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EJCA Summer Festival – All welcome!

ＥＪＣＡ夏祭りニュース

Preparation for the EJCA Summer Festival - the Natsu
Matsuri 2018- is well underway. The first and the second
Natsu Matsuri held in 2016 and 2017 were overwelmingly
successful and enjoyed by 1,000 people. EJCA is planning
the event this year with more fun!

７月 14 日（土）午後 2 時から８時までに行われるＥＪＣＡ夏祭り 2018

The goal of this event is to create
awareness of Japanese culture by
providing a traditional Japanese
summer festival experience for people
in the greater Edmonton area on Saturday, July 14th 2 - 8
pm. What does that mean? Children’s games, decorative
lanterns, bon odori dancing, festival food, beer, karaoke,
demonstrations, and shops, along with much more. The
Flower Arrangement Club will demonstrate
arrangements, then you can even buy the flower
arrangements, Animethon members will join us
in costume and present “Maid Café” dance, and
the Yosakoi Dance group will join us from
Calgary.
The Natsu Matsuri is truly
a family event: Japanese
games for the kids and prizes;
festival food by professionals and
EJCA; beer garden for adults; small
Japanese shop; many cultural
presentations! So, if you stop reading
at this point, I want to make sure that at least you have
decided to attend the third Natsu Matsuri - this event is
being created with you in mind, so we want you be there to
have a wonderful time!
It is a great chance to wear your Yukata…..no Yukata? No
problem, there are rental Yukata at a selfie photo station!

の準備が着々と進んでいます。 2016 年と 2017 年に行われた第 1 回と
第 2 回の夏祭りは 1，000 人の参加者を
迎えて、大成功! 皆様に日本風な夏祭り
を楽しんでいただきました。今年も皆で楽
しみましょう!
何で夏祭り？と思われますか？ＥＪＣＡで
はエドモントン市民に夏祭りを通して日本
文化への興味を持って欲しいと思っています。ＥＪＣＡセンターの隣の広
場に提灯を飾り、盆踊り、子供のゲーム、カラオケなど楽しい行事をし
ます。日本文化や武道のデモもあります。お祭りの食べ物の屋台もそし
てビールもあります。アニメソンからはコスプレでの参加者がメイドカフ
ェダンスを披露します。生け花クラブでは会員が生け花をするところを
見ていただいてから、作品を即売します。カルガリーからは“よ
さこい”踊りグループが来ます。
夏祭りはお友だちや家族と楽しむのが一番！子供のゲームに
は賞品もでます。屋台はプロの料理店の出店もあります。ビア
ガーデンはオープンスタイル、ビールを飲むお父さんと一緒に
子供はかき氷を楽しめます。
楽しそうでしょう? ＥＪＣＡ第３回夏祭りにぜひ、
ご家族でおいでください。お友達も沢山誘ってく
ださい。楽しい 1 日にしましょう! そしてゆかた
を着ていらしてくださーい！（え、ゆかたを持って
いないって? No Problem! セルフィ写真館へい
らしてください。大人、子供、男女のゆかたを借
りて写真が撮れます。そしてぱっと、日本のおじ
いちゃん、おばあちゃんにメールできます!）
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夏祭りのボランティア募集

Volunteers Needed for the Natsumatsuri
Summer Festival!
Keiko Marumo
The EJCA is hosting the 3rd annual Natsu Matsuri on
Saturday, July 14, 2018, and we are calling out for
volunteers!
There are a great many positions that need volunteers:
greeters, ticket sales, food and drink sales, shop sales, and
kids’ games, just to name a few. If you need volunteer hours,
or would like to learn about Japanese culture, or you want to
become more involved with the EJCA community, this is a
great opportunity to help out! Please invite your family
members and friends as volunteers.
The chart shows the positions, times, and number of
volunteers needed for each shift. For example, The “Site
Set Up” position is from 9am – 2pm and requires 20
volunteers. If you want to volunteer for this position or any
other position, there are two ways to sign up:

Moshi Moshi
ケイコ・マルモ

EJCA は７月１４日（土曜日）に EJCA センターで第三回夏祭りを開き
ます。つきましては大勢のボランティアの参加をお願いいたします。
どなたにも適した様々な種類と時間のボランティア活動があります。
体力のある方は、テントの設置、子供好きな方は子供のゲーム、座っ
ている方がよい方は切符の販売、ゆかたの着付けもあります。
学生でボランティア活動の単位の欲しい人、日本文化に接したい人、
もっと EJCA の活動に参加したい人など、夏祭りはまたとない楽しい
ボランティアの機会です。是非ともご参加ください。下記の表を参考に
して応募ください。また何でも質問があれば下記までご連絡ください。
1． 電子メールはマルモ・ケイコ matsuri-volunteer@ejca.org
名前、メールアドレス、仕事のコード（例１A, 3B）を書いてください。
2． 電話は EJCA オフィス (780) 466-8166 名前、メールアドレス、
電話番号、仕事のコード（１A, 3B など）をお知らせください。
一つの仕事と時間に必要以上の人が応募したときには他の仕事また
は違う時間をお願いすることがあります。予めご了承ください。

1. Email the volunteer coordinator, Keiko Marumo, at
matsuri-volunteer@ejca.org with your full name, email
address, and task codes (e.g. 1A, 3B).
Volunteering
is fun and a
wonderful
learning
opportunity!

2. Call the EJCA office at 780-466-8166 and leave your
full name, telephone number, email, and task codes.

Please note that we may ask you to change positions if we
receive more than the required number of volunteers for a
task.For questions, email matsuri-volunteer@ejca.org.

Position
Site Set Up
Decoration Set Up
* Greeters
* Ticket Sales – Indoors
* Ticket Sales – Outdoors
* Ticket & Cash - Count
Maintenance Crew
EJCA Food Server
Shaved Ice Server
ECJA Food Runner
ECJA Drink Sales –
Indoors/Outdoors
Kids’ Games
Small Shop Sales
Selfie Station
** First Aid Attendant
Decoration Tear Down
Site Tear Down

9am –
2pm
1A (20)
2A (4)

1:30pm –
4pm

4pm –
6pm

6pm –
8pm

8pm –
9pm

仕事

3B (2)
4B (3)
5B (2)

3C (2)
4C (3)
5C (2)

3D (2)
4D (2)
5D (1)

8B (6)
9B (2)
10B (2)

7C (1)
8C (6)
9C (2)
10C (2)

7D (1)
8D (6)
9D (2)
10D (2)

テント組み立てなど会場の準備
飾り付け
* 受付
* 切符の販売 –室内
* 切符の販売–屋外
* 売り上げの計算
会場の管理
EJCA 食べ物の販売
かき氷の販売
ECJA 食べ物の運搬

11B (3)

11C (2)

11D (2)

ECJA 飲み物の販売、室内と屋外

12B (5)
13B (3)
14B (3)
15B (1)

12C (5)
13C (3)
14C (3)
15C (1)

12D (5)
13D (3)
14D (3)
15D (1)

子供のゲーム
即売店
写真館着付けなど
** 救急員
16E (4) 飾り付けの片付け
17E (20) 会場片付け
*EJCA の会員であること
**救急の免状保持者、医師、看護師

6E (3)

* Only EJCA members can apply these positions
**Volunteers with First Aid certificate or Doctors/Nurses

2

May – June 2018

ＥＪＣＡティーンズ・サマーキャンプ

EJCA Summer Camp for Teens

近年、アニメやマンガ、ゲームソフトといった日本のサブカルチャーを
きっかけに、日本の文化や日本語に興味を持つ子供達が増えていま
す。 そこで、EJCA では、夏休み期間中に、一週間たっぷり、日本文
化や日本語に触れることが出来る、カナダの中高生を対象にしたサマ
ーキャンプを企画しました。このキャンプは、日本の学校の時間割を
参考にして、基本的な日本語、空手、書道、茶道、そして盆踊りなどの
日本文化を体験する事が出来るプログラムを提供します。お知り合い
に日本に興味のあるお友達やお友達のお子さんがいたら、ぜひ、この
キャンプを紹介してください。キャンプ中の説明その他は英語です。
日程 7 月 9 日（月）〜13 日（金）
時間 9 時 30 分〜4 時 30 分
中学 1 年生〜高校 3 年生（EJCA 会員であるこ
対象者 と、現在会員でなくても新規会員に登録して参加
出来ます）
場所 EJCA
参加費 $250（教材費、昼食２回を含む）

Mineko Koto

Japan is well known for its anime, manga and video games.
In recent years, more and more children have become
interested in Japanese culture and are studying Japanese
language because of their growing interest in Japanese
pop culture. For the first time ever, this summer, EJCA is
offering a week-long Japanese summer camp for teens. In
addition to learning basic Japanese, participants will also
have the opportunity to experience different aspects of
Japanese culture such as karate, origami, Japanese
traditional dance and more. If you want to know about
Japan, come and join with us!
Date
Time
Participants
Location
Cost

Moshi Moshi
向当みね子

詳細は、こちらのサイトをご覧ください。
https://peraichi.com/landing_pages/view/japanese-summer-camp

July 9 (Mon) – July 13(Fri) 2018
9:30 am – 4:30 pm
Grade 7 – 12 (must be an EJCA member; If you
are not a member yet, you can apply for an
EJCA membership and participate in the camp)
EJCA
$250（includes teaching materials and two
lunches）

For more details of the camp, please click the website.
https://peraichi.com/landing_pages/view/japanese-summer-camp

Summer Camp for Children in Japanese

にほんごサマーキャンプへのお誘い

Masako Mallon
There are many children who can speak Japanese in
Edmonton. The EJCA is holding a summer camp for
Japanese-speaking children this summer. Come and join
the camp. Speak Japanese and make friends.

マロン 真佐子

皆さま、エドモントンにどのぐらい日本語を話す子供たちがいると思い
ますか。そんな子供たちが集まって、日本のゲームや工作をしたり、
自分たちで夏祭りを準備したりして、日本語を楽しく使い、友達をたくさ
ん作るサマーキャンプを企画しました。

The summer camp will be held for four days from Monday,
August 20 to Thursday, August 23 at the EJCA Centre in
Edmonton, 100 percent in Japanese. The theme of the
summer camp will be “Japan Yesterday and Today.” The
summer camp will be for children from kindergarten to
Grade 9 and they will participate in two kinds of programs,
one for lower grades and the other for higher grades. But
there will be some programs in which all children
participate. You can see some samples of the programs in
the link below.

キャンプは８月２０日（月）～８月２３日（木）までの４日間、１００％日本
語環境で行います。夏休みに、エドモントンに住む皆さまのお子さまに
も日本の子供たちが体験する文化を楽しませてあげませんか？キャ
ンプのテーマは「日本の昔と今」。幼稚園児から中学３年生までを対
象に、低学年と高学年の二つのグループに分けて行うアクティビティ
が中心ですが、低学年と高学年が共同で活動するプログラムもいくつ
か取り入れて、学年にとらわれない「縦のつながり」も育んでいく予定
です。ワクワクするようなプログラムをたくさん準備しています。
エドモントンにいながら日本を体験できるこの機会をぜひお見逃しなく。
みなさまのお子さまの参加を心よりお待ちしています。
※申し込み等の詳細につきましては、このリンクをご覧下さい。
http://ejca.org/images/events/posters/SummerCampForKids.pdf
なお、人数に限りがありますので、お申し込みはお早めに。

Please make the best use of this summer camp to
experience Japanese culture right in Edmonton. We set
the maximum number of children for the summer camp.
Please register now from the link.
http://ejca.org/images/events/posters/SummerCampForKids.pdf
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Moshi Moshi

Nihongo Salon
On February 10, 2018, EJCA hosted the first gettogether with members and friends who came
from Japan. At the get-together, it was identified
that to have lectures in Japanese was one of
priority activities. Responding to that priority, the
second meeting was schduled with a lecture by a
doctor from U of A on Saturday, May 26, 1:00
pm. The topics are: Healthcare systems in
Alberta, Home Doctors and Diabetes. A casual
social time follows. Please invite your Japanes
friends to the Nihongo Salon.

日本語サロン 講演会「アルバータの医療制度、ホームドクター、糖尿病」及び 親睦会 へご招待 ！
講演:

アルバータ大学の医師がアルバータ州の医療制度とホームドクター、糖尿病について話します。
質疑応答の時間もあります。社交の時間には先生と個人的にお話しが出来るでしょう。
日時:
5 月２６日(土)
1 時－2 時 30 分 講演と質疑応答、
2 時 30 分－3 時 30 分 和菓子とお茶を頂きながら親睦、社交の時間, 図書も利用できます。
会場:
エドモントン日本文化会館、 6750 - 88 Street 780－466－8166
会費:
EJCA 会員は無料、EJCA 非会員は 1 人＄２．００、予約の必要はありません。
講演中、お子様はキッズルームで遊べます。
すべて日本語です。上履きをお持ちください。
お問い合せは event@ejca.org へどうぞ。お待ちしております。
ポスターはこちら: http://www.ejca.org/images/events/posters/NihongoSalonposter.pdf

子供集まれ、新しいプレイグランドで遊ぼう!

Let’s play together at the renovated playground
next to the EJCA Centre

50 万ドルかけた会館横のプレイグランドが 6 月末に完成します。豪華
ですね! 私達の会館を共同運営しているアーガイルの人達の努力で
す。EJCA もアーガイルとの共同運営資金から寄付をしました。

The playground next to the EJCA Centre has been
enlarged and upgraded and will be open by the end of
June. Altogether, it cost $500,000 for this upgrading and
the EJCA made a contribution too. The EJCA plans a
schedule for our children to play together at the playground.
You can come with your children any time and leave any
time during our scheduled time. When it rains, you can
play inside the EJCA Centre.

夏の間、EJCA 会員の子供達がこの素晴しいプレイグランドで遊べる
ように親子参加型で遊ぶ時間を計画しました。予約不要、いつ来ても、
いつ帰っても大丈夫です。日本文化協会では休憩や子供のトイレ、雨
天のために会館のホールを提供します。お友だち同士お誘い合せて
ご参加下さい。

Time and Date: From noon to 3 pm, every Wednesday
between July 4 to August 29 (except July 11 and August
22); bring your own lunch and snack.
The playground is not supervised by any specific person.
Parents look after own kids.
Contact: EJCA event coordinator, event@ejca.org

日時： 7 月 4 日から 8 月 30 日まで毎水曜日 7 回（7 月 11 日なし、8
月 22 日なし） 12 時－3 時まで。 お昼やおやつも自由にお持ちくだ
さい。EJCA の庭とプレイグランド内にピクニックテーブルがあります。
場所：EJCA 会館横のプレイグランド、EJCA ホール
責任者：保護者（EJCA はホールを提供するだけで、お世話はしません）
連絡係：EJCA イベントコーディネーター event@ejca.org

ACL also invites you to a super informal gathering “let’s
play together”, all year around: Sundays at 3 pm, rain or
shine, come visit to the beautiful new playground. It’s an
informal time to meet-up
with friends and enjoy our
wonderful green-space all
year round!

近隣のアーガイルコミュニティの人たちは 1 年中、日曜日の午後 3 時
にプレイグランドで集まり一緒に遊びます。EJCA 会員も大歓迎です。
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会長報告

President’s Corner

Sanae Ohki
Now we have both spring and summer at the same time in
Edmonton.
This summer, we are going to have the third Natsu Matsuri
Summer Festival at the EJCA. Currently, we are right in
the middle of planning and asking you to volunteer. Getting
to know each other through volunteer activities is one of
the best merits of being a member of the EJCA and we
welcome your enthusiastic participation in the Natsu
Matsuri Summer Festival again this year.

Moshi Moshi
大木早苗

エドモントンに春と夏が一緒に来ました! お元気ですか?
夏と言えば夏祭り、今年で３回目になります。夏祭り企画委員会が準
備中です。今年も皆様のボランティアの力で楽しい催しにいたしましょ
う。ＥＪＣＡの価値の一つは会員がボランティアをしながら友達になり、
助け合い、会の趣旨を深めていることです。是非ボランティアに応募し
ていただくようにお願いいたします。
夏には新しいプログラムのサマーキャンプを二つ予定しています。
又、生け花クラブと書道クラブには日本から先生が来ます。盆栽クラ
ブでは展覧会があります。クラブへの入会にとてもよい機会です。どう
ぞいろいろなクラブに参加して日本文化に親しんでください。

During the summer months, EJCA is offering two summer
camps for the first time, refer to page 3. Also, the Ikebana
Club and the Calligraphy Club are having expert teachers
from Japan. The Bonsai Club is planning an exhibition.
These are wonderful occasions to become members of
clubs and to experience Japanese culture.

まず、この２ヶ月間に実施されたエドモントン日本文化協会に関する
安全対策についてお知らせします。
会館の安全対策１：3 月にエドモントン市の防火管理者の不意打ち検
査を受けました。その結果、次の点が指摘されました。
1. ミーティングルームの定員数の確認。
2. ミーティングルームとホールのドアーに緊急時の退出路を明
記する。
3. 地下へ行く階段上下の踊り場辺りに物を置かない。
•
今回決められたミーティングルームの定員数は以前より多くなって
いるので、問題はありませんが、Website の情報を更新しました。
•
各部屋のドアーの横に緊急時の退出路図を張り出しました。
•
地下へ行く階段の踊り場にあった物を片付け、地下室を整理して
空の段ボール箱は出来るだけ処分しました。

I want to inform you of security measures and procedures
at the Edmonton Japanese Community Association that
we have implemented over the last two months.
Security at the EJCA Centre Part 1:
In March, the Edmonton Fire Department conducted a
surprise fire security inspection of the EJCA Centre and
pointed out the following three things.
• Confirmed the people capacity for each room of the
Centre (See the table at the end of this article; new
capacities are more than the previous capacities)
• An emergency plan should be provided and posted.
A map of the emergency exit route has now been
posted next to the door of each meeting room.
• Storage should be removed from the stairwell going
down to the basement and combustible from under the
stairs. We have removed these items.

会館の安全対策２：２年前から懸案になっていた会館へ出入りすると
き打ち込んでいた暗号番号を Fob Key というシステムへ移行するプロ
ジェクトが 4 月末で完了しました。Fob Key は PIN (個人識別番号)と
暗証番号の組み合わせで鍵の使用者を識別する機能で、最近の車
にも使われています。会館の鍵を持っている人は全員 Fob Key を受
け取り、使い方の指導を受けました。6 月 1 日から旧来の暗証番号を
打ち込むことは出来なくなります。なお Fob Key は会員の必要に応じ
てホール側とオフィス側の両方、又は片側だけに使えるように設定し
てありますからご注意ください。マネージャーのスコットさん、ご苦労様
でした。ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

Security at the EJCA Centre Part 2:
A new security system to open and close the doors to the
lounge area and hall has been introduced. Each key has a
digital personal identification (Fob Key). You place the Fob
key on the security box to open and close these doors. If
you are still using the pass word, please contact the office
manager Scott Tanaka.

会員の安全対策：クラブ活動、ワークショップ、行事、会議などで会館
がひんぱんに使われています。理想的にはこのような活動の時は怪
我や病気などの救急時に対応出来る人がいることです。5 月 5 日に
EJCA の為の First Aid Certificate 1 日コースを St. John’s
Ambulance で行いました。松の会（シニアークラブ）と子供が参加す
るプログラムの講師 15 人が講習を受け、全員テストに合格して
Certificate Level A を取得しました。一つ上の Certificate B を受ける
会員もいます。この方達がいろいろな行事やクラスに参加して救急時
には適切な対応をしてくださることでしょう。

First Aid support for EJCA members:
The EJCA Centre is busily used for club activities,
workshops, events and meetings. It is desirable that there
is a person trained for emergencies such as accidents and
sudden sickness on each of these occasions. On May 5,
fifteen EJCA members representing clubs and programs
went to St. John’s Ambulance to take a full-day course for
the First Aid Certificate (Level A). Some of them are taking
the Level B course. They will be available at EJCA
programs and events.

役員会では 10 月の年次総会に提案できるよう会則の改定案を検討
中です。4 月 28 日に行われた１回目の特別役員会に続いて 5 月 24
日に予定している 2 回目の特別役員会で大筋の検討が終る予定で
す。前会長の東谷陽子さんが中心になって役員全員が活動していま
す。
4 月 27 日には新しくカルガリー総領事館へ着任された小林総領事と
坂本領事が会館を訪問してくださって、役員と親しく歓談する機会が
ありました。会の歴史、クラブや日本文化や日本語に関係した活動状
況、新しい事業についてお知らせしました。その時に用意した次の
File（日本語）はエドモントン日本文化協会を知っていただくのに便利
です。どうぞご利用ください。
…次のページへ

Revising the EJCA Bylaws:
The EJCA Board is now revising the EJCA Bylaws so that
it can present the revised bylaws at the EJCA Annual
General Meeting in October, 2018. The Board held a
…cont to the next page
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…from prev page
special meeting on April 28 to review the bylaws where Ms
Yoko Azumaya, our previous president, played a major
role. The revision will be mostly done at the Board’s
second special meeting on May 24.

…前ページより

The new Consul-General of Japan’s Visit to the EJCA:
Mr. Kobayashi, the new Consul-General at the ConsulateGeneral of Japan in Calgary and Mr. Sakamoto, visited us
at the EJCA Centre on April 28, 2018. We prepared a brief
introduction to the EJCA and its activities for our
presentation. It is a short but good summary of the EJCA.
It is in Japanese. Please look at it at
http://www.ejca.org/documents/events/ejca%20short%20in
troduction.pdf
We thanked them for their contributions to our Japan
Today programs and other activities.

基金と言えば、全カナダ日系人協会へコミュニティ再開発への基金と
して$3050 を申請し、全額を承認されました、これは全部で$24000 の
基金の内、去年夏祭りとヘリテージ祭りへ$20950 の基金を受け取っ
た残りです。$3050 で文化活動に使っているゆかた類の補充、畳の新
調、茶道の道具の買い換えなどをします。これからの文化活動に役立
ちます。

http://www.ejca.org/documents/events/ejca%20short%20introduc
tion.pdf
総領事館からは Japan Today プログラムへ基金を頂いているほか、
日本文化振興活動に協力していただいています。

New ConsulGeneral
Kobayashi visited
EJCA
The back row:
Hideji Ono
Takashi Ohki
Jim Hoyano
Joh Priegert
Front row:
Consul Sakamoto
Sanae Ohki
Consl-General
Kobayashi
Tamara Sutherland

Community Re-development Fund from the National
Association of Japanese Canadians (NAJC):
EJCA applied for the fund and received $3,050 from the
NAJC’s special Community Re-development fund. This is
a part of the $24,000 that the EJCA received from the
same fund for our Natsu Matsuri Summer Festival and
EJCA Pavilion at the Edmonton Heritage Festival in 2017.
This time EJCA is planning to spend $3,050 on new tatami
mattresses, yukata and tea ceremony equipment.
Meeting room

Dining & Beverage

Space with Non Fixed
Seats 椅子だけ
47
80
43
172

食事

Lounge 1（Board room）
Lounge 2（Large meeting rm）
Lounge 3（Next to hall）
Hall

29
50
27
132

Space with Non Fixed
Seats & Tables
椅子とテーブル

37
63
34
132

領事出張サービスのお知らせ（エドモントン市）
【お願い】
今回の領事出張サービスをご利用希望の方は、書類の準備の都合
上、お手数ですが以下の期日までに当館領事班にお電話にてご予約
下さいますよう、お願い申し上げます。郵送による各種申請も受け付
けておりますので、申請用紙等をご希望の方は期間に余裕をもって当
館領事班までお問い合わせ下さい。
予約締め切り：6 月 1 日（金）午後 5：00

在カルガリー日本国総領事館・領事班
以下の日程でアルバータ州エドモントン市において領事出張サービス
を行う予定です。お近くにお住まいの方にもお声掛けの上、是非ご活
用下さい。
日時：平成 30 年（2018 年）6 月 15 日（金）
午前 9：00～午後 12：30、午後 1：30～午後 5：00
会場：エドモントン日本文化会館（Edmonton Japanese
Community Association Centre）
住所：6750 88 Street, Edmonton, Alberta
電話：780.466.8166

※当日の混乱を避けるため、予約をいただいた皆様お一人お一人の
受付時間をあらかじめ指定させていただきます。場合により、指定の
時間を多少過ぎてお待ちいただくこともあります。また、利用者が極め
て少ない等、場合により中止させていただく場合もございます。
【お問合せ先】
在カルガリー日本国総領事館・領事班
電話（403）294－0782、メールアドレス: consular@cl.mofa.go.jp

【サービスの内容】
在外選挙人名簿登録申請受付、IC 旅券の交付、戸籍・国籍関係届受
理又は相談及び各種証明書の発給・申請受理等。

当館 http://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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ベビーサロン

Aki Kawai

At 10 am on every Wednesday, Teacher Emi calls out,
“Come here, everyone!” in the lounge at the EJCA Centre.
Then, small children between zero and two years old and
their parents all come and sit around the teacher. Now the
EJCA Baby Salon is about to start.

カワイ アキ

「おいで、おいでー。」毎週水曜日朝 10 時を回るとエミ先生の掛け声
が EJCA 会館のホールに響きます。その掛け声を合図に、それまで
ホールのあちこちにいた子供達とパパ、ママがエミ先生を中心にして
輪になって座ります。45 分間のベビーサロンの始まりです。
ベビーサロンの参加者は大人と子供を合わせて毎回約 20 人前後。
子供の年齢層は 0～2 歳。カナダで生まれた娘に、日本文化に触れ
る機会を少しでも多く与えたいと思っている私は、ベビーサロンのお知
らせを聞いて即座に申し込みました。

About 20 children and their parents attend the EJCA Baby
Salon. I joined the salon with our Canada-born child as
soon as I found out about the Baby Salon. I thought this
would be a good opportunity for our daughter to get
exposed to and learn Japanese culture.

クラスは歌や手遊び歌から始まります。パパやママの膝に乗ったり、
ホール内を動き回りながら、子供達はおもいおもいのスタイルで歌を
楽しみます。クラスの後半は毎回お楽しみ。5 月第一週はエミ先生が
子供達一人一人に新聞紙で鯉のぼりを作ってきてくれました。インク
やスタンプを机に並べ、鯉のぼりに鱗をつけよう、というわけです。ク
ラスの終わりには小さな可愛い手形までついた色とりどりの鯉のぼり
が出来上がりました。

The salon starts with singing songs and playing learningsongs (learn the Japanese language by singing songs and
playing games). Small children enjoy songs and games in
their own ways, sitting on the laps of their parents and
running around the lounge. In the second
half of the salon, there is always some
surprise. In the first week of May, the
teacher brought a paper-folding carp to
each child. All children decorated and
coloured their carp.

クラス終了後、お昼頃まで他
のメンバーと和気あいあいと
した雰囲気の中で交流を深め、
私と娘は帰宅の途に。帰りの
車中は、しっかり遊んでぐっす
り眠る娘と、しっかり気分をリ
フレッシュし、クラスで歌った
歌を歌いながら運転する私、
というのがお決まりのパター
ンです。

After the salon program is over, we hang
for a while talking to our friends By the time
we drive home, our daughter is tired out by
the excitement in the salon and goes to
sleep in the car while I drive singing songs I
have learned at the salon, feeling all
refreshed.

Spring Clean-up of the EJCA Centre

会館の大掃除

We are going to have the annual spring clean-up of the
EJCA Centre from 10am to 2pm on Saturday, June 9. We
prepare all equipment needed for the clean-up and provide
a good lunch for everyone. All you need is to sleep well the
night before to store up your energy and just show up
empty-handed at the EJCA Centre at 10am.
We ask the following clubs to contact Scott Tanaka
(office@ejca.org) and provide him with the names of two
club members who will definitely show up for the clean-up:
Bonsai, Shodo, Matsu-no-kai, Karate, Ikebana, Karaoke,
Kita-no-taiko, Japanese conversation club, Ping pong,
Jodo, Japan Today, and Japanese language classes.

毎年 6 月第 2 土曜日に会館の大掃除をしています。今年は 6 月 9 日
10 時―2 時です。会館をよく利用しているクラブや日本語教室の皆様
に参加していただいています。掃除道具などは EJCA で用意します。
例年のように昼食を準備します。次のクラブとプログラムの責任者は、
5 月 31 日までに 2 人ずつ掃除係を選んでクラブ名と参加者の名前を
会館マネージャーScott Tanaka までお知らせください。
office@ejca.org
盆栽クラブ、書道クラブ、松の会、空手クラブ、生け花クラブ、からおけ、
北の太鼓、日本語会話クラブ、卓球、杖道、Japan Today, 日本語教室
生徒。
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Maria Tan

Saturday, May 12 was a sunny spring day and the plum
tree in front of the EJCA Centre was in full bloom, greeting
me at the entrance to the Argyll/EJCA Community Centre.
Inside, the forth installment of the EJCA Japanese Home
Cooking Workshop was about to get underway.

日本の家庭料理
ワークショップ
マリア・タン

Co-instructors Tomomi Calder and Mai Kindermann
warmly welcomed each of us as we arrived. Mai-san,
recently back from Japan, has a passion for teaching
home cooking, and many of you may know Tomomi-san in
her Event Coordinator role – today, she donned her chef’s
hat as well. Together, Tomomi and Mai presented a fouritem menu that would hone the cooking skills and stimulate
the taste buds of eight eager students.

５月１２日土曜日
は気持ちの良い春
の日でした。今日はＥＪＣＡセンターで第四回日本の家庭料理ワークシ
ョップがあります。センターの前の満開のスモモの花に迎えられてセン
ターに入るとちょうどワークショップが始まるところでした。
講師はトモミ・カルダーさんとマイ・キンダーマンさんの二人です。マイ
さんは日本から戻ってきたばかりです。家庭料理を教えることに情熱
を燃やしています。トモミさんはＥＪＣＡのイベント・コーディネーターで
すから、皆様もご存じでしょう。今日は料理講師です。今日は二人で
四つの家庭料理を指導してくださいます。私たちは作ることは勿論、
作ったものを食べるのも楽しみにしています。

We began the afternoon with a brief Japanese language
lesson, reviewing some basic greetings and food-related
words and expressions. The Japanese vocabulary page of
our workshop handout included an interesting mnemonic
for the five essential condiments and the order in which
they are added to cooking. Sign up for a future workshop
to find out more!

先ずは日本語のレッスンから始めました。料理のワークショップで日
本語の勉強？と不思議に思うかもしれませんが、ここがＥＪＣＡの料理
ワークショップの優れたところです。料理を日本文化の一つして習うこ
とができます。挨拶の基本や料理で使う言葉などとても役にたちます。
五つの基本調味料を使う順番を覚える「さしすせそ」（砂糖、塩、酢、醤
油、味噌）は便利です。

After a quick overview of the menu, a few tips for each dish,
and a brief but fascinating video on Japanese meal
etiquette, we dove into meal preparation mode. Working in
groups of two or three per cooking station, there were
plenty of tasks for each member of the group.

メニューをざっと眺めてから、日本料理をいただくテーブルマナーのビ
デオを見ました。そしていよいよ料理にかかります。二人または三人
が一組になって料理をつくります。最初にかやくご飯をつくりました。季
節の野菜を選んで季節感を出すという日本料理に欠かせないアイデ
アに感心しました。今日の野菜は人参、こんにゃく、椎茸、それと飾り
のさやえんどうでした。だしに乾燥椎茸のもどし汁を使うのもおもしろ
いです。

To start off, we prepared Kayaku Gohan (Mixed rice with
chicken and veggies). We learned that this colourful dish
often showcases seasonal ingredients and is flavoured
with dashi and mushroom broth. Today’s mixture included
carrot, konnyaku, mushrooms, and a garnish of snow peas.
Unlike typical cooking demonstrations, this class was a
completely hands-on experience. We prepared each dish
from start to finish, using pre-measured ingredients, and
with the support of our instructors each step of the way.

このワークショップでは講師が料理をするのを見ているのではなく、料
理を始めから終わりまで全部自分達で作ります。時間の倹約のため
に材料、調味料などはすでに分量をはかったものが用意してあります。
かやくご飯を炊いている間に今日のメインディッシュの牛挽き肉コロッ
ケを作ります。材料をこねて、手にあまりつかないようにコロッケの形
を整えてパン粉をつけるのはちょっとした技術が必要です。わかめの
酢の物も用意しました。わかめ、キュウリにちょっとごま油を落とすと
風味がよくなります。

With the Kayaku steaming in the rice cooker, we tackled
our main dish: Beef korokke. These tasty croquettes filled
with ground beef, onion, and potato, covered by a crunchy
panko coating are not for the tactile defensive – be
prepared to get your hands sticky as you shape, dip, and
coat these snacks! We then assembled our Wakame no
Sumono, a refreshing cucumber and seaweed salad, with
a hint of sesame oil.

最後にわらび餅をつくりました。私にとって一番珍しい料理でした。本
来はカタクリ粉をつかいますが、カタクリを採集するのはもう無理です
から、現在ではタピオカの粉などで代用します。タピオカの粉を水で溶
いて半透明の糊状になるまでかきまぜ、氷水で冷やします。そしてこ
の糊をうまく手のひらで丸くまとめてきな粉をまぶします。簡単に見え
てなかなか難しいです。

For the last course, we made Warabi mochi (Brackenstarch dumpling). This was the most unique dish for me.
What is bracken starch, you may ask? It is a substance
derived from the rhizome (underground root-like part) of a
type of fern. As bracken starch is a costly ingredient that
can be difficult to find, tapioca starch makes a good
substitute. The starch is mixed with water, cooked until it
forms a translucent gluey ball, and then cooled in ice water.
…cont to next page

全部料理が終わったところで、日本料理のマナーのビデオで見たよう
に料理を上手に一人ずつに並べます。そして待ちに待った昼ご飯にな
りました。とても美味しく十分すぎる量がありました。とても楽しいワー
クショップでした。講師の方々、ワークショップを用意してくださった
方々にお礼を申し上げます。次のワークショップを心待ちにしています。
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The real art to this dessert was shaping the sticky mass
into bite-sized pieces, before dusting them with seasoned
kinako (roasted soy flour).

down to a well-earned lunch. The food was ample and
delicious!
The group I cooked with found the experience enjoyable
and engaging. Thank you to Mai-san and Tomomi-san who
were very organized and ensured the success of each
group for every dish! I look forward to increasing my
repertoire of Japanese home cooking dishes at future
workshops at EJCA.

With the cooking done, we put the dish placement skills we
learned in the earlier etiquette video into practice, then sat

Origami Earring Workshop

折り鶴イヤリングワークショップ

Sathy Jiwa

サシヤ・ジワ

EJCA 主催のキノシタ直美さんによる折り紙イアリングワークショップ
が４月７日に開催されました。参加者は６名で、私は義理の娘と一緒
に参加しました。まず、日本伝統の折り紙用紙である和紙について説
明を受けてから、実際に和紙で折る前に、普通の紙で鶴を折る練習を
しました。そして、和紙で折り鶴を作ってから、鶴にビーズとイアリング
の金具を付け、各自、身に着けられるアクセサリーを完成させてワー
クショップを終えました。折り鶴のイアリング作りは本当に楽しかった
です。紙を使ってこんな素敵なイアリングを作れるとは驚きました。直
美さんは２時間でどうやってこの作品を作り上げるか教えてくれました。

The EJCA's origami earring workshop led by Naomi
Kinoshita was held on April 7 with six students.My
daughter-in-law and I attended the workshop. We started
off by learning about a special paper called “washi” used
for traditional Japanese origami folding, and then practiced
folding a crane pattern on regular paper, before
progressing to using the washi paper. Once we perfected
our cranes, we attached our origami cranes to earring
hooks and ornamental beads and finished the day with our
very own wearable jewelry art.

そして、私たちは、わくわくしながら初
めての折り鶴イアリングを作っていきま
した。参加者は多くありませんでしたが、
そのおかげで、参加者ひとりひとりにイ
ンストラクターが注意をはらってくれま
した。直美さんによるこのようなワーク
ショップをこれからも楽しみにしていま
す。ありがとうございました。

I really enjoyed making the paper crane Origami
earrings. It was surprising that you can use paper
to create such wonderful earrings. Naomi showed
us how to achieve this creation in a span of two
hours and we were thrilled to have our first crane
origami earrings. The class was small which
helped us get more attention for making this
beautiful creation. Looking forward to more of
these workshops, I want to thank Naomi.

EJCA presented Japanese culture at the Centre
Lions Seniors Association

センター・ライオンズ・シニアーズ・アソシエーションの
「俳句の日」に参加

The EJCA joined the International Haiku Day at the
Central Lions Seniors Association on April 17, 2018. The
Wild Rose Chorus Club sang Japanese songs; the Calligraphy Club demonstrated haiku poems in calligraphy and
wrote the names of guests on bookmarks; Mrs. Mami
Hara played Koto (Japanese musical instrument); and Mrs.
Yuko Nakano and Mrs. Kieko Ito presented Hula dances
with Japanese music. About 100 guests filled the hall and
enjoyed the event very much. Thank you to all volunteers
who presented Japanese culture at the Senior Association.

４月１７日に開かれたセンター・ライオンズ・シニアーズ・アソシエーシ
ョンの「俳句の日」に EJCA 会員の有志が参加して日本文化の紹介
をして、１００名余りのシニアーの方達に大変よろこばれました。ワイ
ルドローズ・コーラスクラブが日本の歌を披露し、書道グループが俳
句を揮毫し、また参加者の名前を短冊に書きました。原まみさんが琴
を演奏し、中野悠子さんと伊藤きえ子さんが日本の音楽に合わせて
フラダンスを踊りました。
ボランティアの皆様、ありがとうございました。

Fula Dance by Yuko and Kieko

Japanese Songs by the Chorus Club
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夏祭りで生け花

Ikebana Show and Sale at the Natsu Matsuri
Jean-Marcel Duciaume
On July 14th, the EJCA Ikebana Club will be participating
in the Natsu Matsuri Festival. People attending the
Festival will be able to see some of the club members
making some small ikebana arrangements which will be
exhibited during the day and some of the arrangements
will also be up for sale for people who would like to take
one home for decoration or as a souvenir of a good day
spent at the EJCA. Looking forward to seeing you on July
14th.

ジーン＝マーセル・ドゥシーム

７月１４日の EJCA 夏祭りの時に生け花クラブは生け花の実演と即
売会をおこないます。ぜひおいでになり会員の活けたばかりの生け
花を買ってお家に飾ってください。

Ikenobo Ikebana Workshop by Special Visiting
Professor
Jean-Marcel Duciaume
On June 20th and 21st, the Edmonton Ikenobo Study
Group will be hosting Professor Yumi Kubota who will be
conducting a two-day workshop designed to bring our
students and teachers in contact with senior professors
sent yearly from the Kyoto Headquarters by Sen’ei
Ikenobo, Headmaster of the Ikenobo Society of Floral Art.
The Headmaster hopes that by studying under the
supervision of the Special Visiting Professor we will gain a
more profound understanding of the Ikenobo Ikebana
principles and philosophy. We are honored and delighted
to benefit from this program for the second year.

池坊生け花ワークショップ

ジーン＝マーセル・ドゥシーム

６月２０日と２１日の二日間エドモントン池坊勉強会は日本からクボ
タ・ユミ教授を招いて生け花ワークショップを行います。日本にある池
坊本部は毎年講師を海外の池坊支部に送り生け花の講習会を開い
ています。本部から派遣する特命客員教授と現地の生徒との連絡を
密にして池坊生け花の本質をよりよく世界に広めています。エドモン
トン池坊勉強会はこのたび二回目のワークショップを開くことができて
喜んでいます。生け花クラブの活動をいつも支えていただいている
EJCA に感謝します。又このたびのワークショップのためにカナダ日
系人協会から文化活動奨学金をいただくことができました。奨学金で
ワークショップの費用、とくにワークショップで使う高級花器を購入を
することが出来ました。カナダ日系人協会に篤くお礼申し上げます。

We would like to thank the EJCA for its continued support
of the Ikebana Club, it is always a pleasure to work
collaboratively. We would also like to recognize the
generous contribution received from the National
Association of Japanese Canadians in the form of a grant
from the Cultural Development program of the NAJC
Endowment Fund. The Grant has allowed us to help cover
the costs involved in hosting Visiting Professors, but more
importantly it has allowed us to purchase quality ikebana
vases suitable to be used by our senior Visiting
Professors. For their support we are grateful.

Calligraphy Club offering a workshop for EJCA

書道のお試しワークショップへご招待

Keiko Yoshida
On August 22 and 24, the Calligraohy club is having a
teacher from Japan and she will teach skills to the
Calligraphy club members.

吉田恵子

8 月 22 日と 24 日に書道の先生が日本から来て、書道クラブ会員に
指導をします。書道クラブでは毎月の例会で練習をしながら、日本の
先生に作品を送って添削していただいているので、先生に直接お教
えいただく機会を持ててとても楽しみです。

The teacher is offering a Calligraphy Trial Workshop for
EJCA members who have no or very little experinece in
calligraphy. Knowledge of Japanese language is an asset,
but not necessary. It will be 7:00 – 9:00 pm on
Wednesday, August 22. By the end of two-hour workshop,
students will know the basics of calligraphy and will have
one own final writing on a special calligraphy hard paper
to take home. EJCA will provide all required equipment
and paper for the workshop.

このとき、先生のご好意でＥＪＣＡ会員の書道初心者を対象に書道ワ
ークショップを行うことになりました。お試しワークショップは 8 月 22
日(水) 午後 7ー9 時です。
受講者は EJCA の会員で、書道に興味があるが今までしたことがな
い、又は少ししか経験がないカナダ人が対象です。日本語が出来なく
ても大丈夫です。EJCA の書道の道具を使うので、参加者は道具を
持って来る必要はありません。二時間のワークショップで書道の基本
を知り、最終的には、自分で書いた色紙を仕上げます。

An invitation to the Calligraphy Trial Workshop will be
posted in the July Moshi Moshi with details.

ワークショップの詳細と申し込み方については 7 月号もしもしでお伝
えします。
10
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北の太鼓 初心者ワークショップ

Taiko Workshop for Beginners
Carley Okamura
Now that the sunshine and flowers are here, Kita No Taiko
is offering a beginner drumming workshop to blossom
your creative and cultural interests too!

北の太鼓は下記の要領で初心者向けの太鼓ワーク
ショップを開きます。
日時：６月２４日（日曜日）午後５時半から８時まで
場所：EJCA センター
申し込み： www.kitanotaiko.ca/workshops
連絡先： info@kitanotaiko.ca, 電話 780-431-0300

Learning taiko can open you up 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 14 and up.
Take the workshop with your family and friends!
Next Level I workshop is Sunday June 24, 5:30-8:00 pm
Please register at www.kitanotaiko.ca/workshops
Contact info@kitanotaiko.ca or 780-431-0300 for
questions.

The Sixth Annual Edmonton Bonsai Exhibition

第六回エドモントン盆栽展示会

Come out and enjoy a display
of bonsai trained by the
members of the Bonsai Society
of Edmonton.
Date and Time:
June 23 and 24 (Sat., Sun.),
10 am to 5 pm each day
Place: EJCA Centre
6750-88 Street, Edmonton

次の要領でエドモントン盆栽クラブの２０１８
年度盆栽展示会を開きます。皆様お誘いあ
わせの上おいでください。
日時：

:2018 年 6 月 23 日 (土) 24 日(日)
午前１０時から午後５時まで
場所： ＥＪＣＡセンター
6750-88 Street, Edmonton
入場料： $5.00
詳しい情報をお知りになりたい方はレス・ダ
ウデル hokkoku@telusplanet.net
電話(780) 437-0530

Entry fee: $5.00/person
For further information, contact
Les Dowdell at hokkoku@telusplanet.net or
Phone (780) 437-0530.

までご連絡ください。

大相撲をコンピュータで見る
Grand Sumo Highlights on NHK

カーリー・オカムラ

ジュリー・ロッシニョール

Julie Rossignol
カナダでもコンピュータとインターネットがあれば毎日大相撲を見るこ
とができることをご存じですか？私の職場には相撲クラブがあり、大
相撲中は昼休みに会議室に集まって大相撲幕内の取り組みの要約
を２０分観戦します。会員にはそれぞれ贔屓の力士がいますが、白鳳
がまた優勝できるか、鶴竜が白鳳を倒して連続優勝するか、栃ノ心が
優勝をさらうのではないかとか、喧喧がくがくの議論もします。とても
楽しい１５日間の昼休みです。
インターネットのつぎのアドレスから大相撲が見られます。

Did you know you can watch sumo in Canada with only a
computer and an internet connection? At my office we
have a sumo club and when the tournaments are on, we
gather in the boardrooms at lunch to watch the 20 minute
highlights reel for each day of the 15 day tournament.
Everyone has their favourite sumo. Who will win the next
tournament? Will top yokozuna and all-time record
breaking champion Hakuho take the tournament? Or will
yokozuna Kakuryu take him down? Or maybe there will be
a surprise winner like Tochinoshin, the Georgian sumo
from the lower ranks who surprised everyone by winning
the January tournament.
To find out, tune into the next tournament in July on the
NHK website at
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/sumo/.

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/sumo/.
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ラスベガス万歳

Peter C. Wong

Many years ago, a group of friends began going to Las
Vegas each year for a vacation break. Some go for the
shows, the shopping, the food or the excitement of
gambling. Mostly, the group went for the social fun of
travelling as a group and went in the early spring (MarchApril) to warm up after a cold winter.

ピーター・ワン

もう何年も前から友達と一緒にラスベガス詣でを続けています。ショ
ウを見たり、買い物をしたり、食事をしたり、勿論カシノに行ったりと
いろいろ楽しみはありますが、みんなと一緒に旅行をするということ
が一番楽しいことです。今年も３月末から４月初めにかけてラスベ
ガスの暑さが恋しくなって行ってきました。

Louise and I joined the group in 2013 but the trips had
already been going from a few years earlier. Over the
years, we’ve seen shows like Cirque du Soleil, Elton John,
Wayne Newton, Barry Manilow, Rod Stewart, Lionel
Ritchie, illusionists and comedians. Usually, 8 to 14 have
joined the fun….and sometimes we even meet up with
others for dinner who happen to be there at the same time.
Our initial trip was HOT (33 to 38 degrees C. hot in May).
The casinos on the Strip (located almost side by side)
offered much needed air-conditioning relief. We walked
through the casinos to go window shopping. Good thing
we were fit as there was a lot of walking to see all the
sights for tourist!
Our first hotel was the Imperial Palace (now the Linq) and
then at Harrah’s as they are located centrally on the Strip
and not too expensive. Once we get a consensus about
the dates that are good for all, everyone makes their own
arrangements, finding the best vacation package on
Westjet (airfare and hotel) that has direct flights (3 hours).
Every morning, the group connects at breakfast then
everyone does their own thing for the day. Because there
is always a mixture of non-gamblers, shoppers, ‘slot
machiners’ and ‘sight-see-ers’, there is always someone to
keep you company if you want. Usually, the people who
are going to a specific show eat together at a restaurant
we like or new restaurants we want to try. At least one
event is common for all of us to join together for a supper
and show. This year, we were scheduled to see Celine
Dion but she cancelled her spring shows due to medical
problems so we went to see “Mr. Vegas”, Wayne Newton,
instead. I organize the purchase of tickets to popular
shows before we leave but it’s also easy to buy last-minute
tickets once we arrive.
Some in our group are luckier than me, having success at
cards or slots. We end up with some winners and losers
for the flight home but enjoy the time spent with friends.
We have gone on this spring outing four times now and
have seen a lot of Las Vegas. For me, the best shows
were Shania Twain, Mariah Carey, Elton John, Lionel
Ritchie, and the Righteous Brothers. With five Cirque
shows now seen, we only have one more that we want to
see on our next visit!
Although this is not a Matsu no Kai exclusive trip, come out
to the Matsu no Kai club meetings to get to know some of
us that love to travel. Though Las Vegas is a nice
adventurous playground, the group is open to new warmer
places to go. You might convince some of us to change
our annual trips to Las Vegas next spring vacation!
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妻のルイーズと私は 2013 年からこのラスベガス旅行に参加してい
ますが、皆はその数年前から行っています。今までにサークドソレイ
ユ、エルトン・ジョン、ウェイン・ニュートン、バリー・マ二ロー、ロッド・
スチュワート、リオネル・リッチや手品やコメディを見ました。大抵 8
人から 14 人があれこれ楽しくしますが、ラスベガスに着いてから知
人と行き会うことも結構あります。
最初にラスベガスに行った時は５月でしたが、すでに３３度から３８
度という暑さで、道路は暑すぎて歩けずエアコンの効いたカシノの
建物から建物へと移動してウィンドウショッピングをしました。このと
きはインペリアルパレスホテルに泊まりました。ハラーホテルに泊ま
ったこともあります。ここは街の中央なのに、割安でいいです。参加
者皆で旅行の日を決めると、自分の都合がいい切符を銘々が買い
ます。いつもウェストジェットの旅行パッケージを利用しています。飛
行機の切符とホテルが一緒になっていて割安です。それにエドモン
トンから三時間の直行便で便利です。
ラスベガスでは朝食を皆で一緒にとりますが、そのあとは自由行動
にしています。ギャンブルをしたい人、買い物が好きな人、スロット
マシーンがいい人、観光をしたい人、といろいろですから。ただしラ
スベガス滞在中に一回は皆で一緒にショウを見るとか夕食をとると
かの機会をつくっています。今年はセリーヌ・ディオンのショーに行く
予定でしたが病気でキャンセルになって、代わりに ミスター・ラスベ
ガスのウェイン・ニュートンを見ました。ショーの切符は事前に買い
ますが、行ってからでも結構切符は手に入ります。
帰りの飛行機はカシノで勝った負けたの話で盛り上がります。勝っ
ても負けてもとにかく楽しい旅行です。私はこの旅行に 4 回参加し
て、ラスベガスはどこも沢山見ました。サークドソレイユも全部で 5
種類ありますが、もう 4 種類見てしまいました。次は最後のショーに
なります。
このラスベガス旅行は松の会独自のイベントではありませんが、松
の会には旅行好きの人がいます。他にもいろいろと旅行の楽しい話
があります。松の会の会員になって一緒に旅行の話をしましょう。ラ
スベガスが会員に人気がありますが、他にどこか新しい、暖かい場
所を探して皆で旅行にでかけるのもよいでしょう。
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Matsu no Kai Club (55+ Club) News

松の会シニアーズ・クラブ

Alan Davis

アラン・デイビス

クラブの例会は毎月第四水曜日午前１０時１５分から EJCA センタ
ーで開かれます。まずは体操をして体をほぐしてから昼食を食べま
す。午後からは話をしたり、工芸品を制作したり、日本映画を見たり、
いろいろな講演を聴いたりして楽しく時間を過ごします。３月には花
の種をまき、誰が蒔いた種が５月の例会までに一番大きく美しくなる
か競争しています。

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
started some seeds. This was a contest to see who can
grow the biggest, best looking plant from seed before the
May meeting.

４月の例会では野バラコーラスグループの合唱を聴きました。５月
にはアイマックス映画を見にでかけます。映画の後にダングットレス
トランで昼食をとる予定です。６月にはアルバータ州議会で毎年主
催するシニアーの為のティーパーティに参加予定です。例会は大体
２時半から３時に終わります。毎月の遠足は会員の希望を聞いて決
めています。

At the April meeting we were given a special treat by the
Nobara (Wild Rose) Chorus Group when they came to
our meeting and performed for us. The club outing for
the month of May will be the IMAX movie “Hubble” and
lunch at the “Dang Good Restaurant”. In June we will be
going to the Senior’s Tea at the Provincial Legislature.

松の会への連絡は下記までお願いします。
会長アラン・デイビス ardavis@ardsys.ca (780-435-8462)
書記 メイ・ウエダ mayekoathome@gmail.com (587 990 0775)

The monthly meetings usually wind up between 2:30 and
3:00 p.m. Every month outings appealing to members’
interests are planned.
For more information, please contact:
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca (780435-8462) or
May Uyeda, club Secretary at
mayekoathome@gmail.com (587 990 0775).

2018 年行事予定

Event Calendar 2018 (Tentative days)
Nihongo Salon
Centre Cleaning Day
Teens Summer Camp
Natsu Matsuri (Summer Festival)
Heritage Festival Training Day
Heritage Festival
Nihongo Summer Camp
Heritage Festival Volunteer Appreciation
EJCA Annual General Meeting
EJCA Fall Bazaar
Kimiko Shimizu Art & Culture Grant Deadline

Maki Sushi Roll-Out Contest
EJCA Board of Directors Planning Retreat
Children’s Christmas Party
New Year’s Party

Saturday, May 26, 2018
5 月 26 日（土）
Saturday, June 9, 2018
6 月 9 日（土）
July 9 – 13, 2018
7 月 9 日－13 日
Saturday, July 14, 2018
7 月 14 日（土）
Saturday, July 28, 2018
7 月 28 日（土）
August 4, 5 and 6
8 月 4，5，6 日
August 20 – 23, 2018
8 月 20－23 日
Saturday, September 8, 2018
9 月 8 日（土）
Sunday, October 14, 2018
10 月 14 日（日）
Saturday, October 20, 2018
10 月 20 日（土）
Tuesday, October 31, 2017
10 月 31 日（水）
Saturday, Novenber 10, 2018 11 月 10 日（土）
Sunday, November 18, 2018 11 月 18 日（日）
Sunday, December 9, 2018
12 月 9 日（日）
Saturday, January 13, 2019
1 月 12 日（土）

日本語サロン （糖尿病・医療制度）
会館大掃除
ティーン サマーキャンプ
夏祭り
ヘリテージ祭り準備会
ヘリテージ祭り
夏休み子供キャンプ
ヘリテージ祭りボランティア感謝パーティー
年次総会
秋のバザー
シミズ・キミコ助成金申請締め切り日
巻き寿司コンテスト
役員研修会
子供のクリスマスパーティ
新年会

キャシィさん、「もしもし」英語の校正ありがとうございます

Thank you Cathy for proofreading the English section
of the Newsletter!

もしもしの編集が終ると、いつもキャシィ・テナントさんが英語をみてく
ださいます。文法やスペル、言葉の言い回しを訂正していただいてい
ます。
もしもしの編集をしている私達は英語が母語ではないので、カナダにこ
んなに長く住んでいるのに、いつまでも英語は難しいです。

When the editors finish the Moshi Moshi, Cathy Tennant
checks the English before it is finalized to try to make sure
there are as few errors as possible.
For both editors, English is a second language. After
living in Canada for so many years, English is still difficult
for us!

キャシィさん、いつもお手伝い本当にありがとうございます!

Thank you again for your help, Cathy!
13

May – June 2018

Moshi Moshi

ボランティアと寄贈者の皆様ありがとう!

Volunteers & Donation - APPRECIATION

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.
Central Lions Seniors Association “International Haiku Day” : April 17, 2018
Coordinator: Sanae Ohki
Volunteers:
Keiko Yoshida
Kieko Ito
Kinuyo Oda
Kyoko Waida
Makiko Shigemitsu
Mineko Sasano
Michiko Morikawa
Ritsuko Chartrand
Toshiyo Iwashina
Yuko Nakano
Yumiko Noborio

The EJCA office will be open as follows:

Kyoko Nishiwaki
Mami Hara
Yoshie Kaneda

エドモントン日本文化会館オフィスの時間

During the summer months from June 1 to August 31,
the office hours are as follow.
The Library is open when the Centre is staffed.

2018 年 6 月 1 日-8 月 31 日、夏の間のオフィスの時間がかわりま
す。図書室はオフィスの開いている時間に使えます。

Centre Manager, Scott Tanaka
English

Event Coordinator, Tomomi Calder
English & Japanese

タナカ・スコット，英語

カルダー･友美，英語･日本語

日曜日
Sunday
月曜日
Monday
9:00 am – 12:00 pm
火曜日
Tuesday
9:00 am – 12:00 pm
水曜日
Wednesday
9:00 am – 12:00 pm
木曜日
Thursday
9:00 am – 12:00 pm
金曜日
Friday
3:00 pm – 6:00 pm
Saturday･Holiday 土曜日･祝日
Cleaning of the centre is 9:00 pm - 10:00 pm on Monday – Friday.

12:00 pm – 4:00 pm
12:00 pm – 5:00 pm
12:00 pm – 4:00 pm
-

会館門の横―花の木の名前は？

Do you know the name of the flowering tree in
front of the EJCA Centre？

今年 5 月 7 日から１９日の間に会館へいらした方は見事な桜のよう
な花に感激された事でしょう。この木の学名をご存じでしたら、教えて
ください。E-mail の Subject に “Name of the EJCA tree” と書いて

7th

Everyone who visited the EJCA centre between May
and 19th were welcomed by beautiful flowers on a tree. If
you know the binomial (scientific) name of the tree, please
e-mail to office@ejca.org.

office@ejca.org へお知らせください。

May 8: started blooming
May 12: in full bloom
May 18: started fading
Far left: May 20, Tree
Left: close up of trunk
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Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups
Awa Odori - Japanese Folk Dance
Contact: Cathy Tennant at <tennant@shaw.ca>

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>

Bonsai Club
Meetings: 3rd Thursday of each month, 7:30-9:30 pm
Contact: Les Dowdell <hokkoku@telusplanet.net>

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>

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>

Matsu no Kai - EJCA 55 and Up Club
Contact: Alan Davis < ardavis@ardsys.ca>

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>

Nobara Chorus Group
Practices: 1st & 3rd Wednesday
10:00 am - 12:00 noon
Contact: Mineko Sasano < msasano@telus.net>

Nihongo Kaiwa – Japanese Conversation Club
Mondays 5:00 – 7:00 pm (except holidays)
Contact: Carol Rushworth < rushwrth@telus.net >

Jodo Club
Practices: Every Sundays 3:00 pm-5:00 pm
Contact: Hideji Ono 780 458-7269 <hideji.ono@shaw.ca>

Table Tennis Club
Practices: 1st and 3rd Sunday of each month, 12:45-2:45 pm
Contact: Sanae Ohki < sanaeohki@shaw.ca >

Karaoke Club
Practices: 1st and 3rd Friday of each month, 7:30-10:00 pm
Contact: Takashi Ohki <ohki@shaw.ca>

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance
Practices: Mondays, 1:30-4:00 pm
Contact: Keiko Frueh <

Kimono de Jack Club – Wear Kimono
Contact: Tamara Sutherland <kdjnorthab@gmail.com>
Facebook: <FB.com/kdjnorthab>
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2017 - 2018 EJCA Board of Directors & Committees
Board of Directors:

Communications
Carley Okamura
Sanae Ohki

President:
Sanae Ohki
Vice-President: Tamara Sutherland
Secretary:
John Priegert
Finance Committee
Treasurer:
Lyn Lafferty
Jim Hoyano (chair)
Lyn Rafferty
EJCA Board Directors
David Mitsui
Hideji Ono
Jim Hoyano
Library Committee
Omar Amer
Carol Brandly
Julie Rossignol
Cathy Tennant
David Sulz
EJCA-Argyll Joint Committee
Jim Hoyano
Sanae Ohki
Liz Machida (chair)
John Priegert
Sanae Ohki

Published by
Edmonton Japanese
Community Association
Editorial Address:
6750 - 88 Street
Edmonton, Alberta
T6E 5H6
Tel: (780) 466-8166
website: www.ejca.org
e-mail: office@ejca.org
Editors:
Takashi Ohki
Sanae Ohki
“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.

Culture Programs
Committee
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

Scholarship & Grant
Committee
David Mitsui
Daiyo Sawada

Garden Committee
John Priegert (chair)
Les Dowdell
Cathy Tennant
Alan Davis
Ruriko Davis

Heritage Festival
John Priegert
David Mueller
Omar Amer

NAJC Liaison
Takashi Ohki

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。
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