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Vancouver, BC Canada

これまでどおり
『月刊ふれいざー』
もよろしく。

Supplement to Fraser Monthly

『月刊ふれいざー』は毎月１日、

『月刊ふれいざー』は 1992 年の創刊以来 28 年間、
皆様の生活のお供としてコミュニティのお知らせ
や世界、カナダの情報をバンクーバーの皆様にお
届けしてきました。
しかしながら今年３月以降、COVID-19 の蔓延に
よる緊急事態宣言を受けて、４月号からはウェブ
サイト上のみでの発行を続けてまいりました。
この度、５カ月ぶりの印刷版発行に伴い、これ
まで以上に皆様に様々な情報を日本語でお読みい
ただくため、
『月刊ふれいざーに加えて』この『ふ
れいざー go Local』を発行することに致しました。
『ふれいざー go Local』は、ローカルに焦点を当て
て、ローカル経済、ローカルの文化をサポートし、
盛り立てていくことをコンセプトとしております。
本誌の発行は、これまで『月刊ふれいざー』を
支えてくださったスポンサーの皆様と、そしてこ
れから支えてくださるスポンサーの皆様によって
可能となります。
ローカルの発展はローカルの皆様のお力で。こ
れからも、ここに住む私たちの生活をより豊かに、
より実り多いものにするために、是非お力をお貸
しください。

『ふれいざー go Local』
は毎月15日発行です。

ウェブサイトにはこれまで通りアップしてまいりますので、
お手に入れられなかった方は是非そちらでご覧ください。

www.thefraser.com
www.thefraser.com

https://twitter.com/monthlyfraser
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世界のニュース

レバノンで大爆発

ベイルートは非常事態宣言

レバノンの首都ベイルートの港湾地区で 4
日に発生した大規模爆発を受け、政府は 5 日、
ベイルートを対象に 2 週間の非常事態宣言を

職員や工事の責任者ら 16 人を拘束した。

ごろには退役軍人率いるデモ隊の一部が外務

国民は怒りあらわ

省を占拠し「革命の本拠地にする」と宣言し

発令した。爆発の被害は人口 240 万の大都市

レバノンでは、汚職の横行と政治の腐敗が

の半分以上に及び、港は壊滅、一部は瓦礫と

今回の惨事を招いたとの批判が高まっている。

化し、30 万人が家を失った。クレーターの深

国民は、こうした危険物質が人口密集地に少

さは、43 メートルに達したことが判明してお

なくとも 6 年間にわたって保管されていたこ

り、被害総額は 150 億ドルとの見方もある。

たが、その後政府軍が出動し、3 時間後に強制
排除された。

広がる国際支援

とに憤りを隠せない。レバノン政府は硝酸ア

世界各国は医療物資を送るなど、次々と支

公衆衛生省は 8 日、身元が特定されていな

ンモニウムの管理責任者を自宅軟禁するよう

援策を打ち出している。フランスのマクロン

い人々も含め、死者は 154 人、行方不明者は

命じたが、経済危機や通貨の下落、新型コロ

大統領は 6 日、ベイルートを訪れ、アウン大

60 人以上にのぼることを明らかにした。負傷

ナウィルスの感染拡大に襲われ、すでに打撃

統領らと面会し、
「広範な国際協力を準備した

者は 5000 人で、
そのうち 120 人は重体という。

を受けていた国民生活は、壊滅状態に陥った。

い」と伝えた。さらにマクロン氏はベイルー

ベイルートを破壊した硝酸アンモニウムは、

トの復興に向けた国際支援会合が開催される

犠牲者の多くは湾岸関係者や、朝の通勤で港
を通りかかった市民だった。

化学肥料の原料にも使われ、適切に保管され

ことも明らかにした。一方、レバノン市民の

爆発は 2 度あった。最初の小規模爆発で白

ていれば比較的安全とされる工業用化学品で

反政府感情に配慮して、同国の政治指導者ら

煙が立ち込めた後、耳をつんざく轟音ととも

あるものの、衝撃や大量で高温に晒されるこ

には改革を求め、
「事実が隠蔽されたり、疑惑

に極めて大きな爆発が発生し、一帯の建物が

とによって爆発する可能性があるため、輸送

を生じさせないためにも、透明性のある国際

倒壊。倉庫のあった場所は海になった。現場

や保存に関しては船舶安全法や消防法による

的な調査が求められる」と訴えた。

からは巨大なキノコ雲が上空に舞い上がり、

厳しい規制がある。

このほかドイツが救助支援チームを派遣し、

強い衝撃波による爆風は、数キロ先の建物の

ベイルートでは、2750 トンが安全対策なし

イタリアとロシアは緊急支援物資を載せた輸

ガラスも吹き飛ばし、爆音はキプロスにまで

に保管されていたといい、今回の爆発は非核

送機を派遣した。アメリカやイランも支援を

届いた。

爆発としては史上最大級規模の可能性がある

表明している。

レバノンのディアブ首相は 4 日夜、国防会

という。大規模な爆弾テロで使われる火薬 1

議を招集し、爆発が起きたのは港の倉庫と特

〜 10 トンと比較しても、その量は桁が違う。

コロナ感染者が最多に

8 日には反政府デモも

ロナウィルスの新規感染者が 225 人確認され、

定。当局が船の積荷として押収した硝酸アン
モニウム 2750 トンが 6 年前から倉庫に保管

爆発から二日後の 6 日、レバノンで新型コ

されていたことを明らかにした。爆薬の原料

こうした中、ベイルードでは 8 日、昨年 10

1 日あたりの数で過去最高を記録した。爆発

にもなる硝酸アンモニウムが何らかの理由で

月に始まり最近では勢いが弱まっていた反政

との関係は定かではないが、被災した市民は

着火したとみられている。倉庫周辺は去年か

府デモが行われ、複数の政府機関が襲撃され

その日を何とかしのぐことが精一杯で、コロ

ら悪臭がすると苦情が出ており、数日前から

た。爆発は政府の過失によるものとの見方で

ナ対する予防どころではなくなっているため、

始まった倉庫の修復作業が爆発の原因となっ

一致し、それに抗議する数千人規模のデモ隊

医療や衛生面での状況悪化が懸念されている。

た可能性が指摘されている。

が国会近くの「殉教者広場」に集結。治安部

現地の報道によると、爆発により市内各地

隊と衝突し、警官 1 人が死亡、700 人以上が

の病院も被災し、現在医療機関は正常に機能

負傷するなど、大混乱に発展した。

していない。そうした中、病院はどこもコロ

ティアブ氏は硝酸アンモニウムを保管する
上での安全対策が不十分だったとの見方を示
し、
「責任者を厳罰に処す」と述べた。
捜査当局は 6 日、現場を管理していた港湾

デモ隊の一部は外務省など政府庁舎を一時
占拠、催涙弾を発泡し封じ込めを図る治安部
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隊に対し、放火や投石で応酬した。午後 7 時
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ナ患者と負傷者で溢れかえり、野戦病院の様
相を呈しているという。

ふれいざーインタビュー ―ローカルアーティスト
エッセイ『providence』
コミュニティ掲示板
コミュニティイベントのお知らせ
コミュニティイベントのお知らせ
クラシファイド
ふれいざースポンサーリスト

We are 28 years old!

カナダのニュース

トルドー首相の利益相反疑惑

倫理規定違反の調査対象に

島でクリスマスを過ごした問題（2017 年）
、2

下院財務委員会で証言を行なった。モルノー氏

自身の家族と関係の深い慈善団体と政府の契約

度目は建設大手 SNC ラヴァランの贈賄事件に

の娘グレース氏は同団体に勤務しており、別の

交渉に自らが参加したことに対し、下院財政委

おける司法介入疑惑（2019 年）で、この二件

娘クレア氏も同団体のイベントで講演を行った

員会で 90 分にわたる宣誓供述を行い、利益相

については、倫理委員会がトルドー氏の利益相

ことがある。

反行為を否定した。

反行為を認めている。

ジャスティン・トルドー首相は 7 月 30 日、

モレノー氏はこの日の証言で、妻とともに過

COVID-19 の影響下、夏季休暇中の仕事が見

本件に加えて保守党は、2017 年からウィー・

去に 2 回、5 万ドルずつを同団体に寄付したこ

つからない学生を支援するために、連邦政府は

チャリティーが関わり連邦政府から受け取って

とがあると述べた。また、2017 年には家族を

9 億 1200 万ドルの助成金プログラムを立ち上

きた総額 500 万ドルにのぼる 7 つのプログラム

伴いエクアドルとケニアを訪問し、同団体の慈

げたが、政府が第三者管理機関として契約した

についても調査を要請している。

善活動や施設を見学していたことも明かされた

のが、トルドー氏の家族が多額の講演料を受け
取っている非営利団体「ウィー・チャリティー
（WE Charity）
」だった。しかし、契約後すぐに

トルドー一家と
「ウィー・チャリティー」

が、その際の旅費 4 万 1000 ドルはウィー・チャ
リティーに返済されておらず、証言の日の朝に
返済したと述べた。同氏は返済していないこと

野党や他の慈善団体からプログラムを第三者機

トルドー首相の母マーガレット氏はこれまで

関に任せることや、その団体がトルドー氏の家

に何度も同団体のイベント「ウィー・デイ（WE

族と関係があること、また契約の交渉にトル

Day）
」に参加しており、
妻ソフィー氏も「ウィー・

ドー氏自らが参加していたことに対して、批判

ウェルビーイング（WE Well-being）
」という

が噴出。野党は契約の経緯やプログラム自体に

ポッドキャストのホストを務めているほか、ト

ウィー・チャリティーの契約破棄に伴い、ト

ついての調査とともに、トルドー氏の宣誓供述

ルドー氏が自由党党首になる前のイベントでは

ルドー首相は、助成金プログラムは残るものの、

を要求していた。

1500 ドルが支払われるなど、トルドー一家は

同団体が関わることになっていた時と同じほど

同団体と深い関わりがある。

のチャンスはないかもしれないと語った。

トルドー氏は供述の中で、
「私やスタッフが、
ウィー・チャリティーを推薦するよう指示した

に気づかなかったと弁明し、さらなる批判にさ
らされた。

カナダ学生サービス助成（CSSG）

ウィー・チャリティーは当初、マーガレット

連邦政府は 6 月 25 日、COVID-19 で影響を受

ことや、そのように試みたことは一度もない」

氏と首相の弟アレクサンドル氏とは講演契約

けたポストセカンダリーの学生を支援する 9 億

と断言したが、家族の活動歴と同団体との関わ

を結んでいるが、これまでに支払ったのはトル

1200 万ドルの助成金プログラムを発表した。受

りを考慮し、自らは直ちに交渉の場から退くべ

ドー氏の妻ソフィー氏の旅費だけだと主張して

給額は 1000 〜 5000 ドルで、どれだけの時間を

きだったと述べ、心から謝罪するとした。また

いた。ところが調査が進むにつれ、マーガレッ

ボランティア活動に費やしたかで受け取れる金

若者たちに悪影響を及ぼしてしまったことに対

ト氏は過去 28 件のイベントで講演し、合計 25

額が決定されることになっていた。100 時間で

し、非常に申し訳なかったと述べた。

万ドルを受け取っており、アレクサンドル氏も

1000 ドルが受け取れ、5000 ドル受け取るには

尚、ウィー・チャリティーはすでに助成金プ

8 件のイベントで講演料計 3 万 2000 ドルを受

500 時間のボランティア活動が必要だった。運

ログラムにおける契約を破棄している。連邦政

け取っていたことが明らかになった。さらにト

営機関は 6 月 25 日から 10 月 31 日まで、応募

府は、
「これは同団体の決断であり、意志を尊

ルドー氏の母、弟、妻には旅費として 20 万ド

資格は学生と最近の卒業生で、年齢は 30 歳以

重する」としているものの、同団体への疑惑は

ルが支払われていることもわかった。

下であること。申し込みの締め切りは 8 月 21 日。

消えておらず、ウィー・チャリティー側はすで

トルドー氏は、親族の同団体での活動を認識

に政府から 4000 万ドル以上を受け取った可能

してはいたが、詳細や報酬については知らな

性があると報道されている。

かったと述べている。

今回のトルドー氏の疑惑については、倫理委
員会がすでに調査を開始しているが、トルドー

プログラムの発表後、最初の週で 3 万 5000 人
の学生や卒業生が申し込んでいた。

sudoku break

モルノー財務大臣にも疑惑

氏が倫理規定違反の調査対象となるのはこれで

ビル・モルノー財務大臣もウィー・チャリ

3 度目となる。1 度目は富豪慈善家が所有する

ティーと関わりがあることから、7 月 22 日、
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トピックス
CERB 関連の詐欺被害が相次ぐ
7 月 24 日、BC 州のポートコクィットラムに住むシングルマザーの
タラ・マクウィリアムさんは、何者かによって CRA（歳入庁）のオン
ラインアカウントに不正侵入された。その３日後、マクウィリアムさ
んは、使用していたイーメールアドレスがアカウントから削除された

トでは、同時期に警察による捜査の最中にバルコニーから転落して死亡し
た 29 歳の黒人女性レジス・コーチンスキ＝パケットさんの事件に抗議す
るデモも行われていた。

BC 州、コロナ予防のモデルから外れる

ことを知らせる警告を受け取り、自身のアカウントに不正アクセスし

これまで北米でコロナ対策のトップランナーだった BC 州だが、
この１ヶ

た何者かが CERB に申請し、トロントの銀行口座宛に入金するようアレ

月 (8/10 現在 ) で、新規感染者の数は１日 10 人から 40 人へと４倍に増え

ンジをしていた事を知った。すぐに銀行口座をクローズする依頼をし、

ており、現在 1500 人が自主隔離中となっている。州政府のコロナ対策に

CRA や、BC 州政府、同警察及びオンタリオ警察にもコンタクトを取っ

関わってきた UBC の教授は、
「６月、７月には良い傾向にあったが、現在

たが、CRA に調査依頼の電話が繋がったのは実に事件発覚から２週間

の状況を見ると、現在アメリカで見られるような第二波を BC 州が避けら

が経った後だった。しかも、CRA からは２回分の CERB の金額、計 4,000

れるかどうかの瀬戸際に来ていると言える」と話している。新規感染者数

ドルが小切手で発行され送られてきてしまった。

の多くは若い世代である。７月６日から８月６日までに BC 州の新規感染

現在もマクウィリアムさんの CRA アカウントは凍結されたままで、
毎月のチャイルドベネフィットの振込みを受け取ることができていな
いと言う。また、複数の関係団体とのやり取りがスムーズに進まず、

者数は 893 人、そのうち３分の２が 40 代以下の若い世代で、殆どが 20
代の若者であった。
一方、先月の新規感染者のうち 60 代以上は 12% であった。パンデミッ

コクィットラム RCMP とオンタリオ州警察との間でたらいまわしをさ

ク下の心理学を専門とする UBC の教授は、
「コロナ疲れが急激な増加の原

れたが事態が一向に進まなかったり、銀行口座から不正に引き出され

因である。特に、３連休を迎えコロナの収束を願う人達が、BC 州ではう

ないようにするためにできた唯一のことは自身の銀行口座を凍結する

まく流行を押さえられているようだしという気持ちからパーティなどに参

ことだけで、生活にかなりの不便を感じ、対応で仕事を休まざるを得

加した結果だ」と語る。これまでの、ケアホームや産業プラントでの発生

なかったりするなど、相当のストレスを抱え込んでしまったと話して

と違い、これらのプライベートパーティでは参加者全てを追跡することが

いる。

難しいため、現在の大流行はコントロールがより困難となっている。

マクウィリアムさんは、
「CRA アカウントのセキュリティは高く、こ

これまでのところ、BC 州では 40 代以下の死亡者は出ていないが、若い

のアカウント用パスワードは他では使用していないのに、なぜ犯人

世代は症状が軽かったり出なかったりして知らない間にウイルスを撒き散

が自分のアカウントにアクセスできたのか疑問が残る。もしかすると

らしてしまう可能性がある。BC 州の多くの人達は、物理的距離を維持し、

BC サービスカードの情報を使ってアクセスしたのではないかと不安に

大勢の人が集まるところを避ける努力をし続けているが、同州では８月中

思っている」とも話している。連邦政府の報告によると、同様の詐欺

に公共交通の利用に際するマスク着用の更なるルールや、９月の学校再開

事件は数多く発生しており、６月 30 日までにカナダ不正防止センター

プランを再考する等の決断を迫られることになる。

に寄せられた CERB 関連の詐欺事件は 713 件に上っている。

トロント：黒人の逮捕率偏って高いことが判明

オンタリオの学校再開プラン反対に 20 万人が署名
7 月下旬、オンタリオ州政府は、学校再開プランを発表した。その中に

この程発表されたオンタリオの人権委員会の報告によると、トロン

は、小学生はフルタイムで学校に戻るが、一クラスの人数は通常通りとい

トの黒人は、警察により、逮捕・起訴されたり、武力行使の対象となっ

う項目も含まれていた。この学校再開プランに反対する人たちからの署名

たり、銃で撃たれたり殺されたりする確率が偏って高いことが分かっ

が約 20 万人分も集まったが、州政府はそれでも考えを変える意向はない

た。この報告は、トロント警察の 2013 年から 2017 年のデータを基に

ようだ。

分析されたものである。それによると、トロントの黒人人口は全体の

再開プランによると、オンタリオ州では、９月から殆どの小学校と中学

8.8% であるが、全ての起訴数の約３分の１を占めているという。デー

校で、１日 6 時間の授業が再開されるが、１クラスのサイズは 30 人と変

タ分析のリーダーを務めたトロント大学の犯罪学者は、この結果から

わらず、しかも、換気に関する特別な措置も取られずに机と机との物理的

警察の改善の必要は明らかであると語っている。

距離はわずか 30 センチしか取れないという。オンラインで集められた嘆

同委員会は、2017 年 11 月にプロジェクトを立ち上げ、翌年に最初

願書は、他の国や州で定められたように、クラスサイズを小さくし、学校

の中間報告を発表したが、それによると 2013 年から 2017 年の間に、

とコミュニティの安全を守ることを要求している。これに対し、同州教育

トロントに住む黒人は、白人と比べて警官により銃で撃たれたり殺さ

省の広報担当者は、
「オンタリオは、生徒一人当たりの予算が国内でも最

れたりする割合が 20 倍も高かったことが判明している。また、警官が

高だ。そして、４年生から 12 年生に対しては厳しいマスク着用を義務付

黒人を法的根拠もなく呼び止めたり、拘留したり、理由もなく調べたり、

けており、新たに 1300 人の用務員を雇い、清掃のために追加で 7500 万

不要に逮捕、あるいは起訴していたことも分かった。当時の委員長は、

ドルの予算を組み込んだ。更に、学校をサポートするために 500 人の保

「報告内容は大変気がかりであり、トロント警察はこれに対する説明義
務がある」と延べている。トロント警察はこれを受け止め、委員会の
推奨を受けて、以後、人種別のデータを取り始めている。

健師も雇った。但し、必要とあれば生徒や職員の健康と安全を守るために
追加の措置を取ることも辞さない」と述べている。
また、同州のダグ・フォード州相は、第二波が来れば躊躇せずに再び学

今年５月にアメリカ、ミネアポリスで起きた黒人のジョージ・フロ

校を休校にすると話している。オンタリオ州の保護者は、子供を学校に戻

イドさんの警察官による死亡事件後、アメリカやカナダを始め全世界

すかどうかの選択をすることができ、オプションとして遠隔学習を選択す

的に抗議デモが激しくなり警察の組織改革が叫ばれているが、トロン

ることもできる。
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ビジネスの醍醐味
with コロナ――ローカルビジネスは今

（第１回）

小雪   札幌ラーメン 795 Jervis Street Vancouver, BC V6E 2B1 Tel:(604) 695-9177
近日中に昨年から準備を始めていた Food Truck

フードトラックに魅力を感じました。また、ダウ

医科大学に行きましたが、
経済学はそのときに “経

「Tokyo Katsu-Sand」の営業開始を控えた「小雪

ンタウンの中心地に店を構えたら高くつきます

営経済” を勉強し、面白いと思いました。

札幌ラーメン」CEO の松本真子さんにお話を

が、低コストで、このような立地条件のよいとこ

聞きました。
ふ

こ の 度 は 新 規 ベ ン チ ャ ー「Tokyo Katsu-

ろで商売ができる、今はこれで挑戦してみたいと

ふ カナダでビジネスをしていて、カルチャー

思ったのです。コロナ禍で、外国からの観光客が

ショックや驚いたことはありますか？

今はいませんが、コロナが収束すれば、世界中か

松本：外国でビジネスをしていたので、大抵のこ

Sand」ほぼ開店（笑）おめでとうございます。コ

らのお客様に日本文化の一つである「カツサンド」 とは驚きませんが、何事も反応が遅いのには、びっ

ロナ禍中外食産業では、多くのレストランが破綻

を召し上がっていただきたいと思いました。

するという暗い話が続く中、明るい希望のある

くりというか、残念です。例えば、見積もりを頼
んでも、なかなか送ってこないとか、食いつきが

ニュースを伺うことができ大変嬉しく思います。

ふ ちょっとプライベートなことを伺いたいと

松本：どうもありがとうございます。この案件は

思います。なぜカナダに移住しようと思われたの

昨年秋 11 月から動いていたので感無量です。２

ですか？

月に友人からフードトラックを購入し、改装など

松本：わたしは日本に生まれ、その後は直ぐ中国

悪いというか。
ふ 勿論フードトラックもそうですが、最近自
分で、よく頑張ったと思うエピソードを教えてく

４月中旬開店を目標に準備を進めていましたが、 に移住し、中国育ちで約 19 年ですね。日本には

ださい。

コロナ感染が拡大し始め、３月中旬に緊急事態宣

25 年間いました。学生の頃、人生で３カ国に住

松本：昨年思い切って「小雪食堂」を中国の深セ

言が発令されると、その工事が中断されてしまい

むことが夢でした。日本では大手株式上場企業の

ンでオープンしました。それが香港から地下鉄で

ました。８月中旬スタートを目標にしていますが、 役員をして、タイなどアジア企業も任されていま

30 分と近いこと、今では中国のシリコンバレー

コロナ禍で、ライセンスの切り替えや、インスペ

したが、看板に頼らず、自分のやりたいことを自

と呼ばれる、メトロポリタンの大都市ということ

クション、許可のような業務が対人からオンライ

分の力で、どれだけ通用するか挑戦してみたかっ

もあり、とても流行っています。現地でマネージ

ンに変わったこともあり、今まで市役所に行けば

たのです。そこで、第３の人生は、今度は英語圏

してくれる、よいパートナーにも恵まれ、ラッキー

その場で対応されたようなことに、何日もかかっ

で挑戦しようと思ったのです。

でした。

ています。様々な行政の対応が大幅に遅れている

夫がアウトドア派で、カナダにはキャンプやハ

ので、苦労しています。ただ、４月にはまだ街が

イキングに頻繁に訪問していたので、カナダを希

ふ 最後に：コロナ禍で、経済を支える大事な

閑散としていたのが、今フェーズ３に入り、活気

望しました。移民申請したころ、日本 ･ フィリピ

柱の一つである外食産業が、世界中、たったの

が戻ってきたので、結果的には良かったと思って

ンの窓口がありましたが、フィリピンから大勢の

5 ヶ月で大打撃を受けています。その周辺の直接

います。

移民申請があったので、整理券をもらうまで４年、 的間接的に関わる産業、例えば酒類、プロデュー
受理されて半年、結果的には５年も掛かりました。 ス、清掃業にとっても大打撃です。
「ふれいざー

ふ 「Tokyo Katsu-Sand」のメニューとトラック
の営業場所を教えてください。

移民ビザがとれて、晴れて移住と思いましたが、 Go Local」では毎月地元の日系企業、外食産業に
今度は会社が離職を簡単に許してくれませんでし

関わる方たちのニュースをお届けすることで、皆

松本：日本では昔から人気の「トンカツサンド」 た。その当時本社の役員だった他、アジアの会社

さんに、少しでも明るい気持ちをシェアしながら、

ですが、これを北米の方が好まれる牛にしたら、 も２社任されていました。今離職されては困ると

前向きなアイデアを共有していこうと思います。

広く受け入れられるのではないかと思いました。 いわれ、わたしの中でも葛藤がありました。移民
それに、東京でホリエモンが和牛のカツサンド・

ビザは取れてから移民するまで３年の猶予があり

スタンドを出していて、外国人にも大ヒットして

ましたが、ぎりぎりまで迷いました。

いることも知り、自信が持てました。牛カツサン
ドを出しているフードトラックはバンクーバーで

ふ バブル世代でいらっしゃいますが、当時の

は他になく、ヒットすると思いました。メニュー

日本は、女性が男性社会である大手商社で役員を

には目玉の牛カツに、トンカツ、エビカツ、チ

任されたりするような出世は難しかったと思いま

キンカツ、それから北米ではベジタリアンの方が

す。ご苦労されましたか？

多いので、トウフカツも用意しました。場所は

松本：幸運なことに、わたしは、特に自分のこと

グランビルとウェストジョージアの北東の角 on

を「女性」と深く考えず、上司や同僚にも恵まれ

Granville になります。

のびのびとやってきました。

ふ なぜ今フードトラックだったのですか？

ふ 大学ではビジネスを勉強されたのですか？

松本：バンクーバーで小雪の２号、３号店と出す

松本：それが、両親が医者なので、わたしも医学

ことも考えましたが、お客様のアクセスがよい

の道を選び、医学部に行きました。大学院は埼玉
８月からスタートするフードトラック “Tokyo Katsu-sand”

www.thefraser.com
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今日 は 何 の 日？

日本文化と神道（１）

８月 15 日

神道は宗教？（前編）

『Lemon Meringue Pie Day』（レモンメレンゲパイデー）
さっぱりとしたレモンの爽やかさとメレンゲのふ
わふわ感、パイのサクッと感が見事に調和した夏
らしいパイ。手作りするのは難しいのでお店でワ
ンホール買ってシェアするのが一番かな？

８月 25 日

『Banana Split Day』（バナナスプリットデー）
甘い物を思いっきり食べたいけどカロリーが気に
なる人に知って欲しいのが “Banana Split Day”。
バナナに３種のアイスとソース＆ホイップクリー
ムがのった豪華デザート。記念日なのでこの日は
人目を気にせずパクついても OK!!

８月 26 日

『Dog Day』
（犬の日）
愛犬家さんならご存知の “Dog Day”。2004 年から
始まった記念日、各地域で様々なイベントが企画
されます。この日に新しい家族を見つけに譲渡会
へ足を運ぶ方も多いそうです。ワンちゃんの夕食
はいつもより豪華になるのかな？
Have a Puppy-rific Day!!!

はせがわいずみ

神主兼映画ジャーナリストの、はせがわい

畏敬の気持ちを抱いてきました。また、祖先

ずみです。このコラムでは、日本の伝統文化

がいたからこそ今の自分があるとして、祖先

や慣習、神話などをご紹介していきます。

も「神」として大切に敬ってきました。そん

こんな会話を耳にしたことがあります。

なワケで、数え切れないほどの「神」がいる

A さん「この前帰省して、出雲大社にお詣し

と考え、
「八百万（やおよろず）の神」という

たの」

表現をしたのです。
でも、それは過去の話ではありませんよ。

B さん「良かったねー。今度、ロサンゼルス
で神道のイベントあるからお詣しようか？」

21 世紀になった今も、就職や結婚で多くの人

A さん「あ、私、宗教しないから……」

が「縁」を信じ、何かを捨てる時に「もった
いない」と感じるでしょう？

神道は宗教でしょうか？

日本人の中に受け継がれているのが分かりま

がある」
「聖書・経典がある」
「布教の概念が

す。神道の「調和と共存を大切にする」とい

ある」というのであれば、神道はそのどれで

う生き方を踏襲してきた日本人は、東日本大

もありません。
「神道」の存在は 2000 年以上

震災で被災した後、暴動を起こすことなく静

前にはあったと言われていますが、いつ始まっ

かに炊き出しに並ぶという行動で世界を驚か

たのかハッキリとは分かりません。また、天

せました。
神道は日本人の伝統文化・慣習の礎となっ

皇は神道の創始者の子孫ではないのは周知の

８月 29 日

『焼き肉の日』
日本では 8 月 29 日は「焼き肉の日」
。
「８（や（き）
）２（に）９（く）
」の語呂合わせ。
1993 年に全国焼肉協会が夏バテの気味の人に焼き
肉でスタミナをつけて貰おうと認定。この日の夕
食メニュー、決まりですね（笑）

８月 30 日

『Toasted Marshmallow Day （
』トーストマシュマロデー）
こんがり焼いたマシュマロ、キャンプファイヤー
で食べるのが一番美味しいし、夏の思い出のひと
つになります。でも自宅の BBQ で焼いたマシュマ
ロも美味しいよねー。
（H.J.)
			

神道の考えが

「宗教」の定義が「創始者がいる」
「創始年

ている生活スタイルなのです。

通りです。お祭りで神主が読んでいる「祝詞
（のりと）
・祭詞（さいし）
」は、神々への感謝
と祈願を綴った「詩」であって、聖書や経典
ではありません。

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

世界で唯一の神主兼ハリウッドの映画ジャーナリス
ト。取材したセレブは、のべ 1 万人以上。実家は島根
県にある出世稲荷神社。NHK などのアナウンサーを
教」などのように「神教」と表現せず、
「剣道」 経て渡米。スターのインタビューと写真を各国に配信
する通信社を経営。WhatsUpHollywood.com の編集長
「茶道」などと同じ「道」という表現をするの や、島根県庁の古事記紹介サイト JapaneseMythology.
jp の編集長を務める。神道コメンテーターとしてヒ
でしょう？
ストリー・チャンネルに出演。アマゾン・プライム
古代の日本人は、太陽、月、水など、目に
のドラマ『高い城の男』の神道コンサルタントを担当。
見えるもの、生き物だけでなく、縁や豊穣な 島根県ふるさと親善大使「遣島使」。松江市観光大使。
ど、目に見えない力、自然や自然現象など、 Instagram @IzumiHasegawa
受賞歴：ロサンゼルス記者クラブ国際コラムニスト賞
全てのものに霊的なもの・神性・スピリット 著書：ドラマ『24』の公式ガイド本『メイキング・オブ・
が宿ると考え、それを「神」と呼び、感謝と 24 -TWENTY FOUR-』（竹書房）

では、
「神」とは誰（何）のことなのでしょ

う？ 宗教であれば、なぜ「仏教」
「キリスト

日本の伝統文化・慣習を次世代に伝えましょう！

開運招福、家内安全、商売繁盛、病気平癒、交通安全、学業、合格、
縁結び、子授け、安産など、各種ご祈願・ご祈祷承ります。
遠方の方はズームやスカイプでおつなぎしてご奉仕いたします。
お守りや神札もご郵送できます。
お気軽にお問い合わせ下さい。Contact@ShintoInari.org
開運招福の守護神

アメリカ出世稲荷神社

ShintoInari.org

（鎌倉時代から島根県松江市に鎮座する出世稲荷神社のアメリカ分社）
@ShintoInari
@ShintoInari
@ShintoInari
ShintoInari
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コミュニティ・イベントレポート

ウェブセミナーで日加の往来情報を共有
日本ｰカナダ商工会議所  / 企友会  /  JTOA 共催
８月４日、日本 - カナダ商工会議所、企友会、
在カナダ日系ツアーオペレーター協会（JTOA）

日本行きフライト運行状況
現在カナダから日本へのフライトはバンクー

の共催で、
テレビ会議システム「ズーム」を使い、 バー国際空港からのみ。バンクーバー発は ANA
「コロナ後の日本とカナダの往来」と題したウェ が羽田へ月・水・金の週３便、JAL は成田へ木・
ブセミナーが開かれ、147 人が参加した。

コロナ後ではなく
コロナの下での情報提供に

日の週２便、エアカナダは成田へ月・水・木・金・
土の週５便を運行中。

日本の水際対策

冒頭、JTOA の向井恒次郎会長がセミナー開催

現在は日本国籍以外の人は入国が制限されて

の趣旨を次のように紹介した。日系の経済界か

いる。日本到着後は空港の検疫所で、質問票の

らの要望を受けて、新型コロナウイルスが収束

記入、体温の測定、症状の確認などが求められ

し諸規制が緩和された「コロナ後」の日加往来

るほか、唾液による新型コロナウイルスの抗原

の情報を伝える予定だったが、残念ながら現在

検査が行われる。この検査方法による検体提出

も両国で入国規制・行動制限の措置が継続中で

から診断結果が出るまでの所要時間は２時間程

ある。そのため今回は断片的に伝わってくる諸々

度だったことが、体験者からの報告として紹介

の情報を系統立てて伝える会としたい。

された。

この１時間のセミナーでは主に航空会社３社

検査結果が陰性の場合も、日本到着翌日から

が紹介された。説明を担当したのは JAL バンクー

である。成田空港付近のホテルへは検疫所のバ

バー支店 の小林美和さんと HIS トラベル カナダ

スが空港検疫所から巡回送迎を実施している。

の山田圭哉さんである。以下にセミナー内容の

なお、国内線の同日乗り継ぎは不可である。

セミナーで紹介された最近のバンクーバー国際空港の様子

（撮影 小林美和さん）

なお、各種規定の最新情報は各航空会社ウェ
ブサイトや日本の外務省海外安全ホームページ
等で確認のこと。ちなみに新規購入の航空券は
エアカナダで８月 31 日購入分まで、JAL と ANA
では９月 30 日購入分までは予約変更手数料が無

料。秋の東京往復はバンクーバー発で 542 ドル
の新型コロナウイルス感染防止対策と運行状況、 14 日間は各自で確保した宿泊施設等での待機が （税込）からと格安になっている。
日本・カナダ政府の水際対策、日本入国体験談 必要。移動の際には公共交通機関の利用は不可

一部を紹介しよう。

航空会社の
   新型コロナウイルス感染防止対策

カナダからの声を日本に
セミナーではこのほか動画でのフライトの感
染予防対策や日本での唾液検査の様子に加えて、

カナダの水際対策
カナダに入国できるのは、カナダ国籍または
永住権保持者、およびその近親者、そのほか

JAL 、ANA、エアカナダ各社は地上係員のマ

2020 年３月 18 日以前に発給された有効な学生

スク着用、チェックインデスクへの消毒液の設

ビザ保持者、入国必須な目的を持った就労ビザ

置などの衛生管理のほか、サーモカメラによる

保持者に限られている。また 15 日以内の滞在者

搭乗前の検温を実施。カナダ政府の要請により

の入国は不可。その他の人は８月 21 日まで入国

搭乗客に対して機内でのマスクの着用を求めて

禁止で、この措置は延長の可能性がある。

いる。各社航空機は常に外気を取り込み循環さ

カナダ入国時にはカナダ連邦政府のヘルスケ

せて機外へ排出する構造のため、機内の空気は

ア担当検査官によって健康状態が確認され、無

２~ ３分で全部入れ替わる。

症状であった場合には自主隔離予定書をカナダ
連邦政府、州政府それぞれへ提出することが求
められ、その内容がチェックされる。自主隔離
は 14 日間と定められており、隔離先には 65 歳
以上の人や基礎疾患保持者との接触がないこと
や食料品などの生活必需品が入手できることと
いう条件がある。自主隔離義務に違反すると最

空港からのハイヤー料金の目安など、参加者の
質問に応じてさらに具体的な役立ち情報が紹介
された。そして会の最後には、現在の日加間往
来の各種制限がカナダの日系事業者のビジネス
に支障を来している状況を日本の大使館に届け
るべく、参加者にアンケートへの回答を求めた。

３団体の現在の活動・意向
「このウェビナーは私共から JTOA さんと企友
会さんにお声をかけて実現しました。今後とも
広く日系団体とのコラボを積極的に試みたいと
考えております」
（日本ｰカナダ商工会議所会長・
サミー高橋さん）
、
「企友会は現在、コロナによ
る制限のためオンライン “ズーム” による各種
セミナーや討論会を開催し、多くの方々との情
報交換活動を行っています。今後もさらに日系

ビジネス団体と連携を深めていきたいと思って
大６カ月の懲役、もしくは最大 75 万ドルの罰金。 います」
（企友会会長・谷口明夫さん）
、
「JTOA
自主隔離義務は８月 31 日までの規定だが延長の は日本からお越しになる皆様のカナダ内での手
可能性あり。

国内線への乗り継ぎは、無症状の場合、カナダ
到着同日ならば国内線に搭乗が可能。
（ただし国
日本の水際対策紹介資料の一部（画像提供 HIS）

www.thefraser.com

配とお世話を業務とする旅行業者の団体です。
今回まとめ上げた情報を踏まえ、日加間往来の

復活を見据えて今後も SNS を通して情報を発信
際線と国内線が 1 枚の航空券であることが条件）
。 して参ります」
（JTOA 会長・向井恒次郎さん）
。
そして最終目的地で自主隔離を行う必要がある。 			
（取材 平野香利）
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知っておかなければいけない差別的表現
アメリカでは、黒人が理不尽な理由で殺害されるという事件が後を

2012 年２月フロリダで、買い物帰りに歩いていた 17 歳のトレイ

絶たない。今年５月、46 歳の黒人男性ジョージ・フロイド氏が店で

ボン・マーティンさんが、近所住民ジョージ・ジマーマンに執拗に

20 ドル札を使ったという容疑で警官につかまり、公道で警官に首を抑

追いかけられ射殺された。尋問後に釈放されたジマーマンを、逮捕

えつけられて窒息死する映像がソーシャルメディアを通じて広まり、

してきちんとした取り調べを要求する声はアメリカ全土に広がった

国中に大規模な抗議行動が広がった。

が、翌年、ジマーマンは裁判で無罪になっている。

しかしこうした事件は決して珍しいものではなく、その２か月前の
３月には、黒人女性救急救命士ブリオナ・テイラーさんが警察の手違
いにより自宅で８発の銃弾を浴びて死亡している。

黒人を侮辱するイラストや言葉

この事件が、現在世界中に広がっているブラック・ライヴズ・マター
運動に発展した。
そんな中で、今、差別的な言葉や行動があらためて注目されている。

（Othniel Spence）は、“I am not your Clansman” と

「 ブ ラ ッ ク・ ラ イ ブ ス・ マ タ ー」
（Black Lives

いうキャンペーンをソーシャルメディアで表明し

Matter ー以後 BLM）運動が活発になるにつれ、こ

た。実は何年も前からこの名前が適切ではないと

れまで見過ごされてきた数々の差別的表現が見直

指摘されてきたが、ゲーリック語で “家族と伝統”

されてきている。そんな現在でも、黒人を差別し、 という意味であり、元来全くルーツの違う言葉で
侮辱し、不快にしている言葉やイラスト、英語の あることから、名称の変更にはいたらなかった。
言い回しなどは、いまだに生活の中にはびこって

それが最近の BLM の声が強くなるに従い、プロ

いる。

チームであっても侮辱的であり不快感を及ぼすよ

そうした中でも、私達（特に日本から来ている

うな名称を変更するという発表が続々とされてお

日本人・日系人）はその意味をあまり理解せずに

り、そうしたプレッシャーを受けて SFU はついに

スルーしている場合が多い。もっともそれは、日

名称を変えることに同意した。

本人に関わらず、多くの白人にとっても同じよう
に、悪意なく “知らない事実” なのだろう。“N”

日本では長年子供達に

る言葉）は広く知られているが、その他

なじみのあった童話『ち

は多くの人があまり気が付かずに生活し

びくろサンボ』だが、こ

ているのではないだろうか。

れまた、
「サンボ」が黒
人を軽視する呼び方だと

SFU スポーツチームの名称

いうこと、挿絵が真っ黒

快にしている身近な例としては、サイモ
ンフレーザー大学のスポーツチーム名の

表現だということで、黒

“The Clan” がある。本来は、スコットラ

人コミュニティが子供達

ンド人が伝統的に “一族” “一門” をさす

をいじめから守るために

言葉だが、北米ではどうしても Ku Klux Klan (KKK)

も学校から排除するべきだと排斥運動を続けた結

白人至上主義団体の” The Klan”（綴り K と C の

果、この数年学校や図書館に置かなくなってきて

卒業生でプロアスリートのオセニール・スペンス

ブランドを出しているマーズ社も名称変更すると
表明している。

音楽グループ Lady Antebellum

Lady A
時を同じく、このトレンドは音楽会にも影響を
及ぼしている。アメリカのカントリーミュージッ
クグループ、レディ・アンテベラムは、その「ア

ンテベラム」が "Antebellum South” すなわち、黒
な肌に赤い大きな唇と、 人の奴隷を開放した “南北戦争” 前を意味し、深
非常にステレオタイプな く黒人奴隷を肯定する意味合いがあることから、

BC 州住人にとって知らずに黒人を不

校スポーツチームに所属する複数の黒人の選手や、

スタント・ライスでおなじみ「ベンおじさん」の

お馴染みの絵本
『ちびくろサンボ』

言葉（Negro、黒から由来する黒人を罵

違い）と聞き間違えられて誤解を受けやすい。同

ランドを廃止することにした。これに続き、イン

いる。

この時代にふさわしくない、黒人の心を傷つけた
と謝罪したうえで、名前を「レディ A」に改めた。
その他、
ディキシー・チックスも“Dixie”が米国「メ
リーランド州とペンシルベニア州の境界線」すな
わち、黒人奴隷を廃止に導いた北、肯定する南の
境界線を意味し、これが黒人にとって不快な意味

スーパーに並ぶ『Aunt Jemima』

を持つとして、
「チックス」に改名している。

今年６月、米食品
企業大手、ペプシコ
の 子 会 社、 ク エ ー
カ ー・ オ ー ツ の 130
年以上にわたる「ジェ
マイマおばさん」
（Aunt Jemima） の ブ
ランドとロゴが特定
の人種に特化したも
のだと認め、このブ
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The Chicks

We are 28 years old!

名画と言われた
『風と共に去りぬ』

いう掛け声を廃止した。"Gator bait" には悲しく、

「風と共に去りぬ」も南北戦争を背景とし、奴隷

おぞましい過去があったのだ。黒人を奴隷にして

の手伝いなど、黒人を下等に扱う場面が多いとの

いたころ、黒人の赤ん坊をワニの捕獲のおとりの

理由でビデオ配給サービスの HBO MAX は同映画
をリストから降ろした。

エサに使っていたのだ。

こと」と思いがちだが、その根は深い。黒人奴隷
の労力をフルに生かして、イギリスの植民地時代

よく耳にする「ピーナッツギャラリー」"Peanut

ジャスティン・トルドー首相

黒人に対する人種差別の根源となっているのが、
「奴隷制度」だ。日本人にしてみると「そんな昔の

野次馬―Peanut gallery

『風と共に去りぬ』

Systemic Racism
―システム化された人種差別

から栄えていたアメリカ南部。そこでは農業、特

gallery"、 こ れ も 黒 人

に綿花のヨーロッパ向け輸出で経済が

を 卑 下 し た 言 葉 だ。

盛んだった。プランテーションと言わ

しばし、
“外野”“野次馬”

れた大規模農園経済は、奴隷の労働に

と訳されるが、これ

より支えられていた。プランテーショ

はその昔、劇場でよ

ン所有者は南部を支配し、多大な政治

くピーナッツが売ら

的影響力があった。半面、北部では奴
隷制を認めない自由州が増えた。する

れており、一番安く、
舞台が見にくい席に座っている観客がそれを買っ

と、それに危機感を募らせた南部では、奴隷制廃

ていた。その観客の大半が黒人で、Blackface にし

止の州が急増して奴隷制が消滅してしまうことを

情けないことに我らカナダのジャスティン・ト

た白人の俳優が黒人を馬鹿にしたような演技をし

危惧し、独立を求めたのだ。 それが南北戦争勃発

ルドー首相も、昨年９月に、“Blackface” ― 顔を黒

ていると、ピーナッツを投げて非難していたこと

の理由だ。 結果的には南北戦争における北軍の勝

く塗ってパーティに参加したという過去の大きな

が由来となっている。

利により、奴隷制度は 1865 年のアメリカ合衆国

過ちを暴かれている。学校の演劇部教師だったこ
ろ、29 歳のトルドー氏はアラジンの装いをし、パー

日本人にお馴染みのＯＫサイン

憲法修正第 13 条の成立で廃止される。しかし数
年後には、南部分離派奴隷州だったサウスカロラ

ティに出席したのだ。さて、我々日本人で、バブ

普段から何気なくＯＫするときにする親指と人

イナ州、ミシシッピ州、フロリダ州、アラバマ州、

ル世代や団塊の世代には 4 人のボーカルが顔を黒

差し指でつくる丸い形。日本人には全く他意のな

ジョージア州、ルイジアナ州、テキサス州を始め、

く塗り、ドゥーワップを歌っていたシャネルズを

いＯＫサインも、最近では

16 州で幅広く「ジム・クロウ法」
（Jim

懐かしく思うのではないか。顔を黒く塗るのがど

白人至上主義者などの極右

Crow laws）すなわち、白人至上主義

うして悪いのか納得

主義の象徴として認識され

政策が発令された。そこでは黒人を

がいかない人もいる

ている。

苦しめる人種隔離政策が、1870 年代

かもしれない。白人

ニュージーランド、クラ

初頭から 1965 年まで当然のごとく施

も 80 年代にはマイ

イストチャーチのモスクで

行されてきた。それは執拗に社会構

ケル・ジャクソンの

銃乱射によって 51 人を殺

造に爪痕を残し、55 年後の今も黒人

真似をして顔を黒く

害した犯人が、裁判所に出

（その他マイノリティにも及ぶが、そ

塗っていたではない

廷したときに OK サインを

れはまた次号）にとって理不尽な “シ

か？と疑問に思うだ

したりなど、悪意あるヘイトサインとして OK サ

ステム化” した人種差別が繰り返されている。例

ろう。しかしながら、 インは認識されている。名誉棄損防止連盟はこの

えば、警察が道で普通に歩いている黒人をステレ

実は Blackface には、200 年もの間黒人を侮辱して

サインを極右過激主義者が使う憎悪のサインとし

オタイプに「黒人＝悪い」という思い込みで職務

きた過去がある。黒人が怠け者で、のろまで、大

て登録している。

質問するとか、良い車に乗っていると、盗んだ車

中央が黒塗りトルドー

食い、
頭が悪いという表現を、
白人が顔を黒く塗り、
唇を大きく白く塗りたくり、面白おかしく舞台で
表現していたのだ。これらは昔も人を馬鹿にした
趣味の悪い催しだったが、それは現在も同じだ。
ステレオタイプに黒人を面白おかしく表現した
仮装は、いろいろな意味で NG だ。

掛け声 "Gator bait"
フロリダ大学では「ワニのエサ」"Gator bait" と

だろうと、むやみに止めて、ID や車の持ち主か証

無意識の差別

拠を見せるように迫ったりすることが、しばしば

最後に、最近よく耳にする黒人に対する “micro

行われている。最近では、盗難車（そもそも盗ま

aggression” 何気なく使っている、悪意のない差別

れたのはモーターバイク）だと間違えた警察が、

だ。差別や嫌がらせとしては非常に微妙なニュア

泣き叫ぶ 4 名の女性（17 歳と 6 歳の姉妹も）を車

ンスで、本人に差別であるという意識はなく、
「日

から引きずり出し、後ろ手に手錠をかけ地面にう

常的なレイシズム」と言われている。具体的な例

つ伏せにさせたという酷い例もある。

では、
「あれ？ 君は黒人みたいな話し方しないん

このようなことは、黒人社会にとっては日常茶

だね？」
「あなたの髪型とっても変わっていて、目

飯事で、黒人の家族は、
「その時」が来ると、父親

立つわね」
、
「君は黒人だから、ダンスもうまく、 が息子に、外で警察に呼び止められたときの心得
「Yes, Sir/Ma’ am と答えよ。何
バスケも飛びぬけてできるだろうね」
「へー、黒人 を諭す。警察には、
なのにご両親は医者なんだ！」など。褒めたつも

を言われても逆らうな、急な動きをするな、銃を

りで言っても、こうしたステレオタイプの先入観

取り出すと誤解されないように、手はしっかりと

からくる発言は NG。くれぐれも慎もう。

前にだしておけ」
。私達が可愛い子供たちに、その
ように言い聞かせながら育てなければならないな
ど、想像もつかないではないか。

www.thefraser.com
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ローカルアーティストシリーズ

ふれいざーインタビュー

マイムアーティスト・役者

平野弥生さん
Ｑ：この道に進んだきっかけは？

本も書いたりしていました。

横断公演旅行をしたの

Ｑ：目標としていた人はいますか？

す。その時は、
バンクー

がカナダに来た最初で

Y.H. 幼いころから近所の友達を集めてはストー
リーを作って遊んでいました。自分の机に毛布を

バー、エドモントン、

掛けて、その下で物語を語ったりしていました。 Y.H. 桐朋の教授で、俳優座の座長であり

サスカトゥーン、ノー

小学生の頃から、学芸会では前日に熱を出したり

俳優・演出家だった千田是也先生です。戦

いじめっ子と喧嘩をしたりしながらも、いつも主

前、ドイツのべルリンで演劇を学んだ方で

役を演じていました。６年生の秋、宝塚に引っ越

した。その後、1989 年に文化庁の在外研修員の一

してからは、宝塚歌劇に夢中になっていました。

員として、ドイツとカナダで合計１年の研修をす

その時にエドモントンで出会ったダンサーとの交

チョイ役でした。でも、私はいつも登場人物全員

る機会を得ましたが、その時のドイツでの恩師は、 流が、印象に残っています。その後、1990 年に３
ミラン・スラデク氏。丁度、ベルリンの壁が崩壊 か月程研修していたとき、メンバーの一人が「弥

の台詞を覚えていたんです。それで、公演の前日

した年で、ベルリンのマイムの劇団を紹介してい

生、フリンジ・フェスティバルに出ればいいのに」

に主役の先輩が熱を出したときは、私が 1 日の練

ただきました。スラデク氏はチェコスロバキア人

と言ってくれたんです。でもフェステバルは１か

高校でも演劇部に入りましたが、その時は、も

ドイツに落ち着くことになった人です。その先生

セルがあったことを知り、すぐに出ることに決め

う宝塚歌劇への興味は薄れていて、新劇や海外の

の約 20 年ぶりのチェコでの公演にお供をさせて

中学に入って演劇部に入りましたが、１年生は

習で代役を務めました。終演後、校長先生が「感
動した」と言ってくださったのを覚えています。

「をんな」 1986 年

ス・バトルフォード、

ルデル、
ロサンジェルス、
トロントと巡演しました。

で、プラハの春でロシアがチェコに来た 1970 年、 月後。無理とは思ったのですが、彼女が芸術監督
たまたま外国公演をしていて帰国できなくなり、 を紹介してくれました。そのときたまたまキャン
ました。急なことで、公私ともに大忙しでしたが、

団雲、文学座、民芸、劇団四季など大阪まで見に

いただきました。
感動的な公演でした。
またその後、 このときの公演はとても好評で、大きな自信にな
東ベルリンのパントマイム劇団ドイチェス・テア りました。

行きました。２年生の時に、学校が招いた俳優座

ター・べルリーナ・アンサンブルの演出家ピーター・

のブレヒト研究会の公演で、歩くマイムの動きを

バウムガルト氏のお稽古や公演を見に行く機会に

劇団の芝居を見に行くようになっていました。劇

初めて見て、凄く斬新に感じて

恵まれました。スラデク氏は主

マイムに興味を持ちました。そ

にソロマイム、バウムガルト師

の動きを使った台本を３年生の

はアンサンブルのマイムで、大

時に書いて、県の高校演劇コン

きな影響を受けました。

クールで優秀賞をいただきまし

その後、カナダのエドモント

た。

ンでダンスの勉強をする予定

ある時、ロンドンから来たロ

だったのですが、予定の先生が

イヤル・シェークスピア劇団の

急病で、代わりにジェン・ヘン

『ウインザーの陽気な女房たち』

ダーソンさんの道化のクラスを

を観て感銘を受け、
「これこそ芝

取りました。このクラスは、そ

居だ！」と思いました。当時の

の後の私に大きな影響を与えま

日本の芝居は、立ったままあま

した。ある意味、真っ白になっ

り動きがないものか、やたらに
走り回っているかのどちらかで

「雪のひとひら」 1988 年東京にて

した。でも、私は言葉と動きが

て始めた、という感じかな？
その後、1996 年に公演に出演し
ていただいた日野皓正さんの天

合っている芝居に興味があったんです。

才的なトランペットには圧倒されました。

その縁で、1992 年から３年連続で、カナダ横断

フリンジ・フェスティバル・ツアーに来ることに
なったのです。1996 年からは 2001 年まで５回に
わたってとヨーロッパ・アジア公演を行いました。
久しぶりに 2001 年に、日本のダンスカンパニー
RAKUDO とのコラボでカナダのフリンジに参加し
ようという話になって、エドモントン・ビクトリ
ア・バンクーバーのフリンジに参加。その時、現
在の夫に逢い、2002 年のフリンジのツアーに参加
後、そのままバンクーバーに移り住みました。
Ｑ：このコロナ禍の時代に、どのような工夫をし
てアートを発信されていきますか。
Y.H.

こういう事が無かったら、多分、毎日忙し

い、忙しいで、流されていたんじゃないかと思い
ます。でも、このゆったりとした時間を楽しんで、
これまで会った多くの人や出来事を振り返ってい
ます。そして次世代に残せるものは何かを考えて
います。発信することだけが大事なのではないん

このころ、俳優座が桐朋学園と一緒に演劇科を

その他、オランダで知り合ったポーランド人の

作ったばかりでした。受験の科目に当時あまり一

ハリーナ・ビテックさん、ブルガリアのニッキー・

般的ではないパントマイムがあったので、新橋に

ソティロフ氏と、海外公演をしていた時に出会っ

あった日本マイム研究所というところに行って１

た人たちからは大きな力をいただいてきました。

つめ直したいと思っています。コロナが落ち着い

Ｑ：どうしてカナダへ？

もしかしたら、人があるべき姿をもう一度見つめ

か月勉強をして桐朋学園を受験、入学しました。
Ｑ：その当時の夢、目標は？

Y.H. ：1986 年のバンクーバー万博の時に、日

Y.H. とにかく舞台女優になりたかったです。台

本から仲間と一緒に文化庁の助成で、北アメリカ
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じゃないか。100 年に一度と言われるこのパンデ
ミックの中で、人として生きたことの意味を、見
たころ、世界は全く違うものになっているかも。
直すために、必然としてあった時代なのかも知れ
ません。その先にあるものは？ 楽しみですね。

We are 28 years old!

Providence
平野   弥生
私達は、多くの偶然の中で生きているよう

彼女がいたから、私は安心して仕事もできたし、

始めての街。右も左もわからない。 色々調

に見える。実際、偶然なのかも知れない。し

海外公演にも行けた。私の海外研修も喜んでく

べられてもいやなので、地図も何も持って来

かしそうとばかりも言えないことも多くある。

れていたのに。私は後ろ髪を引かれる思いで成

なかった。ドイツ語はようやく片言が言える

私にとって、はっきりと意識できるほどに、た

田を後にした。

程度。何か尋ねても、
その答えが理解できない。

だの偶然とは思えない事が起こり始めたのは、

ケルンでは、パントマイムのミラン・スラデ

それでも何人かの人に劇場の場所を聞いた。

1989 年、東西を分ける壁が崩壊した直後のベ

ク氏のもとで研修を始めた。丁度新作を発表す

みんな親切に教えてくれた。しかし英語は通

ルリンであった。

る１か月半前で、その制作課程を体験できたこ

じない。ドイツ語が聞きとれない。雪こそな

とは大変幸運だった。私はセットを作ったり衣

かったが、どんよりと曇った空と底冷えする

装を縫ったりしながら、リハーサルを観た。教

寒さ、殺風景な町並み。心細さとせつなさを

1989 年

会を使っての公演だったので、舞台の設営から、

かかえて迷ったあげくに、もうヘトヘトに疲

この年はいろいろな事があった。

照明の仕込み、また当日はパンフレットの販売

れていた。気がついたら二時間も街をさまよっ

４月、14 才になった娘のアトピー性皮膚炎

まで、様々な経験をすることができた。

ていたことになる。

のアレルギー検査をした。アレルゲンが牛乳と

11 月２日、初日。約 600 席の教会は満員の

卵と言われ続けて、その替わりに豆乳と納豆や

観客に埋め尽くされた。立ち見も出て、入れず

だった。いつの間にかひらけた場所に来ていた。

豆腐で育てた娘は、なんとその大豆アレルギー

に帰った人もいたほどの盛況で、公演は大成功

見上げると目の前に劇場がある。良く見るとそ

だったのだ。天と地がひっくり返った気分だっ

だった。

れがドイチェ・テ

た。私は何と娘にあやまればいいかわからな
かった。
その年の６月、父がガンで亡くなった。父は

その４日後、夫から義妹が亡くなったという
11 月９日、たまたまオランダのアムステルダ
ムを訪れていた私は、そこでベルリンの壁の崩

しかし実は弟と母、親戚の反対で、家族は父に

壊を知った。

自分が気がついていることを私達に悟らせま
いとしていたことを知り、私はショックを受
けた。

11 月 17 日、ケルンでのスラデク氏の公演が
終わり、私も打ち上げの集まりに誘われて出か

そんな中、私は、文化庁の在外研修員として

けた。そこで、東ベルリンからスラデク氏の公
演を観に来ていた、ドイチェテアター・パント

カナダに研修に行くことになった。父がお祝い

マイム・アンサンブルのリーダー、ピーター・

に買ってくれた黒のスーツが、そのまま喪服に

パウムガルト氏に出会った。優しそうな目をし

なった。父の大好きだったお花を棺に入れな

た紳士だった。そして彼らの次の公演がベルリ

がら、人前では決して泣くところを見せなかっ

ンで 12 月４日にあることを知った私は、丁度

た私は、
おいおい泣いた。
父の死はショックだっ

旅行を計画していたこともあり、ベルリンに立

たが、同時に、父を亡くした心臓の弱い母が

ち寄って彼らの公演を見に行く約束をした。私

心配だった。しっかりしなければと思った。

はなるべく多くの違ったタイプのパントマイム
を見たいと思っていた。

９月 20 日。文化庁の在外研修員として、私
年の息子、中学２年の娘、そして出発の日の

11 月 26 日から 10 日程の予定でロンドン、
ハンブルク、ベルリンと旅行した。

２、３日前に突然倒れた義理の妹を残しての

ベルリンには 12 月３日に着き、翌日の昼ご

出発だった。二つ年上の義妹は透析で涙もで

ろ、フリードリッヒ・シュトラーセ駅に着いた。

なくなっていた。
そんな彼女を病院に見舞った。

そのころはまだ、その駅かチェックポイント・

彼女の目の奥の涙を見ながら、多分最後になっ

チャーリーで１日ビザをもらわなければ、東に

てしまうだろう別れの言葉を交わした。困っ

は入れなかった。壁がなくなったといっても、

た時はよく栂談に乗ってくれた義妹だった。彼

ドイツ人以外はまだまだ自由に行き来はできな

女は 19 才の時からリウマチで入退院を繰り返

かったのだ。 駅からパウムガルト氏に電話を

していたが、明るく聡明で、優しい人だった。

入れたが、受付の人は彼はまだ来ていないとい

子供達の面倒もよく見てもらったものだった。

う。仕方がない、
とにかく劇場まで歩いて見よう。

www.thefraser.com

（つづく）

パウムガルト氏との出会い

マイムの世界から初めて選ばれ、単身ドイツと

はドイツのケルン市に旅立った。夫と高校１

アターだった。

電話が入った。涙がとめどなく流れた。

自分がガンだと知っていたと私は思っていた。
ガンであることを告げていなかったのだ。
父が、

もういい。諦めて帰ろう。――そう思った時

平野弥生

略歴

1972 年、桐朋学園大学演劇コース卒業。同時にマ
イム公演活動開始。1985 年より、本格的にソロマ
イム公演活動を始める。1989 年、文化庁芸術家在
外研修員として、一年間ドイツ、カナダで研修。帰
国 後、YAYOI THEATRE MOVEMENT を 主 宰。1993
年「マイム道成寺」で文化庁芸術祭の演劇部門に参加。
北米、ヨーロッパ各国で公演を行う一方、ジャズ
の日野皓正、元彦兄弟と共演大きな反響を呼ぶ。
1996 年にヨーロッパ６か国公演。1997 年はオラ
ンダで３か国のアーティストとのコラボを行う。
1997 年にはオランダで 6 か国のアーティストと
コラボレーション、10 月には、フル・オーケストラで、
ソロマイム「ボレロ」を上演。各国での活動のかた
わら面作りを行い、
1998 年には N.Y. で展示会を行う。
2002 年には『風の旅人』でカナダツアー。同年
９月にバンクーバーに居を移し、ここを拠点に活動
開始。BC 州各地でも公演を行う。
2014 年、カナダカウンシルの助成により、
「800
年台から 1800 年台にかけての日本の伝統舞踊を探
る」リサーチプロジェクトで２ヶ月間日本各地を訪
問。カナダ及び地元の様々な活動に参加している。
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コミュニティ
掲

示

板

脳の運動教室

オンライン博物館

バンクーバー日系人福音教会

ファミリーヒストリー個別相談

E- 介護、元気シリーズ第 1 弾：朝のラジオ体操、 ウェブサイト centre.nikkeiplace.org
展示 詳細はウェブサイトにてご確認ください。
毎朝 8 時 55 分に集合です。
https://centre.nikkeiplace.org/exhibits/broken⇒ https://bit.ly/2BV8eXd
promises
www.jpgsopelchurch.com にて日曜日の朝１１
時、オンラインにて礼拝を配信いたしますので、
ぜひご利用ください！
www.jpgospelchurch.com
jpgospelchurch@gmail.com
604-521-7737

1 時間 $25 + GST。メンバーは２０％割引。
詳 細：jcnm@nikkeiplace.org | 604.777.7000
ext.109（ 火 - 土 ）https://centre.nikkeiplace.
org/family-history-one-on-one

バンクーバー日系人福音教会

チャールズ門田リサーチセンター

ミュージアムショップ：

タカオ・タナベの作品 Near the Sea を 200 枚の
限定発売でご購入可能です。アーカイバルイン
425-11th St., New Westminster, BC
クジェット、アーカイブ用水彩紙。8 月 31 日よ
り前のご注文には、Sumie（墨絵）の展示カタ
Japanese Christian リバイバルセンター
（8 月 31 日以前に在庫がなくなれ
毎月第１日曜日の礼拝は特別礼拝、Anointing ログを進呈。
ばその時点で終了）
。ミュージアムショップと
Service。聖霊様の豊かな油注ぎをお求めの方、
オンラインで購入可能です。かわいいローカル
Welcome All
ベンダーのマスクを入荷・販売中。
お問合せ (604)984-0663 牧師かわいまりこ
centre.nikkeiplace.org/shop/ | jcnm@
www.lwpm-jcrc.com
nikkeiplace.org | 604.777.7000 ext.109
バンクーバー日系人福音教会からのお知らせ！！

礼拝のご案内

朝 11 時＆午後 1 時
人数制限がございますので、事前に必ず教会ホー
ムページよりレジストレーションをお願いしま
す！！ また、Youtube にて礼拝ライブ中継も行
われています。教会ホームページより日曜日朝 11
時に見ることが出来ます。ご利用ください。

Zoom での無料英会話クラス開催中！！
バンクーバー日系人福音教会
www.jpgospelchurch.com
email: jpgospelchurch@gmail.com
604-521-7737

日系文化センター・博物館
6688 Southoaks Crescent, Burnaby BC V5E 4M7
604-777-7000 Fax: 604-777-7001
info@nikkeiplace.org www.nikkeiplace.org
◎受付・ミュージアムショップ営業時間：
火曜～土曜 午前 10 ～午後５、
日曜～月曜 休み。
日系プレースは日系文化センター・博物館、日系
シニアズ・ヘルスケア＆住宅協会および日系プレー
ス基金で構成。
オンラインでご覧いただける展示物もございます
ので、ウェブサイト centre.nikkeiplace.org を是非
ご覧ください。

日系祭り主催 サマー・アット・日系ガー
デン 21 日・22 日
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寄贈に関するお問い合わせはコレクション・マ
ネージャーのリサ・ウエダ luyeda@nikkeiplace.
org までご連絡を。戦後補償特別委員会からの
ご支援に感謝します。

常設展「体験：1877 年からの日系カナダ人」
2 階入場無料

献血クリニック

8 月 28 日（金）正午～午後 8 時 献血できる
適性基準がありますので、詳しくはカナダ献血
サービス（1.888.236.6283/ feedback@blood.ca
/ www.blood.ca）まで。
ウ ェ ブ サ イ ト に て、 詳 細 を ご 覧 く だ さ い！
(www.nikkeiplace.org)
ご寄付に関する詳細は、日系プレース基金に
お 問 い 合 わ せ 下 さ い：604-777-2122 又 は gifts@
nikkeiplace.org。

隣組
101-42 West 8th Avenue, Vancouver, BC V5Y
1M7
 604-687-2172 Website: www.tonarigumi.ca
開館時間：月曜～木曜 10am ～２pm（土日祝
は休館）
予約制によるサービス応対と図書室ご利用時間
バンクーバー・コースタル・ヘルス（VCH）が
提供する施設運営規則に従い、新型コロナウィ
ルス感染予防を行いながら試験的な開館を継
続。コミュニティサービスの提供と図書室のご

利用いただけます。お電話にて来館ご希望日
時の予約をお願い致します。開館に関するドア
チェック等詳細は隣組ウエブサイトをご覧下さ
い。金曜日はオンラインによる TG ラウンジ、
シニアライフセミナーを開催中。
2020 年度半年会員登録：お電話にて手続きをお
受けしております。半年会費：25 ドル（有効期
限：2020 年 7 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで）

BC 州認可こどものくに
デイケアが６月１日から再開園し、今度はトド
ラーとプリスクールの番です。様々な状況を考
慮し、またこども達にとって何が大事なのかを
考えて９月の新学期からこどものくにはまたス
タートします。
cw@vjls-jh.com / 604-254-2551 芳賀まで
☆「こどものくに」は、施設の広さ、莫大な規
定の教材、登降園時の安全性、保育士資格など
の全ての基準を満たし、BC 州認可の日本語環境
プリスクール、デイケアです。
☆デイケアは、ダウンタウンにも近くて働く親
に便利な場所です。
☆プリスクールは、幼児期に本当に必要な事は
何かをじっくり考え、情緒豊かな子どもに育て
る事を保育目標にしています。

バンクーバー日本語学校（VJLS）
◎小学科は、日本語力の向上、基本的学習態度
の習得などを目指し３時間授業で行っています。
色々な科目も取り入れ、楽しい授業。生徒達は、
明るい教室、広いホール、図書館など、最適な
環境で伸び伸びと学んでいます。生徒会、奨学
金制度などたくさんの特色を持つ教育の場です。
創立 112 年の伝統を誇るこの学校で勉強をしま
せんか。
◎キンダークラス、小学科、基礎科（家庭で日
本語を話さない環境の子ども）
、アダルトクラス、
ハイスクールコース。
◎日本語能力試験対策コースも要望に応じて開
設。目的に応じて学習するチュータリングも。
お電話でお問合せください。
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjls-jh.com
www.vjls-jh.com

バンクーバー日本語学校並びに日系
人会館（VJLS-JH）
87 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjls-jh.com

www.vjls-jh.com

We are 28 years old!

日系祭り主催

サマー・アット・日系ガーデン
８月 21 日・22 日

6688 Southoaks Crescent, Burnaby BC
今年の日系祭りは形を変えて８月の特定の日に『サ
マー・アット・日系ガーデン』として開かれます。安全
対策を踏まえた上で、野外でのミニマーケット（食べ物、
物品）
、館内では古本市もあります。浴衣で参加しておみ
こしの前で自撮りはいかがですか？
日系祭りウェブサイトに概要と日時指定入場券購入方
法がアップされました。

nikkeimatsuri.ca
安全と衛生面に注意して、１回のエントリーは 50 名ま
でです。日時指定入場前売りチケット購入をイベントブ
ライト (eventbrite) よりお勧めします。当日券には数に限
りがあります。
事前に日系センター会員になっておくと入場料は無料、
入り口でギフトがもらえます（先着順）
。

ズーム個人講座 ８月継続のお知らせ
コロナ渦で外出するのも大変な中、もうすこしコンピューター
やタブレットの勉強をしておけばよかった、という多くの声が聞
かれました。そういった声にこたえて、2020 年度会員向け特別無
料プログラムとして「ズームの使い方 個人講座」を隣組施設に
て開催しております。この機会にぜひズームの使い方をマスター
しましょう！ 詳しくはこちらの隣組サイト
http://www.tonarigumi.ca/zoom101/ をご覧ください。

隣組会員向けオンラインプログラム
＆ズーム個人講座

TG ラウンジ
８月７、１４、２１、28 日 ( 金 )10am – Noon
室内でできる運動やコグニサイズなどのほか、皆様から
のリクエストに合わせコンテンツを充実させながら継続
予定。後半はワイワイ楽しいしゃべりの時間です！
ズーム個人講座
8 月 18 日、25 日 ( 火 ) iPad
8 月 31 日 ( 月 ) PC そしてアンドロイド
10 時、11 時、12 時そして午後 1 時の時間限定、隣組会
員への無料個人レッスンです。
登録は programs@tonarigumi.ca へ、会員番号とフル
ネームを添えてご送付ください。

SUCCESS Richmond Immigrant Settlement
& Integration Program
SUCCESS リッチモンド 移民定住支援プログラム
Understanding and Supporting Children with Diverse Learning Needs

多様性学習の必要なお子さんへの理解と支援
無料日本語オンラインワークショップ
日程：2020 年８月 27 日（木）
時間：午後３時半から午後５時
講師：秋山 フイ キャロルさん（教育コンサルタント）
内容： ＊カナダでの多様性学習を理解する
＊地域にある ADHD、自閉症、学習障害児などを
サポートする機関を探すには
＊多様性学習の必要なお子さんが学校生活にうま
く対処する支援法とは

S.U.C.C.E.S.S. サクセス
Email：Takako.suga@successs.bc.ca
電話 :  236-880-3392
登録リンク：https://bit.ly/3hTCscF

ワークショップご登録後、
移民状況の確認のため、担当者から
ご連絡させていただきます。
PR カードまたは移民証明の書類を
ご用意ください。
その後でワークショップリンクを
送らせていただきます。
要予約：移民の方、住み込みケアギバー
の方、難民指定を受けている方、カナ
ダから保護認定を受けて在住されてい
る方が対象のプログラムです。

www.thefraser.com
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Sand Art

認知症サポートグループから、
ウェブイベントのお知らせ

～ Hiro Hamada 初の展示販売会～

Calling 911 ― 一刻も早く「救急救命士」が
				
知りたい患者情報
概要：今回は、リッチモンド地区で「救急救命士」としてご活躍
の兵頭渡さんを講師にお招きし、現場に出動した際に、逸早く大
切な情報が入手できると命が助かる事例を挙げながら、事前の書
類準備の大切さをお話し頂きます。詳細は 9 月号で。
日時：9 月 19 日 ( 土 ) 午後 1 時から 3 時まで
場所：Zoom
講師：兵頭 渡 (BC EHS / BC Ambulance Service Paramedic)
参加費：$15
主催：日本語認知症サポート協会

アリセプト開発物語
概要：世界初のアルツハイマー病治療薬「アリセプト」の開発者
で、現在、京都在住の杉本八郎先生と Zoom で繋ぎます。先生
はこの「アリセプト開発」で “薬のノーベル賞” と呼ばれる英国「ガ
リアン賞特別賞」と日本では「恩賜発明賞」を受賞。日夜研究に
没頭し、幾多の苦難を乗り越え、約 15 年掛かりで「アリセプト」
開発に成功。現在においても世界シェア No1 である
「アリセプト」
誕生舞台裏を含めた「アリセプト開発物語」をお話し頂きます。
詳細は 9 月号で。
日時：10 月 3 日 ( 土 ) 午後 6 時から 8 時まで
場所：Zoom
講師：杉本 八郎 ( 薬学博士 同志社大学生命医科学研究科 客員
教授 / ( 株 ) グリーン・テック社長 )
参加費：$20 ( 前売り券 )、$25 ( 当日券 )
主催：日本語認知症サポート協会

期間：8 月 19 日 ( 水 ) ～ 9 月 13 日（日）
場所：Pacific Arts Market
(1448 W Broadway, Vancouver)
お問合せ：
1. Canada Sand Painting Association
Email：info@sandart-caspa.com  
www.sandart-caspa.com
2. Pacific Arts Market
Phone: 604-216-9063           
www.pacificartsmarket.ca
Canada sand painting association(CASPA) の Co-founder であり Chief
instructor、そして Sand artist である Hiro Hamada が、バンクーバー
市内のギャラリーで初の展示販売会を開催します。
2019 年より Vancouver にて活動を始めた私達ですが、まだまだ Sand art
を目にしたことがない方がほとんどだと思われます。実際に目にして「え？
これが砂で出来ているの？」と驚かれることでしょう。作品は、皆さまが
講習を受け練習すれば挑戦していただけるお手軽なものから、繊細でまさ
に芸術というものまで幅広く展示いたします。またそれらすべてを販売い
たします。
「やってみたい！」と
思った方のために、PAM 限定価
格にてスターターキットも販売
いたします。ご自身のペットの
Sand art が欲しい方のためにオー
ダーも承っております。
ぜひおいでください。

１．教師

募集

バンク―バー日本語学校では、キンダー (5 歳児クラス）
、小学科および基礎科を担任する教師
を募集しています。9 月から来年 6 月まで働ける資格、教員免許保持者、教師経験のある方の
応募をお待ちしております。
お問い合わせは、電話：604-254-2551

メール：excectivedirector@vjls-jh.com まで。

２．校長
バンクーバー日本語学校では、日系カナダ社会の文化と歴史を重んじ、学習者のコミュニティ
構築を促す、魅力的で質の高い教育を提供する一端を担う熱意のある校長を募集しております。

【学歴・職歴】

〇 教育現場におけるリーダーの経験 〇 大学学位 〇 日本文化への深
い理解 〇 教育プログラムの構築・運営経験 〇 コミュニティからの強い推薦

【技能】

〇 強いリーダーシップ 〇 経験と知識のレベルが違う生徒達を指導する能力
〇 英語での口頭 / 筆記の高い能力 〇 優れた対人関係構築能力 〇 問題解決や業 績管
理を含むスタッフ への高い管理能力 〇 優れたオーガナイズ能力 〇 Microsoft Office
（ワード、エクセルなど）の中級レベルの習熟度

【望ましい資質】

〇 教育への情熱 がある 〇 前向きに解決策を考え、チャレンジ精神があ
る 〇 組織独自の文化に積極的に貢献する 〇 適応力があり、変化を受け入れられる

問題は p.3
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ご興味のある方は vjlsjh.bamboohr.com/jobs まで奮ってご応募ください。

We are 28 years old!

ジワークショップ、 アニマルレイキ講座教えます。 お問
い合せ、 申し込みは info@powerpaws.ca, Kai まで。
www.powerpaws.ca

Great Cinema Alley 現代の映画に多大な影響を

仲間募集
教えます
無料聖書講座 バンクーバー日系人福音教会で

は、 随時、 無料聖書講座を開催しています。 聖書
にご興味のある方は、 下記までご連絡ください。 ご一
緒に世界一のベストセラーである聖書を学びましょう。
jpgospelchurch@gmail.com

家庭教師します。幼稚園児、小中高校生の子供

達への国語、作文、論文指導、子供から大人ま
での日本語。ホワイトロック、サウスサリー地
区。reikoeydt@gmail.com

ピアノレッスン ノースバン。 音大卒、 大学講師
10 年以上。 BC Registered Teacher。 ウエストバン ・ バ
ンクーバー出張も可能。 お子様から大人まで年齢を問
わず大歓迎です。 詳細は、 お名前 ・ ご連絡先とともに
nvanpiano@gmail.com までお問い合わせください。
ピアノレッスン＆理論   ウェストバンクーバーのブリ
ティッシュプロパティーズの教室。 BC 音楽教師協会加
盟。 UBC 音楽部卒。 Preschool 教師資格保持。 ２０年
以上経験有。 RCM 試験準備可。 日本語英語選択可。
Pianolessonsvancouverbc.com

劇団員募集中 座 ・ だいこん は日本を題材とした

作品を日本語で上演しているバンクーバーのアマチュア
劇団です。 年２回の公演に向けて、 メンバー、 または、
お手伝いをしてくださる方を随時募集しています。 経験
不問。 興味のある方はご連絡ください。
zadaikon@gmail.com

日 / 英道徳経勉強会 道徳経は老子が書いたと伝
えられる書である。 5000 字余りの文章に老子の無為
自然・謙遜柔弱の処世哲学をすべにしめしています。ー
緒にこの道徳経について日本語と英語を語り合ってみ
ませんか。 毎月の第 3 日曜午後 2 時より。 ☎ 778809-1133 taodechinggroup@gmail.com
テニスグループ をお探しの方山崎までご連絡下さ
い。 tennis.konwakai@gmail.com まで。

北海道人会が活動を再開しました！北海道出身の方、
北海道にゆかりのある方ならどなたでも参加いただける会
です。 学生、 ワーホリの方も大歓迎！ご連絡いただいた
方に今後のイベントなどをご連絡いたしますので、 元会員
の皆様、 新規会員ご希望の方のご連絡をお待ちしており
ます。 dohjinkai.bc@gmail.com 604-805-4847

同志社大学出身の皆様へ 同志社大学バンクー
（大人、子供）。師範免許有。 バー校友会では、 懇親会を定期的に行っています。 バ
書道教室 少人数制。
毎週通えない方のための通信講座新設。詳細は
604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com

ピアノ・歌レッスン & 理論 お子様から大人
までの授業。 BC 音楽教師協会加盟。 RCM ARCT
& DipABRSM 資格保持。 Capilano University 音楽部
卒業。 20 年以上経験有。 RCM 試験準備可。 英語
可能。 リッチモンド。 初回 30 分無料。 お問合せは、
matthew@lifemusique.com。 778-323-8535。
腸の健康をテーマにした発酵食クラス

ホリスティック栄養士が効能等も交えながら、 家庭でも
作れる酵素、 乳酸菌たっぷりの発酵食の作り方をお伝
えします。 詳細 ： https://ameblo.jp/sustainablefeast
次回のクラスをご覧下さいませ。 坂本

アルバイト
出張にて車をピカピカにします。お手入れ

Wax、艶出し研磨作業、塗装保護のガラスコーティング、
殺菌効果の高い車内特殊スチーム清掃、 臭い取り等、
ボート、 RV も承っております。 www.carpikajp.com 又は
604-446-2755

ペットヒーリング、 アニマル霊気、 アニマルマッ

サージ、 動物会話、 自宅でできる簡単動物マッサー

www.thefraser.com

クラスは土曜午後１時から２時半． 新改築されたトラウト
レークセンターにて。 興味のある方は見学にどうぞ。
fax:604-451-9491 メール louiedickens@yahoo.com

ンクーバーおよび近郊在住で同志社大学 ・ 小中高等
学校 ・ 女子大 ・ 短大他グループ校にゆかりのある方は
ぜひお気軽にご連絡を下さい。 お問合せ ： 真野 / ジン
604-688-1956/doshishavancouver@hotmail.com

日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！ 日本大学の繋

がりで集まり、 楽しく語り合いませんか？ 日本大学 （高
等学校、 大学、 大学院） に関係された方なら、 どなた
でも老若男女問わず大歓迎～！下記事務局までご連
絡ください。 発起人 ： 久保克己、 小茂田勝政、 和田
健治 事務局 ： 和田健治 604-862-7216
email:vickomoda@yahoo.co.jp

乳がんサポートグループ つどい 日本人女
性のための乳がんサポートグループ つどい連絡先
E メール ： tsudoivancouver@gmail.com
☎ & Fax ： 604-433-7831 「つどい」 のホームペー
ジもご覧下さい。 tsudoivancouver.blogspot.com

与えたクラシック名画をみんなで鑑賞しませんか。 参加
ご希望の方はご連絡ください。
ふれいざー 604-939-8707

♪さくらシンガーズ男女合唱団員募集♪

４５年の伝統ある混声合唱団さくらシンガーズでは、 各
種イベント出演 ・ 来年の定期コンサートに向け、 練習を
行っております。 見学 ・ トライアル大歓迎！お問い合わ
せは 604-831-4974、 604-221-0545。
www.thesakurasingers.org

伝導瞑想 エネルギーのヨガ （ラヤヨガ） と奉仕のヨ
ガ（カルマヨガ）の組み合わせであるこの瞑想は、グルー
プで行われ、 この混沌とした社会から新しい世界を生
み出してゆこうと努力する世界中の人々から作られて
います。 やり方は簡単ですので、 世界に奉仕したいと
思われる方ならどなたでも参加できます。 （無料） 毎
週火曜午後７時、土曜午前８時より、ダウンタウンにて。
お問合せ☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com
中京大学同窓会 中京大学同窓会カナダ支部を
2011 年に設立いたしました。 中京大学及び梅村学園
の卒業生 ・ 留学生 ・ 在籍者または賛同して頂ける方々
お気軽にご連絡ください。 親睦の輪を広げましょう。
野原誠治☎ 604-347-7995 noppaseiji@hotmail.com
関西大学出身の皆様へ 。 同窓会設立を目指し同窓

生の皆様に呼びかける次第です。 Greater Vancouver
及び BC 州在住の同窓生の皆様ご一報ください。
☎ 604-685-6521 ext. 348 コミナミまで E-mail:
tom.kominami@f55f.com

学習院卒業生 学習院の同窓会である桜友会の支
部、 バンクーバー桜友会は、 同窓生の親睦の輪を広
げたいと思っております。 学習院の卒業生の皆様、 ど
うぞ下記までお気軽にご連絡ください。 お待ちしておりま
す。
会 長 ： コ リ ン ズ 光 子 604-436-4080 Email:
mitsukocollins@hotmail.com 世話役 ： 大沼亜紀子
604-314-0366 Email: pandakoaki@hotmail.com
ソフィア会からのお知らせ 上智大学出身者の
方、 是非ご連絡ください。 たまに集まっておしゃべり
しています。 現役の留学生、短期滞在の方もどうぞ。
連絡先 ： 604-939-8707 宮坂 mari@thefraser.com

バンクーバー将棋クラブ

shogivancouver.wordpress.com twitter.com/
ShogiVancouver facebook.com/ShogiVancouver

少林寺拳法 日本武道の少林寺拳法は、 “半ば自
己のため、 半ば人のため” をモットーに心身の鍛錬に
励んでいます。 大人は、 月金の夜と土曜の昼、 子供の

【クラシファイド お申し込み方法】
★物品の売買は横書き１行 22 字で４行まで無料。
★アルバイト・教えます・求人・住宅情報は１回１行
につき $2.00。チェック送付先は本誌最終ページに。

Fax: 604-939-8780 info@thefraser.com

★違法性のあるもの等、掲載をお断りする場合があります。★掲載後で
も苦情の多いものは掲載継続をお断りする場合があります。★掲載内容
に関するトラブルは、当誌は一切責任を負いかねますのでご了承ください。
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『月刊ふれいざー』及び『ふれいざー go Local』を支えてくださるスポンサーの皆様
◆ レストラン / 食

◆ 専門職

エンジェル・シーフーズ 604-254-2824

入谷いつこ 公認会計士 604-767-7007

懐石遊膳橋本 www.kaiseki.ca

楠原良治 弁護士 PANORAMA LEGAL LLP 604-372-4550

カメイロイヤル・ジャパニーズ・レストラン 604-687-8588

シャイン・カナダ 604-828-9804

シーボーン 604-231-2230

ゼウス・アカウンティング・サービス 604-374-6031

ふじ屋

チャン＆アソシエイツ法律事務所 604-549-9225

604 ｰ 251-3711

チーナ 604-648-0008

藤井公認会計事務所 604-250-7649

めしや八ベイ 604-879-3357

松下公認会計事務所 604-687-8877
森永正雄ローレンス・ウォン＆アソシエイツ法律事務所 604-728-4474

◆ 不動産

吉田ノータリー・パブリック 604-569-0512

オークウエスト不動産株式会社 604-731-1400
高原さやか Keller Williams Realty VanCentral 604-725 ｰ 7228

ABIC 移民＆ビザ事務所 604-688-1956

則末恵子 ニュー・センチュリー不動産 604-250-4935

◆ 教会

藤原 進 サットン不動産 604-781-6945

ジャパニーズ・クリスチャン・リバイバルセンター 604-984-0663

森ジェームス サットン不動産 604-290-3371

聖ペテロ記念庭園納骨堂 604-874-1344

吉村秀彦 リマックス不動産 604-312-5159

日系聖十字聖公会 604-879-1344

依田敦子 セルマック不動産 604-992-5080

ノースショア日本語キリスト教会 604-986-6844
バンクーバー日系人福音教会 604-521-7737

◆ 住居

バンクーバー日系人合同教会 604-874-7014

アルカディアホームズ 604-996-1270
キャナドゥー・エンタープライズ 604-687-6252

メノナイト日本語キリスト教会 604-596-7928

ＣＢＳ inc. シャワートイレット 604-899-8001

◆ 学校

４リアル・プラミング 604-831-0235

バーナビー日本語学校 info@bjls.ca

◆ 健康 health and welness

バンクーバー日本語学校並びに日系人会館 604-254-2551

歯科医師ウェイン・オカムラ・インク 604-736-7374

◆ 旅行

陶板浴ウェルネス 604-687-3319

スカイランド・エスケープ・トラベル 604-685-6868

ドクター・ウー・漢方クリニック 604-818-9021

◆ 美容

◆ その他
オーシャンビュー・フォレストローン・セメタリー葬儀社 604-724-7986

AOI ビューティー・スタジオ＆エステティックス 604-688-2122

キモノ・バンクーバー

ギルド・ヘアー・サロン 604-806-0918

ジャパン・コンピュータ 604-307-4408

モーブ・ヘア 604-370-6519

ニコニコ・ホームケア 778-960-4735

604-544-3579

バックスター・神戸・フローリスト 604-433-3308

◆ 保険・金融

はなもフローリスト 604-685-3649

上高原保険代理店 604-876-7999

Murata Wa Lifestyle Store 604-874-1777

小林ヒロコ 投資アドバイサー 604-727-2320

ユニアーク・ソリューションズ 604-446-2832

浜野ハイジ TMG モゲージ・グループ・カナダ 604-250-7649

OOMOMO Japan Living www.oomomosutore.com

Crius Financial Services Corp 山下りえ・伊藤ちか 778-319-4649
ＲＢＣ ウェルス・マネージメント 604-257-7291
ＴＤ カナダ・トラスト 604-654-3665

◆ 動物 / ペット
アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・BC

animaladvocates@telus.net

ウエスト・バンクーバー動物病院 604-913-8387
ドッグスマート・トレイニング masumi@dogsmart.ca

『月刊ふれいざー』及び『ふれいざー go Local』は、上記のスポンサーの皆様のご協力により成り立っております。
私たちのコミュニティを盛り立ててゆくため、御用の際には是非弊誌のスポンサーの皆様をご利用ください。
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We are 28 years old!

