月刊

ふれいざー
TORONTO

FRASER MONTHLY
E
FRE
無料

10

October 2020
456 issues since 1992
Vancouver, BC Canada

特集：苦難にあえぐアメリカ

C

p. 3

p. 16

p. 21

p. 24

p. 38

OC

NO

TN

ET

NE

TN

ST

S

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

目次
from Hollywood Kristen Stewart クリステン・スチュワート
New CD music freak
トピックス
トピックス
カナダのニュース「反マスク派・陰謀論支持者の大規模デモ 首相は第 2 波警戒の呼びかけ」
カナダのニュース「パンデミック中の感謝祭
集いは規模縮小やオンラインが奨励」
世界のニュース「警官による黒人女性射殺事件 遺族に 1200 万ドルの和解金」
世界のニュース「トランプ米大統領が退院
選挙活動再開、コロナ感染は「神の恵み」

14
16
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

私は白系日本人（10）チャック・ランメル
特集 苦難にあえぐアメリカ
Healthy Life
自然と生きる「熊が出た！」 高橋 清
日本の企業社会 中根 雅夫
ハーブと友達 Marsh Mallow マーシュマロウ / 上田麗子の healthy で
My Closet Rylee & Ink

ふれいざー名エッセイシリーズ「万年筆」 新納 基久
LGBTQ にとっての Black Lives Matter

オーマイガー・サイエンス「実際の皮膚と同じ刺激を認識する電子人工皮膚 / 人工光合成で太陽エネルギーから燃料を生成」

思い出の片隅 「セミの話」 西村 咲弥

BETTER HOUSE BETTER LIFE「デジタルツインは人工知能（AI）の頭蓋骨」/ ニコニコ生活小統計

阿部山 優子

窓を開ければ港も見える「作品を作ってもらわないと困る」 阿川 大樹
「オンライン日本映画祭『MOOSICLAB2020』
」 田中 裕介
私の薦めるこの一冊
トロント映画記 トロント国際映画祭に考える、私たちの Womanhood Kaori Gavrilovic
ふれいざーインタビュー 安藤 真理子さん
竜を家に連れて――遅れてきた、津軽アイヌ キロス田中桜子
御伽草子 「梵天国（24」広滝 道代
My Story ―私の乳癌闘病記 / 日本文化と神道「七五三は「感謝」をする日｝
オンライン講演会から 「世界初アルツハイマー治療薬開発者 杉本八郎博士」

5
8
15
15
15/34
22
31
32
39
40

詩
sudoku break( 答え P.31）
sudoku break( 答え P.34）
熟語遊び ( 答え P.39)
隙間川柳
話の箸やすめ
日本語チェック ( 答え P.39)
Mini English
編集後記
主な執筆者

にゃいん・わんわん・かんぱにー被災した動物たちの救出を」

FRASER MONTHLY
www.thefraser.com
Canada Post Publications Mail Product Sales Agreement #40027294
Issued on October 15th, 2020
PUBLISHED BY: FRASER JOURNAL PUBLISHING
P.O.Box 64060, Clarke Road, Coquitlam, B.C. CANADA V3J 7V6
Tel: (604) 939-8707
contact in TORONTO Tel: (289)-597-3759 toronto@thefraser.com

E-mail: info@thefraser.com
Publisher: Rei Miyasaka
Chief Editor: Mari Miyasaka
Co-supervision: Tadao Kabashima
Frequency of publication: once a month
転載禁止 Reproduction in part or whole forbidden.

SUSHI
MASAYUKI
J
apanese restaurant

Itabashi Way

Burington

Appleby Line

Upper Middle Rd

2180 Itabashi Way Burlington ON L7M 5A5
905.336.0030
www.sushimasayuki.com
2

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

Fraser Monthly Toronto

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 28 years old!

from
映画「トワイライト～初恋～」でスターの仲間入りを果たした
後も、地に足の着いた受け答えに変わりはない。トワイライトシ
リーズその後も「Adventureland」
「The Cake Eaters」など、数々の
映画で主演している。
Q：
「Adventureland」で演じたキャラ、エムについてどう思いま
すか？
DW：私は、ストーリーの隙間を埋めるためだけに作られたキャ
ラを演じたくはないの。その点、エムはとてもリアルでよく描
けているキャラだと思ったから出演した。母親を亡くし、父親
は自分を気にかけてはくれないという環境で孤独に生きるエム
は、私自身とかなり違う。すべてを背負っている自分は、ほか
の人よりもある意味賢いと考え、さらに自分を追い込んでしまっ
ている。年上の既婚男性と肉体関係を持つことも、楽しんでやっ
ているのではなく、マゾ的な性質ゆえに、自分を追い込んで満
足している節があると思うの。エムは、すっかり傷ついている
人間なのよ。
Q：
「The Cake Eaters」では、フリードライヒ失調症の少女ジョー
ジアをリアルに演じていましたね。
DW：あの映画は、本作より先に撮影したの。ジョージアの気
持ちに入り込んでしまって、撮影直前まで障害のあるしゃべり
方や動き方など外見的なことを全然考えていなくてね。監督
が、ジョージアと同じ病気を患う同年代の女の子２人のインタ
ビュー映像を渡してくれて、それを見るうちにジョージアのしゃ
べり方や動き、気持ちを自然に表現できるようになったのよ。
Photo : Megumi Torii (Hollywood News Wire)

インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire.net）

Kristen Stewart クリステン・スチュワート

1990 年４月９日、カリフォルニア州ロサンゼルスに、プロデューサーの父

し、若いのに筋金入りのメディア嫌いで有名になった。凛とした風貌と芯のある
性格でオトコマエ女優というあだ名もつき、女性ファンも多い。
「Clouds of Sils

と脚本家の母の間に生まれる。
“The Safety of Objects”で映画デビュー。2002 年の「Panic Room」でジョ
ディ・フォスターの娘役に抜擢され、ヤナグ・アーティスト賞の主演女優賞に
ノミネート。美少年のようなクールなマスクで一躍子役スターの座に。
｛Land
of Women」で大人の実力派女優に成長した。バンパイアに恋する少女を演じ
た 2008 年の「Twilight」はメガヒットになった。このときのメディアやファ

Maria」ではアメリカ人俳優初のセザール賞・助演女優賞を授賞した他、数々の賞
を授賞している。
UCLA の通信科で作家・脚本家の科目を勉強した。
ロバート・パティソンとの破局後、2016 年からスーパーモデル、ステラ・マッ
クスウェルと同棲している。

ンの異常な興奮ぶりにうんざりし、
「バカみたいな質問をされる」と辛口を飛ば

ナチュラルセラピースクール
（指圧・整体コース）

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。

Info@tokyoshiatsu.com

TOKYO HEALTH INSTITUTE

2350 Yonge Street 2nd FloorToronto, Ontario M4P2E6

TEL: (416)-488-4669

www.thefraser.com

FAX: (647)-260-2159

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。
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music freak
“Imploding the Mirage”

October
“Smile ”

The Killers
ラスベガス出身の

収 録 曲全ての作詞・作

ロ ッ ク・ バ ン ド、 ザ・

曲をケイティ本人が手がけ

キラーズ。シンセサイ

た3年ぶりとなる新作は、

ザーを多用したニュー

「笑顔や元気、回復力や

ウェイヴ・サウンドの

癒し」などがテーマの渾身

中に噛み砕かれたイン

作。ゼッドがプロデュース

ディー・ロックを滑り

した”Never Really Over”

込ませ、ポップなメロ

や チ ャ ー リ ー・プースが

ディとエモーショナル

プロデュースした”Harleys

なヴォーカルを武器に

in Hawaii”、最新シングル

世界的を渡り歩く 4 人

”Daisies”など、昨年から今

組。まずはイギリスで

年にかけて発表したヒッ

ブレイクを果たしたの

ト曲も網羅されている。

が面白いところで、これ

Katy Petty

表題曲の”Smile”が象徴

までのアルバム 5 枚はいずれも全英 1 位を獲得している。もちろん全

するように、ケイティ・ペリーと言えば、人々をパッと笑顔にさせる、太

作品で母国米国のトップ 10 にも食い込んでいるが、日本での知名度は

陽のような輝きを持った歌姫であり、新作でもそのあり方は徹底して浸透

なぜかイマイチ。本人たちに「僕たちは日本以外の国ではとても人気が

しているのだが、今回の作品は意味合いが少し異なる。「表題曲は『笑顔

あるんだよ」と言わせてしまうのが悔しいところ。音楽性はボーダレス、

を取り戻そう』がテーマ。私自身、ここ最近公私ともにどん底を味わっ

万人受けする実力派なのだが。

て、そこから這い上がるために旅に出たりしているうちに、思いがけず世

さて、そのザ・キラーズが約 3 年ぶりとなる新作をリリースした。先

界がこんな状況になってしまった。人々から笑顔が消えてしまったわ。み

行シングル” Caution” が彼らの真骨頂、キャッチーなシンセ・サウン

んなマスクをつけて、笑っているのかどうかもわからない。最近は笑顔が

ドをこれでもかと展開しているところからも予想できるように、新作は

見られると一層素敵だと感じてしまうから、タイトルをスマイルにした

らしさ満点だ。
ちなみに同曲でリード・ギターを担当しているのはフリー

の」と新作への思いを熱く語っている。

トウッド・マックのリンジー・バッキンガムとのこと。
キャリアを重ね、成熟の域に達したバンドから溢れ出る豊かな渋みを

さて、そのケイティは８月26日、婚約者で俳優のオーランド・ブルーム
との間に第一子となる女の子を出産した。アルバムのリリースはその２日
後となり、まさに「笑顔たっぷり」のケイティ・ペリーだ。

堪能しよう。待望の一枚だ。

日頃のご愛顧に感謝いたします。弊社は、安心してご利用いただける様日々衛生面でも最新の注意をはらっております。
また、長期保存が可能な、缶詰類、レトルト商品も取り扱っています。ぜひご利用下さい。
メープルシロップ
オーガニック 250ml
$15

日本向け
宅配

アイスワイン
白・赤共 375ml
$35

www.cheenashop.com

ぜひご利用ください

メープルシュガー
バームクーヘン 250g
$20

ご注文はオンライン、郵送、お電話で。
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お届け日

指定できます

カナディアンメープルセット
$35

スモークサーモン
キング・紅 150g x 各 1 枚
$49

チーナ

42年の実績！！

Cheena

お届け先 1 件につき
お買い上げ商品
金額 $150.00 以上で

送料無料！

Email: mail@cheena.com

9291 Shaughnessy St. Vancouver, BC V6P 6P4

Tel: (604)648-0008 / Fax: 604-324-6552
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トピックス

米加（陸路の）国境閉鎖：10 月 21 日まで延長

月 16 日から 10 月 21 日まで実施され、
郵送での投票もできるということだ。

公安省のビル・ブレア大臣は、コロナ感染の広がりを押さえ込むために

カナダの大都市のコンドミニアム市場に変化

当初９月 21 日まで予定されていた米加間の（陸路）国境閉鎖を 10 月 21
日まで延長すると発表した。米加間の国境は、今年３月より、陸路のみ、

２桁の失業率の中にあって、カナダの不動産市場では記録的な不動産の

ホリデーやショッピング目的の旅行者に対し閉鎖されていて、毎月、状況

高値や激しい入札合戦が続き、春に予測されていたような不動産価格暴落

を精査したうえで閉鎖の延長が検討されてきた。

は今のところ起きていない。専門家は、
「いずれはマーケットは落ち着く

６月にトルドー首相は、米加間の陸路の国境を性急に再開するつもりは

だろうが、それはまだ先のこと。但し、大都市のコンドミニアムだけは別

ないと明言したが、これまでにもアメリカ側から早急な国境再開の要望が

のようだ。コロナ禍で働き方やライフスタイルが変わり、多くの人が在宅

出されており、カナダはこれを拒否している。奇しくも、ブレア大臣の発

勤務になり、以前より広いスペースを必要とするようになったので、トロ

表と同日に、アメリカのトランプ大統領は、
「カナダは、アメリカとの（陸

ントやバンクーバーでも以前とは様子が変わり、コンドミニアムよりも一

路）
国境再開を望んでいる。
国境は間もなく再開され、
平常のビジネスが戻っ

軒家の方が需要が伸びている」と述べている。

てくるだろう」と述べている。政府関係者は、
「米加の陸路国境を再開する

BC 州不動産協会の主任エコノミストは、
「グレーターバンクーバーでは、

かどうかは、
カナダ人の安全を考えてカナダ政府が決定する」
と語っている。

依然として８月のアパートの販売件数の方が一軒家の販売件数を上回って

一方、現在も中国・ブラジル・英国等を最近訪問していないカナダ人に

はいるものの、アパートの販売件数は前年比で 19.4% の増加であるのに対

ついては、空路でアメリカに入国することは可能であるが、今後の状況次

し一軒家の販売件数は前年比で 55.1% も増加している。一軒家の販売速度

第でカナダへの再入国がいつ禁止されるか分からないため、不要不急のア

にコンドミニアムの販売速度は追いついていない」と話している。

メリカ行きは控えるよう引き続き呼びかけている。

一方、賃貸に関しては、家賃の安さから１ベッドルームの動きが活発と

９月 18 日までに、カナダの感染者数は 142,879 人（死亡者数：9249 人）
、

なっているが、より広いスペースを求める人が増えており、２ベッドルー

アメリカの感染者数は 6,678,382 人（死亡者数：197,696 人）と報告され

ムや１ベッドルーム＋デンタイプの需要も高まっているという。さらに、

ている。

新移民の多くが最初に大都市に移住し、カナダでの生活が安定するまでは
賃貸住宅に住む傾向があるが、コロナ禍でカナダに移住した人の数が激減

BC 州、10 月 24 日に選挙実施へ

したことも賃貸住宅市場に大きく影響している。今年４月の新移民数は

BC 州のジョン・ホーガン首相は、
「我々は、現在、コロナ危機の第一段

4,000 人、５月は 11,000 人と増え、６月には 19,000 人まで増加したが、昨

階にいるにすぎない。コロナはこれからも何年も続いていくのだ。今こそ、

年６月の 34,000 人には及ばず、引き続き低い数字で推移すると見られる。

BC 州の住民にとって必要な政策の話をしよう。違いを明確にしよう」と

マスク着用に支持広がる

語り、10 月 24 日の選挙を実施することを発表した。ホーガン首相は、さ
らに「今回の選挙は自分のためではなく BC 州の人のため。BC は、安定し

コ ロ ナ 感 染 者 が 全 カ ナ ダ で 増 加 す る の を 受 け て Leger 社 と the

た政治を行う為にも州民の願うリーダーを選出するべきだ」と話した。

Association for Canadian Studies が実施したオンライン調査によると、回答

最近、Angus Reid Instituted が実施した調査によれば、今同州が選挙を

者の 83% が「政府は全ての公共の室内の場でマスク着用を義務化するべ

実施したらホーガン首相率いる NDP が圧勝するだろうとの見通しが出て

きだ」と考えていることが分かった。これは、7 月に実施されたアンケー

いるということだ。調査では、投票先を決めている人の 49% が NDP を、

ト調査と比べ 16% も高い数字となっており、
「カナダの多くの地域がコロ

29% が自由党、14% がグリーン党を支持すると回答している。自由党の

ナ第二波に入ったことを憂慮する人が増えたことを示している」と同社で

アンドリュー・ウィルキンソン党首は、
「選挙実施の動きは、皮肉で利己

は分析している。

的だ。今、総選挙の実施を望んでいるのは、BC 州の住人ではなくて NDP

また、87% の回答者が、感染を防ぐためにマスク着用は市民の義務だと

だけだ。この選挙は全く不要なものだ。自分の党員の雇用を確保する以外

考えており、マスク着用は個人の自由と回答した人は 21% となり、７月

のなにものでもない」とホーガン首相を強く非難している。

の調査から６% 減少した。感染を恐れていると回答した人の数も、７月の

一方、専門家は「この選挙は必要のない選挙で、NDP に対する反発へ

51% から 61% に上昇しており、回答者の３分の２は、今後３ヶ月以内に

とつながる可能性も否めない」と話している。なお、期日前投票は、10

カナダが再びロックダウンに入るだろうと考えていることが判明した。

きよ

浄らかなほほえみ

こぬか雨に

すず

涼しくぬれて

ききょう

桔梗の花が

け さ

くき

今朝咲いた

みじか

短い茎に

ほほえんで

並んだ五つの

むらさきの色

あした

明日に希望の

やど

つぼみ宿して

川路 廣美

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

詩

photo: Atilin
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トピックス
クリーブランドダムから放水：死亡事故

中国で拘留中のカナダ人二人に大使が面会許可

10 月１日の午後２時頃、ノースバンクーバーにあるクリーブラン

中国の通信機器最大手ファーウェイの孟晩舟最高財務責任者が、米国

ドダムから誤ってキャピラノ川に放水された奔流により、少なくとも

の身柄引き渡し要請を受けたカナダ当局により、
2018 年 12 月にバンクー

１人が死亡、５人が流される事故が起こった。ダムを管理するメトロ

バーで拘束されたことを受け、中国政府は直後にスパイ容疑でカナダ人

バンクーバーのジェリー・ドブロボルニー氏は、この程、
「最も明確

のマイケル・スペーバー氏とマイケル・コブリグ氏を逮捕した。以後、

な原因は、ダム放水路の制御システムのプログラミングにおける人為

カナダと中国との間では外交的なにらみ合いが続いていたが、中国政府

的ミスである」と発表し、謝罪した。

はこの程、在中国カナダ大使のドミニク・バートン大使に、拘束中の二

水流出の制御不能による事故は 2000 年代初頭にも何度も起こって
おり、2002 年には、Worksafe BC がメトロバンクーバーに対し、リ

人と面会することを初めて許可した。これによると、面会はオンライン
形式になる予定。

スクアセスメントを実施し、増水を知らせる警報システムを含む安全

中国政府は、これまで面会を許可してこなかった理由としてコロナパ

対策をとることを命じていた。しかし、現在も警報システムはクリー

ンデミックを挙げている。アメリカ政府は、詐欺罪で孟晩舟最高財務責

ブランドダムで作動していないと同氏は述べている。

任者の身柄引き渡しを要請しているが、カナダ当局による同氏の逮捕は、

2000 年代初頭に同様の事故が何回も起こっていたため、ダムが建

中国・カナダの関係を明らかに悪化させ、緊張状態に陥れた。

設された当初使用されていた機械システムは、コンピュータシステム

本件に関し、10 月 10 日には、ジャスティン・トルドー首相とドナルド・

に切り替えられた。しかし、コンピュータシステムに切り替わった

トランプ大統領の間で電話会議が行われ、トルドー首相はトランプ大統

直後にも制御不能の放水が起こっていたという。メトロバンクーバー

領に対し、拘束中の二人が一刻も早く解放されるよう支持してくれてい

では、以後、Worksafe BC の指示に従い、インスペクションも実施し

るアメリカ政府へ感謝の意を述べた。

ていた。話し合いの焦点の一つとなっていたのは付近の住民への警報
システムだが、キャピラノ川は冬季にはかなり水位が上がることを鑑
み、設置は見送られてきていた。

第二波の非必須ビジネス閉鎖に概ね好意的
Nanos Research が実施した最近の調査によれば、大半のカナダ人が、
コロナパンデミック第二波対策としての非必須ビジネスの閉鎖を支持す

使い捨てプラスチック製品禁止へ

ると回答していることが分かった。

この程、ジョナサン・ウィルキンソン環境相は、2030 年までにプ

1003 人のカナダ人を対象に実施されたアンケートでは、70% の人が

ラスチック廃棄物をゼロにするべく、使い捨てプラスチック製品（買

スポーツジムや礼拝施設、レストランのイートインなどの非必須ビジネ

い物用のプラスチックバッグ、ストロー、混ぜ棒、缶入り飲料をまと

スを閉鎖することに対し、
「支持する」あるいは「やや支持する」と回

めるプラスチックリング、ナイフやフォークなどの食卓用食器、リサ

答している。 オンタリオ州では、
「支持する」
「やや支持する」と回答

イクルが難しいプラスチック素材からできているプラスチック容器

した人が 75% と最も高率となったが、オンタリオ州政府がトロント・

など）を来年度末までに禁止する意向を発表した。

オタワおよびピール地域に対して 10 月９日に発令した非必須ビジネス

政府によれば、カナダの淡水環境で見つかる最大量のごみが使い捨

の閉鎖命令が現実のものとなった今、この支持は真価が問われている。

てプラスチック製品で、トルドー首相は、昨年、この問題を解決し

コロナの陽性検査については、70% の回答者が、全国的に検査を１回

なければならないとしてプラスチック製品を近々禁止する旨の発言

実施することに対し「支持する」
「やや支持する」と回答。州をまたい

をしていた。政府は、
「毎年カナダ人は 300 万トンのプラスチックを

での移動については、
「個別バブルを維持するために、州をまたいで移

ごみにしていて、そのうちわずか９% しかリサイクルされていない。

動する人に対し、14 日間の自粛期間を設ける等の何らかの対策をとる

残りはごみ廃棄場（埋め立て地）行きになったり、環境に入り込んで

ことに、
72% が「支持する」
「やや支持する」と回答していることが分かっ

いる。使い捨てプラスチック製品は、環境に有害、リサイクルが難し

た。

く高価、そしてその代用品が入手可能である」と話している。
一方で、同相は、使い捨てプラスチック製品の禁止は、PPE 製品お
よび医療分野で使用されているプラスチック製品に与える影響はな

さらに、この質問に対し、大西洋沿岸州では、
「支持する」と回答し
ている人が 83% にも上ったが、平原州では、わずか 26% に留まってい
ることも報告されている。

いと述べている。

COVID-19 に関する注意喚起（10 月９日）
				

在バンクーバー日本国総領事館より

カナダ連邦政府はカナダ入国制限を一部緩和し、カナダ国籍者やカナダ
永住権保持者の祖父母や孫などといった、より広い意味での家族 (Extended
Family) や、重篤患者のケアや葬儀への出席など入国の可否を判断する際に
考慮すべき事情を有する渡航者 (Compassionate Traveller) が求められる手続
きを踏んでカナダ連邦政府から認められれば、入国制限の対象から外され
ることになりました。
		
＊			
＊
新型コロナウイルス感染症はそのウイルスが持つ脅威に加え、
「ＤＶ」も
引き起こしやすくなる環境を作っているのではないか、特に在宅勤務の普

6

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

Fraser Monthly Toronto

及により、加害者が常に在宅していることで被害者の逃げ場がこれまで以上
になくなり、助けを求めることがさらに難しくなっているケースもあるので
はないかと懸念されています。
「ＤＶ」には、殴る、蹴る、叩くといった身体
的ＤＶだけでなく、怒鳴ったりけなしたり言葉で暴力をふるう、いわゆるモ
ラハラといったような精神的ＤＶ、生活費を渡さないといった経済的ＤＶ、
電話や郵便物、パソコンなどをチェックするといった社会的ＤＶなど、様々
な形態のものが含まれます。そういった被害に遭っている方、またはそういっ
た被害に遭っている方をご存じの方は、
「ＤＶ日本語ホットライン /YWCA 日
本語アウトリーチプログラム」にお電話ください。専門家によるアドバイス
や支援が日本語で、かつ、無料で受けられます。是非ご活用ください。

We are 28 years old!

カナダの出来事

反マスク派・陰謀論支持者の大規模デモ

首相は第 2 波警戒の呼びかけ

ジャスティン・トルドー首相は 23 日、国民

は「財政界とマスコミに存在する、悪魔崇拝と

同州では１日の新規感染者が 100 人以下とな

に向けた演説で、カナダが新型コロナウィルス

児童虐待を密かに行うエリートたちに、トラン

る週が数週間続いていたが、８月下旬に感染者

の第２波に見舞われつつあることに触れ、
「感

プ大統領は秘密の戦争を繰り広げている」とい

が増え始め、デモが行われたこの日には、244

染状況は岐路に差し掛かっており、予防対策を

う突飛で根拠のないもの。しかし、コロナ禍で

人の新規感染者が報告された。これは６月４日

徹底しなければ感染拡大は避けられない」との

支持は広がり、Q アノン系の政治家が国政進出

以降最高の数字。

見方を示した。

の構えを見せているほど。欧州や日本などでも

「３月 13 日、ロックダウンに突入した際の

ジュヌヴィエーヴ・ギルバート副州首相は、
デモ参加者に対し、公共衛生当局によるガイド

関心が高まっている。

新規感染者は 47 名だったが、今は昨日１日だ

モントリオールのデモは、カナダ放送協会の

ラインに従うよう釘を刺した。
「屋外では、他者

けでも 1000 名以上を記録している。今起こっ

前で行われたラリーで最高の盛り上がりを見せ

とは２メートルの間隔を空けること、それが不

ていることは２週間前の我々の行動に起因する

た。演説者たちは、COVID-19 の脅威に政府が過

可能な時は、マスクをすること」と述べ、
「これ

ものなので、今日や明日の状況を変えることは

剰反応し、
ケベック州では 5800 人近くが亡くなっ

が反マスク派のデモだということはわかってい

できない。しかし 10 月やこの冬の状態は変え

ているこの感染症の危険性について、政府が嘘

るが、ルールは全員に当てはまる」と強調した。

ることができる。サンクスギビングで集うこと

をついていると非難した。演説者の背後では、

はできないかもしれないが、クリスマスに賭け

二人の男性が Q アノンの大きな旗を掲げていた。

ガイドラインは守られず

また、ヨーロッパで有名な反ワクチン派のジャ

しかし、デモ参加者の多くは他者と間隔を取っ

ン＝ジャック・クレーブクール氏は「保健当局

ていなかった。ある参加者は豹柄の衣装を身に

接触を避けるという経験が、すでにあるからだ。 は感染者数や死亡者数を操作し、パンデミック

つけ、他の参加者に「自由なハグ」を提供して

てみようじゃないか。我々には第２波をコント
ロールする力がある。自宅にとどまり他者との
また、マスクの着用は必須だ」と述べた。
国内主要４州では第２波に襲われており、１

が始まって以来、経済の停止が正当化されてい
る」と憤った。演説者には、パンデミックを「国

日あたりの平均感染者は過去１週間で 1,123 人。 際的なクーデター」とみなすステファン・ブレー

いた。
別の参加者は「人類は過剰なルールに盲目的
に従い、危険にさらされている」と述べた。

８月中旬の 380 人を大幅に上回っている。政府

氏やケベック州における反マスク運動の報道官

デモ行進に参加した人たちのほとんどが、メ

の最近の調査によると、国内の累計感染者は 14

として活躍する女優のルーシー・ローリエ氏ら

ディアにインタビューされることを拒んだが、

万 7753 人、死者は 9243 人となっている。

がいた。

ケベック州の Q アノンが運営するウェブサイ

首相の演説に先立ち、政府は感染対策をさら

トからの報道は受け入れた。ある女性は「春に

に進める方針を示していた。

ケベック州は感染封じ込めに苦戦

モントリオールで大規模集会

ケベック州は偶然にもこの日、公共の建物内

ニュースを聞くのをやめてしまい、新型コロナ

でマスク着用を拒否した人に罰金を科すという

については自分でリサーチすることにした。脅

モントリオールでは 12 日、
陰謀論や反マスク、 権限を警察に付与する法律が施行された。これ

しは終わった。今は自分の自由が心配だ」と述

反ワクチンについてのスピーチを聞こうと数千

はルゴー州政権が新型コロナ感染者の増加を抑

人がダウンタウンに集結した。新型コロナウィ

えるために先週導入を決定したもの。

は政府のガイドラインに従っていたが、今では

べた。

ルスをめぐるケベック州政府に向けられたデモ
集会としては最大規模のものになった。
デモ行進は、フランソワ・ルゴー州首相のオ
フィスの前から出発した。この半年間、抑圧さ
れストレスが溜まったあらゆる年齢層の人々が
たがるほどだった。
デモには、クリシュナ教徒、キリスト教原理
主義者、ドナルド・トランプ米大統領支持者、
第５世代移動通信システムや国連崩壊について

あった。
しかし中でも多数を占めたのが、Q アノン
（QAnon）支持者だった。Q アノンとは米国発
の極右系陰謀論やその信奉者を指し、その主張

www.thefraser.com

カナダで開教使
を勤めて幾星霜。
仏の道に生きた
筆者の、出逢っ
た人々への想い
を綴った回想録。

往来

んざりだ』と言うために参加した」と憤る者も

不二川 往来

不二川 往来

を持った人々が参加。
「
『躍らされるのはもうう

俺はカナダの開教使

不二川

のプラカードを掲げる者など、多種多様な考え

出遇い

出遭い―俺はカナダの開教使

集結。デモの規模は、ときには６ブロックにま
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カナダのニュース

パンデミック中の感謝祭

集いは規模縮小やオンラインが奨励

新型コロナウイルスのパンデミックによっ

のほとんどすべてのコミュニティが現在「レッ

よると、この日の新規感染者のうち 12 人がプ

て、日常生活はさまざま制限が余儀なくされ

ド・ゾーン」とされ、クリスチャン・デュベ

リンス・アルバートのゴスペル・アウトリー

ているが、家族や親しい友人が集うサンクス

保健相は 8 日、州の特定の場所に通じる道路

チで発生した集団感染によるものとされる。

ギビングにおいても、例年とは異なる祝い方

には警察が検問を設けることを明らかにした。

また、レジャイナの新規感染の大部分は同じ

が求められた。国内の多くの地域で新規感染

また、オンタリオ州ではダグ・フォード州

アパートから起こったものであると発表され

者数が増加する中、感謝祭を迎えたカナダ国

首相が、感謝祭は同じ世帯に暮らす家族限定

民は、七面鳥の丸焼きを囲む食事会の規模を

で祝うよう呼びかけ、現時点ではたとえ 10 人

オンタリオ州では 11 日、649 件の新規感染

縮小し、さらにはオンラインで家族が集まる

という人数でさえリスクが高すぎると語った。

が報告された。ピール地域で 157 件、トロン

という、過去には考えられなかった親睦が奨

た。

ノバスコシア州の保健医療長官ロバート・

ト 140 件、ヨーク地域 87 件、オタワ 54 件と

ストラング医師は声明で「ノバスコシア州民

なっている。同州ロンドンの保健当局はこの

カナダ公衆衛生局長テレサ・タム氏は 11

は州内での新型コロナ感染を抑えるために日

日、ウェスタン大学の寮で集団感染が発生し

日、10 月初旬の感染者増加を受けて、「これ

常生活を変化・適応させてきたが、それはサ

たことを明らかにし、一部の生徒を自主隔離

は、今年の感謝祭は招待客の顔ぶれが、例年

ンクスギビングにおいても例外ではない」と

が可能な場所に移動させたと発表した。

より少なめになることを意味している」と語っ

述べ、「誰を招待するかを決めるときは、ハイ

た。さらに「感謝祭を祝う上で一番良いのは、

リスク患者になりうる家族や友人に対するイ

同じ家に住んでない人とは物理的な距離を取

ンパクトを考慮し、今年の感謝祭を可能な限

一方、ニューファンドランド＆ラブラドー

ることだ」と指摘し、「こうした犠牲が結果的

り安全に行えるように尽力してほしい」と訴

ル州はこの日、感染者ゼロを報告。しかし感

に自分自身や愛する家族、コミュニティを救

えた。

染が多発するニューブランズウィック州の特

励された。

う上で重要になってくる」と強調した。また、

BC 州のジョン・ホーガン州首相もまた、今

ケベック州ではこの日、942 人の新規感染
者と 3 人の死亡者が報告された。

定の地域に旅行する州民に対するガイドライ

この春に感染者数を抑える上で役立った公衆

年の感謝祭は例年とは違ったものにする必要

衛生上の規定に従うよう呼びかけた。

があると述べ、州民には「クリエイティブで

そのニューブランズウィック州は 14 人の新

安全な感謝祭」にするよう呼びかけた。
「新型

規感染を発表。このうち 4 人がモンクトンの

しており、こうした地域ではサンクスギビン

コロナを考慮して、集まりは小さな規模で、

特別ケアホームでの感染拡大によるものとさ

グのロング・ウィークエンドにかけてさらに

でなければオンラインや電話で繋がるのがい

れる。

厳しい規制が実行されている。

いだろう」と述べた。

一部の州では新規感染者数は引き続き増加

感謝祭に向けた州首相のことば

10 月 11 日現在の感染状況

ンを発表した。

ノバスコシア州の感染者はゼロと発表され、
プリンスエドワード島は、2 人の感染を発表
した。

新規感染者数が落ち着きを見せている大西

10 月 11 日午後 5 時 30 分（東部時間）の時

ノースウェスト準州は、13 日より準州内の

洋側の州でさえ、同じ世帯内で 10 人以下の集

点で、カナダではこれまで 181,864 人の感染

空港ターミナルではマスクの着用が義務付け

まりにするよう強く呼びかけているが、感染

が確認されている。そのうち 153,219 人が回

られると発表した。

者数の増加が顕著なケベック州とオンタリオ

復したとされる。死亡者は 9,613 人。

州では、感染拡大の抑制に向けて新たな規制
が導入されている。
ケベック州では、セントローレンス川沿い

ユーコン準州は、感染の可能性のある患者

マニトバ州では 11 日、54 人の新規感染が

1 人を報告した。旅行と感染の関係が指摘さ

報告された。サスカチュワン州では 24 人、死

れており、現在は自主隔離の状態にあるとし

亡者 1 人が報告されたが、同州の保健当局に

た。

sudoku break

自費出版
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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。
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世界の出来事

警官による黒人女性射殺事件

遺族に 1200 万ドルの和解金

米ケンタッキー州ルイビルで今年 3 月、就

に踏み込んだこと、薬物捜査の令状の住所の情

で死亡が確認された。フロイドさんの逮捕に関

寝中だった黒人女性の救急救命士ブリオナ・

報は誤りで、容疑者はすでに拘束されていたこ

与した警官 4 人は免職になり、殺人罪などで起

テイラーさん（当時 26）が警官に射殺された

となど、警察側のミスが判明した。

訴された。この動画が拡散されると大規模ばデ

事件で、ルイビル市は 15 日、市が遺族に和解

警察が裁判所に提出した書類によると、市警

モが世界中に広がった。

金 1200 万ドル（約 12 億 6500 万円）を支払い、

が捜査令状を取った薬物容疑の男 2 人はテイ

今 年 2 月 23 日 に は ジ ョ ー ジ ア 州 ブ ル ン ズ

市警が再発防止に取り組むことで合意したと

ラーさん宅から 10 マイル離れた場所に住んで

ウィックの黒人男性アフマド・アーベリーさん

発表した。

いたが、警察はテイラーさんのアパートが麻薬 （25）がジョギング中にいきなり白人男性 2 人に

遺族は 4 月に民事訴訟を提起していた。遺
族の弁護人によると、警官の発泡で死亡した
黒人女性に対する和解金としては過去最高級

取引に使われていると考え、テイラーさんのア

射殺された。銃撃したのは 64 歳と 34 歳の父子

パートで令状を取ったという。

だった。2 人は、地元の連続不法侵入事件の容

その後テイラーさんの交際相手は逮捕され、 疑者にアーベリーさんが似ていたという理由で、

という。黒人に対する警官の暴力に抗議する

殺人未遂で起訴されたが、5 月半ば過ぎに取り

車でアーベリーさんを追跡していたと供述した。

デモが全米で広がる中、テイラーさんの事件

下げられた。5 月 21 日には FBI がテイラーさ

しかし父子と動画撮影者の 3 人が起訴されたの

は早期に和解に至った。

ん射殺事件について捜査すると発表したが、6

は、父子がアーベリーさんを待ち伏せしていた

月 19 日になるまで関与した警官は解雇も逮捕

ように見える 36 秒の動画が 5 月 5 日、インター

もされていなかった。

ネットに流出してからだった。動画拡散により、

記者会見したフィッシャー市長はテイラーさ
んの死亡に対し「深くお詫びする」と謝罪した。
テイラーさんの母親は「これはブリオナの完全

テイラーさんの遺族は 4 月、警官らを不法死

全国的な非難が噴出し、父子は殺人罪で起訴さ

な正義を得るための始まりにすぎない」と述べ、

亡と過剰な武力行使、重過失で告訴。弁護を担当

警官の刑事訴追を求めた。市長は 6 月 19 日に

したのは、今年 2 月ジョギング中に警官に射殺さ

8 月 23 日には、ウィスコンシン州ケノーシャ

なってようやく、関与した警官 3 人のうち 1 人

れた黒人男性アーマード・アーベリーさんの遺族

で、黒人男性ジェイコブ・ブレイクさんが至近

を免職処分とすると発表していた。

の弁護士でもあるベン・クランプ氏だった。

距離で背後から警官に 7 発の銃撃を受けた。
「訪

この事件を受け、ルイビル市議会は、ノッ
クなしに強制侵入することを禁じる新たな法
律を制定した。

テイラーさん事件の経緯

黒人に対する警察の暴力事件

れた。3 被告とも無罪を主張している。

問が禁止されている元恋人がやってきて、車の
鍵を持ち出そうとしている」という女性の通報

米国では 5 月以降、黒人差別に抗議するデモ

を受け、現場に到着した警官がブレイクさんを

「Black Lives Matter」が拡大している。きっか

テイザー銃で制止しようとしたことが発端。た

けとなったのは 5 月 25 日、ミネソタ州ミネア

だ、その通報とブレイクさんとの関係は情報が

3 月 13 日深夜 0 時過ぎ、ブリオナ・テイラー

ポリスで偽札でたばこを買った事件を捜査して

錯綜している。動画によると、ブレイクさんが

さんが自宅のアパートで交際相手と就寝してい

いた警官がジョージ・フロイドさんを死亡させ

自分の車に乗ろうとしたところ、警官がシャツ

たところを薬物の捜査令状を持った警官隊がド

た事件。動画には、白人警官のデレク・チョー

を掴み至近距離から背中に発砲。車内にはブレ

アを叩き壊して突入してきた。暴漢の侵入と勘

ヴィン被告がフロイドさんを地面にうつ伏せに

イクさんの幼い子ども 3 人がいた。ブレイクさ

違いした交際相手が玄関で発泡すると銃撃戦と

して首を 8 分 46 秒間膝で押さえつけている様

んは一命はとりとめたものの、下半身が麻痺し

なり、警官が室内で 20 発以上を発泡。そのう

子が収められていた。フロイドさんは何度も
「息

た状態になった。ブレイクさんは事件前、元恋

ちの少なくとも 8 発の銃弾がテイラーさんに命

ができない、助けてくれ」と懇願。警官は抵

人から不法侵入や性的暴行、公序良俗違反など

中し死亡させた。

抗が見られなくなった最後の 2 分 53 秒間でさ

で訴えられ、逮捕状が出されていた。9 月 4 日

事件後、ブリオナさんと交際相手に落ち度

えもフロイドさんの首を膝で押さえつけたまま

には病院から Zoom で罪状認否に出席し、無罪

はなく、警察がノックや警告なしにアパート

だった。フロイドさんはその後、搬送先の病院

を主張した。

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
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世界のニュース

トランプ米大統領が退院
新型コロナウイルスに感染したトランプ米
大統領（74）は５日夜、首都ワシントン近郊
のウォルター・リード米軍医療センターを退
院した。トランプ氏は１日深夜に感染が判明。

染を受けて討論会はオンライン形式に変更され
たが、同氏がこれを拒否し、中止となった。

感染者が相次ぐホワイトハウス

トランプ大統領は入院中だった４日、マス
クを着用し車で短時間外出し、車内から支
持者に手を振るなどの回復パファーマンスを
行ったことで、医療関係者らからも非難の声

２日午前に高熱と血中酸素濃度低下の症状が

ホワイトハウスでは新型コロナウイルスの感

が噴出した。米政権が定めた公衆衛生ガイド

みられ、夕方に入院した。 抗ウイルス薬レム

染が拡大している。６日には、トランプ大統領

ラインでは、治療中の新型コロナ感染症患者

デシビルやステロイド系抗炎症薬デキサメタ

の側近の一人、スティーブン・ミラー上級顧問

はウイルスを放出しているため、隔離措置を

ゾンのほか、未承認の抗体治療薬も投与され

が検査で陽性反応が出たと発表した。ミラー氏

取る必要があると定められているが、トラン

た。高齢で肥満のトランプ氏はハイリスク患

は 1 日から 5 日まで自宅から勤務し、日々の

プ氏は規定を無視した全く無用な外出で、大

者に分類される。

検査で陰性反応が出ていたが、６日に陽性と

統領警護隊を窓を閉め切った車に同乗させ、

主治医のショーン・コンリー氏は５日会見

なり、自主隔離に入った。ミラー氏は 9 月 29

感染リスクにさらしたというもの。

し、
「大統領の状態は改善している。完全とは

日に行われたトランプ氏の大統領候補者討論

トランプ氏は外出の直前、コロナ体験を「本

言えないまでも退院の基準を満たしている」

会の準備会合に参加していた。この討論会の

物の学校」と呼び、
「多くを学んだ」とする動

と強調した。
「ホワイトハウスは世界最高の医

準備に参加したクリス・クリスティー前ニュー

画をツイッターに投稿していたが、専門家か

療チームを 24 時間体制で待機させている」と

ジャージー州知事は、
「準備中は部屋の中の誰

らは「トランプ氏は何も学んでいないことを

述べたが、側近らに感染が広がる中わずか 3

もマスクをつけていなかった」と述べている。

自ら証明している」との批判が相次いだ。

日で退院したことをめぐっては、懸念や批判

また、５日にはケイリー・マケナニー大統

が続出している。

領報道官が自身の陽性反応を発表。
「１日から

トランプ大統領は５日午後６時半ごろ、入
院していた同センターからマスクをつけて姿

４日まで陰性だったが、５日朝の検査で陽性
となった」と述べた。症状はないとした。

世論調査も厳しい意見
トランプ氏の感染発表後に行われた全米世
論調査では、回答者の 65％が「トランプ氏が

を現し、拳を振り上げたり、親指を立てたり

このほかトランプ氏の妻メラニア夫人、側

新型コロナをもっと真剣に受け止めていれば、

して回復をアピール。大統領専用ヘリコプター

近のホープ・ヒックス氏、ビル・ステピエン

感染しなかった」との見方を示した。また、

で 3 日ぶりにホワイトハウスに戻った。病院

選対本部長ら、これまで 10 人以上の側近の感

57％がトランプ氏のコロナ対応を「支持しな

を出る直前には、
「すぐに選挙戦に戻る！！！

染が確認されている。

い」と回答した。トランプ氏が新型コロナに

フェイクニュースはウソの世論調査ばかり流

ミラー氏とヒックス氏は、30 日のミネソタ

す」とツイートし、ホワイトハウスに到着す

州での選挙集会に向かう際、トランプ氏とと

るとすぐにマスクを外して敬礼した。その後

もに大統領専用機に搭乗していた。ヒックス

投稿した動画では、
「COVID-19 を恐れるな。

氏は同州から戻る機内で体調を崩し、自主隔

生活を支配させてはいけない」と発言。また、

離に入った。

ついて「真実を伝えている」と回答したのは
わずか 34％、
「伝えていない」が 55％にのぼり、
「わからない」が 11％だった。
トランプ氏はこれまで「ウイルスは奇跡の
ように消える」
「99％は無害」などと重大性を

7 日に大統領執務室での執務を再開したトラン

米疾病対策センター（CDC）は、ホワイト

プ氏は、自身の感染について「神からの恵み

ハウス内の接触追跡調査への協力を申し出た

主党候補バイデン前副大統領を揶揄していた。

だと思う」と述べた。

が、米政権は独自の手順があるとしてこれを

一方、11 月３日の大統領選に関する支持率調

断っている。

査では、バイデン氏が 51％だったのに対し、

一方、米大統領選に向けたテレビ討論会の実
行委員会は、15 日に予定されていた 2 回目の
討論会を中止すると発表した。トランプ氏の感

10
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軽視し続け、マスクを着用する大統領選の民

トランプ氏は 41％だった。バイデン氏のリー
ドはここ１カ月で最大となった。

We are 28 years old!

ふれいざー名エッセイシリーズ

思い出の中にある広辞苑

「万年筆」
新納

まんねんひっ【万年筆】

基久

中空のペン軸

のどこかで、何個所か行列ができ、天丼や

にインクを入れ、軸先に金または合金のペ

ウナ丼を食べることができた。そのときは

この２本の万年筆は、その後、いつま

ンを取りつけ、使用するにしたがってイン

運よく、資生堂でフル・コースのランチが

でも私のポケットに収まっていた。合金

クがペンに伝わり出るようにしたペン。万

食べられた。今思うとフィッシュ・アンド・

のぺンは消耗が早く、すぐ書きづらくなっ

年ペン。

チップスのタラのフライみたいなもので、

たが、その度に、京浜電車の線路の脇の

豪華とはいえないものだったが、それでも、

万年筆の修理屋へ持っていった。修理屋

コンソメのスープから始まってフルーツま

のおじさんは私のペンの握り方が悪いな

で出るのだから、そのときは大した御馳走

どと、いろいろ講釈をしながら、グライ

だった。

ンダーで先を研いだり、ペンチで曲がり

子供の頃、よく銀座へ連れて行かれた。
銀座はいつも賑やかだった。
尾張町、祖母は銀座四丁目の交差点のこ

食後、父は尾張町の方へ歩き出した。

とをいつもそう呼んでいたが、その尾張

「お父さん、どこへ行くんですか」

町で市電を下り、まっすぐデパートへ行く

「まあ、黙ってついておいで」

と、先ず８階の食堂ヘエレベーターで上が

父は交差点を斜めに渡り、三越を過ぎて、

た。

を直したりして、名人芸を披露していた。
終戦後、アメリカ兵が使う、ペン先を
シリンダーで覆ったパーカーの格好の良
さに目を奪われ、どうしても欲しくてた

り、お子様ランチかお子様寿司を食べ、お

伊東屋に入っていった。伊東屋でカラス口

まらなくなった。昭和 24、5 年のこと、

もむろに階を下りる。４階の呉服売り場の

など製図の道具を買った後で、父は万年筆

銀 座 の 橋 の た も と で、 一 見、 船 員 上 が

あたりでさんざん人をいらだたせてから、

売り場の方へ向かった。物資不足とはいえ、

りのようなしゃれた服装をしたオジサン

デパートを出て、若松かオリンピックで甘

さすがは文房具の専門店、万年筆がずらり

が、帽子の中にジッポーのライターだの

いものを食べて、後は新橋駅まで夜店（昼

と並んでいた。

パーカーだのを入れて、いかにも人目を

間からそう呼んでいた）を見たりして帰る

父はあれこれ試し書きをしていたが、茶

忍ぶようにして売っていた。学生の身に

のが、私たち庶民の銀ブラだった。デパー

色いまだらの模様入りの軸のと、黒軸のと

は、清水の舞台から飛び降りるような大

トは、松屋の時もあったし、松坂屋の場合

を２本選んだ。

金だったが、思い切って買った。もうこ

もあったが、なぜか交差点に一番近い三越

「どれ、書いてごらん。金ペンじゃないか

れで、あの修理屋のおじさんの講釈を聞

にはあまり行った記憶がない。多分、店が

ら少し書き味が硬いが、仕方ない。どうだ、

かないですむと思いつつ家に飛んで帰り、

６階建てで小さかったからだろうか。また、

書きいいかい」

早速試してみたら、到底使いようもない

デパートの食堂の代わりに「天国」で、天
丼を食ベることがあったが、それでも食堂

「ううん、万年筆なんて使ったことがない

偽物だった。

からわからない」

それからも、暫くは父の万年筆のお世

に行かないと気のすまない私のために、ア

「まあ、いいだろう。今はまだ早いが、来

話になっていたが、いつまでも頑張って

イスクリームかグリーンのソーダ水をとっ

年は中学生だから、買っておこう。ノート

いた茶色の軸の方もスポイトがだめにな

てくれた。

を取っているうちにインクが切れるといけ

り、とうとう本物のモンブランと交代し

ないから、２本は要るからね」

た。

毎年十二月には、必ずデパートへ行った。
この時は、お歳暮のためで、そのときは贈
答品売り場で長いこと待たされた。でも、

こうして思いがけず、万年筆を買っても
らい、早くも気分は中学生になっていた。

その後に、夜店でカルタや凧など買っても

万年筆は軸にレバーが付いていて、それ

らえるので、あまりふくれたことはない。

を上げ下げすると、インクを吸いあげた。
このシステムはもう一代前の、ぺン先の部

昭和 17 年の暮も、父に連れられて銀座

分を外してスポイトでインクを入れるのよ

に行った。当時、戦況がかなり厳しくなり、

りは数段便利になったが、それでも、ぺン

物資の統制が進んで、さすがのデパートも

がポケットの中で暖まると、中の空気が膨

売り場は縮小され、もう呉服などどこにも

張して、インクが滲み出てポケットを汚す

見当たらなくなっていた。それでも、銀座

欠陥があったが、
それは後に知ったことだっ

1996 年 12 月中旬号より

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

Fraser Monthly Toronto

11

LGBTQ にとっての Black Lives Matter
黒人クイア女性による草の根運動
白人警察官に殺害されたジョージ・フロイドの死が引き金となり、

そもそも BLM は始めから LGBTQ の命の尊さを、そしてそれらの人々

今年 Black Lives Matter（以下 BLM）運動が活発化したが、実は BLM が

の権利を訴える手段だったのだ。LGBTQ にとっての BLM は非常に複

３名の女性アリシア・ガーザ、パトリース・キュロース、オーパル・

雑な層で成り立っている。

トメティによって 2013 年スタートしたことはあまり話題に上らない。
彼女たちは黒人で、内２名はクイアだ。これら BLM オーガナイザー
は始めから、LGBTQ の声を “BLM” 運動の要として活動してきたのだ。

黒人トランスジェンダーの危機

クイアとはセクシュアルマイノリティの総称だ。LGBTQ の意味は、
L がレズビアン、G はゲイ、B がバイセクシャル、T はトランスジェ
ンダー、Q はクイア或いはクエスチョニングをあらわす。

残念なことに、ザ・カンバセーション（大学

「今回も同じ。黒人クイアコミュニティがどんな

クイアの中でも黒人トランスジェンダー（以下

などのサイエンス情報を共有する NPO 機関）と

に先頭を切って頑張っても、結局自分達は気がつ

トランス）の受ける差別は壮絶だ、憎悪犯罪の標

2018 年に行われたカナダ国勢調査によると、クイ

いてもらえない」とチェイスは言う。マスコミに

的にもなる。ジョージ・フロイドの殺害からまも

ア権利を守ることでは先進国のカナダでさえ、近

も白人クイアの事件ほど取り上げてもらえないと、

なく、フロリダ州タラハシで、黒人トランス男性

年トランスジェンダーを対象にした憎悪犯罪が増

しばしば嘆かれていた。

（女性として生まれ、後に男性として生きている人） 加している。
トニー ･ マックデイドが警察に銃で殺害されてい
る。その状況は未だ謎が多く、
LGBTQ コミュニティ

しかしながら、LGBTQ コミュニティは今年の

黒人・有色人種 LGBTQ のジレンマ

６月、
「プライド月間」
（クイアコミュニティの人
権を称える月）にようやく転機を迎えた。"Black

が審問を求めている。また６月上旬には、黒人ト

有色人種性的マイノリティ・

Lives Matter" の掛け声が "Black

ランス女性（男性として生まれ、後に女性として

コミュニティ組織、ハウス・

Trans Lives Matter（ 黒 人 ト ラ

生きている人）リアー・ミルトンとドミニク・レ

ライブス・マター共同オーガ

ンスの命は大切）
” "For All Black

ミー・フェルスが別件で殺害されている。米人権

ナイザー のジョノビア・チェ

Lives（ 全 て の 黒 人 の 命 の た

連合によると、これらの殺人事件は、今年に入っ

イスやクイア活動家は、ジョー

めに）
” そ し て "All Black Lives

てトランス或いは性未確認の人たちが被害者と

ジ・フロイドが不条理に白人

Matter（全ての黒人の命は大

なった事件の 13、14 番目に当たるという。

警官に殺害された悲劇につい

切）
” へと変化したのだ。

黒人が命に関わる悲惨な犯罪被害者となる確率

て連帯で非難声明を出してい

はどの人種よりも高いが、それに加えて、トラン

る。しかし反面、そもそも世

スジェンダーはさらに主要なターゲットになりや

の中で弱者の立場である黒人

何十年もかかって、黒人の

すい。特にトランス女性は世の理解が進んでいな

のトランスジェンダーやクイ

LGBTQ コミュニティは、よう

いことから、雇用されるのが困難を極め、売春で

アの命の尊さを謳い、クイア

やく大きな転機を迎えている。

身を立てるほかないケースも多く、ストリートで

によって生まれた BLM 運動

カナダの黒人トランス、ク

暴力的な危険にさらされる機会が多い。アメリカ

が、いつの間にかストレート

イアコミュニティにもその変

でこの 10 年間に殺害されたトランス女性は主に

の人々に乗っ取られたと感じ

化が見られ始めている。黒人

黒人だ。トランス女性を不快に思うというだけで、 ずにはいられないという。
突然理由もなく暴行されることもある。

それは今に始まったことで

転機を迎える LGBTQ

Stonewall Inn1938 年（photo: NY Public Library)

LGBTQ に対するバイオレンス
の認識を求めて運動している

はないと彼らは言う。ゲイ人権運動の

活動家らは、今年に入って急速に自分達が全国の

発端となったストーンウォール暴動後

表舞台に参加し、人種差別と警察の暴力について

1960 年代に、マーシャ P. ジョンソン

語る機会が増えていると、この変化を歓迎してい

とラテン系アメリカ人のトランスジェ

る。今年の「プライド月間」では、今まで以上に

ンダー女性、シルビア・リヴェラは

有色人種の LGBTQ コミュニティ、特に黒人トラン

LGBTQ 人権運動の開始に大きく貢献

スの人々に対する関心と支持が表されたという。

したが、その努力も空しく、それは白

６月にはエドモントンで「Black Trans Lives Matter」

人のゲイ男女を救うことになったが、 のラリーがあったが、これもメディアで大きく取
結果的には彼女を始めとしたマイノリ
ティのトランスジェンダーなどの弱者
は影に追いやられ、救済の手は届かな
バンクーバー・プライドパレード 2010 年（photo: John Bollwitt)

12

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

かった。

Fraser Monthly Toronto

り上げられた。

LGBTQ 人権活動の夜明け
アメリカでは 1600 年代から男色は罪とされ

We are 28 years old!

1873 年までの間、死刑に処された。州によっては

プライド・パレードと共に

2001 年まで「Sodomy Law（ソドミー法）
」という

ストンウォール暴動のあった１

法律が履行されていた。ソドミーとは「不自然」 年後の記念日にあたる 1970 年６
な性行動を意味する法学において使われる用語

月 28 日、何千人もの人々がマン

で、具体的にはオーラルセックス、肛門性交な

ハッタンのストンウォール・イン

ど 非生殖器と生殖器での性交を指す。カナダに

からセントラル・パークへと行進

おいても同様、1859 年にソドミー法に相当する

し た。 そ れ は “Christopher Street

「Buggery Act（バガリイ法）
」を履行し、1869 年

Liberation Day”（クリストファー通

までそれに反したものは死刑となった。

り解放記念日）と呼ばれた。これ

その後バガリイ法は 1948 年と 1961 年に成文

がアメリカ初のゲイによるプライ

化されたが、これによってゲイ男性は性犯罪者

ド・パレードとなったのだ。そこ

として認識されるようになってしまった。ゲイ

で叫ばれた公式の掛け声は “Say it

男性にとって不当な法は 1968 ー 1969 年の刑法

loud, gay is proud.” ゲイであること

改正によって男色が認められるまで続いた。現

は誇りだと大きな声で言おう、だった。

ワシントンでのプライドパレード 2014 年
（photo: Graham Ó Síodhacháin）

ント黒人クイアコミュニティを見守ってきたのだ。

首相ジャスティン・トルドーの父、ピエール・

アメリカの ABC ニュースによると、今年プライ

ちなみに、アメリカに遅れて、1978 年にカナダ

トルドーが首相になる以前、当時法務大臣だっ

ド・パレード 50 周年記念を迎えた６月には、
ブルッ

初のパレードがバンクーバーで行われた。現在で

たが 1967 年に「国民の寝室に国が干渉すべきで

クリンで約 1 万 5000 人が「The Black Trans Lives

は 150 以上にわたる山車が繰り出され、大掛かり

はない」と述べたことは有名だ。同性愛が犯罪

Matter rally（黒人トランスの命は大切ラリー）
」通

なプライド・パレードで有名だが、パレードには

とされていたため、70 年代に LGBTQ の権利を求

称「Brooklyn Liberation（ブルックリン解放運動）
」 トルドー首相始め、野党代表、その他政治家も数

める活動が活発になるまで、警察はゲイバーや

に参加した。開催者によると、これは歴史的に最

多く参加し、クイアコミュニティと団結している

秘密裏にデートの相手を求めて集まる公園、公

大クラスのトランスジェンダーにフォーカスを当

ことを示している。

衆トイレなどで強制捜査を頻繁に行っていた。 てた抗議運動だった。ロサンゼルスのハリウッド
ニューヨーク市グリニッチ・ビレッジにはストー

には１万人以上もの人が大通りに出向き、LGBTQ

性的マイノリティの種類

ンウォール・インという有名なゲイバーがあり、 を含む意味合いの「the All Black Lives Matter（全て

ブリティッシュコロンビア州政府は、ゲイの人

以前から何かと理由をつけて警察が捜査に赴い

の黒人の命は大切）
」抗議運動を行った。その大

権を語る際、
LGBTQに２Sと＋を追加し“LGBTQ2S+”

ていた。ストーンウォール暴動、ストーンウォー

通りには LGBTQ を表す虹色のペンキで “All Black

としている。２S は二つのスピリット――主に先

ル反乱（The Stonewall uprising）とも呼ばれる

Lives Matter” のアートが描かれた。

住民の両性の魂を持ち合わせている人を指す。プ

事件は 1969 年 6 月 28 日未明に起こった。ストー
ンウォール・インにニューヨーク警察が乱入し、

LGBTQ の表舞台をつくる

ラスは、その他のカテゴリー、例えばパンセク
シャルやエイセクシャルなどを指す。これらは一

客や従業員に暴力を振るいクラブから投げ出し

トロントで、80 年代から黒人トランスの人権向

般の人にはあまり馴染みのない言葉だが、パン

たのだ。警察が強制捜査したことを発端に、ク

上のために積極的な人権活動している黒人トラン

セクシャルを理解するには、
「性的指向（Sexual

ラブの客や近隣の住民がそれを不条理な行為と

ス男性、ニック・レッドマンは、黒人トランスジェ

Orientation）
」と、自分のジェンダーをどう認識し

して立ち上がった。その後６日間警官と激しく

ンダーも含めた「the All Black Lives Matter」のポジ

ているのかを示す「性自認（Gender Identity）
」の

ぶつかり合うプロテストが続いたが、これがゲ

ティブな移行、変化に希望を見出している。よう

説明がないと分かりにくい。通常、頭文字をとっ

イ人権運動活発化の起爆剤となり、以後 LGBTQ

やく若い世代にトーチを渡し、クイアの人権が守

て SOGI（発音は “ソジ” 或いは “ソギ”）といわれ

人権運動はアメリカでとどまることなく世界中

られる世の中がやってくると、楽観している。

る。パンセクシャルはこの SOGI を認識しない全

に広がっていった。
2016 年にはバラク・オバマ大統領が、ストー

90 年代のトロント LGBTQ コミュニティでの主

性愛者、すなわち性別に関わらず愛する人たちだ。

流は主に白人だった。その流れは強く、黒人クイ

英語では、ジェンダー・ブラインドともいわれる。

ンウォール ･ イン、クリストファー公園、それ

アやトランスの人々は入っていくことができず、 エイセクシャルは、他者に性的欲求も恋愛感情も

ら周辺の道路と歩道を LGBTQ 人権に貢献した歴

レッドマンは、声を独自に上げていく必要がある

史的史跡として指定した。

と考えた。トロントの黒人 LGBTQ コミュ

抱かない人のことを指す。

ニティはやがて、黒人による黒人クイアと
トランスの “歴史と人権活動を称えあえる
場”、自分たちの表舞台を作っていこうと尽
力した。そして 1999 年に「Blockorama（ブ
ロッコラマ）
」が誕生した。これは離散して
いた黒人クイアが集結する初の祝いとなっ
た。現在では、トロント・プライドの催し
では最長期の舞台となっている。最初はプ
ライド ･ パレードに山車が出せなかったの
で、“Blockorama” はウェルスリー通りの駐
車場で開催された。レッドマンは初年から
1971 年、ワシントンでのゲイの権利を守るデモ行進

ボランティア及び主催者の一人としてトロ

（（photo: NY Public Library)

www.thefraser.com

ブラジル・サンパウロ市でのプライドパレード 2014 年
(photo: Ben Tavener)
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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
（10）

十島村こぼれ話
波との戦い

た。それは寝床の中でノミがたかってくるから

ランメル

覧迷留

チャック

茶句

入った桶を吊るして釜まで細い道を運ぶ。

十島村をめぐり渡る十島丸は、天候の具合や

である。かゆいなんでものではない。私がパタ

最初の 1 回目はせっかくくんだ水が途中でこ

荷積みの都合によって船の到着日が定まってい

パタと体とふとんを手当たりしだい叩いて飛

ぼれて半分ほどになりがっかりした。そこで２

ない。私たちが最初に訪れた中ノ島では、きっ

び跳ねていると、ゆうちゃんがふとんの周りに

回目からは子供たちが、水がこぼれないように

と無線で連絡がしてあったのだろう。

DDT を撒いてくれた。それからノミ処理の仕方、 大きな葉で桶にふたをしてくれた。こんなとこ

村長さんをはじめ、島の人たちが総出で海岸
に待っていてくれた。
「船を待つ」ことは、こ
の島の人たちにとっては大きなイベントである。
特に子供たちは、内地のペンフレンドからの手

つまりノミのとり方、殺し方をていねいに教え

ろに、島での生活の知恵が表れている。でこぼ

てくれた。

この坂道を何度か往復するうちに肩が痛くなっ

ゆうちゃんに比べて私は毛深いので、毛の間

た。

にいるノミの処理をマスターするまでに時間が

小学生たちは学校があるので帰ってしまった

かかった。そうやって、どれほどの数のノミの
私たちは、荒い波間にゆれているはしけから、 命をとったことだろう。
桟橋のない鬼が島のような岸壁をめがけて、う
カナダでは、蜂、蚊、ブラックフライにかま

ため、残されたゆうちゃんと私は、半日かかっ

紙を待っている。

て水を運び続け、あと半日かかって湯を沸かし
た。

まくバランスをとり、タイミングよくひと跳び

れたことはあったが、ノミにかまれた覚えはな 「ああ、極楽、極楽」と風呂を楽しんでいると、

で向こう側へ移らなくてはならない。それがな

かった。日本では敗戦の 1945 年から 1950 年に

子供たちが坂上めがけてやって来るではないか。

かなか難しいのである。みんなが

かけて、ノミがたくさんわいたそうだ。ゆうちゃ

私たちは、まるで見世物のようにぐるりと囲ま

「今だ、早く降りろ！」とかけ声をかけてくれる。 んは、体のあちこちを調べて、上手にノミをとっ
「次にはもっと大きい波が来るぞ！ 」
てはつぶすという作業を楽しそうにやっていた。
何度かチャンスを失い、波をかぶってもたも
たしたが、何とか海に落ちないで上陸できたと

だろう。

何が大変かと言って、水不足の生活はこたえ

の暖かい歓迎のあいさつを受けたゆうちゃんと

た。カナダでは水道の蛇口をひねると、熱い湯

私は、ある教員のお宅に案内された。

と水が出てくるのが当たり前で、家では毎日シャ

その夜、私はほとんど眠ることができなかっ

た。蛇口から水しか出ない東京の生活にやっと

しであった。おやつはなかった。明治製菓と森

慣れたころ、今度は水道のない島へ来たのだ。 永キャラメルから “島の子にお土産” をもらっ
手洗い、洗濯水と、無

たが、これらのお菓子は一度に子供に配ると楽

駄のない使い方を考え

しみがなくなるから、分けて与えていた。しか

なくてはならない。

しそのうちに、私たちは島の食事に耐えられな

あるとき、どうして

くなって、人目をはばかりながら島のはずれに

も風呂に入りたくなっ

行って、その菓子をくすねて食ベた。ちょっと

た。子供たちにそのこ

罪悪感を感じたが、腹が減ってやたらと甘いも

とを話すと、丘にある

のが欲しくなり、がまんができなかったのであ

錆びた鉄釜のところに

る。

「水はどこからくむ

October 2020

島の主食は、灰色のたろいも、サトウキビ、
とび魚である。毎日が同じような食事の繰り返

の 」 と 聞 く と、 約 ５、

月刊 ふれいざー Toronto

くすねたチョコレート

ワーを浴びないと不潔だと親からしかられてい

案内してくれた。

14

は、このときが初めてで最後ではないだろうか。
肌の色が違う “外人” の裸はきっと珍しかった

水との戦い

きは、全員が拍手をしてくれた。村長さんから

ノミとの戦い

れてしまった。多分、この島に外国人が来たの
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ブタは泳げなかった
ある日、ブタが運ばれてきた。肉のない島の

60 メートル坂を下りた

生活に、ブタは保存食であり、何かあったとき

ところにある井戸に連

の特別な食べ物になっている。ブタは手足を縄

れて行ってくれた。水

で縛られて、はしけから陸におろされる途中で

運びは肩の両側で竿を

暴れだした。はしけも揺れている。たった１匹

かつぎ、その先に水の

のブタのために島の人は四苦八苦している。私

We are 28 years old!

会や数学、世界のことまで、子供たちの教えた
のである。

の落人が逃げてきて住みついたと言われている。
そのせいか、島の人の顔は皆似ている。全島が
親戚や兄弟のように見える。また、身体障害者

離島の子の東京見物
「東京へ行ってみたい」ともらした子供たちの

の人がかなりいたが、彼らは周りからとても暖

かく受け入れられて、島の人と平等に生活をし
言葉が忘れられず、ゆうちゃんと私は帰京後、 ている。私はそこに島民のヒューマニズムを感
いろいろと骨を折って計画をたてた末、中学２ じた。東京の知人宅に、小児麻痺で足が悪い男
年生の日高正光君と日高道子さん二人を東京へ
招くことにした。
は故郷の海岸の近くにあった養豚場でブタが泳

母親が学校の行き帰りに必ず付き添っていた。
６月 11 日から、上野公園、後楽園、皇居、銀座、 その母親は特に姑から、足の悪い長男を産んだ、
東京タワー、国会議事堂、浅草、江の島、そし 家系に傷がついたと言われ、いじめにあってい
て島ほどもありそうなデパートを見物して、７

いでいたのを思い出し、
「ブタをそのまま海に放したら自分で島まで泳い

の子がいた。彼はほとんど外に出してもらえず、

月２日に帰島した。二人は

た。
それに比べて、島は健康的である。ある意味

できますよ。ブタは泳ぎが上手ですよ」
と言った。 「東京の海はすごく汚ねえねえ。島の海はすごく
私のアドバイスでブタは海に放された。しかし、 きれのに」

で地上のパラダイスと言えるであろう。

ブタは泳ぐどころか溺れて死んでしまった。私 「東京の空気はくせえねえ。ごちゃごちゃしすぎ
てる。車や人が多すぎるねえ」
はショックで言い訳のしようがなく、

が幸せなのだろうか。

「日本のブタはバカですね」とつぶやいた。
死んだブタは卒業式のお祝いと私たちお客様

東京タワーでは「わっざい

島の子供と東京の子供を比べたとき、どちら
			

（つづく）

かとねえ（大きいね）
」と驚き

の歓迎会のご馳走となって、食卓に出て来た。 の連発。島の人の 1 ヶ月の収
その日はお祭りのような賑わいで、人々は丸焼 入がいっぺんに飛んでしまう
きのブタを大喜びで食べている。死んだブタに

靴の値段に目を丸くしている。
一方、東京ではスモッグ警

同情する者は誰もいなかった。

報が出て、都民が汚れた空気
の中で生活してる。工場の多

探して手伝った。サトウキビから黒砂糖を作る

はどぶのようだ。教室で勉強

方法を習ったが、これはちょうど、カナダのメー

していても病気になる子供が

プルシロップの作り方に似ている。

出ている。

学校には度々行って、先生に替わって授業を

人口 180 人の平島、文化果

させてもらった。私は英語を教えながら、島の

つるところから、いきなりマ

子供たちにとって将来英語は役に立つだろうか

ンモス東京へ来た二人。島か

と疑問を持った。例えば病院や車について勉強

ら一歩外へ出て、今まで知ら

しても、彼らの生活とは全く関係がなく、見た

なかった外の社会を知った二人。彼らは、東京

こともないので現実感がない。英語だってしか

見物の体験をどのように受け止めて、これから

り。僕を見て、こういう人が英語をしゃべるの

生きてゆくのであろうか。

東京見物。左から、チャック、日高正光君、日高道子さん、ゆうちゃん

かで終ってしまう。そんな授業が徒労ではない
かと感じながら、チョークを持って、英語、社

言い伝えによると、この島は、13 世紀頃平家

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

氷

豹

豚

→

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

泥

→

樹

女

→

長もちの花見て微笑老い心

――森下 みえ

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――家ごもり

生きてるよと電話にでたらまずいう私

sudoku break

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。

→

２メートル先が見えない。川

→

たちたいと情熱を燃やし、何でもできることを

→

い川崎の町では、１メートル、

→

日が早く過ぎてしまう。私たちは何か島の役に

→

島では時聞がゆったりと流れているのに、１

雲

牛

答：39 ページ

答えは p.34
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苦難にあえぐアメリカ

特集

森林火災、ハリケーン、コロナ、人種差別と大規模な抗議行動、そして政治問題。2020 年のアメリカは、
「未曾有」
と形容される出来事のオンパレードになった。今年は、「未曾有」の大問題多発年と言えるだろう。
今回の特集は、「また気候問題……」と言われるのを覚悟で “また” この問題を取り上げることにした。ここ数年、
ほとんど年に１回は世界中の異常気象とその被害をとりあげていたが、我々の隣国アメリカがこれほど苦しんだ年は
なかったように思う。余りにも度々繰り返されるこの異常な状況でほとんど麻痺しかかった異常気象に対する怖れと
焦りを、もう一度思い起こしたい。今自分たちができることは何か。
photo: globalforestwatch.org

大規模な森林火災の主な原因は、温暖化による気温上昇に加え
て、ここ数十年続いている干ばつによる記録的な乾燥と落雷の多
発によることが大きいと専門家は証言している。一部には放火な
どの人為的な原因があると言われているが、それら人間の悪意を
含みつつ、この森林火災は気候変動による高温や干ばつによって
ここまで大規模になったのは間違いないだろう。
８月 16 日には、カリフォルニア州デスバレーでは 54.5℃を
記 録 し、 そ の 後 も 1 日
の 最 低 気 温 が 39.99 度
という日が続いた。
同時に各地で落雷や
突 風 が 起 き、 森 林 の あ
ちこちで火災が発生。８
月 15 日 か ら 16 日 に か
けては、サンフランシス
コ付近で多数の落雷が
あり、この１晩で落雷数
が 2,500 を超えた。

NOAA（米海洋大気庁）サテライト GOES-17 からの送られてきた９月９
日の画像。地表を覆う炎の大きさがわかる。強風であおられた風が西海
岸一帯を覆いつくしている。このとき６州で 70 か所以上の森林火災が
発生していた。
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今年８月から９月にかけて、カリフォルニア州では 30 か所以
上の場所で山火事が同時進行した。被害は９月初旬には昨年の
20 倍に達し、全西海岸の被害面積は９月 25 日現在で１万６千
平方キロメートルを超えた。これは東京都の全面積の６倍にの
ぼる。
オレゴン州では、同時期に 16 か所で猛威をふるっていた山火
事によって、住民４万人に避難命令が出され、4,000 平方キロメー
トルが燃えていくつもの街が壊滅した。アメリカ国内で最も住
みやすい場所と言われ、アメリカ人がリタイア後に住みたい憧
れの地だったポートランド市では、５つの町が全焼し、空気の
質は世界最悪となった。同州南部のメドフォードやセイラムで
も被害は特に深刻で、北部リンカーン市などでは住民の半分近
い１万人が避難したほか、北部のクラカマス郡では、全住民 42
万人が避難している。
ワシントン州でも 15 か所で同時発生した山火事によって 130
平方キロメートル以上が消失している。
３州で消失した面積は９月中旬時点で約２万平方キロメート
ル（東京都の全面積の約 10 倍）。確認できているだけで 36 人が
犠牲になっているが、実際の死者ははるかに多いものとみられ
ている。
カリフォルニア州ロサンゼルス郊外にある、天文学者ハッブ
ルがアンドロメダ銀河系を発見したウィルソン山天文台にも火
の手が迫り、1500 人の消防隊が必死の消火活動を行っている。

photo: Al Jazeera

We are 28 years old!

今回の大規模な山火事では、黒い煙とオレンジ色の炎が渦を巻く
非常に危険な「火災竜巻」がみられた。
カリフォルニア州の中で直接山火事の危険が迫らなかった地域
でも、コロナに加えて最悪の空気汚染の中で外出できない状態に
なった上、計画停電が実施され、エアコンも十分に使えない状況
が続いている。
国連が 2016 年から今年までの５年間は、記録史上最高の暑さ
になるだろうと警告した通り、毎年「未曾有の」と形容される暑
さが続いていた。カリフォルニア州もオレゴン州も、20 世紀か
らの平均気温は１℃以上上昇している。通常では涼しい山間部の
乾燥によって木々が枯れていたことが、火事の被害を広げ、両州
で今年起きた山火事による被害面積は、９月半ばまでにこれまで
の最多の年の 20 倍以上を記録した。
２か月以上も続いている今回の山火事だが、米西海岸では、例年
でも 10 月いっぱいは強風が吹くことが多く、今後暑さの記録更新
も考えられることから、さらなる山火事拡大も懸念されている。
これまで専門家たちが予想していたよりもはるかに早く、山火
事被害の拡大は現実のものとなった。カリフォルニア州のキャ
ヴィン・ニューソム知事は、「気候変動が事実かどうかなどとい
う議論はもう終わりだ。これは現実の緊急事態だ。実際にここに
来て自分の目で見てほしい」と述べた。
一方、14 日にカリフォルニアを訪れたトランプ米大統領は、
サクラメントで山火事対策にあたっている当局者に「そのうち涼
しくなる」と述べ、山火事は森林管理のまずさによるものだとい
う従来からの主張を繰り返した。

西海岸側が山火事の拡大に苦しんでいる一方、内陸のコロラド
州デンバーも、異常気象に見舞われた。９月５日に 38.3℃、６日
には 37.2℃、７日も 33℃という記録的猛暑の中で乾燥した強風
が吹き荒れ、山火事が発生していた。ところが翌日８日、早朝に
気温は２℃に落ち込み、みぞれが降り、山間部では積雪もあった。
原因はカナダから流れ込んだ寒波によるものと言われる。

現在の二酸化炭素排出量は
今世紀に入ってからの平均の３倍にのぼっている。
21 世紀平均

カリフォルニア

オレゴン

ワシントン
photo: twitter.com/denversnow

大西洋側は大型ハリケーンが多発
大西洋側では、早くからハリケーンが多発していた。８月の始
めの時点で、米国海洋大気局（NOAA）は今年のハリケーンは多
発する上に長く強い勢力を維持するであろうと予測していた。19
〜 25 個の熱帯低気圧が発生し、そのうちの 11 個はハリケーンに
成長するという予想だった。
Source: Global Fire Emissions Database (GFED)

大量に森林が燃えると、森林内の植物に蓄積されていた炭素が燃
焼して温室効果ガスが大気中に放出される。その結果温暖化をさら
に悪化させ、大規模な森林火災は、その直接的被害に留まらず、今
後の気候変動をも加速させることにもなる。
今年に入ってからの火災による二酸化炭素排出率は、カリフォル
ニア州、オレゴン州、ワシントン州の 21 世紀になってからの平均
排出量のすでに３倍に達している。
皮肉なことに、カリフォルニア州公共政策研究所の 2019 年の調
査では、州内の回答者の 78％が気候変動対策を主導することを希
望していた。しかもワシントン、オレゴン、カリフォルニア州は、
アメリカ国内で最も温暖化対策に力を入れ、最も少ない二酸化炭素
の排出率の場所である。

www.thefraser.com

８月 27 日、ルイジアナ州南西部にハリケーン「ローラ」がカ
テゴリー４で上陸。中心気圧 938hPa、最大風速 67m/s で、観測
史上最も強い勢力での上陸だった。これは甚大な被害を出した
2005 年のハリケーン・カトリーナを上回る勢力だった。
風速 53 メートルという暴風で電柱が倒れたり家々の屋根が吹
き飛ばされたりしたほか、沿岸部では高潮による洪水が発生した。
ルイジアナ州とテキサス州であわせて 84 万 3000 世帯が停電し、
６名の死亡が確認されている。ローラが去った後、蚊の大量発生
がおこり、牛や馬などの家畜が襲われて大量に死んだ。
その後、９月 16 日にはハリケーン「サリー」がアラバマ州に
上陸。カテゴリーは２だったが、NOAA の予想どおり同じ場所に
長く居座り、同州及びフロリダ州に歴史に残る壊滅的な大洪水を
もたらした。
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史上最速でアルファベット名を使い切る
予想通り、今年大西洋では極端に早いペースでハリケーンが発生
している。世界気象機関がつける名称は、早々と決められていた
21 個を使い切り、９月 18 日に発生したハリケーンには、
「アルファ」
という、アルファベッドの次につけるギリシャ文字の名前が付けら
れた。これは歴史上２度目。その直後、メキシコ湾に熱帯性低気圧
が発生し、ベータと名付けられた。ハリケーンによって甚大な被害
をもたらされた 2005 年には、ゼータまでの６つのギリシャ文字が
使われている。

ハリケーンの名前

大西洋のハリケーンに対する命名は 1953 年に始まった。
予め決められたその年に使用する名前リストをアメリカ国立
気象局ハリケーンセンターと中部太平洋ハリケーンセンター
が決め、国際連合の世界気象機関が承認する。
アルファベット順に
（あまり名前のない Q/U/X/Y/Z を除く）
21 文字が頭文字の人名が男性名、女性名交互に使用される。
名前のリストは６セットあり、毎年違うセットを使用して６
年毎に繰り返される。そのうち甚大な被害のあったハリケー
ンの名称はリストからはずされ、別の名称に入れ替えられ
る。ひとつのリストが使い終わっても同年にさらに必要な場
合は、ギリシャ文字が使われる。
これまでに、2005 年にギリシャ文字の名前が使用された
が、このハリケーン・アルファが発生したのは 10 月 22 日。
今回は１か月以上早くなった。
【参考】https://science.srad.jp/story/20/09/10/0241254 | www.aljazeera.com/news/2020/09/13/death-toll-rises-as-wildfires-ravage-us-west-coast | www.accuweather.com/en/severe-weather/wildfiresin-western-us-could-cause-130-billion-to-150-billion-in-losses/812654?utm_campaign=accuweather&utm_content=&utm_medium=social&utm_source=twitter | https://blog.globalforestwatch.org/
fires/us-fires-climate-emissions | www.bbc.com/news/world-us-canada-54130785 | www.iqair.com/us | https://twitter.com/globalforests | www.wri.org/blog/09/oped-climate-policy-expert-westernus-fires | https://earthdata.nasa.gov/earth-observation-data/near-real-time/firms/c6-mcd14dl | www.noaa.gov/news/with-alpha-2020-atlantic-tropical-storm-names-go-greek | https://public.wmo.int/
en/media/news/2020-hurricane-season-exhausts-regular-list-of-names | www3.nhk.or.jp/news/html/20200926/k10012635751000.html?utm_int=detail_contents_news-related_001 | www.noaa.gov |
www.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/18/hurricane-sally-updates-damage-pensacola-escambia-power-outages/3491206001/ https://twitter.com/25NewsKXXV

「アマビエ 」は世界を癒す アマビエ募集プロジェクト
今回は、春木桜香さんから、動物の妖精のような美しいアマビエが届きました！ 皆様もどしどしお送りください。今後もコロナ収束祈
願として、皆様のアマビエを募集致します。第三回の締め切りは 11 月 15 日です。優勝の方には Amazon 商品券 $20.00 進呈 !!
コロナ収束のあかつきには、寄せられた応募作を本誌上で一挙公開致します！
（アマビエについては www.thefraser.com のバックナンバーで 2020 年５月号及び９月号をご参照ください。
）
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コミュニティイベント

日本語認知症サポート協会主催

救命の現場で必要な情報を知って備えを
救急救命士・兵頭渡さんを迎えたオンライン講演会
現場に駆け付けると高齢の女性が転倒し、意識

撮影を依頼し、動画を準備した。一本はインタ

を失っていた。名前も生年月日もわからない。
「本

ビュー形式で私服の兵頭さんが語るもの。もう一

人確認が取れれば、より早く、よりこの人に合っ

本は実際の救急車の内外の装備を紹介する映像だ。

た処置が取れるのに」との思いが兵頭さんの頭に

当日はこのビデオを上映後、直接の質疑応答を経

よぎる――。

て、同協会から書類の書き方指導が行われた。

9 月 19 日、救急救命士の兵頭渡さん（ノース・

個人情報の有無がどう生死に関わるのか、兵頭

「例えば TXA という出血を
リッチモンド・ステーション勤務）を講師に招き、 さんはこう説明する。
日本語認知症サポート協会主催の 講演会「Calling

止める薬は３時間以内に使うと大変有効です。し

911 〜 一刻も早く「救急救命士」が知りたい患者

かし３時間を超えて使うと逆に死亡率が高くなる。

情報」が、テレビ会議システム「ズーム」上で行

また透析を受けている人、アレルギーのある人に

われた。

は使えません。そのため正確に患者さんの情報を

「兵頭さんのお話、救急車の内部の映像、キット
の書き方、と多面的な展開で、とてもわかりやす
く良かったです」など高い評価を得た同講演会。
本稿では同会開催の経緯や内容と工夫、兵頭さん
の日頃の思いを伝えていきたい。

兵頭さん自ら協力を申し出て

講演会は９月 21 日の国際アルツハイマーデーに合わせ
て開催された。兵頭さんの登場する動画のリンクが 10
月中旬に同協会のホームページに掲載予定

ふれいざーから兵頭渡さんへインタビュー
ふ 自身のストレス管理はどのように？

つかむことが、非常に大事になります」

特製のエマージェンシー・ドキュメ
ント・キットを送付
エマージェンシー・ドキュメントには生年月

W.H.：常に冷静沈着な行動が求められるので、自
分の感情を移入しないように心掛けています。現
場に向かう途中、予め最悪の状況を想定し、頭の
中で予行演習しておくと冷静に行動できます。

日など本人確認に必須な情報、既往歴や服用中の

思い出すと涙が出てくる案件がありますが、最

薬の名前などを記し、それを普段から携帯し、家

善を尽くした上で助からなかった場合はその方の

昨年２月、兵頭さんは同協会を日本のヤフー

庭内では冷蔵庫に貼っておくことが望ましい。と

運命だったと思うようにしています。そして最善

ニュースで知る。認知症で英語が話せていた人で

はいえ自分で準備するのは億劫なものだ。そのた

を尽くすために、患者さんの確定診断を確認し、

も母語に戻ることを伝える記事は、救急の現場で

め同協会は簡単に英語の書類作成ができるエマー

自分の処置や判断を振り返ることなどに取り組ん

必要情報が伝えられない患者に接した時のもどか

ジェンシー・ドキュメント・キットを特別に準備

でいます。休日は子どもたちとノンビリ過ごしま

しさを思い起こさせ、
「自分にお役に立てれば」と

し、参加者全員に送付した。
「皆さんにお送りした

す。そして週３、
４回のブラジリアン柔術のトレー

兵頭さん自ら同協会に連絡したことが、本講演会

キットは、兵頭さんから伺ったご意見を元に作成

ニングがストレスの発散や深い眠りに役立ってい

開催につながった。

しています。特に『医療用語およびその略語』は

ます。

書類準備の大切さを伝え、アクショ
ンにつなげるために
本講演会は「救急の場面で迅速に最善の対応を
受けるには既往歴などを記したエマージェンシー・
ドキュメント（緊急情報記録書）がとても大切な

ふ 救急救命士の仕事から生まれた価値観とし

英語での重要な用語を網羅し、
『緊急時に必要な情

て、自身が大事に思っていることは？

報』
の記入例も具体的にご教示いただきました」
（同

W.H.：一瞬のミスや不運な出来事で命を落す案件

協会）
。

リアルな体験を紹介しながら
インタビュー動画では兵頭さんが経験した多様

を本当にたくさん見てきて、けがも無く健康に過
ごせる事がとても恵まれている事だと日々思い知
らされます。非常にやり甲斐のある仕事に恵まれ、

ことを認識し、実際にその準備行動してほしい」 な事例を紹介した後、
「救急車で搬送されたほうが

健康に過ごせる事に感謝の気持ちを忘れずに生き

という兵頭さんと同協会の強い願いを形にしたも

早く処置を受けられるか」といったよくある質問

ていきたいと思っています。

のだ。認知症を患った場合、書類の重要性はより

に、
「あくまで重症度の判定に応じて処置の優先順

高まる。

位が決まる」などを詳しく回答。救急車内での動

この願いが印象的に伝わるよう同協会はプロに

画では、頚椎を損傷した患者を運ぶために体を両
側からすくい上げる道具など、さまざまな状況を
想定した薬や機材道具が紹介された。こうした情
報から、もしものときの具体的なイメージが膨ら
み、書類準備は「自分の命を救うもの」
「迅速で適
切な処置を導くもの」として記者の胸に刻まれた。
また会の最後に参加者から「ありがとう」の言葉
が次々と語られ、日系コミュニティ、私たちを守
る人、そして私たちにエールを送る人たちの存在

救急救命士の兵頭渡（ひょうどうわたる）さんが
救急車内の薬や機材を紹介

by: Ikuko Kawai

www.thefraser.com

を肌で感じられ、大きな安心を覚えた会でもあっ
た。
月刊
月刊 ふれいざー
ふれいざー Toronto
Toronto

（取材 平野香利）

エマージェンシー・ドキュメント・
キットと翻訳サービス
同協会では希望者に今回のインタビュー
動画のユーチューブリンク、質疑応答のま
とめとキットの送付が可能とのこと（15 ド
ルにて）
。また、エマージェンシー・ドキュ
メントの日本語から英語への翻訳のサービ
スにも対応するという。
（E メール使用 12 ド
ル、郵便での送付 15 ドル）
。申し込みは

orangecafevancouver@gmail.com
まで。
October
October 2020
2020
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心 の ケア
心のきらり 本当の自分への旅
Sade Counselling

カサクラング 千冬

＝トラウマからの解放＝
トラウマとは、外的・内的要因による肉体的及び精神的な衝撃を受けたこ

軽く目を閉じて楽な姿勢で座ってください。足は床につけておきます。床を

とにより、長い間それらの否定的な影響を持っている状態を指します。人間

感じるために足に意識を向けます。それから徐々に、足から腰、胴体、腕、首、

は過去の経験を頭に残しておくことができます。ある経験が日常生活では感

顔などと身体に意識を向けていきます。気が散るようであれば “今、椅子に

じたことのない感情を発生させると、その衝撃によってその感情が大脳辺縁

座っている腰に意識を向けている” などと自分で解説してみると効果的です。

系にて作られる神経ペプチドｙというぺプチド神経伝達物質によって頭と身

体に意識を向け終わった後、“私は今、ここにいる。今現在の私は安全な時と

体に残ります。そしてトラウマの原因となった経験を思い出させる何かを五

場所にいる” と頭の中で声に出して繰り返してください。過去の恐ろしい経

感の一つで感じた時に、それがきっかけとなりその時の感情を蘇らせるので

験を映像と感情で再体験している真っただ中のあなたを、安全な今へ戻して

す。

くれる方法です。そのとき過去に戻ってしまっても自分を責めず、もう一度

トラウマというものは、映像と感情が一体となり今もあなたを否定的に縛

グラウンディングをします。成功すれば、辛い過去の再体験の時間が、以前

り付けているある経験が原因で、自分が意図して決めるものではありません。

より短くなっていることに気づかれるはずです。それは、ご自分が持ってい

この経験がなぜ起こったか考える必要はなく、また自分のせいでおきた経験

るパワーで、トラウマの原因となった過去の経験から自分を引き離したとい

だと思う必要もありません。トラウマから逃れられられずに、そのせいで自

うことです。一瞬でトラウマを消すことは難しいかもしれませんが、焦る必

分の未来が決まってしまったと諦めないでください。克服する力はあなた自

要はありません。自分のペースで、ゆっくり今できることを始める、または

身の中にあります。自分をトラウマから解放することは、自分だけが持つパ

始めようと思うだけで、既にトラウマから自分を解放する大きな第一歩を歩

ワーです。まず第一歩は、この経験に対して残っている感情を感じる回数を

んでいることを覚えておいてください。

減らしていくことです。そして最終目標は、原因となった経験を思い出して

トラウマを経験されている方々へ。お辛い経験のため今も苦しまれている

も感情を切り離し映画を観るように傍観できるようになることです。そのた

心中お察しします。いつかご自分を解放することができたら、その時が、あ

めの一つの方法として、今回はグラウンディングをご紹介したいと思います。

なたの持って生まれた才能と能力が開花される時です。この世界に必要であ

グラウンディングにはいろいろな方法がありますが、今回は、地に足をつ

るから生まれてきた大切なご自身を忘れず、希望を失わずに一日一日を過ご

き、身体の部分を一つずつ感じ、自分の意識をここに戻す方法です。まず、

自分ちでほろ酔い気分

されることを願っております。

お勧めカクテル＆モクテル

今月はハロウィンパーティにピッタリな簡単ドリンクをご紹介
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル（ノンアルコールカクテル）＞

Dracula's Kiss ( ドラキュラズ キス）

Party Potion（パーティ ポーション）

ブラックチェリー ウォッカ
又はチェリー ウォッカ

1 oz (30ml)

クランベリージュース

全体の 1/3

オレンジジュース		

1/3

グレナデン シロップ コーラ 1/2 oz (15ml)

７-UP（レモン / ライムソーダ）1/3

マラスキーノ・チェリー

ミミズ型のグミ		

２

１）ハイボールグラスにグレナデンを流し入れる。

好きなだけ

１）アイストレイにミミズグミの頭を出して
入れ、水を流し込み冷凍庫へ

２）氷とウォッカをグラスに入れる。

２）容器（グラスやパンチボウル）に合わ

３）コーラを入れてチェリーを飾る

せ、上のジュースを全体の 1/3 ずつ入れ
て混ぜる。

＊バンパイアに噛まれた時に

３）
（１）のミミズグミを冷凍庫から取り出

首に残るマークを表す為に、

し容器に入れ、７－ UP を入れる。

チェリーは 2 個がお薦め。

＊凍らせたグミが炭酸で溶けた時の食
感が面白いので（リアル UP ？ )
ハロウィンパーティには欠かせない！
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We are 28 years old!

自然と生きる
高橋 清

熊が出た！

今年の夏は特に熊の出没があちこちで報じられた。カナダに住んで以来、熊には毎年何回も逢ってい
るが、未だに危機を感じたことは無い。対面すると間違いなく緊張はするが、怖いとは思わないのだ。
実は昔、ゴン太を初めて自然林に連れ出した時にだけは、熊を追って山に入ったゴン太が２度と戻って
来ないかも知れないとそのことだけが本当に怖くなった。カナダの黒熊は人間の側でそれなりに対処す
れば決して危険な獣では無いばかりか、その生態は温和そのものだと僕は感じている。人間が騒いだり、 2017 年に我が家の裏庭で遊んで言った熊の 1 歳児
間違った扱いをすることで熊を怒らせたり、悪戯をさせ、その熊のおこないが人間の悪い判断を促して
熊が殺されるという悲惨な事件が多発していることを、我々は責任感をもって反省しなくてはいけない
と、僕は信じている。いつも思うように、この土地はもともと彼らが先に来て、自由に生きて来たもの
である。
約 45 億五千万年前に地球が誕生、その後紆余曲折しながら何回にもわたる存続の危機を超えて来た
地球の成長の歴史の中で、20 億年前に細菌性の生物が誕生。更に永い永い時代を経て３億９千万年前に
脊椎動物が水中世界から地上に上がってきた。やがて２億５千万年前の頃に「プルームの冬」と名付け
られた地上の大爆発によって 70％ほどの地上生物は絶滅したが、その後も誕生、絶滅の歴史は延々と続
き、地上の氷が消えた時代を経て、7,000 万年前頃には恐竜が支配する生物の地球が出来上がった。や
がて 6550 万年前に直径 10 キロメートルほどの大惑星が今のメキシコ、ユカタン半島付近に落下。その
爆発力は原爆の 10 億倍と推定され、恐竜を含めた大型の地上生物の絶滅を招いたと言われている。数
千年の回復の歴史の後、地球の安定化が少しずつ始まり、6,600 万年を経て、いまの我々の住む地球が
出来上がったわけだ。その後に発生をした大型獣マンモスも 400 万年から 1 万年まで、地上を闊歩した。 庭の梨の樹に登って梨をむさぼる 1 歳児、叱ると尻餅を付いた。
やがて数千万年の年月と、地球の大きな変化を経て、3000 万年程前に 4 脚の獣が地上を支配した。お
よそ 3500 万年前には尾の無い霊長類の痕跡が発見されたが、ヒトの発生はそれより 2 千万年遅れ、霊
長類に人に似た進化が見られたのが 1700 万年前。そして 5000 から 6000 年の昔の霊長類がヒトの起源
であることが現在は認められている。その頃既に地球上には四つ足動物は横行していて、熊の先祖も次
第に成長の過程を経て今の形になったと思われる。未だ人が人の機能を生み出す遥か昔の話である。
さて、前置きが長くなったが、今日の話題はその熊、カナダには黒熊とグリズリーベアー（はいいろ
ぐま）
、そして北極熊が住んでいて、我々の土地は本来彼らの支配して来たもの。そこに土地を馴らし、
家を建て、食べ物を造って住処を横取りしてしまったのは、単に数千年前のことである。これが人間同
士なら忽ち喧嘩になるところだが、熊たちは少しだけ退いて彼らの土地を手放した、というか、共存を
決めたのだ。そうして彼らなりに住処を守って来たのに、この頃、自然の成り行きではなく人類の贅沢
に依って起こした暖冬異変により、北極熊の生存が危ぶまれているし、グリズリーベアもその住処が、 昔、リバービューの庭園の樹の上で居眠りする大人の熊
伐採や人口密度の増加によってどんどん減ってきている。せめて今我々が熊族の為に出来る事は、彼ら
の行動を尊重し、むやみに警告したり彼らを驚かせたりして、彼らの習性と慣習を荒ませないように注
意することだ。
最近２度、青年（３歳程度？）の黒熊が我が家の庭にやって来て、軒に下げた鳥の餌筒を立ち上がっ
て落とし、そのかまちにのんびりと横になって、地面に落ちた鳥の餌の細かいサンフラワーの種を舐め
ていた。暫く舐めさせてから、ドアを開けて、
「もう食べたろうから帰ってちょうだい」と言うと、嫌々
ながらのんびり立ち上がって、裏の垣根を越して隣の庭を通って戻って行った。その気を許した表情が
あまりにもかわいいので、最近まで属していたナチュラリストクラブの友人に写真を送ると、気に入っ
て会報に掲載した。会報が掲載された翌日、知人で昔野生保護で手を貸してあげたおばさんが、
「今すぐ、
鳥の餌筒を取り外すべきだ」と失礼な事を言ってきたので、こちらも腹を立てて、
「こっちは熊をどう対
処して良いかちゃんと知っている」と意見を一蹴した。すると驚いたことにその翌朝、
「トントン」とド
アを叩く音がする。ドアを開けると以前あったことのある男性がいて、僕の顔を見ると直ぐ、
「ああ、君

この 9 月に再びやって来た 3 歳児、居眠りをしたそう

だったか。君には何も言う必要は無い、お邪魔しました」と言って帰ろうとする。僕は咄嗟に、
「熊の話
で来たと思うけど、安全に対処しているから心配しないで」と言うと笑顔でバイバイ、と帰って行った。

1990 年頃に、ウイジョンの野生地で遭った、
発情期クロクマの雄

この夏の終わりころ、又、裏の上がりかまちに、同じと思われる、毛の艶の美しい熊が横になっていた。
餌筒は高いところに変えたので熊君にも届かないが、小鳥の落とした餌が数粒地面に散っている。暫く
見ていると、食べ物が無い、といった顔をするので、
「うちでは餌はやれないから、帰って頂戴」と言っ
て手を叩くと、居眠りしたそうな顔をして嫌々ながら立ち上がり、何時もの様に裏の塀を登って帰って
行った。いつ見てもこの至近距離で見る熊の平和な顔は楽しいもの、
「またおいで」と声を掛けてやった。
熊は我々の仲間だ、と親身で思うこの頃だ。
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コロナ禍に伴って、消費者の購買行動が少なか
らず変化しつつあります。
以前から、IT 化の進展によって（とりわけ、スマ

日本の企業社会

ホの著しい普及）
、実店舗による消費行動だけで

(249)

はなく、ネット・ショッピングが盛んになってい

中根 雅夫

ましたが、コロナ禍の対応として外出を控える動
きが目立つようになり、宅配業者が配達物を直接

ピングの利用をさらに後押ししています。

5873 円（名目増減率は前年同月比 16.5％増）
、EC

います。
外出自粛や実店舗の休業が起因したことによっ

ちなみに、2019 年の日本国内における消費者向

てネット・ショッピングが盛んになっていること

け EC（電子商取引）市場は前年比 7.65% 増の 19

もありますが、これまでネット・ショッピングを

兆 3609 億円に拡大しています。

利用しなかった消費者がその利便性に気づいたこ

その中でも市場規模が大きいのは、
「衣類・服装
雑貨等」
（1 兆 9100 億円）
、
「食品、飲料、酒類」
（1

YouTube は、PC、スマホやタブレット、ゲーム機
などで気軽にアップロードされた動画を視聴でき、
非常に活発な SNS 動画サービスとなっています。

手渡さずに玄関先などに置いて済ませる「置き配」 利用世帯に絞ったネット・ショッピング支出額は
の拡大によって商品が届くのを家で待つ必要が減 3 万 1465 円で、名目増加率は同 2.3％減となって
少し、
より利便性が向上したことが、
ネット・ショッ

いで 50 代の 1,200 万人強となっています。

とがそうした購買行動を加速させていることも明
らかです。

じっさい、
商品の購入でもっとも高い動機となっ
ているのは YouTube で、全体の 30% が YouTube
を選んでいます。
YouTube を選んだ理由は、
「動画による説明」と
いうところが大きく、
「商品の使用方法や効果が分
かりやすかった」
、
「操作や使用感が分かりやすい」
など、具体的な使用感や現物による分かりやすい
説明が評価されています。
さらにスマホ所持者のスマホ事情を見てみると、
約 20％がスマホに変えたことで「アプリを見なが
ら買い物をするようになった」と回答しています。
このほか電子チラシや電子クーポンを利用するよ
うになったという意見も多く、スマホを持つこと

兆 8233 億円）
、
「生活家電、AV 機器、PC・周辺機

このことは高齢者も例外ではありません。

器等」
（1 兆 8239 億円）となっています。

高年齢者層におけるネット・ショッピングのク

で、事前に電子チラシや電子クーポンなどの情報

スマホ経由の物販 EC 市場規模も拡大しており、 レジットカード決済金額シェアは、4 月～ 5 月の
2019 年は 4 兆 2618 億円で同 12.7% 増となってい 23% をピークに 6 月以降は 21% と若干減少傾向

買い物中にも料理アプリやメモアプリなどを活用

収集や買い物計画を立てるようになったとともに、

にありますが、コロナ禍による消費影響がほぼな

しながら献立を決めたり買い忘れを確認したりし

ト・ショッピング利用世帯（2 人以上の世帯が対象） 可能性があるとされています。
の割合は初めての 50％超えとなる 50.5% で、前年
そうした状況下で、YouTube が高齢者を含めた

受け取る「クリック＆コレクト」という利用が盛

ます。
また、総務省が 7 月に公表した「家計消費状況
調査（2020 年 5 月分）
」によると、5 月度のネッ

同月比で 8.2 ポイント増加しています。
同調査では、5 月はコロナ禍による緊急事態宣

かった 2 月の 13% と比較して数字は伸びており、 ているようです。
さらに米国では、オンラインで購入し実店舗で
今後も高年齢者層のデジタルでの消費が定着する

消費者に対して実効性のある情報提供手段となっ
ていることも注目されます。

言が発出された月で、いわゆる巣ごもり消費ニー

周知のとおり、YouTube は日本国内でも人気を

ズが高まり、ネット通販を利用する世帯が急増し

得ており、6,200 万人以上が利用しています（2018

たと分析しています。

年 12 月）
。

より具体的には、5 月度における 1 世帯当たり

ちなみに既存の調査結果では、YouTube 利用者の

のネット・ショッピングの月間支出額は平均 1 万

年齢層は 40 代がもっとも多く、1,400 万人強、次

んになっています。この活用によって、配送の待
ち時間を減らし、送料を節約できるということで
人気を集めています。
いずれにせよ、小売業者は、コロナ禍が否応な
く大きな契機となって経営環境が大きく変わる中
で、IT 活用によって適合的な消費者対応が求めら
れます。

はなしの箸やすめ
犬と猫

無愛

想子

に座リ込んでケンを見ていたが、その顔は確かに笑っていた。

◆カルガリーの警察官ケンは、そのとき、ある金持ちの家に入った
泥棒のことで、プールサイドの椅子に座って、そこの主人と話をし

◆ウェンディは生まれたばかリの娘をつれて退院してくると、さっそ

ていた。そこへ大きなニューファンドランド犬がやって来て飼い主

く、猫のモチャにベビーを紹介した。モチャはベビーを見た途端に満

に頭をなでてもらうと、次にケンのところへ来て大きな頭をすり寄

足そうにのどを鳴らした。ベビーを揺りかごに入れると、モチャはミャ

せて来た。ケンは話に夢中で犬を無視していた。

オミャオ言いながら揺りかごの周りを回って、ベビーのおもりをして

飼い主はケンに、
「犬にちょっと注意を向けてくれれば、これ以

その晩ウェンディが居間でひと休みしていると、窓の側でドシンと

た。その 180 ポンドもある犬がケンの足の後ろにもぐって座り込ん

いう音がした。急いて音のした方に行ってみると、窓から入ったモチャ

だので、ケンは犬の背中を越えてプールに飛び込んでしまった。飼

が死んだ鳩を引きずってベビーの揺りかごの所まで持っていき、誇ら

い主は笑いすぎて、ケンをプールから引っ張り上げる手助けもでき

しげにウエンディの顔を見た。

なかった。ニューファンドランド犬は溺れそうになった人を助ける
ために海に飛び込む、というのは嘘だった。この犬は、主人のそば
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いるように見えた。

上邪魔しませんよ」と遠慮がちに言ったが、そのときはもう遅かっ
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モチヤは、ベビーが大きくなるまで、いつもベビーのおもりをして
いて、いろんな鳥やネズミを贈り物に持ってきた。
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ハーブとともだち
Marsh Mallow マーシュマロウ
Althaea officinalis

マシュマロってハーブだったの？という声が聞
こえてきそうですが、お店で売っているあのミニ

良やのどの痛み、尿路炎症

咳などの症状をやわらげて

などのために内服もされ、

くれます。そして、近年の

チュア・トイレットペーパー（？）にはこのハー 「スプーン一杯のマーシュ

研究でわかったことなので

ブは全く入っていません。ゼラチンと卵白と砂糖

マロウで医者知らず」とま

すが、免疫力を高める効果

で作ってあります。

で言われたそうです。

もあるそうです。なるほど、

ヨーロッパ原産。マーシュマロウはその名の通

17 世紀のイギリスでは赤

り、マーシュ、つまり湿地に自生している、タチ

痢に効いたという記録もあ

赤痢に効いたわけですね。

アオイによく似た多年草です。地上部は秋には枯

り、結核や咳、息切れなど

れてしまうのですが、地下茎からまた生えてきま

にもよしとされています。そして植民地時代にア

感染症の場合、消化器系の
photo: H. Zell

す。種から育てるなら春蒔き、株分けなら秋に、 メリカ大陸にももたらされ、万能薬として長く利
また挿し芽でも増やせるそうです。

症状にも効くということで

しょう。また、動物実験では血糖値を下げること
もわかったそうです。

用されていました。現代では主に煎じ薬を呼吸器

煎じ薬は、根を砕いて干したもの茶さじ半分か

系、消化器系、泌尿器系の症状に使うようです。

ら一杯をコップ１杯の湯に入れ、10 分から 15 分

ダのようにして食べたり、種をさやごと摘んで

これをお菓子にしたのはフランス人で、根の皮

弱火で煎じて作ります。これを１日３杯を上限と

食べたりしたそうですが、後に薬用として根が使

を取り除き、中の白い部分を茹でてできるゼリー

して服用します。外用には細かく刻んだ根に十分

われるようになりました。これは聖書（ヨブ記

状のものに砂糖を加え、ふわふわしたものを作っ

水を吸わせてゼリー状のものをつくり、直接患部

30:4）にも出てくるし、ヒポクラテスも使ってい

たのが始まりです。

に塗ります。根は２年以上たったものを使用し、

昔の人は非常時の食料として利用し、葉をサラ

たという記録があるほど古くから使われていまし

根の中の部分は水分を加えるとゼリー状のもの

た。煎じ薬は怪我、打ち身、後には虫刺され、歯

を出します。これを切り傷や打ち身の治療に使い

痛などに効果ありとされ、ローマ時代には消化不

ましょう。
ます。また、呼吸器系、消化器系には内服すると、 （文：てぬきねこ、

レシピ：http://plaza.rakuten.co.jp/tenukineko）

lthyで

Hea

採取のときは小さい根は残しておくように注意し

上田

麗子

マッケローニ
イタリア，ナポリの家庭料理です。かん詰めを使うからとっても簡単！

歳
に
な
り

Ａ

材料（５〜７人分）

			
ミートソース缶
１缶
		
ケチャップ
大３
しょうゆ

大１

粒こしょう

少々

好みのマカロニ

120ｇ

卵

２個

溶けるチーズ

適宜

苦 銀
味 杏
が の
わ
か
る

１．マカロニは固めにゆでておきます。
作り方

２．ミートソースにＡと卵と粒こしょうを混ぜ，
さらにマカロニを加えます。
３．オーブン可の器に流し込み、チーズをのせて
200度オーブンで約15分焼きます。

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

Fraser Monthly Toronto

23

My

ローカルファッション事情

CLOSET

Rylee & Ink

https://ryleeandink.com/

天候が変わりやすくグレーな日が続く時には、カラフルなア

イテムでテンションを上げたいですよね。今回は、個性的でモ
ダンなウッドジュエリー ブランド、Rylee & Ink をご紹介します。
Rylee さんが描く艶やかなイラストを木に写し、レーザーカッ
ターで精密に切り作りあげる "ART” × “Wearable” なウッド
ジュエリーはため息が出るほど美しい。
『自然への優しさ』を大切にする彼女のジュエリーは、全て
サステナビリティ ウッドを使用。2018 年にスタートしてから
Rylee & Ink への注目度は高まるばかり。
定番のフラワーモチーフでも彼女の手に掛かればクラシック
からファンキーなスタイルまでと幅広く、色彩や構図も今まで
のウッドジュエリーではない独特な世界観の広がりが人気の秘
密です。
「隠れている動物や植物、メッセージは何？」と探し
たくなる繊細なディテール技術が光るデザインは見てるだけで
楽しくなります。
鮮やかな Hibiscus や優しさ溢れる Cherryblossom、ガーデ
ンの光景を思い出させる Ladybug に Butterfly、パールとのコン
ボが華やかな Reinbow Fish や可愛いイチゴのフルーツ系など、
種類が豊富なイヤリングはいつものコーデをワンランクアップ
してくれると大人気。
珊瑚とカクレクマノミが描かれた Coral Reef Pendant や花
と波をミックスした Humpback Whale、3D テクニックが組み
込まれた魚群の School of Fish や Flying Fish ネックレスは、オー
シャンライフを覗き見してる気分になる癒し系ラインアップ。
新コレクションの “Dreamland” は Disco Mushroom や Snake
girden、Smiley Face Flower など 70 年代ファッションを感じる
遊び心満載のデザインが勢揃いしています。
Luna Moth Earrings は発表後に即完売するほどの人気です。
自分らしさを尊重する事は” Weird and Wonderful” だと伝え
てくれた Rylee さんの楽しいコレクションは、今後も続々と登
場する予定。
現在はイベント参加自粛中、
新作デザインは是非 HP でチェッ
クして下さい。
（H.J.)

の

サーモンコラーゲン基礎化粧品

乾いたお肌対策・潤い・美白に

Extract Lotion（化粧水）60ml
$47.80
Rejuvenating Gel（ジェル ) 30ml
$41.80
Rejuvenating Cream ( クリーム)30ml $41.80
Gentle Cleansing Foam 90ml
$25.00
Toning Lotion 60ml $37.50 / 120ml $62.00
Milk Lotion
60ml $39.80 / 120ml $62.00
Salmonollagen Series
Lotion 60ml $86 Gel 50ml $86 Cream 30ml $86

＊ Tax12％と送料が加算されます。
★ $100 以上お買い上げの場合 送料無料（カナダ国内）

Tel:604-939-8707
E-mail: shop@thefraser.com
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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

実際の皮膚と同じ刺激を認識する電子人工皮膚

サイエンス

サイエンス

人工光合成で太陽エネルギーから燃料を生成

この度、オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学の研究グルー

イギリスのケンブリッジ大学を中心とした研究グループが、単独の

プが、本物の皮膚と変わらず刺激や痛みに反応できる人工皮膚の開発

デバイスで植物と同じような光合成によって太陽光をエネルギーに変

に成功したと発表した。

える光触媒シートの開発に成功したと『Nature Energy』に発表した。

この電子人工皮膚は、皮膚の持つ複雑なシステムと同じように触覚

このシートを水中に入れて日光をあてると、酸素と液体のギ酸が生

センサーによって知覚してデータ処理するもので、本物の皮膚のよう

成されるという。このギ酸を燃料として利用もでき、また水素に転換

な薄くやわらかいシートが外部からの刺激に反応するという。

して燃料とすることもできる。このプロセスに必要なものは、日光と

皮膚が感じる刺激の主なものは、
「圧力」
「温度」
「痛み」の３つで、

サイエン

水と二酸化炭素のみ。また副産物が生じないため廃棄物処理の問題も

それらを認知した受容器がその強さをはかり、それに応じたシグナル

ない。その上、このシートを作り出す費用も安いため、太陽光発電の

を脳に送信する。この電子人工皮膚は、圧力を感じるのは酸化素材と

ような大規模な開発も可能であるという。

シリコンによって非常に薄くて伸縮性のあるセンサー、熱さを感じる

現在はさらに、実用化に向けてもう少し効率を上げること、また様々

のは髪の毛の 1000 分の１ほどの薄さで熱に反応してその相が変化する

な触媒を利用して別の

センサー、そして痛みは脳の長期記憶情報と同じやり方で反応する「記

燃料を作ることができ

憶素子」の３つによってによって成り立っている。

ないかなど研究をして

そして、人間の皮膚が感じるのと同程度の強さの刺激を受けた場合

いる。

に、この人工皮膚は人間が神経シグナルを脳に送って反応するのと同
じくらい早く、反応することができるという。
現在、皮膚の移植に使用する場合に必要な生体適合性はすでに確認
できているとのことである。
photo: University of Cambridge

西村 咲弥

セミの話
日本では夏になると、子供たちがセミを追いかけていた。そ
の間にも、辺りの木から、喧しいセミの鳴き声が聞こえていた
ものだった。
しかし北米では、セミは珍しいようだ。私も 30 年余りここに

セミは 13 ～ 17 年地下にもぐっていて、地上に出てくるの
は雌を呼ぶ声を出すためだと言われているが、それも気温が
18℃以上でなければならない。
木の上で２～３週間過ごすと死ぬが、このときに作られた
卵は、17 年経たなければ成虫にならない。従って、もし今夏、

住んでいるが、セミの鳴き声を聞いたことがない。そういえば

北米大陸に現れるセミの子供は 2030 年にしか見られないこ

鈴虫やコウロギの声も聞いたことがないのは、ここが彼らにとっ

とになる。

て寒すぎるからだろうか。
20 年ほど前、家族旅行でニューヨークに行ったとき、郊外の
木の幹にセミの抜け殻を見つけ、孫たちに見せたところ、怖がっ
て触りもしなかった。
イリノイ大学の昆虫学者が、「セミの大群が来ても、人間の血
をすったり、魔法をかけたりはしないから安心してよい」と述
べているのは、セミに親しい我々からみると、冗談を言ってい
るのかと思ってしまう。また、シンシナティ大学の教授は、セ
ミの鳴き声は 94 デシベル（音の強さの単位）もするので、頭上
を飛ぶ飛行機の音も聞こえない、と述べている。
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＜デジタルツインは人工知能（AI）の頭蓋骨＞
人口知能（AI）を利用して家の中を操作するこ

築業界にも導入されています。大規模や複雑な建

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。

的に修理を促す事ができます。

とが出来る時代になってきています。デジタルツ

築物でも実物大の CAD（Computer Aided Design）

イン（Digital Twin）技術を使ってこのような現実

をモデルが公差３mm まで作成できるようになっ

ると、AI は家の住人の性格や生活習慣を予測し始

がさらに進化しています。デジタルツインとは、 てきています。数年前まではモデリングするのに

めます。AI は住人が何時に帰ってくるかを予測し

物理的な物体やシステムのサイクルを等身大でコ

１年かかっていた仕事が、現在では数か月、また

たり、子供たちの部屋を両親の部屋よりも暖かく

ンピューター上に表現したものです。

は数週間でできるようになりました。デジタルツ

するとか、夜中の温度は何度がコスト面も考慮し

インはいつか皆さんの家に存在する頭脳のインフ

て最適化を住人に知らせることができます。便利

リアルタイムのデータやその他の情報源を取り

時間が経つにつれて AI が十分なデータを収集す

組み、AI の推論が再調整されて意思決定をします。 ラストラクチャーです。

にはなりますが、世の中はデジタルプライバシー

ボルトや釘まで建物すべての構成要素がひとつの

にこだわる時代。問題は、いつデジタルツイン

三次元モデルで表現することです。リアルタイム

この技術がどのように家庭を改善するか、家庭
用暖房システムを例にして見てみましょう。

データーを保存することもできます。今までデジ

家の中にあるセンサーが室温と電力使用量の

タルツインは、製造業、自動車産業、航空宇宙産

データを、3 次元モデルの中に出来ているエアコ

業に独占的に使用されていましたが、最近では建

ンに送信します。収集したデータから、AI はエア

と AI が私たちの家に登場するかではなく、プライ
ベート データをいかに守れるかなのです。
（Marc Shimamura – Cadmakers Inc.）

コンが次いつ整備必要か予測することができます。
あるいは、
エアコンの出口から送信された気流デー
タを読み、通気口に漏れがあることを AI が理解し、
警告することもできます。世界中知られている電
気自動車会社テスラはすでにこの技術を使ってい
ます。販売するすべての車にデジタルツインモデ
ルが備えられていて、車のセンサーから収集した
データをもとに、故障が発生する前に顧客に積極

秋冬の呼吸器感染流行へのBC州のプラン

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

BC 州はこのコロナ対策としてどんどん大胆なプランを提示しています。春には施設の Single
site オーダーを出すことで介護士が同じ施設だけで働く事になりました。それまでは兼業が当た
り前のこの業界。画期的なプランでした。そして 9 月 9 日に秋冬の呼吸器感染が増強すること
が予想され、インフルエンザ予防接種の徹底と新たに 7000 人の介護士を養成することが発表さ

TORONTO

れました。
7000 人？とびっくりしたものですが、カナダ国内においてコロナに感染した方のうち医療従
事者の割合は 19.4％（7 月 23 日、https://www.cihi.ca/）です。BC 州は 7.6％ですが、一番感染
しやすいのは医療者であり、一つの施設で感染が起これば一緒に働いている同僚も 14 日の自己
隔離になるわけです。現在のように新ケースが増えている中で、早いうちに欠員を埋める対策

『月刊ふれいざー TORONTO』は、

はさすがです。
実 は こ の Health Career Access Program (www2.gov.bc.ca/gov/content/economicrecovery/work-in-health-care) が発表されてから 1 週間後に、既に 5,000 人以上の応募があっ
たそうです。主にホスピタリティの分野にいる方が新しいキャリアに興味をもっていると。な
るほど、ホスピタリティもお客様に喜んで頂くことがお仕事、その意味では悪くないキャリア
チェンジと思います。
今ニコニコホームケアでも全ての介護士さんと面接を行って
います。皆さん本当に介護が好きでお仕事をして下さっている
ことがわかります。これから新たに 7,000 人の介護士が生まれ、

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、

その皆さんが
「介護って面白いな！」
って思ってもらえたならば、

ご遠慮なくご活用ください。

本当に嬉しいです。介護士不足に国境はありませんが、対策の

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。

速さではカナダに軍配が上がったようにみえます。
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2020 年 8 月 の TREB 全 域 の 平 均 価 格 は

しかしそれは問題の一時的な解決としかなら

$951.404 と な り、 昨 年 同 月 の $792,134 か ら

ず、更に長期的な視野に基づき低価格帯の賃貸

+20.1% と大きく上昇しました。特にトロント

物件を急ぎ市場に投入する必要は高まるばかり

市内のデタッチ ( 戸建て ) とセミデタッチ ( 準戸

です。

建て ) は共に +21% を超す勢いです。タウンハ

市政府はモジュール式住宅 ( 組み立て住宅 )

ウスは +16% 程度、市内のコンドアパートは先

を活用し、今秋には市有地 2 箇所に計 100 件の

月に続き一桁台の伸びに留まっています。

モジュール住宅を建てる計画で動いています。

８月総取引数は 10,775 件で昨年 8 月の 7,682

モジュール住宅は工場で作られた’ 部品’ を現場

件から驚きの +40.3% のアップです。マーケッ

で組み立て設置されます。水、電気、ガスなど

トは非常に活発に動いているようです。新規リ

は通常の住宅と同じように接続されます。低コ

スティング数は +56.8% ですが有効リスティン

ストながらも高品質でエネルギー効率も良く、

グ数は +5% と限定的ですね。

低所得者向けだけではなく高騰する住宅価格を

買い手間での競合は特に低層住宅で目立って

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

抑えるには有効な手段であると見られます。

おり、それが価格上昇に繋がっているのが見て

各種デザインやサイズ、モジュールの組み合

取れます。平均売却日数は -30% 以上となって

わせのバリエーションも豊富になって来てお

おり、動きは比較的速いです。元々の住宅難に

り、一般住宅に応用可となれば消費者にとって

追い打ちをかけるように、COVID-19 による減

は非常にプラスとなるでしょ

収・失職から住む場所を失った人々の数は膨大

う。法的整備が進む事が望ま

なものとなります。トロント市政府はホテルの

れますね。

借り上げや取り壊し予定のアパートを一時使用
し 30 箇所もの緊急シェルターを増設しました。
Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

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

カナダ
産

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
www.bosleyrealestate.com
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連載エッセイ

作品を作ってもらわないと困る

窓 を開

「この町に来て最初のカルチャーショックは、 できた人間だけが、美術の道へ進むことができ
ディレクターの『作品を作ってもらわないと困
る』、作品を作らなければこの地域にレジデンス
する資格がない、という一言だった」

る。
同世代の友人たちが会社員としてキャリアを
積む。結婚して子供を作る。家を建てる。

映像作家の吉本直紀｛よしもとなおき｝が、
2013 年に町に入って来た時のことを、自らの展
示作品のステートメントでそう回想している。

ければ

この地域とは、僕が執筆のためのスタジオを
持っている横浜の黄金町という町のことだ。

そんななかで、両親から、友人から、「助言」
は繰り返される。
「お前のやっていることは自己満足に過ぎな
い」「いつまで夢を見ているんだ」「いいかげん
諦めたらどうだ」

港 も見

いま町には 50 組以上のアーティストがアト

30 歳を過ぎて「芸術家」として生きている人

リエを持っている。小説家である僕もレジデン

間は、そんな言葉を何百何千と浴びせられてき

ス・アーティストの一人としてこの町にいる。

ている。

える

施設に入るアーティストは毎年公募され、応

国際的に活躍している「美術界では名の知ら

募書類には自分の表現活動の実績や町で何をし

れた人」ですら外の世界では無名で、経済的に

たいかを書かなくてはならない。書類選考で絞

自立できずにアルバイトに頼った生活をしてい

り込まれると面接がある。冒頭のディレクター・

る。人々は芸術の対価で生活できない人間を「芸

山野真悟｛やまのしんご｝の言葉は、その時の

術家」と認めようとしない。もうすでに芸術家

会話で発せられたものだろう。

である人に向かって「芸術家であることを諦め

「当時の僕にとって、この言葉はそれまで送って
来た日常性や価値観をひっくり返す衝撃的な言

ろ」というのだ。
お金があるなら仕事をしないでいたいと思う

葉だった」と吉本は述べている。
「 コノ町の外は、 人は多いだろう。

阿川 大樹

表現など諦めなさい、というのが常識だからで
ある」

芸術家は表現をやめたいと思わない。自分の
活動がお金になってもならなくても。むしろ「表

世界中のどこでも（特別な例を除いて）アー
ティストは貧しい。

現しないではいられない人」が芸術家になる。
仕事が嫌いな会社員はいても、絵を描くことが

高校生の時に美術大学へ進学したいと言え
ば、たいてい親に反対される。とりわけ男性は
経済的に何の保証もない、いや、もしかしたら
ずっと貧乏であると高い確率で確定する美術家

嫌いな画家はいない。その意味でアーティスト
は「職業」ではなく「生き方」だ。
「この町にいるなら作品をつくってもらわな
ければ困る」

になるなど、正業に就かない「ドロップアウト

ディレクターの言葉はアーティストという生

した人間」の道を選ぶことだとみなされる。た

き方を当たり前のこととして肯定している。
「コ

とえゴッホの画を絶賛する人であっても、自分

ノ町の外」では否定されてしまう生き方が「コ

の息子が絵描きになりたいなどといえば反対す

ノ町」では歓迎される、いや、そうでなければ

るのが当たり前なのである。

ならないとまで言われる。

子息の生活の面倒を見つづけることができる

黄金町は「芸術の町」だといわれるけれど、

裕福な家庭か、でなければ、愛想を尽かされる

それは芸術作品のある町ではなく、芸術家が生

か、諦められるか、親の助言を無視することが

きている町のことなのだ。

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。

FRASER JOURNAL PUBLISHING

P.O.Box 64060, Clarke Road, Coquitlam, B.C. V3J 7V6
Tel:604-939-8707 e-mail:info@thefraser.com
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田中 裕介
オンライン日本映画祭「MOOSIC LAB 2020」

若者たちが創り出す映像と音楽の融合
WHO は 9 月 26 日を以ってコロナ・パンデミッ

れでもくらえと観客に見せてつけて、尚も愛さ

な顔で佇んでいる。4 人は生と死の狭間でテー

クが 200 日に達したと発表した。映画館は軒並

れキャラでいられるセンスは芸人のそれだ。と

ブルを囲む。

み閉鎖中、NETFLIX 等でストリーム配信を机上

ても刺激的な作品で 3 度見てしまった。

で鑑賞が普通になってしまった。映画は映画館
という非日常的空間で、暗闇と沈黙を他人同士
が共有しつつ観るものだったが、この映画を見
る作法は完全にテレビ化してしまった。
国 際 交 流 基 金 主 催 の 映 画 祭「MOOSIC LAB

「ビート・パー・MIZU」
絶対音感ならぬ規則的なリズムを聞くと
BPM、つまりメトロノームのように 1 分あたり

三途の川を渡る前に、会いたかった人と思い
出の詰まった小箱を開けて語り会うなんて、な
んと贅沢な通夜であることよ。この茫洋として
曖昧な味付けの作品を、グランプリに選ぶ審査
員の手堅さが日本的尺度なのだろう。

の拍数がわかってしまう女の子が主人公だ。
「チ

2020」の配信を見ながら、
「映像と音楽の融合」 ビまる子」そのまんまのキャラの女子大生が、
という枠内で実によく時代を浮き彫りにしてい 「水」君に出会った途端に心臓の BPM が「240」
ると感じた。一方で、物足りなさも感じる。日

に跳ね上がってしまう。でも愛の告白はできそ

常からかけ離れた物語もキャラも登場しないの

うもない。プールの中で熱帯魚のように優雅に

である。彼らが感じている閉塞感は、即ち日本

戯れる水クンと主人公の夢のシーンはとても清

社会の八方塞がり状況だと思う。一方で安全な

冽で、ここだけでも「花まる」をあげたくなっ

居場所を確保しようと必死に競い合っている。 た。そんな彼女に、雪見大福餅のように包容力
予告編ロゴに「暗闇で目を凝らせ、耳を澄ませ、 のある親友がやさしく手を差し伸べるのだ。今

「眠る虫」
（金子由里奈監督）

追い風

そこから見えてくるわたしたちの現在地」とあ

時の女子大生にはあり得ないキャラというなか

る。これは何かを逆照射している。
「現在地」の

れ。統計では、男女共まったく恋人などいない

自分に対する自信、自尊心の低さは先進国で

向こうに見えるのは、
「SNS 帝国の到来」ではな

という若者が増えているのも現実だ。ネタバレ

群を抜いているという、ヒリヒリするほど痛々

いのか。彼らの閉塞感は、SNS 帝国の臣下にな

でいうと、歌で愛の告白をするというのがオチ

しい青春群像。中学時代の塾生たちが、二十代

りそびれてしまった結果かもしれない。選ばれ

である。

後半になってもまだつるんでいるというのは意
表を突いてリアルだ。その頃付き合っていた女

たうち何作かを紹介したい。

生徒に今も片思いしている主人公でラッパーの

「眉村ちあきのすべて（仮）
」

DEG。

そんな中で、この作品は突出している。主人

友人の「お前は大人だ。愛想笑いがうまいか

公はめっぽう歌の上手い元地下アイドルだ。才

ら」という皮肉にぐさっと身をえぐられるのだ

気と奔放さがほとばしっている。本年度の観客

が、曖昧な笑いでごまかすだけである。小さい

賞、音楽賞など４冠を獲得した。構成は、前半

ころから「ごめんね」と謝るように生き続けて

はプロモ・ビデオ風で、後半でいきなりタイト

きたツケなのだ。でも、そんな自分をどうやっ

ルが変わり「眉村ちあきの秘密」となり、眉村
クローンたちが地下都市から地上に脱出すると
いうたわいない変身モノのパロディだ。

「ビート・パー・MIZU」
（富田未来監督）

眠る虫

てブチ破れというのか。皆目見当がつかないの
だ。
圧巻は、カメラを回したまま、ギターのバッ
クに合わせ即興でラップを連ねていくシーンだ。

言葉遊びをそのまま歌にし、正直を装った意

本年度グランプリ作品。徹底したオフビート

表をつく歌詞をさらっと心地よいメロディに乗

の効果音とカメラワーク、表情のないのっぺり

切羽詰まって言葉を探すうちに涙と一緒に本音

せて歌う姿と演技は自信に満ちている。
「ダメだ

した顔の主人公が妙にリアルだ。ギタリストの

が噴き出してくる。この時初めて自分をさらけ

よと言われれば、したくなるそんなぼくが、働

主人公は、バスの中でふと耳にした老女の鼻歌

出し、
ダメな自分をそのまま受け入れた。そして、

くことを覚えたふりして東京にそまる….. うん

のメロディをなんとか録音しようとして、その

DEG は本年度の「最優秀男優賞」という「追い風」

こがうんこになるためのうんこの生き様を」
、こ

老女がバスに置き忘れた小箱を持ち、メモにの

を手にした。

こされた住所を探し当てる。たどり着いた家に
は一人暮らしの老人がいて、それは老女の元カ
レだった。
「この箱を持ち主に返して欲しいと祖
母から頼まれました」と嘘吹いて渡す。すると
老人はあっけらかんと「ということは、あなた
は僕の孫ですね」と言う。そこへ、ほんものの
孫が現れるのだが、孫に母から電話がきて「たっ
た今おばあちゃんが死んだ」と言う。ところが、
「眉村ちあきのすべて（仮）
」
（松浦本監督）

www.thefraser.com
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私の薦めるこの一冊
「＜自己愛＞と＜依存＞の精神分析
この本のタイトノレを見て、専門用語が多くて
難しそうとか、とっつきにくそうと尻込みしてし
まう人もいるかもしれない。しかし、この本は、

コフート心理学入門」 著者：和田秀樹著 PHP 新書

いわれている。なぜそれ程までにこのコアート理

をよくする実用的な心理学としてコフートの人間

論が注目されているのか。

観を学んでみるのもいい。

例えば、少なくともこれまでは、フロイト流の

文中、コフート理論の説明の為、フロイトなど

精神科医である著者が精神分析の “せ” の字も知

伝統的な精神分析の世界では、
「自己愛 j や「依存

の有名な精神分析家の理論と具体的にどう違うか

らないというような学生をも対象に、大学で実際

j といったものについて否定的に捉え、それらを脱

の説明や、用語の解説が随所で行われていてわか

に行なった f コフートの精神分析 J と b、う講義

却することが人間の発達のゴールだと考えられて

り易い。案外、これ一冊読むだけで精神分析の基

の内容をまとめたもので、初心者にもわかり易い

いた。だが、
コフートは、
f 自己愛 J や
「依存 j はもっ

礎が分かるといえよう。

よう丁寧に解説してあり、そんなにとっつきにく

と認め合うべきで、それがないと生きていけない

い本でもない。著者の書き方自体が易しいのも魅

とまで言い切っている。つまり、人聞は精神的な

力だ。

自律などできるわけがなくて、成熟した依存を発

フロイトやユング、エリクソンといった名を聞

(VJ L S こどもの国ボランティア／茂木洋平）

達のゴールとすべきだと考えたのだ。

いたことがある人は多いと思うが、コフートとい

コフートの人間観はとても面白く、これまでの

う人物の名を聞いたことがある人はほとんどいな

伝統的な考え方と比べて堅さが無く、庶民的な温

いのではないか。コフートも亡くなって久しいが、 かさを感じる。また、彼は f 共感 J の臨床家とい
一般的にはまだあまり知られていない。しかし、 われ、治療の際相手の立場に身を置くことを忘れ
アメリカの現代精神医学の世界で、コブート理論

なかったという。そんな彼の理論だからこそ広く

は抜群の人気があり、多大な影響を与えていると

支持されているのだろう。人聞を知り、人間関係
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明治・大正を駆け抜けた、アナキストで婦人解放

文芸
千葉 ともこ著

運動家の伊藤野枝。四角関係の果てに大杉を刺し

文藝春秋 ￥1400

た神近市子らの眼差しを通して、鮮やかによみが

■震雷の人

第 27 回松本清張賞受賞作。運命に抗う兄妹の、ロ

える。著者渾身の大作。

マン香る大河小説。いちどは袂を分けた兄妹の運

■われもまた天に

古井 由吉著
新潮社 ￥2000

命が交差するとき、唐の歴史が動き始める――。
下村 敦史著

自分が何処の何者であるかは、先祖たちに起こっ

幻冬舎 ￥1600

た厄災を我身内に負うことではないのか。未完の

■同姓同名

心の痛覚を刺激される衝撃のサスペンス。第三回
大藪春彦新人賞受賞者長篇デビュー作。
■三度目の恋

川上 弘美著
中央公論新社 ￥1700

あるときは江戸吉原の遊女、さらには遙か昔、平
安の代の女房として、さまざまな愛を知り……。
夢とうつつ、むかしと今のあわいをたゆたい、恋

愛の深淵をのぞく傑作長編。
登場人物全員、同姓同名。
『闇に香る嘘』の著者が 「遺稿」収録。現代日本文学をはるかに照らす作家、 ■誓願
マーガレット・アトウッド著
挑む、前代未聞、大胆不敵ミステリ。大山正紀が殺 最後の小説集。
早川書房 ￥2900
された。犯人は大山正紀。これは、一度でも自分の

■わたしが消える

佐野 広実著 『侍女の物語』から十数年。ギレアデの体制には綻び

講談社 ￥1800

名前を検索したことのある、名もなき私たちの物語。
彩坂 美月著

第 66 回江戸川乱歩賞受賞作！ 刻一刻と現れる認

実業之日本社 ￥1700

知障碍の症状と闘いながら調査を続ける藤巻は、
「門

消えた向日葵。連続する不穏な事件――そこにいる

前さん」の過去に隠された恐るべき真実に近づいて

■向日葵を手折る

のは……誰？ あざやかに季節がめぐる彼女の 4 年
間と事件の行方を瑞々しい筆致で描く、烈しくも切

岩波書店 ￥1800

逢坂 剛著

小説家・マッツ夢井のもとに届いた一通の手紙。そ

新潮社 ￥3000

れは「文化文芸倫理向上委員会」と名乗る政府組

文豪ホフマンにまつわる謎めいた古文書。そこから
浮上する奇妙な因縁。迷宮に誘うビブリオ・ミステ
リー巨編！ 二重三重の仕掛けが読者を迷宮に誘

■ディディの傘

ファン・ジョンウン著

亜紀書房 ￥1600

池澤 夏樹著

死と破壊、そして革命。人々は今日をどのように記

日経 BP 日本経済新聞出版 ￥2000

憶するのか。韓国で起きた社会的激変を背景に、人

神話から歴史へのあわいの時代に森羅万象を纏っ

が人として生きることの意味を問う最新作。2019 年

た、若く猛る大王が出現した。暴君であると同時に、 〈小説家 50 人が選ぶ“今年の小説”〉第 1 位に選出。5・
偉大な国家建設者。実在した天皇とされる 21 代雄

18 文学賞、第 34 回萬海文学賞受賞作。

略の御代は、形のないものが、形あるものに変わっ

■人鳥クインテット

た時代。私たち日本人の心性は、このころ始まった。
■風よ あらしよ

村山 由佳著
集英社 ￥2000



日本語チェック

カナダの娘デイジーの 3 人は、国の激動を前に何を

かつては伝説のレコード店主、いまや哀愁のカウチ
サーファー。五十路の男がたずね歩く旧友たちの心

にも、90 年代の輝かしい記憶が響きつづけるので
織からの召喚状だった。出頭先に向かった彼女は、 あった。パリの片隅で生きる人々の哀しさと滑稽さ
断崖に建つ海辺の療養所へと収容される。
を音楽が彩る、現代版・バルザックの『人間喜劇』
。

う。渾身の大作 1500 枚、結末部分は袋綴じ仕様！
■ワカタケル

詰めたリディア小母、司令官の家で育ったアグネス、

語るのか。カナダの巨匠による名作35年越しの続篇。
いく――。残された時間で、
自分に何ができるのか。 ■ウィズ・ザ・ライツ・アウト ～ヴェルノン・クロニク
■日没
桐野 夏生著 ル 1～ ヴィルジニー・デパント著 早川書房 ￥2600

ない青春ミステリ。
■鏡影劇場

が見えはじめていた。政治を操る立場にまでのぼり

			

■アニーはどこにいった

文藝春秋 ￥2250
あの穴の奥には恐ろしいものがある。かつて僕の
妹アニーに降りかかった恐怖が 30 年を経て甦る。
恐怖の帝王絶賛の新鋭の第二作。

青本 雪平著
徳間書店 ￥1700

ある日、祖父はペンギンになった。そして僕は今、
取調室にいる――。闇が深すぎて底が見えない。



「頓挫（とんざ）」とほぼ同義なのはど
れか。
①

頓着

②

蹉跌

③

中途

解答・解説は 39 ページ

www.thefraser.com

C・J・チューダー著

問題は p. ８
月刊 ふれいざー Toronto

2020 年７月のベストセラー
出版科学研究所調べ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

総合
鬼滅の刃 風の道しるべ 吾峠呼世晴（原作）集英社
一人称単数 村上春樹
文藝春秋
鬼滅の刃 しあわせの花 吾峠呼世晴（原作）集英社
鬼滅の刃 片羽の蝶 吾峠呼世晴（原作）
集英社
夢をかなえるゾウ (4) 水野敬也
文響社
少年と犬 馳 星周
文藝春秋
女帝 小池百合子 石井妙子
文藝春秋
還暦からの底力 出口治明
講談社
気がつけば、終着駅 佐藤愛子 中央公論新社
「育ちがいい人」だけが知っていること 諏内えみ ダイヤモンド社
死という最後の未来 石原慎太郎 曽野綾子 幻冬舎
「繊細さん」の本 武田友紀
飛鳥新社
LILY'S CLOSET 石田ゆり子
マガジンハウス
疫病 2020 門田隆将
産経新聞出版発行
人は話し方が 9 割 永松茂久
すばる舎
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディ みかこ 新潮社
流浪の月 凪良ゆう
東京創元社
FACTFULNESS ハンス・ロスリングほか 日経 BP 発行
デスマーチからはじまる異世界狂想曲 (20) 愛七ひろ KADOKAWA
当の自由を手に入れる お金の大学 両＠リベ大学長 朝日新聞出版
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Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
トロント国際映画祭に考える、
私たちの Womanhood

1990 年に起こったオカ・クライシスを背景

がトラウマを抱えたまま復讐に立ち上がる恐

に、モホーク族として生きる少女に課せられ

ろしい作品だ。いわゆるレイプ・リベンジ物

毎年キングストリートを煌びやかなドレス

た障害や責任を少しずつ明らかにしていく青

と呼ばれるホラージャンルに属しているのだ

で賑わせるトロント国際映画祭。今年は大

春映画。特に「あなたが嫌われることをする

が、従来の作品とは違い、女性が全く肌を見

きな劇場を使ったプレミア上映やレッドカー

たびモホーク、先住民全体に被害が及ぶ」と

せないところが印象的だった。代わりに映画

ペット中継、またボランティアの募集を中止、

諭す母親や、家族のアルコール中毒や性暴

内で搾取されているのは加害者（しかし自分

ドライブインシアターとオンライン配信を中

力に耐えてきた親友との対立も経験する様

ではそうと意識していない）である男性の体

心としたイベントとなった。映画祭本部であ

子は 12 歳の主人公を描いた瑞々しい成長物

だけだ。女性の体を利用することを避け、同

る Lightbox では規制を貼った中での上映も

語としては重すぎる過去と現状を浮き彫りに

じ体験を男性側に体験させることで忌むべき

行われたものの映画評論家などメディア関係

する。トレイシー・ディア監督自らの経験を

犯罪である「性暴力」がいかに容易く行われ

者の多くが配信での参加に留まったようだ。

克明に再現し、社会的に形成されたアイデン

るのかを、その後の精神的ダメージも含めリ

ティティと現実の間で揺れる少女の心情を露

アルに描いている。

にする『Beans』は多くの観客の心を動かし
て観客賞の三位を獲得した。

『Violation』

静かな映画祭本部入口
『Beans』

話題作が目白押しの映画祭で印象に残った
作品のひとつが『Beans』だ。ケベック州オ

また両作品とも姉妹の葛藤に焦点を当てて

また女性の戦いといった点では『Violation』 おり女性同士の関係性にも踏み込んだ作品と

カに暮らす少女ビーンズは、より良い教育と

も森林の美しい映像からは想像もできない強

なっている。全てを分かり合えることはない

環境を求めて新しい学校に志願する。町では

烈なメッセージを残していった。ホラーなど

としても、その違いから目を逸らさず、お互

先住民の墓地を取り壊しゴルフ場を建設する

のジャンル作品を集めた Midnight Madness

いを守ることで生まれる強さ。Womanhood

都市開発計画に反対する大人たちが地元警

内で上映された『Violation』は、その題名通

とは自ら選んだ世界の中で生き抜いていく力

察、さらにカナダ軍との対立を迫られていた。

り性暴力を描いている。被害者となった女性

なのだと思い出させてくれる。

Mini English Lesson
Use the following phrases to make a recommendation:
May I recommend Swiss Chalet as good and fast
restaurant?

If you are looking for a good book to read, I (would)
recommend, “Botchan”.

Please let me recommend Niagara Falls for a good
day trip from Toronto?		

I (would) recommend that we meet at the Eaton Centre.

May I recommend ______ as a ______?

Please let me recommend ______ for ______?

If you are looking for _____, I (would) recommend

I (would) recommend that we ______.

Why do we use “would” so much when recommending?
Because it may be rude to expect that you know the best way to do something. So, we use, “would” to show that we realize our suggestion
may not be accepted. When we use “would” in a suggestion, that the unspoken part of the recommendation is, “If you would be so kind as
to accept my poor suggestion…” .
www.englishmatters.ca
When speaking casually, you don't need to use “would” when recommending or suggesting.

Now, make a reason to use these phrases, TODAY!

32

月刊 ふれいざー Toronto

October 2020

Fraser Monthly Toronto

lorrain@englishmatters.ca

We are 28 years old!

ふれいざーインタビュー
安藤真理子 Plofile

エッチング版画家・イラストレーター
photo: Yukiko Onley

安藤 真理子さん

大阪と奈良育ち。エッチング版画家としては 2002
年から、フリーランスのイラストレーターとしては
25 年間以上活躍中。1999 年に渡加以来バンクーバー
に在住。2002 年よりグランビルアイランドにある
Malaspina Printmakers Society のメンバーとして籍
を置く。日本、オーストラリア、カナダで個展を開催、
グループでは日本、イギリス、アメリカ、カナダ、ア
ルゼンチン、イタリアで展示会に参加している。

ふ この道に進んだきっかけは？

メージ通りに刷り上がった時の感動は大きいで

M.A.：とにかく外で遊ぶより、家で絵を描くのが

す。版画業界においてはイメージそのものより、 す。

好きな子供でした。美術系の短大に進学し、
ビジュ

どういう技術が使われて、なにを使ってそうなっ

版画制作の他に映画やコマーシャルのセットデ

アルデザインとイラストを専攻しました。銅版画

たのか、ということに興味を持たれたり評価され

ザインや小道具制作などもしていて、９月に撮影

る傾向にあるのも面白いところですね。

が緩和されだしてから忙しかったです。今は来年

（エッチング）は授業で受けたのが初めての体験
でした。下手くそなりにも刷り上がったものを見

VISUALSPACE GALLERY で二人展を予定していま

出版予定の ROY MIKI さんの小説の挿絵を作成中

て、まさに私が表現したい世界に適した技法だと

ふ 影響を受けたアーティストは？

興奮しました。でも版画を制作するには大きなプ

M.A.：ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」

レス機が必要ですし、薬品を使うので設備の整っ

オリジナルの挿絵を描いた画家がジョン・テニエ

ふ どうしてカナダへ？

た工房を借りる必要があったため、ペン画にもの

ルといいますが、彼のイラストが素晴らしいと思

M.A.：夫がカナダ人だから他に選択肢はありませ

めり込み、版画からは離れてしまいました。

いました。また、中学生のころ教科書に載ってた

んでした。夫とは大阪で知り合い、1999 年にバ

ダリとかエッシャー、少し大人になってからチェ

ンクーバーに来て結婚しました。彼とは価値観が

イラストレーターとして生計を立てていました。 コの映像作家ヤン・シュヴァンクマイエルなどに

同じで、日本とカナダで遠距離恋愛 8 年間！よく

バンクーバーへきて、やはり銅版画をまたやって

魅了されました。錆びたモノクロの世界がやはり

続いたなと思います。当時はネットもなく、メー

みたいと思い、小さいプレス機をオーダーし、材

ずっと好きで、自分の版画

ルやビデオ通話はありません

料を集めているうちにグランビルアイランドに版

にもそういうトーンになる

し、国際電話は高かったし。

画工房があると聞いて、訪ねると、スタッフの人

よう心がけています。

放任主義が長続きの秘訣だっ

卒業後、アーティスト活動をしつつ、雑誌社で

です。

が「ここで制作したらいいのに」と言ってくれて、
プレス機はキャンセルしました。

たのかもしれません。
ふ グランビルアイランドの

今と違ってインターネット

工房での様子は？

がなかったので大した情報も

ふ エッチングの魅力は？

M.A.：Malaspina Printmakers

なく、カナダのことは何も知

M.A.：銅板にインクを詰めてプレス機で紙に刷

は非営利団体で、アーティ

りませんでした。選択肢がな

り上げるものですが、その銅板には腐蝕液によっ

ストが運営する工房とギャ

く来たのに、こんなに良い国

て刻まれた線やドットが味わい深いものを生み出

ラリーです。ここに所属し

に来れて、つくづくラッキー

してくれます。ペン画では得ることのできない風

てからとても有意義なアー

だと思います。歳を重ねるた

合いが魅力です。しかしながら薬品のレシピや気

ティストの繋がりができま

びに幸せだなと思います。

温、浸食時間によっても腐蝕度は変化したりする

した。工房の作家さんたち

ので、コントロールできるようになるには年月が

は皆優しくて、惜しみなく

ふ エッチングとは？

かかりました。今でもまだまだ反省ばかり。エミ

テクニックを教えてくれ、

M.A.：私の作品は “インタリ

リー・カー大学の学生達がたまに見学に来ていま

作品を評価しあったり、大

オのエッチング技法” です。

したが、わたしの作業風景をみて「あー、エッチ

きな作品を刷る時には手を

銅が酸（腐蝕液）に溶ける性

ング、嫌い〜」と苦い顔をしていました。学生時

貸しあったり。情報交換も

質を利用して凹み（くぼみ）

代、銅板をひたすら磨く最初の工程で嫌になって

貴重でした。ここ半年コロ

いたクラスメイトを思い出しました。
（笑）でも

ナの影響もあって工房にはしばらく行けず、少し

プレス機で加圧して紙に転写させる版画を総称

片やこんな人もいました。ある日工房で私のそば

寂しいです。自宅に小さいプレス機があるので小

して凹版画、Intaglio（インタリオ）と言います。

で作業していたエミリー・カー芸大卒の女の子が

さい作品を制作しています。

銅版画にはエッチングのほか、引っ掻き傷だけの

を作り、インクを練り込み、

ぼそっと私に「マリコ、私、あなたの作品をある

ドライポイント、彫刻を施すようなエングレー

展示会で見て版画をしてみたいって思ったのよ」 ふ コロナ禍中アート発信は？

ヴィングなどの技法があります。

と。感激しました。ちっとも儲からないし誰の為

M.A.：6 月に日本で展示会があったのですが、コ

になるでもなく、って思っていたので誰かの何か

ロナの影響で帰国できなかったので作品だけ送り

今後の展示会予定：

をする小さなきっかけになったのだ、ということ

ました。後は、日系センターのギャラリーショッ

がとても嬉しかったです。

プに作品をかけていただいています。2021 年

• Printmaker Group Exhibition：
2021 年３月 12 日〜５月 29 日 City Scape Gallery
• Two Person Exhibition：
2021 年６月 24 日～７月 17 日 VISUAL SPACE

確かに面倒な工程の多い作業ですが、自分のイ

www.thefraser.com

春にグループの版画展、アートフェア、その後
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第 51 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
「またすぐ来るからね、おばあちゃん」

魂の絆

それでも、私は精一杯の笑顔で、フチの手を
取って、言った。

翌日の朝、愛子おばあちゃんは何ヶ月ぶりか
顔を見るなり、言った。「あなたが来たので、
昨日の夜は本当にぐっすり眠れました。」
フチは鹿汁とイナキビご飯があるから、食べ
なさい、と私に勧めた。娘さんの誰かが作った
薄い味噌仕立ての鹿肉の入ったスープが出来て
いて、いつ子さんが私用にお椀に注いでくれ
た。イナキビご飯は、普通の白米にキ黄色いキ
ビが混じったご飯で、二風谷のアイヌの人々は
今でもキビだけは自家製で育てる人が少なくな
い。鹿肉は臭みが強いので味噌汁にすると食べ
やすい。山菜も入っているようだった。素朴で
懐かしい味を、私はじっくり味わいながら食べ
た。そうして食べ終わったら、二風谷を去ろう
と、決めていた。
しかし、私がゆっくりしている間に、娘さん
たちは用事で出かけてしまった。それで誰もい
なくなった居間で、フチを残して失礼して良い
ものかどうかと迷った。なぜかその時、「帰っ
てはいけない」と後ろ髪を引かれる様な印象が
起こった。もし今去るのなら、またすぐに戻ら
なければならない、と直感的に感じた。
だが、私はそれ以上滞在することが出来な
かった。子供たちを置いてきたカナダに帰らな

ソファから身を起こして一人でよろよろと立ち

つまでも、フチは私を見ていた。

「おばあちゃん、無理しないで。」

愛子フチはその年の十月の末に亡くなられ

と私は止めようとしたのだが、愛子フチは一人

た。私の友人の音楽家、故福沢もろ氏との電話

で壁を伝い、杖を突きながら玄関まで歩いてこ

の中で、偶然そのことを耳にした。彼の友人の

られた。「いや、大丈夫」とフチは私の心配を

細野晴臣氏も愛子フチを尊敬し、訪ねていたり

はね返した。

したようで、細野氏から聞いた話だと伝えられ

私は靴をはき、玄関の戸を明けて、外に出た。 た。その数日後、二風谷の貝沢耕一氏からも電
もう雨は降ってはいなかった。

話でそのことを知らされた。

愛子フチは玄関先まで降りて来て軒下に寄り

だが、時として縁と言うのは不思議なもので

かかって立ち、アイヌ語でお祈りを唱え始めた。 ある。彼らから電話を受ける何日か前に、私は
数歩先まで歩いた私は、フチの声がとても真剣

夢で愛子おばあちゃんに再び出会っていたの

なものなので事の重大さを察して振り向き、立

だった。

ち止まった。私はアイヌ語はわからなかった

それは十一月の始めのことだった。夢の中で

が、高きカムイに何かを伝えようとしているこ

愛子フチは、私を支えるかのようにぴったりと

とは、わかった。私のために、このような尊い

私の体の左側に立っていた。私は両足を少し開

お祈りをしてくれた人は、愛子フチが始めてだ。 いて大地をしっかり踏んで立っていた。私の体
長い年月が一瞬に無に帰して、永遠なる記録の

の中から黒ずんだ血が股間を通って大地に流れ

扉が開かれ、愛子フチは自らの本当の魂の姿を

ていった。あまりにも大量の血が体から流れ出

呼び覚まして、そこに立っているかのようだっ

ていたので、夢の中の私は恐くなって愛子フチ

た。強い郷愁の想いと、愛おしさが沸きあがり、 の方を見た。鮮血ではない黒い血は、限りなく
私はその場を去りたくなかった。
photo: Atilin

流れ続けていた。

「行きなさい。」

「全部出たか？」と愛子フチに尋ねられ、私

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

二度転んでも平気なわたしは大丈夫

――自信

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――佐々木雅子

October 2020

そうして玄関に寄りかかったまま、じっとい

上がり、玄関まで私を送ろうとされたのだった。

は「わからない」と答えた。するとフチは、
「全
部出たなら、それで良い。」と言った。それか
らフチは私のことを気遣うような表情で、「子
供の食べ物には気をつけろ。体によくない食べ
物は、与えないように。」と言った。それから
私は小さな白い羽毛か綿毛のような何かが空か
ら降ってくるのを見た。それは何処かの押入れ
にしまわれた、緑色の布団に吸い込まれるよう
に消えていった。
その夢を見た後で、私は不思議な充実感を感
じた。愛子フチはこの世界を去られたが、それ
は新たな始まりかもしれない。深い絆で、魂は
どこまでも結ばれているのだから。
			

問題は p.15
月刊 ふれいざー Toronto

がら、何度も振り向きながら歩いた。

フチはあっさりとそう言い切ってから、何と、

すがりがいのある熟女の厚い胸

ければならなかったのだ。

を送るように手を胸の辺りで舞わせた。私は
深々とお辞儀をして、歩き出した。手を振りな

「いや、もう会えない。」

で久しぶりによく眠れたので気分がよいと私の
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御伽草子
ぎ

ぞ

と

し

（その二十四）

う

むちゃな仰せ事である。
と、畳みかけられ
「じきじきにおされた御判だぞ」
と、
あらあらしくおっしゃるのであった。
中納言は、
「かしこまりました」
と、申し上げて頭を垂れた。

広滝 道代

妻 は、 何 と 言 う だ ろ う か …。 今 回 も 相

救 っ て く れ る 妻 に、 ま ず は 話 そ う …。

者 に と り ま し て は、 こ の た び の 宣 旨 は

「梵天国からひとたび下界にくだった

と、おっしゃる。

人の姿になっております」

談しよう…）

なかなかできないことでございます」

（ あ の 屈 託 な い 笑 い を 響 か せ て、 い つ も

などと、お思いになり、

思いをおっしゃるのであった。

と、 姫 君 は 思 い つ め た よ う に 心 苦 し い
いが…）

「 中 納 言 様。 わ た く し、 も う 一 度 梵 天

（ 今 度 こ そ、 相 談 し て も だ め か も し れ な
と、 暗 い お 気 持 ち で 姫 君 の こ と を 思 い

と、 仰 せ に な っ て、 姫 君 は お 泣 き に な

国にのぼることは簡単にはまいらぬこ
こ う し て、 中 納 言 は、 深 く 重 い 心 を

描かれた。

（ あ あ、 帝 の お 心 の う ち は、 こ う い う こ

抱 え な が ら も お 帰 り に な り、 こ の 命 令

るばかり。

しかし、胸のうちは
と で あ っ た の か …。 こ れ ま で、 参 内 の

を姫君にそっとお伝えになったのであ

わたしに梵天王にじきじきの御判をい

であったが、この宣旨は、格別なもの。

れ る と、 た だ は ら は ら と 涙 を こ ぼ さ れ

ら っ し ゃ っ た 姫 君 で あ っ た が、 伝 え ら

何もお知りにならずくつろいでい

「 な ん と む ご い 仰 せ で ご ざ い ま し ょ う。
か よ う な 事、 思 い も か け な い 帝 の 御 心

ざ い ま す が、 こ の 国 に ご 縁 が あ り ま す

するのであった。

（つづく）

姫 君 の こ ぼ れ る 涙 が、 道 を 真 っ 暗 に

となのでございます…」

（ こ れ ま で の こ と、 そ し て わ が 心 の ほ ど

た び に、 と か く 思 い も よ ら な い こ と が

さらずに
を お 汲 み く だ さ る こ と … 、あ あ 、な ん と

る。

た だ く た め に、 梵 天 国 に 昇 れ と 仰 せ に

るのであった。
な ど と、 瞬 時 に 思 い が 湧 き 上 が る の で

ところが、帝は、
「しかしながら…」

な っ た と い う こ と な の だ …。 ひ ど い こ

などと、お思いになる。

と、心のうちをほのめかされながら、

とを本気なご様子でおっしゃること…）

じゃ…」

あった。

です…」
な ど と お っ し ゃ り な が ら も、 涙 が こ ぼ
れる。
だ が、 こ れ ま で 帝 の 無 理 難 題 を 救 い

ゆ え に、 し ば ら く の 間、 わ た く し は、

「 わ た く し は、 確 か に 梵 天 王 の 娘 で は ご
上げてくれた姫君のことが頭をよぎる。

しかねて躊躇なさる。

寂 し く も こ わ く も あ り、 内 裏 を 退 出

誘い出される思いが増していかれた。

中 納 言 は、 こ ら え ら れ な が ら も 涙 を

などとひどいおっしゃりようをなさっ
たのである。
筆 の 御 判 。 自 身 で 直 接 に 印 を 押 し て 、取

「 今 度 は、 梵 天 王 の じ き じ き の 御 判（ 自
次 の 者 を 経 な い も の。 直 判。） を も ら っ
てきてほしいのだ」
と、仰せ事を下された。

姫君は、

「 わ た し の 身 に と っ て は、 つ ら い こ と

もありがたい…）

あ っ た こ と ゆ え、 こ の た び も 気 が か り

ち に な ら れ た 。 中 納 言 は 、身 じ ろ ぎ も な

と に 、中 納 言 は 、言 い よ う の な い お 気 持

こうお言葉に出して仰せくださるこ

と、仰せになるのであった。

がっていることよ」

「 む ず か し い、 わ た し の 命 令 に よ く し た

と、おっしゃり、

「おまえは、殊勝な心掛けであることよ」 「よいな」

帝は、中納言に

梵天国

ぼ
ん
て
ん
こ
く
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日本文化と神道（３）

七五三は「感謝」をする日
はせがわいずみ

神主兼映画ジャーナリストの、はせがわいず

る「神々の子」と考えられていました。七歳に

みです。このコラムでは、日本の伝統文化や習

なってようやく人間の仲間入りをしたと考えら

慣、神話などをご紹介していきます。

れ、神社にお詣し、健やかなる成長を祈願しま

も う す ぐ 11 月 で す ね。11 月 と 言 え ば、
七五三！

七五三は「着物を着て写真を撮る日」

した。
11 月はまた、秋祭りのシーズンです。日本

ではないですよ。子どもの成長を感謝し、更な

では昔から、収穫を感謝する秋祭りを行ってき

るご加護をご祈願するために晴れ着（着物）を

ました。その年に得た実りや繁栄、ご縁を自然

着て、
「神社にお詣（ルビ：まいり）をする日」

の神々に感謝し、来年の開運招福を祈願します。

です。
「着物」「写真」は言ってみれば付録。こ

神々を「お祀り」して感謝と願いをするイベン

の日のメインは「神々への感謝」だというのを

トだから「お祭り」と言います。感謝と祈願の

忘れずに。

神事があってこそ「お祭り」なんです。そして、

日本人は昔から、数え年で三歳（男女とも）、 「お祭り」は、自然への畏敬と感謝を再確認す

の世代で消滅させてしまうのか、次の世代に伝

女の子が付け紐の着物から帯で結ぶ着物に替え

えていくかの選択の時期が来ているのではない

た七歳の「帯解（ルビ：おびとき）・紐落（ル

でしょうか。

ビ：ひもおとし）」の儀式に由来しています。（※

アメリカ出世稲荷神社では、秋祭りと七五三

数え年は、生まれた年を 1 とカウントします）。

詣を行います。自然の力に感謝し、次の世代に

また、七歳まではまだこの世に命が定着して

伝えるきっかけにしてください。 詳細は当神社

いない不安定な状態で、神々の庇護のもとにあ

のウェブサイト ShitoInari.org をご覧下さい。

My Story

私の乳癌闘病記（10）

中田 有厘

2020 年 1 月、最後の抗がん剤を終え、病院
の看護師が用意してくれたカルテのコピーを
持ち、それから数日後に日本に帰国した。彼
としばらく離れるのも不安だったが、日本に
帰って治療を受けることに対しては正直ほっ
としていた。癌の告知を受けてから家族に会っ
ていないので、会うのも楽しみだった。バン
クーバーの空港で、白血球の減少を止める注
射器を荷物に入れていることを告げると、航
空会社の人が体調を気遣い、地上職員からフ
ライトアテンダントに連絡をしてくれた。そ
ういった日系の会社の細かいサービスにほっ
としていた。
日本に帰り、病院に行き医師に説明すると、
診察後すぐに手術に必要な検査をした。1 日
で採血、超音波、CT など病院で済ませ、あと
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隙間川柳の会

袴を着け始めた五歳の「袴着（ルビ：はかまぎ）」、

あなたの心の隙間に

文化・慣習が急速に失われつつある昨今。私達

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集していま

た三歳の「髪置（ルビ：かみおき）
」、男の子が

投稿について

★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。
投 稿 規 定： 投 稿 は
2000 字以内。場合によっ
ては掲載できない場合も
ありますますので、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。
送り先 p.54 参照。 または

す。お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー

遙か昔から日本人が代々受け継いできた伝統

宛てに郵送または電子メールにてお送りくださ

えます。

詣してきました。この慣習は、髪を伸ばし始め

い。短歌や俳句も是非どうぞ！ ※作品は、あち

る（思い出すきっかけ）という役割もあると言

15 日（もしくはその前後）に家族で神社にお

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
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
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
ストリー・チャンネルに出演。アマゾン・プライム
のドラマ『高い城の男』の神道コンサルタントを担当。
島根県ふるさと親善大使「遣島使」
。松江市観光大使。
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
著書：ドラマ『24』の公式ガイド本『メイキング・オブ・
24 -TWENTY FOUR-』
（竹書房）
こちのページの隙間に掲載させていただきます。

五歳（男子のみ）、七歳（女子のみ）の 11 月

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

は手術をするだけになった。カナダで胸のし

ただし、日本では受けられないような検査や

こりに気づいてからそれが癌だとわかるまで

ケアのオプションがあったのはカナダである。

に 3 週間もかかってしまった。日本だと医師

今は日本だろうがカナダだろうが Covid の影響

がその場で検査のオーダーをし、すぐに結果

でたくさんの人が待っていたり、医療の資源

が出るし、結果も医師からきちんと説明があ

が限られていたりして、医療を受けられるとい

る。カナダの医療は無料だし、今まで出逢っ

うことは当たり前ではないということを実感

た医療者も本当に親切にしてくれたので、責

している。そして、久しぶりにあった母、姉妹

めるつもりはないが、やはり日本の医療はずっ

の嬉しそうな顔を今も忘れられない。あんなに

と安心できた。日本に住んでいた時は、それ

長い時間家族と一緒に過ごしたのは久しぶり

が当たり前なことだと思っていた。でも、カ

だった。毎日一緒にご飯を食べ、実家の近所を

ナダに来て、そういった日本の医療を受けら

散歩し、近所にあんなに美しい景色があること

れることがいかにありがたいことか実感した。

を初めて知って感動した。癌になると、今まで

カナダでも癌だとわかったらすぐに色んな検

当たり前だと思ってたことが当たり前ではな

査を急いでやってくれたのだが、それでもす

かったということに気づかされることが多い。

べての検査が終わるまで数週間かかってし

（つづく）

まった。
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日本語認知症サポート協会主催

世界初アルツハイマー治療薬開発者 杉本八郎博士
第１回 オンライン講演会

アリセプト開発物語
情熱とユーモアを持ってコツコツと
年間 3000 億円を売り上げるアルツハイマー病

新薬開発を果たしたものの
最初の功績は血圧降下剤「デタントール」の開
発の成功。だがその喜びもつかの間だった。
「ある
日母に『あんたさんは誰？』と言われたんです。

治療薬「アリセプト」
。開発者は製薬会社エーザイ

まさか母親が息子の顔を忘れるとは思わなかった

の杉本八郎さん率いるチームだった。杉本さん
（77

ので大変ショックでした」
。母の病気は脳血管性の

歳）は認知症で失った母の死に報いたいと、今も

認知症。そこから杉本さんの心に「認知症治療薬

アルツハイマー病
「根治」
の薬の開発に情熱を注ぐ。 を開発する」という揺るがぬ志が生まれた。
脳血管性の認知症治療薬の開発に取り組むも、

杉本さんとバンクーバーの縁から

臨床試験段階で強い副作用が明らかになり、会社

杉本八郎さんは社内に剣道部を創設したほどの
剣道好き。剣道七段の腕前だ。

10 月３日、薬学博士・杉本八郎さんのオンライ

からは開発ストップの号令が。そして開発着手か

ン 講演会に 53 人が参加した。主催の日本語認知

ら２年目に母は帰らぬ人となっていた。
「私、八郎

症サポート協会は開催への思いをこう語る。
「アル

が８年間、８億円かけて母親を助けようと思った

成功の要因に触れて杉本さんは「母がいつも口

ツハイマー病治療薬の代名詞と言っても過言でな

夢の認知症治療薬は失敗したんです。でもそこか

にしていた坂村真民の詩『念ずれば花ひらく』の

いアリセプトの開発者の杉本さんに、お二人の姉

ら立ち上がりました」
。同僚が偶然もたらした情報

言葉を自分もつぶやいていると、不思議と一つ一

上様がバンクーバー在住のご縁で、私共がこのよ

から、アルツハイマー型の認知症治療薬の可能性

つ花が開いていきました」と語り、まず思うこと、

うな講演会を開催する機会を得たことに感謝して

を見出したのだ。

念ずることが第一であると紹介。
「そして根拠のな

います」

まさに逆転人生
ダジャレが大好きな杉本さんは、昨年 7 月 NHK
の『逆転人生』出演の際と同様に、本講演会でも

アリセプト開発後の思わぬ展開
にもめげずに

『念ずれば花ひらく』

い自信です。根拠のある自信はロジックで倒され
る。根拠のない自信はパッション。俺はやるぞと
いう根性が大事なんです」と持論を語ってくれた。

アルツハイマー病では、脳内の神経伝達物質ア

講演の最後には外国に住む参加者のためにと、

セチルコリンが減少し、記憶障害を引き起こす。 日本人の強みや大事な価値観を示す事実を数々紹

幾度となく得意のダジャレを披露し、場を和ませ、 その減少に関わる酵素の働きを抑えられる物質の

介し、参加者からの認知症の質問にも丁寧に回答

逆境を跳ね返し続ける人生を語ってくれた。

を行った。

杉本さんは 1942 年９人兄弟の８番目として東

研究を重ねた結果、アリセプトにたどり着き、副
作用を抑えることにも成功した。しかし最終の臨

参加者からは「知らない事ばかりでしたが、時

京に生まれ「学校に傘も弁当も持っていけない」 床試験に入っていた段階で、杉本さんは思わぬ辞

には笑って楽しい時間でした」
「原点はお母様の病

子ども時代を送る。朝から晩まで働きづめで家計

令を受ける。
「人事部への異動命令」である。社

気にあったことが印象的でした」
「朗らかなお人柄

を支える母の姿に「将来は必ず親孝行をする」と

運をかけて競い合っていた他部署の同僚に、酔っ

にとても親近感を抱きました」と感想が寄せられ、

心に誓った。高卒でエーザイに就職後、働きなが

た勢いで殴られ、殴り返してしまったことが原因

主催の同協会は開催の確かな手応えを感じた。同

ら中央大学理工学部の夜間部に通い、ようやく研

だった。

協会は第２回認知症予防（11 月 14 日）
、第３回根

究職のポジションを得た。

やむなく辞令を受け入れ、採用の仕事で全国を
飛び回る傍ら、杉本さんは論文を書いた。その論
文が功を奏して、広島大学の博士

治薬開発（２月 13 日）をテーマに杉本さんの講
演会を予定している。
		

（取材 平野香利）

号を取得することができた。また
この画期的な新薬「アリセプト」
は世界大手の製薬会社ファイザー
と販売契約を取り交わし、1997
年の米国発売記念大会の席に杉本
さんが立つと、約 2500 人の観衆
が５分間にわたりスタンディング
オベーションで迎えてくれた。こ
うした実績を持って社長に直接、
研究職復帰を願い出たところ、無
事研究部門に復職。博士号取得は、
1997 年アリセプトの米国発売開始の大会で拍手喝采を浴びる杉本さん。
1998 年に医薬品分野でのノーベル賞と言われる「ガリアン賞」
、2002 年
には恩賜発明賞を受賞した。

www.thefraser.com

エーザイ退職後の京都大学教授、
現在の同志社大学客員教授という
ポストにつながった。
月刊 ふれいざー Toronto

日本語認知症サポート協会主催より
当協会の目指す方向は、
「認知症の人が安心
して暮らせる社会作り」
、
「認知症についての正
しい情報の伝達」
、
「地域社会で活躍しているコ
ミュニティと認知症の方の架け橋」になる活動
です。また、講演会も日本の「市民大学講座」
のような、地域住民が参加し、生涯教育、自己
啓発につながる学びの場の提供を目指していま
す。今回の杉本先生の会は、当協会が目指す講
演会スタイルに最も近づいたたのではないかと
感じました。これからもご参加くださる皆様に
「参加してよかった」と思っていただける協会
活動ができる団体であり続けるよう、精進を重
ねてまいりたいと思っています。
October 2020
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「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）

被災した動物たちの救出
アメリカ西海岸の山火事は、未曾有の被害を生
み出しながら燃え続けています。多くの人々が家
族を失い、家財の全てを失って焼け出されました。
そんな炎に破壊されつくした中で、奇跡的に生き
延びながら家族とはぐれて放浪する動物たちも少
なくありません。
そんな彼らを救助するべく、IFAW のディザス
ター・リスポンス・プログラムのチームは、現地
に向かい、地元のノースバレー動物災害グループ
（NVADG) と共に、緊急救助活動を行っています。
現地では、まず犬と猫各 100 匹を収容できる仮
設シェルターを設置し、付近をまわって家族とは
ぐれてしまったペットたちの捜索にあたります。
避難所の家族からの要請で瓦礫の中からペットた

猛火に襲われたキャンプ場跡に残されていた馬。

ちを探し出し、再会させる活動も行います。
時には、消防隊が消防活動の中で被災した動物
を見つけることもあります。このとき４匹の子猫
を救出した消防隊に託された猫たちは、治療のた
めに獣医のところに連れていかれました。
救助隊は、
車も溶けるような猛火の中で生き残っ
た様々な動物たちを、捜索し、救助してシェルター
や獣医のもとに連れていく活動を、今も懸命に続
けています。

家族からはぐれ、焼け跡を一人で放浪していた老犬。
皮膚が炎症し怯えきっていた。

焼け跡にたたずむ犬。

photo: IFAW

数台の車が完全に溶けてしまっていた敷地内
の門の中に閉じ込められた３匹のヤギを救出。
どうやって生き延びられたのかわからない。

人間が避難した後に残されていた猫たち。

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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【編集後記】

コロナの行方に気をとられていた初秋、突然アメリ

タクトを振っている映像があり、それがとても恐ろしくて直視

カの山火事の煙で空気が汚染され、窓も開けられず外出も控えなけれ

できなかった。大好きなアニメーションなのになぜ指揮者のシ

ばならない日々が訪れた。普段は見晴らしのいい高台の家やコンドミ

ーンがそんなに怖いのか、自分でもわからなかったのだが、後

ニアムの窓からも、どんよりとうす茶色の霧に包まれて山も遠くの家

に、その画面いっぱいに広がる赤い色がバンビが逃げ惑ってい

々も見えないという。外を歩く人々はコロナで神経をとがらせていた

た炎を想起せるからだろうと思い至った。実際に山火事の中を

ときよりも多くの人がマスクをしている。そうやって気を付けていて

逃げ惑うのはどれほど恐ろしいことだろう。

も、頭痛やのどの痛みに悩まされている人も多かった。

うちの周りの空気がまだ澄んでいて美しい太陽が見えていた

景色が真っ赤に染まったカリフォルニアの街の映像をニュースや

９月初旬、朝夕庭に出ると、かつて聞いたことのないほどたく

SNSで見ていた我々にとっても、山火事は隣の出来事ではなくなって

さんの鳥の声が聞こえていた。うちの横には小さな杉木立があ

いた。

り、近所の古い家々の周りにも高い木々がまだ残っている。そ

そんな日々が過ぎて驚くほどの豪雨が降った後、すっきりと晴れ渡

こで遊ぶ鳥たちの大合唱が秋空にこだまして澄んだ空気に吸い

った秋空を見たとき、ああよかった、と胸をなでおろした。しかし、

込まれてゆく。庭の実のなる木には見たこともない鳥たちがた

ふと考えると、私たちにとってはこうして一難去ったかもしれない

くさん訪れ、プラムやリンゴの実は私が賞味する前にほとんど

が、アメリカの山火事は今も燃えり続けており、焼け出された人々は

虫や鳥につつかれて傷だらけになってしまっていた。私は鳥が

恐怖と失意の中で生活している。無数の動物たちが焼け死に、たとえ

いつもにもましてたくさん来てくれることに喜んで、ベンチに

生き延びても食べ物のない飢餓地獄が待っているのだ。

座ってその楽し気な声に聞き入ったりしていた。

それを考えると、たまたまここにいる幸運に恵まれた私たちはなん
と紙一重の状況を生きているのだろうと思う。

今思うと、なんと能天気なことだっただろう。鳥たちは、南
から山火事を逃れて移動してきていたのではないだろうか。

物心つくかつかないかの頃、母と一緒にディズニー映画「バンビ」

そして大雨の後、鳥たちもまた静けさを取り戻し、以前と同

を観たことがある。その中で、山火事に襲われた動物たちが森の中

じくらいの鳴き声しか聞こえなくなった。もっと北の山や、近

を逃げ惑うシーンがあった。他のシーンはすっかり忘れてしまったの

くの原生林公園に移動したのかもしれない。彼らがそこに安住

に、その場面とそれを見ていた時の恐怖は、まるで自分がそこにいた

の地を得て、平和に暮らせるようにと願うばかりである。

ように鮮明に覚えている。その後に観た「ファンタジア」で、オーケ

（エディター：宮坂

まり）

ストラの指揮者が朱色のスポットライトの中でシルエットになって

編集・翻訳 日⇔英

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 31 答：② それまで順調にはかどっていた計画や事業、研究などが途中で進
展しなくなること。また、議論や演説などで、高まりを見せた後、急に調子を落
とし変化させること。
「頓」は急に、
「挫」はくじけるという意味がある。似た言

小説・自分史・エッセイ・論文（分野による）・詩集
記念誌・絵本・漫画・映画字幕・その他

葉に「挫折」
「蹉跌」などがある。

ページデザイン・自費出版

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。

熟語遊び

P. 15（解答）

海
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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。
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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
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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。

We are 28 years old!

