
 

Edmonton Japanese Community Association エドモントン日本文化協会        Vol. 45, No.2 November - December  2018

 
The Edmonton Japanese Community Assiciation's 
Board of Directors is extremely happy to be hosting 
the 2018 Family Christmas Party! 

Date:  Sunday, December 2nd  
Time:   4:00 pm - 7:30 pm 
Location:  EJCA Community Centre 

REGISTER: As this is a catered event, we will need 
to give the caterer firm numbers. Please RSVP to 
event@ejca.org or 780-466-8166 by 6:00 pm on 
NOVEMBER 26th.This event is open to everyone, of all 
ages! Santa will be popping in to deliver gifts to the 
littles on his list, as well as our beloved seniors.  
So, please include names, genders, ages for all those 
who are 14 and under, as well as those 70 and above. 

Programme: 
4:00 pm - 5:00 pm: While the adults are enjoying some 

appetizers, hot apple cider and eggnog, the children will 
be kept entertained with a variety of fun activities. 

5:00 pm - 5:30 pm: Santa will be handing out gifts, and the 
snowman family will be offering a photo booth. 

5:30 pm - 6:30 pm: Traditional Christmas entrees from 
both Canada and Japan will be tempting palates and 
causing tight belts. This will be topped off with some 
delightful Christmas treats made by various local bakers. 

6:30 pm - 7:30 pm: What is better than ending the evening 
with some vocal entertainment? Tune up your voice pipes 
and get ready to join in! 
Admission:  EJCA members     Non-members 

      Adults: $15 Adults:  $25 
      Kids (5-14):  $10 Kids (5-14): $15 
      Kids (under 5): Free Kids (under 5): $10 

           Senior (70+):  Free      Senior (70+):  $15 
     Click here for Poster Dinner Menu 
 
As this is an event that depends heavily on volunteer 
participation, please consider signing up to help us out, so 
that we can make this event extra special! 

 
EJCA では 4 年ぶりに、”2018 ファミリークリスマスパー

ティー” を開催いたします。 

    日: 2018 年 12 月 2 日 (日) 

時間:  4：00 pm - 7:30 pm 

場所: EJCA 日本文化会館 

 

申込み: お料理の都合上、予約が必要です。event@ejca.org または 

780-466-8166 へ、11 月 26 日 6:00 pm までにご予約ください。 

このイベントは、全年齢対象のファミリーイベントです。サンタさんが、

プレゼントリストにあるお子様とシニアの皆様へプレゼントを届けに

来ます。14 歳以下と 70 歳以上の方のお名前・年齢・性別を予約時

にお知らせください。 

 

プログラム： 

4:00 pm - 5:00 pm: 大人が前菜とホットアップルサイダーやエッグノッグ

を楽しんでいる間、子供たちは楽しいアクティビティに参加！ 

5:00 pm - 5:30 pm: サンタさんがギフトを届けにやってきます。家族写真

がとれる雪だるまのフォトブースを設置。 

5:30 pm - 6:30 pm: カナダと日本の伝統的なクリスマスの料理。 魅力的

なご馳走が並びます。更にエドモントンのケーキ屋さんのデザートも

ご用意します。 

6:30 pm - 7:30 pm: 最後は、歌の余興です。一緒にクリスマスキャロル

を歌って楽しい時間を過ごしませんか。 

 

参加費：    EJCA 会員   非会員 

大人:                   $15       大人:  $25 

子ども (5-14 歳):   $10       子ども (5-14 歳): $15 

子ども (5 歳以下):  無料       子ども (5 歳以下): $10 

シニア (70 歳以上):  無料        シニア(70 歳以上):  $15            
クリックしてください、ポスター メニュー 

皆様のご参加をお待ちしています。                  EJCA 役員一同より 

 

このイベントを成功させるために、ボランティア協力して下さる方を募

集しています。是非ご検討の上、お申し込みの際にお知らせください。

Christmas Party Volunteers position list クリスマスパーテイのボランティアお願いします!

 

Set up and decoration  5 volunteers 3:00-4:00 会場設置、装飾 

 

Making rice balls 2 volunteers 3:30-4:30 おにぎり作り 

Kitchen helper 3 volunteers 4:30-7:30 台所係 

Children's activities 3 volunteers 3:00-5:00 子どものアクティビティ 

Reception 3 volunteers 3:30-5:00 受付 

Drink station 3 volunteers 3:45-6:30 飲み物のお世話 

Cleanup crews 10 volunteers 7:30-9:00 片付け 

MC 1 volunteer 4:00-7:30 司会 

http://www.ejca.org/images/events/posters/2018%20Xmas%20party%20%20-%20English.jpg
http://www.ejca.org/images/events/posters/2018%20Xmas%20party%202018%20Menu%20-%20English.jpg
http://www.ejca.org/images/events/posters/2018%20Xmas%20party%20-%20Japanese.jpg
http://www.ejca.org/images/events/posters/2018%20Xmas%20party%20Menu%20-%20Japanese.jpg
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Photographer 1 volunteer 4:00-7:30 写真撮影 

Moshi Moshi writer 1 volunteer by Dec 10 もしもしへ寄稿 

 
 
 
As we get closer to the end of the year, it is time again to 
think about Oshogatsu, the Japanese New Year. In Japan, 
this is one of the biggest celebratory events of the year, 
and typically involves visiting with family, enjoying special 
dishes of home cooked food, and looking forward to the 
year to come. 
 
Here at the EJCA, we invite you to our annual Shinnenkai 
(New Year’s party), an opportunity for the Japanese 
community in the Edmonton area to come together and 
share in the new year’s traditions that so many of our 
members grew up loving.  
Date:  Saturday, January 12, 2019  
Location:  EJCA Centre, 6750-88 Street, Edmonton  
Program:  

4:30 pm        Doors open 
5:00 to 5:30  Social period, Sake tasting 
5:30 to 7:00  Potluck dinner       
7:00 to 8:00  Mochi Tsuki (pounding rice cakes), 

Entertainment, door prizes  
 
No reservations or admission fees are required, but this is 
always a very busy event, and is limited to EJCA members, 
and their family and friends.  
 
The EJCA will serve sake and other beverages, ozoni (a 
traditional soup made with mochi), and provide 
entertainment including Mochi Tsuki (pounding rice to 
make mochi cakes) and door prizes, in addition to hosting 
the ever popular potluck dinner. Come bring a sample of 
your family’s special dishes (of any cuisine) for everyone to 
enjoy. 

• As well, this is a great opportunity to come and wear 

kimono! If you need some help getting dressed, please 

come to the EJCA Centre by 3:30 pm, and one of our 

volunteers will help you put your kimono or other 

wafuku on. We have special gifts for those who come 

wearing kimono, and we especially love seeing kids 

dressed up in traditional wafuku (traditional clothing)! 

 

See you there! (Click for poster Poster) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

あと 1 か月で、また新し

い一年がやってきます。

日本でお正月と言えば、

お屠蘇、おせち料理や、

お雑煮を囲み、家族や

親せきと新年の挨拶を

交わす大きなお祝い事

の一つですね。 

カナダにいると、そんな

日本特有の伝統的なお正月が恋しい方もいらっしゃるのではないでし

ょうか。EJCA では、毎年新年会を開催しています。今年も皆様こぞっ

てご参加ください。 

 

日時： ２０１９年１月１２日（土）午後４時半から８時  

場所： エドモントン日本文化会館、6750-88 Street, Edmonton  

プログラム：  

４：３０  開場、受付  

５：００－５：３０ 新年のご挨拶、祝酒の振舞い  

５：３０－７：００ 持ち寄りでお祝いの会食 

７：００－８：００ お餅つき、余興、福引など 

 

予約不要、参加費無料です。毎年ホールいっぱいの参加があります。

会場の都合上、EJCA のメンバーとその家族や友人限定のイベントと

させて頂きます。 

 

EJCA は日本酒、飲み物、お雑煮、さらにはお餅つきや、新年の運試

しにぴったりの福引会などを用意していますので、ご自慢のお料理を

お持ちください。皆が楽しめるような新年らしい日本食だと更に良いで

すね。 

 

そして、新年会は着物を着る絶好の機会です！もしも着付けのお手伝

いが必要であれば、必要なもの一式をお持ちになり 3 時半までにセン

ターへお越しください。ボランティアがお手伝いします。勿論、お子様

の着付けもお手伝いしますよ。着物でご参加頂いた方に素敵なプレゼ

ントをご用意しています。 

新年会のポスターはこちら  ポスター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Family Christmas Party  ファミリークリスマス 1 Donation-Thank you   バザー寄付お礼 10 My Japan ―Part 2   私の日本 ２ 15 

New Year’s Party                         新年会 2 日本語サロン 11 Masa Yoneda   マサ･ヨネダお悔やみ 18 

President’s Cornor          会長報告 3 Lessons registrations 日本語キッズ登録 13 Event Schedule     行事予定 18 

AGM                   年次総会 5 Japanese Language class registration 13  Matsu no Kai             松の会 19 

Library Corner                  図書からお知らせ 6             日本語キッズ講師募集 13 Directory of Clubs and Groups 21 

Contents Based Language Learning  語学 6 Event Coordinator         行事企画係募集 14 Office Hours     センター開館時間 21 

 2019 NEW YEAR’S PARTY   2019年 新年会 

In This Issue 

2019 Membership is due! Please apply by December 31. An application form is in the back of this issue. 
2019 年度会員資格を 12 月 31 日までに更新してください。会員申込書は最後のページにあります。 

http://www.ejca.org/images/events/posters/2019%20New%20Year%20ENG.pdf
http://www.ejca.org/images/events/posters/2019%20New%20Year%20JPG.pdf


 November - December  2018   Moshi Moshi 

3 

Bazaar Report         バザー報告 8 What is Nihongo Salon ?   日本語サロン 14 Advertisements              広告 21 

President’s Corner            Sanae Ohki 

 
This is a summary of my President’s Report at the 2018 
Annual General Meeting held on October 14, 2018. About 60 
members attended the AGM but another 600 adult members 
missed it. So, I thought this would be a good time to 
summarize EJCA activities in the 2017-18 year. 
 
For the period from October 16, 2017 to October 14, 2018, 
the EJCA Board had eight members: Tamara Sutherland 
(Vice President), Lyn Rafferty (Treasurer), John Priegert 
(Secretary), Hideji Ono, Julie Rossignol, Omar Amer, Jim 
Hoyano and myself. There were twelve monthly Board 
meetings and one retreat meeting. The Board also held 
three workshops to make bylaws changes. 
During this period, Centre Manager was Scott Tanaka and 
Event Coordinator was Tomomi Calder 
 
The Board used the following means of communications 
for EJCA members:  

• Moshi Moshi newsletters. I hope the members 
read Moshi Moshi and found the information they 
needed.  

• The EJCA Website is a rich source of information 
about the EJCA. It has been updated as often as 
required. 

• E-mail filled communication needs between the 
bimonthly newsletters. 

We have been trying to make our communications 
bilingual as much as possible. 
 
Relationships with the Argyll Community League (ACL) 
were maintained very positively. As many of you are aware, 
the centre building is owned by the ACL and EJCA has a 
rental agreement with the ACL which is renewed every five 
years. The year 2019 will mark the 25th anniversary of our 
relationship with the ACL. 
 
Finances were very stable. As was reported at the AGM, 
there was a comfortable amount of surplus in the 2017-18 
fiscal year.  
 
The Board was energetically action-oriented. The Board 
members were not satisfied with maintaining the status 
quo. They introduced many new initiatives. I enjoyed 
working with the Board members who had a rich variety of 
experiences in their professional fields. That was a huge 
benefit to the EJCA. 
 
Achievements: 
1. Bylaws – the bylaws were rewritten; the Board 

members spent full three full days of workshops 
revising the bylaws. Yoko Azumaya proposed changes 
and put them into the final form. Thank you Yoko! The 
revised bylaws were approved at the AGM. The next 
step is to get it approved by the Alberta Registry. 

2. Board and organization – The roles of the committees 
were clarified by the committee mandate documents. 
Working groups were defined. The committees are  

…cont’d to next page 
会長報告      大木早苗 

 

以下は２０１８年１０月１４日の EJCA 年次総会での会長報告の要約

です。年次総会には６０人の会員が出席しましが、残りの６００人余り

の会員は出席しませんでしたので、1 年の総括として会員の皆様に報

告します。 

 

２０１７年１０月１６日から２０１８年１０月１４日までの期間の EJCA 役

員会の構成は次の通りでした。大木早苗（会長）、タマラ・サザランド

（副会長）、リン・ラファティー（会計）、ジョン・プリガート（書記）、大野秀

司（役員）、ジュリー・ロッシニョール（役員）、オマール・アメール（役

員）、ジム・ホヤノ（役員）。 

この期間のセンター・マネジャーはスコット・タナカ、イベント係はカル

ダー友美でした。 

 

役員会は EJCA 会員との連絡に次の方法を使いました。 

• 「もしもし」ニューズレター： 会員に役立つ情報が満載され

ています。どうぞ隅から隅までお読み下さい。 

• ＥＪＣＡウェブサイト： 最新の情報の他に、今までの情報、歴

史、その他ＥＪＣＡに関係した情報があります。 

• Ｅメール：「もしもし」に掲載できなかった最新の情報やお知

らせを逐次配信しています。 

会員との連絡は出来るだけ英語と日本語の両国語で行うようにしてい

ます。 

 

アーガイル・コミュニティー・リーグとの関係も良好でした。EJCA センタ

ーは正式にはアーガイル・コミュニティー・リーグが所有していて、

EJCA が五年ごとに契約を更新して借りているという形式になっていま

す。２０１９年に EJCA とアーガイル・コミュニティー・リーグの関係は 

２５周年を迎えます。 

 

EJCA の財政は健全でした。年次総会で会計から報告がありましたよ

うに２０１７－１８会計年度の会計は余裕のある黒字でした。 

 

EJCA 役員会はとても活発で現状に満足してはいません。常に新しい

プログラムやイベントの相談をしています。いろいろな専門職の役員

がいて、専門知識を EJCA の活動に提供しています。これは EJCA に

とって大きなプラスです。 

 

２０１７-１８年度に EJCA 役員会は次のことを完了しました。 

１． EJCA 規約の改正： 役員会は三日間を規約の改正の為の会合

に使いました。東谷陽子さんが改正案の下書きを作り、皆で討論

して改正案を決定しました。この改正案は２０１８年総会で承認さ

れました。 

２． EJCA のいろいろな委員会とワーキンググループの活動内容を

書類で明確にしました。 

３． EJCA の活動は長年の経験則から上手に運営されていますが、い

ままで書類で手続きその他を明記したものがありませんでした。この

たび、12 事項の運営手続きを明記しました。（Ｐｏｌｉｃｉｅｓ ａｎｄ   

Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓです） 

４． イベント係を新設： いままで役員が EJCA のイベントの責任を持

っていて忙しく、手のまわらないこともありました。このたび、専門

のイベント係を作り、２０１９年１月末まで試しています。２０１９年

２月からは正式な EJCA の係にする事が決まりました。 

５． EJCA の日本語クラスの拡充： ティーンの為の日本語クラスレベ

ル２、楽しい日本語初級クラス、幼児と母親のための日本語クラ

スを新設しました。 
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６． ティーンと子供のための夏のキャンプの試験的運営：評判が良か

ったので２０１９年度も開催の予定です。    ．．．次ページへ 
 
…from previous page 

Executive Committee, Finance Committee, Library 
Committee, Scholarship Committee and Heritage 
Festival Committee. The working groups are 
Communications, Culture Programs, Garden, Natsu 
Matsuri, Library and Nihongo Salon. 

3. Policies and procedures – the EJCA had good 
practices for its operations. But some practices were 
not documented and were not clear. Twelve policies 
and procedures were documented using a standard 
format.  

4. Creation of an event coordinator. The position is in a 
trial stage until the end of January 2019 and becomes 
permanent after February 2019. 
Planning and execution of events had been a major 
task for the Board members. This year was the first 
trial year for the event coordinator and the Board 
members still worked hard with Tomomi. After one 
complete year, the event coordinator will be able to 
carry out many events independently. 

5. Addition of more Japanese language classes, i.e. 
Teens Level 2, Fun and Easy Japanese and Toddlers 
and mothers. 

6. Transferred the previous accounting system to an 
advanced accounting system. 

7. Started new activities for Japanese speaking members 
called “Nihongo Salon”. The Nihongo Salon held four 
events in 2018 and one more is scheduled in 2018. 

8. Trial of summer camps for teens and kids. The 
programs were successful and will be continued in 
2019. 

9. Continued all existing programs. 

• Clubs 

• Events, Natsu Matsuri, and Heritage Festival 

• Japan Today program – Japanese culture 
presentation to over 2,300 students 

• Workshops – 5 Cooking workshops, 
Calligraphy and Origami earrings workshops 
were held. 

 
I would like to thank volunteers who have made all these 
activities possible. Without their efforts, these events would 
not have been possible.  
 
As results of these achievements, we have seen: 

• Increased number of memberships, particularly 
family memberships. 
As of October 10, the number of valid 2018 
memberships was 440, the headcount was 800 in 
comparison with 400 memberships and 640 head 
count. 
There was a 10 percent increase in the 
memberships and 30 percent increase in the  
headcount. 

• Increased memberships in several clubs (e.g. 
Matsu no Kai) 

 
 
 
…前ページより 
７． 次のプログラムは２０１７-１８年度も継続して実行しました： 

EJCA のクラブ、夏祭り、ヘリテージ祭りへの参加、ジャパン・トデ

イ（２３００人の中学生が参加）、料理、書道、折り紙イヤリング作

成のワークショップ。 

 

このような活発な活動の結果、EJCA の会員数が増加しました。２０１

８年１０月１０日現在、会員数（家族と個人）は４４０，頭数は８００人で

した。２０１７年１０月には会員数４００，頭数６４０人でしたから、会員

数で１０パーセント、頭数で３０パーセントの増加になりました。EJCA

のクラブでも会員の増加がみられました。 

 

将来の課題として次のようなことがあげられます： 

• 新しい会員に活躍の機会を提供する 

• 古くからの会員に魅力ある活動を提供する 

• EJCA の様々な書類と会員登録のためのシステムの改善 

• EJCA クラブの活動への援助 

 

EJCA の一年を振り返ると実にいろいろな活動をしてきました。決して

大きな組織ではないのによくこれだけの活動を支えてこられたとおも

います。そして多様な会員の活発な参加が EJCA の活動の原動力だ

とあらためておもいます。これからも EJCA の利点を活用して会員の

ためになる楽しい活動を続けていきたいとおもいます。1 年間ありがと

うございました。 

 

 
 
2018/2019 Board of Directors, Centre Manager & Event Cordinator 

 
Back from left: Scott Tanaka (Centre Manger), Yukiko Nagakura, 

Julie Rossignol, Sanae Ohki, Tamara Sutherland, 
Omar Amer, Lyn Rafferty 

Front from left: John Priegert, Jim Hoyano, Tomomi Calder 
(Event Coordinator) 

 
 
Challenge for the coming years: 

• Empower new members – offer programs that 
benefit new members 

• Value long term members – how do we do this? 

• Improvement in the processes such as document 
management and membership application process 
– introduction of new technologies is necessary 

• Assist existing clubs 
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It was a very challenging and enjoyable year. Thank you for 
your hard work! Let’s have another great year, 2018/2019. 
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EJCA AGM Report      Sanae Ohki 
   
The Annual General Meeting of the Association was held 
on Sunday October 14. Planning for this important event 
was done by Board member Lyn Rafferty, who arranged 
the details of the meeting, the dinner, and the club 
presentations together with Tomomi Calder.  
 
The meeting was well attended by 60 members… a record 
for EJCA After the President’s Report and the Treasurer’s 
Report, proposed bylaws were approved. The Treasurer 
reported that the financial statement (July 2017-June 
2018) were approved by the auditors.The election of new 
Directors followed. One new director, Yukiko Nagakura, 
was elected to replace one retiring director, Hedeji Ono. All 
expressed appreciation for Hideji’s long time contribution. 
 
The dinner was traditional Canadian food for a change, 
purchased from a local catering place. It was all very good. 
After dinner, EJCA congraturated 6 members who were 77 
years old by giving them bouquets of flowers. It is a 
Japanese tradition to celebrate 77th, 88th, and 99th 
birthdays. 
 
Again this year, EJCA affiliated clubs and groups were 
invited to make a five minute presentation to the 
membership. Many clubs made interesting presentations, 
highlighting their activities and successes of the past year. 
The leaders of the Japan Today program and the 
Language programs reported their busy year. At the end, 
Aimee Rafferty played the guiter and sang beautiful 
melodies. Also, I would like to mention the lovely table 
menues, posters and celebration cards for 77 years olds. 
This AGM set a new trend to EJCA’s events. 

２０１８年度 EJCA 年次総会    大木早苗 

 

２０１８年１０月１４日に２０１７/２０１８年度 EJCA 年次総会がエドモン

トンの EJCA センターで開かれました。総会の用意（総会、会食、

EJCA クラブとプログラムの紹介）は役員のリン・ラファティーさんとイ

ベント係のカルダー友美さんが受け持ちました。 

 

総会には６０名の EJCA 会員が出席しました。これは EJCA の歴史で

最大の総会出席者数です。会長報告、会計報告のあと、この日をもっ

て役員の任期を終了する大野秀司さんの空席を埋めるために長倉由

紀子さんが役員に選出されました。大野さん、長い期間役員として活

躍していただいてありがとうございました。 

 

会食はカナダ料理の仕出しサービスを利用しました。会食のあとで

EJCA クラブとプログラムの紹介がありました。また今年７７才の喜寿

になった会員にお祝いの花束が渡されました。今年は８８才と９９才の

誕生日を迎えた会員の出席はありませんでした。最後にリン・ラファテ

ィーさんのお嬢さんのエイミーさんのギターの弾き語りがありました。

会場の飾り付けもそれぞれのテーブルに生花やメニューがあり、壁の

ポスター、７７才のお祝いのカードなど行き届いた気配りのわかる総

会と会食でした。 

 
Congratulations for the 77 years old members 

 
 

 

 
 
 
Introduction of a new boad member  

Yukiko Nagakura 
 
Yukiko has been very active at EJCA as a teacher and as 
the coordinator of the Japan Today program and the 
Japanese Language program. She has been teaching at 
the Metro Edmonton Japanese Community School where 
she is now the principal. Her rich experience and 
knowledge about Japan are for sure great assets for EJCA. 
Welcome Yukiko! 
 
 

 
 

新役員紹介・長倉由紀子さん 

 

長倉さんは長くエドモントン日本文化協会の会員で、Ｊａｐａｎ Ｔｏｄａｙ
プログラムと日本語教室のコーディネーターそして教師として活躍して

います。また、補習校の先生/校長先生としてご存じの方も多いことで

しょう。 

特に教育や文化関係の豊かな経験と献身的なお人柄は、エドモントン

日本文化協会の役員としてとても貴重な存在になります。これから 2

年間私達の活動への協力を嬉しく思います。 

 

2017/2018 AGM attendees. 
The new board members attended the AGM. 
Refer to page 4 for their photo. 
年次総会出席者, この他に新役員全員が出席, 新役員の写

真は 4 ページをご覧下さい。 
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LIBRARY CORNER   Cathy Tennant 
 
Welcome our newest Library Work Group volunteers! 
Ritsuko Chartrand (the friendly smile at Bonjour Bakery) 
has been volunteering since the summer. We have many 
donated books that are written in Japanese so Risuko, 
who is fluent in Japanese, has been extremely helpful in 
reviewing donations and registering Japanese materials in 
the library database. 
 
Adeline Panamaroff is a library technician at Concordia 
College who has been with us since September.  She has 
volunteered at EJCA events in the past and we are 
pleased to have her helping regularly in the library.   
Because of her background, she has already contributed 
practical ideas for the management of our collection. 
 
Our volunteers are still at the library to greet visitors and 
join them for tea and snacks on Tuesday afternoons.  
Come to watch a movie, talk about the books, see what’s 
new or just enjoy a chat. 
 
Please note that the Tuesday volunteer hours will change 
to 1:30 p.m. to 4:30 p.m. starting November 20th.  
 
Don’t forget the Japanese tradition of cleaning the house 
for the New Year. It is a good time to find those overdue 
books and DVD’s and return them to the library. 
 
New DVD :   “Facing Injustice – the Relocation of 
Japanese Canadians to Manitoba” 
 
In 1942, during the Second World War, Canada’s 
government forced 22,000 Japanese Canadians from their 
homes in British Columbia, taking their businesses, their 
property and their dignity. Close–knit communities were 
torn apart. Many individuals and families were sent to 
internment camps but an option was provided allowing 
Japanese Canadian families to stay together by relocating 
to sugar beet farms in rural Manitoba. 
 
There are two versions of documentary on the DVD 
“Facing Injustice” which draw from the same interviews 
and archival video and images. However, they are quite 
different.  The 44-minute version (narrated by David 
Suzuki) does not highlight the Manitoba experience quite 
as much as the 52 minute version but does take us 
through the difficult times of the forced relocation of 
Japanese Canadians through to the redress settlement. 
 
The 52-minute version (narrated by director Aaron 
Floresco) shares the personal perspectives of the 
interviewees about how families dealt with the forced 
evacuation and how this presented challenges for the 
NAJC in choosing how to go forward to address the 
Government.  This version provides a more informative 
account of the formation of NAJC and the history of the 
Redress movement.  
 
 

EJCA 図書室からのお知らせ     キャシー・テナント 

 

新しい図書委員が参加したので紹介します。 

シャルトラン律子さん（ボンジュールパン屋さんの奥さんです）はこの

夏から図書室を手伝っています。図書室にはたくさんの日本語の書籍

の寄贈があります。律子さんはこれらの本の整理と日本語での入力

をしています。 

 

アデリーヌ・パナマロフさんはコンコーディア・カレッジの図書館員です。

今年の９月から図書室を手伝っています。専門の図書館員ですから

EJCA 図書室の運営を効率よくするためのいろいろなアイデアを出し

てくださいます。 

 

図書室ボランティアは毎週火曜日に図書室に来て本の整理の他に、

EJCA 会員からの図書やビジュアル資料の相談を引き受けています。

１１月２０日から図書室ボランティアがいる時間が午後１時半から４時

半になります。 

 

年の暮は大掃除の時です。EJCA 図書室でも貸し出している本や

DVD の整理をします。借り出したまままだ返却していない本や DVD

を返却するのに最適な時です。早速返却を忘れている本やＤＶＤをお

返しください。 

 

新しい DVD 紹介 “カナダ日系人のマニトバ州への強制移動” 

 

１９４２年、BC 州の太平洋沿岸地方に住んでいた日系カナダ人が BC

州の内陸部に強制移動させられた時に、マニトバ州の砂糖大根農場

に農業労働者として移住する選択があり、家族が一緒に生活出来る

ということを大切にしてマニトバ州に移住した日系人がいました。この

人達の記録の DVD が図書に入りました。DVD には二つの物語が入

っています。どちらも同じインタビューを使っていますが強調していると

ころが違います。５２分の物語は日系人の強制移動からリドレスの終

了まで日系人の苦難の歴史に焦点をあて、リドレス運動とカナダ日系

人協会の役割がよく分かります。 

 

４４分の物語はマニトバに移住した日系人の経験をインタビューを通して

明らかにしています。どちらの物語もマニトバに移住した日系人を通して、

強制移動以降の日系人の歴史を知る上でとても興味深い資料になって

います。是非ご覧ください。以下のリンクから Online でご覧になれます。 

 

Although the documentaries do come from the Manitoba 
experience, they provide an historical recounting of the 
experiences of Japanese Canadians who were forced to 
relocate from British Columbia during World War II and the 
Manitoba stories will resonate with all who lived through 
internment and the rebuilding of lives after the war. 
 
Both versions provide a condensed but historical story of 
“overcoming indignity and redressing an injustice”. 
 
I would recommend not being tempted to watch just one 
version thinking that one is just a longer or shorter version 
of the other. Both have their own merits and are both worth 
watching!  
 
Here is a link to the CBC LIVE TV of the “Facing Injustice”. 
https://watch.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-
1/facing-injustice-the-relocation-of-japanese-canadians-to-
manitoba/38e815a-00f04ae5e26  

https://watch.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-1/facing-injustice-the-relocation-of-japanese-canadians-to-manitoba/38e815a-00f04ae5e26
https://watch.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-1/facing-injustice-the-relocation-of-japanese-canadians-to-manitoba/38e815a-00f04ae5e26
https://watch.cbc.ca/media/absolutely-canadian/season-1/facing-injustice-the-relocation-of-japanese-canadians-to-manitoba/38e815a-00f04ae5e26
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Content-Based Language Learning   Yoshifumi Murakami 
 
Dear Readers of EJCA’s Moshi Moshi Newsletter, it is a 
pleasure to meet you! 
My name is Yoshifumi Murakami, and I am the Special 
Language Advisor posted to Alberta Education from The 
Japan Foundation. In this issue, I would like to introduce 
how to study Japanese online. 
First, I would like to share briefly how I study English 
through watching television dramas. For example, here is 
a scene from “The Big Bang Theory”. 
 

第 2 言語習得法       村上吉文 
 
EJCA「もしもし」の読者の皆様、初めまして。 

私は村上吉文と申します。国際交流基金からアルバータ州教育省に

日本語教育のアドバイザーとして派遣されております。今日はオンラ

インで日本語を勉強する方法についてご紹介したいと思います。 

まず最初に、私がどうやって英語を勉強しているかを簡単にご説明し

ます。 

私は英語の教科書などは使わないで、テレビドラマなどをたくさん見る

ことによって英語の勉強をしています。例えばこちらは The Big Bang 

Theory というテレビドラマのなかのひとつのシーンです。

 
I am not sure what the word “battalion” means, so I take a 
screenshot in order to be able to come back to this scene 
to see and revise the word easily. Screenshots can be 
taken by the command “Ctrl + Print Screen (Scrn)” if you 
are using Windows. Then, I upload it immediately onto my 
Google Photos platform. As there may be copyright issues 
involved, these screenshots are made private and I do not 
share them with anyone else. With Google Photos, it is 
easy to view the screenshots on my smartphone. I can 
henceforth learn and memorise new words while travelling 
on the bus or train and so on. 
 
This is just my example. People learn in many different 
ways; depending on factors such as learning styles and 
preferences. How people learn a new language is being 
keenly researched in the field of Second Language 
Acquisition Studies. There are many branches of thought 
within that academic field, however, I would like to share 
the one key point which most of the researchers agree 
upon, and that is the fact that it is absolutely necessary to 
have “a large amount of input” in order to be able to pick 
up a language. This input refers not to long lectures given 
by teachers, but to materials written or produced in the 
said language which can be easily internalised. This is why 
I watch many English television dramas; it contributes 
greatly to my language input. And if one spends a large 
amount of time reading and listening to something, it must 
be content which is able to keep the person continuously 
interested (as normal people are not usually able to keep 
up with doing things which they are not interested in for 
long periods of time). 
 
This method of learning a language through content is 
known as Content-Based Language Learning (CBLL). It 
does not involve using textbooks to study basic to 

…cont’d to next page 

 

この中で私は battallion という単語を知らなかったので、 画面をキャ

プチャーして後から復習することができるようにしています。画面をキ

ャプチャーするには Windows の場合は Print Screen と書いてある

キーを押すと簡単にできます。そして私はそれを Google フォトにすぐ

にアップロードしています。ただし著作権の問題がありますので、非公

開にして他の人に見せることはしません。 Google フォトにアップロー

ドすると、スマートフォンで簡単に復習ができるようになります。ですの

でバスや電車に乗っている間などに Google フォトで英語の新しい単

語を覚えるようにしています。 

 

これは私の例にすぎません。実際には人によって学習方法は大きく異な

ります。どのように人が新しい言語を習得するかは、第二言語習得とい

う学問の分野で研究されています。第二言語習得は非常に多岐にわた

る研究分野ですが、中でも一番大切なことをご紹介すると、「大量のイン

プット」が必要であるということが多くの研究から確かめられています。こ

の大量のインプットというのは、先生が長ったらしく詳しく説明するという

ことではなく、身につけたい言語で書いてあるものや、その言語で話さ

れている音声をたくさん聴くということです。私がテレビドラマをたくさん

聞いたりしているのも、この大量のインプットが必要だからです。大量に

聴いたり読んだりするには、自分が好きなものを選ぶ必要があります。

なぜなら、普通の人は自分が好きではないものはそれほどたくさん聴い

たり読んだりすることができないからです。  

こうしたコンテンツを使って語学を学ぶ方法は CBLL（Content-Based 

Language Learning）とも言われています。教科書を使って簡単な文法

から少しずつ難しい文法を勉強していくのではなく、自分の好きなコンテ

ンツがまずあって、それを使って文法などを身につけていくという方法で

す。人が好きなコンテンツはとても多様で、学校などの一斉授業よりも、

ひとりで勉強する人に向いています。なぜなら、みんなが同じように好き

なコンテンツというのはなかなか 見つけることができないからです。 

 

このようなことを話すと、本当に好きなコンテンツを見たり聞いたりする

だけで外国語が身につくのかとよく質問されます。それはそのコンテン

ツに触れる時間と、自分の母語と身につけたい言語の距離や、勉強 

．．．次のページへ
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…from previous page 
advanced grammar, but identifying the type of content the 
learner is interested in and learning grammar and 
vocabulary through that content itself. As the types of 
content people are interested in are vast and varied, this 
method caters to individual learning over classroom 
learning. 
 
Now, many people have asked me before if it is indeed 
possible to learn a foreign language just by watching and 
listening to content that one is interested in. It depends on 
factors such as how much time the person spends on the 
activities and how similar the person’s first language is to 
the foreign language. Therefore, I am unable to promise 
that this method would work a 100% for everybody. 
However, while European languages are not so similar to 
the Japanese language, many cases of people with 
European languages as their first language becoming 
fluent in Japanese (and vice versa) through this method 
have been reported. There are Japanese who become 
fluent in English after watching many English movies. 
Similarly, there are people who find that they are able to 
gradually speak and use the Japanese language after 
watching Japanese anime for some time. If you are 
interested in finding out more about such examples, please 

feel free to watch some of the videos in the「 冒険家イン

タビュー」playlist on my YouTube channel. 

 
You will be able to learn a new language if you have 
content and materials in that language. However, having 
modern learning tools and a learning community would 
help to enhance your learning process and make it more 
effective. In the next issue of Moshi Moshi, I will share 
more about the importance of having relevant tools and a 
community. Please look forward to it! 

．．．前ページより 
する人の年齢などによりますので必ずしも 100%の人がこれで新しい

言語を身につけることができるとお約束することはできません。しかし、 

ヨーロッパ言語と日本語のようにかなり距離がある、つまりあまり似て

いない言語同士の場合でも、このようにして新しい言語を身につける

例はたくさん報告されています。日本人でも映画をたくさん見て英語を

身につけた人はたくさんいますし、日本のアニメを見ていつのまにか

日本語が話せるようになっていたことに気がついたという人もいます。

もしご興味がありましたら私の YouTube チャンネルの「 冒険家インタ

ビュー」というプレイリストを見てください。 

 

コンテンツだけがあれば新しい言語を身につけることができますが、し

かしそれをもっと効率的に行うには、現代的な学習ツールと、コミュニ

ティも必要です。次の「もしもし」の記事では、具体的にどのようなコン

テンツやツールやコミュニティがあればいいかをご紹介してみたいと

思います。 お楽しみに！ 

 

 
今年 9 月に村上先生の「SNS で外国語をマスターする冒険家メソッド」

が発行されました。エドモントン日本文化協会に 2 冊ご寄付いただき

ました。図書に入れますので'是非ご覧下さい。 

 

EJCA’s Fall Bazaar Report      Sanae Ohki 
 
The EJCA's Fall Bazar on October 20, 2018 attracted 
more than 300 people and made $6,500 after expenses 
(volunteers' time was not included in the expenses). As 
usual, people enjoyed buying Japanese arts and crafts for 
their Christmas presents, eating Japanese food and 
sweets and talking with their friends over lunch. 
 
Here I want to tell you how the EJCA prepared the bazaar. 
The first meeting of the bazar committee took place on 
August 24 and set up a general plan for the bazar. Since 
then, the committee members were busy making a menu 
for hot lunch, Japanese sweets and lunch boxes. Besides 
food, they started collecting and buying books and arts and 
crafts for sales and for the silent auction. On October 4, 
four volunteers worked a full day to make 60 sets of 
omochi. It was not easy to ask for donations for the silent 
auction and actually to go and pick up the donations. 
Eventually, we succeeded in getting donations from many 
people/businesses including the Alberta Premier, the City 
of Edmonton Mayor and the Consul-General of Japan in 
Calgary. Do you know shat goes into “pricing” for the  

…cont’d to next page 

 

ＥＪＣＡの秋のバザー報告   大木早苗 
 

2018年10月20日にエドモントン日本文化協会恒例秋のバザーが行わ

れました。結果からお伝えすると、300人以上の参加者があり、$6500

の純益をエドモントン日本文化協会の活動資金として計上しました。

参加者が日本の味を堪能し、クリスマス用のプレゼントを買い、友達

同士楽しいひとときを過ごし、素晴しい1日でした。 

 

第1回準備会を8月24日に開いてから、サイレントオークション、食べ

物関係のお餅作りとお菓子セットや昼食の計画、食べ物以外の売り

物の計画、本の購入、その他どんどん計画が進みました。10月4日に

は4人のボランティアがお餅60袋あまりを作りました。サイレントオーク

ションへの寄付を依頼し、寄付の品々を受け取りに行くのも大変な仕

事です。州の首相、エドモントン市長、総領事館、沢山のレストランや

会員から貴重品が寄付されました。食べ物以外の売り物のボランティ

アは何回も集まって売る物を決め値段つけをしました。 

 

食べ物の材料を手分けして買ったり下ごしらえをしてから、バザー前

日の10月19日には9人のボランティアが調理をしました。トンカツ160

枚の準備、玉子200個の玉子焼き、鶏肉10ｋｇの照り焼き、サーモン

100枚の調理、幕の内弁当の煮物づくりではカボチャ、ゴボウ、生揚げ、

ニンジンがおいしそうなにおいで煮上がっていきます。うどんの用意を 

．．．次のページへ
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…from previous page 
bazaar? It means putting a price tag on every one of the 
goods to be sold at the sales tables. The pricing committee 
had to meet several times to complete this challenging and 
tedious task. 
 
On October 19, nine volunteers got together at the EJCA 
Centre at 7:30 in the morning to start cooking food for the 
bazaar. They prepared 160 tonkatsu (port cutlets) for deep 
frying on the day of bazaar; made 200 pieces of Japanese-
style omelettes; cooked 10 kilograms of chicken teriyaki 
and 100 pieces of salmon; and boiled vegetables for box 
lunches; and prepared curry. 
 
On the day of bazaar, a few volunteers got up five o’clock 
in the morning to cook rice at home that they brought to 
the EJCA Centre at seven o’clock and started making 
inarizushi and sushi rolls. By the time the bazaar opened, 
they had finished frying tonkatsu for Tonkatsu Curry and 
prawns for Tempura Udon and completed packing 100 
Makunouchi lunch boxes, 100 sets of Japanese sweets, 
and 70 boxes of sushi bento. There were also donations of 
pickles and baked goods.    

．．．前ページより 
しカレーも煮えています。ラウンジでは食べ物以外の売り物が所狭し

とテーブルに並んでいきます。今年は額入りの絵が沢山あって廊下に

次々とかけられました。 

当日10月20日は３人のボランティアが朝5時起きで第1回目のご飯を

炊いて7時に会館へ来て、いなり寿司と海苔巻き用の寿司飯を作りま

した。稲荷作り、海苔巻き作りが始ると、トンカツも揚がります。ホール

では、幕の内弁当用の箱が100個、和菓子セット用の入れ物が100個、

寿司弁当用の入れ物が70個並んで、ボランティアが次々とできあがっ

た食材を詰めていきます。 

その頃になると寄付の漬け物、スコーン、マッフィン、クッキー、いろい

ろなパイ、等会員の寄付が集まり始めました。 
 

サイレントオークションの品々もきれいに並んでいます。さあ、準備完

了。お客様に来ていただきましょう。 

 

次に、始めてボランティアとして参加したワング真弓さんが会場からの

様子を報告してくださいました。 

 

 

 

 

Participating in the EJCA Fall Bazar  Mayumi Wong 
 
On October 20, my daughter and I participated in the 
EJCA Fall Bazaar for the first time. My daughter took 
pictures and I took care of selling omochi in the food 
court. Many people came to the bazaar and gathered in 
front of the center before the arts and crafts court 
opened at 11:00 am and the food court opened at 11:30. 
 
There were five booths in the food court: pickles and 
bake sales, box lunch sales, hot meal tickets, omochi 
and Japanese sweet sales and the hot meal pick-up 
place. There was also a display of goods for a silent 
auction. In my booth, all mochi packages were sold  
within the first thirty minutes. All other booths were as 
busy as mine. Some people used all the cash they had 
and were asking if they could buy by a credit card. 
By one o’clock in the afternoon, the crowd started 
thinning out and some booths started closing down. For 
me, two hours between 11:30am to 1:30pm was so 
short. I was amazed to see how smoothly the closing 
down of the bazaar such as taking away the booth, 
putting the tables and chairs back into the storage room 
and sweeping the floor was carried out by the 
volunteers. I bought some pickles and Japanese sweets 
and enjoyed them as soon as I went home. They were 
consumed right away and I regretted not having bought 
more of them. Overall, it was a wonderful afternoon, 
wearing a Japanese happi coat and enjoying Japanese 
food right in Edmonton. 
 

 
 
 

ＥＪＣＡの秋のバザーに参加して   ワング真弓 

 

１０月２０日に開催された秋バザーのボランティアに娘と初めて参加さ

せていただきました。私は食品売り場に、娘はフォトグラファーとして

参加したのですが、当日はたくさんの人達が来場され盛況でした。 

 

工芸品売り場は１１時からオープン、食品売り場は１１時半からオープ

ンでしたが、オープン前から外に行列ができました。オープンしてから

はどこのブースもたくさんの人達で賑わっていました。食品売り場は大

きく５ブースに分かれており、お漬物や焼き菓子を販売するブース、幕

の内弁当、寿司弁当の他にカレーライスやてんぷらうどんの食券を販

売するブース、食券を購入した後に注文するブース、お餅や焼きそば、

和菓子などを販売するブースに分かれていました。また、サイレントオ

ークションのブースがありました。私がいたお餅売り場のブースは、開

始早々３０分もしないうちにお餅が完売になってしまいました。他のど

のブースも大変な賑わいでした。お客様の中には持っていた現金を使

いはたしてしまい、カードでのお支払いを希望した方までいらっしゃい

ました。１３時過ぎ頃になるとだいぶ人も少なくなり、徐々に片付けな

どを始めました。１１時半から１３時半までの２時間はとっても短く感じ

られ、あっという間に過ぎていきました。後片付けも皆さん協力し合い

ながらスムーズにできました。私もお漬物や和菓子を購入し家に帰っ

てから家族でいただいたのですが、とても美味しくてすぐに食べてしま

い、もっとたくさん買ってくればよかったと思いました。エドモントンにい

ながら日本の法被を着て、お漬物や和菓子などを食べることができて

本当に楽しい1日を過ごすことができました。 

 

Bazaar kitchen staff on 
October 20, 2018 
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THANK YOU for donations at the bazaar! 
 
1. Special thanks to donors who helped us raise just over 

$1000 at the Silent Auction: 
 
Naoko Kerr Ella Tan Sarah Trink 
Anonymous EJCA donations 
Mayor Don Iveson, City of Edmonton 
Premier Rachel Notley, Province of Alberta 
Mr. Shigenobu Kobayashi, Consul-General, Calgary  
 
Ki-fu-ne Japan: A spacious, west-end store with beautiful 
giftware, household items, stationery and unusual gadgets 
imported from Japan. 
 
Kobe Japanese Restaurant: A casual and friendly, west-
end Japanese restaurant.  Happily, they are now open  
again for lunch during the week with their popular self-
serve miso soup and fresh salad. 
 
Akiko Kohana: Studied ceramics in her native Japan and 
later in California and Edmonton. She has exhibited across 
Alberta, Ontario and British Columbia and her works can 
be viewed at the Alberta Craft Council, Edmonton. 
 
Mikado: Downtown, south-side and west-end locations 
serving traditional and innovative sushi and other dishes.    
 

 
Fresh ingredients are a must for the wide variety of items 
on their lunch and dinner menus. 
 
Oomomo: The first authentic Japanese variety store in 
Edmonton with new and unique kitchenware, stationary, 
Japanese snacks, ceramics, beauty products and more.   
New location opening at Londonderry Mall on December 1st . 
 
Tokiwa Ramen: No artificial seasoning, preservative or 
MSG. Situated in the Brewery District, and serving 
naturally flavoured ramen soup made fresh daily.  Limited 
quantities of soup are made so when the soup is finished 
the shop is closed. 
 
Yokozuna: Comfortable, cozy Japanese restaurant with 
specialty izakaya-style grilled skewers at dinner and a 
variety of bento boxes at lunch. 
 
2. Bazaar Baking /Side Dish Table donors 
      “Thanks for the yummy treats!” 
Debby Oikawa  Liz Machida     Soly Sawada    Terry Nagata 
 
3. Bazaar Door Prizes 
      “Thanks for adding to the fun!” 
Rental table basket (Noriko & Grace Fujino, Yoshiko  

Jackson, May Uyeda, Matsu no Kai) 
Bob Tennant

 
4. Library and Bazaar Donors 

“Many thanks for supporting EJCA’s ongoing programs and fund-raising events!”

Adeline Panamaroff Cathy Tennant Lesley & Norm Tsuruoka Nancy Cyr Susan Carnahan 

Aiko Kawawada Dr. C.Y.Oh Mami Hara Naoko Kerr Takashi Ohki 

Akiko Kohana Edie Nagata Maria Tan Noriko Taira Yoko Azumaya 

Andre Perfontaine Ella Tan Marianne Malo Chenard Richard & Sandra Barnes Yuka Miyagawa 

Atsushi Takahashi Jim Hoyano Mayumi Hoshi Soly Sawada Yumika van Lankvelt 

Carl Nishimura Kenichi Kato Mike Abe   
 

 

 

Bazaar on October 20, 2018 
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日本語サロンのページ 
 
今年はじまった日本語サロンは、日本から来たエ

ドモントン在住の仲間が日本語で社交をしたり、

講演会をしたりしています。エドモントン日本文化

協会の会員でも非会員でも日本語サロンに参加で

きます。有志７名が企画準備委員としてイベントを計画しています。 

 

今年最後の企画は 1２月１日（土） 午後２時-４時 「骨粗鬆症の

ABC」と「小児の発熱時の対応、小児の予防接種」の話と社交 

日本からきている医師お二人に伺います。若い世代の方も、年配

の方にも興味のある講演会です。お話の後はお茶と和菓子を用

意します。ポスターはこちら日本語サロン 

１． 入場料 EJCA 会員 ＄3.00，非会員１人$5.00 

２． お子さまはキッズルームでお世話します。 

 

遺言セミナー報告    佐藤元康 

 

2018 年 10 月 24 日、日本語サロンが「遺言」に関するセミナーを行いま

した。弁護士によるセミナーですから、当然のことですが遺言は大切で

すという趣旨です。しかし遺言を書くことが良いことなのか悪いことなの

か、人生にとって必要か必要でないか、といった話かと思うと肩すかしを

食らいます。 

 

ご存知の方もおられるかと思いますが、カナダの遺産管理は日本とは

違って州法に強く依存していて、それゆえに州を保護する観点から法律

が構成されている場合が多いという事実があります。つまり当事者側か

らすると、莫大な一時金の負担など到底納得できない取り決めも多いと

いうことです。ですから、私たちの想像よりもずっとドライに、技術的に遺

言の話を進める必要があるんですね。私は正直に言うと自分にはまっ

たく関係ないと思って話を聴き始めたのですが、普段の生活で判断され

る善し悪しとは全く違う基準が当てはめられることが新鮮なだけでなく自

分の無知にショックを受けました。後見人、事実婚などちょっとドラマティ

ック(？)な用語も法律的な意味合いを理解していないと、自分の意志を

正しく遺言として残せない可能性が高いことも知りました。 

 

講師の東谷陽子氏は講演中の質問にもその場でどんどん応える方式で

明快に説明が進んでいきます。参加者の数は３０名に満たなかったもの

の、かえって質疑応答の内容は濃かったように思います。 

 

具体的なことがなにも書かれていませんね。そうです、次回は是非会場

でお会いしましょう！ 

 

日本語サロン公開講座 「遺言について」 
 

以下の記事は「ＪＡＰＡＮＡＢ」というカルガリーで発行されている日本語

の小誌に記載されたもので、ＥＪＣＡで行われた講座と同じ内容ですが

他のところで行われた講座の要約です。「ＪＡＰＡＮＡＢ」のご厚意で転載

させていただきます。誌面の関係で、多少文体を変えてあります。 

 

８月４日(土)キャンモア、8 月 5 日(日)はカルガリーとエアドリーで日本語

による「遺言書セミナー」が開かれました。これはゲストスピーカーの

Barr Picard Law のパートナー弁護士、東谷陽子さんの講演の要約です。

遺言は自分の死後、大切な家族や友人にどのように財産を遺したいか

を意思表示する大事な書類です。セミナーでは参加者の方々から「今ま

で考えたこともなかった問題があることに気付いた」、「遺言を間違って

理解していたことに気付いた」という驚きの声声や質問が途絶えません

でした。セミナーでは、まず、「遺言は必要なのか」という根本的な疑問

提示から始まり、「もし遺言がなければどうなるか」について説明があり

ました。 

 

遺言書が無い場合の相続 

その１： 配偶者がいて、子供がいない場合 

全ての遺産は、被相続人の配偶者が相続します。「配偶者」には事実婚

の相手も含まれます。 

 

その２： 配偶者と子供がいる場合 

現配偶者との間の子供がいる場合は、全ての遺産を配偶者が相続しま

す。 

現配偶者以外の人との間に子供がいる場合は、まず遺産の 15 万ドル

又は 50%のうちどちらか多いほうが現配偶者に渡ります。残りの遺産の

50%は現配偶者以外の人との子供達の間で均等に分けます。 

 

その３： 配偶者に連れ子がいる場合 

血のつながっていない子供は、養子縁組をしないかぎり、相続権はあり

ません。 

 

その４： 配偶者は離婚、死別などでいないが、配偶者との間の子供が

いる場合 

生きている子供間で平等に分配。ただし、被相続人が亡くなった時点で

死亡している子供に子供がいる場合(被相続人の孫)は、死亡した子供

が相続する遺産はその子供の子供(孫)の間で均等に分けます。 

 

その５： 相続人が１８歳未満の子供のみの場合 

これらの子供は成人になるまで相続権がないので、成人するまでは遺

産管理人が遺産を管理します。 

 

その６： 配偶者が無く、また血のつながった子孫もいない場合 

次の順番で相続人を決めます。同じ親等で複数の人が見つかった場合

は、その人たちの間で均等に分けます。 

1.被相続人の親 

2.被相続人の兄弟、姉妹（被相続人と血のつながった兄弟、姉妹に限ら

れます） 

3.被相続人の祖父母 

4.被相続人の両親の兄弟、姉妹（叔父、叔母、伯父、伯母） 

5.被相続人の従妹 

5 親等から離れると、相続権はありません。もし上記に書かれた相続方

法から変更をしたければ、遺言が必要です。 

 

また、遺言がないと、遺産管理人(personal representative)が決まる

まで時間がかかる可能性があります。遺産管理人は被相続人の財産を

遺言書に基づいて分配する大切な役割を担います。遺言がない場合、

遺産管理人は以下の優先順位で決まります。 

1. 被相続人の配偶者 

2. 被相続人の子供 

3. 被相続人の孫 

4. 被相続人の子供でも孫でもない子孫 

5. 被相続人の親 

6. 被相続人の兄弟、姉妹 

7. もし相続権があれば、被相続人の甥や姪  

8. その他の親戚で、相続権のある人   
9. 被相続人との関係により、遺産に権利がある人 

10. その他の理由で遺産に権利がある人 

11. アルバータ州政府 

もし優先順位の低い人が遺産管理人になりたければ、優先順位が自分

と同位かより上の人たち全員から「遺産管理人にならない」とする書面

….次のページに続く 

http://www.ejca.org/images/events/posters/2018%20Nihongo%20Salon5.jpg
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…前ページより 
にサインをもらうか、裁判命令をとる必要があります。例えば配偶者も子

孫もいない被相続人の親が高齢で手続きが大変だからと被相続人の兄

弟のうちの一人が遺産管理人になろうとしても、親と全兄弟の合意が必

要です。特に、もしこれらの人の中に他国に住んでいる人がいるとその

やりとりがとても煩雑になります。遺言で遺産管理人を指定しておけば、

優先順位の高い人たちが放棄する書類にサインをしなくてよいので、そ

の分手続きが簡便になります。 

 

遺言の利点 

他にも、遺言があると相続方法に変化をつけることができます。例えば、

配偶者に一括で遺産を渡さずに毎月信託から生活費を渡したり、子供

が１８歳ではなくもっと年長になってから（例えば 25 歳になってから）遺

産を渡したり、賃貸している不動産をすぐに売らずにそのまま人に貸し

て遺産を増やしたり指示することができます。 

 

遺言は自分で作れるの? 

作れます。アルバータ州の法律によると、このような遺言は以下の条件

を満たしていなければいけません。 

1. 書面で示してあること（ビデオや音声ではだめ） 

2. その書類が遺言であることが明記してあること 

3. 被相続人のサインがあること 

 

ただし、言語については制限が書いてありません。実際、日本語の遺言

がアルバータ州の裁判官に認められました。 

 

遺言の書き方は二通りあります。 

1. 被相続人が遺言に署名したのが自分であることを二人の証人に同時に

伝え、それぞれの証人が被相続人の立会いの下、遺言に署名する場合 

2. 証人なしで全部を直筆で作成した場合（自筆証書遺言書） 

アルバータ州はカナダでも珍しく、証人なしの自筆証書遺言書を認めて

います。しかし、他の州では認められないので、大事をとって二人の証

人をつけておきましょう。 

 

遺言を書く際、以下の点を入れておくと良いです。 

1. 過去に遺言を書いていたら、それを無効にするかどうか 

2. 遺産管理人の任命 

3. 子供が未成年の場合、後見人（Guardian）を指名します。後見人

（Guardian）とは、子供が１８歳未満の場合、被相続人に代わって子供の

生活の面倒を見てくれる人です。 

4. 遺産分与の指定。細かく書いても、または遺産管理人に全任してもよ

いです。 

 

最後にこの記事では、今回のセミナーの全てを網羅しきれませんでした

が、目から鱗のアドバイスの数々に参加者から「これは絶対聴講するべ

きだ! 東谷先生の説明がとても分かりやすい」との賛辞が送られました。

次回のセミナーが計画されたらご連絡します。個人的に東谷陽子弁護

士に相談されたい方は、２１ページの広告に連絡先が掲載されています。

２０分未満の相談は無料ですが、それ以上の相談や遺言の作成は有料

です。

 

子供用品フリーマーケットとお総菜祭     大川 知子 

エドモントン日本文化協会日本語サロン主催の子供用品フリーマーケ

ットとお総菜祭が 2018 年 9 月 29 日（土）午前 11 時から午後１時まで

エドモントン日本文化会館のホールで行われました。この企画は、今

回初めての試みだったそうです。子供用品やマタニティー用品のフリ

ーマーケットは、どのテーブルも沢山の商品で溢れていて、商品の展

示の仕方もそれぞれ工夫してありとても勉強になりました。食品ブー

スは洋菓子の他にも、太巻きや漬物、惣菜や日本を感じる和菓子な

ど日本ならではの物も多く見られました。 

この日、外は雪もちらつく程の寒さでしたが、会場内はたくさんの来場

者で賑わっていました。お昼時だった事もあり、多くの方が買われた 

食べ物を中央の休憩スペースで召し上がっていらっしゃいました。無

料で振るまわれたコーヒーや緑茶がとても良かったです。 

 

私も普段から料理やお菓子作りが好きでたくさんの方に食べて喜んで

頂けたらと思い、日本ならではのメロンパンや惣菜パンなどを出店しまし

た。私はエドモントンに来てまだ半年と短いのですが、EJCA のイベント

を通してたくさんの方に出会えたり、日本を感じられる催し物が行われて

とても感謝しています。今回キッズスペースを設けてくれた事も、来場者

だけでなく出店側の私も小さな子供がいる為とても助かりました。２時間

はあっという間で、特に開場の 11 時頃は多くの方が入ってこられてお目

当ての品を買い物されていました。販売予測がつかず沢山作り過ぎた

かと心配していましたが、パン 80 個は完売し、焼き菓子もたくさんの方

が買ってくださいました。子供の面倒も見つつの準備はとても大変でし

たが、「美味しかったです。」と声をかけて下さる方もいらっしゃって、疲

れも吹き飛び、とても嬉しく思いました。私自身もたくさんの買い物が出

来て、また次回開催されれば是非参加したいイベントだと感じました。
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Registration for Nihongo Kids and Baby Salon 
 
The registration deadline for the Winter session of the 
Nihongo Kids and Baby Salon is December 31, 2018. The 
fees are $30 for the nine classes of Nihongo Kids and $21 
for seven classes of Baby Salon. For details, contact 
event@ejca.org 
 
Nihongo Kids Class Schedule:   
January 9, 16 and 30 February 6, 13 and 20 
March 6, 13 and 20 
Application: https://goo.gl/forms/hfQZ2gklGiahJw6M2 
 
Baby Salon Class Schedule:   
January 11 and 18 February 8 and 15 
March 8, 15 and 22 
Application: https://goo.gl/forms/THfufmfDooKmAVnF3 

２０１９年冬学期のにほんごキッズとベイビーサロン 
 

冬学期のにほんごキッズ申し込み期限は１２月３１日です。 

全９回３０ドル こちらから申し込んでください。
https://goo.gl/forms/hfQZ2gklGiahJw6M2 

1 月 9 日、16 日、30 日  2 月 6 日、13 日、20 日 

3 月 6 日、13 日、20 日 

 

ベビーサロン申込期限は１２月３１日です。 

全７回２１ドル こちらから申し込んでください。 
https://goo.gl/forms/THfufmfDooKmAVnF3  

1 月 11 日、18 日  2 月 8 日、15 日 

3 月 8 日、15 日、22 日 

 

詳細のお問い合せは event@ejca.org  

 

Japanese Language Program is accepting new 
students for the 2019 Winter term      Mineko Koto 
 
The classes accepting new students in the winter term:   

Intermediate - Beginner class (Japanese for Adults) 
Fun and Easy Japanese 
Japanese for Teens 

There are no seats available for the Total beginner and 
Advance beginner classes. 
 
Schedule: Intermediate -Beginner class (Adults) 

Date January 16 to March 20, 2019, 
10 Wednesdays 

Time 7:00 – 9:00 p.m. 

Cost $135 + $60 for the textbook + EJCA 
registration fee (if not a member yet) 

Textbook Genki I 

 
Schedule: Fun and Easy Japanese (Adults) 

Date January 17 to March 21, 2019, 
10 Thursdays 

Time 10:00 a.m.– noon 

Cost $100 + $25 for the textbook + EJCA 
registration fee (if not a member yet) 

Textbook Konnichiwa Nihongo 

 
Schedule:Japanese for Teens 

Date January 16 to March 20, 2019,  
10 Wednesdays 

Time 5:00 – 6:30 p.m. 

 Must be: grade 7 – 12 and a member of 
EJCA. 

Cost $90 + $30 for the textbook + EJCA 
registration fee (if not a member yet) 

Textbook Marugoto A1 Rikai  

 
To register, please visit: http://www.ejca.org/schools.html  
Contact at: lesson@ejca.org for any question. 
 
 
 

ベビーサロンと日本語キッズの講師の募集 

  

ベビーサロンは０才から２才、日本語キッズクラスは２才から５才の子

供を対象に日本語でクラフト、歌、遊技、 クラフト、読み聞かせ、等を 

しています。１年に ３ 学期、１ 学期は １０ 回です。１月からクラスを

受け持ってくださる方を募集しています。興味がある方は、

event@ejca,org へご連絡ください。詳細をお知らせします。 

 

募集の要項は次の通りです。 

• 全て日本語でクラスを受け持つことができる方 

• 日本語キッズは水曜日 午後 1 時−２時 

• ベビーサロンは金曜日午前 10 時−10 時 45 分 

• カナダの労働許可（working permit）を持っている人 

• 謝礼があります。 

• 簡略履歴書を用意してください。 

ベビーサロン又は日本語キッズだけ教えたい方もどうぞご遠慮な

くご連絡ください。 

 

 

Notes from the Moshi Moshi editor: 
 
1. The following two articles will be featured in the 

January-February issue of Moshi Moshi： 

"20,000 Steps a Day in Tokyo (Part 2)” by Lénárd 
Grossmann, and 
“My Arctic Adventure (Part 3)” by May Uyeda 
 

2. Two entries for the Moshi Moshi Title Competition 
were received. Thank you! The EJCA board will make 
a decision of the next steps. 

 
「もしもし」編集からお知らせ： 

 
1. 次の二つの 9 月号から連載の続きは 1/2 月号に載ります。 

• レナード・グロスマン  東京の１日２万歩（第二部） 

• メイ・ウエダ    私の北極圏体験（第三部） 

 

2. 会報「もしもし」題字コンテストに二つの応募がありました。ありが

とうございました。エドモントン日本文化協会の役員会でどのよう

に決めるか相談します。

 

https://goo.gl/forms/hfQZ2gklGiahJw6M2
https://goo.gl/forms/THfufmfDooKmAVnF3
https://goo.gl/forms/hfQZ2gklGiahJw6M2
https://goo.gl/forms/THfufmfDooKmAVnF3
mailto:event@ejca.org
http://www.ejca.org/schools.html
mailto:kotomineko@hotmail.com
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Open Competition for the Event Coordinator  
Tamara Sutherland 

 
Come join the Edmonton Japanese Community Association 
as our part-time events coordinator! The EJCA has recently 
completed a one year pilot of this role, with the Board 
deciding that the position was very useful for the operation of 
the association and authorizing it to continue as an on-going 
position. According to our policies, we will recruit for this 
position through an open competition. Membership in the 
EJCA will be a requirement of this position. 
 
The successful candidate will support the association by 
planning and executing a wide range of events in addition to 
assisting in the day to day operations. This includes 
preparing promotional materials, coordinating volunteers, 
responding to inquiries from association members, ordering 
and maintaining supplies, and preparing communication 
materials. 
 
In addition to planning and executing our annual calendar of 
events, the event coordinator will be tasked with determining 
current and emerging needs among current and potential 
members, and creating proposals for new programming and 
events. They will also be asked to take the lead in recruiting 
and managing volunteers. Being bilingual in English and 
Japanese is strongly desired. 
 
This position shares an office with the EJCA centre manager, 
and is scheduled for 18 hours per week with reimbursement 
at a competitive salary. A detailed job description is available 
at 
http://www.ejca.org/documents/EventCoordinatorPosting.pdf 
Those who are interested in the position should e-mail the 
application in both English and Japanese to Sanae Ohki 
sanaeohki@shaw.ca by December 5, 2018, including: 

1. A cover letter outlining how you meet the position 
requirements; and 

2. Resume. 

ＥＪＣ行事企画係の募集   タマラ・サザランド 

 

ＥＪＣＡで行事企画係を公募しています。行事企画係になってＥＪＣＡの

様々なイベントの企画、運営をして見たい方はいらっしゃいませんか？

これまでの一年間、試験的に行事企画係を使った結果、ＥＪＣＡの活動

にとても有益だという結果がでました。それで２０１９年２月１日から行事

企画係をＥＪＣＡの正式な仕事にすることに決めて、ＥＪＣＡの規則にした

がって公募することになりました。 

 

行事企画係は今までＥＪＣＡが行ってきたイベントだけでなく、現在そし

て将来のＥＪＣＡ会員の要望を反映するような新しいイベントも企画、

提案します。そして行事企画係はイベントの企画、運営に必要な仕事

の総てを役員会の指導の下に行います。これにはボランティアを集め

て指導する、イベントに必要な品物を集める、イベントの広告をする、

なども含みます。 

 

応募する方はＥＪＣＡの会員で、ＥＪＣＡのイベントを良く知っている必

要があります。また英語と日本語の両方で仕事が出来ることがとても

望ましい条件になっています。EJCA のセンターマネジャーとオフィス

を共有し, 一週間に１８時間程度働きます。謝礼は時間制で現在のア

ルバータの同様な仕事の謝礼と見合う額です。仕事の詳細はこちらを

ご覧ください。 

http://www.ejca.org/documents/EventCoordinatorPosting.pdf 
この仕事に興味のある方は２０１８年１２月５日までに大木早苗 

sanaeohki@shaw.ca に次の二つの書類を英語と日本語の 2 カ国語

で提出してください。 

• 応募の手紙： 応募者がどのような点で行事企画係に適して

いるかの説明も含めてください。 

• 履歴書： 書式は問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

What is “Nihongo Salon”?      Takashi Ohki 
 
Last February, the EJCA started a program called “Nihongo 
Salon” which has held social meetings, public lectures and a 
flea market of baby goods and Japanese side dishes. The 
activities of Nihongo Salon are conducted in Japanese only 
but every EJCA member is welcomed to participate in them. 
In the Edmonton area, there is an increasing number of new 
Japanese immigrants. The new Japanese immigrants feel 
socially isolated because they lack the knowledge of 
Canadian society and their English language ability is still 
limited. The EJCA started the Nihongo Salon program to 
encourage new Japanese immigrants to become familiar 
with Canadian society and participate in EJCA activities by 
offering them activities in Japanese. But for any EJCA 
member who wants to be exposed to a completely Japanese 
language environment, a Nihongo Salon activities whould be 
a good opportunity. All Nihongo Salon activities will be 
announced in the Nihongo Salon section of the Moshi Moshi 
in Japanese. 

日本語サロンについて 大木 崇 

 

今年の二月に EJCA は日本語サロンプログラムを始めました。今ま

でに懇談会、公開講座、べービー用品と日本のお総菜の蚤の市を開

きました。日本語サロンプログラムは日本語だけでおこないます。近

年、エドモントン地区に日本からの新しい移民が増えています。この

方々達はまだカナダ社会の制度に不慣れで、また英語力もまだ不十

分なこともあり、社会的に孤立していると感じている方が多いです。日

本からの新しい移民のかたがたに EJCA の活動に参加していただく

ために、先ずは新移民の方からの要望の強い日本語によるプログラ

ムを始めました。日本語サロンのプログラムには EJCA 会員は誰でも

参加出来ます。完全に日本語環境のプログラムは日本語を勉強して

いるかたにも役立つと思います。日本語サロンの活動、イベントは「も

しもし」の日本語サロンのセクションに掲載されています。 
 

http://www.ejca.org/documents/EventCoordinatorPosting.pdf
mailto:sanaeohki@shaw.ca
http://www.ejca.org/documents/EventCoordinatorPosting.pdf
mailto:sanaeohki@shaw.ca
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My Japan part II: More notes from an increasingly 
less recent trip     David Sutz 
 
Continuing on from Part I in the July-August 2018 Moshi 
Moshi that had us heading north from Tokyo for the 
Tohoku area, now I have arrived at Sendai.  
 
One great thing about Japan these days is the number of 
reasonably-priced hotels. Sure, they might be a bit on the 
small side but they are efficiently designed and have 
amenities you wouldn’t expect for $50-$75 a night. One 
caution though: Saturday night reservations can be 
significantly more due to the number of people knowing 
they will miss the last train or bus after a heavy night of 
drinking (and having the next day off to recover). Our 
Dormy Inn in Sendai featured natural hot-spring baths in a 
mid-city high rise. There is nothing like a Japanese bath 
with its low stools to sit on while filling a small basin to 
dump over your body before lathering up and scrubbing 
down prior to easing into the various indoor and outdoor 
tubs of varying temperatures: from shrivellingly freezing 
cold to scaldingly hot. Be sure to remember to leave your 
tiny ‘politeness’ towel either on the tub edge or folded 
neatly on your head to keep it out of the common water. 
 
After our first of many baths-a-day for the next week, we 
slurped through a pleasant dinner of hiyashi soba (cold 
noodles topped with shredded egg, ham, mushrooms, 
carrots, daikon, scallions, cabbage, and dipped in a tasty 
sauce).  Then another bath and a good sleep for 
tomorrow’s hike to, and then up, the 1158-year-old 
mountain temple complex of Yamadera. 
 
Next morning we met our friend, Mr. Ino, and took the train 
to Omoshiroyama-kogen station between Sendai and 
Yamagata. This rural mountain train line is almost, but not 
quite, the farthest thing from a shinkansen bullet train you 
can imagine - one car, takes over an hour to go 40km, with 
nobody at the destination station to even collect tickets.  
 
I first met Mr. Ino in 1991 during a 3-month stay in Sendai. 
He worked at the kencho (prefectural office) and had a love 
for hockey both as player and coach of kids’ teams. 
Somehow he found extra gear and got me on the ice a few 
times. When I returned to Sendai on the JET program, I had 

my own hockey gear shipped over (in a container filled 
with a disassembled BC log-house destined for the 
Japanese market) and spent many happy hours playing  
and helping coach with him over the next four years. I also 
connected him with a friend’s hockey school on 
Vancouver Island where he took several groups over 
subsequent years for both hockey and cultural home-stays. 
 
On arriving at the deserted station in the 3-house village, it 
took several minutes to find the overgrown trail-head 
despite various signs and maps around the station. 
Anyone who thinks Japan is all cities and masses of 
people everywhere is just plain wrong; like many rural  

…cont’d to next page 

私の日本 パート ＩＩ                                      デービッド・ソッツ 

 

２０１８年７-８月号の「もしもし」では私が東京から東北に向ったところ

で終わりました。この「もしもし」でやっと仙台に到着しました。外国人

旅行者にとって近年日本で割安な宿泊施設が増えたことは喜ばしい

ことです。部屋は小さめですが、旅行者に必要なものは総てコンパク

トに整っています。とても一泊５０～７５ドルとは思えません。一つ注意

しておくことは土曜日の予約はとても難しいことです。これは日本の

サラリーマンの厳しい一週間が終わり土曜日の夜は遅くまで居酒屋

などで飲んでいて終電車、終列車を逃した人がこのような割安の施

設に泊まるからです。私が泊まった仙台のドーミー・インはダウンタウ

ンの高層ビルですが、中には天然温泉があります。温泉大好きな私

は洗場で小さなスツールに腰掛け湯桶に湯をくんで体をごしごし洗っ

てきれいにしてから、やおら室内にある湯船と露天風呂を眺め、ぶる

ぶると寒さで震えるほどの冷水と体がちりちりするほど暑い湯とを確

かめて、どの湯船につかるかを考える時は期待でわかわくします。も

う一つ日本人なら誰でも知っている温泉の常識を忘れないように。そ

れは手ぬぐいは湯船の中には持ちこまず、湯船の外に置くか、四角

にたたんで頭の上に乗せておくこと。手ぬぐいは個人のもの（自分の

体を洗う時につかう）なので公共の領域である湯船には持ち込まない

ということです。 

 

ゆっくりと温泉に入ったあとで、ズルズルと音をたてて冷やし蕎麦を食

べます。冷やし蕎麦には錦糸卵、ハム、キノコ、人参、大根、キャベツ

が山盛りです。夕食の後はもう一度温泉に入り、明日の山寺の立石

寺ハイキングに備えて早めに寝ました。翌朝は友人の猪野さんと一

緒に列車で仙台と山形の間にある面白山高原駅に向いました。この

地方列車は新幹線の対局にあります。列車は一両だけで時速４０キ

ロでのんびりと走ります。駅には切符を受け取る駅員がいません。 

 

猪野さんと私は１９９１年に私が仙台で三ヶ月の研修を受けた時に出

会いました。当時猪野さんは宮城県県庁に勤めていました。アイスホ

ッケーが好きで、自分でもプレイをし、子供チームのコーチもしていま

した。私にどこからかホッケー用具一式を調達してきてくれて、私もプ

レイをしたことがあります。私がＪＥＴプログラムでまた仙台に行った時

は、ＢＣ州のログハウス用建材の入ったコンテナに私のホッケー用具

一式をうまいこと紛れ込ませて日本に輸送することができました。そ

れからの四年間、私はホッケーをプレイし時にはコーチもして大変楽

しく過ごしました。猪野さんをバンクーバー島でホッケー学校を経営し

ている友人に紹介しました。猪野さんは自分のコーチするチームのメ

ンバーを何回もこのバンクーバー島のホッケー学校とホームステイに

連れて行っています。 

 

面白山高原駅は無人駅で周辺に人家は三軒しか見当たりません。

我々はこれから歩くハイキングコースの出発点を駅の近くの地図や

道印を頼りに探しますが、なかなか見つかりません。外国人旅行者

の日本のイメージは大都会とそこを歩く大群衆ですが、日本の田舎に

は人っ子一人見当たらないような所がたくさんあります。やっとみつけ

たハイキングコースは川の横を４キロ歩くもので途中には危なっかし

い橋もあり、カナダで言えばバンフのジョンソンキャニオンにまだ観光

客が来る前はこうだったろうという風景の中にあります。 

 

ハイキングコースには芭蕉の句を書いた表示があります。「閑かさや

岩にしみ入る蝉の声」 

猪野さんによればこの句は確かにこのハイキングコースにふさわしい

もので、蝉は鳴いていないものの蛙の声が聞え、芭蕉の感じた通り、

静寂がますます深く感じられるそうです。この句の英語訳はたくさん

ありますが、私は周りの雰囲気を考慮して、一句次のようにしたため

ました。      次ページへ 
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…from previous page 
areas in Japan, there was absolutely no one around to ask. 
Once found, the 4km trail along the river was spectacular 
with narrow trails cut into the rocks and rickety, swaying 
footbridges - maybe what Johnston Canyon in Banff was 
like before hordes of people came along with 
infrastructure to accommodate them.  
 
A sign along the trail referred to the famous Matsuo Basho 

haiku: 閑かさや         /   岩にしみ入る    /   蝉の声 

           shizukasa ya  /   iwa ni shimi-iru  /  semi no koe 
The sign, and Ino’s explanation, highlighted the strange 
combination of absolute silence punctuated by the 
deafening drone of what were probably frogs (given the 
season) but with the same effect that Basho’s semi 
(cicadas) would have later in the summer. Of many 
translations, this one I’ve slightly modified captures that 
day best “Ah, such stillness that the very rocks are pierced 
by the droning of frog song.”* 
 
When we stopped for lunch atop mid-stream boulders 
(including some delicious local zunda dango or sweet 
soybean paste on mochi rice), Ino’s rather large day-pack 
led to discussion of some lingering after-effects of the 
2011 tsunami and earthquake. For even that short walk, 
he was equipped with several litres of water, a few days’ 
worth of dried food, a stove, flashlight, clothing for wet and 

cold, and probably more. His radio was on for the 
whole hike which we initially found quite annoying 
but came to understand as his vital link to 
earthquake warnings. He related that he knew 
people who still suffered from anxiety and depression 
years after the tsunami/earthquake - to the point of 
rarely leaving the house nor having many visitors. 
 
Popping out of the river canyon trails, we hiked another 
6km along a forestry road through a beautiful sugi (cedar) 
forest that actually gave unexpected insight into the 
globalized economy. It seems that lumber imports 
(including from Canada) have become so cheap that local 
producers cannot compete even in the local market so the 
forests are left to grow. I suppose this is good for nature 
but it’s not really natural because the monoculture cedar 
forest plantations are not representative of the traditional 
natural diversity.  

 
The Yamadera temple complex (Risshakuji) is so 
spectacular I won’t even try to describe it here (look it up if  

…cont’d to next page 
．．．前ページより 

“Ah, such stillness that the very rocks are pierced by the 

droning of frog song.” 
途中、川の中の大石に腰掛けて昼食をとりました。東北名物のずん

だ餅を食べながらふと、猪野さんが大きなバックパックをもって来てい

るのに気付きました。中には飲み水数リットル、数日分の乾燥食品、

携帯ストーブ、懐中電灯、寒い時体が濡れたときの着替え、などなど、

この短いハイキングには必要ないようなものが沢山入っています。猪

野さんによると、これは東北大震災津波の後遺症だそうです。そうい

えば、このハイキング中猪野さんの携帯ラジオはいつもオンになって

いました。なんでラジオをオフにして静かにしないのか不思議に思い

ましたが、猪野さんは何時でもラジオをつけておいて緊急地震情報が

聴けるようにしていないと不安なのです。猪野さんの知人にはまだ不

安症と鬱病で戸外に出られず、来客にも顔を合わせられない人がい

るそうです。 

 

峡谷の道から出て杉林の山道を６キロ歩きました。杉林が伐採され

ずに放置されているのは経済のグローバル化の影響です。日本の杉

林に近い場所でも輸入材の方が、現地の杉を伐採して材木にするよ

り安いのです。杉林がどんどん大きくなれば良いではないかと思うの

は間違いで、植林した杉だけが生えている山は自然ではないのです。

いろいろな樹木の混在する自然林は既に失われてしまっています。 

 
山寺（土地の名前、仙山線山寺駅で降りる）の立石寺は麓から奥の

院まで１０１５段の石段が歴史の言い伝えのある杉木立、途中の寺、

巨岩、などの間につけられ、一歩一歩周りの景色が変わる素晴しい

環境を作っています。特に面白く思ったのはいろいろな場所に自分の

名前を書いた紙を貼り付ける慣習です。きっと参拝の印に周囲のもの

に直接名前を書いて環境を汚すのを避ける智恵なのでしょう。 

 

さてハイキングを終えて仙台に戻り、猪野さんがコーチをしているホッ

ケーチームの試合を観戦する前に牛タンの夕食をとりました。牛タン

が仙台名物になったのは第二次世界大戦後で、進駐軍が牛の良い

ところをとってしまって牛の舌としっぽだけが仙台の消費者に残った

のでこれをつかった料理が出来た、という話があります。牛タンは長

い間郷土料理でしたが、世界サッカー大会の試合が仙台であり、この

ときに仙台名物として広まったという説もあります。 

 

ホッケーの試合は東日本大地震津波災害のあと残った仙台でただ一

つのホッケーリンクで行われました。それでも地震の影響で施設が壊

れ、選手は建物の外で着替えをします。元来ホッケーリンクではなくフ

ィギャースケートリンクで羽生結弦のホームリンクです。猪野さんの奥

さんは羽生結弦の小さいときにはじめてのフィギャースケートのレッス

ンをしてあげたそうです。日本のアイスホッケーの試合を久しぶりに

みて昔のことがとても懐かしくなりました。日本のアイスホッケー文化

をまた体験することになりました。         …次ページへ 

…from previous page 
you are interested). The 1015-stair climb through dozens 
of artifacts, sites, and monuments spanning centuries is 
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well-worth any effort getting there. Of particular note this 
visit was learning that the hundreds of pieces of paper 
with people’s names stuck to various surfaces are 
apparently an attempt to cut down on permanent graffiti. 
Back in Sendai, we went for gyutan (beef tongue) dinner 
on the way to a hockey game Mr. Ino was coaching. 
Apparently gyutan first became popular around Sendai 
 
after WWII when occupation soldiers got all the good beef 
cuts so locals developed recipes for tongues and tails. 
Gyutan has since been a local speciality (I even have a 
secret recipe shared by the owner of an original restaurant 
chain) but its popularity skyrocketed after some World Cup 
soccer coverage brought more attention to the region and 
its specialty cuisine.  
 
The hockey game was played in perhaps the only rink left 
in Sendai these days. It has few facilities for hockey other 
than the lines on the ice and the score clock; teams have 
to change out in the open on a few scattered benches off 
the rink corners. This is definitely a place for figure skaters 
and was the home rink for Yuzuru Hanyu (apparently a  
pretty good figure skater). Actually, I seem to remember 
that Mr. Ino’s wife gave another famous Sendai figure 
skater his first lessons. 
 

It was so natsukashii (nostalgic) for me to see again those 
peculiarly Japanese adaptations to hockey culture such as  
parents handing out hot tea and snacks to spectators and 
the post-game formalities which involve each team cycling 
through a routine of thanking and bowing in turn to each 
other, the opposing coaches, the officials, and the 
spectators. After the game, one of the linesmen came 
over and said she remembered me from when she was a 
little hockey-playing girl on Mr. Ino’s team almost 25 years 
ago; now she is an IIHF accredited referee who has 
worked some Olympic games. Her older brother, also a 
hockey player in those days who loved karaoke on team 
trips, has become a professional musical theatre actor yet 
somehow, even in such a small city, not connected to 
another Sendai friend who has run a musical theatre 
academy for more than 30 years. More on Jun Hirose, and 
others, to come. 
 
Thus concludes another installment of how a recent trip 
encapsulates why Japan has captured my heart and 
keeps drawing me back  - the opportunities to meet so 
many people doing the unexpected in a country that is 
supposedly so antithetical to the unexpected. 
 
*https://suisekiblog.wordpress.com/2017/08/29/a-haiku-by-
basho-cicada-voice/  

 
 
．．．前ページより 

例えば、ホッケー選手の親たちがお茶とスナックを観客に配ります。

試合後に両チームが全員で氷上を滑って相手チーム、審判員、コー

チに感謝します。この試合の後に女子選手の一人が私のところに来

て、２５年前、まだ彼女が小さなアイスホッケー選手だったときに私が

猪野さんと一緒にコーチをしていたのを覚えているといいました。 

彼女は現在オリンピックの試合の審判もしたことのある審判員だそう

です。彼女のお兄さんもホッケー選手でカラオケが大好きでしたが、

現在はプロのミュージカル俳優だそうです。ミュージカル俳優といえば

もう一人仙台に知り合いがいますが、この話はまたそのうち。 

 

これで今回の私の日本旅行の話は終わりますが、どうして私が日本

にこんなにもひきつけられてているのか、その理由の一端がおわかり 

になっていただけたとおもいます。カナダと正反対の国と思われると

ころに、まったく予期しないようなことをしている友達がいる、という不

思議さに終わりはありません。 
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Condolences to the Family and Friends of 
Masa Yoneda 
A summary of the newspaper obituary      Cathy Tennant 
 
On November 10, 2018 at the age of 97 years, Masa 
Yoneda passed away peacefully at the Edmonton General 
Hospital Palliative Care Unit. Predeceased by her 
husband, Dr. Taro Yoneda in 2000, and her son Ross in 
2009, she leaves her children Bruce, Janet (Keir), Garth 
(Joanna), Faye, and Ross' wife Navy; 12 grandchildren 
and 5 great-grandchildren.  
She was an exceptional, supportive mother to 5 children, 
born very close in age, in times of hardship. She was 
known to her children's friends for her welcoming home 
and her baking.  She had a generosity and sense of 
humour, a grace, and a warm and radiant smile. Masa 
made people feel special.  
 
Masa was born on August 14, 1921 in Victoria BC, to 
Kosaburo and Toyo Takahashi. During WWII, her family 
was evacuated to Hastings Park in Vancouver. From there, 
they travelled to Toronto, to start again, and were the first 
'nuclear family' of Japanese Canadians in Toronto. Masa 
worked as a secretary for the United Church, taught 
Sunday School, and was a copywriter at a small publishing 
house. In 1947, she married Yoshitaro Yoneda. They 
moved to Alberta, initially to Vegreville, then to Edmonton.  
 
A life-long learner, Masa completed her BA in Sociology at 
the U of A in 1965 while her youngest child was still in 
elementary school.  
 
Masa was active in many community organizations, such 
as the Boyle Street Centre, St. Paul's United Church, and 
the Jewish Senior Citizens' Centre. She was a long-time 
member of the Edmonton Japanese Community 
Association and the EJCA Seniors' Club--Matsu no Kai.  
She made many friends at EJCA and her welcoming, warm 
smile and generosity of spirit will be missed. Masa believed 
in the importance of donations to community needs and 
was a consistent donor to many charitable organizations. 
 
There will be no public funeral service and in lieu of flowers, 
memorial donations are appreciated and can be made to 
the Dr. Y. (Taro) Yoneda Family Bursary (Students' Award 
Dept. Rm 103, Admin. Bldg, U of A, Edmonton, AB 
T6G2M7). Condolences may be sent to The Yoneda 
Family at 6403-131 Street Edmonton T6H3Y2. 

お悔やみ： マサ・ヨネダ  
（新聞の死亡告示の要約）   キャッシー・テナント 

 

マサ・ヨネダさんが２０１８年１１月１０日にエドモントン・ジェネラル・ホ

スピタルで永眠されました。９７才でした。ご主人のタロウ・ヨネダ氏、

ご子息のロスさんに先立たれましたが、ほかにお子さんが４人、お孫

さんが１２人、ひ孫さんが５人いらっしゃいます。 

 

マサさんは１９２１年８月１４日に BC 州ビクトリアでコサブロウとトヨ・

タカハシ夫妻を両親として生まれました。１９４２年、太平洋沿岸の日

系人は強制移動の為にまずは

バンクーバーのへースティング・

パークに収容されましたが、タカ

ハシ一家はここから直接トロント

に移動しました。トロントに日系

人一家として移動したのはタカ

ハシ一家が初めてでした。 

 

トロントでマサさんはユナイテッ

ト教会の書記をし、また教会の

サンディスクールの先生をしま

した。同時に小さいな出版社で

広告記事を担当しました。１９４７年にヨシタロウ・ヨネダ氏と結婚して

アルバータ州ベルゲビールそして後にエドモントンンに移住しました。 

 

エドモントンでもマサさんは積極的にボイル・ストリート・センター、セイ

ント・ポール・ユナイテッド教会、ユダヤ人シニアーシチズン・センター、

EJCA, 松の会などのいろいろなボランティア活動に参加しました。エ

ドモントン日本文化協会と松の会の長い間の会員でした。マサさんは

いろいろな基金に寄贈するとこをとても大事なことと考えていました。

マサさんは一生を通じて常に何かを学習していました。１９８５年には

アルバータ大学で社会学の学士号を獲得しました。 

 

お葬式は行いません。お見舞い金はアルバータ大学の奨学金基金 

へお願いいたします。ご遺族宛へのお悔やみは 6403 131 Ｓｔｒｅｅｔ， 

Ｅｄｍｏｎｔｏｎ Ｔ６Ｈ ３Ｙ２へお送りください。 

(マサさんは、高齢になられてからもエドモントン日本文化協会の活動

に積極的に参加され、私達に素晴しい生き方のお手本を見せてくださ

いました。一同心からご冥福をお祈りいたします。） 

 

 

 

 

 

 

 

Event Calendar 2018/2019 (Tentative days)         2018/2019 年行事予定 
Book Sales Satueday, November 24, 2018  11 月 24 日（土） 本の朝市 

                        12 月 1 日（土） 日本語サロンー医療の話と社交 

Family Christmas Party Sunday, December 2, 2018       12 月 2 日（日） ファミリークリスマスパーティ 

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

                                                      2 月 16 日（土） 手作りクラフトとお総菜マーケット 

Doll Festival (Hina Matsuri) Saturday, March 2, 2019               3 月 2 日（土） ひな祭り 

Explore Japan (High School Program) Saturday, March 9, 2019               3 月 9 日（土） 高校生 Ｅｘｐｌｏｒｅ Ｊａｐａｎ Ｐｒｏｇｒａｍ 

 3 月 16 日（土） 講演会と社交 
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Excursion Program of Matsu-no-kai Seniors’ Club
        Alan Davis 
Club meetings are held on the fourth Wednesday of each 
month at the EJCA Centre (except for December). All 
EJCA members over 55 years of age are welcome to 
join. We start at 10:15 am with an optional exercise 
program. Currently we do a quick warm up and then 
practice some Tai Chi. Our business meetings start at 11 
a.m. and we break for lunch at noon. You can bring your 
own lunch or purchase our monthly “club lunch” which 
might be a Japanese Bento, Special Udon, Chinese Food 
or a BBQ. The monthly gatherings usually wind up at 2:30 
to 3:00 p.m. The club organizes an outing each month 
where we usually take in an interesting event and then 
attend a new or different restaurant. 
  
Our January “outing” was the EJCA New Year’s potluck 
dinner. Some of the members also visited the Nikkei 
Museum Exhibit at the Provincial Legislature that month. 
 
In February a small group went to the IMAX theatre at the 
Telus Science Centre to view, “To the Arctic” which was 
followed by a Dim Sum lunch.  
 
For March we had lunch at the Shogun Restaurant and 
then in the afternoon toured the Edmonton Public School 
archives and museum at Mackay Avenue School. 
 
April, we were back at the Telus IMAX theater to view 
“Hubble” and afterwards we had lunch at the “Dang Good” 
Vietnamese restaurant….and it really was “dang good”! 
 
Every year in June some members attend the Senior’s 
Tea at the Federal Building near the provincial legislature. 
Each year there is an interesting presentation at the tea. 
After the tea there is a tour of the legislature building and 
a tour of the Federal building. There is also a really neat 
gift shop in the Federal building. 
 
Our July outing was to the Horse Races at Northlands, 
including a buffet brunch. Next year we hope to do the 
same at the new track. 
 
August we went to the Barr Estates Winery. We were 
offered a chance to wander through the orchard and taste 
the ripe cherries right off the cherry trees and watch the 
harvester picking cherries. Later we were given a tour of 
the facility and offered a taste of the wines. 
 
Our September outing was to the Starlight Casino at 
West Edmonton Mall, where we had a delightful lunch and 
then had an opportunity to gamble on the slot machines. 
 
In October a few of us were able to attend the opening of 
the Royal Alberta Museum in the new building. 
This year our Christmas lunch will be at the Ernest’s 
restaurant and buffet at NAIT. 
 

松の会の遠足プログラム         アラン・デイビス 

 

松の会の例会は毎月第四水曜日午前１０時１５分から EJCA センタ

ーで始まります。松の会はシニアーの会で５５才から参加出来ます。

例会では自作のお弁当を持ってくるか、または毎月変わる「クラブラ

ンチ」を予め注文できます。例会では毎回いろいろなプログラムを行

いますが、松の会は例会とは別に毎月「遠足」にでかけます。２０１８

年の遠足を振り返ってみましょう。 

 

１月：EJCA の新年会、州議事堂で開かれたバンクーバーの日系博

物館の展示 

２月：IMAX 映画 

３月：将軍レストランで昼食のあとエドモントン公立学校博物館 

４月：IMAX 映画 

６月：州政府のシニアーの為のティーパーティ 

７月：ノースランド競馬場 

８月：果実酒醸造所の見学 

９月：カシノ 

１０月：新しいアルバータ博物館 

１１月：ディナーシアター 

１２月：NAIT レストランでクリスマスランチ 

 

２０１９年もいろいろと楽しい遠足を企画しています。皆様どうぞ松の

会の会員になって遠足に参加してください。 

 

 
Senior volunteers at the Bazaar 
 
 
 
 
Sadly, we recently lost Masa Yoneda, who had been an 
active member of Matsu no Kai for many years. She 
especially looked forward to the monthly outings and 
meetings, always contributing valuable opinions and 
suggestions.  Her generous, cheerful and positive 
presence will be missed by all. Our deepest sympathy to 
her family. 
 
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). 
 

mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
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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 Tuesdays 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: Cathy Tennant <tennant@shaw.ca> 

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 Sundays 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> 

The EJCA office will be open as follows: 
EJCA office hours are as follow. 
The Library is open when the Centre is staffed.  

エドモントン日本文化会館オフィスの時間 
オフィスの時間は次のようになっています。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 
タナカ・スコット，英語 

Event Coordinator, Tomomi Calder 
English & Japanese 
カルダー･友美，英語･日本語 

Sunday 日曜日 - - 

Monday 月曜日 9:00 am – 12:00 pm - 

Tuesday 火曜日 9:00 am – 12:00 pm - 

Wednesday 水曜日 9:00 am – 12:00 pm 1:00 pm – 5:00 pm 

Thursday 木曜日 9:00 am – 12:00 pm - 

Friday 金曜日 3:00 pm – 6:00 pm 10:30 am – 5:00 pm 

Saturday･Holiday 土曜日･祝日 - - 

Cleaning of the centre is 9:00 pm - 10:00 pm on Monday – Friday. 
 
 

 

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

Board of Directors – 
Officers and Executive 
Committee: 

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

Board Directors                            
Hideji Ono                                         
Jim Hoyano                                    
Omar Amer                                     
Julie Rossignol  

NAJC Liaison 
Takashi Ohki 

Finance Committee  
Jim Hoyano (chair) 
Lyn Rafferty 
David Mitsui 
Bob Tennant 
 
Library Work Group 
Carol Rushworth 
Cathy Tennant  
Mike Waszkiewicz 
Ritsuko Chartrand 
Liz Machida (chair) 
Adeline Panamaroff 

EJCA-Argyll Joint 
Committee 
Sanae Ohki 
John Priegert 

Culture Programs 
Work Group  
Sanae Ohki 
Yukiko Nagakura 
 
Garden Committee   
Work Group 
John Priegert (chair) 
Les Dowdell  
Cathy Tennant 
Alan Davis 
Ruriko Davis 
 
Communications Work 
Group                          
Carley Okamura                 
Tomomi Calder           
Sanae Ohki                     
Jim Hoyano          

Scholarship & Grant 
Work Group 
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 

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. 

mailto:event@ejca.org
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2019 EJCA Membership Application Form 

(*indicates the fields that you must fill in) 

EJCA registration processes: 会員登録方法 

1. 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. 

2. The fee can be paid online by the PayPal. Please go to http://www.ejca.org/ejca-

membership.html. E-mail or send the application form. 

Please check the following to indicate your understanding. 

(   )* 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。 

(   )* I understand that photos and video of EJCA activities may be posted in the newsletter or EJCA website. If 

I do not want my images posted, I will avoid camera. EJCA の活動は写真やビデオの形で、ホームページや会報に掲

載される事があることを知っています。写真やビデオが掲載されたくない時は、写真やビデオに写らないようにします。  

(   )* All personal data are used for EJCA’s internal use only. 個人情報は EJCA の目的だけに使います。 

 

*Application Date 

登録日 

____  ____  ______ 
DD   MM   YYYY 

*First Name  *Last Name  

If family, Spouse First Name  Spouse Last Name  

       Child 1 First Name       Child 2 First Name  

       Child 3 First Name       Child 4 First Name  

*Home address  

*Postal Code  *Telephone  

*e-mail address:                                     Spouse e-mail address: 

*New or renewal member (    ) New     (    ) renewal 

*Fee paid by (    ) Cash    (    ) Cheque    (    ) PayPal  

*Membership type and fee (    ) single < 70 years old                                   $20 
(    ) single senior ≥ 70 years old                         Free  
(    ) family, all family members < 70 years old    $35 
(    ) family with one senior ≥ 70 years old           $20 
(    ) family two seniors ≥ 70 years old                 Free 

*Newsletter subscription (    ) on-line   or (    ) on paper 

 

Check all clubs and lessons where you and/or any of your family is a member: 

(  ) Bonsai Club (  ) Calligraphy (  ) Gojukai Karate     (  ) Ikebana           (  ) Jodo Club             
(  ) Karaoke Club   (  ) Kimono de Jack    (  ) Kita no Taiko (  ) Matsu no Kai (55-up)   (  ) Nihongo Kaiwa  
(  ) Nobara Chorus (  ) Table Tennis (  ) Tea ceremony (  ) Wakaba-kai (  ) Women’s Karate 

(  ) Japanese class (  ) Kids and Babies (  ) 日本語サロン   

 

Check if you are interested in volunteer tasks? 

(  ) Event volunteer  (  ) Culture Programs volunteer (  ) Garden Workgroup   
(  ) Library workgroup (  ) 日本語サロンボランティア (  ) Heritage Festival  

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