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これまでどおり『月刊ふれいざー』もよろしく。
『月刊ふれいざー』は毎月１日、
『ふれいざー go Local』は毎月 15 日発行です。

Vancouver, BC Canada

Supplement to Fraser Monthly

     今月の go Local 特集
今月号の「知っておかなければいけない」シリーズ

『反アジアヘイト犯罪
―立ち上がるアジア人』
『COVID-19

ワクチン接種の受け方』

毎月15日発行の『ふれいざー go Local』は『月刊ふれいざー』
の妹版として、ローカルの情報に特化し、日系コミュニティのイ
ベント活動などのローカル情報を中心にお届けしています。カナ
ダ内外のニュース、イベント報告の他、ビジネス紹介、ローカル
アーティスト紹介、そしてカナダに住む私たちが知っておくべき
なのにあまり知らない内容を、「知っておかなければいけない」
シリーズとして、様々な情報を掘り下げて掲載しています。

保存版「知っておかなければいけないシリーズ」
８月号「知っておかなければいけない差別的表現」
（ブラックライブズ・マター）
９月号「知っておかなければいけない先住民の歴史」
（“カナダの黒人”とよばれて―カナダ先住民の苦悩 ）
10月号「LGBTQにとってのBlack Lives Matter」
（ 黒人クイア女性による草の根運動 ）
11月号「命を蝕む影のパンデミック“オピオイド危機”（１）」
12月号「命を蝕む影のパンデミック“オピオイド危機”（２）」
2021年
１月号「COVID-19ワクチン接種」パンデミック収束への始まり
２月号「アメリカで今何が？ 根深い「白人至上主義」の影響」
３月号「Fake News―情報過多の時代に正しい情報を見極める」

www.thefraser.com
www.thefraser.com

ウェブサイトにはこれまで通り『月刊ふれいざー』
と共に『go Local』もアップしておりますので、お
手に入らなかった方は是非そちらでご覧ください。
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トピックス
新型コロナ感染率がアメリカを上回る

の接種を始める予定である。

新型コロナの第三波に見舞われているカナダでは、その感染率が

専門家は、「感染のリスクの高い仕事に就いている人たちは、貧困

ついにアメリカを上回る程高くなっていることが判明した。アメリ

層の白人以外の新移民である確率が高く、病気になっても仕事を休め

カのジョンズ・ホプキンズ大学とイギリスのオックスフォード大学

ない境遇にある人が多い。この人たちに優先的にワクチンを接種する

の調べでは、４月 10 日までの７日間の平均感染率がアメリカでは

必要がある」と述べている。

100 万人につき 206.66 件であったのに対し、カナダでは 100 万人
につき 207.27 件となったことが分かった。

新たに 30 万件の雇用：3 月の報告

専門家にコロナ対策を酷評されていたアメリカだが、ワクチン接

カナダ統計局が新型コロナの第三波の始まったばかりの３月 14 日

種が１日に最大で 300 万人と順調に進み、感染者数を抑えることに

から３月 20 日のデータを調査したところ、就業率は、パンデミック

成功しているのに対し、カナダでは、多くの州で感染者数が爆発的

前の 2020 年２月と比べ、わずかに 1.5% 下がっただけで、新たな雇

に増加している。

用が 30 万件生まれたという結果になった。この期間、オンタリオ州、

また、４月 11 日現在、少なくとも１回ワクチン接種を受けた人

アルバータ州、BC 州、ケベック州では就業率が大幅に改善され、小

はアメリカで 35.3%、カナダでは 18.8% に留まっていると発表され

売業や宿泊業、飲食業など打撃の大きかった分野でも改善が見られた。

た。専門家は、「カナダではワクチンの到着が遅れていることも大

情報、文化、レクリエーション業界では昨年 9 月以来、初めて回復を

きな懸念だが、特に BC 州で流行している P1 変異株に対し、ワク

見せた。一番大きな雇用が生まれたのが建設業界であった。また、コ

チンの効果が薄れていることも懸念事項だ」と語っている。変異株

ロナ禍で失業を余儀なくされたのは、これらの業界で働くことの多い

については、アメリカでのテストがカナダと比べ進んでいないため

移民であったが、今回の状況回復に伴い、移民の就業率も回復したこ

未知数の部分が多く、今後アメリカでも変異株の流行が懸念されて

とが報告されている。

いる。

昨年度は、コロナ禍でカナダへ新たに移民してきた人の数は 18

ジョンズ・ホプキンズ大学と CTV のデータによると、ミシガン州

万４千人に留まった。カナダ統計局では「最近の移民」の定義をカ

の感染率は 100 万人につき 736.9 件、ニュージャージー州で 439.5

ナダ移住後５年以内の人としているが、2021 年１月から３月にかけ

件、ロードアイランド州で 383.2 件、これに対しアルバータ州では

て、最近の移民の就業率は約 65% で、この数字はパンデミック以前の

270.6 件、オンタリオ州で 242.8 件となっている。

2020 年２月とほぼ変わりなかった。しかしながら、コロナ第三波の影

ワクチン接種：フロントワーカーに焦点
第三波に苦しむカナダは、ワクチン接種のターゲットを、これま
での年齢別ではなくフロントワーカーに焦点を当てる方向に切り替

響により４月の新雇用数は低下する可能性は否めないと関係者は話し
ている。

2020 年の麻薬過剰摂取死が増加 :BC 州

えていくことを決定した。これまでのところ、国は医療従事者やデ

2016 年４月 14 日、BC 州は、フェンタニルなどの違法薬物による

イケアワーカー、バスの運転手、食肉加工業者など感染リスクの高

死亡事故が多発していることを受けて公衆衛生に関する緊急宣言を発

いエッセンシャルワーカーへのワクチン接種を進めてきた。その後、

令した。しかしながら、2017 年と 2018 年にも BC 州ではそれぞれ約

高齢者から始まり年齢の高い人から順次接種を進めてきたが、この

1500 人が違法薬物の過剰摂取により死亡している。

ストラテジーでは、各地で大流行している変異株の感染者数を抑え

2019 年には、フロントラインワーカーや政府、コミュニティの努力

ることができないことが判明したため、方針転換することになった。

によりその数は 1000 人にまで減少した。ところが、2020 年にはパン

Simon Fraser 大学の専門家は、「当初は、年齢の高い人からワク

デミックの影響で、より多くの人が個人でより毒性の強い違法薬物を

チン接種を進めることは理に適っていると判断されたが、感染リス

使用する結果となり、死亡者の数は 1724 人に増加した。

クの高い職業グループから接種を進めることで、食料品の買い物に

BC 州緊急医療サービス (EHS) では、昨年度、27,068 件の過剰摂取

しか外出しない 60 代の人の感染リスクも低く抑えることができる

が疑われる緊急連絡を受けた。これは、平均すると毎日 74 件の連絡

ことが分かり、その結果、ストラテジーの変換が検討された」と語っ

を受けたことを意味する。しかも、これはバンクーバーのダウンタウ

ている。トロントの専門家は、「ワクチン接種の優先順位を年齢か

ンイーストサイドだけの話ではなく、プリンスジョージ、ヒュースト

ら感染リスクの高いグループへと移行することは、対策をデフェン

ン、ビクトリア、キツラノ、UBC、ショーネシー地域とさまざまな地

スからオフェンスへと切り替えることである」と話した。

域で起こっていることだという。

アルバータ州では、職場としては最大の大流行となったハイリ

今年に入りその数は更に増え続けており、助けを求める緊急連絡は、

バーの食肉加工プラントで 2000 人以上の労働者にワクチン接種を

昨年度はひと月平均 2,255 件だったのが、今年は 2500 件にも上って

行ったり、ケベック州では、教育・保育関係者や公衆安全従事者へ

いる。
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We are 29 years old!

世界のニュース

台湾列車脱線事故

転落した工事用トラックと激突

台湾東部・花蓮県で 2 日に発生した特急列

トラック運転手は謝罪するも虚偽説明か

車「タロコ号」の脱線事故を調査中の「国家

転落したトラックを事故の直前まで運転し

亡くなったのは 50 人で、家族全員を失った

ていた土木工事会社代表の男は 4 日、報道陣

人もいる。車両の先頭に近いほど損傷が激し

タロコ号のドライブレコーダーに記録された

の前で謝罪の声明を読み上げた。涙ながらに

く、死者や負傷者は前方４両に集中していた。

映像を公開した。映像には、列車が時速 130

「深く後悔しており、心からお詫びを申し上げ

8 両編成のうち 5 車両はトンネルの中に入り、

キロで緩いカーブを抜け、トンネルに差し掛

たい」と声を震わせ、
「取るべき責任を取るた

かったところで線路上に横たわった工事用ト

めに、捜査当局に協力する」と述べた。

運輸安全調査委員会」は、6 日の記者会見で、

される。

後方 3 両はトンネルの外に残った。
台湾当局は、死者や負傷者の被害が拡大し

ラックに猛スピードで衝突し、トラックの一

男は地滑りなどの危険について台湾東部の

たのは約 120 人の乗客が立ち席だったためと

部とともにトンネルに突っ込む様子が捉えら

山岳地帯の鉄道線路を定期的に点検するチー

の指摘を受け、因果関係を調査し、立ち席の

れていた。

ムに属していた。事故後、過失致死罪などで

制限を検討するとした。

同調査委員会によると、線路脇の斜面にと
められていたトラックは、列車と衝突するわ

起訴され、捜査当局の要請により身柄が拘束
された。

一方、列車を運行していた公営鉄道「台湾
鉄路管理局」の体制にも批判が集まっている。

ずか 1 分前に線路に転落し、直前までエンジ

拘束の直後には、停車時にサイドブレーキ

3 年前にも同じ路線でスピード超過による脱線

ンがかかった状態だったという。現場は緩い

をかけたかどうか、ブレーキ故障の有無、な

事故が起きており、この時には 18 人が死亡し

右カーブで、死亡した運転士・袁淳修さん（33）

ぜ転落に気づかなかったのかなどについての

たが、
再発を防止することができなかった。
「民

は、カーブを抜けトラックが視界に入った瞬

追求が行われるとされていたが、８日付の台

営化するべき」との指摘が相次いでいるとい

間に急ブレーキをかけたが間に合わずトラッ

湾各紙は、男の証言には多くの虚偽があるこ

う。

クに衝突した。ブレーキが効き始めてから衝

とが判明したと報じた。当初は斜面に停車さ

突まで、1.9 秒しかなかったことも明らかに

せたトラックが転落したという説明だったが、

なった。

2 億円を超える義援金

転落原因はパーキングブレーキの掛け損ない

衛生相の陳時中衛生福利部長は５日、事故発

事故による死者は副運転士を含む 50 人、重

などではなく、男が運転を誤って茂みに突っ

生から３日で被害者や遺族に対する義援金が

軽傷者は 211 にのぼるとされ、台湾で起きた

込み、トラックを重機で引き上げようと試み

およそ２億３千万円寄せられたことを明らか

鉄道事故として、ここ数十年で最悪の惨事と

たがうまくいかず、転落した可能性があると

にした。義援金の受付は 3 日から始まり、30

なった。台湾は３日間、喪に服すと宣言した。

した。

日まで続けられる。

台湾鉄道管理局は、鉄道工事の委託先に対

また、男は事故の前後には現場を傍観し、

さらに、蔡英文総統と頼清徳副総統、蘇貞

し、4 月 2 〜 5 日の連休前後は工事を休止す

通報も援助活動もせず、そのまま立ち去った

昌行政院長の台湾トップは、それぞれ１カ月

るよう指示していたが、工事用トラックを運

疑いが持たれている。捜査当局は取調べとと

分の給与を義援金に充てるとした。蘇氏は、
「個

転していた土木工事会社代表の男（49）は、

もに、原因究明を続けていくが、賠償責任を

人的な気持ち」とし、政府として遺族や被害

事故当日も現場に出入りしていたことされ、

見据えて、男の資産を差し押さえる手続きを

者に十分な補償をするために尽力すると強調

同調査委員会は転落した経緯や男の行動につ

開始した。

した。

立ち席の約 120 人全員が転倒

のように使っていくかを検討し、決定を公表

いて詳しく調べている。
一方、当局は６日深夜、トンネル内から全

陳氏は、義援金の管理委員会を立ち上げ、ど

ての事故車両の撤去を終えた。交通相の林佳

事故は、先祖の墓参りをする「清明節」の

竜交通部長は線路や枕木、電気系統の修復を

四連休の初日に当たる２日に発生した。祝日

進め、トンネルの構造安全検査も行い、20 日

のため、車内は帰省客や観光客でごった返し、

の運航再開を目指すとした。その林氏は、引

乗客 494 人のうち 122 人が座席のない立ち席

責辞任を表明している。批判が政権全体に及

だったという。乗り合わせた乗客によると、

ぶのを回避するためとみられる。

事故の瞬間、立ち席の乗客全員が転倒したと

すると語った。
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カナダのニュース

オンタリオ州 4 週間の自宅待機

変異株による第 3 波

オンタリオ州のフォード首相は７日、新型

カナダ国内の変異株としては、英国型の症

第３波が警告されるカナダ国内の移動に関

コロナウイルス変異株の感染拡大により、８

例が最も多いものの、ブラジル型もブリティッ

しては、保健当局により自粛が求められてい

日から４週間の自宅待機命令を発動すると発

シュ・コロンビア州、オンタリオ州、アルバー

る。タム博士は６日、「今は娯楽を目的とした

表した。

タ州で 1000 件が報告され、拡大している。

旅行をするべき時ではない」と釘を刺し、「移

フォード氏は「事態は極めて深刻だ」と語り、

BC 州ではウィスラーのスキー場が閉鎖され

動は必要不可欠なものにのみ制限し、ウイル

たが、この時もブラジル型の拡大が指摘され

スの拡大防止に対する責任を各人が果たさな

んどがワクチン接種を受けるまでの行動が、

た。またバンクーバーのアイスホッケーチー

ければならない」と国民に協力を呼びかけた。

生死を分ける」と州民に訴えた。また、変異

ム、カナックスでもクラスターが発生。22 選

株の感染が蔓延したことで、問題が深刻化し

手のうち 16 選手とコーチが感染し、４試合が

ていることを強調した。

延期されたが、感染者の多くがブラジル型だ

タム博士は、国内の第３波をコントロール

これにより、スーパーでの買い物、仕事や

と発表された。同州保健相は５日、州内では

する上で、最大の懸念の一つは、ブラジル型

学校、医療機関、ワクチン接種、自宅周辺で

週末にブラジル型の感染者がほぼ倍増したと

のような変異株がワクチン効果の脅威となる

の運動などを除く外出は控えることが求めら

発表している。

可能性であるとした。「こうしたウイルスは、

「今は外出禁止措置の必要がある。住民のほと

れる。スーパーと薬局以外の店舗は、店頭で
の受け取りや配達のみの営業となる。
オンタリオ州では、若年層で重症化しやす
いとされる変異株の感染が広がっているため、
トロントでは小中高の授業が７日から 18 日ま
でオンラインに切り替わったほか、３日から
は飲食店の店内営業を全面閉鎖するなど限定
的なロックダウンが実施されていた。しかし
感染拡大の勢いを食い止めるには十分な対策

ワクチン効果を損なう恐れ

一方、南アフリカ型も拡大しており、６日

免疫応答を切り抜ける能力があるかもしれな

の時点で、ケベック州で 150 件以上、オンタ

い」と指摘し、「変異ウイルスに対するはっき

リオ州で 70 件以上、BC 州で 50 件以上が報告

りとしたワクチン効果の推測につながるデー

された。

タは未だ存在しない」と述べた。

カナダは上記三型の変異株が同時かつ急速
に拡大している数少ない国の一つとされる。

カナダへの渡航と国内での移動
米疾病対策センター（CDC）は米国民に対し、

こうした懸念を踏まえ、タム氏は全国の医
療機関に対し、特にブラジル型とワクチン効
果に関する情報を随時報告するよう求めた。
国民に対してはワクチンを接種するよう促し、
州・準州には公衆衛生における規制順守の徹

とはならず、今回さらなる規制強化に踏み切っ

ワクチンを接種した場合でも、変異株への感

た。

染の危険があるため、カナダへのあらゆる渡

タム氏は、ブラジル型に対してワクチンが

同州の８日の新規感染者は 3295 人で、３

航を控えるよう呼びかけている。また、日本

いかに作用するかについて国内外からの情報

日連続で 3000 人を超え、集中治療室（ICU）

政府も６日、新型コロナウイルスの変異株の

が十分にないことを改めて指摘し、「カナダで

の占有率も最高水準に達した。今後は感染者

流行国・地域に新たにスペイン、フィンランド、

ブラジル型の拡大に進展があれば、世界にデー

が多い地区の住民に優先的にワクチン接種が

カナダ・オンタリオ州を追加すると発表した。

タを提供できる国になるだろう」と語った。

行われる。

底管理を期待した。

こうした国からの帰国者や入国者は、空港

若年層に広がる変異株の感染
トルドー首相は６日、変異株の感染拡大に

検査後３日間は指定された宿泊施設で待機し、
３日目の再検査を受けた後、陰性でも 14 日間
の残りの期間は自宅隔離で過ごすことになる。

より、カナダが「非常に深刻な第３波」に見
舞われていると警告した。トルドー氏は「入
院患者が急増し、ICU のベッドが埋まりつつ
ある。変異株が拡大したことで、自分は大丈

sudoku break

夫だと思っていた人たちが感染している」と
述べ、若者たちに外出を控えるよう呼びかけ
た。
公衆衛生局長のテレサ・タム博士は、これ
までに確認された変異株の感染は 1 万 5000
件を超えたと発表。英国型変異株がその 90％
を占め、若年層が重症化していることを指摘
した。実際カナダ国内での感染率は、20 〜
39 歳までの年齢層で最も高い水準を記録して
いる。容態が急激に悪化し ICU に送られ、そ
の後長期間収容される場合も多く、ICU 収容
者の数は過去１週間で 18％増加した。
答えは p.15
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建友会オンラインイベント開催
気候変動の現実直視と抑止策へ踏み出す後押しに
バンクーバーを拠点に活動する建友会が３月 30 日、
「若い世代の希望につなげよう−気候変動抑止策」
と題したオンラインイベントを開催し、47 人が参加した。会には企友会、日系女性企業家協会、日本
- カナダ商工会議所、バンクーバー日系ガーデナーズ協会が協力。気候変動の状況と対策に関する世界、
カナダ、そして地域の姿に加え、建築業、航空業、林業における取り組み情報が詰まった会となった。

コロナ以上に影響大な
気候変動に目を向けて

経済の安定、地球環境のバランスの取れた持続可
能な社会を作るには」と今回のテーマを伝えた後

BC 州ハイダ・グアイで研究活動中の東京農業大

建友会は建築・建設及び周辺産業に従事するメ

に「気候変動による人間生活への影響」
「建築分野

学地域環境科学部教授の橘隆一さんが森林回復に

ンバーで構成され、技術力の向上、事業発展を促

から見たサスティナビリティへの取り組み」
「森林

取り組む現地の状況をレポート。そして聴き手に

す環境整備、相互協力を深めることを目的に活動

育成の役割」を含む六つの柱に沿って多数のデー

有用な情報として「森林は、存続する限り炭素の

する団体だ。この技術力向上の目的には省エネル

タを示しながらわかりやすく紹介した。中でも特

貯蔵庫として機能すること、一方で正味の炭素固

ギー、脱炭素、環境保全も含まれている。

に記者の印象に残った情報を３

定量については ､ 樹木の若いう

点挙げてみたい。

ちは旺盛であるものの林齢がお

◎カナダは国民一人当たりの電

よそ 30 年を過ぎると鈍化する

この時期に本イベントを計画した理由を、同会
企画担当の伊藤公久さんはこう語る。
「現在刻々と
迫っている気候変動をこのまま放置しておけば、

力使用量が世界一 多い。

樹木の専門家の立場から

こと、よって適切な森林の循環

コロナ感染以上に人間社会に甚大な被害（災害）

◎ブリティッシュ・コロンビア

をもたらします。しかし、コロナ禍で世界が安全、

州は製造から廃棄処理までの

健康を守り、経済の安定を図ろうと模索し対策し

過程で発生する二酸化炭素や

てきた教訓を活かせば、きっと気候変動への解決

使用エネルギー量を踏まえ、

後、参加者も自社の業界におけ

策は見つかり、抑止へとつながっていくと信じて

公共建設の主要部分に木材の

る温暖化対策を紹介。地上の二

います。その意味で、この機に気候変動の抑止策
を皆様とディスカッションしたいと願って企画し

使用を義務付けている。
◎木材資源の効率的な活用のため、建築の際にエ

利用により炭素固定を促進でき
ること」が伝えられた。
三人のパネリストの発表の

酸化炭素を海底に圧入する取り組み、船舶の航路
選定による省エネなど、興味深い話が次々と語ら

ンジニアードウッド（木の集成材）の使用を奨

れ、建友会会長・青山宜雄さんが「子孫たちに地球、

励しており、現在カナダの建築木材の８割にこ

環境を受け継ぐこと」を焦点にまとめの言葉を語

川征幸領事が挨拶。その挨拶の中で、温室効果へ

の耐震・耐火性・強度に優れた集成材が使用さ

り、充実した会の幕を閉じた。

の対応を日本政府がどう見ているかについて触れ

れている。

			

ました」
会の冒頭では在バンクーバー日本国総領事館石

た。
「温室効果の対応は、経済成長の制約ではなく、
積極的に温暖化対策を行うことが産業構造や経済
社会の変革をもたらし大きな成長につながるとい
う発想の転換が必要である」との見方だ。

“不都合な真実” である急激な温暖化の
状況、今後の影響、対策を簡潔に紹介

日本航空はバイオジェット燃料に注力
日本航空はバイオジェット燃料に注力 日本航
空バンクーバー支店・営業担当の小林美和さん
は、同社が 2050 年までに二酸化炭素の排出量実質
ゼロを目指し、バイオジェット燃料を開発するア
メリカ企業に出資し、2020 年３月には多くの国内

会で発表を行ったのは前出の伊藤公久さんのほ

企業の協力の下、衣料品の綿を原料としたバイオ

か小林美和さん、
橘隆一さんの３人。伊藤さんは
「次

ジェット燃料の製造に日本国内で初めて成功した

世代のニーズを損なうことなく現在のニーズを満

という取り組みと成果を紹介した。

たすにはどうしたらいいか」
「人間生活の質の向上、

気候変動対策に目を向ける喚起力に優れたプレゼンテー
ションを行った伊藤公久さん

www.thefraser.com

（取材 平野香利）

伊藤さんの発表資料

バイオジェット燃料への取り組みを中心に JAL の温暖化
対策を紹介した小林美和さん

Haida Gwaii（旧クイーンシャーロット諸島）から現地の森林回
復活動について臨場感あふれるレポートをした橘隆一教授
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COVID-19
ワクチン接種の受け方
BC 州 COVID-19 ワクチン接種
アップデート
― 60 歳以上と既往症のある人―
COVID-19 ワクチン接種が始まって以来使
いやすさを期待されていたオンライン予約
が、いよいよ４月６日から開始した。
コンピュータやインターネットアクセス
がない人には引き続き、1-833-838-2323
に電話するか、各地区にある Service BC に足
を運び直接予約することもできる。
オンラインのリンク：

www2.gov.bc.ca/getvaccinated.html

このワクチン予約に関する説明のサイト
は日本語のオプションもある！ しかし、レ
ジストレーション自体は英語なので、本ペー
ジの情報を参考にしてほしい。
The information on this page is available
in 12 languages. と上記バナーの下のほう
に書いてあるので、12 languages のところ
をクリックすると、別のページに飛び、様々
な言語のオプションが書いてあるので、そこ
で日本語を選ぶことができる。
日本語の「COVID-19 ワクチン接種の受け
方」サイトにアクセスしたら、
、青い “オン
ラインで登録する” ボタンをクリックする。
刻々とアップデートされているので、こ
れを書いている（４月 11 日現在）ではワク
チン接種対象グループは 60 歳以上だが、年
齢グループは随時更新されるため、まめに
チェックするとよい。

ワクチン接種は無料
登録：3 つの方法

月刊 ふれいざー go Local

ステップ１：登録

まず登録し確認番号を取得してください。確
認番号は、その後ワクチン接種の予防を取る
ために必要となります。
登録は、保健当局が各コミュニティに適切な
量のワクチン投与数が割り当てられるのに
も役立ちます。

ステップ２：登録

現在ワクチン接種はフェーズ３まで進ん
でいる。
４月から５月に１回目のワクチン接種を
受けるグループ：
79 歳から 60 歳までの方、5 年ごと
79 歳から 75 歳 (4 月 )
74 歳から 70 歳 (4 月 )
69 歳から 65 歳 (4 月 )
64 歳から 60 歳 (4 月 /5 月 )
64 歳から 18 歳までの先住民 ( ファー
ストネーション、
メティス、
イヌイット) (4 月 )
既往症＊があり COVID-19 に感染すると命
にかかわる 74 歳から 16 歳までのグルー
プ ( 3 月 /4 月 )
＊臓器移植、癌、呼吸疾患、インスリン
注射をしている糖尿病、自己免疫疾患
でバイオロジックスなどの薬を使用
している人。その他、ファミリードク
ターに問い合わせるのもよい。
オンライン登録は 24 時間アクセスできる。
日中混雑しているようだが、夜半はスイス
イ！と報告されている。

登録する前に
年 齢 お よ び BC 州 COVID-19 予 防 接 種 計 画
フェーズに基づき対象となった時点で、ワク
チン接種の予約をするための通知がきます。

BC 州の健康保険番号を用意しておこう。
健康保険番号は、運転免許証の裏、BC サー
ビスカード、ケアカードに書いてある。

オンラインまたは電話にてワクチン接種の
予約が可能です。接種場所、
日時を選びます。

ステップ３：ワクチン接種を受ける

BC 州の保険番号（Medical Service Plan）
があればネットで、ネット環境がない、ある
いは MSP 保険番号がないばあいは電話か BC
州サービスオフィスで担当者と対面で。
これ大事！
ネット登録はネット環境がない、よく分か
らないといった場合、家族や友人などが代わ
りに登録できるので安心。ワクチン接種は
BC 州在住の 18 歳以上のすべての人が対象
で、保険番号がなくても受けられる。
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予防接種診療所に訪れワクチンを接種します。
最初の投与を受けた方は、２回目投与の予約
を取ることができる対象者となった時点で、
Ｅメール、
テキスト及び電話で通知が来ます。

We are 29 years old!

予約時には、名前、誕生日、ポスタルコー
ド、連絡先（通常利用しているメールアドレ
ス或いはテキストメッセージを受け取れる電
話番号）
、BC 州の健康保険番号が必要。

注意！
保健局員は、絶対に SIN 番号、
運転免許証番号、銀行口座番号、
クレジットカード番号など質問す
ることはありません。この時節電
話による詐欺に注意してください。

（１）
Hanako

（４）登録が完了すると、“Registration
successful!” と 書 か れ、 例：A-BCDE1FGH
のように確認番号が示されるので、以後こ
の番号でワクチン接種の予約をする。きち
んと書きとっておこう！（筆者が登録した
ところメールで確認のメッセージがこの番
号と共に来たので、もし忘れた場合でも大
丈夫そう）
“Your Vaccination Booking Link” と い
う件名でワクチン接種予約のメールが届
く。送信者名は “BCVaccDoNotReply”

1992-07-01

V3J 7V6

abcde@fghijk.com

abcde@fghijk.com
abcde@fghijk.com

（２）

（４）

Ａ - ＢＣＤＥ８ＦＧＨ

どのワクチン接種を受けることができるの？
現在ファイザー社、モデルナ社とアス
トラゼネカ社のワクチンが出回っている
が、アストラゼネカ社のワクチンの副作用
で接種者に血栓の症状が報告されている
ことから、BC 州では同ワクチン接種を 55
歳から 65 歳に限定している。
３ 月 30 日 現 在 で、 ア ス ト ラ ゼ ネ カ 社
のワクチンによって血栓 cerebral venous
sinus thrombosis (CVST) が認められたの
は 18 件。症状が認められたのは 55 歳以
下の主に女性で、ワクチン接種後 14 日間
以内に起こった。

薬局で受けられるアストラゼネカ
社のワクチン：55 歳から 65 歳
BC 州では、ロンドンドラッグスやショッ
パーズドラッグマート他の薬局でアスト
ラゼネカ社のワクチン接種を開始した。
薬 局 の リ ス ト は British Columbia
Pharmacy Association (BC 薬 局 協 会 ) の
以下のリンクで確かめられる。
www.bcpharmacy.ca/resource-centre/

www.thefraser.com

Fraser

1234567890

オンライン登録のページ：
（１）右の図のページに名前、誕生日、
ポ ス タ ル コ ー ド、 健 康 保 険 番 号 を 入 力
し、先住民ではないので No を選んだら、
“Continue” をクリック。
⇒ （２）次のページではメルアドとテ
キストが受け取れる電話番号（スマホなど
の携帯）を記入する。その下に、今後連絡
や知らせを受け取るとき、メールかテキス
トで受け取るか選ぶようになっている。
⇒ （３）再度 “Continue” をクリック
すると、記入した情報が正しいかを確認
するページに進む。間違いがなければ、“I
certify this to be accurate” の 横 の ボ ッ ク
スをチェックし “Submit” をクリックして
終了。間違いがあったら、“Edit” をクリッ
クして訂正することができる。

（３）

covid-19/vaccination-locations
ロ ン ド ン ド ラ ッ グ ス で は pharmacy.
londondrugs.com からワクチン接種の予
約ができる。
その他、薬局では直接立ち寄り予約する
か電話する。決められた年齢グループの人
でアストラゼネカ社のワクチンを受けたく
ない場合は、他のワクチンをフェーズ３：
64 歳から 60 歳 ( ４月 / ５月 ) フェーズ
４：59 歳から 55 歳 ( ５月 ) に受けるこ
とができる。

注意！
ワクチン接種済みの人々が
COVID-19 感染しアウトブレイクが
発生している。ワクチン接種後も今
まで通り、マスク着用や手洗、除菌
は続けることが必要だ。
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知っておかなければならない
反アジアヘイト犯罪――立ち上がるアジア人
2020 年 COVID-19 感染がアメリカで拡大し始めると、３月 16 日

の女性だった。様々な大学や研究者、ジャーナリストは相次ぐ事件

からドナルド・トランプ前大統領は“Chinese Virus”とツイッターで

について、COVID-19 を“Chinese Virus”
、
“Kanflu”などと呼んだ

つぶやき始めた。それからちょうど１年後の３月 16 日、アトランタ

トランプ前大統領の影響を指摘している。反アジア人ヘイト犯罪は、

で“スパ銃撃”が起こり８名が殺害された。その中６名がアジア系

悲しいことにアメリカにとどまらずカナダにも悪影響を与えている。

コロナ禍中の反アジア、反アジア
系太平洋諸島アメリカ人（Asian
American and Pacific Islanders）
ヘイト犯罪
先月３月 16 日にアトランタ付近にある３件の
スパやマッサージパーラーでアジア系女性６名を

を始め多くのメディアは、昨年中、トランプ大統

うに育てられたことが言葉の端々に見受けられる。

領は「反アジア人、アジア系アメリカ人ヘイト最

インタビュー中 1 人の女性が言った、
「人生で経験

大のスーパースプレッダーだ」と報道している。

してきた差別は、
セクシズム
（性差別）
とミソジニー
（女性嫌悪）の混合タイプだった」ということは多

カナダでも顕著になっているア
ジア系に対するヘイト犯罪

くのアジア人女性にあてはまるだろう。
２月 17 日にバンクーバー警察はパンデミック
と共に反アジア人種差別ヘイト犯罪は前年と比較

含む計８名が殺害されたことは記憶に新しい。偶

３月 23 日の CBC ニュース報道によると、中華

して 2020 年に 717％に跳ね上がっていると報告し

然その数時間前に、
アジア系の人権団体「ストップ・

系カナダ人の 評議会「Chinese Canadian National

た。残念ながら BC 州は北米でもアジア人一人当

AAPI・ヘイト」が 2020 年３月 19 日から 2021 年

Council」トロント支部は、カナダ国内で昨年３

たりに対するヘイト犯罪率が最高で、その中 70％

２月 28 日までに 3,795 件に及ぶ暴言や施設での

月 10 日から今年２月 28 日までに２つのオンライ

の被害者が女性だ。

サービス拒否なども含めたコロナ禍下でのヘイト

ン 調 査、COVIDRacism.ca と elimin8hate.org. (Evan

最近では、ブラックライブス・マターのように

事例についてのレポートを発表したばかりだった。 Mitsui/CBC) で判明した 1150 件の反アジア人種差

アジア系の人権の尊さを伝えるため、反アジア人

別ケースを基に、政府は早急に COVID-19 のパン

種差別運動が頻繁に路上で繰り広げられるように

研究に関わったカリフォルニア州立大学サン

デミックに関連した人種差別と外国人嫌悪（ゼノ

なった。３月 29 日にはバンクーバーのアートギャ

フランシスコ校の疫学部助教授、Yulin Hswen 氏

フォビア）に基づく暴力や差別の防止に向けた緊

ラリー前で反アジア人種差別ラリーに何百人もの

は、ドナルド・トランプ前大統領が COVID-19 を

急対策を講じるべきだと促した。

サポーターが集まった。同様に、ペンティクトン、

被害者の 68％が女性だ。

“Chinese Virus” と繰り返し述べることによって、
「反

同評議会トロント支部事務局長、Justin Kong は

アジア所感を反映しているツイートが人種差別的 「カナダでも子供の時から人種差別を受けるのは日

トライシティー、トロント、モントリオール、カ
ルガリーでもラリーが開催された。

な態度を増長させ、それと並行して反アジアヘイ

常茶飯事だったが、COVID-19 の蔓延がはじまると

不当な扱いには泣き寝入りせず、差別意識が間

ト犯罪が起きている。
」と述べている。

その差別は益々あからさまになり、いかにもアジ

違っていることを啓蒙しなければならない。連邦、

ア人がウィルス感染を拡大した元凶だというよう

州、自治体は COVID-19 による人種差別と外国人

に憎悪の的になった 」

嫌悪の大きな動きに対処するためになんらかの効

同研究結果は、ツイートのハッシュタグにただ
の #COVID-19 を使っているものと、人種差別的な
#Chinesevirus を使ったメッセージには、より反ア

上記のオンライン調査を基にまとめたレポート

ジアヘイト所感がうかがわれた。
（ちなみに “ハッ

によると、特に目立った反アジア人種差別のケー

シュタグ” とはハッシュ記号、# を付ける形のラ

スは 643 件あった。その内訳は、

ベルだ。これがインデックスの役割をして、同じ

全体の 44％が BC 州、40％がオン

ハッシュタグ付きの情報を纏めて見ることができ

タリオ州と顕著で、60％の被害者

るなど、情報共有に便利なためＳＮＳで頻繁に使

が女性だった。11％が突然暴行を

われている。
）

受けたり、暴力的に体にふれられ

ABC ニュース医療関連のコメンテーターで、
ハー
バード大学疫学教授 John Brownstein 氏は、
「我々

た、10％が咳や唾を吐きかけられ
たということが分かった。

果的な対策をとるべきであると、市民が積極的に
声をあげる必要があるだろう。

反アジア人種差別州別被害
サスカチュワン：2.9％
アルバータ：5.4％

ケベック：6.5％

が頻繁にオンライン上で目にするヘイトメッセー
ジは、オンラインにとどまらず、日常生活にも悪
影響を及ぼしている」と述べている。

私達にできること

ミシガン州立大学アジア・太平洋諸島研究の教

メディアで報道されている様々

授 Mellissa Borja 氏と研究チームは、昨年の米大統

なアジア諸国出身者や２世など新

領、副大統領、米上院議員候補によるパンデミッ

世代のインタビューを見ると、ア

ク或いはアジア系アメリカ人に関したツイートを

ジア人は日本人に限らず人に迷惑

分析したところ、間違いなくトランプ大統領によ

をかけるな、仕方ない、目立たな

るツイートの内容が、アジア人とアジア系アメリ

いようにしろ、不平不満を言って

カ人に汚名を着せた元凶だと述べた。ハフポスト

はいけない、などと従順であるよ
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マニトバ、ニューファンド
ランド＆ラブラドール、ノ
バ・スコシア、プリンス・
エドワード・アイランド：
1.2％
ＢＣ州
44.4％

オンタリオ
39.6％

We are 29 years old!

ふれいざーインタビュー
今年バンクーバー交響楽団（VSO）終身名誉コンサー
トマスター、長井明さんがカナダで音楽家人生を歩ま
れて 50 年。長井さんに、この 50 年間を振り返って
お話を伺いました。
今回は、月刊ふれいざー４月号の続編です。

バイオリニスト

バンクーバー交響楽団（VSO） 終身名誉コンサートマスター

長井 明（ながい・あきら）さん
ふ

バイオリンの腕を磨くために 5 年生で、東

ふ

音楽人生 50 年間で印象に残った演奏の思

京へ移住されましたが、戦後 15 年後の日本と

い出をお聞かせください。

いうと、高度成長期とは言え大変な時代だった

AN：モントリオール交響楽団の元音楽監督だっ

と思います。ご両親が子供の才能を信じて応援

た（1961 〜 1967）インド出身の Zubin Mehta

されたことに感銘を受けました。ご両親の事と

が指揮した 3 つのオペラ、シュトラウスの「サ

子供時代のお話をしていただけますか？

ロメ」、ヴェルディの「オテロ」、ワーグナーの「ト

AN：父は新潟県柏崎市の呉服屋の息子でした。 リスタンとイゾルデ」です。オテロとトリスタ
子供の時バイオリンを習いたいと希望したら、 ンを歌ったカナダが誇るヘルデンテナーの Jon

2019 年 5 月末のリタイアメント祝賀パーティーに来て
くれた名誉音楽監督になったトーヴィー氏と。

呉服屋の息子がバイオリンを弾く事など許さん

Vickers でした。素晴らしかった演奏は一生忘れ

と言われたたそうです。そんな父が息子には夢

られない宝物です。彼が指揮したシュトラウス、 なりたいと言うと先生はとても喜んで、コン
ブルックナー、マーラーの交響曲も、そのスケー サートマスターが弾かねばならないソロパート

を叶えさせたいと尽力してくれました。父は清
水建設に勤務する転勤が多いサラリーマンでし

ルの大きい華麗な音楽作りで私の音楽の創造力

た。母は札幌、仙台、東京各地の教会のオルガ

を豊かにしてくれました。Zubin Mehta はカラ

ン奏者でした。日本橋の三越本店にあるパイプ

ヤン、バーンスタイン、小澤征爾等と並ぶ４大

オルガンを最初に演奏した人が母だったそうで

巨匠指揮者の一人です。秋山和慶氏が VSO を指

す。私は６歳からピアノを母から習い始めて小

揮したストラビンスキーの「春の祭典」、ブラー

学生３年の時にバイオリンに変更しました。仙

ムスの交響曲第２番は最高の思い出。彼は桐朋

台で私が初めて HNK 放送局で演奏した時に母

学園大学出身ですが、学生時代からお互いの存

に伴奏してもらいました。その時母は着物を着

在を知っていた長い付き合いの友達です。名誉

て弾いていたのを覚えています。
そのような両親でしたので、僕のバイオリン
にかける情熱に大変協力的でした。渡米留学す

Ehnes が演奏したウォルトン、コルンゴール
ド、バーバ―のコンチェルトのレコーディング

＄500 を用意してくれました。

が 2008 年にグラミー賞とカナダのジュノー賞

日本では 1968 年の大卒初任給は月給 3 万

600 円といいますから、大金だったのですね。
AN：私は旭川で生まれましたが、その後父が仕

かったら、長井明というコンサートマスターは
存在しなかったと信じています。先生は私が
習っている時に、Teacher of the Year にも選ば
れました。
ふ

60 年代に渡米した時や、モントリオール

に仕事でいらした際、言語や文化の違いに不安

はなかったのですか？
音 楽 監 督 に な っ た Bramwell Tovey の 指 揮 で、 AN：英語は出発までの 1 年間フルブライト・プ
カナダが誇る世界的なバイオリニスト、James ログラムが英会話のクラスを用意してくれまし

る際、１米ドルが 360 円の時代、父は苦労して
ふ

を沢山教えてくれました。あのレッスンがな

を受賞したことも良い思い出です。
演奏ではないですが、インディアナ大学の学
生時代に Josef Gingold 先生がレッスン中に言っ

事で札幌へ、その後仙台に転勤になりました。 た忘れられない名言の一つがあります。この先

た。バイオリンの練習やリサイタルの準備で忙
しく、欠席の日が多かったですが。モントリオー
ルでは政府がフランス語クラスを助成していま
した。残念ながらフランス語クラスと演奏日が
重なっていたのでクラスを取る事は出来ません
でしたが、５年も住んでいればなんとか分かる
ようになりました。

僕は５年生になる時バイオリンの先生の薦めで

生はきれいな字で、ゆっくりと生徒の楽譜に書

腕を磨くために、仙台に父を残し東京に母と妹

き込む習慣を持ってました。習いたいことが沢

と移住しました。父自身がデザインした家を東

山あったので、「先生、もっと早く書いて！」 をくださいと英語で言うと、窓口の人がちょっと
と言うと、「You must write with your heart ！」 待てという。後から来た英語を話す職員の説明に

京に建てたのですが、建築前の敷地は空襲で荒

れ、整地の際焼夷弾が 24 本も出てきたそうです。 と言われました。本当に人情深い、心暖かい
素晴らしい先生で
し た。Gingold 先
生はインディアナ
大学に来る前は
名 高 い Cleveland
Orchestra の コ ン
サートマスターを

歴 任 し て ま し た。
先生のようなコン
サートマスターに

www.thefraser.com

流石バイリンガルの国！と思った面白い経験
があります。ある日郵便局に行って５セント切手

よると、前の人はフランス語対応の給料をもらっ
ている人、自分は英語対応の給料をもらってい
る英語担当者だというのです。その他にもバイ
リンガル専門の職員がいるとも言っていました。
おかしいな、これでよく経済成り立つなと思い
ましたよ。ケベック州の独立はありませんね！
ふ 来月号では、日加を行き来された 50 年間で
日本での思い出をお話しいただこうと思います。
※月刊 4 月号のインタビューで【ロバート・ケネディが
サンフランシスコで暗殺された】とありましたが、ロ
サンジェルスの間違いです。お詫びして訂正致します。

月刊 ふれいざー go Local April 15th, 2021
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Providence
（９）

マイムアーティスト ヤヨイ・シアタームーブメント

平野   弥生

帰国、そしてまたカナダへ

ルスで乗り継ぎマレーシア航空で成田に帰
ることになっていた。トランジットに４時

翌日、最初に泊まる事になっていた、ジェ

欲しい資料があった。今まで何度か電話をか

間半あったので、始めはまあいいかと思っ

ニィさんの家に行くと、なんとテンペランス

けていたのだが、どうも間が悪く、事務所に

ていたが、２時間経ち、３時間経つうちに

通りの 815 番だった。番号が同じだったのだ。

人がいない時ばかりだった。３日の昼の公演

さすがにいらいらしてきた。結局３時間経っ

ここでも私はベイスメントに泊まることに

が終わったらすぐにフェリーに乗って、バン

た時、この飛行機は飛びませんというアナ

なった。荷物の整理等をした後、夕方はまた

クーバーに行く事にしていたので、どうして

ウンスが流れた。そして、午後３時半のロ

久美子さんの家に行った。着いておしゃべり

もその日のうちに連絡をとらなければなら

ス行きに乗ってくれという。その時間に私

を始めた時に日本から電話が入った。このツ

ない。そして、ようやく連絡がついてグリー

が乗る事になっていたマレーシア航空の飛

アーの参加作品が、文化庁芸術祭への参加が

ン・ピースの事務所に行ったが、欲しい資料

行機は、ロスから発つ。しかも、もう一度

決まったということだった。タイミングが良

は１枚しかなかった。コピーが欲しかったら

荷物を引き取り、税関を通り直して、入国

かった。少し早くても遅くても、ここにはい

とって来ていいよと言われて、近くのコピー

カードを書いて……。それを考えると、さ

なかったのだ。

屋さんに行く。あいにく昼休みで閉まって

すがに怒ってしまった。カナディアン航空

次の日のことだった。よしみさんという古

いたので仕方がなく、ちょっと離れたフォー

に掛け合うと、２時に日本への直行便があ

い友達が丁度サスカトゥーンに来ていて久

ト通りのコピー屋さんまで走った。コピーを

るという。ウェイティングリストではある

美子さんのところに泊まっていたのだが、彼

とろうと列に並ぶと、私の前にモシェが立っ

が可能性はある、と。それなら、と可能性

女も何やかやと忙しくなかなか会えないで

ていた。荷物を届けてもらってから一度も会

にかけたところ、うまく席がとれた。結局

いた。その彼女とやっと会える事になり、紹

えず、ろくにお礼も言えずにいたのだ。明日

直行便で帰って来ることができた。あの占

介したい人がいるという。その人の名前はジ

帰るという時になって会えるとは！

い通りになったわけだ。

ム。プロデューサーだった。白髪の優しそう
な人だった。この辺りでイベントをしきって

翌日、舞台も終わり、ドナや、トレーシ一、
スーザン、モシェとさよならし、バンクー

この２年間は、なんだかすごい旅だった。

いる人で、主にダンス、音楽関係の仕事をし

バーヘ戻った。フェリーターミナルにはイペ

そしてまた、93 年には四都市を、今度はア

ている。いろんなフェスティバルの審査員も

リンが迎えに来てくれており、バンクーバー

シスタントの香ちゃんと二人で巡ることに

しているステキな人だった。そして、その白

の友人のところでパーティーがあるからと

なった。香ちゃんは優しくとても良く気の

い髪を見て思いだした。ここに着いた日のお

誘われた。そこで、ビクトリアで会ったモ

つく女性で、随分助けてもらった。一人で

昼寝で見た夢で会ったのはこの人だったと。

シェの友人に会う。その後場所を移してパー

いると外の人とコンタクトをとろうとする

それからジムとはあちこちで出会う。約束は

ティの続きだというのでついていくと、結

が、２人になると、２人で完結してしまう

していないのに道でばったり、ということが

局、モシェが泊まっていた家だった。どこま

ことも多く、前年に比べて平穏なツアーだっ

頻繁にあった。

で縁があるのだろう。

た。それでも２、３、不思議な偶然があった。

８月５日、ジェニ一さんが妹さんの家に泊

７ 月 13 日、 ウ ィ ニ ペ グ か ら 始 ま っ た

まりに行った日のことだった。舞台の始まる

10 月５日、いよいよ日本に帰ることになっ

ツァーだった。この年は雨が多く、ウィニ

前、香ちゃんと１階で食事をしていた。べイ

た。３ヶ月の旅もようやく終わる。いろいろ

ペグのホームステイ先ではベイスメントに

スメントで洗濯をしていたので気になって

あった旅だった。新聞に出ていた今日の占い

住まわせてもらったこともあって、雨が染

降りて行ってみると、地下は洪水！

は、『始めは怒ることがあるが、最後には喜

み込んできて困った。

がこわれてしまったらしい。ウィニペグとい

ぶ日』とあった。けれどその日はもう日本に

７月 27 日、サスカトゥーンに移ると、ホー

排水管

い、ここといい、水に関係のある年だった。

ムステイ先の人がどこかに行っていて帰る

エドモントンでは、やはりエイミーの所に

のが遅れるとかで、１日だけリディアさん

お世話になった。このときの公演には、日本

思いながら飛行機に乗り込んだ。ところが、 の家に泊めてもらった。彼女の家は 815 東

から仲間が大勢応援に駆け付けてくれた。お

である。飛行機は、出発したと思ったら、ど

４番通りにあった。疲れていたので、家に

陰様で大成功で、新聞の評も良く、テレビで

こかの故障とかで止ってしまった。待てどく

着いてから昼寝をした。その時に夢をみた。

もラジオでも評判になっていた。

らせど動かない。その間時々アナウンスが入

知らない人と一緒の夢だった。

			

帰るだけ、何かあるとは思えなかった。
朝７時半、波乱の旅はもう終わりだ、と

10

いる女性だったのである。

10 月２日。グリーン・ピースの事務所で

るのだが、なんのことやらさっぱりわからな

夜に友人の久美子さんのところに挨拶に

い。そのうち、朝食のサービスが始まった。

行ったのだが、彼らの子供のベビーシッター

飛行機はカナディアン航空で、ロサンジェ

は、リディアの家のベイスメントに住んで
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（つづく）

We are 29 years old!

今日 は 何 の 日？

日本文化と神道（7）

4 月 15 日

いちご大福の日
餡と共に苺が包み込まれた人気の和菓子。苺
の旬時期と「よ（4）いいち（1）ご（5）
」の語
呂合わせで早稲田大学いちご大福研究会が制定。
色んなフルーツ大福あるけどやっぱり苺が一
番！

地球に感謝 ＆『大祓詞』
はせがわいずみ

コロナウィルスの影響で外出制限が続き、

してみてはどうでしょうか？

また、先の見えない不安でストレスフルな日々

４月２２日

バーバパパの日
1970 年フランスで誕生した『バーバパパ』は
世界 40 ヵ国以上で親しまれる絵本。変形する
力を持つ不思議なキャラクターのバーバファミ
リーは日本でも人気。私も小さい頃アニメ見て
たけどカナダでフランス語訳のバーバパパを見
てびっくり＆違和感大！！

が続いています。

ストレスが溜まる一方の昨今、当神社では
『大祓詞（おおはらえのことば）
』セッション

そんな中、少しでもリフレッシュな時間を、

を YouTube にて開始しました。
『大祓詞』と

地球への感謝の心を持って過ごしていただけれ

は、1200 年以上前から日本人が唱えてきた詞

ばと思い、昨年はアースデイの 4 月 22 日、地

で、大和言葉で綴られています。瞑想やリフ

球感謝のお祭りを斎行し、その模様を YouTube

レッシュとして座禅やヨガがメジャーですが、

にてライブ配信しました（現在も YouTube に

1200 年の歴史のある『大祓詞』にトライして

て視聴可能）
。

みてはいかがですか？

お祭りで読んだ祭詞は大和言葉で書かれてい

４月 29 日

International Dance Day

国際演劇協会のダンス委員会が 1982 年に制
定。この日は世界中でダンスパフォーマンス
やークショップ等のイベントが開催されます。
さぁ、あなたも Let’ s Dance!

5月4日

Star Wars Day

5 月 4 日（May 4th）は映画「スター・ウォーズ」
の名言「May the Force be with you」( フォース
と共に）にちなんで制定。この日は世界中のス
ター・ウォーズファンが祝って映画を讃えます。
キャラのコスプレをして登校出来る小学校もあ
り盛り上がりそうですね

5 月５日

日本人が信じる『言霊（ルビ：ことだま）
』

ます。現代語にしますと「造化三神（天之御中

の力があるとされる『大祓詞』
。唱えると自分

主神、高御産巣日神、神産巣日神）の前にてお

だけでなく、周囲もリフレッシュされると言わ

伝えします。御三神が造られた地球は水の惑星

れています。効果がなかったら 1200 年も続か

と称えられ、その豊かな水が森羅万象万物を生

なかったのではないでしょうか？ 実際、読み

み、自然を育み、人々は東西を問わず感謝の心

出すと鳥がさえずり、柔らかな風が吹き込むの

を持っていましたが、いつの日かその心も薄れ、

を感じるでしょう。
『大祓詞』セッションの詳

自然環境を損なうようになってしまいました。

細は当神社のウェブサイト、ＳＮＳ、YouTube

その過ちを悟り『アースデイ』と名付けた活動

チャンネル ShintoInari をご参照下さい。

を開始し、人々は手を取り合って自然環境を蘇

宮司 はせがわいずみ

らせるべく努力しています。人間のその行いと

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

気持ちを微笑ましく思っていただき、活動が進
みますようお願いいたします」という内容です。

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）

私が渡米する前は、4 月 29 日はみどりの日
で祝日でした。今はみどりの日は 5 月 4 日です
ね。憲法によりますと、みどりの日は「自然に

レゴの日

誰もが遊んだ記憶があるデンマークのブロッ
ク 玩 具「LEGO」。 日 付 は「 レ（0） ゴ（5）」 の
語呂合わせと「こどもの日」にちなんでレゴジャ
パン株式会社が 2002 年に制定。2017 年に名古
屋レゴランドジャパンがオープン。日本らしい
忍者エリアもあるので一度行ってみたいなー。
（H.J.)
			

親しむと共に、その恩恵に感謝し、豊かな心を
育むことを趣旨とした祝日」だそうです。
古来、自然の恩恵に感謝してきた日本人です
が、近年はその気持ちが薄れてきていると感じ
るのは私だけではないと思います。みどりの日
には、自然への感謝の行動をファミリーで実践

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

www.thefraser.com
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コミュニティ
掲

示

板

脳の運動教室オープンハウス
脳の運動教室に挑戦してみませんか？歯を毎日磨くよ
うに、 脳も毎日鍛えることが必要です。 楽しい脳トレサ
ロンの無料講習会が開かれます。 ヴァーチャル日本旅
行体験してみませんか？詳細はこちらまで
https://bit.ly/3d1lRCN 778-960-4735

JALTA 日本語教育講座のお知らせ
今回の JALTA 日本語教育講座では、 日本語を学習
しているご家庭向けに、 BC 州で受可能な３つのテストに
ついてご紹介。 日本語力測定、 日本語学習の目標と
して、 どのようなテストが利用できるのかをこの機会にぜ
ひご検討ください。 どなたでもどうぞ。
主催 ： JALTA 日本語教育振興会
日時 ： ２０２１年５月１６日 （日） 19:00 ～ 20:30
場所 ： オンライン （ZOOM）
申し込み ： ５月２日までに申し込みフォームへの記入 +
お支払い。 詳しくは p.8 のポスターをご覧下さい。

日加ヘルスケア協会
定例 ZOOM 座談会 ： 自宅にいながら電話、 PC、

Mac、 iPad、 タブレット、 スマートフォンで参加可能。
毎月第４木曜 18:30 ～ （会員向け）
iFacebook による健康情報の提供（https://
www.facebook.com/nikkahealth/）： 最 新
の情報をオンラインにて提供 （一般向け）
【ボランティア随時募集中！】老若男女問わ
ず。 健康情報に興味がある方、IT、広報、コミュニティー
活動、 将来の夢が医療従事者など日本語でお手伝い
いただける方。 office@nikkahealth.org にご連絡ください。

Japanese Christian リバイバルセンター
毎月第１日曜日の礼拝は特別礼拝、 Anointing Service。
聖霊様の豊かな油注ぎをお求めの方、 Welcome All
(604)984-0663 牧師かわいまりこ
www.lwpm-jcrc.com

バンクーバー日系人福音教会
＊現在集まっての礼拝が禁止となっており (11 月 19
日より )、 オンラインのみとなっております。 教会ホーム
ページに詳細が更新されますので、随時ご確認ください。

オンライン礼拝のご案内

毎週日曜朝１１時より、 教会のホームページより礼拝の
ライブ中継が行われています。どなたでも参加できます！
「教会ってどんなところ？？」 「キリスト教って、 何？？」
「人間って、 なんのために生きているの？？」 でも教会
に実際に行ってみるのは敷居が高すぎると思っているあ
なた！今この時、 ぜひ、 オンライン礼拝を気軽に覗い
てみてください。 どなたでも大歓迎！また、 Youtube の
チャット欄に自由にコメントをお書きください！！
YouTube : vjgc video からライブ配信にて礼拝に出席で
きます。 また、 過去の礼拝も見ることが出来ますのでぜ
ひご利用ください。 また、 vjgc official からも教会の様々
な動画がお楽しみいただけます。 ぜひご利用ください。
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KiZoom

教会学校の働きは現在月に一度 Zoom で行われます。
興味のある方は教会のメールまでお問い合せください。

展示ガイドアプリが、 iPhone の App Store もしくは Android
の Google Play ストアよりダウンロード可能になりました。

Zoom での無料英会話クラス開催中！！

O Hanami | お花見 ４月

詳細は教会のメールアドレスにお問い合わせください。
その他、各世代や日英の言語での ZOOM によるバイ
ブルスタディーやスモールグループも数多く行われてお
ります。 ぜひ教会までお問い合わせください。
バンクーバー日系人福音教会 www.jpgospelchurch.com
jpgospelchurch@gmail.com 604-521-7737

バンクーバー日系人合同教会
★オンライン日曜日礼拝に出てみませんか？ 毎日曜
日午前 11 時より教会 Facebook ホームページ、 Zoom
ID 5662538165 Pass 1225, 電 話 で は 778-9072071 にかけた後、 566-253-8165 を押し＃を 2 回押
すと礼拝を電話で参加できます。
★ Zoom で日本語、 英語で聖書を読んでみませんか。
火曜日午前 11 時、 午後 5 時、 水曜日午後 11 時に、
Zoom で行っています。同じくメールでメッセージをどうぞ。
★今年のイースター復活日は４月４日です。 同じくオン
ラインで午前 11 時から礼拝が配信されます。
604-618-6491 daebinj7@gmail.com 牧師イムまで

日系文化センター・博物館
6688 Southoaks Crescent, Burnaby BC V5E 4M7
604-777-7000 Fax: 604-777-7001
info@nikkeiplace.org
www.nikkeiplace.org
日系プレースは日系文化センター ・ 博物館、 日系
シニアズ ・ ヘルスケア＆住宅協会および日系プレー
ス基金で構成されています。

日系文化センター・博物館ニュース

ご来館の際 : 館内の表示に従い、 同居されている方
以外との距離を保ち、 マスクをご着用いただきますよ
うお願いいたします。 体調が悪い場合はご自宅に留
まり、 オンラインにて是非 「ご来館」 ください。
館内もしくはオンラインで開催されるプログラムの時間
の詳細は、 centre.nikkeiplace.org にてご確認ください

オンライン博物館

ウェブサイト centre.nikkeiplace.org
楽しく・興味深く・学びましょう。 オンライン展示・アー
カイブ ・ ゲーム ・ ビデオ ・ ポッドキャスト
プラン ： 全オンライン＋オンラインプログラムとギャラリー
時間の詳細を探そう。

館内にて開催 展示

「破られた約束 (Broken Promises)」 は、 1940 年代、
BC 州西海岸から日系カナダ人を強制疎開させ、 財
産を没収した実態を明らかにする 「不正義の風景
(Landscapes of Injustice)」 プロジェクトの展示です。 ご
来場者の安全のため、 感染防止の衛生設備が設置さ
れ、 ソーシャルディスタンスが実施されます。 このプロ
ジェクトは、 カナダ政府の援助を得て実現したものです。
開館時間、 プログラムに関する最新情報は、 https://
centre.nikkeiplace.org/exhibits/broken-promises

例年のお花見イベントに変わり、 今年はインスタ映えす
る写真スポットを館内に設置いたします。 この時期、 日
系センター前の Southoaks Crescent では桜並木がお楽
しみいただけます。 ぜひ写真を撮りにお立ち寄りください。
期間など詳しくはウェブサイトにてご確認下さい。

常設展

「体験 ： 1877 年からの日系カナダ人」 ２階入場無料

開催中の展示

Lost and Found

木材労働者たちが残したもの／シーモア木材伐採
キ ャ ン プ https://centre.nikkeiplace.org/exhibits/
lost-and-found/

ミュージアムショップ：

館内のミュージアムショップとオンラインショップとの間
で在庫の調整をしています。 お探しのものが見つから
ない場合にはご連絡ください。 jcnm@nikkeiplace.org |
604.777.7000 ext.109 https://nnmcc.square.site

オンライン
ファミリーヒストリー個別相談

日系博物館の専門家と一緒にあなたの家族の歴史を
たどってみませんか。 リサーチ及びアーカイブの専門家
のリンダ ・ カワモト ・ リードが個別に直接お手伝いします。
https://centre.nikkeiplace.org/family-historyone-on-one

チャールズ門田リサーチセンター

NIKKEIMUSEUM.ORG に て 31,000 点 を 超 え る 所 蔵 物
をご覧ください！リサーチセンターは安全対策を強化
し、 ご予約のみ。 研究調査についてのお問い合わせは
リサーチ ・ アーキビストのリンダ ・ カワモト ・ リード lreid@
nikkeiplace.org まで、寄贈に関するお問い合わせはリサ・
ウエダ luyeda@nikkeiplace.org までご連絡ください。

ポッドキャストシリーズ―Sounds Japanese
Canadian to Me: Stories from the Stage

人々が互いに距離を取って暮らすこのパンデミックの時
代、 ポッドキャスト Sounds Japanese Canadian to Me で
は、 舞台芸術家のクンジ・マーク・イケダさんをホストに、
今日活躍中の素晴らしい日系カナダ人の舞台芸術家
たちとの深い話をシリーズでお届けします。 日系カナダ
人の歴史や文化をトピックとした過去の放送回もお聴き
いただくとともに、 隔週水曜日にリリースされる新しいエ
ピソードをお楽しみください。 日系センターのウェブサイト
もしくは、 アップルやグーグルのポッドキャスト、 Spotify、
Stitcher にてお聴きいただけます。

日系文化センター・博物館をサポートする方法

・ メンバーになる。・ ボランティアに参加する。 お申
込 み ： centre.nikkeiplace.org/volunteer ・ 博 物
館ギフトショップとオンラインショップ https://nnmcc.
square.site でお買い物をする。・ 月ぎめ寄付にお申
込みいただく。・ ミニ ・ ウェディングの会場として日系
センターをご利用いただく。

We are 29 years old!

ご寄付に関する詳細は、 日系プレース基金 ：
604-777-2122 又は gifts@nikkeiplace.org
日系文化センター ・ 博物館 (NNMCC) 受付 ・ ミュー
ジアムショップ営業時間 ： 火曜～土曜 午前１０～
午後５、 日曜～月曜 休み。

BC 州認可こどものくに
2021 － 2022 年入園申し込み受け付け中！
お陰様で 9 月からの新クラスは満席となりました。 本当
にありがとうございます。 2 歳クラスにはまだ少し席があ
りますので、 是非お問い合わせ下さい。
サマーキャンプの準備もしています。 7 月は 5 － 16 日、
8 月は 9 － 20 日です。 詳細は近々 HP や SNS 等に
掲載しますので、 そちらをご確認ください。
◆手洗い、 ソーシャルディスタンス、 消毒等など、
COVID19 と上手に付き合っています。
◆施設の広さ、 莫大な教材、 登降園時の安全性、 保
育士資格などの全ての基準を満たし、 BC 州認可の日
本語環境プリスクール、 トドラークラス、 デイケアです。
◆幼児期に本当に必要な事は何かをじっくり考え、 情
緒豊かで、 自分の意志を持った子どもに育てる事が保
育目標です。
◆豊富な教材、 園庭、 大ホール、 教室など贅沢なス
ペースを是非見にきてください。

バンクーバー日本語学校（VJLS）
日ごとに春めいてまいりましたね！本校ではコロナ禍の

影響により学びが止まらないように最善を尽くしておりま
す。現時点では８月までは全クラスオンライン授業です。
オンライン授業の間はすべてのクラスが２時間です。 年
齢、 レベルによって最適なオンライン授業形態にて進
めております。 キンダークラス、 日本語を継承語として
学ぶ小学校、 中高等科、 日本語を外国語として学ぶ
基礎科、 高校生、 社会人向けの多様なクラスがありま
す。 授業に関しては HP をご覧ください。
●日本語を勉強したい大学生、 社会人に最適な平日
成人クラス春学期開催 （4 月 13 日＆ 15 日） コミュ
ニケーション力の向上にフォーカスした楽しい授業が好
評。 詳しくは HP をご覧ください。 プライベートレッスンも
受け付けております。
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjis-jh.com www.vjls-jh.com

隣組
101-42 West 8th Avenue, Vancouver, BC V5Y 1M7
Tel ： 604-687-2172 www.tonarigumi.ca
開館日時 ： 6 月 22 日より 月～木 10 時から 2 時
（事前予約をお願いしています）

隣組シニアライフセミナー

「救急車要請のポイント」
4 月 23 日 （金） 午前 10 時～ 12 時
講師 ： 救急救命士 ・ 兵頭 渡
カナダで数少ない日本人救急救命士による、 いざと

いうときに備えるためのアドバイス。 救急車を要請する
ときのポイント、 現場に駆けつけた救急救命士が一刻も
早く知りたい患者情報について。
アクセス：Zoom ズーム・電話 （お申込み後に詳細をメー
ルします）
お申込み ・ お問い合せ ： 604-687-2172 内線 102
メール services@tonarigumi.ca （正子）
隣組会員無料 ・ 非会員＄８
情報 ・ つながり ・ 健康 隣組電話＆ Zoom プログラム
新型コロナウイルスの規制やワクチン接種に関する情報
をいち早く日本語で。 コロナ禍で人と人とのつながり、 心
身の健康を保つ。 その一助となるべく隣組では電話や
ビデオ通話アプリ 「Zoom ズーム」 を活用したプログラ
ムを提供しています。 現在会員限定のプログラムです
が、 非会員向けの電話と Zoom プログラムも企画中。
【毎週月曜】 当地のニュースを日本語で 「日本語ロー
カルニュース」
【第１～ 3 金曜】 ニュース、 ゲストトーク、 運動と内容
が満載

「Zoom ラウンジ」

【毎週月曜】 心身をリラックス 「呼吸法」
一 覧 カ レ ン ダ ー は 隣 組 ウ ェ ブ サ イ ト （http://www.
tonarigumi.ca/） の 「プログラム」 → 「隣組カレンダー」。
お問合せ ・ 登録 ： 604-687-2172、
programs@tonarigumi.ca （リエ）

第 39 回オンタリオ州日本語弁論大会結果発表

www.thefraser.com
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ご家庭で手軽に料
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ふれいざーミールキッツの特徴

に行く
買い物 せる！
減ら
頻度が

mealkits.thefraser.com

C 日本の家庭料理に特化
ウェブサイト：
C 日常的な食卓にバラエティを提供
プロモーション価格
C ご家庭での手間を最小限にするための下準備をして配達
間が
料理時
！
C 新鮮で通常手に入りにくい魚貝類もたくさん
きる
$12.50 ＋ TAX / １人前（主菜＋副菜１品）
短縮で
C 普段お料理をしない方でも簡単に作れるレシピが中心
※お魚のレシピはエクストラ料金が発生します。
C 身体によい材料へのこだわり。添加物の少ない食材
※季節により お値段が変わる場合があります。
食材の ！
い
C 環境へのこだわり―パッケージは出来る限り
な
駄がで
１レシピは２食分（主菜・副菜とも）
体に安心でコンポストのできる素材を使用します。 無
ミニマムオーダーは４食分から

お申込み・お問合せ

・地区：Vancouver, North/West Vancouver, Richmond, Burnaby,
  New Westminster, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam
              ( 変更の可能性ありますので、対象外でも興味のある方はお知らせください。）

mealkits@thefraser.com
Tel: 236-979-8707
ふれいざー mealkits powerd by Kaiju Carts
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売ります
サンヨーのファクシミリ― （電話＆ファックス） を
＄２０で。 新品のペーパー５本と録音テープ、
取扱書付。 写真送れます。 場所によりお届け可。
mineb@shaw.ca, 604-356-7325
ピアノ売ります。 メッセージを残してください。 コール
バック致します。 Tel: ： 604-526-7411

乳がんサポートグループ つどい 日本人女
性のための乳がんサポートグループ つどい連絡先
E メール ： tsudoivancouver@gmail.com
☎ & Fax ： 604-433-7831 「つどい」 のホームペー
ジもご覧下さい。 tsudoivancouver.blogspot.com
北海道人会 ご連絡いただいた方に今後のイベン
トなどをご連絡いたしますので、 元会員の皆様、 新
規会員ご希望の方のご連絡をお待ちしております。
dohjinkai.bc@gmail.com 604-805-4847

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

少 林 寺 拳 法 大 人 は、 月 金 の 夜 と 土 曜 の 昼、
子供のクラスは土曜午後１時から２時半． 新改築
さ れ た ト ラ ウ ト レ ー ク セ ン タ ー に て。 興 味 の あ る 方
は見学にどうぞ。  fax:604-451-9491 メール

mitsukocollins@hotmail.com 世話役 ： 大沼亜紀子
604-314-0366 pandakoaki@hotmail.com

関西大学出身の皆様へ 。

☎ 604-685-6521 ext. 348 コミナミまで
tom.kominami@f55f.com

中京大学同窓会
野原誠治☎ 604-347-7995 noppaseiji@hotmail.
com

ソフィア会からのお知らせ
連絡 ： 604-939-8707 宮坂 mari@thefraser.com

louiedickens@yahoo.com

伝導瞑想 エネルギーのヨガ （ラヤヨガ） と奉仕の
ヨガ （カルマヨガ） の組み合わせであるこの瞑想は、
大人、
子供。師範免許有。通信講座。
書道教室
グループで行われ、 この混沌とした社会から新しい
604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com
世界を生み出してゆこうと努力する世界中の人々か
ら作られています。 やり方は簡単ですので、 世界に
奉仕したいと思われる方ならどなたでも参加できま
す。 （無料） 毎週火曜午後７時、 土曜午前８時より、
出張にて車をピカピカにします。
お手入れ Wax、 艶出し研磨作業、 塗装保護のガラ ダウンタウンにて。 お問合せ

アルバイト

スコーティング、 殺菌効果の高い車内特殊スチーム
清掃、 臭い取り等、 ボート、 RV も承っております。
www.carpikajp.com 又は 604-446-2755

仲間募集
野菜作り仲間募集。無農薬、 有機栽培の野菜
作りに興味がある方。 情報や種 ・ 苗の交換、 たい
肥作り等をとおして野菜を育てる楽しみを分かち合い
ましょう。 興味のある方は yhatake17@gmail.com
劇団員募集中 座 ・ だいこん は日本を題材とした
作品を日本語で上演しているバンクーバーのアマチュア
劇団です。 年２回の公演に向けて、 メンバー、 または、
お手伝いをしてくださる方を随時募集しています。 経験
不問。 興味のある方はご連絡ください。
zadaikon@gmail.com

日 / 英ズームチャット ( 次は 3 月 16 日になり
ます ) あなたは失望と絶望を経験しましたか？ 不
安や悩みはたくさんありますか？ もしそうなら、 ぜひ
ご参加ください。 このグループは英語と日本語を混
ぜてコミュニケーションを取ります。 ー緒に日本語と
英語を語り合ってみませんか、 興味のある方はどう
ぞ。 毎月の第 3 火曜の夜 8 時から 9 時です。
 778-809-1133 Email: lal86419@gmail.com

www.thefraser.com

☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com

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

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

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

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

★違法性のあるもの等、掲載をお断りする場合があります。★掲載後で
も苦情の多いものは掲載継続をお断りする場合があります。★掲載内容
に関するトラブルは、当誌は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

同志社大学出身の皆様へ
お問合せ ： 真野 / ジン 604-688-1956/
doshishavancouver@hotmail.com

日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！
発起人 ： 久保克己、 小茂田勝政、 和田健治
事務局 ： 和田健治 604-862-7216
e-mail:vickomoda@yahoo.co.jp

学習院卒業生
会 長 ： コ リ ン ズ 光 子 604-436-4080 Email:

問題は p.3
月刊 ふれいざー go Local April 15th, 2021
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『月刊ふれいざー』及び『ふれいざー go Local』を支えてくださるスポンサーの皆様
◆ レストラン / 食

◆ 専門職

エンジェル・シーフーズ 604-254-2824
懐石遊膳橋本 www.kaiseki.ca
シーボーン 604-261-2230
チーナ 604-648-0008
Kaiju Carts Meal Kits 236-979-8707
604-270-6070
Kenwest Market

入谷いつこ 公認会計士 604-767-7007
楠原良治 弁護士 PANORAMA LEGAL LLP 604-372-4550
シャイン・カナダ 604-828-9804
ゼウス・アカウンティング・サービス 604-374-6031
藤井公認会計事務所 604-250-7649
森永正雄ローレンス・ウォン＆アソシエイツ法律事務所 604-728-4474
吉田ノータリー・パブリック 604-569-0512
ABIC 移民＆ビザ事務所 604-688-1956

◆ 不動産
オークウエスト不動産株式会社 604-731-1400
高原さやか Keller Williams Realty VanCentral604-725 ｰ 7228
則末恵子 ニュー・センチュリー不動産 604-250-4935
森ジェームス サットン不動産 604-290-3371
吉村秀彦 リマックス不動産 604-312-5159
依田敦子 セルマック不動産 604-992-5080

◆ 住居
アルカディアホームズ 604-996-1270
キャナドゥー・エンタープライズ 604-687-6252
ＣＢＳ inc. シャワートイレット 604-899-8001
４リアル・プラミング 604-831-0235

◆ 健康

health and welness

陶板浴ウェルネス 604-687-3319
Dr. Moa Sugimoto 778-807-3224

◆ 教会
ジャパニーズ・クリスチャン・リバイバルセンター 604-984-0663
聖ペテロ記念庭園納骨堂 604-874-1344
日系聖十字聖公会 604-879-1344
ノースショア日本語キリスト教会 604-986-6844
バンクーバー日系人福音教会 604-521-7737
バンクーバー日系人合同教会 604-874-7014
メノナイト日本語キリスト集会 604-596-7928

◆ 学校
バーナビー日本語学校 info@bjls.ca
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館 604-254-2551

◆ 動物 / ペット
アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・BC

animaladvocates@telus.net

◆ 美容

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

AOI ビューティー・スタジオ＆エステティックス 604-688-2122
モーブ・ヘア 604-370-6519

◆ その他

上高原保険代理店 604-876-7999
小林ヒロコ 投資アドバイサー 604-727-2320
Crius Financial Services Corp 山下りえ・伊藤ちか 778-319-4649
ＲＢＣ ウェルス・マネージメント 604-257-7291
ＴＤ カナダ・トラスト 604-654-3665
Maple Gridge Financial 647-984-8365

オーシャンビュー・フォレストローン・セメタリー葬儀社 604-724-7986
キモノ・バンクーバー 604-544-3579
ジャパン・コンピュータ 604-307-4408
ニコニコ・ホームケア 778-960-4735
バックスター・神戸・フローリスト 604-433-3308
はなもフローリスト 604-685-3649
Kenwest 604-270-6070
Murata Wa Lifestyle Store 604-874-1777

◆ 旅行

OOMOMO Japan Living www.oomomosutore.com
ユニアーク引越し屋さん 604-446-2832

◆ 保険・金融

スカイランド・エスケープ・トラベル 604-685-6868

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