげで、ＥＪＣＡという場所、そして活動内

容が少し身近なものになってきた時に日本語サロンのお知らせを頂

き、ぜひ参加してみたいと思いました。 

 

同じテーブルに座った方々の中には、このような機会がなければ決

して出逢うことがなかっただろうという職業の方、学生さん、エドモン

トン在住５４年という大先輩もいらっしゃいました。初回ということで

各テーブルごとに自己紹介をし、決められた題目について話し合い

をしたりアイディアを出し合ったり、あっという間に時間が過ぎてしま

いました。用意して下さった手作りの和菓子や日本のお菓子を頂き

ながら、リラックスした雰囲気でお話することができました。 

 

他のテーブルには、様々な専門職の方々、エドモントン在住歴の長

い大先輩方、最近引越しをされてきたご家族などもっとお話をしたり、

お話を聞いてみたかった方々が沢山いらっしゃいました。次回の日

本語サロンでは、フリートークの時間など普段の生活でお会いする

ことができないような方々とお話する時間を設けて頂けたらより有

意義な時間になるのではないかとと思いました。 

 

最後に、今回の日本語サロンで何よりありがたかったのは、キッズ

ルームが併設されていたことです。きちんと資格を持った日本語の

できるベビーシッターさんが２時間、２歳の娘を見ていてくれたので

子どものことは心配せずに集中して参加することができました。娘も

他のお子さんたちと一緒に遊び、おやつも食べて、とても楽しそうな

様子でした。 

 

２時間の日本語サロンではありましたが不思議ととても元気をもら

えた時間でした。新しい日本人の知り合いが増え、心強く感じました。

そして、世代を超えて参加した皆さんがそれぞれにエドモントンでの

生活をより充実させたいと思っていること、その気持ちが自分の気

持ちと一致したこと。これらのことを感じることができました。 

次回の日本語サロンの開催も楽しみにしております。 

 

 

 

日本語サロンの報告    大木早苗 
 
エドモントン日本文化協会（ EJCA） では、初めての試みとして、日

本語で交流する友達の輪を作り、エドモントンでの生活に必要な情

報を発信していく会の第 1 回の集まりを 2 月 10 日に行いました。 

近年、特に若い女性の移住者や国際結婚でエドモントンに住む方が

増え、子供を育てたり、仕事をしたり、活発に生活しています。2016

年のカナダ国勢調査によると、エドモントンには日本から来た移住者

が 1225 人住んでいました。今は 1300 人ほどでしょうか。学生、ワー

ホリ、短期滞在者を入れると 2000 人以上の日本人が住んでいます。 

日本語で話せる友達のサークルに参加したい、医療、教育、老後、

等について話を聞きたい、趣味を生かしたい、クラブ活動に参加した

い、などいろいろな希望を持っていらっしゃる方々とお目にかかって、 
….次のページへ 
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Canada, there were 1,225 new immigrants from Japan in 
Edmonton. The number may increase to 1,300 or so if 
we add people on working holidays. If we add visitors, 
the number will be close to 2,000. Altogether 42 
Japanese speaking people (31 EJCA members and 11 
non-members) attended the Nihonngo Salon meeting. 
After ice-breaking activities, we discussed a wish list of 
activities while enjoying tea and Japanese sweets. 
 
The following is a list of suggestions for its future 
1. Activities EJCA to take initiatives 

a. Summer camp for 6 – 12 years old Japanese 

speaking children, summer 2018. 

b. List of specialists who understand Japanese 

• Clinics with doctors, dentists 

• Lawyers 

• Insurance consultants 

• Translators/interpreters with certificates 

• Interpreters with no certificate but who can help  

• Babysitters 

• Handymen around home 

• Drivers for seniors 

c. English Language class  

2. Activities Nihongo Salon to continue 

a. Create a Nihongo Salon committee 

b. Meetings will be a seminar and a social time 

c. Examples of seminars 

• Healthcare in Alberta 

• Health of seniors 

• Insurance in general 

• Health of children 

• Sustaining Japanese 

language 

• Women’s social 

activities, job and job 

training after kids  

3. Create new Clubs 

a. Sake and Foods 

b. Mothers club 

c. Study group of senior related topics (health, 

doctors, group homes) 

d. Running, Triathlon 

4. Other wish list 

a. Workshops for kids: making bento lunch, yukata 

b. Cooking class 

c. Support for new comers 

d. Workshop for seniors – how to use PC 

e. Anime movie night 

f. Job search service 

…前のページより 

お茶や和菓子を頂きながら、これから何がしたいかもお話ししました。 

寒い 2 月の日でしたが、42 名（EJCA 会員 31 名、非会員 11 名）が

参加し、始めて会う方が多かったにもかかわらず、すぐに打ち解け

て話が進みました。 

以下、参加者から希望が出たこれからの活動をお知らせします。希

望は役員会で出来ることを検討して徐々に行います。皆様も是非自

発的にクラブを作ったり、日本語サロンの企画委員になったり、これ

は出来ますと手を上げたりしてください。お待ちしいます。 

 

日本語サロンで行いたい活動のリスト 

1． EJCAに主導して欲しいこと 

a. 日本語の出来る生徒を対象にサマーキャンプを行う。 

b. 日本語でサービスを受けられる人のリストを作る。 

• 医師や歯科医のクリニック 

• 弁護士 

• 保険関係のコンサルタント 

• 免許を持った翻訳、通訳者 

• 免許がなくても病院へ行ったりするときに通訳など 

• ベビーシッター 

• 家の周りの修理などの仕事をしてくれる人 

• シニアーに車運転のサービス 

c. 英語を学ぶクラスを提供する。 

2． 日本語サロンが活動を続ける。 

a. 日本語サロン企画委員会を作ってそこで活動を企画する。 

b. 講演会と懇談の時間を組み合わせる。話題は 

• アルバータ州の医療制度 

• シニアーの健康 

• 保険一般について 

• 子供の健康関係 

• 日本語の継承 

• 社会的な貢献をした

り仕事をした人の経験談 

 

３．新しいクラブをつくる 

a. お酒の B級グルメ 

b. ママの会 

c. シニアー関係の介

護、医療、生活、シニアーホー

ムなどについて調査研究会 

d. ランニング、トライアスロンの会 

４．その他、やりたいこと 

e. 子供向けのワークショップ （お弁当づくり、ゆかたの試着） 

f. 料理教室 

g. 新移住者へのサポート 

h. シニアー：PC の使い方ワークショップ 

i. アニメ映画の会 

j. 職探しの手伝い 

 

2nd Nihongo Salon – Presentation and Social 
The second Nihongo Salon will be held as follows: 
Date/time: Saturday, May 26, 2018, 1:00 – 4:00 
Title: Alberta Health Services, Family doctors, Diabetics 
Presenter: U of A assistant professor who came from 
Japan. 

After the presentation, social time will follow. 

第 2回日本語サロン 講演と社交の午後（日本語） 
 

詳細は追ってお知らせしますが、日時をカレンダーにお忘れなく! 

日時: 2018 年 5 月 26 日（土） 

題:  アルバータの医療制度、ホームドクター、糖尿病とは。 

講師: アルバータ大学医学部助教授、日本人医師 

講演の後、お茶とお菓子を頂きながら楽しいひとときを持ちましょう。 

非会員も参加出来ますが、非会員は若干の会費が必要です。 



Moshi Moshi 

8 March - April 2018 

Landscapes of Injustice   Daiyo Sawada  
 
On a snowy Saturday morning in early March, a 
special presentation took place at the EJCA Centre: 
An eye-opening/mind-opening glimpse into the 
“Landscapes of Injustice” that framed and colored the 
politics, policies and legal actions taken by the 
Federal Government and its agents during the forcible 
uprooting and disposal of Japanese Canadians living 
on or near the Pacific waters of Canada. Looking back 
on these events, approximately 25 Edmontonians, 
mostly EJCA members, were treated to an insider’s 
view of a multi-million dollar research project funded 
by SSHRCC (Social Sciences & Humanities Research 
Council of Canada) inquiring into, documenting and 
revealing the many (50?) shades of injustice 
impregnating the policies and actions undertaken by 
officials and friends of the Government of Canada 
both during and after WW-II. 
 
Attendees were treated to a succinct overview of the 
project by Project Manager Michael Abe including 
ongoing plans and procedures to collect, archive and 
make available the rich documentation they have 
collected, much of it uncovered/discovered for the first 
time. With such a plethora of rich sources and 
resources to draw upon, the opportunity and 
challenge for the project is to develop programs that 
have the potential to curtail the many motives that 
seemingly led to the many injustices that plagued the 
Japanese community living on or near the Pacific 
coast.  
 
One such program described by Mr. Abe stood out for 
me –the development of new social studies curricula 
for elementary schools. Students would not just “learn 
about” what happened during this period but would 
“live it” in a “hands-on” enactment of Powell Street in 
the classroom. Participating as residents of the Powell 
Street community, the impact of “living and breathing” 
on Powel Street, feeling the pain and exasperation of 
being treated in some instances literally as cattle, just 
might viscerally kindle in the “hearts, minds and guts” 
of young Canadians that “this is not fair”! Why is it 
happening? Who is doing this?  
 
Perhaps such experiences brought to life in the 
classroom might lead to a new generation of 
Canadians imbued with well-formed hearts and minds 
with the will to “do the right thing”. In addition to the 
Powel Street simulation, the project also provides 
Canadians of all ages and circumstances with rich 
opportunities to learn from the experiences of injustice 
suffered by our “forefathers/mothers” by making 
available detailed historical documentation in many 
accessible forms and settings. A good place to get 
started is with the project website: 
www.landscapesofinjustice.com.  
 

….cont. to next page 

日系カナダ人の被った不正の展望  ダイヨー・サワダ 

 

３月初めの雪のちらつく朝、EJCAセンターで特別な講演会が開か

れました。第二次世界大戦中と戦後にカナダ西海岸に住む日系カ

ナダ人に対してカナダ政府がとった強制収容と不動産及び所持品

の売却がどのような政治的、法律的な経路をたどって起こったかと

いう「不正の展望」がテーマでした。講演で明らかになった不正の展

望は驚きに目を大きく開かせ、長年の胸のわだかまりを氷解させる

ものでした。講演はカナダ・カウンセルが数百万ドルの研究資金を

提供した大型プロジェクトのマネジャー マイケル・アベとプロジェク

ト・チームの一員でアルバータ大学法学部教授のエリック・アダムズ

が行いました。主に EJCA会員２５名の聴衆はカナダ連邦政府とそ

の利益団体がどのような不正を日系カナダ人に行ったかを微に入り

細にわたって聴く事が出来ました。 

 

マイケル・アベはこのプロジェクトがどのような資料を蒐集、整理、

分析して不正の展望をあきらかにしたかを話しました。また資料を

日系人の歴史として将来に残し、日系人と日系人の歴史の研究者

に提供出来るように保存することもプロジェクトの大事な役割です。

莫大な量と多岐にわたる内容の資料を集めたこのプロジェクトは、

選択された資料を使って不正の経路を明確にすることが大切でした。 

 

マイケル・アベの講演の中でわたしが特に心にとめたのはブリティッ

シュ・コロンビア州の小学校で導入された日系人の被った迫害の歴

史に関する社会科の授業の新しい試みです。この授業で生徒は日

系人の迫害について学ぶだけでなく、自分達で疑似体験をするとい

うものです。教室を戦時中のバンクーバー市パウウェル街の日本人

コミュニティーにみたてて、生徒はここで当時の日系人に起こったこ

とを体験します。バンクーバーのＰＮＥの家畜展示場の牛舎に一時

収容された生徒は「こんな不正は許されない、何が起こっている

の？誰が私たちにこんなことをしているの？」と声をあげます。 

 

このような授業をとおして日系人の被った迫害を肌で感じた生徒は、

「社会で正しいことを追求する」ということを心に刻んだ新しい世代

のカナダ人に成長するのではないかとおもいます。このプロジェクト

は資料を整理して保存し、一般のカナダ人が簡単に閲覧できるよう

にしています。将来、自分達の祖先の日系カナダ人がブリティッシ

ュ・コロンビアの何処に住んでいてどのような経験をしたのかわかる

ようにするのがこの保存資料の目的です。すでに幾つからの資料

は閲覧可能です。このプロジェクトのウェブサイトから探してください。 

www.landscapesofinjustice.com.  
 

エリック・アダムズはカナダ政府が法律をどのように適用して日系カ

ナダ人の強制収容とその財産の売却を可能にし、またこのことを不

法だとして訴えた日系カナダ人を法律を適用してしりぞけたか説明

しました。 

 

日系アメリカ人と日系カナダ人の戦時、戦後の歴史を比べると、カ

ナダの法律とカナダ政府の政策は日系人にたいして米国より厳しい

ものでした。戦後４０年余りたってカナダ日系人は戦時補償問題の

解決を勝ち取り、カナダ憲法も改正されましたが、その過程はとても

厳しいものでした。あらためて「正義は自分からやってこない」という

ことを思いしらされました。そしてこの「不正の展望」のようなプロジ

ェクトが大切なことを再確認しました。現在、米国は「無法の時代」

に突入しているように見えます。世界には「不正の展望」プロジェク

トを必要としているところがたくさんあるのです。 

 

講演の後で私は講演者と一緒にお弁当をたべました。美味しい和

食は私の胃袋を満たしまたが、それにもまして今朝の講演は私の

心を満たしてくれました。 
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Later in the morning, legal scholar Eric M. Adams, a 
law professor and legal historian at the University of 
Alberta, treated the audience to a carefully nuanced 
account revealing “how the Government of Canada 
employed the law to activate and authorize racist 
policy” thus rendering victims of such policy impotent 
to receive justice in Canadian courts despite 
competent legal representation. 
 
A consideration of the fate of Japanese Americans in 
similar wartime circumstances reveals historically that 
justice in Canada under Canadian Law and Canadian 
Government policy didn’t always come out looking 
good in comparison. Even though decades later the 
Japanese Canadian Redress Settlement eventually 
led to long overdue changes in the Canadian 
Constitution, the strenuous and often disheartening 
path that proved necessary to overcome past 
injustices highlighted once again that justice seems 
never to arrive on its own – thus the importance of 
projects like “Landscapes of Injustice”. With events 
south of the border now returning again to a mode 
resembling the “Rule of the Jungle” the never ending 
mouthing of “our thoughts and prayers are with you” 
may be just one of too many proclamations preserving 
the ongoing “Landscape of Injustice” still plaguing 
Planet Earth. 
 
After a heartfelt round of applause, the morning 
session was followed by a tasty bento luncheon that 
was almost but not quite as nourishing as the 
morning’s food for contemplation. And the 
conversations continued. . . .  

 
This book, “Witness to Loss”, is the 
result of the collective work and 
resources of Landscapes of Injustice.  
The project donated the book to EJCA. 
You can borrow the book from our 
library. 

    
 

 
「希望の国カナダ・・・、夢に懸け、海を渡った移民たち」 

「希望の国カナダ・・・、夢に懸け、海を渡った移民たち」

カナダ日系史の翻訳本紹介 
           BC州ビクトリア市 サンダース宮松敬子 

 
This is a story about translating “Gateway to Promise” by 
Mr. and Mrs. Ann-Lee & Gordon Switzer (2001) to 
Japanese by Mrs. Keiko Miyamatsu Sanders in Victoria 
and a group of translators. 

 
私は昨年 8月に、西海岸を中心としたカナダ日系史「希望の国

カナダ・・・、夢に懸け、海を渡った移民たち」と題する翻訳

本を 20人近い訳者の力を結集して上梓した。英語の原本は、

歴史好きな白人夫妻（Ann-Lee & Gordon Switzer）が 2012年

に出版したもので「Gateway to Promise」と題されている。 

 

個人的な興味と文筆業と言う仕事柄、私は長年住んでいたトロ

ントでの日系人（史）に関するイベントには足繁く通い、彼ら

に関する書物も何冊か読破した。また親しくなった日系人との

お付き合いを通して、戦前の BC州での生活、強制移動の体験

談なども興味深く聞いたものである。 

 

しかし正直言って、それは想像を屈指して知識として知った世

界であり、実際にその歴史を見ると言うことではなかった。な

ぜなら東部の日系人の大方は、戦後も続いたカナダ政府の理不

尽な法律によって出生地に戻ることは出来ず、仕事を求めて新

開地（主にトロント周辺）に移り住んだからである。 

 

ところが 4年ほど前にビクトリアに引っ越して見ると、当地が

それまで知っていたカナダ日系史の確かな発祥の地であること

をそこここに発見し目を見張った。今もなお残る彼らが住んだ

古い建造物や、数あるイベントで集ったパークなどでは、当時

の人々の息吹さえ感じられる気がしたものだ。そして出会った

のが Switzer夫妻が 5年程の歳月を費やして自分たちの足で歩

き、調査し、関係者にインタビューしてまとめた上記の本であ

った。 

 

細部に渡る情報は実に興味深いが、中でも 40年前に日系人の

全国組織である NAJC（The National Association Japanese 

Canadians）が定めた「日本人移民第一号永野万蔵説」に、疑

問を投げかけてる点である。二人は自分たちが調べた限りでは、

その確たる証拠は何処にもないと言う。だがこれは歴史発掘の

常として、後の調査によってそれまで信じられていた定説に新

たな側面を見出したということなのだ。 

 

カナダを第二の故郷と定めた移住者の方々には、是非一度この

本に目を通して頂き、我々の先祖のたちがどのようにしてこの

国に根を下ろし、自分たちの生活を切り開いて行ったかを知っ

て頂きたいと思う。 

 

訳本は 440頁にもなる一大書物で、一気に読破するのは無理な

ことである。出来れば傍らに一冊置き、日系史の百科事典とし

て折に触れページを繰って頂ければと切望している。 

値段：＄29.95（tax込） 

販売先：サンダース宮松敬子 k-m-s@post.com   

 

エドモントン日本文化協会図書室にも入っています。  
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Explore Japan Report      
The EJCA has been working with the Explore Japan 
Committee since 2010 introducing Japanese Culture to 
Edmonton and Red Deer’s grade 10 high school students 
who started to take Japanese language classes. This 
year , the program was held on Saturday, March 10, 2018 
at Harry Ainlay High School. For the first time, a high 
school in Calgary joined the event. All together 180 
students had an wonderful opportunity to have a hands-
on experience. EJCA provided all the culture sessions 
including Taiko, Karate, Tea Ceremony, Calligraphy and 
Kimono wearing lessons. 18 EJCA members presented 
the sessions. Thank you very much for your hard work on 
Saturday! 
 
Consul-General Tanabe joined the program and welcome 
students with the following speech.  
 
Ladies and gentlemen. Good morning. I’d like to offer all 
of today’s teachers, staff, and students a warm welcome 
to the Explore Japan Program for 2018. I can’t say how 
glad I am to see so many young people eager to expand 
their knowledge on Japan. 
 
A number of organizing members are responsible for 
today’s opportunity, including my office—the Consulate 
General of Japan in Calgary, as well as the Edmonton 
Japanese Community Association, The Alberta 
Japanese Teachers Association, and Alberta Education 
in conjunction with the Japan Foundation. 
 
Together we have worked to bring you a program that 
hopes to do several things. Firstly, we hope to provide 
you with more comprehensive knowledge of Japan, its 
culture and language, but using a more in-depth, hands-
on and exploratory approach that I’m sure you will 
appreciate. Remember that you can’t convey an entire 
culture in a day, but we hope that this is a good start to 
finding out what Japan is like, beyond a textbook. 
 
Secondly, what today is about is understanding. I am 
happy that we are all different here in Canada, and that 
we can celebrate our cultures while enjoying and 
respecting others.  As you go through life you will find 
that an open approach to learning about other cultures 
will make you a well-rounded individual, add to your 
capable knowledge about the world, and develop 
sensitivity to and understanding of those that may not be 
exactly like you. Perhaps most significantly you will 
realize the importance of looking right through the 
differences between peoples, to see the truth of our unity 
as human beings. 
 
Lastly, I really just want you to enjoy your day. Japan has 
so much to offer. It is a bustling mecca of new and old 
culture, tradition, art & fashion, technology, architecture, 
and interesting people that you really have to experience 
to believe. So before you leave today, I hope that the 
seed of adventurous spirit has been planted, and that it 
might one day grow into a more serious desire to… 
“Explore Japan”. Thank you very much. 

 

２０１８年度エクスプロアー・ジャパン（高校日本文化祭） 
エドモントン日本文化協会は 2010 年からエクスプロアー・ジャパン

企画委員会と協力してエドモントン地区とレッドディアの高校 1 年生

に日本文化を紹介しています。今年は 3 月 10 日にハｒ－・エインレ

イ高校で行われました。今年は始めてカルガリーの高校が参加し

180 人の生徒が日本文化を実体験しました。エドモントン日本文化

協会から 18 名のプレゼンターが太鼓、空手、書道、茶道、着物と 5

つのセッションを担当しました。大事な土曜日を高校生のために費

やしてくださった皆様、ありがとうございました。 

 

当日は在カルガリー総領事館から、田辺総領事ご夫妻と坂本領事

をお迎えしました。田辺総領事に頂いた生徒への歓迎の挨拶を以

下にご紹介します。 

 

皆様、おはようございます。先生、スタッフ、そして学生の皆様、今

日は２０１８年度「エクスプロアー・ジャパン（日本文化祭）」にようこ

そおいでくださいました。このようにたくさんの若い人達が日本につ

いての知識をもっと深めようとしているのを見て、私は喜びにたえま

せん。 

 

今日のプログラムはエドモントン日本文化協会、アルバータ日本語

教師の会、アルバータ州教育省、国際協力基金、在カルガリー日本

国総領事館等、多くの人達の協力で可能になりました。 

 

私たちは皆で力を合わせて次のようなことを、この「エクスプロアー・

ジャパン」のプログラムで達成しようとしました。まず最初に皆さんに

日本文化と日本語について幅広い知識を伝えます。日本文化のい

ろいろな側面を皆さんが実際に体験して学べるようにしました。勿論、

日本文化のすべてを一日で経験して貰うことはできませんが、日本

がどんな国なのか、教科書では学べないことを見つける第一歩にな

ると思います。 

 

次に「エクスプロアー・ジャパン」はお互いをより良く知る機会になる

とおもいます。カナダにはいろいろな伝統文化の背景を持つ人達が

住んでいます。私は自分達の伝統文化を大事にすると同時に、他

の人達の伝統文化を大事にするこのカナダに大変感銘を受けてい

ます。あなたたちがこれから成長するにつれて他の人達の文化を

先入観なしに心を開いて学ぶことが、調和のとれた寛容な精神を持

つ人に育っていく上で大切だということがわかってくると思います。

また、世界の色々な文化をあなた方の中にも取り入れることにより、

あなたと違った文化を持つ人に接するときに豊かな感受性をもって、

理解をすることができるようになるでしょう。 

そして、違った文化を持つ人々もその根底には「我々は皆人間だ。」

という人類の真実を見いだすことが出来るでしょう。 

 

そして最後に、皆さん、今日一日を十分楽しんでください。日本は皆

さんにいろいろなものを提供します。古い伝統と新しい文化、芸術と

ファッション、先端技術、建築、話して楽しい人々、何でもあります。

今日の「エクスプロアー・ジャパン」での経験を出発点として将来いつ

の日か、もっと詳しく日本のことを探求していく機会につなげてもらえ

れば嬉しく思います 
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Wonderful Nihongo Kids Class  
 Natsuko Plamondon 

I have been going to EJCA’s Nihongo Kids Class with 
our three-year old daughter since it started on January 
17, 2018. There will be ten sessions in this season. The 
class starts with a song singing session when the 
teacher starts singing “Come on, Panda.”  Kids in the 
room all sit down facing the teacher and start singing, 
taking rhythms by moving their hands. In the first 30 
minutes of the class, children and their parents sing and 
dance, sharing their joy of doing things together. 
Sometimes, the teacher tells stories by showing a set of 
pictures. The teacher is very innovative and brings 
something new every time. My daughter, who hung 
around me at the beginning of the session now leaves 
me and sings and dances with other children.  
 
Another teacher takes care of the second 30 minute 
session. She leads an arts and crafts session that 
reflects four seasons in Japan. Children make wonderful 
arts and crafts with the teacher. When the large hall of 
the Center was available for the club, we enjoyed a bean 
throwing event of the Setsubun Festival. In another time, 
we played our own Winter Olympics Game and ran 
obstacle races. We cheered each other by waving flags 
that we made. 
My daughter loves the Nihongo Kids Club and keeps 
singing songs that she learns at the club. She sometimes 
thinks about a song that she will ask the teacher to sing 
with her. As she continues going to the club meetings, 
she seems to have relaxed and feels comfortable with 
her friends.  We, parents, are also enjoying the club 
meetings. It is a good chance for us to see and talk with 
our friends and it refreshes our souls and minds. Now 
both my daughter and I are looking forward to the club 
meeting on Wednesday afternoons. 
 
 
 
 

日本語キッズ体験レポート   プラモンドン奈津子 

 

１月１７日から全１０回でスタートした幼児向けクラス、日本語キッズに

３歳の娘と楽しく通っています。“おいでおいでおいでおいでパンダ

～！”と先生の歌声が聞こえたらお歌のクラスの始まりのサイン！子

供たちも自然に先生のほうに向かってお座りして一緒に手を動かし歌

います。前半３０分は親子での手遊び歌や立ち上がって体を大きく動

かしながら踊ったり親子のスキンシップをとり入れながらの時間で娘も

楽しそうに参加しています。体をたくさん動かした後は絵本の読み聞

かせタイム。時には紙芝居を見せてもらったり、毎週工夫を凝らした充

実した時間を過ごさせてもらっています。先生の用意する、お歌に合

わせた小道具も子供たちの興味を引く素敵なものがいっぱい！娘もそ

のうち自然に私から離れしっかり先生を見ながら口ずさんで一緒に歌

ったり質問したり、目をキラキラさせています。 

 

後半の３０分は先生が替わり、季節の行事にちなんだ工作をします。

これまた工夫がいっぱいの素晴らしい作品が出来上がります！セン

ターのホールが使用できた回では節分の豆まきをしたり、またある

時は冬季オリンピックにちなんでそれぞれが旗を作って、障害物競

走をして旗を振りながらお友達を応援するという大盛り上がりの企

画もありました。 

 

にほんごキッズが大好きな娘は、おうちに帰ってからも鼻歌交じりに習

ったお歌を歌ったり、今度は先生にこの歌うたってもらおう！とリクエス

トを考えたりしています。回数を重ねるごとに場所にも人にも慣れてき

た子供たちはリラックスして笑顔がいっぱい、お友達とのつながりもど

んどん強くなってきている気がします。子どもたちだけでなく参加する

私たち親にとっても週に一度、お友達に会ってお話しするいい気分転

換の機会にもなり、親子で水曜日の午後を楽しみにしています。 

 

 
 

Nihongo Kids Class and Nihongo Babies Class 
 
The pilot program for 1 – 5 years old children started in 
January. The classes have been very well received by 
parents and children, Mrs. Emi Leung and Mrs. Rie 
Beattie are the teachers. They prepare classes from 
scratch as we did not have any experience at EJCA. 
Thank you for your hard work and thank you for the 
parents who assisted the class in many ways. Also, 
through the sessions, parents made friends with each 
other. 
Through the pilot program, we leaned a few things.  
1. It is difficult to operate one class with 1 – 4 years old 

children. So, starting in the spring session, there will 
be the Nihongo Babies class for 0 – 2 yeears old to 
be held in every Wednesday morning a the Nihongo 
Kids class for 2 – 5 to be held on Wednesday 
aftrnoon. 

2. To ease the teachers work and make more varieties 
to the program, we will invite more teachers and other 
EJCA members to offer one or two sessions. 

 

日本語キッズ と日本語ベビークラス 
 

1 月から試しのプログラムとして、日本語キッズクラスを始めました。

毎週元気な子供と保護者が集まって、楽しく日本語でうたを歌った

り、クラフトをしています。先生は絵里 Ｌｅｕｎｇさんと理恵Ｂｅａｔｔｉｅさ

んです。エドモントン日本文化協会では初めてのプログラムなので

前例がなく、先生は手探りだったにも関わらす、素晴しいプログラム

を作ってくださいました。ありがとうございました。又保護者の皆様も

いろいろ協力してくださって、大成功のプログラムでした。春学期も

是非続けたいとの希望です。又パイロットプログラムから学んだこと

もあります。 

1. 一つのクラスで、1歳から 5歳までいっしょにクラスをするのは

難しいので、春学期は 0－2歳の日本語ベビークラスを新設し

水曜日の午前に行い、2－4歳の日本語キッズクラスを水曜日

の午後に行います。 

2. 先生のクラスのための準備を少し楽にし、新しい活動も取り入

れるために、先生を増やします。また会員の方で、1回でも特

技を生かして教えていただける用でしたら、大歓迎です。 

 

なお、日本語キッズクラスは、冬学期からの生徒ですでに定員にな

っていますが、日本語ベビークラスは若干の空きがあります。興味

がおありの方は、event@ejca.orgへご連絡ください。 

mailto:event@ejca.org
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Instructors for Nihongo Kids 
 
Nihongo Kids is looking for a few Japanese-speaking 
instructors. The classes are 10:00-10:45 am (for 0-2 
years old) and/or 13:00-14:00 pm (for 2-5 years old), 
every Wednesday from April 4 onward. Even if you 
can just teach 30 minutes a day on every second 
week, we will still welcome you. We will also welcome 
any volunteer who can help one or more sessions. 
Please contact us at event@ejca.org. Honorarium will 
be paid according to the EJCA standard. 
 

日本語キッズの講師募集 
 

日本語キッズと日本語ベビーでは講師を募集しています。4月 4日

から毎週水曜日の 10：00-10：45（0-2歳児）と 13：00-14：00（2-5

歳児）の親子クラスです。毎週でなくても隔週 30分だけでも大歓迎

ですので、ご興味のある方は event@ejca.orgへご連絡お待ちして

おります。 

講師はエドモントン日本文化協会の会員であることや子供を

指導する諸条件を満たしていることが必要です。協会の基準

にしたがって謝礼をいたします。 

 
 

 
Library Corner       
 
New Japanese movies with English titles will be ready for 
borrowing soon. They are: 

Behind the Cove  
The Burmese Harp 
Half a Confession 
Police Women vs Mafia 
Izakaya "Choji" 
Station 
Samurai Gourmet 
Shogun 
Your Name? 

 
The Library will be closed on Tuesday April 10th and 
Tuesday May 8th but please join the "Tuesday Library 
Drop-in" on  all other Tuesday afternoons in April and 
May. Tea and friendly conversation is always waiting for 
you. 

 
 

 

 

図書室便り 
 

次の日本映画を図書館にいれます。登録手続きが終わりしだい貸

し出します。楽しんでください。 

１．英語字幕付き      ２．英語字幕無し 

Behind the Cove 捕鯨反対映画に反対  テレビドラマ 沈黙法廷 

ビルマの竪琴      テレビドラマ 楽園 

半落ち       テレビドラマ 空飛ぶタイヤ 

ミンボウの女      映画 日本の一番長い日 

居酒屋兆治      テレビドラマ かなたの家族 

駅 Station      テレビドラマ 三つの月 

野武士のグルメ      テレビドラマ 五年目の一人 

将軍   

君の名は  

 

毎週火曜日の午後は図書の日です。お茶を飲みながら、映画を見

たり、社交をしたり、のんびりと楽しい時間をお楽しみ下さい。もちろ

ん本を借りてください。 

ご注意: 4 月 10 日と 5 月 8 日の図書の日は休みます。 

 
 

 

Event Calendar 2018 (Tentative days)                                           2018年行事予定 
Japanese Language Classes - Spring April 11 – June 21, 2018 4月 11日－6月 21日 日本語教室 －春学期 

Nihongo Kids and Babies Classes - Spring April 4 – June 6, 2018   4月 4日－6月 6日 日本語キッズ、日本語ベビー －春学期 

Crane earing workshop Saturday, April 7, 2018         4月 7日（土） 折り紙で作る鶴のイヤリングワークショップ 

Sukiyaki Evening Saturday, April 14, 2018      4月 14日（土） すき焼きの夕べ 

Beginner Japanese Cooking workshop 3 Saturday, April 21, 2018           4月 21日（土） 入門日本料理教室 ３ 

Beginner Japanese Cooking workshop 4 Saturday, May 12, 2018           5月 12日（土） 入門日本料理教室 ４ 

Nihongo Salon Saturday, may 26, 2018             5月 26日（土） 日本語サロン （糖尿病・医療制度） 

Centre Cleaning Day Saturday, June 9, 2018       6月 9日（土） 会館大掃除 

Natsu Matsuri (Summer Festival) Saturday, July 14, 2018               7月 14日（土） 夏祭り 

Heritage Festival Training Day Saturday, July 28, 2018               7月 28日（土） ヘリテージ祭り準備会 

Heritage Festival August 4, 5 and 6                    8月 4，5，6日 ヘリテージ祭り 

Nihongo Summer Camp  August 20 – 23, 2018                 8月 20－23日 夏休み子供キャンプ 

Heritage Festival Volunteer Appreciation Saturday, September 8, 2018     9月 8日（土） ヘリテージ祭りボランティア感謝パーティー 

EJCA Annual General Meeting Sunday, October 14, 2018      10月 14日（日） 年次総会  

EJCA Fall Bazaar Saturday, October 20, 2018    10月 20日（土） 秋のバザー 
Kimiko Shimizu Art & Culture Grant Deadline Tuesday, October 31, 2017     10月 31日（水） シミズ・キミコ助成金申請締め切り日 

Maki Sushi Roll-Out Contest Saturday, Novenber 10, 2018   11月 10日（土） 巻き寿司コンテスト 

EJCA Board of Directors Planning Retreat Sunday, November 18, 2018    11月 18日（日） 役員研修会 

Children’s Christmas Party Sunday, December 9, 2018       12月 9日（日） 子供のクリスマスパーティ 

New Year’s Party Saturday, January 13, 2019    1月 12日（土） 新年会 

mailto:event@ejca.org
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サマーキャンプ 講師募集 
今年初めての試みで、日本語が分かる生徒

（4 歳-12 歳）を対象にサマーキャンプを計画

しています。生徒が日本語を使って様々な日

本文化を経験することを目的にしています。 

詳細は 5 月号でお知らせしますが、次のよう

に講師を公募しています。是非お手伝いくだ

さい。連絡は 3 月 31 日までに 長倉由紀子 

ynaga@shaw.ca まで。 

2018 年 8 月 20 日（月）-23 日（木） 

 9：30-4：30 一部の担当だけでも歓迎です。 

会場は EJCA 

日本語で子供に教えることに興味のある方 

謝礼があります。 

Matsu no Kai Club (55+ Club) News         Alan Davis 
 
Club meetings are held on the fourth Wednesday of each 
month at the EJCA Centre (except for December). We 
start at 10:15 with an optional formal exercise program. 
Currently we are practicing Tai Chi.  
The business meeting starts at 11 a.m. and we break for 
lunch at noon.  We do some easy exercises before lunch 
and after lunch we socialize, make crafts, watch movies, 
play table games or listen to presentations. In March we 
will start a contest to see who can grow the biggest, best 
looking plant from seed before the next meeting.  
The monthly meetings usually wind up at 2:30 to 3:00 p.m. 
Every month outings appealing to members interests are 
planned. In January the club attended an IMAX movie ”To 
the Arctic” at the Telus World of Science followed by a 
Dim Sum Meal to celebrate Chinese New Year. The 
outing for March will be lunch at NAIT at the Friday 
Student Buffet to taste the work of the Culinary Arts 
Students. 

 

松の会シニアーズ・クラブ       アラン・デイビス 

 

松の会は毎月第四水曜日（１２月を除く）にＥＪＣＡセンターで午前１０

時１５分から大体午後２時半か３時まで例会を開きます。現在、例会

の初めに希望者だけでタイチーを３０分ほどしています。例会は正式

には１１時から始まります。昼食前に少し運動をします。昼食後には

皆で話したり、クラフトをしたり、映画をみたり、テーブルゲームをした

り、講演を聴いたりといろいろな活動をします。３月の例会から新しい

コンテストを始めます。４月の例会までに誰が自分の鉢植えの植物を

一番大きく綺麗に育てられるか競います。 

 

松の会は毎月エドモントン市内や周辺の興味深い所に出かけたり、

面白そうな行事に参加します。１月にはアイマックス映画「北極へ」を

見に行きました。映画の後で中国の新年を祝って点心にいきました。

３月にはＮＡＩＴのレストランでＮＡＩＴ料理科の生徒が調理するビュフェ

に行きます。 

松の会への連絡は会長 アラン・デイビス ardavis@ardsys.ca (780-

435-8462) または書記メイ・ウエダ mayekoathome@gmail.com  (587 

990 0775) までお願いします。 

 

 

For more information, please contact: 
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca (780-435-8462) or 
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com  (587 990 0775). 
 

 

 
                    EJCA’s great seniors. They are active and healthy! 

 

 

Kita no Taiko (KNT) Workshop 

Learning taiko can challenge you to something 
new in music, movement, confidence, 
coordination and culture. Beginner workshops 
are designed for those without prior taiko or 
musical background, and are for ages 13 and up. 
Take the workshop with your family and friends! 
 
Next Level I workshop is Saturday, April 7 at 2:00pm 
 
Please register at www.kitanotaiko.ca/workshops, or 
contact info@kitanotaiko.ca or 780-431-0300, 
(780)20431-0300 for questions. 

北の太鼓ワークショップ 
 

太鼓初心者のためのワークショップを４月７日（土曜）午後２時

からＥＪＣＡセンターで開きます。応募は

www.kitanotaiko.ca/workshops で出来ます。質問のあ
るかたは次に連絡してください。 info@kitanotaiko.ca または 780-

431-0300, (780)20431-0300  
 

太鼓は音楽と運動神経の向上と日本文化の理解に大変役立ちます。

どうぞご家族、友人誘って参加してください。 

mailto:ynaga@shaw.ca
mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
http://www.kitanotaiko.ca/workshops
http://www.kitanotaiko.ca/workshops
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Volunteers & Donors APPRECIATION  ボランティアと寄贈者の皆様ありがとう！ 
The EJCA Board would like to send its sincere thanks to all volunteers and donators. If your name is missing from the list, 
please inform the president so it can be noted in the next Moshi Moshi. Please help us to maintain an accurate list. 
 
Nihongo Salon: February 10, 2018 
Coordinators:  Hideji Ono        Sanae Ohki  Tomomi Calder  
Volunteers: Takashi Ohki  Yoshi Murakami  Yukiko Nagakura Yoko Azumaya 

 
T-shits inventory: February 20, 2018 
Volunteers:  Dan Kinoshita  James Calder  John Priegert    Naomi Kinoshita  Tomomi Calder 
 
Landscapes of Injustice Presentation: March 3, 2018 
Presenters:   Michael Abe  Eric M. Adams 
Coordinators:   Sanae Ohki 
 
Hina Matsuri: March 3, 2018 
Coordinator: Tomomi Calder 
Japanese dance: Wakaba-kai Dance Club 
Volunteers:  

Andrew Beattie Hiromi Tamura Midori Murakami Noriko Omote Victoria Safonova 

Ashley Orich Kaoru Payne Naoko Watanabe Ogochukwu Maduekwe  Yukiko Nagakura 

Chika Elmaleh Logan Muller Nishiwaki Kyoko Rie Beattie Yumika van Lankvelt 

Emiko Kinoshita Makie Hiraga Noriko Matsunaka Sanae Ohki  
 
 
Donations: George and Judy Matsuba      the Shikaze family 
 

 
National Association of Japanese Canadian 
(NAJC) Endowment Fund and SEAD Program 
 
After many years of struggle to seek redress for the unjust 
treatment of Japanese Canadians by the Canadian 
government during and after World War II, the Japanese 
Canadian Redress Agreement was signed by Prime 
Minister Brian Mulroney and NAJC President Art Miki, on 
September 22, 1988. 
The Redress Agreement acknowledged the unjust actions 
of the Canadian government and provided a symbolic 
redress for those actions. $12 million was provided to the 
Japanese Canadian community through the NAJC to 
undertake educational, social and cultural activities and 
programs that contribute to the well being of the 
community or promote human rights. The Japanese 
Canadian Redress Foundation (JCRF) was established by 
the NAJC for the purpose of allocating the $12 million 
community redress payment on behalf of the Japanese 
Canadian community. 

In furtherance of the purpose of the community redress 
payment, the Redress Foundation entrusted the NAJC to 
administer a Sports, Education, Arts Development 
(SEAD) and Cultural Development (CD) program. It is 
the intent of the Redress Foundation and the NAJC to 
ensure that the benefits realized from the Redress 
Agreement continue to benefit and enhance the 
development of the Japanese Canadian community and 
its members into the new millennium. 
 
Deadlines for applications are March 31 by 2:30pm CST. 
 
For more information and application form, go to 
http://najc.ca/funds-and-awards/najc-endowment-fund/  
 
 

 

 

 
Achievements of the EJCA Japanese Language 
class students 
EJCA has been offering Japanese language classes since 
2009. The Beginner Advanced students are getting very 
good in Japanese language skill. Please see how they are 
doing by the stories they posted in EJCA Website. English 
translations are attached. 
http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese
%20Advanced.pdf  

 

日本語教室 作文 
 

エドモントン日本文化協会では 2009 年から日本語教室を開き、会員

に日本語の指導をしています。初級アドバンス クラスの生徒は日本

語の力がとても上達しています。ＥＪＣＡのＷｅｂｓｉｔｅに生徒の作文を

載せました。ご覧下さい。 

http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese
%20Advanced.pdf  

http://najc.ca/funds-and-awards/najc-endowment-fund/
http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese%20Advanced.pdf
http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese%20Advanced.pdf
http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese%20Advanced.pdf
http://www.ejca.org/documents/2017%2011%20Japanese%20Advanced.pdf


Moshi Moshi 

15 March - April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

This space is available for your advertizement. 
 
Interested?, Please go to  
http://www.ejca.org/moshi-moshi-advertisement.html  
 

広告を掲載したい方は上記のWebsiteで手続きをしてく

ださい。 

 

http://www.ejca.org/moshi-moshi-advertisement.html
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Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups
Awa Odori - Japanese Folk Dance  

Contact: Cathy Tennant at <tennant@shaw.ca>  

Bonsai Club  

Meetings: 3rd Thursday of each month, 7:30-9:30 pm  

Contact: Les Dowdell <hokkoku@telusplanet.net> 

Calligraphy - Keifukai of Edmonton 

(Suitable for experienced calligraphers) 

Practices: 2nd Wednesdays of each month, 1:00-3:00 pm 

Contact: Sawako Inagaki <shuka761@yahoo.co.jp> 

Edmonton Gojukai Karate Club  

Tuesdays and Thursdays (except holidays)  

Children, 7-12 years of age: 6:00-7:00 pm  

Youth/Adult, 13 years and above: 7:00-8:30 pm  

Contact: John Priegert 780 436-0977 <priegert@telus.net> 

EJCA Women’s Gojukai Karate Club                                 

Tuesdays 8:00-9:30 pm and Fridays 7:30-9:00 pm  

Contact: Dana Nawata <namjar62@gmail.com> 

Jodo Club  

Practices: Every Sundays 3:00 pm-5:00 pm 

Contact: Hideji Ono 780 458-7269 <hideji.ono@shaw.ca> 

Karaoke Club  

Practices: 1st and 3rd Friday of each month, 7:30-10:00 pm  

Contact: Takashi Ohki <ohki@shaw.ca> 

Kimono de Jack Club – Wear Kimono 

Contact: Tamara Sutherland <kdjnorthab@gmail.com> 

Facebook: <FB.com/kdjnorthab> 

Kita No Taiko - Japanese Drumming   

Practices: Mondays and Wednesdays at 7:00 pm  

Contact: 780 431-0300 or <info@kitanotaiko.ca> 

Website: <www.kitanotaiko.ca>  

Ikebana Club – Flower Arrangement 

Meetings: 1st and 3rd Thursdays of each month, 7:00-9:30 pm  

Contact: Jean-Marcel Duciaume 780 803-5690 

<jmduciaume@gamil.com> 

Website: <https://ikebanaclub.com>  

Matsu no Kai - EJCA 55 and Up Club  

Contact: Alan Davis < ardavis@ardsys.ca> 

Nihongo Kaiwa  – Japanese Conversation Club 

Mondays 5:00 – 7:00 pm (except holidays) 

Contact: Carol Rushworth < rushwrth@telus.net > 

Nobara Chorus Group  

Practices: 1st & 3rd Wednesday  

10:00 am - 12:00 noon  

Contact: Mineko Sasano < msasano@telus.net> 

Table Tennis Club 

Practices:  1st and 3rd Sunday of each month, 12:45-2:45 pm  

Contact:  Sanae Ohki < sanaeohki@shaw.ca >  

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance  

Practices: Mondays, 1:30-4:00 pm 

Contact: Keiko Frueh <keikofrueh@shaw.ca>

 
 

 

 

mailto:tennant@shaw.ca
mailto:shuka761@yahoo.co.jp
mailto:ohki@shaw.ca
mailto:kdjnorthab@gmail.com
http://fb.com/kdjnorthab
mailto:keikofrueh@shaw.ca
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2017 - 2018 EJCA Board of Directors & Committees 

Board of Directors: 

President:          Sanae Ohki               
Vice-President: Tamara Sutherland        
Secretary:         John Priegert       
Treasurer:         Lyn Lafferty                 

EJCA Board Directors                    
Hideji Ono                                         
Jim Hoyano                                    
Omar Rmer                                     
Julie Rossignol  

EJCA-Argyll Joint Committee 
Sanae Ohki 
John Priegert 
 

Communications      
Carley Okamura         
Sanae Ohki          

Finance Committee  
Jim Hoyano (chair) 
Lyn Rafferty 
David Mitsui 
 
Library Committee 
Carol Brandly 
Cathy Tennant  
David Sulz 
Jim Hoyano 
Liz Machida (chair) 
Sanae Ohki 
 
Membership Committee 
To be decided 

Culture Programs 
Committee  
Sanae Ohki 
Yukiko Nagakura 
 
Garden Committee  
John Priegert (chair) 
Les Dowdell  
Cathy Tennant 
Alan Davis 
Ruriko Davis 
 
NAJC Liaison 
Takashi Ohki 
 

Scholarship & Grant 
Committee 
David Mitsui 
Daiyo Sawada  
 
Heritage Festival 
John Priegert                       
David Mueller                       
Omar Amer 

Centre Manager 
Scott Tanaka 
< office@ejca.org > 

Event Coordinator             
Tomomi Calder                
<event@ejca.org> 

EJCA Mission & Vision Statements 

VISION STATEMENT 

The Edmonton Japanese Community Association is a community of 

members whose vision is to create a shared experience of Japanese 

and Canadian culture. 

MISSION STATEMENT: 

The Edmonton Japanese Community Association builds a supportive 

community to explore Japanese and Canadian cultural sharing by: 

• providing a facility for groups interested in Japanese cultural 

matters; 

• creating and delivering services, programs and events; 

• creating partnerships between EJCA and other Edmonton area 

organizations and Japanese Canadian organizations; 

• acting as a representative of Japanese and Canadian people to 

provincial and national organizations of similar purpose. 

エドモントン日本文化協会の基本理念と活動方針 
基本理念 

エドモントン日本文化協会は日本文化とカナダ文化を皆と一緒に理解し振興しようと

いう人達の集まりです。 

 

活動方針 

基本理念を実行するために次のような活動をします。 

• 日本文化及びカナダ文化に興味を持つ人たちに施設を提供する。 

• 基本理念に関連したサービス、プログラム、行事を企画し、提供する。 

• エドモントン地区の他の団体や日系カナダ人の団体と提携して活動する。。 

• 基本理念を共有するアルバータ州やカナダの団体の会合や協議にエドモン

トン地区の代表としての参加する。

 

Published by 

Edmonton Japanese 

Community Association 

 

Editorial Address: 

6750 - 88 Street 

Edmonton, Alberta 

T6E 5H6 

Tel: (780) 466-8166 
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Takashi Ohki 

Sanae Ohki 
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Edmonton Japanese Community 
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the Japanese community and those 

interested in Japanese culture, including 

announcements of upcoming events. 
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2018 EJCA Membership Application Form 

(*indicates the fields that you must fill in) 

Please mail this EJCA application form with a cheque payable to EJCA, addressed at 6750 88 

Street, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5H6, or drop off at the Office. The fee can be paid 

online by the Paypal. Please go to http://www.ejca.org/ejca-membership.html.  

* Date of application: __________________ 

* First name: _______________, * Last name: _________________(Another last name: ______________) 

      If family membership:  Spouse First name: _________________ Spouse Last name: _____________ 

        Child 1: _____________Child 2: ____________Child 3: __________  Child 4: __________ 

* Address: ___________________________________, * City: __________________ 

* Province: ____________________, * Postal code: ______________ * Telephone: ________________ 

  Email (member): _____________________________  Email (spouse): ___________________________ 

 Emergency contact name: ______________________    Emergency contact telephone _______________ 

As a member of EJCA, I give my consent to receive emails from EJCA regarding programs, events, updates, and inquiries. 

EJCA会員として、EJCAよりプログラム、行事案内、お知らせなどの e-mailを受け取ることに同意します。 

Please (✔) applicable items:       

*1. New or renewal:     (  ) This a new membership or (  ) This is a renewal  

*2. Membership: paid by (  ) cash    (  ) cheque     (  ) PayPal 

 (  ) Family membership (two or more members in one household) $35.00 

 (  ) Single membership      $20.00 

 (  ) Senior family membership with both over 70 years old  Free 

 (  ) Senior family membership with one is over 70 years old  $20.00 

 (  ) Senior single membership (over 70 years old)   Free 

*3. Newsletter Moshi Moshi subscription:  (  ) on-line   or (  ) on paper  

4. Check all clubs where yourself and/or any of your family is a member 

(  ) Bonsai Club    (  ) Calligraphy           (  ) Gojukai Karate     (  ) Ikebana Club              (  ) Jodo Club         

(  ) Karaoke       (  ) Kimono de Jack   (  ) Kita no Taiko        (  ) Matsu no Kai (55-up)  (  ) Nihongo Kaiwa       

(  ) Nobara Chorus  (  ) Table Tennis        (  ) Wakaba-kai        (  ) Women’s Karate         (  ) Janaese Language class 

5. Check all EJCA committees and volunteer tasks that you are interested in: 

(  ) Bazaar volunteer   (  ) Culture Programs volunteer  (  ) Events volunteer   (  ) Heritage Festival volunteer   

(  ) Garden Committee  (  ) Heritage Festival Committee   (  ) Library Committee 

 

All personal data are used for EJCA’s internal use only. 

Photos and video of EJCA activities may be posted in the newsletter or EJCA website. If you do not want your images posted, 

please avoid camera.ＥＪＣＡの活動は写真やビデオの形で、インターネットのホームページや会報に掲載される事があります。

写真やビデオが掲載されたくない方は、写真やビデオに写らないようにしてください。 

http://www.ejca.org/ejca-membership.html

