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Memories from the EJCA Christmas Party, December 2, 2018
クリスマス・パーティの思い出
2018 年 12 月 2 日
EJCA had a renewed Christmas Party after three years of “no エドモントン日本文化協会では最後に行った 2014 年から 4 年ぶりにクリス
Christmas Party” since 2014! 115 adults, seniors and children マスパーティを行いました。115 名の大人と子供達が楽しいひとときをご一
had a wonderful time together! A report and more photos are
緒し、シーズンに先駆けてクリスマスを祝いました。報告と他の写真は 10
on page 10.
ページをご覧下さい。
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ひな祭りのご案内

Hina Matsuri (Dolls Festival)

今年も皆様の健康を祈りながら、早春の午後を
楽しく過ごしましょう。日本語でお喋りして、お友
達を作るよい機会です。エドモントン日本文化協
会では、２つのひな壇を飾ります。一つは戦前
のおひな様、一つは新しいおひな様です。おひ
な様を一緒に飾るのも楽しいですよ。1 時にお越
し下さい。お手伝いを大歓迎します。

In Japan, the custom of displaying dolls
began during the Heian period, over 1,000
years ago. It became a girls' festival wishing
for the health, happiness and safety of children.
Let's all get together at the Centre and wish
for the health and safety of all members,
enjoy tea and pastries and have fun!

日時： 2019 年 3 月２日（土） 2 時-4 時
場所： エドモントン日本文化会館
6750 88 Street，Edmonton

Date:
Time:
Location:
Fee:

Saturday, March 2, 2019
2:00 – 4:00 pm drop-in anytime
EJCA Centre at 6750 88 Street
EJCA members – Free
Non-members – Adult/Child $2.00
Family $5.00
Programs:
Hina Dolls, children's crafts and Hina
Matsuri activities…details to be
announced.
Services:
Tea, Japanese pastries, Arare for
children
Kimono dressing helpers will dress you in Kimono.
Come with your own Kimono by 1:30.

参加費：

会員
無料
非会員 大人または子供(2 才から) 1 人 2 ドル
1 家族 5 ドル
プログラム： おひな様、子供のクラフト、ひな祭りにちなんだ
催し（詳細が決まったらお知らせします）
サービス：
お茶、和菓子、子供のあられ
着物の着付け、お手伝いします。1 時 30 分までに着物を持って
いらしてください。

ひな祭のボランティアを募集しています。
event@ejca.org までご連絡ください。
雛人形の飾り付け
….1:00 – 2:00 6 人
抹茶とお茶のサービス 1:00 – 4:30 4 人
雛人形の片付け
4:00 – 5:00 6 人
子供のクラフト世話役
1:30 – 4:30 3 人
着物着付け
1:00 – 3:00 2 人

Following volunteers are needed at the Hina
Matsuri.Please contact event@ejca.org
Set up Hina Dolls
1:00 – 2:00 6 vol.
Matcha tea server
1:00 – 4:30 4 vol.
Put away Hina dolls
4:00 – 5:00 6 vol.
Kids Craft helper
1:30 – 4:30 3 vol.
KKmono dressing helpers 1:00 – 3:00 2 vol.
RReception
1:30 – 3:30 2 vol.

受付

Calligraphy Workshop – February 23, 2019

1:30 – 3:30 2 人

書道ワークショップ

EJCA had the first ever Calligraphy workshop for members
in August 2018.
Responding to the requests from the members who could
not attend the workshop last year, this workshop will be a
repeat of the workshop held in August 2018.
Calligraphy workshop purpose: Experience Japanese
brush calligraphy. By the end of the workshop, you will
create your own brush calligraphy art of Japanese
characters on special paper in a display hanger, called
Kakejiku.
Experience: No or a little calligraphy experience.
Knowledge of Japanese language is an
asset but not required.
Students: EJCA members over 15 years old only.
Maximum 14 and minimum 8 students, first
come-first served.
Date:
Saturday, February 23, 10:00 am – 12:00 pm
Location: EJCA
Fees: $30 (Pay at the class, cash or cheque to EJCA)
Calligraphy equipment: All equipment will be provided by
EJCA Culture Programs, paper and ink will be provided.
To apply: https://goo.gl/forms/0DfZJNM5uLBwxEGr1 by
February 10, 2019.

エドモントン日本文化協会では２０１８年８月に
初めての試みで、書道のワークショップを行い
ました。その時参加出来なかった会員から、もう
一度ワークショップをして欲しいとの要請にお答
えして、前回と同じ内容のワークショップを行い
ます。
目的： 書道の経験が殆どない人が書道を体験
する。ワークショップの終わりには色紙に字を書
き, 掛け軸に入れて作品を持ち帰る。
参加者：エドモントン日本文化協会の会員のみ
１５才以上。
日時： ２０１9 年 2 月２3 日（土）
午前 10 時―正午
場所： エドモントン日本文化協会
参加費： ３０ドル （当日払い。現金又は EJCA
宛の小切手）
書道の道具： EJCA の道具をお貸しします。
紙、墨も会で用意します。
申込みは https://goo.gl/forms/0DfZJNM5uLBwxEGr1、2 月１０日締
切り。先着順 14 人まで。希望者 7 人以下の場合は取り消します。
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会長報告

Sanae Ohki

Shin-nen Omedeto Gozaimasu! HAPPY NEW YEAR!
The EJCA Board of Directors hopes that you had a joyful
holiday season with family and friends. In Japan, the New
Year is one of the most important holidays. Major
organizations, such as government offices, start the newth
rd
year holiday on December 29 and end on January 3 .
Traditionally, during the holiday, people finish an annual
th
cleanup of the household by December 30 and prepare
st
special New Year’s dishes on December 31 . On New Year’s
Eve, the family members get together and say good bye to
the past-year and welcome the new-year by having special
dishes. At Buddhist temples, they ring the bells a total of 108
times at midnight. It is said that the number of 108
corresponds to the number of human’s desires. Every bell
sound gets rid of our 108 desires so that we can start the
New Year with a refreshed feeling. Then, within three days of
the New Year, they visit a shrine or a temple and wish good
health and happiness for the new-year. These activities are
very similar to Christians going to church on Christmas Eve
and on Christmas day. For these three days, they visit
relatives and friends and exchange greetings by having
special dishes and sake drinks.

大木早苗

会員の皆様、新年おめでとうございます。
ご家族やお友だちと楽しいクリスマスやお正月をお過ごしになったことで
しょう。日本では、お正月は大切な祝日です。今年は大きな会社や役所
は 12 月 29 日から 1 月 3 日まで休日になったそうです。昔からの習慣に
従えば、家庭では 30 日頃までに大掃除を終らせて、31 日はおせち料理
作りです。もっともこの頃は大掃除をしなくても家をいつもきれいにしてい
る方もありますし、おせちは既製品を買って間に合わせたり、両親の家
でお正月をする家庭もありますね。大晦日には家族揃ってお年取りのご
馳走を食べながら行く年を惜しみ、希望を持って新年を迎えます。
大晦日から新年にかけてお寺から 108 回の除夜の鐘が鳴り響きます。
これは旧年の 108 の煩悩をきれいにして、新しい年を迎えようということ
です。新年になると三が日の間に神社やお寺に初詣して、新しい年へ向
けて健康や幸せをお祈りします。こういう行事はキリスト教のクリスマス
イブやクリスマスの礼拝とよく似ています。お正月の三が日には、親類や
友達を訪ねて新年の挨拶をし、ご馳走をいただいたり、お酒を飲んだりし
ます。子供達にはお年玉をあげます。
今年は日本で元号が新しくなります。年号を表すのに日本では西暦と元
号を使っています。西暦 2019 年は平成 31 年です。今の天皇陛下が天
皇になられてから 31 年目です。普通天皇陛下がお亡くなりになると皇太
子が天皇になって元号が変りますが、今の天皇陛下が 2016 年に譲位し
たい意向を国民に伝えられ、その意思を尊重して準備が進められ、政府
が 2019 年 5 月 1 日から新しい天皇(今の皇太子)を迎える事に決めまし
た。それに伴って 4 月 1 日に元号の名前が発表されます。最後の天皇
の譲位は約 200 年前に行われたそうで、今回の譲位は久しぶりのことで
す。
さてエドモントン日本文化協会では、新年にあたって、どんな活動をして
いくのでしょうか？2019 年に向けて皆様のご希望は何ですか？それで
思い出すのが、2014 年にエドモントン日本文化協会の将来を考えるリト
リートが役員の間で行われたことです。このときに会の基本理念と活動
方針が改正されました。
新しく決まった基本理念は「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」、そして活
動方針は、「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」
このような理念のために、２０１５年からもっと日本風な行事をしようと居
酒屋の夕べを始め（2018 年は割愛になりました)，2016 年から夏祭りを
始めました。そして 2018 年 2 月には初めて、日本から来ている人たちが
日本語で交流出来る日本語サロンという活動を始め、講演会やバザー
など活発に活動しています。さらに以前から行われている日本語教室は、
ティーン向け、シニアー向けのクラスを増やし、夏にはティーンのサマー
キャンプと子供サマーキャンプを提供してより多くの人が日本らしさを体
験出来るようにしています。また日本語キッズとベビーサロンでは、親子
参加型で日本語の振興や保護者間の交流をすすめています。そして、
日本から来た会員が料理や折り紙、書道のワークショップをして、日本
文化を会員に紹介しているのも嬉しい活動です。このような沢山の活動
が、EJCA のクラブの会員を増やし、会員の数の増加にもなっています。
そして 2018 年の秋にはカナダの日本学会で EJCA の歴史プロジェクトと、
エドモントンにおける EJCA の役割などを発表しました。学会で発表した
のは初めてでしょう。

In Japan, 2019 will be a special year. They use an imperial
era name together with a calendar year (i.e. 2019 is “Heisei
st
31”). It means that 2019 is the 31 year of the current Heisei
emperor. In 2016, the Heisei emperor Akihito expressed his
intention to abdicate. Accordingly, the government decided
that the current Heisei era would end on April 30, 2019. The
current Prince Naruhito will be the new emperor starting May
1, 2019. The new era name of the new emperor Naruhito will
be announced on April 1, 2019. Abdication does not occur
very often. The last emperor abdicated about 200 years ago.
Back to EJCA, how does EJCA want to start fresh? What is
our wish for 2019? This question reminds me of a Strategic
Planning Session the EJCA Board held in 2014. One
important outcome was the redefined vision and mission
statement that was approved at the 2015 AGM. Since then,
EJCA has been promoting the new Vision Statement: The
Edmonton Japanese Community Association is a community
of members whose vision is to create a shared experience of
culture while increasing the awareness of Japanese culture,
and the new Mission Statement: The Edmonton Japanese
Community Association builds a supportive community to
explore Japanese culture by providing place and programs, as
well as creating partnerships for EJCA members and people
in the greater Edmonton area. A Natsu Matsuri (Summer
Festival) started in 2016 and offers opportunities to
experience Japanese culture for members and friends. The
Izakaya Evening was held three times …I hope we will have it
again this year. Nihongo Salon (Japanese speaking peoples’
group) was established early in 2018 and has been very
active. More Japanese language lessons and summer camps
were added. It is nice to see new immigrant members from
Japan have been adding more current culture from Japan to
EJCA activities. Many workshops have been organized by
them. In return, EJCA offers classes for kids and babies, and
events in Japanese. Also, many clubs experienced an
increase in club members. Overall, the number
…cont’d to next page

このような最近の活動の流れを鑑みて、1 月 19 日に今年度の役員活動
研修会をします。今後 1，2 年の活動計画を作る事が研修会の主な目的
です。役員は会員全部を代表していますが、必ずしも皆様全員の意見を

…次ページへ
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of EJCA memberships increased in 2018. Finally, I would like
to add that, in the fall of 2018, EJCA presented its history
project at the Japan Study Association of Canada. This was
the first time that EJCA presented its activities at a
professional conference.

知っているわけではありません。役員が皆様の考えを反映して計画でき
るように、どうぞ、18 日までに役員にお伝えください。日本語がよい方は
私までメール sanaeohki@shaw.ca でお知らせください。研修会の結
果は 3 月号のもしもしでお伝えできると思います。
エドモントン日本文化協会の活動の成功に一番重要な要素は会員のボ
ランティア精神です。会員全員が基本理念に賛成して、その達成のため
に一緒に活動するのは本当に素晴しいことです! 役員会ではそのような
活動の場、ボランティアの機会を作る事をしっかりと考えていきたいと思
っています。皆様が持っている知識、技術、趣味、リーダーシップ等々全
て会の目的のために大きく貢献しています。これからも是非力を出し合っ
てご一緒に進みましょう。

A one-day Board Retreat will be held on January 19, 2019.
At the retreat, we will review the areas that require actions
and will schedule activities over a year or two. As you are
aware, the board members represent all the EJCA members.
I want the members’ priorities to be well reflected in EJCA’s
action plan. To do so, please contact any board member by
th
January 18 to advise us of your ideas. We will also use the
feedback from attendees at events over the past year as
resources for discussions. The report from the retreat will be
posted in the March Moshi Moshi.

The 2019 board positions were decided at the December
board meeting.
12 月役員会で 2019 年の役員職が決まりました。

Finally and the most importantly, EJCA’s success at all
activities depends on members’ volunteer efforts. “Thank you”
to all who volunteered for EJCA in 2018. The board members
and I are all very proud of all the dedicated volunteers. Thank
you for stepping in at a moment’s notice or for sharing your
knowledge and expertise or providing leadership for our
multitude of clubs and events. You are the heart and soul of
EJCA and I am very grateful for your contribution and the
passion of your commitment over many years!

Officers:
President:
Vice President:
Treasurer:
Secretary:

Sanae Ohki
Tamara Sutherland
Lyn Rafferty
Omar Amer

役員
ジム・ホヤノ
ジョン･プリガート
ジュリー･ロシノール
長倉由紀子

Board directors:
Jim Hoyano
John Priegert
Julie Rossignol
Yukiko Nagakura

The Event Coordinaor
Tomomi Calder appplied for the event coordinator’s position
that was opened for competition in the 2018 November
Moshi Moshi. The board decided that Tomomi is a suitable
candidate as she has rich experiences from the pilot position
during the lasrt year. She will continue working with us
starting February 1, 2019 as the on-going event coordinator.
Please welcome Tomomi to this new position.

幹部役員
会長： 大木早苗
副会長：タマラ・サザランド
会計： リン･ラフェティ
書記： オマール･アメール

行事企画係
2018 年 11 月号「もしもし」で公募をした行事企画係にカルダー友美さん
が応募しました。役員会では、去年 1 年間のパイロット期間中の友美さ
んの活躍を考慮し、友美さんに 2 月 1 日から、正式に行事企画係として
仕事を続けていただくことを決めました。今まで通り友美さんに協力して
行事をすすめて参りましょう。友美さん、よろしくお願いいたしいます。

2019 Membership is due!

エドモントン日本文化協会会員更新のお願い！

Thank you for members who renewed 2019 membership by
December 31. There are still many memberships that need
renewals. Please renew it quickly and enjoy the membership.
An application form is in the back of this issue.

すでに 2019 年度会員資格を更新して頂いた皆様、ありがとうございまし
た。まだ更新していただいていない方、どうぞ早めに更新をして、いろい
ろな行事やワークショップをお楽しみ下さい。会員申込書は最後のペー
ジにあります。

Event Calendar 2019 (Tentative Dates)
New Year’s Party
Doll Festival (Hina Matsuri)
Explore Japan (High School Program)
Izakaya Evening
Kodomo no hi (Chilren’s Day, Kurimoto Garden)
Spring Festival (Kurimoto Garden)
Centre Annual Cleaning
Natsu Matsuri
Heritage Festival
Annual General meeting
Fall Bazaar
Kimiko Shimizu Scholarship deadline
Christmas Party

2019 年行事予定

1 月 12 日（土）
2 月 16 日（土）
Saturday, March 2, 2019
3 月 2 日（土）
Saturday, March 9, 2019
3 月 9 日（土）
3 月 16 日（土）
Saturday, April 13, 2019
4 月 13 日(土)
Sunday, May 5, 2019
5 月 5 日(土)
Sunday, June 2, 2019
6 月 2 日(日)
Satueday, June 8, 2019
6 月 8 日(土)
Saturday July 13, 2019
7 月 13 日(土)
Sat. – Mon, August 3,4,5,2019 8 月 3，4，5 日
Sunday, October 13, 2019
10 月 13 日(日)
Satuday, October 19, 2019
10 月 19 日(土)
Thursday, October 31, 2019 10 月 31 日（木)
Sunday, December 8、2019
12 月 8 日(土)
Saturday, January 12, 2019
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新年会
日本語サロンクラフトと総菜マーケット
ひな祭り
高校生 Ｅｘｐｌｏｒｅ Ｊａｐａｎ Ｐｒｏｇｒａｍ
日本語サロン講演会と社交
居酒屋の夕べ
子供の日 （栗本日本庭園主催）
春季祭 (栗本日本庭園主催)
会館大掃除
夏祭り
ヘリテージ祭り
年次総会
秋のバザー
清水きみ子奨励金締切り
クリスマスパーテイ
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２０１８年度キミコ・シミズ奨励金

2018 EJCA Kimiko Shimizu Arts & Cultural Development
Grant
David Mitsui

デービッド・ミツイ

ＥＪＣＡは５００ドルのキミコ・シミズ奨励金を毎年日系カナダ人社会の文
化の向上に貢献するプロジェクトに提供しています。今年は二件の応募
があり、どちらも有意義で甲乙つけがたいので２５０ドルずつ下記の二つ
のプロジェクトに提供することにしました。

The Kimiko Shimizu Arts and Cultural Development Grant, in
the amount of $500, is awarded annually to support activities
or projects with a strong cultural/craft component appropriate
to the Japanese Canadian community. In 2018, the EJCA
Board of Directors received 2 applications and is proud to
award the Kimiko Shimizu Arts & Development Grant to 2
outstanding projects. Each applicant will receive $250 to
support their projects.

桜の響きプロジェクト
受賞者 グレッグ・シミズとトワイラ・マックレオード
グレッグ・シミズの祖父・清水正太郎さんと祖母･喜美子さんは日系一世
としてブリティッシュ・コロンビア州プリンス・ルパートでホテルを経営して
いました。一家は戦時中の連邦政府による強制収容でプリンス・ルパー
トを離れ、戦後はエドモントンに移動して来ました。清水夫妻は１９５９年
と１９６０年に日本から桜の苗木１５００本を取り寄せてプリンス・ルパート
市に寄付をしました。これらの桜の何本かは２０１８年まで生き残りました
が、２０１８年３月２３日に桜の歴史を知らない連邦政府が老齢の樹木の
整理の時に切り倒してしまいました。

The Sound of the Sakura Project
Applicants: Greg Shimizu and Twilla MacLeod
The Sound of the Sakura Project is a legacy project
conceived by Gregory Shimizu and Twilla MacLeod in an
effort to continue a demonstration of hope and goodwill, first
made by his grandfather, Shotaro Shimizu (Kimiko Shimizu’s
husband), in 1959 and 1960, with his remarkable donation of
1500 sakura trees to the City of Prince Rupert, BC.

このことを知ったグレッグ・シミズとトワイラ・マックレオードは切り倒された
桜の木の木材を回収して太鼓のバチと拍子木を作り、この桜の歴史物語
に興味を持つ世界中のグループに無料で配布を始めました。無料ですが、
この桜の物語を語り伝えるという義務があります。グレッグ・シミズとトワイ
ラ・マックレオードはこのプロジェクトに「桜の響き」という名前をつけました。
バチと拍子木の販売はしていません。しかし制作と配布には費用がかか
ります。EJCA はキミコ・シミズ奨励金（図らずもキミコ・シミズさんはグレッ
グ・シミズの祖母にあたります）でこのプロジェクトを支援します。

On March 23rd, 2018, without knowing the story of the trees,
contractors hired by the federal government cut down what
are believed to be some of the last surviving trees from this
donation. Gregory and Twilla are taking the wood from trees
and making them into taiko bachi and hyoshigi and
circulating them to groups throughout the world who are
interested in the story and continuing the spirit of the original
donation. In accepting the gift of the bachi, they are agreeing
to become custodians of the story. They call this project “The
Sound of the Sakura” and do not want the bachi or hyoshigi
to be available for purchase or to involve costs for those
receiving them (i.e. shipping).They are to be received as gifts.
The funds for this grant will assist with packaging and
shipping costs of bachi and hyoshigi. The manufacturing of
them is being done by Greg Shimizu and Twilla MacLeod, as
well as the donated time and equipment of a friend.

華道ワークショップ参加費用の補助
受賞者 ジーン＝マーセル・ヂュシオーム
エドモントンの華道教師として最高の資格を持つジーン＝マーセル・ヂュ
シオームさんは華道を教える技術を高めるためにいろいろなワークショッ
プに参加しなければなりません。今年はフランスとトロントで開かれるワ
ークショップに参加の予定です。

“By supporting this project the EJCA would be helping to
ensure that Shotaro Shimizu’s original gesture of good will
has new life and an extended reach. Taiko is already an art
form that brings people together, with an emphasis on
sharing it at public events, concert environments or
educational settings, often in outdoor settings. Many people
consider their taiko group a kind of home. The Shimizu family
was meaningfully settled in Prince Rupert and Shotaro
Shimizu must have wanted to acknowledge this. The
selflessness of his donation, the beauty of which he would
never see with his own eyes but would be shared by so
many in generations to come, brings tears to my eyes when I
think about it. It is truly inspiring, especially in the times we
are living in, and that is why Greg and I are committed to
seeing this project through.”
Advanced Ikebana Instruction
Applicant: Jean-Marcel Duciaume

Twice per year, Ikenobo offers workshops in North America
to Special Members (for instructors at level 9 and above).
Jean-Marcel is hoping to take lessons with Ivy Le Maguer
Sensei (one of the highest level teachers outside of Japan
and a proud supporter of the Edmonton Ikenobo Ikebana
Society) in France, and then on his return, in July, 2019, he
will attend the Ikenobo workshop in Toronto. The grant will
support travel to these training workshops.

Being the highest-ranked Ikenobo instructor (level 11) in
Edmonton, Jean-Marcel needs to travel great distances to
attend workshops to develop his skills. This year he will be
teaching Rikka to his advanced students and this requires
travel to gain these additional skills.
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アルバータ大学ゴードン・ヒラバヤシ奨学金基金に EJCA
が５０００ドルの寄付
ジム・ホヤノ

EJCA Donation to the Endowment Fund for the Dr
Gordon Hirabayashi Graduate Scholarship in
Sociology at the University of Alberta
Jim Hoyano

皆さんご存じのように EJCA は大体二年に一度アルバータ政府が管理
するカシノに参加してカシノから収入を得ています。この収入は EJCA の
活動にとても大切なものですが、カシノからの収入の使い方にはアルバ
ータ政府のアルバータ・ゲーミング局の許可が予め必要です。現在、
EJCA は次のような使い方の許可を得ています。

センターマネジャーの給料

台所、図書館、オフィスなどの設備費

「もしもし」、図書館の本、映画、EJCA の広告代金

文房具等の運営費や保管費

アルバータの慈善団体への寄付（一年５０００ドルまで）

As many of you are aware, one of the major sources of EJCA
income is from the 2-day casino held approximately every 2
years, and many of you have volunteered for them.
Use of the casino proceeds has to be approved by Alberta
Gaming, and at present the following are some approved
uses:
 Manager wages
 Equipment for hall, kitchen, library, office
 Moshi Moshi newsletter, library materials, other
promotional activities
 Administration costs – office supplies, storage
 Donations to charitable organizations in Alberta - up to
$5,000/year

２０１８年１２月に EJCA はアルバータ大学のゴードン・ヒラバヤシ奨学金
基金（社会学の大学院生が対象）に５０００ドルの寄付をしました。ゴード
ン・ヒラバヤシ博士は人権問題の擁護者（とくに少数派の人権擁護活動）
として活躍してその功績が高く評価されています。この奨学金は社会学
のなかでとくに人権問題を研究している大学院生に与えられます。

In December 2018 EJCA made a major donation of $5,000
from the casino fund to the University of Alberta’s Gordon
Hirabayashi Scholarship Fund.

ゴードン・ヒラバヤシ博士と EJCA の関係について
ゴードンは第二次世界大戦中にアメリカ政府が日系アメリカ人を強制収
容することに抵抗して最高裁まで争い、結局裁判に負けて投獄されまし
た。戦後、このことに抗議する活動を開始して、１９８７年についにこの最
高裁の裁決を覆すことに成功しました。この人権活動は米国では広く知
られるようになり、ゴードンはいろいろな表彰を受けることになりました。２
０１２年には（ゴードンはすでに亡くなっていましたが）アメリカ市民の最高
の栄誉とされるアメリカ大統領自由勲章をオバマ大統領から授与されま
した。またゴードンが最高裁から受けた重労働刑に服役したアリゾナ州タ
スコン市近くにはゴードン・ヒラバヤシ レクレーション公園が設置されま
した。

Because of Gordon’s reputation as a defender of human
rights, especially minority group rights and social justice
issues, the scholarship is awarded annually to a graduate
student in Sociology with research interests related to human
rights.
Gordon Hirabayashi and EJCA – A Personal View
Gordon is well known in the United States for his principled
resistance to the internment of Japanese Americans during
World War II when he forced a United States Supreme Court
ruling that led to his own imprisonment. Four decades later,
in 1987, the ruling was overturned. He has received many
honors in the United States, with the major ones being the
Presidential Medal of Freedom from President Barack
Obama in 2012 (posthumously) and the naming of the
Gordon Hirabayashi Recreation Site near Tucson, Arizona
where Gordon was sentenced to hard labor.

ゴードンは１９５９年にアルバータ大学社会学部の教授に就任してエドモ
ントンに来ました。１９７０年から１９７５年まで社会学部の部長の任務に
就き、１９８３年に退職しました。ゴードンは１９７０年代初めから２０１２年
に亡くなるまで、エドモントンの日系社会でいろいろな活動に参加しまし
た。１９７７年の日系カナダ人移民１００年祭を組織し、「もしもし」の発刊
にも力を尽くしました。「もしもし」も日本人が電話で最初に相手に問いか
けるときの言葉なので、EJCA のニュースレターにふさわしいと提案した
のもゴードンです。
１９８０年代、１９９０年代を通じてゴードンは EJCA 役員会のメンバーで
した。会長をつとめたことも何度もあります。戦時補償運動中はカナダ各
地の会合に参加して、その結果を「もしもし」を通じて EJCA 会員に伝え
ました。ゴードンは自分自身の人権運動とアメリカに於ける戦時補償運
動について詳しく、その経験をカナダの戦時補償運動を担っている人達
に伝えることが出来て、大変感謝されました。１９９４年９月に EJCA セン
ターがオープンしたときにゴードンの EJCA への貢献を表彰するために
EJCA 図書館をゴードン・ヒラバヤシ図書館と命名しました。

Gordon came to Edmonton in 1959 as a Professor in the
Sociology Department, U of A, where he serving as chairman
from 1970-75 and retired from the department in 1983.
Gordon was involved with the Edmonton Japanese
community from the early 1970s to his death in 2012. He was
an active participant in organizing events for the Japanese
Canadian Centennial in 1977, and was instrumental in
starting the Moshi Moshi to keep community members
informed about Centennial activities. Gordon suggested
“Moshi Moshi” because he knew enough Japanese to know
that was how Japanese answered the phone instead of
saying ‘hello’.
During the 1980s and 1990s Gordon was on the EJCA board
for many years and served as president a number of times.
During that time he was also active with NAJC attending
many strategy meetings across the country and keeping our
community informed through Moshi Moshi about the redress
movement, with redress achieved in 1988. Many of the other
leaders of NAJC at the time commented that Gordon was a

valuable resource in their strategy and discussions leading to
redress because of his U.S. experiences and the ongoing
redress movement in the U.S.
After the EJCA Centre opened in September 1994, to honor
him the library was named the “Gordon Hirabayashi Library”.
6

January - February 2019

EJCA Book Sale Report

Moshi Moshi

図書館によるブックセール報告

Adeline Panamaroff

図書委員が企画したブックセールが 2018 年 11 月 24 日にエドモントン日
本文化協会センターで開かれ、たくさんの人達が参加しました。家族連れ
の人も大勢いました。みんな新刊書や「私にとっては新しい本」を買い求
めて得した気分で家路につきました。ブックセールといってもお茶菓子の
用意があり、皆さん本を手に取りながら社交も楽しんでいました。

Members of the library working group met on Saturday, Nov.
24, 2018, to set up for the annual Book Sale. Many families
and individuals came out to look over what was available.
Everyone left with new or “new to them” books. Green tea,
coffee and Japanese sweets were provided. This allowed
people to socialize as they looked over their purchases.

私も図書委員としてブックセールを手伝いましたが、他の図書委員と一
緒に仕事をするのが楽しく、また参加した人と話す機会があり、いろい
ろなことを学びました。日本文化に関する本が主でしたから、参加した
人達は皆なんらかの日本文化に興味をもっています。どんな人が日本
文化のどんな側面に興味があるのかを発見するのは楽しいものです。
私は日本伝統武術の一つである「居合い」について初めて知りました。
ホールの方では北の太鼓が練習をしていて、どんどんという低音がラウ
ンジに響いてきま
すが、だれも気に
せず、太鼓のリズ
ムに合わせて歌
を口ずさんでいま
した。ブックセー
ルは成功だったと
思います。そして
もう来年のブック
セールをことを考
えています。

As a member of the library working group, I really enjoyed
working with the other group members. And while the
customers came through looking at the books, they wanted
to tell us about themselves and their interest in Japanese
culture. I got to learn about a little known martial art form
called Iaido. Plus, the customers and workers were
serenaded along by the taiko drummers as they practiced in
another part of the building! It was the perfect mood music.
Over all I would say that the annual Book Sale was a
success, and an event to look forward to next year.
Note: The Book Sale sold over $1,200 of books.

New Japanese movies

アデリーヌ・パナマロフ

Takashi Ohki

New Japanese movies with English subtitles are now
available at the Gordon Hirabayashi Library. Advanced
Video Coding High Definition DVD can be played only by an
AVCHD compatible players (most of Blue-Ray players).
恋文 (2003) Love Letters, DVD
TV drama with English Subtitles
Koibumi is a very well-acted series that stars Watabe Atsuro,
Mizuno Miki, and Wakui Emi. The story is based on the
1984 Naoki Award-winning short story "Koibumi" by Mikihiko
Renjo that addressed the subtleties of male and female
relationships between a young couple and the husband’s
former girlfriend who is seriously ill.

図書に新しい映画が沢山入りました。

大木 崇
右の英語でお知らせした映画は全部英語字幕付きの日本語音声の映画で
す。どれも見応えのある映画ばかり。冬の静かな夜、映画を見るのは最高!

身辺警護士 Personal Bodyguard (2018), DVD
TV drama with English subtitles
Akira Shimazaki lives with his middle school student son. He
used to work as a bodyguard, but, due to an incident, he
now works as a security guard at a construction site. The
private security company where he works establishes.

Behind the Cove (2015), DVD
Documentary in Japanese with English subtitles
Negative media coverage on the never-ending whaling
issue prompted first-time documentary filmmaker Keiko Yagi
to find out more about the topic. With no budget, limited
experience in filmmaking, no fluency in English, but armed
with a video camera and …

阿弥陀堂便り Letter from the Mountain (2002), DVD
Movie with English subtitles
Akira Kurosawa's assistant director Takashi Koizumi directs
the low-key drama Letter From the Mountain, based on the
novel by Keishi Nagi. Highly specialized doctor Michiko
(Kanako Higuchi) finds herself seized with panic attacks. She
and her partner, Takao (Akira Terao), decide to leave behind
their stressful lives in Tokyo for a simpler life in the small
farming village of Shinshu. After meeting several sick people
in the community, Michiko sets up a medical center and
gradually heals herself in the process. However, many of the
townspeople refuse medical treatment, preferring to let nature
take its course. The conclusion involves an annual celebration
suggesting the couple's acceptance in the community.

隠蔽捜査 Cover-up Investigation (2014), DVD
TV drama with English subtitles
Shinya Ryuzaki plays a pivotal role in the national police
force as liaison between the police, Diet politicians,
bureaucrats and the mass media. When he learns about the
murder of a violent gang member through the newspapers
instead ...
月に行く舟 The Boat Going to the Moon (2013), DVD and
AVCHD： TV drama with English subtitles
Mizusawa Rio (Wakui Emi) sits at a train station, even when
the train has passed. Shinozaki Ryota (Tanihara Shosuke)
arrives at the train station after receiving manuscripts from
Sazanami Keitaro (Hashizume Isao). He strikes up a
conversation with Rio before realizing she is blind. What will
happen between now and the arrival of Ryota's train? Why
was Rio at the station?

北のカナリアたち Canaries in the North (2012), DVD and
AVCHD Movie with English Subtitles
20 years ago, an elementary school student falls on an island
in the northern tip of Hokkaido. A teacher and 6 students
make contact through songs. What happened to the student
who fell? The teacher returns 20 years later to meet with her
former students.
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2016 年カナダ国勢調査ー日系カナダ人の社会的、経済的な特徴
大木崇
2018 年 1～2 月号「もしもし」に 2016 年に行われたカナダ国勢調査に
基づく日系カナダ人の人口学的な特徴を述べました。この度同じ 2016
年の国勢調査に基づく社会的、経済的統計が発表されたので、日系カ
ナダ人の社会的、経済的特徴をまとめてみました。もっと詳しく知りたい
かたは私までご連絡ください（ohki@shaw.ca）。

Social and economic characteristics of Japanese
Canadians
Takashi Ohki
This is a sequel to my column on the demographic
characteristics of Japanese Canadians in the JanuaryFebruary 2018 issue of Moshi Moshi. There were 121,485
Canadians in 2016 who said they had a single Japanese
ethnic origin or a Japanese ethnic origin as one of their
ethnic origins. We call them Japanese Canadians. In this
column, I describe their social and economic characteristics
(if you want a full report, please contact me at
ohki@shaw.ca).

2016 年、カナダに住む日系人の総数は 121,485 人でした。この人達は
国勢調査の「あなたの祖先の民族的または文化的出身はどこですか？」
という質問に「日本民族(文化)のみ」または「日本民族(文化)と他の民族
(文化)」と答えた人達です。祖先（両親、祖母祖父、、、と遡る）は日本で
生まれたとは限りません。南米などで生まれた日系の人でカナダに移
民してきた人もいます。大まかな定義ですが、カナダに住む日系カナダ
人の総数を知る上でこの定義と国勢調査の統計が最良の資料です。

A smaller percentage of Japanese Canadians were married
than Canadians. In 2016, about 44.8 percent of Japanese
Canadians were not married while 41.6 percent of
Canadians were not married. This higher percentage for
Japanese Canadians was mainly due to male Japanese
Canadians who were not married: 48.2 percent of them
were not married in 2016 while 40.2 percent of male
Canadians were not married. Why? Females are about the
same with Japanese 42.4% and Canadians 42.9%.

日系カナダ人はカナダ人全体と比べると結婚している人（15 才以上）が
少ないです。男女合わせて 44.8 パーセントが 2016 年に結婚していま
せんでした。カナダ人全体については 41.6 パーセントでした。日系カナ
ダ人の男性の 48.2 パーセントが結婚していませんでした。カナダ人男
性全体の 40.2 パーセント比べて高いパーセントです。どうしてでしょう
か？女性は日系 42.4％、カナダ人 42.9％でほぼ同じです。

Japanese Canadians, either males or females, were less
likely separated or divorced than Canadians as a whole.
About 8.5 percent of Canadians were either separated or
divorced in 2016 while about 6.2 percent of Japanese
Canadians were either separated or divorced.

一方、2016 年に別居中か離婚中の人を見ると男女合せて日系カナダ
人（6.2 パーセント）はカナダ人全体（8.5 パーセント）より少ないです。
日系カナダ人はカナダ人全体より教育程度が高いです。高校以上の大
学、短大、職業訓練学校などの卒業証書、修了証書を持っている人が
63.9 パーセントいます。カナダ人全体では 55.3 パーセントです。

Japanese Canadians were better educated than Canadians
as a whole in 2016. About 63.9 percent of Japanese
Canadians held post-secondary certificates or diplomas in
2016 while 55.3 percent of Canadians held those certificates
or diplomas. Why did Japanese Canadians want to stay in
the education system longer than Canadians as whole?

日系カナダ人の 64.4 パーセントの人が 2016 年に仕事をしていたか、
仕事を探していました。カナダ人全体では 65.2 パーセントで、日系カナ
ダ人とほぼ同じです。
2015 年一年の全収入（賃金、給料、年金、政府補助などすべての収入
を含みます）の日系カナダ人の平均値は 47,164 ドルで、カナダ人全体
の 47,487 ドルより少し少ないです。これは日系カナダ人男性の平均値
は 59，774 ドルでカナダ人男性全体の 56,740 ドルより多いですが、日
系カナダ人女性の平均値が 38,170 ドルとカナダ人女性全体の 38,682
ドルより少ないのが原因です。全収入はフルタイム、パートタイム、一年
間全部働いた人、一時期しか働かなかった人など、いろいろな人を全部
入れたときの統計です。

Japanese Canadians were eager to work as much as
Canadians as a whole: in 2016, about 64.4 percent of
Japanese Canadians were either working or looking for a
job while 65.2 percent of Canadians as a whole were doing
so.
The average total income in the 2015 taxation year (January
1 to December 31, 2015) of Japanese Canadians ($47,164)
was close to that of Canadians as a whole ($47,487);
Japanese Canadian males ($59,774) earned more than
Canadian males as a whole ($56,740) and Japanese
Canadian females ($38,170) earned less than
Canadian females as a whole ($38,632). Total
income included income from all sources such
as wages and salaries, investment income,
pensions and government transfers.

一年間通してフルタイムで働いた人だけについて見ると、日系カナダ人
の平均は 73,264 ドルでカナダ人全体の平均 65,997 ドルより大分高くな
ります。日系カナダ人はカナダ人全体に比べると収入の中で賃金、給
料で貰う分が投資、年金、政府補助で貰う分より高くなっています。

The average employment income of Japanese
Canadians who worked full-time and full-year in
2015 was $73,264. This was higher than
$65,997for Canadians as a whole. Compared
to Canadians as whole, Japanese Canadians
earn relatively more income from wages and
salaries and less income from investment
income, pensions and government transfers.
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日本語サロンのページ
どのお話も本当に役立つこと、興味があることでしたが、丁度寒い日で
参加者が少なかったことが残念でした。これからも医療関係の講習会
は続けます。いつものように和菓子と抹茶のババロワを頂きながら参加
者や講師の先生とお話しでき、素晴しい時間でした。

日本語サロンは、2018 年 2 月に第 1 回の集まりを
開いてから、1 年になりました。5 回の集まりを中心
に社交の環が広がっています。メーリングリストも
200 家族以上になっています。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。有志が企画準備委員としてイベントを計画しています。

次の行事：2 月 16 日(土) １１時-１時 手作り市＆おそうざい祭り
昨年 9 月のフリーマーケットが大好評だったため早くも 2 回目の開催で
す。今回も催しの目的は、EJCＡの日本語会員が世代を超えた交流を
図ること、エドモントンでの生活情報交換や新しいお友達を作る場を提
供すること、EJCA のコミュニティの活性化をすることなどです。この催し
は EJCA 主催の秋のバザーとは別企画です。
開催にあたり、フリーマーケットの出店参加者を募集します。前回同様、出
品物はおそうざい、和菓子、洋菓子、お弁当、パン、子供用のおもちゃ、
本、子供服、子供用のスポーツ用品、育児品、などに加え今回は手作り
のもの（手芸、アート、陶器などなど）に限定します。

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」の話と社交がありました。
日本からきている医師お二人が話をしました。日本とカナダ両国の最新
の知識に基づいたお話は、特に日本から来た私達にぴったりの内容で
した。骨粗鬆症についてのお話しでは、カナダの冬は日照時間が短くて
太陽からビタミン D を取りにくいので、ビタミン D の薬を飲む事を勧めて
いただきました。そして骨はいったん骨密度が減ってすかすかすになっ
てしまうと殆ど再生しないので、骨粗鬆症になる前の予防がとても大事
だと、知りました。
小児の予防接種のお話では日本で予防接種をしている病気の数がカ
ナダで予防接種している病気の数より少ないというのが、不思議でした。
日本ではすでに誰もかからない病気があって、そのような病気は予防
注射をしないことも原因の一つだそうです。そういう意味ではカナダはい
ろいろな国の人が来ていますから、絶滅とはいえない病気があるのでし
ょう。日本で受けた予防注射だけではカナダでは十分でないので、家庭
医などを通して必要な予防注射を受けておく事が大事です。又インフル
エンザの予防注射も受ければよいことばかりで、マイナスのことは何も
ないので、受けるとよいとのことです。特にカナダでは無料で簡単に、ス
ーパーマーケットや薬局で簡単に受けられます。どこで受けてもワクチ
ンの種類は同じだそうです。日本では３０００円位するそうです。

【出店の申し込み方法】
販売したい方はテーブルを予約して下さい。EJCA 会員だけが販売でき
ます。１テーブル$２０，半テーブル＄１０．売り上げは全て出店者の収
入になります。１月３０日までに連絡先と販売予定品を明記の上、ご応
募ください。event@ejca.org 先着順に、定員をオーバーしたらキャン
セル待ちになります。子供用品は 2 テーブルに限定します。
テーブルを友人と共有していただいても結構です。
お客様は大半がエドモントン地区に住む日本語話者になると思われま
す。ポスターなどの広告は日本語のみです。後日、メールで詳しくお知
らせします。

日本人人材バンク: 次の方々が日本語でサービスを提供して下さいます。日本語サロンは紹介するだけで、責任は一切負いません。
種類

利用するには直接連絡して、費用その他詳細を個別に決めて下さい。
名前
所属
連絡先、その他

家庭大工仕事

重満 仁

個人

780-465-4267

予防接種

河合 多美子

牧師

田村寿宏

East Edmonton Health
Centre
エドモントン日系キリスト教会

7910-112 St.
780-342-4719 ext. 3
contact.ejcc@gmail.com

弁護士

東谷 陽子

法律事務所

780-414-5400

薬剤師

川合 愛希

ShoppersDrugMart Magrath

780-436-5135 （薬局） 金曜日、日曜日の 8:00〜16:00

美容師

櫻井 祥子

LuLu Hairstylist

780-387-4203

保険業務

本田 朋之

Sun Life

403-561-8575

リハビリ/怪我予防

坂井 俊介

North Star Athletic Therapy

780-224-5026

新規口座開設、教
育資金積立、投資
住宅ローン等
薬剤師

van Lankvelt 由
美香

RBC Canada

yumika.kanno@rbc.com 780-995-3835
カナダに新しく来られた方も、銀行関係で質問があればいつでもお問
い合わせください。お手伝いいたします。

Berentes 万利子

ShoppersDrugMart
Mctarggart

アロマセラピー講
師

檜原めぐみ

個人

ベビーシッター

檜原みゆう

個人

産後ドゥーラ

岩井沙也香

Doula Canada

780-435-1782（薬局）
アセスメントをして疑わしいことがなく軽症であれば、その場で処方も
可能です。その場合は、電話でなく来店が必要です。
587-784-7138
さまざまな植物の香りを楽しみながら、エッセンシャルオイルを使っ
て、体や心のバランスを整えるアロマセラピー。
•ニールズヤード PS 認定アロマセラピー講師
•AEAJ アロマセラピスト
•AEAJ アロマセラピーインストラクター
587-784-7138 高校生(G10) 可能言語-日本語、英語
Emergency First Aid-Level A CPR and AED Certifies 取得
Doula Canada は産前・産後のいろいろなお世話、情報交換などを
するカナダの組織。587-580-6620
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EJCA Christmas Party

Moshi Moshi

EJCA のクリスマスパーティー

Miranda Apesland
nd

Merry Christmas! This year’s Christmas party was on the 2
of December running from around 4:30pm until 7:30pm. The
turn-out was impressive at around 115 guests! Thanks to
the many volunteers who beautifully set up and decorated
the hall. Each table was decorated with festive decorations
such as beautiful little nutcracker soldiers. The lounges were
set up with different stations for children’s activities. Some of
the activities the children could participate in were colouring
Christmas pictures, making origami, decorating delicious
cookies at a cookie decorating station and last, but probably
my favourite, was writing letters at a letter writing station
where children could write their very own letters to Santa
which would actually get mailed out. While the children
participated in the prepared activities, the adults had a
chance to socialize, indulge in a few appetizers and enjoy
some cider or egg nog.

ミランダ・エープスランド

EJCA のクリスマスパーティーが 12 月 2 日午後 4 時半から 7 時半まで
EJCA センターで開かれました。久しぶりのクリスマスパーティーなのでど
のくらい参加者があるのか心配でしたが、ホール一杯の 115 人が参加し
ました。パーティーの準備はけっこう大変でしたが、たくさんのボランティア
のおかげで準備が整いました。ホールにテーブルを並べ、テーブルの上
にはクリスマスにちなんだ飾りを置きました。ラウンジは子供が遊べるよう
に用意しました。ぬり絵をしたり、折り紙をつくったり、クッキーに色をつけ
たりいろいろあります。私が一番好きなのはサンタに手紙を書くことです。
この手紙は実際に投函します。子供が遊んでいる間、おとなは友達と話し
たり、晩餐前のアパタイザーをつまんだり、アップルサイダーやエッグノッ
グを飲んだりと楽しみました。
クリスマスパーティーのハイライトは何といってもサンタクロースからプレ
ゼントを貰うことでしょう。子供たちはみんなサンタクロースの前に集まっ
て座り、サンタクロースが自分の名前を呼ぶまでドキドキしながら、それで
も静かに待っています。こんなに多くの子供たちが静かに自分の順番を待
っているのは驚きでした。自分の番がくるとサンタからプレゼントを貰い、
とても大きなサンタの膝に座ってサンタと話をします。小さな子供はまだサ
ンタが何者か分からず泣き出したり逃げ出したりしてしました。子供たちが
終わると次は 70 才以上のシニアーの番です。いそいそとサンタの膝に座
ったシニアーも大勢いました。

One highlight of the evening was when all the children
gathered around the front stage eagerly awaiting Santa’s
arrival. It was so amazing to see so many children patiently
waiting their turn to be called to go up and meet Santa and
receive a gift from him. Each child looked very grateful for
their present, even if they were a bit wary of Santa. Santa
also had a gift for the senior attendees; they were a lot less
nervous about meeting Santa.

晩餐はサラダが二種類、温野菜、七面鳥、ハム、おにぎり、それと日本の
伝統食ケンタッキーフライドチキンでした。もちろんデザートもキャロットケ
ーキ、クッキー、カップケーキ、フルーツケーキと選り取り見取りでした。お
代りをする人がいても、まだ十分余る量の晩餐で,パーティーの後に家に
持ち帰る人もいました。

Dinner was delicious. It was a well prepared meal with two
kinds of salad, cooked veggies, turkey, stuffing, ham, onigiri
and the traditional Japanese dish of KFC Chicken. There
was so much food that I not only witnessed people going for
seconds, but after the party many people had the
opportunity to take a little home with them. Dessert was just
as delicious! Carrot cake, shortbread cookies, cupcakes,
fruitcake and more. There was no shortage of treats for
everyone’s enjoyment.

パーティーの最後はみなでクリスマスキャロルを歌いました。エイミー･ラフ
ァティさんのリードでみんなで歌ってクリスマスらしさが盛り上がりました。
エイミーさんありがとう！大人の歌だけではなくて子供達が前に出てきて
踊り出したのは本当に可愛いでした。パーティーは予定通り 7 時半に終
了しましたが大勢の参加者が後片付けに残ってくれました。皆が協力して
手際よく後片付けをして、瞬く間にまたきれいなホールに戻りました。これ
は私が参加した最初の EJCA のクリスマスで、私もボランティアとして用
意に参加しましが、こんなに楽しいパーティーとは知りませんでした。参加
出来て本当に良かったです。

The last scheduled event of the evening was a festive
Christmas song along led by Miss Aimee Rafferty. It was so
cheerful and festive to see not only so many people singing
together, but also to see so many adorable children dancing
along with the songs. Thank you Aimee!
The party concluded around 7:30 and an impressive amount
of guests stayed to help clean up after the party. It was so
nice to see so much cooperation and it made the work so
much lighter for everyone. It was so fantastic to see such
community spirit!
This was my first time attending the Christmas party and I
had such an enjoyable time. I am so grateful to have been
included in this event and am looking forward to next year!
Merry Christmas!

10

January - February 2019

Moshi Moshi

東京二万歩 （第二部）

20,000 Steps a Day in Tokyo (part 2)
Lénárd Grossmann
It is a busy city, but Tokyo has done a marvelous job in
balancing out all the noise and hustle of the metropolis with
its numerous, splendid parks. These are surprisingly quiet
(although the constant chirp of the countless cicadas is
something I needed to get used to), and you can barely hear
the traffic going on nearby! Some of these gardens were
established by the daimyo, others by subordinates of the
Shogun or Buddhist Monks for their temples; this in a time
when Tokyo wasn't as populated as today. But they are still
taken great care off and are popular destinations for coming
back to nature. Near the bay or the coast, there is a lot of
greener space. Some of my favorite gardens were the Hama
Rikyu, Rikugien, and Kiyosumi Teien Gardens. They have
also managed to harmoniously fit old buildings into new
buildings with traditional designs with modern ideas. Very
good care is taken of their historic buildings. A topic that
unfortunately the City of Edmonton is still faltering to address.

レナード・グロスマン

東京はとてもにぎやかな大都市ですが、都会の喧噪と数多くの静かな庭
園が上手にバランスをとって共存しています。公園にいると都会の喧噪
を忘れるほどに静かです。ただし、夏の間は蝉が激しく鳴いていますから、
（芭蕉のように）蝉の鳴き声に慣れなくてはいけません。庭園は大名、旗
本の屋敷内にあったものやお寺の境内にあったものなど様々ですが、江
戸時代のまだ人口の少なかったときに作られました。そして現在でも丁
寧に手入れされていて、たくさんの人が訪れます。東京湾の入江や海岸
沿いにはたくさんの公園、庭園、その他の緑地帯があります。私の好き
な場所は浜離宮、六義園、清澄公園です。また東京は古くからあるビル
と新しいビルがよく調和しています。古い景観を現代の都市の中に生か
していくということについては、エドモントン市はまだまだ遅れています。
東京はいろいろな交通機関と人で一杯の街ですが、他の大都市と比べ
ると静かです。一つには東京では人々は車の警笛をめったに鳴らさない
からでしょう。東京の高速道路は高架になっています。ここを車で走ると
まるで自動車のレーシングトラックを走っているようです。エドモントンより
文字通り一段上の高速道路です。

Speaking of traffic, people seldom honk with their cars.
Therefore, although the streets of Tokyo are very busy, they
are not as noisy as those of other large cities. The trains and
highways run ABOVE ground level on elevated bridges and
almost look like car racing lanes. That is traffic taken to the
next level.
There is a total of 1479 shrines and 2872 temples in Tokyo
alone! Now I know why people can walk 20,000 steps/day
for a month, and still only have seen a small fraction of Tokyo
(like me, *sigh*) ...
I participated in two Ikenobo Ikebana classes. These were
both offered by Professor Kubota, who visited our Edmonton
Ikenobo Ikebana Study Group back in June. The classes were
held in a Buddhist temple, in a relatively calm district, near
Tokyo Tower. I created several arrangements, two including
Japanese Iris Flowers (these are native to only Japan and are
very expensive. A single flower cost around CAD $12). I
learned a few special rules that only apply to this flower.
Definitely you’ve got to go and see a Kabuki play! Kabuki is a
must-see in Tokyo. It is quite different from the Fringe
Festival, Varscona, etc. performances that we have in
Edmonton. The play is traditionally based upon famous
heroic tales, dances, songs and pantomimes. Only male
actors can perform, in a variety of colorful costumes. The set
designs are obscure and simple. It is a bit less abstract than
the Noh theatre. The Kabuki-za theatre is one of the most
visited theatres in metropolitan Tokyo. It holds stellar
performances nearly every day and these are always sold
out, way ahead of schedule! That is how popular this type of
theatre is still today (I barely got a single-act ticket). The
regular tickets for a play are very expensive, and the entire
performance usually lasts for the whole day. Single-act
tickets are available on the performing day only at the theatre
just before the act begins.

東京には 1479 の神社と 2872 のお寺があります。ですからひと月の間
毎日 1 日に 2 万歩歩いても、まだまだ東京には見るものがあります。私
は東京にいる間に二回池坊の講習会に参加しました。エドモントン池坊
研究会の講習会に 2018 年の 6 月に来ていただいた久保田先生の講習
会でした。講習会は東京タワーの近くの静かなお寺で開かれました。私
は幾つか花をいけましたが、その二つに花菖蒲を使いました。花菖蒲は
日本原産ですがとても高く、ひとつ 12 ドルしました。花菖蒲を活けるとき
には特別な様式があることを知りました。
東京に来たら歌舞伎は必見です。歌舞伎はエドモントンのフリンジやそ
の他の劇場の演劇とまるっきり違います。歌舞伎の演題は昔話や唄、踊
りに基づいています。歌舞伎は男優だけで女優はいません。男優が見
栄えのするさまざまな衣装を着て演じます。舞台の背景は簡単です。能
舞台よりちょっとだけ複雑になっています。歌舞伎座は東京でもっとも人
気のある劇場です。毎日公演がありますが、切符はずっと前から売り切
れです。わたしは幸い当日の一幕券を買うことができました。一幕券は
公演当日の公演直前だけ歌舞伎座で買えます。
東京には到るところに画廊や美術館があります。なかには高層ビルの谷
間にかくれていてなかなか見つからないものもあります。わたしは銀座
の一等地にあるポーラ画廊の野口哲也の小さな侍の人形の展示会に行
きました。侍の人間的な側面を強調した人形たちでした。私が一番好き
だった展示は森美術館で開かれていた日本の建築の歴史展でした。日
本の伝統建築、現代建築、そして現在の建築が三次元モデル、その他
の方法で詳しく、そして楽しくわかるように展示してありました。未来志向
の展示でまるでスタートレックの舞台装置のようなデジタル芸術美術館
に行きたかったのですが、人気が高く入場券が売り切れでした。次に日
本に行くときは随分前からこれらの催し物の入場券を買っておこうと思い
ます。
これからは何処の都市に行っても、いつも東京と比較してしまうと思いま
す。エドモントンに帰って来て、もう東京が懐かしくなっています。いろい
ろな飲料水の買える自動販売機、世界中の料理と日本料理の種類の多
いこと、楽しい店と公園などなど。私は東京に高層ビルの多いのにとても
おどろきました。まあエドモントンにあまりないせいかもしれませんが。東
京の喧噪を逃れて京都、金沢、藤沢、江ノ島に五日間の旅行をしたのも
楽しい思い出です。神社、お寺、五重塔、庭園、お祭り、お城、などなど、
楽しい経験をしました。皆さんもどうぞ日本を訪問して楽しんでください。

Many amazing galleries and museums exist all around the
city. Some are hidden within tall buildings and take some
time to find, but in the end, it is always worth it. I visited the
Pola gallery (free entry) in the "Glitter" Ginza area, where
meticulously detailed samurai miniatures by Tetsuya Noguchi
…cont to next page
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I can see myself comparing other cities to Tokyo from now
on. I am already missing the drink dispensers, infinite
culinary diversity, shops and gardens. On the other hand, it
was sometimes a bit much to take it all in. The tall buildings
were a bit suppressing for me; but I am not used to seeing
tall buildings every day back in Canada, so... it just depends
on the person going there, really.
To get away from all the hustle and to get a broader picture
of Japan, I took a short 5-day trip to Kyoto, Kanazawa and
Fujisawa/Enoshima Island. I had some great experiences
there as well, visiting shrines, temples, pagodas, gardens,
markets, festivals, castles, and, and, and, and, and…
I hope that you will also visit Japan and have a great time,
like I had.

were exhibited. They are very playful and healthful, with the
samurai being portrayed more as human beings and their
passions, instead of tough, invincible heroes. My other
favorite exhibition was "Japan in Architecture: Genealogies
of Its Transformation" at the Mori Art Museum. Traditional
Japanese, Western, Modern, Contemporary, etc.
construction methods, and design brought together in
detailed and abstract 3D models, hands-on, sketches,
drawings, digital models... something, any architecture
enthusiast like me, has got to see! The building itself is full of
architectural playfulness and futuristic design. There is a
stunning futuristic interactive Digital Art Museum that has the
feeling of a Star Trek Holodeck. Sadly, it was sold out and I
was unable to go there. Next time I must plan further ahead.

Moshi Moshi Title Contest Update

もしもし」ニューズレターの題字コンテストについて

Julie Rossignol

ジュリー・ロッシノール
２０１８年９-１０月号の「もしもし」で公募した「もしもし」の題字コンテスト
に二つの応募がありました。応募いただいたお二人の会員の方、ありが
とうございました。

Two entries were received from the Moshi Moshi Title
Contest, first announced in the September-October
newsletter. On behalf of the EJCA Board, I would like to
thank the two artists who worked on these title entries.
After careful consideration, the Board has decided to keep
the current Moshi Moshi title due to the historical value of the
title. The current iteration of the Moshi Moshi title first
appeared in the April 1989 edition of the Moshi Moshi
newsletter.

EJCA 役員会で慎重に協議を重ねた上で、応募作品のいずれも採用せ
ずに現在の題字を継続して使うことに決めました。現在の題字は１９８９
年４月号から使い始めて、皆様に馴染みがあり、歴史的な価値があるこ
とも理由です。ただし、季節によって彩りを添えて「もしもし」に少しお化粧
をしてあげる予定です（これは応募作品からヒントをいただきました）。

While the current Moshi Moshi title will be kept, new coloured
versions of the title have been created in an effort to update
the look of the Moshi Moshi newsletter, while maintaining its
traditional feel.

今月号は新年お祝いの気持ちで、赤い題字を使ってみました。

Matsuno Kai – EJCA 55-up Club

松の会ニュース

Alan Davis

アラン・デイビス

松の会の例会は毎月第４水曜日午前１０時１５分から午後２時半から３
時頃までです。昼食は持参のお弁当でもけっこうですが、希望者にはま
とめて予め日本料理、中華料理などのお弁当をレストランから注文しま
す。

Matsu no Kai 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 gather at 10:15 for an optional
exercise program such as Tai Chi. Our business meetings
start at 10:45 a.m. and we break for a short easy-exercise
session before lunch. 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.

例会の他に毎月皆で外に出かけます。１２月には NAIT 高等職業訓練
学校の調理科の学生が料理をするレストランでビュフェスタイルの昼食
を食べにいきました。２０１９年にはエドモントンの新しいロイヤル・アル
バート博物館、ムータット植物園、IMAX 映画、アルバータ大学植物園な
どを予定しています。松の会に興味のあるかたは左側の英語版最後に
のっている係の人に連絡してください。

The club organizes an outing each month usually to take in
an interesting event, then try a new or favourite restaurant. In
December our club attended the buffet lunch at Ernest’s
Buffet and Restaurant at NAIT. Our Social committee met in
December to plan activities for the next year.

この写真は私達夫婦が２０１８
年１０月に日本を訪問したとき
の家内です。きれいな富士山
に大感激でした。

On our list for this year are a trip to the Royal Alberta
Museum, a visit to the Muttart pyramids before they close for
renovations, one or more IMAX movies, a trip to the
University of Alberta Botanical Gardens, The Seniors Tea at
the Legislature, the horse races at the new track at the
airport and several other great ideas.
The monthly gatherings usually wind up at 2:30 to 3:00 p.m.
For more information, please contact:
Alan Davis, President at ardavis@ardsys.ca (780-435-8462)
May Uyeda, Secretary at mayekoathome@gmail.com (
Cathy Tennant, club Membership at tennant@shaw.ca
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My Arctic Adventure (Part 3)

Moshi Moshi

私の北極圏体験 (第三部)

May Uyeda

The Inuit had wonderful sports which were vastly different
from those we knew. Many of them required no equipment
and tested the physical strength and agility of the
competitors. Games such as the one-foot high kick had an
athlete jumping to kick a seal-skin ball at a pre-set height
with one foot and landing on the same foot they kicked
with. In the “airplane”, the athlete faced down on the floor
with both arms extended and the palms placed down.
Three carriers, one grasping the ankles and one on each
side carrying the fists lifted the athlete and carried him on
a set course while the athlete maintained a rigid position
for as long as possible. Incredible strength was required
for this competition and many of the participants went to
the Arctic Winter Games to show their prowess.

メイ・ウエダ

イヌイットのスポーツは私たちの知っている南方のスポーツとは大分違
いますが、素晴しいものです。力が強く敏捷でないとできないものが多い
です。例えば棒の上の方にアザラシの皮で作ったボールをくくりつけてボ
ールが地面から 1 フィートの高さになるように釣り下げます。棒の下に立
ち、片足でジャンプしてこのボールを蹴り、同じ足で着地します。また「飛
行機」というスポーツでは一人が床に両手を広げて腹ばいになり、三人
がこの人を持ち上げてゴールまで走ります。二人が片方ずつの手首を持
ち、三人目の人が両方のかかとを持って持ち上げます。ゴールにむけて
走っている間、「飛行機」の人は両腕を広げた飛行機の形を保たなけれ
ばなりません。この四人のチーム全員が力が強くないとできません。この
スポーツは北極圏冬期スポーツ大会でも採用されていて、ジョーヘイブ
ンからも選手が参加しました。
イヌイットの人達は普段から狩猟や漁、スノーモビルでコマティックという
橇を引いたりして活動的ですからとても体力があります。犬橇はすたれ
てほとんど使われていません。しかし犬はまだたくさんいます。ジョーヘ
イブンの村はキング・ウィリアム島にあるただ一つの村で日常生活に必
要なものをメインランドから運んで来なければなりません。夏はボートで
メインランドと往来し、冬は氷の上を橇で往来します。冬に初めて氷上を
行くときは氷の厚さがわからないのでとても危険です。

The Inuit were fit from hunting and fishing while using the
traditional “komatik” (sled) pulled by a snowmobile. The
tradition of using dogs to pull the sleds was almost in total
decline although there were many dogs in town. They had
to be skilled because King William Island on which Gjoa
Haven was the only community, did not have great natural
resources. The mainland had to be accessed by boat
when the water was open and precariously by ice when
the ocean was frozen. It took a brave person to make the
first crossing each year.

一度村の長老ジョージに、辺り一面真っ白な冬にどうやってメインランド
に往来するときに方向が分かるのか、と聞いたことがあります。ジョージ
は「簡単なものさ、雪の吹きだまりの形を覚えて入ればいいのさ」と言い
ましたが、本当かどうか。イヌイットの人達はスノーモビルを修繕したり、
スノーモビルで狩猟するのが上手です。

I once asked George, an elder in town, how he knew
which direction he was travelling and which way to return
on an otherwise pure white landscape. I was amazed
when he told me you went by the hummocks (snow drifts)
but to my chagrin, he was pulling my leg! The Inuit were
excellent at fixing a snowmobile on the land and equally
successful at hunting with them.

イヌイットの人達は夏の間は漁のためにキャンプを作って移動します。移
動には三輪の特殊自動車を使います。私のいた当時は四輪駆動の車は
珍しいでした。海岸線に添って作る夏のキャンプは木材の台の上に四角
のキャンバスのテントを立てたものです。テントには暖房と調理のための
ストーブがあり、中にはラジオやテレビのために発電機を備えたところも
あります。私がいた時には村にはすでに衛星中継用の大型アンテナが
ありました。

Summer travel to the “camps” was done mostly by threewheeled ATVs which could hold an entire family of 5-6.
(Quads were rare in those days.) The summer-long camp
along the shoreline was basically a square canvas tent set
up on a wooden platform for the purposes of catching fish
and drying them. They were certainly not sparse, with
some having a stove (with a chimney) for heat and
cooking and some with even a generator to listen to
sports or watch TV. The town had a satellite dish by then.

厳しくしかし美しい北極圏の冬を、私たちよそ者は友人を食事に招待し
て楽しく過ごします。手に入る食材を上手に使って出来るだけ贅沢な料
理を作ります。みなで一緒によく歌を歌いました。南方から来ている人も
地元の人も歌好きが大勢いましたね。お酒はありませんが、結婚式のよ
うなイベントはお祭り気分が盛り上がります。女性には毎週編み物と愚
痴の会がありました。でも食べ物を持ち寄って食べるのが一番の楽しみ
でした。男性はダーツの会に集まりました。ここでも家から持ってくる食べ
物が不可欠です。こういうと男性は料理をしないように思うでしょうが、料
理は夫婦が分担してます。
独身の人もいつまでも一人でいるとは限りません。ここで出会って結婚し
た人も南から訪ねて来た人と結婚した人もいます。結婚証書に北極圏で
結婚したことを示すために緯度と経度を書き込みたいところですが、法
律的にはジョーヘイブンと書かなければなりません。結婚式や子供の誕
生の時は皆で出来るだけのことをして祝いました。

As for those of us who were not native to this harsh but
beautiful land, we passed the winter by hosting elaborate
dinners made from whatever was available in one’s pantry
or freezer. We enjoyed many evenings singing along to
the music provided by the many talented musicians both
among the southerners and the locals. Celebrations like
weddings were festive even without the presence of
alcohol. We just enjoyed the gluttony of fine food, friends
and visitors.

外の世界から隔絶されたところに住んでいるので、お互い仲良く付き合
っていく必要があります。気分が落ち込んでいるときは、他の人と軋轢を
作らないように、また気分の直るまで一人でいるのが生活の知恵です。
次にクリスマスの話をします。クリスマスといっても 1 年目は飛行機で
南の家族や親戚に会いに行く経済的な余裕はありません。先ずは飛行機
便で 25 ドルのクリスマスツリーを取り寄せ、自分で作った飾りで飾ります。
最初のクリスマスはジョーヘイブンで過ごしましたが、二年目からは飛

For the women, there was a weekly Stitch and “B”
(complain) night where everyone was more interested in
the food that was available and the men had a weekly
…cont to next page

…次ページへ
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…前ページより

darts night with the added enjoyment of what their
spouses had provided for eating. That is not to say that
the men didn’t cook as that task was shared by most
couples.
Single folks didn’t necessarily remain single. One couple
met there and another fellow visited and ended up getting
married out on the tundra. As much as they wanted to use
the geographic co-ordinates on the marriage certificate,
they had to legally settle for writing in Gjoa Haven. Oh, but
what fun we had at celebrating weddings and births. One
becomes very innovative with the supplies at hand and we
always had a good time.

行機で南の家族に会いに行くようになりました。そしてクリスマスの後も
一週間ほど暖かく太陽で一杯の南を旅行しました。南で過ごす時間は短
いですが、これで北極園の寒い冬を過ごして春が来るまで元気でいられ
るエネルギーになりました。
ある冬、悪天候が続いて島にある二つの飛行場の除雪が出来ず、飛行
機が来られないときがありました。学校のスタッフは皆、南に休暇に行く
予定がありました。民間の航空会社と連絡したり,近くの村に飛行場の様
子を聞いたりしましが、どこも駄目でした。がっかり続きのあとで最後に
北極園パイロットのウィリーに電話をしました。北極圏を専門とするブッシ
ュパイロットと言われる人達の伝説はいっぱいあります。それほどにブッ
シュパイロットは北極圏の生活に欠かせません。ウィリーの飛行機が雲
の中から現れ、着陸して私たちを乗せて飛び立ちました。ウィリーはしっ
かり座席に掴まってと私たちに言ってから、飛行機を雲の中に突っ込み
ました。やっと水平飛行になってから、ウィリーは、先ずは無事に離陸出
来たことを祝って酒を飲もう、座席の横の棚に入れてあるよ、これは私持
ちだ、と言ってくれました。

Living in isolation meant that you had to get along with
others and if you were having an “off” day, you retreated
until your spirits were up. Nobody wanted to intentionally
inflict themselves on others during those bleak days.

髪を切って貰う、というごく普通のことでも、とても気分が高揚するという
ことも想像出来ますか？教師の大会がイエローナイフ市であるときは、も
う何ヶ月も前からヘアードレッサーの予約をしておきます。そして冬の間
は友達同士で髪を切っていてめちゃくちゃになったヘアースタイルを直し
てもらいます。イエローナイフではレストランで食べたり飲んだり、高級店
で買い物をしたりできますから、夏の休暇に南に行くまではここでも十分
間に合います。夏に休暇で南にいったり外国にでかけると、北極圏で貴
重な新鮮なサラダを毎日食べます。サラダを食べ飽きて、財布が空にな
るころまた北極園にもどります。このように私たちは北極園で一生懸命
働きますが、夏の休暇も一生懸命楽しみます。

This brings us to the subject of our first Christmas in Gjoa
Haven when we couldn’t afford to fly out and be with our
families. The $25 dollar Christmas tree that was flown in
wasn’t the prettiest and the decorations were handmade
but we had an awesome time anyway. After that first year,
many of us flew out to be with family each Christmas and
then we would often take a week-long trip further south to
somewhere warm and sunny. Only a few hours in the
warmth was often enough to make us forget the cold and
rejuvenate us until the spring.

ジョーヘイブンで毎晩と言って良いほど誰かの家に集まっていたと話しま
したが、村のビンゴーがある夜とテレビでプロレスの放映があるときは誰
も集まってきません。村の人はこの二つに夢中です。

I remember one year when two local airports were not
cleared for landing which was a regulation. The staff all
had plans for southern holidays and we did our best to try
to get a commercial flight to come in. We even phoned
neighboring communities to see if their weather had
cleared. After much distress, we called Arctic pilot, Willie,
who was a legend in the north. He swooped down out of
the clouds, picked us up and told us to hang on tight as he
aimed for the clouds after telling us that celebratory drinks
were in the cupboard and on the house once we were in
the air. “Bush” pilots were legendary and a necessity!

食物はどの文化でも重要なものです。そしてイヌイット文化でも重要です。
カリブーの生肉（醤油をつけてたべることもあります）、アザラシ、魚が一
番大切な三つの常用食です。カリブーの生肉にはビタミンＣがたくさん含
まれています。料理したり、乾燥したり、冷凍にしたりして常用食にしてい
ます。アークティックチャー（北極サケ）は生のままや干物にしてたべます。
村の人は南から飛行機で運んでくる食べ物も勿論好きです。甘いものも
たくさん食べるので虫歯が多く、南から歯科医チームがきますが、虫歯
が多いので予定の一週間より長く滞在することがあります。
村にはハドソン・ベイとノーザン・ストアーという二軒のスーパーがありま
す。村の人は現地で取れる食物の他にこの二軒で食べ物を買います。
私たちはエドモントンに一括して大量の食べ物を注文します。これらの品
物はまずエドモントンからヘイ・リバーまでトラックで輸送して、ここで荷船
(a barge)に積み替えてマッケンジー河を下って村に到着します。それでこ
れをバージ・オーダーといいます。私もバージ・オーダーに慣れてからは
小麦粉 200 ポンド、あらゆる種類の乾燥食品、ポップドリンク、チョコレー
トバーなどを注文しました。

Did you know that something as simple as getting one’s
hair cut could be so uplifting? Convention time in
Yellowknife meant that you had to book hair appointment
months in advance to rectify the messy results from
cutting each other’s hair.
It was also a time to eat out, enjoy imbibing and shop at
the expensive stores for something new. Yellowknife
would suffice until the summer when we took trips out of
the territory and often out of Canada. By the end of
summer, we were sick of eating salads and financially
ready to return “home”. We worked hard in harsh
conditions but we also holidayed well.

もし注文を忘れた食品があれば村のスーパーで購入しなければなりま
せん。北極圏価格はとても高く、卵１ダースが 4 ドル 20、ミルク１リットル
が 5 ドルです。
特に高いのは飛行機で運んでくる野菜と果物です。遠くから来るので傷
んでいることが多いです。もし欲しい野菜と果物を注文するとスーパーの
値段に 1 ポンドあたり 2 ドルの輸送費を足した値段になります。こういう
事情ですから村の食料、食物事情は南と違うことになります。

We quickly learned that certain nights were not used as
meeting nights. Community bingo and TV wrestling nights
guaranteed that nobody would attend even if door prizes
were available. People were passionate about those two
things.
…cont to next page

（3 月号に続きます。第 1，2，3 部を続けてお読みになりたい方はこちら
からどうぞ：http://www.ejca.org/documents/MoshiMoshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1
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Food is an important topic in all cultures and so it was with
the Inuit. Raw caribou (sometimes dipped in soy sauce),
seal meat, and fish were the staples. Raw caribou, which
is high in Vitamin C was a staple in the diet, whether it
was cooked, dried or frozen. Arctic char was dried or
eaten raw as well. That didn’t mean that
the people didn’t enjoy the foods from the south as could
be seen in the dental cavities. A dental team stayed in the
community for several weeks longer instead of the
allocated one week.

River for delivery in the early fall. As I got better at making
up the order, I started ordering 200 pounds of flour, every
dry staple one could imagine, and of course the treats like
pop and chocolate bars. If you missed ordering something,
it meant a very expensive purchase at one of the stores.
Eggs were $4.20 a dozen, a litre of fresh milk over $5.00
and most expensive of all were the fresh fruit and
vegetables which were not always in the best of condition
as those items had to be brought in by plane. Add a $2 a
pound charge to already expensive Yellowknife prices and
you will understand that we ate differently up north.

The Hudson’s Bay Store and the Northern Store (cooperative) supplemented the traditional diet. As
mentioned previously, we placed a barge order each year
from Edmonton and it was trucked to Hay River where it
was placed on a barge that headed up the Mackenzie

(The story will be continued to the March/April Moshi Moshi.
Click here for access to the part 1, part 2 and part 3
together: http://www.ejca.org/documents/MoshiMoshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1

Condolences to the Family and Friends of Sachiko
Nagata (1927 to 2018)
Ruth Nagata
Sachiko Nagata (Ikebuchi) was born on February 21, 1927 in
Kerrisdale, B.C. to Eikichi (a fisherman) and Sui (Kadonaga)
and moved to Tottori-ken, Japan until she returned to Canada
to marry Takeo in 1958. They made their home in Edmonton
since that time. Sachiko passed away on Wednesday
th
November 28 at the Edmonton General Hospital and was
predeceased by Takeo in 2006.

お悔やみ、長田幸子 （文責：ルース・ナガタ）
長田幸子が２０１８年１１月２８日にエドモントン・ジェネラル・ホスピタル
で亡くなりました。夫のタケオ（タック）は既に２００６年に亡くなっていま
した。長田幸子は１９２７年２月２１日にブリティッシュ・コロンビア州のケ
リスデールで漁師をしていた池渕栄吉、スイ夫妻を両親として生まれ、
七歳の時に鳥取県に行き、１９５８
年に長田たけおと結婚するために
カナダに戻りました。二人は結婚以
来エドモントンに住んでいました。

Sachiko is survived by her brother Masao Kadonada and the
Takahashi families in Japan with whom she has kept
contact. In Calgary, Sachi is survived by the Nagata families
of Sho (now 90) & Rose, Ruth (Mits-2001), and the
Yamashiro, Boyd and Hogan families.
th

A private gathering was held on December 6 at Sachi and
Tak’s favourite Shogun Restaurant. The Nagata family wish
to extend their appreciation to all of her “Edmonton
community families” of EJCA, Matsu no Kai, Wild Rose
Cottage and others for their kindnesses to Sachi and a
request for "no koden and other gestures of kindness "
gratefully declined with appreciation.Sachi’s ashes will be
interred in the Nagata family plot in Calgary at a later date.

幸子には日本に兄弟のカドナダ・マ
サオと親戚の高橋一家がいます。
またカルガリーには長田タックの兄
弟姉妹のショウ（９０才）、ローズ、
ルース、そして親戚のヤマシロ家、
ボイド家、ホーガン家の人達がいま
す。
幸子さんを偲ぶ会が内輪の人達でタック・長田の好きなエドモントンの
ショ-グン・レストランで１２月６日に開かれました。長田家を代表して生
前幸子がお世話になった方々、ＥＪＣＡ、松の会、ワイルドローズ・コテイ
ジの皆様にお礼を申し上げます。また、幸子の遺志によりご香典、お悔
やみなどをお断りいたしたことをご理解いただきありがとうございました。
幸子の遺灰はカルガリーの長田家の墓地に埋葬いたします。
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For posting your ad in the Moshi Moshi, please
follow the process as explained at:
http://www.ejca.org/moshi-moshiadvertisement.html
会報「もしもし」に広告を出したい方は上記のサイトをご覧
下さい。広告はいつでも受け付けています。
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Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups
Bonsai Club
Meetings: 3rd Thursday of each month, 7:30-9:30 pm
Contact: Les Dowdell <hokkoku@telusplanet.net>

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>

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>

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>

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>
Nihongo Kaiwa – Japanese Conversation Club
Mondays 5:00 – 7:00 pm (except holidays)
Contact: Carol Brandly <cebbyq@hotmail.com>

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

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>

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:

エドモントン日本文化会館オフィスの時間

EJCA office hours are as follow.
The Library is open when the Centre is staffed.

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

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.
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November 2018 – October 2019 EJCA Board of Directors & Committees
Board of Directors
Officers and Executive
Committee:
President: Sanae Ohki
Vice-President: Tamara
Sutherland
Secretary: Omar Amer
Treasurer: Lyn Rafferty
Board Directors
Yukiko Nagakura
Jim Hoyano
John Priegert
Julie Rossignol
NAJC Liaison
Takashi Ohki
Finance Committee
Bob Tennant
Jim Hoyano (Chair)
Lyn Rafferty
Sanae Ohki

Library Committee
Adeline Panamaroff
Cathy Tennant
David Sutz
Jim Hoyano
Nancy Cyr

Garden Work Group
Alan Davis
Cathy Tennant
John Priegert (Chair)
Les Dowdell
Ruriko Davis

Culture Programs
Work Group
Mineko Koto
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

Communications Work
Group
Carley Okamura
Jim Hoyano
Sanae Ohki
Tomomi Calder

EJCA-Argyll Joint
Committee
Omar Amer
Sanae Ohki
Scott Tanaka

Library Work Group
Adeline Panamaroff
Carol Rushworth
Cathy Tennant
Liz Machida
Mike Waszkiewicz
Ritsuko Chartrand

Scholarship & Grant
Work Group
David Mitsui
Daiyo Sawada
Heritage Festival
David Mueller
John Priegert
Omar Amer (Chair)
Natsu Matsuri Work
Group
Hideji Ono (Chair)
Centre Manager
Scott Tanaka
office@ejca.org
Event Coordinator
Tomomi Calder
event@ejca.org

EJCA Mission & Vision Statements
Published by
Edmonton Japanese
Community Association

Editorial Address:
6750 - 88 Street
Edmonton, Alberta
T6E 5H6
Tel: (780) 466-8166
website: www.ejca.org

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

e-mail: office@ejca.org

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。

Editors:

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。

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.
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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. Email 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.

*Application Date
登録日
*First Name
If family, Spouse First Name
Child 1 First Name
Child 3 First Name
*Home address
*Postal Code
*e-mail address:
*New or renewal member
*Fee paid by
*Membership type and fee

____ ____ ______
DD
MM YYYY

*Newsletter subscription

(

個人情報は EJCA の目的だけに使います。

*Last Name
Spouse Last Name
Child 2 First Name
Child 4 First Name

(
(
(
(
(
(
(

*Telephone
Spouse e-mail address:
) New ( ) renewal
) Cash ( ) Cheque ( ) PayPal
) 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
) on-line or ( ) on paper

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

) Bonsai Club
) Karaoke Club
) Nobara Chorus
) Japanese class

( ) Calligraphy
( ) Kimono de Jack

( ) Gojukai Karate
( ) Kita no Taiko

( ) Table Tennis
( ) Tea ceremony
( ) Kids and Babies ( ) 日本語サロン

( ) Ikebana
( ) Jodo Club
( ) Matsu no Kai (55-up) ( ) Nihongo Kaiwa
( ) Wakaba-kai
( ) Women’s Karate

Check if you are interested in volunteer tasks?
( ) Event volunteer
( ) Library workgroup

( ) Culture Programs volunteer

( ) 日本語サロンボランティア

( ) Garden Workgroup

( ) Heritage Festival

19

