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The Fourth EJCA 
Natsu Matsuri Summer  Festival 

 
Surprise! This year we are going to 
launch Hanabi fireworks at our 
EJCA Natsu Matsuri Summer 
Festival. Celebrating the 25th 
anniversary of the centre’s joint 
operation, the joint committee (EJCA 
and ACL) is presenting fireworks at 
the Summer Festival. How can we 
do it in the broad daylight? Please 
come and find it out. 
 
All popular events and progarms at 
the past Natsumatsuri will be back 
this year too. Bon odori dance, beer 
garden, fluffy ice cones, food 
venders, arts and crafts sales, 
dancing in anime costumes, 
demonstrations of various kinds of Japanese culture, 
games for children and karoke singing. How about 
drinking beer with a Japanese pickled cucumber? Buy 
tickets for your children to play games. They can win 
lovely prizes. It will be just like Natsu Matsuri in Japan. 
Come to our Natsumatsuri right here in Edmonton. 
 
We must have Bonodori dance at a Natsu Matsuri. We will 
teach you how to dance Bonodori right there in five 
minues. If you have a yukata (Japanese summer kimono), 
please come in your yukata. At the Selfie Photoshop, you 
can rent a yukata and take a picture in yukata, then send 
it to your friends and relatives. They may wonder if you 
are in Japan. 
 
EJCA Nastu Matsuri will be held from 2:00 pm to 8:00 pm 
on Saturday, July 13, 2019, at the EJCA Centre and 
adjacent ground. 
We need a lot  of volunteers to bring lots of fun to our 
Natsumaturi. Please register to be a volunteer. Details are 
on the next page.  

第 4 回 夏祭り 

 
長くて寒い冬がおわって急に新緑のさわや

かな季節になりました。太陽がピカピカと

輝き、戸外で汗をかくようになると、あ、今

年も夏祭りがあるかなーと、思いますね。

もちろん今年も大勢の皆様と楽しい夏祭り

にしようと計画中です。 

そして今年の夏祭りの大目玉は何といって

も花火です！会館の 25 周年を記念して、

アーガイル・コミュニティとエドモントン日本

文化協会の連絡会が予算を献上して花火

をします。 

えっ、まだ明るいときに見えるの？そう、何

か特別な“昼間仕様”の花火があるそうで

す。どんな花火大会なのか、興味津々で

す！皆様も、ぜひぜひご参加ください。 

 

今まで３回の夏祭りと同様に今年盆踊り、

ビアーガーデン、かき氷、お祭り屋台、小

物売り、コスプレのダンス、いろいろな展示、演技、子供のゲーム、カラオ

ケなどなど、催し物満杯です。 

友達とビールを楽しむお父さん、きゅーりの一本漬けもありますよ。お子

様はお小遣いの切符を持って、好きなおもちゃを選んだり、ゲームでうれ

しい賞品もあたります。日本にいるような錯覚を起こしそうです。 

 

夏祭りでは絶対盆踊りは外せません！盆踊りが初めてでも大丈夫。優し

く指導します。５分でみんな踊り手です。そしてもちろん、浴衣でご参加い

ただくといいですね。浴衣がなくても大丈夫。セルフィ写真館へいらしてく

ださい、レンタル浴衣を着て“はい、ポーズ”でパチリ！そのまま日本の

おじいちゃん、おばあちゃんにメールしましょう！ 

 

夏祭りは２０１９年７月１３日(土) 午後２時から８時 
EJCA 会館と隣接の広場で行います。 

 

この夏祭りを楽しく盛大にするためにたくさんのボランティアとご一緒に

頑張りたいと思います。どうぞボランティアとしてお手伝いお願いします。

詳しくは次のページから応募してください。 
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Volunteers Needed for the Natsu Matsuri 
Summer Festival!   Tomomi Calder 

 
The EJCA is hosting its 4th annual Natsu Matsuri on Saturday, 
July 13, 2019, 2:00 pm – 8:00 pm.  
There are a great many positions that need volunteers: 
greeters, ticket sales, food and drink sales, shop sales and 
kids’ games, just to name a few. If you need volunteer hours, 
or would like to learn about Japanese culture, or want to 
become more involved with the EJCA community, this is a 
great opportunity to help out! Please invite your family 
members and friends to volunteer too.  
The chart below shows the positions, times and number of 
volunteers needed in brackets for each shift. For example, the 
“Site Set Up” position 1A is from 9 am – 2 pm and requires 20 
volunteers. If you want to volunteer for this position or any 
other position, there are three ways to sign up: 
 
1. Online Sign-up: https://signup.com/go/EqvQmzK                                                                 

 
2. Email the volunteer coordinator Tomomi Calder, at 

event@ejca.org with your full name, email address, and 
task codes (e.g. 1A, 3B). 
 

3. Call the EJCA office at 780-466-6140 and leave your 
full name, telephone number, email and task codes. 

Please note that we may ask you to change positions if 
we receive more than the required number of volunteers 
for a task. For questions, email event@ejca.org. 
All positions will receive either food or food tickets 
as a “thank you”! 

 

夏祭りのボランティア募集              カルダー 友美 
 

今年も皆さんお待ちかねの第４回夏祭りが、7 月 13 日土曜日午後 2 時

―8 時に開催されます。 

沢山の方が楽しめるようにボランティアのポジションを用意しました。朝

に強い方、体力のある方はテントの設置、子供好きな方は子供のゲー

ム、座っている方がよい方は受付や、切符の販売などがあります。 

学生でボランティア活動の単位の必要な人、日本文化に接したい人、もっ

と EJCA の活動に参加したい人などに夏祭りはまたとない楽しいボランテ

ィアの機会です。お友達やご家族お誘いあわせのうえ、是非ともご参加く

ださい。下記の表を参考にして 3 つの方法のいずれかでご応募ください。

また質問があればお気軽にご連絡ください。 

 

1． オンラインサイトから登録：https://signup.com/go/EqvQmzK 

 

2． E メールで登録: カルダー友美 event@ejca.org 宛に、名前、メール

アドレス、仕事のコード（例１A, 3B）を書いてください。 

 

3． 電話で登録: EJCA (780) 466-

6140 名前、メールアドレス、電話

番号、仕事のコード（１A, 3B な

ど）をお知らせください。 

 

一つのポジションに必要以上の

人が応募した際は、他のシフトま

たは違う時間をお願いすることがあり

ます。予めご了承ください。 

 

全てのポジションに食べ物もしくは食券が謝礼とし

て出ます。

 

Position 
9am-2pm 

12pm-2pm 
1:30pm 
– 4pm 

4pm – 
6pm 

6pm – 
8pm 

8pm – 
9pm 

仕事 

Site Set Up 9am-2pm 1A (20)     テント組み立て・会場設営 9am-2pm 

Decoration Set Up 12pm-2pm 2A (4)     会場飾り付け 12pm-2pm 

*  Greeters  3B (2) 3C (2) 3D (2)  * 受付 

*  Ticket Sales – Indoors  4B (3) 4C (3) 4D (2)  * 食券の販売 –室内  

*  Ticket Sales – Outdoors  5B (2) 5C (2) 5D (1)  * 食券の販売–屋外 

*  Ticket & Cash - Count      6E (3) * 売り上げの集計 

Maintenance Crew  7B (1) 7C (1) 7D (1)  会場メンテナンス  

EJCA Yakisoba Server  8B (4) 8C (4) 8D (4)  EJCA 焼きそば販売 

Somen and Dango sales  18B (2) 18C (2) 18D (2)  素麺、団子販売 

Nihongo Salon food sales  19B (1) 19C (1)   にほんごサロン食べ物販売 

Shaved Ice Server  9B (2) 9C (2) 9D (2)  かき氷販売 

EJCA Food Runner  10B (2) 10C (1) 10D (1)  ECJA 食品売店の補充、運搬 

EJCA Drink Sales – Indoors  11B (2) 11C (2) 11D (2)  ECJA 飲み物の室内販売 

Kids’ Games  12B (5) 12C (5) 12D (4)  子供のゲーム、アクティビティ 

EJCA Shop Sales  13B (3) 13C (3) 13D (3)  夜店で夏祭りグッズ販売 

*** Selfie Station  14B (3) 14C (3) 14D (3)  ***フォトブース、着付け補助 

**  First Aid Attendant  15B (1) 15C (1) 15D (1)  ** 応急手当 

Decoration Tear Down     16E (4) 飾り付けの片付け 

Site Tear Down     17E (20) 会場片付け 

* Only EJCA members can apply these positions         *EJCA の会員であること 

**Volunteers with First Aid certificate or Doctors/Nurses               **救急の免状保持者、医師、看護師 

***Preferably able to dress people in kimono/yukata.      ***浴衣／着物の着付けのできる人が望ましい

 

Volunteering is fun 
and a wonderful 

learning 
opportunity! 

 

https://signup.com/go/EqvQmzK
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
https://signup.com/go/EqvQmzK
mailto:event@ejca.org
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President Corner      Sanae Ohki 
 
On Tuesday, May 14, the flowering tree in front of the centre 
was in full bloom. If you wonder about the name of the tree, 
it is a variety of Prunus nigra, Canada Plum or Princess 
Kay. John John Priegert, a long-time EJCA member, past 
centre manager, Karate master and a current board 
member, has been shaping the tree for the last 10 years. It 
is so nice that many people like John look after the centre 
so well. 
 
Fireworks! 
Celebrating the 25th anniversary of the joint operation of the 
EJCA Centre with the Argyll Community League (ACL), the 
joint committee is planning to have “Daytime fireworks” at 
the Natsu Matsuri on Saturday, July 13, 2019! I hope many 
members will join the Natsu Matsuri and celebrate our 25th 
year together. I am very excited to see “Daytime fireworks”! 
 
The EJCA Centre was completed in the fall of 1994. The 
centre is on the city’s parkland, the building belongs to ACL 
and EJCA paid the cost of renovations/extension of the old 
hall that ACL had before. It cost about $500,000. EJCA has 
a joint agreement with ACL and the city so that we can use 
the centre for 50 years starting in 1994. We renew our 
agreement for the use of the centre with ACL every five 
years. The joint committee of EJCA and ACL has been 
managing the centre by sharing maintenance efforts and 
cost. Without the centre, EJCA’s activities could not be 
carried out so well. Celebrating the 25th anniversary is a very 
important milestone! Again, please join the celebration! 
 
BC Redress Community Consultation 
The BC government apologized to Japanese Canadians in 
2012 for the racial discriminations of Japanese Canadians 
during and after the World War II. Lorene Oikawa, president 
of the National Association of Japanese Canadians (NAJC) 
said in her April President’s message: The BC government 
participated in, benefitted from, and were complicit in the 
uprooting, detention, dispossession, and forced exile of 
22,000 Japanese Canadians, from babies to seniors, 
between 1942 and 1949. Members of the BC Legislature 
including Ministers along with BC Members of Parliament 
lobbied for the removal of Japanese Canadians. In 1943, 
the BC government refused to pay its share of education 
expenses for Japanese Canadian children despite a formal 
request from the federal government. This was a clear 
violation of the mandated responsibility divided between 
provincial and federal governments.  
When the war with Japan ended in 1945, Japanese 
Canadians were denied the right to return to BC’s coast until 
1949, because the federal government extended the 
executive powers of the War Measures Act. There are many 
more examples of the complicity of the BC government.  
 
The current BC government has committed to hearing from 
the community and is providing financial support for 
community consultations. The NAJC has set up the BC 
Redress Community Consultations Steering Committee to 
plan the community consultations which will include in-
person meetings, virtual meetings, and have an online 
system for gathering input.   …cont to next page 

会長の挨拶     大木早苗 

 

５月１４日、EJCA センターの門の横にある木に桜のような白い花が満

開でした。この木はなんという名前か知っていますか？プルナス・ニグラ

という学名の木の一種で一般にはカナダ・プラムまたはプリンセス・ケイ

と呼ばれているスモモの仲間です。長い間センター・マネジャーをしてい

て現在は役員をしているジョン・ブリガードさんがこの木の世話を１０年

以上してくださっています。ジョンさんのように多くの EJCA 会員がいろ

いろな形で EJCA センターの世話をしてくださって、素晴らしいです！ 

 

花火！ 
EJCA とアーガイル・コミュニティー・リーグ（ACL）が共同でセンターを運

営してきてもう２５年になります。今年の７月１３日の EJCA 夏祭りの最

後にこの２５周年を記念して花火大会をすることになりました。夜８時は

まだまだ明るいエドモントンの夏、「昼間の花火」という特別な花火を使

うそうです。どんなものなのでしょうか？大勢の会員の皆様に夏祭りに

参加していただいてご一緒に花火も楽しみましょう。 

 

EJCA センターは１９９４年秋に完成しました。センターはエドモントン市

が所有する公園内にあり、建物は ACL に属します。1994 年に EJCA

が ACL 所有の古いホールを改修・増築しました。その時の費用約５０

万ドルは全額 EJCA が出しました。EJCA と ACL は一緒にエドモントン

市と契約を結び、EJCA と ACL がセンターを１９９４年から５０年間使え

ることになりました。そして EJCA は ACL と５年ごとにセンターの使用契

約を結んでいます。EJCA と ACL の共同委員会がセンターの管理をし

て維持しています。EJCA はこのセンターがなければ現在のように活発

な活動は出来なかったでしょう。これからもセンターを丁寧に使い、よく

利用していきましょう。そういう意味でもこの２５周年は記念すべき大切

な年です。 

 

ブリティッシュ・コロンビア州日系カナダ人戦時補償協議 
ブリティッシュ・コロンビア州政府は２０１２年に日系カナダ人に対して第

二次世界大戦中および戦後に行った人種差別政策について謝罪しまし

た。全カナダ日系カナダ人協会（NAJC）会長のロレーヌ・オイカワさんが

NAJC ウェブサイトに２０１９年４月の会長挨拶として次のように述べて

います。「ブリティッシュ・コロンビア州政府は１９４２年から１９４９年まで

乳飲み子から老人まで日系カナダ人の強制移動、強制収容、財産の没

収、追放政策に加担して利益を得た。当時のブリティッシュ・コロンビア

州議会は大臣から議員までがブリティッシュ・コロンビア州西海岸から

日系カナダ人を追放することを連邦政府に働きかけた。１９４３年には

連邦政府からの正式な要請にもかかわらず、日系カナダ人子弟の教育

費の分担を拒否した。これは明らかにカナダにおいて教育は州政府の

責任であるという原則を犯している。１９４５年に日本との戦争が終結し

た後も１９４９年まで日系カナダ人はブリティッシュ・コロンビア州の海岸

に戻ることを拒否された。これは連邦政府が戦時特別法を延長したた

めである。これにたいしてブリティッシュ・コロンビア州政府は沈黙してい

た。このほかにもブリティッシュ・コロンビア州政府が日系カナダ人に対

する人種差別政策に見て見ぬふりをしていた例が多くある。」 

 

現在、ブリティッシュ・コロンビア州政府はこの事実に関して、広く地域社

会の声を聞くために NAJC が公聴会をすることに対して、金銭的支援を

することを約束をしました。NAJC はブリティッシュ・コロンビア州リドレス

公聴会運営委員会を設定して日系カナダ人地域社会からブリティッシ

ュ・コロンビア州政府にたいする戦時補償についての意見を聞くことにし

ました。公聴会は地域での会合、インターネットをによる会合、インター

ネットをによる意見の収集などいろいろな形式を使います。 

 

EJCA 役員会はこの NAJC の公聴会はカナダの将来のためにとても大

事だと考え７月２１日(日)午後１時から３時まで EJCA センターで公聴会

を開くことにしました。この公聴会には日系カナダ人だけでなく誰でも参 

…次のページへ 
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…from prev page 
Responding to this important activity, the EJCA board 
decided that EJCA would host a consultation meeting at the 
EJCA Centre on Sunday, July 21, 2019, 1:00 pm – 3:00 pm. 
It will be a very important and valuable opportunity for all 
Japanese Canadians and others living in the Edmonton 
area to attend the meeting and get their ideas recorded. The 
board will have a mini-project committee and to prepare for 
the consultation meeting. A few NAJC executives will join 
us. Please schedule your time to attend the meeting. More 
details will be announced when available. 
 
Japan Today Program Financing 
“Japan Today” is an EJCA Culture Program that started in 
2002. EJCA offers students an opportunity to understand 
various aspects of Japan: nature, history, language, society, 
custom, technology, and everyday life. It has been designed 
as a supplement to the Grade 8 Social Studies curriculum in 
the “Japan” module. Every year, over 2,000 grade 8 
students from Northern Alberta junior high schools visit 
EJCA and enjoy two-hour sessions. For larger schools, the 
Japan Today team visits the schools to hold sessions. 
Between 2002 and 2018, except the three years 2014-2016, 
the Consulate General of Japan provided part of the 
operational funds for the Japan Today Program. The 
attending schools also pay fees and EJCA has been 
providing the facilities and other requirements. Starting in 
April 2019, we have not been receiving a grant from the 
Consulate General of Japan. The EJCA Board decided that 
the program supports the EJCA’s Vision and Mission “to 
build a supportive community to explore Japanese and 
Canadian culture” and that EJCA will continue the program 
without the grant from Japan but for now, EJCA will put 
effort into finding other grants but for now, EJCA will provide 
the required funds for the continuation of the Japan Today 
program. There are 13 EJCA Culture program members 
who instruct and assist the program. Yukiko Nagakura is the 
director of the program. Thank you for all your efforts in 
continuing such an important program. 
 
COPANI XX Conference 
The Convention of the Association of Pan American Nikkei 
(COPANI) will be held in San Francisco from September 
20th to 23rd, 2019. Most of the conventions were held in the 
South American countries because of the heavier population 
of Japanese descendants in these areas. Since it is in San 
Francisco and in English, the National Association of 
Japanese Canadians (NAJC) will be attending and several 
Japanese Canadians will be presenters and panelists at the 
event. EJCA is a member of NAJC  and the EJCA board 
decided that two EJCA members would attend the 
conference andshare their experience/knowledge with EJCA  
 

…前ページから 
加できます。公聴会の詳しい内容はまたお知らせしますが、まずはこの

日時を覚えていてください。 

 

ジャパン・トデイ・プログラムの運営資金について 
ジャパン・トデイは２００２年に始まった EJCA の文化プログラムの一つ

です。中学 2 年の社会科で日本について勉強している生徒が EJCA セ

ンターに来て２時間日本について自分で経験しながら学べるプログラム

です。毎年２０００人以上の生徒が参加していて、とても人気がありま

す。大きな学校にはジャパン・トデイのスタッフが学校へ出向いてプログ

ラムを提供しています。２００２年から２０１８年までの間、三年間を除い

て、在カルガリー日本総領事館が費用の一部を支援していました。参加

校も参加費を払います。２０１９年４月から日本総領事館の支援がなくな

りました。EJCA 役員会はこのプログラムは EJCA の目的に沿ったもの

なので、今後もこのプログラムを継続していくことにきめました。EJCA

は新しい支援者を探すことになりました。それまではプログラム費用の

不足分は EJCA が負担します。ジャパン・トデイ・プログラムはディレクタ

ー長倉由紀子さんの下で１３人の EJCA 会員が講師や助手として生徒

への日本文化紹介に努めています。 

 

第２０回コパーニ大会 
パン・アメリカ日系大会が９月２０日から２３日までサンフランシスコで開

かれます。この大会は日系人の多い南米でスペイン語かポルトガル語

開かれることが多いのですが、今年サンフランシスコで英語で開かれま

す。全カナダ日系カナダ人協会も参加して、カナダ各地の会員になって

いる団体にも参加を勧めています。大会では日系カナダ人による発表

とパネル参加もあります。EJCA 役員会は EJCA から二人の参加を決

め、大会の様子を EJCA やエドモントン地域のいろいろな機関で報告し

てもらいます。この大会は個人でも参加できます。サンフランシスコ大会

に参加することに興味のある方は私まで、またはどの役員にでもご連

絡ください。 

 

夏期４ヶ月、５月から８月まで EJCA はいろいろなプログラムやイベント

を企画しています。「もしもし」を読んで日時を確かめて是非ご参加くださ

い。この場をお借りしてプログラムとイベントの計画、実行をしてくださる

会員、役員の皆様にお礼申し上げます。 

 

and Edmonton area organizations. Other EJCA members 
and non-members are welcomed to attend the conference. 
http://najc.ca/copani-2019-san-francisco/  
 
Please contact me or other board members for more details 
about the conference. 
 
Many activities in Summer 
During the summer months in May, June, July and August, 
EJCA is offering many interesting events and programs. 
Please keep reading the newsletter and find all events!  I 
appreciate the committee members and volunteers who plan, 
organize, and support these wonderful events. Let’s join the 
events and programs and enjoy great summer together. 
 

   

Prum tree12 years ago   2019 

http://najc.ca/copani-2019-san-francisco/
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Invitation to a Japanese 
Needlework Workshop 
 
Traditional Japanese fabrics are some of 
Erika Bottcher’s favourites to use. The 
presentation will focus on a variety of 
quilted or patchwork projects, using 
antique or vintage botanical indigo 
fabrics as well as a variety of recycled 
silk woven Kimono fabrics. The 
presenter, Erika, will bring to the presentation a number of 
patchwork items made using these Japanese fabrics, 
including an award-winning quilt exhibited in the United 
States. She will bring along some of her many Japanese 
books as well as some katazome stencils she used for 
quilting patterns.  
The needlebook and coaster will be made using indigo dyed 
hemp from a vintage Kimono. If you ever wanted to use 
precious pieces of Japanese fabric from family members, 
here is the opportunity to gain the information to do so. 
  
Date and Time: Saturday, May 25, 2019, 1 pm – 4 pm 
Location:  Edmonton Japanese Community Association 

(EJCA) Centre, 6750 88st NW Edmonton 
Schedule: 1:00pm – 1:30pm Presentation about 

traditional and vintage Japanese fabrics 
1:30pm – 4:00pm Hands on sewing session 
(Coaster or Needlebook) 

Fee:   Fabric kit is included. Pay at the door. 
   Needlebook – EJCA members $30, Non-members $40 
   Coaster -       EJCA members $20, Non-members $30 
Registration:  Choose what you would like to make and 
email at event@ejca.org or call (780) 466 6140 by May 20. 
Language:  English 
Presenter:  Erika Bottcher. formerly a member of 
Canadian Quilt Guild and currently a member of the 
Edmonton Needlework Guild, has been using Japanese 
fabrics as a focus in her textile creations for many years. With 
so many Japanese quilt books and a 30-year collection of 
Quilts Japan and Quilt Tsushin magazines, she is time 
challenged with the ideas and inspiration presented therein. 

 日本のお針仕事ワークショップ 
 

日本の伝統的な布は、エリカ・ボッチャーのお気に

入りです。今回のイベントでは、アンティークやヴィ

ンテージの藍染や草木染、リサイクルの絹織物の

着物の布地を使用して、キルトやパッチワーク、刺

し子に焦点を当てます。米国で展示された授賞歴

のあるキルトや、日本の布地を使用して作られたパ

ッチワークなども展示される予定です。また、日本

の雑誌や参考図書、型染めのステンシルもご覧に

なれるでしょう。ワークショップでは、ヴィンテージの着物から作られた藍

染めの布地で針帳またはコースターを作ります。ご家族から受け継いだ

大切なお着物などを再利用する方法に困っている方にぴったりのアイデ

アです。 

 

【日時】 2019 年 5 月 25 日（土）午後 1 時〜午後 4 時 

【場所】 エドモントン日本文化会館、6750 88st NW 

【スケジュール】 1:00pm – 1:30pm 日本の伝統的な布地とヴィンテージの

布についてのプレゼンテーション 

 1:30pm – 4:00pm 裁縫ワークショップ（コースターまたは針帳） 

【料金】    布キットが含まれています。当日、受付でお支払い下さい。 

               針帳  -   EJCA 会員 30 ドル、非会員 40 ドル 

               コースター -  EJCA 会員 20 ドル、非会員 30 ドル 

【お申込方法】当日作りたいものを選んで 5 月 20 日までに

event@ejca.org に E メールするか、（780）466 6140 に電話してください。 

【使用言語】 英語 

【講師】 エリカ・ボッチャー。以前は Canadian Quilt Guild（カナダキル

ト組合）のメンバーで、 

現在は Edmonton Needlework Guild（エドモントン針仕事組合）のメンバー

であり、長年にわたりテキスタイル作品に日本の布地を使用してきまし

た。 

沢山のキルトに関する日本語の本と、30 年に及ぶ雑誌『キルトジャパン』

と『キルト通信』を収集し、そこからアイデアとインスピレーションを受け手

きました。 

 

 

 

 

 

Kurimoto Japanese Garden  
 
The University of Alberta Botanical Garden was 
renewed and reopend with an additional feature. Again 
this year, it celebrates Japanese culture at the Spring 
Festival. Many EJCA clubs will present various aspects 
of Japanese culture at the festival.  
Date/time: Sunday June 2, 2019 
              11 AM to 3 PM 
Location:    U of A Botanical Garden 5km   
                  north of Devon on Hwy 60 
EJCA members are all welcome  
 
アルバータ大学栗本庭園で 春季祭が行われます。昨年改修され

た庭園でのお祭りを楽しみましょう。エドモントン日本文化協会の

沢山のクラブが日本文化を披露します。 

日時: 6 月 2 日(日) 11 時から 3 時 

場所: アルバータ大学植物園内 栗本庭園 

https://webmail.telushosting.com/
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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Teens’ Summer Camp      Mineko Koto 

  
Last year, we organized a week-long summer camp for 
Canadian junior high and high school students in English 
and received a lot of positive feedback from the 
participants. So, we will offer the summer camp again this 
year. We are planning to have more hands-on activities to 
understand Japanese culture. In addition to learning basic 
Japanese, participants will also have the opportunity to 
experience different aspects of Japanese culture such as 
karate, ikebana, Japanese traditional dance and more.  If 
you want to know about Japan, come and join with us! 
 
Date : August 12 (Mon) – 16(Fri)  2019 
Time : 9:30 am – 4:30 pm 
Participants : Grade 7 – 12 
Location : EJCA 

Cost : $250（EJCA membership required) 

 
For more details about the camp,  click the website below. 
https://peraichi.com/landing_pages/view/summercamp2019 
 

ティーンズ サマーキャンプ      向当 みね子 
 

昨年初めてカナダ人の中高生を対象にしたサマーキャンプを企画し、参

加者から高い評価をいただきました。そこで、EJCA では昨年に引き続き

今年も夏休み期間中に一週間たっぷり、日本文化や日本語に触れるこ

とが出来る英語のサマーキャンプを企画しました。キャンプでは昨年より

もさらに日本文化を体験出来るように計画しました。ちょっと詰め込み過

ぎかもしれません。日本の学校の時間割を元に基本的な日本語や空

手、書道、茶道、そして盆踊りなどの日本文化を体験する事が出来ま

す。お知り合いの方に、日本に興味のあるお友達やお友達のお子さん

がおられましたら、ぜひ、このキャンプをご紹介ください。       

 

日程 : ８月 12 日（月）〜16 日（金） 

時間 : 9 時 30 分〜4 時 30 分 

対象者 : 中学 1 年生〜高校 3 年生 

場所 : EJCA 

参加費 : $250（EJCA 会員） 

 

詳細は、こちらのサイトをご覧ください。 
https://peraichi.com/landing_pages/view/summercamp2019 

 

 

Summer Camp in Japanese     Yukiko Nagakura 
 
EJCA is holding a summer camp for Japanese-speaking 
children again this summer. Children get together to play 
games, make arts and crafts and plan their own activities for 
the EJCA Natsu Matsuri Summer Festival. 
 
The summer camp will be held at the EJCA Centre from 
August 19 (Monday) to August 22 (Thursday), instruction is 
in Japanese language. The theme for this year’s camp is 
“nature” and has the following groups of activities. We are 
welcoming children from kindergarten (5years and over) to 
junior high school. The camp provides lunch every day. 
 
Activities: 
Kindergarten: experiments (pictures appearing on origami 
when soaked in water, surprising pictures, playing with 
magnets, paper folding, story listening) 
Primary school (grades 1, 2 and 3): (observing an ant’s nest, 
making a wind bell out of a pet bottle, playing with clay, 
making insects with origami, etc.) 
Primary School (grades 4, 5 and 6) and Junior high school: 
(making a sun dial, a windmill moved by the sunshine, 
making clouds, rainbows and twisting winds; making art with 
leaves, etc.)  
All children (outdoor games, exploring nature with a special 
guide, making their own Natsu Matsuri) 
 
There is a maximum for the number of participants. Please 
look  at the following link for details and apply. 

http://ejca.org/images/events/posters/KidsCamp2019.pdf 

日本語サマーキャンプへのお誘い     長倉 由紀子 

 

皆さま、今年もエドモントン地区の日本語を話す子供たちが集まって、日

本のゲームや工作をしたり、自分たちで夏祭りを準備したりして、日本語

を楽しく使い、友達をたくさん作るサマーキャンプを開催いたします。 

 

キャンプは、８月１９日（月）～８月２２日（木）の４日間、１００％日本語環

境で行います。夏休みの終わりに、皆さまのお子様にも日本の子供たち

が体験する文化を楽しませてあげませんか？ 

今年のテーマは「自然」。幼稚園児(年長組)から中学生までを対象に、下

記のようなアクティビティを計画しております。毎日ランチ付き！ 

 

幼稚科：実験いろいろ(水で浮き出す折紙の石鹸の絵・くるりんアニメ) 

      ビックリ写真・磁石で遊ぼう・折紙と読み聞かせ 

低学年：アリの巣を観察しよう・ペットボトルの風鈴・粘土で野菜や果物 

      虫めがねで光を集めよう・折紙で昆虫を作ろう 

高学年：日時計を作ろう・太陽で回る風車・虹、雲、竜巻を作ろう 

      葉っぱでアート・イラストを描いて投影機で映そう 

合同：  戸外ゲーム(ハンカチ落としやフルー

ツ バスケット) 

森の専門家と一緒に自然探検(半日)   

      自分たちで作る夏祭り(最終日) 

皆さまのお子様がたのご参加をお待ちしてお

ります。 

※申し込み等の詳細につきましては、このリ

ンクをご覧下さい。 

http://ejca.org/images/events/posters/KidsCamp2019.pdf 
 

なお、人数に限りがありますので、お申し込みはお早めに。 

https://peraichi.com/landing_pages/view/summercamp2019
https://peraichi.com/landing_pages/view/summercamp2019
http://ejca.org/images/events/posters/KidsCamp2019.pdf
http://ejca.org/images/events/posters/KidsCamp2019.pdf
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Kimono Shopping Workshop           Tamara Sutherland 
Have you ever been interested in buying kimono or yukata 
but don’t know where to start? Need more information on 
online shopping options that ship outside Japan? Or you 
need a taller or bigger size but don’t know how to figure out 
what will work for you? 
 
The online market has been expanding in recent years, and 
more and more kimono vendors are realizing that there is an 
international market for yukata and kimono. Still, information 
on shipping and sizing isn’t always very clear, especially if 
you don’t read Japanese. 
 
The EJCA and Kimono de Jack Northern Alberta are hosting 
a presentation where we will share information on online 
wafuku (traditional Japanese clothing) vendors, including 
ones that specialize in used items (a great way to find a good 
deal), and those that have English language listings. 
 
Additionally, we will share basic information on how sizing 
works for yukata and kimono (for women, men, and kids) so 
that you can buy items that will work for you. Come with a 
measuring tape for this interactive demonstration. To book 
your seat, contact us at event@ejca.org by June 10. 
 
Date & Time: Saturday, June 15th, 1:30-3:00pm 
Location: Edmonton Japanese Community Association 
Centre, Lounge 1/2 
Cost: Free for EJCA members, non-members $5 
Language: English 

 

 
着物の買い物ワークショップ   タマラ・サザーランド 

着物や浴衣を買いたいけど、どこから始めたらいいのか困っていませんか。 

海外発送をするオンラインショッピングサイトの情報は必要ありませんか。 

大きめのサイズが必要だけど、どう探していいのか分からなかったりしませ

んか。 

オンライン市場は近年拡大していて、浴衣や着物が海外で需要があると多

くの着物屋さんが気付きはじめています。 

それでも、特に日本語話者でなければ、配送方法やサイズに関する正しい

情報はまだまだ簡単に見つかりません。 

EJCA と“着物でジャック北アルバータ支部”は今回のワークショップを共同

主催し、中古の和服（お得に買い物できます）を専門に取り扱うオンラインの

業者や、英語表記のある業者などの情報を特別にお教えします。 

 

また、あなたにぴったりの浴衣と着物（女性、男性、子供用）のサイズを調べ

る方法もお教えします。 

参加型のイベントですので、メジャー（巻き尺）をお持ちください。 

ご予約は、6 月 10 日までに event@ejca.org へメールしてください。 

日時：6 月 15 日（土）午後 1：30〜3：00 

場所：エドモントン日本文化会館 

費用：EJCA 会員無料、会員以外は 5 ドル（当日、受付でお支払い下さい） 

Summer Course of Intensive Japanese for Teens 
  Mineko Koto 

Are you interested in Japanese language or going to 
Japan as an exchange student? Do you want to improve 
your Japanese skills? EJCA is offering two sets of two-
week long intensive Japanese courses for teens in July. 
These are 40-hour programs that take 45 hours to 
complete in the regular “Japanese for Teens” class. The 
first course is L-1; for those who do not know any 
Japanese at all. The second is L-2; for those who can 
read Hiragana and Katakana and are capable of having a 
simple conversation. Both courses will use anime, manga, 
etc. to create a fun environment for learning Japanese.  
 
After finishing the course, students can transfer to 
Japanese for Teens L-21 or L-31, which will start from 
September. If you want to learn about Japan, come and 
join us! 
 
Date  Course L-1  : July 8 – 19, 2019   (weekdays) 
     Course L-2  July 22 – Aug 2, 2019   (weekdays) 
Time : 9:30 am – 2:00 pm (30 min Lunch) 
Participants : Grade 7 – 12 
Location : EJCA 

Cost 
: $270（EJCA membership required) 

+ Textbook $30 

For more details of the courses, please click the website 
below. 
https://peraichi.com/landing_pages/view/intensive-japanese2019 

 
 

ティーンズのための日本語夏期集中コース  向当みね子 

 

近年アニメやマンガ、ゲームソフトといった日本のサブカルチャーをきっ

かけに、日本の文化や日本語に興味を持つ子供達が増えています。 そ

こで EJCA では、夏休み期間中に二週間たっぷり日本語を学ぶことが出

来る日本語夏期集中コースを 2 回開催いたします。 

 

これは、現在開催している Japanese for Teens において 45 時間かけ

て学ぶ内容を 40 時間で行うプログラムとなっています。コースは日本語

を全く知らない生徒用の L-1 と平仮名、カタカナが読め、簡単な会話が

できる L-2 の２コースがあります。どちらのコースもアニメやマンガ等に

も触れながら楽しく勉強できる環境で、コース終了後は、9 月から始まる

Japanese for Teens の L-21 または L-31 への編入が可能です。もしお

知り合いの方に日本語に興味のあるお友達やお友達のお子さんがおら

れましたら、ぜひ、この二つのコースをご紹介ください。       

 

日程     コース L-1 : 7 月 8 日〜19 日（平日） 

      コース L-2  7 月 22 日〜8 月 2 日（平日） 

時間 : 9 時 30 分〜2 時 （昼食時間 30 分） 

対象者 : 中学 1 年生〜高校 3 年生 

場所 : EJCA 

参加費 : $270（EJCA 会員）+教科書代 $30 

詳細は、こちらのサイトをご覧ください。 
https://peraichi.com/landing_pages/view/intensive-japanese2019 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
https://peraichi.com/landing_pages/view/intensive-japanese2019
https://peraichi.com/landing_pages/view/intensive-japanese2019
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Event Calendar 2019 (Tentative Dates)         2019年行事予定 
Japanese Needlework Workshop Saturday, May 25, 2019              5 月 25 日(土)          日本の針仕事ワークショップ 

 5 月 26(日） 日本語サロン:カナダの税制について 

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 Saturday, June 8, 2019             6 月 8 日(土) 会館大掃除 

Kimono Online Shopping Workshop Saturday, June 15, 2019             6 月 15 日(土) Online で着物の買い方 ワークショップ 

Intensive Japanese Language for Teens Monday, July 8－Aug.2   7 月 8 日―8 月 2 日 テーンズ集中日本語教室 

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

BC Redress consultation meeting  Sunday, July 21, 2019       7 月 21 日(日) BC 州 戦時補償 公聴会 

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

Teens Summer Camp (Language and culture) Mon. – Friday, Aug. 12-16     8 月 12 日‐16 日 テーンズ日本語と日本文化キャンプ 

Nihongo Kids Camp(in Japanese) Mon. – Thursday, Aug.19-22  8 月 19 日‐22 日 こどもサマーキャンプ (日本語) 

 8 月 24 日(土) 日本語サロン:ピクニックとフリーマーケット 

Annual General meeting  Saturday, October 2, 2019      10 月 2 日(土) 年次総会 

Fall Bazaar Saturday, 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 

Library Corner 
 
Chronicles of Japanese Emigrants to South America, 

NHK Documentary TV Program    Takashi Ohki 
 
About  a month ago, I watched a NHK documentary 
program on Japan TV, called “Fifty Years of Japanese 
Emigrants to South America.” The same TV program 
director (he is now 82 years old) went on board “The 
Argentina,” a special ship for carrying Japanese emigrants 
to South America and interviewed people going to South 
America. He followed them up every 10 years for the next 
50 years going to the places where those emigrants lived 
in South America. The documentary shows some people 
who succeeded in South America and some people who 
gave up life in South America and went back to Japan. All 
of them struggled hard in South America, supported by 
their love for their families. The documentary shows many 
forms of their love for their families. This documentary 
does not have English subtitles yet but its DVDs are 
available at EJCA’s Gordon Hirabayashi Library. 
 

図書室便り 

 

移住５０年目の乗船名簿 – NHK ドキュメンタリー   大木 崇 
 

一月前 テレビジャパンで放映された NHK のドキュメンタリー番組三部

作「移住５０年目の乗船名簿」を見ました。１９６８年に日本から南米への

移民船「あるぜんちな丸」で日本から南米に移民した人々を１０年毎に５

０年間現地に取材した番組です。第一部はアマゾンへの移民、第二部は

他のブラジルの地方への移民、そして第三部はアルゼンチンへの移民

です。成功した人々、南米移民を諦めて日本へ戻った人々など様々な人

生があります。南米移民の人達を支えてきたのは家族愛でした。夫婦を

支えた愛、子育てに一生を支えた男性、女手一人で４人の子育てに奔走

した女性、財産ゼロから一族総出で農業に励んだ家族、などの物語が

記録されています。そして驚くべきことはこのドキュメンタリーのディレクタ

ー（現在８２歳）が５０年に渡りこのドキュメンタリーの製作責任者として南

米各地にでかけて自らインタビューをしていることです。このドキュメンタ

リーの DVD が EJCA 図書館にあります。ぜひ御覧ください。残念ながら

現在まで英語字幕はありません。 

 

以下、Website に載っている番組ディレクター会田洋のメッセージです。 

1968 年に１つのドキュメンタリー番組を制作しました。長編ドキュメンタリー

「乗船名簿 AR-29」です。「あるぜんちな丸」という船に乗り、ブラジル、パラ

グアイ、アルゼンチンなどの南米へと移住する人々が、なぜ南米移住を

決意したのか、希望と不安を赤裸々にカメラの前で語りました。 

そして、49 日の船旅を終え、それぞれが入植地へと旅経つ時に、移住者

たちが口々に NHK のクルーに頼みこんだことがありました。 

「10 年経ったら、南米に渡った私たちがどのような暮らしをしているのか、

取材に来て下さい」。 

その約束を 50 年、守り続けてきました。10 年ごとに南米に入植した移住

者たちの“その後”を伝える「乗船名簿シリーズ」の制作です。NHK 特集

「移住 あるぜんちな丸乗船者の１０年」（1978 年）、NHK 特集「移住２０

年目の乗船名簿」（1988）、NHK スペシャル「移住３０年目の乗船名簿」 

（1999）とこれまで３回にわたり、取材をさせてもらい、放送をしました。 

そして、2018 年、半世紀が経ちました。南米移住をした人達からも、「ぜ

ひ 50 年目の取材に来て下さい」という声が聞こえてきました。そして、私

（ディレクター・相田）も、82 歳となりましたが健康でいるので、「これは約

束を守らずにはいられない」と思い、50 年目のロケを行うことに致しまし

た。移住当初に抱いた夢の行方はどうなったのか。それぞれが、この半

世紀の間にどのような人生を歩んだのかを映像で記録したい。その一心

で、「移住 50 年目の乗船名簿」を制作しました。
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日本語サロンは、2018 年 2 月の第 1 回に始まり、8 回の催しを行い、また親子参加型の日本語キ

ッズやベビーサロン教室を開いてきました。EJCA の中でもよい評価をいただき、講習会などに参加する

方にも大好評です。みんなの会ですから、どうぞご希望もお知らせください。いつも講習会やイベントの

お手伝いをしていただいている皆さん、ありがとうございます。 

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。

にほんごサロン"所得税と確定申告セミナー 

カナダに住んでいても、カナダの仕組みを詳しく知るチャンスってなかなかありませんね。今まで医師と

弁護士の講演会を開いて参加者の方に好評でした。今回はカナダで会計士をしている日本人の方をお

迎えして所得税や確定申告について日本語で講演していただきます。質疑応答の時間も十分ありま

す。気になっていることを質問するいいチャンスです。いつものように講演の後にはお茶とお菓子で交歓

の時間もとってあります。キッズスルームも用意してお子様連れでの参加もお待ちしてます。席とお茶菓

子の準備のために出席予定の方は、参加人数（大人、子供）をメールで event@ejca.org で予約してく

ださい。もちろん当日の都合をみてからの飛び入り参加も受け付けます。 

日時：5 月 26 日(日) 午後 1 時 ｰ 3 時 

場所：EJCA 会館 6750 88 street NW, Edmonton 

参加費（茶菓代）： 会員 ― 1 人 3 ドル、非会員― 1 人 5 ドル (家族割引なし) 

ピクニックとフリーマーケット 
まだちょっと先のお知らせです。8 月 24 日(土)に夏の行事、ピクニックと

フリーマーケットを一緒に計画しています。ご想像のようにフリーマーケ

ットでお弁当・お惣菜・お菓子を買って、ピクニックをしようという欲張った

計画です。フリーマーケットではお弁当・お惣菜・お菓子などの他に新鮮

な夏の野菜を出店していただくと嬉しいので、家庭菜園や本格的に農園

をしている皆様、ぜひこの日を目指してお野菜作りをお願いいたします。 

にほんごサロン企画委員メンバーの募集 

にほんごサロンではほぼ毎月イベントの企画をしています。何か得意なこ

とややってみたいことがある方は、お気軽にお問い合わせください。また、

一緒に企画をしてくださる方も随時募集中。経験やスキルは問いません。

楽しいことをしたいあなたの応募を待っています！event@ejca.org 

 

 

 

バーチャルお花見とおしゃべりの会 
4 月 14 日(日)はお花見には肌寒い日でしたが、ピンクでいっぱいの会

場はあたたかくて、日本語キッズとベビーサロンの幼児が作った大きな

桜の木 2 本は壁いっぱいに満開、ピンクのポンポンや桜の木もありま

す。どなたかが持ってきてくださった桜の小枝がテーブルを飾っていまし

た。二つの TV モニターには日本中の桜の名所が次々を写しだされて

お花見を盛り立てています。 

そしておいしい桜餅とイチゴのモンブランを食べながら、グループ毎にお

しゃべり会。長く EJCA の行事に参加していても、意外と個人個人につ

いては知らなくて、皆さんの特技や日本やカナダでの体験など貴重なお

話も聞きました。和やかになってきたところで、琴の「さくら舞曲」が流

れ、皆で「隅田川」の 2 部合唱もしました。心温まる素晴らしい会でした。 

 

 

 

 
 

“REIWA” Era Name Breaks with Japanese Tradition             
Edmonton Journal, April 2, 2019 

 

The name of Japan’s new Imperial era, unveiled Monday, 
was selected from Japanese rather than Chinese texts for 
the first time in more than 1,000 years, hinting at the 
government’s nationalist learnings. Following months of 
secret discussions, the name of the new era was 
announced by the Japanese government as “Reiwa”, which 
can be translated as “auspicious harmony.” The Reiwa era, 
which will become the 248th era in Japanese history, will 
commence on May 1st when Crown Prince Naruhito 
ascends the Chrysanthemum Throne, following the 
abdication of Emperor Akihito, his father. Reiwa was taken 
from a Japanese classic for the first time in the nation's 
history with the word originating from seventh century 
Manyoshu, the country's oldest existing collection of poetry. 

 
 

伝統を破る新しい年号「令和」  
エドモントン・ジャーナル 2019 年 4 月 2 日号から抜粋 

 

4 月 1 日に発表された日本の新年号「令和」は従来の中国古典からで

はなく日本の古典に基づいている。これは千年以上も続く伝統を破るも

ので現政府の国粋主義的傾向を反映しているのかもしれない。年号の

制定は数ヶ月に渡って秘密裏に行われてきた。令和は「幸先の良い調

和」の意味で、日本の第 248 番目の年号である。令和は明仁天皇陛下

が退位し徳仁皇太子殿下が即位する 5 月 1 日から始まる。令和の年

号は初めて日本の古典を基にした年号で七世紀の万葉集を基にしてい

る。 

 

 

 

 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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Workshop for Japanese Language Teachers (April/May) 
   Sachiko Motoda 

I want to tell you about my experience with taking Mr. 
Murakami’s workshop for Japanese language teachers. The 
workshop was to introduce Japanese language teachers and 
those who are interested in teaching Japanese to foreigners to 
new methods of teaching foreign languages and using Internet 
and computer software for teaching foreign languages. The 
workshop was composed of five sessions, two of them at the 
EJCA center and the rest at home via Internet Zoom meetings. 
 
Altogether 13 people participated in the workshop ranging 
from a young mother to a senior. The new methods of 
teaching Japanese emphasized “content-based instruction” 
where students learn practical Japanese for their specific 
objectives such as learning karate and travelling to Japan 
and “reversed classroom” where students study learning 
materials at home and come to class to ask the teacher 
questions. They were all new to me. 
 
I thought the merits of this workshop were: 

• Three Internet classes were very convenient for me. 

• Learning a tool to teach Japanese with a sense of play 
for the students of the gaming generation. 

• A class with a serious air where we listened to the 
teacher's instructions on the monitor and performed 
tasks. 

• We felt relaxed as if we were in a computer class in Japan. 

• The teacher recorded every session on video so that we 
could play it back at home. 

 
I have been teaching Japanese to grade 1 pupils at the Metro 
Edmonton Japanese Community School for many years. I 
was probably the least tech-savvy student taking this 
workshop and, as such, I really felt like a student in the 
workshop. Many times, I thought, "I don't understand the 
computer terms my teacher is using." Then, I realized that 
this was how my pupils felt when they did not understand 
my Japanese phrases. I think that I understood a little bit 
about what kind of feelings my pupils had and what kind 
of inconvenience they face. 
 
From the perspective of a student challenging a new 
subject, I came up with the following ideas:  

• If you are willing to learn by yourself, you will learn 

• The teacher waited for all students to grasp the 
issues without progressing with the students who 
could understand things easily. This gave us a sense 
of security. 

• Do not make negative remarks like "I cannot do it". 

• The teacher and my classmates were ”good people.” 
So, they gave me a good learning environment and I 
was able to complete the class despite my initial 
tech-related issues. 

 
Looking back the workshop, I wanted to hear more of actual 
teaching experiences of the teacher and the current best 
practices and trends in Japanese instruction methods. The 
workshop was filled with new teaching methods and could not 
leave time for more questions and answers.  

日本語教育指導者養成講座 (4-5 月)    もとださちこ 

 

先日私が受講した国際交流基金の村上先生による日本語教育指導者養

成講座について報告します。講座は日本語を外国人に教えている人、こ

れから教えたい人を対象にして、外国語教育の最先端の考え方と方法を

一週間一回２時間全部で五回の講義と演習で伝えることを目的としてい

ました。講座の第一回と最終回は EJCA センターで行なわれ、後の三回

は自宅からインターネットのいろいろなプログラムを使って行われました。 

受講者は若いお母さんからだいぶ年配の方まで全部で１３名でした。内

容は外国語教育（日本語）にどのようにインターネットを活用するか、どの

ように視覚音声教材を作成するか、現在外国語教育の主流になっている

行動中心アプローチというある行動（たとえば東京の本屋で旅行地図を

買う）を達成するための日本語学習法、反転授業という自宅で勉強して

教室では先生との質疑応答という従来と裏返し（反転）の方法など新鮮な

話題がいっぱいでした。 

 

私はこの講座を受講して個人的に講座の次の点がとても良かったです。 

・インターネット授業が３回（全５回）。自宅から参加できるので時間の都

合がつきやすい。 

・ゲーム世代の生徒と一緒に遊び感覚で日本語を学ぶツールを学習。 

・モニターの先生の指示を聞き、課題をこなす緊張感のある授業。 

・日本のパソコン教室にいるようなアットホームな雰囲気。 

・先生が毎回授業を録画するので、あとでビデオをみながら復習できる便

利さ。 

 

私は日本語補習校で小学１年のクラスを長年教えています。講座を受講

することで「生徒」の立場に立って授業をみることが出来ました。私はこの

受講についていくのがやっとの生徒でした。私は「先生が使っているパソ

コン用語がわからない～」と何度も思いました。この思いは「日本語の意

味の分からない生徒の気持ちと同じだ。」と気付きました。生徒がどういう

気持ちで授業を聞いているのか、どういう不自由さを感じているのか少し

少しわかったような気持ちがしています。 

 

私はわたし自身がチャレンジングしている生徒の視点から次のようなこと

を思いました。 

・ 自ら学習しようとする意欲があれば、「学習を

続けよう」という気持ちになること。 

・ 教師は「できる生徒を先の学習へ進ませず待つ姿

勢をみせる。」ということをしてゆっくりの生徒に安

心感を与える。 

・ 先生は「出来ていませんね～」みたいなネガテ

ィブな発言はしない。 

・ なにより一緒に学習してくださった先生、生徒み 

なさんが全員「良い方」だった事。学習する環境がいやな環境ではなかっ

たことが、おちこぼれ生徒の自分が５回の受講を終了できたことの「証」だ

と思います。 

 

講座全体を振り返ってみると、私は先生に指導の現場で工夫している点

や現在の指導トレンドなどを聞きたかったです。ぎっしり内容の詰まった

講座なので問題点をディスカッションする時間はないですよね。受講を修

了した今「私も少し出来たんじゃやないか」「もうちょっと頑張れる、貢献で

きるんじゃないか」といった意識が芽生えたと思います。エドモントンにい

て「素敵な EJCA の会員の方たち」「素敵な先生方」に出会えた事に心か

ら感謝致します。これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 
I think that I have just started to have a sense of "I've done a 
little bit, I can do a little more, and that I can contribute to 
teaching Japanese". I am truly grateful to have met “nice 
members of the EJCA” and “nice teachers” in Edmonton. 
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Thank you, Japan Foundation!          Sanae Ohki 
 
EJCA’s two programs, the Nihongo Kids Class and the 
Teens Summer Camp, applied for a local grant from Japan 
Foundation. These applications were reviewed and awarded 
in full. The Nihongo Kids will receive a grant of about $1,000 
to purchase 50 children’s books for 2 – 5 years olds. The 
books will be purchased from Japan. Once books are 
registered in the Gordon Hirabayashi Library, they will be 
available for all EJCA members to borrow. The Teens 
Summer Camp received $1600 to cover part of the  
operational cost of the camp. Please find an invitation to the 
Teens camp in this May Moshi Moshi. 
Japan Foundation is an organization with its headquarters in 
Tokyo. There are 24 overseas offices. Canada has one in 
Toronto. The Toronto office offers programs in three main 
categories: 

• Arts and Cultural Exchange 

• Japanese Language Education 

• Japanese Studies and Intellectual Exchange 
 

The local grant we applied for is one of Japan Foundation’s 
programs to promote Japanese language education in 
Canada. In the past, EJCA received grants from Japan 
Foundation: Japan Today (Grade 8 social study program), 
Japanese language classes, and Teens Camp.  
Other valuable programs Japan Foundation offers are on-line 
lectures and discussion sessions for Japanese language 
teachers. Several EJCA Japanese language instructors 
attended these lectures and discussion sessions. At present, 
Yoshi Murakami, an EJCA member and a Japanese 
language specialist at  Alberta Education who is seconded 
from Japan Foundation, is teaching EJCA language teachers 
and trainees about new teaching concepts and methods 
utilizing webinar. (“Webinar” means “Online seminars, so 
seminar attendees use a computer or a device from a remote 
location”)  
I would like to express EJCA’s thanks to Japan Foundation. I 
hope Japan Foundation will continue supporting us in the 
future. Its website has more information on their programs: 
https://jftor.org/  
 

国際交流基金(トロント)へありがとうございました‼   大木早苗  

 

EJCA の 2 つのプログラム、日本語キッズとティーンズ・サマーキャンプ

は、国際交流基金の助成金に申請しました。申請書は検討していただい

た結果、希望額全額をいただけることになりました。日本語キッズは、2

〜5 歳向きの子供の本 50 冊を購入するために約 $1000 の基金をいた

だきます。本は日本から購入し、ゴードン・平林図書館に登録すると、す

べての EJCA 会員が借りられるようになります。ティーンズ・サマーキャ

ンプは、運営資金の一部として $1600 をいただきます。この 5 月号のも

しもしにティーンズ・サマーキャンプへの招待があります。 国際交流基金

は、東京に本部があり海外オフィスが２４あります。カナダはトロントに 1

つあります。トロントオフィスでは、3 つのカテゴリでプログラムを提供して

います。  

• 芸術文化交流  

• 日本語教育  

• 日本研究と知的交流  

助成金は、カナダで日本語教育を推進するためのものです。これまでも

EJCA では国際交流基金から助成を受けています。(Japan Today の中

学 2 年社会科学習プログラム、日本語教室、ティーンズ・サマーキャンプ

など)。 助成金のほかに国際交流基金は、日本語教師のためのオンライ

ン講義や討論会もおこなっています。これらの講演会や討論会には、

EJCA の日本語講師も参加しています。今ちょうど、国際交流基金 から

アルバータ教育省へ赴任している日本語教育の専門家である村上吉文

氏が、ウェビナーを活用した新しい授業の概念や方法について、EJCA 

の日本語講師や候補者に教えています。(「ウェビナー」とは、「セミナー

への出席者がコンピュータまたはデバイスを使用して参加するオンライ

ンセミナー」を意味します)。 

 

エドモントン日本文化協会は国際交流基金(トロント)へお礼をお伝えいた

します。国際交流基金(トロント)は他にもいろいろなプログラムを提供して

います。https://jftor.org/ 

 

Spring Clean-up of the EJCA Centre 
 
We are going to have the annual spring clean-up of the 
EJCA Centre from 10am to 2pm on Saturday, June 8. We 
prepare all the equipment needed for the clean-up and 
provide a good lunch for everyone. All you need is to sleep 
well the night before to store up your energy and just show 
up empty-handed at the EJCA Centre at 10am.  
We ask the following clubs to contact Scott Tanaka 
(office@ejca.org) and provide him with the names of two club 
members who will definitely show up for the clean-up: 
Bonsai, Shodo, Matsu-no-kai, Karate, Ikebana, Karaoke, 
Kita-no-taiko, Japanese conversation club, Ping pong, Jodo, 
Japan Today, and Japanese language classes. (Each 
individual should represent just one club even if they are a 
member of two or three clubs)  

会館の大掃除 
 
毎年 6 月第 2 土曜日に会館の大掃除をしています。今年は 6 月 8 日

(土)10 時―2 時です。会館をよく利用しているクラブや日本語教室の皆

様に参加していただいています。掃除道具などは EJCA で用意します。

例年のように昼食を準備します。次のクラブとプログラムの責任者は、5

月 31 日までに 2 人ずつ掃除係を選んでクラブ名と参加者の名前を会館

マネージャーScott Tanaka office@ejca.org へ 6 月 5 日までお知らせ

ください。  

盆栽クラブ、書道クラブ、松の会、空手クラブ、生け花クラブ、からおけ、

北の太鼓、日本語会話クラブ、卓球、杖道、Japan Today, 日本語教室

生徒。（クラブからの代表者は二つのクラブを掛け持ちしないでください。 

全部で 24 人の掃除係が必要です。) 

 

 

http://www.jpf.go.jp/e/project/culture/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/project/japanese/index.html
http://www.jpf.go.jp/e/project/intel/index.html
https://jftor.org/
https://jftor.org/
mailto:office@ejca.org
mailto:office@ejca.org
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What is the EJCA’s newest club “JETAANA”?  
Aaron Johnston 

At the March EJCA board meeting, the club JETAANA was 
accepted as an EJCA club. In order to understand what 
JETAANA is – we must first understand what the JET Program 
is. The Japanese Exchange and Teaching program is the 
largest and most successful of its kind. The program started in 
1987 with a handful of English-speaking countries and now 
boasts over 5000 participants per year from over 50 different 
countries. The JET Program aims to promote 
internationalization in Japan’s local communities by helping to 
improve foreign language education and developing 
international exchange at the community level. While in Japan, 
participants (commonly referred to as “JETs”) promote their 
own local culture to communities in Japan. Yet this is only one 
half of the exchange that is part of the JET Program. Once 
their term is completed in Japan, JETs often bring their 
experiences back with them. Many JETs return home to find 
work in Japanese companies, or open Japanese related 
businesses, or pursue Japanese arts. In order to help former 
JETs reintegrate back into their home countries and maintain 
their ties and connections to Japan, the organization behind 
the JET Program create Alumni chapters across Canada, the 
U.S and more. That brings us to our original question. We are 
the JET Alumni Association of Northern Alberta (JETAANA). 
What we do? 
Our primary role is to promote Japan, Japanese culture and 
the JET Program in Canada. We do this across university 
campuses in Edmonton, festivals and other events. We help 
newly accepted JETs prepare for their life in Japan, and once 
they return, we provide assistance reintegrating back to life in 
Edmonton. In the past, we’ve held our own Japanese lessons 
(conveniently at the EJCA).  
Moving Forward… 
As our partnership matures, we hope to not only participate 
and raise awareness of EJCA events and activities, but we 
want to assist in volunteer activities and if the opportunity 
presents itself, co-host an event. We look forward to working 
with the EJCA and building stronger relationships with your 
community and the greater Edmonton community. 
 

新しいクラブ JETAANA って何？  アーロン・ジョンストン 
 

３月の EJCA 役員会で“JETAANA”が新しい EJCA のクラブとして承認さ

れました。JETAANA についてお話しする前にまず JEG Program につい

て説明します。JET(the Japanese Exchange and Teaching ) プログラ

ムはこのようなプログラムの中で一番規模が大きく、また最も成功してい

るプログラムです。1987 年に英語圏の数カ国を対象にして始まり、現在

は毎年 50 カ国以上から 5000 人以上が参加しています。このプログラム

は日本の地方都市に於ける外国語教育と国際交流を促進して地方レベ

ルでの国際化を促進するのが目的です。このプログラムの参加者（日本

ではジェッツと呼ばれています）は参加者の母国の文化を日本に伝達す

るのがその役目です。しかし、ジェッツは日本での任務が終了して母国

に帰ると日本での経験を母国に伝達します。ジェッツの多くは母国で日

本企業に就職したり、日本に関連した仕事をしたり、日本文化をさらに勉

強したりしています。 

では JETAANA は何でしょうか？ JET Alumni Association of Northern 

Alberta （ジェッツ北アルバータ同窓会）の略名です。ジェッツがアルバー

タに帰ってきた時にまた現地の生活に復帰するのを助け、日本とのつな

がりを保つ手助けします。JET Alumni Association は北米全土にありま

す。 

我々の一番の目的は日本と日本文化そしてジェッツプログルムの理解を

カナダで広めることです。エドモントンの大学、祭り、イベントなどで活動

をしています。新しくジェッツとして日本に行く人のオリエンテーションプロ

ルラムでは、日本から帰ってきた人がまたカナダの生活の適応するため

のアドバイスを行っています。今まで EJCA センターを使用して日本に行

くジェッツのための日本語講座を開いたこともあります。 

私達は EJCA のイベントに参加してお互いに知りあいたいとおもいます。

機会を見つけて EJCA の活動のボランティアとして参加し、また協力して

イベントを開くことが出来ればよいと願っています。EJCA の皆様ともっと

緊密になれることを願っています 

 
Rhythm & Roots: Harmony and Afternoon of Asian 
Musical Innovation     Carley Okamura 
On Sunday May 5, Kita no Taiko debuted our latest 
production in the Rhythm & Roots series, in which taiko is 
blended with other instruments and cultures to create 
collaborative fusion pieces. The Sunday event was set in 
May to celebrate Asian Heritage Month, and all the guest 
artists were from different Asian Canadian cultures. Kita no 
Taiko performed with some EJCA members, including Mrs. 
Mami Hara playing the koto, and Mr. Hitoshi Sugiyama on 
shinobue. We also were pleased to work with the ladies in 
the Nobara Chorus group. Other guest artists performed on 
Chinese and Indian instruments. It was a lovely afternoon of 
sharing musical cultures and new ways to see taiko. Kita no 
Taiko would like to thank those who came out and our 
supporters in the community. We enjoy projects like this to 
meet others and share our arts. You can next see taiko at the 
Kurimoto Spring Festival and EJCA’s Natsu Matsuri festival. 
 

 

リズムと根っこ、新しいアジア音楽のハーモニーの午後 

カーリー・オカムラ 

５月５日日曜日、北の太鼓は「リズムと根っこ」シリーズのあたらいし舞台

を披露しました。和太鼓と他の太鼓、日本の伝統文化と他の文化が一緒

になり新しいフュージョンをつくりました。５月はエドモントンの「アジア文

化遺産の月」でこの演奏会に北の太鼓が招待した演奏家は皆アジア系

カナダ人の文化を持っています。北の太鼓は EJCA 会員の琴のマミ・ハ 

ラさん、篠笛のヒトシ・スギヤマさん、野ばら合唱団と共演しました。他の

演奏家と共演して和太鼓の新しい可能性を見つけることができた楽しい

午後でした。この演奏会に協力していただいた皆様に感謝します。北の

太鼓はこれからもこのような催しをしていきたいと思います。北の太鼓の

次の演奏会は栗本庭園の春祭りと EJCA の夏祭りです。皆様どうぞいら

してください。 
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The Transformation     Ruth Ann Gal 
 
Ruth Ann was a student at the EJCA Fun and Easy 
Japanese class. She went to Japan for the first time. 
 
Tadpole  
We walk to Shinjuku Station from our hotel room early in 
the morning of the 22nd of March. We are greeted by a 
stream of people exiting and entering the control gates 
which David describes as symmetry in chaos. We rush to a 
pillar in order to observe. Together we make our way to the 
map of train routes over the ticket purchase machines. We 
locate where we are and our destination station and the 
fare. We push the English button on the machine and follow 
the instructions, dropping our coins into the proper slot. We 
take our tickets and deposit it at the gates which spits it back 
out at us at the other side of the gate. It will be required in 
order to leave our destination station near the museum.  
 
At the Edo-Tokyo Open Air Architectural Museum, we visit 
more than 20 historic Japanese buildings. Later we have 
lunch at the Kura Udon Noodle House. Before we leave the 
Museum we stop at the indoor exhibition room and we find 
hand drawn/written books by Ichia Ozawa about tadpoles 
completed in 1939. He has five amazing elegant books about 
tadpoles. We are tadpoles hiding by a pillar which acts as 
cover for protection as a boulder in a creek. We watch the fish 
swimming the current, rushing to work, learning how it is 
done.   
 
Frog 
We arrive at Sakamoto-Hieizanguchi Station on the 24th of 
April and start walking towards Hiyoshi-Taisha Shrine. As we 
pay our entrance fee it starts to rain. We shelter under ancient 
cedars which protect us from the downpour. David has a 
baseball cap and raincoat with a hood. I have a waterproof 
jacket and an umbrella. We decide to make our way towards 
Nishi-Hongu, the western most main shrine. We admire the 
various shrines on the way and the rain slowly stops. Before 
leaving for the Sakamoto Cable, we climb steps that lead to 
the Great Golden Rock at the top of Hachioji-hill. Near the 
foot of the hill, David spies a wood frog which is camouflaged 
by the stones on the path.  We weave our way back and forth 
up the hill in the mist, climbing 381 metres higher in elevation. 
It takes us almost an hour of steady walking with many short 
pauses to rest. There are two large buildings on either side of 
the rock. Two young men whom we met earlier on the trail 
have tied large white folded sheets that look like wide bolts of 
lightning around the top of the rock. We rest on the steep 
steps and wait for the mist to lift. We finally get an amazing 
view of Biwako. The walk down is not as slow as the way up, 
but we are cautious as the stones are wet.  
 
We have a schedule for the 26th of April. We walk 17 minutes 
to Zeze Station and arrive at 8:18. Business men and women 
are rushing to work. Masses of students are going to school. 
The majority of the people are dressed in dark colored suits 
and uniforms. We easily weave our way into the stream of 
travellers. We use our ICOCA card at the gates which gives 
us a reading of the available amount on the card. We make 

日本で変身経験   ルースアン・ガル 

 

ルースアンは EJCA の Fun and Easy 

Japanese のクラスで日本語を勉強してか

ら、始めて日本へ行きました。 

 

オタマジャクシ 

３月２２日の早朝、ホテルから新宿駅に歩い

ていく。駅はすでに改札口を入る人出る人

で混雑している。デービッドはこれを両方向

の混沌とよぶ。改札横の柱のそばに立って

しばらく人の動きを眺めている。それから切

符販売機に行き、上に貼ってある路線図で

現在駅から目的駅までの運賃を確かめる。

販売機の英語というボタンを押すと出てくる説明通りにボタンを押して硬

貨を入れると、あら不思議、切符が出てきた。この切符を改札口の機械

の一方の端にいれると、ビュッともう一方の端からでてくる。その早いこ

と。あっと驚くが、他に誰も驚いている人はいない。 

 

江戸東京たてもの園で２０余りの古建築を見てから、蔵うどん店で昼食。

博物館の展示場で小澤一蛙の手書き本を見る。ふと我々は川の中の岩

影に隠れて魚の群れを見ているオタマジャクシみたいに新宿駅構内の

柱の影に隠れて雑踏を見ていたな、と思う。 

 

蛙 

我々は４月２４日坂本比叡山口駅に到着し日吉大社に向けて歩き始め

た。入場料を払った頃から雨が降り出した。ざあざあ降りになったので大

きな杉の下で雨宿りをした。幸いデービッドは野球帽とフードの付いたレ

インコート、私は防水ジャケットと雨傘を持っていたので西本宮に向けて

歩き始めた。途中いろいろな神社を見ながら歩いているうち雨は小降り

になり止んだ。坂本ケーブル駅に行く前に八王子山に登ることにした。デ

ービットが山の麓で石の中に身を隠している森蛙を見つけた。つづら折

りの山道を上り標高３８１メートルの頂上についた。休み休み上って１時

間かかった。頂上には大きな岩があり岩の両脇に建物がある。途中で出

会った若い男性二人が大きな白い布を折りたたで岩の先に結んでいる。

何なんだろうか。丁度稲妻が岩に落ちた様に見える。頂上で霧の晴れる

のを待つ。やがて霧が晴れると眼下に琵琶湖の景観が広がった。帰りは

石が濡れていたので足元に注意して下った。 

 

４月２６日、１７分歩いて午前８時１８分に大津市の膳所駅着。駅は学生

とビジネスマンでごった返している。皆黒っぽい制服と背広を着ている。

アイコッカカードで改札を通る。便利なカードで後いくらお金が残っている

か改札を通る時に表示される。南草津行きの列車をプラットフォームの

列車番号の所で待つ。一分足らずで列車が到着。ああ、間に合ってよか

ったと安堵する。 

 

我々は３月２０日にバンクーバーをカナダ蛙として出発し、２１日、成田に日

本オタマジャクシとして到着した。日本滞在中、多くの友人と見知らぬ人の

お世話になり、まだ未成熟な日本蛙に変身して５月３日に帰国した。 

 
our way to the platform for Minami-Kusatsu Station with one 
minute to spare and stand behind the triangles in the concrete 
marking the number of the car we will take. 
We left as Canadian frogs from Vancouver on the 20th of 
March and arrived at Narita airport on the 21st as Japanese 
tadpoles. With the overwhelming guidance and courtesy of 
many friends and strangers in Japan we were transformed to 
immature Japanese frogs. I flew out of Narita airport on the 
3rd of May, planning my return. 
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Our Senior Members Mr. George Matsuba 
 

Takashi and Sanae Ohki interviewed Mr. George Matsuba on 
April 25. 2019 in Edmonton 
 
Takashi: Good morning, Mr. George Matsuba. Thank you for 
coming to an interview with us today. The other day, I was 
updating your EJCA membership and found that you are 95 
years old and is still paying the EJCA membership. Do you 
know that anyone over 70 years old is free to become an 
EJCA member? 
 
George: Yes, I know. You see, I was once EJCA president in 
the 1960s when the EJCA was still small. I have been an 
EJCA member since then, so I thought I would pay the EJCA 
membership fee and made it my donation to the EJCA. 
 
Takashi: I see. Thank you very much for your contributions 
over such a long period of time. How are you today? 
 
George: I am fine, thank you.  I use a stick to walk now. I 
started losing my balance about 5 years ago. But I still drive a 
car to go grocery shopping, not for a long distance though, 
just in our neighborhood. Today, I asked our son, Garnet, to 
drive me here because this is a bit far away from home for me 
to drive alone. I love sports and I golfed, skied and curled all 
my life until about 5 years ago. Now I just go and watch 
hockey games about 15 to 20 times every season. In fact, I 
went to watch a hockey game last evening with my friend.  
 
Takashi: Golfing, curling and skiing? Did you do cross 
country skiing? 
 
George: No, downhill skiing. I went skiing to Kimberley and 
Sunshine Village. But in my 80’s, I mainly went to Snow Valley 
in Edmonton. When I was young, I used to go golfing early in 
the morning around four o’clock, finished one round and came 
back home for breakfast. I started the Edmonton Japanese 
Golf Club and the Alberta Japanese Golf Association. In 1993, 
this association hosted a Japanese Canadian Seniors’ Golf 
Tournament in Edmonton.  
 
Takashi: Wonderful. Now can you tell us your life story. 
 
George: Sure. I was born in 1923 in Steveston, British 
Columbia. My parents came from Mio Town in Wakayama 
Prefecture, the famous America Village. My father was a 
fisherman like most men in Steveston at that time. When I 
grew up in Steveston, most Japanese fishermen had already 
settled in Steveston. Before my father’s time, Japanese 
fishermen came to Steveston from Mio Mura just for the fishing 
season. My father had several fishing boats. Did I help my 
father’s fishing? Sometime, but not much because I still went 
to school. In fact, I was very busy because I went to an English 
school during the day and went to a Japanese school after 
that. In Steveston, these two schools were in the same 
building. I went to a Japanese school about eight years until 
1941. 
Then, the Pacific War broke out in 1941.  At this time, my 
family was composed of my parents and 8 boys and 2 girls; 

…cont to next page 

 
 

EJCA のシニアー ジョージ・マツバさん 
 

大木崇と早苗が 2019 年 4 月 25 日にエドモントンでジョージ・マツバさん

にインタビューしました。 

 

崇：マツバさんおはようございます。今日はインタビューにおいでいただ

きありがとうございます。先日、マツバさんの EJCA 会員登録を更新した

時に、マツバさんが９５歳なのに気がつきました。マツバさんは毎年まだ

会費を払っていますが、７０歳以上は EJCA の会費は無料になるのを知

っていますか？ 

 

ジョージ：ええ、知っていますよ。私は１９６０年台に EJCA の会長をして

いました。そのころの EJCA はまだとても小さかったです。それ以降、私

はずっと EJCA の会員です。それで会費が無料になってからも、会費は

私の EJCA への寄付と思って払い続けています。 

 

崇：そうですか。こんなに長い間毎年寄付をしていただいてありがとうご

ざいます。今日はご機嫌いかがですか？ 

 

ジョージ：気分は上々です。五年ほど前に歩く時にバランスを崩すように

なって、杖を使っています。でもまだ車を運転して日用品の買い物に行き

ますよ。まあ近所だけで遠くにはドライブしませんが。今日はちょっと家

から遠くまで来たので、息子のガーネットに運転してもらいました。私は

スポーツが大好きでゴルフ、スキー、カーリングを５年ほど前までしてい

ました。現在は一シーズンに１５回から２０回ほどホッキーの試合を見に

行くだけですが。昨日も友達と行ってきました。 

 

崇：ゴルフとカーリングとスキーですか。スキーはクロスカントリーです

か？ 

 

ジョージ：違います。ダウンヒルですよ。キンバリーやサンシャインビレッ

ジにでかけました。しかし８０歳台にはエドモントンのスノーバレーでスキ

ーをしていました。ゴルフは朝の４時頃から初めて１８ホール終わってか

ら朝食にしていました。エドモントン日系カナダ人ゴルフクラブとアルバー

タ州日系ゴルフ連盟は私が初めました。１９９３年にはアルバータ州日系

ゴルフ連盟主催でエドモントンで全カナダ日系カナダ人シニアーゴルフ大

会をしました。 

 

崇：すごいですね。ではジョージさんの生涯の話を聞かせていただけま

せんか？ 

 

ジョージ：いいですよ。私は１９２３年にブリティッシュ・コロンビア州のステ

ィーブストンで生まれました。両親は和歌山県三尾村、有名なアメリカ村

です、から来ました。父親は当時のスティーブンの男の日本人のように

漁師でした。私がスティーブストンで育った頃には日本人はもう定住して

いました。私の父親の時代の前には鮭漁の季節にだけ三尾村からステ 

ィーブストンに漁に来ていました。父は漁船を数隻持っていました。私も 

…次のページへ 
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…from prev page 
my youngest brother was not yet born. In 1942, I went to a 
sugar beet farm outside of Lethbridge in Alberta with my 
sister’s husband’s family. Two of my brothers went to a sugar 
beet farm just outside of Winnipeg in Manitoba.  My parents 
and the rest of my family went to Kaslo, a ghost town in 
interior British Columbia. Working age men were not allowed 
to go to a ghost town in British Columbia with their families. 
My older brother, Shizuo, however, went to Kaslo with our 
family because he was expected to do heavy work such as 
cutting logs for cooking and heating for the family. I was just 
19 years old  
 
I went to Lethbridge, and sugar beet farming was very tough 
for me. I worked on the sugar beet farm less than a year. 
When our family was in Steveston, we got acquainted with a 
Canadian family from Edmonton who visited Vancouver to 
take care of a war veteran. This Canadian family managed to 
get a government certificate for my older brother Ken to 
move to Edmonton. So, in Christmas of 1942, I went to Kaslo 
to see my family and over the New Year’s holidays, Ken 
moved to Edmonton.  He then arranged for me to come to 
Edmonton.  I arrived in Edmonton in January 1943 and I 
have been here ever since. 
 
Takashi: What did you do in Edmonton? 
 
George: I worked for a company for a year or so and then I 
had a chance to get special training to become a chicken 
sexer with a couple of my Japanese Canadian friends. I went 
to chicken hatcheries in northern Alberta to separate female 
chicks from male chicks. I quit working as a chicken sexer in 
1997 and became a grower service manager at Lilydale. My 
job was to coordinate work between Lilydale and chicken 
farmers who were members of the poultry co-op.  
 
Takashi: How did you meet your wife? 
 
George: I met her in Edmonton. She was a student at the 
University of Alberta. The Yamauchi family who moved from 
Opal to Edmonton invited Ted Aoki, her and me for lunch on 
weekends. I met her there. She was born in Cumberland on 
Vancouver Island. Now I live with my wife and Garnet. 
 

…前ページより 
父親を助けて漁をしたって？時々は手伝いましが、私はまだ学校で忙し

かったからそんなに手伝う時間はありませんでした。昼間の英語の学校

が終わると日本語学校に通っていました。スティーブストンでは同じ建物

に英語の学校と日本語の学校が入っていました。日本語学校に１９４１

年まで８年間通いました。 

 

そして１９４１年に太平洋戦争が始まりました。この時に私の家族には両

親と８人兄弟と２人姉妹がいました。私の一番下の弟はまだ生まれてい

ませんでした。１９４２年に私は私の姉一家とアルバータ州レスブリッジ 

の近くの砂糖大根農場に行きました。私の兄弟二人はウィニペグ近くの 

砂糖大根農場にいきました。私の両親と他の兄弟姉妹はブリティッシュ・ 

コロンビア州のゴーストタウンのキャスローに行きました。働けける年代

の男子は家族についてゴーストタウンに行くことは許されていませんでし

た。しかし一番上の兄はキャスローに行きました。家族のために暖房と

調理のための薪を切ったりする重労働をするためです。私は１９歳で砂

糖大根農場の仕事は大変でした。しかし私は砂糖大根農場で一年と働

きませんでした。私の家族がスティーブストンに居た時、エドモントンから

バンクーバーに退役軍人の世話をしに来ていたカナダ人家族と知り合い

になりました。このカナダ人家族が私の兄のケンと私をエドモントンに呼

び寄せるる許可を連邦政府から取ることが出来ました。私は１９４２年の

クリスマスにキャスロー行き家族と会いました。兄のケンが先にエドモン

トンに行き、私が来られるように用意してくれました。私は１９４３年正月

にエドモントンに着きました。これ以降、私はずっとエドモントンにいます。 

 

崇：エドモントンではどんな仕事をしましたか？ 

 

ジョージ：カナダ人の会社で一年働いた後に私の日系カナダ人の友達二

人と雛の鑑別の訓練を受ける機会にめぐりあいました。私は雛の鑑別師

として北アルバータ州の鶏の孵化場を回る仕事をしました。１９９７年に

鑑別師としての仕事を止め、鶏肉加工業のリリーデール会社のサービス

マネジャーになり会社と養鶏組合会員の養鶏場との出荷の調整の仕事

をしました。 

 

崇；奥さんと出会われたきっかけはなんでしたか？ 

 

ジョージ：エドモントンで出会いました。当時彼女はアルバータ大学の学

生でした。オパールからエドモントンに引っ越してきた山内一家が週末に

テッド・アオキと私と彼女をよく昼食に招いてくれました。そこで彼女と出

会ったのです。彼女はバンクーバー島のカンバーランドで生まれました。

現在、私は妻とガーネットと一緒に住んでいます。 

 

 
 

The Seventh Annual Edmonton 
Bonsai Exhibition  

Les Dowdell 
 
Come out and enjoy a display of bonsai 
trained by the members of the Bonsai 
Society of Edmonton. 
      Date: June 22 and 23 (Sat., Sun.),  
      Time:10 am to 5 pm each day 
      Place: EJCA Centre, 6750-88 Street,  
                 Edmonton 
      Entry fee: $5.00/person 
For further information, contact Les 
Dowdell at hokkoku@telusplanet.net or  
Ph. (780) 437-0530. 

 
 

第七回エドモントン盆栽展示会    

レス・ダウデル 

 

次の要領でエドモントン盆栽クラブの２０１９年度盆栽展示

会を開きます。皆様お誘いあわせの上おいでください。 

日時：２０１９年６月２２，２３日(土、日曜日)  

午前１０時から午後５時まで 

場所：EJCA センター6750-88 Street, Edmonton 

入場料： $5.00 

 

詳しい情報はを知りたい方はレス・ダウデル

hokkoku@telusplanet.net 電話(780) 437-0530 までご連

絡ください。 
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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 club organizes an outing each month where we usually 
take in an interesting event and then attend a new or 
different restaurant. 
  
Our April outing was to the new Royal Alberta Museum to 
take in the Viking Displays. 
 
Our May trip was to the Skyline Hydroponic Greenhouse in 
the town of Lavoy, a small town east of  Vegreville. After a 
good buffet lunch at the China Zone Restaurant in Vegreville, 
we posed for a group picture. It was raining so we all 
gathered under the “Egg”. At the greenhouse, we saw how 
beautiful vegetables are grown without soil, then some of us 
stopped at a local antique shop before heading home. 
 
The monthly gatherings usually wind up at 2:30 to 3:00 p.m.   
 
For more information, please contact: 
Alan Davis, club President at ardavis@ardsys.ca  (780-435-
8462) or 
May Uyeda, club Secretary at mayekoathome@gmail.com  
(587 990 0775). 
Cathy Tennant, club Membership at tennant@shaw.ca  

 

 

松の会便り    アラン・デイビス 
 

松の会の例会は毎月第四水曜日 EJCA センターで午前１０時４５分から

です。大体午後２時半から３時の間に終わります。EJCA 会員で５５歳以

上の人は誰でも参加できます。昼食はご自分で用意するかまたは予め

松の会を通してレストランからテイクアウトを注文出来ます。松の会は例

会の他に毎月一回みなで町にでかけます。４月にはエドモントンに新しく

出来たロイヤル・アルバータ博物館に行きました。５月にはヴェグレヴィ

ールの東の小さな町にある水耕栽培の温室に行きました。昼食はヴェグ

レヴィールの町の中華のビュッフェでした。あいにく雨でしたがヴェグレヴ

ィールの有名な巨大なイースターエッグの下に皆が雨宿りをして記念写

真をとりました。入会希望者は英語欄の連絡先までどうぞ。 

 

 

 
 

2019 Japan Photo Contest 
Open for Submission! 
 
With the goal of fostering interest in Japanese culture and 
to further promote understanding between Japan and 
Canada, The Consulate-General of Japan in Calgary is 
pleased to present its 6th consecutive Japan Photo 
Contest, open to residents in our jurisdiction of Alberta, 
Saskatchewan, Manitoba, Northwest Territory and 
Nunavut. 
 
Submit up to 4 entries (one per category) by September 
25th 

for a chance to win a variety of prizes from our generous 
sponsors. 
 
Photos taken in Japan, or in Canada with a Japan 
theme are welcome! 
 
Submission details at: https://www.calgary.ca.emb-
japan.go.jp/itpr_en/00_000643.html 

 

 

 

2019 年度日本写真コンテスト 
 

在カルガリー日本総領事館は第６回日加友好促進のための写真コンテ

ストを開催します。アルバータ、サスカチュワン、マニトバ、ノースウェス

ト・テリトリーズ、ヌナプト在住の人の応募をお待ちしています。４つの分

類のそれぞれに一枚の写真を応募できます。９月２５日までに応募くだ

さい。写真は日本で写したもの、またはカナダで写した日本と関係のあ

る題材を写したものに限ります。コンテストのスポンサーの皆様から寄

付のいろいろな賞品を用意してあります。詳しくは左記のウェブサイトで

ご確認ください。 

 

mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
mailto:tennant@shaw.ca
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000643.html
https://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/00_000643.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 Sunday 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> 

JETAANA－JET Alumni Association of Northern Alberta 

Contact: Jesse Moore <jamwerd16@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 >  

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance  

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

Contact: Keiko Frueh < keikofrueh@shaw.ca> 

  

 
 

 

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 April to May 2019. エドモントン日本文化協会の役員会は 3 月から 5 月に次の催しでボランティアとして仕事を

していただいた皆様に心よりお礼いたします。 
Nihongo Salon Virtual Ohanami        Kodomo no Hi (Kurimoto Garden, U od A)     Family Movie Day 

 

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  

Finance Committee  
Bob Tennant 
Jim Hoyano (Chair) 
Lyn Rafferty 
Sanae Ohki  

Library Committee 
Adeline Panamaroff 
Carol Brandly 
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 
 
NAJC Liaison 
Takashi Ohki 

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 
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 

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