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Memories from the EJCA New Year’s Party, January 12, 2019  新年会の思い出      2019年 1月 12日 

115 adults, seniors and children attended the New Year’s 
party. It started with a social time followed by Ozoni (Mochi 
soup prepared by EJCA). Then, all enjoyed potluck supper. 
The Honarable Consul General Olenka Bilash presented her 
experience with Japan. Finally, we had a demonstration of 
Mochi-tsuki using real Usu and Kine (tools to pound steamed 
sweet rice and make mochi). The fresh mochi tasted good!  

 

エドモントン日本文化協会に 115名の大人と子供が集まり、新年を祝いま

した。皆それぞれに新年の挨拶を交わした後に EJCA特製のお雑煮がふ

るまわれ、持ち寄りのご馳走を頂きました。在エドモントン名誉総領事のオ

レンカ･ビラッシュが何十回も訪れた日本とカナダについて興味深い話しを

しました。最後に臼と杵で餅つきをして、搗きたてのお餅を味わいました。

坂本領事もカルガリーからお祝いに参加してくださいました。 

 

Memories from the EJCA Hina Matsuri, March 2, 2019   ひな祭りの思い出      2019年 3月 2日 

Though Edmonton was still mid-winter with below -20 degree 
celsius,130 adults, seniors and children dropped into EJCA 
and enjoyed a warm indoor event. The focus of the event was 
two Hina-doll sets displayed in the hall. Children received a 
pack of Arare, special Hina Matsuri crackers. Japanese 
pastries and matcha tea were served for adults. 

当日はまだ冬のさなかのような－20度以下の寒い日でしたが、１３０名の

大人と子供がひな祭りを楽しみました。エドモントン日本文化協会所有の

ひな壇 2つと内裏様を飾り、子供には雛あられ、大人には和菓子とお抹

茶を楽しんでいただきました。若葉会がすてきな日本舞踊を披露し、みん

なでひな祭りの歌を歌ったり、子供達はおひな様づくり、ぬり絵、折り紙な

どをして、心温まる午後を過ごしました。
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Volunteers for the Kodomo no Hi （Children’s Day） 

 
EJCA provides volunteers for the event. If you can help, 
please contact event@ejca.org  

1. Origami   Two volunters 11:00 – 15:00 
2. Folk story telling Kamishibai. 

One volunteer 

Volunteers will receive a food voucher to the Patio Café. 
 

 

 

 

子供の日のボランティアを募集しています。 
 

この日はカナダ人一般の子供連れ家族が参加します。館内での折り紙

の指導者２人、庭園で紙芝居を使って日本のお話しをする人、１－２人を

ボランティアとして募集しています。紙芝居はエドモントン日本文化協会

の図書室にあります。折り紙もあります。お手伝いいただける方は、

event@ejca.org へご連絡ください。 

ボランティアにはお礼として園内のカフェの食券を差し上げます。 

 

 
 
Japanese Language Spring sessions 
 
The Language sessions are designed as one-year courses from September to June. There are some vacancies for mid-year 
registrations in the Beginner Advanced class and the Fun and Easy Japanese class.  
Please go to http://www.ejca.org/schools.html and register by March 31, 2019. 
Any questions? Contact lesson@ejca.org  
 
Japanese Beginner 
Advanced 

Prerequisites for the spring term:  
Able to: use verb conjugations, masu-form, short form, te-form and ta-
form; use adjective conjugations, negative, past and te-form; state 
request, permission, prohibition, and offering of assistance; indicate the 
existence of things and people; describe people’s appearances and 
characteristics; state the purpose of coming or going somewhere; state 
preference for activities; know how to make comparisons; use direct 
and indirect quotations; describe a change in state; and talk about your 
plans in the future.   
 
The Spring session will cover the textbook “Genki 1” lessons 11 and 12. 

$135 + 
$60 for 

textbook 
 

Wednesdays, April 
3 – June 5, 2019 
7:00 – 9:00 pm 

Fun and Easy Japanese For adults and seniors. In addition to basic language skills, you will 
learn about Japanese culture, food, websites and more. If you are 
planning to visit Japan someday or just interested in Japan, come and 
join us. 

$100 + 
$25

 
for 

textbook 

Thursdays April 11 
– June 13, 2019 
10:00 am - noon 

 
Other classes,Total beginner, Beginner Intermediate, Teens Level 1 and Teens Level 2 are all full and we are not taking new 
students.
 

アルバータ大学 栗本日本庭園 

子供の日 

 
2019年 5月 5日（日）11時-3時 

栗本日本庭園はアルバータ大学植物園の中にあ

ります。デボン市から北 5km、HWY 60, 大学から

車で 30分程です。 

会場には鯉のぼりを立て、五月人形も飾ります。 

プログラム： 

クラフト、折り紙、紙芝居 

お茶会 （有料） 

日本庭園のご案内 

 

どうぞご家族皆様で早春の日を庭園でお楽しみ

頂くようご案内いたします。 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
http://www.ejca.org/schools.html
mailto:lesson@ejca.org
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President’s Corner   Vice president: Tamara Sutherland 

 
This month, I write the President Corner on behalf of Sanae 
Ohki. As we “finally” get into warmer weather, I am always 
amazed at how many events the Japanese community here 
in Edmonton packs into the winter months. It certainly keeps 
us busy! 
 
In January, we hosted our annual Shinnenkai (New Year’s 
party) on the 12th. We were lucky to have a full crowd yet 
again, with lots of excellent food brought in by all of our 
members for the potluck. For many of us, this is an 
opportunity to share old family recipes, and catch up with 
everyone after the busy holiday season. The board wishes to 
thank the Nihongo Kaiwa club and Library Working Group for 
their hard work as volunteers, preparing and serving us ozoni. 
We would also like to thank Dr. Olenka Bilash, the Honorary 
Consul General of Japan for Edmonton, and Mr. Kohei 
Sakamoto of the Consulate General of Japan in Calgary, for 
joining us at the event.  
 
The EJCA Board of Directors held their annual retreat in 
January. As usual, we reviewed our calendar of events and 
program offerings, and this year we took the opportunity to 
discuss ongoing improvements for both our financial and 
document management processes. This sort of work, 
although behind the scenes, is vital for keeping the EJCA up 
to date with technology and sound financial management. 
We are confident that we are moving in the right direction to 
equip the association with the tools we need to fulfil our 
mission and vision well into the future.  
 
In spite of the bitter weather in February, the Nihongo Salon 
brought out many of our Japanese speaking members. While 
most of the salon events feature information sharing in 
Japanese, providing valuable insight on Canadian law, 
healthcare, and other topics, this was the second “community 
market” style event. 
 
We are only a few weeks into March, but already we have 
had the Hina Matsuri (Girls Day) celebration on March 2nd, 
and many of our members have helped with the Explore 
Japan event at Harry Ainlay High School on March 9th. The 
EJCA’s Hina Matsuri was very popular this year, with over 
130 people coming, including many for whom this was their 
first time at the EJCA. Tea and sweets were on offer, with 
activities for families and a performance by the Wakaba-kai 
dance group. While here in Edmonton the winter weather has 
hung on strong, this event always makes us look forward to 
springtime. 
 
The Explore Japan and Japan Today programs are 
something that do not get much fanfare here at the EJCA, 
but are important initiatives that we support. Japan Today is 
a program for junior high school students, which introduces 
grade 8 students to Japan, including the language, culture, 
lifestyle, arts, and sports. For many students, this is their first 
introduction to Japanese culture outside of anime. Every year, 
over 2000 students join the program. 
 
Explore Japan is a one-day session for grade 10 students 
studying Japanese language in high school. This year, we 

…cont to next page  

会長の挨拶      副会長 タマラ・サザランド 
 

今月は私が会長の大木早苗に代わって会長の挨拶を担当します。 

 

やっと暖かくなりましたね。今年の寒い冬をものともせず EJCA はたくさ

んのイベントを開催しました。本当に驚きです。おかげで忙しくて随分と

気が紛れました。１月１２日は恒例の新年会を開きました。今年もホール

は参加者で満員でした。新年会の呼び物は会員持ち寄りの正月料理で

す。家の伝わる料理を披露して、忙しいクリスマスシーズンに会えなかっ

た友達と旧交を温める楽しい機会です。今年の新年会は日本語会話ク

ラブと図書館グループが担当しました。ありがとうございました。お雑煮も

おいしかったです。在カルガリー日本総領事館の坂本浩平領事、エドモ

ントン名誉総領事をされているアルバータ大学のオレンカ・ビラッシュ先

生、ご出席ありがとうございました。ビラッシュ先生には先生が長年尽力

されている北海道の英語教師のための英語教育の話をしていただきま

した。こういう所でも日本とアルバータの関係があるのだと改めておもい

ました。 

 

EJCA役員会は１月に研修会を開いて 2019年の EJCAのプログラムと

イベントについて話し合いました。また EJCAの財政と書類の管理につ

いて話す機会もありました。会員一般の皆様が直接関わることのない分

野ですが、EJCAを会として維持していく上で欠かせないものです。環境

も変わり、技術も変化していくので EJCAは常にこのような変化に対応し

ていく必要があります。役員会は EJCAが変化に十分対応して会の目

的を追求して来ているという自信があります。 

 

極寒の二月でしたが日本語サロンのクラフトとお総菜祭りにはたくさんの

参加者がありました。日本語サロンは新しくエドモントンに移住してきた

人達や長くカナダに住んでいる日本からの移住者が、日本語でカナダの

生活環境、法律、医療、その他の情報を交換し合い、交流を深める目的

の会です。多くの方はこれから、EJCA会員として活躍してくださるでしょ

う。 

 

EJCAは 3月 2日にひな祭りをしました。ひな祭りは毎年人気が高まっ

てきていて今年は 130人の参加がありました。EJCAセンターに初めて

来たという人も多かったです。お茶と和菓子が振る舞われ、若葉会の日

本舞踊がありました。ひな祭りの会場にはもう春の訪れが感じられました。

3月 9日にハリー・エインレー校で開かれたエクスプロアージャパンでは

たくさんの会員が手伝いました。 

 

エクスプロア－・ジャパンとジャパン・トデイの二つのプログラムは直接関

係している会員以外にはまだ良く知られていないかもしれませんが、

EJCAが支援するとても大切なプログラムです。ジャパン・トデイは日本

のことを勉強している中学 2年生が EJCAセンターに来て直接日本語、

歴史、文化、生活、美術、スポーツを経験するプログラムです。毎年

2,000人以上の中学生が参加しています。エクスプロアー・ジャパンは日

本語を勉強している高校 1年生を対象にした一日の日本文化を経験す

るプログラムで、今年はハリー・エインレー校で開かれました。エドモント

ン、レッドディア、カルガリーの６高校が参加しました。書道、お茶、太鼓、

空手、浴衣の試着、昼食のお弁当など生徒が習い体験できるプログラム

でした。日本文化についてもっと知って貰い、生徒が日本をもっと知り、

日本語をもっと使うように励ますのが目的です。 

 

これら二つのプログラムには EJCAのクラブの会員がたくさん協力して

います。みなさんありがとうございました。皆さんの支援のおかげで、プ

ログラムは生徒と先生からとても高い評価を受けています。そして EJCA

のカナダ社会に日本文化を伝えるという目的の達成のために大きな貢

献をしています。 
…次ページへ 
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…from previous page 
had students from both the Edmonton area and as far away 
as Red Deer and Calgary. They get to have hands on 
experience with Japanese traditional arts and culture, 
including calligraphy, tea ceremony, taiko, karate, and 
wearing yukata. It builds their cultural awareness, and 
encourages them to make use of their growing Japanese 
language skills. 
 
The instructors and assistants for both programs represent 
many of the EJCA’s affiliated clubs and programming, and 
the Board wants to thank them and emphasize how vital their 
time, dedication, and support is for curating these 
experiences. As always, the feedback from students and 
their teachers has been extremely positive, and we should be 
proud as a community that we can offer these cultural 
experiences to students across the Edmonton area. 
 
Coming up in the next few months are a few events in the 
community that might be of interest to members. Metro 
Cinema will be having a viewing of “Ramen” as part of their 
“Any Excuse for Food” series on Saturday, April 13th. More 
information is available on their website at 
http://www.metrocinema.org/ 
 
The University of Alberta Botanic Gardens (formerly the 
Devonian Botanic Gardens) will have their annual Kodomo 
no Hi celebration on May 5th, and the Spring Festival on 
June 2nd in the Kurimoto Japanese Garden. Both of these 
are great family friendly events, and the beautiful new Aga 
Khan Islamic Garden is also well worth a tour. 
 
Finally, we are starting to look ahead at summer events! Our 
own Natsu Matsuri and the Heritage Festival are in the 
planning stages, but we are already starting to look for 
volunteers! Information for most volunteer opportunities at 
each event will be distributed closer to the summer, but if you 
are interested in assisting with planning, please let us know. 
 
 
 

 

前ページより 
これから数ヶ月の間に、エドモントンで日本文化関係のイベントが幾つか

予定されています。メトロ・シネマは 4月 13日（土）に「食べ物のためなら 

どんな理屈をつけてでも行きます」シリーズの一つとして「ラーメン」を上

映します。詳しくはウェブサイトをご覧ください。
http://www.metrocinema.org/  
 

アルバータ大学植物園（デボニアン植物園の新しい名称）は 5月５日に

「こどもの日祭り」を 6月 2日に「春祭り」を栗本日本庭園で開きます。今

年は新しく開園したアガ・カーン イスラム庭園も散策出来ます。 

 

夏には EJCA夏祭り、エドモントンのヘリテージ祭りへの参加が待ってい

ます。もう準備が始まっています。今年も皆さんのボランティアとしての支

援を期待しています。ボランティアの詳細が決まり次第お知らせします。 

 

 
Have you renewed your 2019 membership? 
Thank you for 200 members who renewed your 2019 
memberships. Oops, you forgot to do so? Please fill-in the 
form at the back of this issue and send it to EJCA or you can 
e-mail it. Please go to http://www.ejca.org/ejca-
membership.html  EJCA appreciates it if you can renew by 
March 31, 2019. 

 

EJCA 2019年会員手続きお済みですか？ 
手続きが済んでいらっしゃる皆様、ありがとうございました。 

「あっ、忘れていた」という方、まだ大丈夫です。このもしもし最後の

ページに申込み書があります。お送りください。メールでの申込み

はこちら：http://www.ejca.org/ejca-membership.html   
3月 31日までにおねがいいたします。

Event Calendar 2019 (Tentative Dates)         2019年行事予定 
 4月 14日(土) バーチャルお花見―おしゃべり会 

Kodomo no hi (Chilren’s Day, Kurimoto Garden) Sunday, May 5, 2019                    5月 5日(土) 子供の日 （栗本日本庭園主催） 

 5月 26(日） 税金、アカウンティングなどの話 

Spring Festival (Kurimoto Garden) Sunday, June 2, 2019        6月 2日(日) 春季祭 (栗本日本庭園主催) 

Centre Annual Cleaning Satueday, June 8, 2019             6月 8日(土) 会館大掃除 

Natsu Matsuri Saturday July 13, 2019              7月 13日(土) 夏祭り 

Heritage Festival Sat. – Mon, August 3,4,5,2019   8月 3，4，5日 ヘリテージ祭り 

Annual General meeting  Sunday, October 13, 2019     10月 13日(日) 年次総会 

Fall Bazaar Satuday, October 19, 2019   10月 19日(土) 秋のバザー 

Kimiko Shimizu Scholarship deadline Thursday, October 31, 2019    10月 31日（木) 清水きみ子奨励金締切り 

Christmas Party Sunday, December 8、2019   12月 8日(土) クリスマスパーテイ 

February 23 Nihongo Salon Craft & Food bazaar 

http://www.metrocinema.org/
http://www.ejca.org/ejca-membership.html
http://www.ejca.org/ejca-membership.html
http://www.ejca.org/ejca-membership.html
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Registration for Nihongo Kids and Baby Salon  

These two sessions are for parents and kids to play and 
learn in Japanese through singing, crafts, book-reading and 
so on. The registration for the 2019 Spring session of the 
Nihongo Kids and Baby Salon will be close on March 31, 
2019. For more details, contact us at event@ejca.org   

Nihongo Kids Class  
Schedule: Wednesdays―April 3, 10, 17, May 1, 8, 15, 29,   

      June 5, 12, 12:30-14:30 (Class from 13:00 – 14:00) 
Age: 2-5 years old 
Fee: $30/family for nine classes (Pay at the first class by  
    cash or cheque payable to EJCA.) 
Application: https://goo.gl/forms/M4HVyq4GXody3Dmo2 

 

Baby Salon Class  
Schedule: Fridays―April 5, 26, May 3, 10, 17, 24, 31, June 7,  

       14, 10:00-12:00 (Class from 10:00-10:45) 
Age: 0-2 years old 
Fee: $30/family for nine classes (Pay at the first class by  
    cash or cheque payable to EJCA.) 
Application: https://goo.gl/forms/HL9PmQzYE1fFMdu12 

 
Instructors and Assistants for Nihongo Kids  
Nihongo Kids and Baby Salon are looking for a few 
Japanese-speaking instructors and assistants. Even if you 
can just teach 30 minutes a day on every second week, we 
will still welcome you. We will also welcome any volunteer 
who can help occasionally. Please contact us at 
event@ejca.org. An honorarium will be paid according to the 

EJCA standard。 

２０１９年春学期のにほんごキッズとベビーサロン 

にほんごキッズやベビーサロンでは、先生を中心に保護者の方とお子様

が一緒に、日本語で手遊び歌、絵本、工作などを通して活動しています。

春学期の生徒を募集します。申し込み期限は３月３１日です。お問い合

わせは  event@ejca.org  まで。 

にほんごキッズの申し込みはこちら

→https://goo.gl/forms/M4HVyq4GXody3Dmo2  

日程：4月 3、10、17日、5月 1、8、15、29日 6月 5、12日 （水曜日） 

12時半から 14時半（クラスは 13時から 14時まで） 

対象者：2―5 歳児 

参加費：全 9回 1家庭 30 ドル（一回目のクラスで現金または小切手で

お支払い下さい。） 

 

ベビーサロンのお申込みはこちら

→https://goo.gl/forms/HL9PmQzYE1fFMdu12 

日程：4月 5、26日、5月 3、10、17、24、31日、6月 7、14日（金曜日） 

 10時から 12時（クラスは 10時から 10時 45分まで） 

対象者：0－2歳児 

参加費：全９回 1家庭３０ドル（一回目のクラスで現金または小切手でお

支払い下さい。）  

 

にほんごキッズの講師とアシスタント募集  

にほんごキッズとベビーサロンでは講師とボランティアを募集しています。

毎週でなくても隔週 30 分だけなど、可能な時だけでも大歓迎ですので、

興味のある方は event@ejca.org へご連絡下さい。 講師やボランティア

は、エドモントン日本文化協会の会員であることが必要ですが、経験は

問いません。協会の基準にしたがって謝礼をいたします。 

 

Japanese Summer Camp for Kids 
– instructors and kitchen staff wanted Tomomi Calder 

 
What are your plans for this Summer? How about helping us 
at a Japanese summer camp for kids? Children from 5 to 12 
years old are invited to join us from August 19 - 22, 2019 
(4days), from 9:30 am-4:30 pm. The activities have yet to be 
discussed in detail along with its theme 
“Commune with Nature”. The main 
objective of this camp is for kids to 
experience Japanese culture through 
Japanese language, so all instructions 
are in Japanese.  
 
We are recruiting some instructors and 
kitchen staff who will plan and help 
implement the duties with us. These 
positions will be rewarded. If you 
understand and speak Japanese and 
you are passionate, please contact us at 
event@ejca.org by April 15, 2019. Don’t 
worry! If you are only able to participate 
for a couple of hours or just in the 
activities in which you have a keen interest, you are still very 
welcome to come and help us out. So what are you still 
waiting for? Let’s make it the most memorable summer event 
yet!  
 

 

 

“にほんごサマーキャンプ” 講師と昼食係募集      カルダー友美 

 

夏休みの予定は、もう決まっていますか。エドモントン日本文化協会では

5歳から小学生 6年生までを対象にした第 2回サマーキャンプを、2019

年 8月 19－22日（4日間）9：30－4：30の日程で開きます。テーマは

『自然に親しむ』です。このキャンプは子供たちが日本語を使い日本文化

を体験することが目的で、すべて

日本語で行います。 

 

一緒に企画し実行してくださる講

師と昼食係を募集しています。

EJCAの基準に従って謝礼が出

ます。全日参加は難しくても、部

分的に興味のあることを担当して

くださる方も大歓迎です。一緒に

夏の思い出を作りませんか。日本

語を理解出来、話せる方の応募

をお待ちしています。経験、資格

は問いません。興味のある方は、

4月 15日までに 

event@ejca.org へご連絡くださ

い。 

1回目のミーティングは、4月下旬を予定しています。 

 

生徒の募集要項は 5月号もしもしに詳しくご紹介しますが、こちらの

Onlineポスターに詳細があります。 

http://www.ejca.org/images/events/posters/Kids%20camp%202019.
png  

mailto:event@ejca.org
https://goo.gl/forms/M4HVyq4GXody3Dmo2
https://goo.gl/forms/HL9PmQzYE1fFMdu12
mailto:event@ejca.org
https://goo.gl/forms/M4HVyq4GXody3Dmo2
https://goo.gl/forms/HL9PmQzYE1fFMdu12
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
http://www.ejca.org/images/events/posters/Kids%20camp%202019.png
http://www.ejca.org/images/events/posters/Kids%20camp%202019.png
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Metro Edmonton Japanese Community School 
The second-year kindergarten  
Currently recruiting kindergarten pupil! 
 

The Edmonton Japanese Community School started in 1977. 
Since then, the school has been providing the Japanese 
Language education in the Edmonton areas. At the year-
end ceremony held on March 22, 2019, 99 students from 
kindergarten to grade 9 received certificates for the grades 
they attended.  
 
The new school year will start on Friday, April 5, 2019. The 
school operates once a week on Friday evenings. 
 
The school invites new kindergarten students as follows. 
 

First semester：April 5 (Friday) – June 21 (Friday) 

Place：  Harry Ainlay School (4350 111 St, Edmonton)  

Time   5:45 7:20 pm (kindergarten) 

Fees   Membership fee (1 family) $60  

Teaching material $30  

Tuition $260  Total 350/year 

Requirement  Understanding of Japanese instruction 

Volunteer duty Once or twice a year for supervising 

children during the recess 
Homepage: https://www.sites.google.com/site/mejcs8/home 

Enrolment https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--

x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-
qGw/viewform 

Inquiry Yukiko Nagakura ynaga@shaw.ca 
 
 

エドモントン地区日本人コミュニティスクール (補習校) 

幼稚科年中組 園児募集 
 

エドモントン地区日本人コミュニティスクール（補習校）は 1977年に創立

されて以来、エドモントンでの日本語教育に尽力しています。2019年 3

月 22日に行われた修了式では幼稚科から中学３年まで９９名の生徒

が在学証書を授与されました。 

 

新学期は２０１９年４月５日に始ります。補習校は週に 1回金曜日の夕

方に行われています。 

 

幼稚科年中組に入って、先生やお友達と楽しく遊びながら、日本語を身

につける第一歩を踏み出してみませんか？ 

 

1学期：          4月 5日 (金)～ 6月 2１日(金) 

校舎：            Harry Ainlay School (4350 111 St, Edmonton)  

年中組の時間： 5時 45分～7時 20分まで （終了時間は予定） 

料金：              賛助年会費(一家族) $60  

                  教材費 $30    

                       授業料 $260  合計＄350 (年間) 

ボランティア：休憩時間の監督などをする当番は年１、2回ぐらい 

ホームぺージ： https://www.sites.google.com/site/mejcs8/home 

入園申し込み： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--

x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-
qGw/viewform 

お問い合わせ： 長倉由紀子 ynaga@shaw.ca  

 

教室での活動だけでなく、6月には運動会もあります。 

11月には全校の学芸会で、年中組も舞台の上で歌や簡単な劇を演じ

ます。 

 

  
          学芸会（年中組）      運動会
 

https://www.sites.google.com/site/mejcs8/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
mailto:ynaga@shaw.ca
https://www.sites.google.com/site/mejcs8/home
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe--x9ScIa18dtcJWNhDlL_LsTC6hlNlRbCQJWcSQS8P8-qGw/viewform
mailto:ynaga@shaw.ca
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Library Corner                    Takashi Ohki   図書館だより                       大木 崇 

The Gordon Hirabayashi Library of EJCA now has newly 
added Japanese movies and TV Dramas with English 
subtitles. 
 

EJCAのゴードン・ヒラバヤシ図書館に次の英語字幕付きの日本映画と

テレビドラマが入りました。 

書店員ミチルの身の上話 

What Happened to Michiru, a bookstore clerk? 
TV drama with English subtitles 
Michiru bought a lottery ticket for her collegue and found out 
that the ticket won two million yen. What did she do then? 

 
ままごと 

Play House 
2016 TV drama with English subtitles 
Eiko works at a bar. One day, her collegue left with a small 
boy. What did Eiko do? 

 
だから荒野 

Into the Wilderness 
2015 TV drama with English subtitles 
Tomomi, a house wife with two sons, leaves home in 
disgust and embarks on a 1,200 kilometere journey and 
ends up in Nagasaki. She exlores a wilderness in herself 
and Nagasaki with the memory of an atomic bomb. 

 
派遣の品格 

The Pride of a Temp Worker 
2007 TV drama with Engish subtiteles 
Haruko is an A-plus temp worker. She fixes all kinds of 
problems wherever she goes. 
 

珈琲屋の人々 

People at a Coffee Shop 
2014 TV drama with Engish subtitles 
Many people drop in to a coffee shop in the old district in 
Tokyo and tell their stories. 
 

 

 

 

三つの月 

Three Faces of the Moon 
TV drama with Engish subtitle 
Mayu, a housewife, meets a music composer from Tokyo.  
The drama takes place in the beautiful Shirakawa village in 
Gifu Prefecture. 
 

カメラを止めないで 

One Cut of the Dead 
2017 Movie with English subtitles 
Things go badly for a hack director and film crew shooting a 
low budget zombie movie in an abandoned WWII Japanese 
facility, when they are attacked by real zombies. 
 

北のカナリアたち 

第 36回日本アカデミー賞受賞、吉永小百合主演、湊かなえ原作 

Canaries in the North 
2012 Movie with English subtitles 
The winner of the 36th Japan Academy Award 
A teacher, Kawashima Haru, arrives on a remote island, 
north of Hokkaido. She has accompanied her husband, 
Yukio, to become the teacher of six students. Once Haru 
discovers the children’s beautiful singing voices, she 
brightens their spirits by leading them... 
 

万引き家族 

2018年度日本アカデミー賞受賞 

Shoplifters 
The best movie at the 71st Canne Film Festival 
2018 Movie with English subtitles 
A teacher, Kawashima Haru, arrives on a remote island, 
north of Hokkaido. She has accompanied her husband, 
Yukio, to become the teacher of six students. Once Haru 
discovers the children’s beautiful singing voices, she 
brightens their spirits by leading them

 

日本語教育指導者養成講座 
“日本語を第 2言語として教えてみたいなー”と思っているのに、”もう一

つ自信がなくて” という方へチャンス到来です！特に Onlineで使える

いろいろな機能を駆使しての日本語指導者養成講座を計画しています。

2年前に同様の講座を開きましたが、参加した数人の会員がすでに

EJCAの日本語教室で講師として活躍しています。もちろん現在すでに

日本語教育に携わっている方も新しい技術を知り、毎日のように加わる

Onlineの機能を習得するために、素晴しい機会です。 

母国語が日本語でない方でも興味がある方は、日本語で行われる講座

を理解できれば大歓迎です。 

講師： EJCA会員でもある村上吉文先生は日本語教育専門家として、

国際交流基金からアルバータ教育省国際言語教育部門へ派遣され、

アルバータ州の中学高校における日本語教育に貢献していらっしゃい

ます。特に Online機能を使った教育法の分野では第 1人者です。 

参加費：5回の 2時間のセッション ＄50 （EJCA会員に限定） 

授業法：Zoom による Online授業が中心ですが、先生と直接お話しでき

るセッションも計画します。全部のセッションを Zoomで受けることも可

能です。 

 

 

 

 

授業日は 4月中旬から 6月末までの 5回の予定です。講師と参加者

が都合のよい曜日と時間を選びます。授業内容も参加者の希望で決め

ますが、例として次のようなトピックスがあります。 

 第２言語習得とは？ 行動中心アプローチとは？自律学習とは？ 

 内容重視の語学学習とは？ 反転授業って何？ 

 プレゼンを生徒と共有。日本文化のリソースを知る。 

 生徒が作る動画の共有。かわいいキャラクターを使った学習管理。

楽しいクイズ。 

 生徒の作品の電子出版。少人数テレビ会議。勉強会などのライブ

記録。 

 自分で編集して音声教材を作る。 

この講座に参加したい方は４月５日までに event@ejca.orgへご連絡く

ださい。およその参加出来る日と時間を書いていただくと便利です。5

人以上の参加者があったら開講します。 
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日本語サロンからのお知らせなどのメールを受け取りたい方は event@ejca.org へご連絡ください。

 

 

 

日本語サロンの法律講演会に参加して  大木 崇 

 

２０１９年月３月１６日 EJCAセンターで開かれた日本語サロン第二回法

律講演に出席しました。講師は前 EJCA会長でエドモントンの法律事務

所のパートナーをしている東谷陽子さんです。東谷さんは第一回法律

講座で遺言が無いまま死亡したときの相続について話しました。今回は

その続きで、遺言の作成の仕方と注意についてがテーマでした。講演

会を手伝うボランティアを入れて出席者は１４名でした。それぞれ遺言

について興味を持っている人たちで講演を熱心に聞きいろいろな質問

をしました。講演会を用意した日本語サロン委員会の一員としてはもっ

とたくさんの人に来ていただきたったです。しかし少人数なので質疑応

答が活発だったという利点がありました。 

 

私はネットでアルバータ州の遺言関係の法律、手続きを調べて遺言に

ついてずいぶん理解していましたが、所詮素人の知識です。東谷さん

は実際に顧客の遺言を書く仕事をしていて、遺言関係の揉め事の際、

過去にどのような判決例があったかを知っているので、素人とは異なっ

た次元の知識をもっています。東谷さんの講演を聞き、なるほど遺言を

書くとはこうものかと私が思った感想を書きます。 

 

弁護士は被相続人（遺言を書く人）の意思を尊重しつつ、将来相続人の

間で揉め事が起きにくいように書きます。絶対に揉め事が起こらない遺

言は無く、その気になれば相続人はどんな遺言に対しても文句をつけ

て裁判にもっていけます。ただし、過去の裁判の例からみて勝ち目のな

い裁判は弁護士費用だけが大きくなって経済的につまらないのです。

弁護士は将来揉め事の種になるような内容が無いように（もしくは極力

少なくなるように）遺言を書きます。これは素人にはできません。弁護士

に手数料を払う価値はここにあります。私はなるほどとおもいました。東

谷さんはいろいろな揉め事の例を話しました。このところ私はユーチュ

ーブで市原悦子主演の古いテレビドラマ「家政婦は見た」を見ています

が、東谷さんの話した揉め事の例はドラマより複雑で面白かったです。 

 

被相続人が弁護士に依頼して書いた遺言書を残して亡くなっても、相続

人が遺言に従って財産を受け取るまでは時間がかかります。この手続

きを遺言執行手続き（Grant of Probate）といいます。このことを私は遺 

言を調べていたときに見落としていました。まず遺言の執行人

(Executioner )がアルバータの裁判所に遺言を有効にする申請します。

この申請には何ページもの書類を作らなければなりません。裁判所は

微にいり細にいり審査して一箇所でも不備があれば、書き直しを要求し

ます。普通は大体２カ月（約８週間）でこの手続は終わりますが、書類に

不備があったり、相続者の揉め事があったりするともっと長くかかります。

弁護士を雇って遺言執行手続きをする場合、遺産額のパーセントで手

数料を取る弁護士より、手続きにかかる時間に対しての手数料を取る

弁護士のほうが安くなることが多いそうです。 

 

被相続人が指名した執行人が相続人（例えば被相続人の配偶者が遺

産管理人と相続人の両方である場合）でなく、相続人でない人を遺産管

理人に指定した場合は、煩雑な遺言執行手続きにかかる労力に謝礼、

手数料を払うのが普通です。もし銀行を遺産管理人に指定した場合、

遺産の総額の何パーセントという手数料になるので大きな額の遺産の

場合はこの費用が大きくなります。 

 

Personal Directive (Living Will、生前遺言) は Will（遺言）と一緒に用意

しておくことが多く、当人が病気、怪我、痴呆その他の理由で正常な判

断が出来なくなった時に備え、あらかじめ誰かが代理になって判断をし

てくれる人を任命して、治療方法の決断を任せるというものです。このご

ろ日本でも延命治療を断る内容の生前遺言が話題になっています。し

かしあまり詳細にこれこれの延命治療はしないと生前遺言に書いておく

と、救急治療に必要な治療が出来なくなるという可能性もあるそうです。

あやふやな知識は命にかかわると思いました。お金や法律に関する決

定をする人を委任する文書は Enduring Power of Attorney（永続委任状）

とよばれます。 

 

最後に：要するに心配するほどの財産があり、心配に値する相続人が

おり、自分の希望する相続を相続人にして欲しい人は弁護士に依頼し

て遺言を作っておくのが良いと納得しました。 

 

日本語サロンは、2018年 2月の第 1回の集まってから 1年になりました。現在メーリングリ

ストは 2７０人、この間に 7回の集まりをしました。友達作り、情報交換、日本語による種々のサ

ービス提供者リスト作りなど、活動が広がっています。そこで 4月のお知らせです。 

 

日本語サロン一周年記念 “バーチャルお花見で語りあおう” 
 

「バーチャルお花見」って何？ 聞いたことないとおっしゃるのはもっとも、日本語サロンの新語

でーす！4月といえばお花見。今年の東京では 3月 30日が満開との予報。残念ながらエドモ

ントンでは 4月末でもお花はまだまだ。 

そこで、室内をお花見に見立てて、いろいろな桜を投影したり、春らしく飾ろうという趣向です。バ

ーチャル桜を楽しみながらブルーシートの上で語り合いましょう。もちろんお茶菓子は桜餅や春

のケーキです。えっ、お酒も欲しいって？そこまでは面倒見切れません、どうぞご自分で持って

きてださい。大人の皆さんが存分に話せるように、キッズルームも用意してお待ちしております。 

語り合いのテーマは、当日のおたのしみ。その場で、話題も募ります。 

日時：4月 14日(日) 午後 1時ｰ 3時 EJCA会館 

参加費：  会員 ― 3 ドル 

            非会員― 5 ドル (家族割引なし) 

 

ボランティアのお願い（会自体にも勿論ご参加頂けます。） event@ejca.orgへ 

お茶（12時 40分から）－2人    受付（12時半から 1時）－2人 

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


March - April  2019                                        Moshi Moshi 

9 

Thank you for Explore Japan Festival  
To the members of the EJCA   

Chair of the Explore Japan Planning Committee: Daniel Ito 
 
On March 9, 2019, an unusually cold Saturday morning with 
a lot of snow on the street, over 150 Alberta high school 
students and teachers gathered at Harry Ainlay High school 
to partake in a celebration of Japanese culture and 
hospitality. They were participating in an annual event called 
the Explore Japan Festival. At this festival, Japanese 
language students not only from the Edmonton area, but 
from Red Deer and Calgary participated in hands-on, 
interactive sessions in a variety of Japanese traditions and 
arts. They experienced Japanese calligraphy, observed and 
participated in the tea ceremony, practiced a basic “kata” in 
Karate, hit basic rhythms in Taiko and properly wore a 
Yukata. This amazing event is only possible because of the 
dedicated volunteers from the EJCA who so warmly and 
kindly taught these students during this busy day. It is to 
these volunteers and the leadership from the EJCA that I, on 
behalf of the high school teachers of Japanese in Alberta 
express our sincerest heartfelt thanks for their hospitality, 
instruction and time for the last nine years. 
 
I am a high school teacher teaching Japanese at Harry 
Ainlay High School. My students have benefited from this 
program every year. In my class they use the Japanese 
language and learn about the Japanese culture. But in the 
normal classroom setting it can be challenging for the 
students to experience some of the traditional culture. The 
Explore Japan Festival allows them to physically experience 
the culture. This experience is invaluable as the students 
learn through their own bodies, their own senses, their 
observations the physical and traditional elements of 
Japanese culture. From karate they got a taste of the joy of 
disciplined and trained movement. From the tea ceremony 
they experienced the sense of calmness that is derived from 
quiet and focused movement. From calligraphy they learn to 
appreciate the skill and the artwork of Japanese calligraphy. 
And from wearing the yukata, they see the beauty of the 
patterns on the yukata while experiencing the simplicity and 
utility of the yukata design. Throughout this, the students are 
focused and intent on learning, but are also smiling and 
having a good time. 
 
However, the true value of this experience of the festival is 
beyond the specific elements of the traditional culture. The 
students experienced the heart of the Japanese culture; the 
hospitality and kindness expressed through the members of 
the EJCA. The volunteers not only understand and 
appreciate the various elements of Japanese culture that 
they pass this onto the participants. But the volunteers 
portray the heart of the Japanese culture by their demeanor 
and character. Through the interactions of the students with 
the volunteers, the students learned that the Japanese 
culture is about politeness and kindness and hospitality. This 
left the strongest impression on the students. Though the 
students may not articulate or be conscious of it they come 
away with a positive view and a warm feeling about Japan, 
Japanese culture and the people who love the culture. 

…cont to next page 

「日本文化探訪祭り」- EJCAに感謝します        
      企画会委員長 ダニエル・イトウ 

 

２０１９年３月９日、３月にしてはとっても寒く、前日降った雪が町を覆って

いる日に、150人の高校生と先生がハリー・エインレイ高校に集まって日

本文化を体験するイベントを楽しみました。毎年開催される「日本文化探

訪祭り」です。このイベントにはエドモントン、レッドディア、カルガリーの

高校で日本語の授業をとっている生徒が参加して、自分たちが実際に体

験して日本文化のいろいろな分野を学びました。書道、茶の湯、空手、

太鼓を習い、浴衣を着ました。どのイベントも EJCAの会員の人達が丁

寧に教えてくれました。そしてこの方たちにアルバータで日本語を教えて

いる教師を代表して、これまで 9年間に渡る「日本文化探訪祭り」への貢

献をこころから感謝したいと思います。 

 

私はハリー・エインレイ高校で日本語の授業を受け持ち、生徒たちに日

本語を教えています。しかし教室では日本文化のいろいろな側面を教え

ることは難しいです。「日本文化探訪祭り」では生徒が実際に手足を動か

して伝統的な日本文化を経験することができます。これは生徒にとっても

貴重な経験です。空手では規律のある体の動きである型を練習します。

茶の湯では静かな精神を統一した動きの中から心の落ち着きとはどうい

うものか体験します。書道では書の美の見方を習います。浴衣を着る体

験からは浴衣のデザインと簡単でしかも実用的は着物の良さを実感しま

す。「日本文化探訪祭り」で生徒はとても熱心に学びます。どの分野の内

容もよく用意してあり生徒は楽しみながら学べます。 

 

そして「日本文化探訪祭り」の最も大切なのは、生徒がこれら伝統文化

の体験を通して日本文化の真髄である「思いやりの心」を経験できること

です。ボランティアで「日本文化探訪祭り」に参加しているインストラクタ

ーの人たちは日本文化の知識を生徒に伝えるだけでなく、その態度と人

となりで日本文化の心も伝えているのです。このようなボランティアに接

することで生徒は日本文化の基本は礼儀正しいこと、親切なこと、他人

に心遣いをすることであることを学びます。これら日本文化の基本要素

に生徒は一番感銘を受けました。生徒はこのことをはっきりと自覚してい

ないまでも日本と日本文化、そしてこのような文化の中で生活する日本

人に対して良い印象を持って「日本文化探訪祭り」を終えたことは確かで

す。 

 

「日本文化探訪祭り」に参加した生徒の多くは大学生になってからも日本

語の勉強を続けてます。たくさんの生徒が日本に旅行に行き、またその

中には日本で仕事をしたり、日本に住みついたりしてしまう生徒もいます。

「日本文化探訪祭り」が生徒の日本語と日本、日本文化への興味引き立

てるきっかけになっていると思います。わたしはエドモントンで日本語を

勉強している生徒たちは、「日本文化探訪祭り」に積極的に参加してくれ

るボランティアのいる日本人・日系人コミュティーが町にあってとても恵ま

れていると思います。 

 

私はアルバータ州の日本語教師や言語教育に携わている人と話す機会

がありますが、「日本文化探訪祭り」のような先生、学校、地元のコミュニ

ティーが協力して言語、文化の体験イベントをしているところは少ないよ

うです。「日本文化探訪祭り」は他の言語を教えている人たちのための一

つのモデルになっています。エドモントン地域の学校で日本語を教えて

いる学校は少なく、またエドモントンの日本人・日系人コミュニティーも大

きくはありません。このような環境で「日本文化探訪祭り」を９年間も続け

てきたというのはいかに強く、関係者全員が協力して「日本文化探訪祭り」

を通じて日本文化をアルバータの若い人たちに伝えていきたいと願って

いるかの証明です。 

 

ここであらためてアルバータの日本語教師を代表して EJCAの会員の皆

様のこの９年間にわたる「日本文化探訪祭り」への貢献を感謝いたしま

す。 
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…from previous page 
Many of the students who participated in this program in the 
past have continued on to study Japanese in university and 
many have also chosen to travel to Japan and some have 
even decided to work and live in Japan. I think that this 
program plays a part in planting the seeds of interest in 
Japan and Japanese culture in the students. I feel very 
blessed that our students live in a city that has such an active 
and service oriented Japanese community.  
 
In conversations with my teaching colleagues and with the 
various language consultants in education, I have found out 
that there are not very many partnerships between teachers, 
schools and a local ethnic community that plans an 
interactive cultural event like Explore Japan. I have been told 
that this unique partnership between the high school 

Japanese teachers and the local Edmonton Japanese 
community is held up as a model for other languages to work 
towards. It is a testament to the spirit of cooperation and 
dedicated service of the EJCA that despite the small size of 
the Japanese community and the relatively small number of 
schools who teach Japanese, that the Explore Japan Festival 
exists to share Japanese culture to Albertan young people.  
 
We, the Japanese teachers in Alberta, wish to convey our 
thanks to the dedicated members of the EJCA who for the 
last nine years have offered their time to show our students 
traditional Japanese culture and the hospitality, kindness and 
service embodied in the Japanese spirit. We look forward to 
continuing to work with you to make the tenth Explore Japan 
Festival a succes.

Consul-General Kobayashi and Kita no Taiko       Tea Ceremony    Karate  
 
 
 
 

 
 

Mother and Daughter Artists Marjene Matsunaga 
Turnbull and Miya Turnbull held an exhibition in 
Toronto 
 
EJCA member Marjene Matsunaga Turnbull (Onoway, AB) 
and daughter Miya Turnbull (Halifax, NS) held art openings 
at two different galleries in Toronto at the same time in 
February 2019. 
 
Marjene is one of eight artists in “Being Japanese Canadian: 
reflections on a broken world” at the Royal Ontario Museum 
(ROM). The exhibit is from February 2 to August 5, 2019 and 
explores the exile, dispossession, and internment of 
Canadian citizens of Japanese descent during the 1940s. 
 
Miya Turnbull’s two-person exhibit “Blended” at the Japanese 
Canadian Cultural Centre (JCCC) Gallery in Toronto, started 
on January 13

th
 and runs until March 31, 2019.  She has over 

60 self-portrait masks exploring her mixed identity as Hapa 
(half Japanese). 
 
For more information about the ROM exhibit: 
https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-
galleries/exhibitions/being-japanese-canadian 
 
For more information about the JCCC exhibit:  
http://jccc.on.ca/event/gallery-miya-turnbull-and-norman-
takeuchi-exhibit/  

マージーンとミヤ・ターンブル母娘美術家の展覧会 
 

EJCA会員のマージーン（母、アルバータ州オノウェイ）とミヤ（娘、ノバス

コシア州ハリファックス）の二人が今年２月トロントの２つのギャレリーで

同時に展覧会を開始しました。マージーンの展覧会はトロント市のロイヤ

ル・オンタリオ美術館で８月の５日まで。「日系カナダ人であること」という

テーマの８人の日系カナダ人アーティストの展覧会の一人です。マージ

ーンは戦時中から戦後の日系カナダ人の体験をテーマにした作品を展

示しています。 

 

ミヤは“混血”というテーマで作成した仮面を３月３１日までトロントの日系

カナダ人文化センターで展示しています。 

 

上記２つの展示については左記の英語のウェブサイトを御覧ください。 

https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/being-japanese-canadian
https://www.rom.on.ca/en/exhibitions-galleries/exhibitions/being-japanese-canadian
http://jccc.on.ca/event/gallery-miya-turnbull-and-norman-takeuchi-exhibit/
http://jccc.on.ca/event/gallery-miya-turnbull-and-norman-takeuchi-exhibit/
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Calligraphy Workshop Report 
 
EJCA held the second Calligraphy workshop on Saturday, 
February 23, 2019. Eleven members who had almost no 
calligraphy experience received instruction from the 
Calligraphy Club members. All students created a beautiful 
calligraphy on a special piece of paper and displayed it on a 
calligraphy hanger, called Kakejiku. The instructors were 
amazed by the students who were so patient to learn how to 
use brushes and how to write characters with specific strokes.  
It is really nice that the EJCA Culture Program owns over 40 
sets of calligraphy equipment and let students use them. This 
equipment is regularly used for culture experience sessions 
for junior high school and high school students. 

書道ワークショップ報告 

 
２０１9 年 2 月 2３日(土)に第 2 回目の書道のワークショップを行いました。

殆んどの参加者が書道は初めてでしたが、書道クラブ会員の親切な指

導で、2時間後には全員が数枚の色紙を仕上げました。最後に掛け軸

に入れるとそれぞれ味のある作品がより素晴しく見えました。講師の人

は参加者が筆の持ち方から、漢字の書き方の詳細までとても真剣に習

って練習しているのに、びっくりしていました。 

 

書道の道具はエドモントン日本文化協会の教育文化部のものです。４０

組ほどの道具を用意してあり、主に中学や高校生への文化紹介の時に

使っています。 

    

 
Matsuno-kai      Alan Davis 
 
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. Our business 
meetings start at 10:45 a.m. and we break for a short 
exercise program 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. 
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. We enjoyed a tour of the Muttart 
Pyramids in February. On our list for this year are a trip to the 
Royal Alberta Museum, 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.  
 
In February, we were sorry to learn of the passing of Joyce 
Kiyooka who had been a long-time member of the club. 
 
For more information, please contact: 
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca  
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com  
Cathy Tennant, club Membership at tennant@shaw.ca  

 
 

Donations: 
EJCA received a donation from the Kiyooka family for Joyce 
Kiyooka and from the Nagata family for Sachiko Nagata. 

 

松の会       アラン・デービス 

 

松の会は EJCAのシニアーの会です。５５歳以上の人が会員になれ

ます。毎月の例会を第四水曜日１０時１５分から EJCAセンターで

開きます。昼食は日本の弁当をあらかじめ頼めます。午後２時半か

ら３時ころ閉会します。 

 

例会の他に毎月一回皆で外に出かけます。２月にはミュタット植物

園にいきました。今年はロイヤル・アルバータ博物館、IMAX 映画、

アルバータ大学の日本庭園、飛行場近くに新設された競馬場などを

企画しています。入会希望者は左欄英語の連絡先までどうぞ。 

 

長い間、松の会の会員として一緒に楽しい日々を送ったジョイス・キ

ヨオカさんが 2月に亡くなられました。ご冥福をお祈りいたします。 

 

 
 

寄付： 
エドモントン日本文化協会はジョイス・キヨオカ様とサチ子・ナガタ

様のご家族より生前を偲んでご寄付を頂きました。 

mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
mailto:tennant@shaw.ca
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My Arctic Adventure (Part 4-final)  May Uyeda 
 
The first year was one in which powdered eggs and milk 
were tried and then never used again for scrambled eggs 
and on cereal. UHT or long shelf life milk was only a slightly 
better choice. Canned milk was the choice for baby milk for 
the locals. I remember a friend expressing great concern that 
her husband would be very upset with her for purchasing 
lettuce in the middle of winter. I couldn’t understand him 
being upset at paying the normal $10 per head until she told 
me that she had purchased two. That was pushing her luck!  
Back in 1982, bread was over $3.00 a loaf so you learned to 
make it yourself. Let’s just say toasting it was the best way to 
eat the leaden loaves I produced back then. Every type of 
muffin was much more fit to my skill-set as tea and a sweet 
were always a must with visitors dropping by frequently. 
(Only a closed curtain on the weekend meant we weren’t 
open for visitors that day.) 
 
I experimented by ordering 100 lbs of potatoes and a sack of 
onions with the hopes that the birds didn’t get all of them on 
the open barges and that at least some of it would be edible 
once it arrived. The barge’s arrival was a great day with 
everyone rushing down to the bay when it docked. We 
always enlisted the help of students to safely transport it to 
our homes where it was placed on the shelves in the back 
room. The payment for such help was in the form of candy 
and especially canned pop which was long gone from the 
store shelves. My first meal for the staff was French onion 
soup and baked potatoes with homemade yogurt as a 
topping. Later, I tried sending waxed cheeses and shampoos 
and other personal items in 60-pound cardboard boxes 
through the mail. It was still cheaper than buying from the 
limited variety at the store. 
 
Although I was inept at cooking caribou, I did enjoy many 
meals of it when others did the cooking. Sometimes I couldn’t 
even tell if it was beef or not. Some of the staff got together 
to order meat from a vendor in Edmonton or Yellowknife 
which came with the hefty air shipping cost. We all hoped for 
the flavor of quahogs (large shellfish) from Nova Scotia. 
 
It was an unwritten understanding that when locals placed 
orders for the barge, they were not to deny anyone who 
needed something from their pantry. Such was the  
 
generosity of those whose ancestors faced starvation when 
the hunting was poor. This meant that most orders were 
placed by the southerners. 
 
The Inuit had a community freezer house but we had barged 
in a freezer. When we ran out of space in the winter, we 
simply climbed the snowdrifts which often reached to the 
eaves of the house, and stored the food in garbage bags on 
the roof. This was done to prevent stray animals such as the 
local dogs and Arctic fox from taking our food. We made sure 
they couldn’t jump on the roof from the drifted snow. 
 
That time to use the outdoor freezer was limited as by April,  
24 hours of sunlight was the norm. We used to try to get all 
of the subject material taught by then as the students were 
up all night after having survived 6 weeks of total 

…cont to next page 

私の北極圏体験 (第四部-最終)   メイ・ウエダ 

 
村での生活の１年目には粉末卵をスクランブルドエッグに、粉末ミルクを

シリアルに使いましたが 2年目からはやめました。ミルクは長持ちするタ

イプのミルクと使いました。粉末ミルクより少しだけましでした。村の人達

は缶詰ミルクを赤ん坊ように使っていました。友達が「夫が私が冬なのに

レタスを買ったことに憤慨している」と私にこぼします。レタスは一つ 10 ド

ルで確かに高いが、それでも憤慨することは無い、と友達に詳しい話を

聞くと、なんと友達はレタスを二つ買ったそうです。これでは友達の夫が

憤慨するのも無理はありません。1982年当時、村ではパン一斤が 3 ド

ルでしたから、私は自分で焼くことにしました。私の焼いたパンは堅いの

で、オーブンでトーストにして食べるのが一番でした。パンよりもマッフィ

ンを焼くほうが私の腕にあっていました。そしてお茶とマッフィンは友達が

家に来たときの必需品です。また友達がよく家に来ました。週末に家の

窓のカーテンを閉めておけば、今日は誰も歓迎出来ません、というサイ

ンです。 

 
私はジャガイモを 100ポンド用のダンボール１箱とオニオンを 1袋バー

ジオーダーに注文してみました。マッケンジー河の荷船の上に積まれて

いる間の鳥に全部が突かれないように、長い道中で腐ってしまわないよ

うに願っていました。荷船が村に着く日には村人が皆荷船の着く桟橋に

集まります。私は学校の生徒たちに私の注文した品物を家まで運んで貰

いました。ご褒美はキャンディーと缶入りポップドリンクです。バージオー

ダーが到着するころには、村のスーパーのポップドリンクはもう売り切れ

です。バージオーダーの荷物がつくと私は真っ先にフレンチオニオンス

ープと自家製のヨーグルトを載せたベークイドポテトを作って学校のスタ

ッフにご馳走します。バージオーダーの他にチーズとシャンプーなどの身

の回り品を 60ポンド用ダンボール箱で郵送して貰ったことがあります。

このほうが村のスーパーで種類の少ない品物を買うより安いのです。 

 
私はカリブー肉を使った料理が下手でしたが、他の人が作ったカリブー

料理を食べるのは大好きでした。牛肉だかカリブー肉だか分からないよ

うな料理もありました。ときどき友達と一緒にエドモントンとイエローナイフ

から飛行機便で品物を取り寄せました。こんな時は飛行場までスノーモ

ビルで品物を取りに行けるように地面が固く凍っていて欲しいと願いまし

た。マリタイム州に家族のいる友人は海産物や牛肉を送ってもらってい

ました。目の飛び出る運送代ですが、ここではそれだけの価値のある品

物が届きます。ノバスコシアで採れるクオホッグというの貝(訳者注：日本

語は本ビノス貝、蛤に似ていて、日本でも安価な蛤として出回っていま

す) もこのようにして手に入れた友人にご馳走してもらいました。 

 
村の人が南にバージオーダーをして手に入れた品物はもし隣人が必要

とするときは喜んで提供しなければならない、というのが村の暗黙の掟

です。これは昔村で狩猟や漁が不漁の時に村で餓死者がでないように

する村の智恵でした。現在では南からのバージオーダーを注文する人は

南から来た人が大部分ですが。 

イニュイットの人達は村の共同冷凍庫を使っていますが、私はバージオ

ーダーで購入したものを家に置いていました。もっとも冬に冷凍庫が一

杯になれば、戸外の家の軒に届くほどの雪の吹きだまりに穴を掘って袋

にいれた食品を保存しておきました。 

 
しかし戸外冷凍庫が使えるのは限られていました。４月ともなれば太陽

は２４時間空に出ています。学校では白夜になる前に学科を全部修了す

るようにしていました。１１月末から１月半ばまで太陽の全く出ない暗闇

の一日を６週間も過ごした生徒は白夜になると一日中起きています。寝

るのはせいぜい１日１時間です。太陽の出ない暗闇の２４時間の時はど

うして普通より１時間は余計に寝てしまいます。そして１日中昼間の時は

窓にアルミホイールを貼って暗くした室内で一日少しは寝るようにします。

しかしこれさえも子供には難しいことです。こどもは ATV（All-Terrain 

Vehicle）に乗って戸外を走り回ります。長い間闇の閉じ込められていた

子供たちには無理もないことです。ここでは SAD（季節変化症候群）があ 
…次ページへ 
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…form previous page 
darkness between the end of November until mid-January. 
One always slept at least an hour longer during the darkness 
and put tin foil on the windows during the 24-hour sun times 
so you could sleep at least a few hours. That was difficult 
with the children making ramps and running their ATVs up 
and over them. Really, though, you could hardly blame them 
after being cooped up inside for the dark long winter days. 
SAD or Seasonal Affective Disorder was common. As for us, 
I recall going fishing and realizing that it was 1:30 AM before 
we had to make the walking trek home to catch a few winks 
before heading to the classroom. 
 
As nice as daylight all the time was, the 6 weeks of darkness 
brought out the beauty of incredible northern lights. I have 
yet to see anything in the south compare with the undulating 
colours that used to dance across the night sky. I only wish I 
was able to preserve it on what would have been a movie 
camera at that time. 
 
There were people who flew into Gjoa Haven with the 
intention of surviving the harsh climate and making changes to 
the culture. For some it was a fast retreat to the south but for 
those of us who came to experience the change and learn, it 
was great. I remember the Lindbad Explorer, a small cruise 
ship which was travelling the Northwest Passage when it 
anchored just outside of the bay. One passenger asked me 
which type of tundra we had. I didn’t even know there were 
different types! My embarrassment was overcome by the 
invitation for those awake that early Sunday morning to join 
the ship’s passengers for brunch. The scary ride sitting in a 
Zodiac (inflated boat) just inches above the water was 
rewarded with a sumptuous banquet of fresh fruits and 
vegetables, seafood and of course an amazing array of 
desserts. The experience was wonderful but I didn’t get on 
another cruise ship for 30 years! 
 
Over the course of the 5 years spent there, we had 35 
different nurses call Gjoa Haven either home or who came as 
a locum to give our nursing staff a break. Our nurses had 
outpost training from Dalhousie University in Nova Scotia 
and were trained to provide everything from simple first aid to 
delivering a baby. Mother Nature did not suffer fools greatly 
so they were prepared to diagnose and treat whenever it was 
required. 
 
A “fly-in” doctor from Cambridge Bay came once a month  
and we were always secure in knowing that should we need 
more specialized treatment, we would be transported by 
medical evacuation out to a hospital or to see specialists. 
(Emergency flights out of the territory could cost upwards of 
$10,000 back then.) Was the service good? Yes, by many 
standards. I remember a newly-wed fellow in Cambridge Bay 
who sustained a head injury when thrown from a snowmobile. 
A small medical evacuation jet was dispatched from 
Edmonton (Cambridge Bay had a longer runway for jets) with 
a fully trained staff ready to do surgery on-board if necessary. 
Sadly, the fellow did not survive his injuries. Accidents like that 
affected all of us as we realized that we had to be mindful of 
the dangers of living in the Arctic. 
 
Despite the isolation from family and all that we saw as 
normal, we did enjoy our time in Gjoa Haven. I still connect 
with friends I made from that time and have been fortunate 

…前ページより 
ります。長い夜と長い昼との変化に体が対応できないための起きる体と

精神の不調です。私たちも魚釣りに出かけて気がつくと午前１時半だっ

たことがあります。急いで家に帰り学校に行く前にちょっとだけ眠りました。 

 
一日中昼間の時もよいですが、一日中暗闇の６週間はオーロラを見る季

節です。空一面の色彩を変えながら踊るここのオーロラは素晴しく、南で

は見たことがありません。映画に撮しておけば良かったと何度もおもいま

した。 

 

ジョーヘイブンの厳しい環境を経験して世界の認識を新たにしたいと願う

人がときどき村を訪れます。短期間滞在してまた南へもどります。村に長

く住んでいる私達にとって、こういう人達と会うのも面白いことです。ある

ときリンバッド・エクスプローラーという小さいクルーズ船が村に立ち寄っ

たことがあります。私は小さな空気で膨らませる艀に乗ってクルーズ船

のブランチに招待されました。このクルーズ船は北極圏航路を横断中で

した。乗客の一人が村の凍土はどんな種類か、私に尋ねました。凍土に

種類があることなどしらず赤面しました。クルーズ船のブランチは新鮮な

果物、野菜、魚介類、そしていろいろなデザートもある豪華なものでした。

とても楽しい経験でしたが、クルーズ船に乗ったのはこの時１回だけでそ

らからの３０年間は乗ったことがありません。 

 

私が村で過ごした５年間に南から看護士が３５回訪問に来ました。ノバス

コシア州のダルハウジー大学で僻地での看護の訓練を受けた人達で、

簡単な応急処置から出産まで対応できる訓練を受けています。 

 
ケンブリッジ・ベイから一月１回、飛行機で来る「フライ・イン」ドクターが来

診にきます。またこのお医者さんが対応できない緊急の場合は飛行機で

患者を病院や専門医にいるところまで運んでくれるシステムがあり、心強

いです。ちなみにこのような患者の運搬は１回１万ドルになることもあり

ます。あるとき新婚の夫婦の一人がスノーモビルから落ちて頭にけがを

しました。このときはエドモントンから緊急医療ジェットがケンブリッジベイ

まで飛んできました。この医療ジェットは機内で手術が行えるようになっ

ています。残念ながらこのけがをした人は死亡しました。このような事故

があると北極圏の生活は危険と隣同士であることを思い知らされます。 

 

私は家族と離れ、南の日常と異なる生活をジョーヘイブンでしましたが、

村の生活を楽しみました。いまでも当時の友達と連絡を取り、生徒と再

会する機会もあります。村であった素晴しい人達、学校の同僚、いろいろ

な経験は楽しい思いです。一角鯨を見たり、ハーキュウル輸送機が建設

機械を積み込むのをみたりしました。現在のコミュニケーション技術を使

って当時の友達の現況も把握できます。既に亡くなった方、とくに学校の

生徒が亡くなったのを知るととても悲しくなります。私の北極圏の経験は

楽しいことも悲しいこともありましたが、みんな私の北極圏冒険の一部で

す。 

（第 1，2，3, ４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/Moshi-
Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1  
 
to have seen former students. Regardless of the fact that it 
was such a long time ago, I still fondly remember the 
wonderful people I met and worked with, the different 
experiences like seeing narwhal for the first time or seeing a 
Hercules transport pick up road building equipment. Mostly, 
with today’s technology, I can follow what those people are 
doing, and shed tears at the news that some have left this 
earth, especially those precious young faces I met in the 
classroom. Life in the Arctic was quite an experience with all 
its good and sad moments but an ADVENTURE NON-THE-
LESS! 

(Click here for access to the part 1, 2, 3 and 4 together: 
http://www.ejca.org/documents/Moshi-
Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1

http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1
http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1
http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1
http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Arctic%20Adventure.pdf?lbisphpreq=1
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For posting your ad in the Moshi Moshi, please 
follow the process as explained at: 
http://www.ejca.org/moshi-moshi-
advertisement.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。 

 

 

 

 

 

http://www.ejca.org/moshi-moshi-advertisement.html
http://www.ejca.org/moshi-moshi-advertisement.html
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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> 

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: Carol Brandly <cebbyq@hotmail.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 >  

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance  

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

Contact: Keiko Frueh < keikofrueh@shaw.ca> 

 
Obituary Joyce Kiyooka   February 14, 2019  

 
It is with sadness that we announce the passing of 
Joyce, who passed away peacefully in the 
company of family on Valentine's Day at the age of 
89. Joyce loved to be of service and gave 
generously to her family and to the many 
communities she belonged to in Edmonton, 
including EJCA. She was fiercely independent, 
often mischievous and never one to sit still. She 
loved to curl and golf and had a particular soft spot 
for her pets whom she spoiled lavishly. For the last 
2 ½ years, at Jubilee Lodge, Joyce continued to 
live life to the fullest, laughing, singing and being in the 
present moment.  She will be missed by her sister Irene, 
brother Harry (Katie), many nieces and nephews and friends. 
At Joyce's request, there was no memorial service. 
 

 

お悔み ジョイス・キヨオカ 
 

2019年 2月 14日にジョイス・キヨオカが 89歳でお

亡くなりになりました。ジョイスは長く EJCAの会員で

いろいろな行事を手伝いました。いつも笑顔で生き

生きとしてあれもこれも手伝ってくれました。何事に

つけても自分の考えとやり方があり、また悪戯好き

で、ジョイスがいるといつも周りの人も元気になりま

した。カーリングとゴルフが好きでした。またペットを

とてもかわいがりました。最近 2年半ほどは老人ホ

ームで生活をしていましたが、最後までいつものよう

に生き生きとしたジョイスでした。 

 

ジョイスの希望でメモリアルサービスは行われませんでした。 

 

 

 

 
 

 

mailto:shuka761@yahoo.co.jp
mailto:ohki@shaw.ca
mailto:kdjnorthab@gmail.com
http://fb.com/kdjnorthab
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THANK YOU VOLUNTEERS! 
The EJCA Board would like to send its sincere thanks to all volunteers who donated their valuable time for the 
following events held from January to March 2019.  
              New Year's Party             Nihongo Salon craft and bazaar Hina Matsuri              Nihongo Salon Seminar 
 

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 
 
Culture Programs 
Work Group  
Mineko Koto 
Sanae Ohki 
Yukiko Nagakura 
 
EJCA-Argyll Joint 
Committee 
Omar Amer 
Sanae Ohki 
Scott Tanaka 

Garden Work Group 
Alan Davis 
Cathy Tennant 
John Priegert (Chair) 
Les Dowdell 
Ruriko Davis  
 
Communications Work 
Group                          
Carley Okamura                 
Jim Hoyano  
Sanae Ohki                              
Tomomi Calder            
 
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 

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 

mailto:office@ejca.org
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

