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EJCA Culture Centre 25th Anniversary Concert
Featuring cultural performances, displays, and live music from EJCA
community members and groups
Free Admission! Open to the Public!
EJCA is pleased to announce that this year is the 25th
anniversary of our community centre and partnership with
the Argyll Community League. To celebrate, we are
having a concert of cultural arts featuring EJCA clubs and
members. There will also be club displays and information
about the services EJCA provides. This concert will be
held in the Garneau Theatre, and is FREE and open to
the public and families. Please come to celebrate this
milestone event with us, and enjoy the Japanese culture
and arts that bring us together.
Sunday November 17, 2019
3:30-4:30 pm
Garneau Theatre: 8712 - 109 St NW, Edmonton
Entry is FREE but please RSVP so we can track
attendance numbers: event@ejca.org Or online at:
https://www.eventbrite.ca/e/edmonton-japanesecommunity-centre-25th-anniversary-concert-tickets77203731439
Programs include Taiko drums, Karate, Jodo, Japanese
musics (Chorus, traditional dance, Japanese musical
instruments), Kimono show, Calligraphy demo, club
displays, other Japanese cultural information and more!

エドモントン日本文化協会は、１９９４年に会館が設立さ
れ、アーガイルコミュニティリーグとのパートナーシップで
会館を運営し始めてから 25 周年を迎えました。その祝賀
の気持ちを込めて、エドモントン日本文化協会に所属する
クラブと会員による芸術と文化のコンサートを開催します。
また、各クラブやエドモントン日本文化協会が提供するサ
ービスに関する情報も展示します。このコンサートはアル
バータ大学に近いガーノーシアターで行い、入場は無料で
す。エドモントン日本文化協会の会員だけでなく、お友達
やご家族、一般のカナダの方々も参加できます。この記念
すべき時を、是非ご一緒にお祝いし、私たちを結びつけて
いる日本の文化と芸術を楽しみましょう。
2019 年 11 月 17 日 日曜日 午後 3 時半から 4 時半
ガーノーシアター （ Garneau Theatre 8712 - 109 St NW,
Edmonton ）
入場無料ですが、ゲストの数を把握する目的で事前予約が必要
です。申し込み：event@ejca.org または

https://www.eventbrite.ca/e/edmonton-japanesecommunity-centre-25th-anniversary-concert-tickets77203731439
プログラムは左記。
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Family Christmas Party 2020

ファミリークリスマスパーティ
お友達やご家族とホリデームード！クリスマスを一年で最高に素晴らし
い時間にしましょう。エドモントン日本文化協会 ファミリークリスマスパ
ーティー2019 に是非ご参加ください。
日時:
2019 年 12 月 8 日 (日)
時間:
4: 00pm - 7:30 pm
場所:
エドモントン日本文化会館
申込み: 料理は Catering にたのみます。予約が必要なので、11 月 28
日 6:00 pm までに event@ejca.org へお申込みください。
先着順 120 名まで。このイベントは、全年齢対象のファミリーイベントで
す。ご家族、お友達とご参加ください。サンタさんが、プレゼントリストに
あるお子様へプレゼントを届けにやって来ます。14 歳以下のお子様の
名前・年齢・性別を予約時にお知らせください。

Friends and families, let us make Christmas the most
wonderful time of the year! Please join the EJCA Family
Christmas Party 2019!
Date: Sunday, December 8th, 2019
Time: 4:00pm - 7:30 pm
Where: EJCA Centre
Registration: As this is a catered event, please RSVP to
event@ejca.org by 6:00 pm on November 28th. First
come, first served basis up to 120 guests.
This event is open to all ages! EJCA members and friends
are welcome! Santa will be popping in to deliver gifts to the
little ones on his list. So, please include names, genders
and ages for all those who are 14 and under.

プログラム：
4:00 pm - 5:00 pm: 大人がエッグノッグや飲み物をを楽しんでいる間、
子供たちは楽しいアクティビティに参加！
5:00 pm - 5:30 pm: サンタさんがギフトを届けにやってきてきます。
5:30 pm - 6:30 pm: カナダの伝統的なクリスマスのメインディッシュ、魅
力的なご馳走が並び、デザートもあります。
6:30 pm - 7:30 pm: 最後は、余興です。

Program:
4:00 pm - 5:00 pm: While the adults are enjoying drinks &
eggnog, the children will have kids programs
5:00 pm - 5:30 pm: Santa will visit EJCA.
5:30 pm - 6:30 pm: Traditional Canadian Christmas dinner
will be served followed by some delightful
Christmas treats.
6:30 pm - 7:30 pm: entertainment

参加費： 当日受付でお支払い下さい,現金または小切手。
EJCA 会員
非会員
大人:
$15
大人:
$25
子ども (5-14 歳):
$10
子ども (5-14 歳):
$15
子ども (5 歳以下):
無料 子ども (5 歳以下):
$10

Admission: Pay at the door, cash or cheque
EJCA members
Non-members
Adult & Senior:
$15
Adult & Senior: $25
Kids (5-14):
$10
Kids (5-14):
$15
Kids (under 5):
Free
Kids (under 5): $10

このイベントを成功させるために、ボランティアとして協力して下さる方を
募集しています。是非ご検討の上、申し込みの際にお知らせください!
event@ejca.org.

As this is an event that depends heavily on volunteer
participation, please consider signing up to help us out so
that we can make this event extra special! Contact
event@ejca.org.
Task

Volunteers

Date/time

仕事

Shopping and wrapping the presents

Reserved

By Dec. 7

プレゼントの買い物、包装

Preparing the Children’s activity

2

By Dec 7

子どものアクティビティ準備

Setting up and decoration

5

3:00-4:00

会場設置、飾り付け

Making rice balls and kitchen helper

2

3:30-6:30

おにぎり作りと台所手伝い

Supervising the Children’s activity

3

3:00-5:00

子どものアクティビティ担当

Reception

2

3:30-5:00

受付

Drink station

2

3:45-6:30

飲み物

Cleanup crews

5

7:30-9:00

片付け

MC

1

4:00-7:30

司会

Photographer

1

4:00-7:30

写真撮影

Writing an article to Moshi Moshi

1

by Dec 15

もしもしへ寄稿
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New Year Potluck Party 2020
We only have a couple of months left untill another
Oshogatsu (New Year’s Day). It is the time to welcome the
arrival of New Year again. 新年会 (“Shinnenkai”) translates
to “New Years Party”. The Kanji 新 (“shin”) means new, 年
(“nen”) means year, and 会 (“kai”) means gathering or party.

お
ね
が
い
い
た
し
ま
す

The EJCA would like to invite all EJCA members and their
friends to our annual traditional Shinnenkai (New Year
Party) celebrating together good luck, fortune and health in
the upcoming 2020 New Year. Come, visit and greet both
old and new friends at the party with “Akemashite
Omedetou,” which means “Happy New Year” in Japanese.
Date:
Saturday, January 11, 2020
Location:
EJCA Centre, 6750-88 Street, Edmonton
You must come with dishes that are an adequate amount
for the number of people coming with you. Please label
names of dishes for fun!
Program:
4:30 pm
Doors open
5:00 to 5:30 Social period, Sake tasting
5:30 to 7:00 Potluck dinner
7:00 to 8:00 Mochi Tsuki (pounding rice)
entertainment, door prizes

こ
と
し
も
よ
ろ
し
く

ご
ざ
い
ま
す
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め
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と
う
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2020 年度ポットラック新年会
お正月まで残すところ二ヶ月少々となりました。新年の到来を歓迎する
時ですね。海外に長くお住いの皆様、日本特有の伝統的なお正月のお
祝いが恋しくありませんか。
恒例の新年会にエドモントン日本文化協会会員の皆様とその友人をご
招待いたします。新年会はご家族に日本の伝統的な文化体験をしても
らえるイベントです。是非ご一緒に 2020 年の皆様の幸福、幸運、そして
健康をお祈りしましょう。新旧のご友人に『明けましておめでとう』と新年
の挨拶を交わすいいチャンスです。

Please make sure to bring your family’s special potluck
dishes (of any cuisine) for everyone to enjoy. In addition
to hosting the ever-popular potluck dinner, the EJCA will
serve sake and other beverages, and ozoni (a traditional
soup made with mochi). We are borrowing Mochi-tsuki
equipment from the Consul-General of Japan in Calgary, so
your children will have a great chance to pound Mochi!

日時： ２０２０年１月１１日（土）午後４時半から８時
場所： エドモントン日本文化会館、6750-88 Street, Edmonton
参加条件: 一緒にくる人の人数分に見合った量の新年会にふさわしい
食べ物をお持ちください。料理の名前のラベルをつけていただくと、より
楽しいですね!
プログラム：
４：３０
開場、受付
５：００－５：３０
新年のご挨拶、祝酒の振舞い
５：３０－７：００
持ち寄りでお祝いの会食
７：００－８：００
お餅つき、余興、福引など

No reservation is required, but this is always a very busy
event (usually, there are over 100 people in attendance.),
and it is limited to EJCA members and their family and
friends.
This is a great opportunity to wear kimono as well! If you
need some help getting dressed in kimono, please come to
the EJCA Centre by 3:30 pm, and one of our volunteers will
kindly help you put your kimono or other wafuku on. We
have special gifts for those who wear kimono, and we
especially love seeing kids dressed up in traditional wafuku
(traditional clothing)!

皆さんで一緒に楽しめるように、ご家庭のご自慢の料理をお持ちくださ
い。どんなご馳走でも喜ばれますが新年らしい日本食だと最高です。エ
ドモントン日本文化協会では人気のポットラックディナーに加えて、日本
酒やその他の飲み物、お雑煮を用意します。総領事館のご厚意で臼と
杵をお借りして、餅つきをします。お子様に餅つきの体験をさせてあげ
てください。搗き立てのお餅もすぐに皆でお味見をします。おいしいです
よ！

2020 Membership is due! Apply by December 31.

予約は不要ですが、毎年人気がありますので（通常、100 人以上が参
加します。）、エドモントン日本文化協会会員とそのご家族・友人限定の
イベントとします。

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

Or, an application form is in the back of this
issue.

そして、新年会は着物を着る絶好の機会です！もしも着付けのお手伝
いが必要でしたら、必要なもの一式をお持ちになり 3 時半までにセンタ
ーへお越しください。ボランティアがお手伝いします。勿論、お子様の着
付けもお手伝いしますよ。着物でご参加頂いた方に素敵なプレゼントを
用意します。また、お餅つきの後にお餅を丸めるボランティアが必要で
す。お手伝い下さる方は、event@ejca.org までお知らせください。

2020 年度会員資格を 12 月 31 日までに更新してください
こちら:http://www.ejca.org/ejca-membership.html
または会員申込書は最後のページにあります。
3

November - December 2019

President Corner

Moshi Moshi

会長便り

Sanae Ohki

A new EJCA Board for the 2019/2020 year was elected at
the Annual General Meeting on October 6, 2019. On October
20, it held a four-hour retreat and decided on its new
executive officers, and major projects and events for the
coming year. Here is the report of key decisions made at the
retreat. For the report on the Annual General Meeting, please
see page 6.

大木 早苗

２０１９年１０月６日に行われた年次総会で選出された新役員によるエドモ
ントン日本文化協会の２０１９/２０２０年度の運営が１０月７日に始まりまし
た。さっそく１０月２０日に４時間にわたる臨時役員会を開催し、新年度の
役職を決め、主なプロジェクトや行事を検討・確認しました。今年度も会員
の皆様と協力し合ってプロジェクトや行事を有意義に楽しく進めていきた
いと思っています。臨時役員会で話した今年度の主な活動をお伝えしま
す。年次総会の報告は６ページにあります。

New EJCA Board

２０１９年１０月から２０２０年９月までの
役員が次のように決まりました。
会長
大木早苗
副会長 タマラ・サザランド
会計
ジム・ホヤノ
書記:
ブレンダ・マドセン
役員
長倉由紀子
ジェシィ・モーア
ジョン・プリガート ポール・フジシゲ
新しく役員になったブレンダ・マドセン、
ジェシィ・モーア、ポール・フジシゲの自
己紹介が１7 ページにあります。

The new Board is comprised of:
President
Sanae Ohki
Vice president Tamara Sutherland
Treasurer
Jim Hoyano
Secretary
Brenda Madsen
Members at large Yukiko Nagakura,
Jesse Moore, John Priegert,
Paul Fujishige
Self-introductions of new board
members; Brenda Madsen, Jesse
Moore and Paul Fujishige are in page 17

１０月で役員を終わられたジュリー・ロシノール、オマー・アメル、リン・ラフ
ァティの皆様、ありがとうございました。皆様の貢献によってエドモントン日
本文化協会はますます活発に活動をしています。またこの方たちは役員
会から退いても、プロジェクトなどで活躍してくださいます。心強いです！

Thank you, Julie Rossignol, Omar Amer and Lyn Rafferty
who completed their terms at the AGM. They will continue to
support EJCA activities.

エドモントン日本文化協会の活動に関して役員会に伝えたいことは担当
の役員またはどの役員にでもご連絡ください。長倉由紀子と私とは日本
語でお話できます。

You can always contact any Board member to five us
feedbacks on the EJCA. You can contact Yukiko Nagakura
and myself in Japanese.

1. EJCA ウェブサイトの新しいデザイン
エドモントン日本文化協会の Website は２０１１年に Redesign されまし
た。当時一番安定していて使いやすい Dreamweaver というアプリケーシ
ョンで、広く使われていたウェブデザインをとりいれました。Dreamweaver
は今も使われており、沢山の機能がありとても良いアプリケーションです
が、誰でもが簡単に使うには向いていません。この８年間で Web 機能は
すごいスピードで新しい技術が導入されて便利で使いやすくなっていま
す。新技術の便利さに慣れると、エドモントン日本文化協会のサイトは使
いにくいなー、スマートフォンでは動かない機能があるなー、クラシックだ
なーと思っていらっしゃる方も多いと思います。

1. EJCA Website Redesign Project
In 2011, we redesigned the EJCA website. We started using
a website software called Dreamweaver and introduced the
most up-to-date design for a website at that time.
Dreamweaver is still being used widely. It has many useful
functions but is not easy for beginners to use. Over the last
eight years, there has been rapid progress in website
designs and website software. You may think that the EJCA
website is not user-friendly, has functions that cannot be
used on smart phones, or is simply outdated. The Board has
decided that it is time to redesign the EJCA website. We will
review what users expect from the EJCA website. Should the
website have an integrated membership application and
workshop registration process? This will be a major project
but we are lucky to have Julie Rossignol who can lead the
project. We will first set up a project team, then decide what
is needed for the EJCA website, and estimate the time and
cost of the project. When a new site is completed, we will test
it and decide how to maintain the site. At each stage of the
project, I will keep you updated about the progress.

そこで役員会では、新しいプロジェクトを計画しました。エドモントン日本
文化協会が Website に何を必要としているかを見直し、モダンで使いや
すく、関連した機能（会員の申し込み、行事への申し込み、会館のレンタ
ルなど）をできる範囲で一体化することなどを含めたいと思っています。
これはとても大きなプロジェクトになります。幸い今まで役員だったジュリ
ー・ロシノールがプロジェクトをリードしてくださることになり、企画の大筋
が決まりました。プロジェクトはこれから始まりますので、まずプロジェク
ト・チームを作り、必要事項を確認し、全体の計画を立てます。どのよう
に作るか、どの位時間がかかるか、どのくらい費用がかかるか、そして
実際に出来上がったら、テストをし、メインテナンスをどのように行うか決
めるなどなど、プロジェクトにはいろいろな仕事があります。逐次会報で
進行状況をお知らせします。

2. EJCA holds NAJC Conference next year

２． 全カナダ日系協会の年次総会とカンファレンスをエドモントンで開催
エドモントン日本文化協会は全カナダ日系協会の会員になっています。
カナダ全体の日系や日本文化の振興、その他共通の問題の解決などに
貢献し、又各地の協会と情報交換もしています。7 月にエドモントン日本

The EJCA is a member of the National Association of
Japanese Canadians (NAJC).The NAJC is promoting human
rights for all Canadians and assisting the development of
local Japanese Canadian communities.
…cont to next page

…次のぺージへ
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… from previous page
It is also a place to exchange information about the topics of
interest to Japanese Canadians. Recently, it organized and
developed a set of Japanese Canadian recommendations to
the Government of British Columbia to redress injustice done
by the government to Japanese Canadians during and after
the Second World War. Each year, an NAJC conference (an
annual general meeting plus a conference) has been hosted
by an NAJC member organization. The NAJC and EJCA
have decided to have the 2020 conference in Edmonton
sometime in the fall of 2020. We have not decided the exact
dates but it is likely to happen on one weekend in September
or October 2020 from the Friday evening to Sunday
afternoon. At EJA, Tamara Southerland is going to lead a
１．
conference team. We want to make the conference fun and
useful for all our members and those who are attending from
Japanese Canadian communities across the country. There
will be amany things to plan so we need a lot of volunteers. I
will report as preparation progress. We are sure that this will
be a great opportunity for our members to get acquainted with
the NAJC and make friends with people attending the
conference from all over Canada.
3. Financial assistance to EJCA clubs
At the 2019 annual general meeting, we received a suggestion
２．
for the EJCA to financially support its member clubs. At
present, there are two ways for an EJCA club to request
financial assistance from the EJCA: submit a request to the
EJCA Board and apply for the Kimiko Shimizu Japanese
Culture Program Scholarship. The former method is not well
known yet. At our November Board meeting, we want to clarify
the process and criteria for the Board to accept and review
such a request. The Board is always supporting the growth of
current clubs and encouraging the creation of new clubs.
Please contact us if you are interested in creating a new club
or joining your club to the EJCA.
4. You can rent Centre facilities for your private
functions
Do you know that an EJCA member can rent a EJCA Center
facility for your private functions. The rent will be 65% of a
regular rent for non-EJCA members. The Centre has been
used for such private functions as birthday parties and
memorial services. You can rent the facility by contacting the
Centre Manager from our Website: www.ejca.org (Go to the
“Centre” tab).

…前ページより
全カナダ日系協会の年次総会とカンフェランスは会員になっている各地
の協会が順次受け持って行っていて、エドモントンでも過去２回年次総会
文化協会が BC 州戦時補償についての話し合いを行いましたが、この
話し合いは全カナダ日系協会の活動でした。とカンフェランスを行いまし
た。そして２０２０年度の年次総会とカンフェランスはエドモントンで開催さ
れることになりました。日はまだ決まっていませんが、２０２０年９月か１０
月の週末、金曜日の夕方から日曜日の午後まで行います。役員会で
は、副会長のタマラ・サザランドと数人の企画委員を決めて、準備に入り
ました。年次総会とカンフェランスの準備や当日は皆様にもご協力いた
だくことが沢山ありますし、カンフェランスには皆様に参加していただきた
いと思っています。
３．クラブ活動への支援金
１０月６日の年次総会で会員から、EJCA の資金をクラブでも使えるよう
にしてほしいという希望がありました。今までは資金が必要な時は役員
会へ提案書をだして検討してもらうか、きみこ清水日本文化奨励金に申
し込むかの二つの方法がありましたが、特に「資金が必要な時は役員会
へ提案書をだす」というのは、あまり知られていませんでした。早急に１１
月の役員会で、クラブはどのようにしたら EJCA の資金を使えるのか、
規約と手順を決める予定です。クラブの活動が盛んになるように、又新し
いクラブが参加するように応援していきます。クラブを作ることや、すでに
あるクラブがエドモントン日本文化協会に入ることなど、いつでも役員に
ご相談ください。
４．会員は会館を私用に使えます！
会館は会員の皆様も個人の目的で借りられることをご存知ですか？会
員への使用料は一般の使用料の６５％（３５％引き）になっています。す
でに、子供の誕生日パーティや、お亡くなりになった方をしのぶ会などに
使っていらっしゃる方があります。 週末や週日の昼間は空いている時
間もたくさんあります。是非ご利用ください。予約は会館のマネージャー
へご連絡ください。Website: www.ejca.org の「The Centre」のタブの下
に 会館についてのご案内、予約方法、使用料、予約状況をみられるカ
レンダーなどがあります。 (ただし、会館で営利目的の活動はできませ
ん。)
５． １１月、１２月の行事。
例年 11 月は静かな月ですが、今年は、急に 11 月の行事が増えまし
た。１１月 11 日は日本の和三盆砂糖を使って干菓子作りのワークショッ
プ、16 日は初心者向きの書道ワークショップ、そして 17 日は会館設立
25 周年を記念して、Garneau Theater で日本文化紹介コンサートがあ
ります。参加は無料でエドモントンの方どなたでも参加できます。どうぞ
お知り合いの方をお誘い下さい。カナダの方一般をお招きして行う文化
紹介はこれが初めてです。成功させたいですね！
そして 12 月 8 日のクリスマスパーティー、1 月 11 日の新年会も計画を
始めました。どうぞお楽しみに。

5. Coming events
•
•
•

Japanese sugar cake workshop, November 11
Calligraphy workshop for beginners, November 16
Special Japanese culture show at Garneau Theatre,
November 17.
This will be an event to celebrate the 25th anniversary of
the EJCA-Argyll Centre. Admission is free. Please come
with your friends. This will be the first time we do this
kind of event. Let make it a big success together.

We have already started working on an EJCA Christmas
Party on December 8 and New Year’s Party on January 11,

Front garden of the EJCA Centre on the day of AGM
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年次総会と会館の２５周年記念祝賀会

Annual General Meeting and Celebration of the 25th
Anniversary of the Centre
Sanae Ohki

大木早苗

エドモントン日本文化協会では２０１９年１０月６日に史上最高人数の６３
人が参加して年次総会を４時から、そして９０名を迎えて会館の２５周年
記念晩餐会と祝賀会を５時から行いました。

The EJCA held the 2018-2019 Annual General Meeting on
Sunday, October 6, 2019, from 4:00 pm to 5:00 pm at the
EJCA Culture Centre (also known as the Edmonton
Japanese Culture Centre) in Edmonton. A total of 63 EJCA
members attended! After the AGM, a dinner party was held
to cerebrate the 25th anniversary of the EJCA・Culture Centre
that opened on September 24, 1994.

年次総会では、私が２０１８年１０月から２０１９年９月までの活動を報告
しました。
２０１８年１０月１５日から２０１９年１０月５日までの EJCA 役員会の構成
は、大木早苗（会長）、タマラ・サザランド（副会長）、リン・ラファティー（会
計）、オマール・アメール（書記）、ジョン・プリガート（役員）、ジュリー・ロシ
ニョール（役員）、ジム・ホヤノ（役員）。
この期間のセンター・マネジャーはスコット・タナカ、イベント係はカルダー
友美。

A summary of the president’s report at the AGM
For the period from October 15, 2018 to October 5, 2019, the
EJCA Board had eight members: Tamara Sutherland (Vice
President), Lyn Rafferty (Treasurer), Omar Amer (Secretary),
John Priegert, Julie Rossignol, Jim Hoyano, Yukiko
Nagakura and Sanae Ohki (President). The Board held
twelve monthly meetings and one retreat meeting. During
this period, Centre Manager was Scott Tanaka and Event
Coordinator was Tomomi Calder.

役員会は EJCA 会員との連絡に次の方法を使いました。
•
「もしもし」ニューズレター： 会員に役立つ情報が満載されていま
す。どうぞ隅から隅までお読み下さい。
•
ＥＪＣＡウェブサイト： 最新の情報の他に、今までの情報、歴史、そ
の他ＥＪＣＡに関係した情報があります。
•
Ｅメール：「もしもし」に掲載できなかった最新の情報やお知らせを逐
次配信しています。
•
Facebook は行事やワークショップへのご案内に使っています。
会員との連絡は出来るだけ英語と日本語の両国語で行うようにしています。

The EJCA used the following means of communication
• The Moshi Moshi newsletter. I hope members read the
Moshi Moshi and found the information they needed. The
newsletter was bilingual in English and Japanese.
• The EJCA Website was a rich source of information. It
was updated as often as required.
• E-mail filled gaps in communication between the
publication of the bi-monthly newsletter.
• Facebook was used for inviting members to events and
workshops.
We have been trying to make our communications bilingual
as much as possible.

アーガイル・コミュニティー・リーグとの関係も良好でした。EJCA センター
は正式にはアーガイル・コミュニティー・リーグが所有していて、EJCA が
五年ごとに契約を更新して借りているという形式になっています。２０１９
年７月の夏祭りで花火をしたのを覚えていらっしゃいますか？あの花火
の費用は EJCA とアーガイル・コミュニティー・リーグとの共同運営企画
会が出しました。
主な活動：
１． ２０１８年の総会で承認された改定会則 は、２０１９年にアルバータ
州に登録
２． １２の規定とその手続き方法を文書化し、役員会で承認
３． Google Suite の導入により事務関係の仕事の能率化、これは進
行中
４． 行事コーディネーターのテスト期間を終り, 続けることに決定、カ
ルダー友美さんを続けて採用
５． Teens Level 3 日本語教室を追加
６． ２０１８年に始まった日本語サロンが EJCA にとって大事な分野で
あると評価し、続けることに決定。

Relationships between the EJCA and the Argyll Community
League (ACL) were maintained very positively. Do you
remember the fireworks at the 2019 Natsu Matsuri? Those
fireworks were a present from the joint committee of the
EJCA and ACL.
EJCA’s financial condition was very stable. The EJCA had a
comfortable surplus in the 2018-19 fiscal year. A fundraising
casino was held in August 2019.
…cont to next page
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Achievements:
1. Bylaws – The 2018 AGM approved the revised bylaws.
They were registered with Alberta Registries. See a link
to the Bylaws http://www.ejca.org/ejca-bylaws.html
2. 12 Policies and Procedures were documented and
approved by the Board. Printed copies are in a binder in
the office.
3. For document management, a new technology (Google
Suite) was introduced. More work is needed for the
effective use of Google Suite.
4. The Event Coordinator’s position was reviewed and
decided as useful and the position became an on-going
position. Tomomi Calder was appointed to Event
Coordinator in January 2019
5. Japanese language classes were expanded and added
one class of Teens Level 3.
6. Japanese speaking members continued their activities at
the Nihongo Salon Group.
7. An EJCA Christmas Party was re-started and attended
by over 100 members including children and seniors. We
will continue the party in the future.
8. Continued all existing programs
• 13 clubs including a new club JETAANA－the JET
Alumni Association of Northern Alberta
• Library
• Events: Natsu Matsuri, Heritage Festival, Bazaar,
New Year’s Party, etc.
• Japanese language classes
• Kids and Babies play and learn classes
• Japan Today program – culture presentations to over
2,000 grade 8 students, and other outreach culture
programs
• Workshops – calligraphy, Japanese needle work, etc.
• Summer camps for teens and kids
• Nihongo Salon
9. Participation in events of external organizations
• AGM and meetings of the National Association of
Japanese Canadians (NAJC)
• Convention of Pan American Nikkei Association
• Canadian Japan Study Conference
• BC Redress Consultation meeting
• Explore Japan – Japanese culture workshops for
Grade 10 students.
• Donation of $5,000 to the U of A Gordon Hirabayashi
Scholarship (sociology graduate study)
I would like to thank volunteers who made EJCA’s activities
possible. Without their work, no activities could take place.
Thank you very much!

…前ページより
７．

クリスマス・パーティを再開。 １００名以上の参加があり, これか
らも続けると決定。
８． 今までのプログラム続行
•
１３のクラブ活動
•
図書室
•
諸行事： 夏祭り、ヘリテージ祭り, バザー、新年会、カジノ，．
•
日本語教室
•
幼児向けプログラム
•
Japan Today で 2000 人以上の中学 2 年生徒に文化紹介、
その他の文化活動
•
料理、書道、折り紙イヤリングなど各種のワークショップ
•
Teens と Kids のサマーキャンプ
•
日本語サロン
９． 外部の会議や行事に参加
•
全カナダ日系人協会の年次総会その他の委員会
•
パンアメリカン日系人大会
•
カナダ日本学会で講演
•
Explore Japan （高校生への日本文化紹介）
•
BC 州の戦時補償に関する公聴会を開催
•
アルバータ大学 社会学科大学院 ゴードン・ヒラバヤシ奨学
金に$５０００寄付
大勢の会員がボランティアとして行事に参加しました。ボランティアなくし
て EJCA は機能しません。ありがとうございました。
また将来への展望として次のような話をしました。
•
新しい会員へのサービス ‐ 新しい会員はＥＪＣＡへ何を期待
しているのか？ どんなプログラムを用意するか？
•
長く会員として活躍している多くの方にも役立つプログラムの
提供
•
事務その他の能率化
•
１０月３日の役員会で EJCA の Website を新しいテクノロジー
に移行するプロジェクトを承認。できる限り、会員手続き、Email、行事への参加手続きなども一体化する予定。
•
Argyll Community League との良好な関係を大切にする。
•
外部団体と協力的に活動する。
ご一緒に活動できて嬉しい 1 年でした。来年度もまたよい年になるよう
努力したいと思っています。
EJCA は会員みんなの為に，みんなで力を出し合う会です！基本理念に
沿って活動いたしましょう。

会館の２５周年記念晩餐会と祝賀会
年次総会に続いて祝賀会を開催しました。1993・1994 年当時の会館設
立委員と 1994 年から現在までの会長を招待し、会員の参加者とともに
90 名が集い、お祝いをしました。
招待者: デイブ・トラウトマン
ACL の現会長、前会館マネージャー
マイク・リーダム
会館設立委員 ACL 代表
ダン・オニール
会館設立委員 エドモントン市 代表
ダイヨウ・サワダ
会館設立委員
ブレンダ・マドセン
会館設立委員
大木早苗
会館設立委員 EJCA 現会長
ケン・タナカ
会館設立委員 前会館マネージャー
1994 年以降の EJCA 会長： ジム・ホヤノ、キャシィ・テナント、
東谷陽子、デイブ・ミツイ、大木崇

Challenge in the coming years:
1. Empower new members – programs that benefit new
members
2. Value long term members
3. Modernize processes and procedures
4. At the October Board meeting, a project to redesign our
website with current technology was approved! Various
processes such as membership registration, e-mail,
event application and facility reservation calendar will be
integrated into the website as much as possible.

２５周年記念晩餐会と祝賀会のプログラム (司会 ジョン・プリカード)
5:00 – 5:30:
社交
5:30 – 5:40:
挨拶と太鼓 カーリー・オカムラとオマール・アメール
5:40 – 6:30
晩餐とギター演奏 横尾龍
6:30 – 6:35:
EJCA の歴史 スライドショー ジュリー・ロシノール

…次のぺージへ
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5. Keep our excellent relationship with the Argyll
Community League
6. Participate in activities of external organizations
Thank you for your actions and support! Let’s work together
and have another great year! EJCA is for all members and is
maintained by all members!

6:35 – 6:50:
6:50 – 7:15:

デザート
パネルディスカッションー会館はどのようにできたか？
デイブ・トラウトマン, マイク・リーダム、大木早苗
7:15 – 7:25:
若葉会日本舞踊
7:25 – 7:40:
福引
祝賀会はジョン・プリガートの挨拶に続いて、太鼓の演奏です。いつもの
元気な太鼓というよりはとても静かな日本の曲「荒城の月」が篠笛で始ま
りました。カーリー・オカムラとオマール・アメールの息のあった演奏でし
た。そして日本風なお弁当での食事の間は龍さんのギターの音が流れと
てもエレガントに感じました。食事が終わりに近づくとジュリー・ロシニョー
ルが EJCA の歴史的な写真を集めたスライドショーを披露しました。珍し
い写真をよく集めていただきました。こちらからごらん下さい。
EJCA 25th Anniversary コナー・タナカさんは金箔が飾られた洋菓
子を 100 個寄付してくださって、皆でおいしくいただきました。

The Celebration Dinner Party for the EJCA-ACL Centre
(the Edmonton Japanese Culture Centre)
Inviting special guests such as past EJCA presidents since
1994 and the Centre Project Management Committee
members of 1993/1994, the EJCA held the 25th anniversary
cerebration party after the AGM.
The special guests were:
Dave Trautman ACL president and past Centre manager
Mike Leedham Centre Project Management Committee
representing ACL
Dan O’Neill
Centre Project Management Committee
representing the City
Daiyo Sawada Centre Project Management Committee
Brenda Madsen Centre Project Management Committee
Sanae Ohki
Centre Project Management Committee and
EJCA president
Ken Tanaka
Centre Project Management Committee and
past Centre manager
Past presidents attended: Jim Hoyano, Cathy Tennant,
Yoko Azumaya, Dave Mitsui, Takashi Ohki

食後のパネルディスカッションでは、あまり知られていいないがエドモント
ン日本文化協会にとって大切な事柄が話されました。１９１２年からのエ
ドモントン日系の歴史、どのようにして ACL が持っていた古いホールが
ACL/EJCA の会館に生まれ変わったか、かかった費用は？ 会館を使
えるようになって EJCA はどのように変わったか？会館を ACL と EJCA
でどのように共同運営しているか？エドモントン市の貢献は？この話を
聞いてこれからも会館を大事に使っていきたい、ACL やエドモントン市に
もお世話になっていることが理解できた等々の感想をいただきました。ま
た ACL 側から見た会館についての価値もわかりました。私たちはエドモ
ントンで Community League と文化団体と市が協力し合って会館を運
営しそれがとても成功している良い例になっています。スライドはこちら:

http://www.ejca.org/documents/centre/Centre%2025th%2
0%20Anniversary-Panel.pdf
パネルに続いて、若葉会が日本舞踊を披露しました。EJCA には素晴ら
しいクラブがあって本当にうれしいです。そして祝賀会は福引に当たった
ラッキーな方々の笑顔で終わりました。

Program of the Celebration Dinner Party（MC: John Priegert）
5:00 – 5:30:
Social
5:30 – 5:40:
Greeting and Kita no Taiko performance by
Carley Okamura and Omar Amer
5:40 – 6:30
Dinner with guitar music by Ryu Yokoo
6:30 – 6:35:
Slide show of EJCA History by Julie Rossignol
6:35 – 6:50:
Dessert (donated by Connor Tanaka)
6:50 – 7:15:
Panel discussion – How the centre was built;
Dave Trautman, Mike Leedham, Sanae Ohki
7:15 – 7:25:
Wakabakai Japanese dances
7:25 – 7:40:
Door prizes

AGM と祝賀会の開催の用意をしてくださった役員のリン・ラファティさ
ん、行事コーデネーターのカルダー友美さん、それから大勢のボランティ
アの皆様にお礼をお伝えします。最後に心からのお礼をコナー・タナカさ
んにお伝えします。コナーは初めの会場作りから最後のキッチンの片づ
けまで働いてくださった上に上記のように、高級なデザートを全員に用意
してくださいました。２５周年にふさわしい素晴らしいプレゼントでした。

The celebration party started with a welcoming message by
Master of Ceremonies John Priegert and was followed by a
Kita-no-Taiko performance. A famous Japanese song Kojo
no Tsuki (the Moon over a ruined castle) was played on a
Japanese flute. Thank you, Ryu for your guitar and song
performance. The dinner was held in a very elegant fashion.
All enjoyed a Japanese bento box dinner. For most of us,
historical photos of the EJCA
shown in the slide show were new
and interesting. Thank you, Julie,
for collecting and showing us those
valuable images, link to the slide
show: EJCA 25th Anniversary)

Wakabakai Japanese Dance Club presented the “Pine
Trees”.
若葉会がお祝いの曲、“松づくし”を披露しました。

The panel discussion included a quick history of Japanese
people in Edmonton since 1912, how the ACL was selected
as a partner for the EJCA’s Japanese Culture Centre, how
the old ACL’s hall was converted into the ACL/EJCA Centre,
…cont to next page
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how much it cost to build the centre, how EJCA changed its
nature since the centre was built, how the centre has been
managed with the two organizations, how the City of
Edmonton supported the project and assisted the on-going
centre operation and what the future of the Centre would be.

http://www.ejca.org/documents/centre/Centre%2025th%2
0%20Anniversary-Panel.pdf
To finish the party, Wakabakai presented traditional
Japanese dances. One dance called “Chigiri (A Human
Bond)” was accompanied with karaoke singing by Takashi
Ohki. Finally, many lucky members won door prizes such as
table flowers and gifts.
I would like to express my sincere thanks to Lyn Rafferty,
Tomomi Calder and volunteers who made such a wonderful
event possible. Finally, special recognition must be given to
our member Conner Tanaka who volunteered his time from
the beginning till the end of the party to set up the hall and
clean the kitchen. Moreover he donated 100 beautiful
pastries as dessert. Each piece of cake had a gold leaf. What
a wonderful gift, just perfect to celebrate the occasion.

Mr. Dave Troutman, sitting, and Mr Mike Leedham, standing,
from ACL talked how the ACL/EJCA Centre changed the ACL.
アーガイル・コミュニティ・リーグのデイブ・トラウトマン氏とマイク・リーダム氏
がこの会館ができたことでアーガイル・コミュニティ・リーグがどのように変わ
ってきたかを話しました。

We Are Looking for Volunteers for a New EJCA
Website Project
Julie Rossignol

EJCA のウェブサイト・チーム・メンバーを募集

We are looking for EJCA members who have interests in
volunteering as EJCA website project team members with
experience in project management, business analysis, or
procurement, especially with regards to developing websites.

EJCA はウェブサイトを新しくするプロジェクト・チームを作ります。EJCA
の会員で次のような経験をお持ちの方はぜひご参加ください：プロジェク
トマネジメント、ビジネス分析、調達管理など。特にウェブサイトの作成と
関連した前記の経験をお持ちの方を求めています。
また EJCA 会員で現在 EJCA の活動を会員に伝える仕事をしている方
も必要です。

ジュリー・ロッシニョール

We are also looking for EJCA members who are currently
involved in EJCA communications or have in-depth
knowledge of the communication needs of the organization.

このプロジェクト・メンバーは次の責任があります：
•
月に一、二回のチームの会合に出席、会合の合間は電子メー
ルで他のチームメンバーと連絡を取り合う。
•
それぞれの役割に従って割り当てられた仕事を期日までに完
了する。

Expectations for team members:
• Attendance of bi-weekly or monthly meetings with
email communication between meetings
• Completion of assignments for the project as needed,
based on the member’s skillset
Please register your interest and a short summary of your
credentials with the project team lead Julie Rossignol at
julie_mashow@yahoo.com by Friday, November 22, 2019.

興味のある方は関連した経験とプロジェクトのメンバーになりたい理由を
書いて、プロジェクト・チームのリーダーの私まで電子メールをください。
Julie Rossignol at julie_mashow@yahoo.com. 2019 年 11 月 22 日
(金)が応募締め切り日です。

We thank everyone for their submissions, but selection is not
guaranteed as we will be keeping the team small. However,
even if you are not selected, you may be contacted to be part
of our consultations.

小さなチームで効率よく仕事をしようと思います。応募者が多いときはチ
ームに入れないこともありますが、チームのメンバーにならなくてもいろ
いろとアイデアをお聞きすることがあると思います。

CLEAN HOUSE BEFORE 2020 STARTS!
Library Work Group
Please return all your overdue library books and DVD's
before you start the New Year!
We are happy that so many of you are borrowing books and
DVDs from the library but sometimes we all forget to bring
them back on time. Remember that someone else might be
waiting to borrow those items too, so we appreciate you
bringing them back within the one month allowed.
Remember that the materials can be re-borrowed for another
month if you fill out another "Borrowing Form".

12 月は大掃除、きれいにして新年を迎えましょう!
図書室より
返済期限が切れた図書の本や DVD が部屋のどこかにありませんか?
あったら すぐにお返しください。
大勢の会員に図書を利用していただいてうれしいですが、いつまでも貸
し出し中の本があると図書では整理に手間取ります。また次の方が待っ
ているかもしれません。図書の本や DVD は１と月の期限中にお返し下さ
い。ご存知ですか、必要なら、更新すればまた借りられます。
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エドモントン日本文化協会のバザー

Peter and Louise Wong

ピーターとルイーズ・ワン

The EJCA’s annual Bazaar took place this year on Saturday,
October 19th, 2019. After a week of varying temperatures, it
turned out to be a crisp fall day with no rain or snow in sight.
Volunteers arrived at the Centre early in the morning to set
up the tables and chairs, finish preparing bento boxes,
arrange the silent auction items and price/package the
donated baked goods.

今年の EJCA バザーは２０１９年１０月１９日に行われました。一週間ほ
どぐずついていた天気もバザーの日には空気のひんやりした気持ちの
良い秋晴れになりました。いつものようにボランティアは８時にはもうセン
ターに来て、１１時からのバザーの準備をしました。台所でお弁当や暖か
な昼食の準備が始まり、ホールではベークセールの準備、そしてラウン
ジでは工芸品や本の即売の準備です。

Since food items were not available until 11:30, early birds
were directed to the lounge where non-food items, both
Canadian and Japanese, were available for sale. These
included books, paintings, dolls, dishes, clothing and so
much more. Hopefully, everyone found something to take
home as a souvenir of the day or as a gift for early Christmas
shopping.

食べ物の販売は１１時半からはじまります。それ以前からセンター前で
待っている人達のためにラウンジの即売会は１１時から始まりました。即
売会の本や日本の工芸品はクリスマスの贈り物に人気があります。食べ
物を売るホールのドアーが１１時半に開くと皆がどっと目当ての食べ物に
殺到します。幕の内弁当１００食、太巻き寿司 ３０皿、、稲荷弁当 ６０
食、和菓子１００セット、おにぎり ４０個、手作りパンとケーキ、お惣菜、
それに食堂で作るカツカレー ４０皿、、天ぷらうどん ６０杯を用意しまし
た。何を食べようか、よりどりみどりです。ホールのテーブルはすぐに手
に入れた食べ物で昼食をする人でいっぱいになり、入場制限もしました。

Once the hall doors were opened, a long line formed to buy
bento boxes, tickets for curry or udon and Japanese pastries.
Visitors could also buy yummy treats at the bake sale table
before sitting down to eat their lunches. At one point the hall
was so full of patrons that the doors had to be closed until
the crowd thinned out.
Later after diners satisfied their appetites, they were able to
browse through the silent auction tables where bids could be
placed on items such as pottery, restaurant gift certificates
and a painting. Door prise tickets were given to each person
who attended and this year, the draws were held several
times throughout the afternoon to allow more people a
chance to win. The Bazaar officially closed at 2:00 p.m.
Clean up was fast and efficient thanks to many experienced
volunteers. In all over 50 volunteer jobs were posted for the
Bazaar and filled by EJCA members.

昼食に満足した後はサイレントオークションの出展品を品定めして買値
を紙に書き込みます。今年は３１の品目の寄付があり、すべてに買い手
がありました。ラウンジでも工芸品、書籍などがよく売れていました。こと
しのバザーの売上目標の６０００ドルは達成できたと思います。バザーは
一日だけのイベントでしたが、ボランティアは何日もかけて準備をしまし
た。ボランティアの皆様、バザーに品物を寄付してくださった方々にお礼
を申し上げます。また来年のバザーにご参加ください。

The bazaar was able to sell out all the food and bakery
items. All 31 silent auction items had bids and were sold. A
good portion of the artwork, books and non-food bazaar
items also found new homes to go to. The $6,000 goal set
for the 2019 Bazaar must surely have been reached and will
push the next year’s goal even higher!
Although the Bazaar took place on one day, volunteers spent
days ahead of the event preparing food, sorting & pricing the
non-food sales items, gathering items for the silent auction,
sending out information to various groups and in general,
doing everything possible to make this year’s Bazaar a
success. Thank you to all our volunteers. We couldn’t do it
without you! Thank you as well to all those who donated
items to the silent auction, the bake sale table and the nonfood sales tables. Finally a big thank you to everyone who
attended the Bazaar. We hope to see you all again next year.
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THANK YOU for donations to the bazaar!

バザーへの寄付 －ありがとうございました！

1. Special thanks to donors who helped us raise just
over $1000 at the Silent Auction:

１． サイレントオークションへの寄付ありがとうございました。

Mayor Don Iveson, City of Edmonton
Premier Jason Kenney, Province of Alberta
Bob Tennant, Anonymous EJCA donators
Akiko Kohana: Akiko studied ceramics in her native Japan
and later in California and Edmonton. Her beautiful works,
which are both functional and decorative, can be viewed at
the Alberta Craft Council in Edmonton throughout the year.
Kobe Japanese Restaurant: A casual and friendly, westend Japanese restaurant. Open for lunch during the week
with a great variety of traditional Japanese dishes both at
lunchtime and dinner. Also a favourite place for take-out.
Kyoko Watanabe: Kyoko’s useful and lovely works can be
seen at the Edmonton Potters’ Guild Show and Sale on
November 16th at the Alberta Avenue Community Centre.
Kyoto Japanese Cuisine: Serving a variety of Japanese
cuisine items from their appetizers to main dishes and combo
items. The restaurant can accommodate small and larger
groups...a good place to skip cooking and dine out.
Mikado: Downtown, south-side and west-end locations
serving traditional and innovative sushi and other dishes with
fresh ingredients being a must for the wide variety of items
on their menus.Open from lunch until closing so your craving
for Japanese food can be satisfied any time.
Keiko Oba: Keiko’s Japanese-themed pottery can be
viewed at the Edmonton Potters’ Guild Show and Sale on
November 16th at the Alberta Avenue Community Centre.
Oomomo: The first authentic Japanese variety store in
Edmonton with wonderful, new and unique kitchenware,
stationary, Japanese snacks, ceramics, beauty products and
more. A good place to find something for your own use or for
gifts. Now open in Londonderry Mall and West Edmonton
Mall.
Sushi Wasabi: A popular, long-standing sushi restaurant
with “sushi and more”, including a special dinner for two with
a variety of delicious items. A great place for a relaxing lunch
or dinner, or for an eat-at-home take-out order.
Tokiwa Ramen: No artificial seasonings, preservatives or
MSG are used at this popular ramen shop in the Brewery
District. Limited quantities of the naturally-flavoured ramen
soups made fresh daily so when the soup is finished the
shop is closed. Go early to avoid disappointment.
Yokozuna: A cozy, informal, family-run Japanese restaurant
with specialty izakaya-style grilled skewers and a variety of
Japanese items at dinner and lunchtime bento boxes. A
comfortable environment for enjoying Japanese food in a
small or larger group.
Yuzen Sushi: A family-run restaurant in St. Albert with
limited seating but an extensive take-out menu of popular
Japanese dishes. Watch their facebook page for news about
their “pop-up” ramen shop coming in the future. (for all of us
who miss their Saturday lunch ramen).

エドモントン市長 ドン・アイベソン
アルバータ州首相 ジェイソン・ケニー
ボブ・テナント、匿名希望の方
小花昭子：小花さんは陶芸を日本、カリフォルニア、エドモントンで学びまし
た。機能的で美しい作品はアルバータ州工芸会で１年中鑑賞できます。
神戸レストラン：親しみ深い家庭料理が人気。週日は昼食時も開いてい
ます。Takeout にも最適。(月曜日は休み)
渡辺京子:渡辺さんの陶芸は 11 月 16 日のエドモントン陶芸家即売・展
示会でご覧になれます。
京都日本料理店：前菜から主菜まで、沢山のメニューがあります。今日
はちょっとお料理をさぼって外食を、と思う時にぴったり。
みかど：ダウンタウン、サウスとウエストの 3 カ所にあり、伝統的なお寿
司から、モダンな創作寿司、豊富な品ぞろいが楽しいです。昼食から閉
店時まで、いつでも Okay!
大場恵子：大場さんの陶芸は 11 月 16 日のエドモントン陶芸家即売・展
示会でご覧になれます。
Oomomo：エドモントンで最初の日本雑貨店。変わった掘り出し物も
あります。ウエスト・エドモントンン・モールに続いてにロンドンデリー店が
開店しました。
寿司わさび： 長く皆さんに親しまれている寿司店。二人前のセットメニュ
ーも人気。Take-out も便利です。
ときわラーメン：人工調味料をいっさい使わない Brewery District.にある
ラーメン店。毎日用意するスープがなくなるとその日の営業は終わりま
す。
よこづな：居心地よい居酒屋スタイルの串焼きも自慢です。お寿司を始
め、各種の日本料理が楽しめます。
悠膳すし店：St. Alberta のお店で、椅子席は少ないですが、Takeout の
メニューが豊富。Facebook もご覧ください。
２． Bake Sale へのご寄付： おいしいご馳走やお菓子ありがとうござ
いました。
デビィ・オイカワ
イレーン・カミトモ
ミドリ・タナカ
マイク・ワスキビック
ジョアン・ドーソン
大川とも子
キャロル‐アン・ルイス リサ・マクドネル
キャシィ・テナント

お陰様でサイレントオークションだけでも$1,000 強の収入でした。

３． 福引へのご寄付もいただきました。
レンタルのテーブルを利用した方から寄付(ジャクソン好子
イレーン・カミトモ 松の会)
ボブ・テナント
４． その他の品物、絵画、本などの寄付
牟田口ひろ美
ソーリ・サワダ
マリアン・バニツキ
ゴードン福子
ブレンダ・シカゼ 川島道子
エディ・ナガタ
ジム・ホヤノ
ダイアン・ダン―ミツイ
イレイン・ロバート
フェイ・ヨネダ
ジーンとカオリ・エイチソン
ジェイムスとサン・ロイド キャシーとボブ・テナント
大木崇
匿名希望の方
大勢の方のお名前で、記録漏れがあるかもしれません。すみませんお
名前が漏れていたら 遠慮なく event@ejca.org へお知らせください。

2. Bazaar Baking /Side Dish Table Donors
Thanks
for the yummy treats!
…cont to next page
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… from previous page
Debby Oikawa Elaine Kamitomo, Midori Tanaka, Mike
Waszkiewicz, Joanne Dawson, Tomoko Okawa, Carol-Ann
Lewis, Lisa McDonell, Cathy Tennant
３．Bazaar Door Prizes
Thanks for adding to the fun!
Rental table basket (Yoshiko Jackson, Elaine Kamitomo,
Matsu no Kai) Bob Tennant
４．Non-Food, Picture Gallery and Book Table Donors Thanks for adding to the bazaar’s success!
Hiromi Mutaguchi, Soly Sawada, Maryanne Budnitsky,
Fukuko Gordon, Brenda Shikaze, Michiko Kawashima, Edie
Nagata, Jim Hoyano, Masako Miyazaki, Diane Dunn Mitsui,
Elaine Roberts, Faye Yoneda, Jean & Kaori Acheson, James
& Thanh Royds, Cathy & Bob Tennant, Takashi Ohki,
Anonymous donors.
Please let us know if we missed you

EJCA BOOK SALE

エドモントン日本文化協会ブックセール

Cathy Tennant

キャッシイ・テナント

１１月２日に EJCA センターで第４回 EJCA ブックセールが開かれまし
た。EJCA のバザーでもブックセールがありましたが、そのときはテーブ
ル二つ分の本しか並べられませんでした。しかしこの度のブックセール
では 6 つのテーブルを本で埋め尽くしました。ブックセールは４時間開か
れていたのでお客様は三々五々と訪れいろいろな種類の本を立ち読み
してはどれを買うか迷うのを楽しんでいました。自分の漫画の蔵書に加
える本を選ぶ人、日本語の勉強に役立つ本を探す人、クリスマスの贈り
物にする本を探す人など様々です。もちろん本を探す間に友達とおしゃ
べりをするのもブックセールの楽しみです。
去年のブックセールにみえた子供連れの人で今年は来ない人もいました。
EJCA のヒラバヤシ図書館に最近日本語の絵本を 50 冊入れたので、子
供の絵本はしばらくは図書館から借りることにしたのかもしれません。あと
二週間以内にまた新しい子供向けの本を図書館にいれます。

After an October of unpredictable weather, it was a cool but
mostly dry day for the 4th annual EJCA Book Sale on
November 2nd. Although we were limited to two tables of
books at the bazaar, at the Book Sale we could really spread
out and show many more books than we could at the bazaar.
Visitors dropped in over the four hours, to browse through a
great variety of books that were arranged over six tables. A
Great time to buy gifts, to find a bargain, to increase your
manga library, to find books to help you learn Japanese or
just to treat yourself. Everyone spent time socializing over
special green tea and matcha-flavoured Japanese pastries.
We missed seeing all the young families with children who
visited last year; however, this may be because many
families are now borrowing Japanese-language children’s
books from the library after we added 50 new books earlier
this year. We will be adding even more in the next week.

ブックセールのいつもの常連の他に新しい人達も見かけました。まだ
EJCA の会員になっていない人は EJCA や EJCA のクラブの活動に興
味を示していました。トロントから一月前にエドモントンに引っ越して来た
という若い男子の二人連れもいました。丁度センターの外の野球場で野
球の試合をしていて、試合の合間にセンターに顔を出したそうです。オレ
ゴン州ポートランドからエドモントンに奨学金をもらって勉強に来た人、日
本に 7 年間住んでいたという女性（図書館を手伝っていただけるかも）。
福岡から二人の子供と一緒に一年前にエドモントンに引っ越して来た家
族は去年の EJCA クリスマスに参加していて、今年のクリスマスも楽し
みにしているそうです。図書館のことを知らせてあげると、しばらく時間を
かけて子供の本を選び借りていきました。

However, there was such an interesting mix of visitors in
addition to the regular shoppers we look forward to seeing
each year. Many were not EJCA members yet but were very
interested in not only EJCA but the clubs. Two young men
had just moved from Toronto a month ago for work and
dropped in, between softball games that were being held on
the baseball diamonds. We got to meet a newly-arrived
scholarship student from Portland, Oregon, a woman who
had lived in Japan for 7 years and a potential
library.volunteer. A family with two young children who had
moved here from Fukuoka one year ago said they attended
the EJCA Christmas party last year and are looking forward
to attending again. They didn't know about the library so
spent quite a bit of time looking at our collection and ended
up borrowing some books!

アデリーヌ・パナマロフ、ジム・ホヤノ、リズ・マチダ、マイク・ワゼキエウィ
ッチ、キャロル・ブラ
ンドレイ、そして私が
ブックセールの世話
をしました。私達は旧
知の友人、新しい人
などとお茶を飲みな
がら世間話をして楽
しい時間を過ごしまし
た。もちろん忘れず
に本も売りました。

Adeline Panamaroff, Jim Hoyano, Liz Machida, Mike
Waszkiewicz, Carol Brandly and I had an enjoyable time
greeting visitors, meeting newcomers, talking about EJCA
and its clubs, and visiting with guests over tea…..oh, and
selling books.
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日本語サロンと私

NorikoTaira

平 紀子

This fall I traveled Europe for a month. I went to non-English
speaking countries such as France, Portugal and Spain.
Compared to those countries, Canada is safer and the cost of
living is cheaper. While I was there, I realized how lucky I was
to have home in Canada. Edmonton is a big city with one
million population. Yet it is safe and the cost of living is stable.
One of the strengths of Edmonton is that it has active
communities. I joined one of those communities, the EJCA.
EJCA has a new group, Nihongo Salon, for Japanese
speaking members. I want to contribute to make Edmonton a
safe and comfortable place to live. Nihongo Salon’s events
are the means by which we want to provide its members,
particularly those who have come to Edmonton recently,
opportunities to build their horizontal bonds with others that
will help them to live safely and comfortably in Edmonton.

私はこの秋一ヶ月ほどヨーロッパを旅行しまし
た。フランス、ポルトガル、スペインなど英語圏で
ない国にも行きました。他の国から見るとカナダ
は安全で物価が安いです。それぞれの国で楽しく過
ごしましがカナダに帰る家があるというのは本当にありがたく嬉しいこと
です。エドモントンの良いところは百万都市でありながらとてもフレンドリ
ーだということです。治安も良くてうれしいです。
エドモントンの良い所の一つはコミュニティーがしっかりと機能している
ことです。EJCA では昨年から日本語サロンを始めました。まだ知らない
人がいるかもしれません。私が日本語サロンを手伝っているのは自分
の住む街をもっと安全で住みやすく居心地の良い場所にしたいからで
す。日本語サロンはイベントの企画をするだけではありません。しかしイ
ベントを通して皆さんが横のつながりを作れるように、そしてエドモントン
で安心して楽しく暮らせるように努力しています。

Traveling non-English speaking countries, I remembered the
time when I first arrived at Edmonton from Japan. My
husband and I were alone in this new place. My husband
was busily working and I was not good at English yet. My
living environment had significantly changed and I felt lonely
and uncertain. For example, I had been driving in Japan
since I was eighteen. But here in Edmonton, I had to drive
on the wrong side of roads and follow different driving rules.
It really took courage for me to drive in Edmonton.
At Nihongo Salon, we provide “reliable human bonds” to
new commers to Edmonton. Baby Salon and Nihongo Kids
were created for the same purpose. Please come and enjoy
Nihongo Salon. If you have any idea about something you
want from Nihongo Salon and something you want to know
but do not know whom you ask, just tell me about them.
Your question is everybody’s question. From those
questions, we get ideas about the kind of events and
workshops we organize. We always welcome your ideas.

英語圏でない国を旅してみて私が初めてエドモントンに来た頃を思い出
しました。だれも友達はいませんでした。家族は夫ひとりだけです。夫は
仕事をしていて忙しく、私は英語がまだままなりませんでした。今まで慣
れ親しんだ日本の環境ととても違うので、心細かった事は数え切れませ
ん。例えば車の運転です。私は 18 才の時から日本で運転をしていまし
た。日本では車の運転に慣れていましたがカナダでは色々と戸惑うこと
が多かったです。車線が日本とは逆です。運転のルールも違います。そ
れでカナダで運転するにはとても勇気が必要でした。

Registration for Nihongo Kids and Baby Salon

２０１９年春学期のにほんごキッズとベビーサロンのお知らせ

These two sessions are for parents and kids to play and
learn in Japanese language by singing, crafts, book-reading
and many more. The registration for the 2020 Winter
session of the Nihongo Kids and Baby Salon will be close
on December 31, 2019. For more details, contact us at
event@ejca.org

にほんごキッズやベビーサロンでは、先生を中心に保護者の方とお子
様が一緒に、手遊び歌、絵本、工作などを通して活動しています。新学
期の生徒を募集します。申し込み期限は１２月３１日です。お問い合わ
せは event@ejca.org まで。

日本語サロンではエドモントンへ初めて来られた方に「安心のできるつ
ながり」を提供したいと思います。ベービークラブ、キッズクラブはこの日
本語サロンの目的の延長にあります。どうぞ皆様日本語サロンで楽し
んでいってください。またこんなことがあったらいいのにとか、誰に聞い
たらいいかわからないことなど教えてください。あなたの疑問はみんな
の疑問です。そこから企画が生まれイベント、講座になるのです。皆様
からの相談、質問などいつも楽しみにお待ちしています。

にほんごキッズの申し込み： https://forms.gle/157rpDhxqSe2gjSA6
日程：１月 8、15、29 日、2 月 5、12，19 日、3 月 4、11，18 日
12 時 45 分から 14 時半（スケジュールが変更になり、12 時 45
分から 14 時半までのクラスとなります。）
対象者：2―5 歳児
参加費：全 9 回 1 家庭 40 ドル（一回目のクラスで現金または小
切手でお支払い下さい。）

Nihongo Kids Class
Schedule:
Jan 8, 15, 29, Feb 5,12,19,
March 4,11,18
Nine classes, 12:45-14:30
Age group: 2-5 years old
Fee:
$40/family for nine classes (Pay in the
first class by cash or cheque payable to EJCA.)
Application: https://forms.gle/157rpDhxqSe2gjSA6

ベビーサロンの申込み:: https://forms.gle/R6tafhRdwZtfwvUM7
日程：1 月 10、17、24 日、2 月
7、14、21 日、3 月 6、13、20 日
10 時から 12 時（クラスは 10
時から 10 時 30 分まで）
対象者：0－2 歳児
参加費：全 9 回 1 家庭 30 ドル
（一回目のクラスで現金または
小切手でお支払い下さい。

Baby Salon Class
Schedule:
Jan 10,17, 24, Feb 7,14,21, March 6, 13, 20
Nine classes,
10:00-12:00 (Instruction 10:00-10:30)
Age group:
0-2 years old
Fee:
$30/family for nine classes (Pay in the first
class by cash or cheque payable to EJCA.)
Application: https://forms.gle/R6tafhRdwZtfwvUM7
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During the weekend of September 19-23, Sanae Ohki,
Carley Okamura and I travelled down to San Francisco for
COPANI 2019. COPANI stands for Convención
Panamericana Nikkei (the Pan American Nikkei Convention)
which is held every two years.
The convention is a gathering of Nikkei from across the
Americas, and offered interesting insight to how the
Japanese diaspora has taken on different nuances around
the world. In the United States, the first Japanese people
began arriving over 150 years ago in Hawaii, with Nikkei
now up to the 8th generation. In South America, Japanese
immigration started in the 1890’s and steadily continued
until the beginning of the Pacific War in 1941. After the war,
immigration started again but the number of immigrants
decreased rapidly during the 1990s’s. In 2017, the total
number of people with Japanese ancestry was about 1.7
million in South America and 1.3 million in North America
(USA and Canada).

2019 年度南北アメリカ日系人大会

タマラ・サザランド

9 月 19-23 日の週末にサンフランシスコで開かれた COPANI（南北アメ
リカ日系人大会）に大木早苗、カーリー・オカムラと一緒に参加しまし
た。COPANI は二年に一度開かれます。
この大会には南北アメリカのいろいろな国から日系人が集まるので、日
本人の子孫たちそれぞれが移民した国によって少しずづことなった性
格を持っていることがわかります。米国への日本人の移民は 150 年余
前にハワイに移住したのが始まりなので日系アメリカ人はもはや８代目
の人達がいます。南米への日本移民は１８９０年代に始まり太平洋戦
が始まる 1９４１年まで着実に続いていましたが、太平洋戦争で中断し
ました。戦後、再開しましたが、１９９０年代に急激に減少しました。２０１
７年現在、南米の日系人は約１７０万人、北米（米国とカナダ）の日系人
は１３０万人です。

I think for some of the communities with large numbers of
Nikkei, such as San Francisco, Los Angeles, or Hawaii, it is
easy to take for granted the availability of community based
services such as Buddhist churches, shops, and cultural
programs. These institutions are seen as key to preserving
not only Japanese culture as a whole, but the culture of
Nikkei whose families left Japan decades ago, who in many
instances have different cultural practices than more recent
arrivals.

日系人が多く住む都市、例えばサンフランシスコ、ロスアンジェルス、ハ
ワイ諸島では日系人のためのインフラ（仏教会、日本食品店、文化プロ
グラムなど）が整備されています。これらのインフラは日本文化を保持
するためだけでなく、もう何世代も前に移民をして日系移民の独自な文
化を作り上げた人達が自分たちの日系人文化を保持するためにも大変
役立っています。

In contrast, the more pronounced dispersal of Japanese
Canadians during and following the war has left an
undeniable mark on the Japanese diaspora here in Canada.
Our communities lack dedicated nihonmachi (Japan towns),
and our cultural and community associations, the EJCA
included, have often taken on different roles than I saw in
San Francisco. I came away with a sense though that in
spite of the lack of “infrastructure”, what we have
accomplished as a community here in Edmonton is
remarkable, unique, and something we should celebrate.

これに比べるとカナダ日系人の歴史は異なります。戦後、連邦政府の
政策により日系カナダ人はカナダ全国に分散して住むことを強要されま
した。そのためカナダの日系社会には日本町がありません。そのためカ
ナダの日系社会文化組織は米国の組織とは異なった発展を遂げまし
た。このような観点から EJCA を眺めてみると、エドモントンには日本文
化、日系人文化を支えるインフラが少ないにもかかわらず、私達が
EJCA を核として作り上げた社会文化コミュニティーはとてもユニークで
誇れるものだと思います。

At the conference, we had the opportunity to learn more
about the ongoing legacy of the Second World War
internment, with stark reminders that this occurred not only
for Japanese Canadians and Japanese Americans, but
throughout the Americas. I think many of us were surprised
to learn that around 2200 Latin Americans of Japanese
descent, including 1800 Japanese Peruvians were arrested
and interned in the United States during the war at the
request of the American government. Their fight for
recognition and compensation continues to this day, as they
were excluded from the redress agreements available to US
citizens and permanent residents.

この大会で太平洋戦争中に日系人が南北アメリカで強制収容所に隔離
されたことが話題になりました。カナダと米国の日系人だけが強制収容
されただけはなく、南米で２２００人（１８００人が日系ペルー人）が米国
政府の要請で逮捕され米国に送られ収容所に入れられました。日系ア
メリカ人の補償問題は解決しましたが、これらの日系南米人は補償の
対象外になり、現在でもこのような事実があったことへの謝罪と補償を
米国政府に求めています。
大会では素晴らしいスピーチがありました。私は特に前米国連邦政府
運輸省長官（９．１１テロの時に長官でした）ノーマン・ミネタのスピーチ
に感銘を受けました。ミネタは私達が困難に直面した時に誠実と献身の
精神を保持して事にあたることがどんなに大切か話しました。このスピ
ーチは参加者の多くに共鳴し、社会正義を推進する勇気を与えました。

I also wanted to acknowledge some of the excellent keynote
and panel speakers, including former US Secretary of
Transportation Norman Mineta, who served in this role
during the 9/11 crisis. He spoke of the importance of
integrity and commitment to doing the right thing when faced
with difficult decisions. His message resonated with many of
us, and echoed work being done by others to further social
justice for all.
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2019 年度南北アメリカ日系人大会に参加して

Carley Okamura

カーリー・オカムラ
私は２０１９年度 COPANI に参加できてとても光栄に思いました。この大
会の準備が大変だったこと、参加者が過去の大会にも参加していたこと
など、皆この大会に参加することを大切にしていることがわかりました。

I felt honoured to be a part of the delegation from Edmonton
to attend the 2019 COPANI conference in San Francisco. It
was obvious a lot of work was put into this conference and it
meant a lot to the attendees, many of whom had attended in
the past.

ノーマン・ミネタやカレン・コレマスのスピーチなど特筆すべきことがあり
ましたが、私にとって最も大切だったのは中米、南米の日系人の歴史を
知ることでした。南米の日系人社会には戦後始まったところもあり、この
ひとたちには強制収容所の経験はありません。日系カナダ人にとって
強制収容の経験は重いので、この経験を持たない日系人社会が南米
にあるのは不思議でした。
大会の合間にサンフランシスコとジャパンタウンを見学出来て楽しかっ
たです。きれいではつらつとしたジャパンタウンは日系アメリカ人の文化
の象徴のようでした。カナダにはこのようなジャパンタウンは無いのでと
ても印象深かったです。
この大会に参加して考えたことがいくつかありますが、なかでも南北アメ
リアの国々で多文化主義がどのように受け止められてるか、自分はカ
ナダで多文化主義をどのように考えているかなど、これから考えていく
課題を見つけることができました。

There were stand out moments such as hearing from
Secretary Norman Mineta and Karen Korematsu. Overall, I
think the most important things I learned were about the
history of Nikkei in South and Central America. Some of the
communities began in South America after the Second
World War, and therefore did not experience internment. It
was interesting to consider a history that differed like this, as
internment is often the focal point of Japanese Canadian
history. It was also meaningful to observe the differences in
how people from different countries view multiculturalism or
“Nikkei-ness.” It was also beneficial to renew ties and make
new contacts within the Canadian community, particular with
the Young Leaders.
I was pleased to tour San Francisco and Japantown in
particular. It was inspiring to see a lively community and
beautiful space for Japanese American culture. It is
something I really only experience in the United States, as
was mentioned in the conference, Canada does not have a
single Japantown.
This conference was very interesting to observe but also
has given me a lot to think about…..how multiculturalism is
seen in the Americas and in what context Canada and I as
an individual exist. My thanks to EJCA and NAJC for
supporting such trips and involvement in this community.

Directory of EJCA Affiliated Clubs and Groups
Bonsai Club
Meetings: 3rd Thursday of each month, 7:30-9:30 pm
Contact: Les Dowdell <hokkoku@telusplanet.net>

Kita No Taiko - Japanese Drumming
Practices: Mondays and Wednesdays at 7:00 pm
Contact: 780 431-0300 or <info@kitanotaiko.ca>
Website: <www.kitanotaiko.ca>

Calligraphy - Keifukai of Edmonton
(Suitable for experienced calligraphers)
Practices: 2nd Tuesdays of each month, 1:00-3:00 pm
Contact: Sawako Inagaki <shuka761@yahoo.co.jp>

Ikebana Club – Flower Arrangement
Meetings: 1st and 3rd Thursdays of each month, 7:00-9:30 pm
Contact: Jean-Marcel Duciaume 780 803-5690
<jmduciaume@gmail.com>
Website: <https://ikebanaclub.com>

Edmonton Gojukai Karate Club
Tuesdays and Thursdays (except holidays)
Children, 7-12 years of age: 6:00-7:00 pm
Youth/Adult, 13 years and above: 7:00-8:30 pm
Contact: John Priegert 780 436-0977 <priegert@telus.net>

Matsu no Kai - EJCA 55 and Up Club
Contact: Alan Davis < ardavis@ardsys.ca>
Nihongo Kaiwa – Japanese Conversation Club
Tuesdays 5:30-6:30 (Basic Level); 6:30-7:30 (Advanced Level)
Contact: Carol Brandly <cebbyq@hotmail.com>

EJCA Women’s Gojukai Karate Club
Tuesdays 8:009:30 pm and Fridays 7:30-9:00 pm
Contact: Dana Nawata <namjar62@gmail.com>

JETAANA－JET Alumni Association of Northern Alberta
Contact: Jesse Moore <jamwerd16@gmail.com>

Jodo Club
Practices: Every Sunday 3:00 pm-5:00 pm
Contact: Hideji Ono 780 458-7269 <hideji.ono@shaw.ca>

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 >

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>

Wakaba Kai - Traditional Japanese Dance
Practices: Mondays, 1:30-4:00 pm
Contact: Keiko Frueh < keikofrueh@shaw.ca>
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EJCA Japanese Janguage Class Fukuko Gordon

EJCA 日本語クラスを担当して

I was given the opportunity from EJCA to be a Japanese
language teacher last year. I taught an adult class last year
and this year I am teaching a teen class as well.

前々から挑戦してみたかった日本語講師を担当する機会をいただき、昨
年からアダルトクラスを、そして今年からはティーンクラスも担当すること
になりました。

The students in the teen class are junior high and high school
students. They are interested in anime and Japanese songs
and very interested in Japanese culture. In every class, the
topic always migrates to a discussion about anime and
Japanese songs. In fact, one of my students in a recent class
sang a Japanese anime song to the class. They are very
enthusiastic about their studies, and they are constantly asking
me questions, not just limited to Japanese language.
Sometimes they ask me questions that I do not have answers
for. That becomes my homework that is due in the next class.

ティーンクラスの生徒は中学生と高校生です。アニメや日本の歌が大好
きで、日本の文化にもとても興味を持ち、毎回クラスでは必ずと言ってい
い程アニメや歌の話題が出ます。先日の授業では歌好きな生徒が、日
本のアニメソングを一曲披露してくれました。勉強もとても熱心で、日本
語に限らずいろいろな質問がたくさん飛んできます。思っても見ない質問
があるので、それに答えられない時には私の次回のクラスまでの“宿題”
になります（笑）。

ゴードン 福子

アダルトクラスは会社の社長、看護師、学生、主婦などバックグラウンド
は様々です。
皆に共通しているのは日本が大好きということです。最も難しい言語の
The adult class is filled with students from various backgrounds; 一つとされる.日本語を、皆さん忙しい中休まず授業に来て一生懸命勉
including business owners, nurses, students, and homemakers. 強しています。授業中もとても真剣で生徒のノートはびっしりと文法など
What they have in common is their love for Japan.
が書き込まれています。熱心に勉強する生徒の為にも、毎回いろいろ考
えながら教案作りに励んでいます。苦労するのは、やはり日本語レベル
Japanese language is known to be a very difficult language
にばらつきがあるので、それにあった教材づくりが一番悩むところしょう
to master for a non-native speaker. The students have very
か。時間もとてもかかります。まだ新米講師ですので、失敗も多くありま
busy lives, but they come to class prepared each week to
すし、毎回反省ばかりで落ち込む時もあります。ですが、昨年の最終テ
study very hard. These students rarely miss a class. During
ストで生徒たちが全員合格ラインに達した時は本当にうれしく、先輩講師
the class, they are very serious, and their notebooks are
の方々に助言をもらいながら何とか出来たという達成感でいっぱいでし
filled with pages of grammar notes and kanji etc. For these
た。

dedicated students who come prepared to study, I need to do
a lot of work myself in preparing class plans and material.
Since the class has students with varying degrees of
language ability, my job as a teacher is even more taxing to
prepare material that will keep everyone engaged.

教えるにあたって、いかに生徒の日本語を学ぶモチベーションを高め、
日本語だけではなく日本文化への理解を促すかということも私の役割だ
と感じています。最後に、私のモットーは“楽しく学べる授業”です。大変
だけどまた来週も頑張ろうと思ってもらえる授業を目指して頑張っていき
たいと思います。

Teaching Japanese is new to me. And of course, I make
mistakes and face some disappointment with what I thought
would work, and did not. And at times, I feel a little down.
However, I was really happy when many of my students last
year passed the final exam and went on to the next level of
study this year. The success of my students and support I
received from senior teachers gives me a sense of
accomplishment in my efforts as a Japanese language
teacher.
As a teacher, I feel that my role is to motivate students to
study Japanese and to encourage them also to understand
Japanese culture. Finally, my motto is "Fun Learning Class".
I want the students to know it is challenging, but I want them
to show up enthusiastically each week to face the challenge.
I want to do that by maintaining a positive and fun
environment while they learn.

Teens class on the Halloween day

Event Calendar 2019 (Tentative Dates)
Wasanbon Sugar Candy Workshop
Calligraphy Workshop for Beginners
Culture Centre 25th Cereblation Concert
Christmas Party
New Years Party

Monday, November 11, 2019
Saturday, November 16
Sunday, Novmber 17,2019
Sunday, December 8, 2019
Saturday, Janaury 11, 2020
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2019 年行事予定
1 月 16 日(日)
11 月 17 日(日)
12 月 8 日(土)
1 月 11 日(土)

和三盆 和菓子ワークショップ
会館 25 周年記念コンサート
クリスマスパーテイ
新年会
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New board members – self introduction
Brenda Madsen
Hi! I am a new/old board member, and now secretary of the
board. I was previously on the EJCA board for 6 years, then
took a break, but now that I am retired from my years of
being a hospital pharmacist, I am able to devote more time to
other activities. I am also on the Executive of Kita No Taiko
Society, having joined the group in 1991. I no longer perform
with them but take care of performance bookings and other
things. I hope to meet you at some of the EJCA events.

EJCA 新役員の自己紹介
ブレンダ・マドセン
EJCA 役員会の書紀に就任しました。以前も６年間ほど役員をしたことが
あります。やっと病院の薬剤師の仕事を引退したので EJCA の仕事にも
っと時間をさけるようになりました。私は北の太鼓の役員もしています。
北の太鼓には１９９１年以来関係しています。現在は太鼓の演奏はしま
せんが北の太鼓のいろいろな世話をしています。また EJCA のイベント
でお目にかかりましょう。
ポール・フジシゲ
この度 EJCA 役員会に参加できてよろこんでいます。私のキャリアは主
に非営利団体の人事関係と州政府の仕事でした。非営利団体でコミュニ
ティーの発展、政策の決定、政策マニュアルの作成、人事などの管理経
験があります。私の家族は戦時中に強制収容所に入りました。その経験
から私は障害者の人権保護を提唱してきました。

Paul Fujishige
I am pleased to be able to join the Board of EJCA. My career
has been primarily in the not-for-profit human services field
and with the Provincial Government. As a community
developer and senior manager I have experience with
organizational development, policy writing and human
resources/volunteer management. The internment of my
family during the Second World War helped to shape my
career in advocating for the rights of people with disabilities.

私は旅行（特にクルーズシップで）が好きです。懐かしのメロディーを聞
いたり、ハスキー犬の散歩なども好きです。
ウィニペッグで生まれ育った日系三世、アルバータに１９８０以来在住（エ
ドモントンは１９９１年以来）、妻（テリー）と息子（カイル）と私の三人家
族、２０１５年に引退（政府、非営利団体、主に障害者関係の仕事）、マニ
トバ大学卒業、サンフランシスコ大学リハビリサービス運営修士、ユナイ
テッド教会と敬老会などの会員。

I love exploring new places, especially on a cruise ship. I
also enjoy oldies music and walking our Siberian Husky (or
rather she enjoys walking me!)
Short Biography
• Born & Raised in Winnipeg, Manitoba; 3rd Generation
Japanese Canadian
• Lived in Alberta since 1980, Edmonton since 1991
• Married (Terry) & have 1 Son (Kyle)
• Retired in 2015 after a 38 year career in Government,
Non-Profit and Education Sectors, primarily in the
Disability Services field
• Have a Bachelor of Arts Degree from The University of
Manitoba and a Masters Degree in Rehabilitation
Administration from The University of San Francisco
• Volunteer activities include Board Member in our local
United Church and social committee member of Matsu
no kai

ジェッシー・ムーア
わたしは２０１５年から EJCA のいろいろな活動に参加しています。それ
というのも私は「北アルバータジェットプログラム同窓会（JETAANA）」と
いうながーい名前の会の共同会長（二人会長がいてその一人）をしてい
るからです。JETAANA はジェットプログラムで日本で生活した経験のあ
る人が集まり、草の根レベルの日加交流を促進しています。ジェットプロ
グラムはご存知ですよね。日本政府の支援で日本に行って英語補助教
員になるか、または自治体で海外交流促進係になります。ジェットプログ
ラムを終了してアルバータに帰ってきた人達にとって JETAANA はジェッ
トプログラム同窓生との連絡場所、日加友好のための活動をする場所に
なっています。日加友好というところが EJCA と JETAANA で重なりま
す。わたしはアルバータ大学で日本語と日本文学を専攻しました。アル
バータ大学同窓会協議会の役員もしています。私の日本語は少し錆び
ついてきました。EJCA の活動に参加して日本語を上達させ、JETAANA
と EJCA の結びつきを強化して EJCA をエドモントンに於ける日本文化
関係の活動の拠点の一つにしたいと思っています。

Jesse Moore
I have been involved with EJCA events on a regular basis
since 2015. This is because of my role as the co-chair of the
JET Alumni Association of Northern Alberta (JETAANA).
What is a JET alumni you ask? JET stands for Japan
Exchange and Teaching (JET) programme, and its goal is to
promote grassroots cultural exchange in Japan. There are
two major pathways to do this, one way is to become an
assistant language teacher (ALT), or to function a as a
coordinator of international relations (CIR) in Japan. Once
you have completed your time in Japan, the Alumni
association is a means to keep in touch with others from the
programme, and to also promote Japan. Naturally, the goals
of JETAANA and the EJCA align, and many of our alumni
are present in different groups or clubs. In addition to this, I
am also active on the University of Alberta Alumni council,
one of my majors in University was in Japanese Language
and Literature. My Japanese has become a bit rusty since
returning from Japan though. I look forward to expanding
connections to the EJCA and making it the central hub for all
Japan related activities in Edmonton. YOROSHIKU!

Mochi for sale!
EJCA members made Mochi for the Bazaar.
There are some available for you!
$8 per pack of 9 pieces.
会員手作りのお餅。1 袋 ９個入で＄８。

Chicken for sale!
There are leftover chicken from the Heritage
Festival: no bone and marinated with Karage
sauce.
$8 per pack of 800g
ヘリテージ祭りで仕入れたから揚げ用鶏肉。骨
なしです。1 袋 ８００ｇ入で＄８。

Contact office at 780-466-8166 for pickup.
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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 September to October 2019. エドモントン日本文化協会の役員会は 9 月から 10 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。
AGM and Celebration of the Centre 25th Anniversary
Fall Bazaar
Book Sale

November 2019 – October 2020 EJCA Board of Directors & Committees
Board of Directors Officers
and Executive Committee:
President: Sanae Ohki
Vice-President:
Tamara Sutherland
Secretary: Brenda Madsen
Treasurer: Jim Hoyano

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

Board Directors
Yukiko Nagakura
John Priegert
Paul Fujishige
Jesse Moore

Culture Programs
Work Group
Mineko Koto
Sanae Ohki
Yukiko Nagakura

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

EJCA-Argyll Joint
Committee
Brenda Madsen
Sanae Ohki
Scott Tanaka

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

NAJC Liaison
Takashi Ohki

EJCA Mission & Vision Statements

Published by
Edmonton Japanese
Community Association
Editorial Address:
6750 - 88 Street
Edmonton, Alberta
T6E 5H6
Tel: (780) 466-8166
website: www.ejca.org
e-mail: office@ejca.org
Editors:
Takashi Ohki
Sanae Ohki
“Moshi Moshi is a publication of the
Edmonton Japanese Community
Association. Its objective is to
disseminate information of interest to
the Japanese community and those
interested in Japanese culture, including
announcements of upcoming events.

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。
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2020 EJCA Membership Application Form
(*indicates the fields that you must fill in)

EJCA registration processes: 会員登録方法
1. http://www.ejca.org/ejca-membership.html or
2. Mail this EJCA application form with a cheque payable to EJCA, addressed at 6750 88
Street, Edmonton, Alberta, Canada T6E 5H6, or drop off at the Office.
Please check the following to indicate your understanding.
( )* I agree with the EJCA vision and Mission statement. EJCA の基本理念と活動方針に同意します。
( )* As a member of EJCA, I give my consent to receive emails from EJCA regarding programs, events, updates, and
inquiries. EJCA 会員として、EJCA よりプログラム、行事案内、お知らせなどの e-mail を受け取ることに同意します。

( )* I understand that photos and video of EJCA activities may be posted in the newsletter or EJCA website.
If I do not want my images posted, I will avoid camera. EJCA の活動は写真やビデオの形で、ホームページや会報
に掲載される事があることを知っています。写真やビデオが掲載されたくない時は、写真やビデオに写らないようにします。
( )* All personal data are used for EJCA’s internal use only. 個人情報は EJCA の目的だけに使います。

*Application Date 登録日

（Day, Month, Year）

____ ____ ______

*First Name

*Last Name

If family, Spouse First Name

Spouse Last Name

Child 1 First Name

Child 2 First Name

Child 3 First Name

Child 4 First Name

*Home address
*Postal Code

*Telephone

*e-mail address:

Spouse e-mail address:

*New or renewal member

(

) New

(

) Renewal

*Fee paid by

(

) Cash

(

) Cheque (

*Membership type and fee

(
(
(
(
(

*Newsletter subscription

(

) single < 70 years old
$20
) single senior ≥ 70 years old
Free
) family, all family members < 70 years old $35
) family with one senior ≥ 70 years old
$20
) family two seniors ≥ 70 years old
Free
) on-line or ( ) on paper

) PayPal

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

( ) Calligraphy
( ) Kimono de Jack

( ) Gojukai Karate
( ) Kita no Taiko

( ) Ikebana
( ) Jodo Club
( ) Matsu no Kai (55-up) ( ) Nihongo Kaiwa

( ) Nobara Chorus

( ) Table Tennis

( ) Tea ceremony

( ) Wakaba-kai

( ) Japanese class

( ) Kids and Babies ( ) 日本語サロン

( ) Women’s Karate

( ) JETAANA

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

( ) Culture Programs volunteer

( ) Library workgroup

( ) 日本語サロンボランティア

20

( ) Garden Workgroup

( ) Heritage Festival

November - December 2019

Moshi Moshi
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