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We are 27 years old!

謹んで新年のお慶びを申し上げます

旧年中は、格別のご支援、ご厚情を賜り
誠にありがとうございました。
おかげさまで、
『ふれいざー』は
創刊二十八年の年を迎えることができました。
これもひとえに日系コミュニティの
皆様のおかげと感謝しております。
本年もより一層価値ある雑誌作りのために
スタッフ一同邁進していく所存です。
今後共、ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。

今年一年がより佳き年になりますよう
皆さまのご健勝、ご多幸を
心よりお祈り申し上げます。

二〇二〇年 元旦
ふれいざー スタッフ一同

B:10”

T:9.75”

安心と信頼のサービス
不動産に関する事なら何でもご相談ください。
■不動産の売買、リース
■マーケット情報、お見積もり
など無料でご相談
■店舗などの商業物件
■不動産物件の管理業務
■弁護士、引っ越し業者、
保健会社、改造業者などの紹介
お気軽に日本語でお問合せください。
Sales Representative

D.H. Toko Liu（劉 東滉）
Cell: 416-894-6049

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

BOSLEY REAL ESTATE LTD., BROKERAGE
276 Merton Street Toronto, ON M4S 1A9
office: 416-481-6137 Fax: 416-480-2548
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も変わらぬお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。

二〇二〇 年 元旦
月刊ふれいざー スポンサー一同

４リアル・プラミング

ソータイ・カナダ

ゼウス・アカウンティング・サービス

							

ＡＢＩＣ 移民＆ビザ事務所

ＯＯＭＯＭＯ ＪＡＰＡＮ

Keller Williams Realty VanCentral
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ＡＯＩ ビューティー・スタジオ＆エステティックス

チーナ
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Automation One Business Systems Inc.田畑秀夫
ＣＢＳ ｉｎｃ シャワートイレット

チャン＆アソシエイツ法律事務所

Ｙ・ＬＩＵ弁護士事務所

Ｔ＆Ｔ

ＴＤ カナダ・トラスト

ＲＢＣ ウェルス・マネージメント

ＯＣＳ カナダ

HCafe
ＩＭホールディングス

ノース・トロント・キャット・レスキュー

ノースショア日本語キリスト教会

日系聖十字聖公会

ニコニコ・ホームケア

ドッグスマート・トレイニング

ドクター・ウー・漢方クリニック

ドクター・オカムラ＆アソシエイツ

Crius Financial Services Corp山下りえ・伊藤ちか

あん寿針灸・指圧・推拿アキュセラピー

則末恵子

陶板浴ウェルネス

アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・ＢＣ

バーナビー日本語学校

ニュー・センチュリー不動産
アルカディアホームズ
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新鮮な旬のお刺身、焼き魚を一流の技で仕上げます。
大好評！ 座敷で宴会（22 名様まで収容可能）
お問い合せ tel：416-362-7373

55 Adelaide St. E. (Church x Adelaide) 地下鉄 king 駅より徒歩５分

We are 27 years old!

トピックス

カナダ環境省、2019 年のトップ 10 ニュースを発表

この程発表された、高所得 11 ヶ国における医療技術に関するアンケー

この程発表された 2019 年のカナダの気候ニュース、トップ 10 は以下

ト 調 査（2019Commonwealth Fund International Health Policy Survey of
Primary Care Physicians）で、カナダは非常に残念な結果となったことが分

の通りだった：
１位：記録的なオタワ川の洪水（オタワとケベックのガティノーで、

かった。

５月に 6000 人以上が避難。二名死亡）２位：ハリケーン被害（バハマに

調査によれば、email や安全なウェブサイト上での患者とのコミュニ

甚大な被害を及ぼしたドリアンの被害がカナダ大西洋州にも及び、50 万

ケーションを提供しているカナダ人ファミリードクターは 5 人に一人、ス

人が停電を余儀なくされた。主にノバスコシア州での家屋の被害総額は

ウェーデンでは実に 90% 以上のファミリードクターがこのサービスを実

1 億 4000 万ドルとされる）３位：早い時期の降雪（カルガリーでは 9 月

施しており、
カナダはこのカテゴリーで 11 ヶ国中最下位という結果となっ

末に 32cm の積雪を記録。BC 州南部山間部でも 35-50cm の積雪。マニ

た。また、診察のオンライン予約を提供しているカナダ人ファミリードク

トバでは 11 の地域で非常事態発令）４位：２月の寒さ（BC 州で平年よ

ターも 5 人に一人しかいない。さらに、カナダでは、自分の患者が救急で

り 9 度低い気温。カルガリーは、過去 83 ヶ月で最低気温となる）５位：

病院に行ったことの報告を受けているファミリードクターが全体の 5 割し

北極で記録的な暑さ（ヌナブト準州で 7 月中旬に平均気温より 14 度も

かいないのに対し、オランダでは 8 割以上のファミリードクターが報告を

高い 21 度を記録）６位：草原部の異常気候（アルバータ、サスカチュワ

受けていることも分かった。

ン、マニトバでは、春先に異常な乾燥が続き、その後、夏にかけて雨続き、

オンラインで診察の予約、薬の再処方、検査結果や診察概要を見ること

例年より早い降雪に見舞われる）７位：ハロウィンに雪・雨・大風（東

に関して、カナダは最下位グループに留まっている。ニュージーランド、

部では例年にない天候となり、多くの自治体でイベントがキャンセルに）

ノルウェイ、オランダなどでは９割以上の医師が提供している時間外診察

８位：春のなかった東部（五大湖周辺では過去 22 年間で一番寒い春とな

（病院を除く）のカテゴリーでも、カナダはアメリカに次いで下から二番

る）９位：セント・ジョン川の洪水（ニューブランズウィックのセント・

目だった。Philpott 氏は、
「医療連携のためには、医療技術を賢明に駆使

ジョン川が溢れ、1500 人が避難、1 万 6000 戸に被害。100 年に一度の規

する努力が欠かせない。ファミリードクターがスペシャリストやコミュニ

模の洪水が 2 年続く）10 位：山火事が減少（2018 年に深刻な山火事に

ティサービスなどと連携し、効率的且つ効果的で安価なヘルスシステムの

見舞われた BC では 2019 年の山火事は減少。一方、アルバータでは山火

構築に努める必要がある」と話している。

事が増加し、オンタリオ州でも深刻な山火事の被害に見舞われた）
。

年間インフレ率が上昇

二人の娘殺害で、父親に終身刑（22 年間仮釈放なし）
バンクーバー島で 2 年前のクリスマスに起きた殺人事件で、この程、

カナダ統計局の発表によると、ガソリン価格の上昇に伴い、11 月の年
間インフレ率は上昇、消費者物価指数は前年比で 2.2% の増加となった。

BC 州最高裁は、父親に 22 年間仮釈放なしの終身刑の判決を下した。
アンドリュー・ベリーは、娘のクロエちゃん（当時 6 歳）とオーブリー

ガソリン価格は前年比で 0.9% の増加、食肉の価格は前年比で 5.2% 上昇

ちゃん（当時 4 歳）を殺害したとし、陪審員裁判で、9 月に二つの第二級

（生あるいは冷凍牛肉は 6.2%、ハム及びベーコンは 9.1%、生あるいは冷

殺人罪で有罪判決を受けていた。この判決で、ベリーは自動的に終身刑が
確定したが、この程、州最高裁に於いて、判事は仮釈放の資格に関する判

凍豚肉は 0.7% の上昇）と発表された。
地域別で見ると、11 月のインフレ率は、BC 州以外で上昇となっている。

決、22 年間仮釈放なし、を申し渡した。娘たちの母親で、元ベリーのパー

全体としては、消費者物価指数の上昇は、住宅ローンの利息、乗用車

トナーだったサラ・コットンさんは、文書で、
「判事の判決を支持するが、

及び自動車保険料の上昇によるもので、逆に電話やインターネット料金、

ベリーの犯した罪に見合う刑期はない。クロエとオーブリーは、父親の手

旅行者の宿泊料金の減少により多少相殺されている。カナダ中央銀行は、

で、これ以上ないくらい残酷に殺害された。私は人生を失った。未だ後悔

年間インフレ率 2% をターゲットとしており、ここ 1 年以上、主要金利

していないベリーにやり直すチャンスはないと思う」と述べた。
ベリーは、2017 年 12 月 25 日に、二人の娘を何度も刺して殺し、自分

を 1.75% にとどめている。

も自殺を試みたが死に切れず、裸で風呂の中で意識不明のところを発見さ

カナダ：医療技術で世界に遅れ

れた。首には刺し傷があった。殺害動機の一部は、
「娘の母親であるサラ

連邦健康省大臣を務めたこともある医師の Jane Philpott 氏によると、

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

―― 北 花子

振った手は人まちがいで髪なでる

		

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

七草もひと盛り買って牛になる

―― 森下みえ

www.thefraser.com

さんに腹を立てたことで娘の親権を奪われると思ったこと」とされている。
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カナダの出来事

後を絶たない迷惑電話

電話会社がブロックシステムを導入

カナダ・レベニュー・エージェンシー（CRA） 期待できるとするが、カナダ詐欺対策センター

トムソン氏は、詐欺が疑われる場合は、
「とに

などの政府機関や大手銀行を名乗る詐欺電話や、 のシニア・アナリスト、ジェフ・トムソン氏は「詐

かく電話を切る。電話で個人情報は絶対に渡さな

サービスの提供、緊急事態のための送金、懸賞当

欺行為の一部に影響を持つかもしれないが、一

選などを口実とする詐欺電話は後を絶たず、電話

掃とは言い難い」と指摘する。このシステムは、

利用者はうんざりしたり、うっかり騙されそうに

明らかに偽物とされる番号からかかってくる電

なったり、わかっていても実際に被害にあったり

話しかブロックできないため。

いことが重要」だと強調する。

CRA を装う詐欺電話
CRA を名乗り、電話、郵便、テキストメッセー

迷惑電話の多くは「偽物でありながら」実在

ジ、E メールで SIN ナンバーやクレジットカード・

こうしたなか、ロジャーズやベルなどカナダの

する番号からかかってくる。つまりコール ID に

ナンバー、銀行の口座番号、パスポートの番号を

電話通信会社に迷惑電話のブロックシステムが

表示される番号は、個人や連邦政府や警察など

要求する詐欺の横行はよく知られるが、CRA は

導入され、12 月 19 日から提供が開始された。た

公的機関が所有する本物の番号。詐欺師はその

公的機関であるためか、それでも騙される人が後

だし、全ての迷惑電話をカバーするわけではない

番号からかけているわけではないが、その番号

を絶たない。特に、情報を提供すれば払いすぎた

という。このシステムについて以下にまとめた。

からかけたように装っている。

税金が戻ってくるという内容につられないよう

と、迷惑電話に振り回されている。

迷惑電話ブロックシステム

尚、カナダ・ラジオテレビ通信委員会の要請

CRA は呼びかけている。あるいは脅し文句で未

により、電話会社は 2020 年 9 月 30 日までに迷

払いの税金を支払うよう要求するもの、偽のウェ

産業省の管轄下でカナダの放送・通信業者を規

惑電話について対処しなければならないことが

ブサイトに誘導するパターンもあり、CRA はこ

制する政府機関「カナダ・ラジオテレビ通信委員

決まっている。カナダの電話会社はこの期日ま

うした要求には決して応じないよう訴えている。

会（CRTC）
」は、システムの導入について、迷惑

でに利用者が携帯電話や VoIP システムを通して

CRA が電話でパスポート、ヘルスカード、免

電話や詐欺電話から国民を守るためだと説明す

受けた電話の発信元や身元が電話に出る前に確

許証に関する情報を求めることはなく、E トラン

る。人によっては 1 日に数回こうした電話がか

認できる技術（STIR/SHAKEN テクノロジー）を導

スファー、ビットコイン、iTtune、アマゾンなど

かってきており、
カナダ詐欺対策センター（CAFC） 入する必要がある。
によると、2019 年 1 月 1 日から 10 月 31 日の間
に推定 2400 万ドルの被害が出ている。
導入されるテクノロジーは、コール ID に表

のプリペイドのクレジットカード、ギフトカード

ただ、詐欺集団も常に新技術で利用者を搾取

で即刻の支払いを求めることもない。さらに逮捕

しようとしているため、どのような技術を導入

や警察への連行、提訴しているなど、高圧的な脅

しても、迷惑電話の完全な一掃は不可能だろう

しをちらつかせることも、ボイスメールに脅迫や

示される 15 桁の番号や文字で構成されるもの、 と CRTC のギズ会長は指摘している。

金融情報の提供を求めるメッセージを残すこと

000-000-0000 など、かけることのできない番号

もない。

などを自動的にブロックする機能を持つ。つまり
こうしたタイプの番号が今後かかってくること
はなくなる。
一方、国内すべての電話会社がこのシステムを

詐欺が疑われる電話とは
カナダ詐欺対策センターのジェフ・トムソン

になる場合は、CRA のオンラインアカウントで

氏は、以下の場合は詐欺が疑われると分析する。

確かめるか、直接電話で確認するとよい（1-800-

・相手が自動音声で、特定の番号を押すよう指示

959-8281）
。

導入するわけではなく、一部の電話会社は代替物

するもの

として、利用者にさらに進んだ着信管理機能を提

・相手が威圧的な要求を行い、ときに脅しである

供する「フィルター・サービス」を用意している。 とき
これはテラスが携帯利用者に提供しているもの。

CRA から本当にかかってきた電話かどうか気

・個人情報や金融機関の情報を強引に求めるとき

カナダ無線通信協会のロバート・ギズ会長は、 ・ビットコインやギフトカードで金銭を求めるとき
このブロックシステムにより迷惑電話の激減が

また、詐欺の被害を受けた場合は、カナダ詐
欺対策センター（1-888-495-8501）や RCMP に連
絡する。金融機関から送金したり、情報を渡して
しまった場合は金融機関への連絡が必要になる。
SIN ナンバーを教えてしまった場合は、サービス
カナダ（1-800-206-7218）に連絡すること。

生長の家トロント

日曜礼拝 ( 英語 ) 午前 10:30 から
第２日曜日先祖供養祭 ( 英語 ) 午前 10:30
第２日曜日 日本語礼拝 午後 1:00 から

人生は、表現を楽しむための舞台である。
Life is a stage on which to enjoy expression.
（『2017Words of Light』より）
（『2017Words of Light』は $10 で販売中）

生長の家トロント会館 662 Victoria Park Ave, Toronto, M4C 5H4
		
Tel:(416) 690-8686 www.snitoronto.ca
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平和、環境、
あなたは
地球人になれるか

IM Holdings Ltd.
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世界の出来事

英総選挙、与党保守党が圧勝
欧州連合（EU）離脱（ブレグジット）の是非

1 月末の EU 離脱濃厚に

為替市場では選挙結果により EU 離脱はほぼ

によって連合王国に押さえ込まれてはならない」

を今一度問うかたちとなった英下院（定数 650）

確実との見方が広がり、ポンドは対ドルで一時

と述べ、今回の結果で「スコットランドの人々

総選挙は 13 日、離脱を公約に掲げる与党・保

19 カ月ぶりの高値をつけ、対ユーロでも EU 離

に将来を選択する機会を与える信任を得た」と

守党が過半数を大幅に上回る議席を獲得して圧

脱を決定した国民投票の直後となる 2016 年 7

躍進を喜んだ。また、
「ジョンソン氏は、イング

勝し、ボリス・ジョンソン首相は「この結果は

月以来の高値をつけた。

ランドの EU 離脱を付託されたかもしれないが、

離脱が否定しようのない国民の判断だというこ
とを示している」と勝利宣言した。1 月 31 日に

スコットランドの EU 離脱は付託されていない。

労働党は大敗

スコットランドは自らの選択権を持たなくては

一方、最大野党・労働党の議席は 243 から

ならない」と強調した。同党は、イギリスが EU

203 へと激減し、1935 年以降で最悪の大敗を喫

から独立した場合、2021 年までに投票を実施す

した。ジェレミー・コービン党首は、
「非常に残

るとしている。今後、独立を目指す機運が高ま

保守党は選挙前の 298 から 365 へと大きく議

念な夜」と述べて敗北を宣言し、
「最善を尽くし

ることは必至とみられている。

席を伸ばし、サッチャー政権時に行われた 1987

たが至らなかった」と謝罪した。コービン氏は

年の総選挙以来、最大の勝利を収めた。同党は、

年明けに辞任する意向を示している。

EU を離脱すると改めて表明し、
「そこには『も
し』も『しかし』も『多分』もない」と強調した。

ただ、イギリス政府からは「2014 年に行われ
た住民投票の結果を尊重すべき」との声が上がっ

メイ前首相が党を率いた 2017 年の前回総選挙

労働党は EU 離脱をめぐる曖昧な姿勢が支持

ている。同年 9 月に行われた独立の是非を問う

で少数与党に陥り、求心力を欠いたまま野党に

層の混乱を招き、イングランド北部・中部など

住民投票では、
独立反対が 55％、
賛成が 45％だっ

主導権を握られてきた。しかし苦しい政治運営

同党の地盤とされる選挙区の多くを保守党に奪

た。

を余儀なくされ、EU 離脱の目処が一向に立たな

われた。同党は、前回の総選挙で EU 離脱を約

かったこれまでと状況は一変、起死回生を狙っ

束し、支持を伸ばしたにもかかわらず、今回の

た今回の選挙で過半数を獲得したことで、離脱

選挙では EU との再交渉や離脱の是非を問う国

EU のミシェル大統領は 13 日、ジョンソン首

に向けた法案は議会で承認される見通しとなり、

民投票を公約に掲げており、この矛盾したあり

相に「お祝いしたい」と述べ、
「英議会ができる

1 月末の離脱実現はほぼ確実となった。BBC 放

方が敗因だと指摘されている。落選した議員か

だけ早期に離脱協定の合意案を可決することを

送は、離脱に向けて最大の障害だった野党を切

らも、
「大敗の責任は上層部にあり、コービン氏

望む。協議の準備はできている」と貿易や安全

り崩す「賭けに成功した」と保守党の歴史的勝

はずっと前の段階で辞めるべきだった」との声

保障など離脱後の関係についての交渉実現に期

利を評価した。

が聞かれた。同党ではすでに新党首争いが始まっ

待を示した。

ジョンソン首相は 13 日、首相官邸前で行っ

ている。

国際社会は英国の意志を尊重

アイルランドのバラッカー首相は「友人であ
るイギリスが EU から離脱するのは残念だが、

た演説で、
「保守党政府は離脱の完遂という付託

また、EU 離脱反対の自由民主党も議席を一つ

を受けた。また国を結束させ前進させることを

失い 11 議席に留まった。スウィンソン党首はス

今回の選挙でイギリスの意志が確認された」と

託された」と述べ、3 年余りの離脱をめぐる同

コットランド国民党（SNP）候補に敗れている。

述べ、北アイルランドとアイルランドの間でモ

国の迷走に終止符を打つことを明言。
「国の和解
を全国民に求める」と国家分断の修復を呼びか

躍進したスコットランド国民党

ノの移動が円滑に行えるよう保障することが重
要だと訴え、早期の離脱協定案批准を求めた。

けた。その上で「新政府は国民の意志を尊重し、

離脱に反対の立場を取り、スコットランド独

トランプ米大統領もジョンソン首相の勝利を

国を良い方向に導き、全国民に可能性を与える」

立の是非を問う 2 度目の住民投票実施を公約に

祝福し、
「離脱後は英米間の大規模な貿易協定を

と胸を張った。

掲げたスコットランド自治政府 SNP は、議席を

自由に結ぶことができる。双方にとって利益が

13 増やして 48 議席を獲得した。ニコラ・スター

得られる可能性が大きい」と離脱後の貿易を活

ジョン党首は「スコットランドはイギリス政府

発化させたい考えを示した。

首相は同日、バッキンガム宮殿でエリザベス
女王と面会、女王は首相に続投を指示した。

sudoku break

自費出版

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

編集・翻訳・ページデザイン

信頼と実績の「月刊ふれいざー」 企画から製作までお手伝いします。

Fraser Journal Publishing
604-939-8707 info@thefraser.com
www.thefraser.com
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時はおりしも高度経済成長期にさしかかろうとする 1960 年。
幼いころから日本への憧れを胸に抱いて育ったカナディアン青年が、とうとう太平洋を渡って日本へやって来た。
そこはまさに異文化の地。 極楽とんぼチャックさんの、大好きな日本での破天荒人生が始まった――。

ワタシは白系日本人
ランメル

（１）日本上陸！
憧れの日本ヘ！
信じられない！

ある。あの漢字をどんなにして憶えたらいいだ

私の夢が現実となった。子

覧迷留

チャック

茶句

私の本名はチャーズ・ランメル”
。皆は私

ろう。それは、ひらがなとタカカナしか知らな

のことをチャックと呼ぶ。でも、白系日本人

供の頃から憧れていた日本に、U B C から交換留

い私にとって、大きな不安とショックであった。

と異名をとる日本マニアとしては、ここはひ

学生として、東京大学経済学部に留学すること

そのときかかった漢字恐怖症は、現在に至るま

とつ、どうしても日本語の名前が欲しい。

が決定したのである。

で続いており、私は漢字が苦手である。

そこで友人が付けてくれたのが“覧迷留茶
句”
。以来、これが私の日本名になっている。

当時のカナダでは、東洋の小さな国、日本に関
心を寄せている人は少なく、ましてや日本に留学
したいと願う学生はゼロに近く、どうもその年、
願書を提出した学生は私一人だったらしい。

覚えた日本語で笑われて……

レス）
」
「岡蒸気（汽車）
」
「乳かくし（ブラジャー）
」

バンクーバーでは、明治、大正時代に移民し 「外套（コート）
」
「支那人（中国人）
」などである。

1959 年の秋、19 歳になったばかりの私は、支

て来た和歌山県の漁師の人たちの日本語を聞き

来日直後は、これらの言葉を使って日本人に

給された留学資金をセーブするため、飛行機を

かじっていた。また、バンクーバ一日本語学校

笑われ、せっかく憶えた言葉を現代語に変えな

使わないで、貨物船 “山ひ

に二世、三世の子供と一緒

め丸” で、14 日かかって太

に通って学んだ。彼らは両

日本に到着した翌日、外国人の女性と高島屋

平洋を渡ったのである。ち

親の命令で日本語を習わな

デパートに買物に行ったそのときのこと。彼女

なみに、カナダドルはアメ

くてはいけなかったが、私

はトイレに行きたくなったが、どこにあるかわ

リカドルよりも高く、1 ド

は好奇心のかたまりで、彼

からない。日本語のできない彼女は、私に女性

ル 400 円であった。

らについて行ったのが始ま

横浜にはバンクーバー柔

りである。

道クラブの友人、マイクが

くてはならなかった。

のトイレはどこか、
聞いて欲しいと言った。私は、
「まかしとけ！」と自信を持ってデパートの女店

学校全体で白人は私一人。 員に聞いた。

迎えに来てくれた。

二世、三世たちはひらがな 「オナゴノベンジョ、ドコ？」

桜木町から京浜東北線で

やカタカナを覚えるのをい

東京に行った。その頃の東

やがった。私がちょっと上

京の電車はほとんどが茶色

手に書けると、先生は、

その女店員はげらげら笑って答えてくれない。
私はもう一度聞いた。
「オナゴノベンジョ、ドコ？」

の目立たない色で、戦争の

「ほら、白人ができるのに、

名残をとどめていた。でも、

みんな、がんばらなくちゃ

る。いったい全体どうなっているんだ。私の日

電車の速度は、今の新幹線

だめよ」

本語、通じませんか？

ほどの速さに感じられ、ま

とクラス全体に言った。と

るで地上を飛んでいるよう
だ。車両の揺れはかなり激
しく、私は生まれて初めて

ころが、彼らはどうも、白
ボーイスカウトで日系人の友達と。
私は後ろ左側。

人の私がほめられるのがお

彼女は仲間を呼んで来て、ますます笑ってい

マンモス都市東京でガリバー体験

もしろくないらしく、時々

1960 年代の東京の人口は、約 1 千万人。ラッ

乗った電車におっかなびっくり。大きなトラン

冷たくされたりしたが、私はちっとも気になら

シュアワ一時の東京丸の内のオフィス街は、グ

クを、両足の間にしっかりとはさんで、右手に

ず、ますます日系人社会に興味を持っていった。 レイか黒っぽい背広を着て、きちんとネクタイ

は座席のそばにある銀色の棒をにぎり、緊張の

そして仏教会のだるまクラスや二世ティーンエ

１時間余りであった。

イジャーズ・ダンスパーティに参加したりで、 が出来ていた。東京のすしづめ電車は、外国人

電車の天井と窓の間の壁には、宣伝広告のち

私の行動範囲は広がって行った。

らしが隙間なく並んでいる。そこに書いてある

ごく簡単な日本語であり、その上、明治時代に

様だ。漢字を覚えるだけでも大変な勉強になる

使われていた言葉であったのだ。

ぞ。ひとつの字に、ぎっしりと点や角、直線、
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観光客にとって名物の一つであり、わざわざそ

けれども、バンクーバーで習った日本語は、 の時間をみはからって満員電車に乗る体験をす

漢字を見てみると、ひとつとして同じ字はない

斜線、曲線、しっぽのような図案が詰め込んで

を締め、急ぎ足で歩いているサラリーマンの波

る外国人がいた。
私の身長は 178cm。カナダ人の間では背が低

例えば、
「便所（トイレ）
」
「写真機（カメラ）
」
「蓄

くて、小学校から高校卒業まで、クラスの記念写

音機（レコードプレーヤー）
」
「首チン（ネック

真を撮るときは、私は最前列に座らされるのが常

Fraser Monthly Toronto

We are 27 years old!

チャック・ランメル： 1939 年カナダ、バンクーバー生まれ。
1959 年に 東大に交換留学生として初来日。1973 年上智大
学大学院卒。証券会社に勤めた後、日本の大学で教鞭をとる。
趣味は温泉探訪。月刊ふれいざーにて 2017 年１月から 2019
年 12 月まで、温泉談義「湯であがるよろこび」を執筆。
憧れの詰襟ガクランで。

であった。ところが、日本では、私の背丈は日本

たのか、そのクラスは漢文を教えている。あわ

が何を言っているのかさっぱりわからない。し

人の平均よりも高くて、電車の中では自分の背が

てて別の学校を探し、移ったのが長沼日本語学

かし隣に座った学生は、
「あの先生は、エライ」

他の乗客よりも抜き出ていて、車両全体が見渡せ

校である。

と言っていた。

るので、右も左もわからない日本で、唯一の優越
感を味わうことができるひとときであった。
それに引き替え、バンクーバーの人口はわず
か 50 万人。市内の交通機関といえばトロリーバ

次に受けた授業は、政治社会である。もちろ

当時のテープレコーダーは、オーブンリ－ル。
辞書を引きながら、他の外国人と共に日本語と

ん今度も、私は先生の言っている言葉が一言た

の悪戦苦闘が始まった。

りともわからない。右に座っている学生に聞い

東大の門をくぐった初日、校内に集まってい

てみた。

スがのんびりと走っている。バス停は、1 ブロッ

る詰襟、金ボタンの学生服を着た東大生を見た 「何の話ですか。私、ちっともわからないのだが

クごとにあるので、バスに乗り遅れても次の停

とき、
「これは何ごとだ。オレは経済を学ぶため

留所まで突っ走ると、同じバスに乗れることが

に留学したのに、この大学は牧師になるための

あった。

宗教大学だったのか。とりかえしのつかない失 「ああ、心配するな。オレだってわからないよ」

電車や地下鉄はなく、
（現在に至っても）汽車

……」
その学生は言った。

敗をしてしまった」と、茫然となった。カナダ 「じゃあ、どうしよう」

のレールは単線で、１週間に数本の貨物列車と

の大学には制服がない。カナダで詰襟の黒い服 「いずれ、先輩からお古の教科書をゆずってもら

客車が通るだけである。その代わり、ほとんど

を着ている人は、教会の牧師さんである。

い、アンダーラインが引いてあるところを勉強

の家庭に車が 2 台はあり、通勤通学、買物、旅 「えらいことになった……」

すればいいよ。大事なポイントには必ず線が引

行などは車を利用していた。つまり、
ハイウェイ・

いてあるから。それと、去年の試験の答案をトッ

ソサエティである。

すべてがクリアになるまで、私は故郷の両親

プの先輩からもらえばいい。この二つのことを

の当感した顔を思い浮かべていた。

そんなのどかな田舎町から、突然マンモス都 「あの、日曜学校をさぼってばかりいた教会嫌い
市東京にやって来た私は、ガリバー旅行記のガ

な息子が、何故、心変わりをして牧師になりた

リバーの冒険を思い出しながら、忙しい都会生

くなったのだろう」と……。

しっかり勉強しておけば、合格点がもらえるよ。
試験は毎年、同じような問題がでるそうだ」
だいたい、このような内容のノウハウを、片

活者の一員となった。

言英語と日本語で説明してもらった。

始めに東大で学んだこと
私は東大に通学すると同時に、外国人のため
の日本語学校に籍を置いた。ところが何を間違っ

いよいよ経済学のクラスである。教室に入っ

初日に大学で私が学んだレッスンは、授業を

て座っていると、次々と学生が来て教室は 300

受けて知識を得ることよりも、いかにしてよく

名ほどの学生でいっぱいになった。授業が始ま

できる先輩から試験の答案用紙を手に入れるか

ると教授は、教壇の上でテキス卜を読みながら、 が大切である、ということであった。
時たま黒板に向かって字を書く。私には、教授

			

（つづく）

〔2002 年３月号〜 2005 年 12 月号掲載エッセイの加筆掲載〕

異国の夕日

かなた

いこく

西の彼方に

おが

故郷があると

夕日拝んで

えんぴつ

わが家をしのび

たよ

鉛筆なめて

書いてる便り

〝ごめんね

父さん、母さん

今年も正月

また帰れない〟

く に

近くて遠い

故郷の空

る り

こっきょう

国境へだてりゃ

なおさらに

川路 廣美

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

www.thefraser.com
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日本の企業社会
今さら言うまでもないことですが、世間一般に
老若男女を含めて、ソーシャルメディアが盛んに
利用されています。

(241)

活用していることを確認し、その人のパーソナル

中根 雅夫

同僚から仕事関連の情報を得る率が 3 倍高かった

日本国内では LINE の利用が目立ち、さらには若い

な情報を把握できていると、
心強さを感じており、
という結果も出ています。

意思決定をフラット化すれば生産性の向上にも役

世代を中心に Instagram も流行しています。

立ちます。

こうした状況を受けて、この新たな IT 化の潮流
を企業も積極的に活用しようとしています。
大きな傾向としては、消費者に対する働きかけ
をソーシャルメディアを通しておこない、消費者

以上にみてきたように、ソーシャルメディア活
用の便益は明らかですが、その一方で、既述した

ちなみに既存の調査によると、企業内でのソー

ように、ソーシャルメディアの活用が活発になれ

シャルメディアは、40 代、30 代、管理職という

ばそれだけ、その発信者はみずから発信する内容

組織の中核層でよく利用される傾向にあります。

に責任を持つことが強く求められます。

このことは、
組織の規範やルールを一応体得し、

のニーズを従来以上に詳細に探ったり、
消費者個々

じっさい、既存の調査結果では、従業員の個人
ある程度の仕事上の知識や経験があるユーザーが、 的なソーシャルメディア利用によるトラブルが、
ソーシャルメディアによる情報共有の価値や発信 過去 3 年以内に発生したと回答した運用者はおよ

に対して直接売り込みをしたりなど、マーケティ
ング活動が展開されています。
しかし、
そればかりではありません。企業は、
ソー

効果を実感し、
よく利用している状況がうかがえ、

そ 30％になっており、その結果として、士気の低

シャルメディアを組織内に向けても活用している

企業内のソーシャルメディアの利用は、個人・組

下、日常業務への支援、ブランドイメージの低下

のです。

織のメンタリティとして相互尊重・相互支援や協

が生じていることが報告されています。

働の意識が関連していると考えられます。

すなわち、ソーシャルメディアによって、これ

また、そもそも IT 化は、人と情報を連結する技

までになく情報が従業員間で共有されるように

たとえば中小企業では、ソーシャルメディアを

術的なインフラストラクチャーを実現することに

なってきており、その結果、企業は否応なく組織

グループウェア的に活用しており、その効果とし

なりますが、
求められる便益がもたらされるには、

内部からも透明性を求められることになり、
また、

て、社内情報の活用、業務プロセスの合理化やノ

革新と変化を支持する文化的条件が整っていなけ

管理職と一般従業員とのあいだの情報格差（
「情報

ウハウなどの明示・共有、企業間連携の推進があ

ればならず、あるいはそれを作り出さなければな

の非対称性」
）も解消されつつありますが、その一

げられています。

りません。

要するに、ソーシャルメディアの組織内での活

ここで改めて注意しなければならないことは、

てみずから発信する内容に責任を持たねばならず、 用でもっとも顕著な効果は、従業員のあいだでの

ソーシャルメディアによって従業員の自律化が進

その意味で、各自の自律性が強く要求されるよう

活発な情報交流が組織にもたらす創発力というこ

めば、いわば自律分散型コミュニティが形成され

になっているのです。

とができます。

ることになることです。

方で、従業員はソーシャルメディアの発信者とし

ソーシャルメディアは、従業員にとって理解し

じっさい、既存の調査結果によると、自分の職

その場合、この新たなコミュニティの集団は、

やすく、使いやすいため、情報共有の迅速化、社

務遂行に必要な専門知識を持つ同僚にたどり着く

その構成員のあいだで何よりも、信頼と責任を共

内外との連携、
情報の活用に効果的なツールのです。 可能性が 31％向上しており、また、その有識者に

有しなければなりません。そのためには、
メンバー

連絡を取ってくれる人物を的確に見極める可能性

間で互酬性（
「お互い様」の精神）を醸成する必要

も 88％向上しているとされています。

があります。

映像や写真などの情報を隔地間で迅速に共有で
きるため、現場の従業員の課題解決や顧客から提
示された取引条件に対する決裁などを迅速化でき、

さらには、社内で同僚がソーシャルメディアを

はなしの箸やすめ

想子

＊人騒がせな花嫁

＊幸運が不運になった男
ニューヨークで、電話で注文を受けた中華料理をハイライズのア

アメリカのジョージア州に住むジェニファー（32 歳）は、結婚式の日、

パートに届けに行ったチェン（35 歳）は、乗っていたエレベーターが

白いベールの代わりに頭からタオルをかぶり、父親のエスコートの代わり

故障で動かなくなり、80 時間も狭い室内に閉じ込められてしまった。

に警官が付き添って、
アルバカーキー
（ニュー・メキシコ）の飛行場に現れた。

いつまでも帰って来ないチェンのことを心配したレストランの主人

彼女は結婚式の２日前、鍵も指輪も持たずに行方をくらまし、長距隊バ

が、200 ドルの賞金を出して探していたが、３日目の朝５時に、エレ

スでアルバカーキーまで行き、そこで、自分は誘拐された、と婚約者と

ベーターが動かないという電話を受けた消防署員に救出された。チェ

911 に電話してきた。100 人の警官と、彼女の結婚式に招待されていた 600

ンは病院で水分欠乏症の手当てを受けた後、同日午後、退院の前に記

人の中の有志が、ジェニファーの捜索に加わった。
アルバカーキーで捕まった彼女は、事実無根の誘拐のレポートをした罪

者会見をした。
しかし、T V でこの記者会見を見た移民局員は、彼が不法滞在の退
去命令を無視して働いていることを知り、彼を逮捕した。チェンは
80 時間、飲まず食わずで生き残った英雄から一転、不法滞在者のレッ
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で、捜索隊の費用 36,000 ドルの罰金を払わねばならなくなり、本人は精神
病院に入院した。
ちなみに、B C 州で結婚式前に逃げ出す花嫁はほとんどいないが、結婚式
の日になって、逃げ出したいと思うカナダ人は、10 人に１人とのことである。

テルを貼られた男になった。
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We are 27 years old!

身体 の ケ ア

《保存版：太陽へのあいさつ》
THE SUN SALUTATION
読者の皆様、元気に新年を迎えられたことと思います。
今年初のメッセージは、“太陽礼拝” のポーズです。

〈太陽礼拝〉
ヨガのポーズは、ヨガの神であるシヴァ神が、最初の弟子である妻の
パールバディ女神に 840 万（一説には 8400 万）のポーズを伝えたのが
起源といわれていますが、それらのポーズの前に、心と体のチューンア
ツプとして行う準備体操が、この “太陽礼拝” です。心と身体を浄め、
大自然からのエネルギーを吸収し、宇宙と一体化するような気持ちで行
ないます。
私たちを守ってくれている大自然への感謝をこめましょう。

これらのポーズは、ヨガの腹式呼吸とともに行ない、息を整える（＝生き方を整える）と
いう深い意義もあり、これだけ行なっても、エネルギーが充実するのを体感できるはずです。
本年は数回にわたり、これらひとつひとつのポーズを解説してゆきましょう。
モモコ・スズキ・パウルス （1997 年１月号より）

JSS 若返りクラブ
ジャパニーズ・ソーシャル・サービス（JSS）では、日本
語を話すシニアの皆さんを対象に、自分らしく元気に老後を
過ごすためのプログラム「若返りくらぶ」を実施しています。
日々感じていることについて話し支え合った情報交換が
できる時間、そして昔懐かしい歌の合唱や俳句など、楽しい
アクティビティを揃えています。
会員は随時募集中です。お気軽にお申し込みください。

日時：毎月第１水曜日 午後１時～３時 30 分
場所：日系文化会館２階 ハマサキルーム
会費：１回＄２．００
申込み・問合せ：JSS（416-385-9200）programs@jss.ca
＊＊＊＊＊＊

毎月、この日が
楽しみ！

この歳になっても、
友達って出来るんで
すねえ～！

俳句を作っている
時は、脳みそが
バッチリ動いて
いる気がする！

www.thefraser.com

Japanese Social Services

シングルマザー・サポートグループ
Single Mothers' Support Group

目的：・生活の中で困ったこと、わからないことを質問し
たり学んだりする。・シングルマザー同士の情報交
換の場を持つ。・シングルマザーの輪がもてる。

ご参加に興味がおありのかたは、お名前とご連絡先（可能であ
ればメールアドレスとお電話番号）を添え、JSS の高野までご

利用者の声
心と体の健康づくり
にぴったりだね！

シングルマザーのブループ、やってます

連絡ください。
日本語の美し
さ に、 改 め て
感動しました。

※初めての方は、ご参加の前に担当者と一度お電話でお話を
させて いただいております。
※チャイルドマインディングサービスあり（要登録・申込み）

何歳になっても、
新しいことを学ぶのは
大切だよね～。

お問合せ・お申込：Japanese Social Services（担当：ちえ）
Address: 6 Garamond Court, Toronto, M3C 1Z5
Website: www.jss.ca
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建友会とは建築・建設およびその周辺産業
に従事する者の集まりで、2012 年 11 月に
カナダ・バンクーバーで設立されました。

＜ドアの取り替えリフォーム（１）＞
私は BC 州とアメリカワシントン州に出荷する

られますが、フラッ

ば、誰でも簡単に取り替え可能です。

トパネルのドアを使っ

プレハングドア製造会社で見積りを担当していま

ドアと枠の両方を取り替える場合は、大掛かり

す。プレハングドアとはドアに加工を施し枠を取

な作業になるので業者またはハンディーマンにお

て、好みの色を塗って、

り付けて、現場で開口部にすぐ取り付けられるよ

願いしましょう。

雰囲気を出す方法もあ

うになっているドアユニットの事です。メトロバ

② どんなデザインのドアにするか？

ります。取っ手の色

ンクーバーにニョキニョキと増え続けている、ハ

ちょっと前まではウィスラー風クラフトマンス

は Brushed Chrome や

イライズやタウンハウスのデベロッパーが納品先

タイルが流行りでしたが、最近はコンテンポラリー

Matte Black が 最 近 よ

となります。

な雰囲気のデザインが増えました。ただ、流行は

くコンドなどに使われ

デザインや色は大きく変

去って行きます。そうなっ

る色です。取っ手の色

化して行き、チョイスも

た時に飽きないようなデザ

とヒンジの色がマッチ

沢山あります。いざドアを

インはやはり２パネルのデ

するようにした方が、

取り替えようとなると、さ

ザインですね。

後付け感がなくなって

てまず何をすれば良いの

③ 取っ手のデザインは？

綺麗に仕上がります。

色々なデザインがあるの

か？？？となりますよね。

（文： 青山美帆）

で、じっくり考えましょう。
① ドア単体を取り替えるの

小さなお子様やシニアの方

か、ドアと枠の両方を取り

にはレバー式の方が力を入

替えるのか？

れなくても、開けやすいで
すね。

ドア単体を取り替える場

④ 取っ手の色 ドアの色

合は、取っ手とヒンジの

一般的にはドアは白で塗

加工が正しく施されていれ

抜け毛でお悩みの方に…

の化粧品は、栄養豊富な鮭コラーゲンを主原料に、

日に 70 ～ 80 本位の抜け毛は自然で、特に心配する事はありませんが、抜け
毛が多すぎる場合には、なるべく早くお手入れをお始めください。
抜け毛の原因はひとそれぞれで、一概には言えませんが、主としてストレス、毛
根の栄養不足、水分の不足、毛穴のつまり、頭皮や毛髪にダメージを与える薬剤の
使用（ヘアーカラーやパーマ、シャンプー、リンス）などがあげられます。
Finn 社のサーモンコラーゲンは、豊富な栄養成分や抜群の保湿力、抗酸化作用、
消炎作用で、皮膚、頭皮、毛髪、爪を健康で丈夫にいたしますが、このほかに、大
きな特徴として、脂を乳化する働きも有ります。それが、どういう風に Finn 社の
育毛剤が頭皮と髪に働きかけていくかというと…
－ 優れた保湿効果で頭皮や髪に水分を補給。角質化している頭皮を柔らかくする。
－ 常に頭皮に十分な水分が保たれている事により、硬くなって毛穴を塞いでいる
角質を徐々に柔らかくする。
－ 頭皮が柔らかくなる事で、毛や頭皮に栄養を送っている毛細血管の血流がよく
なる。
－ 血流がよくなるので栄養が行き渡り自然治癒力が増す。
－ 優れた消炎作用で、頭皮や髪にある細かい傷を修復。
－ 毛穴に詰った皮脂を乳化。これにより、栄養成分が毛根や頭皮の内側へたやす
く浸透。
－ 頭皮の内側、毛根から丈夫に、元気にしていく。
2 日に 1 回、洗髪後、洗髪剤をよく洗い流し、水分を拭き取ってからお使いく
ださい。抜け毛が減り、つやとこしのある丈夫で健康な髪の毛が蘇ります。
FINN 社の製品には、着色料、アルコール、界面活性剤といったお肌に悪影響を
与える恐れのある薬品は使用されておりません。安心して繰り返しお使い頂ける
よう、万全の注意を払って製造されております。
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誠実に丹精込めて作られています。
ギフト用、帰省時のお土産用としても、是非ご利用ください。

Marine Collagen Series
Gentle Cleansing Foam 80ml $24
● Extract Lotion 60ml $45.50
● Toning Lotion 60ml $35.50 /120ml $59
● Milk Lotion 60ml $38 /120ml $60
● Gel 30ml $39.80 ● Cream 30ml $39.80
●

Salmonollagen Series
● Extract Lotion 60ml $86
● Gel 50ml $86
● Cream 50ml $86

＄25 のお試しセットもご利用ください。
・Extract Lotion・Cleansing Foam・Cream

お求めは Tel: 604-939-8707 / Fax: 604-939-8780
E-mail: shop@thefraser.com 工場から直送いたします。
★ $100 以上お買い上げの場合 送料無料（カナダ国内）
＊ Tax12％及び、$100 以下の場合送料 $9 が加算されます。

We are 27 years old!

ファイナンシャル・アドバイサー

安心と安定のために――

井上 朋子

支店にはいつも社員はいるけれど、同じ社員がいつもいるわ
今月は金融のブローカーとエイジェントの違いについてお話し
します。私はブローカーで、Manulife, Sun Life, Canada Life, RBC,
BMO 等の大手の会社の保険と金融商品を扱っており、
お客様のニー
ズに会ったプランを勧めております。保険のエイジェントはある特
定の保険会社の商品を売っております。例えば、Sun Life Financial
は Sun Life Financial のエイジェントが Sun Life の商品だけを売っ
ております。銀行の Representative, Financial Planner も同様で、
RBC に行くと、RBC の Representative は RBC の商品だけを扱って
おり、BMO の Representative は BMO の商品だけを扱っています。
ブローカーは一社以上の会社の商品を扱っており、保険会社また
は銀行のために働いているのではなく、お客様のために働いてお
り、お客様に最適な商品をお勧めします。
ブローカーは一社以上の金融会社を扱っており、個人がライセ
ンスを持って仕事をしております。ほとんどの事務所は小規模
で、ブローカーは毎日事務所に９時から５時までいるわけでなく、
フィールド（クライアントに会いにいっている）にいます。これ
を不安に感じる方によくお会いします。例えば、銀行は銀行の支
店が便利な場所にいつでもあり、社員がいつもいます。でもそれ
が果たして安心なのでしょうか？

けではありません。日本のように転勤があるわけでもないのに、
支店の Representative と Financial Planner の社員の入れ替わり
が多いため、トレーニングが不十分な Representative もかなり
います。また、銀行は支店の経費もかかり、広告費もかかるので、
手数料も高かったり、お客様の預金に対する金利が低かったり
します。また、いわゆるパフォーマンスの良いファンドを希望
する場合、銀行の支店では扱われてなく、やはりライセンスを
持ったアドバイザーに依頼するしかありません。
銀行の支店長に朝から晩まで管理されているから、社員が公
正であるか、と言えば必ずしもそうとも言えません。RBC のモー
ゲージとモーゲージローンの Tied Selling はかつて問題になり
ました。銀行の窓口だけが、安心して金融商品を購入できる場
所、と信じている方が多いですが、個人のブローカーも同じ商
品を提供しており、個人のブローカーは金融機関から仲介料を
受け取っており、お客様からは受け取っておりません。オンラ
インに行っても、銀行の支店にいっても、個人のブローカーに
あっても、同じものが同じ値段で購入できます。ライセンスが
あることと、ファイナンシャルアドバイザー個人の知識とスキ
ルと相性が大切ですね。

西村 咲弥

靴
私が靴屋で気に入った靴を見つけたとき、

そういう職人はいなかったし、革の手袋も自

まず第一に、手にとって、その靴が重いか、

分勝手に試してみたものだった。こういうサー

軽いかを調べる。重い靴はそれだけで落第だ。

ビスこそ、品物を買う人にとって必要なのだ、

その点から言えば、イタリア製の靴がよい。

と私はすっかり感心したのだった。

若いころイタリアに行ったとき、早速靴屋

イタリアの赤い靴はもう履きつぶしてし

に入った。よさそうな品を見つけて履いてみ

まったけれど、私は日本で 50 年前に買った靴

ると、奥から年配の職人が出てきて、私の前
にひざをついて、靴の爪先から踵までさわっ

を履き、帰国してからも長い間愛用した。
この靴屋の隣に手袋を売る店があったので、

を今も愛用している。黒の、
歩き用の靴だから、
流行もなく、気楽に履いている。その靴の革

てみた。私は爪先の部分が少しきついように

私はそこにも入ってみて、並べてあった白い

は薄くて柔らかく、ピッタリと足に吸い付く

感じていたが、一言もいわないうちに彼は靴

革の手袋を「見せてください」と頼んだ。店

ような感じで、そういえばラバーソールのそ

をぬがせて、爪先の部分を、持っている槌で

員はそれをガラスのケースから出す。自分の

の靴はまだ一度もかかとを変えたこともない。

たたき、手で皮を伸ばすようにして、
「履い

手に白い粉をはたき、私の手にもその粉をは

これを買った銀座の靴屋はまだ健在だろうか。

てごらんなさい」と言った。履いてみると、

たいて、ゆっくりと、手袋の中に私の手を入

本当にピッタリで驚いてしまった。そのとき

れた。

買った赤い靴は、残った旅の日程の間、それ

www.thefraser.com
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ハーブとともだち
Salal

サラル（レモンリーフ）

Gaultheria shallon Pursh

もうずっと前になりますが、ワシントン州の

ですが、じつは先住民の生

甘いベリーに混ぜて調理す

山の中を歩いていたら、手に緑の枝の束を持っ

活にも欠かせないものでし

ると、味に深みが出ておい

て歩いている男の人に出会ったことがありまし

た。腹痛や胸焼けには葉を

し く 食 べ ら れ ま す。 ク ラ

た。最初はきのこ狩りかと思ったのですが、彼

噛んで、また、噛みつぶし

ンベリーなどとの相性もよ

が採取しているのはその枝とのこと。これはサ

た葉は切り傷や打ち身の湿

く、グラウス（ライチョウ）

ラルといって、日本に大量に売れるんだ、とい

布に、そして咳には葉のお

やキジなどのゲームミート

うのです。ただし、何のためなのかは彼も知ら

茶 を、 と い う 具 合。 ま た、

に添えるとよいでしょう。

ないようでした。

実もつぶして干したものを

もちろんターキーに添る

ところが、日本で誰に聞いてもサラルなんて

保存食料にしたり、ハイダ族のようにイクラに

クランベリーソースをサラル入りで手作りして

知らない、と言います。日本のどこで、どうい

混ぜて食べたりとさまざまに用いられていたの

も。

う需要があるのか、さっぱりわかりませんでし

です。

サラルの実は夏の終わりから秋にかけて採取

ツツジ科シラタマノキ属のサラルはドウダン

できます。11 月末でもまだ採取できることがあ

最近になってインターネットで検索してみま

ツツジのような花をつけます。アメリカとカナ

りますから、探してみましょう。今年の夏、ブ

した。なんと日本では「レモンリ－フ」と呼ば

ダの太平洋岸に広く分布しており、小さな黒っ

ラックベリーを道端でつんで食べた人も多いこ

れ、お花屋さんで花束に添えるグリーンとして

ぽい実つけますが、この実でジャムやジュレが

とでしょう。 同じようにして、サラルを探して

売られていたのです。名前の由来はレモン型の

作れます。

みませんか。学名を使ってインターネットで画

た。

葉。レモンの香りはありません。
カナダでも園芸種として人気のある植物なの

イチゴやブルーベリーに慣れた私たちには

ちょっと渋みがあるサラルの実ですが、好みの （文：てぬきねこ hnpJ/plaza.rakuten.co.jp/tenukineko)

lthyで

Hea

ラザニア
イタリアの代表的な料理です。ミートソースとホワイトソースとパスタを重ねた
ミルフィーユです。パスタはラザニアというひらべったいものを
使うのが本来ですが、マカロニでも代用できます。パーティーに Good ！

アボガドとまぐろのわさび和え

			 250ｇ
豚ひき肉		

お正月のおめでたい一品にしてはいかがですか。
スプーンやガラスのカップなどを利用すると
目先も変わります。

トマト水煮缶

１個

わさび、
しょうゆ

各適宜

１/２個

にんじん

１/２本

セロリ		

１本

A にんにく

３片

料

塩、
こしょう

各少々、

サラダ油

大２

水

100cc

玉ねぎ		

１/２個

小麦粉

大６

牛乳

400cc

作り方

１．まぐろの刺身は食べやすく小さめに切ります。
２．アボガドは皮をむいて種を除き、まぐろに合わせ
て小さめのサイコロ状に切ります。
３．まぐろとアボガドをわさびじょうゆで和えます。
４．上にパセリのみじん切りと、あれば金粉などを散ら
すと、色どりもよくとても豪華になります。
※わさびのかわりにマヨネーズを使っても美味です。
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塩、
こしょう
◎マカロニ
ピザ用チーズ

大２
各少々

作り方

アボガド

材

材料 ４
( 人分）

			 約１人分
まぐろの刺身

１缶

玉ねぎ

Ｂ バター		

16

像検索してみてください。

１．Ａは全てみじん切り。フライパン
にサラダ油を熱しＡを炒めます。
２．しんなりしたらひき肉を加え、火
が通ったらトマト缶と水を加え煮
込みます。塩、こしょうを加えて
味を整えます。
3．フライパンにバターを溶かし、玉
ねぎの粗みじん切りを炒め、し
んなりしたら小麦粉を加え、な
じんだら牛乳を少しづつ加えて
火を通します。
4．耐熱容器にトマトソースの半量を
敷き、ゆでたマカロニ、ホワイ
トソースの順に２回重ねます。
5．最後にピザ用チーズを散らし、
180℃で20分焼きます。

100g（ゆでる）
適宜

We are 27 years old!

Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
グリズリーたちの戦い
2019 年、 カ ナ ダ 映 画 界 に お い て 最 も

犬を連れた少年が岩場を歩いていく様子が見え

印 象 深 か っ た こ と の ひ と つ が 映 画『The

る。ふと岩場に座り込み愛犬を抱きしめたあと、
Grizzlies』 の 成 功 だ っ た。『The Grizzlies』 彼はまだ髭も生えたことのない顎に猟銃を押し
はカナダ北部の小さな村を舞台に、ラクロ 当て、引き金を引く。ここはヌナブト準州。北
スを通してネイティブの生徒たちと新任教

米で最も十代の自殺率が高い場所。

師が絆を深めていく実話に基づいたスポー

映画は冒頭から見る者の心を強く揺さぶる。寄

ツドラマだ。2018 年のトロント国際映画祭

宿学校を生き抜いた親世代の飲酒や家庭内暴力

での高評価を得て 2019 年春に劇場公開さ

といった問題、その親と「白人の考え」を教え
れた。市内で映画館の前を通り過ぎる度、 る学校の間で悩み自殺に走ることも多い若者た
ヒーロー物やディズニーアニメなどに混 ちの苦しみを炙り出すリアルな作品だ。その一
じって、真っ白な雪景色の中に立つ少年た

方で、物資が少なく狩りに頼るしかない町の経

ちの大きなポスターが掲げられている様子

済や教師も予算も足りない教育の現状などを皮

を見るのはどこか誇らしいものがあった。

肉いっぱいに笑い飛ばすユーモアも忘れていな

映画は実際のネイティブ寄宿学校の映像か

いところは、まさに類まれなる精神と頭脳を

ら始まる。白黒写真の向こうでネイティブ

もったヌナブトの人々そのもののようで、見て

撮影もヌナブト準州で行われた

の子供たちが静かにこっちを見据えてい

いる方を奮い立たせるパワーがある。
る。一面を雪と氷で覆われた景色に変わり、 生徒を演じた子供たちのほとんどは演技をする

た。

こ と 自 体 が 初 め て で、 トロント国際映画祭を訪れた際に子供たち
プロの役者陣から見て は「北ではずっと退屈な日々を過ごしてき

綿密なラクロスの練習風景にも注目

も「とてもピュア」な

たけど、都会に来たらみんな僕たちの生活

ものを映画に吹き込ん

に興味をもってくれるので驚いた」という。

でくれたという。確か

ここトロントから遠く離れたヌナブトで貧

にラクロスの練習や試

困や家族との確執、そして歴史のトラウマ

合のマネジメントなど

の中を生き抜く若者に想いを馳せてみれば、

を通して自信を持つよ

互いに尊敬し合い、高め合うことのできる

うになった子供たちが

違いや、境遇は違えど同じ苦しみを味わっ

少しづつ笑顔を取り戻

てきた現代人同士の絆を感じられはしない

していく姿は初々しさ

だろうか。グリズリーたちの戦いはこれか

だけではなく真に迫る

らも続く。私たちもまたそれに劣らない好

ものを感じさせてくれ

敵手でありたいと思う。

Mini English Lesson
We all need to use phrases with‘time'. Try using these phrases:
• She was waiting for her friend and used an app on her phone to kill time .
• My teenage son loves to play video games but I think he’s frittering away his time .
• His goldfish died and he feels sad, but time will heal and he should feel better soon.
• Last week at the office, I had to wait while 3 other staff members did their presentation before I did.
		Time dragged because I was nervous.
• When my husband retires from his job, he wants to devote time to his favourite hobby.
Now, make a reason to use these phrases, TODAY!

www.thefraser.com
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連載エッセイ

人生に於ける無駄についての考察

窓 を開

飛行機は鉄道よりも速い。

の乗車時間 35 分と徒歩の時間の他に、十分起こ

ただ、都会の鉄道は来たものに乗ればいいが、 りうるワーストケースを加味すると 45 分ほどの
飛行機の場合、基本的には事前の予約が必要だ。
某月某日、搭乗予定であった定刻 13 時０分出

マージンが必要になる。
羽田空港から那覇空港までの飛行時間はほぼ

発の全日空 473 便の保安検査場通過リミットは、 ３時間とはいえ 30 分前に検査場に着く必要があ
30 分前の 12 時 30 分、万一、決められた時刻に

るなら、実質、飛行時間が 30 分長いのと同じだ。

ければ

間に合わないと早期割引料金で取ったキャンセ

結局、ざっくりとしたイメージで、那覇空港

ル払い戻し不可のチケットが無駄になり、新た

到着から遡ること５時間前の午前 11 時に家を出

にその３倍以上の料金を払ってチケットを買い

港 も見

直さなくてはいけない。

るという感じになる。
「絶対乗り遅れることができない」という制約に

そのリスクを回避するために必要なマージン
はどれくらい必要だろうか。

対して必要な代償は意外と大きい。
予約が満席にならない時期の旅行であれば、

える

自宅を出て最寄り駅「みなとみらい」までは

片道１万円の「早割」ではなく４万６千円の正

徒歩５分、ここでのリスクは途中で忘れ物に気

規料金を払うのであれば、乗り遅れても次の便

付いて家まで何かを取りに戻らなければならな

に乗れば良くなる。この場合、
45 分のリスクヘッ

いケース。

ジは不要だ。

阿川 大樹

これは最大行って帰って往復 10 分としておこ

差 額 の 運 賃 ３ 万 ６ 千 円 が 45 分 間 の 労 働 賃

う。そもそも駅まで歩いている間に忘れ物に気

金よりも少ない人、つまり時間給に換算して

づくかどうかもわからない。もっと先まで行っ

４万８千円（年収９千万円）よりも賃金の高い

てから気付く可能性だってあって、そのときは

人は時間を節約した方がいいが、それ以下の賃

諦めるわけだ。

金で働くほとんどの人は安い航空券を買って

絶対持たなくてはいけない必須アイテムは、 ４５分余計に人生の時間を費やさなければなら
仕事の道具であるノートパソコンとその電源ア
ダプター、スマートフォン、クレジットカード、
いくらかの現金。これだけは何度も確認して持ち
物に入れておく。行き先は人口規模で沖縄県第

ないわけである。
ただ貧しくとも小説家には秘策がある。
小説家はパソコンさえあればどこでも仕事が
できてしまう。仕事場は家である必要がない。

二の都市、沖縄市。これだけ持っていれば、あ

朝起きたらさっさと家を出てしまう。必要な

とは基本的にお金で解決できる。ほぼ困らない。

マージンに関係なく、交通機関を乗り継いで実

最寄り駅からの横浜駅へ行く電車は 10 分に１

際にかかった時間だけ使って、空港の搭乗ゲー

本で、乗れば５分で到着する。横浜駅から羽田

トに着く。それが搭乗２時間前であれば２時間、

空港行きのバス乗り場まで徒歩５分、ここには

１時間前であれば１時間、搭乗のアナウンスが

誤差はほぼ入り込まない。自分が５分でそこまで

あるまでしっかりと仕事ができる。

歩けない状態になれば、そもそも旅行は中止だ。

どうせ行かなくてはならない空港で仕事すれ

羽田行きのバスは 10 分に１本。バスの所要時

ばいいのだから、むしろ、早く家を出発してし

間は標準で 30 分だが、渋滞があれば 15 分ほど
余計にかかる可能性がある。

まった方が無駄がないのだ。
なのに、今日も、結局、ぎりぎりに家を出る

保安検査場に確実に到着するための交通機関

ことになった。人生はかくも無駄が多い。

誰にでも物語がある

自費出版

綴ってください。あなたのとっておきのストーリー。

エ ッ セ イ・ 詩・ 短 歌 俳 句
自 伝・ 記 念 誌・ そ の 他
企画から製作までお手伝いします。
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P.O.Box 64060, Clarke Road, Coquitlam, B.C. V3J 7V6
Tel:604-939-8707 e-mail:info@thefraser.com
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from
今回は、2013 年に大ヒットを飛ばし、社会現象を巻き起こしたディズニー映画「アナと雪の女王」
の続編が満を持して登場。続編でも再び、アナの声を務めたクリステン・ベルに直撃インタビュー。
Q：子供だけでなく多くの人の心を捉えた前作ですが、続編の撮影は如何でし
たか？
WS：実は、私もアナのような性格なのですが、今回も思い切り、アナになり
きりました。私は若い頃からイディナ（メンゼル：エルサ役）にぞっこんで、
学生時代は彼女のステージをよく見たものです。イディナとの共演が決まり、
彼女の家で二人で歌の準備をしたのですが、会った瞬間から本当の姉妹のよう
に感じることができて、もう、うっとりしちゃいましたよ。
Q：映画が終わった時、観客にどんな事を感じてもらいたいですか？
WS：そうね、矛盾しているかもしれませんけれど、一つは、眠りから覚めた
時の夢心地気分を楽しんで欲しいですね。そして、もう一つは、自己愛から始
まり、家族愛や恋愛など様々な愛で心が満たされ、世界に飛び出し「私は何で
もできるわ！」という強い気持ちを持って欲しいと思います。映画館を出る時
に、みなさんが、達成感を持ち、しかも、未知の世界に足を踏み入れることは
エキサイティングだと感じてもらえたら嬉しいですね。
Q：この作品の好きなところは？
WS：過去から学び進化することの大切さを子供にも分かるようにシンプルに
教えているところです。
Q：最後がすごかったですね。
WS：アナは、姉といつも一緒で、一人になったら何をしたら良いのか分から
ないというタイプ。でも、実際、人のために生きることの方が容易いと思うの
です。エルサの母親愛とも言えるギフトをお楽しみに！実際私にも二人の娘が
いますが、親は、子供に複雑な状況やトラウマ、争いを解決する能力があるこ
とをきちんと認めずに守ろうとばかりすると思うの。でも、子供には、ありの
ままの世界を冒険させることが大切ですね。ちょっと痛い思いをしながら大人
になれば、問題に向き合う力が自然についていきますから。映画を見る子供た
ちには、映画の中でそんなことを体験して、思い切り冒険してもらいたいと思っ
ています。
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire.net）

1980 年 7 月 18 日、アメリカ、ミシガン州生まれ。父親は、テレビニュー
スのディレクター、母親は看護師だったが、クリステンが 2 歳の時に両親
は離婚する。カトリック系の高校で、演劇と音楽を学び、
「オズの魔法使い」
や「屋根の上のバイオリン弾き」などの舞台に出演、高校卒業後に、ニュー
ヨークでミュージカル・シアターを学ぶ。2001 年に、
「トム・ソーヤの冒
険」でブロードウェイデビューを果たし、同年、端役ながら、映画デビュー

Medicine

RMT · Reflexology

92

Photo :: Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire.net）

ナチュラルセラピースクール

（指圧・整体コース）
or your benefit

開校

◆家族や友人、周りの人の役に立ちた
い方。セラピストとして働きたい方。
◆最短 10 週間でトロント市のホリス
ティックライセンス取得可。

（日本で医療系 の学校を卒業 した
方は、より 短時間で取得可）
説明会随時行います。E メールアドレスにどうぞ。

c Japanese
Info@tokyoshiatsu.com
re Treatments TOKYO HEALTH INSTITUTE

2350 Yonge Street 2nd FloorToronto, Ontario M4P2E6

TEL:
(416)-488-4669
cture needles
used
turists have experience

www.thefraser.com

FAX: (647)-260-2159

Kristen Bell クリステン・ベル
も飾った。その後、テレビドラマシリーズの「ヴェロニカ・マーズ」の主
役に抜擢され、
ブレイク。2008 年には、
映画「寝取られ男のラブ♂バカンス」
でブレイクし、その後もコメディ作品などで活躍を重ねる。2013 年のディ
ズニー映画「アナと雪の女王」で、アナの声を演じた。作品は、世界的な
社会現象を巻き起こし、今年、続編が公開された。11 歳の頃から、ベジタ
リアンである。

短期サービスアパート

賃貸・売買は、ピタットハウス
でおなじみの
スターツがお手伝いします。
ハワイ不動産
賃貸仲介のお手伝い

トランク一つで
エリア、学校、生活環境等ご要望に
すぐに入居 OK。
応じて物件をご紹介。各種手続き、
詳細はお問合せください。 入居後のサポートもお任せください。 無料相談会受付中

租赁、买卖、管理 ー 公寓 / 独立屋 / 大厦 ー
世達志(东京证券交易所一部上市公司) 为您提供100％日本式的服务。
中文可。

Starts Realty Canada, Inc 5700 Yonge St, #200, Toronto, ON
Tel: 647-667-8285（担当：増田） info@startstoronto.com
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映画ロケ地になった海外の絶景スポット〜ヨーロッパ編〜

「この場面はどこで撮影されたの？」映画を見ていて思うことがありますよね。今回は、映画の
ロケ地になったヨーロッパの絶景を 8 つご紹介。どこも一生に一度は訪れたい素敵な場所ですね。

リカゾーリ砦（マルタ）｜『トロイ』

リスボン（ポルトガル）｜『靴に恋して』

モンマルトル（フランス）｜『アメリ』

ギリシャ神話の戦争を描い
た映画『トロイ』のロケ地。
首都ヴァレッタにほど近い
リカゾーリ砦に、トロイの
街のセットが組まれました。
ヴァレッタにあるアッパー
バラッカガーデンから望む
リカゾーリ砦は、まるで軍
艦のよう。中世にタイムス
リップしたかのような光景
を眺めることができます。
映画の終盤、主人公が移住
する、路面電車や路地裏が
美しい街並みのリスボン。
大西洋に面しており、石畳
の道を路面電車が行き交い、
素朴で趣のある街並みが広
がっています。世界遺産の
ジェロニモス修道院など、
観光名所も豊富。温暖な気
候で冬でも旅行しやすい街
です。
パリジャンの日常を描いた
映画『アメリ』
。パリの中心
部から少し足を伸ばすと、
人気の観光地であるモンマ
ルトルに到着します。映画
の中でアメリが働いていた
カフェ「カフェ デ ドゥ ムー
ラン、アメリが数々の謎解
きを仕掛けるモンマルトル
の丘などがあり、下町情緒
溢れるパリを楽しめます。

バルセロナ（スペイン）｜『それでも恋するバルセロナ』

映画にはサグラダファミリ
ア、グエル公園やカサ・ミ
ラといったガウディ建築が
多数登場します。世界遺産
カサ・ミラは、グラシア通
りに面して建つ邸宅。別名
「ラ・ペドレラ（石切り場）
」
と呼ばれるように、石切り
場を思わせる外観と彫刻作
品のような煙突群が独特の
雰囲気を醸し出しています。

スコペロス島（ギリシャ）｜『マンマ・ミーア！』ブロードウェイミュージカル
を映画化したときのロケ地の
ひとつ。息をのむほど美しい
透き通ったエーゲ海と、オレ
ンジ色の屋根の家々が印象
的。島の中心地にあるスコペ
ロス・タウンは、迷路のよう
な路地が入り組んでいて、冒
険心をくすぐられます。また、
数多くの教会や修道院があ
り、見所のひとつです。

パラッツォ・アドリアーノ（イタリア）｜『ニュー・シネマ・パラダイス』
山間にある人口 2,300 人ほ
どの小さな村。パレルモから
バスでアクセスできます。映
画に登場する噴水や広場、教
会が点在し、映画の世界観に
どっぷりひたれます。村には
ニュー・シネマ・パラダイス
の博物館も！映画撮影に使わ
れた自転車などの小道具や写
真も見学できます。

イーリー大聖堂（イギリス）｜『英国王のスピーチ』

ウエストミンスター寺院が、
実は撮影許可が下りず、代
わりにケンブリッジシャーの
イーリー市にあるイーリー大
聖堂で撮影が行われました。
田園地帯にそびえ立ち中世建
築の傑作と言われています。
天井壁画やステンドグラスの
荘厳さに圧倒されます。中は
有料で見学可能です。

スケリッグ・マイケル島（アイルランド）｜『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』
実在するこの島は、アイルラ
ンド南西部の沖合に浮かぶ孤
島で、アクセス方法はアイル
ランド本島からのボートの
み。天然石を積み上げたドー
ム型のかつての修道士たちの
小屋や、588 年に建てられた
とされる修道院があり、風光
明媚。1996 年に世界遺産に
も登録されました。

情報提供：skyscanner（www.skyscanner.jp)

日本行き航空券がウエブで直接いつでもご予約できます。

www.skyland.ca

トロント発オールインクルーシブパッケージ

航空券 / ★★★★４つ星ホテル７泊分 / 送迎 / 全食事 / ドリンク込み

Riviera Maya, Mexico CAD$1225 (incl. tax)~per adult based on double occupancy
Varadero, Cuba
CAD$895 (incl. tax)~ per adult based on double occupancy
白い砂浜、ターコイズブルーの海。リゾートは全て込みのオールインクルーシブで安心！！！
遺跡にリゾートと魅力あふれるカンクン、古い街並みが残る旧市街とリゾートが大人気のキューバ。

※カナダ東部発日本行きの航空券も取り扱っております。ぜひお問い合わせください。BC Reg. 2143 TICO Reg. #50022202

スカイランド・トラベル

Tel: 604-685-6868 1-866-685-6868
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music freak
“Hyperspace”

January
Beck

2 年ぶりの新作は、11 曲
中 7 曲をファレル・ウィリ
アムスとの共作・共同プロ
デュースで臨んだ。ベック
は当初、ファレルとのコラ
ボは、ビート主体のヒップ・
ホップを想定していたとい
うが、出来上がったのはメ
ロディアスで広がりのある
楽曲群。ファレルからはシ
ンプルさやミニマリズムを
学んだといい、
「大掛かり
にならないように、息遣い
が聞こえるほどシンプルな
ものにしようと思った」と
のことだ。洗練されていながら荒削りで、
キャッチーでありながらクールで、
ポップでありながらもメランコリック、そして静かな雰囲気を携えながら
も才能の爆発を感じさせる、
「らしさ」満点の一枚に仕上がった。
ファレル以外には、グレッグ・カースティン、ポール・エプワースらが
プロデューサーとして参加し、ベックにしては珍しく、今回はこれまでで
最多となるゲストを招き入れた。特にコールドプレイのクリス・マーティ
ンとのコラボは話題を集めている。
そして何と言っても目を引くのは、カタカナを施し、レトロな雰囲気が
漂うジャケット写真だろう。この赤いクルマは 80 年代に人気を博した 3 代
目トヨタ・セリカ。アルバム・タイトルは 1979 年のビデオゲーム「アステ
ロイド」からインスパイアされたものだという。

“Exhibits”

Work of Art

スェーデンのハードロ
ックバンド、ロバート・
サール率いるワーク・オ
ブ・アートが約5年ぶりと
なるニュー・アルバムを
リリースした。ファン待
望の新作には全12曲が収
録され、本作でもバンド
の真骨頂である絶品のメ
ロディック・ロックと美
しいハーモニーを次々と
披露している。爽快で高
揚感を煽られるこの感じ

は、一旦ハマると抜け出
せなくなるほど中毒性が
強いが、同時になぜだか泣きたくなるような懐かしさも感じさせてくれる。
相変わらずな彼らで、嬉しくなる。
さて、今回もロバートのソングライティング能力が作品の全てを安定した
高クオリティへと導いているが、ヴォーカルであるラーズ・サフサンドの突
き抜けた清々しい歌唱も追い打ちをかけるようにリスナーを別次元へと誘っ
ている。ラーズはイタリアのバンド「Lionville」と掛け持ちで活躍するが、
彼の持ち味はワーク・オブ・アーツでより発揮されているように思える。
尚、ストレートに胸に突き刺さる今回の歌詞は、人生と恋愛を歌ったもの
だ。作品に幅が感じられるのは、ゲストにジム・ピートリックやジェフ・ス
コット・ソートを招き入れたせいだろうか。
美しいメロディに心を震わせたいなら、絶対にオススメの一枚だ。

オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！オーマイガー！オーマイ
サイエンス

サイエンス

サイエンス

血液に注入して癌細胞を死滅させる方法を発見

サイエンス

サイエンス

サイエン

手軽な記憶力向上パッチ

このほど、早期発見が難しくて進行が非常に早いすい臓癌の癌細胞

脳に電気的刺激を与えて記憶力や認知能力を向上させるウェアラブル

を減少させる方法をみつけたと、イスラエル・テルアビブ大学の研究

パッチが開発された。現在商品化に取り組んでいる Humm 社は、
カリフォ

チームが発表した。

ルニア大学バークレー校でテスト使用を行った。40 人の学生がこのウェ

研究チームは、24 匹のマウスにヒトのすい臓癌細胞を移植した後、

アラブルパッチを貼ったところ、
記憶テストの成績が、
プラセボ
（偽）
のパッ

脳卒中患者を治療するために開発された PJ34 と呼ばれる分子を血液内

チを貼った学生に比べて 20％向上したという。また、その効果は１時間

に注入した。その結果、
マウスの腫瘍のサイズが約40％縮小したという。

以上持続したという。

治療の 30 日後には、すい臓癌の細胞はいずれも 80％から 90％減少し

このウェアラブルパッチは、おでこに貼る熱さまし用のパッチのような

ていたとのこと。また PJ 34 を週５回投与したマウスたちの１匹は、治

もので、かさばらず、取り扱いが簡単。微量の電気信号を流すことにより

療開始後 56 日目には癌腫瘍が完全に消失したという。

脳波を増強してワーキングメモリーを強化するのだという。

この治療で使用された PJ34 は、これまで脳卒中患者の神経細胞死を

同様の原理によるパッチは、いくつかの企業によって運動能力を向上さ

防ぐために使用されていたが、この度初めて癌治療薬として試された。

せるものや、うつ病治療のものなど、様々なものが研究開発されている。

今回の実験では、JP34 はヒトのすい臓癌を消失させたが、その他の

Humm 社は当面、ターゲットとして、言語やスキルを学習しようとし

細胞や良性癌細胞には影響を与えなかったと研究チームは述べている。

ているミドルクラスの中年層を考えている。数百人の先行ユーザーの実験

また、なんらかの副作用もみられなかったという。

では、言語習得のスピードが高まる、読書内容の記憶が増すなどがみられ

研究チームは、今回の研究と並行して行われた他の癌細胞に対する
実験についても同様の効果があったと言い、今後より大きな動物での
実験を重ねてゆくとのことである。

たという。
このパッチは１つ５ドルという安価なもので、１日２回までの使用が推
奨されている。2020 年後半には市販される予定。

www.timesofisrael.com/in-possible-breakthrough-molecule-destroys-pancreatic-cancer-cells-in-mice

www.thefraser.com

photo by Shoki Hata
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新しいアメリカ
11 月３日のアメリカ大統領選まであと１年を切った。今回の大統領選
の行方を左右するのは、７月の民主党全国大会。トランプ続投になるか、
新しいアメリカが誕生するかは、ひとえにこの民主党大会の大統領選指
名候補者選出にかかっている。今回の民主党大会は、今後のアメリカ、
ひいては世界の未来をも決定することになり得る。
３年前にトランプ大統領が誕生して以降、アメリカ国内の格差と断絶
は深まるばかり。それに危機感を持った人々は「打倒トランプ」を掲げ
て民主党を推している。しかし、たとえ多くの人が民主党を支持したと
しても、トランプ大統領に勝てるとは限らない。トランプ大統領に引導
を渡せるのは、民主党の代表なら誰でもできるというほど、ことは単純
ではないのだ。そのことを、どれだけアメリカ国民が理解しているのか。
今年１年、アメリカの、そして世界の未来を左右する戦いが行われる。 Donald Trump

現アメリカ合衆国大統領

民主党指名候補者

Joseph Biden（バイデン）
前副大統領 (2009–2017)

Bernie Sanders（サンダース）
バーモント州・上院議員

特集

共和党指名候補者

Bill Weld
Joe Walsh
元マサチューセッ 元 イ リ ノ イ 州 選
出下院議員
ツ州知事
ラジオ番組司会者

Elizabeth Warren（ウォレン）Peter Buttigieg（ブティジェッジ）Michael Bloomberg
（ブルームバーグ）
マサチューセッツ州・上院議員 インディアナ州サウスベンド市長 ニューヨーク市長(2002–2013)

2020 年アメリカ大統領選挙日程
２月 ３日
２月 11 日
２月 22 日
２月 29 日
３月 ３日

アイオワ州党員集会
ニューハンプシャー州予備選挙
ネバダ州党員集会
サウスカロライナ州予備選挙
スーパーチューズデー（カリフォルニア、テキサス、
Amy Klobuchar John Delaney Andrew Yang Cory Booker
Deval Patrick
他 11 州が開票）
ミネソタ州・上院議員 前メリーランド州・下 起業家
ニュージャージー州・ マサチューセッツ州
３月 10 日 ミシガン、オハイオ他４州で予備選挙、ノースダコタ
院議員
上院議員
知事
州党員集会
３月 17 日 アリゾナ、フロリダ、イリノイ州予備選挙
３月 24 日 ジョージア州予備選
４月 ４日 アラスカ州、ハワイ州、ルイジアナ州
４月 ７日 ウィスコンシン州予備選挙
４月 28 日 ニューヨーク州ほか５州
７月 13 ～ 16 日 民主党大会（ウィスコンシン州ミルウォーキー）
８月 24 ～ 27 日 共和党大会（ノースカロライナ州シャーロット） Julian Castro
Tulsi Gabbard
Marianne Williamson Michael Bennet Tom Steyer
住宅都市開発長官
作家、活動家 コロラド州・上 ヘッジファンド・マネー ハワイ州・下院議員
９月末 ～ 10 月 テレビ討論会
（大統領候補３回、
副大統領候補１回）
(2014–2017)
ジャ、資産家
院議員
11 月３日 一般投票・開票 / 14 日：選挙人投票 サンアントニオ市
長 (2009–2014)
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“トランプ打倒” 後を見据えた民主党代表選
〇温暖化問題への対応

◆今回の大統領選の大きな焦点
（実はこれは、2016 年大統領選の際にバーニー・サンダースが掲
げたプラットフォームとほぼ同じである。
）

〇拡大する貧富の差・経済格差
・新しく生み出される利益の 99％をトップ１％の人が独占する。
・貧困層の子どもが 20％もいる。
・アメリカのトップ 0.1％の人が、その他の 90％の人の財産をあ
わせた額と同等の富を独占している。
・25~34 歳の平均収入は、1974 年から 2017 年までに 29 ドルし
か増えていない。

〇高額な医療費
・世界一医療費が高い。
・破産する人の６割は医療費が高額なためと言われている。民間
の医療保険に入っていても払えないこともあるほど。
・未払い医療費が医療機関の多額の累積赤字になっている。
・救急車を呼ぶと 1000 ドル～数千ドルするため、緊急時でも救
急車を呼ぶのをためらう人がいる。
・一人あたりの医療費は平均１万 345 ドル（2016 年）
。

〇高額な教育費
・アメリカの大学は世界でもトップクラスに学費が高額。
・高校を出るまでにかかる学費が平均でも 30 万ドルかかる。
・学生ローンの利率も高く、就職できずに返せない人が多い。
・教育費が高すぎ、貧富によって教育の格差が広がるばかり。
・収入が伸びていないのに、大学授業料は 1080 年以降公立でも
２倍以上になっている。

民主党大統領選候補者の支持率
28.1 バイデン
3.5 クロブシャー

18.8 サンダース
3.5 ヤング

15.2 ウォレン
2.5 ブッカー

・トランプ大統領はオバマ前大統領が取り組んだ気候変動対策を
破棄し、パリ協定からも離脱した。
・アメリカは中国に次いで２番目に温暖化ガス排出量が多い。
・国連の気泡変動に関する政府間パネルの発表も無視し、NASA
の温暖化ガス調査活動費も削減された。

〇不公平税制
・アメリカの大企業 1/4 が税金を払っていない。

◆候補者たちの最初の関門：スーパー・チューズデイ
この日、多くの州で党員集会（予備選挙）が開催される。この予
備選挙で多数の代議員を獲得することで、大統領候補として党から
指名される可能性にぐんと近付く。
通常、大統領選挙がある年の３月に行われる。今年は３月３日。

◆今後のアメリカの鍵を握るミレニアル世代
「民主社会主義者」を自認するサンダースが前選挙において突如
登場し、アメリカの若者を熱狂させたことで、アメリカ国民におけ
るこれまでの「社会主義」に対する考え方が一変した。
2019 年 11 月の YouGov の調査では、70％のミレニアルが社会主
義者に投票すると言っている。
2017 年には、前大統領選でバーニー・サンダースのキャンペイ
ンをリードした若者たちが Justice Democrats という進歩的な政治
行動委員会を作り、草の根運動を展開して、従来の選挙運動方法で
は叶わなかった問題を達成している。2018 年の合衆国中間選挙で
は、79 人の候補者のうち 26 人の候補者を立て、数名の新人を含む
７人を当選させている。

2019 年 12 月末現在
8.4 ブティジェッジ

1.7 ギャバード

4.9 ブルームバーグ
1.5 ステイヤー

28.1

18.8
15.2
8.4
4.9
3.5

12 月 24 日
表：RealClear Politics 様々な調査の平均値から割り出した候補者別支持率
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現在のところ、知名度で圧倒的優位にあ
る前副大統領バイデンが常に一位にあり、
その後を追ってサンダースとウォレンが乱
戦を続けている。
今回の民主党代表選挙では、大統領選に
勝つ可能性はないながらも、何人もの従来
の民主党員とは毛並みの違う候補者が立っ
た。
その中でも目立つのは、アンドリュー・
ヤングとトゥルシー・ギャバードだ。
ヤングは、ユニバーサル・ベーシックイ
ンカムやサンダースと同じく国民皆保険な
どを支持する一方、富裕税の廃止などを主
張している。
ギャバードは、従軍経験があり、全米最
年少の 21 歳で州下院議員に当選して以降、
米国議会下院に当選して現在４期目を務め
ている。前大統領選では民主党全国委員会
の副議長を辞してサンダースを支持した。
January 2020
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大衆主義の誕生
プリ・トランプへの回帰 vs. ポスト・トランプへの移行

ミレニアル世代の投票率が爆発的に上昇

民主党側は、トランプがアメリカの病そのものであるのか、病の
症状なのかで意見が分かれている。前者は、トランプの前の時代、
つまりオバマ政権の時代に戻れればそれで十分だと感じており、後
者は、それでは不十分であり、更に昔のアメリカに戻るか、新しい
方向へ進まなければならないと感じている。

本誌が参照する調査も含め、選挙における支持率調査は電話や
ウェブなどで行われ、年齢層や以前の大統領選挙で投票したかどう
か（Likely voters ＝投票する可能性の高い人）によって調整される。
これによって調査にはかなりの誤差が生じるが、特に若者層などで
は、好きな候補がいても実際に投票箱まで足を運ぶ人が少ない場合
があるため、やむを得ないとされていた。
しかし、2018 年の中間選挙では 53 歳未満の投票者が、前回の
2014 年中間選挙の倍に増え、ブーマー世代以上の年齢層の投票率を
初めて上回った。
その半数の 3 千万人は Z 世代の新投票者、つまり 18 歳から 21 歳
のわずか 5 年の世代にあたり、その殆どは 2016 年の民主党代表選
には参加していなかったため、今回の大統領選挙の調査には反映さ
れていない。

プリ・トランプ派は、ブティジェッジやバイデンなどの「中道派」
で、トランプ打倒が目的で、極端な変化を望んではいない。
後者は圧倒的にサンダースを支持しており、トランプを倒すのに
も、社会問題を解決する根本的な策が必要であると主張している。

民主党内の２派
◎復元派：バイデン、ブティジェッジ トランプ政権以前のアメ
リカに戻したい。自由貿易を主張。
◎革新派：サンダース、ウォーレン 新たなアメリカを目指す。
保護主義的貿易政策を主張。
オバマ前大統領のときの副大統領なので知名度抜群。
労働組合とのつながりあり。Me Too 運動でやり玉。
ウォーレン： 反大企業、金融規制。サンダースの主張と重なる。
先住民の DNA 入ってるふり問題でたたかれる。
サンダース： 最年長候補でありながら若者に圧倒的支持。草の根
的な活動。立候補表明で、｢ 我々のキャンペーンは、
ドナルド・トランプを倒すためだけのものではなく、
我々の国を転換し、経済的、社会的、人種的、環境
的正義の原則に基づく政府を作るためのものだ ｣ と
語っている。
ブティジェッジ：37 歳の若手。候補者唯一のミレニアル世代。ゲイで
あることを公言した初の候補者。

年齢別支持率調査
（2019 年 12 月 10 日）

18 ～ 49 歳 50 歳以上

バイデン：

今選挙最大の焦点の一つ、国民皆保険制度

Medicare for All

バーニー・サンダースは、ヘルスケアを低コストで、民営保険以
上のベネフィットで全国民に提供する制度「Medicare for All」を発
表した。以後、ウォレンやブーテジェッジを含む多くの民主党候補
がサンダースの国民皆保険制度を推薦していたが、次第にそれぞれ
独自の制度を提案するようになった。

Medicare for All の詳細
〇アメリカ国内の全ての人に無料で包括的な医療サービスを提供す
るため、医療費全額単一支払者の国民健康保険プログラム。
〇病院や医師が保険会社とパートナーになる必要はなくなり、保険
料も、自己負担金も、保険会社に払う請求書もなくなる。
〇対象になるのは、内科、外科、歯科、耳鼻科、眼科を始め、在宅
および地域密着型の長期ケア、入院および外来サービス、精神衛
生、薬物治療、産科ケアなども含む。処方薬購入も含む。
〇処方薬の購入費用を減らし、誰もが必要な薬に年間 200 ドル以上
払わないようにし、製薬業界が国民を食い物にすることを防ぐ。

バイデン

16％

サンダース

34％

5％

ウォレン

19％

14％

８％

10％

ブティジェッジ

38％

若い世代が投票率を逆転
ブーマーと
それ以前の世代

Monmouth University 調査

ブーマー世代
1946 年～ 1964 年生まれ
ミレニアル世代
1980 年～ 2000 年生まれ
Ｘ世代とは
1960 年～ 1974 年生まれ
Ｙ世代とは
1975 年～ 1990 年前半生まれ
Ｚ世代とは
1990 年後半～ 2000 年生まれ

ミレニアル世代以降

Source: Pew Research Center analysis of
1978-2018 (IPUMS and U.S. Census Bureau)

これに対し、バイデンとブティジェッジは、連邦による国民保険
と民間保険を併用させることを提案しているが、実質は現状維持に
ほかならず、対象とされる医療行為もはっきりと示されていない。
また、ウォレンは、かなりサンダースに近い意見を述べていたが、
いきなり変更するのは無理だとして当初は民間を併用し、３年後に
全部を国民皆保険制度に移行するとしている。しかし、この方法で
は、この方法では、国会の妨害を二度耐える必要があることになり、
逆に成功の確率が低い。
民間保険と併用した場合、最も病弱でコストの高い顧客は民間保
険に入れなくなり、国民保険は貧困層やコストの高い人で溢れ返り、
破綻してしまう。そうなれば、Medicare for All はおろか、民間との
併用も困難になる。
結果的には、なんとか現状に対するインパクトをおさえようとし
てサンダースの提唱する Medicare for All 以外の方法で国民皆保険を
目指しても、結局破綻するか実質的な現状維持に落ち着くことにな
る。

【参考】www.supermoney.com/average-millennial-income | studentloanhero.com/featured/millennials-have-better-worse-than-generations-past | www.cnbc.com/2017/06/23/heres-how-much-the-average-american-spends-on-health-care.htm | www.businessinsider.com/millennials-would-vote-

socialist-bernie-sanders-elizabeth-warren-debt-2019-10 | www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/29/gen-z-millennials-and-gen-x-outvoted-older-generations-in-2018midterms | www.vox.com/policy-and-politics/2018/11/19/18103110/2018-midterm-elections-turnout | www.realclearpolitics.
com/epolls/2020/president/us/2020_democratic_presidential_nomination-6730.html#polls | www.businessinsider.com/millennials-would-vote-socialist-bernie-sanders-elizabeth-warren-debt-2019-10 | www.businessinsider.com/everyone-who-is-running-for-president-in-2020-2019-1 | www.
victimsofcommunism.org/2019-annual-poll | elizabethwarren.com | joebiden.com | berniesanders.com/?nosplash=true%2F | berniesanders.com/issues/medicare-for-all | peteforamerica.com/meet-pete | www.mikebloomberg.com | www.yang2020.com/policies | www.tulsi2020.com | www.
justicedemocrats.com | www.vox.com/policy-and-politics/2018/11/19/18103110/2018-midterm-elections-turnout | www.pewresearch.org/fact-tank/2019/05/29/gen-z-millennials-and-gen-x-outvoted-older-generations-in-2018-midterms/ft_19-05-23_generationsvoting_youngergenerationsoutv
otedboomerpriorgenerations2018 | www.huffingtonpost.ca/entry/bernie-sanders-unemployment-jobs-wages_n_5e051b6ee4b0b2520d13706d?ri18n=true | www.cnbc.com/2017/06/23/heres-how-much-the-average-american-spends-on-health-care.html | www.monmouth.edu/polling-institute/
documents/monmouthpoll_us_121019.pdf
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WeNew
are 27 years
old!
Happy
Year!

2020 年アメリカ大統領選挙に関する雑感
今回の選挙は、前回よりもさらに複雑な事情が
多く、限られた紙面でまとめられる自信が無い。

ら 2 年後の 2018 年、ようやくフリント市はボト

発言を、マスコミも民主党側も全く触れていない。

ルウォーターを取り寄せる必要がなくなった。

しかしこれは事実であり、弾劾を望んだ人を含め、

ただ、半年近くに渡ってカバーした 2016 年米

マスコミはフリント市の例しか取り上げなかっ

大統領選挙を振り返ってみると、その二の舞にな

たが、ロイター通信の調査によると、フリント以

る予感と、民主党への失望感が湧いてくる。

上の鉛汚染を患っている都市はアメリカ中に 3000

４年前、
「月刊ふれいざー」で民主党代表選を

自分が支持した大統領を弾劾されてしまうことに
なる。あの共和党が反撃しないわけがない。

以上ある。このとき大統領候補選で、水道管を含

大統領選挙まであと１年もないときに、良くも

徹底的に取り上げたときは、FiveThirtyEight など、 むインフラ整備を約束したのは、トランプとサン

悪くも民衆の意思で選ばれた大統領を、支持率

信憑性の高いとされる調査会社も皆クリントンの

25％弱の嫌われ国会が勝手に追放しようとする行

ダース候補だけだった。

勝利を予想していた。しかしどの調査も、100％

オバマ政権はブッシュ時代よりさらに戦争を増

クリントンが勝つとは予想していなかった。本誌

やし、核兵器縮小を減らし、非人道的な強制送還

為は非民主的であり、国民の半数の票と現在にも
続く支持を踏みにじるのに等しい。
「道徳の問題だ」

は「クリントンではトランプに負けてしまう可

を増やし、2008 年に世界経済を脅かした金融危機

と民主党派は主張するが、本当にそれだけのこと

能性が高い」と書いたが、当時クリントンに対し

の再発を防ぐ手段を妨害し、国会議員さえも内容

であれば、サウジアラビアによるウクライナでの

て批判的だった米メディア同様、我々も非難の声

を閲覧することが禁止されていた TPP を支持した。 虐殺にトランプが加担した時点で行うべきだ。弾

を受けた。多少悪趣味ではあるが、
「I told you so」 その多くの支持者がクリントンではなくトランプ

劾裁判は、負けを認められない民主党の意地の問

としか言いようがない。

題でしかないのだ。

に票を入れたことには、何らの不思議もない。

実際、クリントン対トランプでは、どの調査を

トランプに票を入れた人の多くは、
「民主党に見

案の定、弾劾裁判以降トランプへの募金には拍

とっても、数点差のギリギリ勝利だった。その事

殺しにされた」
「このままでは死んでしまう」と

車がかかり、わずか 48 時間で 1 千万ドルの募金

実を無視し、
対トランプで常に 10 点以上の差をキー

いう切実な悩みを抱えていた。その現実を無視し、 を受けた。この結果も予想されており、警報を鳴

プしていたサンダースを、投票者の意思を完全に

彼らをバカだレイシストだと罵るのはとんでもな

らしていた人が大勢いた。民主党はまるで負けた

押し退けて半ば独裁的に、唯一トランプよりも支

く無知で冷酷だ。

がっているようだ。

持率の低い、記録的に不評なヒラリー・クリント

結局トランプはろくでなしではあったが、悪化

ンを代表に掲げた結果、トランプが勝利したのだ。

し続ける米政治の延長線上から良くも悪くも脱線

クリントンが負けた要因は山ほど考えられる。 していなかったのだ。

「何故民主党にそこまで厳しいのだ？」とよく聞
かれるが、理由は単純だ。トランプは腐敗が生み

選挙区制の実態を無視し、脱工業地帯のラストベ

起こした怪獣であり、その怪獣から国民を守るの

ルトを見捨てる戦略的ミスから、民主党の完全買

一方、民主党はトランプの不評をいいことに、 が民主党の本来の役割だからだ。消防隊が燃える

収（以後党首は非を認め辞任し、クリントンキャ

サンダースのレトリックを取り入れながらも一気

住宅に灯油を撒くような行為を続けてきた民主党

ンペーンに参加した）
、ロシアや中国に対する自殺

に真逆の方向へ突っ走った。今回のトランプ弾劾

を、
「一応消防隊だから」という理屈で庇い続ける

行為的軍事活動を示す姿勢、国民の半数近くを占

裁判はまさにその良い例だ。トランプをつぶそう

余裕が持てるのは、火災に遭っていない人だけだ。

める保守派を「Deplorable（下等）
」と侮辱する発

とする一方で、先月、ウォレン大統領候補を含む

カナダではこのような発言は過激に聞こえるか

言などなど、挙げればきりがない。

過半数の民主党員が、トランプが要求した以上の

もしれないが、アメリカ人は一足早く平和ボケか

金額を軍事予算に割り当てる議案に賛成した。

ら目を覚ましているのだ。

一方、クリントン自身は未だにトークラジオな
どで「ロシア、ロシア」と負け惜しみをたらし、

トランプを弾劾する理由は山ほどある。非人道

気にくわない人を誰これ構わず「プーチンの手下」 的で国際法違反の強制送還、選挙活動法違反、サ

2016 年 12 月号でも書いたが、
もはや「右翼」
「左

と呼んでいる。流石の民主党派もしらけつつある。 ウジアラビアによるイエメンでの虐殺への加担、 翼」はブランドでしかない。百数十年前は共和党
民主党派は、
「ロシアのハッキング無しでトラン

大統領の座を利用した個人的利益の増収など。

が奴隷制度に反対し、民主党が悪党だった。それ

プが勝ったはずがない」
「まさか何もないわけがな

なのに、民主党は「軍事援助を担保に、バイデ

から数十年後、民主党が民の守護者になり、共和

い」という弱い根拠をもとにプーチンとトランプ

ンの不正をウクライナから聞き出そうとした」
「司

党が資産家の手先になっていた。
「トランプが悪い

の関係を探り続けたが、大したものは見つからな

法妨害」という、比較的貧弱な理由を挙げて裁判

から」と民主党を許し続けていると、取り返しの

かった。
「大量破壊兵器がないわけがない」という

を始めた。実際、民主党の主要人物も戦争犯罪や

つかないことになる。

レトリックだけで何十万人を虐殺し、1 兆ドル以

選挙違反など同様の罪を犯しており、トランプと

上を費やしてイラクを壊滅させた “やっちゃった

本気でやりあえば自分も潰されるからである。弾

戦争” と同じオチだ。

劾裁判が無罪判決で終わる結果は最初から目に見

トランプに票を入れた人をけなす発言も聞き飽
きた。
2014 年、ミシガン州フリント市で水道水に鉛が

本当にトランプを倒す気があるのなら、最強の
候補を民主的に正々堂々と選ぶべきだ。

えていた。共和党が多数派の上院を通過するわけ

ともあれ、地球の存続を願う若い層の投票者や

がない。実際、下院で賛成に票を入れた議員は民

政治家の増加や、きれいごとを許さない正直な議

主党側 229 人、
共和党側 0 人。反対は民主党側 2 人、 論、党派を問わず圧倒的な反戦感情が増えている

汚染し、飲むことはおろか、シャワーを浴びるこ

共和党側 195 人。反対した民主党員はマスコミに

のを見ると、良い方向に舵が回されているように

とも不可能になった。大勢が病気になり、数十人

袋叩きにされた。

見える。悪い予想のよく当たる本誌だが、今度は

が死亡した。意図的ではないものの、その恐怖や

下院議会で数人の共和党議員も指摘したことだ

被害の規模は地下鉄サリン事件に等しい。しかし

が、党の偏りだけで大統領を弾劾する前例が成り

オバマ政権はろくに対処もせず、オバマ大統領が

立ってしまえば、毎期必ず弾劾裁判が行われ、政

クのヒーローのような人間がたまに現れる。

ミシガンでの演説中に水道水を飲む演技をしてか

治は崩壊する。共和党による脅迫とも呼べるこの
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何だか良い予感がする。
ルーズベルトからキングまで、
アメリカはコミッ
（R. M.)
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時にあえば ネズミ も トラ になる
令和２年の干支はネズミ。ネズミはどうも現実生活てはあまり好かれていないようです。嫌われる
大きな理由は、住んでいるところが汚＜病気を運んだりすること、雑食であること、そして繁殖力が
異常に強いこと。人間が共生するにはちょっと難しい存在であることは確かですね。でも、ネズミの
立場からすれば、とんだ言いがかりかもしれません。
「他の生き物に一番迷惑かけてるのは、あんだた
ちじゃないのかい？」というネズミの声が聞こえてくるような……。
今年は私達もネズミたちと一緒にトラになって、地球を守る大きな力を発揮できるといいですね！
ネズミ目（げっ歯目）ネズミ上科に属する哺
乳動物の総称。地球上に住む生き物の 1 つの種
の中では最も多い約 1800 種以上があります。

ネズミの種類
ノネズミ――野原や山に棲む
イ工ネズミ――クマネズミ：家の天井裏やビルに棲む

ドブネズミ：下水や庭などに棲む
ハツカネズミ：物置や倉庫などに棲む

ネズミという名前がどうもよくありません。人
が寝ているときに食料を食べていくことから、
「寝
盗み」が転じてネズミとなったといわれています。

西洋では、ペス卜などの疫病を運んてくるため、悪魔の使いといわれました。一
方日本では、繁殖力か強いため、繁栄と豊穣の象徴として七福神の一人、大黒天の
使いといわれています。また、船などは沈む前にネズミがいなくなることから、家
内安全の象徴と考える人もいます。

一番小さなネズミ

カヤネズミ harvest mouse
繁殖力が強いといっても、ネズミの中に
は絶滅の危機に瀕している品種もありま
す。日本や北米でもっとも小さいネズミと
して有名な、カヤネズミ harvest mouse で
す。学名を Micromys minutus といいます。
体重は 10g 前後で、体長は約６cm、尾の
先まで入れても７cm ほどしかありません。
カヤネズミは、人家に住みついたり畑に
トンネルを掘ったりして人間に迷惑をかけ
ることはしません。河川や背の高い草原に住んで、草や小さな昆虫を食
べて暮らしています。イネ科の植物の実や種子も好きなので農地に住む
こともありますが、休耕地であることがほとんどで、食べるのもイネで
はなく雑草です。農業に影響を及ぼすことはほとんどないと言われます。
巣は、地上１ｍほどのところに、草を裂いて球形にし、その中で子ど
もを生みます。でも、草の繊維にそって縦に裂くため、草が枯れず、緑
色のままであるため保護色に
なるのです。
この愛らしいネズミの天敵
は、今や、ヘビやフクロウや
イタチなどばかりではなく、
人間です。河川の工事や草地
の造成などが彼らの住む場所
や食べ物を奪っているのです。
小さくて非力なカヤネズミは、
その一生をせいぜい 20 ｍ四方程度の範囲で過ごします。ですから、人
間が自然に手をつけることによって、カヤネズミたちはその地を移動す
ることもできずに生きるすべをなくしてしまうのです。

一番大きなネズミ

カピバラ Capybara
カピバラはげっ歯類
でも最大のネズミとい
われています。和名は
オニテンジクネズミ。
学 名 は Hydrochoerus
hydrochaeris。 体 長
130cm 前後あり、体重
は 55 kg 前後。水泳が
とても上手です。南アメリカの川の付近に生息しており、水辺
に棲んで草や果物、野菜等を食べます。全身がタワシのような
茶色い剛毛に包まれています。オスには鼻の頭にコブのような
ものがあり、メスにはありません。
カピバラの語源はグァラニ・インディアンの言葉 “細い草を
食べる者” がスペイン語に転嫁し、カピバラと呼ばれるように
なりました。その名の通り草を主食としています。
そのユーモラスでおっとりした容姿と穏やかな性格から、多
くのファンがいます。でも実は見かけによらずすばしっこく、
泳ぎも得意で、危険を感じると水中に逃げたり、かなりのスピー
ドで走ったりできるのです。

個体数は急激に減りつつあり、日本の一部では保護動物に指定されています。
またサンフランシスコなどでも、絶滅を心配する人々の保護運動が起きています。
他のネズミたちと違い、この種のネズミはあまり子沢山ではなく、８ヶ月から
1 年と言われる一生に、１回、せいぜい４匹程度の子どもを生みます。
Fraser
Monthly
Toronto
2019
Fraser
Monthly
Toronto
January
26
Fraser
Monthly
月刊ふれいざー
ふれいざーToronto
JanuaryDecember
2020 2020
26 月刊

photo: Clodomiro Esteves Junior

WeNew
are 27 years
old!
Happy
Year!

ボクたち主人公 !
『トッポ・ジージョ』
イタリアの人形
劇。 マ リ ア・ ペ
レゴ原作。1966
年 に 生 ま れ、
1988 年 に は ア
ニメ化された。

嫌われ者のねずみも、ストーリーの中では大人気の主人公。子どもたちだけに
読ませておくのはもったいないねずみが主人公の傑作童話をいくつかご紹介。

『番ねずみのヤカちゃん』
『トムとジェリー』
アメリカの力
一トゥーン。
け ん か 友 達、
猫のトムとネ
ズミのジェ
リーのお話し。

『ねずみのとうさんアナトール』
イブ・タイタ文、ポール・
ガルドン絵 晴海耕平訳
ねずみのアナトールは、人
間がネズミの悪口を言っ
ているのを聞き、人間の役
に立とうと奮闘する。

『やどなしねずみのマーサ』
アーノルド・ローペル著、
三木 卓訳
住むところのないマーサ
には辛いことばかり。あ
るとき追われた先で下町
の映画館を発見する。

『スニッピーとスナッピー』

『くるみ割り人形』

E.T.A. ホフマン原作
くるみ割り人形の敵役、ねずみの王様と
軍隊は、くるみ割り王子と戦争をする。

『二十日鼠と人間』

ジョン・スタインベック著
頭が弱く心優しいレ二ーが大好きだった、そ
してその怪力故に心ならずも殺してしまった
二十日鼠。このタイトルは、スコッ卜ランド
の国民的詩人ロバート・バーンズの詩「To a
Mouse」からとったもの。
二十日鼠と人間の最善をつくした計画も
後から次第に狂っていき
望んだよろこびのかわりに
嘆きと苦しみのほかは
われらに何ものも残さない。
（新潮文庫版「二十日鼠と人間」大門一男訳）
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ルーマー・ゴッデン著、石井
桃子訳 ウィリアム・べン・
デュボア絵
家に住む平
凡な主婦ネ
ズミとハ卜
の友情物語。

『ボーソーとんがりネズミ』

ワンダ・ガアグ文・絵
さくまゆみこ訳
原っぱの巣穴で暮らす野
ねずみの子どものお話し。

渡辺わらん著、広川沙映子絵
引っ越したばかりの家に来
た、絶滅したはずのまぼろし
のネズミをめぐる大人たち
のてんやわんや。講談社児童
文学新人賞受賞作。

『ねずみくんの絵本』

『まちのねずみといなかのねずみ』
ポール・ガルドン著、木島 始訳
退屈だけど平凡な回
舎に住むねずみと、
危険だけどおいしい
ものがたくさんある
都会のねずみの物
語。イソップ寓話。

リチャード・ウィルバー著、
松岡享子訳 大社玲子絵
人に知られない
ようにひっそり
くらしていたね
ず み の 母 子。 で
も、末っ子のヤカ
ちゃんが声が大
きすぎて……。

『ねずみ女房』

なかえよしを著
上野紀子絵
「ねずみくんのチョッ
キ」以来、35 作以上
もシリーズの続いた
大人気のねずみくん。

『ぐりとぐら』

『冒険者たち：ガンバと
十五ひきの仲間』
斎藤惇夫作、薮内正幸画
岩波書店
イタチと戦う島ネズミを
助けに行くガンバと 15
匹の仲間たちの、わくわ
くどきどきの大冒険。

なかがわりえ子著、おおむらゆりこ 福音館書店
日本中の子供たちとお母さんたち
に愛されている野ネズミのぐりと
ぐら。1963 年初版の、森で発見
した大きなたまごでカステラを作
る。
この話以後、
シリーズ化された。

『チーズは、どごへ消えた？』

童話にとどまらす、文学作品や古
典にもネズミは沢山出てきます。
そしてその多くは、物語の中で重
要な役割を果たしているのです。

『アルジャーノンに花束を』

ダニエル・キイス著
知的障害のある主人公チャーリーと、そ
の友達で、手術により高い知能を得たネ
ズミ、
アルジャーノンの物語。ヒューゴー
賞とネピュラ賞を受賞した傑作 SF 小説。

『グリーン・マイル』

スティーブン・キング著
死刑囚刑務所にあらわれた知能の高いネ
ズミと、彼を飼う殺人の罪で死刑囚と
なった男をめぐる物語。

スヘンサー・ジョンソン著、
門田美鈴訳 扶桑社
迷路に住む２匹のネズミと２人の小人
が、なくなったチーズを探しにゆく。
変化に対する対応を示した寓話。著者
は医学博士、心理学者。世界の大企業
が社員教育に使った大ベストセラー。

『ゲゲゲの鬼太郎』

水木しげる作
ねずみ男は主人公鬼太郎に悪さする悪友。人間と妖怪の
ハイブリッド（？）らしい。怪奇大学不潔学科の卒業生。

宮沢賢治の童話３作
『クンねずみ』
嫌われ者のクンは、ねずみ競争新聞の愛読者。癖のセ
キのせいで他のねずみに捕まって死刑にされかける。

『鳥箱先生とフゥねずみ』
先生になろうとした鳥箱が、結局ねずみの子どもを教
育できず、猫に馬鹿にされる。

『ツエねずみ』
「まどうてください（償ってください）
」が口癖の友達の
いないツェねずみが、ねずみとりまで怒らせてしまう。
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2019 年 12 月 の TREB 全 域 の 平 均 価 格 は

長に留まるだろうとの事です。健全な労働市場

$837,787 と な り、2018 年 12 月 の 平 均 価 格

と全国的に復調な不動産マーケットがカナダの

$749,014 から +11.9% と二桁の伸びを見せまし

経済を下支えしており、この傾向は 2020 年も

た。12 月の総取引数は 4,399 件で前年同月の

続くと見られます。

3,746 件から +17.4% の上昇、新規リスティン

移民の流入による人口増加などが更に経済成

グ数は 3,531 件の -18.1%、有効リスティング数

長を促進している事に間違いはありません。例

は -35.3% と大幅に減少でした。

外的なのはアルバータなどプレイリー 3 州辺

平均売却日数は 29 日と -6.5% になり、マー

りの地域で、低調であった 2019 年の経済から

ケットはスピードを保っています。以前から

2020 年は回復基調に転ずるかと言ったところ

指摘されている需要と供給のアンバランスさが

でしょう。

はっきりに表れていますね。居住ユニットの供

2019 年 の World Economic League Table で

給不足は不動産高騰のみならず賃料の急上昇の

カナダは世界十位にランクインし、今後はその

大きな要因とされ、その状況が緩和されない限

順位を上げていく可能性も十分あり得るでしょ

り 2020 年もマーケットの上昇は続くとの予想

う。

広告募集
月刊ふれいざーに広告をお載せになり
ませんか。
コミュニティのお知らせなどの掲載ご
要望もございましたらどうぞ。
お問合せ、お申込みは下記まで。

Toronto

toronto@thefraser.com

Tel: 647-588-5355

が大方を占めています。
高まる中東の緊張、貿易摩擦、英国のユーロ
圏離脱、などなど世界情勢は不安定要素で溢れ
ているようですが、カナダの景気後退は予想さ
れていません。但し急な経済成長が見込まれる

Bosley Real Estate Ltd

と言う訳でもなく、Scotia 銀行のエコノミスト

D.H.Toko Liu

副主任によるとあくまで平均的な’ 悪くない’ 成

問題は p.9

訪問介護75％がカジュアル採用

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

３年半、バンクーバー一帯で訪問介護のお仕事をさせて頂き、一番難しいと思うのが人材の
確保です。困った方が居らしても、それを助ける有能な介護士がいなければこの事業はなりた
ちません。

TORONTO

実際 2019 年６月に出された BC 州の統計でも訪問介護士は施設で働く介護士に比べ、お給
料が低く、75％がカジュアル採用、つまり安定した仕事を得るのが難しいと指摘されました。
実際に雇用主側としても、クライエント様が施設に入る、亡くなることも多く、仕事の時間数
を介護士に確約する事は難しいところです。
そんな中でもニコニコは 2019 年には 2 人の方をパートタイムとして雇用し、更に素敵なク
リスマス会を 20 名以上の介護士と祝うことができました。有能な人材、時間数の確保、より
良い支払い、やりがいの向上と発想をポジティ
ブに転換します。同じ「高齢者の方のお役に立
ちたい」仲間と笑顔が集まります。
お恥ずかしながら、2020 年になりやっとニコ
ニコの社是ができました（図参照ください）
。経
験を積ませて頂く中で自分たちがどうなりたい
か、
その
「念い」
の結晶です。毎日この社是を唱え、
クライエント様、ご家族、社員、地域、地球に
前向きなインパクトを与える会社になりたいと
思います。今年もニコニコさん、パワー全開で
す！ 引き続きよろしくお願いいたします。
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広告の御用命は下記まで

toronto@thefraser.com
『月刊ふれいざー TORONTO』は、

皆様の 投稿 をお待ちしております。
投稿は 2000 字以内でお願い致します。掲載の時期に
関しては弊誌にお任せいただきます。また、スペース
の関係で掲載に際して部分的に割愛させていただく
場合もありますのでご了承ください。

コミュニティ団体の非営利

イベントのお知らせ などにも、

ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。 広告掲載 の
御用命もお待ちしております。

We are 27 years old!

ふれいざー名エッセイシリーズ

書初め

なくなった。
「まぁ、
仕方がない。ここらでよしとしようか。
でも、もう一校、好きなように書いてごらん。
この筆で」
半べその不満顔の私を見て、父は細長い画
仙紙をひろげて、愛用の大筆を渡してくれた。
学校ヘ出すのでないと思うと、安心して筆を
取り、
太々と「バンザイ」と書いた。もちろん、
バの字にしても、ンの字にしても、どれ一つ
とっても先端はばさばさで、手本からはるか
に離れていた。
「うーん、これは良く書けた。とても良いぞ。
名前を書いてこれを出しなさい」
それでも、泣きじゃくりつつ名前を書いた。
そして、その夜は泣き寝入りした。
翌朝、学校が始まるというのに、どうして
も書初めをもっていく勇気がなかった。
「いやだ、いや、いや。学校へ行きたくない」
登校拒否だ。
「仕方ない。お姉ちゃんに書初めを持って行っ
てもらおう」
母は五年生の姉に私の書初めと通信簿を持
たせて、小松先生に届けさせた。
翌日も休んだ。午後、
姉が飛んで帰ってきた。
「大変！ モッチャンの書初めが金賞になっ
てたわよ」
「そぉ、じゃこれから見に行こう」
母に手をひかれ、こわごわ学校へ行った。
講堂に全校生徒の書初めが貼り出してあっ
た。一年生の書初めの一番前に私のが貼って
あり、名前の上に金紙がついていた。しかし、
紙の大きさも違うし、字だって他の子のとは
飛び離れていたので、少しも嬉しくなかった。
三年になって松本聴涛先生の書道の塾に入
れられた。字は相変らず上達しなかったが、
書初めは先生の手本を下敷にして、暮のうち

にすましてしまうので、前の苦労はなくなっ
た。しかし、
金賞はもう二度ととれなかった。
「あなたはスジがいいんだから、もっと真面
目にやればずっと上手になるんだが」
松本先生は私を励ますようによくいわれ
た。事実、先生が商大の講師になられたの
を機会に、子供たちを全部断わられたのに、
私だけは残してくださったのだから、本当
にそう思っておられたのかも知れない。だ
が本人は一向その気にならず、遂に本腰を
いれることもなく、せっかくのチャンスを
逃してしまった。六年になって中学受験を
控えて書道をやめたときはほっとした。
中学に入っても書初めの宿題は出た。自
由課題だったので、松本先生に手本を書い
て戴くよう、お願いに行った。先生は紙を
ひろげると、暫く考えておられたが、やお
ら筆をとると、墨痕琳裡〈深蔵若虚〉とお
書きになった。
「深く蔵してむなしきがごとし。史記の老師
韓非列伝にある言葉です。良い品物は奥深
くしまっあって、店の中には何もないかの
ように思える。君子も外見は愚かに見える
ことがあるものだと、老子が孔子に話した
と書いてあります。でも、本当に老子は孔
子に会ったのかな」
先生は私の中にある隠された物を引出そ
うと買いかぶられて、そうお寄きになった
ような気がする。今にして思うと、これが
私にとって最後の書初めとなった。その翌
年、すなわち昭和二十年の正月は学校から
有楽座に動員されて風船爆弾の梱包をして
い た か ら、 書 初 め ど こ ろ で は な か っ た し、
その後も正月がきても書初めもせずに、い
たずらに年を重ねている。
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新納 基久

小学校は十二月二十五日の終業式で冬休み
となった。講堂での簡単な式の後、教室で通
信簿と一緒に書初めの手本と紙を一枚もらう
と一月七日まで休みとなる。冬休みは短いの
で、書初め以外の宿題は全く出なかった。忘
れもしない、一年の書初めの題は「バンザイ」
であった。
「一月二日がお書初めをする日だから、暮れ
のうちによく練習して、二日にお書きなさい」
担任の小松先生にいわれたものの、暮れに
お義理で二、
三枚新聞紙で練習しただけで、後
は休みが終わるギリギリまで手をつけなかっ
た。
学校の前の守屋文房具だったか、その先の
本屋だったかに、学校で買ったのと同じ書初
め用紙を売っていたので、姉が自分の分を含
めてまとめて買ってきた。一枚ではどうせ書
き損じてしまうことは確かだったから。
座敷に毛センを敷いて先祖伝来の大硯に上
海みやげの六画の大墨をすって、形だけは立
派にととのった。しかし、書きだすと思うよ
うに筆が動かない。
「サ」の「一」の部分の
ようにきちっと止めるのはいいが、
「バ」の
「ノ」のように先が細くなっているのは苦手
で、いつ筆勢をゆるめていいのか要領がつか
めず、どんどん長くなってしまった。見かね
た父が筆に手を添えてくれたが、二人の気持
が合わないので、父の手の圧力で私の指が痛
くなるだけだった。たちまち買い置きの紙が

（1994 年１月号掲載）

私の薦めるこの一冊
「生きているのはなぜだろう。」

池田裕二作

田島光二絵

出版：ほぼ日

「生きているのはなぜだろう。この本には答え

り、私はそこでようやくこの絵本のいう「私た

り方、多様な価値観が叫ばれる昨今の世の中に

があります。
」そう表紙の４割を占める勢いでで

ちが生きる答え」というものが附に落ちる感覚

おいての普遍。そんな宇宙規模の視座を持たせ

かでかと謳っているこの絵本を手に取ったきっ

を得られた。著者は「もし私たちが生きている

てくれた一冊の絵本。なんだこれ、面白い。

かけは、特筆するような変わったものではなく、 ことに答えがあるとすれば、その事実は私たち
私が現在勤めているバンクーバー日本語学校の

の価値に下限を与えてくれる。
」
、その結果、私た

図書館で、生徒たちに読んでもらいたい学級図

ちが泥沼的に無価値であるということを否定で

書を選定している折にごくごく自然と私の目を

きる、と言うのだ。私の最初の素直な感想はと

引いたことがきっかけだった。誰しもこういっ

言うと、なんともまぁ科学的でロジックめいた

た哲学めいたタイトルの本に、ふと惹きつけら

発想、うーんなんだこれ、面白い、であった。人々

れる瞬間を一度は経験したことがあるのではな

が社会や他人に自分の価値を求める以上、確か

いだろうか。

に無価値な存在としてのあまりにも辛いレッテ

小学生低学年向けであろう絵本の見た目とは

（日本語学校教諭 小西 佑宇人 )

ルにたどり着くのも想像に容易い。そこで著者

裏腹に、内容は壮大なスケールで進行してゆき、 は社会ではなく、自然の摂理にその答えを見出
田島光二さんの透き通るような美しい絵もあっ

したのだという。他人と比べずに確固たる自分

てたびたび置いていかれるような感覚さえある。 の価値を見出すというのは、頭でわかっていて
キーワードは「秩序」
、正しくも不可逆な世界の

もなかなかに難しいものだ。科学的な見地に基

流れ。
「
『私』とは、宇宙の老化に役立つ秩序であ

づいて、私たちが当たり前のようにただ「生き

る。
」
、そう絵本の終わりに「解説」として著者が

る」
、それだけで世界の秩序に貢献しているのだ

この絵本に込めた想いと考えが端的に綴ってあ

から、無駄なことなんて一つもない。個々のあ

「手紙屋 ~ 僕の就職活動を変えた十通の手紙 ~」

喜多川

泰

著

この本は私がカナダの大学を卒業した直後、就

紙屋から送られてくる手紙には「明日を変える十

職活動について悩んでいた時に、日本でヘッドハ

の教え」が書いてあり、最終的には働くことの意

ディスカバー社

ンターをしている方に薦められて読んだ本です。 味とは何か？なにが真の成功で、どうすればそれ
自分はいったいどんな仕事に向いているのか、ま

を達成できるのか？という疑問に答えていきます。

たどういう会社に就職すればいいのか、といった

文は口語体でとても読みやすく、手紙屋の正体は

誰もが持っている疑問にステップ・バイ・ステッ

何か？というミステリーの面白さも加わり一気に

プで答えてくれる本です。

読めてしまう作品です。

物語は就職活動に出遅れた大学４年生の主人公

この本は学生の方、就職、転職活動中の方に特

が、よく使う書斎カフェで見つけた一枚のチラシ

にお薦めです。物語の中に履歴書の書き方や面接

から始まります。それには「はじめまして、手紙

でのテクニックなどはでてきませんが、その先に

屋です。手紙屋一筋十年。きっとあなたの人生の

ある、もっと大切なことを教えてくれるので、自

お役に立てるはずです。私に手紙を出してくださ

己分析および志望動機の確定にとても役立ちます。

い」とあります。また手紙屋は全部で十通の手紙
のやりとりを通してあなたの人生のお手伝いをさ

			

（高須賀 達）

せていいただきたい、と続きます。料金の明記は
無く、
「手紙の価値に見合うと判断するものをいつ
か返していだだければ」と書いてあることもあり、
興味半分で主人公は自分の就職活動の悩みについ
て手紙屋に一通の手紙を出します。
この本は主に、主人公と手紙屋の交わす手紙の
内容と、文通が続くにつれて変わっていく主人公
の就職活動に対する考え方が描かれています。手
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We are 27 years old!

リーを下敷きにした 8 編の時代小説集。

ウィック 著

国書刊行会 ￥3600

と並ぶアメリカ歴史小説の傑作、
植松 三十里著 『モヒカン族の最後』

■梅と水仙

PHP 研究所 ￥1800

待望の翻訳！民族、人種を超えること、それがアメ

父との葛藤、帰国子女ゆえの周囲との軋轢を乗り

リカの原点だ。今のアメリカに読ませたい。

越え、女子教育の先駆けとなった津田梅子の知ら

■失われた女の子

エレナ・フェッランテ著

れざる生涯を描いた感動の長編小説。
■家族パズル

黒田 研二 著
講談社 ￥1800

早川書房 ￥3000

蜷川 泰司著

エレナは街を出るが、恋の果てに帰ってくる。一方

河出書房新社 ￥1900

リラは、故郷で実業家として成功する。ニューヨー

■ゲットーの森

文芸

パラレルワールドにあたる大陸の物語。19 世紀、 ク・タイムズ紙やタイム誌の年間ベストに選出。世

家族同士だって、分からないことはたくさんある。 生まれる前のジョン・レノンの唄が響き、ゲットー
ぶつかり合いだってある。それでもいろんな出来

の森からは悪魔の声が聞こえる。

事をパズルのようにうめていくと、本当の姿が見

■陰謀の島

えてくる。きっとあなたは家族に会いたくなる。
■抵抗都市

佐々木 譲著

界中の読書家を虜にした四部作、ついに完結。
■犬売ります

フアン・パブロ・ビジャロボス著

マイケル・イネス著

水声者 ￥2800

論創社 ￥3200

画家になりたかった老タコス屋のテオは、アドルノ

馬車馬や一軒家の盗難、魔女の暗躍、二重人格の娘。 の『美の理論』を引用し人生問題を解決している。

集英社 ￥2000

複雑に絡む因縁の糸を辿るアプルビイ警部が行き

様々な集団らがメキシコ・シティーで繰り広げる

「今の日本への問題意識を示すために、この舞台を

着いた南米の秘密基地では、世界支配の陰謀が着々

虚々実々のメタフィクション。

と、そして確実に進行していた……。

■俺の歯の話

選んだ」警察小説の旗手として不動の人気を誇る著

者が、魂を込めて描いた、圧巻の歴史改変警察小説。 ■十二月の十日
■風間教場

バレリア・ルイセリ著
白水社 ￥2800

ジョージ・ソーンダーズ著

河出書房新社 ￥2400 「世界一の競売人」がオークションにかけたものと

長岡 弘樹著
小学館 ￥1500

中世テーマパークで働く若者、賞金で奇妙な庭の

は？ 読者を煙に巻き、思わぬ結末へと導く、メキ

最後の退校希望者は、誰だ？必要な人材を育てる前

装飾を買う父親……ダメ人間の日常を笑いとＳＦ

シコ出身の新鋭による話題作！

に、不要な人材をはじき出すための篩。それが、警

的想像力で描くベストセラー短篇集。

察学校だ。累計 70 万部のベストセラー最新作！

■ガラスの蜂

エルンスト・ユンガー著
田畑書店 ￥2800

シリーズ初の長編！
■ Genesis 白昼夢通信 ～創元日本ＳＦアンソ

ドローンが赤く光った。殺意か警告か――不気味な

ロジー２ ～

羽音とともに無数に湧きだす透明な〈幽体〉の軍団。

東京創元社 ￥2000

日本ＳＦの新時代を作る書き下ろしアンソロジーシ

大戦敗北の屈辱に、ドイツ軍の精鋭が幻視した黙示

リーズ。第 2 巻は水見稜を筆頭に、石川宗生、高島

録は、現代の恐怖となる。

雄哉、門田充宏ら 18 年に単著デビューした新鋭の

■マインクラフト なぞの日記 ムア・ラファティ 著
竹書房 ￥1300

新作など全 8 編を収録する。
■オカシナ記念病院

久坂部 羊著
KADOKAWA ￥1700

世界最高峰のゲーム
「Minecraft」
の公式小説第３弾！
クラフトと知恵、そして友情で危機を乗りこえろ。

赴任してきた研修医の新実一良は「できるだけ何

今最も子どもに読ませたい胸おどる冒険の物語！

もしない」病院の方針に戸惑う。延命治療、がん

■となりのヨンヒさん

チョン・ソヨン著
集英社 ￥1800

検診、禁煙に認知症予防。医療は医者の自己満足
なのか？生と死のあり方を問う医療小説！

もしも隣人が異星人だったら？並行世界を行き来

■稚児桜 ～能楽ものがたり ～

澤田 瞳子著

できたら？私の好きなあの子が、未知のウイルスに

淡交社 ￥1700

侵されてしまったら？切なさと温かさ、不可思議と

破戒、裏切り、嫉妬、復讐。今、最も注目される歴

宇宙への憧れを詰め込んだ、
韓国 SF 短編集全 15 編。

史作家があぶり出す人間の情念。能の曲目のストー

■ホープ・レスリー キャサリン・マリア・セジ

2019 年 10 月のベストセラー
出版科学研究所調べ

総合
１ 滅の刃 片羽の蝶 吾峠呼世晴（原作） 集英社
２ ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社
３ 鬼滅の刃 しあわせの花 吾峠呼世晴（原作）集英社
４ ひとりで生きる 伊集院 静
講談社
５ 人間 又吉直樹
毎日新聞出版
６ 転生したらスライムだった件 (15) 伏瀬 マイクロマガジン社
７ 一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木希林 文藝春秋
８ 祝祭と予感 恩田 陸
幻冬舎
９ 青銅の法 大川隆法
幸福の科学出版
10 「日本国紀」の天皇論 百田尚樹 / 産経新聞出版発行
11 創竜伝 (14) 田中芳樹
講談社
12 自分のことは話すな 吉原珠央
幻冬舎
13 上級国民／下級国民 橘 玲
小学館
14 47 都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤賀一 幻冬舎
15 大家さんと僕 これから 矢部太郎
新潮社
16 夫のトリセツ 黒川伊保子
講談社
17 Ｍ 愛すべき人がいて 小松成美
幻冬舎
18 この世を生き切る醍醐味 樹木希林 朝日新聞出版
19 言い訳 関東芸人はなぜＭ－１で勝てないのか 塙 宣之 中村 計（聞き手） 集英社
20 阪急電鉄殺人事件 西村京太郎
祥伝社

★店頭に無い商品もお取り寄せいたします
★定期購読好評受付中！
たま
■朝日新聞
■ CD・DVD
■日本経済新聞
■進研ゼミ
■雑誌・書籍
■こどもちゃれんじ
■教科書・日本語テキスト

に
日本語 は
よみた の本が
いなぁ
…

トロントにある日本の本屋さん

お申込み・お問合せはお気軽にどうぞ

www.ocscanada.ca 3160 Steeles Ave. E (J-town 内 )

books-toronto@ocscanada.ca

OCS Japanese Bookstore
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虎とご隠居の

日本語講座

（5）

樺島 忠夫
乱れから変化へ
前回の話から言うと、
「見れる」
「来れる」

いう形は、次第に広がって行くかも知れ

反しているから誤用と言わざるを得ない

などのラ抜き言葉はそもそもは誤用だが、

ないな。

ね。

そのうちに誤用ではないと認められると

虎

考えてよいことになるのかな。
隠居

誤用にはほかにどんなものがあるのか
な？

多くの人が誤用だとは思わずに使い、そ

ら、
「すごい香りがする」と言ったよ。そ

れが通用するようになると、誤用ではな

れで、どんなにひどい匂いだろうと思っ

く、言葉の用法が変化したのだと認めな

たが、出来上がった料理を「おいしい」

する誤用もあるが、多いのは敬語の誤用

ければならないだろうな。

と言って食べていたよ。

だな。

隠居 「やるせない」を「やるせぬ」と言ったり、
「なにげなく」を「なにげに」と言ったり

では、前に問題にした「すごい」の使い

隠居 「香りがたいへん高い」という気持ちで

方はどうだろう。「すごいおいしい」「す

言ったのだろう。
「香リがすごくする」と

ごいうれしい」などの「すごい」の使い

言えばまだよかったのだろうにな。

方は、最近ではテレビの字幕にも表れる

マンションに住んでいる人が、隣室で話

がついて出来た言葉だが、「やるせ」を動

ようになっている。これは誤用だという

す声が壁越しによく聞こえるというこを、

詞、
「ない」を助動詞と考えて、
「ない」

ことだが、どうなんだろう。

声が壁越しによく聞こえるという意味で

と同じ働きを持つ「ぬ」で置き換えたも

はなく、怒った声とか脅迫する声が聞こ

のだ。

えるという意味に勘違いされるおそれが

ここで敬語についての問題を出そう。会

年 1 月調査（2,206 名）とに「すごい」に

あるな。
「すごい」を下手に使うと誤解を

社に尋ねてきたお客さんに対して、
「受付

ついて、あなたは、
「あの人は走るのが

生じることになる。

で伺ってください」
、
「受付でお伺いして

すごく速い」ということを「あの人は走

程度が大きいことを表そうとして、
「すご

ください」と言うのは誤用か？

るのがすごい速い」という言い方をする

い、香りがする」
「すごい、声が壁越しに

の言い方は誤用か？ 「あの方は、昨年東

ことがありますか、それともありません

聞こえる」のように、
「すごい」を文の頭

京にまいりまして、大学で教えていらっ

か、と調査している。それによると、

に置いてしまう場合が多いようだな。こ

しゃいます」
、
「先ほど中村さんがお話し

のように、
「すごく」というべきところを

されたように、この本はとても役に立ち

「すごい」と言ってしまうのは、強調する

ます」
、高校生が先生に対して「あす父が

気持ちが先立ってしまうからだろう。つ

まいりますが、お目にかかっていただけ

まり、
「すごい」
「えらい」を感動詞のよ

ませんか」
、
「ただいま会長が申されたこ

隠居

文化庁の『国語に関する世論調査』に、
平成 9 年 1 月調査（2,240 名）と平成 16

平成 9 年 1 月調査
ある 43.1

ない 55.5

分からない 1.4

平成 16 年 1 月調査
ある 46.3

ない 52.9

分からない 0 .8

虎

確か昔の歌の文句に「月にやるせぬ我が
思い」というのがあった。

隠居 「遺る瀬」は名詞で、
これに形容詞の「ない」

また次

となっていて、そういう言い方をすると

うに使ってしまって、
「する」や「聞こえる」

とに賛成いたします」
、
「この電車にはご

いう人が、時とともに、少し泡えている。

を修飾するのだという気持ちが薄くなっ

乗車できません」
、
「総務課の武田さんは、

性別では男性よりも女性で多く、年齢別

ているのだろう。

どちらにおられますか」
。

では若年層で多く、30 代で６割強、20 代

しかし、文法的には、
「おいしい」
「する」

次回までに考えてご覧。

では 7 割を超えている。この結果から見

「聞こえる」を修飾する形容詞は連用形、



日本語チェック



小

話

極

白

→
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「大黒柱」の元の意味はどれか。

→

→

着

営
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①

床の間にある最も高価な柱

②

家の中心部に立っている太い柱

③

神棚の近くにある最も神聖な柱

→

January 2020

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

→

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

ボケ防止薬の時間医者通い

月刊 ふれいざー Toronto

――眞白女

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

美人薄命、それでうちは長生き家系

――納得

32

虎

登場していた人が、料理が出来上がった

→

虎

この前、テレビの料理番組を見ていたら、

→

虎

つまり「すごく」であるという規則に違

ると、
「すごい速い」
「すごいおいしい」と

暗

会

答：43 ページ

解答・解説は 43 ページ

We are 27 years old!

中年の男の話。

わたしからあなたへ
―投稿のページ―

釈往来

一昔前のこと、中年の男が日曜礼拝にやってき

一週間してこの中年男がやってきました。もう

て、お参りの後で、開教使のオフィスへやってき

半死半生の状態でした。
「先生、もっとひどいこと

ました。

になりました。ブタは走り回り、
子供達は追いかけ、

「先生、私の人生はまったく闇です。もう我慢で

うるさいことこの上もありません。その上ブタは

増谷松樹

詩

きません。私たち夫婦は五人の幼い子持ちです。 一日中食べフンを撒き散らしますます。それで家
その上最近、家内の親たちが引っ越してきました。 中が臭いこと臭いこと。私は眠ることもできませ
小さな家に家内九人もいるのです。どうしたらい
いでしょう？」

ん。もう限界状態です。
」
そこで先生は言いました。
「それでは帰って、ブ

しばらく考えていた先生は言いました。
「帰る途中

タを放してやりなさい。次の日曜日に会いましょ

で、農家に立ち寄ってブタを一匹買いなさい。そ

う。
」

してそれを家に持って帰りなさい。また来週会い
ましょう。
」
この男は耳を疑いました。
「ブタを家で飼うので
すか？」
「その通り。私の言う通りにしなさい。では次の
日曜日に会いましょう。
」

一週間してこの中年の男が晴れ晴れとした様子
で、鼻歌まじりでやってきました。
「先生、人生は素晴らしいです。毎日一瞬、一瞬

私が
ダウンタウンの
バス停で
行先を
確認した
見知らぬ

を満喫しています。ブタはいませんし、
家族はたっ

中年の男女の

たの九人です。
」

男の方は

合掌。なもあみだぶつ。

奇妙なことに
私と

My Story

同じように
黒いコートを着て

私の乳癌闘病記

黒いベレーを被っていた。

中田 有厘

日本で看護師をしていた私が奮起し、バ

超音波検査は初診から 3 週間後だった。胸

ンクーバーに看護留学に来て 10 ヶ月、すべ

の超音波を受けるのは初めてだった。よく

てが順調だった。学校に通うかたわらしてい

マンモグラフィーは痛いというが、超音波

た訪問介護の仕事も楽しく、来てすぐに今の

検査があんなに痛いとは思わなかった。アル

パートナーとも出会って一緒に暮らすように

ミフォイルを噛むときの痛みがおっぱいにあ

なった。日々の生活は楽しく、37 歳の今、人

る。検査中も、冷や汗をかきながらベッドの

生の中で一番幸せを感じていた。

上で悶絶していた。これは、良性じゃないか

ある日、ジムで走っていると、左の胸に違

もしれない。やっぱり癌なのか？ それでも、

和感があることに気づいた。恐る恐る触って

確信は持てない。きっといい結果に違いない。

みると、何か硬いものがある。私は看護師だ

とにかく、癌じゃないはず、物事はいい方向

し、今の女性は乳がんのリスクが高いのは前

に考えた方がいい――。

男が答える前に
目の綺麗な
ご婦人の方が
元気に
「ここですよ、１０番」と
元気に
教えてくれた。
（どこか妻に似ている）
と私は思った。
ハスが来たら、
「あれですよ」と
今度は
男の方が

からわかっていたから、毎日お風呂上りに自

数日後、検査結果を聞きに行った。顔色の

分でチェックしてた。なんで今まで気づかな

悪い若い医師は部屋に入ってくるなり「若い

かったんだろう。

から大丈夫だと思ったけど、癌でした。すぐ

指差してくれた。
丁寧に

背をこごめて

それから、インターネットや文献などを調

に追加で検査をしてほしい」と早口で言う。

べては、きっと良性のものだろうと思い込む

うそでしょ……。全然、考えていなかった

のに懸命だった。数日後、ウォークインクリ

医師の言葉。必死に英語を聞き取りながら、

バスに乗ったが、

ニックに行って医師に話をしたが、その医師

目からは涙が出てくる。私、死んじゃうのか。

の意見も、年齢的にも癌の可能性は低いので

こんなに人生で一番いいときに。死ぬなんて

その中年の男女が

はないかいうことだった。

怖い。

ところが、今まで痛くなかったのに、なぜ

クリニックを出ると、さわやかな日差しの

かその日から胸の痛みがひどくなり始めたの

中で色とりどりの草花が咲き乱れるバンクー

だ。なにか嫌な予感がして仕方なかった。今

バーの美しい夏だった。私は暗いトンネルを

までの人生の中で「嫌な予感」はよく当たっ

進んでいくような気持ちで、検査表をもって

たので、ますます不安だった。

指定された病院に向かった。

www.thefraser.com
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お礼を言って

とても親しく感じられて
（お互いに思い出せないだけで
どこかで知っている人）のような
気持がして
いつまでも
消えなかった。
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田中 裕介
The 8th Human Rights Film Festival
“16 Bars” —鉄格子の中のラッパーたち
鉄格子の内側にカメラを持ち込んで収容者の

ラッパーの生活を追ってい

更生プログラムを追う記録映画である。タイトル

る。

の「16 バー」とは刑務所の「鉄格子」のバーと、
楽譜の「16 小節」のバーを架けた題名だ。英語
の「be tried at the Bar（裁きを受ける）
」も想起
させる。

囚人たちの魂のノリ
長期の受刑者には驚くほ
ど読書家が多いという。
「読

見終わった後、ムショとシャバの間にあったは

サム・バスリック監督「16 Bars」
：歌うガーランドと見つめるスピーチ（右）

				

(photo:HRFF)

みかけの本を残して出所し

ずの「鉄格子」が一瞬消え失せたように感じた。 てはいけない」
（プリズン・ブック・クラブ）と

をパロって、子供たちが可愛らしく軽快に演じ

逆に、何気ない日常にも法律という見えないバー

いう再犯者の格言がそれを示してる。現実社会

ていたように見えただけだったが、それが瞬く

が仕掛けられていることが見えてきた。いきなり

よりムショに戻って読書三昧する方がより現実

間にラップに成長した。

ガチャンと手錠がはまったが最後、誰でも簡単に

的な選択なのだろう。刑務所の住民たちは、ポッ

そして 2000 年にはエミネムと自称する白人

鉄格子の内側に追いやられてゆくのである。日本

ドと呼ばれる食堂兼集会場で自分の物語をラッ

ラッパーが、
グラミー賞（
「ザ・マーシャル・マザー

でも著名芸能人の薬物使用による逮捕がそれだ。 プに乗せて語り出した。それを他者と共有する

ズ LP」
）を獲得するまでになった。黒人文化が米

米国では 100 人に 1 人が投獄歴があるという。

国の大衆文化に昇格した瞬間だった。

この映画の主人公たちが証明しているのは、何

ことでハーモニーが自然発生する。言葉の韻律
は「ノリ」となり、大勢でそれをすると「祈り」

度裁きを受けても実は被告も社会も何も変わっ

になる。映画の中で、刑務所の中のラッパーた

てはいないという、人間が人間を裁くことの不毛

ちはその「ノリ」で「祈り」を行なっている。

ラップは短歌か
すでに、ロックはクラシックになり、ヒップ

さかもしれない。米国は、世界で一番再犯率が高

「もし俺が、若い頃に戻れるんなら、あんなま

ホップが若者の音楽となった感がある。困った

く、受刑者 2 人に 1 人は再犯者となる。元受刑

ねは二度とはしない…」とラッパーが歌うと皆

ことに、ラップは音符に置き換えられない。ロッ

者の 3 分の 1 が出所の半年以内、3 分の 2 以上が

がそれに頷くようにハミングで和してゆく。指

ク世代にはどうにも馴染めないのだ。ラップは

3 年以内に再逮捕されているという。全世界の囚

導者スピーチは「タイム（刑期）は恐ろしい武

単語と単語の「間」と抑揚で作り上げられるが、

人の実に 25％が米国人なのである。

器となって、お前がつまずくのを待ち構えてい

これはもしかすると、日本人なら誰でもできそ
うな俳句や短歌の類いかもしれない。

再犯者の多くが薬物がらみである。病みつきに

る」という歌詞には、彼らが刑期を終えて「シャ

なると心理の連鎖を断ち切れるのは本人自身で

バというシュールな世界に戻った時に直面する

あって、裁判官ではない。人間の知性は、国家と

恐怖と絶望感が漂っている」という。

日本の古代歌謡は、日本語に備わる音楽的韻
律を祖先が発見し何百年もかけて作り上げたも

法律＝社会正義の名前で人間が人間を裁く裁判

スピーチは彼らの音楽をプロ並みのレベルに

のだが、たとえば、奈良時代の社会派歌人の山

制度を作り上げたが、投獄率が上昇しても犯罪率

引き上げ、レコード化して売り出すところまで

上憶良が読んだ「貧窮問答歌」など、ラップに

は下がらない。どうすれば再犯は防げるのか。再

導いた。その中の一曲の “ Lay My Burden Down”

すれば、もしかすると「今風」に聞こえそうだ。

犯を誘引する落とし穴が「疎外感」
、
「孤立感」で

は実にビルボード 100 位内に入ったというから

現代でこれに匹敵するのは、吉幾三の「俺ら、

ある。都市部で犯罪が多いのは、個々が分断され

驚く。どこにでもいるはずの囚人たちに、自分

東京さ行ぐだ」かもしれない。
「…テレビもねぇ、

「共同体意識」がないことに起因する。社会復帰

の物語を書き上げラップにするというとてつも

ラヂヲもねぇ」と連ねるサビはラップのノリだ。

とは名ばかりで、ムショ帰りにとってシャバは

ない潜在能力が備わっていた。さすが元祖ヒップ

黒人たちは英語に内在する韻律を、瞬く間に伝

かぎりなく砂漠に近いのだ。水を求めてさまよ

ホップの国だなと思う。米国人たちはラップが

統的な詩から解放して 16 ビートにのせて世界に

い歩く先に、見えてきたオアシスが刑務所であっ

登場してから数世代にわたってライム（韻）を

広めたのである。

ても不思議ではない。

踏んだ歌詞を書き上げる能力を培ってきたのだ

「孤立」という心理状態は、実は社会＝他者と

ろう。

さて、4 人の監獄ラッパーたちは出所後どう
なったか。白人のガーランドだけは立派に更生し

向き合って立ってはいない。それに背を向けて

1970 年代の後半に、数日マンハッタンを歩き

たが、残り 3 人の黒人はシャバとムショの間を

蹲っている状態である。多くの場合、
「自立」す

回ったことがある。ミュージカル「コーラスライ

彷徨っている。黒人ラッパー・スピーチはこの

るには他者の助けが必要になる。そこに「愛情」 ン」が大人気だった頃だ。ところが、そこで目

背景に米国社会の差別の根深さを見ている。
「白

というボンド、接着剤、糊のようなもの、つまり

にしたのは 42 丁目界隈の歩道で、
黒人の子供（せ

人たちは間違って黒人を撃ち殺しても、正当防

本人と他者をくっつけるメディアが必要なので

いぜい 10 歳前後）たちが７、８人でステップを

衛だ、
許せと迫ってくる。だが、
黒人が白人を撃っ

ある。その一つとしてバージニア州の刑務所では

踏みながら伴奏なしで繰り広げる不思議なコー

たら、決して忘れるな、と言う」と語る。レイ

「ラップ」が使われている。ラッパーとして知ら

ラスだった。今振り返ると、
この大道芸人たちは、 シズムの根は確かに深い。だが、若者たちは逆

れるスピーチことトッド・トーマスが刑務所内に

見事なまでに白人主流のブロードウェー・ミュー

にその現実を逆手にとって、絶えず人種を超え

録音スタジオを設置し、囚人たちがラップをクリ

ジカルのアンチを提示していたと思う。当時は

た新しいモノを一緒に創造しているようにも思

エートするのを指導した。囚人の多くが自主的に

まだシンプルでゴスペル教会の牧師がする、韻

えるのだが、どうだろう。

コーラスで参加している。映画は卓越した４人の

を踏んだフレーズをつなげていく説教スタイル
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御伽草子
ぞ

梵天国

と

し

さったのでは）
と 、心 細 く 抑 え き れ な い お 気 持 ち に な ら
れるのであった。

広滝 道代
思
( 案する時間がほしい )
と も、 胸 痛 く お 思 い に な り、 す ぐ に

ま し て、 大 層 心 細 く お 案 じ 申 し あ げ て

ないことをむやみやたらと思い浮かべ

と に お そ ろ し げ に 申 し て い ま す が、 わ

「 日 本 で は、 天 の 鳴 神 だ、 と て、 ま こ

などと、お思いになる。

は打ち明けることができずにいらっ

おりましたが、…」

た し の 梵 天 国 で は、 た い し た も の で は

体 な 仰 せ が く だ っ た こ と と、 縁 起 で も

しゃったが、この宣旨をちらと話して、

な ど と、 お 心 く ば り の ほ ど を お っ し ゃ

ありません」

な ど と、 正 面 き っ て で は な い が、 ま こ

お心をおさえられながら

姫君のご様子をみてみたい気もあった。

りながらも、
「 ま あ、 こ の よ う な お 言 葉 を 賜 り、 何 も

とに心をこめて中将へのお心配りを述

ついに、

かも前世からの約束事でございましょ

べられる。

「 ど う ぞ ご 遠 慮 な さ ら ず、 わ た し く に、

雷。笛吹 聲の昔話 では、殿様の 難題とし て、

う。 そ れ に し て も 限 り あ る 人 の 世 で す

「 天 の 鳴 神 は、 梵 天 国 で は 賦 役 な ど を

おっしゃってくださいませ」

灰縄千把、打たぬ太鼓の鳴る太鼓、雷神など

から」

おかけになった。

「 ど う し た わ け か、 帝 は、 雷 さ ま 天
(の

があげられ、天の鳴神だけが一致する。雷に

や さ し く 、気 づ か わ し 気 に 姫 君 が 声 を
ふさぎこんでいらっしゃる中将は、

督 促 す る 係 と い っ て、 ほ ん の 下 働 き に

弓矢を帯びて伺候し、紫宸殿には近衛府が詰

の宣旨は今まで以上にほんとうに無体

こ
( のようなことにお心が乱れていらっ
し ゃ る の も 無 理 も な い こ と。 こ の た び

と、お心が動く。

)
嘆
( き沈んでいらっしゃる理由がわかっ
て み れ ば 無 理 な い こ と で、 な お、 つ ら
い… )
と、ご想像なさって、涙ぐまれる。
姫君は、

た。

（つづく）

と、 御 殿 の 広 々 と し た 縁 に お 出 に な っ

姫 君 は、 そ う お っ し ゃ っ た か と 思 う

「どうぞご安心なさいませ」

と、付け加えられた。

「すぐさま呼び寄せますから」

姫君は、微笑みながら、

となさる。

は、励ましてくれる )
中 将 は、 ご 推 量 に な る と、 少 し ほ っ

あ
( あ、 な に か に つ け て、 お ね ん ご ろ
な 支 え を か さ ね が さ ね い た だ き、 姫 君

と、中将にご説明になる。

すぎぬものでございます」

と、お慰め申し上げる。

めて鳴弦を行った。当時の人々は雷に対して

な も の で、 そ れ を お 聞 き に な っ て か ら

では、清涼殿には近衛の大、中、少将以下が

霊的な人知を超えるものという見方をしてい

ほんとうにお気の毒なこと…
る の で は、 と 気 が か り な、 ま す ま す 心

元気もないご様子であったのだ。ああ、
たもの を) 連れてこい、
との仰せなのです」
などと、ありのままに口になさる。

お胸のうちでは、

対して、古来、鬼の姿で想像されていて、雷

しかたのないことなのだよ」
と、嘆きに沈んでいらっしゃる。
自
( 分の心から進んでこのようになった
ことではないが、なさけない運命よ。
と 、考 え 込 み な が ら 中 将 は 、ま す ま す お
心 が 落 ち 着 か ず 、ま こ と に つ ら い 、お 心
持ちであった。
談するわけにはいかない）

細く中将の身をお案じなさるご心中で

姫 君 は、 思 わ ぬ 方 へ と 事 が 進 ん で い

な ど と、 お 心 を か た め ら れ て い た の で

鼻 声 に お な り に な り な が ら も、 こ の

わ
( たしまでもが嘆き悲しんでしまいど
うしようもないというふうをお目にか

)

ま ま に し て お く こ と が で き な く て、 つ

になるだろうから、…

け て は、 い っ そ う ご 心 配 を か け る こ と
「 わ た く し は、 こ の た び は、 い よ い よ 無

とめて明るく、

と、涙をおふきになる。

「なんともご同情にたえません」

はあったが、

こ
( のままでは姫君を心配させるだけに

持ちになられるのであった。

なってしまう )
な ど と 、た ま ら な く ど っ ち つ か ず の お 気

お胸では

と 、や は り い じ ら し く て な ら な い の で 、

あ っ た が、 姫 君 の ご 様 子 を ご 覧 に な る

（このたびのことは姫君にはとうてい相

鳴の激しいとき、内裏に設けられる警護の陣

「 あ り が た い こ と だ が、 打 ち 明 け て も、

)

（その十五）

う

（ 帝 は、 何 か 困 っ た こ と を お 言 い つ け な

姫君は、

ぎ

ぼ
ん
て
ん
こ
く
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第 45 回

IV. ニプタイ

キロス田中桜子

遅れてきた、津軽アイヌ
青木愛子フチ、最後のイコインカラクル
５．イム (2)

意識状態において他者の質問に答える短い憑依

イムの第二義は、一般的に学者が使っている

人前のトゥスクルの承認を得るか、長老に頼ん

現象に見える。フチのイムには「先走りのイム」 でイニシエーションの儀式を受けなければなら

もので、ある特定の刺激に対する一種のヒステ

と自ら表現したものもあり、それは対座する相

ない。このことは、そう簡単ではないのである。

リー反応であり、何かに驚いたときに発作的に

手の考えていることや、これから言おうとする

(Munro 1963 p.109, Irimoto 1997 p.35)

行動する特殊な病的症状を指す。(Uchimura et

こと、または質問されない問いにイムでその考

このように、イムとトゥスは場合によっては

al.

えを言い当てたり、相手が言おうとしているこ

極めて近いものだが、イムフチとトゥスクルは

1938)。その「病的症状」には二種類あり、一

とを先に言ってしまったり、質問される前に答

役割が大きく異なる。しかし、もしイムフチが

つは人が右と言えば左、左と言えば右という

えてしまったりするタイプのイムがある。この

そのままで留まったとしても、アイヌ社会はそ

具合に全く外来の刺激に従わず反抗するよう

意味で、イムとトゥスはとても似ているが、イ

れを受け入れ、その役割を認めている (Irimoto

な対応を示す能動的な拒絶症、
「命令的拒絶症

ムはトゥスシノッチャのようなまとまった歌語

1997 p.36)。 ともかく、愛子フチの場合は古典

（imperative negativism）
」
、もう一つは ｢ 反響症

りの表現を借りることはないようである。だが、 的なイムをするトゥスクルだったのだ。

状 (Echosymptome)」で、これには相手の言語

もしこの最後のタイプのイムがもともとのイム

をそのまま繰り返す「反響言語 Echolalia」と相

であると解釈するならば、イムとトゥスの境界

手の動作をそのまま真似る
「反響動作 (mirroring」 がある意味で曖昧になる。シャーマンの「跳躍」

６．イコインカラクル

とがある。例えば、樺太アイヌのイムには反響

は「理性的な」通常の意識からシャーマニック

動作の例が多い。初めて氷上でアザラシを射当

ステートと呼ばれる変容意識状態への超越的な

れ・そのことを・見る・尊い人物」という意味。

てて喜悦のあまり突然イムを起こして、のたう

ジャンプを示唆する。私自身、北海道のアイヌ

萱野茂氏は以下のように説明している。

ちまわるアザラシを射当てて喜悦のあまり突然

の女性と会話をしたなかで、しばしイムとトゥ

イムを起こして無意識にその真似をやっていた

スが同じ意味で使われているように感じた。

例や、また空を飛ぶ飛行機を見た者が自分もそ
の様を真似た報告もある。

しかし、煎本の報告によれば、イムとトゥス
は明らかに異なるようである。イムをしている

私見であるが、第一のイムも第二のイムも、 と、回りのものは大らかに笑って受け止めるが、

イコインカラクル（I-ko-inkar-kur）とは、
「そ

エタ

カスレ

ヤイトレンペ

イコインカラクル

アナクネ

ネ

ヤッカ

イナウ

レ

プ

ヒ

ネ

トラノ

ク・ヌカラ

エヤム

ぺ

ポオンペポ
ア・プマコ
ペ

ネ＝ 特

とりたてて「病気」扱いするほどの現象でもな

トゥスは真剣に受け止められる。さらに、イム

別に自分自身の憑き神を大切にする者が産

い場合が少なくないように思われる。例えば前

とトゥスは文化的な役割が異なり、イムは一時

婆なので、わずかでもイナウとともに報酬

者の場合、ティーンエージャーや、ある種の若

的な「蛇憑き」によって起こると考えられてい

をあげるものであることを、私は見たもの

者のグループアイデンティティに欠かせないス

るが、トゥスはシャーマンの行う、いわばより

である。
（萱野 1996 p.51).

ラング的な表現にもケースが似ているように思

正当なシャーマニズムの具現とみなされるそう

えるし、また後者の場合も、ドラマチックな表

である。イムとトゥスのもう一つの違いは、イ

愛子フチの母ウコチャテクは二風谷で最も尊

現によって喜怒哀楽をおおらかに表すことは、 ムをするものは自分でそれをコントロールする

敬されたイコインカラクルで、兄弟姉妹のなか

むしろ人間の本能であって、クールな現代人で

ことが出来ないがイムをしていることを本人は

からただ一人その母から愛子フチはイコインカ

さえ羽目をはずして良い場所では突飛な行動が

自覚しかつ後で覚えているが、トゥスクルは忘

ラを継承した。幼いころ、ウコチャテクは愛子

しばしば許されるし、子供たちが日常行ってい

我状態に陥ることが多く後になって何を言った

を背中に背負って産婆の仕事に出かけた。やが

ることでもある。しかし、第三のイムは性質が

のか覚えていないと言う。

て成長するにつれ愛子は、家に残るように言わ

違っているようだ。それが病的であるかどうか

イムを行う者は（女性）
「イムフチ」とか、
「蛇

れても、母についてゆくようになり、十二歳の

は、他者や自らに害を与える性質のものかどう

に憑かれた女（トッコニフチ、トッコニバッコ」 とき、始めて母からイコインカラクルの知識を

かで大きく分かれると私は考えるが、最後のイ

と呼ばれる。(Akimoto 1932 p.1, Kubodera 1938

授けはじめる。十三歳の時肺結核にかかり、他

ムは「シャーマン」のイムのようである。

p.10, quoted in Irimoto 1997 p.35)。煎本によれ

の子供たちと遊ぶことを禁じられたため、森林

英雄詞曲に表れる最も古いイムの意義

ば、もし誰かがイムをするようになれば、それ

や川べりで一人で遊ぶことが多く、また学校に

は、 巫 者 が 変 容 意 識 (ASC, altered state of

が誰かを真似たものであっても継承したもので

も通うことができなかった。このため、愛子フ

consciousness) に入って反射的に行う跳躍を意

あっても、彼女には二つの選択肢がある。一つ

チは文字を書くことも読むことも学ばなかった

味するという。この意義を伝える第三のイム

はトゥスクルになること、もう一つはイムフチ

のだ。

は、トゥス状態に入る前とその後で起こるもの

にとどまることだ。そしてもしイムフチに留ま

			

だ。
「跳躍」は実際に飛び上がる行為を伴う場合

るなら、精神異常をきたすかも知れないという。

もあるが、例えば愛子フチの場合しばし、変容

だがイムフチがトゥスクルになるためには、一
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いずみのトクだね

はせがわ いずみ（ハリウッド通信社）

buzz buzz Hollywood
ブラピ、 埼玉で日本を満喫 ?!

エリオット、 E.T. と再会 !!
映画『E.T.』で宇宙から来た E.T. と心を通わす

13 年ぶりに来日公演を行った U2 のライ

主人公エリオットを演じたヘンリー・トーマスも今

ブにブラッド・ピットがお忍びで観に来て

や 48 歳。近年は出演作も少なく、スポットライト

いたことが分かった。

から遠のいていたが、昨年からＴＶシリーズ『The

９月に映画『Ad Astra』のプロモーショ

Haunting of Hill House』に出演しているのに続き、映

ンで来日した際には、１日前乗りして日本

画『The Shining』の続編となる『Doctor Sleep』にジャッ

を楽しむハズが台風の影響により仕事三昧

ク・トランス（
『The Shining』でジャック・ニコルソ

で終わってしまい、
ジャパンプレミアで「次
は完全にオフで来ようと思う」と言ってい

ンが扮した役）として登場している。
photo: Yurina Abe

そんなヘンリーが久々に E.T. と再会した。ケーブ

photo: Izumi Hasegawa

たのを実現したようだ。

ルテレビとインターネットプロバイダー、Xfinity のＴＶコマーシャルでのこ

さいたまアリーナで行われた公演に来た観客はさぞ驚いただろ

と。パパになったエリオットが家族と一緒に暮らす家に E.T. がやってくると

う。観客席に座るブラピの姿を撮影した写真がツイッターに上がっ

いうストーリーで、エリオットが E.T. と出会ったのと同じ年頃になる息子と

ていた。また、同公演には元ＮＢＡ選手のトニー・パーカーも来

その妹が E.T. を最初に見つけ、エリオットが旧友と再会する。もちろん（！）

ており、楽屋で一緒に撮影した写真を自身のインスタグラムにアッ

空飛ぶ自転車に乗るシーンもある。

プしている。

お約束な展開ではあるものの、元ネタとなる映画のファンにとっては

ちなみに同公演で U2 は、Facebook のライブ配信を通して、衛

ちょっとホロリと来るこのコマーシャル。動画はネットにあがっているので

星ラジオ局 SiriusXM とのコラボとなる U2 専門チャネルを立ち上げ

ファンは必見 !!

ると発表した。

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会ではみなさ
まの川柳を募集していま
す。お隙間ときに、お隙
間 だ け 書 い て、 ふ れ い
ざー宛てに郵送または電
子メールにてお送りくだ
さい。短歌や俳句も是非
どうぞ！ ※作品は、あ
ちこちのページの隙間に
掲載させていただきます。

投稿規定
投稿は 2000 字以内でお願いします。事情により掲載されない場合、また、お送りい
ただいてもすぐには掲載できない場合もございますので、ご了承ください。筆者名は
実名、ペンネームいずれでもかまいませんが、お送りいただく際は実名とご連絡先の明
記をお願い致します。なお、投稿の内容は、弊誌の意見を反映したものではありません。
送り先 :

POBox 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC Canada
または info@thefraser.com

ふれいざー主な執筆者（五十音順）
○阿川 大樹（あがわ たいじゅ）
： 日本推理作家協会会員。東京生まれ横
浜在住。劇団「夢の遊眠社」創立メンバーのひとり。第 16 回サントリーミス
テリー大賞優秀作品賞、第 2 回ダイヤモンド経済小説大賞優秀賞を受賞。著
書に『覇権の標的』
（ダイヤモンド社／刊）
『
、Ｄ列車でいこう』
（徳間書店／刊）
など。公式サイトは、http://agawataiju.com
○阿部山優子 MA, BSN（あべやま ゆうこ）
： 日本とカナダの Registered
Nurse ( 正看護師）
。カナダの病院 ( 外科）に 6 年勤務。Financial Advisor。
ニコニコホームケア代表。
○上田 麗子（うえだ れいこ）
： 料理研究家、エッセイスト、消費生活
コンサルタント。子供と食事や家庭生活についてのアドバイサーとして
も定評がある。ＮＨＫ福島、福島テレビにレギュラー出演。著書多数。
○樺島 忠夫（かばしま ただお）
： 旧満州（中国遼寧省）撫順生れ。国語学者。
大阪府立大学名誉教授。著書に『文章構成法』
『福武国語辞典』他多数。
○川路 広美（かわじ ひろみ）
： 1934 年鹿児島市生れ。中央仏教学院予科・
本科を経て龍谷大学入学。25 歳で浄土真宗ハワイ開教区に赴任。ハワイ本派
本願寺別院の輪番を勤めて引退。キングレコード作詞大賞受賞。ハワイ在住。
○キロス・田中桜子（きろす たなか さくらこ）
： 歴史家、言語学者、自
閉症児などを対象とした行動療法の臨床家。1995 年現代詩人アンソロ
ジー賞新人賞授賞。 2000 年カナダ日本文学賞受賞。
○田中裕介（たなか ゆうすけ）： 札幌市出身。早稲田大学第一文学部卒

www.thefraser.com

業。元日系ボイス・マネージング・エディター。トロントで
「語りの会」
主宰。
訳書に「ほろ苦い勝利」
（現代書館）
、
「暗闇に星が輝く時」
（朔北社）等。
〇中島 和子（なかじま かずこ）
： トロント大学名誉教授。著書に『バイ
リンガル教育の方法ー 12 歳までに親と教師にできること』
（アルク）
、共
著に『言語マイノリティを支える教育』
（慶応大学出版会）ほか。
○中根 雅夫（なかねまさお）
： 国士館大学政経学部教授。1996 年４月か
ら１年間、ＳＦＵに客員研究員として赴任。横浜国立大学を卒業後、筑波
大学 大学院修了。神奈川県川崎市在住。
○西村 咲弥
（にしむら さくや）
： カナダ在住 20 年。翻訳家・エッセイスト。
名前からはわかりませんが、女性です。
○はせがわ いずみ： ハリウッド通信社代表。izumihasegawa.com。取
材したセレブは 5000 人以上。LA 記者クラブ南加ジャーナリズム賞国際コラム
ニスト・批評家賞受賞。ウェブマガジン WhatsUpHollywood.com も運営中！

○広滝 道代（ひろたき みちよ）:
平安女学院大学教授。著書『手紙が書
ける』
（勉誠出版）
、共著に『手紙の技法』
（日本語文章能力検定協会）
『日
本語力』
（角川書店）
、
『国語科教育の理論と実践』
（現代教育社）
『効果的な漢
字・語彙指導の着眼点』
（光村教育図書）
『文章構成の基本大事典』
（勉誠出版）
。
○ Raymond Tomlin（レイモンド トムリン）
： バンクーバー在住の映画
評論家。フリーライター。エンターテイメント情報誌編集者。
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"Fraser Monthly" distribution list 『月刊ふれいざー』は以下のところに置かせていただいております。
Toronto Downtown
● bespoke
647-346-8468 130 Cumberland St.2ndF Toronto
● Brand New Way Toronto
416-920-0123 14A Isabella St. Toronto
● Chura Hair Salon
416-979-5405 161 Baldwin St. # 4 Toronto
● Consulate-General of Japan In Toronto
416-363-7038 #3300 77 King St.W. Toronto
● DF SALON
416-966-6703 26 Cumberland St. Toronto
● Don Don Izakaya
416-492-5292 130 Dundas St. West, Toronto
● H.I.S. Canada Inc.
416-216-0937 65 Queen St.West. #212 Toronto
● Hikaru Dental Clinic
416-593-6868 27 Carlton St. #300 Toronto
● Hokkaido Ramen Santouka
647-748-1717 91 Dundas St. East Toronto
● ICHIRIKI JAPANESE RESTAURANT
416-923-2997 120 Bloor St. E #103 Toronto
● kamiya Downtown
416-916-1868 220 Victoria St. Unite101 Toronto
● Kingyo Toronto
647-748-2121 51B Winchester St. Toronto
● KINKA IZAKAYA Church
416-977-0999 398 Church St. Toronto
● KINKA IZAKAYA Bloor
647-343-1101 559 Bloor St. West Toronto
● KINTON RAMEN 1
647-748-8900
51 Baldwin St, Toronto,
● KINTON RAMEN 3
647-350-8666
402 Queen St. West, Toronto
● KINTON RAMEN 5
647-348-8555
396 Church St. Toronto
● Kodomoen Child Care Centre
416-599-2426 c/o Knox Presbyterian Church630 Spadina Ave.
● KVB Kunlum
416-646-9188 130 King St. West #3600 , Toronto
● Maple Education Consulting
416-962-8868 778 Yonge St. Suite200 Toronto
● Milestone Canada
647-473-2409 615 Yonge St. Suite402
● Mobile consulting
416-924-4445 50 Cumberland St. Toronto
● Nami Restaurant
416-362-7373 55 Adelaide St. E Toronto
● NCA Language School
416-228-0002 50 Cumberland St. 2F Toronto
● Nohohon Tea Room
416-603-2366 467 Queen St. West,Toronto
● PhoneBox
416-712-1847 2D Dundonald Street Toronto
● Ramen Isshin
416-367-4013 421 College St. Toronto
● Ramen Raijin / The Kushi Group
647-748-1500 3 Gerrard St. East Toron to
● RYUS NOODLE BAR
647-344-9306 33 Baldwin St. Toronto
● sansotei ramen
647-748-3833 650 Yonge St. Toronto
● Sansotei Ramen
647-748-3833 Dundas St. West,Toronto
● seefu hair salon Spadina
416-260-9994 106-222 Spadia Ave. Toronto
● seefu hair salon Yorkville
416-921-0111 120 Cumberland St. Toronto
● Sushi Bar SHUSHIYA
647-352-9456 193 Carlton St. Toronto
● Tac-TiQ hair salon
647-961-0561 561 Bloor St. West 2nd Floor
● The Japan Foundation
416-966-1600 2 Bloor St. E. Suite300 Toronto

38

月刊 ふれいざー Toronto

January 2020

● Toronto Manga Kittsa/BRAND NEW WAY
416-920-0123 14A Isabella St. Toronto
● Touhenboku Ramen
416-551-6800 2459 Yonge St. Toronto
● Y LIU LAW FIRM
416-366-6611 1101-390 bay St. Toronto
● ZAKKUSHI on Carlton,Toronto
647-352-9455 193 Carlton St. Toronto

Toronto Midtown
● Education Prime
416-485-0760 20 Eglinton Ave. E,Suite392
● Fin Izakaya Eglinton
647-347-3864 55 Eglinton Ave. E. Toronto
● QlSeeker Canada Inc.
416-929-6660 150 Eglinton Ave. E Suite603 Toronto
● Rook Education Canada Inc.
416-546-7665 2 St. Clair Ave. W.Toronto
● The Japanese School of Toronto Shokokai Inc.
416-656-4822 115 Win0ra Dr.,Toronto
● Tohenboku Ramen
416-596-8080 261 Queen St. West,Toronto
● Tokyo Acupuncture and Shiatsu Clinic
416-488-8414 2350 Yonge St. 2nd Floor Toronto
● WILL Education Consulting
416-916-0909 1 Eglinton Ave. E.Unit C200 Toronto
● Winz
416-485-8074 36 Eglinton Ave. West.Suite 305 Toronto

Toronto West
● Access Canada Ryugaku Centre
416-597-6914 2340 Dundas St. West.Toronto
● Dr. David Okamura
416-733-0060 12 Finch Ave. West, Toronto
● KINTON RAMEN 2
416-551-8177 668 Bloor St. West, Toronto
● KINTORI YAKITORI
416-551-7588 2nd Floor, 668 Bloor St. West, Toronto
● Ryoji Ramen & Izakaya
416-533-8083 690 College St. Toronto
● SANKO Japanese Foods&Gift Shop
416-703-4550 730 Queen St.West,Toronto

Markham,Richmond Hill
● ena Toronto Markham
905-604-2433 7170 Warden Ave. Unit15 Markham
● Green Tea Lounge
905-944-9669 3161 Steeles Ave. E. (J-Town) Markham
● izakaya Ju
905-474-1058 3162 Steeles Ave. E. (J-Town) Markham
● JF Insurance Agency Inc.
905-707-1512 15 Wertheim Court,Suite501,Richmond Hill
● J-Town
905-305-0108 3159 Steeles Ave. E.,Markham
● Niwatei
905-513-6492 3163 Steeles Ave. East (J-Town) Markham
● OCS Japanese Bookstore
905-415-0611 3160 Steeles Ave. East (J-Town) Markham
● Studio T
905-475-4247 3164 Steeles Ave. East(J-Town) Markham
● Tokyo Wellness Clinic
905-305-0639 3165 Steels Ave East (J-Town), Markham
● Y Liu Law Firm
416-366-6611 32 South Unionville Ave. #2000-2002,Markham
● Zen Japanese Restaurant
905-604-7211 7634 Woodbine Ave. Markham

North York
● Aoyama Sushi
416-494-7373 2766 Victoria Park Ave. North York

Fraser Monthly Toronto

● balance
416-533-8083 690 College St. Toronto
● Empress Walk Dental Practice
416-250-8000 5095 Yonge St. Unit A1 North York
● Hakata Shoryuken Ramen
416-733-3725 5321 Yonge St. North York
● Ikebata Nursery School
416-510-1441 6 Garamond Court. Don Mils
● Japanese Canadian Cultural Centre(JCCC)
416-441-2345 6 Garamond Court,Toronto
● kamiya Uptown
416-226-4323 5585 Yonge St. Unit A North York
● KINKA Izakaya North York
647-346-6246 4775 Yong St. North York
● KINTON RAMEN 4
647-350-8666 5165 Yonge St. North York
● Koyoi North York
647-559-7380 5347 Yonge St. North York
● Mr.Tonkatsu North York Branch
647-729-6161 6048 Yonge St. North York
● Nisshu Gakuin ,Japanese Language School
416-526-4123 81 Ranleigh Ave. Toronto
● Toronto Buddhist Church
416-534-4302 1011 Sheppard Ave. West Toronto
● Toronto Japanese Association of Commerce
416-360-0235 20 York Mills Road, Suite 122, Toronto

Mississauga
● JFC International(CANADA) INC
905-629-0993 1025 Kamato Rd. Missisauga
● Kintetsu International Express(Canada) Inc.
905-670-8710 1450 meyerside Dr.Suite 305 Mississaga
● Nippon Express Canada Ltd
905-565-7525 6250 Edwards Blvd. Mississaga
● Nissin Transport(Canada)Inc.
905-361-0750 5598 McAdam rd. Mississaga
● OCS Canada
905-677-6727 7485 Bath Rd. Mississaga
● Yamato Transport U.S.A. Inc
905-677-2022 6330 Viscournt Rd. Mississaga

Others
● Ginko Japanese Restaurant
416-248-8445 655 Dixon Road Etobicoke,ON
● Hamilton Nohongo-kyoshitsu Himawari
905-815-1967 345Upper Middle Rd E Oakville
● Kimura Enterprise Company/Ginko
647-226-8188
● Kokugo Kyoshitsu Japanese Language School
416-231-8891 80 Bowmore Rd. Toronto
● Momiji Health Care Society
416-261-6683 3555 Kingston Roard Scarborough
● mon K patisserie
416-696-8181 1040 Coxwell Ave. Toronto
● Nikka Gakuen
705-484-0187 200 Fundy Bay Blvd. Toronto
● Sandown Market(West Store)
416-259-8260 826 Browns Line Etobicoke ,Toronto
● ShowFlexInternational
416-977-6849 30 Canmotor Ave. Toronto
● Suzuki Shiatsu
416-691-7105 2373 Queen St. E,Toronto
● Toronto Japanese Language School
416-444-9466 18 Orde St. Toronto
● Yusen Logistics(Canada)Inc.
905-458-9622 261 Parkhurst Sq. Brampton

Montréal
● Kinka Izakaya
514-750-1624 1624 Rue Ste-Catherine O , Montréal

We are 27 years old!

昨年チュウはたいへんお世話になりま
した。みなさまにとってもぼくたちに
とっても、なかなか大変な年でしたね。
今年こそは少しでもよい年になりますよ
うに。
今年はぼくたちの年です。ぼくたちは
あんまりみなさんに好かれていないみた
いですが、本当はぼくたちも、みなさん
のためにとってもたくさんの役にたって
るんですよ。
地球の未来はぼくたちみんなの未来で
す。ぼくたちができることは少ないです
が、一緒になにをすべきか、考えていき
ましょう。
みなさんが作ったことわざに、
「時にあえばネズミもトラになる」という
のがありますね。
ぼくたちは、なるべくみなさんにご迷
惑をかけないように、でも、今年こそは
トラになって、できるだけのことをしよ
うと思っています。

昨年、ぼくたち動物仲間のために尽く
してくれた皆様に御礼申し上げます。
今年も宜しくお願い致します。

二〇二〇年 元旦
今年のどうぶつ代表
チュウ太郎

あけまして
おめでとうございます

「その国の偉大さと道徳的進
歩は、動物がどのように扱
われているかで推し量るこ
とができる」
――Mohandas Gandhi
（マハトマ・ガンジー）

North Toronto Cat Rescue
(905) 940-CATS (2287)

ノース・トロント・キャット・レスキューはNo Killがモットー。
現在約250匹の猫たちを収容し、
里親先を探しています。どんな猫たちも安全で思いやりに満ちた環境の中で幸せに生きる権
利があるという信念のもと、私たちは日々その理想を現実にすべく献身的に働いています。

里親募集！
ボランティア募集！

寄付をお考えの方は下記まで。（TAX レシートが出ます）
チェックの宛先：North Toronto Cat Rescue
郵送先住所：Fraser Journal Publishing
P.O.Box 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6

お送りいただいたチェックは責任もって North Toronto Cat Rescue にお渡しします。

Registered Canadian Charity：Number 83607 9673 RR0001

所在地がわかると猫を捨てていく人がいるため、所在地は明らかにしないことをご了承ください。ご連絡はお電話にてどうぞ。
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Jan - Feb 2020
1/17
Bad Boys for Life

コメディ / スリラー
監督 : Adil El Arbi | Bilall Fallah
キ ャ ス ト : Vanessa
Hudgens, Will Smith,
Jennifer Badger,
Alexander Ludwig
両極端の二人の刑事
が、 コンビを組むのも最後と危険な捜査に乗り出す。

Dolittle

PG ファンタジー
監督 : Stephen Gaghan
Stars: Robert Downey
Jr., Tom Holland, Emma
Thompson, Rami Malek
お馴染み、 動物と会話
ができるエキセントリック
なドリトル先生の冒険を、 実写と CG を織り交ぜて超
豪華キャストで描くファンタジー作品。

The Last Full Measure

R 戦争
監督 : Todd Robinson
キ ャ ス ト : Christopher
Plummer, Samuel L.
Jackson, Sebastian
Stan, Ed Harris
ベトナム戦争に従軍し、
戦 場 で 60 人 以 上 の 兵
士を救った空軍医ウィリアム ・ ピットセンバーガーに
名誉勲章を与えるべく、 かつての同士や国防総省の
スタッフが奔走する。

1/24
The Gentlemen R アクション
監督 : Guy Ritchie
キ ャ ス ト : Matthew McConaughey, Charlie Hunnam,
Michelle Dockery, Jeremy Strong

ロンドンにマリファナ帝国
を築いたミッキー ・ ピア
ソンが、 ビジネスを売却
しようとしていると噂が立
ち、 それを奪おうと悪党
たちの間で、策略、陰謀、
贈賄、 恐喝など小競り合いが始まる。

Run

スリラー

監督 : Aneesh Chaganty
キ ャ ス ト : Sarah
Paulson, Pat Healy, Erik
Athavale, Kiera Allen
世界から完全に隔離さ
れて母親に育てられて
ティーンエージャーの女の子が、 母親の邪悪な秘密
を知ってしまう。

1/31
Gretel and Hansel

PG13 ファンタジー
監督 : Oz Perkins
キャスト ： Sophia Lillis,
Charles Babalola, Alice
Krige, Jessica De Gouw
昔々、 人里離れた村で
のお話。 幼い姉弟が食
料を求め、 暗い森に分け入っていくと……。

The Rhythm Section

サスペンス
監督 : Reed Morano
キャスト ： Blake Lively,
Jude Law, Sterling K.
Brown, Richard Brake
飛行機事故で家族を
失った女性が、 実は事
故ではなかったという事

The Turning

PG13 ホラー
監督 : Floria Sigismondi
キャスト : Finn Wolfhard,
Mackenzie Davis,
Brooklynn Prince, Mark
Huberman
メイン州の田舎でナニー
として働くケイトは、 フローラとマイルズという二人の孤
児の世話をすることになるが、 すぐに、 その子供たち
と家には暗い秘密が隠されていることに気づく。

The Last Full Measure

R 戦争
監督 : Todd Robinson
キ ャ ス ト : Christopher
Plummer, Samuel L.
Jackson, Sebastian
Stan, Bradley Whitford
ベトナム戦争に従軍し、
戦場で 60 人以上の兵
士を救った空軍医ウィリアム ・ ピットセンバーガーに
名誉勲章を与えるべく、 かつての同士や国防総省の
スタッフが奔走する。

実に気づき復讐に燃える。

The Traitor

犯罪 / ドラマ
監督 : Marco Bellocchio
キ ャ ス ト : Pierfrancesco
Favino, Maria Fernanda
Cândido, Fabrizio Ferracane
1980 年代初頭、 シチリ
アマフィアのドンたちはヘ
ロイン売買で戦闘状態にあった。 その一人でブラジ
ルに逃亡した Tommaso Buscetta を描いた実話。

The Assistant

R ドラマ
監督 : Kitty Green
キ ャ ス ト : Julia Garner,
Matthew Macfadyen,
Makenzie Leigh, Kristine
Froseth
大学を卒業し、 大手映
画制作会社でジュニア ・ アシスタントの夢の仕事を
手にしたジェーンだったが…。

安心 !!

日本語対応の

歯医者さん

Derry Dental Centre

www.empresswalkdental.com

January 2020
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Dr. Kazumi
M
s
.
5095 Yonge Street, Unit AI,
North York

Nagai,
Tomoko

Doris Ave.
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Derry Rod. E
Wildwood Park
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Empress
Dental
Empress Ave.
Yonge St.
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Etude Dr.
Goreway Dr.

Dr. Kazumi Nagai（日本語）
Dr. Marisa Pavone（英語）
3427 Derry Road East #200 Mississauga
Tel: 905-672-1662 Fax: 905-672-2099
（月）～（土） 予約はお電話にて

一般歯科
小児歯
科
クリー
ニング

Hillcrest Ave.

We are 27 years old!

2/7
Birds of Prey: And the Fantabulous
Emancipation of One Harley Quinn
R 犯罪
監督 : Cathy Yan
キャスト : Margot Robbie,
Mary Elizabeth Winstead,
Ewan McGregor, Jurnee
Smollett-Bell
ハーレイは、 犯罪者ブラックマスクから命を狙われてい
るキャスと出会い、 彼女を守るために戦いに身を投じる。

The Lodge

R ホラー
監 督 : Severin Fiala |
Veronika Franz
キ ャ ス ト : Richard
Armitage, Riley Keough,
Alicia Silverstone,
Jaeden Martell
冬のキャビンへとやってきたある家族だったが、 父親
が突然仕事に戻らなければならなくなる。 彼は、 自
分の子供二人をガールフレンドに預けるが……。

And Then We Danced

PG12 ロマンス
監督 : Levan Akin
キ ャ ス ト : Levan
Gelbakhiani, Bachi
Valishvili, Ana
Javakishvili, Giorgi
Tsereteli
National Georgian Ensemble で長年ペアを組んでト
レーニングを重ねてきたダンサーの Merab と Mary の
前に、 新たな男性ダンサー現れる。

Ordinary Love

R ロマンス
監督 : Lisa Barros D'Sa
| Glenn Leyburn
キ ャ ス ト : Liam Neeson,
Lesley Manville, Amit
Shah, David Wilmot
乳癌を告知された妻と
彼女を支える夫を描く愛の物語。

What About Love

ロマンス
監督 : Klaus Menzel
キャスト : Sharon Stone,
Andy Garcia, Iain Glen,
Rosabell Laurenti Sellers
ヨーロッパで、 愛をテー
マにした映画づくりをして
いるタナーとクリスチャンは、 その作品が実は自分た
ちのラブストーリーを映し出していることに気付く。

First Lady

PG コメディ
監督 : Nina May
キ ャ ス ト : Corbin
Bernsen, Burgess
Jenkins, Nancy
Stafford, Nico
Greetham
大統領が執務中に急
死。 未亡人となった妻は、副大統領を大統領にさせ、
自分もファーストレディになろうと画策する。

movie top 10
（１月上旬）

1. Star Wars: Episode IX The Rise of Skywalker
2. Jumanji: The Next Level
3. Little Women
4. Frozen II
5. The Grudge
6. Spies in Disguise
7. Knives Out
8. Uncut Gems
9. Bombshell
10. Cats

2/14
Fantasy Island

PG13 ホラー
監督 : Jeff Wadlow
キ ャ ス ト : Lucy Hale,
Maggie Q, Portia
Doubleday, Michael
Peña
南の島の豪華リゾートを
舞台に描く７０年代の人気テレビショーホラー。

The Photograph

PG13 ロマンス
監督 : Stella Meghie
キ ャ ス ト : LaKeith
Stanfield, Chelsea
Peretti, Issa Rae,
Courtney B. Vance
著名な写真家の母が亡
くなり、 長年音信不通だった娘が母の人生を辿る。

Downhill

R コメディ
監督: Nat Faxon | Jim Rash
キ ャ ス ト : Will Ferrell,
Miranda Otto, Julia LouisDreyfus, Kristofer Hivju
アルプスでスキーホリデー
を楽しんでいた家族が雪
崩に巻き込まれそうになるがなり、 改めて自分の人生
や家族について考えることになる。
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a quiet place 2

bad boys for life

birds of prey 3

black widow 2

dune

bond no time to die

ghostbusters

fast furious 9

映画評論家

Raymond Tomlin
映画プレビュー：2020 年の待望作をご紹介
2019 年も何とか無事に走り抜けた。それは同時

時を経て、ようやくマイク・ラーリーとマーカス・

モス、
ダーシャ・ポランコ（
『オレンジ・イズ・ニュー・

に 2020 年に押さえておくべき映画について考え

バーネットが戻ってくる。コンビはマイアミの麻

ブラック』
）ら。

る時が始まったことを意味する。

薬カルテルの闇世界に今一度足を踏み入れる。

◇7月

◇2月

“Ghostbusters 2020”（7 月 10 日 公 開 ）
：2016

やリメイクで期待できない作品はほとんどなさそ

“Birds of Prey”（2 月 7 日公開）
：マーゴット・

年の『ゴーストバスターズ』では、ケイト・マッ

うだ。20 年の待望作に、シリーズ 9 作目の『ワイ

ロビーは自身をブレイクに導いたハーレイ・クイ

キノン、メリッサ・マッカーシーらが幽霊退治に

ルド・スピード』
、再起動した『ムーラン』
、ジャ

ンを演じる。ブラックキャリナーとハントレスと

乗り出したが、2020 年版にはポール・ラッド、シ

レッド・レトが抜けた『スーサイド・スクワット』 手を組み、危険にさらされた少女を守ろうと奮闘

ガニー・ウィーバー、ダン・エイクロイドらが出

ハリウッドが力説するように、新しい年に続編

のスピンオフ、
『ワンダーウーマン』の第 2 弾が挙

する。

演する。

げられるのも納得がいく。

“Legally Blonde 3”（2 月 14 日公開）
：このふわ

“Morbius”（7 月 31 日公開）
：
『スーサイド・スク

ふわとした作品の鑑賞以上にバレンタインデーの

ワット』のジョーカー役で知られるジェレッド・

画予算争奪戦に向けて多くのプロジェクトを準備

お楽しみはあるだろうか。

レトがまたもコミック・ブックのヴィランを演じ

している。

◇3月

る。思いがけず吸血鬼になってしまった生物学者

確かに近日公開の作品のいくつかは、大きな期

“Quiet Place : Part II”（3 月 20 日公開）
：ジョン・

マイケル・モービウスに扮する。

待のかかる続編だが、それが全てではない。製作

クラシンスキー監督のホラー映画続編。わずかな

◇ 10 月

会社は、既存の作品の映画化や大ヒットが狙える

音を立てただけで攻撃してくる怪物のそばで暮ら

“Witches”（10 月 9 日公開）
：アン・ハサウェイ、

作品の多くも用意しており、映画豊作の年にしよ

す家族を描く。一作目と同様に、観客を凍りつか

オクタヴィア・スペンサー、スタンリー・トゥッチ、

うとやる気満々だ。

せること間違いなし。

クリス・ロックらが、ロアルド・ダール原作の映

そう、ハリウッドの大手製作会社は、我々の映

：90 年代の
ジャームズ・ボンドの新作もついに登場する。 “Disney’s Mulan”（3 月 27 日公開）

画版に登場。魔女の集会に出くわした少年がネズ

『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』は、ダニー・ボ

子供達は、家族を守るために中国の軍隊で戦う若

ミに変えられてしまい・・・

イルが降板した後を引き継いだキャリー・フクナ

い女性のアニメーションに夢中になった。今の世

◇ 11 月

ガが監督している。ダニエル・クレイグも帰って

代の子供達はそれを実写版で楽しむことになる。

“Godzilla VS. Kong”（11 月 20 日公開）
：映画ファ

くる（彼はこれが最後となるのか？）
。

◇4月

ンはついに今年、長年の疑問の答えを得るだろう。

（4 月 8 日公開）
：ボンド。ジェー
『バッドボーイズ』や『キューティ・ブロンド』 “No Time To Die”

ゴジラとキング・コングが銀幕上で対決するときに。

の続編も長期の空白期間を経て登場する。もちろ

ムズ・ボンド。

◇ 12 月

ん、トム・クルーズのスカイ・アクション『トッ

◇5月

“Dune”（12 月 18 日公開）
：フランク・ハーバー

プガン マーヴェリック』
も期待大だ。加えてスカー

“Black Widow”（5 月 1 日公開）
：スカーレット・

トが 1965 年に発表した小説『デューン』が原作。

レット・ヨハンソンのマーベル・コミックス『ブラッ

ヨハンソンが、アベンジャーズではブラック・ウィ

ドゥン・ヴィルヌーヴ監督が『メッセージ』
『
、ブレー

ク・ウィドウ』も後は公開を待つばかり。

ドウとして知られる有能なスパイ、ナターシャ・

ドランナー 2049』の次に送る作品だ。キャスト陣

ロマノヴァを演じる。マーベル・ファンは、こぞっ

も豪華で、ティモシー・シャラメ、オスカー・ア

続編やリブートだけではない。ミュージカル・
ファンなら、リン＝マニュエル・ミランダの傑作

て映画館に足を運ぶだろう。

ミュージカル『イン・ザ・ハイツ』の劇場版は何

イザック、ゼンデイヤ、バビエル・バルデム、ジョ
“Fast and the Furious 9”
（5 月 22 日公開）
：さあ、 シュ・ブローリンらが出演する。

としても押さえておきたいところ。本作は『クレ

シートベルトはしっかり締めて。本作には故ポー

イジー・リッチ』のジョン・M・チュウが監督した。 ル・ウォーカーがカメオ出演している。

“West Side Story”（12 月 18 日公開）
：スティー
ヴン・スピルバーグは、その 50 年にわたるキャリ

◇6月

アの中で、あらゆるジャンルを手がけてきた。心

に胸が膨らむ。週末に映画館に通う計画も今から

“Wonder Woman 1984”（6 月 5 日公開）
：シリー

踊る冒険ものから本格的な SF、重苦しい歴史ドラ

立てておくべきだろう。さらにはこの一年、どの

ズ第 2 弾には、ガル・ガドット、クリス・パイン、 マに到るまで。そして今回はミュージカルだ。ピュ

作品に時間を割くかについても。

ロビン・ライト、クリステン・ウィグらが出演。 リッツァー賞を受賞した劇作家トニー・クシュナー

こうしたラインナップを見れば見るほど、期待

パティ・ジェンキンス監督も戻ってくる。

が脚本を担当し、
『ベイビー・ドライバー』のアン

でに話題沸騰の映画をいくつかご紹介しよう。

“In The Heights”（6 月 26 日公開）
：リン＝マニュ

セル・エルゴートとセンセーショナルな歌声を披

◇1月

エル・ミランダの傑作ブロードウェイ・ミュージ

露するレイチェル・ゼグラーが薄幸な恋人を演じ

“Bad Boys for Life”（1 月 17 日公開）
：17 年の

カルが、銀幕に登場する。主演はアンソニー・ラ

る。待ちきれない！

ポップコーンの予算もお忘れなく。2020 年、す

gozilla vs king kong

42

in the heights

月刊 ふれいざー Toronto

legally blonde

mulan

Monthly
Toronto
January
Fraser
Monthly
Toronto
December2020
2019 Fraser

top gun maverick

west side story

月刊 ふれいざー

witches

wonder woman 1984

42
We are 27 years old!
January 2020

Fraser Monthly

【編集後記】
新年あけましておめでとうございます。
昨年中は多くの皆様に一方ならぬお世話になりました。おかげ
さまで、『ふれいざー』は28回目の新しい年を迎えることができ
ました。
これもひとえに、読者の皆様、スポンサーの皆様、そしてたく
さんの皆さまに陰に日向にお力添えいただいたおかげと感謝して
おります。
心より御礼申し上げます。
＊		
＊
		
前世を信じている人は少ないかもしれないけれど、自分の前世
のことを考えたことがある人は案外多いのではないだろうか。私
も、前世を確固として信じているというわけではないが、親しい
友人の不思議な話を聞いたりしたこともあり、自分の前世につい
て考えたことがなくはない。
先日私は、直感的に、これだ！と思ってしまったことがある。
コンピュータでいろいろと検索をしていたとき、全く不意に、画
面にオオカミの顔が表示された。私は昔からオオカミとクマが
とりわけ大好きで、家にも絵を飾っていたりするのだが、この
写真が画面に現れたとき、ドキッとして一瞬凍り付いてしまっ
た。自慢ではないが、私はこれまで人間に“一目惚れ”をした経験
がない。しかしこのとき、ああ、一目惚れという感覚はこれなん
だな、と思った。決してかわいいオオカミではなく、鼻のところ
に長い傷跡がある、精悍で少し悲し気な表情をしたオオカミだっ
た。種類はハイイロオオカミだと思う。しばらく目が離せなかっ
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たが、やっと検索していた目的を思い出すと、その画像をそのま
まにして別のタブを開けて仕事を続行した。そのためそのサイト
は開いたままになっていたので、何かの拍子にそのオオカミの顔
が画面いっぱいに現れる。私はそのたびにドキっとして、しばら
く見入ってしまうのだ。そして、ああ、私はきっと前世はオオカ
ミで、このオオカミは私の恋人だったんだ……などと、真面目に
危ない妄想に浸ったりするのであった。
私はその写真をプリントアウトし、机の横に貼った。携帯のフ
ォトアルバムにも入れて持ち歩けるようした。以来、待ち時間な
どがあるとこっそりそれを眺めては、深い森の中を走り回ってい
た頃を思い描いている。
ところで、かなり以前、私の前世は“フランスの雨だった”と書い
て大いに笑われたことがある。私の別の友人は、自分の前世は深山
の清水にそよぐ“わさび”だったと言い張っている。
――などという戯言はさておき、早くも令和２年。
年々先行きが心配になる新年の幕開けだが、今年一番気になる
のは、やはりアメリカ大統領選挙の行方だろう。アメリカ大統領
に誰がなるかが、今ほど深刻に世界に影響を与える時代はないの
ではないかという気がする。地球環境がここまでひどくなり、も
はや取り返しがつかないところまで来かかっていると言われる現
在、我々の子孫を含むすべての生き物のために、少しでも生まれ
てきてよかったと思える地球にするのは、我々の責務である。今
の世の中、どこに生まれた人もみんな一蓮托生。大統領選がよい
方にむかってくれるといいのだが……。
（エディター： 宮坂 まり）

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 32 答： ② 日本民家の中央にあって、最初に立てる柱（建初柱ーたてぞめば
しら）
。民家の土間と床上部との境にある特に太い柱のこと。転じて、家の団体の
中心となり支えとなっている人のこと。

熟語遊び

P. 32（解答）

夜
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