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P R E S I D E N T ’ S  C O R N E R 会 長 便り

/	Paul	Fujishige

In	the	short	time	that	I	have	been	President,	I	
have	met	some	remarkable	members	with	talents	
in	many	diverse	areas.	I	often	think	it	would	be	
wonderful	if	these	members	came	forward	to	share	
their	talents,	interests,	and	passions.	I	am	hoping	that	we	can	
begin	a	dialogue	to	include	more	of	our	members,	expand	
our	activities	and	ultimately	increase	our	membership.	If	you	
believe	as	I	do	that	EJCA	is	an	important	Edmonton	cultural	
organization,	then	we	owe	it	to	ourselves	to	get	involved,	
spread	the	word,	and	share	our	culture	with	more	community	
members.

The	Annual	General	Meeting	was	successfully	held	on	October	
23rd	through	a	combination	of	an	in-person	and	online	
gathering.	Our	new	video	equipment	and	the	efforts	of	our	tech	
savvy	members	created	this	hybrid	event,	allowing	members	to	
participate	within	their	COVID	comfort	level.

Members	voted	to	change	
our	Mission	and	Vision	and	
add	value	statements	and	a	
slogan.	They	also	gave	the	
CARE	Committee	the	okay	to	
continue	its	work.	

A	veteran	Board	
Member,	John	Priegert	
(arigatougozaimasu!)	ended	
his	term	and	a	new	member,	
Yuka	Good	Striker	has	joined.	
Three	Board	members	
let	their	names	stand	for	
another	term	and	the	rest	
will	be	entering	their	second	year.	It	is	great	to	see	such	a	
dedicated	and	knowledgeable	group	of	volunteers.

We	hope	and	expect	that	2022	will	be	a	return	to	normalcy	for	
EJCA.	Exactly	what	date	that	will	be	is	still	not	known	but	the	
pandemic	appears	to	be	waning.	We	will	keep	you	updated	
through	emails	and	Moshi	Moshi.	

Financially	we	continue	to	hold	our	own,	however	there	are	
concerns	looming.	Our	major	source	of	revenue	is	through	
casino	funding.	The	pandemic	has	pushed	our	next	casino	

/	ポール・フジシゲ

会長に就任してからの短い期間で、たくさんの素晴らし
い才能溢れる人たちと出会う機会に恵まれました。その

ような会員の方々が、才能や特技、興味や情熱をシェアす
べく進み出てくれたらいいなと思います。もっと会員のみなさん

を含めた対話を成し、EJCAのアクテビティの幅を広げ、会員を増や
すことに繋げたいと思います。私と同じように、EJCAはエドモントン
の大事な文化的団体であると思ってくださるのなら、ぜひ私たちの活
動に参加したり、EJCAの存在や私たちの文化を広めたり共有したり
してくださると幸いです。

	１０月２３日には対面とオンライン双方を取り入れた年次総会が滞
りなく執り行われました。新しく用意した動画機材と電子機器に強い
メンバーのおかげで、コロナ禍でも各々が安心して参加できるハイブ
リッドなイベントとなりました。

会員の皆様による投票で、基
本理念と活動方針を改正する
ことが決定し、また道徳的価
値に関する表明が加えられる
こととなりました。CARE委員
会も継続していくことが決まり
ました。

長年役員を努められてきた、ジ
ョン・プリガートさん（ありが
とうございます！）は任期を終
え、新たにグッドストライカー
由香さんが役員として加わりま
した。３名は役員として続投す
ることを表明し、その他の役員

もあと１年間は自動的に任期が継続します。とても熱心で知識を持
った方々が役員としてボランティアをしてくださり素晴らしいことだ
と思います。

２０２２年は、EJCAの活動も徐々に通常に戻っていくのではないか
と思います。それが正確にいつになるのかはわかりませんが、パンデ
ミックも少しずつ収束へ向かっているように見えます。メールや会報
を通じて、随時お知らせしていきます。

財務に関しては変わらず持ち堪えることができてはおりますが、懸念

O N  T H E  C O V E R Freshly	made	mochi,	a	Christmas	quiz,	and	professional	musician,	Ryu	Yokoo!
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opportunity	back	for	up	to	two	years.	There	has	also	been	an	
ongoing	review	of	gaming	in	Alberta.	This	could	lead	to	major	
changes	for	non-profit	organizations	and	potentially	less	
revenue.		

The	financial	health	of	EJCA	is	emerging	as	a	major	challenge	
for	your	Board.	We	will	be	examining	and	determining	plans	
and	actions	in	both	the	revenue	and	expenditure	side.	

Your	Board	is	limited	in	that	we	are	ten	volunteers	who	are	
overseeing	many	different	areas.	We	each	have	other	personal	
responsibilities	we	are	also	juggling.	I	can	assure	you	that	we	
are	making	every	effort	within	our	limitations	to	pursue	EJCA	
priorities	and	deal	with	concerns	as	they	arise.

Your	Board	will	continue	to	work	in	its	areas	of	responsibility	
–	planning,	financial	oversight,	policy	development,	facility	
management,	liaison	with	other	organizations,	and	the	
unexpected	matters	that	arise.		

One	area	that	would	help	the	Board	greatly	would	be	if	
leadership	teams	would	form	around	our	annual	events,	
especially	the	Heritage	Festival.	This	might	even	involve	a	club	
taking	the	lead	and	sharing	in	the	revenue.

I	woke	up	this	morning	and	saw	snow	on	the	ground.	Then	
in	the	afternoon	one	of	the	radio	stations	began	playing	only	
Christmas	music.	Can	it	really	be	that	time	of	the	year	again?

I	want	to	wish	all	of	our	members	a	happy	and	safe	holiday	
season.	I	hope	you	are	able	to	be	with	your	loved	ones	and	
enjoy	their	company.	Please	be	kind	to	yourself	and	we	all	look	
forward	to	a	joyous	2022.

も浮かび上がってきました。EJCAの主な財源はカジノによるもので
したが、パンデミックの影響で次にカジノを行う機会が２年ほど先延
ばしにされてきました。現在アルバータ州では、賭け事に関して再調
査が行われています。それによっては今後収入の減少に繋がるなど、
非営利団体にとって大きな影響を与えるかもしれません。　

EJCAの財務状況は役員会にとって重要な課題となっています。収支
に関する計画と対処は引き続き行っていきます。

私たちの役員会はわずか十人という少人数で構成されており、それぞ
れがEJCA以外にも職務などをこなしています。その上で、EJCAの課
題や優先すべき問題とその都度向き合っています。

物事の計画を立てたり、財務を管理したり、方針を固めたり、設備管
理をしたり、他の団体と連絡を取り合ったり、各々の責務を努めてい
きます。

その中で、一つみなさんにお願いしたいことがあります。ヘリテージ
フェスティバルなどのイベントの際のまとめ役を探しています。まと
め役を買って出てくださるクラブがあれば、そのクラブと収益をシェ
アすることも検討しています。	

今朝目が覚めた時、積雪しているのを見ました。午後にはラジオから
クリスマス音楽が聴こえてきました。もうそんな時期が来てしまった
とは。

みなさんが安全で幸せなホリデーを過ごせますよう、願っておりま
す。みなさんが大切な方々と一緒に素敵な時間を過ごせるといいな
と思います。２０２２年が良き一年となりますように。どうぞご自愛く
ださい。

早苗さんと崇さん、ありがとうございました！
/	アヤ	＆	エルドン・キムソン

多くの方々がご存じかと思いますが、会報『もしもし』の編集・翻訳
チームは今年の夏まで、とても才能ある早苗さんと崇さんのお二人で
構成されていました。お二人は会報の編集・翻訳・発行を過去１０年
ほどずっと担当してくださいました。

そのもしもしチームが今年の夏から新しいメンバーで構成される運
びとなりました。

早苗さんと崇さん、１０年間本当にありがとうございました。

これまで『もしもし』のためにお二人が注がれた時間や経験、そして
新しいチームをご指導して下さったことに心より感謝申し上げます。
新しいチームも皆、精一杯努めさせていただきます。

早苗さんと崇さんのおかげで『もしもし』はここまで来ることができ
ました。感謝の意を表し、今月号をお二人に捧げます。

Thank You, Sanae and Takashi!
/	Aya	&	Eldon	Kymson

Until	just	this	summer,	Moshi	Moshi	has	been	brought	to	our	
membership	by	two	amazingly	competent	and	capable	people.	
Both	need	no	introduction,	but	we	do	need	to	say	that	they	
were	the	editors	and	publishers	of	our	association’s	newsletter	
for	over	a	decade!

The	Moshi	Moshi	team	now	consists	of	new	members.

To	Sanae	and	Takashi	Ohki—thank	you.

Thank	you	for	lending	your	time	and	experience,	and	helping	
to	guide	us	as	we	transitioned	into	this	new	role	as	editors.	We	
hope	to	carry	Moshi	Moshi	forward	as	you	have,	and	also	in	new	
ways.

We	could	not	have	done	this	without	you,	and	so,	we	dedicate	
this	issue	to	you.
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２０２２年メンバーシップ更新
師走も間近となり皆様のメンバーシップ更新の時期がやってきまし
た。２０２２年１月１日までの更新に備え、近日中にＥメールにてお知
らせをさせて頂きます。手続きをより快適にするために数点の注意点
を記載いたします。下記の手順を参照の上で更新がうまくいかないと
いう方はお手数ですがEJCAまでご連絡下さい。	
(membership@ejca.org	/	nihongo@ejca.org)

２０２２年新しく変更される点

1.	 更新時にご連絡情報記入欄にて生年月日を記入して頂きます。
会員の皆様の年齢を把握することにより、年齢に合わせたメン
バーシップレベル（シニア・ジュニアなど）の提供、節目となるお
誕生日のお祝い、年代に合ったよりふさわしいイベントや活動の
提供、ができるようになります。

2.	 １３歳～１７歳の未成年の方も独自で会員になれます。

オンラインでの更新

•	 「更新についてのお知らせメール」が届きましたら、メール内の
リンクにしたがってEJCAサイトからログインし更新します。

•	 ejca.orgのサイトにログインするとメンバーシップ更新のボタン
にアクセスできます。

•	 皆さんのコンタクト情報を更新して下さい。住所などの変
更、EJCAからの連絡のやり取りを随時セカンドEメールにもコ
ピーを送るといった詳細もご確認下さい。

•	 ご登録の際に使用されたアカウント筆頭者のEメールはログイ
ンに使用できますが、セカンドEメールは連絡などに使用目的の
みでログインできません。

•	 時間や手数のかからないオンラインでの更新を奨励していま
す。

Q: メンバーシップのレベルを変更できますか?

可能です。現在のメンバーシップレベルの横に“Change”	と記載され
ているリンク（例えばシングルからシニアシングルに変更）より行え
ます。以下のリンクに詳細が記載されていますのでどうぞご参照下さ
い：	https://ejca.org/faq/9097518	

Q: 私はシニアの無料会員ですが更新する必要がありますか？

シニアのメンバーシップは自動更新となっているので更新する必要
はありません。もし更新をキャンセルしたい場合は、EJCAにご連絡
下さい。

Q: インターネットが使えません。オンラインでの更新が心配です。
どうしたらいいですか。

2022 Membership Renewal
With	December	approaching	fast,	please	watch	out	for	that	
email	from	EJCA	that	reminds	you	to	renew	your	membership	
by	January	1,	2022.	Here	are	some	hints	on	how	to	do	this	
easily	online.	It	should	be	straightforward,	but	please	reach	
out	to	membership@ejca.org	or	nihongo@ejca.org	in	case	of	
questions	or	problems.

What’s new for 2022

1.	 You’ll	be	asked	to	provide	your	birthdate	as	you	review	
and	update	your	contact	information.	This	will	help	EJCA	
to	ensure	everyone	is	at	the	correct	membership	level,	
celebrate	special	anniversaries,	and	offer	improved	and	
suitable	programming.

2.	 We	have	created	a	new	Junior	membership	category	for	
teens	13	to	17.

Renewing online

•	 In	your	renewal	email	you	will	find	a	link	that	leads	you	
directly	to	the	login	page	of	your	membership	profile	on	
ejca.org.	Just	follow	the	renewal	process!

•	 At	any	time	you	may	login	at	ejca.org.	There	you	will	find	
the	option	to	renew	your	membership	for	another	year.

•	 Please	update	your	contact	details—is	your	address	still	
correct?	Do	you	still	want	all	communication	being	copied	
to	the	secondary	email	you	have	provided?	Has	anything	
else	changed?

•	 Don’t	forget	that	the	email	to	use	to	log	in	is	the	main	email	
you	signed	up	with.	The	secondary	email	that	you	have	
provided	in	your	profile	is	only	for	communications.

•	 We	hope	you	choose	the	online	payment	option—it’s	quick	
and	easy!	

Q: Can I switch my membership level?

Yes!	In	this	case,	look	for	the	“Change”	link	next	to	your	
current	level.	This	will	initiate	the	transition	to	a	new	level	(e.g.	
switching	from	“Single”	to	“Single	Senior”).	Please	refer	to	
https://ejca.org/faq/9097518	for	more	information.

Q: I am a senior member on a free membership tier. What 
should I do?

Nothing!	Your	membership	will	be	extended	automatically.	If	
you	no	longer	wish	to	be	renewed,	please	contact	us	so	that	we	
may	update	our	records.

Q: I am without internet access or email, or am not 
comfortable with renewing online. What can I do?

mailto:membership%40ejca.org?subject=
mailto:nihongo%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/faq/9097518
mailto:membership%40ejca.org?subject=
mailto:nihongo%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/faq/9097518
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You	may	renew	by	mail	and	pay	your	membership	fee	by	
cheque.	Complete	the	form	at	the	back	of	this	issue	and	mail	it	
along	with	a	cheque	to	EJCA.

Check out our Frequently Asked Questions 
For	more	about	how	to	renew	and	what	to	watch	out	for:	
Regarding	email	and	login:	https://ejca.org/faq/11573706	
Regarding	renewal:	https://ejca.org/faq/9097518

更新用紙にご記入の上、メンバーシップ支払いの銀行為替と共に郵
送してください。もしもし今月号の後ろに記入用紙があります。

EJCAのFAQ（質問）セクション 
更新の方法についてさらにご質問がある方はこちらをご覧ください：	
Eメールとログインについて:	https://ejca.org/faq/11573706	
更新について:	https://ejca.org/faq/9097518

ケア、しませんか？
/	ポール・フジシゲ

年次総会にて、CARE委員会（Committee	Advocating	for	Racial	
Equality）の継続が投票で決まりました。委員会メンバーはみなさん
からの投票に感謝しています。年次総会では過去一年、CARE委員会
が行ってきた様々な分野の人権に関する活動を発表しました。

また、地域で起こっている事柄への取り組みについても話しました。
アルバータ州の教育カリキュラムについてと、その代替えとなる案に
ついての調査実施などです。	

ゴードン・ヒラバヤシ博士の生涯を描いた舞台をエドモントンやその
他アルバータ州地域で、来年５月に講演すべく動いています。この舞
台の実現は、人種差別という社会的問題が増え始めた時代において
ヒーローとなった人物を紹介する良い機会となるでしょう。また、パ
ネルディスカッションを用いて、ゴードン氏のお話が、今日の出来事
とどのような繋がりがあるのか示したいと思っています。

来年、CARE委員会は２人の共同委員長を持つことになります。カー
リー・オカムラさんとケビン・ヒガさんが委員会を牽引していくと手を
挙げてくれました。全カナダ日系人協会人権委員会（NAJC	Human	
Rights	Committee）との関係をより強固なものにし、他の反人種主
義団体との連携も続きます。新たな時事問題が起こった場合にはそ
の都度、対応していきます。

CARE委員会は関心を持ってくださる会員の誰にでも門戸が開かれ
ています。この委員会の活動は他のクラブや行事活動とは少し異な
ります。多くの会員の方々やそのご家族が差別を経験した過去を考
えれば、とても重要で今日的な意義のある活動です。来年は日系カ
ナダ人の強制収容から８０周年、そして全国カナダ日系市民協会（現
在の全カナダ日系人協会）設立から７５周年となりますが、それらの
節目を認識する一つの方法でもあります。

CARE to join us?
/	Paul	Fujishige

The	membership	has	decided	that	the	Committee	Advocating	
for	Racial	Equality	(CARE)	should	continue	its	work	for	the	
foreseeable	future.	The	committee	members	are	appreciative	
of	the	vote	of	confidence	they	have	received.	At	the	recent	
Annual	General	Meeting,	the	committee	outlined	its	many	
accomplishments	over	the	past	year	in	different	areas	of	human	
rights.

CARE	has	addressed	several	areas	related	to	events	happening	
in	our	community.	This	includes	commenting	on	the	new	
education	curriculum	and	conducting	research	on	alternative	
possibilities.	

We	are	working	to	bring	the	acclaimed	play	about	Gordon	
Hirabayashi	to	Edmonton	and	other	Alberta	communities	next	
May.	This	will	be	an	opportunity	to	showcase	a	true	human	
rights	hero	at	a	time	of	increasing	societal	concern	about	
racism.	We	also	intend	to	have	a	panel	discussion	to	show	the	
relevance	of	Gordon’s	story	to	today’s	headlines.

CARE	will	have	two	co-chairs	for	the	next	year.	Carley	Okamura	
and	Kevin	Higa	have	volunteered	to	help	guide	the	committee.	
Strengthening	partnerships	with	the	NAJC	Human	Rights	
Committee	and	other	anti	racism	coalitions	will	continue.	New	
areas	in	response	to	current	events	will	undoubtedly	emerge.

CARE	is	open	to	any	EJCA	member	who	is	interested.	This	is	a	
different	focus	than	the	usual	clubs	and	social	activities.	Given	
the	history	of	discrimination	faced	by	many	members	and	their	
families,	it	is	very	relevant	and	important.	It	is	also	one	way	we	
can	acknowledge	the	upcoming	80th	anniversary	of	internment	
and	the	75th	anniversary	of	the	founding	of	a	The	National	
Japanese	Canadian	Citizens’	Association	(today’s	The	National	
Association	of	Japanese	Canadians.)

https://ejca.org/faq/11573706
https://ejca.org/faq/9097518
https://ejca.org/faq/11573706
https://ejca.org/faq/9097518
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ヘリテージ・フェスティバル 
ボランティア募集
/	エルドン・キムソン

EJCA役員会ではエドモントンでの新型コロナの状況が改善される
と祈りつつ、現在、２０２２年に開催するイベントをたくさん計画中で
す。その中でEJCAにとっておなじみとなっているエドモントン・ヘリ
テージ・フェスティバルに来年は参加しようと計画しています。

そこで、コミュニティの皆さまより、このイベントの中心人物として活
動できる元気のある方を２名、募集しています。もちろん、役員会が
全面的に補佐するのでご安心ください。フェスティバルの計画と当
日、指揮を行うという大きな仕事ですが、とてもやりがいのある内容
です。毎年、日本パビリオンでは何千人もの方をお迎えして、日本文
化の体験を楽しんでいただいています。

募集を行っているのは以下の２名です。

1.	 EJCAヘリテージ・フェスティバル委員会の委員長を務めるパビ
リオンコーディネーター　１名

2.	 ヘリテージ・フェスティバル委員会の一員として、パビリオンの
運営に携わるボランティアの方々をまとめるボランティアコー
ディネーター　１名

ご質問、ご興味がありましたらお気軽に	secretary@ejca.org	まで
お問い合わせください。ご応募お待ちしています！

A Call for Heritage Festival Volunteers
/	Eldon	Kymson

Our	president	and	board	have	been	working	on	big	plans	that	
we	hope	will	make	2022	a	very	eventful	year.	Our	fingers	are	
crossed	that	our	city’s	situation	improves	over	the	coming	
weeks	and	months,	so	that	many	of	these	plans	may	come	to	
fruition.

One	of	these	events	has	been	an	institution	for	EJCA—the	
Edmonton	Heritage	Festival.	We	would	very	much	like	to	return	
this	coming	year,	but	with	everything	that’s	in	the	works,	we	
need	the	help	of	our	membership.	That’s	you!

EJCA	is	looking	for	two	highly	motivated	individuals	to	
coordinate	our	efforts	for	the	2022	Edmonton	Heritage	Festival.	
They	would	of	course	have	the	full	support	of	the	Board,	but	
these	two	people	would	take	lead.	It’s	a	busy	but	extremely	
rewarding	role,	as	you’ll	bring	EJCA’s	Japanese	experience	to	
thousands	of	visitors!

We	are	looking	to	fill	two	positions:

1.	 Overall Pavilion Coordinator	-	a	chairperson	of	the	EJCA	
Heritage	Festival	Committee

2.	 Volunteer Coordinator	-	a	member	of	the	EJCA	Heritage	
Festival	Committee	and	responsible	for	organizing	
volunteers	needed	to	operate	of	the	Japan	pavilion

We	would	very	much	like	to	see	the	Japan	pavilion	return!	
If	you’re	interested,	please	contact	secretary@ejca.org.

Credit:	Kita	no	Taiko

mailto:secretary%40ejca.org?subject=
mailto:secretary%40ejca.org?subject=
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松の会
/	アラン・デイビス

現在、松の会の活動はパンデミックの影響により一時的に停止して
います。その代わりに、松の会会員についての紹介文を集め始めまし
た。今回は近年に９０歳のお誕生日を迎えた３名を紹介します。

セイディー・チズムさん	
（キャロル=アンさん、シャーリーンさん、リサさん、グ

ラントさんと家族の皆さんからの投稿）

「私たちの母、セイディー（サダコ）・チズム（旧姓
ヨシムラ）はおよそ２年半前に松の会に入会しま
した。８月には９１歳の誕生日をお祝いしました！

母はBC州バンクーバーに生まれ、母の家族（両親
と兄弟）は戦時中BC州スローカンにて強制収容さ

れていました。

戦後、家族と共にオンタリオ州ブラッドフォードへ移住し、野
菜を育てたりしながら『Yoshi’s	Sunshine	Market』で働きました。
セイディーはオンタリオ州サドベリーで看護師となり、そこで後に夫
となるスタン・フォンと出会いました。二人はフォート・サスカチュワ
ン、ヒントン、カルガリーなど西部へ移住しました。

夫婦は五人もの子供を育て上げました。セイディーは子供たちに音
楽を学ぶよう勧めました。母はカルガリーで『Sweet	Adelines』コ
ーラスグループに属し、教会や地域の活動に参加していました。１年
おきに夏には家族でオンタリオへ電車で赴き、お店を手伝ったりし
ました。

セイディーと彼女の母は、カルガリーの寿クラブへ熱心に参加してい
ました。スタンとの離婚を経て、ポール・チズムと再婚しポールが亡
くなるまでの１２年間を共にしました。

セイディーは今、８人の孫たちに囲まれています。母は絵が得意でも
ありますし、編み物や松の会の活動、ワードパズルやジグソーパズ
ル、お花のお世話や散歩などを楽しんでいます。

私たちは、愛情とサポートたっぷりの素敵な母に恵まれ、とても感謝
しています！」

ノリコ・フジノさん 
（グレース・フジノさんからの投稿）

「ノリコ・フジノは１９３１年２月２０日沖ノ島で、
９人きょうだいの末っ子として誕生しました。アキ
ラ・フジノとの結婚後にトロントへ移住し、２人の
子供（グレースとレイモンド）を授かりました。彼
女の夫は２６年間軍で働いており、トロント、日本

（１年間アキラがエジプト駐在となった間）、ノース
ベイ、ドイツ、そしてエドモントンと移住を経験しまし

Matsu No Kai Club
/	Alan	Davis

The	Matsu	No	Kai	Club	has	suspended	meetings	until	the	
pandemic	crisis	has	ended.		However,	to	keep	members	busy	I	
have	started	to	request	club	member’s	biographies.	I	will	start	
with	three	members	who	have	recently	celebrated	their	90th	
birthdays.

Sadie Chisholm	
(Submitted	by	Carol-Ann,	Charlene,	Lisa,	
Grant	and	Family)

“Our	Mom,	Sadie	(Sadako)	Chisholm	(née:	
Yoshimura)	joined	Matsu	No	Kai	about	2½	
years	ago.	In	August,	Sadie	celebrated	her	91st	
birthday!

She	was	born	in	Vancouver,	BC.	Her	family	(mom,	
dad	and	brother)	were	interned	during	the	war	to	
Slocan,	BC.

After	the	war,	her	family	moved	to	Bradford,	Ontario,	growing	
vegetables	in	the	field	and	working	in	Yoshi’s	Sunshine	Market.	
Sadie	became	a	nurse	and	worked	in	Sudbury,	Ontario	where	
she	met	her	husband,	Stan	Fong.	They	moved	west	to	Fort	
Saskatchewan,	Hinton,	and	Calgary.		

They	raised	five	children!	Sadie	encouraged	all	her	children	to	
take	music.	She	sang	with	the	Sweet	Adelines	chorus	group	in	
Calgary	and	was	involved	in	the	church	and	community.		Every	
other	summer,	our	family	would	travel	by	train	to	Ontario	to	
visit	and	help	in	the	store.

Sadie	and	her	mother	were	very	involved	in	the	Kotobuki	Club	
in	Calgary.	Sadie	and	Stan	divorced	after	many	years,	then	she	
married	Paul	Chisholm,	sharing	12	years	together	before	his	
passing.

Sadie	has	eight	grandchildren!	She	is	a	talented	painter!	She	
enjoys	knitting,	attending	Matsu	No	Kai	activities,	doing	word	
puzzles	and	jigsaw	puzzles,	tending	to	her	flowers,	and	going	
for	walks.

We	are	very	thankful	for	our	wonderful	Mom	and	all	her	love	
and	support!”

Noriko Fujino	
(Submitted	by	Grace	Fujino)

“Noriko	Fujino	was	born	in	Okinoshima,	Japan	
on	February	20,	1931,	the	youngest	of	nine	
children.	Following	her	marriage	to	Akira	Fujino,	
they	moved	to	Toronto	and	shortly	thereafter	
had	two	children	(Grace	and	Raymond).	As	her	
husband	was	in	the	military	for	26	years,	she	
experienced	many	moves—Toronto,	Japan	(for	one	
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year	when	Aki	was	stationed	in	Egypt),	North	Bay,	Germany,	
and	finally	settling	in	Edmonton.	During	a	three-year	posting	
in	Germany,	the	family	was	very	fortunate	to	have	had	the	
opportunity	to	visit	11	European	countries.

Noriko	worked	as	a	seamstress	for	many	years,	first	sewing	
clothes	for	the	military	wives	in	Germany	and	in	Edmonton	at	
a	bridal	shop	for	10	years,	and	then	at	Woodward's	for	another	
10	years.

Noriko	is	a	longstanding	member	of	the	EJCA	and	is	one	of	the	
original	members	of	the	MNK	club.	Over	the	past	several	years	
she	volunteered	at	different	events	held	at	the	EJCA.

Noriko	enjoys	travelling	(Japan	approximately	15	times),	
sewing,	knitting,	cooking	and	baking	Japanese	dishes,	
gardening,	doing	jigsaw	and	find-a-word	puzzles,	and	
attending	MNK	meetings	and	their	various	outings.	One	of	the	
MNK	projects	she	found	very	rewarding	was	knitting	
hats	and	lap	blankets	and	sewing	mitts	which	were	
donated	to	the	homeless	agencies	and	the	Ronald	
McDonald	House.”

Katie Kamitomo	
(Submitted	by	Elaine	Kamitomo)

“Misao	“Katie”	Kamitomo	(née	Nishida)	was	
born	on	July	1st,	1930	in	Woodfibre,	BC,	and	
was	the	youngest	of	5	children.	The	family	was	
evacuated	to	Kaslo,	BC	where	they	lived	during	the	
war	years.	They	later	moved	to	New	Denver,	BC	and	
finally	settled	in	Raymond,	Alberta	where	they	worked	in	the	
sugar	beet	fields.	

Katie	went	to	SAIT	where	she	took	a	cooking	course	and	won	
a	$100	prize	for	cooking	excellence.	She	worked	in	Canmore,	
cooking	and	baking	at	a	restaurant,	then	moved	to	Revelstoke	
where	she	worked	for	one	season	before	returning	back	home	
to	Raymond.	

She	first	met	her	husband,	Kenji	Kamitomo,	at	a	bus	depot	in	
Lethbridge.	He	was	her	knight	in	shining	armour	as	she	realized	
the	bus	to	Raymond	was	cancelled	and	she	was	stranded.	
Kenji	and	his	brother	gave	her	a	ride	home	to	Raymond.	The	
next	time	they	met	was	at	a	Japanese	club	dance	where	they	
danced	and	he	stepped	on	her	toe.	Love	was	in	the	air	even	
though	his	rhythm	was	not!	The	rest	was	history	and	they	were	
married	in	1955	and	settled	in	Raymond.	They	had	3	lovely	and	
amazing	daughters	(if	we	do	say	so	ourselves!),	Linda,	Valerie,	
and	Elaine.	

Katie	worked	as	a	nursing	aide	at	the	Raymond	Hospital	and	
then	transferred	to	work	at	the	Raymond	Care	Centre	until	she	
retired.	In	retirement,	she	enjoyed	many	different	crafts	such	
as	stained	glass,	embroidery,	needlepoint,	doll	making	and	
crochet.

た。３年間のドイツ駐在の間には、ヨーロッパの１１カ国を訪れる機
会に恵まれました。

ノリコは裁縫師として長年働きました。ドイツでは軍人配偶者のため
の服を作り、エドモントンではブライダルショップに１０年勤務し、さ
らに『Woodward's』で１０年働きました。

長い間EJCAの会員であり続け、松の会クラブの初期会員の一人でも
あります。ここ数年は、EJCAのイベントでボランティアも行ってきま
した。

旅行が好きで日本へは１５回ほど訪れており、お裁縫、編み物、料
理、ベーキング、園芸、ジグソーやワードパズル、松の会の例会への
参加を楽しんでいます。手作りのニット帽や膝掛け、ミトンなどをロ
イヤルマクドナルドハウスへ寄付するという松の会の活動は非常にや
りがいのあるものでした。」

ケイティー・カミトモさん 
（エレイン・カミトモさんからの投稿）

「ミサオ・ケイティー・カミトモ（旧姓ニシダ）は１
９３０年７月１日にBC州ウッドファイバーにて、５
人きょうだいの末っ子として生まれました。戦時
中に家族でBC州カスロへ避難しました。その後
BC州ニュー・デンバーを経てアルバータ州レイモ
ンドへ定住し、テンサイ（suger	beet）畑で働きま

した。

Southern	Alberta	Institute	of	Technologyで調理を学
び優秀な成績を納め、１００ドルの賞を受けました。キャンモアのレ
ストランで調理の仕事をしたのち、再びレイモンドへと戻る前の１シ
ーズンの間レブルストークで働きました。

夫であるケンジ・カミトモとはレスブリッジのバス停留所で出会いま
した。レイモンド行きのバスがキャンセルとなり立ち往生してしまっ
た彼女にとって、彼はまるで白馬の王子様のように見えたそうです。
ケンジとその兄弟はケイティーをレイモンドへと送り届けてくれたの
です。日系人会のダンスで再会した時には、踊りの最中ケンジがケイ
ティーのつま先を踏んでしまったようです。踊りはたどたどしくとも、
恋の予感はしっかりありました。そして言うまでもなく、１９５５年
に二人は結婚しレイモンドへ定住しました。二人はリンダ、ヴァレリ
ー、エレインという３人の素晴らしい娘たちに恵まれました。（自分
達で言うのも何ですが！）

ケイティーはレイモンド病院で看護助手として働き、その後は定年退
職するまでレイモンドケアセンターで働きました。退職後はステンド
グラス、刺繍、ニードルポイント、人形作りや、かぎ針編みなどの手
芸を満喫しています。

２０１８年、娘たちの側にいられるようエドモントンへ越してきまし
た。ウォーキングやカジノなど活動的に過ごしています。松の会へ出
向くことが好きで、今後の活動も楽しみにしています。」
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In	2018,	she	moved	to	Edmonton	to	be	closer	to	her	daughters.	
She	keeps	active	by	walking	and	loves	going	to	the	casino.	She	
enjoys	her	outings	with	the	Matsu	No	Kai	group	and	is	looking	
forward	to	many	more	years	of	enjoyment.	“

More	biographies	to	come	in	future	issues!

For	more	information,	please	contact:	
May	Uyeda,	club	Secretary	at	mayekoathome@gmail.com	
(587-990-0775)	
Louise	Wong,	club	Membership	at	louisewong@shaw.ca	
(780-487-7099)

これからも会員の紹介をしていく予定です！

松の会連絡先	
メイ・ウエダ（松の会秘書）：mayekoathome@gmail.com	
(587-990-0775)	
ルイーズ・ウォン（松の会会員係）：louisewong@shaw.ca	
(780-487-7099)

お餅の販売について
/	大木	早苗

お餅は新年のお祝いに欠かせない食べ物ですね。EJCAでは毎年バ
ザーの時にお餅を提供していましたが、コロナ禍のため２０２０年と
２０２１年のバザーは中止になりました。そのため、EJCAでは会館で
作ったお餅を会員に販売することにしました。美味しいお餅を食べ
ながら、新年をお祝いください。

お買い物はとっても簡単！

1.	 以下のURLから注文して代金を払います。	
https://ejca.wildapricot.org/event-4560610	
予約は６０袋全部売れたとき、又は１２月７日に締め切ります。

2.	 会館での受け取りは	
a.	 １２月１９日（日）午後１２時３０分ー２時３０分　又は	
b.	 １２月２０日（月）午前１０時ー１１時３０分	

１２月１８日にリマインダーのメールをいたします。

１袋（１０ドル）又は２袋（２０ドル）のご注文ができます。１袋に１０
個のお餅が入っています。

ウェブサイトから注文できない方は	events@ejca.org	へメールでお
名前（英語）、emailと次の選択をお知らせください。

1.	 お餅：1	袋	か	2	袋

2.	 受取日：	
a.	 １２月１９日（日）午後１２時３０分ー２時３０分　又は	
b.	 １２月２０日（月）午前１０時ー１１時３０分

お支払いは、小切手（Payable	to	EJCA）を１２月１０日までに着く
ように	
EJCA,	C/O	Mochi,	6750	88	Street,	Edmonton,		AB,	T6E	5H6	
までお送りください。

お餅作りのボランティア募集（２−３人）

ボランティアをしながら、餅つき機でお餅の作り方を練習し、楽しみ

Mochi Sales for the New Year!
/	Sanae	Ohki

Having	mochi	for	New	Year's	celebration	is	a	Japanese	
tradition.	EJCA	has	been	selling	mochi	at	our	bazaars.	Because	
of	the	COVID-19	restrictions,	we	could	not	hold	the	bazaars	in	
2020	and	2021.	Instead,	this	year,	EJCA	will	make	mochi	at	the	
centre	and	will	sell	them	to	our	members.	Enjoy!	Happy	New	
Year!

How	to	purchase?	There	are	very	easy	two	steps:

1.	 Follow	this	link	and	register,	pre-order	and	pay	online:	
https://ejca.wildapricot.org/event-4560610		
The	registration	will	be	closed	(first	come,	first	serve)	when	
60	packs	are	sold,	or	on	December	7th.

https://ejca.wildapricot.org/event-4560610
https://ejca.wildapricot.org/event-4560610
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2.	 Pick	them	up	at	the	Centre:	
a.	12:30–2:30	pm	on	Sunday,	December	19th,	or	
b.	10:00–11:30	am	on	Monday,	December	20th.	

EJCA	will	email	you	a	reminder	on	Saturday,	December	18th.	
You	can	order	1	pack	or	2	packs.	Each	pack	includes	10	pieces.	
The	cost	for	1	pack	is	$10.00,	for	2	packs	$20.00.

If	you	cannot	register	online	through	our	website,	please	email	
to	events@ejca.org	with	your	full	name,	email	address	and	
selections	of:

1.	 Mochi:	1	pack	or	2	packs

2.	 Pick	up	date:	
a.	12:30–2:30	pm	on	Sunday,	December	19th,	or	
b.	10:00–11:30	am	on	Monday,	December	20th.

Please	send	a	cheque（Payable	to	EJCA）by	December	10	to	
EJCA,	C/O	Mochi,	6750	88	Street,	Edmonton,		AB,	T6E	5H6　

2 to 3 Volunteers for Mochi Making Required!

Are	you	interested	in	learning	how	to	make	Mochi	using	Mochi	
Maker	while	volunteering	and	having	fun?	

•	 10:00	am	to	4:00	pm	on	Saturday,	December	11

•	 Lunch	will	be	served	(Tim	Hortons)

•	 Tasks	are	easy	and	no	experience	is	required

•	 Some	lifting	and	cutting	mochi	require	minor	“muscle”	
works

•	 A	volunteer	will	receive	one	pack	of	mochi.

Please	apply	to	events@ejca.org	by	Saturday,	December	4th.

ませんか？

•	 １２月１１日（土）午前１０時から午後４時まで。

•	 昼食はEJCAが用意します。（Tim	Hortons）

•	 お餅作りはとても簡単、お教えします。経験は不要。

•	 糯米の用意やお餅切りをするので、多少力仕事もあります。

•	 ボランティアにはお餅一袋を差し上げます。

いかがでしょうか？ボランティアをしていただけるようでしたら、１２
月４日（土）までにevents@ejca.org	へご連絡ください。

Christmas Quiz!
/	Lénárd	&	Stefan	Grossmann

Dear	EJCA	members—we	are	preparing	an	online	Christmas	
Quiz	for	you	and	would	be	thrilled	if	you	can	join	us	Sunday,	
December	19th	2021	at	4	pm!

You	will	need	a	computer	(we	meet	live	on	zoom)	and	a	
smartphone	(to	enter	your	quiz	responses).	There	are	prizes	
for	the	top	3.	Don’t	miss	it!	

Registration	is	open	and	all	details	are	available	online	on	our	
EJCA	website:	https://ejca.org/event-4568086

Note	that	this	quiz	will	be	held	in	English—based	on	your	
interest	we	may	organize	a	follow	up	in	Japanese	as	well.	
Please	drop	us	a	message!

mailto:events%40ejca.org?subject=
mailto:events%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/event-4568086
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EJCAプレゼンツ： 横尾 龍
オンラインギターコンサート

初演： ２０２１年１２月４日（土）午後７時	
URL： https://youtu.be/M_PkLaYn64o

コロナ禍の中、恒例のクリスマスパーティーや新年会ができないの
はとても残念です。少しでも楽しいようにオンラインでいくつかの行
事をお届けします。

第一弾は、日本の伝統的な歌のコンサートです。EJCA会員でギター
リストの横尾龍さんが、日本で慣れ親しんできた曲をお届けします。

予約の必要はありません。決まった日時にURLをクリックしていただ
き、YouTubeのPremiereショーをお楽しみください。

EJCA Presents: Ryu Yokoo
An online guitar concert of Japanese music

YouTube Premiere:	Saturday,	December	4	at	7	pm	
Link:	https://youtu.be/M_PkLaYn64o

Due	to	COVID-19	restrictions,	EJCA	cannot	hold	a	Christmas	or	
New	Year’s	party	during	the	coming	holiday	season.	Instead,	
EJCA	is	planning	a	few	online	holiday	season	activities!

This	first	one	is	a	performance	of	Japanese	songs	by	EJCA	
member,	Ryu	Yokoo,	a	guitarist	who	will	perform	a	set	of	
traditional	Japanese	songs.

Please	join	in	to	watch!	No	registration	is	required	for	the	
YouTube	Premiere,	just	join	in	on	YouTube	on	December	4th	
at	7	pm	with	the	link	above.

https://youtu.be/M_PkLaYn64o
https://youtu.be/M_PkLaYn64o


MOSHI MOSHI 54 / NOVEMBER–DECEMBER 2021 / EJCA 12

映画評論： アイヌモシリ
/	レナード・グロスマン

アイヌとは人間を意味します。

『アイヌモシリ』は日本列島北部にかけて、主に北海道に居住してい
る先住民のアイヌについての、福永壮志監督によるドキュメンタリー
のような映画です。

コミュニティ全体を撮影し、福永監督が感じたことを忠実に描いた
ドキュメンタリー映画といってもいいかもしれません。映画に映し出
された町は実在の町で、主要キャストはその地にゆかりのあるアイヌ
の役者が演じていて、キャストたち自身の経験とで十分現実的です。

町はアイヌの人々によって観光地として成
り立ち、観光で安定した暮らしを送ってい
ます。町には工芸品工房や伝統料理が食
べられるレストラン、映画館や博物館など
全部で20程度のお店や建物が並んでいま
す。映画はアイヌと日本の2つの違う文化
間に生きる人間にとっての帰属意識から
生じる葛藤と、アイヌと日本の文化の長期
に渡る摩擦という2つの大きなぶつかり合
いについて描いた物語です。

明治初期の明治維新により日本の急速な
近代化が行われ、新政府がかつて蝦夷地
と呼ばれた北海道を日本国領土として組
み込み、大規模な開拓を行いました。現
地のアイヌの人々はそれに伴って、和人文
化へと同化されていきました。その結果、
アイヌの人々は伝統的な生活習慣を行う
ことが禁じられ、アイヌ語を話すこともな
くなっていきました。アイヌは文字を持た
なかったため、こうしたアイヌの文化や言
葉は、後世のアイヌの人々の間で急速に失
われていきました。アイヌの人々と日本と
の間での和解は進み、それなりに効果は
上がっているものの、今日も多くの地域で

こうした過去の出来事に影響され、今もアイヌの多くの人たちが自分
自身のアイデンティを明確にすることにためらいがあります。

物語の主人公はカントという中学生で、カントは自分自身の描くよ
うな人間になりたいと思う一方、アイヌのアイデンティをもつ人間と
して、普通の日本人とは違うように行動するよう期待されていると思
い、もがき苦しみます。カントは自身の父親が亡くなったことをまだう
まく受け入れられず、父親のことをよく知っている周りの人たちから
の期待を背負っていくことができずにいました。というのも、カント
の父はアイヌの人たちの間では、強いリーダー的存在としてよく知ら
れていた人でした。

Film Study: Ainu Mosir
/	Lénárd	Grossmann

“Ai·nu”	means	People.

Ainu	Mosir	is	a	film,	and	part	documentary	by	Takeshi	
Fukunaga	about	the	Ainu	of	Hokkaido,	an	indigenous	people	of	
the	northern	part	of	the	Japanese	Archipelago.	

It	feels	like	a	documentary	or	an	honest	interpretation	of	the	
director,	largely	owing	to	having	cast	one	whole	community.	
The	village	that	is	portrayed	in	it,	exists	and	is	lived	in.	Having	
been	cast	by	Ainu	actors	with	real	connections	to	the	place,	the	
story	is	influenced	by	their	own	experiences,	grounding	the	film	
in	reality.

Their	village,	having	been	fully	
designed	and	built	by	them,	also	
functions	as	an	attraction	for	tourists	
providing	them	with	a	stable	source	
of	income.	It	features	around	twenty	
folk	craft	shops,	some	traditional	
restaurants,	a	theatre	and	a	museum.

The	film	has	a	narrative	about	two	
dissensions:	a	confusion	of	belonging	
caused	by	being	born	into	two	
different	cultures,	that	of	the	Ainu	
and	the	Japanese,	and	the	enduring	
cultural	conflict	in	the	region	between	
the	two.	

The	efforts	to	unite	all	of	the	regions	
of	modern-day	Japan,	the	rapid	
industrialization	and	the	capitalizing	
of	resources	during	the	Meiji	
Restoration	resulted	in	the	central	
government	annexing	the	territory	of	
Hokkaido	or	'Ezochi'	and	assimilating	
the	peoples	of	the	region	into	the	
major	'Wajin'	culture	of	Japan.	As	a	
result,	Ainu	were	forbidden	to	follow	
their	traditions	and	lost	opportunities	
to	learn	and	use	their	language	for	more	than	a	century.	As	
they	had	no	written	language,	the	generations	that	followed	
quickly	became	estranged	from	or	unaware	of	their	ways,	as	
the	subject	has	remained	largely	uneducated.	Though	works	of	
reconciliation	have	achieved	much	good,	many	in	the	region,	
even	today,	still	struggle	with	their	past.	They	are	afraid	to	
identify	with	their	history.

The	main	character	of	the	film	is	a	young	boy	by	the	name	
of	Kanto.	His	conflict	rests	in	his	need	to	escape	the	societal	
pressure	to	perform	his	'Ainu'-ness.	He	wants	to	grow	his	own	
identity,	so	he	struggles	with	accepting	being	an	Ainu,	being	
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perceived	as	an	Ainu,	and	being	expected	to	act	differently.	He	
struggles	to	accept	the	recent	death	of	his	father,	and	at	the	
same	time,	manage	the	expectations	from	the	people	around	
him	that	had	known	his	father.	He	had	been	a	strong	leader	by	
his	people.	

In	the	film,	Debo,	a	friend	of	Kanto's	late	father,	has	a	strong	
wish	for	Iomante	that	is	shared	by	many	in	the	community;	
the	heavy	moral	sacrifice	embodied	by	a	bear	cub	that	forms	
the	core	of	the	Ainu's	relationship	with	their	deities.	Their	
care	for	the	bear,	their	attachment	to	it	and	conclusively	their	
willingness	to	let	it	go	are	said	to	earn	the	regard	and	guiding	of	
the	spirits.

The	Ainu	ask	for	protection	from	the	spirits	where	the	
Ainu	themselves	do	not	feel	their	traditions	are	accepted.	
However,	the	elders	fear	that	this	belief	will	not	be	accepted	or	
understood	by	the	wider	Japanese	society.

The	conversation	amongst	the	village	elders	meditating	on	the	
Iomante	was	not	scripted.

To	understand	the	film,	you	have	to	apprehend	why	the	
community	seeks	the	protection	of	the	Iomante.	Why	do	they	
feel	that	they	need	its	sanctuary?	Why	do	they	intuit	that	they	
cannot	fend	alone?

I	appreciated	how	the	film	defends	a	neutral	but	thorough	
perspective	towards	this	conflict	within	the	community,	
focusing	on	Kanto's	attachment	with	the	bear	and	his	
apprenticeship	with	Debo.

Kanto	must	come	of	age	while	growing	into	a	leader,	which	
he	does	by	recognizing	his	own	resilience	and	finding	
understanding	through	empathy.	He	learns	to	let	go	of	his	
father	and	the	bear	cub.	Though	he	does	not	talk	much	in	
the	film,	his	actions	reveal	his	decisions	with	clarity.	The	
developments	of	the	film's	moral	themes	tell	us	about	his	
progressing	relationship	with	his	family	and	culture,	as	he	tries	
to	understand;	much	as	we	must	do	watching	this	film.

We	have	to	think	about	the	moralities	of	the	ritual,	deliberating	
animal	rights	and	the	principles	of	their	traditions.	In	the	cub,	
they	can	see	themselves	mirrored	by	its	burdens.	It,	too,	is	
deprived	of	many	rights	to	life	and	freedoms,	as	the	Ainu	had	
been	refused	their	cultural	identity.

The	bear	never	truly	lived	like	a	bear—it	had	never	lived	outside	
of	its	enclosure—much	like	how	their	people	went	repressed	for	
over	a	century,	never	to	truly	live	like	Ainu.	I	believe	that	a	main	
concern	for	a	globalized	society	is	a	loss	of	cultural	distinction,	
even	though	such	a	world	gives	us	diversity	and	inclusivity.	
Ainu	Mosir	offers	a	beautiful	exploration	of	the	distinctiveness	
of	Ainu	culture	from	the	perspective	of	their	people.	It	gives	
us	an	insight	into	the	position	this	culture	holds	in	Japan	and	
shows	us	the	conflict	caused	by	being	born	in	two	different	
cultures.

物語では、亡き父の良き友人だったデボという人が、アイヌのコミュ
ニティで行われているイオマンテという儀式の計画をしていました。
イオマンテという伝統儀式では、子熊を犠牲として神々に供えるとい
う大きな道徳的犠牲を払うことで、アイヌは神々への信仰を示し、ご
加護を給わります。アイヌの人々は、自分たちの生活様式が受け入れ
られていると思うことのできない世界の中で、神々からのご加護を求
めようとしますが、町の長老たちは、こういった考えが日本社会には
受け入れられ、理解されることはないと強い懸念を示します。この長
老たちがイオマンテの計画を話しているシーンは台本には載ってい
ないようです。

映画を理解するには、なぜアイヌのコミュニティがイオマンテを守っ
ていこうとするのか理解する必要があります。どうしてアイヌは心の
聖域となるものを必要としているのでしょうか。なぜアイヌはこの儀
式なしでは生きられないと考えるのでしょうか。

この映画では、カントの子熊に対する愛着心とカントがデボに親し
みを感じることに焦点を当てながら、アイヌコミュニティでの葛藤に
対して、中立的な立場から終始客観的に描写していることには感心
します。

カントは、自分自身の打たれ強さに気づきつつ、物事に共感すること
で理解を深めていき、リーダーとしての要素を学びながら成長してい
きます。カントは父親が亡くなったという事実と子熊を手放す必要が
あることを少しずつ理解し、映画の中では口数が少なくあまり話すこ
とはありませんが、彼の行動を見るとどういう気持ちなのかはっきり
わかります。この映画の主題が道徳にあることが明確になるにつれ
て、カントが自身の家族とアイヌ文化との関係を取り戻していくこと
がわかります。

私達はこういった儀式の道徳的意味や動物保護の観点、アイヌの伝
統儀式に関する本質をよく考えないといけません。アイヌの人々は子
熊を自分たち自身が映し出されたものとして見ることができます。ア
イヌの文化やアイデンティティを否定されてきたように、子熊も自由
を奪われて自由な生活ができません。アイヌが百年以上、本来のアイ
ヌ民族として生きることなく、日本の文化の一部として存在してきた
のと同じように、子熊はかごの外に出ることはなく、本来の熊として
生きていくことはできませんでした。グローバル化された社会は多様
性と包括性を生み出しますが、文化の違いを失ってしまう危険性を
はらんでいるといえます。『アイヌモシリ』の物語はアイヌの人たちか
ら見たアイヌ文化を探求し、日本という大きな文化の中に生き続ける
アイヌ文化の位置づけを鋭く映し出します。同時に、2つの文化に属
する場合の葛藤やその摩擦についても探り出します。

この映画では映画の大部分がセリフのないシーンとして描かれてお
り、単に言葉としてだけでなく、シーン全体で感情を伝えることが非
常に上手で、画面に映し出されて気付かされたことに対して、自然と
視聴者自身で考えるように仕向けています。カントは自分の過去と現
在の気持ちを整理していく中で成長し、自分の中の葛藤と文化間の
違いから生じる葛藤に疲れ果てる一方、なんとかうまく切り抜けてい
きます。
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This	film	is	incredible	at	conveying	emotion	not	merely	through	
words,	as	much	of	the	film	was	portrayed	in	silent	observation,	
inviting	us	all	to	think	further	on	the	ideas	of	which	we	were	
just	made	aware.	

How	Kanto	navigates	his	emotional	past	and	present	shows	
how	he	'comes	of	age'.	He	is	exhausted	by	the	whole	personal	
and	outer	conflict	and	yet,	in	taking	heart,	manages	himself	
through	it.	

Fukagawa’s	narrative	is	a	genuine	reflection	on	our	world,	on	
our	morals	and	our	histories.	It	remains	objective,	provoking,	
posing	the	hard	questions,	and	encourages	the	viewer	to	think	
about	more	than	what	they	are	presented.	What	questions	you	
might	ask,	will	differ	from	mine.	What	do	you	see?

"Cherish	the	questions,	for	the	answers	keep	changing."	
-	Albert	Einstein

福永監督の物語は、今の世界観や道徳、歴史について絶妙に描き出
します。そして、客観的、刺激的ながら難題をつきつけ、視聴者に映
画で映し出されている以上のことを考えるよう呼びかけています。あ
なたが問う質問は、私が問う質問とは違うかもしれません。あなたは
そこから何が見えますか？

「その問いにこそ意味があるんだ、答えはいつも違うんだから。」　
ーアルバート・アインシュタイン

書評：ノブコ・ナカヤマとジーン・マエダによ
って編集された日系カナダ人のお話
/	アデリーン・パナマロフ

第二次世界大戦中と戦後に親や兄弟と共に、生まれ育った土地を離
れて日本へ送還となった日系カナダ人の方々の体験談を、当時を振り
返ってインタビューをし編集したものです。レモンクリークというブ
リティッシュコロンビア州にある強制収容で拘留を受けたあと、カ
ナダ政府は日本人の家族に決断を下すようにと求めてきました。選
択肢は日本への送還もしくはカナダの内陸、東に向かって移住する
といったものでした。大抵の人にとって、日本にまだ親族などの繋が
りがあり何らかの支援が得られるかどうか、もしくはカナダで仕事や
住まいなどを見つける伝手があるかどうか、というのが判断の決め
手でした。

日本に帰国した人々は渡航した船
から降りて新境地に足を踏み入れ
たものの、日本のあまりの貧苦に言
葉が見つかりませんでした。日本は
壊滅的な戦争に苦しんだ末に敗戦
したばかりで、新たに渡来してきた
者にとって足しになるような物は何
もありませんでした。国中で衣服や
食物などの生活必需品が欠乏して
おり、日本で生活を始めたばかりの
日系カナダ人にとって最初の数年を

乗り切るのは非常に困難なものでした。

日本へ送還となった家族の子供たちは英語を母国語として育ったの
で言語が様々な所で役に立つようになりましたが、それぞれの苦労も
ありました。特に学校などでは日本の教育スタイルに順応するのに

Book Review: Japanese-Canadian 
stories from Japan, compiled by 
Nobuko Nakayama and Jean Maeda
/	Adeline	Panamaroff

The	experiences	of	Japanese	Canadians	who	were	repatriated	
to	Japan	during	and	after	World	War	II	are	told	first-hand	
through	interviews	with	the	adult	children	who	were	taken	
from	their	birth	homes	along	with	their	parents	and	siblings.	
After	varying	amounts	of	time	at	an	internment	camp	called	
Lemon	Creek,	British	Columbia,	the	parents	of	these	children	
were	asked	by	the	Canadian	government	to	make	a	choice.	The	
choice	was	to	be	repatriated	to	Japan	or	to	move	further	inland	
into	the	eastern	regions	of	Canada.	Usually	the	decision	to	go	
to	Japan	was	based	on	whether	or	not	the	family	had	relatives	
overseas	that	they	could	rely	
on	for	support	or	whether	they	
had	connections	in	Canada	that	
they	could	rely	on	for	finding	
employment	and	housing.

Those	that	returned	were	
almost	unilaterally	shocked	
at	the	conditions	that	they	
found	themselves	in	once	they	
stepped	off	the	boat	into	their	
new	country.	Japan,	having	just	
come	out	of	the	losing	end	of	a	
devastating	war,	had	very	little	
to	offer	newcomers	who	came	to	its	shores.	National	shortages	
of	clothing	and	food	made	the	first	few	years	of	survival	in	
Japan	a	hardship	for	everyone,	including	the	newly	arrived	
Japanese-Canadian	families.
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The	native	language	of	the	children,	English,	generally	served	
the	younger	generation	of	the	repatriated	families	in	good	
stead.	However,	these	children,	often	of	school	age,	would	have	
a	difficult	time	with	the	different	style	of	Japanese	education	
and	were	put	back	at	least	two	grades	in	order	to	learn	
Japanese.	Their	knowledge	of	English	however,	helped	them	
later	on	in	life	when	they	went	out	looking	for	employment	
in	order	to	support	both	themselves,	their	parents	and	their	
younger	siblings.

Reading	this	collection	of	personal	stories	of	Japanese-
Canadians	who	were	repatriated	to	Japan	during	and	after	
the	Second	World	War	is	a	good	counter-point	to	reading	
similar	stories	of	Japanese-Canadians	who	chose	to	stay	in	
Canada	during	the	same	time	frame.	Witnessing	the	events	
and	emotional	consequences	of	how	both	the	Canadian	
government	and	the	Japanese	citizens	treated	the	families	
who	returned	to	Japan	with	mixtures	of	disdain	and	suspicion	
brings	to	light	the	social	hardships	that	these	people	had	to	
endure	for	the	majority	of	their	lives.

Despite	all	the	negativity	that	these	
young	children,	and	later	on	as	adults,	
had	to	withstand	on	a	daily	basis	
they	were	still	able	to	eventually	
create	a	happy	and	productive	life	for	
themselves.	Still,	almost	universally,	
these	individuals	still	experience	an	
internal	sense	of	emptiness	and	pain	
that	time	has	not	erased,	due	to	the	
way	they	and	their	families	were	treated	
while	in	Canada	and	during	the	time	of	
social	adjustment	in	Japan.

This	collection	of	personal	interviews	is	a	worthwhile	read	for	
anyone	who	wants	to	learn	more	about	the	Japanese-Canadian	
experiences	during	the	1940s	and	1950s,	and	for	those	who	
want	more	background	information	about	the	Redress	Program	
that	started	in	1989.	This	book	is	in	the	EJCA	Library	collection;	
you	will	find	it	with	the	ID	number	N	4397.

時間がかかったり、日本語を学ぶために少なくとも１～２年は学年を
遅らせる事が多々ありました。そういった困難があったものの、卒業
後に本来の英語力を活用して仕事を見つけたりして両親やまだ幼い
兄弟を金銭的に支えることもできました。

こういった第二次世界大戦の戦中・戦後に日本に送還となった日系
カナダ人の体験談を読む事によって、同じ時期にカナダに残る事を
決めた人々との対照がはっきりとし、当時への理解がより深まりま
す。

こういう経験談を通してカナダ政府や日本の住民が、日本へ渡るこ
とを選んだ日系カナダ人に対して疑いや軽蔑などの複雑な目で見て
いたこと、そして彼らが日本社会に容易に溶け込めずに感情面にお
いても生涯にわたって様々な苦難を経験してきたことが読み取れま
す。

子供の頃に日本に帰還したカナダ生まれの人々は、人生において日
常生活の中でも沢山の困難を乗り切っていかなくてはならなかった
にも関わらず、最終的には幸せで実りに満ちた人生を送ることがで

きました。しかしどんなに
時が経っても自分や家族
が戦時中のカナダで受け
た対応や日本に移住してか
らの大変な日々を思い返
す度に今でも過去のやる
せない思いや辛さがまざま
ざと蘇ってきます。

こういった個人的な体験
談は１９４０～１９５０年
代の日系カナダ人について
もっと知りたい人や、１９８

９年に始まったリドレスプログラムの時代的背景についてもっと知識
を深めたいという人にとってかけがえのないものとなるでしょう。こ
の本に興味がある方はEJCAの図書館にお問い合わせ下さい。書籍
番号はN	4397です。

１２月の将棋トーナメント
/	レナード	&	ステファン・グロスマン

次回の定期オンラインEJCA将棋トーナメントは１２月２７日	
午後６：３０開催です！詳細と参加登録についてはイベントページを
ご確認ください：https://www.ejca.org/event-4568909

EJCA将棋チーム入会希望の方はこちら：https://lishogi.org/team/
ejca-shogi-team

ご質問のある方はメールにてお気軽にどうぞ：lenard@ejca.org

December Shogi Tournament
/	Lénárd	&	Stefan	Grossmann

The	next	opportunity	to	play	and	enjoy	Shogi	is	never	far:	
Please	register	for	our	next	monthly	online	Shogi-tournament	
(Dec	27th,	2021,	6:30	pm:	https://ejca.org/event-4568909		-	the	
description	provides	some	additional	information)	and/or	get	
added	to	our	Shogi	Team	(https://lishogi.org/team/ejca-shogi-
team).	

For	questions	don’t	hesitate	to	contact:	lenard@ejca.org

https://www.ejca.org/event-4568909
https://lishogi.org/team/ejca-shogi-team
https://lishogi.org/team/ejca-shogi-team
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
https://ejca.org/event-4568909
https://lishogi.org/team/ejca-shogi-team
https://lishogi.org/team/ejca-shogi-team
mailto:lenard%40ejca.org?subject=
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詰将棋 ＃3
/	レナード	&	ステファン・グロスマン

詰将棋とは将棋のルールを用いたパズルで、詰め将棋と表記される
ことも。駒が配置された将棋の局面から王手の連続で相手の玉将を
詰めるパズル。

将棋をもっと学びたい方は以下リンクへどうぞ。

https://ejca.org/Young-Members-Group	（次のEJCA将棋イベン
トやトーナメントをチェック）	
https://tinyurl.com/y3z4ffmj	(初心者向けの資料をまとめたもの)

Tsume #3
/	Lénárd	&	Stefan	Grossmann

Tsume	shogi	(詰将棋	or	詰め将棋,	tsume	shōgi)	or	tsume	
(詰め)	is	the	Japanese	term	for	a	shogi	miniature	problem	in	
which	the	goal	is	to	checkmate	the	opponent’s	king.	
(https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi)

Visit	https://ejca.org/Young-Members-Group	and	check	out	our	
next	upcoming	events	and	tournaments,	or	contact	us	
Review	the	beginner	material	we	put	together	for	you:	
https://tinyurl.com/y3z4ffmj

Even	Rooks	and	Bishops	
can	be	sacrificed.

-	Shogi	proverb

Pieces	in	hand	for	Sente

November	Tsume
Level:	Harder	
Sente	moves

Pieces	in	hand	for	Gote

Solution	for	September
(Sente	moves	first)

1.	promoted	Rook	captures	on	5-1	
2.	King	captures	on	5-1	

3.	Gold	General	drops	on	5-2

(alternatively,	King	could	move	to	
7-1	and	Gold	drops	on	7-2)

Solution	for	November
Look	for	it	in	the	next	issue	

of	Moshi	Moshi!

https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
https://en.wikipedia.org/wiki/Tsume_shogi
https://ejca.org/Young-Members-Group
https://tinyurl.com/y3z4ffmj
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トマトラーメン
/	ダルビア・ギル

みなさま、お元気ですか。雪の季節が
来ましたので、ちょっと寒くなりました
ね。今日は私の好きな日本料理を紹介
したいと思います。暖かい感じなので、
楽しみにしてくださいね！

宮崎県は様々なことで有名です。例え
ば、宮崎マンゴー、ゆず、鬼の洗濯板と
他にも沢山有名な名物や名所があり
ます。宮崎県は少し変わったラーメン
でも知られていて、トマトラーメンの本
場です。

トマトとラーメンを一緒に聞いたらちょ
っと変な感じかもしれませんが、実は
ものすごく美味しいんです。スープは大
抵鶏がらスープとトマトペーストで成り
立っていて、麺は一般的に中華麺のス
タイルです。

その３つの食材をトマトラーメンのコア
（基本）として、加えらえるトッピング
の選択がいっぱいあるので自分の好み
で組み合わせます。例えば、私が好ん
でいる組み合わせはナス、玉ねぎ、チ

ャーシュー、チーズと卵です。調味料は、薄塩がよく、私は辛い物が
大好きなので最大の辛さレベルが理想です。

ラーメンが食べてしまったら、白ご飯を残りのスープに入れて食べら
れます。白ご飯はスープをよく吸収するので、ご飯の食感とスープの
味が意外とおいしいです。正直に言えば、私にとってトマトラーメン
は日本料理とイタリア料理の特殊なフュージョンだと思っていて、様
々なトマトラーメンの組み合わせも作れるし、やっぱりトマトラーメ
ンは自分の創造力を表現できる料理だと思います。

トマトラーメンはカナダのラーメンのお店にはなさそうですが、も
しみなさまが宮崎県に行ったら、ぜひ宮崎市と都城市にある『The	
Snooup』を訪問してみてください。とても美味なトマトラーメンを召
し上がれます！

Tomato Ramen
/	Dalvir	Gill

Hi	everyone,	I	hope	you’re	doing	
well.	Since	the	season	of	snow	
is	here	and	it’s	getting	colder	I	
thought	I’d	introduce	my	favourite	
Japanese	food.	I	hope	you’re	
excited	as	I	am.

I	think	Miyazaki	prefecture	is	
quite	famous	for	many	things.	
The	mangos,	yuzu,	and	the	devil’s	
washboard	are	examples	of	the	
many	famous	foods	and	places.	
But	Miyazaki	is	also	known	for	
special	types	of	ramen,	including	
being	known	as	the	home	of	
tomato	ramen.	

If	you	hear	the	words	“Tomato”	
and	“Ramen”,		you’re	likely	
to	think	it’s	a	bit	of	a	strange	
combination	but	it’s	actually	on	
the	contrary,	truly	very	delicious.	
The	soup	is	typically	made	up	of	
chicken	broth	and	tomato	paste	
while	the	noodles	are	typically	
Chinese	style.

While	those	three	ingredients	
are	more	or	less	the	core	of	tomato	ramen,	the	selection	
of	toppings	is	plentiful	and	you	can	customize	your	bowl	
of	tomato	ramen	as	you	please.	In	my	case,	I	prefer	to	add	
eggplant,	onion,	pork	slices,	cheese,	and	eggs.	As	far	as	
seasoning	goes	I	prefer	a	light	level	of	salt	and	ideally	a	
maximum	level	of	spice	because	I	can’t	get	enough	of	the	heat.

Once	you’re	done	eating	the	ramen	noodles,	you	can	take	
some	white	rice	and	add	it	to	the	soup.	The	rice	absorbs	the	
flavour	of	the	soup	perfectly	and	combined	with	the	texture	
of	the	rice,	you	end	up	with	a	surprisingly	delicious	dish.	If	I’m	
being	absolutely	honest,	I	think	tomato	ramen	is	a	Japanese	
and	Italian	culinary	fusion,	one	where	you	can	have	countless,	
unique	tomato	ramen	combinations	that	represent	an	
individual’s	creativity.	

While	I	don’t	believe	you	can	find	a	restaurant	to	have	tomato	
ramen	in	Canada,	if	you	get	the	chance	to	visit	Miyazaki	
prefecture,	why	not	check	out	“The	Snooup”.	You’ll	find	some	
amazingly	delicious	tomato	ramen!
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海外移住者にとってのホリデーシーズン
/	キムソン	彩

この時期は街がとっても賑やかな雰囲気に包まれますが、海外移住
組にとっては同時にホームシックになりやすい時期でもあると思い
ます。

私自身この話題を出すこと自体、長年躊躇してきました。カナダはと
ても好きですし、夫やその家族とクリスマスを祝えること、この土地
でも新しい友人ができたことにとても感謝しています。だからこそ、
寂しいだなんて言ったら恩知らずに聞こえてしまうのではないかと思
っていました。それに、クリスマスシーズンはワクワクして大好きです
し、年越しやお正月も毎年楽しみにしているんです。でもそれと同時
に、ホームシックになってしまうこともまた事実で。

クリスマスが近づくと、あちこちでどのように家族とホリデーを過ご
すのかという話題が上がるでしょう。幼少時代からの友人と久しぶり
に集まるんだなんて話を聞くこともあるかもしれません。そのような
話題が上がると、自分の日本の家族がここにはいないこと、学生時代
の友人達も遠い日本にいること、故郷から離れていることに改めて
気がつきます。

この時期は航空券が桁違いに高かったり、仕事の繁忙期などだった
りで、帰りたくともなかなか帰郷できない人もたくさんいると思いま
す。

私は移住して１０年以上が経ち、やっと少しずつ、寂しかったり、皆が
里帰りする時に帰れない罪悪感だったり、簡単に割り切れない気持
ちとも折り合いがつけられるようになった気がします。恋しいと思え
るほどの誰かや何かがあるというのは幸せなこと。だから寂しいとい
う気持ちも、それはそれで大切にすれば良いじゃないか。そんな風に
思います。

残念ながら、魔法のように寂しさや恋しさを消してしまう方法は私に
はわかりません。でももしあなたがこの季節ホームシックになってし
まうようなら、あなたは独りではありませんよ、と伝えたくて。きっと
同じように感じている人はたくさんいるはずです。

家族で過ごせるのは素敵なこと。でもそうじゃなくてもいいのです。
この時期の高揚した幸せな気持ちを自分の中で育てたり、周りの人
と共有する方法はきっとたくさんあるはず。

あなたが温かな気持ちでホリデーを過ごせますように。

The Holiday Season for Expats
/	Aya	Kymson

Holiday	season	is	cheerful	for	sure,	but	it	can	also	be	one	of	the	
toughest	times	of	the	year	for	expats.	

This	had	been	hard	to	talk	about	for	many	years	for	me,	
because	I	didn’t	want	to	seem	ungrateful.	I	feel	fortunate	to	
live	here	and	to	have	a	husband	and	his	family	to	celebrate	
Christmas	with,	and	have	made	new	friends	here.	I	am	thankful	
for	that.	And	don’t	get	me	wrong,	I	love	Christmastime	and	
celebrating	New	Years!	I	get	very	excited;	but	that	doesn’t	mean	
it’s	hard	all	at	the	same	time.

When	the	holiday	season	approaches,	everyone	seems	to	talk	
about	how	they’re	spending	the	holidays	with	their	families	
and/or	long	term	close	friends.	It’s	a	hard	reminder	for	expats	
like	me	that	our	own	family	is	not	here,	our	childhood	friends	
are	back	home,	and	we’re	far	from	home.

For	folks	who	live	overseas,	it’s	not	always	possible	to	go	
visit	your	home	during	the	holiday	season	every	year.	Flight	
tickets	can	be	unbelievably	expensive,	and	for	some	people,	
Christmastime	isn’t	the	most	convenient	time	to	take	vacation,	
and	so	on.

After	being	an	immigrant	for	over	a	decade,	I	finally	came	to	
learn	to	make	peace	with	the	loneliness	I	feel	during	the	holiday	
season	and	the	fact	that	I	feel	somewhat	guilty	(because	I	can’t	
always	come	home	for	holidays).	I	miss	home,	I	miss	my	family	
and	friends,	and	that’s	okay.	Knowing	that	I	have	something	
and	someone	I	miss	dearly,	I	count	myself	lucky.	

I	don’t	know	a	trick	that	can	make	your	loneliness	magically	
disappear,	but	if	you	get	homesick	around	this	time	of	the	year,	
I	wanted	to	tell	you	this.	You’re	not	alone.	We	may	be	far	from	
home	and	apart,	but	we’re	apart	together.	

Of	course,	it’s	nice	to	get	together	with	family,	but	it	doesn’t	
always	need	to	be	centred	around	family.	I	believe	that	there	
are	many	ways	we	can	spread	holiday	cheer	to	those	around	
us.

I	wish	you	the	warmest	of	holidays!
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Schedule for Japanese for Adults 

Date:	 	 January	18	to	March	22,	2022	
	 	 for	a	total	of	10	Tuesdays	
Time:	 	 7:00	–	9:00	pm	
Location:	 Online	
Course	Fee:	 $160

Schedule for Japanese for Teens

Date:	 	 January	18	to	March	22,	2022	
	 	 for	a	total	of	10	Tuesdays	
Time:	 	 5:00	–	6:30	p.m.	
Location:	 Online	
Course	Fee:	 $115

Online EJCA Japanese Language Class 
にほんごクラス生徒募集
/	Mineko	Koto

EJCA	is	accepting	new	students	for	Japanese	Language	Class	
for	the	2022	Winter	as	of	now.

We offer three Adult courses and two Teen courses:

1.	 Japanese	for	Adults:	
B1-2	(Total	Beginner)	
B2-2	(Beginner	Intermediate)	
B3-2	(Beginner	Advance)

2.	 Japanese	for	Teens		
L1-2	(Total	Beginner)	
L2-2	(Beginner	Intermediate)

Application	Deadline:	January	10,	2022	
Please	go	to	the	link	below	for	details	about	the	class	and	how	
to	apply.	The	number	of	seats	is	limited	so	make	sure	to	apply	
soon.	
https://ejca.wildapricot.org/japanese-lessons

日本語キッズ：冬のクラス　登録のご案内
/	大木早苗

日本語キッズプログラムは０才からの幼児が対象で、日本語による指
導で歌、絵本読み、手遊び、クラフトなどを通して日本語に慣れること
を目的にした親子参加型のクラスです。保護者がお互いに話し合った
りする時間もあります。

COVID-19の規制下でも会館での活動ができるようになりましたので、
２０２２年冬学期は会館でのクラスとオンラインでのクラスを用意しま
した。ご家庭にこもりがちでお友達と接する機会が少ないお子様が、
先生やお友達と一緒に日本語で楽しむ時間を持てるように、歌、絵本、
手遊びなどを計画しています。

会館でのクラス

日にち：	 １月５日、１２日、１９日、２月２日、９日、１６日、３月２日、	
	 ９日、の水曜日８回

時間：	 午前１０時ー１１時３０分　０−２才のクラス	
	 午後１時ー２時４５分　３才以上のクラス

Zoomによるオンラインクラス

日にち：	 １月７日、1４日、２１日、２月４日、１１日、１８日、３月１１日、	
	 １８日の金曜日８回

時間：	 午前１０時ー１０時４５分　０−２才のクラス	
	 午前１１時−１１時４５分　３才以上のクラス

参加費：	 １家族	$５０、会員のみ参加できます。

参加者が最低数に満たない場合やCOVID-19の状況によってキャンセ
ルする場合があり、その場合は参加費は全額お返しいたします。

登録：	 https://ejca.wildapricot.org/event-4555762	　	
ご質問：	 events@ejca.org

https://ejca.wildapricot.org/japanese-lessons
https://ejca.wildapricot.org/event-4555762
mailto:events%40ejca.org?subject=
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『もしもし』作りのお手伝いをしてくださる
方、募集中
/	キムソン	彩

前述の通り、この夏『もしもし』チームが新しく生まれ変わりました。
私たちと一緒に『もしもし』を作り上げてくれる仲間を募集していま
す。

チームにはすでに素晴らしい翻訳ボランティアの方々がいらっしゃい
ますが、現在は少人数でこなしているため、もう少し人数を増やせた
ら良いなと思っています。翻訳に興味がおありの方はぜひ編集部まで
メール（moshimoshi@ejca.org）にてご連絡をお願いします。興味
のある分野・詳しい分野などがあればその旨もぜひメールに添えてく
ださい。

また『もしもし』では随時皆さんからの投稿をお待ちしております。
例えば「私達の歴史」のコラムでは、会員の方からの投稿でご家族
の歴史や軌跡を紹介しています。他にも、和食のレシピ、日本への旅
行、日本の出版物（小説でも漫画でも）、J-Popやゲームなど日本に
まつわる趣味や体験談をぜひお聞かせください。もちろん、EJCAを
通して行われるイベントやクラブ活動の感想ご意見等もお待ちして
おります。

各投稿は英語の単語数５００以内でお願いしています。日本語に
換算するとどのくらいになるかは一概には言いにくいのですが、こ
の記事の英文は約２００単語ですので参考にしてみてください。
いずれはウェブサイトからの投稿を可能にしたいと考えています
が、現時点ではこちらも編集部までメールでの投稿をお願いしま
す：moshimoshi@ejca.org	

記事と一緒に掲載する写真がある場合は、メールに添付してご送付
ください。

Moshi Moshi is Looking for Translators 
and More
/	Aya	Kymson

As	we	mentioned	earlier,	Moshi	Moshi	has	a	new	team,	and	
we’re	always	looking	for	folks	who	would	like	to	get	involved!

We	have	a	small	group	of	amazing	translators,	but	we’d	love	to	
expand	our	team	a	little	bit.	If	you’re	interested	in	joining	our	
translating	team,	send	us	an	email	at	moshimoshi@ejca.org.	
If	you	have	any	interests	and/or	specific	topics	that	you’re	
familiar	with,	let	us	know!

Another	way	to	get	involved	with	Moshi	Moshi	is	to	send	your	
articles	in.	For	example,	“Remembering	Our	Past”	is	stories	
from	our	members	who	wish	to	honour	their	families.	Have	
you	got	any	family	stories	to	tell?	Maybe	you	want	to	share	
your	Japanese	inspired	cooking	and	recipes,	or	maybe	your	
personal	experience	travelling/staying	in	Japan.	You	could	talk	
about	your	favourite	Japanese	authors,	J-Pop	singers,	games,	
and	other	pop-culture.	And	of	course,	we’d	love	to	hear	your	
experiences	and	thoughts	on	EJCA’s	activities	and	events!

We	ask	that	articles	are	kept	under	500	words	(in	English).	We’ll	
be	working	on	a	submission	page	on	our	website,	but	for	now,	
send	your	story	by	email	to	moshimoshi@ejca.org.	If	you	have	
any	images	to	go	along	with	your	article,	please	send	them	by	
email	attachment.

Get noticed here!
Advertising	in	Moshi	Moshi	means	reaching	
our	targeted	audience	at	a	modest	cost.	
Plus,	members	receive	special	pricing!

Interested?	Email	moshimoshi@ejca.org	or	visit	
https://ejca.org/moshi-moshi-ads	to	learn	more.

mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=
mailto:moshimoshi%40ejca.org?subject=Advertising%20in%20Moshi%20Moshi
https://ejca.org/moshi-moshi-ads
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カカナナダダ留留学学をを目目指指ししてていいるる 

ごご家家族族、、おお友友達達ははいいまませせんんかか？？ 

Edmonton Public Schools’ International Student 
Program offers students excellent academic 
programming in Edmonton, Alberta’s safe and 
vibrant provincial capital city. 

Come study with us at  

Edmonton Public Schools! 
短期/長期留学・言語取得・国際体験・ホームスティ 

Phone: +1 780 429 8249 
Email: isp@epsb.ca （（日日本本語語相相談談可可））  

Website: internationalprograms.epsb.ca 
 

 

20 years of experience including 15+ years of working 
with Cirque du Soleil. Japanese gentle needling, Moxa, 

thermal therapy, and cupping.

日本鍼灸師国家資格/アルバータ州 登録鍼灸師（保険適応）

日本及びカナダのクリニック勤務、シルクドソレイユサーカス
のパフォーマーへの施術など、治療歴２０年。日常の痛みや不
具合をしっかりと見直し、QOL(クオリティオブライフ)を高め

ていくお手伝いをします。

お子様から年配の方まで幅広く治療を受け付けています。 
日本語でお身体のメンテナンスをしませんか。

Yoko Masuda 
Acupuncture

REGISTERED ACUPUNCTURIST

780-220-4398  |  yokomasuda.acc@gmail.com

お子さまに料理を通じて、日本の子どもたちと今の日本語を楽しく使うチ
ャンスを作りませんか？今回は日本の心をお伝えしながら、おせち料理を
3品作ります♪

【日  時】  12月18日(土)　5：30PM～7：00PM 
【対象/定員】 5歳から13歳くらいのお子さんがいる家族/7家族 
【参加費】  ＄30/家族 
【メニュー】  照焼チキン/結びかまぼこ/紅白なます 
【形態】  Zoom、詳細はお申込み後にお知らせします 
【お申込み】 https://resast.jp/page/consecutive_events/8036 
【問合せ】 平紀子    Noriko Taira 　780-982-0281 
     norikouk2@gmail.com

料理を自分で作り完成することで、「自分でこんなにできるとは思わなか
った」と感想を自分で言えるほど自信が付きます。

「ゴハングミin the World」はコミュニケーションも楽しむクッキングク
ラスです。 
おいしくできた料理を見せ合いっこするうちに、自信とコミュニケーショ
ン能力が付き、自然に文化交流ができています♬

ゴハングミ in the World
������ ������

ご一緒に生活しませんか？
８６才のシニア（女性・日本語）がご一緒に生活できる
方を探しています。シニアの女性で日本語でお話しでき
る方を希望しています。できれば食事付きの 
シニア・レジデンスに住みたいと思っています。

どうぞ Gina 780-504-3347 
へご連絡ください。

Looking for a roommate!
We are looking for Japanese-speaking female 
roommate. A lovely lady who is 86 years old 
would enjoy the company of another senior 
lady to live with, possibly in a seniors’ residence 
where meals are provided.

Please phone 780-504-3347 to speak with Gina.
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EJCA Board of Directors & Committees
November	2021–October	2022

Board of Directors Officers 
and Executive Committee

President	
Paul	Fujishige

Vice-President	
Tamara	Sutherland

Secretary	
Brenda	Madsen	

Treasurer	
Jim	Hoyano

Board Directors	
Eldon	Kymson			
Lénárd	Grossmann		
Noriko	Taira		
Sanae	Ohki		
Stefan	Grossmann	
Yuka	Good	Striker

Finance Committee	
Bob	Tennant		
Jim	Hoyano	(Chair)		
Paul	Fujishige

Library Committee	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	(Chair)	
David	Sulz		
Jim	Hoyano		
Nancy	Cyr	

EJCA-Argyll Joint 
Committee	
Brenda	Madsen	
Paul	Fujishige	
Bruce	Robertson	(non-voting)

Culture Programs 
Work Group 
Mineko	Koto	
Noriko	Taira	
Sanae	Ohki		
Yukiko	Nagakura

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

NAJC Liaison	
Paul	Fujishige	
Takashi	Ohki	
Tamara	Sutherland

Communications 
Work Group	
Eldon	Kymson	
Noriko	Taira	
Tamara	Sutherland

Library Work Group	
Adeline	Panamaroff	
Cathy	Tennant	
Liz	Machida	
Mike	Waszkiewicz	
Ritsuko	Chartrand	
Morgan	Overend	
Andrew	McKenna	
Jim	Hoyano

Web Admin Team	
Andre	Prefontaine	
Eldon	Kymson	
Mana	Low	
Stefan	Grossmann

Natsu Matsuri Work Group	
Hideji	Ono	(Chair)

Committee Advocating 
for Racial Equality	
Carley	Okamura	(Co-chair)	
Eldon	Kymson	
Kevin	Higa	(Co-chair)	
Oliver	Rossier	
Olenka	Bilash	
Takashi	Ohki

Scholarship & Grant 
Work Group	
David	Mitsui	
Daiyo	Sawada

Centre Manager	
Bruce	Robertson	
office@ejca.org

Vision
To	create	a	supportive	community	that	
embraces	human	rights	and	enriches	lives

Mission
To	provide	gathering	opportunities	in	Edmonton	
to	promote	Japanese	and	Japanese	Canadian	
Culture,	language,	traditions	and	history

Values
•	 We	treat	all	people	with	dignity	and	respect
•	 We	appreciate	and	model	that	diversity	of	our	

Canadian	society
•	 We	believe	in	honouring	our	history	and	

sharing	it	with	others
•	 We	encourage	the	contributions	and	gifts	of	

all	our	members

Slogan
The	best	of	Both	Worlds	(Canadian	&	Japanese)

基本理念
人権を大事にし、生活を豊かにするコミュニティ
を作る

活動方針
日本と日系カナダの文化、言語、伝統、歴史を広
めるべく、エドモントンで集う機会を提供する

活動方針
•	 すべての人に尊厳を持って接する

•	 カナダ社会において多様性を認識し規範とな
る

•	 私達の過去に敬意を払い、共有する

•	 会員みなさんの貢献を奨励する基本理念を共
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

標語
カナダと日本、双方の良いところを取り入れる

Editorial Address	
6750	88	St	NW	
Edmonton,	Alberta	
T6E	5H6

780-466-8166	
moshimoshi@ejca.org	
ejca.org

Editors	
Aya	Kymson	
Eldon	Kymson

Vol. 54 Translators	
Dalvir	Gill	
Mana	Low	
Shinya	Kataoka

Published	by

mailto:office@ejca.org


2022 EJCA Membership Application Form 
エドモントン日本文化協会　2022年度会員申込書

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 the 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 
 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 is used for EJCA’s internal use only.     個人情報はEJCAの目的だけに使われます。

Mail or drop off this application form 
with a cheque payable to EJCA to:

EJCA c/o Membership 
6750 88 St NW, Edmonton, AB  T6E 5H6

Apply online at: 
ejca.org/become-a-member

or

*Application date (YYYY/MM/DD): *Date of birth (YYYY/MM/DD):

*First name: *Last name:

*Mailing address:

*Postal code: *Phone:

*Email: Secondary email:

*Membership status:             New               Renewal *Fee paid by:            Cash              Cheque

*Membership type / fee                   Single (under 70 years old)  $20                                Family (all members under 70 years old)  $35

                                                                   Junior (13–17 years old)  $5                                         Senior Couple (one senior 70+ years old)  $20

                                                                   Senior Single (70+ years old)  Free                            Senior Couple (both seniors 70+ years old)  Free

*Newsletter subscription:              Online  or            Printed          日本語サロン  (I would like to receive information for 
          Japanese speaking members)

Spouse first name: Spouse last name: Spouse date of birth (YYYY/MM/DD):

Guardian full name (*Junior applicant): Guardian email (*Junior applicant):

 

Guardian phone (*Junior applicant):

Child 1 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 2 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 3 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

Child 4 first name:

Date of birth (YYYY/MM/DD):

(*required fields     *必ずご記入ください)


