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Happy New Year!

旧年中は、温かいご支援、ご厚情を賜り
誠にありがとうございました。
おかげさまで今年、
『ふれいざー』は
創刊二十九年目の年を迎えました。
これもひとえに、読者の皆様、スポンサーの皆さ
まのおかげと感謝しております。
昨年は誰もが予想しなかった激震が
世界に走りました。
このパンデミックが早く収束することを祈りつつ
困難な状況を乗り越え、
これからも皆様と共に歩んでいきたいと
スタッフ一同、一層の努力をしていく所存です。
今後共、ご指導、ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。
皆さまのご健勝、ご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
二〇二一年 元旦

ふれいざー スタッフ一同
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顔 酸
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本年も宜しく申し上げます。

謹賀新年

本年もお引き立て

よろしくお願い申し上げます。

2021 年元日

創業 1978 年 “Cheena”
www.cheenashop.com

music freak
“Wonder”

January
“Evermore

Shawn Mendes
約 2 年半ぶりとなる

今年7月にリリースし

通算 4 枚目のスタジオ・

た『フォークロア』が

アルバム『Wonder』も、

2021年1月開催のグラミ

米ビルボード・アルバ

ー賞で「最優秀アルバム

ム・チャートで初登場

賞」や「最優秀楽曲賞」

1 位 に 輝 き、 こ れ で 4

など計6部門でノミネー

作連続の全米 1 位とい

トされ、注目度が高まる

う快挙を成し遂げ、勢

ばかりのテイラー・スウ

いに乗るショーン・メ

ィフト。そんなテイラー

ンデス。

がなんと5カ月という短

新作については、「僕

いスパンで9枚目となる

自身の一部が紙に書き

オリジナル・アルバムを

留められ、歌として録

サプライズ・リリースし

音されたような作品だ

た。その理由が、「曲を

よ。そしてこれまで通り、限りなくリアルで正直であるよう努めた」と
コメント。「この作品は、ひとつの世界であり、ひとつの旅であり、ひ

Taylor Swift

作るのがやめられなかったから」というから実に彼女らしい。
新作もテイラーが全曲プロデュースし、共同プロデューサーにザ・ナ

とつの夢であり、長い間作りたいと思っていたアルバムに仕上がった」

ショナルのアーロン・デスナーとブライス・デスナー、ジャック・アン

と自信たっぷりだ。世界がスローダウンしたおかげで、じっくりと自分

トノフを迎え、ボン・イヴェールやザ・ナショナル、ハイムら、前作に

の内面を掘り下げる時間が持て、その結果これまでで最もお気に入りの

参加していたゲストを今回も招き入れた。『フォークロア』の続編とも

アルバムになったという。人生のあらゆる部分を見つめ直す彼自身の姿

感じられる仕上がりだ。
テイラーは「今年のホリデー・シーズンは、多くの人たちにとって孤

が率直に描かれた一枚だ。
また、収録曲はすべて恋人のカミラ・カベロへの思いを綴ったものだ

独を感じるものになりそうだけど、私のように誰かを恋しがる気持ちを

とも明かしている。ホリデー・シーズンにはカミラとともに故郷である

救うために音楽に頼る人がいるなら、このアルバムはあなたのためのも

カナダのオンタリオ州に帰って、家族とクリスマスを祝うそう。最近で

のよ」と語っている。

は同じくカナダ出身のジャスティン・ビーバーとコラボし新曲をリリー
スしたことでも話題になったが、同曲も本作に収録されている。

常に前に進もうとする彼女の気持ちが溢れる本作は、アートワークか
らも豊かで質の高い感性と神秘性が伺える。サウンドはもとよりテイラ
ーの人としての魅力にたっぷり浸って聴きたいところだ。

１年を通しての季節のご挨拶には、カナダからの美味・珍味をぜひいかがでしょうか。
ビッグデスカウント・セール対象商品も４月末まで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

www.cheenashop.com
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お届け日

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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43年の実績！！

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

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
父と息子が凍った湖から女性を救助
カルガリー南東部のコミュニティ内にある湖で、小型トラクターに乗っ

また、ワクチンを接種すると答えた人は、自分をとても楽観的だと考
えている人で 88%、いくらか楽観的と考えている人は 72%、いくらか悲

て氷の清掃作業をしていた女性が誤って凍てつく湖に転落、トラクター

観的と考えている人で 25%、とても悲観的と考えている人が 6% となり、

が水没する事故が起きた。消防が現場に駆けつけた時には、女性は幸

大きな違いがあることが判明した。

いにも近くの家から飛び出してきたマイケル・ゲッツラフさんと息子の
ジャックさんに助け出され無事だった。
ゲッツラフさん親子は、清掃作業をしていたトラクターが湖に沈んで

カナダでは、12 月 20 日までに、新型コロナウィルスの感染者数が 50
万人を突破した。国内で最初の感染者を確認してから感染者数が 10 万人
になるまでに６ヶ月かかったが、その後、20 万人になるまでに４ヶ月、

いく様子を目撃すると、迷わず近所の人に助けを求め、延長コードなど

30 万人になるまでに１ヶ月以下、そして、40 万人に達するまでわずか 18

を掻き集めてすぐさま事故現場に駆けつけ、トラクターの運転席に閉じ

日間しかかからなかった。一方で、ヘルスカナダは、12 月 23 日に、アメ

込められた女性に向って延長コードを投げた。女性はなんとかして氷に

リカに次いで世界で二番目に Moderna 社のワクチンを承認し、クリスマ

つかまり体を安定させると投げられた延長コードを掴み、自分の体を引っ

スまでに第一便が届けられる運びとなったことを発表した。

張り上げることに成功、親子の瞬時の判断が女性の命を救った。
この女性は 20 代で、低体温症の危険もないということだが、なぜ厚い

10 月の GDP 成長率は 0.4%

氷が割れてトラクターが湖に転落したのか消防や警察も首をかしげてい

カナダ統計局の発表によると、10 月の国内総生産は 0.4% の増加となっ

る。警察では、川や湖、池、沼は危険なので近寄らないようにと呼びかけ

たことがわかった。これで GDP は６ヶ月連続で上向きとなり、当初の予

ている。

想を少しだけ上回る結果となったため、2021 年の経済にわずかな希望の

子犬詐欺が横行
Better Business Bureau(BBB) の発表によると、2020 年は、コロナ禍で、

兆しが見られると専門家は話している。2020 年３月および４月にパンデ
ミックの影響でカナダ経済は大きく落ち込んだが、以後、少しずつ数字
を戻してきた。

子犬や子猫などを求める人が多くいたが、同時に子犬に関する詐欺事件

しかし、順調な改善が見られる業界と改善が見られない業界とに経済

も多発していたようだ。今年１月から 12/17 までにカナダで報告された

は二分されてきており、11 月の GDP では、依然として製造業の伸びが予

詐欺事件は 111 件（うち 48 件がトロント地域）
、被害総額は 10 万 6017

想される一方、ホテル・飲食関係など 2020 年２月と比べ 10 月にはそれ

ドルに上り、2019 年度に起きた件数・被害総額の 30 件、1 万 9107 ドル

ぞれ 31%、44% の下落となるなど苦戦を強いられてきた業界では、季節

を大きく上回った。BBB によると、一件あたりの被害の平均額は 750 ド

の影響も受け、更なる下降が予想されている。

ルということだ。
また、被害に遭った人たちは、ネットショッピングに不慣れな若年・
高齢世代ではなく、半分が 35 〜 55 歳だったことも判明しており、詐欺

しかし、専門家は、
「コロナウィルスのワクチン摂取が始まり、消費者
もこれまでに外食や旅行ができなかったことで蓄えも増加したこともあ
り、2021 年後半期では著しい経済回復が予想できる」と話している。

の手口を次々と変え、どうしても今すぐに子犬が欲しいと渇望する人々
を手玉に取り、ネットショッピングに慣れている世代をも事件に巻き込
んでいったと見られている。コロナ禍で、購入前に実際に子犬に会うこ
とができず、オンラインで写真を見るだけで購入していたことが詐欺が
横行する大きな原因で、犯人は、勝手にいろいろなサイトから子犬の写
真を集めて編集し、それを見た人が、めったにない機会と確認もせずに
e-transfer で送金してしまうケースが殆どだった。
BBB ではこのような詐欺を防ぐために、ペットを購入する際には、ビ
デオ電話で実際にオーナーと話し、子犬の様子を確認することを勧めて
いる。また、Google reverse image search などで、サイトに掲載されてい
た子犬の写真が何度も使用されていたことが確認されれば詐欺の可能性
が高いこと、相場より低い価格が提示されているものも詐欺の可能性が
高いことを指摘し、送金する前に、しっかりとリサーチをすることを奨
励している。

2021 年は明るい年になりそう：アンケート調査
Leger 社と Association for Canadian Studies が 12 月半ばに成人のカ
ナダ人 1528 人を対象に実施した調査によると、多くのカナダ人が、新
型コロナウィルスのワクチンができたことから来年を楽観視している
ことがわかった。調査報告では、来年のことをいくぶん楽観視してい
ると回答した人は 70%、とても楽観視していると回答した人が 15%、
いくぶん悲観的と回答した人が 10%、とても悲観的と回答した人は
5% という結果になった。ケベック州では、87% の回答者が楽観視し
ていると回答し、カナダ平均の 80% を上回っていた。

www.thefraser.com

日本へ入国する場合と カナダへ入国する
場合の 出国 前 COVID-19 検査
日本入国
１月８日、日本において新たな水際対策措置が決定された。

【重要情報】
海外から日本へ来られるすべての方へ
・国籍を問わず、日本への入国に際し、出国前 72
時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
・検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確
保する宿泊施設等で待機していただきます。
（検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置
をとる場合があります。
）
			

出典：厚生労働省

COVID-19 対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解
除宣言が発せられるまでの間、今まで通り入国時の検査の実施と共
に、国籍を問わず１月 13 日午前０時（日本時間）以降に日本に入国
する、乳幼児を含む、全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出
国前 72 時間以内の検査証明の提出が必要になった。
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トピックス
WestJet がボーイング 737MAX 運行再開へ

国平均は 48% となっている。感染者数の少ない大西洋４州では、10

こ の 程、 カ ナ ダ 運 輸 省 の 承 認 を 受 け、WestJet が ボ ー イ ン グ

人（ノバスコシア州）、20 人（ニューブランズウィッック州 / ニューファ

737MAX 機材の運行を１月 21 日から再開する予定であることを発

ウンドランド・ラブラドール州）までなら集まって良いとされていた

表した。

ことから、親戚・友人と集まったと回答している人の割合は 72% と高

2018 年 10 月と 2019 年３月に相次いで起きた墜落事故で、事故

くなった。

の経緯があまりにも似通っていたことからボーイング 737MAX の

３：ワクチン接種を受けるかどうかについては、71% が受けるつもり

安全性が強く疑われることになり、その直後に世界 32 ヶ国の航空

だと回答し、14% が受けないと回答していることが分かった。地域別

会社 59 社が保有している 387 機全ての 737MAX 機が運航停止と

では、受けると回答している人の割合が一番多かったのは大西洋州の

なった。ボーイング社では、同型機の商業用運航再開に必要なソフ

77% で、一番低かったのはオンタリオ州の 69%。また、居住地域によっ

トウェアの更新や操縦士訓練の変更説明を行い、昨年 11 月に米連

ても明確な差が出た。ワクチン接種を受けると回答した人は、都市部

邦航空局が同型機の運航再開にゴーサインを出した。

に住む人で 75%、郊外に住む人で 70%、農村地域に住む人で 66% と

12 月にはブラジルの国内線で約１年９ヶ月ぶりに同型機が運航
を再開し、その後、12 月下旬からアメリカン航空でも国内線での
運航が再開された。WestJet は、13 機の 737MAX 機材を所有して
いるが、実際の商業用運行再開までには、まだ運輸省から乗客を乗
せる許可を取り付けなければならない。同社では、「今回の発表は、
乗客に十分な周知期間を設けるため」と話している。
737MAX 機材は、当面の間、カルガリー・トロント間で週３回の
使用が予定されており、その後、WestJet は増便に向けてのアセス

いう結果となっている。

グレーターバンクーバーで 12 月の不動産販売件数
が最高に
グレーターバンクーバー不動産協会の発表によると、昨年 12 月の
不動産販売件数は 3,093 件で、2019 年の 2,016 件から 53.4% もの上
昇となり、記録的な数字となった。
通常、12 月は、ホリデーシーズンに入るため不動産販売件数は１年
で一番少なくなるのだが、2020 年は、新型コロナウィルスの影響で異

メントを実施することになっている。

例のパターンとなったと同協会では話している。一戸建ての販売件数

コロナ関連のアンケート調査結果

は 2019 年の 12 月と比べ実に 71.3% の増加、タウンハウスの販売件

Leger 社と Association for Canadian Studies が 12 月 30 日～１月
３日に実施したコロナ関連のアンケート調査の結果が発表された。

数も 62.9% の増加となった。
また、コロナ禍で都心から郊外の広い家に引っ越すことがトレンド

１：感染が最悪の時期を越えたかどうかについては、回答者の半分

だったにも関わらず、コンドミニアム・アパートの販売件数も 40%

が今が最悪の時期だと答えており、30% がこれから最悪の時期を迎

の増加となっている。年間を通してみると、2020 年に売買された総

える、10% が最悪の時期は既に過ぎたと回答した。年齢別に見ると、

件数は 30,944 件となり、2019 年から 22.1% の増加、2018 年からは

状況を楽観視している人の数は年齢が上がるにつれ低くなってお

25.7% の増加をみた。これは、夏以降、秋、冬になっても安定したペー

り、地域別に見ると、状況を楽観視している人はマニトバ州やサス

スで需要と供給があったことと低金利が続いているためと専門家はみ

カチュワン州で多く、逆に悲観視している人はケベック州で多かっ

ている。

た。
２：ホリデーシーズンに友人や親戚と集まったと回答している人の

ワクチン接種が進まない：トルドー首相に焦り

割合は、オンタリオ州で 53%、ケベック州で 46%、マニトバ州・

新年最初の会見で、トルドー首相は、ワクチン接種が予定通りに進

サスカチュワン州で 42%、BC 州で 39%、アルバータ州で 32%、全

んでいないことに焦りを覚えると話した。トルドー首相は、
「私自身も
含め、カナダ国民はワクチンがフリーザーの中に眠っていて私達の腕

sudoku break

に接種されていないことに苛立ちを覚える。しかし、各州と緊密に連
携し、ワクチンの配布スピードを改善し、各州が必要とするサポート
を引き続き提供していく。今年９月までには、ワクチン接種を希望す
る人全員が接種を受けられるようにできると確信している」と語った。
昨年 12 月に最初のワクチンが承認されて以来、連邦政府は 420,450
回分のワクチンを配布したが、１月５日現在までに実際に接種された
のは 143,250 回分のみとパンデミック研究チームは報告をあげている。
特にオンタリオ州ではワクチン接種に著しい遅れが見られているた
め、トロント、ピール、ヨーク、ウィンザー・エセックス地域の長期
ケアホームの住人、ワーカー、介護士に対し、1 月 21 日までにワクチ
ン接種を終えるよう全力を尽くすと関係者は述べている。
カナダでは、１月３日の週には新たにファイザー社のワクチンが

答えは p. 31
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オンタリオ州、制限強化
オンタリオ州のダグ・フォード州首相は 19

1 月 23 日まで州全域のロックダウンへ

小売店

る。他者との距離が保てる場合は、一部の屋
外施設は営業できるが（アイスリンク、クロ

日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染

生活必需品を販売する商店はこれまで通り

拡大に伴い、クリスマスの翌日 12 月 26 日午

営業が認められるが、店内の収容人数は厳し

スカントリーなど）、スキー場は閉鎖される。

前 12 時 1 分から再び州全域のロックダウン

く制限される。ディスカウント店は 25％、スー

モータースポーツ、遊園地、ウォーターパーク、

（都市封鎖）措置に踏み切ると発表した。期間

パーやコンビニ、屋内のファーマーズ・マー

デイ・キャンプも閉鎖される。

は全域で 1 月 9 日まで、首都オタワやトロン

ケットは 50％、薬局は 50％、酒屋は 25％の

トを含む州南部では 1 月 23 日までとなる。

人数制限が行われる。これ以外の商店は営業

エンターテイメント

トロントなどオンタリオ州の一部はすでに

停止となる。なお、カナビス（マリファナ）・

ドライブインやドライブスルーのイベント

11 月末からロックダウン下に置かれている

ストアは、カーブサイドピックアップまたは

は 中 止 と な る。 コ ン サ ー ト、 劇 場、 映 画 館

が、現行の規制では、今後も 1 日当たり 1500

配達のみとなる。

は、リハーサルや録音されたコンサートやパ

人以上が新たに新型コロナに感染するとされ、

フォーマンス上映のためならオープンできる。

自動車販売店は事前の予約が必要で、屋外

入院患者や ICU 病床使用率の激増から、厳し

の商店やクリスマス関連のマーケットは、主

但し、10 人以上がステージに上がることはで

い対策が急務となった。

な商品が食品の場合のみ、営業可能。園芸、ハー

きない。

一方、オンタリオ州政府は、州全域でのロッ

ドウェア、ペットフード、コンピュータなど

クダウンに際し、スモールビジネスに対する

を販売する店舗は、事前に注文した商品を受

支援金の用意があることも発表した。対象は

け取るカーブサイドピックアップまたは配達

従業員が 100 人以下の中小企業で、2019 年 4

のみとなる。

その他のサービスや機関
パーソナル・ケア・サービス、カジノ、ビ
ンゴ・ホール、ゲーム場、ツアー、ガイドサー

月と 2020 年 4 月の収益を比較し少なくとも

モールは対面での営業が禁止され、カーブ

ビスは閉鎖となる。動物園や水族館は閉鎖さ

20％の収益減が認められる場合、1 万ドルか

サイドピックアップのみの対応となる。ロッ

れるが、動物の飼育は行われる。美術館や文

ら最大 2 万ドルまでが助成される。詳細は 1

クダウン中も営業が許可されたビジネスや

化施設は閉鎖される。図書館は、接触のない

月に発表される。

サービスを受けるためなら、モールに入るこ

カーブサイドサービス、配達、ピックアップ、

とが許可される。

チャイルドケアなど許可されたサービスは続

規制の内容は以下の通り。

集会やイベント

行できる。

レストランおよびバー

不動産のオープンハウスは許可されない。

同じ世帯に住む人以外との屋内での集まり

レストランやバーなどでは屋内・屋外を問

物件の案内はアポイントメントのみで行う。

は制限され、一人暮らしの人やシングル・ペ

わず飲食が禁止され、テイクアウト、ドライ

建築・道路工事は許可される。宅急便、郵便、

アレントはもう 1 世帯のみと会うことができ

ブスルー、配達のみとなる。飲食店として営

配送、引越しは行ってもよい。

る。屋外での集まりは 10 人に制限され、他者

業するナイトクラブやストリップクラブもテ

家事サービスは子どもや高齢者などケアが

との間隔 2 メートルが保てない場合は、マス

イクアウト、ドライブスルー、配達のみなら

必要な人のためにのみ、掃除や料理などが許

クを着用するなどソーシャル・ディスタンス

営業が許可される場合もある。

可される。

スポーツおよびリクレーション

レンタルサービスは、予約客のみで対応され

のルールに従う必要がある。
宗教の礼拝、葬儀、結婚式は屋内、屋外と

自動車や機器の修理、必要なメンテナンス、
る。ペットに関しては緊急時のみの対応で、

も 10 人に制限される。オンラインや車中にと

屋内・屋外のスポーツやフィットネス・ジ

どまる形で行われる宗教セレモニーは許可さ

ムは閉鎖されるが、トップクラスのアスリー

それ以外はカーブサイドサービスとドロップ

れる。

トや特定のプロ・リーグ用の施設は例外とな

オフのサービスのみとなる。

教育

川路 廣美

ハワイの元旦に

きせつはず

季節外れに

咲き残り

しんしゅん

新春迎えた

なでしこの花

ぬく

母の温もり

やど

チャイルド・ケアは、州全域のロックダウ

宿す花

ングなど対面授業が必要な例外は除く。

ふ

ポスト・セカンダリーの教育機関は、オン
ライン授業のみとなる。但し、臨床トレーニ

そっと触れれば

教室での授業に戻る。

うれしくて

る。オンタリオ北部の小学校は、1 月 11 日に

こ

ルは 1 月 25 日までオンライン授業を続行す

言葉を越えて

授業が再開されるが、セカンダリー・スクー

詩
美しい

タリオ南部の小学校は 1 月 11 日に教室での

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

公立・私立の学校は新年の授業再開に伴い、
リモート授業に切り替える必要がある。オン

ン中も引き続き営業が可能。

www.thefraser.com
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カナダのニュース

ロックダウン中の海外旅行
オンタリオ州の財務相ロッド・フィリップ氏

首相の決定を尊重すると述べた。

は 12 月 31 日、新型コロナウイルスの感染拡
大により同州で厳しいロックダウン（都市封鎖）

オンタリオ州の財務相が辞任

その数時間後、フォード氏は、フィリップス

らも厳しい意見が噴出し、発端について説明を
求める声や辞任要請の声が相次いでいた。

氏の辞任を受理したと発表した。
「オンタリオ

NDP のアンドレア・ハーワス党首は、フォー

が実施される最中、カリブ海に家族旅行をして

州の人々は現在大きな犠牲を払って生活してい

ド州首相が旅行の事実を知ってから辞任が発

いたことが発覚し、辞任した。この日、同州の

る。この辞任は我々政府が義務の遂行をいかに

表されるまでに二週間かかったことを指摘。

ダグ・フォード州首相が発表した。

真剣に捉えているかを証明するものになった」 「フォード氏はすぐに辞任させるどころか、秘

フォード州首相は先月、12 月 23 日より少な

と強調した。

密にしておくことを助けようとした。フィリッ

くとも 28 日間のロックダウンを実施することを

フィリップス氏の事務所は、フォード州首相

発表し、州民にはホリデーシーズンであっても

の発表後すぐに辞任を認める声明を発表。同氏

不急不要の外出を控えるよう呼びかけ、違反者

は書簡で「ホリデー中の旅行は誤った決定だっ

一方、オンタリオ自由党のスティーヴン・デ

には 750 ドルの罰金を科すことを強調していた。

た」と再度謝罪し、オンタリオ州が強固な基盤

ル・デュカ党首は「フィリップス氏はオンタリ

国内で最も人口が多いオンタリオ州では 12

の下、COVID-19 を確実に乗り切ることが財務

オ州民を裏切り、こっそりとカリブ海に旅行し

月 31 日に 1 日の新規感染者が 3300 人に達し

省の最優先事項であり、政府の最優先事項であ

た」と述べ、フォード氏が知っていながら何も

たほか、カナダ各地で連日、新型コロナウイル

ると語った。その上で
「私の家族、
同僚スタッフ、

手を打たなかったと非難した。

スの新規感染者が過去最多を更新、国を上げて

財務省の職員に感謝の意を表明する」と述べた。

「今年のクリスマスは自宅で世帯内の人のみと
祝うこと」が求められていた。こうした中、
フィ
リップス氏は先月 13 日、カリブ海のサンバル
テミー島に家族とともに出発した。

フィリップス氏は州議会の一員としては留ま
る。

「憤りを感じている」とフォード氏

プス氏の辞任は旅行のためではなく、発覚した
からだ」と批判した。

フリップス氏の事務所は、同氏が昨年 8 月に
はスイスに旅行をしたことも認めており、デル・
デュカ党首はこの件についてもフォード氏が咎
めなかったことを指摘した。

自宅で過ごしているかのような動画

一方、フィリップス氏だけでなく、連邦政府

フォード州首相はフィリップス氏の辞任発表

および州政府に在職する政治家がパンデミック

の前日、ワクチン開発を行っている施設で「非

フィリップス氏が出発した後、同氏の事務所

中の規制に反して国外旅行をしていたことが

常に遺憾だ。この事実に憤りを感じている。私

は本人からのメッセージをツイッターに投稿し

次々と明るみになっており、議論を巻き起こし

が連日のように外出を控えて欲しいと州民に呼

続けていたため、ホリデー休暇をあたかも自宅

ている。

びかけているというのに」と怒りをあらわにし

で過ごしているかのような印象を与えていた。

ていた。
「議員も一般人も関係ない」と指摘し、

空港で謝罪

投稿の中にはフィリップス氏が暖炉の横に腰

いかなる役職の公人であっても、不急不要の旅

掛け、地元のメープルシロップを手に「ナショ

行を回避することが求められる州のガイドライ

ナル・メープルシロップ・デー」を祝い、州民

ンを無視することは「容認できない」と述べた。

に感謝を述べている動画もあった。これについ

間違いを犯した」と非を認め、謝罪した。
「出

ただ、フィリップ氏の旅行については事前に

てフィリップス氏は「多くの政治家がソーシャ

発後２週間でこれほど感染者が増加すると分

知らされていなかったことを強調し、事実を

ルメディアに動画を投稿するが、そのほとんど

かって入れば、旅行は控えていた」と釈明した

知ったのは出発後で、直ちに引き返してくるよ

は事前に録画されたものだ。これはパンデミッ

が、州では数ヶ月前から不要な旅行は控えるよ

う求めるべきだったと語った。

ク中のスモールビジネスを促進するために行っ

旅先からトロント国際空港に降り立ったフィ
リップス氏は、記者団に対し「愚かな、愚かな

う呼びかけられていた。また、現職に留まりた
いという思いをにじませつつも、フォード州首

野党はフォード氏にも怒りの矛先を

相との「非常に厳しい話し合い」から導かれた

フィリップス氏の旅行をめぐっては、野党か

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

たことで、ホリデーシーズンの挨拶だった。し
かし、状況から不誠実な印象を与えるものとなっ
た。そのことについては謝罪する」と説明した。
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①事業開始の認可を得る。
②事業を開始する。
③事業を初めて軌道に乗り始める。
解答・解説は 46 ページ

Happy New Year!

世界の出来事

新型コロナ変異種

感染力最大で 7 割増

英政府は 19 日、国内で新たに確認された新型

クリスマスの制限緩和は中止に

ウェーデンは英国とデンマークからの入国を

コロナウイルスの変異種による感染が急速に拡

ジョンソン首相は当初、クリスマス前後の 5

大していることを受け、ロンドンとイングラン

日間限定で特定の 3 世帯まで集まれるという制

禁止する。さらにはカナダ、イスラエルなど

ド東部および南東部に対し 20 日から規制を厳格

限緩和を計画していたが、当局者とウイルスの

アジア地域では香港とインドが航空機の乗

化すると発表した。これにより生活必需品を販

突然変異に関する緊急協議をした結果、計画の

り入れを禁止した。サウジアラビア、
クウェー

売する店舗以外は営業停止となり、当該地域の

中止を決定した。ジョンソン氏は「新たな変異

ト、オマーンなどの中東地域も渡航を禁じた。

住民 1600 万人余りが不要な外出を禁止される事

種が持ちうるリスクを考えると、クリスマスを

実上のロックダウン（都市封鎖）となる。

例年通りに過ごすことは不可能だ」と指摘。こ

も英国からの渡航を禁止した。

英以外でも 5 カ国で変異種

ジョンソン首相は臨時会見を開き、現段階の

れ以外の地域でも、この緩和措置は 25 日だけに

世界保健機構（WHO）の新型コロナウイ

分析結果として、変異種は「従来のウイルスよ

短縮した。なお、英国全土で住民は居住地域に

ルス対策技術責任者マリア・ファンケルク

り最大で 70％感染力が強い可能性がある」と説

とどまるよう指示されており、鉄道の駅では警

ホーフェ氏は 21 日、新型コロナの変異種が

明した。この変異種は 9 月の中頃にロンドンま

官が増員されている。

英国以外に 5 カ国で確認されていることを明

たはその南東のケント州で出現したと考えられ

ジョンソン氏は「ウイルスが攻撃方法を変え

ており、12 月半ばにはロンドンの新型コロナの

て来たら我々も防御方法を変えなければならな

イスランド、イタリア、オランダで各 1 例、

6 割以上を占めるまでになっていた。

い」と国民に理解を求めた。また 21 日の記者会

デンマークで約 10 例見つかったと述べた。

英国では 11 月後半にロックダウンを導入した

見で「世界中の友人たちと連携していく」と述べ、 一方、南アフリカで発見された類似した変異

にもかかわらず、ケント州で感染率が下がらな

各国と協力し、感染抑止に全力を尽くす考えを

かったため保健当局が調査に乗り出し、変異種

強調した。英国の分析結果は、すでに世界保健

の拡大を突き止めた。英首相は英南東部で感染

機関（WHO）に提出されているという。

が急拡大したのはこの変異種が原因であると指
摘した。
一方、
「重症化率や致死率の高さを示す証拠は
なく、ワクチンや治療の効果に影響する証拠も

らかにした。英国に続き、オーストリア、ア

相次ぐ英からの渡航制限

種とは異なるものだとした。
ファンケルクホーフェ氏は、不明な点は多
いものの、変異種が感染者を従来種より重症
化させたり致死率を上げたりする証拠は現時
点では見つかっていないが、感染者 1 人が

こうした事態を受け、警戒は世界中に広がり、 平均して何人に直接感染させるかを表す「実
欧州や中東、アジアなど 40 以上の国・地域が

効再生産数」を 0.4 ポイント押し上げること

ない」と強調した。欧州連合（EU）の専門家も、 21 日までに英国からの入国制限を決定した。特

はわかっていると述べた。ファンケルクホー

ワクチンは変異種にも有効だとの見方を示して

にクリスマス休暇を目前に控えた欧州では欧州

フェ氏は英国などと協力して調査を続けてい

いるという。

内での人の移動が増える時期であるため、感染

くと語った。その上で、感染経路は飛沫の

変異種については、ハンコック保健相が 14 日、 拡大への警戒感がより一層強まっている。

吸い込みなど従来のウイルスと同じであるた

イングランド南部を中心に計 1000 件以上確認さ

フランスは 20 日、英国からの入国を 21 日午

れていると発表していた。ハンコック氏は、変

前 0 時から 48 時間、鉄道と空路で禁止するこ

異種の感染は現在、制御不能に陥っていると警

とを決定した。英国への出国は規制しない。ド

告しており「ワクチンが普及するまで制御する

」
イツも航空便の受け入れを停止する。このほか、 器系ウイルス脅威諮問グループ（NERVTAG）

ことは非常に難しくなると思う」と語っている。

イタリアやベルギー、オランダ、オーストリア、 は 21 日、この変異種について、従来種と異

こうしたなか、欧州連合（EU）欧州委員会は

ルーマニア、ブルガリアなどが英国からの入国

め、手洗いやソーシャルディスタンスなど、
これまでの対策が重要だと強調した。
また、英政府の諮問機関である「新型呼吸

なり、子どもも大人と同様に感染しやすい可

21 日、米製薬大手ファイザー製ワクチンの販売

を規制する。スペインやポーランド、スイス、 能性があるという見方を示した。

を承認した。

ロシアなども英国からの入国禁止を決めた。ス

日本の伝統文化・慣習を次世代に伝えましょう！

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

アメリカ出世稲荷神社

ShintoInari.org

（鎌倉時代から島根県松江市に鎮座する出世稲荷神社のアメリカ分社）
@ShintoInari
@ShintoInari
@ShintoInari
ShintoInari
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世界のニュース

トランプ支持者米議事堂占拠

下院は大統領の罷免決議案を採決か
弾劾訴追の可能性も

トランプ米大統領は７日、凍結が解除され

戦争で英軍が火を放った 1814 年以来、200 年

たツイッターに短い動画を投稿し、
「議会は選

ぶりのこと。大統領の支持者が民主主義の象

トランプ大統領の任期は残りわずか 10 日。

挙結果を認定した。新政権が 20 日に発足する。

徴である議会を脅威にさらすという前代未聞

しかし民主党のナンシー・ペロシ議長は 10 日、

今は円滑で秩序だった政権移行に専念してい

の事態となった。

大統領が「反乱を扇動」したとする弾劾条項

る」と述べ、これまで拒み続けてきたバイデ
ン次期大統領の勝利を認めた。
６日に大統領が支持者による連邦議会議事
堂の占拠を扇動したことを受け、閣僚らが相

この占拠で会議は中断されたが、７日未明、

を含む訴追決議案を 11 日にも下院に提出する

大統領選の結果が正式に承認された。

方針を示した。

トランプ氏による扇動

免を求める決議案を採決するとしている。ペロ

また、ペシロ氏は、11 日にトランプ氏の罷

次ぎ辞任。民主党はもとより身内の共和党か

トランプ大統領は６日、上下両院合同会議

シ氏が民主党議員に宛てた書簡によると、決議

らも激しい責任追及を受け、弾劾や罷免の可

に合わせてホワイトハウス近くで支持者らと

案ではペンス副大統領に対し、合衆国憲法修正

能性も浮上していることから、自らの「敗北」

集会を開き、約１時間にわたって自らの勝利

25 条を発動してトランプ氏を罷免するよう要

を認めることで追求を交わす狙いがあるとみ

を主張した。さらに陰謀論を展開し、
「力強さ

求するという。憲法修正 25 条では、副大統領

られている。

を見せつけろ。死ぬ気で戦え」と支持者らを

や各省長官の過半数によって、大統領が職務と

トランプ氏は７日になってようやく議会を

扇動。バイデン氏勝利確定の審議に抗議する

権限を行使できないと判断された場合は、副大

占拠した支持者の行為を「悪質な暴力」と非

よう呼びかけると、少なくとも数千人の支持

統領が大統領代理に就くと規定されている。

難したが、扇動したとされる自身の責任には

者が議会へと行進し、一部が窓ガラスを割る

触れなかった。

などして議事堂内に乱入した。

200 年ぶりの議事堂攻撃

集会にはトランプ氏の個人弁護士ジュリ

られた大統領はこれまでいない。しかし１月

アーニ氏や長男のドン JR 氏も参加していたと

20 日まで上院は共和党が多数派であり、解任

いう。両者とも扇情的な発言で支持者らを煽っ

が認められるには下院過半数と上院３分の２

たと報じられている。

以上の賛成が必要なため、実際にトランプ氏

暴徒化した多数のトランプ支持者らによる議
事堂の襲撃は、上下両院合同会議でバイデン次

弾劾手続きが進めば、トランプ氏にとって
これで２度目となる。弾劾手続きが２度も取

期大統領の大統領選勝利を確定する手続きが行

バイデン氏はこの混乱を受け、
「民主主義や

われている最中に発生した。乱入した支持者ら

法の支配への攻撃だ。侵入者らはデモ隊ではな

ただ、ペロシ氏は大統領の任期が残りわず

は、約４時間にわたって議会を占拠。これによ

くテロリストだ」と演説し、
「トランプ大統領

かであっても弾劾訴追を行う権限が下院には

り会議は中断され、議員らは一時避難した。

が弾劾裁判で有罪になる可能性は低い。

が煽った」と非難。トランプ氏に即時退去を呼

あると強調。民主党はトランプ氏の行動の責

警察は銃や催涙ガスを用いて制圧に乗り出

びかけるよう訴えた。また７日にバイデン氏の

任を問うべきとの見解で一致している。

し、周辺の州からは州兵も派遣され、暴徒ら

大統領選勝利を宣言したペンス副大統領も「暴

を排除した。乱入に伴い女性１人を含む４人

力は勝利しない。議会史上に残る暗黒の日だ」

の支持者が死亡した。

とトランプ氏を批判した。それまで大統領に忠

連邦議会議事堂が攻撃を受けるのは、米英

実だった副大統領も反旗を翻すに至った。

FB アカウントは無期限停止
米フェイスブック（FB）は７日、トランプ
支持者による米議会の占拠事件を受けて、ト
ランプ氏の FB およびインスタグラムのアカウ
ントを無期限に停止すると発表した。当初は
投稿された動画を削除し「24 時間」の停止と
していたが、次期政権への移行期となる今後

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

一歩出ず心の扉開かない

和子

みえ

――尾田

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

――森下

震えない指に感謝の年賀状

sudoku break

２週間は少なくとも停止するとした。
「トラン
プ大統領に我々のサービスを提供することは
リスクが大きすぎる」と説明した。
一方、米ツイッターは７日、トランプ氏の個
人アカウントを 12 時間凍結したものの一旦解
除したが、トランプ氏が同社の規則を守らない
ことに業を煮やし翌日 8 日大統領のキャンペー
ンアカウント共々無期限停止とした。公式の”
大統領” (POTUS) に上げられたメッセージに至っ
ては、
同社が直ちに削除している。
アマゾン、
アッ
プル、グーグルプレイもトランプ支持者らが集
う新興 SNS パーラーへのクラウド基盤の提供を
停止した。

答えは p. 30
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【随想】 ――思いでの中にある古典

新納 基久

母にいわれてねぼけまなこをこす
り こ す り 見 る 庭 は 一 面 の 雪 景 色 で、

いやしけよごと
カナダ大使館での最終審査もすみ、
バンクーバーへの永住が決定した後
に、 ふ と 決 意 を た め ら わ す よ う な 考 枕 も と に は、 い つ 作 っ た の か ア オ キ
えが突然心に浮かんだ。東京に生れ、 の葉の耳とナンテンの実の目をつけ

た ん で、 あ あ 雪 だ な っ て す ぐ に わ

ら、 明 け 方 に カ ン カ ー ン っ て 音 が し

東 京 以 外 の 土 地 で 全 く 暮 ら し た こ と た雪ウサギが盆の上に座っていた。
が な く、 北 国 の 生 活 体 験 の な い 私 に 「 夜 中 に ば か に 静 か だ と 思 っ て い た
と っ て、 は た し て バ ン ク ー バ ー で の
冬に耐えられるであろうかという恐

タイヤなどなく、突然の雪にスノー・
タイヤをつけていない車の方が多
か っ た た め の 大 混 乱 で あ っ た。 さ い
わ い、 私 は ス ノ ー・ タ イ ヤ を 十 月 末
につけたので、途中の坂で一度スリッ
プしただけで案外早く家に着いた。
家では妻が、キツラノの学校へ行っ
ている長女がまだ戻っていないと心
配していた。
「いつもなら四時に帰ってくるのに、
もう五時も過ぎている」
夕食の支度もせずに何度も玄関を
出たり入ったりしていた。
六時を過ぎた。
「すみません。バス停に行ってみて来

「 そ れ は ね ェ、 モ ッ チ ャ ン。 道 を 歩

の」

私はセーターを何枚も重ね着した

「それにしても遅すぎるわ。お願い」

「大丈夫だよ。この雪だ。大渋滞だよ」

て」

いていると下駄の歯の間に雪がつ

て音がするとどうして雪だとわかる

怖 に か ら れ た の だ っ た。 話 に 聞 く 北 かったわ」
海 道 や 東 北 で の 雪 の 中 に 閉 じ こ め ら 「ねえ、おばあちゃん。カンカーンっ
れ た 暮 ら し は と て も 厳 し く、 暗 い も
のであるという先入観が幼いときか
ら形成されていた。
だ が、 東 京 の 子 供 に と っ て 雪 は 楽

上 に オ ー バ ー を 着 込 ん で 家 を 出 た。
続 い て い た。 バ ス は た ま に 来 る が 娘
も心配になって家に何度も電話した

ブロードウェイでは相変らず渋滞が

まってね、歩けなくなるから、塀の
しいものだった。幼いとき雪が降る
と妙に嬉しくなり、はしゃぎ廻った。 土台なんかにぶつけて歯の間の雪を
取 る の。 そ の と き 寒 い か ら カ ン カ ー

の 姿 は 一 向 に 見 あ た ら な か っ た。 私

「 ユ キ、 ユ キ、 ユ キ。 ユ ー キ が 空 か

ンてよく響くんですよ。わかった」

ら お り て き て、 ハ ッ パ も な に も ま っ

りしていた。
やっと八時を過ぎて娘がバスから
降 り て 来 た。 い つ も 通 り 乗 っ た の に

十一月でこの雪なら先が思いやられ

て、 子 供 た ち に 毛 皮 の つ い た 雪 靴 を

探 し た が ど こ に も 見 あ た ら ず、 や っ

とカルガリーで見つけて買ってきた。

しかし、その後は雪らしい雪もなく、

とうとう使わずじまいで人にあげて

しまった。

あ れ か ら 十 八 年、 日 本 か ら 来 た 人

に、 バ ン ク ー バ ー は 雪 は 殆 ど 降 り ま

せ ん、 な ど と 説 明 で き る ほ ど 経 験 を

しかし、この冬は少し違うようだ。

積んだ。

十二月の末と一月初めの雪はまだ消

え ず、 厳 寒 の 日 が 続 い て い る。 こ の

雪で車の事故こそまだ起こしていな

い が、 玄 関 の ポ ー チ の ブ ラ ッ ク・ ア

イスに足を滑らせて頭にコブを作っ

た 上 に、 手 に 持 っ た 鍵 を 雪 の 中 に ほ

う り 投 げ 見 失 っ て し ま う な ど、 新 年

早 々 か ら つ い て い な い よ う だ。 こ の

上 は 萬 葉 時 代 の 人 々 の よ う に、 大 雪

に瑞兆を願わなければなるまい。

眠りして時間のたつのも知らなかっ

「ホカホカして気持ち良かったから居

がつぎつぎと積んでいきますように）

（新年の初春の雪のようによいこと

新しき年の初めの初春の
今日降る雪の
よごと
いやしけ吉事
ク ー バ ー に 来 た。 そ の 十 一 月 に、

今までかかったのだという。
危惧していた雪が降った。昼ごろか

一九九三年一月号「思いでの中にある古典」より

雪は積もったが二、三日で消えた。

だった。

親の心配をよそにのんきな態度

たわ」
り、 早 め に 仕 事 を き り 上 げ て 街 に 出
たときには既に交通大渋滞が始まっ
ていた。当時はまだオールシーズン・

大伴家持（おおとものやかもち）
万 葉 集 最 後 の 歌 第 二 十 巻・
四五一六

ら急に降り始めた雪はどんどん積も

一 九 七 五 年 の 夏、 私 た ち は バ ン

十一年、二・二六事件の朝だった。

その朝、学校にいった姉が
白け」
そ ん な 童 謡 を 勝 手 に 作 っ て 歌 っ て 「きょうはお休みだって」
とすぐにもどってきた。それが昭和
いたら、
「うーん、歌になっている」
と父が変に感心していた。
それを聞いていた祖母が
もーのはお年寄り」

「 喜 ぶ も ー の は お 子 供 し、 い や が る
と口ずさんでいた。
「 さ あ 雪 で す よ。 早 く 起 き て み て ご
らん」
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知っておかなければならない
COVID-19 ワクチン接種 パンデミック収束への始まり
2019 年 末 か ら 世 界 に 不 気 味 な 触 手 を 伸 ば し 続 け て い る

クチンの接種がスタートし、世界で３番目の摂取開始国となって

COVID-19。1 年を通した感染者数は 8512 万人、死者 184 万人を

“収束の始まり” に希望の光がさしはじめた。しかし、好調なスター

記録した（１月３日、米 John Hopkins 大学発表）。その不安の渦中、

トを切ったようにみえたワクチン接種も、その浸透は様々な難関

前代未聞のスピードでワクチン開発が行われ、通常何年もかかる

に直面している。
今月は、COVID-19 ワクチンの種類と、接種を受けられる条件

認証のスピード緊急使用が実現し希望を与えてくれた。
カナダでは昨年末の 12 月 14 日、ファイザー社の COVID-19 ワ

やグループの優先順位などについて紹介する。

コロナワクチンに関する状況

＊カナダとアメリカで現在ワクチン接種されているもの
				

海外の状況 				

生産・供給見通し

2020 年７月から米などで第 III 相試験
（4.4 万人規模）を実施中。
2020 年 12 月に英米などで緊急使用許
可の下、接種開始。
						
A

ファイザー社（米）
※ mRNA ワクチン

B

モデルナ社（米）
※ mRNA ワクチン

2020 年中に最大 5,000 万回分、2021 年
末までに最大 13 億回分のワクチン生産
を見込む。
全世界に５～ 10 億回分 / 年の供給を計
画。2020 年 12 月中に米国内に 2,000 万
回分の供給を計画。

2020 年７月から米で第 III 相試験（３万
人規模）を実施中。米で緊急使用許可
（2020/12/18）後、接種開始。

日本厚生労働省ウェブサイトから抜粋 www.mhlw.go.jp/content/000710723.pdf

カナダで摂取開始された遺伝子
を利用の次世帯型ワクチン RNA

日本政府はワクチンの供給に際して、英オッ
クスフォード大学とワクチンを共同開発したア
ストラゼネカ株式会社と契約を締結したが、カ

ファイザー社、モデルナ社の COVID-19 ワクチ

ナダ政府は緊急使用許可へ踏み込むには、さら
なるデータの検討が必要だとしている。

この技術に注目して、COVID-19 の RNA を投与
することで DNA ワクチンと同じような効果を生み
出すと考えられ、RNA ワクチン技術が開発された。

ンは RNA ワクチン技術が活用されている。

昨 年 11 月 に 第 3 相 試 験 の 最 終 結 果 で は、

を持つメッセンジャーで、その RNA を標的細胞に

しかしながら、保管時にはマイナス 70 度で管

RNA（mRNA）とは、DNA（デオキシリボ核酸） COVID-19 発症を防ぐ有効性が 95％にのぼったと
から塩基配列を写し取ってタンパク質を作る役割 発表して世界を驚愕させた。

ちなみに、ワクチンの開発には通常 10 年か
ら 15 年かかる。ナショナル・ジオグラフィッ
クによると、過去に実用化するまでに最速だっ

届けて病気を根本的に治す。この画期的な技術は、 理する必要があり、輸送も含めたインフラ整備の
がん治療ワクチンとしての基礎的な研究が既に 問題も残る。

たのはおたふく風邪のワクチンだったが、それ
でも開発に４年間を要し、1967 年に接種可能

2000 年代後半から進められていたため、開発も十

となった。

分進んでいる。

日本では第一三共が RNA ワクチン技術を活用し

たワクチンが開発中。

図１： RNA ワクチン技術

上記の他に、COVID-19 ワクチンには弱毒化
ワクチン、不活化ワクチン（日本の KM バイオ

RNA 抗体のコード化

ロジクス）、組換えタンパク質ワクチン（日本

抗原活性化

の塩野義製薬）、ウイルス様粒子ワクチン、ウ
イルスベクターワクチン（日本の ID ファーマ）

免疫レスポンス

抗原
細胞に入る

がある。

RNA によってコード
化された蛋白質
RNA

免疫システム細胞

記憶

抗原ができた細胞
出展：ハーバード大学 sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/rna-vaccines-a-novel-technology-to-prevent-and-treat-disease
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図２： 病気予防

RNA が体に投与されると、この RNA が情報を
コード化（記号化）され、まず RNA が細胞に取り

（１） 免疫記憶の産生（一次免疫反応）

込まれると抗原タンパクが産生・分泌されて、こ
れが抗体の産生を誘導する。
RNA 医薬は、体内に直接投与して、RNA によっ

抗原
RNA

てコードされたタンパク質を、ターゲットとする
細胞で発現させることにより、治療効果をもたら

活性化

す。通常の遺伝子治療のように核に入れる必要が
ないため、ゲノムを変異させるリスクがなく、安
全性に優れるとされる。だが、このワクチンはマ
イナス 70 度で保管しないと劣化する。RNA は温
度変化に弱く非常に分解しやすいためである。

抗原ができた細胞

抗原記憶細胞

個人に届くまで
１．ワクチンは特殊なドライアイスで包装

⇒

（２） 実際の病原菌に対する二次免疫反応

され、5000 回分ずつ各国に送られる。

２．各国では、冷凍倉庫でマイナス 70 度

⇒

早急な反応

で保存される。
（６か月は保存可能）

活性化

３．ドライアイスで包装されたワクチンを、

⇒

免疫

未開封で各地の医療機関に届ける。
（10 日間は猶予期間がある。
）

４．それぞれの医療機関で、２〜８度の冷

抗原記憶細胞

⇒

病原菌

蔵庫で保存する。
（５日間は保存可能）

強い反応

５．個人に注射する。
出展：ハーバード大学 sitn.hms.harvard.edu/flash/2015/rna-vaccines-a-novel-technology-to-prevent-and-treat-disease

次に注目されている
ウイルスベクターワクチン
日本感染症学会の説明によると、ウイルスベク
ターワクチンとは、アデノウイルスなど感染力の
あるウイルスに特定の遺伝子を組み込み、人体に
投与するものだ。現在、代謝疾患や癌の治療に応

スパイクタンパク質に対する免疫が誘導される。 群（対照群）の発症率を比較して、
「非接種群の発
実際のウイルス感染に近い状態を再現するので、 症率よりも接種群の発症率のほうが 90% 少なかっ
効果は高いと期待されている。ただし、運び屋で

た」という意味だ。発症リスクが、0.1 倍つまり

あるウイルス自体が免疫によって排除される懸念

10 分の 1 になるということである。

がある。
日 本 で 開 発 中 の COVID-19 ワ ク チ ン に は ID
ファーマ社のものがある。

用されており、感染症の領域でもエボラ出血熱の
ワクチンとして実用化されている。RNA ワクチン
と同様に、ヒトの細胞内で遺伝子からタンパク質
が合成され、
免疫応答が起こる、
と説明されている。

COVID-19 ワクチンの有効性
ファイザーとモデルナの RNA ワクチンでは、第

「ウイルスベクター」の “ベクター” の意味は、
“運

III 相臨床試験の中間報告が発表され、有効率 90%

び屋” だ。無害なウイルス、アデノウイルスやセ

以上という成績が報告されている。アメリカ食品

ンダイウイルスを、COVID-19 の遺伝子を運ぶ “運

医薬品局（FDA）は、COVID-19 ワクチンを承認す

び屋” として利用する手法である。ウイルスとと

る条件として、有効率 50% 以上、最低でも 30%

もに体内に運ばれた遺伝子から COVID-19 のタン

以上という条件を提示していることを踏まえると、

パク質が作られ、免疫が獲得されることになる。 その条件をはるかに上回る有効率がみられた優れ
ベクターとしてのウイルス自体には病原性はな

た成果だ。他のワクチンの例として呼吸器感染症

いが、人体内で複製されて増殖するものと、複製

の不活化ワクチンであるインフルエンザワクチン

されず人体内で増殖できないものがある。英オッ

の 65 歳未満の成人での有効率が 52.9% が報告さ

クスフォード大学とワクチンを共同開発したアス

れている。

トラゼネカ株式会社のウイルスベクターワクチン

なお、ワクチンの有効率 90% というのは、
「90%

世界保健機構による
ワクチン接種の優先順位
第一段階：
医療従事者、介護従事者などを含む
人口の３％

第二段階：
65 際以上・感染リスクの高い人など、
人口の 20％

第三段階：
その他の優先グループ。
人口の 20％以上

は、チンパンジーアデノウイルスを用いたもので、 の人には有効で、10% の人には効かない」もしく
人体内で複製できない。ベクターに SARS-CoV-2

は「接種した人の 90% は罹らないが、10% の人

のスパイクタンパク質の遺伝子を組み込んであり、 は罹る」という意味ではない。４ 接種群と非接種
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＝欧州在住の作家が考えるコロナ禍＝
人類に経済社会の変容を迫る新型コロナウイルス。その影響は人と人の接し方、生き方そのものにも及ぶ。全く経
験のない状況を打開するには、従前の価値観を根本から見直し、思索を巡らす必要があるだろう。ロックダウン（都
市封鎖）などの厳しい措置が取られる欧州で、激動をつぶさに観察し、考えを深めている日本人作家がいる。パリ
在住の辻仁成さんと英国在住のブレイディみかこさんだ。２人にコロナ禍が問い掛けているものとは何かを聞いた。

今日を精いっぱい生きる
＝パリ在住の辻仁成さん＝
フランスでは昨年、
２度にわたりロック

意義、父親としてパリで生きる意味を深く考える
機会に。精神の安定にもつながった」と、作家ら
しい。
繊細な言語感覚で男女の恋愛や人間ドラマを小
説に描いてきた。日記は、身辺の生活をコロナ

ダウンが実施された。 危機に見舞われる世界情勢と絡めるジャーナリス
作家でミュージシャ

ティックな筆致が特徴的だ。
「ウェブマガジンを通

ンの辻仁成さん（61） じ、世界からいろんな情報が集まる。それをまと
は、パリで一人息子

めながら世界の現状を分析し、日本に発信する」
。

を育てるシングル

それが自らを励ますことにつながった。

ファーザー。10 月に

書籍化されたタイトルは「なぜ、生きているの

マスクを着けた買い物客でにぎわうパリの商店街
2020 年 10 月（AFP ＝時事）

息子を残して日本に

かと考えてみるのが今かもしれない」
（あさ出版）
。 五輪の熱気、日本の躍動を幼心にも感じた身。コ
一時帰国、東京都内 「長い苦境を抜けた一人の作家の言葉は、苦しむ日 ロナ禍における五輪開催は「人類が困難に打ち勝

のホテルで２週間の自主隔離生活を送る中、オン
ラインでの取材に応じてくれた。その後、パリに
戻るも再びロックダウン生活。
「この１年ずっと隔
離状態。でも作家としては面白い経験だ」と前向
きに語る。

本人の心の支えになるのかも」と話す。

■今を生きる幸せ

見えない時代、あなたの生活を大事にしてほしい

コロナ禍のパリを見渡すと「みんなマスクをし

というメッセージ」と狙いを明かす。大切な家族

ている」
。当たり前の光景のように聞こえるが、
「１

や恋人ら大事な人たちの生活のために「今日を精

年前はなかった。着けた人がいたら、重症患者だ

いっぱい生きること」こそ自分を保つ一番の心構

から近づいちゃいけないという認識。自由を奪う

えだという。

象徴としてマスクを捉える人もいるほど。価値観
が変わった。本来は何層も時間を重ねて形成され
るものが一瞬にして」と強調する。

その機運は、芸術や文化とも無縁ではない。

2019 年 10 月の「還暦ライブ」は台風 19 号の影響
日記には、作った料理のレシピもある。長年、 で翌年５月に延期され、さらにコロナ禍で 21 年
息子の弁当を作ってきた経験が生かされ、本格フ ５月に再延期となった。
「それもどうなるか分から
ランス料理からお手軽なデザートまで多彩。
「先が

■急変する価値観

つチャンス」に変えられるとみる。

ない。スポーツも音楽も、人に感動や『頑張ろう』
という気持ちを喚起する。それが制限されるなら、
人間の根本に関わる。未来に希望をつなげられる
かどうかは、東京五輪がどのように開催されるか
にかかっている」

■東京五輪を好機に
延期された 2020 年東京五輪・パラリンピック。

「ラテン系」と言われるフランスの国民性にも影

パリは 24 年の五輪開催地でもあり、今後の動向

響している。
「パリに渡った 18 年前、一番驚いた

に注目する。
「友好や融合など人類が五輪に与えた

のがおじさん同士がキスするほど顔を突き合わせ、 役割は大きく、開催できなければ、生きていくこ
ひまつ

大声でしゃべっていたこと。飛沫を交わしての会

とを否定されるぐらい大変なこと」
。1964 年東京

話は親しさの裏返し。そんなフランス人の生活感
パリの街角で友人と写真に納まる辻仁成さん
2020 年５月（photo by Tsuji Hitonari）

覚はもはやない。頬を寄せ合うフランス式あいさ
つ『ビズ』をする人もいない」と、喪失感をかみ
しめる。

■書くことが救い
２カ月に及んだ最初のロックダウンを経て、自
分を保てたのは書くという手段があったから。感
じたこと、考えたことを主宰するウェブマガジン
「Design Stories」に日記として記録。
「移動制限
下の日々を猛烈に書き始めた。作家としての存在
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つじ・ひとなり： 1959 年、東京都生まれ。
作家、ミュージシャン、映画監督、演出家。
89 年「ピアニシモ」ですばる文学賞、97 年
「海峡の光」で芥川賞を受賞。99 年「白仏」
の仏語訳版でフランスの文学賞「フェミナ
賞・外国小説賞」を日本人として初めて受賞。
2003 年からパリ在住。著書に「冷静と情熱
のあいだ Blu」
「サヨナライツカ」など多数。

Happy
Year!
We areNew
28 years
old!

暗い時代に希望見いだす

たちが落としどころを見つけるということだ」
。昨
年９月に他界した米国の人類学者デヴィッド・グ

＝英国在住のブレイディみかこさん＝

レーバーの言葉を振り返り、
「民主主義の実践。国

ライター、コラムニ
ストのブレイディみ

家とは関係ないところで、お互いの許せるところ
を何とか探り合う」大切さを訴える。

かこさん（55）は英

ポピュリズムの横行については「敵をつくる手

国南東部ブライトン

法だ。敵をたたくことで人気を得る。そんなこと

で、アイルランド人の

でアイデンティティーを確保するなんておかしい」

夫と息子との３人暮

と断じる。多様性社会にあって重要なのが「エン

らし。地元の公立中

パシー」
。他人の立場から物事を捉えることで、ブ

学に通う息子との対

レイディさんの息子の言葉を借りれば、
「自分で誰

話を通し、多様性社

かの靴を履いてみること」だそうだ。

会の実態を描いた「ぼ
くはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」が
ヒット、異文化を介した言葉が日本人の心を捉え
る。昨秋実施された２度目のロックダウンのさな
か、リモート取材に対して、現地の様子や日本人
へのメッセージを語ってくれた。

■深刻さ増す格差
コロナ下の英国で運送業やスーパー店員など生
活インフラを担う「キーワーカー」の人々に感謝

■危機だからこそ見えてくるもの

ＥＵ離脱をきっかけに英国では分断が進む
2020 年１月、ロンドン（時事）

■書くことは残すこと
昨秋、ＥＵ離脱やコロナ禍などで揺れる英国に
ついて、政治や経済、思想、芸術など幅広い視点

自身の時評に対し「これ今の日本だよね」と感

を用いてつづった「ブロークン・ブリテンに聞け」
想を述べる人が最近多いという。英国のリアルを （講談社）を刊行。2018 ～ 20 年の時事エッセー集
つづるブレイディさんの本を、日本社会に引き付 で、
「振り返れば激動の時代を生きていたことに気
けて読む読者は多い。直接的に日本を論じられた

付く」
という。書くことは残すこと。
「未来において、

ら「きつくて読めない」ものが、他国という「ワ

振り返られる時代になることは間違いない。何か

ンクッション」を通すことで理解しやすくなるの

を書いて残す立場として、気を引き締めなければ」

かもしれない。

と決意を新たにした。

コロナが日本に落とす暗い影を心配しつつも、

の拍手を送る光景が広がった。
「労働に対する価値

こういう時代には「みんなが考え始める」という

観がシフトしたとも言われたが、彼らの賃金や労

利点を挙げる。
「息子の学校の校長先生がオンライ

働環境が変わったわけではない。格差は依然あり、 ンの全校集会で言っていたが、
非常事態の『エマー
広がってさえいる」と見立ては厳しい。

ジェンシー』はエマージ、つまり何かが現れてく

「リモートワークができる人は、ロンドンに住む

ることを意味するんだと。確かに、何とかしなけ

必要はないと郊外へ引っ越し始めた。つまり豊か

ればいけないところから、これまで見えなかった

な人で、ロンドンの家を売り、大きな家を買って

ものが見えてくる。希望だってそう」

ゆったり生活する。環境にも優しい、リベラルで
新型コロナ対策の規制に反対し、ロンドンでデモを行う人々
2020 年８月（EPA ＝時事）

クールな郊外暮らし。そんな余裕がなく、都市に
残らざるを得ないのがキーワーカー」
。経済が縮小
し、
取り残された人々はますます貧困にあえぐ。
「拍
手を美談で終わらせちゃいけない」

■必要なエンパシー
新型コロナは、持てる者と持たざる者、人種や
ティーに暮らすブレイディさんは「こうした所に
は必然的に分断、対立が起こる。それでも共存し
ていかねばならない。人種や宗教、伝統が違う人

こ も

民族の間の分断を深める。多様性のあるコミュニ

キーワーカーに対して感謝の拍手を送るロンドンの人々
2020 年４月（EPA ＝時事）

ブレイディみかこ： 1965 年、福岡市生
まれ。ライター・コラムニスト。96 年から
英国ブライトン在住。英国で保育士資格取
得。2017 年「子どもたちの階級闘争」で
新潮ドキュメント賞。19 年
「ぼくはイエロー
でホワイトで、ちょっとブルー」で毎日出
版文化賞特別賞、本屋大賞ノンフィクショ
ン本大賞。著書に「ヨーロッパ・コーリング」
「ワイルドサイドをほっつき歩け」など。
取材：時事通信社
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地球で今
起きていること
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地球で起きる現象を先取り
北極圏は産業革命以前から気温が２〜３℃上り、急激に暖まっています。地
球上で起きることを先取りしており、北極海の研究は世界中の注目の的。そ
の変化を観測して伝えるのがわたしたちの大事な役目です。

海氷が減って、生態系も変わった
北極海の海氷は面積・暑さともに減っていて、氷に覆われる期間も短くなっ
ています。白い氷が減ると海面の黒っぽい面が増えて熱吸収を加速、さらに
氷が解けます。氷が減ると風が吹いた時に海が荒れて海の水が混ざり合い、
栄養塩の濃度が変化し、生態系が変わってしまいます。

酸性化がどんどん進む
面積は海全体の３％ですが、海全体に溶け込むむ CO2 の 10％を吸収してい
る北極海。氷が解けて酸性化が進んでいます。毎年、観測装置を沈めて１年
後に回収して観察していますが、酸性化により殻が溶けた動物プランクトン
も見つかっています。一方で浅い陸棚域では植物プランクトンのケイ藻が増
えているので、今後魚が増えるかも。

カンガルー島の森が全焼
コロナによる封鎖直前にオーストラリアに飛び、南部のカンガルー島へ向かい
ました。南半球のオーストラリアは日本と四季が半年ずれていて、火災は夏の
2019 年 12 月から始まり、20 年の１、２月まで続きました。島の半分が燃えて、
国立公園は全焼。家畜も焼け死んでしまう大きな災害となりました。

新芽に集まるコアラたち
島のあちこちには死んだコアラや黒こげのユーカリの木。でも鎮火から１〜２
か月で木から芽も。珍しかったのは、群れを作らないコアラが、ユーカリの新
芽に集まっていたこと。木の低い部分にしがみついていました。

絶滅はしないけど……
森林火災は自然現象で珍しいことではなく、コアラも絶滅に向かうことはない
ですが、昨年は異常な高温と乾燥に温暖化の影響が加わって、自然のサイクル
より速いスピードで火災が進んでしまったのです。このように大きな森林火災
をくり返していたら危ないことになるでしょう。

www.thefraser.com
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世界の平均気温上昇を 18 世紀後半の産業革命以前に比べて 1.5℃に抑
える努力をする
できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量を減らし、21 世紀後半に
は、温室効果ガス排出量と（森林などによる）吸収量のバランスを取る
＊パリ協定・2015 年）
：2020 年以降の気候変動問題に関す
る国際的な枠組み。
トランプ政権下で離脱したアメリカは、バイデン時期大統

エコバッグだけでは足りない

領の下、復帰する見通しで、中国、インド、ロシアなど他

自転車に乗ったり、電気を節約したり……。ライフス

の主要排出国を含むほとんどの国と地域が参加している

タイルを見直すことは大切ですが、それだけでは足り
ない。最も CO2 を出す発電時に再生エネルギーを使
う方向でシステムを変えるしかない。まずはニュース
などで、自分からいろいろ知ることが大切です。

グレタさんが本当に伝えたいこと
国連の演説で有名になったスウェーデンの高校生グレ
タ・トゥンベリさん。飛行機ではなく船に乗っている
のは、みんなにおしつけているのでも、自己満足でも
ない。
「CO2 を出すのが当た
り前になっている仕組みを変
えよう」と世界の人々に発信
しているのです。

まだ間に合うけれど…
対策のスピードを早めなければ間に合わないかも、と
感じています。温暖化問題を真剣に考えている政治家
や企業を応援したり、どの電力会社にしたらいいのか
を家族で話すのも大切。もし自分がライフスタイルを
変えたら、家族や友だちに話したり、SNS では発信して
みよう。それが広がれば力になります。

自分ちでほろ酔い気分

お勧めカクテル＆モクテル

新年をシャンパンカクテルで乾杯しましょう！

ノンアルでもおしゃれなシャンパン気分味わおう！

＜今月のカクテル＞
おしゃれなシャンパンドリンクはこれで決まり！

Strawberry Champagne

〇シャンパン 1 本 〇イチゴ（冷凍でも OK) 1 カップ
〇ライム １

なピュレにする。絞ったライムをピュレに加える。
２）１）のピュレをワイングラス（又はフルートグラス）
に約３cm 入れる。
３）冷えたシャンパンを（２）に入れてかき混ぜる。
＊レシピは 6 人分ですが 1 人用のイチゴの量はお好みで
調節を。

月刊 ふれいざー Toronto

Orange Delight
〇オレンジ

1/2 個

〇レモン汁

少々

〇シトラスソーダ（7-Up など）
〇クラッシュアイス

１）イチゴをブレンダ―かフードプロセッサーで滑らか
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＜今月のモクテル（ノンアルコールカクテル）＞

January 2021
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〇ミント

飾り用

１）オレンジの実を取り出し、細かく切る。
（その時出た果汁も使う）
２）グラスに（1）とレモン汁、氷を入れて
から炭酸飲料を注ぐ。
３）軽く混ぜてミントを飾り完成 。

＊今回はパーティー用にワイ
ングラスを使いました。
お好みのグラスのサイズで
ソーダの量は変わります。

Happy New Year!

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
（13）
お見合いパーティ
東京大学海洋学の教授、日高先生は、「人生

ある日、パーティが終わって帰ろうとしてい

ランメル

覧迷留

チャック

茶句

手でぎこちないものだった。

結婚二度説」を唱えて一時話題になった人物で

ると、先生が私に向かって、

ある。先生は留学生の面倒をよくみてくださる

「じゃあ、来月、水曜日に会いましょう」

る。その日も先生からのスピーチがあり、隣に

ので、私は何か困ったことがあると、すぐに先

とおっしゃった。
私はちょっと不思議に思って、

は笑みをたたえた奥様がいつものようにたたず

生の研究室に行って相談や雑談をしていた。

「水曜日ですか？」

んでいらした。

先生は日本語のできない学生の片言の日本語

先生はパーティの途中で必ずスピーチをされ

と聞き返したが、そばにおられた奥様が相槌を

スピーチの中に「お見合い」という言葉が何

を辛抱強く聞いてくださり、学生が思ったこと

打ちながら、

度か出てきたので、私は一人の男性に、

を表現する日本語がみつからず、まごまごして

「いつもの通り６時からですよ」

「『お見合い』とは何ですか」

いると、

とおっしゃったので、翌月私は水曜日に先生の

と聞くと、

「そこだけ英語で言ってごらん」

お宅に伺った。

「そのために来たんでしょ」

と助け舟を出される。また先生はご自宅に留学

先生のお宅の玄関を入った時、いつもと様子

生を呼んで、月１回「インターナショナル・フ

が違うことに気が付いた。その日、外国人は私

レンドシップ・パーティ」を開いてくださって

以外に誰もいなかったのだ……。

と言われた。
後にこのことを友人の家に行って話すと、家
中の人からゲラゲラと笑われた。友人のお母さ

いた。毎月案内状が往復ハガキで届く。私はそ

集まっている男女はサラリーマン風の人たち

の日が来ると、白いワイシャツにネクタイを締

で、年齢は私よりもちょっと上の人が多かっ

め、背広を着込み、靴を磨いて、颯爽としたジェ

た。女性の中には和服姿の人もいる。残念なが

もともとは先生の曜日の言い間違いに始まっ

ントルマン姿になって先生のお宅へ伺っていた。

ら当時の流行はミニではなくロングスカート

たのだが、私は２時間余り、ジュースやおつま

先生のお宅は駒込からバスに乗って行った先

で、和服は珍しい。男性と女性は、それぞれ分

みをいただきながら、日本人ばかりのグループ

だったと記憶している。案内状に地図は乗って

かれて固まっておしゃべりをしている。そこで

に入れさせてもらって、知らぬ間に不思議なお

いるものの、見慣れぬ日本の道は外国人にとっ

私は男性グループのところに行ってあいさつを

見合い体験をしたのだった。残念なことに女性

て迷路同然。道沿いの米屋さん、八百屋さん、

した。彼らは、時々反対側にいる異性たちにち

からの誘いは全くなかった。

タバコ屋さんなどに地図と住所を見せながら、

らりちらりと目を向けていたが、面と向かって

		

「この家はどこでしょうか」

はっきりとは見ようとはしない。上手に、何と

と尋ねながら行った。中には意味ありげに笑い

なく相手を見て見ぬふりをしていた。

を含んだ様子で答えてくれるいた人がいたのだ

「どの女の人がいい？」

わかった。

と聞いてきた。私は、

たのには、国際交流を図ることのほかに、もう

「誰でもかまわない」
やがてパーティが始ま

集いの場を提供することだった。これを『お見

り、まず自己紹介、それ

合いパーティ』だと誤解している人が多くいた

に続いて部屋の中央でダ

が、本当は若い人たちがお互いに話し合う場を

ンスしようと促された。

提供してくださっていたのだ。確かに若者のな

しかし、みんな尻込みを

かには、結婚相手を見つけようと参加してい

してなかなか踊ろうとし

る人もいたし、 実際カップルが誕生することも

ない。やっとひと組が踊

あった。 そうした男女はさり気なくグループか

り始めると、少しずつカッ

ら抜けて、二人で楽しいデートをしていたよう

プルが加わりだした。そ

である。

のうちムードが盛り上

レンドシップのパーティだった。

www.thefraser.com

（つづく）

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。

と答えた。

一つ目的があったのである。それは若者たちに

毎月第１木曜日が、インターナショナル・フ

だったそうだ。

そのうち一人の男性が私に小声で、

が、それが何を意味していたのかは後になって
日高先生が学生にご自宅を開放してくださっ

んの井戸端会議は、しばらくこの話で持ちきり

がってきて、皆一生懸命
踊るのだが、ダンスは下
月刊
ふれいざー
Toronto
月刊
ふれいざー
Toronto

December
2020
January 2021
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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

＝自分に優しく＝
明けましておめでとうございます。みなさんの年越しはいかがでしたか？

なあなたの信用に値するか、少なくとも疑う必要のなかった人達でした。そ

恐らく今までとは全く違った過ごし方になったのではないかと思います。

ういった過去の経験から、感じたり、なによりも純粋で人の良さを信じるあ

去年の出来事で不安や苦しみを経験された方もいらっしゃるかと思います。

なたの本質が、この言葉に違和感を持たせていました。

現在ご病気の方々が一刻も早く回復されるよう、そしてご病気の方々のご
家族やご友人が不安と心配から解放されるよう、心から祈っています。

これは今の自分に当てはまらない、必要はないと思うこと。またはあなた
の成長の妨げになる考えや習慣、教えなどがあれば、素直に認めてください。

今年はどういう年になるかはまだわかりません。良くなるか悪くなるか

今までずっと守ってきたことや信じてきたことでも、今のあなたを傷つけた

は半々の確率です。そう考えると 50 パーセントの可能性を信じ、明るく安

り成長を妨げることであれば手放してもいいのです。少し前までは、男性が

らかな１年がみなさんへやって来ることを願いたいと思います。

仕事をし、女性は家にいるべきだといった考えも蔓延していたかもしれませ
んが、今は多くの女性が仕事を持ち活躍しています。どんな考えでも、納得

私達は、経験の中で学んだ色々な知識を駆使して毎日を過ごしています。

して自分の助けになるのなら良いのですが、もし違和感や無理を感じるよう

規則や法律、果ては国の形態や教育の在り方など。全ては過去の経験や学

なら、一度自分に問いかけてみましょう。教えられたことでも、今通用しな

びから、ある時点で人に作られ、そして社会や個人で多少変化がありつつ

ければ手放してもいいのです。大事なことは、あなたの本質を閉じ込めず、

もずっと守られてきました。もちろん交通ルールやいくつかの法律など、

本来のあなたらしくいられる考えだけを守っていくことです。こうあるべき、

人々の安全を守る規則などは必要ですが、自分の考えや人から学んだ習慣、

こうするべきだ、といった強制的な考えは、多くの場合自分を苦しめます。

教えなどで、以前は疑問に思わなかったけれど現在の自分に当てはまらな

自分を責めたりけなしたり、また傷つけるような考えはどんどん手放して、

い、と思うことはありませんか？ 人に教えられたことや経験から学んだ

自分に優しく思いやってあげることを、今年から始めてみませんか。みなさ

ことなど、全てが今のあなたに影響しています。例えば、人は信用するな

んがご自身の一番の理解者となり、ご自分に愛情をいっぱいかけて毎日を心

と教えられ育ったとします。その教えを守り、
慎重に人と接してきましたが、

地良く過ごすことができるよう、心から願っています。

心の中でいつも何か違うと感じていたあなた。今まで出会った人達は、み

スパイスの達人
五香粉 ウーシャンフェン（広東語：ンヒョンファン）
あけましておめでとうございます。
今年から新シリーズとして、スパイスやスパイスミッ
クスをご紹介していきますね。まず初回はなじみのある

牛肉の五香風味煮 日持ちするのでお弁当や常備菜に
【材料】

赤身の牛ロースト用肉約 1.5 ポンド、グリーンオニオン半束、しょうが一片、
しょうゆ・水各 250ml、酒 60ml、チリペッパー、にんにく３片、五香粉少々、

ところで中華のスパイスミックスです。

ごま油・サラダ油・砂糖・しょうゆ・酒各大さじ１

日本でもスーパーで普通に見られるようになった五香

【作り方】 しょうゆ、水、酒を合わせて、肉とグリーンオニオン（ねぎ）
、しょうがを入れて、途
中２~ ３回肉をひっくり返しながら１時間から２時間煮る。冷めたら２センチほどの

粉ですが、英語では Chinese Five Spice Mix などと呼ばれ

角切りにしておく。中華なべにごま油とサラダ油を熱し、好みの量のチリペッパー

ています。５はいろいろ、ということで、必ずしも 5 種

（種を抜いて輪切り）と残りの材料を全部入れて煮立たせ、肉を入れて強火でさっと

類のスパイスではなく、5 種類のときもいろいろな組み

からめて火からおろす。

合わせがあるようです。七味唐辛子にしても同じですね。
シナモン（肉桂）
、クローブ（丁子）
、山椒（花椒）
、フェ
ンネル（茴香）スターアニス（八角）が基本のようで、
それにオレンジピール（陳皮）が加わることもあります。
八角と丁子の香がつんとくると同時に、シナモンの甘い

五香蒸餃（ウーシャンジョンジャオ） 香りを楽しむ点心
【材料】

豚ひき肉 200g、酒大さじ１、コショウ少々、ねぎ 50g、しょうが一片、しょうゆ大
さじ１、はるさめ 20g、きくらげ 15g、五香粉、塩、ごま油、 餃子の皮 25 枚

香もします。日本の中華街へ行くと、大きな袋に入った
五香粉を売っていて、一緒にいた留学生がクッキーのス
パイスにする、と買い求めていました。
だから使い方は自由。毎日のご飯で、
中華のときにさっ
と一振りするだけで、かなりレストランの味に近づきま
すよ。日本風の中華ではあまり使われていないので、こ
の次中華にするときはぜひ試してみてください。
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【作り方】 肉に酒とコショウを混ぜ炒め、ねぎとしょう
がのみじん切りを加え、少し炒めて火からお
ろす。はるさめときくらげは戻してみじん切
りにして肉に混ぜ、五香粉と塩を加えてごま
油を混ぜる。これを餃子の皮で包み、強火で
10 分ほど蒸す。
（文：てぬきねこ、レシピ：plaza.rakuten.co.jp/tenukineko）
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Happy New Year!

自然と生きる
高橋 清
カラスの話
あの「ギア、ギア！」
、時には「カア、カア」と大声を上げるカ
ラスを好きな人は余りいないかも知れないが、実はカラスは最も知
能の進化した野鳥種であることが認められている。鴉の親戚でバ
ンクーバー周辺で見られる鳥として知られるのは、Raven, Blue Jay,

Northwestern Crow

Magpie, Canada Jay, Clarke's Nutcracker をはじめとして数十種があ
り、学名 Covous に属している。その代表種は American Crow と、

Red-tailed Hawk をいじめる
Northwestern Crow の群れ

一回り大きい Raven である。鴉の生態は、団体生活に長け、群れを
守ったり、食料の確保などがよく知られている。森や湖、河川の近
くに生息する白頭鷲をはじめとした猛禽類に群れで飛び掛かる様子
を見ると、攻撃を繰り返しているように見られるが、その一部始終
を注視すると、運動を兼ねて遊んでいるように見える。
鴉をよく観察すると明らかに他の鳥と違った習性をもつが、その中で特に個性のあるのが Raven、
日本語では「オオガラス」または「ワタリガラス」で知られる、カラス族の中で最も大型の鳥である。
嘴が大きく、厳めしく、尾の末端が三角に尖っていることから飛行する Raven を見分けることが出
来る。僕にとって、Raven は野鳥の中で最も親しみを持つ種だ。僕は毎週のように我が家から直線で
500 メートルほどの坂の上にある、Riverview Forest と呼ぶ自然の森を歩くが、彼らは人に逢うこと
の少ないその森を好きなようで、
そこに Raven の一家が住む。その鳴き声はごく低音で、
呼び交わす
「カ
オ」
、会話の「クルル」
、警告の「クーッ」など。僕が一人で歩くと
ほぼ毎回、殆どはたった一言、
「クルル」と家族の誰かが声をかけ
てくれる。僕も一言だけ、上を向いて「クウ」と答える。
我が家の前には 100 年を超すと思われる背の高い Cedar が立ち、

Common Raven、
Blue Mountain Park にて

ガラージ兼ワークショップで鋸を使っていると時々一羽が飛来して

Annette Moore 撮影

「クルル」と一声鳴く。それに気付くと僕は必ずガラージから外に
出て上を向いて「クー」と言う。すると間も無く頭上を越して森に
帰って行く。雨やコロナ禍の為に外出を控えていた 12 月初め、久

Crow の仲間でよく見かける鳥、
Red-winged Blackbird

しぶりに声を聞いて屋外に出ると、大きな、恐らく父親と思われる
Raven が Cedar の頂から真っ直ぐに、翼を半閉じのままで降下して
きた。そして我が家の高さまで来て急旋回し、
「なんで森に来ない
の！」と言う感じで「クーッ」と大声を出した後、森に向かって飛
び去って行った。僕は「雨が止んだら行くよ」と大声で返事をした。
僕は本気で、
「ワタリガラス」
、Raven は人の気持ちを理解し、友情を保てる鳥であると信じている。
最近それを強く感じた事件を紹介しよう。
去る春先、いつものように Riverview Forest を歩き、帰路によく立ち寄るスターバックスの近くま
で来ると、Save-On-Foods の大きな屋根の上で 50 羽以上のカラスが「ギア、キー、ガア」と大声で
騒いでいるのが聞こえた。余りうるさいので道を変えようか思案をしていると、殆ど僕の肩に触れ
るように黒い影が飛んだ。あの Raven 君だ。思わず、
「そっちに行くと虐められるぞ」と声を掛けよ
うとするより早く、彼は真っ直ぐ Save-On の建物の屋根に向かって飛び続けた。すると間を置かず
４羽の Raven が後を追って飛来し、先ず母 Raven が道の脇に立つ僕から数メートル横の車止めに降
り、未だ産毛の残っているようなふかふかとした感じの３羽の児は、
父鳥が良く見える、近くの高圧線の塔に留った。次の瞬間に予期し
ていた耳をつんざくカラスの声は聞こえず、突如として辺りが静ま

声をかけて来た
お父さん Raven

り返った。あれだけ大騒ぎをしていたカラスどもが何の前触れも無
く屋根から地面に向かって流れる様に降下、パーキングの車の上す
れすれに坂下に群れを成して飛び去った。ゆっくりと屋根の上を旋
回したオトウチャンは４羽の待つ土手に、権威を示して降り立った。

カラスの大群の追い払っ
て戻った Raven（右から
２羽目、一番左は母鳥）

３羽の若鳥は小声で「クー、クー」と鳴いた。数メートル離れたそ
こには僕がいるのを知っていた。
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日本の企業社会
(252)

本稿を執筆している時点で、日本国内でもコロ
ナウィルスの感染状況に一向に歯止めがかから

ますが、ミニシアターなどの中小映画館ではそう

中根 雅夫

ず、依然として収束の見通しがきかない事態と

したことは到底望めません。
ところが、倒産が相次ぐと予想された中小映画館

なっています。

型コロナウィルス流行を理由に家族に止められた

も、コロナ禍による倒産件数が意外に少ないとい

筆者も、今春からやむを得ない場合と健康維持の

から」
（7％）
、
「新型コロナウィルスによって、一

うことです。

ための短時間の自宅周辺のウォーキング（毎日で

緒に行ける相手がいないから」
（4％）といった回

その背景には、中小映画館独自の「ファン」の

はありません）を除いて、いわゆる「巣ごもり」 答結果となっており、コロナ禍の影響が大きいこ

存在が指摘されています。たとえば映画監督や俳

とが改めて再確認できます。

の生活が続いています。
通常であれば、仕事を兼ねての旅行を享受したり、

その一方で、映画参加人口（映画館で過去 1 年

優たちの呼びかけで、ミニシアターの救済を訴え
て政府に緊急支援を求める要望を提出しています。
映画関係者は 4 月から署名活動とクラウドファ

気分転換のために映画や音楽、絵画を鑑賞したり

間に映画を観た人）のうち、11％が映画館の営業

するのですが、現状では当分望めそうにもありま

再開に来場しています。

ンディングを開始し、インターネット上で支援を

せん（それでも試みる人が少なからずいることは

また、映画参加人口が今年の夏にやろうと思って

募っています。ミニシアターに対する補償や支援

周知のとおりです）
。

いたこととして、
「映画館での映画鑑賞」が「外食・

を求めるオンライン署名プロジェクトで、1 週間

飲み会」
に次いで 2 位となっており、
「国内旅行」
「お

ほどで６万以上が集まっています（ちなみに、キャ

墓参り」
「帰省」を上回っています。

ンペーン終了時には 9 万以上の署名が集まってい

特に映画鑑賞の「効用」はたんに気分転換だけ
でなく、時に現代の社会を鋭く反映した作品に触

ちなみに映画の本場である米国は、多くの報道

れることで私達を取り巻く社会環境への種々の問

ます）
。

によると、現在も感染がおさまらない状況が続い

こうしたなかで注目されているのが、ディズニー

そこで本稿では、コロナ禍という異常な事態の

ているため、この夏に配給が予定されていた作品

の新たな取り組みで、同社は動画配信を主軸に据

なかで映画産業が現在どのような状況に置かれて

も延期が相次ぎ、そのため今年の日本国内への配

えた事業再編計画を明らかにしています。

いるのかを改めてみていきたいと思います。

給はほとんど望めない見込みになっています。

題意識を高めてくれます。

そうした状況下で、新たな取り組みが見受けら

全国の映画館や劇場は今年 2 月以降、次々と休

これは、消費者向けコンテンツ関連事業をすべ
て大きな部門に統合することで合理化をはかると

業を余儀なくされ、さらに 4 月の緊急事態宣言が

れるようになっています。

いうものです（ちなみに、配信サービスへの取り

全国に拡大すると、全国の映画館が休止を迫られ

たとえば大手企業の松竹は「巣ごもり」消費を取

組みは日本国内でも中小配給会社が取り組んでい

。
り込もうとして歌舞伎をネット配信する試みや、 ます）
今回の新たな動きは、コロナ禍のなかでハリ
さらには演劇のリハーサル映像を映画館で上映す

ました。
その後、5 月以降、映画館や劇場は感染を抑える
いますが、ほとんどの関連会社は赤字もしくは減

る事業もおこなって、収益改善をはかっています。 ウッドの注意がどれだけ映画館から配信プラット
また、作り手と劇場側の新たな試みとして、劇 フォームに移ったかを示しています。

益という結果になっています。

場とオンラインでの同時上映もおこなわれていま

ため入場者制限などの制約が伴うものの再開して

とに乗り気ではなかったようでしたが、今後も確

す。

既存の調査研究によると、営業再開後の映画館

映画業界は当初は配信サービスを受け入れるこ

でまだ映画を観ていない人のその理由として、
「新

ところで、映画館を運営する大手企業では不動

型コロナウィルス感染が心配だから」
（58％）
、
「新

産などの映画以外で収入をカバーすることができ

実に私達の生活に浸透していくと受け止められて
います。

はなしの箸やすめ

無愛

お忘れ物
◆グレーターバンクーバーのバス、スカイトレイン、シーバス内での
忘れ物は、毎日少なくて 100 件、多いときは数 100 件、いずれも１個
所に集められて忘れた人の届出を待っている。
これは忘れ物とはいえないかもしれないが、スカイトレインのスタ

22

想子

60 日経っても持ち主が現れなければ、フードバンクや精神病院などに
寄付する。
毒ぐもを紙袋に入れて、車内に忘れた人がいて、幸い落とし主がわかっ
たが、彼はこれから旅行をするので、このかわいいペットを寄付します、

ディアム駅に、ひと言も英語のしゃべれない７～８歳の男の子が置き

というので、あわててお断りしたこともあった。

去りにされていた。忘れ物係と連絡をとったが、
この件の届出はなかっ

◆ブリティッシュ・エアウェイ航空会社の社内誌が、飛行機内に残され

た。幸いにも、ポケットから ESL の教師の電話番号が出てきたので一

た忘れ物について書いている。それによれば、診しいものでは、パンダ

件落着したが、ホームステイをしている家の人が間違って、先生と待

の尿の入った容器、馬の精子入り容器などがあり、これらは動物の人口

ち合わせる駅と違う駅に彼を降ろしたらしい。

繁殖関係の仕事をしている人々の忘れ物と思われる。

雨の多いバンクーバーの一番の忘れ物は傘で、黒い傘は 3000 本も

人間の遺骨、義足、婦人用下着、入れ歯などもある。下着は一晩泊ま

集まっている。携帯電話、コンピュータも財布と同じくらいある。入

りのためのバッグから落ちたものと思われ、まだ入れ歯は、ちょっとひ

れ歯やかつらはあまり多くないが、松葉づえは自転車やスケートボー

と眠りしようとはずしてシート・ポケットに入れて、そのまま忘れてし

ドと同じくらいあり、酒、ドラッグ、ナイフの忘れ物もある。

まったのであろう。
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窓 を開

連載エッセイ

冬の花火
日本の夏のイベントといえば花火はその筆
頭だろう。

上げられなくても買い取られたのだろうか。それ
とも注文自体がキャンセルされ、そのまま花火工

職人の緻密な技で作り込まれる日本の花火。 場の倉庫に積み上がっていったのだろうか。
すばらしく精度の高い同心円が広がる。放射状

倉庫一杯の花火はそのまま次の夏まで保存でき

に広がっていく閃光が、開いて、そして消える

るのだろうか。花火を作る職人たちの給料は、
ちゃ

までに何度も色を変える。真円を描くひとつひ

んと支払われるのだろうか。花火を作る会社は倒

とつの粒が色を変えるタイミングも完璧に揃っ

産せずに生き残ることができるのだろうか。

港 も見

ければ

ている。同時に色を変えながら広がり、そして、
一斉に消える。その消え方さえも感動を呼ぶの

2020 年の秋が深まったある夜、横浜の空に爆
発音が轟いた。

だ。

なんだろうと思ったが、やがて、人々は、そ

アメリカ合衆国の独立を祝う、おそらくアメ

れが花火の音だと気づいた。

リカでもっとも大事な花火ですら、真円からほ

聞いてない。こんな季節外れに、花火大会？

ど遠く、一度でも日本の花火を観てしまえば、

窓から首を出して、見ようとした人もいただ

ただ爆発音とともに広がる火花に過ぎない。

ろう。

日本の花火はコンピューターで設計され、匠

まもなくその音は止んだ。

の手によって設計通り寸分違わず製造され、そ 「横浜で花火が上がっていた」

える

して、コンピューター・プログラムに制御され

しばらくして、SNS に動画が上がり始めた。横

て打ち上げられる。ひとつの花火の精密さだけ

浜港の大桟橋あたりから打ち上げられたらしい。

でなく、打ち上げられるタイミングも、高さも、
方向も、まるで生け花のように緻密で美しく時

どんなに検索しても、イベントの告知はな
かった。

間変化をする三次元の造形として頭上に現れて

阿川 大樹

くるのだ。

翌日になって、やっとニュースが流れた。年
末まで、毎週土曜日、午後 8 時から 5 分間、横

この夏、その花火大会がなかった。

浜港のどこかで花火が上がる。そういうこと

COVID-19 新型コロナウィルスの流行によっ

だった。

て、大勢の人が集まるイベントはほとんどすべ

告知をすると人が集まりすぎる。みなとみら

てが延期され、そして、そのまま中止されてし

いの花火大会は、人がたくさん集まりすぎて安

まった。

全を確保することができないという理由で、数

花火を作る職人は限られている。近年、花火

年前に大会自体がなくなっていた。それほど、

の人気は高く、夏の間には、全国津々浦々、毎

花火は人気がある。人が集まるイベントはコロ

週毎週、あちらこちらで花火大会が開かれるそ

ナ感染の危険がある。

の花火は、主に冬の間に作られ、夏の夜の出番

人が集まらないように打ち上げを告知せず、

を待つ。それだけの数の花火を急に作ることが

場所も特定せず、とにかく毎週土曜日の夜、横

できないから、作り溜めされるのだ。

浜港のどこかで 5 分間だけ花火を打ち上げる。

夏の夜を彩るはずだった花火は、イベント中
止によって、ほとんどすべてが防火倉庫に眠っ

たった 5 分だって 10 週間続ければ 50 分。一
回の花火大会くらいの花火が夜空に打ち上がる。

たままになった。

どこのだれだろう。素敵な決断をした人がい

大会主催者からの注文で作られた花火は、打ち

たらしい。

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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My Favorite Things

Happy New Year!
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Charmed Necklace やキュートな松ぼっくりが特徴の Silver Pine Cone +

今年は色んなジャンルのトレンドブランドを紹介していくので乞うご期待。

Stone Necklace、4 種類のメタルリングを組み合わせた Four Winds Necklace

2021 年最初は West Coast の自然の美しさからインスパイアされたジェ

など、個性的だけどほっこりな気分も味わえるデザインだと人気です。

ムストーンジュエリー ブランド、Tumbled Earth をご紹介します。

シンプルかつエレガントな Antique Brass River Stone Earrings や、幾

デザイナーの Clarke さんは山や湖に囲まれた Kimberley（BC）への引っ

何学的形状が特徴的な Geometric Shape Shaker Earrings、カナディアン

越しをきっかけに、周りの自然から創作意欲を掻き立てらながら天然石

メープルのぬくもりを感じる Triangle Raw Brass Wood Earrings もさりげ

を使用したジュエリー作りに力を入れ始め、2013 年にご自身のブランド

ないワンポイントファッションを好む方にピッタリ。

Tumbled Earth をスタート。

Geometric Moon Hair Clip や Marble Barrette シリーズで大人なヘアス

「人は誰もが自然とのコネクションを持ち、内面の強さや自信を高めて

タイルアレンジが楽しめます。定番の Riverbank Bracelet や Feather +

ゆく」という彼女の言葉通り、優しさと癒しを感じる作品が勢揃い。“Boho

River Stone Bracelet も含め、デザインによっては Chain Metal や River

Chic” なスタイルだけでなく、モダンにもドレスアップにも使えておしゃ

stone の色やサイズのカスタマイズも出来ます。

れの幅をより広げてくれます。

Nature Beauty ＆癒しの言葉が合う Clarke さんのジュエリー、是非お

ま ず 注 目 し た い の が Kootenay River Stone を 使 っ た Y 字 型 の River
Stone + Bar Lariat Necklace、その日のコーデや気分に合わせて長さ調節
が出来る優れモノ。羽、シルバーツリー、River stone を合わせた Feather

Tumbled Earth

気に入りを見つけて貴方らしい着こなしを楽しんでください。
HP では毎週トップ３アイテムを発表してるから最新人気アイテムを
チェックしてね！				

（H.J.）

www.tumbledearth.com
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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サイエンス

サイエンス

サイエンス

隣人と仲良くするほうが長生きで子孫繁栄
12 月 23 日、イギリス、エクセター大学他の欧米大学研究チームは、

サイエンス

サイエンス

ワニも尾を再生できる
トカゲが尾を再生できるということは良く知られているが、この度、

アメリカアカリスは、隣に縄張りをもっているリスとなかよくすること

ワニが尾を再生できるということが確認されたと、Scientific Reports 誌

によって、より長生きでき、また子孫をたくさん増やすことができると

に掲載された。

いうことがわかったと、カレント・バイオロジー誌に発表した。
研究チームが調査対象にしたのは、カナダ、ユーコン準州に生息して
いるアカリス約 1000 匹。調査には 22 年間を費やした。

このことは、米国ルイジアナ州野生生物漁業局から送られたワニの尾
を、アリゾナ州立大学のケンロウ・クスミ教授の研究チームが調査した
結果明らかになった。送られてきたアメリカンアリゲーターの尾を調べ

リスの耳にそれぞれの個体がわかるようにタグを付けて観察したとこ

て再生された尾であることをつきとめた研究チームは、さらに３匹のア

ろ、４歳以上になるリスの場合、自分の縄張りのまわりに縄張りを持つ

リゲーターを調べた結果、若いワニであれば最大 23 センチまで尾を再

リスと関係がよい場合には７割が生き残ったが、一方、仲が悪い場合は

生できることをつきとめた。トカゲやイモリなどの小型の爬虫類と違い、

生き残る率は５割だった。また、子孫を残すにあたって、周囲に縄張り

４メートルにもなる大型の爬虫類が身体の一部を再生できることが実際

を持つリスとの関係がよい場合には 1.7 匹の子供が生まれるが、関係が

に確認されたのは、今回初めてのことである。

悪い場合には0.9匹であった。

研究者によれば、動物はすべて多少の再生能力があるという。我々人

周辺のリスと仲が良い場合

間も、皮膚や神経などの小さな部分は再生可能だ。トカゲなどは切られ

は争いが少ないので無駄な体

た尾は生えてくるけれど完全に以前のものと同じ形で再生できるとは限

力を使わない上、蓄えておい

らないが、ウーパールーパーなどは骨や臓器、四肢などもほぼ完全に再

た餌を盗まれないので、雄が

生することができるという。

安心して雌を遠くまで探しに
行くことができるためである
と考えられている。

サイエン

今回の研究結果で、アリゲーターの再生能力は、哺乳類とトカゲの中
間程度ではないかと結論づけられた。
こうした動物の再生能力を研究していくことで、今後人間の再生医療
などに役立てることもできるのではないかと研究者は考えている。

西村 咲弥
花
実は、私、１ヶ月ほど前に転んで、今、ようやく家の中をぼつ

女の母親がうちのあじさいを抱えてとった写真の笑顔がとてもよ

ぼつ歩けるようになったのだ。転ばないようにと、ずいぶん気を

くて、ご葬儀にもその写真を使ったので、ご命日前になると、あ

つけていたのだが、庭で足をすべらせ、骨折はしなかったものの

じさいをとりに見える。別によそのあじさいより美しいわけでも

筋肉痛で、
最初のころはベッドから起き上がることもできなかった。

ないのに、それでも、ご命日にはこのあじさいを供えたい、とと

一人暮らしだが、近くに住む息子夫婦が三度の食事を運んでく
れたり、シャワーの手助けをしてくれている。

りに見えるのだ。
花は無言で、しかも、何かを語りかけてくる。

こんなみっともないことを誰にも話すまいと思っていたのに、
偶然、電話をくれた友人に話してしまったので、早速にお見舞い
のお花を頂いた。何種類かの花の中に２本の百合が入っていて、
長い間、私を慰めてくれた。
昔は、百合の花はかおりが強く、しかも茶色の花粉がどこかに
付いたらなかなか落ちなくて困ったものだけど、今の百合の花は
それらの欠点がすべてなくなって、清楚な白百合が次々に咲くの
を毎日楽しみに見ることができた。病人にとって、花は心をなご
ませ、生きようとする力を与えてくれる。
今は季節外れのあじさいだが、毎年８月末になると我が家のあ
じさいをとりに見える人がいる。亡くなった友人の娘さんで、彼
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＜ TEPP(Temporary Expedited Patio Program) の有効利用＞

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。

COVID-19 に よ る Pandemic で 飲 食 業 界 の 経 営 が 厳 し い 状 況 の
中、City of Vancouver は Business をサポートするという目的で TEPP
(Temporary Expedited Patio Program) を 2020 年 6 月より開始しました。
Social Distance を確保する為、
店内に居れるお客の数が制限されるので、
お店の外に Patio を設ける事で Social Distance を保ちつつ COVID-19 の
リスクを減らし、お店の収益を確保するのが狙いです。
最初は夏限定で 2020 年 6 月から 10 月末までのプログラムでしたが
COVID-19 が長引いていることもあり、1 年間延長され 2021 年 10 月末
まで延長されました。
申請は 5 つのステップからなりますが必要な書類を集め、簡単な
平面図さえあれば申請できます。ただ、City of Vancouver の Inquiry
Centre は現在 Close されており、申請は全て Email での申請になります。
Patio の種類は 5 種類ありますが、今回は参考に Curbside patio (road
or on-street parking space) を例に挙げます。以下のスケッチを参照し
てください。平面図は参考に載せても詳細が見えません。平面図を参
照したい方は、最後にリンクを載せますのでそちらからご覧ください。
TEPP の良いところは City of Vancouver が力を入れてるプログラムな
ので通常の Permit に比べ比較的取りやすいことです (11 月現在 )。更
に良い点は申請料が無料、Patio の使用許可料も無料、Curbside の場合
Parking Meter のスペースを使用しますがその費用も無料です。かかる

課題は本来 2020 年の夏の間だけのプログラムでしたのでフェンスの
みの設置でしたが 1 年間伸びたことで冬の寒さと雨も考慮し、どう対処
していくかです。City of Vancouver から TEPP の Winter Guide が出まし
たのでそのガイドに沿ったものにしなければなりません。
COVID-19 が未だ収束してませんが TEPP を有効利用して安全を確保し
New Normal の中で飲食をエンジョイしましょう。
		

費用は主に図面代と Patio のフェンスの費用です。

（Pacific Bridge Construction

山片

孝純）

(2020 年 11 月時点での情報です。状況は常に変わりますので最新情報
を知りたい方は以下のリンクをご覧ください。)
https://vancouver.ca/doing-business/expedited-

2021年コロナ対策

patio-program.aspx

ニコニコ生活・小統計

平面図参照のためのリンク
https://vancouver.ca/files/cov/temporaryexpedited-patio-permit-information-guide.pdf

明けましておめでとうございます！
激動の 2020 年を振り返り、健康維持、促進の知恵をまとめてみましょう。
コロナ対策：去年３月から皆さんが気をつけていることを継続ください。手洗い、咳をす
る時のエチケット、マスク着用、人と２M の間隔を保つ、病気の時は外に出ないなど、しっ

TORONTO

かり実行されていますか？ 少し咳や熱などの症状があると思った方は BC 州のセルフアセ
スメント https://bc.thrive.health/covid19 または 811 に電話ください。
免疫力の強化：毎朝 E- 体操というラジオ体操第１、第２を有志でオンラインで行ってい
ます。朝９時からですが、この７分弱、体を伸ばして、普段使わない関節を曲げますので、
体の調子が良いです。早起きは３文の得。是非お勧めですのでジョインください。予約なし
です。

『月刊ふれいざー TORONTO』は、

https://us02web.zoom.us/j/88359918710
孤独対策：E- 体操の楽しみは身体だけではなく体操後のおしゃべり（情報交換）です。
孤独は喫煙よりも健康に悪いと言われるように、孤独にならない努力は必要です。その意味
で私達の姉妹 NPO が行っている脳の運動教室をお勧めします。週１回自宅で簡単に脳トレ、
体操を通し仲間ができます。１月５日にお試し授業をしますので是非どうぞ！
https://www.eventbrite.ca/e/131000593301
ニコニコホームケアは介護サービスを提供する会社ですが、そこだけにとどまりません。
それは私達のミッションが「明るい未来を創生する」ことだからです。個々の健康促進への
教育、取り組みはご自身だけでなく、ご家族の介護負担を軽減し、病院要らず、明るい社会
を作ると信じます。どうぞ皆さんができるコロナ対策を引き続き行い、明るい未来を一緒に
目指しましょう。今年もよろしくお願い致します。		
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広告の御用命は下記まで

toronto@thefraser.com

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

コミュニティ団体の非営利

イベントのお知らせ などにも、

ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。 広告掲載 の
御用命もお待ちしております。

Happy New Year!

不動産あれこれ
不動産あれこれ
2020 年 12 月 の TREB 全 域 の 全 物 件 タ イ プ

動きが無く、夏から秋にかけ急加速で動き出し

の 平 均 価 格 は $932,222 と な り、 昨 年 同 月 の

冬に続いた形となっています。取引数的には記

$838,662 から +11.2% の上昇となりました。

録上三番目に位置しました。

12 月の取引総数は 7,180 件で +64.5% と動き

トロント市内から郊外への移動が活性化した

は非常に活発です。これは TREB の記録史上、 のも留意すべき点でしょう。ダウンタウンを中
12 月の最高記録です。新規リスティング数は

心にコンドの売り出し数が急上昇し値崩れが起

+66.1%、有効リスティング数 ( 在庫 ) は +6.6%

きているのも特筆に値します。この傾向は 2021

となっています。ただし物件タイプ、エリアな

年も続くと見られ、COVID-19 の影響がどう落

どにより差が大きく出ていますので注意が必要

ち着くかにかかっていると思われます。

です。総取引数は全物件、そしてトロント市外

リモートワークなどもう以前と同じには戻ら

と市内において昨年同月を大きく上回っていま

ないであろうものもあり、それに適合したマー

す。ですが平均価格の詳細を見ると、戸建て

ケットとなるのは間違いありません。このリ

が +17.7％ ( 市内 +8.1％、市外 +22.7％ )、準戸

モートワークのみならずリモートクラスのトレ

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

建 て が +16.6%( 市 内 +15.3%、 市 外 +17.4%)、 ンドは非常に重要で、マーケット全体が良く
タ ウ ン ハ ウ ス が +14.1%( 市 内 +17.6%、 市 外

も悪くもそれに大きな影響を受ける事になりま

+13.3%)、コンドアパートが -2.0%( 市内 -4.7%、 す。それはまた生活スタイル
市外 +6.3%) となっており、トロント市内のコ

の変化も意味しています。

ンドアパートのみが価格減少となっています。
特にダウンタウンは注意が必要ですね。
2020 年のマーケットは COVID-19 の影響で過
去に例を見ないケースとなりました。春は殆ど
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
103
Ave,Toronto,
Toronto,ON
ONM4S
M4G1A9
2H5
276 Vanderhoof
Merton Street
office: 416-481-6137
416-322-8000 Fax: 416-480-2548
www.bosleyrealestate.com
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田中 裕介
感染病と人種差別 ―「駆逐」すべきか「共存」か
「危機は好機」という総天然色のお花畑的センス

に撃たれて死んだ。葬儀には

の言葉がある。コロナ禍の渦中にいる今、不謹慎

かつて見ぬほどの長蛇の列が

に聞こえるかもしれないが、このコロナ騒ぎも百

続いたという。

年前のスペイン風邪がそうであったようにいずれ

生前のジンジャーの戦争批

収束する。人類はこれまで天然痘、ペスト、結核、 判は正鵠を射ている。
「資本家
エイズ、サーズ、マーズなど様々な感染病を乗り

同士の争いに、どうして労働

越えてきたのだ。ここは一番、NiziU のシンデレラ

者同士が駆り出されて殺し合

たちのように「Everything will be Okay!」と、一人

わなければならないのか」
。労

でラビットダンスでもしながら生き残ることに専

働者の資本は命だけなのだ。

念すべき時かもしれない。

戦争で利するのは軍需産業な

さて、問題は次にやって来る感染病にどう備え

1920 年代の日本人労働組合の仲間たち：前列左から鈴木悦と俊子。後列
左から吉田龍一、庄司 安蔵、山本倫由（写真：田村紀雄著「鈴木悦」所蔵）

ど大資本である。日系労働者

るかだ。感染病の専門家は「今後、世界は周期的

たちはこうして出稼ぎ根性を捨てストに加わりだ

にロックダウンを繰り返えさなければならなくな

した。

る可能性が高い」
（岩田健太郎教授）と言う。元を

相互理解は平等への近道
労働者の組織化や会社側と交渉の先頭に立った

この不況にスペイン風邪が追い打ちをかけた。 のが吉田龍一だ。東京で司法試験に落ち、カナダ

たどれば、
これは人間界と自然界の間の「ソーシャ

どこの病院も満杯、当然の如くアジア人は後回し

に来て肉体労働者となった。決して権力には屈し

ル・ディスタンス」がなくなったことに起因する

にされた。この時、日系社会は一つの運命共同体

ない硬骨漢である。

らしい。

であることを意識したようだ。下高原医師や赤川

だから
「危機は好機」
なのである。金儲けの
「商機」 牧師などキリスト教関係者たちは、公立小学校を

1927 年、組合結成時からカナダ労働会議（TLC）
への加盟を懇請し続けやっと「キャンプミル労組

ではない。周期的なロックダウンを社会体制に組

臨時病棟に使って治療を始めた。それでも 100 名

31 支部」の名称を得た。1937 年には TLC 加盟 10

み込む「好機」なのだ。コロナ禍でも資本家の肥

以上が犠牲となった。

周年を祝う特集「雌伏八年排日の難関突破」が「民

大化は止まらない。富の平等配分を可能にするの

さらに、BC 州政府は日系漁者の漁業ライセンス

は、大資本家の善意ではない。貧困層に位置する

数を 40％削減した。この仕打ちに対して、井上次

大多数の人たちが協力し合い、人種を超えた共同

郎率いるヘネー農会は「同胞を路頭に迷わすな」 国へと発展しつつある」ことが背景にあるだろう。

体意識で平等な社会体制を構築する「好機」なの

と職を失った漁者を受け入れた。

だと思う。

衆」の一面を飾っている。
TLC による承認は、カナダが「植民地から独立
白人労働者の意識も変わりつつあったのだ。彼ら

ここで歴史に残る事件が起きた。1920 年５月、 も理想とする社会制度を模索していた。中国系や

ちょうど百年前、バンクーバーの日系社会がま

BC 州スワンソン・ベイ製紙工場では、日系人 79

日系労働者を傘下に収めたカナダ労働界は、1932

だ成長期にある頃、不況と感冒流行をテコに、そ

人が白人労組の同盟罷業に参加した。リーダーの

年、CCF（連邦協同党）を結成し、ウッドワース、

れを行動に移した人たちがいる。危機が人材を育

佐田種次や神野専は、日系新聞を通じて日系社会

マキナスなどの連邦議員が人種差別の撤廃を訴え

てるのだ。天の采配かと思える歴史がそこにあっ

全体からの支援を要請するために３日もかけてバ

た。

た。

ンクーバーに出てきた。

見え出した運命共同体

1936 年、マキナス議員はオタワ議会に「日系市

そこで待ち構えていたのは大陸日報主幹・鈴木

民への選挙権の付与」決議案を提出し、日系市民

悦だった。悦は即座に立ち上がり、農・林・漁に

連盟（JCCL）の二世４人を陳情団としてオタワ

1914 年、第一次世界大戦が勃発し、英領カナダ

従事する労働者のみならず、商店主や教員までを

議会に招請した。この CCF と日系人の信頼関係

は特需で潤った。例えば、BC 州ヘネーの日系農会

含む「日本人労働組合」を立ち上げた。浮田郷次

は一重に日系労組との 16 年に亘る協同が築き上

では苺ジャムを大量に出荷した。ところが、1918

領事もこれに賛同し「切に同胞の覚醒を促す」と

げたものだ。そして、戦後も一貫して日系人が

年秋の終戦とともに急転直下、不景気のどん底で

いう「檄」を寄稿している。

政府に対して戦時の強制収容と財産没収に抗議

喘ぎだした。そこへ復員兵がスペイン風邪を戦場
から持ち帰ったのだ。

一方、鈴木悦の描く労働運動は社会主義という
より、いわば組合主義に基づく共同体の構築を目

するリドレス運動を支援したのも、CCF の後身
の NDP だった。

BC 州在住の 2 万人弱の日系社会は、ほとんどが

指していたようだ。そして、白人との共闘を通じ

一方、ヘネー農会の山家安太郎は、戦後はオン

一世だった。19 世紀末からの出稼ぎ機運は、1907

て相互理解を深めれば、差別は軽減されるはずだ

タリオ州に移動し、身寄りのない一世のために全

年の白人暴動で終わった。以後、年間 400 人に狭

と考えていた。

財産を投じて「ニッポニア・ホーム」を建てて終

められた移民枠の中で、移民たちはカナダで所帯
を持ち、二世の産声が聞こえるようなった。
戦後の不景気は木材・製紙業を直撃し、会社側

この時、悦を支えてくれたのが妻の小説家・田

生運営にあたった。また、いち早くトロントで

村俊子だ。1924 年、２人はカナダ初の労組発行の

ニューカナディアン新聞を復刊させたのは、元労

日刊紙「民衆」を創刊する。悦は労組拡大のため

組幹部の梅月高市だったのである。

は「賃金値下げ」に踏み切った。これに対して、 に各地を走りまわった。一方、俊子は婦人部での

第二次大戦までの日系史はまさに「石をもて追

カナダ労働会議などの労働者が立ち上がり、執拗

避妊指導など今から見ても進歩的な活動を繰り広

わるるごとく」
（新保満）迫害の連続だった。だが、

にスト攻勢をかけだした。その一人、炭鉱労働者

げた。

中には理想の平等社会を模索し続けた「硬骨漢」

ジンジャー・グッドウィンは兵役を拒否して警官
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Happy New Year!

第 54 回

うな気持ちで、じっと彼の話に聞き入った。

遅れてきた、津軽アイヌ

VI

キロス田中桜子

ことがあります。書物には書かれていないけれど、

「“私たち” と言うとき、カナダやアメリカの国

それを伝える人々が今まで続いているのです。分

境は無意味です。私たちの歴史は、私たちを一つ

け放たれた兄弟姉妹が、やがて共に家に戻るだろ

にしているのです。わかりますか。同じ痛みの歴

う、と」

史なのです」

不思議な長老
Ｖさんの尽力により幾つかの主だった地元先
住民族の組織にコンタクトが取れた。その一つが
「カナダ先住民族退役軍人連合」だった。その組
織の会長が会見を承知してくれたので、私はグラ
ンビル通りのあるビルの一室を訪れた。アメリカ
の退役軍人の間での反日感情の高まりを考慮し、
慎重に構えていた私を待っていたのは、コットン
シャツにブルージーンの、何とも人懐こい笑顔の
一人の長老だった。
初めて彼の顔を見たとき、私は、何処かで以前
既に会ったことがあるような気がして、吸い込ま
れるように彼の目を見つめていた。すると、彼も、
笑顔のまま何も言わずに私を見ている。初老と伺
える彼の容貌は、まるで日本人だった。しかし外
見だけではない。彼の方でも、
私が来ることを知っ
ていたかのように、私の目を真っ直ぐ見つめ、何
も言わずに握手の手を差し出して来た。
長老に会いに行くということで、緊張しきって
いた私は、思わずその手を強く握ってしまった。
がっしりとした、暖かい手だ。
「先週フランス領事館を囲んで皆でプロテストし
てきたんだ。南太平洋での核実験は許せない。彼
らは先住民族は同じ人間と思っていないのだから」
先ず、彼の方から口火を切ったように記憶して
いる。
「私達は国連に訴え続けています。先住民族と
して、カナダ人として、もう二度と戦争の犠牲者
を出してはいけない。そのことを世界に伝える使
命があるのです。私達退役軍人は、これが最後の
戦争と信じて戦場に行ったのですから」
何と言うことだろう。私の方から協力を頼むな
どと言うものではなかった。彼は既に私の側に居
て、より積極的に反戦活動をしてきておられたの
だった。
「私たち先住民族には、私たちなりの世界観と
歴史観があり、大切なことが起こるときには、た
とえ普段は対立しているような間柄であっても、
必ず協力してきました。そして、今は立ち上がら
なければならない時なのです。あなたが私たちの
もとにやって来たことは、とても意味があるので
すから」
彼は嬉しくてたまらない、という表情で熱っぽ
く語り続けた。私は、大先輩から肩を叩かれたよ

www.thefraser.com

ミッション（使命）

「それは随分、古い言い伝えなのですか？」

その長老は、原爆語り部の安井幸子さんがカナ

私は尋ねた。

ダに来ることを、ひときわ大切に受け止めておら

「そういう風に伝わっています」

れた。そして彼女が地元の先住民との交流をはか

長老は頷いた。厳粛な雰囲気が漂った。

るように、スクアミッシュ族の指導者たちと話を
することを、
申し出てくださった。スクアミッシュ

私はもっと長老と話をしていたかったのだが、

族は、北バンクーバー市からホイッスラー付近ま

やがて、扉が開いてメガネをかけた四十代の男性

でに及ぶ広大な地域に基盤を置き、経済的、政治

があらわれた。黒髪がきちんと分けられ、会社員

的、そして文化的にも活発な人々である。

のような服装をしていた。スクアミッシュの事務

それからしばらく経ち、スクアミッシュ族の本

所の代表と自己紹介し、彼が握手を求めてきたの

拠を訪れることになった。ノースバンクーバーに

で、
私も立ち上がり応じた。長老とも面識はなかっ

ある部族事務所の建物は、外見はカナダの建物と

たということで、挨拶を交わしていた。

変わりはさほどない。だが中に入ると伝統的なデ

その男性があらわれた途端に部屋の空気さえ変

ザインや装飾があちこちに目に付く。それらの華

わったように感じられた。まるでビジネスの世界

やかさに見とれながら歩いてゆく私を、呼びかけ

である。

る声がした。

「スクアミッシュでは毎年八月に文化行事のパ

「シェリー！」

ウワウを開催します。日本人の留学生もボラン

例の女性Ｖさんが、笑いながら迎えてくれた。
「煙草は、持ってきたの？」
何か大切な目的があって長老や指導者に会いに
行くときは、必ず煙草を持参するのだと聞かされ

ティで参加したりするほど、国際的に知られてい
ます。先住民族の国際交流の一環として、長崎か
らの使節を、是非今年のパウワウの貴賓としてお
招きしたい」

ていた私は、用意してきた日本製の煙草を差し出

パウワウとは、最も有名な北米インディアンの

した。私は一体誰に、何処にそれを贈るのかを知

お祭りの一つだ。もともとの意味は「スピリチュ

らなかったので、彼女はそれを受け取ると、目で

アル・リーダー」だったとされるが、今日では羽

合図して私を奥へと導いた。

毛で飾られた華麗なコスチュームに身を包んだダ

事務応接室は広く、一般的なそれと変わりは無

ンサーたちが踊りを競う、老若男女を問わぬ文化

かった。そこには、あの不思議な長老が既に座っ

復興の場となっている。日本で言えば、お盆の頃

て待っていてくれた。だが、彼はあくまでも立ち

によく行われ、輪になって踊るところなども、似

会いということで、スクアミッシュの代表者が参

ているかもしれない。

加すると聞かされ、私は待ちながら彼と雑談し

そのパウワウに安井幸子さんが貴賓として招か

た。Ｖさんが私たちを見て、
「古い付き合いなの？」 れる、ということがどういうことなのか、私は漠
と好奇心を寄せてくる。
「まるでファミリーみた

然とした理解しか持たなかった。また、きびきび

いに見えるわ」

とした口調で話をするその男性は、何処かの観光

彼女は気を利かせたのか、早々に姿を消した。 会社のエージェントのような風もあり、少々疑わ
私はこのときばかり、と心にあったことを思い

しくも感じてしまった。たが長老が「それは、素

切って問いかけてみた。

晴らしいことです。
」と頷いたので、私も二つ返事

「私、あなたのことが、初めて会った人とは思
えないんです」

で承諾した。長老は、
「今年のパウワウは、特別な
意味を持つものになるでしょう」とつけ加えた。

長老は親しみのある笑顔を浮かべて、頷いた。

私が持ってきた煙草は、何故かＶさんの手から

「若い頃カリフォルニアに住んでいたんだけど、 スクアミッシュの男性に渡されていたようで、長
日系人の友達が沢山いたんだよ。あなたに良く似

老の前で彼が申し訳なさそうに、
「これ、どうぞ」

た少女と、親しくしていた事もあった。懐かしい

と差し出した。それを受け取りながら、長老は

なあ」

「That’ s cool!」と感激しながらも、
「僕もそんな

（そうか、昔の彼女に似ていただけなのか！） 年なのか」と冗談を言って笑った。
と私は一瞬がっかりしたが、長老はこう続けた。

			

（つづく）

「私たちの間で、古くから言い伝えられている
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私の薦めるこの一冊
『夫婦の情景』 曽野綾子著

新潮文庫

“先生って女心をちっとも解っていないのね！”

しかし、絶望ではない。叩け、されば門は開け

太郎に心を惹かれる。すべてを捨てて小太郎の胸

と或る日本の若い女性に言われた事がある。指摘

られるであろう、という言葉がある。僕は小説の

の中で穏やかに暮らす日を、伸子はどれほど夢み

された通り、その言葉の存在だけは知っていた

戸を叩いた。特に、曾野綾子氏の作品には教えら

たかしれなかった。

が、女心とはどんなものであるかなど考えたこと

れるものが多い。
『夫婦の情景』に登場する人物の

もなければ、解る余地もない。これはショック

言葉の隙間から女心らしきものを覗える。
「小心」 る人がいるが、作家は往々、架空の人物を通して

だった。辞書を引くと “woman's heart”、“female

の長富真弓は見合い結婚をしたが、本人は恋愛結

psychology” という英語が二つだけ見つかる。こ

婚に憧れていたのだった。そして、４年に入った

フィクション〈小説〉とは嘘である、と解釈す
真実を教えてくれるのである。
（カリガリー大学名誉教授 沢井 昇）

れではなんの役にも立たない。女心には、
客観的に、 自分の結婚生活を、成功とも不成功とも思えない
または科学的に、その深さを計る機械がないので

でいた。
「25 年目の秋」の俊子も夫と見合いで結

これが女心だよと言われれば、そうかなと思うし、 ばれた。好きだったから一緒になったのではない。
女心とはそんなものではないと言われれば、全く

時々、俊子は、いまあなたは夫を愛していますか？

だと感じる。

と婦人雑誌のアンケートででも訊かれたら、自分

僕はティーンの時祖国を離れ、アメリカの M 市

は何と答えるだろう、と恐ろしく思うことがあっ

に在るＡ大学ヘ入学した。その当時 M 市には日本

た。わからないと答えるだろうと思う。娘時代に

人はいなく、20 年もの間、日本人との交流は全く

は、俊子も一人前に危なげのある男が好きだった

無かった。日本人の影も見ず、言葉も聞かなかっ

のである。女の心をそそるようなことを言いなが

たわけだ。相次いでその後 30 年余りカナダの C

ら、実は決して女に心を許さず、しかし、本当は

市に住むことになる。この市も日本人はごく少な

惚れっぽく、手線手管に精通している、そんな精

かった。よくよく日本人との縁が薄かったものだ。 神を持った美男と結婚することを夢みていたのだ。
50 年という空白は日本の女心の勉強に大きなハン 「不眠」の伸子は仕事第一主義の白石と見合い結婚
ディーとなっている。

した。しかし、白石の同級生で文学を専攻した小

My Story

けた看護師が子宮頸がん検診を行うことができるそうだ。思ったよりも
簡単に子宮頸がん検診を受けることができて驚いた。
ところで、つい先日、ちょっと心配なニュースを目にした。Covid の

私の乳癌闘病記（13）

中田 有厘

看護師だったのにステージ 3 の乳がんと診断されるまで、実は私は
乳がん検診を受けたことがなく、今ではかなり恥ずかしいことだなと
思っている。自分だけは癌にはならないだろう、癌になるには若すぎ
ると思っていた。それに、マンモグラフィーの痛みが怖かったのだが、

影響か、例年より癌の診断をする人が 20％～ 30％ほど少ないそうだ。
実は癌だけれども、診断されていない人が増えているのではないかと懸
念されている。今この状況でがん検診を受けることはもしかしたら難し
いかもしれないが、どうか気に留めておいていただきたい。自分だけは
大丈夫と思っていた過去の私からみなさんへのアドバイスである。
どうかみなさんが 2021 年も健康に過ごせますように。

初めて受けた時に全く痛くなくて驚いた。
その一方で、手軽さから 20 代の頃から定期的に受けていたがん検
診がある。子宮頸がん検診だ。仕事が忙しかったり、カナダに来たり
してここ 5 年ほど受けていなかったことを思い出し、久々に受けよう
と思い立った。カナダでは症状がないと検診が受けられないとか、症
状がなくてもちょっと大げさに言わないとダメだと言われていたのだ
が、ファミリードクターにここ５年ほど子宮頸がん検診を受けていな
いと言ったら、すんなりと予約をとってくれた。私はてっきりファミ
リードクターが産婦人科医に紹介状を書いてくれて、産婦人科医のオ
フィスから電話がかかってくるのかと思っていたら、ファミリードク
ターのいるクリニックで実施しているとのことだった。
1 週間後に子宮頸がん検診を受けることになった。そのクリニック
では、なんと看護師が子宮頸がん検診を行っていた。日本では必ず産
婦人科医が検診をするので、正直驚いた。看護師に聞くと、医師たち
も忙しく、医師はカナダでも男性優位の職業なのでトレーニングを受

30

月刊 ふれいざー Toronto

January 2021

Fraser Monthly Toronto

問題は p.10

Happy New Year!

文芸
■さのよいよい

戌井 昭人著

■約束

平田 豪成著

■サハリン島

エドゥアルド・ヴェルキン著
河出書房新社 ￥3800

論創社 ￥1800
新潮社 ￥1800 「人は他者の死を体験することはできる。しかし、自
イ ヤ な こ と は 燃 や し ち ま え ば、 い い ん だ よ。 分の死は体験することができない。自分の死を体験

北朝鮮発の核戦争後、先進国で唯一残った日本は

三十二年前の放火殺人事件を探るうち、わたしは

するのは、自分以外の誰かなのだ 」激動の昭和、ベ

死体売買が蔓延するサハリン島に潜入する。この

家族の秘めごとやおのれの不甲斐なさを思い知ら

トナム反戦運動と大学闘争を生きた青春の愛と死と

10 年で最高のロシア SF とされる衝撃の傑作。

される。シリアスで、ちょっと熱めの長篇小説。

再生の物語。

■七十四秒の旋律と孤独

■風船 ペマ・ツェテン作品集 ペマ・ツェテン著

■愚か者の島

久永 実木彦著

鎖国を開始。帝大の未来学者シレーニは人肉食や

乾 緑郎著

春陽堂書店 ￥2000
草原に暮らす羊飼いの家族たち。その穏やかな

第八回創元ＳＦ短編賞受賞作「七十四秒の旋律と孤

祥伝社 ￥1800
この島には、人を狂わせる何かがある。何でこの

生活のなかにある、秘められた葛藤と孤独を描く

独」をはじめ、人類が滅亡したあとの宇宙で、ヒト

島が〈フリムン島〉と呼ばれているのか知ってい

表題作「風船」のほか、仏教的世界観と近代的価

の遺した教えと掟に従って宇宙を観測し続けるロ

るかい？ 南の孤島で事情ワケありの男女が出会

値観が混じり合う現実を生きるチベットの人々を

ボットたちの日々を綴る連作全六編を収録。創造主

うとき、
〈ふれもの〉になるのは誰だ !?

ユーモラスに、幻想的に、時にリアリスティック

である人間をめぐる鮮烈なデビュー作品集。

■羊は安らかに草を食み

に描いた短編 6 作品を掲載。

東京創元社 ￥1800

■夕日と少年兵 ～八路軍兵士となった日本人少
年の物語 ～

土屋 龍司著

花伝社 ￥1700

宇佐美 まこと著
祥伝社 ￥1700

■恥さらし

パウリーナ・フローレス著
白水社 ￥3000

認知症を患い、日ごと記憶が失われゆく老女には、

満州に取り残された軍国少年はやがて、自ら志願

それでも消せない “秘密の絆” があった。八十六年

1990 年代から現在までのチリを舞台に、社会の片

して中国人民解放軍の兵士となった――。激動の

の人生を遡る最後の旅が、図らずも浮かび上がら

隅で生きる女性や子どもの思いと現実をまばゆく描

時代を生き抜いた中国残留日本人、衝撃の実話を

せる壮絶な真実！

き出す9つの物語。2015年度チリ芸術批評家協会賞、

もとに描かれた真実のストーリー。

■猫がこなくなった

■天を測る

今野 敏著

保坂 和志著
文藝春秋 ￥1700

2016 年度サンティアゴ市文学賞を受賞、チリの新
星による鮮烈なデビュー短篇集。

講 談 社 ￥1700

命において死は生きるのと並行して在りつづける―

『隠蔽捜査』の著者・今野敏、初の幕末小説！激動

■みんな知ってる、みんな知らない チョン・ミ

―世界がこの言葉を発している。忘れがたい猫たち

のさなか、ただ一点を見据えて正道を進む幕臣が

ジン著

や風景や書物をめぐる９つの短篇。

1995 年 6 月 4 日、奇しくも同じ日に起こった “事件”

いた。これまで誰も描かなかった、もう一つの近

■続けてみます

ファン・ジョンウン著

により、9 歳の二人の少女は 49 日間、一人きりでの

昭文社 ￥1800

軟禁を余儀なくされた。奇跡的に生還を果たして 20

現代史がここにある。
■野良犬の値段

百田 尚樹著
幻冬舎 ￥1800

まだ時間はあるのです。世界が終わる瞬間にはゆっ

年後、封印してきた記憶を二人が徐々に取り戻すとき、

くりとたどり着くはずだから。誰かを思う気持ち、 再び事態が動き出す！ 韓国人女性作家の新星によ

拐された、みすぼらしい６人の謎の男たち。前代

拒む気持ち、責任、放棄、やすらぎ、恐れ……。現

未聞の「劇場型」誘拐事件が、日本社会に “命の価

代韓国文学の旗手が、みずみずしくも濃密に生の息

値” を問いかける。稀代のエンタメ作家・百田尚樹

遣いを描く。第 23 回大山文学賞受賞作。

る、スリルに満ちたサスペンスの傑作。

2020 年９月のベストセラー
出版科学研究所調べ

が、とうとう「ミステリー」を書いた！

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

悪

塚
→

自

→

遺

→

→

力

圧

→

→

→

→

健
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総合
劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 ノベライズ 吾峠呼世晴原作 集英社
転生したらスライムだった件 (17) 伏瀬 マイクロマガジン社
半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤 講談社
白石麻衣乃木坂４６卒業記念メモリアルマガジン 講談社（編）講談社
「繊細さん」の本 武田友紀
飛鳥新社
鬼滅の刃 風の道しるべ 吾峠呼世晴（原作）集英社
少年と犬 馳 星周
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
約束のネバーランド 戦友たちのレコード 白井カイウ 原作 集英社
鬼滅の刃 しあわせの花 吾峠呼世晴（原作） 集英社
FREESTYLE 2020 大野 智
MCO 発行
集英社
鬼滅の刃 片羽の蝶 吾峠呼世晴（原作）
人は話し方が 9 割 永松茂久
すばる舎
滅びの前のシャングリラ 凪良ゆう 中央公論新社
気がつけば、終着駅 佐藤愛子 中央公論新社
政治家の覚悟 菅 義偉
文藝春秋
ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社
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
あの夏が飽和する。カンザキイオリ 河出書房新社
私は私のままで生きることにした キム・スヒョン ワニブックス
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今日 は 何 の 日？

日本文化と神道（６）

1 月 22 日

カレーの日
老若男女、皆が大好きなカレーライス。1982
年 1 月 22 日に全国小中学校一斉でカレー給食
が出された事で全国学校栄養士協議会により制
定。ちなみにカレー消費量ベスト３は鳥取県、
新潟県、青森県。今夜はカレーで決まりかな？

1 月 26 日

節分の祓

はせがわいずみ
神主兼映画ジャーナリストの、はせがわいずみ
です。

モンチッチの日
1974 年 1 月 26 日はモンチッチの誕生日。世
界中で愛されている「モンチッチ」の魅力をよ
り広める為に 2018 年に日本記念日協会が認定・
登録。公式 SNS や Youtube もあり、新キャラ
の「ウサギのチムたん」の人気も急上昇中。

はらえ

穢れを祓う「節分の祓」のご奉仕をしていま
す。この神事は、祓いの身代わりとなってくれ

来月は節分ですね。節分は年によって違います

ひとがた

る人形を使います。人形に名前、
年齢（数え年）
、

が、2021 年は２月２日です。節分とは、
「季節を

住所を書き、祓ってほしいことを念じ、体の良

分ける」という意味で、元々は、各季節の始まり

くなって欲しい部分を、願い事を唱えながらさ

の日（立春・立夏・立秋・立冬）の前日のことを

すり、人形に息を吹きかけます。例えば、肩こ

指していましたが、江戸時代から立春の前日のこ

りが治って欲しい場合は、
「肩こりが治ります

とを指すようになりました。というのも、立春は

ように」と言いながら人形で肩をさすります。

2月2日

旧正月の時期と重なることも多く、また、動植物

頭が良くなって欲しい人は、
「頭が良くなりま

が活動を再開する春の始まりでもあるので、特別

すように」と言いながら人形で頭をさすります。

日付はツインを意味する「２」が重なる日だか
ら。ツインテールは「セーラームーン」や「プリ
キュア」シリーズの日本アニメのヒットにより有
名になった Japanese Kawaii なヘアスタイル。

な意味を持つからです。

良くなって欲しい部分が複数でも構いません。

2月6日

恵方巻きの起源は分かっていませんが、2021 年

Twintail Day

節分と言えば、豆まきと恵方巻き。豆まきの慣

さすって息を吹きかけた後の人形を節分祭にご

習は、平安時代初期から宮中で行われていた邪気

持参またはご郵送ください（詳細は当神社ウェ

や災厄を祓う「追儺の儀」が起源とされています。

ブサイト ShintoInari.org をご参照下さい）
。

はら

ついな

の恵方は南南東です。

Ice Ceam for Breakfast Day

また、立春から厄年が始まると考えられていた

19660 年代に始まった Groovy な記念日は毎
年 2 月最初の土曜日。朝食にアイスクリームを
食べれる日なんて子供達にとっては夢！もちろ
ん大人だって堂々と朝からアイス食べちゃいま
しょう、だって記念日のルールですから（笑）
年に一度ならこんな朝食もありですよ。

ことから、節分は、その年が厄年に当たる人たち
が厄祓いのご祈祷をしてもらう日という習わし
があります。
季節が変わる時期ですので、昔から日本人は、
けが

厄年以外の人も穢れを祓う慣習がありました。
「穢
れ」とは「気が枯れる」という意味で、本来持っ

2 月 11 日

ている「気」がストレスなどで ｢ 枯れて ｣（くた

わんこそば記念日

長野県の戸隠そば、島根県の出雲そばと共
に日本三大そばの１つが岩手県のわんこそば。
1957 年から岩手県花巻市で「わんこそば全日
本大会」が行われている。2015 年にその歴史
と実績が認められ、大会開催日の２月 11 日を
記念日と認定。皆さんはわんこそば挑戦したこ
とありますか？

びれて）パワーがダウンしている状態のことで、
「祓い」で「気」のリチャージをしてきました。
当神社では古来より伝わる神事にて、節分に

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

世界で唯一の神主兼ハリウッドの映画ジャーナリス
ト。取材したセレブは、のべ 1 万人以上。実家は島根
県にある出世稲荷神社。NHK などのアナウンサーを
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）

日本の伝統文化・慣習を次世代に伝えましょう！

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

アメリカ出世稲荷神社

ShintoInari.org

（鎌倉時代から島根県松江市に鎮座する出世稲荷神社のアメリカ分社）
@ShintoInari
@ShintoInari
@ShintoInari
ShintoInari
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世界初のアルツハイマー治療薬開発者
同志社大学生命医科学研究科客員教授

杉本八郎さん

活動を支える坂村真民の言葉
80 歳を目前にしながらも現役でアルツハイマー根治薬の
開発に臨み続ける薬学博士の杉本八郎さん。さらにオフで
は剣道、俳句作りも仲間を率いて精力的に活動している。
そんな杉本さんには、人生をつらぬく座右の銘があった。
ふ 今回は杉本さんの剣道や俳句作りの話を聞
かせてください。

HS：今この年になってわかったことですが、勝

杉本八郎さんプロフィール

ち負けから離れたところの自分を大切にしてい

HS：剣道は高校から始め、現在七段です。勤め

るんです。こちらが勝てば、
相手は負けたとなる。

ていたエーザイに自分で剣道部を作り、薬業剣

向こうにも先輩、後輩、家族がいる。若い頃は

道連盟というのも作りまして、メンバーは 150

その忖度がないですよね。坂村真民の詩に『鈍

人ほどいます。今もエーザイ剣道部の名誉部長

刀を磨く』があります。鈍刀でもせっせと磨け。

1942 年生まれ。東京出身。京都在住。製
薬会社エーザイ勤務時代に世界初のアルツ
ハイマー病の進行抑制剤（アリセプト）の
開発に成功する。同志社大学生命医科学研
究科客員教授。グリーン・テック（株）代

として京都から東京

せっせと磨いても鈍

での稽古に毎月１回

刀は光らないけれど

通 っ て い ま す。 連 盟

も、
「ありがとう、あ

では武田薬品工業が

りがとう」と言って磨

強 く て で す ね。 い つ

いていくと、その人自

なに人生を詠（うた）えるのかとわかって俳句

も武田に負けて悔し

身が光っていくとい

に転向しました。

い も の で す か ら、 部

う内容です。１年に１

年に１度、
「フォーラム ファジー」という科

員 に「 武 田 に 買 っ た

回の大会のために苦

学の研究を発表する集まりがあるんですが、そ

ら、 祇 園 で 一 席 設 け

労して苦労して結局

の会の２部で俳句の会を私が師匠格でやってい

る」と言ったら勝っ

負ける。でも１年間苦

ます。俳句をやったことのない人たちが、面白

労したことによって

そうだと言って入ってきて、会の後の懇親会の

自分が成長する。それで十分ですよ。鈍刀の光

飲み屋で私が全員の俳句を酷評するんです。み

ふ：部員のモチベーションアップが上手ですね。

る光らないは関係なくて、磨いた人がその恩恵

んな飲んでいるから酷評がとっても受けまして

HS：楽しくないと続かないですよ。結局、師範

を受けるんです。

ね。毎年秋には湯河原で俳句の合宿もして楽し

たんですよ。

剣道は七段の腕前

開発に情熱を傾けている。

んでいます。

の助言があって祇園の代わりに剣道着をプレゼ
ントしたんですが。

表取締役。現在アルツハイマーの根治薬の

私自身は毎日 10 句作るまでは寝ないんです。

ふ：なるほど。
HS：孫子の兵法でね。
「戦略」という言葉があ

そして 300 句から選んで同人誌に投稿していま

HS：面ですね。剣道に勝つコツは打たれる前に

「風土」の石川桂郎賞にも毎年応募していま
ります。戦略と言えば戦う方法じゃないですか。 す。
これはね、戦いを略するんです。それが最大の すけど、よくて佳作です。しかしここでも「鈍

打てばいいんです。それが難しい。怖いけど前

戦法なんですよ。切らないで逃げていく。剣道

刀を磨く」でいいんですよ。入賞にかかわらず、

に攻めなかったら、勝てない。怖い自分とどう

をやる人は座禅や書道が好きですが、この「戦

一年間俳句を作ろうと思った自分の心のあり方

戦って攻めていくか。その心構えが４、５分の

いを略する」という境地も禅と近い感じがしま

が大事。鈍刀を磨くというのは私にとって重み

ふ：杉本さんの剣道の得意技やコツは？

稽古の中で出るんですね。剣道は性格が出ます。 すよね。これは俳句にも通じていてね。

のある言葉なんです。

意地の悪いのは意地の悪い剣道で、正直なのは

		

真正直なもので。剣道を通して自分の心のあり

ふ：杉本さんは「風土」と

ようを知ることが可能です。１時間の稽古で夏

いう俳句結社のメンバーだ

場は２キロ痩せますよ。稽古の後はビールを飲

そうですね。

まないとね、動けないんですよ。それだけ激し

HS： そ う で す。 昔 は 詩 を

いスポーツですから。親の仇のような気迫で持っ

書 い て い た ん で す が、 結

ていくわけですからね。そうすると非日常の１

婚すると詩ができなくなっ

時間で自分のストレスなんていうのはすべて消

た。愛は愛ではなくて日常

えちゃうんですね。極端に言うと新しい自分に

生活になってしまうじゃな

なっているんですよ。これが剣道のひとつの醍

いですか。私は数学者の岡

醐味かもしれない。

潔先生の随筆を読むのが好

（取材 平野香利）

きで、随筆を読んでいたら、
ふ：どんな思いが一歩前に出る力になっていま

岡先生が松尾芭蕉の俳句を

すか？

紹介していて、俳句でこん

www.thefraser.com
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Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
Revue Cinema の静かな夜
505 番のストリートカーに揺られてダンダ

ビュー建設時には反対

ス・ストリートを西進する。朝から雪交じり

の声も上がった。という

の雨が続いているせいで道路は僅かに灯され

のも近隣には公立学校があり、地元住民や教

くのボランティアが集まったという。創立 100

た照明を反射して煌めき、ひっそりと静まり

育委員会が「子供への悪影響」を危惧したか

周年を迎えた 2012 年には映画の創成期を築い

返った街に少しばかりの賑やかさを与えてい

らだ。ちなみに当時でいう悪影響とは殴り合

たジョルジュ・メリエスの物語『ヒューゴの不

る。昔ながらの街並みが並ぶロンセスヴィル

いなどの暴力や露出の多い服装といった映画

思議な発明』を上映したことも記憶に新しい。

で下車し、しばし歩いて南下すると、小さな

館が売りにしている娯楽そのものだった。し

その昔、人々を不安にさせた映画館も今では街

スポットライトに照らされて闇にぼんやりと

かし戦時政策の一環として映画館への資金援

の象徴として愛されている。

浮かび上がる映画館があった。

助が増えたこともあり、20 年代には「ファー

オンタリオ州全域まで拡大されたロックダウン

トロントで最も古い映画館の一つであるレ

スト・ラン」と呼ばれる最新映画を上映する

のため、レビューは現在も閉館したままだ。た

ビュー・シネマ（以下レビュー）は 1912 年か

映画館へと成長、レビューの人気はテレビが

だ上映こそ禁止されているものの閉館している

ら現在まで地元住民に映画を提供し続けてい

普及する 70 年代まで衰えることはなかった。

間は週末のみ売店を開けてポップコーンや飲み

る。中央を飾る「R」の頭文字が印象的なファ

2006 年、経営不振を理由にレビューが売り

物の販売を行っている。またレビューの特徴的

サードは創業当時から変わらぬ姿を保ってお

に出されたときは住民や映画好きが集まって

な外観を親しみのあるイラストにしたオリジナ

り、このシンメトリーな建物が積み重ねてき

「レビュー・フィルム協会」を設立。映画館と

ルグッズの販売も始め、少しずつ再開に向けて

た歴史を垣間見ることができる。建物の上部

して再建できる買い手を探して奔走した。最

準備しているところだ。黒地の半袖シャツは着

に見える二つの丸い窓もまた年代を感じるデ

終的には近隣に住む夫婦が買い取り同協会に

心地も良く、クラシカルな佇まいとカジュアル

ザインだ。

貸し出すことでレビューは非営利団体として

な性質の両方を大事にするトロントらしさが表

復活する。また古くなった建物の修復には多

れていると思う。

どんな始まりにも意外性があるように、レ

バター多めに注文したポップコーンを手渡す
際に、私たちの映画館をサポートしてくれて
ありがとう、と店員が一言添える。羽のように
軽い紙袋をそっと抱えて振り返ると、細かな模
様が入ったガラス扉の向こうに新しい客が並ん
でいた。マスクで顔半分は見えないが小さなス
ポットライトに照らされて白い息が見える。近
くに人の呼吸を感じてどこか安心した。静かな
通りに光をもたらす映画館。その存在に支えら
レビュー・シアター（1935 年撮影）

Revue Cinema 公式サイト＆オンラインストア：revuecinema.ca

れているのは、きっと私の方なのだろう。

Mini English Lesson
Thanks and Graatitude

Express your thanks and gratitude with these phrases:
Thank you (very much) for your time.

I'm (very) grateful that you helped me.

Thank you (so much) for helping me.

We appreciate everythng you did for us.

Please accept this small gift as our thanks to you.

Your time is much appreciated.

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

disney plus logo

fast and furious 2

mank

ma rainey

matrix 4

pieces of a woman

映画評論家

Raymond Tomlin
ハリウッド、一世代に一度の地殻変動
30 年ごとに、あるいはざっくり一世代に一度、 画なのか？ この押し問答は、ハリウッドをとて

いうのも理由の一つだ。

「地殻変動」がハリウッドに揺さぶりをかける。 つもないアイデンティティーの危機に陥れた。
1920 年代のサイレント映画からトーキー映画への

延期された大作を世に送り出したストリーミン

ハリウッドはこうした惨状以外にも 2020 年、 グ・サービスはこれまでにないほど盛況だが、他

移行や 1950 年代のテレビ放送、1980 年代のケー

突然の変化に遭遇した。ディズニーの取締役会長

者との交流によってもたらされるスリルがひと段

ブル・ブームなどがその例だ。

ロバート・A・アイガーや８月にユニバーサルで

落した 2022 年には何が起こるだろう。

そして今、再び地殻変動が起こっている。

の 25 年のキャリアに終止符を打ったロン・メイ

若者たちはパンデミック中、
『Borat Subsequent

今回の大きなうねりはストリーミング革命だ。 ヤーら、
ショービジネス界で最もパワフルな人トッ

Moviefilm』や『Wonder Woman 1984』のよう

「ステイ・ホーム」を 300 日近く我々に強いた新
型コロナという追い風を受けて、エンターテイメ

プ 20 のうち９人が職を去ったのだ。

な新作にもすぐにアクセスできると考えるように

一方、ワーナー・ブラザースは 12 月のはじめ、 なったが、彼らは今後、親や祖父母世代のように

ントを享受する新たな方法が、現在有無を言わせ

2021 年は全ての映画を劇場と同時にオンラインで

映画館に行く習慣を身につけるだろうか。Z 世代

ぬ巨大な力で地殻を動かしている。

リリースすることを発表した。もちろん同時公開

は欠かせない顧客だ。米映画協会によると北米で

は劇場が再開された後の話だ。

は 2019 年、映画館を訪れた観客の 33％が、24 歳

アメリカ映画 110 年の歴史において、これほど
の大変革が急激に起こったことはない。脚本家や

これは、
『Suicide Squad』の続編、
『Godzilla

監督をはじめ、スタジオ幹部、エージェント、あ

vs. Kong』
『
、Dune』
『
、The Matrix 4』
、
リン＝マニュ

「芸術としての映画は死につつある」
、と『エリ

らゆる映画関係者がうろたえ、士気をくじかれた。 エル・ミランダの『In the Hights』
、クリント・イー

ン・ブロコビッチ』や『The Big Cill』
、さらには

彼らは元々メロドラマ的な人種だが、彼らの恐怖

ス ト ウ ッ ド の『Cry Macho』
、
『Conjuring』 の

今を物語る『Contagion』を製作したマイケル・

は今回だけは本物であると言わざるを得ない。

シリーズ 3 作目、
『Space Jam: A New Legacy』
、 シャンバーグはニューヨーク・タイムズの記者、

「この９か月は映画ビジネスを芯から震え上がら 『ザ・ソプラノズ』の前日譚を描いた『The Many
せた」
。
『The Purge』から『BlacKkKlansman』ま

Saints of Newark』など、巨額の予算が投じられ

で幅広く手がけるパワーハウスのプロデューサー、 た超大作が、自宅のリビングルームで堪能できる
ジェイソン・ブラムは、ロサンゼルス・タイムズ
の記者ジャスティン・チャンにそう語った。

以下だったという。

A.O. スコットに最近のインタビューで語った。
「か
つての映画の伝統は、つまり劇場で映画に恋をす
るという行為は、終わってしまった」
。

ことを意味する。

言い換えると、
「芸術は生き続けるかもしれない

「2021 年の秋以降も、完全に以前の通常が戻る

が、銀幕を聖域として捉える神話は根底から覆さ

確かにストリーミング・サービスはここしばら

かどうかは不明です」
。ワーナー・ブラザースのト

れ、
おそらく元には戻らないだろう」というものだ。

く、エンターテイメント・ビジネスをかく乱させ

ビー・エメリック会長は、パンデミック禍でのイ

てきた。Netflix がインターネットを介して映画や

ンタビューでそう述べた。

テレビ番組を配信し始めたのは 2007 年。
しかし 2020 年、ストリーミングへの移行は大
きく加速した。

ハリウッドが重度のストレスで心臓発作を起こ
しているのも無理からぬことではないか。

ところで、北米ではワクチンの登場によって１億

期待の高い 12 月のリリース作品と次のオスカー

ドル以上の収益が見込まれている。多くのスタジ

受賞作となりうる作品群には、デヴィッド・フィ

オが各社自信の超大作を次の夏まで延期している

ンチャー監督の『Mank』
、ライアン・マーフィー

世界中の映画館が閉鎖を余儀なくされ、本来な

ため、夏の劇場公開カレンダーは、北米で映画館

らば銀幕に登場するはずだった１ダース分の作品

に足を運ぶ人たち、つまりワクチン接種をした人

監督のミュージカル映画『The
Prom』
、ジョージ・
【Boxing July 12, 2019】と書かれた白黒のチラシ
クルーニーが監督を務める『The
Midnight Sky』
、
を町はずれで見か

はストリーミング・サービスやオンライン・レン

たちにとって、超大作天国になるだろう。
『Black

タルへと流れて行った。ピクサーの最新アドベン

Widow』
、
『Fast & Furious 9』
、
『Ghostbusters:

C・ウルフ監督の『Ma Rainey's Black Bottom』
、

チャー『Soul』はクリスマスの日、ディズニー

Afterlife』
、
『Minions: The Rise of Gru』
、
『Top

１月７日にリリースされるコーネル・ムンドルッ

プラスで配信される。本作は、日本やアメリカで

Gun: Maverick』などをはじめ、話題作がもたら

ツォ監督、ヴァネッサ・カービー主演の『Pieces

12 月 25 日に劇場公開され、HBO Max でも配信さ

す興行収入は何億ドルにものぼるはずだ。

of a Woman』などがある。これだけあれば、映

れるワーナー・ブラザースの『Wonder Woman

「運が良ければ、ワクチンを接種した人たちがこ

1984』と競い合うことになるだろう。思い切った

ぞって映画館に繰り出して来るかもしれない」と

オーガスト・ウィルソンの戯曲が原作、ジョージ・

画ファンは例年のホリデー・シーズンのような映
画体験が楽しめるだろう。

手段に出たものだと業界アナリストは見ているが。 スタジオ幹部は期待に胸を膨らませる。彼らはも
さて、銀幕でアピールできなくても、映画は映

suicide squad 2

theatre concession
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35
www.thefraser.com

はや劇場体験を当然のものとはみなさないからと

the midnight sky

2021

the witches

Fraser Monthly Toronto

明記しておく。上記の作品は全て Netflix で視聴
可能だ。

top gun maverick
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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）

あけまして
おめでとうございま

ついに僕達の年がやってきました。去年は世界中が大変な

ことになってしまいましたが、今年こそ、なんとか良い年

になるよう、僕達も頑張ります。

なにしろ僕達は、人間のみなさんとは八千年以上ものお付

き合いです。その間僕達は、
地味ではありますが、
粘り強く、

力強く、皆さんのために働いてきました。今年こそ、地球

全部が良い世界になるために牽引していこうと思います。

皆さん、苦難にめげず、ご一緒に頑張りましょうね！

本年度動物代表 牛太郎

二〇二一年 元旦
		

		

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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Happy New Year!

【編集後記】 明けましておめでとうございます。
旧年中は、読者の皆様、そしてスポンサーの皆様に、大変お世話になり
ました。

である。
一方、本のほうは、寝る前に読むのは長年の習慣だったが、ちょ
っと仕事を一休みして本を手に取ると、これまた意志が弱いので途

本年もまた変わらずご愛顧、ご愛読のほど、宜しくお願い申し上げます。
今年は『ふれいざー』にとって29年目の年。来年の30周年にむけて、皆
様と共に歩んで行けるよう、一層励みたいと思っております。
＊

＊

＊

中でやめることができなくなる。
そんな心の弱さから、以前より時間があるはずなのに、相変わら
ずいつもなんとなく忙しい。
私はもともと濫読派で読む本のジャンルにはこだわらないのだ
が、その中でもSFはかなり好きなほうだ。昨年の春パンデミックに

さて、昨年は、世界一斉我慢大会のような１年になってしまった。ど

よる外出規制が敷かれたころ、まるでSFの世界のようだという形容

こを見てもコロナの話題一色。もうコロナのことは書きたくないと思いつ

があちこちで使われ、私自身もそう感じていた。不謹慎であること

つ、生活自体がコロナによって動かされているのだから、こればかりはど

を承知であえて言うなら、思いもかけずこのような非日常的な世界

うしようもないのかもしれない。

に生きる経験ができることを少し嬉しく感じていた。不便さすらも
苦痛ではなく、我ながらばかみたいに適応性が高いんだなと感心し

2020年、コロナのおかげで私はいつも以上に大量の本を読み大量の映画

ていたが、それから半年以上も経ち、今では文字通りこの生活が日

を観た。ほとんどアディクト状態で、コンピュータを使っているときに横

常になってしまった。パンデミックが収束してもとの世界に戻った

で別のモニターにNETFLIXなどで映画を流しているせいで、マルチタスク

時、私の生活は、そして社会はどれくらい変わっているのだろう。

がかなりできるようになってしまった。とはいえ、能率が落ちるのは確か

今度はその変化した社会を早く見てみたい。これまで様々なことを

で、つい映画のほうに集中してやっていることを中断してしまったり、や

経験して生きてきたが、来た道より来る道のほうが大分少なくな

っていることに集中していて映画の筋がわからなくなって前に戻したりし

ってきた今になって、こんな想像もつかなかった体験ができるなん

て、効率が悪いことこの上ない。まして、英語の映画をつけていると、英

て、これを楽しまない手はないだろう。

語を読む必要のある仕事をしていると頭がこんがらがって全くできない。

地球温暖化が加速し気候変動のせいで大災害はこれからも起き続

意を決して映画のほうを切ると、仕事がはかどることはかどること。その

けるに違いない。それでも、このパンデミックの後に来るのは、き

ときは中毒に負ける心の弱さを反省するのだが、仕事が一段落ちつくと、

っと今までよりはよい社会だと、私は思っている。

ついついまた映画をつけてしまうのがアディクトのアディクトたるゆえん

（エディター： 宮坂 まり）

日本語チェック！（解答）

編集・翻訳 日⇔英
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

ページデザイン・自費出版

（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 8 答：③ 「緒」を「チョ」と読むのは慣用読音で、もともとは「ショ」と読む。
「緒」は物事の糸口、はじめ、端をを意味する。
「緒につく」は、ことを始めて順調に
進む見通しが立つことを言う。

熟語遊び

P. 31（解答）

筆

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。

FRASER JOURNAL PUBLISHING
TORONTO: 8000 Bathurst St. Unit 1, PO BOX 30054,
Thornhill ON L4J 0B8
				
Tel: 647-588-5355 E-mail: toronto@thefraser.com
VANCOUVER: P.O.Box 64060, Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6
Tel: 604-939-8707 E-mail: info@thefraser.com

郵送購読
U.S.A. 半年 $70.00 / １年 $130.00
カナダ半年 $60.00 / １年 $110.00
日本 半年 \13,000 / １年 \20,000

お気軽にお問い合わせください。

Tel: 1-604-939-8707
info@thefraser.com

www.thefraser.com

チェック・またはマネー
オーダーを添えて上記
までお送りください。
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創刊28年の『月刊ふれいざー』は、COVID-19の非常事態の間、公共施設等の閉鎖により
皆様のお手元に届ける手段を失ってしまいました。しかしながらウェブサイトには、これま
で通りコミュニティの皆様に情報をお届けしたり楽しんでいただけるようアップしておりま
す。ウェブサイトでは過去10年分のバックナンバーをご覧になることもできます。
基本月刊ではありますが、状況に応じて「号外」という形で随時小さなふれいざーをウェ
ブサイトにアップして参りますので、ときどきチェックしてください。
また、この非常事態に対応するためツイッターを始めました。こちらはこまめに情報を発
信しておりますので、是非フォローをお願いします。
このような状況の中で、ふれいざーが廃刊になったという噂があるようです。ふれいざー
は健在です。是非お友達にもWeb版をお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

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

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

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

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

Happy New Year!

