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新鮮な旬のお刺身、焼き魚を一流の技で仕上げます。
大好評！ 座敷で宴会（22 名様まで収容可能）
お問い合せ tel：416-362-7373

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

We are 28 years old!

from
『アリス・イン・ワンダーランド』で “いかれ帽子屋” を演じたジョニー・
デップは、偶然にも出演依頼の１年前に原作を読み返していたという。
J.D.：
「初めて原作を読んだのは、確か５歳の時だったよ。みんなもそ
うだっただろうけど、登場キャラを以前から知っているような感じが
した。それぞれのキャラが妙に明確に描写されているから、そう感じ
るのだろうね。実は、ティム（・バートン監督）から出演依頼を受け
る１年くらい前に、『不思議の国のアリス』と『鏡の国のアリス』を読
み直していて、本に出てくるいろいろな謎について興味をそそられて
いた。謎の答えは出てこないか、出てきても意味不明だったりする。
そこで、トピックを選んではリサーチして、答えを見つけて驚いた。
読み返す度に、以前は気付かなかったことを発見できる本当に素晴ら
しい本だよ」
本作が７度目のタッグとなるバートン監督との仕事はどうだったの
だろう。
J.D.：
「今回も大きなプレッシャーがあった。『今度こそ彼をがっかり
させてしまうんじゃないか？』って考えるからね。だから一生懸命が
んばったよ。これまで体験したことのないものを提示して、彼をワク
ワクさせたいって必死になったんだ」
世界各国で、人気スター１位の座を数年間独走し続けるデップ。謙
虚な彼は、現在の自分の地位をどう思っているのだろう。
J.D.：
「将来どうなるかなんて全然分からなかった。今の自分なんて想
像さえしなかったよ。『シザーハンズ』
（1990 年）の時だって、きっと
クビになるって思っていた。自分が何をしたいかはハッキリと分かっ
ていたけど、業界からお払い箱になるだろうって思っていた。でもこ
うしてまだ仕事をしている。今でもぼくは自分に仕事があるってだけ
でショックを受けてしまう。とにかく、本当に運がいいって思うよ」
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire.net）

Johnny Depp ジョニーデップ

1963 年６月９日、米国ケンタッキーに土木作業員とウエイトレスの父母の
もとに生まれる。４人兄弟の末っ子。アイルランド、ドイツ、チェロキーインディ
アンの血を引く。荒れた思春期を送るが、高校を中退してミュージシャンとして
スタート。
1990 年『クライ・ベイビー』で映画初主演、
『シザーハンズ』で大成功を収める。
2003 年『パイレーツ・オブ・カリビアン / 呪われた海賊たち』で全米映画俳
優組合賞主演男優賞を受賞、アカデミー主演男優賞にノミネート。同年『ピープ
ル』誌で「最もセクシーな男」に選ばれる。2004 年『ネバーランド』でアカ

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

Photo : Megumi Torii (Hollywood News Wire)

FAX: (647)-260-2159

デミー主演男優賞にノミネート。2007 年『スウィーニー・トッド フリート街
の悪魔の理髪師』で、ミュージカル映画初出演。ゴールデングローブ賞 主演男優
賞 ( ミュージカル・コメディ部門 ) を受賞、及びアカデミー主演男優賞にもノミ
ネート。ちなみに、ゴールデングローブ主演男優賞には７回ノミネートされてい
る。2009 年「ピープル」誌の「最もセクシーな男性」再選出。
「オートグラフ・
マガジン」発表の「ファンにサインする際に態度が丁寧な映画俳優」で 3 年連続
1 位。２児の父。

短期サービスアパート

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

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

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

Starts Realty Canada, Inc 5700 Yonge St, #200, Toronto, ON
Tel: 647-667-8285（担当：増田） info@startstoronto.com
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music freak
“BON JOVI 2020”

November
“This Dream of You”

BON JOVI
コロナウィルスの影

3年ぶりのソロアルバ

響で発売が延期されて

ムは、2016年から数年

いた、特別な年の特別

間のレコーディングにお

な１枚が、ようやく届

いて、ダイアナが「放置

けられた。アルバムタ

するにはもったいない」

イトルやジャケット写

と感じていた未公開音源

真から、新作の方向性

を一枚のアルバムにまと

を感じ取ってもらえる

めたもの。2016年と言

だろうか。裁判所の前

えば、高齢のため第一線

に立ち考え込んでいる

を退いていた旧知の制作

風情のジョン。そのサ

パートナー、トミー・リ

ングラスに映り込ん

ピューマがプロデューサ

だ 星 条 旗。 タ イ ト ル

ーとして活動を再開した

「2020」が米大統領選を

という、ダイアナにとっ

Diana Krall

意識しているのは言うまでもなく、アートワークはケネディ大統領の演

て非常に重要な年。以降ソロアルバムやトニー・ベネットとのコラボ・

説前の佇まいから着想を得たという。「2020 年は記憶の中のどの年とも

アルバムを立て続けにリリースし、ツアーで世界を飛び回るなど多忙を

違う。歴史の証人として曲を書かなければという衝動に駆られたんだ」

極めていたが、スケジュールの合間を縫ってリピューマとレコーディン

とジョン。様々な問題を抱える今の時代に鋭い視線を投げかけ、ほとん

グを繰り返していた。しかし2018年、リピューマは突然この世を去っ

どの曲をジョンが単独で書き下ろした。

た。一度は彼との音源を封印するも、ダイアナは彼が最も気に入ってい

先行シングル” Limitless” では不透明な時代でも人生に限界はないと

たという最後のプロデュース作品”But Beautiful”を軸にリピューマとのア

訴え、“American Reckoning” はジョージ・フロイド殺害事件について、

ルバムを制作することを決意した。本作には”Almost Like Being In Love”

“Unbroken” は PTSD に苦しむ退役軍人について歌った。また “Do What

や”Autumn in New York”など豪華ゲストとのセッション12曲が収録され

You Can” では「いつもの日常が送れないときは今できることをやろう」

ている。エンジニアは「すぐそばで聞こえる声」にこだわった。

とカントリー調でポジティブに呼びかけた。まさに時事アルバム。ボン・

思い出と対峙し、改めて音楽に向き合ったというダイアナは「『秋の

ジョヴィらしいメロディラインはそのままだが、いつものキラキラ感は

NY』を簡単に訪れることができなくなった今、苦難の日々の中にも希望

影を潜め、落ち着いたサウンドで「自分と向き合うよう」我々に訴えか

があることを信じる必要がある」と述べている。

けてくる。今年のアメリカを象徴する一枚だ。

お歳暮 / クリスマスギフト / お正月 / 年末年始のご挨拶用・ご家庭用にご利用下さい。
なお、ビッグデスカウント・セール対象商品も、多数取り扱ってご注文をお待ちしています。
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

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

www.cheenashop.com

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
$38

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

米加国境閉鎖を延長

今年のホリデーシーズンはいつもより節約

カナダとアメリカの両政府は、不要不急の旅行者に対する米加国境の閉

この程発表された Deloitte の調査結果によると、今年のホリデーシーズ

鎖期間を再度延長し、11 月 21 日までとすると発表した。国境の閉鎖は、

ンは、コロナ禍で消費者の購買意欲も足踏み状態となっており、いつもよ

アメリカでのコロナ感染者数が減少傾向に転じるまで続くと見られる。ビ

り節約しようと考えている人が多いことが分かった。

ル・ブレア公安大臣は、
「カナダ政府は、国民の安全を守るために、公衆

具体的には、回答者のホリデーシーズンの平均予算は $1,405 で、これは、

衛生局のアドバイスを基に決断を下した」と語った。

昨年と比べ 18% の減少となっている。回答者の 68% が、
節約の理由として、

新型コロナウィルス感染拡大に伴い３月から実施されている米加の国境

パンデミックが生活に何らかの形で影響を与えていることを挙げている。

閉鎖だが、アメリカでもカナダでも感染者数が依然増加傾向にある。ジャ

国内のあらゆる地域、年齢、経済状況の約 1,000 人を対象としたこの調査

スティン・トルドー首相は、発表直前のラジオインタビューで、
「アメリ

では、29% が収入が下がったと回答、26% が生活費が増加し、その対策

カでは、フロリダ、アリゾナ、カリフォルニアなどでコロナ感染者が減少

に追われていると回答している。また、バンクーバー、カルガリー、トロ

傾向になく、感染拡大を抑えることができていない。カナダ国民の安全を

ント、モントリオールに住む人 1,000 人を対象とした別の調査では、今年

考慮すれば、このような状況では国境を再び（全ての旅行者に）オープン

のホリデーシーズンの平均予算は $1,104 で、
昨年と比べ 31% の減少となっ

することはできない。国民の安全を守るために、不要不急の旅行は避ける

た。

べき」と発言していた。

二つの調査結果は、コロナの影響を既に大きく受けている小売業者が、

カナダ政府は、入国後 14 日間の自己隔離を実施することを条件に、10

このホリデーシーズンに厳しい消費者獲得競争に巻き込まれることは必須

月８日には入国規制を一部緩和、カナダ国民や永住者の家族がカナダに入

と報告している。また、Amazon でショッピングを予定していると回答し

国することを許可した。また、10 月 20 日からは、留学生の受け入れも開

ている人が昨年と比べ６% 増加していることは、小売業者にとって更に大

始している。

きな脅威となっている。56% のカナダ人が、今後経済が更に弱体化するだ
ろうと考えているという調査結果が出ている。

メンタルヘルスが悪化：アンケート調査

地元産の食材購入に対する意識調査

Leger 社と the Association for Canadian Studies が共同で行ったアンケー
ト調査によると、３～４月よりもメンタルヘルスが向上したと回答した

Dalhousie University が国内の 10,266 人を対象にした調査によると、80%

カナダ人は 19% に留まっていることが分かった。一方、コロナ感染拡大

弱のカナダ人は、割増料金を払っても地元産の食材を購入することに好意

の第一波時よりもメンタルヘルスが悪化していると回答した人は 25% に

的であることが分かった。BC 州では、80% を超える人が意欲的に地元の

上った。また、54% の人が、コロナの影響が出始めた頃とほぼ同じ精神

食材を購入すると回答しており、割増料金は払いたくないと回答した人は

状況にあると回答した。

17.6% で国内最低となった。一方、逆説的ではあるが、どこで食材が生産

回答者の一番の不安・心配事項は、パンデミックの長期化および重症

されたかが重要だと考える人は全体でわずか 25% に留まっていた。

度であり、次いで、社会的な孤立と家族の健康となっている。Leger 社の

結果を分析した研究者は、
「地元産の食材を購入したいと考え、割増料

Christian Bourque 副社長は、
「いつもは、ホリデーシーズンに家族や友人

金を払うことも厭わないと回答した人は多いが、実際にそれを実行に移し

と会うことで前向きな気持ちになれるのに、それが適わないとなると、さ

ている人がそれ程いないというのが現状のようだ。そのことが、36% の回

らに（精神的な）冬が長引くだろう。一体、コロナはいつ終息するのだろ

答者が地元産の食材に 10% 以上の割増料金を払いたくないと考え、34%

うと考える人が増えている」と語っている。

が 10 ～ 20% の割増料金までなら払うと考えている結果につながったのだ

しかし、
一方では、
メンタルヘルスが「とても良い」もしくは「極めて良い」

ろう」と話している。

と回答している人も、３月以降 35 ～ 46% で安定している。なお、アメリ

年代別に見ると、1990 年後半から 2000 年代生まれの Z 世代の回答者の

カでも同時にアンケート調査を実施した結果、メンタルヘルスが向上した

半分以上が、10% 以上の割増料金を払うと回答しているのに比べ、1946

と回答した人は 24%、
悪化したと回答した人は 16%、
約半数が
「とても良い」

年から 1964 年に生まれたベビーブーマー世代では、10% 以上の割増料金

または「極めて良い」と回答していることが分かり、カナダ人と比べて前

を払うと回答した人が大幅に減り、割増料金は一切払いたくないと回答し

向きな結果となっている。

ている人が最も多かった。

詩

みょうり

父母ありて

ち い

えん

地位や名利に

縁はなく

山や畑を

おもかけ

愛して生きた

し き

父の面影

四季の庭

せ お

だ

弟背負い

妹抱いて

私の手をひく

やるせなき

母の姿

その心

川路 廣美

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

www.thefraser.com
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トピックス
オンタリオ州：14 日自主隔離に替わる対策を検討
ダグ・フォード オンタリオ州首相は、連邦政府が国際旅行者に義
務付けている 14 日間の自主隔離の替わりに迅速な新型コロナウィル
ス検査を実施することを認めるよう連邦政府に求めているが、連邦政
府がこれに応じなくても、オンタリオ州独自にこの対応策を実施する
構えを見せている。

別な条件があるため、様々な企業が協力して最良の方策を検討していく
必要があると専門家は話している。

バンクーバー市民、犯罪への不安が増加
この程、バンクーバー市警と Leger 社が行ったアンケート調査による
と、バンクーバー市の住人やバンクーバー市で仕事をしている人達の殆

同首相は、
「現在の 14 日間の自主隔離ではなく、飛行機から降り

どが、市の治安に不安があると回答していたことが分かった。78% の回

た時点で新型コロナウィルス検査を実施し、５～６日後に再度検査を

答者がバンクーバー市の犯罪に不安を感じていると答え、ダウンタウン

実施するやり方に転換していく意向を固めた」と述べた。

の住人やダウンタウンで仕事をしている人達に及んでは 84% が不安だ

アルバータ州政府は既に 10 月には、国際旅行者に対し、連邦政府
が定めた２週間の自主隔離を取りやめ、代替案として迅速な新型コロ

と回答していた。
この結果を踏まえ、バンクーバー市警は新たに対策チームを立ち上げ、

ナウィルス検査を実施するパイロットプロジェクトの実施を発表し、

より多くの人員を動員し、
11 月から市の安全対策に乗り出した。
対策チー

11 月からカルガリー空港とクーツにある国境検問所で施行している。

ムは、
「公園でドラッグを使っている人がいる」
「アパートの入り口で寝

オンタリオ州首相は、
「オンタリオ州政府は、アルバータ州の対策の

ている不審者がいて建物内に入れない」など、これまでは対応が遅延し

動向を注視しつつ、オンタリオ州にあるトロントとオタワの空港お

ていた出動要請へのより迅速な対応を目指している。

よび州内の数ヶ所の国境検問所でこの代替案の実施を開始する方向

Strathcona Park に設置されたテントシティでも問題が多発している

で進んでおり、連邦政府の支持を取り付けることを希望している」と

が、バンクーバー市警は、今後は、より多くのパトカーや人員を動員し、

語った。

市の安全強化に努めると話している。

コロナのワクチンの分配計画：連邦政府

長期化する経済回復：カナダ中央銀行

この程、連邦政府は、新型コロナウィルスのワクチンがカナダ国内

先頃行われたビデオ会議で、カナダ中央銀行総裁のティフ・マックレ

で接種可能になった場合、ワクチンを先ず 70 歳以上の高齢者、続い

ム氏は、
「パンデミックがカナダを一層分裂させている。ここで正しく

て医療従事者、そして警官、消防士、スーパーの店員などのエッセン

対応しなければ、
社会の分裂は一層深まるだろう」と語った。同氏は、
「パ

シャルワーカーの順で提供する計画であることを発表した。また、ウ

ンデミックが原因で失業状態が長く続けば続くほど、新しい仕事を見つ

イルスが急激に広がる可能性のある食肉加工業者、刑務所やホームレ

けるのが困難になり、中には就業を諦めてしまう人も出てくるだろう。

スのシェルターの関係者にも早い段階で接種する計画であるという。

パンデミックがビジネスや労働者に与える影響は、経済を圧迫し、その

カナダの公衆衛生局のテレサ・タム局長は、
「ワクチン接種にこのよ

結果、現在状況が比較的良い人にも悪影響が及ぶだろう」と述べ、その

うに優先順位をつけることを、カナダ国民は理解してくれると信じて

ために中央銀行は議論を始めるべきだと考えている。また、低賃金労働

いる」と述べている。また、カナダ予防接種諮問委員会では、
「肥満

に就いている人の数は、パンデミック以前と比べ 20% 低くなっている

や心臓病の持病がある人も早い段階での接種を考慮中だが、更なる調

のに対し、より高収入を得ていた人は、春先の失業状態から何とか脱却

査研究が必要である」と話した。

できており、その差は広がるばかりだと憂慮している。

一方で、殆どの感染者は多くの人に感染させていないにも関わら

カナダ中央銀行は、カナダ経済がパンデミック以前に戻るのは、短距

ず、スーパースプレッダーと呼ばれる人たちは多くの人たちに感染さ

離走ではなくて長く辛い歩みになり、2022 年までかかるだろうと見て

せていることが分かったため、このスーパースプレッダーに成り得る

おり、失業者や廃業した人にとっては更に長い歩みになるだろうと話し

人達への早期段階でのワクチン接種も、感染者の数を抑えるために有

ている。

効であると考えられている。

また、
「カナダは多くの失業者を抱えているため、経済を活性化させ

カナダへのワクチン提供は、EU や日本、オーストラリアなどの国

るためには多額の金融的刺激策を実施することが大切。金利を低く抑え、

と同時期となることが考えられており、カナダ保健省の承認を得次

国民が安心して出費できるよう、政策金利をおそらく 2023 年まで現在

第、ワクチン接種が始まるが、ワクチンの運搬には保管温度などの特

の 0.25% に据え置くことになるだろう」と話している。

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
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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

BC 州選挙

NDP が歴史的圧勝

ブリティッシュ・コロンビア（BC）州選挙が

選挙運動の中心にもコロナ

自由党は惨敗で党首辞任
一方、BC 自由党にとっては悪夢のような惨敗

州民が着目したのは、COVID-19 第２波への対

新民主党（NDP）が歴史的な勝利を収め、同党

となった。ホーガン氏の賭けが「３年半に及ぶ

応と打撃からの復活。今回の選挙はそれをどの

始まって以来初の２期連続政権という快挙を成

NDP 政権に終焉をもたらすのでは」という期待

リーダーに任せたいかを問うものになった。

24 日に実施され、ジョン・ホーガン党首率いる

し遂げた。議席数は NDP が 55（解散時は 41）
、 は虚しく外れ、さらには議席数もこれまでの 41
自由党が 29（解散時は 41）
、緑の党が３（解散

選挙運動もこれまでとは全く違うかたちになっ
た。パンデミック下におけるキャンペーンは、主

から 29 へ激減するという大敗北を喫した。

時は２）
。最終的な結果は 11 月中旬、郵送によ

この結果を受け、同党のアンドリュー・ウィ

る 52 万票が集計されてからになるが、全 87 議

ルキンソン党首は 26 日、辞任を発表した。
「最

席のうち過半数を超える議席を獲得したと予測

終的な集計はまだだが、NDP の続投は確実だ」

にオンラインで行われた。支持者らと対面しても
握手はなく、代わりに遠くから手を振り合った。
また、350 万人の有権者のうち、100 万人が期

される NDP は、世界中を不安に陥れた 2020 年

と述べ、ホーガン氏に電話で祝意を伝えたこと

日前投票や郵送での投票を選択した。BC 州選挙

に BC 州民が下した「このままの政権で、NDP に

を明らかにした。

管理委員会によると、州選挙史上これほど多くの

続投を」という審判を、
歓喜とともに受け入れた。

自由党は選挙戦で、PST（州税）を１年間撤廃

有権者が投票日前に投票したことはないという。

前回 NDP が多数与党政権を取ったのは 1996

し、その後の１年間は３％にするとの公約を掲

年のこと。また今回獲得した 55 議席は、同党が

げていた。ウィルキンソン党首は、多くの州民

1991 年に達成した 51 議席という記録を塗り替

が失業し、中小企業が倒産している現状を睨み、 られた。現状を維持し、COVID-19 に対し高い評価
PST の撤廃が経済的困窮にあえぐ州民と中小企業 を受けている BC 州の公衆衛生に関するポリシーを

えるものになった。

NDP の選挙運動は、攻めよりも守りの戦法が取

ホーガン党首は 24 日午後 11 時前にスピーチ

に向けた救済措置になると説明した。ただ、PST

繰り返した。勝利宣言では、多大な貢献を果たし

を行い、
「まだ多くの票が未開票だが、一つ確か

の減収分をどう穴埋めするかなどの具体策は示

ている BC 州衛生管理局長ボニー・ヘンリー博士に

なのは、月曜日、私は仕事に戻るということだ」 していなかった。

真っ先に感謝の言葉を贈ったが、選挙戦でヘンリー

と喜びをかみしめた。また、
「様々な理由から、

博士のことを述べることはほとんどしなかった。

この選挙は極めて難しいものになった。選挙を

ウィルキンソン氏は次の党首が決まるまでは

ホーガン氏が掲げた公約は、１日 10 ドルのチャ

党首にとどまるという。
また、今回の選挙の実施が発表されるわずか７

イルド・ケアの拡大や来年末までの家賃凍結、世

る。すべての BC 州民に感謝の気持ちを捧げたい」 日前に緑の党の新党首に就任したソニア・ファー

帯年収 12 万 5000 ドル未満の家庭に復活手当とし

と語った。

終えて、重要な課題に再び集中することができ

ステノー党首率いる同党は３議席を獲得した。選

て 1000 ドルを支給することなどが含まれる。ま

ホーガン BC 州首相は９月 21、解散選挙を 10

挙前、緑の党は NDP と非公式な連立を組んでい

た、12 歳までの児童に交通機関の利用を無料で提

月 24 日に実施することを発表。会見では「選挙

たため、ファーステノー党首は「ホーガン氏は

供し、新しい病院、学校、その他のプロジェクト

の決断は簡単ではなかった。任期満了までまだ

緑の党の信頼を裏切った利己的なリーダー」と

建設に年間 30 億ドルを投入するとした。１年間

１年ある今、コロナ禍という現状で早期選挙を

批判。解散選挙については「今は権力を高める

に１万 8000 件の雇用を創出することも約束した。

行うことには、批判もあるだろう」とした上で、 ための選挙を行っているときではない」と述べ
「ただ、今選挙を行わなければ、現在の様々な不

ていた。

安要素を来年まで持ち越すことになる」と理解
を求めた。
ホーガン BC 州首相が現状で選挙に踏み切った
背景には、自身の人気の高さがあるのは間違い
ない。８月末に世論調査会社アンガスリードが
発表した調査結果で、ホーガン氏は、国内 10 州
持率を得るなど、コロナ禍で安定した人気を誇っ
ている。ただ、2017 年に誕生した NDP 政権は
少数与党であったため、議会での法案成立には
常に緑の党の協力が必要だった。
「パンデミック

て出た。そしてその賭けは圧勝という形で報い
られた。

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

得するチャンスは今だと判断、大きな賭けに打っ

不二川 往来

不二川

いが強まったホーガン氏は、過半数の議席を獲

俺はカナダの開教使

不二川 往来

下にある我々には安定した政権が必要」との思

出遇い

出遭い―俺はカナダの開教使

の州首相の中で最も高い 69 パーセントという支

新刊

$10.00CDN ￥1,000
ISBN: 978-1-926586-18-2

$15（$10 / １冊＋郵送・手数料）
お申込み：Fujikawa.orai@gmail.com

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー Toronto

November 2020

Fraser Monthly Toronto

7

カナダのニュース

BC 州、新型コロナ感染者急増で
ブリティッシュ・コロンビア州衛生管理局

2 週間の規制措置

招待してはならず、屋外やレストランで集まっ

長ボニー・ヘンリー博士は７日、ここ数日の新

てもいけない。

型コロナウィルスの新規感染者の急増を受けて、
バンクーバー・コスタルヘルス地区とフレイ

一方、一人暮らしならば、自宅の内外やレス
トランで１〜２人との社交が許される。

ザー・ヘルス地区に対し、２週間にわたる新た

結婚式や葬儀は行っても良いが、招待できる

な規制を設けることを発表した。これは上記２

のは世帯内の近親者のみ。

地区の個人、職場、ビジネスに、他者との接触
や旅行を大幅に差し控えるよう求めるもの。
ヘンリー博士は「学校から職場まで、多岐に
わたるエッセンシャル・サービスや活動を安全
に運営する必要がありますが、それが今、危険

法的な拘束力は
ヘンリー博士は「これは我々がともに歩かな
くてはならない道です。誰もが同じ状況にあり

さらにヘンリー博士は、バンクーバー・コー

ます」と語り、
「我々は困難に打ち勝つことがで

スタルヘルスおよびフレイザー・ヘルスという

きるでしょう。これまでも感染者の増加を抑え

両地区内外への旅行はどうしても必要な場合を

ることができたのだから、今回もできます。こ

除いて控えるよう強く求めた。

の２週間は非常に重要です」と州民に対し協力

室内のグループ・フィットネスは閉鎖

に晒されています」と危機感を表した。

宗教的な集まりについては、他者との距離が
保たれ、50 人未満の集まりの場合は許可される。

を求めた。
一方、安全プロトコールに従わない企業は閉

BC 州では、新規感染者数が記録的に上昇して

リクレーション・センターやジム施設はこの

鎖されるとしているものの、BC 州は権力を行使

いる。ヘンリー博士による規制の発表に先立つ

２週間、グループレッスンを停止することにな

して社会的な集会を取り締まる計画はない。ヘ

４日には 334 人、５日には 425 人、６日は 589

る。スピン、ヨガ、ダンス、グループ・フィッ

ンリー博士は「取り締まりを強化する必要はあ

人とこれまでの最多を更新しており、規制の発

トネスのクラス、また心拍数を上げるあらゆる

りません。これはルールであり、理解が得られ

表があった７日も 567 人の新規感染者が報告さ

グループレッスンも含まれる。個人向けのフィッ

ると信じています。多くの人が従ってくれるで

れていた。また６日の死亡者は２人で累計 276

トネスセンターは他者との距離が取れる場合は

しょう」と述べ、
「我々には当局を通して規制を

人となっていた。

開業が許される。ボクシング、武道、ホッケー、

法的に課す力がありますが、これが必要とは思

ヘンリー博士は BC 州の新規感染者数につい

バスケットボール、バレーボールなど、他者と

いません」と付け加えた。

て「危険なまでに高い」と指摘し、
「州政府の公

の距離が取れない室内スポーツは一時停止とな

衆衛生に関する規制は最後の手段ですが、今は

るが、学校での運動はこれに当てはまらない。

これが必要です」と述べた。
この規制には、11 月７日午後 10 時から 11 月
23 日正午まで従う必要がある。

社会的交流について

州民は混乱

職場については、
「従業員および客が適切な距

この規制をめぐっては、発表後すぐに不明瞭

離を保ち、必要に応じてマスクを着用させなけ

な点が指摘され、州民やビジネス・オーナーか

ればならない」とし、特に休憩室やキッチンな

ら混乱の声が上がった。このため BC 州保健当

どでは他者との距離が取れるよう管理を徹底す

局は８日、規制を明確にするため、声明を発表

る必要があるとした。なお、COVID-19 のプロト

した。

上記二地区の住民は、世帯外の社交を行わな

コールが守れないビジネスは保健当局により閉

まず多くの人が感じた「世帯」の定義の曖昧

いよう求められている。ここでいう世帯とは、

鎖され、安全計画に従えないレストランは持ち

さについて、最も多くの時間をともに過ごす人、

一緒に暮らす家族、一軒の家を借りて、あるい

帰りのみの営業となることが指摘された。

物理的に近くにいる人、日々のルティーンの一

は貸している場合の他の住人、ルームメイト、

一方、団体バスやリムジンは即時の営業停止

別居しているもう一方の親などが含まれるとい

が求められた。再開は当局の指示が出てからに

う。上記の世帯外の人とはいかなる規模の集ま

なり、23 日午後 12 時以降に延長される可能性

りも禁止される。例えば、友人や親戚を自宅に

もあるという。

部となっている人、親しい友人や日常的に親し
く接触している人も含まれると定義を拡大した。
さらに、多くの矛盾点も指摘された。例えば、
小グループでの散歩は禁止されているのに、少
人数でレストランに行くことは許されるという

自費出版

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

点、宗教的な集まりなら 50 人未満でも許可され
る点など。なお、レストランやバーは営業が停
止されていない。
また、フィットネス・クラブのオーナーらは、
２週間が過ぎた時点でどのような決定が下され
るのかわからず不安を訴えた。

編集・翻訳・ページデザイン

信頼と実績の「月刊ふれいざー」 企画から製作までお手伝いします。
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世界の出来事

フランスで教師の首切断

授業で預言者の風刺画使用

フランスのパリ近郊コンフランサントノリー

授業で取り上げた。パティさんは風刺画を生徒

メッセージのやりとりをしていたことが明ら

ヌの路上で 10 月 16 日、中学校の男性教師が帰

に見せる前に、イスラム教徒の生徒に教室を出

かになっている。

宅途中に男に刃物で首を切断され、死亡した。

るよう促した。
「皆さんの気分を害したくない」

歴史が専門の男性教師は「表現の自由」を説明

と優しく指示していたという。何人かが退室し

を受け取り、パティさんの特定を手助けした

するため、最近の授業でイスラム教の預言者ム

た後、パティさんが見せた風刺画は、ムハンマ

14 歳と 15 歳の生徒２人に対し、殺人共犯容疑

ハンマドの風刺画を生徒に見せていた。

ドが裸でしゃがみこみ、お尻の部分に星が描か

で予審を開始することを決定した。

この日午後５時ごろ、学校付近に不審者がい
るとの通報を受けて駆けつけた警察が、男性の

れているものだった。パティさんは以後、脅迫
を受けるようになったとされる。

また、仏司法当局は 21 日、実行犯から金銭

フランスは「風刺画やめない」

遺体とナイフのような凶器を持った男を発見し

この授業の翌々日、中学校の校長は、
「子供

パティさんの国葬が 21 日、
「教育や表現の

た。警察は拘束を試みたが、男が威嚇してきた

たちを分断する」
、
「イスラム嫌悪の雰囲気が生

自由」を象徴するパリのソルボンヌ大学で営

ため発砲。そのとき男は「アラー・アクバル（神

まれる」などと記された苦情のメールを匿名で

まれた。およそ 400 人が参列し、多くのテレ

は偉大なり）
」と叫んだとされる。男は後に死

受け取った。またこの日、
C という保護者がフェ

ビ局が中継した。

亡が確認されたが、死亡する前にツイッターに

イスブックでパティさんへの反対運動を呼びか

マクロン大統領は弔辞で、
「フランスは風刺

男性教師の頭部の画像を投稿していた。

け、校長とも面会し「聖なるものへの冒涜」だ

画を見せる自由を諦めない」と言明。
「パティ

エマニュエル・マクロン大統領は同日夜に現

と抗議した。ただ、C の娘は問題の授業には出

さんはフランス共和国の世俗的、民主的な価値

場に訪れ、
「国民が典型的なイスラム過激派の

席していなかったが、パティさんが「ポルノ画

観を体現したことで臆病者たちに殺害された」

テロ攻撃の犠牲となった」と述べ、
「表現の自

像を拡散した」と虚偽の供述をしていたという。

と述べ、
「我々の未来は決して渡さない」と宣

由を教えたために殺害された。暴力で国を分断

C は８日、中学校の所在地などの情報を含む

言した。国を挙げて追悼の意を表すことで、テ

することはできない」と犯行を強く非難した。

動画を投稿し、12 日には「公立中学校で侮辱

ロに屈することなく表現の自由を守る姿勢を

パリでは９月下旬、風刺週刊紙シャルリー・

されるイスラムと預言者」という 10 分間の動

鮮明にした。また、マクロン氏は同国の最高

エブドの旧本社前でパキスタン人の男が刃物で

画を投稿。動画には娘も登場していた。C から

勲章「レジオン・ドヌール」をパティさんに

２人を刺傷する事件が発生している。 同紙は９

の訴えで警察はパティさんに出頭を命じたが、

授与した。

月２日、５年前の襲撃事件の公判に合わせ、襲

パティさんも名誉毀損の訴えを起こした。

フランス国旗がかけられた棺は、同大学の

撃のきっかけとなったムハンマドの風刺画を５

一方、12 日には、校長とパティさんと一部

年ぶりに掲載。犯行はこの掲載に対する報復と

の保護者の間で対話の場が設けられたため、事

される。男は同紙編集部がまだ犯行現場にある

態は収束したかに思われた。しかし 16 日、ロ

フランスではこの日、他の地方都市でもパ

と思い込んでいたと供述している。一方、国内

シア・モスクワ生まれのチェチェン人、アブドゥ

ティさんの追悼集会が開かれ、表現の自由の

では公判の開始を受け、同紙と仏政府に対する

ラフ・アンゾロフ（18）がパティさんの首を切

重要さが叫ばれた。

抗議デモが各地で行われた。

り落とし殺害。動画に触発され、犯行におよん

表現の自由を教える教材として

だとされる。

中庭中央に安置され、式典には遺族の要望に
よりロックバンド「U2」の「One」が流された。

一方、政府はパティさんの中傷に関わったと
して、パリ近郊のモスクを閉鎖するなど、国

この事件では、警察に射殺された容疑者の近

の精神に反するとされる団体の取り締まりを

殺害された男性教師はサミュエル・パティさ

親者４人や保護者１人、イスラム過激派とされ

強化しているが、これについては懸念の声も

ん（47）
。パティさんは 10 月５日、表現の自

る宗教指導者ら 16 人が逮捕された。逮捕され

上がっている。

由を教える教材として、ムハンマドの風刺画を

た保護者は事件前、容疑者と何度もテキスト

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
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世界のニュース

米大統領選、バイデン氏が勝利

トランプ氏は敗北認めず

各地で３日より開票作業が続いていた米大

りを背景に、投票率は 66.7% に達し、1900 年

両州で勝つ」と投稿したが、ツイッター社はこ

統領選挙は７日、激戦州の東部ペンシルベニ

以来の高水準となった。集計作業は現在も続

の投稿に「真偽が問われている」と注意の表示

ア州で民主党のジョー・バイデン前副大統領

いているが、バイデン氏はすでに史上最多の

を付けた。

（77）が勝利し、選挙人過半数を確保、当選を

得票となる 7540 万票を獲得。トランプ氏も

また日本や欧州主要国などがバイデン氏に祝

確実にした。バイデン氏は同日夜、勝利宣言

7090 万票を獲得するなど、４年前の自身の得

意を表明する中、ポンペオ米国務長官は 10 日、

をし、
「分断でなく団結させる大統領になる」

票数（6297 万票）をすでに上回っている。

「トランプ政権は２期目に円滑に移行するだろ

と国民に誓った。バイデン氏は来年 1 月の就

米国の大統領選は、全米 50 州とコロンビア

任時には 78 歳、史上最高齢のアメリカ大統領

特別区（ワシントン D.C.）での一般投票結果

となる。

に基づき、各州に割り振られた選挙人 538 人

一方、バイデン氏はデラウェア州で行った演

のうち過半数を獲得した候補が当選する仕組

説で、トランプ氏が敗北を認めないのは「恥ず

み。

べきこと」だと批判した。

ジョージア州で再集計へ

国民８割がバイデン氏当選と認識

一方、共和党のドナルド・トランプ大統領
（74）は不正を主張し複数の州で開票をめぐる
訴えを起こすなど 10 日現在も敗北を認めてお
らず、当選者確定には時間がかかる可能性が

勝敗が判明していないジョージア州は 11 日、

ある。

う」と主張し、バイデン氏の勝利を認めない姿
勢を示した。

ロイターとイソプスの世論調査では、国民の

トランプ氏は開票開始直後こそ、激戦州の

約 500 万票の全てを手作業で再集計すると発

ほぼ８割が、バイデン氏が当選したとの認識で

フロリダを制するなど勢いに乗り、ペンシル

表した。バイデン氏のリードが僅差にとどまっ

あることがわかった。回答した共和党支持者の

バニアでも優勢だったが、民主党支持者の利

たことから再集計が必要と判断したためとい

約６割、民主党支持者のほぼ全員がバイデン氏

用が多いとされる郵便投票や都市部の票が集

う。開票率 98％の段階で約１万４千票、0.28

の勝利を認めている。勝敗はまだ決定していな

計されるにつれ失速し、６日になると票数を

ポイントの差でバイデン氏が先行している。

いとの認識を示したのは 13％、トランプ氏が

逆転された。その後バイデン氏はミシガンや

ただ、トランプ氏がジョージアで勝利しても、

勝利したと回答したのは３％。わからないは

ウィスコンシン、ネバダも制し、７日に米メ

バイデン氏の当選は覆らない。ジョージア州

５％だった。

ディアがバイデン氏の当選を一斉に報じた。

は 20 日までに結果を確定させる必要がある。

11 月６日〜 10 日に実施された調査では、７

ペンシルベニア、ミシガン、ウィスコンシ

そのトランプ大統領は 11 日、バイデン氏

割が地元の選挙当局の職務を信頼していると答

ンの３州は、元々民主党の地盤。2016 年の選

が勝利を確実にしてから初めて公の場に姿を

え、
72％が敗者は敗北を認めるべきだと答えた。

挙ではトランプ氏が勝利していたが、今回は

見せた。この日は「退役軍人の日」の祝日で、

また、来年１月に平和的に政権移行が行われる

バイデン氏が全て奪い返すことに成功した。

首都ワシントン近郊のアーリントン国立墓地

と思うとしたのは６割だった。

コロナ禍で実施された大統領選挙は異例づ

での式典にメラニア夫人やペンス副大統領と

くしのものとなった。新型コロナウィルス感

共に出席、献花し、黙祷したが、発言はなかっ

染拡大の影響で、郵便投票や期日前投票の利

た。

史上初の女性副大統領
バイデン氏の勝利に伴い、
カマラ・ハリス
（56）

トランプ氏は同日ツイッターで、ペンシル

上院議員が、女性として史上初の、またアフリ

また新型コロナをはじめとするトランプ氏の

ベニアとミシガン両州で「集計されるべきで

カ系・アジア系としても初の女性副大統領に就

政権運営の是非をめぐる有権者の関心の高ま

はない何十万もの票」があったと主張。
「私は

任することが確定した。７日、
デラウェア州ウィ

用が増大。投票日までに 1 億人以上が投票した。

ルミントンで行われた勝利宣言でバイデン氏と
ともに勝利宣言を行ったハリス氏は、
「私は初

sudoku break

の女性副大統領になるかもしれませんが、私が
最後の女性ではありません。今夜これを見てい
る全ての少女たちが、この国は可能性に満ちた
国であると理解したからです」と熱を込めて
語った。
この日ハリス氏が着ていたのは、1900 年代初
頭、女性の参政権を求める運動家たちがシンボ
ルカラーとして着用していた「サフラジェット・
ホワイト」と呼ばれる真っ白いスーツだった。

答えは p. 27
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【随想】

思い出の中にある広辞
新納

ビロード【天鵞絨】

基久

君は実の子供のように大切にされていた。

のことや、寄付の貰い方など、話に夢中

（veludo ポルトガル、または velludo スペ

その夜は一家の心づくしの鳥メシや野菜の

になっていた。

インの訛り）もと西洋から舶来した特殊

天プラ、ウマ煮など、食糧不足を考えさせ

総てが疲弊しきっていると思われたの

な織方による織物。経または緯に針金を

ない夢のような料理が並び、たっぷりご馳

は都会生活だけで、食糧のある農村では、

織り込み、織り上げて後これを抜き取る

走になった。

すべてが息づき出していることを知った。

とき、経または緯の輪奈（わな）をなし
ているのを切り放って毛を立たせたもの。

「さあ、行こう。これから帰っても、大
森に着くと 12 時近くなるよ」

暫く会話が止んだ。
「寒いなあ、どこかガラスが割れてんだ

絹製を本天といい、毛房がやや長くて光

食事が終ると挨拶もそこそこに家を出

べ。風がヘェってくる。おっ、この席にゃ

沢に富み、ショール・マント・袋物など

た。高橋君は先に立って、街灯もない熊谷

珍しくビロードが残ってるでねェか。少

に用いるのをショール天という。ベルベッ

の街を駅へ向った。

しハー、貰ってくベェよ。これで靴を磨

ト。

「ここがいいよ。窓ガラスが壊れていな
いから」
汽車通学に慣れている高橋君は、すぐ
に席を見つけてくれた。熊谷発、上野行
の最終列車は意外にもガラガラだった。

くとよく光るでェ」
汽車は暗黒の関東平野をひたすら南に向

当時、電車や列車のシートを覆ってい

かっていた。車内も暗く、すべてが限りな

たのは、逆なでするとザラザラと毛ばだっ

く闇に近い雰囲気の中で、私だけが満足な

たグリーンやブルーのビロードだった。

気分にひたっていた。

しかし、終戦後、荒れた国民感情からか、

上野駅で何人かの乗客があった。
「おい、ここが空いてるぜ」

シートの布は片端から切り取られ、下張
りの麻のドンゴロスが無残にむき出しに

私の前に座ったのは二人連れの青年だっ

なっている方が多かった。私の目の前の

「朝はものすごく混むんだけど。こんな

た。一人は当時流行の飛行服に半長靴、も

青年団長もビロードを切り取ると、私に

時間に焼野原の東京へ行く人なんかいな

う一人はちょっと珍しく、背広の上下にネ

も一部を分けてくれた。

いんだね。じゃ、気をつけてな。明日ま

クタイをつけていた。

た学校で会おう」

荒廃した公衆道徳の破片は調布の家に

「東京に着くまでに腹ごしらえだ」

車内まで見送りに来てくれた高橋君が

彼らは網棚のリュックから新聞の包みを

下りるとすぐ、列車は何の合図もなく動

取り出した。中には竹の皮にくるんだ握り

き出した。

飯が並んでいた。

車内にはかろうじて電灯が３個ばかり

彼らは私にも握り飯を分けてくれた。そ

けていないのではないかと思わせるほど

れは赤ん坊の頭くらいもある小豆飯の握り

暗かった。昭和 20 年、終戦の年の 10 月、

飯で、中に梅干しが２個も入っていた。

「栄養失調の東京の連中に腹いっぱい飯
を食べさせてやるって、叔父貴が言って
るから、おれンとこへ来いよ」
私は高橋君に誘われて、放課後、熊谷

入っていたが、いつの間にか消えてしまっ
た。

「おい、食えよ。東京の中学生かい」

灯っているだけで、まだ、灯火管制が解

すべてが混乱と物不足の時代だった。

引越してからも長い間私の家の靴箱に

高橋君のところで腹いっぱい食べたはず
なのに、握り飯は難なく胃袋につめこまれ
た。
「おらっちァ、これからハー、車京へ遊
びにいくだ。米持ってな」

の彼の叔父さんのところへ行った。高橋

「二人とも飛行兵だったんですか」

君の家族はまだ新潟に疎開中で、彼だけ

「うんにゃ、これは闇で買ってハー。で

が大手の建設会社の熊谷出張所の叔父さ

も兵隊へは行っただよ。運よく内地だった

んの家から汽車で一中に通っていたのだ。

から、すぐ復員できてなァ」

叔父さんのところには子供がなく、美

闇青年との会話はとぎれた。二人は、青

人の奥さんと二人きりだったので、高橋

年会の役員らしく、秋祭りの出し物の演芸

1996 年５月下旬号より
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知っておかなければならない
命を蝕む影のパンデミック “オピオイド危機”
COVID-19 パンデミックの中、“影のパンデミック” と呼ばれ

ラッグに変わる、より安全な正規の鎮痛剤を医者と看護師が処方

るドラッグ過剰摂取による死亡者が急増している。その数は

できるための緊急措置として公衆衛生法を打ち出しだ。“ドラッ

COVID-19 の感染による死亡者数をはるかに超えるものだ。その

グ中毒” という言葉にはどうしてもスティグマ（汚名・恥辱）が

数の増加が顕著なブリティッシュ・コロンビア州では、衛生管理

ついてまわるため、なかなか表面化しない。だからこそ、今月は

局長ボニー・ヘンリー博士が９月に、中毒死を予防するため、ド

この問題を、本誌「知っておきたい」シリーズで紹介したい。

全国的に流行しているドラッグ
過剰摂取による死亡者急増
ブリティッシュ・コロンビア州衛生管理局長ボ
ニー・ヘンリー博士は、
今年 6 月上旬、
前月にドラッ
グ過剰摂取（Overdose しばしば OD と省略される）

して 71％上昇していた。BC 州救急医療サービス

で、使用方法に注意しよう。

によると、今夏の３ヶ月間で、今までで最高件数

・Hydrocodone (Vicodin)

となった 7,500 件近くのドラッグ過剰摂取関連の
救急電話を受けたという。

加）に上ったと涙ぐんで報告した場面は記憶に新

慢性疼痛の治療に使用されている
オピオイド入りの鎮痛剤のリスト

しい。2016 年には BC 州で４年間連続でドラッグ

今でこそ安易に処方されなくなったが、手術後

過剰摂取による死亡者が急増したことを受け、公

に短期間処方されることもあり、依存性が強いの

による死亡者が最高記録 170 名（後に 180 名に増

共衛生上の緊急事態 “オピオイド危機” と表明さ
れた。オピオイドとはオキシコドンを含め ､ ヘロ
インによく似た化学物質の総称である。以後もそ
の勢いは衰えることなく、COVID-19 パンデミック

ハイドロコドン（バイコディン）
・Oxycodone (OxyContin)
オキシコドン（オキシコンティン）
・Oxymorphone (Opana)
オキシモーフィン（モルヒネ / オパナ）
・Methadone メサドン
・Fentanyl

フェンタニ ル

2020 年 1 月から 8 月までの COVID-19 感染による死亡者と
ドラッグ過剰摂取による死亡者の比較移行表
フェーズ 3 に入ってから死亡者数は減少している。

以前は、“ドラッグ過剰摂取パンデミック” と呼ば
れ、ボランティアがナロキソン (Naloxone：オピ
オイド拮抗薬 ) の注射器を持って、路地裏でひっ
そりとドラッグ過剰摂取によって死にかけている

１月

中毒者を探し、救っている姿が毎日のように報道
され、社会問題として取り上げられていた。
コロナ禍がカナダを襲った今年３月以降、
ドラッ

２月

グ過剰摂取による死亡者は顕著に急増している。
BC Centre on Substance Use（BC 薬物使用研究所）

３月

の暫定事務局長、シェイエン・ジョンソン氏によ
ると、
カナダ・アメリカ間の国境閉鎖によって、
ギャ
ングや組織的な犯罪グループのサプライチェーン

４月

（供給連鎖）が遮断され、ドラッグの供給が滞った
ことが一つの理由だという。不足を補うために致
命的な合成麻薬フェンタニル（Fentanyl）やベン

５月

ゾジアゼピン（benzodiazepine）向精神薬が混入
されていることによって、死亡事故の多発が引き
起こされているのである。

６月

それに加えて、３月半ばに不急不要の外出が規
制されるようになると、社交の機会が無くなって
精神的に追い詰められたり、
鬱になったりして益々

７月

家で一人で薬物摂取する人が増えた。それにより、
ドラッグを過剰摂取し呼吸困難になっても助けが

８月

遅れることも原因の一つだ。BC 州における今年８
月のケースは、昨年８月（死亡者 86 名）と比較
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年齢層

性別

ドラッグ物質

長袖を着ることが多くなる。
◆隠れてドラッグを使用するので、
一人でバスルー

フェンタニル又はフェンタニル系のもの

ムや部屋に鍵をかけて長時間こもる。
◆注射を打つためにドラッグを液体にする必要が
あるので、多くのライターがあちこちにあったり、

1 種類又はそれ以上の非オピオイド系のもの

な容器に入れライターで炙るため、煤けた容器が
あったりする。

オピオイドの出処

◆人に追いかけられている、警察に追われている、

4 州と準州で起きた過剰摂取死の検死が完了している死因
製薬会社オピオイド
と非製薬会社のもの
両方によるもの

非製薬会社オピオイ
ドのみによるもの

ドラッグを溶かす水をスプーンなど金属製の小さ

壁に何かがあるなどと、幻影・幻聴を訴える。
製薬会社オピオ
イドによるもの

このようなことが兆候の一部だが、日本人でド
ラッグ社会になじみがないと、見極めることは難

ここで言う製薬会社に生産されたオピオイドは人の医療目的使用を許可されているもの。出処や入手手段は示されていない

しく、精神病と間違えることもある（依存症なの

2016 年～ 2020 年前半 カナダ全国でドラッグ過剰摂取による死亡者データの内訳

で、精神疾患には違いないが）
。斉藤氏も同様に、
家族がまさかドラッグ依存症だったとは、夢にも

2016 年～ 2020 年前半、カナダ全国で
ドラッグ過剰摂取による死亡者が急増

家族・友人、同僚が知っておきたい
ドラッグ依存症の兆候

ドラッグの過剰摂取によって、多くの人が簡単

近くにいるものでも家族や友人等がドラッグ依

に死に至っている理由は、オピオイドの一つであ

存症であるかを見極めることは、思いのほか難し

責任と思い込んだり、
責めないように。大抵の場合、

り、鎮痛や麻酔に使われる強力なフェンタニルが

いと、家族をドラッグ過剰摂取により亡くした斉

ドラッグ中毒者だと見極めることは難しく、一番

ブラックマーケットに出回り、他の麻薬の効果を

藤 Y さん（仮名）は言う。この時期、日系社会で

近くにいる妻や母親が特に難しい」と慰められた

さらに強めるために合成されているからだ。フェ

も不幸なことに、身近にドラッグ過剰摂取パンデ

という。それは中毒者が一番愛しているからこそ、

ンタニルはモルヒネより 50 ～ 100 倍強く、数粒

ミックを経験することがあるかもしれない。依存

知られたくない秘密をとことん隠すからだ。

の塩粒と同等の量で致死量になる。
ドラッグディー

者への家族の寄り添いや早期対策が重要なため、

ラーが秘密裏に作るようなドラッグは、
素人がフェ

ドラッグ依存症の兆候を斉藤氏に聞いた。

ンタニルと他薬物をざっくり混ぜあわせているの

◆急に銀行からキャッシュが多く引き落とされた

で、まとめて作る（バッチ：batch）時の量は一貫

りしている。また、資金調達のため質屋に持って

まず、こん睡状態に陥り、後に呼吸困難に陥る

性がなく、出来たものが比較的無害なドラッグな

いくので高価なものがなくなる。家族の財布から

と、大きく苦しげに顎で呼吸を始め、不規則にい

のか致死量のフェンタニルが混入されているもの

現金がしばしばなくなる。職場からキャッシュや

びき様の呼吸や音を発する。そのような状態で発

なのかは予測できない。このことから、ニュース

高価な品物を盗む。

見したら、直ちに 911 を！ 救急隊員はナロキソ

で「現在フェンテナルが致死量含まれている悪い

◆ドラッグ・ディーラーにコンタクトするので、 ン (Naloxone：オピオイド拮抗薬 ) を持っているの

バッチが出回っている」と報道さたりする。カナ

見知らぬ人間と連絡を取ることが増え、イレギュ

で、もしドラッグによる急性中毒であれば、注射

ダ西部で被害が拡大したが、オンタリオも同様に

ラーな時間に家を出て行くことがある。仕事が急

でバイタルサインは直ちに正常に戻る。急性中毒

被害が増えている。カナダにおいて、2016 年 1 月

に忙しくなったといって、帰宅が遅くなる。家に

でなかった場合にはナロキソンを注射されても害

から 2019 年 1 月の間に、オピオイドの過剰摂取

何日も帰らなくなったり、居場所が不明になる。

はない。

による死亡者は 1 万 5393 名に上った。

◆静脈注射をするので、腕に注射跡ができるため

ドラッグ過剰摂取による急性中毒の兆候

思わなかったと言う。死亡した状況が RCMP の捜
査対象となったため、警察官から家族の死を伝え
られたが、その際、警察官が「家族の死を自分の

ドラッグ過剰摂取による
急性中毒を起こしている兆候

ナロキソン・キット入手方法
もし家族や同居人、友人がオピオイド系ドラッ
グ常習者で過剰摂取の恐れがある場合は、ナロキ
ソンを入手しておくことも事故を事前に防ぐ方法
だ。ナロキソン・キットは 2012 年から処方箋無し、
無料で薬局（Safeway、Shoppers, Pharmasave など

動かず、
起こせない

呼吸していない
呼吸が遅い

唇や爪が青い

息がくるしい

寒い
冷や汗をかく

瞳孔が小さい

店の薬局も）で手に入れることができる。ナロキ
ソンは意識不明な人物の腕や腿に施す。

ドラッグ過剰摂取による急性中毒を起こしている人物を発見したら！対処法

声をかけ
911 に連絡

呼吸しやすいよう
に顎を引き上げる

5 秒ごとに
人工呼吸をする

呼吸をチェック

ナロキソン
１mm を注射

効果がなければ
もう一度注射

www.stopoverdose.gov.bc.ca/get-informed#know-the-risks

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

ワタシは白系日本人
（11）

にわか英語教師
1960 年４月のある土曜日、友人から鎌倉のお
寺めぐりに誘われた。

ランメル

覧迷留

チャック

茶句

本語で何と言いますか」と聞いてメモを取った

見えて見分けがつかない。一人一人の顔の特徴

ので、私の日本語の勉強にもなった。

をつかむまでにかなりの時間を要した。

授業の後、教頭先生の部屋に行ってお茶をごち

その日は暖かい春の日で、鎌倉の町は桜が満

そうになったとき、茶色の封筒を貰った。きっと

開、まわりの木々の緑とピンクと青空が調和し

日本語で書かれた礼状だと思い、どうせ読めない

て美しさをかもし出している。歴史のある街並

のだからとそのまま忘れていたのだが、数日後、 英語を使ってバレーボールをするのも面白いな

みのお寺は、神秘的で、自然に心が休まる場所

その封筒が出てきたので開けてみると、お金が

であった。いろいろあるお寺の中でも、1285 年

入っていた。嬉しいのと驚きで、その日１日ごき

場所は校庭よりも、鎌倉海岸に行こうという

に建てられた円覚寺は私の大好きなお寺で、特

げんで、さっそく好物のうな丼を食べに行った。

ことになり、山を越え、銭洗い弁天を通り抜け、

に日本人工匠の建築の技、そのみごとな芸術は、
いくら眺めても飽きることがない。

金曜日の夜、学園から電話があり、
「これから

初夏のある日、
「今日は何をしたい？」と聞く
と、生徒たちはバレーボールをしたい、と言う。
と思い、“今日はバレーボール” と決めた。

鎌倉海岸に出た。天気がよく、海岸の砂は素足

毎週土曜日の午前中、英語を教えてください」 に暖かく伝わり、私たちは思い切り若いエネル

お寺巡りの途中、北鎌

という。どうやら私は

倉にある女子高校で英

正式に英語の先生に採

そのうち、一人の知らない人が来て生徒と話

語の先生を探している

用されたらしい。私の

し始めた。学園では、ランメルが教えているク

けれど教えてみないか

気持ちは全く聞かれな

ラス全員がいなくなったということで大騒動に

と言われ、そのまま北鎌

かったし、英語の先生

なっているという。先生方や PTA のお母さんた

倉女学園に連れて行か

になりませんかの言葉

ちも動員してあちこち探しまわった末に、鎌倉

れた。私は英語を教えた

もなかった。しかしこ

海岸にいるということがわかったのだそうだ。

経験がなく自信がない

れも私の日本語の理解

その後職員会議が開かれ、戸外授業をするとき

ので断った。けれど先生

カがないためそう思っ

は外出許可を提出して許可を取ることになって

が足りないので来週土

たのかも知れない。ど

いると通達された。

曜日に英会話を教える

うも、不思議な成り行

世間知らずの私が “ランメルの好きなように教

手伝いをしてほしいと

きのまま、私はにわか

えてよい” という言葉を鵜呑みにしたことから起

英語教師になって、珍

こった事件だったが、それ以来、私が教えている

レッスンが始まったの

と見張りの人が来てドアを開け、ちゃんと教室で

頼みこまれ、ボランティ

大好きな円覚寺

アならと引き受けた。

当日、セーター姿で出かけようとしたらホス

である。

トマザーに呼び止められ、たとえボランティア

２度目のレッスンは、前

でも先生なんだから、きちんとワイシャツとネ

夜 レ ッ ス ン プ ラ ン を た て、

ギーを燃やしてゲームに興じた。

教えているかどうかチェックするようになった。

クタイで行きなさい、と注意された。

生 徒 の 興 味 の あ り そ う な、
学園に着くと、近藤先生が出迎えてくださり、 会話文を用意した。挨拶の
早速教室に案内された。
仕方、道の聞き方、趣味に
“How can I help you?” と言うと、
「何でもいいから、あなたの好きなように教えて
ください」と言われ、英語の教科書を渡された。

ついて、家族についてなど、
時間はあっという間にたっ
て、予定の半分も教えられ

そのころの英語の教科書は、日本語で説明が

なかったが、生徒も私も緊
書かれた部分が多く、英語の文章は少なかった。 張 感 が な く 楽 し い 授 業 と
もしかしたらそうではなかったのかも知れない なった。ちなみに私は 19 歳、
が、日本語の解からない私の目には、そう映っ

女生徒たちは 17 歳位だった。

たのである。

他の先生から、どの子がき

教科書の中の英語文を読みあげては、"Repeat

れいと思う？と聞かれたが、

after me.” と繰り返した。そして「これは、日

制服姿の女性は皆同じ顔に
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傘失くしの常習犯

て、親指を立てる）を送った

北鎌倉は雨がよく降る。鎌倉、大船で降って

が、皆、素通りして行ってしま

いなくても、山が近いからか、北鎌倉だけ雨が

う。そこで、
反対側の道路に立っ

降る。バンクーバーも雨が多いので有名だが、 て手を挙げると、幸い１台のト
バンクーバーの人はあまり傘をささない。かな

ラックが止まってくれた。行き

り降っていても街行く人は平気で雨に濡れなが

先は神戸だという。別に北海道

ら歩いている。車で移動することの多い生活で

に行かなくてはならない用はな

歩く距離が短いし、バンクーバーの雨は男性的

いので、神戸に行くことにした。

でからっとしているからだろうか。それに比べ

神戸に着いて何となく港の方

ると、日本の雨はじとじとと冷たさが肌に残る。 に行ってみた。そこにはオラン
私は、学園の教員室にある置き傘を時々貸して

ダの豪華客船、ロイヤル・イン

もらったが、戸塚駅に着くと、雨が降っていな

ターオーシャンが停泊してい

いので借りた傘を車内に忘れて下車してしまう、 た。すごい船だなと見とれて、
ということが度重なった。傘には北鎌倉女子学

近くにいた船員に行き先を尋ね

園と名前が入っていたので、何度かは傘は学園

ると、ここから香港に行くという。

北鎌倉女子学園の先生たちと

い。ちょっと不安な気持ちて連絡すると、すぐ

に届けられた。事務の人からは傘を忘れないよ

私は急に香港に行きたくなり、一番安い値段

来るようにと言われた。私は予定外に香港に行

うにと注意されたが、習慣とはおそろしいもの

で乗せてもらえないかとキャプテンに交渉した

き、お金をほとんど使い果たしていたので、持

で、つい忘れてしまう。結局、学園は、ランメ

ら、５日間３食付、50 ドルと言われた。

ち金は 50 円しかない。北鎌倉までの電車賃はか

ルさん専用の傘をプレゼントますから、失くさ

ラッキーなことに、パスポートは持っていた。 ろうじて足りるけれど、帰りはどうしよう、と

ないよう気をつけてね、と新しい傘を買ってく

当時カナダは、オーストラリア、ニュージーラ

れた。

ンド、香港と並んで、British commonwealth に

それも何ヶ月か経つと失くしてしまった。以
来、私は傘をささないことに決めた。

思ったが、とにかく行ってみることにした。
思いのほかグッドニュースで、２学期も続け

属していたので、香港はビザなしで入国できた。 て英会話の授業を持ってほしいといわれた。そ
私はそのままその船に乗り込み船客となった。 して、少しですけど、と封筒を渡された。中に

ある雨の日、山手線で電車を降りようとした

私の船室は船底のデッキにあり、ベッドはハ

とき、
「傘を忘れていますよ」と乗客の一人が私

ンモックである。そこには、フィリピン人、マ

は現金が入っている。これは何のお金ですか、
と聞くと、ボーナスです、と言われた。夏休み

に傘を差し出した。咄嗟のことで、ありがとう、 カオ人、マレーシア人、バングラディシュ人、 の間、働いていないのになぜ報酬が出るのだろ
うか。カナダの先生は年間 10 か月分の給料しか

と受け取ったが、私は始めから傘は持っていな

インドネシア人、中国人と私の７名がいた。我々

かったのだ。気付いたときはもう下車してしまっ

（中には 10 ヶ月分を 12 等分して支
７人は皆すごい食欲があり、食べ放題なので、 もらわない。

ていたので、その傘はありがたくいただき、し

一般客の２倍は食べたと思う。

鎌倉学園の英語教師の仕事を楽しんだのである。

で泳いだりして金持ち気分を味わった。

			

香港には２週間余り滞在し、帰りはロイヤル・
インターオーシャンはオーストラリアに向かっ
たので違う船を探して横浜に帰ってきた。

を立てた。東海道の道路に立って長距離トラック

帰ってみると、北鎌倉女学園に至急連絡をす

にヒッチハイクのサイン（手に握りこぶしを作っ

るようにとメモがあった。理由は何も書いてな

あなたの心の隙間に

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。

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

草

営

懐

→

隙間川柳の会

種

→
位

答えは p.34
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→

柿は日本 カナダで食べる しあわせを

――柿食えば

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

なでしこ

新薬が出れば新菌もまた生まれ

sudoku break

（つづく）

→

夏休みには、ヒッチハイクで北海道に行く計画

人たちと友達になり、部屋に招かれたりプール

→

ともお別れかと思うと、ちょっと寂しかった。

ら神に感謝した。それから約３年近く、私は北

→

時は流れる。女学生とのお勉強は楽しかった
が、そのうち夏休みが始まった。これで彼女達

ときだったので、私は “God is with me!” と心か

立ち入り禁止となっていたが、そのうち、その

→

夏休みの思いつき旅行

給される場合もあるが）
。全くお金が無くなった

上の方には一等客が乗っており、一般の人は

→

ばらくの間、使わせてもらった。

合

尊

答：35 ページ
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心 の ケア
心のきらり 本当の自分への旅
Sade Counselling

＝不安について＝

カサクラング 千冬
み出していく結果となります。シクシク痛んだ胃がその例です。

不安はどこから来るのでしょうか？ 不安とは、何かが気がかりで落ち

ではあなたにできることは何でしょうか。まず、不安となるきっかけに気

着かない心の状態。心配に思ったり、恐怖を感じたりすることです。今回

づくこと。そして、想像している自分を認めることです。想像した自分を責

は理論的に不安を理解する考えをお話ししたいと思います。
何か気がかりなことが頭に浮かぶ、または感覚 ( 見る、聞くなど ) で経

めたり卑下したりする必要はありません。空き巣と聞けば自分の家は大丈夫

験したことが頭に引っかかることが、不安が始まるきっかけとなります。

か、と考えるのは当然です。ただ自分の想像が悪い方へどんどん進んでいく

例えば、今一緒に食事中の友人から近所で空き巣があったと聞いたとしま

ことは止めなければなりません。自分にとって、必要のないことだからです。

しょう。普段なら戸締りもちゃんとしているあなたですが、その話を聞い

大好きな友人との食事をあなたが楽しんでいる今この瞬間にとって、悪い方

た途端、今日出かける前にちゃんと戸締りをしたか確信を持てなくなりま

向へ進んでいく想像力は邪魔になるだけです。未来は誰にもわかりません。

す。さっきまで楽しく聞いていた友人の話が突然耳に入らなくなり、家の

空き巣が入るか入らないかは言ってみれば半々の確率です。ただ、空き巣の

ことで頭がいっぱいになります。なんとなく胃がシクシク痛み始めました。

入った未来を想像しているあなたは、今この瞬間恐れと不安を抱き、楽しみ

これが不安です。あなたは頭の中で空き巣に入られた想像を始めます。そ

を全く満喫できない。逆に空き巣などない未来を疑わないあなたは、友人と

ういえば昨夜主人から渡された 400 ドルをテーブルの上に置きっぱなし

の時間を心から楽しめるのです。

かも。去年義理の親から贈られたダイアモンドのイヤリングも無造作にバ

直感と不安はまた別のものなのでいつかお話ししたいと思いますが、不安

スルームに置いてある気がしてきます。あなたの頭の中では、想像によっ

に対してあなたが理論的に対処できることは、まず、自分を疑わないこと

て空き巣が行われてしまうのです。不安で胸がいっぱいになり、結局友人

です。悪い方に考える必要はないのです。何か自分にとって都合の悪いこ

との楽しい食事を早めに切り上げ、急いで帰宅します。ところが戸締りは

とが起これば、その時に対処すればいい。全て半々の確率なのでいつでも

もちろんのこと、空き巣の現場は一切見当たりません。テーブルに置いた

悪い方へ焦点を置く必要はないのです。あなたの素晴らしい想像力はあな

と思っていた現金はきっちりと引き出しの中へ入っており、イヤリングは

たの人生をより良きものへと導く能力です。不安をあおる未来を想像する

あなたの寝室のジュエリーボックスに収まっています。何かをきっかけに

ことを控え、
「私の人生はいつも行くべき方向に向いている」と決めつけ未

始まった暴走する想像。これが不安をあおる材料となるのです。そして想

知の未来を迎え入れて、今この瞬間に生きてみてください。あなたの想像力

像を現実と区別できず、身体は実際に起こった経験として感情や症状を生

があなたの人生の妨げではなく、助けとなりますように心から願っています。

自分ちでほろ酔い気分

お勧めカクテル＆モクテル

肌寒い日には簡単ホットドリンクを作って暖まりましょう！
＜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）＞

Mulled Wine

（２人分）

Hot Apple Orange Cider

赤ワイン 		

６00ml

アップルジュース 		

１L

オレンジ ( 薄切り )

1/2

水

2 カップ

1/2

シナモンスティック

4～5本

シナモンスティック ２

クローブ		

3 ～４個

クローブ 		

４個

オレンジ スライス

1個

蜂蜜 		

大さじ２

レモン ( 薄切り )

			

（４人分）

１）大きめの鍋に全材料を入れて中火で
沸騰させる。

１）材料を小鍋に入れ中火にかけ

２）弱火にして 20 分煮詰める

ます。

３）茶こしやざるでスパイス等を取り除

３）沸騰する直前で火から降ろす。

いて完成。

４）茶こしでクローブを取り出す。

＊シナモンとクローブの量はお好みで

＊甘さ具合は蜂蜜の量を調節し

調節して下さい。

て下さい。

粉末タイプでも良いですが、その場
合はチーズクロスでこして下さい。
＊ハニーウィスキーやラム等お好みの
お酒を入プラスしても美味しいです。
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We are 28 years old!

自然と生きる
高橋 清
再び「フクロウ」の話（１）
今までほとんど毎年、
「ふれいざー誌」にはメンフクロウの話を紹介してきた。僕はあ
まり人目に触れない、そして暗闇の中の（言い換えれば人に理解され難い）鳥として興味
を持ち、機会を見てその生態を観察し、学んできた。その結果を紹介してきたつもりだが、

Great Grey Owl（この地域で最大のフクロウで、普通原生林で見られる。

彼らはまだまだ人の社会に知られていない不思議な生き物である。そんな中、最近フクロ
ウの生存が危ぶまれる出来事が多発し、野生保護の分野を通り越して大きな問題になって
来た。北米全土で、この数年フクロウの中毒死が激増し、多くの種が、絶滅が心配される
ようになってきた。原因は、農地で作物のネズミによる被害が増加したため、それを防ぐ
ためにネズミ除去用の色々な殺鼠剤が多くのネットショップやローカルの家庭用品店で売
られるようになった。その殺鼠剤によって弱っているネズミを捕食するコウモリが、身体
に残った殺鼠剤によって命を落とすとされており、数年前には殺鼠剤の販売を規制する声
が上がっていた。
殺鼠剤が危険なことは昔から知られていて、その使用が強く制限されている。しかしマ
リファナなどの麻薬の生産、販売が各地で解除されると共に、その生産地の制約を避ける
ために多くの麻薬生産が市外から離れた原生林に近い所に移ったマリファナ生産現場で、
より危険性の高い殺鼠剤が人知れず散布されるようになった。最近のカリフォルニアにお
けるコウモリの死因研究の結果、これらの殺鼠剤が原生林に住む多くのコウモリの生命を
奪っていて、例えば 2018 年のカリフォルニアのある大学での調査によると、約 80％のア

北極圏から越冬のために飛来したシロフクロウ（Snowy Owl)

メリカフクロウ（Barred Owl) は殺鼠剤による死であることが認められている。た
だでさえ、この開発社会は大きな危機を野生動物にもたらしているが、人間の生
命や生活を害する麻薬の生産とその使用が許可される酷い世の中を、何とか改善
できない物だろうか。
今我々を悩ましているコロナ危機の只中でこのような痛ましい事件を紹介する
のははばかられたが、野生の世界にはその様な病害でなく、人の知恵で防げるよ
うな、もっと厳しい危機が迫っていることを我々も知らなくてはいけないと思い、
紹介することとした。
さて、話を野生界の営みに移そう。これからまた、鳥たちの季節、と言うか、
鳥たちが私たち人間の生活範囲に近付く季節がやってくる。繁殖を終えたコウモ
リたちは、若鳥がやがて独り立ちし、親鳥から離れて一人で食べ物を取っていか
なくてはならない季節で、運さえ良ければ森や草原の中で蝙蝠を見る機会がある。
残念ながら、海岸地域に毎年冬に、北極圏から飛来していたシロフクロウは、こ
Northern Pigmy Owl（絵）

の地球温暖化の影響かこの数年姿を見せなくなった。僕の住むコクィットラムに
ある「コロニーファーム公園」や「ミネカダ公園」などの州政府によって管理さ
れている地域公園では、土着のフクロウがよく見られる。この「メトロバンクー
バー」機関によって管理される公園内では、一切の除虫、殺虫、殺鼠剤の使用は
禁止され、鳥や獣にとっては安全なところである。そのため何とか大きな野生招
致の看板でも掲げて彼らを呼び寄せる事は出来ないものだろうかと考えた。そし
て定年後直ぐに公園管理者と親しくなり、もう 30 年近く、フクロウ以上に夜行
性のコウモリの招致に協力して力を注いできた。この「ふれいざー誌」にも、毎
年コウモリの話を紹介して来た。先日「ミネカダ公園」で、僕の設計したコウモ
リのコンドミニアムの建設が、僕が参加することを条件に、
「メトロバンクーバー」
から許可されて開始した。その時、久しぶりに友人に会うと、
「メンフクロウ」
が今も毎年巣箱に入っていると話してくれた。この巣箱は、初めてフクロウが着
巣した 1996 年からすでに３回作り替えられている。今の季節は近くの森で夫婦
だけで過ごしていて、2 月の終わり頃に再び巣箱にやって来るはずである。
				

（ 続く）

Saw Whet Owl（絵）
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日本の企業社会
(250)

中根 雅夫
依然、コロナウィルス禍は沈静化せず、それど

メリットとして、
「配送してくれる」
「商品の検索

ポンを目にした時」の 27％です。また、
「祝いごと」

ころか、第 2 波の恐れが世界的な規模で強く懸念

や比較をしやすい」などをあげており、外出を控

や「特別な日」にも、フードデリバリーは重宝さ

されているなかで、一般消費者の意識・行動にも

える目的や効率性を重視していると考えられてい

れているようです。

明らかに変化が生じているようです。

ます。

このように、最近、インターネット経由でフー

一方で、実店舗で購入するメリットには、
「実物

今回は、この状況変化についてみてみることに

を確かめたい」
、
「店舗に行くことが楽しみ」
、
「店

しましょう。

ドデリバリーをオーダーした人を算出すると調査
対象者の 60％強という結果が出ています。

すでに以前から、インターネットを介したオン

舗だと知らなかった商品を発見できる」など、店

ともかく、フードデリバリー市場は、年 2 ～ 6％

ライン・ショッピングによる購買行動が増加して

舗ならではの体験を求める傾向があると受け止め

程度の幅で増加し続けており、人々の働き方や家

きていますが、今回のコロナ禍による外出自粛の

られており、オンラインと実店舗での購入では消

族構成、住居の高層化なども相まって、需要が伸

動きもあって、さらにその利用が増えているよう

費者が求めるものが異なることが明らかになって

びている状況が指摘されています。

です。ちなみにある調査によると、2020 年 4 月～

います。

7 月のオンラインサービス利用率は「オンライン・

ところで、コロナ禍のなかで目立った動きをして

を想定した今後の日常生活のなかで取り入れるべ

ショッピング」が 78.4％で、2019 年と比べて、お

いる事業領域があります。その一つがフードデリ

きことを、
「新しい生活様式」としています。

ところで、厚生労働省は、新型コロナウィルス

よそ 3 人に 1 人の 35.6％が
「増えた」
としています。 バリーです。
また別の調査では、オンライン・ショッピング もちろん日本国内では寿司などを店舗から届けて

の順守などがルール付けられて、この業種ごとに

もらう「出前文化」が以前からありましが、複数

設けられた感染拡大予防のガイドラインに沿った

料」
（30.9％）
「
、本・雑誌」
（28.8％）
「
、衣類・靴」
（26.4％） のレストランを比較して注文できるフードデリバ
リーが普及し始めたのは、2016 年に配車サービス
があがっています。

対応は、事業者にとって重い負担を強いられるも

による購入商品として、
「生鮮食品以外の食品・飲

一方で、コロナ収束後はオンラインと実店舗を

を事業展開している Uber が Uber Eats として、日

そこでは、いわゆる「3 密」
（密閉、密集、密接）

のとなっています。
そうした状況下で、外食産業も、
「テークアウト」

併用すると回答した人は、
「飲食店が提供する食事」 本に上陸してからのことです。
すでに述べたように、
「出前文化」は日本では江
（68.2％）
「
、生活必需品・トイレタリー」
（67.3％）
「
、生

を強化しつつあり、テークアウト専門店を開業し

鮮食品」
（67.3％）をあげており、生活の基盤とな

戸時代から始まっており、その歴史は 300 年以上

店舗の賃料などのコストを低く抑えることに取り

るものや緊急性の高い商品などは、今後、実店舗

にわたって続いています。

組むようになっています。

だけではなく、オンラインでも購入する意向にあ

しかし昨今では、インターネットやアプリからも

しかし、コストの見直しだけで利益を改善するこ

ることが明らかになっています。

注文できるなど、フードデリバリーサービスの利

とは容易ではありません。やはり売上を少しでも

用が増えてきているのです。

上げる取り組みが必要になってきます。経験の経

内旅行」
（55.4％）
、
「外食」
（51.9％）
、
「遊園地・テー

フードデリバリーを利用する理由を既存の実態調

済学がいう、そこでしか体験できない価値を与え

マパーク・動植物園へのお出かけ」
（31.8％）など

査結果でみると、もっとも回答比率が高かったの

る工夫が求められます。

があがっています。

は、
「料理がめんどうな時」で 34％、次いで、
「忙

また、
コロナ禍収束後にやりたいこととして、
「国

消費者の多くは、オンライン・ショッピングの

ており、客席をなくして少数の従業員で対応し、

しく、
食事の準備ができない時」と「チラシやクー

はなしの箸やすめ
シ二アは張り切ってます
◆バンコクに住む 104 歳の女性が、彼女より 71 歳若い男性と結婚
式を挙げた。彼女はこれまでに 20 人の夫を持ったが、今度の結婚
式は長続きしてほしいと思っていると語った。
「私は神が許さないようなことはなにもしていないのだから、皆
さんに私の積極的な姿勢を認めていただきたい」と、バンコクの新
聞社の前で結婚証明書を掲げながら述べた。
33 歳になる彼女の夫は、彼女が年をとっていて子供もなく、独
りなので慰めるつもりで時々彼女の家を訪れているうちに、友情が
愛情に変わった、と述べている。彼女の信仰の深さにうたれたとい
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無愛

想子

うことである。ちなみに彼女は金持ちではない。
◆ 63 歳になるパトリシアはロンドン郊外に住む児童心理学者で、最初
の結婚でできた２人の子供はもう成人になっている。
彼女は最近結婚し、人工授精により出産した。 彼女はたぶん、有名
なイタリアのアンティノリ博士の助けにより妊娠できたのだろうと言
われている。博士は 1995 年の 1 月に 66 歳の女性を無事出産させた業
績を誇っている。
パトリシアは、
「私たち夫婦はその責任を重く受けとめ、この子が幸
せになることを願っている」と述べた。

We are 28 years old!

ハーブとともだち
Common Rue ルー
Ruta graveolens Linn

ルーといっても、園芸屋さんでよく見るのは、 医学や薬学にいたるまでは

けの効果からでしょう。実

何々ルーというように、他の名前が上についてい

魔術とのかかわりを避けえ

際、ルーを窓辺に植えてお

るものが多いですね。実際うちにもジャパニーズ・

ませんでした。ルーは魔術

くと虫除けになりますし、

ルーなるものがあります。これは紫の小さな花を

すれすれのところで使われ

犬や猫が花壇に入るのを防

つける風雅な植物ですが、ここに取り上げるルー

てきたハーブ。そのきつい

ぐ効果もあります。ただし、

とは別のものです。

香りと、毒にも薬にもなる

人間の肌にふれるとかぶれ

もともとルーは南ヨーロッパ原産で、ローマ人

性質とから、恐れられてきたものなのでしょう。

ることがあるので用心が必要です。

によってヨーロッパのあちこちにもたらされまし

特に魔女よけとして、また、異邦人の魔術から

現在は食用としては全く使われていないそうで

た。丈夫でどこでも育つので、今ではどこででも

身を守るものとされてきました。ルーの絞り汁で

す。しかし、葉の浸出液は鶏や牛用に使われるこ

見られます。6 月ごろから黄色っぽい小さな花を

床を磨くと魔女よけになるとか、見知らぬ人と食

ともあるそうです。ルーの葉を噛んでいると頭痛

茎の先端につけます。魔よけとして用いられたの

事をして、気分が悪くなったときに解毒効果があ

や腹痛に効果があるとか、耳の痛みに汁を使うと

は、この花が十字の形をしているからでしょうか。 るとされています。これは心理的な理由で気分が

か、
精油を砂糖にしみこませて子供のコリック（疳

全草にきつい香りがあり、しかもあまりよい香り

悪くなった場合に、消化を助け、気分をおちつか

の虫？）の薬とする、などとも言われていますか

とはいえません。さすがは魔よけです。

せたのかもしれません。

ら、使っている人もあるのでしょう。

学名の Ruta は開放という意味で、痛みや苦し

また、教会でも日曜のミサの前に、ルーを束ね

現代ではルーはいろいろな品種が作られ、園芸

みからの解放を意味しているそうです。古代から

たものを聖水に浸し、それを振って聖水を撒いて

店で売られています。虫除け効果があって、花も

さまざまな病気に効くとされ、ヒポクラテスも使

会堂を清めたことがあったそうです。同じように

かわいいルーを来年は庭やベランダに植えてみま

用したといわれています。医術は科学としてその

して聖水を撒いた家からはノミがいなくなる、と

ころから少しずつ進歩してきたのですが、現代の

せんか。
も言われていました。これはおそらくルーの虫除 （文：てぬきねこ、

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

Hea

lthyで
上田

麗子

長芋とオクラの佃煮こんぶ和え
ねばねば同士の和え物です。わさびがアクセントになります。

			
長芋
150ｇ
		
オクラ
５本
材

佃煮こんぶ

大２

料
小２

みりん

小２

わさび

少々

Ａ

しょうゆ

１．長芋は皮をむき短冊切りにし、て酢水に２分
作り方

漬けて水気をふきます。

味
深
し

角
出
す
慈
姑

オクラはさっと塩ゆでし小口切りにします。

朝
霜
に

２．Ａで和えます。
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My

ローカルファッション事情

CLOSET

Sugar Sandwitch Design Studio

www.sugarsandwich.com
Etsy.com/shop/sugarsandwichdesign

今回は活発で育ち盛りのベビー＆キッズにピッタリな

ブランド、Sugar Sandwitch Design Studio をご紹介します。
ママ達共通の悩みは予想を超える子供の成長の早さに
服のサイズが釣り合わないこと。デザイナーの Ettie さん
もお孫さん用に可愛いベビー服を作ってもすぐ着れなく
なる事実に驚き、解決策を取り入れたオリジナルデザイ
ンを作成しました。
Grow Along シリーズは、成長に合わせ袖や裾の長さ調
整ができて着心地も良く、モダンなデザインがママ達に
人気のロングセラー。元気に動き回る子達にピッタリな
伸縮性が高いコットン×ライクラ生地を使用しています。
サイズは Mini
（3 ～ 12 ヶ月）
、Maxi
（1 ～ 3 歳）
、
Monster
（3
～ 5 歳）
、Mega：6 ～ 8 歳、Mega Plus（9 ～ 10 歳）
。
オープンなネックライン、袖とウエストの部分が折り
返し調節が出来る Grow Along Hoodies は、
幼児特有のトッ
プとボトムの体型に合わせる洋服選びの難しさを解決し
てくれる優れモノ。公園の遊具に手を伸ばして登る時に
お腹が出ちゃう心配もなくなります。
Grow Along Pants や Harem Pants は、伸縮するダイパー
エリア、折り畳み式ウエストバンドと裾のおかげで動き
回ってもずり落ちない工夫がされています。心底、娘が
小さい頃にこのブランドに出会いたかったよ（泣）
。
キツネ、クマ、クジラやアルマジロのアニマル系プリ
ントも人気ですが、タイダイ染めや花柄、ユニコーンや
マーメイド、雲や虹のデザインもあります。
各シーズンに合わせたマスク（大人＆子供用）も種類
豊富。最近は入店時に子供達もマスク着用が必要ですが、
嫌がる光景も多々見掛けます。その子に合ったキュート
でカラフルなマスクなら喜んで付けてくれるはず。今年
の X'mas ギフトは『新しい普通』スタイルに合わせおしゃ
れマスクを贈りましょう。
最新アイテムは HP や Etsy Shop 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

サイエンス

サイエンス

サイエン

居住可能な惑星がたくさんある！！
これまで、地球と環境が似ているであろうと考えられている惑星は
いくつかあったが、この度、ドイツのマックス・プランク太陽系研究
所及びアメリカのペンシルバニア州ビラノバ大学の研究チームが、24
個もの居住可能と思われる惑星を発見した。研究者たちは、現在わかっ
ている太陽系外惑星 4500 個の中から、設定した基準にあう惑星を見つ

選びだした惑星は、これら全ての基準をクリアしているものはなかっ
たが、４つの基準をクリアした惑星はあったという。
このたび見つけ出した 24 個の惑星は全て、地球から 100 光年以上離
れている。
今回発表された居住可能と思われる惑星は、“スーパーハビタブル” 惑
星と呼ばれるが、2015 年には NASA の天体

け出したと、
「Astrobiology」誌に発表した。

物理学者ナタリー・バターリア博士は、ケ

今回、研究者たちは、居住可能であるため
に以下のような基準を考えた。

プラー宇宙の観測をもとに、控えめに概算

・惑星が誕生してから生命が発生するまでに

しても天の川銀河だけで約 10 億個の地球型

50 〜 80 億年かかると仮定して、太陽よりも冷

惑星が存在すると語っている。
このケプラーの観測による欠陥を補った

たい恒星系にあり、200 〜 700 億年の寿命を
もつ惑星であること。

今回の研究によって、2019 年には、最大

・居住可能なスペースがなければならないこと

100 億個の地球型惑星が存在するという可能

から、地球より 10％大きいこと。

性を見出した。
これらのハビタブル惑星は、いずれ人類

・大気を保持できるために地球より 1.5 倍の質
量を持つこと。

の移住地候補になるかもしれないと同時に、

・水があり、生物の発生、生息には湿度が必要

生命体が存在する可能性も限りなく高いと

であるため平均地表温度が地球より約５度以

考えられる。

上高いこと。

西村 咲弥

祖母と孫
私が小学校に入る前、父方の祖母が暫く我が家にいたことがあっ
た。祖母は神経痛に悩んでいたので、孫たちと話をすることはな
かった。
今になって、なぜあのとき、祖母にお話をせがまなかったのか、
残念で仕方がない。「どこで生まれたの？」「小さいとき、なにを

ろう。
孫がお話をせがむようになる前に、昔のことを思い出して書
きためておこう。そして、それは我々がカナダに来た理由も含
めて、大きく言えば、一人の日本人の歴史でもある。自分史を
書いておくことは、自分の子孫のためばかりではないのだ。

して遊んだの？」「お嫁に来るときは、馬車に乗ってきたの？」こ
んなことが聞けたら、どんなに面白かっただろう。当時は TV もコ
ンピュータもなかったから、大人の話を聞くことが楽しみだった。
でも祖母は痛みに耐えるだけで精一杯だったのだろう。
子供たちが年寄りに近づくのには、彼らをひきつける何かの理
由が必要だ。キャンデーをくれるとか、折り紙で珍しいものを作っ
てくれたり、お手玉や綾取りを教えてくれるとか、男の子には、
とんぼとりや、野球の話など。
年寄りは孫たちにはキャンデーを買うくらいの小遣いを持って
いなければならないし、彼らが興味を持つような話を聞かせる必
要がある。そういう話題といえば、彼らが物心つく前の出来事だ
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建友会とは建築・建設およびその周辺産業
に従事する者の集まりで、2012 年 11 月に
カナダ・バンクーバーで設立されました。

＜生活空間＞
皆さんはほぼ毎日、建築 / インテリアに囲まれ 「住吉の長屋」では、部屋から

計のコンセプトを担当してい

て生活していると思います。その空間にいると様々

部屋に移動するとき中庭を通

ます。最近完成したコンドの

な感情が湧いてくるはずです。空間にただ身を置

らなければらない設計になっ

供用部では、プールを最上階

くだけで感情が湧いてくるのはなぜでしょうか？

ています。夜中トイレに行き

の端に設置しました。街中に

たいときに雨が降っていれば、

溶け込む様に泳いでリフレッ

傘をささなければなりません。

シュしてもらいたいというコ

生活の基本は衣・食・住、それに仕事・勉学や

“効率的で便利な空間が必ずし

ンセプトの設計です。設計す

趣味などと続きます。全て大切なものです。建築

も豊かな生き方ではない” と

/ インテリアはそれら生活作業をするための道具

言っているのです。その是非は各個人によって分

と考えられます。特に現代では、それらを効率的

かれるところでしょうが、私自身初めて見学した

に行うことが求められます。

際、その単純明快さに非常に感銘を受けました。

JapanTown について

空間に感動する理由

JapanTown の荒廃でした。以前ここに日本人街が

生活道具としての空間

しかしながら、それはあくまでも一般的な話で
す。日本の著名な建築家の安藤忠雄氏の出世作の

る際にはその様な仕掛けが大
切だと思います。

初 め て バ ン ク ー バ ー に 来 た 時 驚 い た の は、

結局のところ、建築 / インテリアに心動かされ

あったことや、街の “こうありたい” という希望

るのは、その空間をどのように使いたいかという

や夢がないことに驚きました。それは非常に残念

夢や希望のようなものに感動するからでしょう。 なことに感じます。今後、100 年前と同じ姿にす
設計するとき、それらの夢や希望のようなものを

ることは難しいかもしれません。

一般的に “コンセプト” と表現します。高価で大

しかし、そこでの生活を失った諸先輩方がみて
も、多少なりとも喜ばしい街を作ることは現在か
空間なら必ず素晴らしいというわけではなく、安
価で狭い空間などでもそのコンセプトが豊かなら、 らでも可能なのではないでしょうか。もし私にも
その様なお手伝いができるのならば幸いです。
人はその空間に感動しうるものです。
（文：松浦大輔）
私は、カナダでここ 10 年間以上インテリア設

介護のかたち

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

92 歳のお爺さんは、お爺さんと言うのには申し訳ないほど頭もしっかりして、自立していま
す。しかし奥様は介護が必要でニコニコホームケアでお手伝いをさせて頂いてから１年以上経
ちます。いつもお会いすると「ありがとうね、君たちがいなかったら僕たちはここまで長生き
できなかったよ」
とジョーク混じりに、
起きている間はいつも YOU に感謝していると言います。
その一方で「しかしこんなサービスが存在するとは知らなかったよ」と。10 年前には聞いたこ

TORONTO

とがなかったと言います。92 年の人生でご自身のお母さまの介護の時期もあったそうですが、
家族や施設にお世話になることはあっても第３者が入り自宅で過ごすという選択は新しいオプ
ションかもしれません。
日本の例ですが、介護保険の認定を受けた方の数が約 670 万 3000 人（2020 年 6 月）
。20 年
前の介護保険開始当時の 3 倍です。カナダではこの介護保険すらありません。入れる施設も限
られ、入ってからも転倒、褥瘡（床ずれ）や、スタッフ不足と課題が満載です。コロナが起こり、
今やっと介護が未開発の分野である事にカナダ人一人一人が気づき始めています。
この頃「時代が変わったな」と本当に思います。コロ
ナの時期でもニコニコホームケアが存続し、そして成長
を続けていられるのは勿論お客様のおかげですが、同時
に時代がこのサービスを必要としてくれていると感じて

『月刊ふれいざー TORONTO』は、

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

います。公的なサポートだけではできない部分を私的な

コミュニティ団体の非営利

会社がサポートする、それがベストだと思っています。

イベントのお知らせ などにも、

92 歳のお爺さんは「自分は絶対老人ホームに行かない
ぞ！」と躍起になっていますので、暫しお供させて頂く
ことになりそうです。		
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ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。 広告掲載 の
御用命もお待ちしております。
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2020 年 10 月の TREB 全域の全物件タイプの

り Bachelor ユニットなど一部コンドでは値崩れ

平均価格は $968,318 で、昨年 10 月の $851,877

が見られます。物件タイプとエリアによりマー

から +13.7% の上昇となりました。10 月の総取

ケットの状態はかなり相違がありますのでご注

引数は 10,563 件で 2019 年同月比 +25.1% とマー

意下さい。
現マーケットの傾向から判断しますとコンド

ケットは活発に動いています。
マーケットにある有効リスティング数 ( 在庫 )

マーケット、特にダウンタウンの、は不安定要

も +12.6% と伸びを見せているものの、戸建て

素が一番強く感じられます。政府が COVID-19

を中心に需要が供給を上回っている為に上昇基

パンデミックに対し今後どのような対応策を

調となっている訳です。TREB 全域の戸建て平均

打って行くのかによってもその行く先は変化す

価格は $1,204,844 で +14.8% を記録しマーケッ

るのでしょうが、冬の始まりにして感染者数の

トのけん引役となっています。

増加と第二波の到来、ビジネスオフィスは益々

特筆すべきは市内と郊外の価格伸び率の差

オンライン化を進め、外部からの人間も入って

で、デタッチ ( 戸建て ) では郊外は市内の 6 割

来ず、学生も多くは戻って来ない、などの条件

以上増し、準戸建て ( セミデタッチ ) とタウン

を考慮すると暫くはダウンタウンのコンド需要

ハウスでは 3 倍以上、コンドアパートでは驚き

の低下が続く多能性が見込まれます。その場合

の 8 倍以上の伸びを記録しています。

価格にもマイナス影響となるであろう事は明白

更に付け加えるならば市内の高層コンドの価
格上昇率は +0.8% に留まっておりほぼ横ばいで

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

です。今後のマーッケト動向
には注意すべきでしょう。

す。市内のコンド売り出し物件数は今年 10 月
と昨年同月を比べると倍増していますが取引数
は -8.8% と減少しており、急激な供給増加によ
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
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

夜明けの待ち遠しい朝

窓 を開

その日も午前４時過ぎには目が覚めていた。

最初から手術すれば良くなるならさっさと切

午後９時に消灯になると自然に眠りに落ちて

りたかったのだが、医師の方はなかなか切ろう

しまう。昼の間も大したことはしていない。７

と言わない。痛みが出てから切るまでに２年以

時間も眠ればすっかり疲れは取れてしまう。昼

上を要した。やっとのことで切ってもらえた。

間だって眠りたければ寝ていればよい。どうし
ても夜だけで睡眠を確保しなければならないわ
けでもない。

その手術が終わって、回復を待つ病室にいた。
手術は全身麻酔だから痛くない。麻酔が切れ
ても、さまざまな方法で痛みはコントロールさ

港 も見

ければ

ここは病院、ベッドが自分の「城」なのだ。

れている。脇腹に２つの穴と背中に９センチの

３年ほど前から右の足に痺れが出ていた。い

切り口が開けられたはずだが、ようするに大し

つでもそうなるわけではないが、歩き始めると

て痛くない。手術後、最初の 12 時間で一番辛かっ

足が痛くなって休みながらでないと先へ進めな

たのは、痛みではなく喉がカラカラなのに水が

いことがあった。なぜか、テニスはほとんど支

飲めないことだった。

障なくできる。座っているときには何の症状も

痛くはないが自由はきかない。

える

ない。ふつうに歩き始めると出る。痛みを我慢

左腕には点滴のチューブが付いている。右腕

して 4000 歩ほど歩くと治ってしまうこともあ

には血圧計が巻かれている。エコノミークラス

る。短い距離、たとえば、キッチンで料理をし

症候群を防ぐため両足は一定時間ごとにポンプ

ているようなときにだんだんと動くのが辛くな

で締めつけられている。それに尿道カテーテル。

ることもある。

つまり、両手両足とデリケートな部分を管で繋

腰部脊柱管狭窄症。背骨の腰のあたりの神経
が集まっているところが長年の変形で狭くなっ
て、足に続く神経を圧迫するのだ。

がれて、手術の終わった前日からほぼ身動きが
取れない。
看護師は頻繁に来てくれる。放置されずケア

阿川 大樹

医学はどんどん進歩している。より安全で身

されていると実感することは救いだ。でも、体

体へのダメージの少ない術式が次々に生まれて

温を測り、動脈血酸素飽和度を測り、血圧を診

いる。それでも、狭い範囲に神経が集まってい

て、ベッドの下の尿のバッグを確認して、去っ

る脊椎の手術はリスクが高いから、薬の服用や

て行く。それで回復が進むわけではない。回復

注射などの方法で改善されないことを確かめた

するのは僕の身体次第だ。

上でやっと「手術」という手段にたどりつく。

隣のベッドから寝息が聞こえてくる。

そうなのだ。やっとたどりついたのだ！

まもなく夜が明ける。

歩くことに障害があると心が積極的でなくな

病室は８階にある。国際展示場越しに横浜港

る。痛みで集中力がなくなる。日常、歩くこと

に面している。たぶん、窓を開ければ港が見え

で得られる内科的な健康維持ができなくなる。 る、はずだ。
つまり、慢性的な運動不足とやる気のない精神
状態が続くことになるのだ。

しかし、今日は、そしてたぶん明日も、僕は
天井しか見ることはできない。

65 歳。あと何年生きるか分からないが、日々

明後日こそ、この時刻にはベイブリッジの横

をできるだけ積極的な気持ちで暮らしたい。集

から昇って来る朝日が見えるだろう。天井を見

中力と体力の限界で生み出される小説を書き続

てそれを待とう。

けたい。

誰にでも物語がある

自費出版

綴ってください。あなたのとっておきのストーリー。

エ ッ セ イ・ 詩・ 短 歌 俳 句
自 伝・ 記 念 誌・ そ の 他
企画から製作までお手伝いします。
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We are 28 years old!

田中 裕介
トロント日本映画祭オンライン上映

映画「新聞記者」とフェイクニュースの蔓延
、ニクソン大統領を退陣に追い込んだ
「ミニコミ」媒体とは言え、報道にかかわる人間 （1974）

しながら、説明責任は全うしない。

として表現と報道の自由は「空気」であり即ち「命」 ウォーターゲート事件を扱った「大統領の陰謀」

1935 年、
美濃部達吉教授の「天皇機関説」が「反

である。
「空気」が薄くなると、執筆しながら即座 （1976）などは物議を醸しながらも各賞を獲得し

国体的」で危険思想だとされた事件を想起した。

に息苦しさを感じる。この映画を見ながら感じた

ている。米国民の圧倒的な支持により、内部告発

これは天皇統帥権の規範を考察した論考に過ぎな

息苦しさは、
「どこまで書いていいのか」を判断す

者のダニエル・エルズバーグは今も英雄として扱

かった。今、学術会議に推薦されながら任命され

る難しさを、演技者を通じて感じていたからだろ

われている。

なかった６名の学者に共通する、政府に対する批

うと思う。
この作品は 2020 年度、日本アカデミー映画賞

当時、日本でも「西山事件」
（1971 年）という、 判的な言動をしたという理由をもって官邸が任命
沖縄返還計画の裏にあった「ニクソン＝佐藤密約」 拒否したのであれば、それはまるで戦前の「反国
体的」という言葉で学問の自由を抑圧した時代の

で絶賛された。官邸中枢にいる官僚とその内側に

を西山という記者が暴いてスクープした事件が

迫る女性記者の姿を描いた映画である。最優秀作

あった。だが、世論は真逆の反応を示した。結果、 再来ではないか。

品賞のみならず NY で育った女性記者・吉岡役の

密約事件は封印され、西山記者と新聞社は窮地に

韓国人俳優のシム・ウンギョンが主演女優賞、職

追いやられた。米国と日本の民度の差を見せつけ

業倫理と良心の呵責の間で苦悩する、若い官僚・

られたのである。

杉原を演じた松坂桃李が主演男優賞を受賞した。
見事に「時代」を切り取り、裏返して見せてく
れた。東京新聞・望月衣塑子記者の原案による森友・

内閣情報調査室という「闇」
藤井道人監督は全体を暗いトーンで統一すると
いう思い切った演出をした。序盤から矢継ぎ早に

真実とフェイク

事件が展開し、緊張感は後半の上司の資料の盗み

この映画には印象に残る台詞が幾つかあった。 撮りで頂点に達した。その間をぬって、自身が森

加計学園問題を模した疑惑や、官僚の自死、作家・ 「誰よりも自分を信じ、自分を疑え」という、自殺

友問題で「総理の意向があった」と記された文書

伊藤詩織の準強姦事件を重ね合わせて、第二次安

した父親が娘に託したジャーナリストとしての遺

の存在を証言して注目された元官僚の前川喜平氏

倍内閣の政権構造と真正面から対峙している。

言である。これは新聞報道が基本とする「現場主

と、この映画の原案者であり、管官房長官を記者

一方、出演依頼を受けた俳優側が怯え上がり、 義」と呼べるものだ。自分の目で見、耳で聞いた

会見で質問攻めにした望月記者が、テレビ番組で

結局、主人公役は韓国からシム・ウンギョンが招

ことを信じろ、ということに尽きる。ただし、
「現

聘された。この事実一つとっても、安倍政権批判

場」取材の次にすべきは「疑う」ことである。丹

の映画制作がいかに難しいかが想像できる。
「国境

念に裏を取ることだ。

なき記者団」の「報道の自由度」調査では、2010
年の民主党政権下では世界ランキング 17 位だっ

対談するという場面が挿入される。
映画の中で内閣情報調査室長が言う「この国の
民主主義は形だけでいい」という台詞は、警察国

真実は見た目や聞こえた声に表出してはいない。 家を目指す官僚の本音だろうか。思い出すのは、
その裏を返し、一枚、二枚、三枚目をめくったと

元警察官僚が偽名で著した「官邸ポリス」
（講談

た日本は、2020 年度では 61 位まで下がっている。 ころあたりに「芯」が隠されていると知るべきだ。 社）という小説だ。安倍政権は、政権維持に不利
そんな逆風の中でよく完成させたものだ。そして、

思い出してほしい。先の世界大戦においては、 な疑惑を潰したり、不倫事件を起こした野党議員
を暴いたりしたが、その裏に、元警察官僚などで

日本アカデミー賞協会はこの作品を最優秀賞で称

日本全体が「大本営発表」に操作されていた。
「連

えた。憲法が保障する「表現の自由」は、実践し

戦連勝」のフェイクニュースを可能にしたのは、 構成する集団がいるという。だが、元官僚の中に、

続けることでしか維持できないことを、日本の映

軍人が大臣の席を独占し官僚を操作し、メディア

SNS を用いた情報戦略やオリンピック誘致で発揮

画界が自ら示してくれた。

を統合（例えば、１県に１紙のみ、通信３社を統

された、日本を世界にアピールする術策の専門家

合して「同盟通信」とした）して初めて可能となっ

がいるだろうか。調査室には大手広告代理店が関

た。

わっていたはずだ。

ただし、内部告発モノでは、米国映画界に遠
く及ばない。例えば、トンキン湾事件が米国に
よる捏造だったことを暴いた「Hearts and Minds」

2007 年の第一次安倍内閣から数えて 13 年。政

してみると、
この「調査室」とは、
ジョージ・オー

権は日本銀行を使い金融を

ウェルが小説「1984」で描いた、虚偽の情報を捏

操作し、内閣人事院を設置

造して広める「真理省」そのものではないか。虚

して官僚の人事権を掌握し

偽であろうが人口に膾炙（かいしゃ）すれば真実

た。戦前の「治安維持法」 に生まれ変わることを知る錬金術師のことだ。
に例えられる共謀罪など安
保法制を制定し、検事総長

「いや、それ嘘だ」と見抜く慧眼がいるとしよう。
だが、分断され且つマスと化した大衆は、そんな

の定年を延長した。金融、 戯言に耳を貸しはしない。呟きは国会議事堂前の
行政、司法まで配下の人材

虚空に消えてゆく。今、大衆は「憎悪週間」のた

で固めようとした。そして、 だ中にいる。
仕上げは菅首相による学術

www.thefraser.com

「…. 大衆を納得させるのは『事実』ではない、

会議の任命拒否問題だ。内

捏造された『事実』でさえない。彼らがその一部

閣府に属するのだから首相

になろうする『システムの一貫性』だけを信ずる

が責任を担うのは当然だと

のである」
（ハンナ・アレント著「全体主義の起源」
）
。
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私の薦めるこの一冊
『ぜったい離婚から素敵な夫婦三昧
妻と夫のカウンセリング』 金盛 浦子著 佼成出版社
世の中には f 夫婦なんて我慢の連続よ J とか「何

なかでも「お互いを育んできた価値観や文化、

でこんな人と結婚しちゃったんだろう J と不満を

実家のあり方にこだわるのをやめて、互いに折り

つのらせながらも諦めて夫婦生活を継続している

合ってその夫婦ならではのあり方と文化を創造す

人が案外いるのではないだろうか。離婚にかかわ

るという指摘に注目した。お互いの文化の違いに

るすべてを終えるまでには、結婚していたのと同

ストレスを感じたり、価値観の違いが理由で不仲

じだけの年月がかかるそうだ。離婚を考えている

になったりすることもあるかもしれない。しかし

人も、離婚までは考えていないけど夫婦のあり方

その違いをどちらかが妥協するのではなく、世の

に疑問を感じている方も、セラピスト金盛氏の書

中に一組だけしか存在しないその夫婦のあり方を

いたこの本を手にされてみてはどうだろう。

創造していくとは、ポジティプな発想だと思う。

この本には自分の主張を相手にスムーズに伝え

ちなみに、夫婦で議論が実りを結ばずにケンカ

るための具体的な手順が提示されている。また自

になってしまう時は二人とも同意してほしい。
そっ

分自身が人生を本当に大切にしているか、恋人時

ちこそ折り合ってほしいと双方が際限ない「甘っ

代のように相手を大切にしているか等、自分の姿

たれ」を繰り返していると著者は指摘している。

勢についてまず問われる。そしてその上で様々な

なんとも耳の痛い話である。

角度から総合的に、夫婦のありかたについてアド

(VJLS ボランティア 陸奥七海）

バイスがされる。

$90.00
$180
$110.00
.00
$$
90.00
140
$180.00
$140.00
$90.00

8835 Northbrook Court,
Burnaby,
BC, V5J 5J1
8835
Northbrook
Court,
Burnaby, BC, V5J 5J1

8835 Northbrook Court,

$140.00

Burnaby, BC, V5J 5J1

8835 Northbrook Court, Burnaby, BC, V5J 5J1
ーーー

ーーー

ーーー

ーーー

Marine Way

N Frase

r Way

N Frase

r Way

Glenlyon
PkwyPkwy
Glenlyon
Glenlyon Pkwy

.00
180.00
$110

Marine Way
Northbrook
Court Court
Northbrook
Northbrook Court

$110.00

Boundary
Rd Rd
Boundary
Boundary Rd

Marine Way

＊N Fraser Way と Northbrook Court を北へ

NNorthbrook
＊N Fraser Way と
Court を北へ
Frase
r Way

＊N Fraser Way と Northbrook Court を北へ

8835 Northbrook Court, Burnaby, BC, V5J 5J1

26

月刊 ふれいざー Toronto

November 2020

Northbrook
Court, Burnaby, BC, V5J 5J1
Fraser 8835
Monthly
Toronto
ーーー

ーーー

We are 28 years old!

文芸
■それぞれの新渡戸稲

青山 淳平著

なリアリティで描いた、スリリングな医療小説。

■眠れる美女たち 上・下 スティーヴン・キング著

■浅草迄

			

北野 武著

文藝春秋 ￥2500

河出書房新社 ￥1300

その疫病は、女だけを眠りにつかせる。巨匠ス

世界的ベストセラーとなった新渡戸稲造の

舞台は戦後から高度成長期に湧く東京。たけし少年

ティーヴン・キングが、作家である息子オーウェ

『BUSHIDO』は日本人の精神、人間のありようを正

の初めての記憶から、学生運動の気運が高まる新宿

ンとコンビを組んで放った、圧倒的パンデミック・

義、高潔、真理、高貴なる義務に求めた。国際連

のジャズ喫茶を彷徨っていた大学時代まで。北野武

ホラー巨編。まさにキング印の物語の大波が、読

盟初代事務次長として、人種的差別の撤廃を提案

の原点を描く、渾身の私小説！

者を巻き込んで怒濤をなす！

し、日中戦争時には軍部批判を隠さなかった新渡

■壺の中にはなにもない

本の泉社 ￥1800

河崎 秋子著
徳間書店￥1700

「お前は俺の次の『鳩護』になるんだ」
。鳩を護るこ
とを宿命づけられた者。それが鳩護だという。なに
その宿命？ どうして私が？混乱する椿をよそに、

■フランス組曲［新装版］ イレーヌ・ネミロフスキー著
白水社 ￥4000

NHK 出版 ￥1400

戸を、
〈コロナ禍〉の現代に読む小説３編を収載。
■鳩護

戌井 昭人著

破天荒な陶芸家の祖父との交流と、26 歳にして訪

アウシュビッツで死んだ著者の、連行直前まで書

れた初恋に、笑って、笑って、少ししんみりして、 き綴られたこの小説が 60 年以上の時を経て世に出
そして心が温まる。疾走感溢れる筆致でユーモラ るや、たちまち話題を集め、2004 年にルノードー
、世界 350
スに描く、鬼才・戌井昭人の真骨頂にして新境地。 賞を受賞（創設以来初めての死後授賞）
万部のベストセラーが新装版に。
■みがわり
青山 七恵著
幻冬舎 ￥1700

白鳩は椿の日常を否応なく浸食していく！

■橋の上の子どもたち パドマ・ヴェンカトラマン著

これはわたしの物語。わたしの人生。駆け出し作

講談社 ￥1500

家の律は、自分と瓜二つの亡き女性の伝記を書く

父親の暴力、それを受けいれる母。そんな家族から

ことに。だが辿り着いた真実によって、律は窮地

から逃れるために、障害を持つ姉とともに家を出た

幻想の世界と現実の世界を自由に行き来できる、 に追い詰められていく。予測不能のラストに向かっ
世界でも希有な作家。晩年の彼が闘病しつつ創作 て疾走する傑作長編。

１１歳の少女・ヴィジ。ホームレスとして生きのび

■その果てを知らず

眉村 卓著
講談社 ￥1,500

に向き合う日常や、病床で見る幻想や作中作を縦

■ノーザン・ライツ

みすず書房 ￥4000

横無尽に交え、
最期に至った“この世界の真実”とは。
■落葉の記

勝目 梓著
文藝春秋 ￥2000

純文学、ハードボイルド、私小説など、三百二十二

ハワード・ノーマン著

るため、知恵と友情で道を開いていく。
■きらめく共和国

アンドレス・バルバ著

		

東京創元社 ￥1800

カナダ、マニトバ州北部の凍て付く自然。1950 年代

ジャングルと川に挟まれた亜熱帯の町に、理解不能

後半の少年の心と成長を描いて切々と胸に迫る、こ

な言葉を話す 32 人の子どもが現れた。彼らは物乞

の小説を読んだ者の心には、オーロラの光が残るこ

いをし盗みを働き、スーパーで市民に襲いかかる。

筆となった長編「落葉日記」を含む。

とだろう。
『バード・アーティスト』
著者のデビュー作。 そして数ヶ月後、不可解な状況で一斉に命を落とし
■洪水
フィリップ・フォレスト著 た。社会福祉課職員として衝撃的な出来事に関わっ

■善医の罪

		

冊を上梓した孤高の作家による最後の作品集。絶

河出書房新社 ￥3250

た語り手が、20 数年後に謎をひもといていく。現

百年前の洪水、第二次大戦、母と娘の死、秘密裡に

代スペインを代表する作家が奇妙な事件を通して描

彼女は善意の名医か、患者を殺した悪魔か。様々

猛威を振るう「伝染病」……破局の徴に満ちたパリ

く、純粋で残酷な子どもたちの物語。

な立場の者たちの思惑が重なり合い、事態は思わ

を舞台に、火事の夜に出会ったピアニストと恋に落

ぬ方向へと転がることにーー。現役医師が圧倒的

ちる主人公が綴る美しき消失の物語。

久坂部 羊著
文藝春秋 ￥1700



日本語チェック



「衒学的（げんがくてき）」を意味する
外来語はどれか。
①

ペダンティック

②

スノビッシュ

③

ディレッタント

解答・解説は 35 ページ

www.thefraser.com

問題は p.10
月刊 ふれいざー Toronto

2020 年８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
少年と犬 馳 星周
文藝春秋
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
「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
夢をかなえるゾウ (4) 水野敬也
文響社
日本製 三浦春馬
ワニブックス
鬼滅の刃 しあわせの花 吾峠呼世晴（原作）集英社
ハイキュー！！ショーセツバン！！ (12) 古舘春一（原作） 集英社
四畳半タイムマシンブルース 森見登美彦 KADOKAWA
鬼滅の刃 片羽の蝶 吾峠呼世晴（原作）
集英社
気がつけば、終着駅 佐藤愛子 中央公論新社
「繊細さん」の本 武田友紀
飛鳥新社
本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
人は話し方が 9 割 永松茂久
すばる舎
還暦からの底力 出口治明
講談社
欲が出ました ヨシタケシンスケ
新潮社
AVALANCHE 雪崩 手越祐也
双葉社
精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢紫苑 ダイヤモンド社
ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治
新潮社
コロナ後の世界 ジャレド・ダイアモンドほか 文藝春秋
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Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
記録から創造へ

ホーム・ムービーの変移

先日トロントの映像作家 Stephen Broomer

はよく再利用される。詳しくはファウンド・

による『Phantom Ride』を鑑賞した。アメ

フッテージ技法と呼ばれる、他人（撮影者不

リカの農場経営者が 60 年代までに撮り溜め

明のことが多い）が撮影したフィルムを切り

た古いホーム・ムービーを編集した作品なの

貼りして新しい映像を作るスタイルを指す。

だが、個人撮影のフィルムをリサイクルした

モントリオール出身の Arthur Lipsett やバン

とは思えないほど美しく幻想的だ。複数の映

クーバー在住の David Rimmer、トロントを

像を重ね合わせることで撮影されたときには

代表する Mike Hoolboom といった名高い作

思いもしなかった表現が次々と生まれてい

家が積極的に制作してきたこともあり、カナ

く。

ダで制作されるファウンド・フッテージ作品

実験映画の世界においてホーム・ムービー

は国外でも高い評価と信頼を得ている。近年
ではチリ出身の Francisca Duran などより深

Francisca Duran の作品『It Matters What』より

ファウンド・フッテージ作品を見れば分かる

く環境問題や政治に言及する作家も増えた。 ように「記録する」は「創作する」と同義語
これら作家たちの作品はそれぞれの公式サイ

になりえる。私たちが何かを記録するとき、

トや Vimeo などの動画投稿サイトでも鑑賞

そこに求めるのは正確さだけではないだろう。

することができるのでぜひ探求してみてほし

そう考えると観客にとっても映画とは見るも

い。どんなに配信サービスが増えても、こう

のではなく創っていくものなのかもしれない。

いったローカルな才能は自分から探さないか

私たちは自分で思っているより創造力や影響

ぎり容易には見つからない。

力を持っている。ただそれがどんな意味を持
ち、どんな価値を持つのかを知るまでに時間

ホーム・ムービーというと子供を撮影しよ

がかかるだけだ。

うとはりきる親の姿が思い浮かぶかもしれな

すぐには楽しめないとしても、何ヶ月、或

いが、実際に旅先やイベントなどで撮った映

いは何年か先にあっと驚くような意味を見出

像を Facebook などに載せている人は多いと

せるように今から小さなことを記録しておく

思う。毎日とても簡単にムービーは作られて

ことは決して無駄にはならない。お楽しみは

いるのだ。大切な記憶が増えていくことは嬉

とっておく、というやつだ。長引くコロナ禍

しいことだが、古いものはどんどん下の方に

で自由に身動きがとれない間の思い出もまた

追いやられるので常に新しい映像を求めてし

予期せぬ未来への伏線として大切に覚えてお

まうのは勿体ない気もする。

きたい。

『Phantom Ride』より

Mini English Lesson
Add the suffix -ness to adjectives to make nouns. This changes the descriptive adjective into the state of the
adjective. Read the first two examples. Complete the remainder.
Happy		

happiness

The dog is happy and shows happiness by wagging his tail.

Neat		

neatness

Tammy is neat so we see her neatness in the tidy room when we visit.

Quick		

quickness

Jon is quick to learn when

Tired		

tiredness

After studying for 3 hours, I am tired and

Forgetful

forgetfulness My grandma isn’t always forgetful but
Now, make a reason to use these phrases, TODAY!
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We are 28 years old!

ause 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
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

ふれいざーインタビュー
ノゾミ・バン クリーフ Plofile

生まれも育ちも東京。音楽や美術が盛んな教育方針の私

立一貫教育校で幼稚園から短大まで学び、卒業後 80 年代後
半に、広告代理店でグラフィック・デザイナーとしてコマー
シャルデザインをスタート。8 年後に独立し、フリーランス
のグラフィック・デザイナーとして、クライアントの「留
学ジャーナル」
「カルビー」
「朝日新聞」などを担当。現在は
カナダでグラフィックデザイン企業
“Amornu designs”
設立。

グラフィック・デザイナー / アーティスト

アーティストとしては、近年夫と共に始めたアートコレク
ティブ、
“Something Nice by Shawn and Nozomi”を、現

ノゾミ・バンクリーフさん
ふ この道に進んだきっかけは？

在は Face Book をギャラリーとして展開している。

識を持っているか、という

折があり、思うところがあっ

両親の教育方針で、幼稚園から音楽や美術に

ことで、技術は後から付い

て、2005 年に家族と合流す

親しむ環境に置かれました。私の興味は自然と

てくる。君にはその資質が

ることを決めました。バン

美術の方に向いていました。５歳の頃に両親の

あるから学校はもう十分だ

クーバーに来てからは、40

友人に頂いた水彩道具が嬉しかったのをよく覚

よ」と上司に言われ決心が

歳で ESL に通学し、終了後

えています。それ以来絵を描くようになったよ

つきました。

キャピラノ大学のスタジオ

うに思います。ワイシャツの薄い空き箱を額に

職場では男性と同等に扱

アートに入学しました。何

見立てて中に絵や貼り絵を作り、母がそれらを

かわれ、仕事はきつかった

事も新たに始めるのに遅す

壁に飾って展覧会のようにしてくれました。

のですが、とてもやりがい

ぎるということはないです
ね。

幸いなことに母校は美術に力を入れていたの

がありました。同社で８年

で、絵画、彫刻、陶芸など、色々な経験をする

間 の 修 行 の 後、28 歳 で 独

大学在学中にカナダ人の

ことができました。卒業後はやはりアートの道

立しフリーランスの道を歩

夫と知り合い結婚しました。

に進みたくてアートで生計を立てられる仕事を

み始めました。幸いなこと

探したのですが、当時は女の仕事は腰掛けで無

に、いくつかの良いクライ

責任、という見下されたような風潮がありまし

アントに恵まれ、なんとか

た。その両方を解決するために、堅い企画広告

一人で続けることができま

代理店にアルバイトの志願をしました。最初は

した。

ふ with コロナの時代、
ウール加工編みぐるみのウサギ

お仕事に何か変化は？
現在進行中のグラフィッ
クデザインの企画はオンラ

お茶くみや配達ばかりでしたが、その後の働き

その後、カナダへ引っ越

インベースの企業で、私の

を認めていただき、１年後に正社員のアシスタ

したのをきっかけに、グラ

仕事もチームとのコミュニ

ントデザイナーのポジションをオファーされま

フィックデザインは細々と

ケーションもコロナ以前か

した。しかし美大出身ではない自分に自信が持

続けつつも、まだ忘れては

らほぼ全部オンラインなの

てず、美大に再進学したい気持ちがくすぶった

いなかった美術大学進学の

で、特に影響はありません。

ままの私に、
「良いグラフィックデザイナーの条

夢を叶えるべく、地元キャ

日本の企業とももちろんオ

件は、いかに奇をてらったデザインができるか

ピラノ大学のスタジオアー

ンラインでのやりとりです

よりも、クライアントといかに良いコミュニケー

トを受験して通うことが

ションが取れるか、社会の動向に寄り添える良

できました。コマーシャル

ので、同様です。アートの

会社ロゴ

方は、絵を一つ描き初めた

アートとは違う、王道のファ

ところで、今プロセスの 60％くらいです。こち

インアートを勉強する機会を

らも自宅でコツコツとやっているいので、影響は

得られたのは、今後、デザイ

ないですね。ただグラフィック・デザインの方が

ナー / アーティスト人生を歩

多忙だと、考え方が “ビジネス脳” になってしま

み続けるために大きな収穫で

うので、アートとの本格的両立が難しい。ですか

した。

ら、今の企画が一段落したら、アートに向けてもっ
とアウトプットしていきたいと思っています。

ふ どうしてカナダへ？
1991 年に両親がカナダへ移

Family Pool 油絵

www.thefraser.com

これから描きたい絵の企画が溜まっているし、
他にも多様な技術やメディアを使って様々な表

住を決め、弟と私を含め家族

現をしてゆきたいです。それはジュエリーや、

４人に永住権が降りたのです

フェルティングかもしれないし、スカルプチャー

が、私はその時日本で駆け出

かもしれない。今からとても楽しみにしていま

しデザイナーとしての自分の

す。近い将来自分のウェブサイトやオンライン

キャリアに夢中で、東京に留

ショップもきちんと完備し、皆様にもっと手軽

まりました。 その後紆余曲

に見ていただけるようにする予定です。
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第 52 回

VI

キロス田中桜子

ミッション（使命）

遅れてきた、津軽アイヌ
追放者たちの魂
一ヶ月に渡る、「アテルイの首」に導かれた

渦巻く＜日常＞を越えた日々が私を待っていた

羽鶴が私を待っていてくれた。その無邪気で腕

ような旅が終わった。だが長崎から二風谷まで

のだった。土砂降りの中に太陽が輝き、広がり

白な顔を見ただけで、私は疲れが吹き飛んだよ

及んだそのジャーニーで出会った人々、地縁や、 始めた青空が歪んでは裂ける陰陽のエネルギー
様々な出来事が、バンクーバーに戻ってからも が葛藤する中、私はただひたすら何かの霊に憑

うな気持ちになった。再びカナダの地に戻って

私の脳裏を去らなかった。今やほんの九時間か

依されたかのように、無我夢中で目的に向かっ

そこらの空の旅で祖国に戻れる便利さとは反対

て突き進んだ。

これて、良かったと心から安堵した。
しかし、金銭繰りに苦労しきっていたため、
家では子供たちと冷凍のピザや、クラフトディ

当時北米のメディアは日本軍による真珠湾攻

ナーを食べる日々が続いた。スーパーでは特販

土との感情的な距離は、かけ離れたものだった。 撃を非難するハリウッド映画を賞賛し、日本に
私が日本で歩んできた道は、権力側から「劣等 原爆が落とされたのは「戦争を終結させる」た

品を探し、ポテトの皮も捨てずに料理して食べ

に、英語圏の北米に暮らす私と日本の土着の風

させたが、それでも、息子たちは文句も言わな

民族」とみなされた人々の、もうひとつの傷み

めの効果的な手段であったと世論は主張した。 かった。自分の服どころか子供たちの服さえ新

の歴史の道程だった。自分という存在をこの世

大学内でも私の平和活動に対し、風向きはけし

品は買えず、「バリュービレッジ」という中古

界に生み出した先住の祖先たちの声と、「コロ

て良いものではなかった。韓国系、中国系の学

品専門の店で間に合わせるしかなかった。次男

ンバスの新大陸発見」を歴史の輝石とする「国

生や教授は反日感情を隠しきれず、表立った批

のリアは、当時未だ七歳で腕白盛りだったが、

家創生神話」がまかり通る北米大陸の一国に暮

判こそ無いものの、目線には冷たいテンション

ふくれっ面をして泣き顔も見せず、母の勝手を

らす自分の間には、大きなギャップがあった。

が感じられた。家には時折身元不明の人物から

耐えていたようだが、本当は甘えたかったのだ

もしも五十年前にカナダに日系人として生 「Jap､go home!( ジャップ、国に帰れ！ )」と非
まれていたら、私は「ジャップ」と呼び捨てされ、 難する脅迫電話さえかかってきた。名前を名乗

ろう。淋しさは隠せるものではない。子供たち

政府によって「敵国のスパイ」扱いされていた

のためにお金も時間も費やすことが出来ない辛

ることも無く、ただ一方的に切られてしまう、 い日々が重なっていった。

だろう。バンクーバーの日系カナダ人の人々は、 そんなことが度々あった。
だが私は、もう後戻りできない状況に立た
第二次大戦中に国家権力によって家と生活の糧

そしてあの夏は、大きな悲しみが私たち三
人を待ち受けていた。生活に困窮した私は、そ

を奪われ、家族の絆を割かれ、見知らぬ土地に

されていた。長崎原爆写真のパネル展示の準備。 れまで住んでいた二寝室のアパートさえ家賃が

強制収用された。戦争が終結してもすぐには開

八月九日に予定された原爆語り部安井幸子さん

払えなくなり、ついに一間のアパートに引越し

放されず、自由の身になったところで帰る家も

の生命の証言をメインとした「Healing Voices

せざるを得なくなってしまった。一間では子供

」という平和祈念イベントの組織化
奪われた。他の移住民たちには既に与えられて （癒しの声）
いた投票権さえ日系人にはなかなか与えられ と実行。それらの資金繰りと協力団体、五十名

二人を住ますには狭すぎ、子供たちのためには

ず、先住民族の人々と共に、それを受けるのは

を超えるボランティアのコーディネート、コ

ころに預けた方が良いだろうと止む無く判断し

カナダのマイノリティの中でも最後のグループ

ミュニティへの呼びかけ。やるべきことはあま

た。しかし、子供を手放すことは、「死」を覚

の一つとなった。

りにも多すぎ、時間は残り少なく、わが身に鞭

悟するような、悲痛な決断だった。自分が楽に

打つ眠らない日々が続いた。

なりたいから、子供たちを預けるのではなかっ
た。そうではなく、戦場に赴く身に彼らは一緒

「自分のなかには、虐げられた人々の血が流

に連れては行けない、と心を鬼にした決断だっ

れている。そのことは、自分の原点だ。」
私が子供の頃、父が言っていた言葉だ。その
意味を、頭ではなく体で理解したかった。
「人種」

私よりもはるかに収入の安定していた前夫のと

痛みの原点

た。
母親失格と指差されるのを覚悟で、私は「運

という十字架を与えられた他ならぬ自分自身の

子供というのは存在自体が奇跡である。一月

命」と対峙した。あの嵐のような夏、どうして

体の中に、人類の歴史の証が刻まれている。そ

離れて暮らしていただけなのに、レオとリアは

も果たさなければならない使命を負っているの

のことは、如何なる歴史書よりも重い真実性を

もうずっと一回りも二回りも大人になっている

だと自分に言い聞かせなければ、私は辛い生活

持ちうるのだから。

ように見える。日本に行っている間、大丈夫だ

に押し潰されてしまったかもしれない。でも、

ろうとは思いつつ、息子たちのことを思わない

それを果たさずには、自分の人生の先が見えな

一九九五年、バンクーバーに戻ってきた私を

日は無かった。電話をかけ、声を聞くとかえっ

かった。私には「普通」があてはまらなかった

向かえた、あの強い日差しと嵐のような雨を忘

て辛くなるので、なるべく電話もしないように

のである。

れない。天候のみならず、賞賛と非難の両極が

していた。だが、太陽のような明るい笑顔と千
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（つづく）

We are 28 years old!

御伽草子
と

ぞ

梵天国

ぎ

う

し

と、お続けになる。

「それに…」
「 仮 に 中 納 言 様 の 方 が、 は る ば る 梵 天 国

広滝 道代

しくお思いになりながらも、
（ 帝 に は、 靡 き 従 っ て、 そ の 考 え に
従うべきものであろう）

お 話 で す が、 こ の お 屋 敷 か ら 梵 天 国 ま

き 日 の 数 々 を 重 ね て き た が、 そ の

本 当 に 命 が け の 災 難 に 会 い、 憂

と、お考えであった。

「 こ れ ま で の こ と も、 辛 い こ と で は あ り

で は、 は る か に 遠 い 道 で ご ざ い ま す。

都 度、 姫 君 の 機 転 で 乗 り 越 え ら れ

に お 出 か け あ そ ば さ れ る と す れ ば、 の

ま し た け れ ど も 、そ ん な こ と は 苦 し み と

たというほかない。

と 仰 せ に な り、 あ と は 言 葉 に な ら な い
ご様子であった。
思 い に 沈 み こ ま れ た 姫 君 は、 わ っ と
中納言も、内々は

お泣きになるのであった。

お心の中では、

ていらっしゃらない。

さり弁明なさる言葉も持ち合わせ

姫君がおっしゃることに反対な

きようか）

（ だ が、 こ の 上、 何 を 姫 君 に 相 談 で

で す か ら、 そ の 別 れ の 間、 わ た く し は

は思っておりませんでした……」
などと、泣く泣く仰せになる。
姫 君 は 、こ れ ま で の 帝 の ご 下 命 の 一 つ
ひとつが脳裏をよぎるのであった。
迦 陵 頻 迦 、孔 雀 、鬼 の 娘 の 十 郎 姫 、そ
し て 、雷 電 に 至 る ま で 、無 体 な 仰 せ で は
あ っ た が 、父 、梵 天 王 の 宮 殿 か ら 呼 び 寄

な ど と、 嘆 か れ る う ち に、 ひ ど く お 苦

残されているのだろうか…）

（ あ あ、 ど の よ う な 手 段 が わ た し に

しみになるのであった。

う。 苦 し い ご 気 分 な の に。 い っ そ う お
胸をお痛めであろう…）

（ な ぜ、 あ り の ま ま に 申 し 上 げ た の だ ろ

な ど と、 あ れ こ れ と 悔 や み な が ら、 お

と こ ろ が 、今 回 は 、そ う は い か な い 。

しばらく人の姿になって下界にく

返 事 な さ る こ と も で き な い。 た だ ひ た

るには、梵天国に昇らねばならない。

すら姫君のお話をお聞きになってい

（ 姫 君 の 泣 き 憂 い な さ る こ と は、 全 く 無

また、お心は休まらず、

などと、お考えになる。

（どういう運命であろうか…）

だ っ て こ ら れ た 姫 君 に と っ て 、ふ た た び

中納言は、とてもつらくて、何もおっ

らっしゃる。

と、お思いになるのであった。

理のないこと…）
夢 に つ け 現 に つ け、 さ ま ざ ま 物 騒 が

しゃらず途方に暮れられる。

中納言は、思いつめなさる。

泣き顔をして中納言をご覧になるそ

し い こ と が 次 か ら 次 へ と 打 ち 続 く 中、

（つづく）

は火を見るよりも明らかです」

「 こ う な る と …… あ あ ……、 帝 の お 怒 り
帝の宣旨に背くわけにいかずに越して
浄 土 か ら や っ て き た 妻 の 手 前、 恥 ず か

こられた。背くのは苦しいことである。

の お 姿 は 、い つ も は 、お や さ し く 微 笑 ま

少しお心が落ち着いてから、姫君は

が、今は跡形もない。

れ 、気 強 く は っ き り し て い ら っ し ゃ っ た

な が ら 、涙 ぐ ん で 聞 い て い ら っ し ゃ る 。

中納言もいろいろと物思いにふけり

かないことであった。

梵 天 国 に 昇 る こ と は 、無 理 難 題 と い う ほ

梵天王のじきじきの御判をもらってく

せればすむことであった。

ひとりぼっちになってしまいます」

ど う し て 過 ご し た ら よ い の で し ょ う か。

だが、姫君は

いがつのるのであった。

いことのありたけに会ってしまった思

姫 君 の お 心 に は 、何 度 も 何 度 も 恐 ろ し

（その二十五）

ぼ
ん
て
ん
こ
く

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――作藤

俊介

金はない女もいない酒はある

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会
たるむ皮膚心に皺はたたまない

――森下 みえ
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問題は p.15

black widow

cineworld

black widow

cruella disney

dune

dune

映画評論家

Raymond Tomlin
超大作が続々と最寄りの映画館に！……今年の話ではないけれど。
絶対的なものがますます見つけ難い今の世界

の公開を３月と６月に控える。ワーナー・ブラ

情勢でも、これだけは言える。2021 年は、短

ザースの DC コミックス作品は多くが不発に終

けたと見るのは難しいところだ。
ここで懸念されるのは、パンデミックが長引

いスパンで超大作が雪崩のように押し寄せてく

わったが、スーパーヒーローで試験的なバラン

けば長引くほど、制作会社は選択肢が狭まるで

るだろう。前例がないほどの勢いで。

スをとっているのは賢明と言えよう。今のとこ

あろうということだ。

ハリウッドによると、ドゥニ・ヴィルヌーヴ

ろクリスマスに公開される『Wonder Woman

シネワールドの映画館閉鎖の決断は、クリス

監督の『Dune』をはじめとする大作は、世界中

1984』しか予定されていない。ただ、本作も来

トファー・ノーラン監督の SF スリラー『Tenet』

の映画館が通常営業で集客するのが困難である

年に延期されるのではないかと言われている。

が８月、パッとしないセールスを記録した直後

ため、来年の 10 月まで公開されないことになっ

に下されたが、これはドミノ的な作用を引き起

たという。しかし、実際はそれどころではなく、

このほかの作品はどうだろう。

2020 年に公開予定だった作品はすでに大きな

ジェームズ・ボンド・シリーズの『No Time

『Wonder Woman 1984』 の パ テ ィ・ ジ ェ ン

to Die』はすでに 11 月 12 日から来年の 4 月 2

キンス監督は先月こう釘を刺した。映画館の閉

ダメージを受けている。

こす可能性がある。

本来は今年３月が公開予定だったマーベルの

日に延期が決まった。その直後にシネワールド

鎖は非可逆的なプロセスで「閉鎖すれば、後戻

『Black Widow』が来年 5 月７日に公開されるこ

は英国および米国における事業の一時的な休業

りはできない」と警告した。「映画館に足を運

とになったと先月伝えられたが、これはディズ

を発表した。これにより英国の全 127 館とリガー

ぶという行為を永遠に失う可能性もある。この

ニー傘下のスタジオから来年は４作品がリリー

ルシネマの 543 館は 10 月８日より休業となっ

種のことは音楽界にも起こった。利益にならな

スされることを意味する。マーベル・シネマ

た。

いことをひとつ行うことで業界全体が崩壊して

ティック・ユニバース（MCU）の第 25 作目、

『 G o d z i l l a v s K o n g 』、『G h o s t b u s t e r s :

しまうのだ。子供に映画を観せるという時に、

デスティン・ダニエル・クレットン監督、シ

Afterlife』、『Cruella』は 2021 年に繰り越され

あるいはデートで映画を観に行く時に、リビン

ム・リウおよびトニー・レオン主演の『Shang-

たメジャー作品 3 本だが、この避けがたい繰り

グルームに連れていくのが唯一の選択肢となる

Chi and the Legend of the Ten Rings』 が、 来

越し効果が意味するのは、2022 年もかなり忙し

ような世界には、誰も住みたくないはずだ」。

年の 7 月 9 日に公開され、クロエ・ジャオ監督

い年になりそうだということだ。来年に向けた

の『Eternals』 が 来 年 の 11 月 5 日 に 公 開 さ れ

ポジティブな見通しがそのままであれば、だが。

る。本作にはリチャード・マッデン、ジェンマ・

映画ファンは再来年も隔週で超大作が公開さ

チャン、クメイル・ナンジアン、サルマ・ハエッ
ク、アンジェリーナ・ジョリー、キット・ハリ

れる映画天国を楽しめるだろう。
あるいはこうした作品のいくつかは、オン

コロナ後は、自分の安全な活動範囲の外にい
る人と接触することに恐怖するような世界にな
るのだろうか。
自宅にとどまり、コミュニケーションは全て

ントンらが出演する。また、『Spider-Man : Far

ラインで公開されることになるかもしれない。 オンラインになるのだろうか。それがディスト

from Home』のタイトル未定の続編は、来年の

ディズニーは、9 月に議論渦巻く実写版『Mulan』 ピア的なビジョンに感じられるなら、そのビ

クリスマス直前に公開される予定だ。

を動画配信サービス「Disney+」で実験的に独

ジョンはそう遠くない未来に反映されるかもし

占配信したことについて非常に満足しているよ

れない。

一 方、 ソ ニ ー・ ピ ク チ ャ ー ズ は マ ー ベ
ル・コミックのキャラクターをベースにした

うだが、最終的な売上の数字は公表していない。

現在のすべての映画のように。

『Morbius』と『Venom : Let There Be Carnage』 このためハリウッドが別の公開方法に道筋をつ

eternals

shang chi

eternals gemma chan
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日本文化と神道（４）

慰霊祭

はせがわいずみ
11 月 11 日はリメンバランス・デー。北米で
もあちこちで戦没者慰霊祭が開かれます。
また、日本で地震と津波により多くの命を

れた方へ敬意を払う行為です。自分のお葬式を
親族が「長いから短縮して５分で終わらせた」
とされて喜ぶ人はあまりいないと思います。
しゅばつ

失った３月 11 日にも、当神社では毎年、この

お祭りは、まずは「修祓」（お祓い）から始

時期にロサンゼルスで開催されるメモリアル・

まります。感謝やお願いをするとき、汚れたま

イベントにて震災死没者慰霊祭をご奉仕させて

ま相手に会ったりはしないでしょう？

いただいています。津波で亡くなられた方の多

神社以外の場所で行うお祭りでは、祭場（お

くは漁業関係者でした。漁師は船に神棚を設け

祭りをする会場）に神様に来ていただきます。

て大漁と安全を祈願します。そんな背景もあり、 亡くなられた方の慰霊をお願いする神様を、
こうしんのぎ

当神社では主催者側に神道式での慰霊祭のご奉 「降神之儀」でお迎えした後は、お供え物を捧
けんせん

仕を申し入れました。

げる「献饌」です。何かをお願いするときに手

「お祭り」と言うとなんだか賑やかで楽しい
まつ

ぶらでは失礼ですよね？

和言葉で綴った詞です。

いにしえ

祈願や感謝を言葉で伝えた後は、それらの気
持ちを込めて玉串をお供えし、二礼二拍手一礼

に形があるように、神道の拝礼は形であり、作

します。これが神道の作法・形と言えるでしょ

法なのです。「20 分もあるんですか？

う。

ここは

アメリカですから 5 分でやってください」と言

祈願や感謝を玉串を通して心で伝えた後は、
てっせん

う方もいらっしゃいますが、自然の力、亡くなっ

お供え物を下げ（撤饌）、神様を祭場からお見

た方への気持ちは、国も場所も言語も関係ない

送り（昇神之儀）し、お供えした御神酒などを

と私は思っています。また、慰霊祭は亡くなら

いただいてお開きとなります。

My Story
私はバンクーバーで看護師になるための勉

しょうしんのぎ

おみき

info@thefraser.com

私の乳癌闘病記（11）

中田 有厘

Covid19 のせいで遅れており、３月に提出してか

はないだろうか。がん細胞が体の中にあって

強をしているが、日本人看護師がカナダで看

らかれこれ７か月経つが審査が終わっていない。 も、自分が幸せで楽しく生きていけるならい

護師になるためには英語の試験を受けないと

彼とも遠距離になってしまった。仕方がないので、 いじゃないか、と思う一方で、やはり再発や

いけない。特にライティングが難しく、要求

淡々と看護師になるための準備を続けていた。

転移はしたくない。一生ずっとこの病気と付

されているスコアに届かず諦めてしまう人も

なんとかカナダに戻ってこられたのは今年の５

き合っていくことを意味するからだ。実際に

多い。私は仕事も大幅に減らし、治療中かな

月になってからだった。４か月間、思いがけず日

は再発や転移をしなくても結局この病気と付

り集中して英語の試験対策をしていたため、 本に滞在することになったが、手術も成功し、英

き合うことになるのだが。私は、
乳がんになっ

手術の数日前に英語の試験に合格することが

語の試験にも合格することができた。これで、よ

て怖い思いをしたけれど、乳がんになっても

できた。幸先のいい 2020 年の幕開けだと思っ

かったね、とならないところが乳がんで、私はと

明るく生きていけるんだ！ということを世の

た。

ある数値がかなり高く再発の可能性がものすごく

中の人に知ってもらいたいという思いでこの

高いと日本の医師に告げられた。医師からは、こ

文章を書き始めた。でも、いつも明るくいら

に帰ることができなくなってしまったのだ。 のまま日本に残って抗がん剤を続けたらどうかと

れるわけではない、がんだということを忘れ

日本に帰って手術したら東南アジアにも寄っ

提案されたのだが、
すぐにカナダに帰るつもりだっ

て普通に生活しているときもあるし、ものす

てからカナダに戻ろうと思っていたのにがっ

たので断ってしまった。

ごく辛いときもある。

それもつかの間、Covid19 のせいでカナダ

かりだった。看護師になるための書類審査も

www.thefraser.com

隙間川柳の会

お祭りは、日本人が古より受け継いできた作
法・形に則って行います。茶道に作法が、柔道

あなたの心の隙間に

ん。神道ではお葬式を「神葬祭」と言います。

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

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集していま

ありません。神主が読むのは、古より伝わる大

す。お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー

ですので、必ずしも賑やかなものではありませ

宛てに郵送または電子メールにてお送りくださ

エムを神主が読みます。神道には聖書や経典は

い。短歌や俳句も是非どうぞ！ ※作品は、あち

お供え物を出したら、祈願や感謝を綴ったポ

名詞形。神霊に感謝や祈りを捧げる行為のこと

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。

イメージがありますが、「祭り」は「祀る」の

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

（つづく）

正直、再発は怖い。完璧主義の人ほど悩むので
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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）

野生動物を食い物にする人たち
今年の３月に Netflix の配信によって爆発的

この番組「タイガーキング」に対して評論家

な大ヒットをとばしたアメリカのドキュメンタ

や動物愛護団体は、この番組の大ヒットが施設

リー番組「タイガーキング」に登場する私設動

動物園における動物たちの悲惨な現実に拍車を

物園の所有者バガバン・“ドク”・アントル氏が、 かけるのではないかと危惧しています。
動物虐待など 15 の罪状でバージ

このフィルムの主役のジョー・

ニア州で起訴されました。アン

エキゾチックことジョゼフ・マ

トル氏は、マントルビーチ・サ

ルドナド＝パッセージは、2019

ファリという私設動物園を設立・

年４月にオクラホマシティの連

運営し、インスタグラムなどに

邦裁判所で 22 年の刑を言い渡さ

セレブを始めとする数百万人の

れています。ジョーは、2018 年

フォロワーがいる「人気者」で

９月に逮捕されるまでトラの飼

した。アントル氏との間でライ

育とショーを行っていましたが、

オンを密輸し違法売買していた

トラたちの悲惨な状況が問題に

されたということに不満を述べています。こう

キース・ウィルソン氏は、昨年

なっていました。罪状は、野生

した絶滅危惧種の売買や違法な飼育も、アメリ

46 件の動物虐待で起訴された上

生物法令違反が 17 件と、殺し

カだけでも多数行われており、法律の甘さに動

に、今回アントル氏と同じ罪状

屋への殺人依頼が２件。このド

物愛護団体や動物愛護を旨とする専門家が不満

に加え４件の共謀罪が加えられて起訴されてい

キュメンタリーに登場する、ビッグキャットレ

ます。アントル氏やウィルソン氏の子どもたち

スキューという保護団体の創設者に対する殺人

も動物虐待と絶滅危惧種法違反で起訴されまし

も依頼していました。

photo: Keith Roper

を述べているのが現実です。
野生動物を利用して金儲けをする人たちが存
在する限り、密猟は後を絶たないのです。

ジョー・エキゾチックはまた、違法なトラの

た。

飼育だけでなく、自身が運営する “トラと遊べる”
のが売り物の動物園で、遊べなくなったトラを
ガス室で殺させたり、新しいトラを飼う場所を
作るために５頭のトラの頭を銃で撃って殺害し
たりしています。また、逮捕され収監されてい
るときも刑務所から子ライオンの売買の斡旋を
電話で行っていたこともわかっています。
ジョー・エキゾチックが行っていたトラを使っ
たショーなどは数多くあり、“SNS 映え” が理由
でかなりの稼ぎになっていました。事実、彼の
弁護人は、他にも同様の違法行為を行っている
人が大勢いるにもかかわらず、ジョーだけが罰
photo: Keith Roper

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】 今年もあと２か月。毎年のように時間の速さに文句を言

いる方もおられるだろうか。私の間違いから、妻に先立たれたイン

っているが、今年はいつもにもましてあったかなかったかわからない

コの後妻さんのつもりで買った雛が成長したら雄だったことがわか

ほど早く１年が過ぎてしまった。

り、雄２羽で暮らしてもう６，７年になる。喧嘩はしないが仲が良

当初の希望的観測とは違いコロナは全く収束せず、冬に近付くとと

くなく、いつも離れて止まり木にとまっていて、けっして近付こう

もにまたぶり返してきている。自粛生活にうんざりしたり、気が緩ん

としない。以前書いたのは、後からきたインコの具合が悪くなった

だりしている人もいるが、一方で、もうこのような生活スタイルに慣

時、もう１羽がぴったりとくっついて自分の体温で温めながら口移

れてしまった人も少なくない。これはこれでいいと思える、こういう

しで餌を与えていたという話である。そのときも、それを目撃して

暮らし方もありなのではないか、という意見も周りからは聞こえてく

とても感動した。その後、体調が回復するとまた２羽は離れてしま

るようになった。私はもともと全く苦に感じなかったのでどうという

い、よそよそしい行動をとっていたが。

ことはないのだが、ただ、仕事のことや経済的なことを考えると、や

それが先日また、先のときと同じインコの具合が悪くなり、羽を

はりいつまでもこのままでは困る。私は人的にもその他の環境的にも

膨らまして丸くなり動かない状態が２，３日続いた。ところが昨

周りに恵まれているとつくづく思うが、種々の事情から困難の中で苦

夜、ふと見ると、この２羽がぴったりくっついていて、元気なほう

しんでいる人も多く、比較的恵まれた私の立場を生かして何かできる

が弱っていた方の顔や頭の回りをちゅくちゅくと毛づくろいしてい

ことはないかと考えていた。そのような中でいきついたのが、Kaiju

る。されている方は、相手によりかかって体をあずけ、ときどき顔

Cartsと組んで始めた、「ふれいざー・ミールキット powered by Kaiju

をあげて首をやってもらったり頭を下げて反対側をやったりしても

Carts」である。詳細は本誌28ページを。

らっている。

＊		

＊

アメリカでは、再び黒人男性がナイフを所持していたことから警察
官に射殺され、抗議デモが暴徒化して多数の負傷者が出ている。あま
りにも殺伐とした嫌なニュースばかりが耳に入るが、昨夜、私は久々
に心温まるシーンを目撃して幸せな気分になった。といっても、我が
家内のことで、たいしたことではないのだが。
かなり前、うちの２羽のインコの話を書いたことがあるが、覚えて

編集・翻訳 日⇔英

以前、つがいで飼っていたときは仲良し夫婦の見慣れた光景だっ
たが、この雄同士では初めて目にした姿だった。これまで仲が悪か
った２羽がぴったりと寄り添ってちゅくちゅくとやっている姿は、
それはそれは可愛くて、こちらまで幸せな気持ちになっていつまで
も眺めていた。誠に、武者小路実篤の言葉どおり、“仲良きことは
美しき哉”である。
今朝は？……また10センチ離れて座っている。
（エディター： 宮坂 まり）

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 27 答：① 「衒」は、てらうの意。物知り顔に学者ぶって、知識や学問のある
ことを自慢し、ひけらかし誇ること。
「衒学者」は自己顕示欲の強い、鼻持ちなら
ない人物として否定的にいう言葉。
「衒学的」は知識や学問を自慢して、見せびら

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

かさま。ペダンティック。
「彼の書くものは衒学的で、鼻につく」

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）

本
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TORONTO: 8000 Bathurst St. Unit 1, PO BOX 30054,
Thornhill ON L4J 0B8
				
Tel: 647-588-5355 E-mail: toronto@thefraser.com
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Tel: 604-939-8707 E-mail: info@thefraser.com

郵送購読
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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。

投稿規定

8835 Northbrook Court, Burnaby, BC, V5J 5J1
ーーー

ーーー

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!

