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Come and enjoy the EJCA 
Annual Fall Fundraiser  
      Bazaar! 
All EJCA members and friends 
are welcome to our EJCA 
annual Fall Fundraiser Bazaar 
on Saturday, Oct 19th.  

• Enjoy Japanese dishes such 

as katsu curry, udon noodles 

and bento boxes. 

• Take home Japanese and 

western baked goodies to 

satisfy your sweet tooth.  

• Take home Mochi for New 

Year celebrations (the 

maximum of two packs per 

family). 

• Purchase Japanese items, 

books and other items at the 

sales tables. 

• Buy special items and gift 

certificates at the Silent 

Auction.  

Income from the bazaar will be 
used for various EJCA 
activities. 
Can you help us at the bazaar 
in any of these four areas?  
1. As a volunteer; Refer to the chart on the next page. 

2. Donation of bake sale items, Japanese side dishes, 

and other food suitable for the bazaar. Please deliver 

them to the centre by 11 am on bazaar day.  

3. Donation of silent auction and non-food sales items 

(new or lightly used items) to sell at the sales table or at 

the silent auction. Please bring donation items to ECJA 

by October 17 and fill out a donation form available on the 

side of the “Take Away Bookshelf”, outside of the office.  

4. Join the bazaar as guests, with your family and friends. 

Please shop and enjoy lunch! 

Contact person: Tomomi Calder (780)466-6140 

 

EJCA 恒例秋の募金活動 

          バザー 
 

EJCA 会員とそのご家族や友人

の皆様を、10 月 19 日(土)に開

催される EJCA 恒例秋の募金

活動バザーにご招待します。 

• カツカレー、うどん、弁当、お惣

菜など、和食の販売。 

• 甘党の皆様に吉報！大福やお

饅頭などの和菓子、洋菓子の販

売。 

• お正月のお雑煮用、EJCA 製お

餅の販売（一家に二袋まで）。 

• 日本の雑貨、書籍、その他の商

品の販売。 

• サイレントオークションで特別な

ギフトや各レストランのギフトカ

ードの出品 

バザーの収入は EJCA のいろい

ろな活動のために使われます。

以下の４つの方法で、ご一緒に

楽しいバザーにいたしましょう。 

 

1. バザーの前までの用意と当日の

ボランティア。次のページの表を

参照の上、登録をおねがいいた

します。 

2. 焼き菓子、日本食、その他のバザーに適した食品の寄付。バザーの日

の午前 11 時までにセンターにお届けください。 

3. EJCA の販売テーブルやサイレントオークションに出品するための

雑貨・ギフト品など（新品またはほぼ未使用の物）の寄付。10 月 17

日までに寄付品を ECJA に持参し、オフィスの外にある本棚横の

寄付フォームに記入してください。 

4. 最後に、どうぞご家族の皆様やお友達とお買い物、昼食にいらして

ください。バザーにはお客様が必要です！ 

連絡先：カルダー友美（780）466-6140、event@ejca.org 
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Bazaar Volunteers  
Bazaar volunteer positions – Please sign up at 
https://signup.com/go/vRHuSeC or pick your preferred 
position from the table below and contact Tomomi Calder at 
(780) 466-6140 or e-mail event@ejca.org by September 30. 
All volunteers on October 19th will receive a $7 
voucher.Volunteers on other days will have lunch paid 

バザーのボランティアについて 
バザーのボランティアポジション– https://signup.com/go/vRHuSeC にて

登録、または、9 月 30 日までに以下の表から希望のポジションを選択し

て、（780）466-6140 にお電話、もしくは、event@ejca.org にメールしてく

ださい。10 月 19 日のボランティアには７ドルのバウチャーを差し上げま

す。その他の日のボランティアは昼食費をお出しします。

 
Task Date/time # of volunteers 

required 
Description 

仕事内容 

A October 10, 9am - 3pm 
October 11, 9am – 3pm 

4/each day Make and freeze mochi 
お餅を作り、切って冷凍 

B Week of Oct 14 for 4-5 
hours 

8 Sale item sorting and price, 
silent auction item preparation 

販売品やサイレントオークショ

ン出品物を整理し、値付け 
C Oct 18  9am - 4pm 8 Preparation of Japanese food 

(one day before)** 

食事の仕込み、調理** 

D Oct 19  8am - 1pm 8 Preparation of Japanese food ** 食事調理** 
E Oct 19  8am - 11am 4 Preparation and packaging of 

food 

食品を入れ物に詰める。 

F Oct 19  10:30am - 2pm 2 Greeters at the door 玄関で来客へ挨拶。 
G Oct 19  10:30am - 2pm 2 Site managers 会場整理。 
H Oct 19  10am - 2pm 6 Food sales 食品、食券販売。 
I Oct 19  10am - 2pm 4 Bake sales 寄付の食品を詰め、販売 
J Oct 19  10am – 3pm 1 Painting sales 絵画の販売 

K Oct 19  10am - 3pm 6 Non-food sales ギフト雑貨の販売 
L Oct 19  10am - 3pm 2 Book sales 本の販売 
M Oct 19  10am - 2:30pm 3 Silent auction サイレントオークションの展示

と販売補助 
N Oct 19  11am - 1:30pm 4 Food servers 食券を受け取り、給仕 
O Oct 19  1pm - 3pm 4 Kitchen cleaning 台所の後片付け 
P Oct 19  2pm - 3:30pm 2 Cleanup and packing up of non-

food sales 

販売品の残りの片付け 

Q Oct 19  11am - 1:30pm 1 Photographer 写真撮影 
R Oct 19  10:30am - 2pm 1 MC 会場の司会進行 
S By Nov 15 1 Writer for a moshi moshi article バザーの記事をもしもし 11 月

号に寄稿 
**Requires some Japanese food cooking skills.    **日本食家庭料理、調理経験がある方。

 
The Kimiko Shimizu Arts and Cultural 
Development Grant 

!!The application deadline date is October 31,2019!! 

The grant in the amount of $500 is awarded annually to 
support activities or projects with a strong cultural/craft 
component appropriate to the Japanese Canadian 
community as reflected in the Vision Statement of the EJCA:  

The Edmonton Japanese Community Association (EJCA) 
is a community of members whose vision is to create a 
shared experience of Japanese and Canadian culture. 

For example, applicants might study with a tea master, 
attend a taiko workshop, publish poetry, practice sumi-e, 
attend a haiku celebration, collect historical artifacts, carry 
out a specific project (studying in Japan, developing special 
media), attend a karate dojo, present at a conference on 
Canada/Japan relations, prepare a manuscript and so on. 
Here are: Details and Application form 

 

キミコ・シミズ芸術奨学金 

 

この５００ドルの奨学金は EJCA のビジョンに沿って日本文化をカナダ

社会へ広める目的の芸術・文化活動を支援するために設けられまし

た。例えば茶道師範のもとでの勉強、太鼓ワークショップ、詩の発表、

墨絵の勉強、句会への出席、伝統文化遺産の収集、日本への留学、ソ

-シャル・メディアの開発、空手や柔道ワークショップ、日加関係会議で

の発表などです。 

奨学金の詳細および応募方法はこちらをごらんください。応募締切は毎

年１０月３１日です。Details and Application form 

 

2018 年の芸術奨学金はグレッグ清水さんの「桜の響きプロジェ

クト」と ジーン＝マーセル・ヂュシオームさんの「華道ワークショ

ップへの参加費援助」の二つの活動が$５００を半分ずつ受賞し

ました。 

 

 
In 2018,The sound of the Sakura Project by Greg Shimizu 
and Advanced Ikebana Instruction by Jean-Marcel 
Dusiaume received the grant and shared $500. 

https://signup.com/go/vRHuSeC
https://signup.com/go/vRHuSeC
http://www.ejca.org/documents/Kimikishimizu%20Grant%20rules.pdf
http://www.ejca.org/documents/KimikoShimizu%20Grant%20form.pdf
http://www.ejca.org/documents/Kimikishimizu%20Grant%20rules.pdf
http://www.ejca.org/documents/KimikoShimizu%20Grant%20form.pdf
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All EJCA Members are invited to attend the 2019 EJCA 
Annual General Meeting and Dinner. 
We invite NEW members to come and see what the EJCA 
offers and meet other members. 
This year we are celebrating the 25th anniversary of our 
collaboration with the Argyll Community League and will be 
featuring guest speakers to share the history of our 
association. 
 
Annual General Meeting 

Date/Time:  4:00 to 5:00 pm, Sunday October 6th, 2019 
Location:     EJCA Centre, 6750 – 88 Street, Edmonton 
Agenda:   Pre-meeting: member sign-in 
1. Welcome 
2. Review and Approval of Agenda 
3. Minutes of 2018 AGM  
4. Old business 
5. President’s Report 
6. Treasurer’s Report 
7. New Business 
8. Election of the Board of Directors 
9. Adjournment 

 
POST AGM PROGRAM: Social, Dinner & 25th Anniversary 

5:00 to 5:30 pm:  Social  
5:30 to 6:30 pm: Dinner & Entertainment 
6:30 to 7:30 pm: 25th Anniversary ceremony, 

Presentations by Guest Speakers, Club 
presentations/display 

Dinner: Free for all EJCA members. 
$25 for all non-members  
Cash bar will be available. 

Reservations are required for all dinner guests (including 
EJCA members) by Wednesday, September 25. 
 
For reservations, please sign up here 
(https://forms.gle/dAwPVW8xM44zMJ3D7 ), alternatively, 
you can contact the office at (780) 466-6140 or 
event@ejca.org 
 
Are you, or any other EJCA member you know, celebrating 
a milestone birthday of 77, 88 or 90 by December 31, 2019? 
Those precious seniors attending the AGM and dinner, will 
receive a special gift. Please contact us as above. 
 
Our amazing events are made possible by the hard work of 
our volunteers. For volunteer sign-up please call (780) 466-
6140 or email event@ejca.org 
1.  Set up the venue        4 volunteers   3:40 – 4:00 pm  
2.  Clean up after program    4 volunteers   7:30 – 8:30 pm 
3.  Kitchen Assistant        3 volunteers   5:00 – 6:00 pm 

EJCA のすべての会員の皆様を、2019 年の EJCA 年次総会および夕

食会にご招待いたします。 

特に、新会員の皆様は EJCA の活動をご覧いただき、他の会員に出会

うためのいい機会になるでしょう。 

今年は、アーガイルコミュニティリーグとの会館設立 25 周年を祝い、ゲ

ストスピーカーを迎えその歴史の一部を振り返ります。 

 

年次総会 

日時： ２０１９年１０月６日（日曜日）午後４時から５時 

場所： EJCA Centre, 6750 – 88 Street NW, Edmonton  
議題：  年次総会の出席者の登録  

1. 歓迎の挨拶  

2. 議題の採決  

3. ２０１８年度議事録の採決  

4. 継続議題  

5. 会長報告  

6. 会計報告  

7. 新規議題 

8. ２０１９年度役員選出  

9. 年次総会閉会 

 

 

総会後プログラム：夕食会と 25 周年記念祝賀会 

午後５時から５時半：  歓談 

午後５時半から６時半： 会食 

午後６時半から７時半： 25 周年記念プログラム 

 

夕食会はＥＪＣＡ会員は無料、非会員は一人２５ドルです。Cash Bar 

会員も非会員 （ゲスト）も夕食会に出席する方は予約が必要です。9 月

25 日までにご予約ください。 

ご予約は こちらから。 (https://forms.gle/dAwPVW8xM44zMJ3D7 ) 

または、(780)466-6140 か event@ejca.org まで。 

 

2019 年１2 月 31 日までに 77，88，90 才になる方はＥJＣＡから記念品

を贈呈いたしますので、予め上記までご連絡の上、総会と会食にご出

席下さい。 

 

EJCA のイベントは有志のボランティアの皆様のおかげで成り立ってい

ます。以下のお手伝いをしていただける方は、 (780) 466-6140 または

event@ejca.org までお知らせください。  

1. 会場設置 4 人 3 時 40 分 – 4 時 

2. 後片付け  4 人 7 時半 – 8 時半 

3. 夕飯配膳 3 人 5 時から 6 時,  

 Sketch of Centre in 1994 

https://forms.gle/dAwPVW8xM44zMJ3D7
https://forms.gle/dAwPVW8xM44zMJ3D7
mailto:event@ejca.org
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President Corner       Sanae Ohki 
 

On September 24, 1994, the EJCA-
Argyll Centre held an official opening 
ceremony. So, this September will be 
the 25th anniversary of the centre. 
Looking back at the last 25 years, I am 
amazed how significantly EJCA has 
expanded its activities. We have 
expanded our membership from 
Japanese Canadians to new Japanese 
immigrants and to Canadians in general 
who are interested in Japan and 
Japanese culture. Before the centre 
opened, EJCA was mainly a social club 
of Japanese Canadians and its main 
activities were Senior’s Day, the AGM 
with dinner, a picnic, a Christmas party 
and participation in the Heritage Festival. In 2019, EJCA held 
the New Year’s party, Hinamatsuri, movie night, a centre 
cleaning day, Natsu-matsuri, Heritage Festival, summer 
camps, AGM, fall bazaar and Christmas party. Besides these 
events, EJCA offered Japanese classes, Japan Today, library 
services, Nihongo Salon, and workshops. EJCA has 15 clubs 
that use the centre extensively.  
 
The EJCA’s newsletter, “Moshi Moshi” started in 1977. In the 
beginning, it had only a printed version that was sent to EJCA 
members by mail. I read several old issues of Moshi Moshi 
and realized that EJCA conducted significant activities such 
as a bus trip to New Denver in 1994. The Moshi Moshi carried 
interesting stories such as a report about the Heritage 
Festival. I also noticed that some members who appeared in 
these old issues of Moshi Moshi are still active participants in 
the current EJCA activities and have given EJCA energy and 
continuity. If you want to read the September 1994 issue of 
Moshi Moshi, the link is: September. Actually, you can read 
all issues of Moshi Moshi at http://www.ejca.org/moshi-
moshi.html , though we have a few missing issues. 
 
EJCA clubs are now major components of our activities. Most 
of them joined EJCA after the EJCA-Argyll Centre became 
available for their activities. Before moving to the center, Kita-
no-Taiko stored their drums in a rental space. The Karaoke 
Club started its regular meetings at this rental space too. I 
remember there was an arts and crafts club that met at a 
member’s house. 
 
What are the elements that support the current EJCA 
activities? 
1. EJCA has strong roots in its original form of a social 

association for Japanese Canadians. 
2. The establishment of a drop-in centre at the rental space 

proved that its own center would expand its activities. 
3. EJCA established a centre feasibility study committee 

with a $30,000 grant from the City of Edmonton and 
conducted an extensive and thorough feasibility study. 
Some members feared that a small group of Japanese 
Canadians in the Edmonton area could not support its 
own centre. But the committee led by George Tsuruda 
convinced EJCA members that it would be possible for us 
to have our own centre.  …..Cont. to next page 

会長便り                大木早苗 

 

エドモントン日本文化協会会館の開館

式が 1994 年 9 月 24 日に行われまし

た。今年 2019 年は開館から 25 年目

の大切な年です。この 25 年間にエド

モントン日本文化協会は会員数や行

事・活動数そして内容とどれをとっても

驚くほどの躍進をしました。1994 年と

2019 年を比べると、会員は以前から

の日系人会員に加えて、日本文化に

興味のあるカナダ人一般や日本から

の新移住者や短期滞在の人が増えま

した。以前の EJCA は日系人の親睦

が主で、行事は敬老会と AGM、ピク

ニック、クリスマスパーティとヘリテー

ジ祭りへの参加などをしていました。

2019 年の行事は新年会に始まり、ひ

な祭り、映画会、大掃除、夏祭り、ヘリテージ祭り、サマーキャンプ、AGM, 

秋のバザー、クリスマスパーティです。行事の他に、日本語教室、Japan 

Today などの Outreach Program, 図書室、日本語サロン、ワークショップ

そして１５のクラブ活動があります。 

 

会報「もしもし」は 1977 年から発行されています。当時は印刷物を郵送

していました。「もしもし」を読み返してみると私たちの現在があるのは、

1994 年以前の日系人会がすばらしい活動をしていたからだということが

よくわかります。今ちょっと、1994 年 9 月号のもしもしを見ていたら、New 

Denver へバス旅行をしたレポートがありました。現在はバス旅行はして

いませんね。また、記事の内容がとても豊かです。ヘリテージ祭りに参

加した報告もあります。空手クラブはこのころも参加しています。もう一

つ気が付くのは、今でも EJCA で活躍している方々のお名前がたくさん

あることです。長く EJCA にかかわっている人が多いことも現在への発

展の要素だったことがわかります。1994 年 9 月号へのリンクはこちら: 

September  または http://www.ejca.org/moshi-moshi.html 

 

現在 EJCA の大切な要素であるクラブ活動を見ると、多くのクラブは

EJCA 会館がクラブ活動に使えるようになってからの参加です。太鼓ク

ラブは太鼓を EJCA の借用オフィスに入れていたように覚えています。

この借用オフィスでカラオケクラブが練習をはじめたのが現在の形の

EJCA クラブの始まりかもしれません。それ以前にも EJCA の中に手芸

のグループがありました。 

 

現在のエドモントン日本文化協会の活動を可能にしているものはなんで

しょうか？ 

１） 日系人会として存在していた EJCA が長い間しっかりと活動して

いた。 

２） 1989 年に借用オフィスで Drop-in Centre を始め、その経験から

自分たちの会館があると活動が広がることがわかった。 

３） 1990 年に会館設立準備委員会を作り、Feasibility Study をするた

めの基金$30,000 をエドモントン市から受け、本格的に会館建設の

可能性を探り、EJCA が何を必要としているかの調査を行った。会

館設立反対の意見も多くあったが（小さな日系人会が会館を作っ

て運営していけるのか、十分活用できるのか、将来日系人の経済

的負担になるような施設は自分たちの責任で作りたくないなど)、

委員長のジョージ・ツルダ氏(故人)が会館の将来の発展を考えて

リーダーシップをとり、会館設立準備委員会が建設に向かってよ

い役割を担った。 

４） 限られた資金の中で必要条件を満たす会館づくりの可能性として

Argyll Community League （ACL）の施設を改築・増築する可能性

を見つけ、日本文化会館設立委員会を立ち上げた。 

．．．次のページへ 

On September 24, 1994, the centre opened officially. 
Jim Hoyano and Mike Leedham cut the tape! 

http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Moshi%20Moshi%20Archives%201977-2010/1994/1994-09.pdf
http://www.ejca.org/moshi-moshi.html
http://www.ejca.org/moshi-moshi.html
http://www.ejca.org/documents/Moshi-Moshi/Moshi%20Moshi%20Archives%201977-2010/1994/1994-09.pdf
http://www.ejca.org/moshi-moshi.html
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From prev. page 

4. The committee found an innovative way of jointly building 
a centre with the Argyll Community League. 

5. EJCA, Argyll Community League and the City of 
Edmonton cooperated to make this centre project 
possible within a limited budget. 

6. Once the centre was completed, EJCA and the Argyll 
Community League established a joint centre 
management committee that worked well. 

If you want to know about how the centre was built, refer to 
EJCA History Project Report, 2014, (pp 87 – 93) “8.3.7 
EJCA Centre” :History Project Report 
7. EJCA approached Japanese culture clubs in Edmonton 

to join EJCA and use the facilities at the centre. As a 
result, Karate, Kita-no-Taiko, Bonsai, Chigiri-e, and 
Japanese dance clubs joined EJCA bringing non-
Japanese Canadian members to EJCA.  

8. In the 2000s, EJCA expanded its activities of bringing 
Japanese culture to Canadians in general through such 
programs as Japanese Language classes, Japan Today 
for junior high school students and Explore Japan for 
senior high school students. Recently EJCA added 
programs for teens and children.  

9. Lastly, a very important element is  that the centre has 
been operating within a budget that can be supported by 
EJCA and Argyll Community League budgets and a 
special arrangement with the City of Edmonton since the 
centre is built on city property. These budgets and special 
arrangement made it possible for EJCA and Argyll 
Community League to operate the center on a very stable 
financial basis.  

Reviewing these elements, I have realized that the centre 
feasibility study gave us a solid base to extend and maintain a 
centre that has lasted and expanded its activities over the last 
25 years. 

I was lucky to have joined the Culture Centre Project 
Management Committee and watched from the feasibility 
discussions to the opening of the centre. It is hard to believe 
that 25 years has passed since I proudly joined a group of 
people for a photo session in front of the centre entrance for 
the official opening. Those EJCA members of 25 years ago 
thought about the future of centre to give us the base for the 
current EJCA activities. Now I wish that the current young 
EJCA members will think about the future of EJCA and 
prepare another solid base for EJCA to remain active and 
contribute to Canadian society in the coming 25 years. 
 
At the coming 25th Anniversary AGM and dinner on 
Saturday, October 6, we are inviting the members of the 
Culture Centre Project Management Committee, all EJCA 
Board members of the last 25 years and those who helped 
us to build the centre from the Argyll Community League 
and the City of Edmonton. We want to show them what the 
centre has become over the last 25 years and think about its 
future together. 
 
At the AGM, we are going to elect a new board. I want to 
take this opportunity to thank the current board members  
who all contributed to the activities of EJCA making the best 
use of their knowledge and experiences. Thank you Scott 
Tanaka, the manager, and Tomomi Calder, the event 
coordinator, for your wonderful support for our activities. 

前ページより 
５） この過程の中で ACL とエドモントン市が建設的に前向きな考えで

協力した。 

６） 会館が設立されると、ACJ-EJCA 会館運営委員会によって会館

を運営する組織ができ、お互いを尊重・理解し譲り合いながら、共

同運営が進められている。 

以上の会館設立の過程は EJCA History Project Report, 2014, 
の 87 – 93 ページ “8.3.7 EJCA Centre” に詳しく記録されていま

す。リンクはこちら：History Project Report 
７） 会館の有効な使い方として、日本文化関係のクラブに会館を使っ

てもらえるよう働きかけ、空手クラブ、北の太鼓、盆栽クラブ、ちぎ

り絵、日本舞踊クラブなどが参加して、多くの日系ではないカナダ

人も会員になり、EJCA の新しい活動方向がでてきた。 

８） ２０００年代に入って、カナダ社会一般に向けた日本文化振興の

活動を盛んにした。以前から参加していたヘリテージ祭りに加え

て、中学生を対象にした Japan Today, 高校生の Explore 

Japan, 日本語教室、諸種のワークショップを行っている。近年は

カナダの Teens 向けのプログラムや、子供のプログラムも提供し

ています。 

９） 最後にとても大事なのは、この素晴らしい会館の運営費が ACL

と EJCA の予算に見合った額に収まっていることです。７月号でも

お伝えしましたが、EJCA の運営費は会費、ボランティア活動によ

る収入(カジノ、バザー、ヘリテージ祭りなど)、会館のレンタルなど

が主なもので、EJCA だけではとてもこのような会館を維持できる

レベルではありません。市が所有する公園にあるアーガイルコミ

ュニティの建物を共同運営していることが、EJCA 活動全体のた

めに大きく関係しています。立派な会館を作ってもその運営費が

会の予算に重くのしかかることはよくあることです。 

 

このように考えてくると、以前からのエドモントン日系人会の活躍と会館

設立の時に Feasibility  Study を行い、いろいろな意見を取り入れて、

良く考え抜いた結果としてできた会館が、今のエドモントン日本文化協

会の礎になっていることがわかります。 

 

私は会館設立委員会の一員として会館の準備の段階から完成まで関

わることができました。会館の開館式で玄関の前でみんなと並んで写真

をとったのがもう２５年前だとはとても信じられません。当時の EJCA 会

員が考え抜いた会館とその後の会館の利用が今日の EJCA の多岐に

わたる活動の礎になっていることを考えると、次の２５年間に思いがお

よびます。現在の若い世代の会員の皆様にこれから２５年の将来を考

えていただき、環境の変化に応じて EJCA がカナダ社会で有意義な活

動を続けられるような新たな礎を築いて欲しいと願います。 

 

２０１９年１０月６日(日)の年次総会の後の夕食会とプログラムには、こ

の２５周年を記念して、会館設立の原動力となった会館設立準備委員

会の方々、１９９４年から今まで EJCA でリーダーシップをとった役員全

員、および ACL や City のお世話になった方をご招待して、お礼の気持

ちをお伝えし、エドモントン日系人会の現状を見、次の２５年への展望の

機会にしたいと思っています。このエドモントン日本文化協会にとって大

切な時を大勢の会員の皆様に参加していただいて、お祝いいたしましょ

う。 

 

さて、８人の役員が運営してきた今年度も１０月６日の年次総会で、次

の役員会に引き継ぎます。役員のみんながそれぞれに得意とするとこ

ろを発揮したことが素晴らしいです。今年で任期をおわる役員の方々に

全会員を代表してその貢献にお礼をいたします。皆様と一緒に役員会 

で話合ったり、笑いあったりしたこと、沢山の行事でご一緒したこと、な

どなど、良い思い出です。ありがとうございました。そしてマネージャー

の田中スコットさん、行事係のカルダー友美さん、ご活躍ありがとうござ

いました。 

http://www.ejca.org/documents/history-report-2014/history-report-2014.pdf
http://www.ejca.org/documents/history-report-2014/history-report-2014.pdf
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Princess Takamado Lectures on Netsuke  
Jane Bisbee 

A full house of students, dignitaries, 
scholars and community members 
gathered on August 30th at the 
University of Alberta Faculty Club to 
welcome Her Imperial Highness 
Princess Takamado as she presented 
a public lecture on the topic of 
netsuke. 
 
In addition to many senior faculty 
members from the UofA, the lecture 
was attended by Her Honour Lois 
Mitchell, Lieutenant Governor of 
Alberta and Japanese Consul General 
for Alberta, Shigenobu Kobayashi. 
 
Her Imperial Highness, who holds an 
honourary Doctorate from the university, is on a cross-
country tour commemorating 90 years of diplomatic relations 
between Japan and Canada.  Her stop in Edmonton also 
marked the fifteenth anniversary of the Prince Takamado 
Japan Centre for Teaching and Research at the UofA, and 
prior to the lecture, Her Imperial Highness met with students 
at the centre. 
 
Her Imperial Highness Princess Takamado, who along with 
her late husband, His Imperial Highness Prince Takamado, is 
well-known as an expert and collector of netsuke, explored 
the role of these “tiny ambassadors” in introducing 
Westerners to the culture of Japan.   
 
Netsuke are small toggles, made of many materials such as 
wood, ivory or ceramics. They were originally vital to anchor 
sagemono, a hanging object such as a tobacco pouch, from 
the obi (belt) of a man’s kimono, since the traditional 
Japanese garment had no pockets. As many Japanese 
moved to western dress after the 1868 restoration of the 
Meiji and the opening of the country to the world, these tiny 
works of art (always having two holes, to attach the 
sagemono cord) lost their utilitarian purpose. But they then 
took on a completely new role, as easily transportable works 
of art to feed the growing western fascination with everything 
Japanese. In fact, so active was the collecting that most 
major collections of netsuke are now held outside of Japan. 
One exemption is the fine HIH Prince Takamado Collection 
of both historic and modern netsuke in the Tokyo National 
Museum. 
The earliest netsuke were simple pieces of wood or horn, 
gradually becoming more decorative. The earliest examples 
presented by Her Imperial Highness were shaped as round 
disks with relatively low relief carving – so as not to catch  
and damage the cloth. She traced the evolution of the use  
and styles of netsuke through many period paintings and 
artworks, used by scholars as dating tools. Over time, 
netsuke became more and more elaborately carved with fine 
detail. Animals, birds, zodiac figures and ghosts all became 
popular subjects, providing, as Her Imperial Highness noted, 
“a gateway into Japanese mythology.” 

高円宮妃殿下の根付の公開講義       ジェイン ビスビー 
 

８月３０日にアルバータ大学ファカルティークラ

ブで高円宮妃殿下による根付の講義がありま

した。会場はアルバータ州副総督ロイ・ミッチャ

ル氏、在カルガリー日本総領事小林成信氏を

始め、大学関係者、EJCA 会員、一般市民の

皆様で満席でした。 

 

高円宮妃殿下はアルバータ大学から名誉博士

号を授与されていらっしゃいます。この度は日

本とカナダの外交関係開始９０周年を記念して

カナダを訪問されました。アルバータ大学に立

ち寄られたのはアルバータ大学の高円宮記念

日本センターの１５周年を祝うためでもありまし

た。妃殿下は講義の前に日本センターのスタッ

フや学生にお会いになりました。 

 

根付は木材、象牙、焼き物などの材料を使った小さな留めものの装飾品

でもともとは煙草入れなどを男の和服に挟むときに使われていました。明

治維新以降、日本人男性の衣服が西洋化すると根付は従来の使い方は

なくなりました。しかし、西洋人から日本の精緻な芸術の一つとして鑑賞さ

れるようになりました。そのため現在では世界で重要な根付の収集は日

本の外にあります。この例外が高円宮コレクションです。伝統的な根付と

現代の根付のコレクションが東京国立博物館に収められています。 

 

根付は簡単な形から徐々に複雑なものになっていきました。そして日本

の神話に基づく動物、鳥、人間、幽霊など日本の神話への入り口とよば

れるような根付が作られるようになりました。 

 

妃殿下は講義のあとに参加者からの質問に答えられました。丁寧な説

明には妃殿下の根付にたいする深い造詣が感じられました。また妃殿下

は高円宮殿下に根付を紹介したのが妃殿下であったこと、殿下が妃殿

下に結婚前に差し上げた最初の贈り物が根付であったことなど個人的な

お話をされました。 

 

 
 
 
At the end of her lecture, Her Imperial Highness took 
questions from the audience, giving detailed answers that 
only hinted at her obvious depth of knowledge on the topic. 
But she also revealed interesting personal stories, such as  
the fact that it was she who first introduced her late husband 
to netsuke, and that his first gift to her before they were 
married was in fact, a netsuke. 

 

Her Imperial Highness Princess Takamado 
at the Netsuke lecture, U of A Faculty Club. 
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The Fourth EJCA Natsumatsuri 
 
On Saturday, July 13th, EJCA held its fourth Natsumatsuri 
Summer Festival. We were very lucky to have the festival on 
a warm sunny day, such a rare chance this summer in 
Edmonton. 2019 is the 25th anniversary of the EJCA-Argyll 
Centre and to celebrate this occasion we revealed a 
memorial plaque with president of the Argyll Community 
League and shot up fireworks for the first time at our 
Natsumaturi. The fireworks were much more impressive than 
our expectations and a lot of people asked us to do it again 
next year (I am afraid we cannot afford to do so.) 
 
We had shops selling toys for children; yukata rentals; a 
selfie studio; games for children; displays and demonstra-
tions by EJCA clubs; karaoke; festival foods such as 
yakisoba, Japanese sweets, takoyaki, chicken karaage; beer 
and sake and bon-odori of course.  More than 1000 people 
enjoyed the Natsumatsuri. 
 
The Natsumaturi Committee thought about how people could 
experience a natsumaturi in Japan right here in Edmonton. 
Some participants suggested that Natsumaturis could do 
everything in Japanese such as announcements, brochures, 
and price lists so that participants would step into a 
Japanese Natsumaturi once they entered the venue. An 
interesting idea. 
 
We owe the success of Natsumaturi to a large number of 
volunteers, some from the setting up of tents in the beginning 
to cleaning of the venue in the end. 
 

An Anecdote of Natsumatsuri                Motoyasu Sato 
 
I participated in this year’s Natsumatsuri as a member of the 
Natsumatsuri Planning Committee and gained a new 
perspective of the event. It was a bit different from my 
experience being just as a volunteer at the Natsumaturi. In 
my memories, Natsumatsuri was something that had already 
existed before I was born and is not something we create 
new. Then, what do we set as a goal for the EJCA 
Natsumaruri, making money or getting the largest number of 
participants? Not that simple. Just look at Natsumatsuri in 
Japan. Did they emerge to achieve some goals? I don’t think 
so. 
 
So, while I was busy preparing shaved ice as a volunteer, I 
guessed that EJCA members somehow maintained this 
sentimental wish to create Natsumatsuri right here on the 
EJCA grounds. I had to accept that in their minds they had 
vivid memories of irresistible smells of burning squids, yukata 
smelling of fresh soap and camphor, the drastic change from 
the searing sunshine of the day to the seductive darkness of 
the night, masked faces in the crowd, large plastic bags of 
cotton candies, etc. 
 
How far are their memories stretched? Do they imagine 
some male members of EJCA getting drunk and feeling high 
in broad daylight? We had to decide on acceptable behaviors 
at the EJCA Natsumatsuri. We followed the local rule that 

…..Cont. to next page 

第 4 回 EJCA 夏祭り 
 

2019 年 7 月 13 日(土)、久しぶりの快晴に恵まれた日に、第 4 回目の夏

祭りが行われました。今までで一番多い 1000 人以上の参加者がありまし

た。今年はエドモントン日本文化協会会館が落成した 1994 年から 25 年

目の記念の年になり、その祝賀を兼ねて、開会式には会館を共同運営し

ているアーガイル・コミュニティとの記念盾の除幕があり、お祭りの最後に

は花火がありました。花火は会館共同運営委員会からの提供でした。み

んなが思っていたよりもずっと立派な花火で、来年も花火をしてほしいと

いう声まで聞こえてきました。でも花火はちょっとお値段も高いです！ 

 

おもちゃや小物の売店、浴衣の貸衣装付きの Selfie 写真館、子供のゲ

ーム、各クラブの演技や展示、かき氷から焼きそば、和菓子、駄菓子、た

こ焼きなどなどお祭り食べ物も沢山、もしてもちろんビアガーデン、、、

と、子供からお年寄りまで本当に楽しい日本体験のお祭りでした。 

 

夏祭り準備会では日本のお祭りを皆様に体験してほしいと思っていろいろ

計画をしていますが、ある参加者は「お祭りの会場に入ったら、すべてが日

本のように、案内などももっと日本語で書いたり、アナウンスは日本語でし

たりして、夏祭りに来たら、日本に来たように感じたい」と言っていました。 

 

そしていつものように、大勢のボランティアの皆様が夏祭りを可能にしま

した。ありがとうございました。あるボランティアは朝 1 番のテントの設置

から、最後の片付けまでボランティアをしてくださいました！来年は少し

でも夏祭りを楽しんでいただきましょう！ 

 

夏祭り拾遺     佐藤 元康 

  

今回の EJCA 夏祭りはシフトボランティアではなく、運営役員として参加

させていただいたので、ちょっと裏側から振り返ってみたいと思います。 

  

自身の記憶を辿ってみると、地域の祭りというのはすでに「そこにある」も

のであって、 イベントとして立ち上げる種のものではありませんでした。

新しく始めるにあたってどうすればいいのか？とにかく利益優先でいくと

か、集客第一をねらうとか狙いを定めれば、それは話がシンプルで目標

も立てやすいわけですが、実際はそうではありません。だいたい、日本

のお祭りだって何か明確な目標があって集まっていたかというとそうでは

なかったような気がします。 

  

ともかく、エドモントンにおいての夏祭りの再現という、実にセンチメンタ

ルな願望があるのだ、ということは一ボランティアとしてかき氷を削るだ

けでは分かっていませんでした。焦げたイカの匂い。石鹸や樟脳の香り

がする浴衣、昼間の太陽から夕闇が迫るトランジション。浮かび上がる

お面や綿あめの袋。なんかがスタッフの脳裡にはありありと浮かんでい

るのだな、ということに（もちろんそのような日本での経験をまったくお持

ちでない方もいらっしゃいますけど）。 

  

ただし、まだ日が落ちる前から「気分の良くなった」おじさんが踊ってい

る、みたいな情景がアリかナシかとなると微妙な問題になってきます。落

としどころを見極めるセンスが要求されるところですね。法的に公共のオ

ープンスペースではアルコール類の提供は御法度ですから、エリアをフ

ェンスで囲わなければならない。しかし、何かで入り口を制限した祭りな

んて実は私は経験したことがありません。そもそも、歩きタバコと同じで

酒類を持ちながらふらふらしていることが許されるのかどうかも簡単では

ないんです。 

 

今回、個人的にいちばん嬉しかったのは、うら若い女性が来年のボラン

ティアに申し込みたいとわざわざチェックインブースまで尋ねてきてくれた

ことでした（「嬉しかったのは」はあいだを飛ばして「来年の」あたりにぼん 

．．．次のページへ 
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From prev. page 

drinking was permitted only at a specific enclosed area. No 
way here in Canada to allow people walking with a bottle of 
beer in a public place. 
 
Personally, I was most pleased when a young woman came 
to see me in the volunteer registration booth to register as a 
volunteer at the next year’s Natsumatsuri. I told her that she 
would be most welcomed but had to wait until next year. 
 
By the way, the Natsumatsuri Planning Committee had 
already started investigating if we could build a raised 
platform with logs at the centre of bon-odori circle. We have 
been dreaming this for a long time and now is the time to 
take actions to realize it. But we must go over many red 
tapes. If you have any idea, please pass it to us. This is my 
anecdotal description of natsumatsuri but wish that it has 
given you a new glimpse of natsumaturi. 
 

 

前ページより 
やり掛かります）。もちろん歓迎です。来年のサインアップまで半年

少々！お待ちください。 

  

ところで、来年は悲願の「やぐら」を建てられるかどうか模索が早くも始ま

っているようです。上述のとおり、行政のさまざまな規制があり一筋縄で

はいきませんが、ただ期待しているだけではいつまでも実現することは

ありません。よいアイディアやご助力をお寄せいただければ幸いです。最

後に「拾遺」ですから本筋とは少し離れてしまっているし、とりとめもない

話になってしまいました。ご容赦ください。 

      
 

Introduction to Japanese Calligraphy (Shodo) 
Fukuko Gordon 

This is the third time we are offering an introductory 
workshop for Japanese Shodo. This is a popular workshop 
that fills up quickly. This workshop is ideal for participants 
with limited or no experience with Japanese Shodo. We are 
opening the workshop to non EJCA members for the first 
time. The workshop instruction will be in English. No need to 
have Japanese language or cultural knowledge to 
participate. Let’s experience the wonderful world of Japanese 
Shodo together! 
 
Participants: EJCA members and Non-members, Over 16 

years old 
Location:  EJCA centre 
Date/time: Saturday, November 16, 2019 

10:00 am – 12:00pm 
Fee: EJCA member: $30 Non-member: $40 (Please pay 

at the class, cash or cheque payable to EJCA) 
How to apply: Email to event@ejca.org by November 10  
   Member: applications accepted starting September 20th  
   Non-member: applications accepted starting October 1st  

Maximum 12, minimum 8 participants, first 
come first served 

*All necessary shodo equipment will be provided by EJCA 
 
Instructor: Fukuko Gordon 

Born and raised in Tokyo, Japan. I began shodo at a 
very young age and have earned a third dan black belt 
in Shodo. As an instructor of Shodo, I taught Shodo in 
children’s classes in Boston, and I teach Shodo in the 
Explore Japan program. I would like to help you along 
your way to become a lifelong learner of Shodo. 

 

書道ワークショップ（初心者）   ゴードン福子 

毎回人気の書道ワークショップ、第３回目のお知らせです。今回は今ま

で書道の経験がない、又は数回経験しただけという EJCA 会員の方々と

そして非会員の方々にも参加していただけるようになりました。ワークシ

ョップは英語で行われます。日本語や日本文化の知識がなくても大丈夫

です。一緒にすばらしい書道の世界を体験してみませんか。 

 

対象者： エドモントン日本文化協会の会員又は非会員、16 才以上 

場所： エドモントン日本文化会館 

日時： 2019 年 11 月 16 日（土）午前１０時から１２時まで 

参加費： 会員＄30  非会員＄40 （当日現金か小切手での支払い） 

申し込み方法：event@ejca.org にメールで「参加者名前、会員・非会員

の別」を入れて申し込んでください。 

会員は（9 月 20 日）から受け付けますが、非会員は（10 月 1 日）から受け

付けとなります。先着順で 12 名まで、8 名以下の場合は取り消します。 

締切日： 11 月 10 日 

＊必要な道具等は全て EJCA で用意します。  

 

講師：ゴードン福子 

東京出身、エドモントン在住 14 年。幼い頃に書道を始めて有段者となり

ました。アメリカでは子供達に書道を教えた経験があります。毎年エドモ

ントンで行われる高校生を対象とした Explore Japan でも書道講師として

活躍しています。このワークショップを機に、参加者の方々が書道に夢

中になれるようお手伝いできればと思います。 

    
 

Event Calendar 2019 (Tentative Dates)         2019 年行事予定 
Annual General meeting  Sunday, October ６, 2019      10 月６日(日) 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) 清水きみ子奨励金申請締切り 

 11 月 3 日(日) 日本語サロン 利き酒会 

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

New Years Party Saturday, Janaury 11, 2020      1 月 11 日(土) 新年会 

Raised platform, this or that? 

どんなやぐらを作るのですか？ 

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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Japanese Salon        Noriko Taira 
 
I am a volunteer for Nihongo Salon. Some EJCA 
members are not familiar with Nihongo Salon and 
think of it as another EJCA event. In fact, Nihongo 
Salon is a comprehensive program which provides 
many programs and events in Japanese, mainly for 
new Japanese immigrants and their families who have 
recently come to the Edmonton area. Some of them told us 
that they were not yet good at English and could not 
understand EJCA programs conducted in English-only very 
well. They wished to attend events and programs conducted 
in Japanese. In response to these requests, EJCA started 
Nihongo Salon in February 2018 and so far offered events 
such as flea markets and workshops roughly once in every 
two months. 
 
At the flea market, members bring in homely Japanese food, 
home-made arts and crafts and children’s clothing that are 
not easily available in Edmonton. At a workshop such as 
“how to write wills,” and “how to prepare tax returns,” 
members could ask instructors many questions without any 
hesitation in Japanese. They told us that they wished they 
could have had opportunities to learn that kind of 
information a long time ago. 
 
Nihongo Salon has a planning committee that is formally 
conducted with a meeting agenda and minutes to plan 
events and decide on instructors for workshops. The 
meeting is also conducted in a very friendly manner. I think 
the Nihongo Salon Planning Committee will provide those 
who are taking care of small children at home and are now 
looking for a job with a good opportunity to get back to the 
social scene mingling with others and discussing and 
deciding events together with other members. You can 
enjoy preparing and getting an event done. It is a truly 
exciting and rewarding experience. I strongly recommend 
that you volunteer for Nihongo Salon activities.  
 
Please introduce the Japanese Salon to your Japanese 
friends. Contact event@ejca.org to join the Japanese Salon. 

日本語サロンについて    平 紀子  

 

日本語サロンでボランティアをしている平紀子です。EJCA の

日本語サロンをご存知ですか？よくみなさんから勘違いされ

ますが、日本語サロンとは EJCA のイベントの 1 つではなく、

日本語によるサービスやイベントを行う EJCA の中の総合的

なプログラムです。  

 

8 月 24 日(土)に行われた” 手作り市 &おそうざい祭り&ピクニック” もそ

の一つです。日本語サロンは日本語を話す人を対象とし、活動をしてい

るサロンなのです。近年、エドモントン地区に移住してきた日本人の人

から、EJCA のイベントは英語での開催になり専門的な話がわかりにく

いので、日本語でのサービスを受けたいという声があり日本語サロンが

発足しました。日本語サロンでは 8 月に行われたような、楽しいフリーマ

ーケット、また専門的なことを日本語で専門家からじっくりとお話を伺う

セミナーなどを、約２ヶ月に１回開催しています。  

 

毎回フリーマーケットでは日本の手作り小物や、日本食、子供服など、

ふだんは手に入らないようなものが出展され、とても好評です。また、 

“遺言セミナー” や” 所得税と確定申告セミナー”などでは日本人の専

門家による丁寧な解説があり、質疑応答の時間もたっぷり取ってあるの

で、「誰に聞いていいのかわからない」「英語で理解、質問するのはハー

ドルが高い」などの心配をしないで、たくさんの問題を講師の方に質問

することができました。参加者からは「こんな情報、もっと早く知っておけ

ば安心できたのに！」というコメントを頂くほど好評でした。  

 

各イベントや講演会の計画は日本語サロン企画委員会が行います。ミ

ーティングでは次回の企画について内容を話し合い、お願いする講師を

決め、予算を組みます。毎回ミーティングの前に議案を用意し、その日

の議長を話し合いで決めて議事録を取ります。このミーティングは現在

子育て中の方や、仕事探し中の方には社会復帰するための準備の一

つになると思います。少人数で、和気あいあいとしながらも、しっかりと

イベントの骨組みを作っていきます。自分が参加したものがカタチにな

り、作り上がっていく面白さも感じられて、ワクワクする瞬間でもありま

す！日本語サロンでは随時ボランティアを募集しています。 社会復帰

の足がかりに！またイベントやセミナーを作り上げるワクワクした瞬間を

楽しみませんか？ あなたの参加をお待ちしております！  

日本語サロンからのお知らせ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 利き酒会へご案内 

日本語サロンの皆様、今回は大人の時間、利き酒会です。大吟醸、純

米、本醸造、山廃を味わいながらちょっと日本酒通になり、会員との楽し

いひと時を楽しみましょう。 

日時： 11 月 3 日 日曜日 5 時から 7 時 

申込：     予約必須。メールで参加者名とメールアドレ 

      スをおしらせください。締め切りは 10 月 25 日。 

 

 

会費:    一人 30 ドル （当日、受付で支払い）  

参加資格：  日本語が話せる EJCA 会員と日本語サロン登録者とその友

人、会はすべて日本語です。 

参加人数:   ８人―２０人 (２０人になったら、締め切ります) 

交通：         カープールや uber で来るなど、交通手段を予定すること。 

プログラム：  日本酒についての話 

   社交をしながら いろいろな日本酒を楽しむ。 

８月２４日(土)に第３回目の日本語サロ

ン・フリーマーケットとピクニックが行わ

れました。お天気に恵まれて家族連

れ、シニア―、独身者と１００人以上の

会員や友達が参加し、手作りの日本の

お弁当、和菓子、お総菜、新鮮な野

菜、などなど楽しく買い物をしたり、ピク

ニックをしたり、新しいお友達を作った

り、素晴らしいひと時でした。お店を出

してくださった皆様、ありがとうございま

した。おいしくいただきました！！  

  

mailto:event@ejca.org
mailto:event@ejca.org
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Your Donations to Japan Today program 
EJCA Board 

EJCA occasionally receives cash donations from members. 
In the past, cash donations were added to the general fund 
and used together with other revenues. In short, EJCA could 
not identify how cash donations were used. 
 
At the September board meeting, it was decided that cash 
donations will be used for the outreach programs, particularly 
for the Japan Today program. The Japan Today program 
started in 2003 for junior high school students to have hands-
on experience of Japanese Culture while they learn about 
Japan as a grade 8 social study subject. Every year, over 
2,000 students attend the program.  
Beside fees from schools, the program received a partial 
funding from the Consulate General of Japan in Calgary. The 
funding ended in April 2018. Since then, EJCA has been 
providing the funds. For the 2019-2020 school year, the 
program is expecting a shortage at about $4,000 though fees 
for the attending schools were increased. 
  
Another benefit of the new idea is that EJCA can thank 
donors for their donations that will be used for promotion of 
Japanese culture to young Canadian in general. Further-
more, EJCA can encourage members and others to donate 
to this specific purpose. The board will decide how you can 
donate monetarily to the program at the October Board 
meeting. Your support for the Japan Today program is 
greatly appreciated! 
Details of the Japan Today program: 
http://www.ejca.org/schools-japan-today.html  

Japan Today プログラムへの寄付   EJCA 役員会 

 

今まで EJCA の会員から EJCA への寄付は一般会計の収入として取り

扱い、EJCA の一般の支出に使ってきました。そのため寄付金が EJCA

のどの活動に使われたかはわかりませんでした。9 月の EJCA 役員会

でこれから寄付金は EJCA のアウトリーチプログラム（日本文化を広くカ

ナダ社会に広める活動）、その中でも特に Japan Today のプログラム

に使用することに決めました。Japan Today は中学 2 年生を対象にし

て、生徒が実際に自分たちで日本文化を手にとって経験しながら学べる

プログラムで２００３年に開始以来現在まで続いています。近年は毎年、

２０００名以上の生徒が Japan Today に参加しています。プログラムは学

校が払う参加費と在カルガリー日本総領事館の援助金で運営されてき

ましたが、援助金は２０１８年４月に終了しました。２０１８－１９年度の

Japan Today の不足資金は EJCA が補完しました。２０１９－２０２０年

度の Japan Today では学校の参加費を値上げしましたが、それでも約

４０００ドルの赤字になる予測です。 

 

これからは EJCA への寄付は Japan Today の費用にあてることになり

ます。皆様の寄付が若いカナダ人に日本文化を紹介するというとても有

意義なプログラムを支援することになります。どうぞ皆様のご理解をいた

だき EJCA への寄付をお願いいたします。寄付の手順などについては

10 月の役員会で決めてお知らせします。 

Japan Today プログラムの詳細はこちらからご覧ください。

http://www.ejca.org/schools-japan-today.html 
 
 
 
 
 

 
Teens’ Summer Camp 2019  Mineko Koto 
 
EJCA held a “Japanese Summer Camp for Teens” from 
August 12th to 16th again this year. We introduced many 
different aspects of Japanese culture thanks to the support of 
EJCA members. Thank you for your support! The 
participants enjoyed not only traditional Japanese culture 
such as tea ceremony and Karate but also cosplay, karaoke 
and more. We had a great time with the participants.  
The Japan Foundation in Toronto provided a grant for this 
program that allowed us to provide rich content. Here is the 
feedback we have received from the camp participants. 

- It’s always lots of fun coming to this camp.  

- This camp was an excellent experience. We were able to 
learn about Japanese culture & language.   

- I really enjoyed the language classes and being 
introduced to the different aspects of Japanese culture. I 
can’t believe camp is already over.  

- This is the best camp I have been to. I loved everything 
about it and I would love to come again next year.  

- It was fun and educative while still being fun. 10 out of 10. 

ティーンズのためのサマーキャンプ  向当みね子 

 

EJCA は今年も、8 月 12 日から 16 日まで、カナダ人中学高校生対象の

サマーキャンプを開催しました。多くの会員のサポートのおかげで、昨年

同様、様々な日本文化を体験出来るプログラムを用意することができま

した。茶道や空手はもちろん、コスプレやカラオケと、参加者も 3 人の講

師もとても充実した 1 週間を過ごしました。 

トロント国際交流基金から支援金を受け、豊かなプログラムを提供でき

ました。トロント国際交流基金へお礼を申し上げます。 

以下、参加者のコメントです。 

 

- このキャンプに来るのはいつも楽しいです。  

- このキャンプは素晴らしい経験でした。日本の文化と言語について学

ぶことができました。とても楽しかったです。ありがとうございました。  

- 私は日本語のクラスと日本文化の色々な側面を紹介する時間がと

ても楽しかったです。キャンプがもう終わったなんて信じられません。  

- 楽しいだけではなく、教育的だった。 10 点中 10 点！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learned sushi 
making from a 
cheff, David 
Okumiya. 

http://www.ejca.org/schools-japan-today.html
http://www.ejca.org/schools-japan-today.html
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Kids Summer Camp    

From August 19 to 22, EJCA held a summer camp for kids 
in Japanese.  
 
1. Kindergarten class         Yoriko Nagata 
Altogether 8 children participated. Over the four days, they 
were engaged in experiments, arts and crafts, cooking, 
playing traditional games, aerobics for kids, etc. The 
children particularly enjoyed an experiment of drawing a 
picture by soap and putting the paper into the water so that 
the picture by soap started to appear on the paper. They 
also enjoyed writing a message on the paper before 
folding it into a flower. Then, they floated the paper on the 
water and saw the paper flower open and the message 
appeared. They showed keen interest in experiments that 
gave them new discoveries.  
 
In cooking, we made dango balls. The children were 
surprised to see that dango balls were made of simple 
ingredients. They loved to make dango balls and eat 
them. On the third day, they 
made bookmarks from the 
dried flowers that they had 
made on the first day. They 
desgined the bookmark and 
used laminate to decorate the 
bookmark. 
 
 
 
 
 

キッズサマーキャンプ     
８月１９日から２２日までセンターで日本語によるキッズサマーキャンプを

開きました。 

 

１．幼稚科     永田順子 

年中さんと年長さん合わせて 8 名が参加しました。実験、工作、団子作

り、伝承遊び、キッズエアロビ等、盛りだくさんの内容で楽しい時間を過

ごすことができました。 

その中でも石鹸で折り紙に絵を描いて水に浮かべると、見えてなかった

絵が浮き出てくる実験や、折り紙でメッセージを書いてからお花の形に折

って水に浮かべると、花びらが開いてメッセージが読める実験は好評

で、子供達は新しい発見に強い興味を持って取り組んでくれました。 

団子作りでは、簡単な材料で出来る事に驚き、また給食の時間にデザー

トとして自分達の作ったお団子を食べお代わりする子供達も多く大好評

でした。 

3 日目のしおり作りは初日に草花を集めて作った薄く乾燥した押し花を

見てとても驚いていました。そして押し花のレイアウトを考え、自分で率

先してラミネートを切り貼りしていたのが印象的でした。2019 年夏の楽し

い思い出を、子供達と作れた事、本当にありがとうございました。 

 

 

2. Grade 1 and 2 class  Junko Froment 
 
Over the four days, we held a large variety of programs. I 
just want to mention one of the programs called chigiri-e. 
In Japan, fireworks are held all over in summer. Japanese 
fireworks are dynamic and are well-known all over the 
world. So, we chose fireworks as our theme for chigiri-e. 
At the class, we watched a video of fireworks at the 
Sumida River in Tokyo. Then, we made “fireworks art” by 
pasting many pieces of colored paper (ripped from a large 
piece of paper; “chigiru” means to rip) on a large black 
paper. “We went to a fireworks event in Japan,” “I held a 
small kind of fireworks in my hand,” “Fireworks are high in 
the sky. But what are under fireworks?” The children were 
excited to make a large picture of fireworks together. 
When the picture was completed, we hung it on the wall 
and took a picture of us lined up in front of the picture. 

２．低学年クラス   フロメント順子 

 

低学年クラスは日本の学年でいう小学１－２年生対象、参加者全１０名

でスタートしました。  

４日間は楽しいプログラムが盛り沢山だったのですが、その中のクラフト

の１つ、ちぎり絵のクラスを紹介します。夏といえば花火！花火は夏の代

表的キーワードです。特に日本の花火は世界的にも有名でダイナミック

ですね。クラスでは、日本の隅田川の花火大会の映像を見ながら、大き

な黒い画用紙に長細くちぎった色紙を思いっきり色とりどりに張っていき

ました。「先生！日本で花火、みにいったよ！」「手で持つ花火もしたこと

あるよ」「花火の下にはなにがある？」と子供達の楽しい声が聞こえる

中、和気あいあい会話を弾ませながら日本の夏の風物詩の１つ“花火”

を作り、季節を感じられる壁面飾りができました。最後に出来上がった作

品を自信満々に胸に持ち写真撮影しました。 

 

Dear Mrs. Yoshiko Jackson, 
Thenk you very much for donating lots of 
vegetables and eggs from your farm for the Kids 
Camp. We were very pleased and enjoyed fresh 
vegetables used in lunch menues for four days.      
Thank you again!         From all staff and kids. 



September - October  2019          Moshi Moshi 

12  
 

My Journey Through the Spiritual Island of Shikoku, 
Japan      Mireille Prévost 
 
As young as I can remember, I had always dreamt of visiting 
Japan. This dream came true in 2017 when I attended a 
conference in Kobe and that allowed me to also be a tourist 
with eyes wide opened the whole time. I was particularly 
impressed by the kindness and helpfulness of the Japanese 
people, not to mention the architectural beauty and the 
splendor of the scenery. Then, I heard about Shikoku, and its 
pilgrimage of 88 temples (1200 kilometres). 
 
Being an avid walker, I enjoy visiting countries by crossing 
forests, fields, villages and cities on foot. On my way, I 
encounter wonderful people willing to help me make my 
adventure come true. And, Japan does not disappoint! The 
custom of offering ‘ossettai’ to the passerby, namely the 
pilgrim is touching to my Occidental heart. ‘Ossettai’ can take 
different forms depending on the time of the day: an orange 
when you are thirsty; a shelter if it is raining; a hot tea when 
you are cold; a sandwich at lunchtime, etc.  
 
I started a wonderful adventure in 2018 by walking around 
the island of Shikoku from Temple 1 to Temple 65. 
Unfortunately, I ran out of time and did not reach Temple 88.  
Even if you do not walk the Henro for spiritual reasons, every 
time you approach a temple, a certain mystique envelops the 
area, unpalpable but definitely present. A small crowd of O-
henro (pilgrims) chant the ‘hannya shingyo’ in eerie unison. 
Their eyes are looking down, their hands are clutching prayer 
beads. They hope their prayers and devotion will reach the 
inner recess of the temple where Kobo Daishi is said to 
reside. 
 
Shikoku is divided in four prefectures, each offering its 
specialities, and cultural traits. Tokushima prefecture sends 
you on your way from Temple 1. Kōchi prefecture with its 
beautiful coastline punctuated with tsunami refuge towers, 
reminds you that such beauty has its price. Ehime prefecture 
brings you to Dōgo Onsen which is believed to be the oldest 
hot spring in Japan with a 3000-year history. Finally, the 
Kagawa Prefecture… This is where I stopped my journey in 
2018, and where I will be going back in 2020 to complete my 
pilgrimage.  
 
For some Japanese people visiting all 88 temples is called 
‘kechigan’ – the fulfillment of one’s wish. For others, 
‘kechigan’ really happens when one returns to the temple 
from which the journey began, for me Temple 1. I plan to do 
the latter next spring. 
 
For me, the journey is not spiritual, but more of a physical 
challenge. However, it is also a retreat, a time for healing, 
and resetting life direction and goals. As important as 
reaching the final temple is, it is the personal sense of 
achievement that motivates me. 

 
 
四国お遍路の旅    ミレーユ・プレヴォー 

 

私は若いときからずっと日本を訪問したいという夢を抱いていまし

た。この願いがついに２０１７年に叶いました。私は神戸で開かれ

た会議に出席し、ついでに観光客として眼をいっぱいに開いて日本

を見る機会がありました。日本の建築と自然の美にはもちろん感動

しましたが、それにもまして日本の人々の親切なことと心配りは強

く印象に残りました。神戸で四国八十八ヶ所のお遍路のことを聞き

ました。私は歩くのが大好きで旅行では畑や森や村や町を徒歩で歩

きまわります。そして道中で素敵な人と出会います。四国お遍路の

旅でも同様な経験をしました。お遍路には「お接待」という習慣が

あり、現地の人たちがお遍路の人をもてなします。お接待は喉の乾

いた人にミカンを提供したり、雨が降れば軒下を貸したり、寒い日

には熱いお茶をふるまったり、昼食にサンドイッチを提供したりな

どいろいろな形があります。 

 

私は四国の第一の霊場から第六十五の霊場まで歩きました。ここで

時間切れになり八十八ヶ所全部を歩くことはできませんでした。た

とえ信仰のためのお遍路でなくとも、霊場には形容しがたい独特の

雰囲気があります。お遍路の人たちがグループになり皆で一緒に般

若心経を唱えます。皆下を向いていて手には数珠を持っています。

そして一心な祈りが霊場のお寺の奥深くに祀られている弘法大師に

聞き届けると信じています。 

 

四国は４つの県に別れていてそれぞれに特徴があります。徳島県に

はお遍路の第一番の霊場があります。高知県にはきれいは砂浜があ

りますが、所々に津波の時の避難塔が立っています。美しいだけの

景色ではないのです。愛媛県には日本で一番古い道後温泉がありま

す。最後の香川県、ここは２０１８年のわたしのお遍路が終わって

しまった県です。２０２０年にはまた訪れて残りのお遍路を完結し

ます。日本人は八十八ヶ所の霊場を全部回ることを結願といいま

す。望みが叶うという意味です。他の人は八十八ヶ所を周り第一番

霊場に戻った時が結願だといいます。２０２０年は残りの霊場を周

り第一の霊場に戻って結願する予定です。私のお遍路は宗教的なも

のではなく、私の体力への挑戦です。しかしお遍路は私の修養の機

会でもあります。精神を安めこれからの人生の方向や目的を考える

機会です。最後の霊場まで踏破するのも大切ですが、一つのことを

成し遂げたという達成感は何物にも代え難いです。 
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Gold Medalist – Yuko Nakano 
 
This article was edited from a talk that Yuko Nakano gave at 
a Matsu no Kai meeting in 2018. Yuko brought some of the 
equipment and the javelin that she uses in competitions, so 
the members were able to experience the weights that she 
is throwing … some were just difficult for us to lift up, let 
alone throw. Yuko always looks so happy but is such a 
modest person, it is surprising to learn that she is such an 
accomplished athlete. 
 
I was born in a village about 80 km from Obihiro city in 
Hokkaido, Japan in 1943. My parents had 11 children …. 6 
boys and 5 girls. I am the 10th child. My father was a farmer. 
He had milking cows, horses and other farm animals. He 
also grew sugar beets, beans, corn and many kinds of 
vegetables. My mother had a small grocery store. 
 
In this village, there was a railway owned by a sugar-making 
company. This railway was used to carry sugar beets as 
well as passengers. My father was a station master at the 
station in front of our house. 
 
In my childhood, I was a very active girl. I climbed up trees, 
I had fights with boys and walked about 4 km to go to 
elementary school. It took me more than one hour.  I 
sometimes attended the class late due to heavy snow but I 
was never absent from school for 6 years. 
 
I was active in junior high school. I played volleyball and 
softball, and also competed in track and field competitions. 
Then when I was a student at a girls’ high school in Obihiro 
city I joined the athletic club to practise discus and javelin 
throwing and shot put. When I was in grade 12, I won first 
place in discus throwing at the Hokkaido Inter-High School 
Competition. I then participated in the All Japan Inter High 
School Competition in the discus throwing event and placed 
6th. 
 
After graduating from high school, I went to Nippon Physical 
Education College because I wanted to be a physical 
education teacher. I continued practising discus throwing at 
this college and made a new Hokkaido women’s discus 
throw record (42 metres). My coach was a professor at the 
college and considered what I would do after my 
graduation. He introduced me to a sewing machine 
company having a strong athletic team. The company name 
was Riccar. 
 
In 1963, I started working in the Human Resources Division 
of the company. After work, I practised discus throwing 
almost every day. In 1965, I won the 1st place at the All 
Japan Track and Field Championship Games and was 
selected as the discus thrower of the Japan National Team 
to participate in the 5th Asian Games in Bangkok, Thailand 
in 1966. I got a silver medal in the competition. 
 
I left the Riccar company in 1967 and started working as a 
physical education teacher at a Junior High School near 
Obihiro City.         …cont to next page 

金メダリスト 中野悠子自伝 
 

編集者注：この短い自伝は中野さんが２０１８年の松会の例会で話した
ものを編集したものです。中野さんは例会に体操用具と投げやりを持っ
てきました。投げやりはとても重く持ち上げるのもやっとでしたが、中野
さんはこれを投げて距離を競うというから驚きです。中野さんはいつも
幸せそうに見えて、とても控えめなのでこんなに多くのメダルを取ってい
るとはまた驚きです。 
 

私は１９４３年に北海道帯広市から８０キロ離れた村に生まれました。

私の両親には１１人の子供がいました。６人の兄弟、５人の姉妹です。

私は１０番目の子供です。父は農業に従事していて乳牛、馬、そのたの

家畜の世話もしていました。サトウダイコン、豆類、トウモロコシ、その

他の野菜も栽培していました。母は小さな食料雑貨店を経営していまし

た。私の村には砂糖会社の保有する鉄道がありました。サトウダイコン

の他に乗客も運んでいました。私の父は私の家の前にある駅の駅長も

兼任していました。 

 

私はとても活発な子供でした。木登りをしたり、男子と喧嘩をしたりし

て、毎日歩いて４キロの小学校に通っていました。１時間以上かかりま

した。大雪の日には遅刻しましたが、小学校６年間で一度も欠席したこ

とはありません。中学校でも活発でした。バレーボール、ソフトボールを

し、陸上競技の試合にも出ました。私が帯広の女子高校生の時にに運

動部に入って円盤投げ、やり投げ、砲丸投げの練習をしました。高校三

年の時に北海道インターハイの円盤投げで優勝しました。そして全日

本高校選手権の円盤投げで 6 位になりました。 

 

高校卒業後に日本体育大学に進学しました。体操教師になりたかった

からです。大学でも円盤投げを続け、北海道女子円盤投げ記録（42 メ

ートル）を出しました。私のコーチである教授は私に体操チームの強か

ったリコーミシン会社への就職を勧めました。私は 1963 年にリコーの

人事部で働きはじめました。仕事の後はほとんど毎日円盤投げの練習

をしました。1965 年に全日本陸上競技会で一位になり、日本チームに

参加して 1966 年にバンコックで開かれた第 5 会アジア競技会の円盤

で銀メダルをとりました。 

 

1967 年にリコーを辞めて、帯広市近くの中学校の体操教師になりまし

た。1969 年に夫の卓夫に出会いました。卓夫はカナダに行くことを考え

ていました。1970 年は私にとって大事な年でした。3 月に中学校を辞

め、4 月に結婚して東京の近くの町に引っ越しました。卓夫が東京で仕

事をしていたからです。この町に三ヶ月すんでから卓夫は会社を辞め、

8 月にカルガリーに行きました。私は 10 月に日本を離れ、12 月に長女

が一ヶ月の早産で生まれました。 

 

卓夫はカルガリーの屠殺場に就職し、私達はカルガリーに 14 ヶ月住み

ました。1972 年にエドモントンに引っ越ししました。卓夫がアルバータ大

学動物学の大学院生になったからです。卓夫は 1980 年に博士号をと

り、大学で研究助手の仕事をはじめました。1873 年に双子が生まれま

した。私は三人の子供の世話で忙しくなりました。1973 年にエドモントン

地区補習校が開校し私達の娘は生徒に私は教師になりました。私は補

習校で 10 年間教えました。 

 

2005 年私が 62 歳のときに世界マスターズゲームがエドモントンで開か

れ、私は円盤投げと砲丸投げで銀メダルを取りました。2005 年以来、

私はいろいろなところにでかけて競技に参加しました。シドニー、トロン

ト、トリノ、リヨンなどです。カナダ国内の競技にも参加して、ウィニペグ、

ブロックビール、ケープ・ブリテン、トロント、ニュウファウンドランド、BC, 

そしてアメリカの東部などに行きました。 

        …次のページへ 
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From prev. page 
I met my husband, Takuo, in 1969. He was thinking of going 
to Canada so 1970 was a big year for me. I experienced 
many things. I quit my job at the junior high school in March, 
got married in April and moved to a town near Tokyo where 
my husband worked. We lived in the town for about 3 
months then, my husband quit his job and left for Calgary in 
August. I left Japan in October and in December, my eldest 
daughter was born, one month earlier than expected. 
 
My husband found a job in a meat packing company in 
Calgary and we lived there for about 14 months. We moved 
to Edmonton in 1972 and my husband became a graduate 
student at the University of Alberta where he earned a PhD 
in Animal Science in 1980 and then worked as a Research 
Associate at the university. 
 
In 1973, we had twin daughters and I had busy days taking 
care of our three daughters. 
 
In 1977, a Japanese language school opened and my 
daughters learned Japanese there and I worked as a 
teacher at the school for about 10 years. 
 
Time passed quickly. All my daughters graduated from 
university and I had more free time so I worked at Japanese 
restaurants for about 15 years. 
 
In 2005, I was 62 years old. I participated in the World 
Masters Games held in Edmonton. I won silver medals in 
discus throw and shot put. 
 
Since 2005, I have travelled to many places, competing in 
discus, javelin and weight throwing. I have competed in 
Sydney, Australia, Torino, Italy and Lyon, France for 
international track and field competitions. I have also 
travelled to many places in Canada (Winnipeg, Brockville, 
Cape Breton, Toronto, Newfoundland, British Columbia), 
and to the Eastern United States for competitions. 
 
I hold all the Alberta records for throwing events for the 
women’s 70-74 year old age group in: discus, javelin, 
hammer and weight throws, shot put and the throwing 
pentathlon. 
 
In 2018, at the Canadian Masters Games in Surrey, British 
Columbia I won gold in the weight pentathlon, shot put, 
weight throw and discus (Canadian Record), and a silver in 
the javelin.  
I was awarded the “Masters Woman Athlete of the Year” 
title. I have continued to compete in 2019 at the NCCWMA 
(North Central Caribbean World Masters Athletes) Games  
in Toronto where I set new game records in the hammer, 
throw pentathlon, discus, javelin and shot put; and at the 
 

 

 

 

前ぺーじより 
私は現在アルバータ州の女子 70 歳から 74 歳のグループの投てき競

技（円盤投げ、やり投げ、ハンマー投げ、ウェイト投げ、砲丸投げ、投擲

五種競技）のすべてのベスト記録保持者です。2018 年に BC 州サリー

で開かれたカナダマスターズ競技会で私は重量投げ、重量五種競技、

砲丸投げ、円盤投げ（カナダ記録）で金メダル、やり投げで銀メダルをと

りました。そして「マスターズ競技会女子年間最優秀選手」に選ばれま

した。2019 年も競技を続け、トロントで開かれた北米カリブ海マスター

ズ競技会でハンマー投げ、投擲五種競技、円盤投げ、やり投げ、砲丸

投げでカナダ新記録を出しました。メディソンハットで開かれた 55 歳プ

ラスシニアーゲームでは 5 つの金メダルを取りました。 

 

私の記録を見て私は健康に恵まれた人に違いないと思うでしょう。違い

ます。私は過去 35 年間、糖尿病です。35 年前に体重は 72 キロありま

したが、現在は 59 キロです。昨年はバクテリアに感染して一ヶ月入院

していました。6 ヶ月抗生物質を使用してやっとバクテリアを退治しまし

た。3 回手術をして 15 ポンド痩せました。このロスを取り戻すのに 3 ヶ

月かかりました。1987 年にはアキレス腱の手術、1991 年には脊椎ヘル

ニアの手術もしています。 

 

現在私は 8 つのクラブの会員です。カラオケ、日本舞踊、ピンポン、コー

ラス、松の会が EJCA のクラブ、他にエドモントン・マスターズ運動クラ

ブ、フラダンス、ウクレレです。全部のクラブの活動を楽しんでいます。 

 
 
 

 
Alberta 55+ Seniors Games in Medicine Hat where I won 5 
gold medals.  
 
From my talk so far, you may think that I am healthy. This is 
not true. I have been diabetic for 35 years. I weighed 72 kg 
35 years ago. I now weigh 59 kg. In 2016, I was in hospital 
for one month due to a bacterial infection (type A, 
streptococcus). Antibiotics were used for 6 weeks to kill the  
bacteria. I had three surgeries and lost about 15 pounds 
which I was able to regain in 3 months. I also had surgeries 
on my Achilles tendon in 1987 and for a disk herniation in 
1991. 
 
Now I am a member of eight different clubs: at EJCA, 
karaoke, Japanese dance, table tennis, chorus and Matsu 
no Kai, at other groups Edmonton Masters Athletics, hula 
dance, and ukulele. I enjoy all these activities. 
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Toyo Summer English School at EJCA Centre 
       Lena Wilson 
This summer, I was invited to teach English to visiting 
students from Shizuoka, Japan, who came to Edmonton as 
part of Global Partners Institute (GPI) Canada’s cross-
border student exchange. For many years, EJCA has 
provided the facility for this non-profit educational 
organization’s summer school in Edmonton. 
Six weeks at EJCA allowed me and my students to meet 
the incredible people who run the facility and make sure that 
Japanese culture in Edmonton lives on and is shared with 
the broader community. Scott Tanaka, the Centre Manager, 
made sure that the students and I had everything we 
needed for a high-quality, comfortable learning 
environment. Cathy Tennant warmly welcomed us to EJCA 
and invited us to the fantastic lunch hosted by the Matsu no 
Kai Club on June 26th. The food and companionship were 
unforgettable. The Japanese students were made to feel at 
home and immensely enjoyed socializing with the seniors.  
The students and I are grateful to Ms. Masako Miyazaki, 
who gave us thoughtful gifts and encouraged the young 
ladies to “seize the day” each day of their stay in Canada. 
Over a delicious traditional Japanese red bean dessert, Ms. 
Miyazaki and I had a chance to compare the culture of 
Japan with that of my native Ukraine and concluded that 
they were not that different. A few weeks later, the students 
and the community members came together again at the 
Natsu Matsuri Summer Festival, where they volunteered in 
various positions, contributing to the success of this exciting 
event.  
I want to thank everyone who made my time at EJCA 
productive, enjoyable and memorable. I am proud and 
grateful to have become a small part of this wonderful 
community.  

EJCA センターで東洋夏季英語学校 リーナ・ウィルソン 

 

今年の夏、私は EJCA センターを借用して行われた東洋夏季英語学校

に講師として招かれました。この学校はグローバル・パートナーズ協会

の世界学生交換プログラムの一環として静岡県の学生にエドモントン

で６週間英語の研修を行います。学生は TOEFL のための勉強をしま

す。EJCA は長い間この学校のために EJCA センターの施設を貸して

きました。 

EJCA センターでの６週間の研修の間、私や生徒たちはこの EJCA セン

ターを運営している方々のお世話になりました。そしてエドモントンで日

本と日本文化の理解や振興に努力している方たちに会うことができて幸

いでした。センターマネジャーのスコット・タナカは私達が英語の研修に

集中できるように気を配ってくれました。キャッシー・テナントは私達を

EJCA に暖かく迎い入れてくれ、６月２６日には松の会の昼食に招待して

くれました。昼食と松の会の皆様との懇談は忘れられないものになりま

した。学生は久しぶりの日本食に気持ちが落ち着き、会員の皆様と打ち

解けて会話を楽しみました。 

 

学生と私はマサコ・ミヤザキさんにも大変感謝しています。マサコさんは

私達に心のこもった贈り物をしてくれたうえ、「一日一日を大切に」と言

って学生を励ましました。マサコさんの作ったアンコのデザートを食べな

がら、私の持っているウクライナ文化とマサコさんの日本文化を比べて

話をしました。とても共通点があるというのが結論でした。その後しばら

くしてから学生は EJCA 会員と一緒に夏祭りに参加しました。学生はい

ろいろなボランティアの仕事に参加して夏祭りを楽しみました。私が講

師として参加した英語研修を実りあるものにしてくださった EJCA の皆

様に心から感謝します。そして短い間でしたが私も EJCA の一員として

皆様と過ごしたことを誇りにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

Many Thanks to Heritage Festival Volunteers   
Carley Okamura 

 
Another Heritage Festival has come and gone, and on 
behalf of the organizational team, thank you to our 
volunteers and guests for an exceptional year! We were 
happy to have cooperative weather over the weekend, 
which allowed for record-breaking guest attendance. 
Additionally, we were excited to debut our haori merchant in 
the cultural tent and yakisoba in the kitchen tent. The ema 
wish board continued to be very popular, as was our entire 
menu on the kitchen side. We also want to give a special 
thank you to the loading team who suffered thunderstorms 
on both the set up and tear down. 
The Japan Pavilion is our community's 
opportunity to connect with thousands of 
Edmontonians. We appreciate the time 
and energy from the volunteers who 
make it happen. If you would like to be on 
the contact list to volunteer next year, 
please email gg@goonygoon.ca . 
 
Arigatou gozaimashita! 
 

ヘリテージ祭りのボランティアの皆様 どうもありがとう 
カーリー・オカムラ 

 

今年も 8 月 3，4，5 日に行われたヘリテージ祭りが無事に終わりまし

た。皆様どうもありがとう。日本館の準備の日と撤収の日は両日とも雷

雨の夕立があり、テント係の人たちは苦労をしましたが、お祭りの日は

良い天気で沢山の人が日本館に来ました。ヘリテージ祭りの日本館は

エドモントンの人たちに EJCA と日本文化を紹介する良い機会です。今

年はタマラさんが羽織を着て着物の販売をしたり、食べ物のメニューに

焼きそばを加えたり、少しづつ新しい試みをしました。紙の絵馬作りは

去年からはじめましたが、とても人気があり沢山の人が願い事を書いて

いました。長い準備に比べるとお祭りの三日間はあっという間に終わっ

てしまいます。日本館の片付けを終わると、毎年夏が終わり秋になるな

と感傷的になるのはなぜでしょうね。では来年も皆様の協力をお願いし

て、今年の私のヘリテージ祭りコーディネ

ーターの仕事を終わります。 

mailto:gg@goonygoon.ca
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Matsu no kai      Alan Davis 
 
Matsu no Kai Club meetings are held on the fourth 
Wednesday of each month (except in December). 
at the EJCA Centre.  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 is 
either catered or made in house.  Our monthly gatherings 
usually wind up at 2:30 to 3:00 p.m. following after-lunch 
activities. 
 
The club organizes an outing each month where we 
usually take in an interesting event and then try a new or 
different restaurant.  Typical outings are museums, 
casinos, the local race track, movies, distilleries, 
wineries, greenhouses and other interesting venues. 
 
The short exercise program gets us ready for lunch but 
many members keep fit by: going to the gym, curling all 
winter, golfing from spring to fall, playing table tennis 
every week, walking, bicycling, gardening, hula dancing 
and more.  But one of our members, Yuko Nakano, is a 
record-holding athlete!  This month she was invited to 
meet Her Imperial Highness, Princess Takamado during 
her recent visit to Edmonton.  An article about Yuko’s 
accomplishment can be seen elsewhere in this issue. 
 
We do not just have monthly meetings and regular 
outings.  The club also participates in many EJCA 
events.  We have our own table selling crafts at the 
October bazaar and treats at the Natsu Matsuri.   
 
Each year we contribute to a local charity with hand-
made, warm winter-wear, toiletry kits or money raised 
during the year. 

松の会       アラン・デイビス 

 

松の会は EJCA のシニアー会員向けのクラブで５５歳以上の EJCA 会

員が参加できます。現在は５０名近くの会員がいます。毎月第４水曜日

の午前１０時１５分から昼食を挟んで午後まで EJCA センターで例会を

開きます。シニアーと言っても皆さんとても活動的です。松の会では毎

月皆でエドモントン近辺の面白そうなイベントや施設に出かけます。シ

ニアーに共通の興味のあるイベントや施設に行くという特色を出すこと

ができるのが松の会の長所です。 

 

例会でもシニアーに共通の話題を話したり、みなで学んだりすることが

できます。シニアーが生活する社会は日毎に変化しています。このよう

な変化に対処して活動的なシニアーライフをグループで追求するのが

松の会の目的です。どうぞ皆様新しいアイデアを携えて松の会に参加

してください。連絡先は英語の部をご覧ください。 

 
 

We welcome you to view our display at the upcoming 
AGM and chat with our membership chair. 
 
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  

 

 

領事出張サービスの案内 
 

アルバータ州エドモントン市において領事出張サービスを行う予定で

す。お近くにお住まいの方にもお声掛けの上、是非ご活用ください。 

 

日時：2019 年 11 月 21 日（木）午前 9：00～午後 12：30、1：30～5：00 

会場：エドモントン日本文化会館 

住所：6750 88 Street, Edmonton, Alberta 

電話：780.466.8166 

 

【サービスの内容】 

在外選挙人名簿登録申請受付、IC 旅券の交付、戸籍・国籍関係届受

理又は相談及び各種証明書の発給・申請受理等。 

 

【お願い】 

今回の領事出張サービスをご利用希望の方は、書類の準備の都合

上、お手数ですが以下の期日までに当館領事班にお電話にてご予約 

 

 

 

 

 

下さいますよう、お願い申し上げます。郵送による各種申請も受け付け

ておりますので、申請用紙等をご希望の方は期間に余裕をもって当館

領事班までお問い合わせ下さい。 

予約締め切り：11 月 7 日（木）午後 5：00 

 

※当日の混乱を避けるため、予約をいただいた皆様お一人お一人の

受付時間をあらかじめ指定させていただきます。都合により、指定の時

間を多少過ぎてお待ちいただくこともあります。また、天候等により交通

手段が利用できない場合には急遽中止させていただく場合もございま

すので予め御承知おきください。 

 

【お問合せ先】 

在カルガリー日本国総領事館・領事班 

電話（403）294－0782、メールアドレス:  consular@cl.mofa.go.jp 

http://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

mailto:ardavis@ardsys.ca
mailto:mayekoathome@gmail.com
mailto:tennant@shaw.ca
mailto:consular@cl.mofa.go.jp
http://www.calgary.ca.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.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/Dorotha> 
 
 

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@gmail.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, July & August) 

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> 

 

Kita no Taiko announces our annual Fall 
workshops for beginners! 
 
Learning taiko can challenge you to something new in 
music, movement, confidence, coordination and culture. 
Beginner workshops are designed for those without prior 
taiko or musical background, and are for ages 13 and up. 
Take the workshop with your family and friends! 
 
Dates are: 
Oct. 7, 7:00-9:30 pm 
Oct. 12, 11:00 am - 1:30 pm 
Please register at www.kitanotaiko.ca/workshops 
Contact info@kitanotaiko.ca or 780-431-0300 for questions. 

 
北の太鼓 初心者のためのワークショップ 
 

北の太鼓は次の要領で初心者のための太鼓のワークショップを開きま

す。13 歳以上であれば太鼓の経験や他の楽器の経験は必要ありませ

ん。どうぞ参加して太鼓の世界（音楽、踊り、自信、日本文化）を経験し

てください。 

10 月 7 日 午後 7 時から 9 時半 

10 月 12 日 午前 11 時から午後 1 時半 

下記のサイトから登録してください。 

www.kitanotaiko.ca/workshops 

問い合わせは info@kitanotaiko.ca or 780-431-0300  

 
 

mailto:shuka761@yahoo.co.jp
mailto:ohki@shaw.ca
mailto:kdjnorthab@gmail.com
http://fb.com/kdjnorthab
http://www.kitanotaiko.ca/workshops
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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 May to July 2019. エドモントン日本文化協会の役員会は 7 月から 9 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。 
BC Redress Consultation meeting, Heritage Festival, Nihogo Salon Bazaar 

 

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 
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