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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。

     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

『知っておかなければならない先住民の
悲劇 ―カナダの同化政策による寄宿
制学校 (Residential school) 』
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）」
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」
４月号「反アジアヘイト犯罪―立ち上がるアジア人」
５月号「反アジア感情の闇―ブリティッシュ・コロンビアの歴史」

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
イスラム教徒の家族が殺害される
オンタリオ州ロンドンで６月６日に起きた轢き逃げ事件で、イス
ラム教徒の家族４人が死亡、９歳の少年が重傷を負った。ロンドン
市警は、事件現場の近くで 20 歳の容疑者 Nathaniel Veltman を逮

れ、生活は平常に戻りつつある。

政府のワクチン対応を承認：アンケート調査
この程、The Globe and Mail 社が行ったアンケート調査によれば、

捕した。ロンドン市警は、Veltman がイスラム教徒であるこの家族

回答者の約半数が、カナダ政府はワクチン接種プログラムを大変効果

を意図的に狙って犯行に及んだと発表しており、Veltman は、殺人

的に進めていると考えていることがわかった。

罪４件及び、殺人未遂罪１件で起訴された。さらにテロ行為で起訴
される可能性もあると市警は話している。
死亡したのは、イスラム教徒の 46 歳と 44 歳の夫婦、15 歳の娘、
74 歳の夫婦の母親の４人で、９歳の夫婦の息子が重傷を負った。

1029 人を対象に実施された調査で、トルドー政府はワクチン接種
を大変効果的に進めていると回答した人の数は 47% となり、１月の
31% から大きく増加した。また、連邦政府は効果的な仕事をしていな
いと回答した人の数も、２月の 37% から 20% に減少した。

ロンドン市警の発表によると、家族が日曜日の夜８時 40 分、散歩

全体として 53% の人が州政府は大変効果的にワクチン接種を進めて

に出て横断歩道を渡ろうと交差点で待っていたところを、Veltman

いると回答していたが、オンタリオ州と平原州ではこの数字が伸び悩

の乗ったピックアップトラックが突っ込んできて５人を轢いて逃げ

んでいた。オンタリオ州では、予約のプロセスが複雑で潤滑に進まな

たという。現場には事件にショックを受けた住民や知人、イスラム

かったこともあり、住民は混乱から抜け出すことができず、州政府へ

教コミュニティなどが次々と献花に訪れ、Ed Holder 市長は、「これ

の評価は 10 段階で 4.7 ポイントと最も低いスコアとなった。一方ケベッ

は、イスラム教徒に対する人種差別という根深い憎悪に端を発した

ク州では、州政府は 8.3 という高いスコアを得ていた。

大量殺人である。我々は、同情と共感、親切と団結、正義、そして
愛情の下で行動を起こす」と強く語った。
Veltman には前科はなく、特定の人種差別グループとの関連は現

カナダでは、２回目の接種が製薬会社の推奨している期間より遅く、
ワクチン接種を完全に終えた人の数が伸び悩んでいるため、回答者の
63% は、この夏、スポーツイベントやコンサートなどに安心して（あ

在のところ定かではないと市警は話している。

るいは、ある程度安心して）行くことはできないと答えていた。

段階を踏んでアメリカとの国境をオープン：連邦政府

エアカナダの幹部がボーナス返金へ

カナダ政府は、新型コロナのワクチン接種を完全に終えた旅行者

モントリオールに本社のあるエアカナダは、同社の幹部らが新型コ

に対し国境をオープンするためには、段階を踏んだアプローチが必

ロナのパンデミック中に受け取ったボーナスを返金することになった

要だと考えている。しかし、アメリカ政府はカナダ政府の対応の遅

と発表した。

さに不満を露にし、国境再開に関する両国間の議論は益々白熱して
いる。

これによると、エアカナダは、パンデミック対策に貢献したとして、
幹部らが 1000 万ドルの新型コロナパンデミック中の減額ボーナスを

トルドー首相は、この程、次のことを明らかにした。国境再開は

受け取ることをを一旦は承認したが、国民から多くの失望の声が寄せ

段階を踏んで実施されることと、カナダに入国する人はワクチン接

られ、この決定を撤回したと話している。エアカナダの CEO、執行副

種を完全に終えている必要があることの２点だ。しかし、ブレア公

社長および２月に退職した元 CEO は、2020 年度のボーナスを自主返

安大臣は、５月に行われた国境に接する都市の市長との会議におい

上することとなった。

て、国境再開策の第１段階がいつから実施されるのかの目処は立っ

同社では、パンデミック期間中の管理職の並外れた業績を考慮し、

ていないと語っている。また、ワクチン接種の証明書についての対

900 人以上の従業員に 1000 万ドルのボーナスを支払った（うち 800

策も両国で一致していないこともあり、米加間の国境再開は、不均

万ドルは中間管理職宛）と発表している。エアカナダは、連邦政府よ

等なものになる可能性が十分にあると関係者は指摘する。

り 59 億ドルの公的支援を受けることで合意済みだが、、フリーランド

アメリカ議会議員は、「カナダ人はアメリカでワクチン接種を受

財務大臣とアルガブラ運輸大臣は、「財政援助を連邦政府から受ける

けられるのに、ワクチン接種を完全に終えたアメリカ人がカナダに

に当たって、国民がエアカナダに責任ある行動（特に幹部の報酬に関

所有している家に行かれないのは不公平である」と声を荒げている。

し）を期待するのは当然のことだ。このような状況は避けられたこと

１回目のワクチン接種を終えた人の数はカナダの方が多いが、ア

かもしれないが、５人の幹部が 2020 年に受け取ったボーナスや配当

メリカでは、成人の 53% がワクチン接種を完全に終えており、職場、

金を返上することで、エアカナダが正しい方向に向っていることを政

バーやレストラン、スポーツ・コンサートなどのイベントも再開さ

府として認識している。」と共同声明を出した。
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We are 29 years old!

世界のニュース

天安門事件から 32 年

党創立 100 年で追悼阻止

民主化を求め北京の天安門広場で座り込み

イキなど過激な行動に出はじめた。学生側が

一方、香港警察は４日朝、この民主派団体の

をしていた市民や学生に向けて軍が無差別銃

話し合いを拒否したため、中国共産党は厳戒

副代表の女性弁護士、鄒幸彤氏（36 歳）と配

撃で武力弾圧した 1989 年の天安門事件から、

令を布告し、６月４日未明、軍は兵士と戦車

達員の男性（20 歳）を無許可の集会を宣伝し

６月４日で 32 年を迎えた。しかし中国共産党

で無差別に発泡し、デモ隊を鎮圧した。

た疑いで逮捕した。団体は４日夜に追悼集会

の創立 100 年を７月に控えた中国政府は今年、

鎮圧後、当局は抗議者と支持者を逮捕、外

党への批判や追悼の動きを徹底して封じ込め

国の報道機関を締め出し、国内の報道機関に

た。

対しては事件の報道を徹底して統制させた。

を行うことを計画していたが、許可されなかっ
たため、開催を取りやめると発表していた。

米国務長官は「大虐殺」と表現

４日、天安門広場は観光客で賑わいを見せ

事件は、国内はもとより国際社会から猛烈

ていたが、多くの警官が配置され、人々への

な批判を浴びた。中国は天安門事件に関する

ブリンケン米国務長官は３日、天安門事件

職務質問や手荷物検査が行われた。

あらゆる検閲に手を尽くしており、国内では

が 32 年目を迎えるのに合わせて声明を発表し、

現在も事件についてインターネットで調べる

事件を「大虐殺」と表現し、
「天安門広場は、

ことができない。

人権や自由を訴えた数万人の人々を黙らせる

また、30 年にわたり毎年追悼集会が開催さ
れてきた香港でも、新型コロナウイルス感染
防止対策を理由に、昨年と同様、今年も集会
が禁じられた
中国外務省の汪文斌副報道局長は３日の記
者会見で「1980 年代末に起きた政治的な騒動
について、中国政府はとうの昔に明確な結論

中国当局の公式発表によると、死者は学生

ために中国政府がとった残忍な行動と同義語

や軍を合わせて 319 人とされているが、一説

だ」と述べた。さらに「あの時起こったこと

では 3000 人とも１万人とも言われている。

について透明性を求め続けなければならない」

香港での追悼集会も途絶える

と訴え、死者や拘束者、行方不明者に関する
真相究明を求めた。その上で「米国は中国の

を出している」と述べ、事件の洗い直しや検

1989 年の事件以降、香港では毎年６月４日

人たちが中国政府に普遍的な人権の尊重を求

証の必要はないとの考えを強調した。その上

に中心部の公園「ビクトリア・パーク」で数

めるのを支え続ける」とし、活動家らへの支

で、
「中国の選んだ発展の道が正しかったこと

万人規模の追悼集会が行われていたが、警察

援続行を強調した。

は、偉大な成果を見れば一目瞭然だ」と主張

当局は昨年に続き、今年も新型コロナウイル

した。政府は一貫して当時の対応を正当化し

ス対策を理由に集会を禁止した。

また、香港で 30 年にわたり行われてきた追
悼集会を当局が許可せず、逮捕者が出たこと

警察は４日の記者会見で「違法に集会を開

について「逮捕者を直ちに釈放するよう求め

はできない。さらに徹底した情報統制により、

こうとしている市民がいる」として、ビクト

る」とし、
「中国政府や香港当局が封じ込めを

事件を知らない若者も多い。

リア・パークをしばらく閉鎖することを発表。

図っても追悼をやめない人々の姿には胸を打

ており、国民は事件について自由に語ること

天安門事件
きっかけは 1989 年４月 15 日に改革派の胡
耀邦元総書記が、心筋梗塞で亡くなったこと。
この日から改革を求める学生らを中心に北京

「立ち入る者には違法行為として厳しく対処す

たれる」と述べた。

る」と警告した。ビクトリア・パークには４日、

バイデン政権が天安門事件について声明を

7000 人の警察官が配置され、近くの通りなど

出すのは初めてだったが、これまでの政権と

でパトロールが行われた。

同様、厳しい内容となった。

追悼集会を長年主催してきた民主派団体は、

一方、中国当局はこの声明を受け、
「中国の

の天安門広場には約 10 万人が集まり追悼集会

「今年は逮捕される恐れがある」として公園に

内政に干渉するものであり、断固として抗議

を開いていたが、集会は徐々に中国独裁体制

行かないよう呼びかけていたが、それでも多

する。米国は人権問題を利用して他国を攻撃

を否定し、民主化を求めるデモへと発展。と

くの市民が公園の周辺に集まり、スマートフォ

する前にまずは自分を顧みて、人権問題に関

りわけ中国共産党機関紙「人民日報」が学生

ンのライトを照らしたり、ろうそくの火を掲

する自国の数々の悪行と向き合うべきだ」と

たちの活動を「動乱」と形容し、断固として

げたりしながら、静かに抗議の意志を示した。

反発した。

抑えなければならないという社説を掲載した

ただ、一部では衝突が起き、少なくとも６人

ことで、猛反発した学生らはハンガーストラ

が逮捕された。
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カナダのニュース

先住民の寄宿学校跡地
ブリティッシュ・コロンビア州カムループ
ス近郊で、先住民同化政策の一環として 100
年以上前に建てられた寄宿学校の跡地から、
先住民の子ども 215 人の遺骨が発見された。
５月 27 日、先住民の団体が明らかにした。

子ども 215 人の遺骨発見
は、寄宿学校の実態を「文化的ジェノサイド
だった」と結論付けている。

全国各地で数百足の子供靴

認が困難になっている。
トルドー首相は４日の記者会見で「カトリッ
ク教徒の一人として、教会が下してきた現在
または過去の決定について非常に残念に思う」

遺骨発見の発表を受け、カナダ全土で 30

と述べた。その上で、ローマ・カトリック教

カムループスの先住民コミュニティによる

日、亡くなった子どもたちに弔意を表するた

会のフランシスコ教皇に対し、公式謝罪とカ

と、遺骨は５月下旬、
「カムループス・インディ

め、連邦政府庁舎など各地で半旗が掲げられ

ナダの寄宿学校に関連した記録の開示などを

アン・レジデンシャル・スクール」跡地で最

た。また人々は首都オタワの議会前をはじめ

含む損害賠償を行うよう求めた。カナダ真実

新式の地中レーダーを用いて行われた調査で

全国各地で子供靴を並べて追悼した。

和解委員会の報告によると、ローマ教皇の公

見つかった。同校は 1890 年から 1969 年まで、

トルドー首相は６月１日、子供靴や玩具が

式な謝罪が解決策の一つとして挙げられてい

政府の委託でカトリック教会によって運営さ

供えられたオタワの議会議事堂前の献花台に

れていた。全国に建設された 139 の寄宿学校

花を手向け、ひざまずいた。トルドー氏はツ

の中で最も大きく、1950 年代には最大 500 人

イッターに「寄宿学校は実在したものであり、

会は今も拒否しているようだが、全国民、特

が在籍していた。1969 年以降は全日制の学校

この国で実際に起こった悲劇だ。それを認め

に国内のカトリック教徒にとってこれは非常

や寮として使用され、78 年に閉校した。

なければならない」と投稿していた。

に重要な問題だ。地元の教会、司祭、枢機卿

る。
また、トルドー氏は国内の教会に対して、
「教

同地先住民コミュニティ代表のロザンヌ・

また、遺骨の発見を受けた直後の記者会見

に見解を求めたい。教会がこの問題について

カシミア氏は、「この子どもたちは行方不明扱

では、「父親として、子どもと無理やり引き離

責任を果たすことを期待する」と述べた。さ

いにされ、死亡は記録されていない」と述べ、

されたらどう感じるのか、想像もできない」

らに、「法廷闘争になる前に、カトリック教会

3 歳の子どもの遺骨も含まれていたことに「想

と述べ、同化政策を「恥ずべき政策」と形容

が進んで記録を公表することを求める」と裁

像を絶するもの」と憤り、「過去にこのような

していた。

判が起こる可能性についても示唆した。

ことがあったと聞かされてはいたが、記録さ

一方、プリンス・エドワード島のシャーロッ

しかし一方、連邦政府もこれまで寄宿学校

れることは一切なかった」と語った。調査は

トタウンでは、同化政策や寄宿学校設立を指

や校内で行われていた残虐行為の記録を公表

続いているため、遺骨の数は増える可能性が

揮した初代首相ジョン・A・マクドナルドの銅

しないことで非難されてきた。政府は昨年、

あるが、予備調査の結果をまとめた報告書は、

像が撤去された。

最高裁で、寄宿学校での虐待についての統計

今月中に発表されるという。
先住民支援団体「アセンブリー・オブ・ファー

6 月はカナダの先住民歴史月間でもある。

スト・ネイションズ」のペリー・ベルガルド

カトリック教会は記録公開を拒否

代表は声明で、「すべての寄宿学校跡地で徹底

教会はこれまでのところ、寄宿学校に関す

的な調査を行うことを求める。我々に対する

る記録の公表を拒否しており、これによって

ジェノサイド（集団虐殺）の真相を解明する

学校跡地から発見された子どもたちの身元確

調査の作成やその他の記録をカナダ真実和解
委員会に直接転送することを禁じるという判
決を手に入れている。また、政府は、一部の
記録は教会の同意なしに公表しないとする法
的な同意書にも署名している。

必要がある」と述べた。

先住民同化政策
カナダでは 19 世紀以降、同化政策の一環と
して、先住民の子ども 15 万人以上が家族から
引き離され、寄宿学校に入学させられた。校

sudoku break

内ではキリスト教への改宗を強要され、母語
を話すことや先住民の文化的活動を行うこと
は禁じられた。校長や教師からの身体的・精
神的・性的虐待が横行し、6000 人が死亡した
とされる。最後の寄宿学校が閉鎖されたのは
1996 年だった。
カナダ政府は 2008 年、寄宿学校の歴史と
影響を調査するための委員会を立ち上げ、連
邦議会は同化政策について正式に謝罪した。
また、調査から、地元のコミュニティに戻ら
なかった子どもが多数いることも明らかに
なった。2015 年に出された委員会の報告書で
答えは p.15
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お国自慢・滋賀 from 彦根
滋賀県の学生が英語で地元を紹介
６月６日、視聴者約 40 人を迎えて BC 州滋賀県人会主催でオンラインイベント、
「お国自慢・滋賀 from 彦根」が行われ、日本とカナダでの温かい交流が生まれた。

新生の BC 州滋賀県人会が
日加をつないで
「本イベントの目的は友達作りと助け合いの
コミュニティを作ることです。そして『クール
ジャパン』を日系の人たち、カナダの人たちに
伝えていきたいと、この会を企画しました」
会の冒頭でこう語ったのは平居幹さん。同イ
ベントの発起人の平居さんは、2019 年に活動終
了となったブリティッシュ・コロンビア州滋賀県
人会を 2020 年に再び新しい形で立ち上げた人で

地場産業の仏壇作りの話を聞き出す甲冑姿の二人。

金箔貼りを体験する佐伯拓海さん（左）と望月昭宏さん（右）

カナダへ地場産業を紹介する今回の取り組みは地元の中日新聞に取り上げられた。

ある。新しい形とはフェイスブックを活用した

された。会は日本語と英語で進行。学生たちは

運営スタイルのこと。そしてメンバーはカナダ

滋賀大学からオンラインをつなぎ、作成した英 「一緒にちゃんこ鍋のパーティーをしましょう」

で応じた。 そして「カナダにぜひ来てください」

居住者、滋賀県出身者に限らず受け入れている。 語字幕入りの二つの動画を紹介した。
平居さんはフェイスブック上で頻繁に日本とカ
重さ 10 キロの甲冑姿で撮影に臨んだのは望

などの呼びかけに、「ぜひ行きたいです」と学

ナダ両国の情報を発信し、会を活気づけている。

月さん、佐伯さん。滋賀県彦根市の歴史遺産で

であるように記者の目に映った。

滋賀県の大学生が主体的に
企画取材

ある「井伊の赤備え」と呼ばれる朱色に塗られ

生たちが笑顔で語る姿はバーチャルな留学体験
会の終了後、世話役の柴田さんに所感を尋ね

た甲冑を着て、地場産業の仏壇作りを取材した。 ると「この機会を頂けたことに感謝します。オ
井上仏壇の社長から「仏壇は 350 年以上の歴史

ンラインを通じて、日本にいる私たちが、カナ

その新しく生まれた滋賀県人会の滋賀県在住

があり、
国の伝統的工芸品に指定されている」
「彦

ダの皆さんと出会い、話し、笑い合う時間が本

のメンバーが本イベントの世話役を買って出

根の仏壇は木目が見えるのが特徴」など話を聞

当に楽しかったです。Covid-19 が落ち着いた

た。先祖や両親がカナダ出身の柴田さんがその

いた。さらに甲冑姿のままで金箔を貼る体験も。 ら、すぐにでもカナダの皆さんのところへ飛ん

人だ。柴田さんは日頃、滋賀大学で地域連携教

で行って、今度はリアルにおしゃべりし、一緒

岡さん、鈴村さんは元力士が経営するちゃん
育推進室の特任准教授を務めていることから、 こ鍋のレストランを訪ね、「縁起を担いで勝負
学生にお国自慢の話を持ちかけた。呼びかけに の前には二本足の鶏肉を食べる。四つん這いに
応じた学生は、滋賀大学の望月昭宏さん、佐伯

なる豚や牛はだめ」など、力士の暮らしぶりの

拓海さん、滋賀県立大の岡茉里奈さんと鈴村一

話を聞き出し紹介した。

夏さんの四人だ。

「金箔貼りは一般の人が体験でき

本イベントはオンラインのズーム上だけでな

ますか？」といったズーム参加

く、ユーチューブライブの形でも同時配信がな

者からの英語での質問にも英語

企画から発表までを学生たちがすべて行い、

ちゃんこ鍋店での取材内容を紹介し、英語で質問に応じる二人。

www.thefraser.com

から夢に見ています」と語った。
互いの国の行き来がままならない状況がかえっ
て世代や地域を超えたつながりを生んでいる。そ

世代を超えて地域を超えて

ズームとユーチューブのライブ
配信を使って

に美味しいものを食べ、大笑いできることを今

んな場面に立ち会え、コミュニティという概念が
より自由に広がっていく未来を感じた会だった。
		

（取材

平野香利）

会を終えて岡茉里奈（おかまりな）さん（写真右）は「こんなにたくさ
んのカナダの方達と関わったのは初めてで新鮮で楽しかったです。たくさ
んの質問やコメントを頂けて嬉しかったですし滋賀の魅力をもっと発信し
ていけたらなと思いました」
、鈴村一夏（すずむらいちか）さんは「思って
いたよりも多くの人に滋賀に興味を持っていただけて嬉しかったです。今
後も交流を続け、いつかカナダにも訪れたいと思います」と本誌に語った。
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トロント日本映画祭
https://jccc.on.ca/films/tjff

６月５日（土）〜６月 27 日（日）
チケット：
$9.99 ／１本視聴
$99.99 ／全映画視聴パス

今年 10 年目をむかえた Toronto Japanese Film Festival は、
オンラインで行われ、カナダ全土での視聴が可能です。
今年は、受賞作品を含む 24 本の
現代日本映画が上映されます。

https://jccc.on.ca/films/tjff から
※一部の作品は大人向けのテーマを扱って
いますので、推奨年齢をご確認ください。

「みおつくし料理帖』監督：片桐健滋
キャスト：松本穂香 / 窪塚洋介
『BLUE/ ブルー』監督：吉田恵輔
キャスト：松山ケンイチ / 木村文乃
相撲道〜サムライを継ぐ者たち

『大コメ騒動』監督：本木克英
キャスト：井上真央 / 三浦貴大
『おらおらでひとりいぐも』監督：沖田修一
キャスト：田中裕子 / 蒼井優
『今日から俺は !!』監督：福田雄一
キャスト：賀来賢人 / 伊藤健太郎
『カツベン！』監督：周防正行
キャスト：成田 凌 / 黒島結菜

私をくいとめて
身分帳

『私をくいとめて』監督：大九明子
キャスト：のん / 林 遣都
『身分帳』監督：西川美和
キャスト：役所広司 / 仲野太賀
『朝がくる』監督：河瀨直美
キャスト：永作博美 / 井浦 新
『十二単衣を着た悪魔』監督：黒木瞳
キャスト：伊藤健太郎 / 三吉彩花
『窮鼠はチーズの夢を見る』監督：行定 勲
キャスト：大倉忠義 / 成田 凌
『椿の庭』監督：上田義彦
キャスト：富司純子 / シム・ウンギョン

BLUE/ ブルー
大コメ騒動

『宇宙でいちばんあかるい屋根』監督：藤井道人
キャスト：清原果耶 / 桃井かおり
『スパイの妻』監督：黒澤 清
キャスト：蒼井 優 / 高橋一生
『望み』監督：堤 幸彦
キャスト：堤 真一 / 石田ゆり子
『ヤクザと家族 The Family』監督：藤井道人
キャスト：綾野 剛 / 舘ひろし
『愛がなんだ』監督：今泉力哉
キャスト：岸井ゆきの / 成田 凌

十二単衣を着た悪魔

カツベン！

『コントラ』監督：アンシュル・チョウハン
キャスト：円井わん / 間瀬英正
『弱虫ペダル』監督：三木康一郎
キャスト：永瀬 廉 / 伊藤健太郎
『おいしい給食』監督：綾部真弥
キャスト：市原隼人 / 武田玲奈

ドキュメンタリー
『相撲道〜サムライを継ぐ者たち』監督：宮岡太郎
『ムヒカ 世界でいちばん貧しい大統領から
		
東京パラリンピック 愛と栄光の祭典
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ヤクザと家族 The Family

日本人へ』監督：田部井一真

『東京パラリンピック 愛と栄光の祭典』監督：渡辺公夫

We are 29 years old!

ビジネスの醍醐味
with コロナ――ローカルビジネスは今
Panorama Legal LLP 弁護士

楠原 良治氏

ビジネスの醍醐味

www.panlegal.ca
再スタート第１号は、数

少ない日本語 OK のパノラマリーガル弁護士事
務所の楠原良治氏とリーガル・アシスタントの

604-372-4550

ぐらい前にここに来たばかりなので、任せて下
さい！
父母もカナダにいるので、日本には４年に一

大瀬麻衣さんにお話を伺いました。

度ぐらいしか行きませんが、前回新大阪駅で JR

ふ バンクーバーには日本語ができる弁護士が

パスを利用した時、外国人だと思われて、70 歳

少なくコミュニティの日系一世にとっては悩み

ぐらいの係員の方に丁重な英語でご対応いただ

どころです。楠原さんは ICBC 交渉、交通事故

き、大阪も変わったと思いました。久しぶりに

に関する諸問題が専門ですが、それ以外のケー

道頓堀を訪ねると中国人など海外からの観光客

スは御事務所の同僚の方が受け付けていらっ

がいっぱいで、いろんなアメニティを用意して

しゃいますか？

楠原 良治弁護士

観光客を楽しませている。すごいですね。私も
R.K： 同事務所に２年半おりますが、経験上、 店員に中国語で話しかけられたりして。カナダ
スムーズにクライアントのご要望に応えらえる でも顔つきが中華系に見られるのですが、同じ

たりできる器の形成のもととなりました。その

ように、私と大瀬が自分の専門外でも幅広く対

地の生活を経験すると、暖かいところに行きた

現象がどこでも起こるという……。

後大学に復学するとき、選択肢としてアルバー
タ大学かウィンザー大学がありましたが、寒冷

応するようにしています。日系コミュニティー

母が薬剤師なので、伊万里市で２～３年働い

に育てられたので、少しでもお役に立ちたいと

くて次の目的地をウィンザーに決めました。と

ていたことがありました。訪ねる機会があり九

いう使命感を持っています。困っていらっしゃ

ころが、ウィンザーの冬は思いのほか寒く、夏

州の田舎町がとても良くて気に入りました。食

る方がいれば、どのようなケースでも日系コ

は無茶苦茶暑かったですが。

の文化も違い、雰囲気も違う。日本では地域に

ミュニティーの方の力になりたいと心がけてい

ふ コロナ禍で何か変化は？

よって様々な文化を体験出来て素晴らしいと思

ます。

R.K： コロナ禍というか、昨年 BC 州では交通事

います。

ふ カナダにいらしたきっかけや、ここでの子

故に関して州政府と ICBC が "No- fault Insurance

ふ 楠原さんはなぜ弁護士の道を選ばれたので

model” という法律を導入し、補償形態を大幅

すか？

に変えたことが著しくビジネスに影響を与えて

供時代の思い出は？

R.K：大阪府藤井寺市で生まれ育ちましたが、 R.K： 野球選手になる夢があったのですが、現
10 歳のときに父から突然「良治、今からお前 実的に考えて無理だろうと諦めました。父が歯

います。以前の法律では、被害者は加害者に対
して補償要求することができましたが、それが

は Ryan や」と言われ、2000 年にバンクーバー

医者だったので、８歳から 10 歳ぐらいの時、“イ

へ移住してきました。子供のころから阪神タイ

新モデルでは双方が ICBC に請求しベネフィッ

ンレイ” を入れてみろとか言われましたが、父

トを受けるようになりました。例えば理学療法

ガースファンで、自分も野球をしていたので、 に歯医者としての才能がないと判断され、本を
ここに来てすぐカナダの子供達と馴染むことが 読むのが好きなので、弁護士の才能はあるので
できました。その当時マリナーズのイチローが

はと勧められました。父の言葉にその気になっ

大人気で、毎日のように話題になっていました。 て頑張り、やり甲斐のある弁護士になることが
それが特に好意的に日本人として受け入れられ できましたが、険しい道のりでした。そこに至
る要素だったと思います。ただ、野球チームで

るまで、大学を卒業しロースクールに入る前１

ステレオタイプに日本人だったら足が速いだろ

年間、カルガリーに行きました。

の支払いを申請した場合上限は 82 ドルがカバー
されます。1 セッション 120 ドルの場合被害者
も加害者もその差額を支払うことになります。
旧モデルとの違いは、以前は被害者のセッショ
ンは全てカバーされていたことです。
昨年末ごろから裁判所に赴くケースが増えま
したが、クライアントに代わって裁判官に自分

うとか期待がかけられていて、それが重荷でし

トロント大学で４年間勉強しましたが、自分

たが。日本ブランドがカナダ人に良い印象をも

でお金を稼いでみたかった。自分の力でどこま

たらし、日系新移民が、受け入れられやすいと

やりがいを感じます。

でできるか、挑戦したかったのです。そこでは

いうのはありがたい傾向だと思います。

M.O：交通事故などいざという時、英語で対応

全く業種の違う仕事をしていました。深夜ガソ

しなければいけないと緊張したり、ご不安なこ

カナダの最初の印象は、「すべてが大きい」 リンスタンドでバイトしたり、ある研究所では
でした。例えば日本の牛乳は１L 容器ですが、 肉の遺伝子を調べる仕事や、家庭教師もしてい
こちらは４L ですからね。反対に、こちらでの
生活が長くなると、後に日本文化に対するカル
チャーショックや驚きもありました。21 歳のこ

の考えを陳情し、それが受け入れられると、益々

ともあると思います。案件を日本語でアシスト

させていただきますので、安心してご相談くだ
ました。そのお陰で、経験の幅が広がりました。 さい。お気持ちに寄り添って対応したいと思い
シビアな話になりますが、タフな地域で安い ます。楠原もコミュニティに熱い思いがありま
シェアハウスに住んでいると、今まで会ったこ

ろバンクーバーのブックオフで短期間アルバイ

す！

とのないようなタイプの人々と触れ合う機会が

トしましたが、初めて “朝礼” というものがあ

R.K：精一杯頑張ってコミュニティの皆様の力

あり、よい人生経験になりました。実際、この

ることを知りびっくりしました。

になりたいです。お困りのことがありましたら、

ような経験があったからこそ、弁護士として現

M.O：日本では朝礼毎日してました。３～４年

是非ご相談ください。期待に応えられるように

状ホームレスのクライアントを尊重し受け入れ

これからも頑張っていきたいと思います。

www.thefraser.com
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知っておかなければならない先住民の悲劇
カナダの同化政策による寄宿制学校 (Residential school)
5 月 27 日、Tk'emlúps te Secwépemc（カムルップススクワプン）ファーストネーションが先住民同化政策
の旧寄宿制学校跡地から児童 215 人にも及ぶ遺体が発見されたと発表した。同校では表向きには 50 名の児童
が亡くなったことが記録されていた。全国に憤りを呼び起こす驚愕の事実がやっと明るみに出たのだ。
今月の「知っておかなければならないシリーズ」では、なぜ寄宿制学校が後の先住民の人々に影響してい
るのか、人種差別の根源になっているのかを探る。

寄宿制学校の歴史

ループス校には 500 名ほどの生徒の記録がある

寄宿制学校の目的

寄宿制学校は、プリンスエドワード・アイラン

という。BC 州立大学（UBC）の「インディアン

ド州、ニューブランズウィック州、ニューファン

寄宿制学校 歴史とダイアログ研究所」
（Indian

ドランド州を除くカナダ全国において展開されて

Residential School History and Dialogue Centre）
、 宿制学校 3 校を西部に設立する政令を示した。そ

いた。それはサスカチュワン州の学校が 1996 年

メアリーエレン・ターペルラフォンド所長（Mary

の目的は「kill the Indian in the child」先住民のア

に閉鎖されるまで、160 年以上もの間運営されて

Ellen Turpel-Lafond）によると、2008 年に開設さ

イデンティティを抹消し白人文化に同化させるこ

いた。その生徒数は累計 15 万人にも及ぶという。 れた「真実と和解の委員会」による “寄宿舎でど

とだった。同年、マクドナルド首相は議会で「学

学校は連邦政府が資金提供し、カトリック教会や

のような虐待が行われていたのか”、“児童はその

校が先住民保留地にあると野蛮な両親と同居する

プロテスタント教会が運営していた。インディア

後どこに行ってしまったのか” を探る調査の一環

ことになり、読み書きはできるようになるだろう

ンと長年呼ばれていたファーストネーション、メ

で記録を探しているが、一部のカトリック組織が

が、インディアンとしての習慣・訓練・思考が影

イティ（植民地に移住してきた白人と先住民ミッ

記録を封じ、開示を拒むなど非協力的であること

響され子供の教育によろしくない」と言っている。

クス人種の末裔）
、イヌイット（以前エスキモー

から難航しているという。わずかな手掛かりによ

首相の他にも寄宿制学校のシステムを熱心に構

と言われていた部族。“エスキモー” は人種差別

ると、カムループス校には BC 州全域、州外から

築したのは、当時教育者、およびメソジスト教会

的な意味合いがあるため NG）の子供達は、多く

も連れてこられた児童がいたという。

のミニスターとして有名なアドルファス・ライアー

の場合家族から強制的に引き離され寄宿制学校

カナダ初代首相ジョン・Ａ・マクドナルドは、
1883 年にカトリックとアングリカン教会運営の寄

先住民は、何十年も寄宿舎で起こった性的虐待、 ソン（ライアーソン大学の名で知られている）だっ

に連れていかれた。しばしば先住民は子供たち

暴力、飢餓による懲罰、ある日突然児童がいなく

が「誘拐」されたと表現する。カムループス校は

なったこと、元気な子供が数か月で死亡したこと、 アン事務局副総監によってライアーソンに委託さ

1890 年から 1969 年までカトリック教会が寄宿制

秘密の遺体遺棄場の噂などを証言してきたが、彼

学校を運営していたが、後に連邦政府が引継ぎ、 らの正義を求める声はメインストリームには届か

た。寄宿制システムは、
1847 年にカナダのインディ
れた「先住民教育における研究」が元に構築され
たのだ。

1978 年までデイ・スクールとして運営していた。 ず、そればかりか、差別され、無視され続けてき

昨年以来、カナダでは Black Lives Matter とほぼ

National Centre for Truth and Reconciliation (NCTR

た。政府によって約束された補償はいつになって

同時期に Native Lives Matter 運動が盛んになって

真実と和解の委員会 ) の報告書によるとカム

も実現することなく、政府の鈍い動きに業を煮

いる。初代首相の銅像が倒されたり、カムループ

や し た Tk'emlúps te

スの悲劇が明るみになるとライアーソンの銅像も

Secwépemc フ ァ ー

倒されたのは、こうした背景の結果であった。賛

ストネーションは自

否両論があるものの、先住民に悲劇を思い起こさ

分たちの手で調査を

せトラウマを引き起こす加害者の名前がついてい

始めたばかりだっ

る学校や道の名前などを変えるべきだとの声が増

た。

えている。

その思想はどこから来たのか？
―植民地化という “負の遺産”
“Colonization”、“colonial imperialism” という言
葉は否定的な意味を持って使われる。日本人には
あまりピンとこないかもしれないが、人種差別問
題について語られる際度々議論の中心になるのが
この言葉が意味するものである。ヨーロッパの人
種やキリスト教が文化的に先住民より勝るという
価値観は、その昔クリストファー・コロンブスが
215 人の子供たちの以外が発見されたことを受けて、バンクーバーアートギャラリーの前の広場には、
寄宿学校で虐殺された先住民の子供たちのためにたくさんのぬいぐるみや靴などが供えられた。
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新大陸を求めて航海を重ねていた時代には既に存
在していた。1493 年スペインから出港しアジアを

We are 29 years old!

目指したコロンブスは、カリブ諸島を訪ねること
になったが、帰国後そのアドベンチャーをスペイ
ン王国に報告した。コロンブスの記録によると
「先

れ、性的・肉体的虐待を受けた。
寄宿制学校のシステムが廃止された今でも、同
化政策は名前を変えて続いている。

ション保留地があるが、そこに住む人々は皆貧困
にあえぎ、公共交通機関がないため若者はヒッチ
ハイクを頼りに移動する。この地域でも長年にわ

住民は文化的要素に欠け、武器に対する知識もほ

カナダで現在、ファースト・ネーションと登録

たって 40 人以上の先住民女性が行方不明になっ

とんど持たない。
身体的に不具合はなく体格はしっ

されているのは約 54 万人、先住民のうち約 55％

たり、殺害されたが、RCMP は近年までなかなか

かりしている。しかしながら臆病で恐れをなして

が、彼らのために確保された「保留地（reserve）
」 動こうとしなかった。

いる様子だ。そして純真で温厚、素直な性質であ

に住んでいる。カナダにはこうした保留地が 2,200

りホスピタリティ精神に満ちている。スペインが

か所以上あり、部族ごとに約 605 のファースト・

侵略するには好都合であり、安易にキリスト教徒

ネーションが居住している。保留地の大半は地方

1867 年、連邦政府の不平等な土地譲渡条約に

に改心させることができるだろうし、スペイン王

にあり、その多くは一般の公共事業とは隔絶され

よって、先住民の土地は少額の補償金や狭い保留

室に忠誠を誓うことになろう」
、と暗によい奴隷候

たオフグリッドだ。そこには 21 世紀の今でもき

地と引き換えに奪われた。先住民を理不尽・残酷

補となることを示している。

れいな飲み水が無かったり、朽ちかけた小さな住

に扱ってきた代償として連邦政府は、1982 年に憲

居に一族 10 数人が住まなければならない状況を

法によって先住民の権利を保障し、1995 年に先住

強いられているケースもある。

民の自治を認める政策を採用した。現在、カナダ

後にコロンブスはカリブ諸島の先住民を破滅に
導いた。先住民は、略奪され、暴行され、女性奴

人種差別、負のサイクルを止める

隷はレイプされるなど多くの人々が命を落とす残

彼らの貧困は年々深刻化しており、一般カナダ

憲法ではファースト・ネーション、メティス、イ

酷な仕打ちを受けた。スペイン人に辱めを受ける

人と比べて収入は低く、失業率も高い。2019 年

ヌイットの３グループが明確な先住民族として

よりも自死を選んだ先住民は５万人にも及んだと

のカナダ統計データによると、先住民の若者の自

認定されている。2008 年６月 11 日に、スティー

いう。

殺率は非先住民族の若者より３倍高く、10 万人中

ブン・ハーパー元首相はカナダが過去に先住民児

このように、ヨーロッパ諸国の侵略者たちの新

24.3 名だ。イヌイットの若者の自殺率はさらに高

童虐待の過ちを起こしたことを認め、公式に謝

天地で暮していた先住民に対する考えは野蛮で

く、10 万人中 72. 3 名となっている。子供たちの

が我々を野蛮だと形容したが、その人々こそが野

罪した。そして先住民との寄宿制学校和解契約
自殺率が高くなっても、カウンセラーなどの専門 （Indian Residential Schools Settlement Agreement
家が少なく手を打つ手段がないため、部族の酋長 (IRSSA)）の条件として National Centre for Truth

蛮で恐ろしい存在ではなかったか” と問うのはこ

が非常事態宣言を行い連邦政府に助けを求めるこ

and Reconciliation を設立した。また、６千万ド

のような歴史があるからである。

ともあった。今では寄宿制学校の生存者から３代

ルを５年間にわたって補償することによって、寄

目になるが、そうした苦悩や理不尽な状況に終わ

宿制学校にいた児童の追跡調査も行われることに

りはない。

なった。2015 年には報告書が仕上がったが、そこ

あった。カナダの先住民が、“ヨーロッパの移住者

今も続く先住民に対する暴力と抑圧

また、貧困に苦しむ先住民が犯罪に巻き込まれ

では寄宿制学校で行われていた行為は「先住民族

るケースは依然として多い。記憶に新しいもの

を文化的に消滅させようとしたジェノサイド（民

家族も失い、更なる苦悩に向き合うことになった。 では、ピクトン連続殺人事件がある。2000 年前
アルコールやドラッグに依存するようになった彼 後、BC 州のバンクーバー・ダウンタウンのイース

族大量虐殺）
」だとの結論を発表している。報告書

らが親になると、家庭が崩壊することが多かった。 トサイドで次々とファーストネーションの女性が
すると今度は、“子供が育つ環境ではない、悪影響 行方不明になった（実は何 10 年にもわたってい

され、同化教育を受けた先住民の子供達は家族か

だ” といい、政府機関が彼らの子供達をフォスター

た）
。当時、家族や友人が警察に行方不明届を出し

たことが明らかにされた。1940 年代には先住民の

ケア・システムに入れてしまう。フォスターファ

てもバンクーバー警察は一向に動こうとしなかっ

子供達６千人が虐待によって死亡したという。

寄宿制学校から生きて出てこられたとしても、
トラウマを背負った若者は、アイデンティティも

では、伝統的儀礼の禁止などの文明化政策が実施
ら引き離され、心理的そして性的虐待を受けてい

ミリーは多くの場合ヨーロッパ系の非先住民で、 た。それは彼女らがセックス・ワーカーだったか
その先住民の子供達はまたしても自分たちの文化 らである。警察は大抵の場合「娼婦でドラッグ常

よって一定の権利や特典、社会保障などを受ける

習者に費やす時間はない」
「事件に巻き込まれた

ことができるが、このことが、先住民は国から金

を知らされずに育ち、多くの場合たらい回しにさ

形跡がない」などという理由で相手に

をせびりとり、何かというと文句を言い、働かず、

しなかった。2002 年に重い腰を上げ

アル中や薬中で汚いと、非先住民たちが考える嘆

た時点では既に 31 名の女性が行方不

かわしい人種差別のもとになっている。

明になっていた。結果的には、ポート

雄大で天然資源に恵まれた土地を持っていた先

コクィットラムの養豚場経営者、ピク

住民たちが求めているものは、施しではなく、搾

トンが数年にわたってセックス・ワー

取された資産に対する正当な対価である。

カーを殺害し、証拠隠滅のために死体

www.thefraser.com

歴史的背景を正しく理解することで、都市開発、

を豚に食べさせていたことが発覚し

森林伐採、オイルサンドのパイプラインなどに対

た。

して先住民が行う反対運動の本当の意味を知るこ

また、BC 州北部の先住民女性連続

1492 年 12 月６日、イスパニョーラ島に上陸するコロンブス
を迎えるアラワク先住民。

先住民として認定された者は、カナダ連邦法に

とができる。

行方不明・殺人事件は、今も続く先住

６年も前に上記のような報告書が発表されてい

民女性をターゲットとした悲惨な事件

るにもかかわらず、多くの人々は寄宿制学校の悲

である。プリンスジョージとプリン

劇を知ることもなく特に興味を示さなかった。し

スルパートを結ぶハイウェイ 16 号線

かし今回このカムループスの悲劇が転機となり、

は “Highway of tears” と 呼 ば れ て い

人々が先住民の歴史を正しく理解し、尊重してい

る。この付近には 23 のファーストネー

くことになればと願わずにはいられない。
月刊 ふれいざー go Local June 15th, 2021
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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

モントリオールからミネアポリスへ

滞に巻き込まれる。結局、予定のフェリーに

１月４日、祖母が亡くなった。93 才だった。 タッチの差でのり遅れてしまった。
１時間後に出る 12 時のフェリーに乗り込

する事になっていた人だった。しかし共演

と一緒に東京女子医大まで見舞いに行った。

み、食堂でランチをとっていると、窓際に立っ

者が突然の事故でなくなり、しかたなくキャ

母はその前から私の所に泊まりにきていたの

て話している人の後ろ姿が気になった。よし

ンセルしたのだとロレインから聞いていた。

だが、１日伸ばしにしてまだ見舞いに行って

みに似ている。しかし、彼女がここにいる訳

彼女は、私の公演を見て感動したと言ってく

いなかった。

がない。今は日本のはずだ。すると、その女

れた。

１月 29 日、伯父が入院していたのを、母

もう一人の伯父が付き添っていると聞いて
いたので、新宿でお昼の弁当を買い、病院に
着いてエレベーターに乗ろうとすると、付き
添っている伯父が降りてきた。お昼の弁当を
買いに行くところだという。そのまま買って
きたお弁当をその伯父に渡し、病床の伯父を
見舞った。伯父は父と同じ、ガンだった。

性がふと振り返った。やっぱりそうだ。よし
みだ！
「 よしみ！」
声を掛けると、彼女も気付いた。
「ヤヨイ！」
この時ばかりは遅れたことをイベリンに感
謝した。

「実は今、貴女の話を新聞記者のアラーナ
としていたところだったの。そこに貴女が通
ったから、捕まえろ、って言うんで飛び出し
てきたの。時間があったら少し話せない？」
開演時間にはまだ間があるので、喫茶店に
入った。アラーナは以前私の記事を書いてく
れたことがあり、今回のフェスティバルで一

しばらく話をしてから新宿まで戻り、母と

よしみとは電話でこそよく話すが、家が遠

番会いたかった人だ、と言ってくれた。彼女

お弁当を食べようと、西口の地下を歩いてい

いので、日本にいてもなかなか会う機会がな

とは意気統合して、その後も何度か一緒に時

たとき、和歌山の伯母とすれちがった。新宿

い。でも、本当に私の事をよく分かつてくれ

間を過ごした。

の人込みの中で。伯母は伯父を見舞う為に上

る人で、お互い言いたいことを言える相手だ。

京してきたところで、道に迷ってうろうろし

久ぶりに日本語で話せる相手に会えて、勢い

ていたのだ。伯母をバス停まで案内して、詳

込んで話してしまった。彼女は今回ツアーコ

しく説明してから別れた。家に帰ると、母は

ンダクターを頼まれたとかで、昨日バンクー

モントリオールでの公演の次は、ミネアポ

私と一緒にいると不思議な事が起こると言

バーに着き、これからブッチャート・ガーデ

リスでのフェスティバルだった。フェスティ

う。そして、夜 11 時過ぎ。

ンに行くのだという。この後、モントリオー

バルの会場は繁華街からはずれた所の、なん

「もう、何も起こらないわね」

にも行く予定があるというので、モントリ

だかとりとめのない場所にあった。ミネアポ

オールでの再会を約束した。

リスで何かが起こると予感していた私は、な

と寝る準備を始めたとき、電話があった。伯

６月８日、モントリオールに移動。翌日に
５月１日、
『SCENE Z』公演のため、４ヶ月

公演はうなぎ登りに評判が上がり、昼の公
演でさえも完売した。

んとなく期待はずれに感じていた。ロレイン

父が亡くなった知らせだった。
イギリス人のマネージャー、ロレインに会う。

はバスや汽車に乗り継いでここに来ること
になっていた。

のツアーに出た。始めのニューヨークは一人

初めて会うのだと思っていたが、彼女は昨年

フェスティバル主催者が提供してくれた

で、その後、モントリオールから先はイギリ

のツアーでチャーリーとよく一緒にいた女性

のはアパートの空き室だった。誰に遠慮する

ス人のマネージャーを現地で雇うことにして

だった。ユダヤ人で、よく働く、しっかりし

こともない。が、喜んだのも束の問、空き室

いた。ニューヨークでフェスティバルの芸術

た信頼できる人だった。

だから何もない。生活できない。電気レンジ

監督のマーティンとリハーサルをした後、５

この年のモントリオールは暑かった。劇場

はあるが、ナベもヤカンもない。もちろん皿

日間の本番、そして次のグループの作品を見

はダンス関係をよく上演する劇場だった。カ

もコップもない。ベッドも、布団も、タオル

た後、20 日に、ポイントロバーツのイベリン

ナダでは暑さに対する対策が弱く、クーラー

も、トイレットペーパーもない。そして第一、

のところに向かう。まだ、少し寒い。大学で

がついていない劇場もあるし、古い家は窓が

電話がなかった。これは不自由した。連絡の

の公演、次の公演の準備、イベリンとのビデ

小さくて風が入りにくい。この劇場にも、
クー

つけようがないのだ。用がある時は公衆電話

オ撮影、イベリンの仕事の手伝い等、慌ただ

ラーがなかった。日中は 36 度まで上ること

を捜してかけるが、誰かが私に連絡をつけた

しい日々が過ぎていった。

もあった年で、私は暑さにすっかり参ってし

くても、どうしようもない。後で、消えちゃっ

まった。終演後、ほとんど脱水状態になり、

たのかと心配した、と随分言われた。部屋は

水以外何もうけつけない日もあった。

ビルの 22 階で、なんとか寝袋だけは確保で

そんな中、ビクトリアの友人ピーターに会
いに行く事になった。11 時のフェリーに乗る

10

「ヤヨイ、シーン Z ！」
振り返ると、彼女は、私と同じ劇場で公演を

事にしていたが、フェリーまで送ってくれる

ある日、足の具合が悪くゆっくりゆっく

予定だったイベリンの用事が片付かず、ぎり

り歩いて劇場近くに行った時だった。ある

ぎりになってしまった。そんな時に限って渋

喫茶店の前から女の人が飛び出してきた。
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きたものの、全く陸の孤島状態だった。
			

（つづく）

We are 29 years old!

今日 は 何 の 日？

日本文化と神道（7）

６月 19 日

Garfield The Cat Day
漫画やアニメで有名なラザニア好きのネコ
「ガーフィールド」は今年で 43 歳。2015 年に
「Most syndicated comic strip」、2018 年に日本
の「Garfield 部」と「Most high fives given by a
mascot in one minute」に挑戦＆ 194 回達成！
２つのギネス世界記録タイトル保持者（CAT）

６月 25 日

夏越之祓と茅の輪神事（後編）
はせがわいずみ

昔から日本人は、
6 月の終わりに夏越之祓（な

と言って、茅の輪を腰に着ければ、これから

ごしのはらえ）を行う慣習があります。これは、

先も疫病の難を逃れられるだろう」と伝えた

半年の間に気づかないうちに作ってしまった罪

そうです。そうして、人々が茅の輪を厄難除

や穢れ、また、病気・事故・ケガ・争いなどの

けとして身につけるようになりました。大き

厄難を祓い清め、次の半年を心身共に健康で過

な茅の輪をくぐるようになったのは江戸時代

ごせるよう祈願するものです。

の頃からと言われています。

けが

Take Your Dog to Work Day
1996 年にイギリスで始まった「犬を職場に連
れて行く」記念日。愛犬を連れて職場へ行き犬の
素晴らしさを広げて、保護犬について関心を持っ
て貰う事が目的。#BringYourDogToWorkDay 付
きで SNS 投稿するコンテストも実施される。

６月 26 日

やくなん

「穢れ」とは「気が枯れる」という意味で、

昨年は茅の輪くぐり（写真）と夏越之祓の

本来持っている「気」がストレスなどで ｢ 枯れ

お祭りを一般参拝も受け付

て ｣（くたびれて）パワーがダウンしている状

けて行いましたが、今年は

態のことです。

コロナウィルスの影響によ

ひとがた

前回は夏越之祓で使う人形についてご紹介し

世界格闘技の日

り社務所にて神事を行い、

ち

1976 年 6 月 26 日に「アントニオ猪木 VS モ
ハメド・アリ 格闘技世界一決定戦」が開催。格
闘技史上伝説となったこの日をアントニオ猪
木、モハメド・アリの両氏が制定。ほとんどの
プロレス技は反則のルールで 15 ラウンドを戦
い、結果引き分けに終った。

ました。今回は、茅の輪についてです。日本に

その模様を YouTube ライブ

いた頃に巨大な茅の輪をくぐった方もいらっ

配信しました。

しゃるかと思います。古来日本では、夏を迎え

夏越之祓の人形と申込用

るこの時期、疫病が流行ることが多かったので、

紙 を ご 希 望 の 方 は、contact@shintoinari.org

厄払いと無病息災を願って茅の輪くぐりが行わ

にお問い合わせいただくか、当神社のウェブ

れるようになったと言われています。

サイト（ShintoInari.org）よりダウンロードく

茅の輪の由来は神々が姿を現していた時代に

７月３日

遡ります。

ソフトクリームの日

1951 年に明治神宮で進駐軍がカーニバルを開
催、日本初のコーンスタイルのソフトクリーム
が販売された。百貨店で販売されると人気が出
て 1990 年には日本ソフトクリーム協議会が記
念日を制定。ちなみに「ソフトクリーム」は和
製英語、英語は「soft serve ice cream」

ださい。

みこと

旅をしていたスサノオの命は、ある晩、一夜

NPO アメリカ出世稲荷神社
宮司 はせがわいずみ

の宿が必要となり、その村で一番裕福な人物、

こたんしょうらい

巨旦将来を訪ねますが、断られます。

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）

そみんしょうらい

そして、巨旦将来の兄で貧乏な蘇民将来を訪
ねると、彼は丁重にスサノオの命を迎えました。
そこでスサノオの命は御礼として蘇民将来に茅
の輪を作るよう伝えます。

７月７日

スサノオの命が去ってしばらくしてから村で

冷やし中華の日

「冷やし中華始めました」の看板を見ると夏が
来た！と感じる。この日は二十四節気の
「小暑」
で、
冷やし中華が美味しい季節の始まり。
『全日本冷
やし中華愛好会』にはタモリさんも会員です。あ
なたは醤油だれ派？ゴマだれ派？ポン酢だれ派 ?
（H.J.)
			

疫病が流行り、茅の輪を身につけていた蘇民将
来の娘以外は全員死んでしまいました。生き
残ったその娘の前にスサノオの命が現れ、
「今
後、疫病が発生したら、
『蘇民将来の子孫だ』

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、 オープンハウスを逃した方、 無料講習
会をお届けします。 バンクーバー発、 楽しく脳と体を動
かすプログラム、 是非お楽しみください。
問合せ ： info@nikoniko.ca 778-964-4735

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
バンクーバー日系人福音教会からのお知らせ！！
＊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
毎週日曜日朝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。 こちらもぜひご利用ください。

★ KiZoom
教会学校の働きは現在月に一度 Zoom で行われていま
す。 興味のある方は教会のメールまでお問い合わせくだ
さい。

★ Zoom での無料英会話クラス開催中！！
詳細は教会のメールアドレスにお問い合わせください。
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★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

系カナダ人コミュニティの BC 州西海岸からの強制移
動をきっかけに行われた財産没収の実態を明らかに
するものです。 カナダ政府の援助によるプロジェクト。
会館時間 ： 火曜～土曜、 午前１０時～午後５時

www.jpgospelchurch.com
jpgospelchurch@gmail.com 604-521-7737

常設展

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
778-907-2071 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

館内にて開催
イベント
日系ファーマーズマーケット６月から 10 月の第２＆
第４日曜日｜午前 10 時から午後２時
６月より第２と第４日曜日の 10 時から２時まで日系
ガーデンにてファーマーズマーケットが開催されま
す。 隔週 （又は１週間おき） に、 12 から 16 軒の
日系のベンダーさんが集まり、 日本の食べ物や野菜
などがお買い求めいただけます。 マーケット開催中は
ギャラリーとミュージアムショップもオープン予定。 詳
細は随時ウェブサイトで。 centre.nikkeiplace.org/
events/nikkei-farmers-market/

「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：
新 入 荷 の 料 理 本 「Nikkei Favourites: Stories and
Recipes from the NNMCC Auxiliary」 はミュージア
ムショップとオンラインでご購入可能。 NNMCC 活動
補助委員会のメンバーには思い出やお知恵をシェア
していただき、 メトロバンクーバーからはプロジェクトへ
資金提供いただきました。 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
日系博物館では、 デジタル ・ ミュージアム ・ カナダ
の協力により制作された新しいデジタル展示 「Writing
Wrongs: Japanese Canadian Protest Letters of
the 1940s」 を開催します。 この展示は、 １９４０
年代にカナダ政府が日系カナダ人の財産を強制的
に売却してしまった事に対して書かれた、 ３００通
を超える日系カナダ人たちによる抗議の手紙に着
想を得て制作されました。 http://writingwrongsparolesperdues.ca

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/familyhistory-one-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。

展示

ポ ッ ド キ ャ ス ト シ リ ー ズ ―Sounds
Japanese Canadian to Me: Stories from
the Stage

６ 月 27 日 ま で 開 催 期 間 延 長 ： 不 正 義 の 風 景
(Landscapes of Injustice) プロジェクトの展示 「破ら
れた約束 (Broken Promises)」 は、 1940 年代の日

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

We are 29 years old!

Web Seminer
『生命保険＆病気保険 in Canada』

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。
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。

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。
＊職員や子供たちの安全を考慮し、 コロナの状況や
今後の規制などによっては対面授業開始時期が前
後する可能性もございます。 最新情報はホームペー
ジをご確認ください。
キンダークラスのお申し込みを受け付けています。
ホームページでバーチャルオープンハウスがご覧い
ただけます。
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjis-jh.com www.vjls-jh.com

カナダの保険について詳しく調べたことはありま
すか？ カナダにも生命保険や病気保険がありま
す。どんな保険が自分には必要なのか改めて知る
ことができるWeb Seminarとなっております。
（日
本の保険内容とは違う部分があります。
）詳しく
知りたい人はこの機会にぜひご参加ください。

■トピック
・カナダの生命保険 ・カナダの病気保険
自分に保険は必要？なぜ必要なのか？

日時
6 月 23 日 ( 水 )10:00 〜 11:00（朝の部）
6 月 25 日 ( 金 )20:00 〜 21:00（夜の部）
司会進行スピーカー： 永田けいこ、伊藤ちか

■参加方法
オンライン ZOOM を使用します。
ご興味のある方は・お名前・参加可能な日付
と時間・ご連絡のつくお電話番号を記載の上、
jpfinance.ca@gmail.com までご連絡下さい。こち
らから Web Seminar の詳細情報を送らせて頂き
ます。皆様のご参加お待ちしております。
伊藤ちか & 山下りえ
お問い合わせ : jpfinance.ca@gmail.com

BC 州認可こどものくに
BC 州の規定に基づき、 先日全クラス災害避難訓練
を行いました。 Strathcona Community Policing の
援助を受け、 子どもたちは怖がることなくしっかり並ん
で避難場所まで歩けました。 2021 － 2022 年度デ
イケア （保育園） 入園申し込み受け付け中！
＊ BC 州認可保育園
＊ 8 ： 00―17 ： 30
＊広く明るく清潔な園
こどものくにのウエブサイトを訪ねていただき、 360
度のバーチャ ルツアーをご覧ください。
★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）
澄み切った青空とさわやかな風、 初夏の訪れを感じ
る今日この頃ですね。 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。 *
現時点では今年の９月から対面授業の再開を予定
しております。 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います。 キンダークラス、

www.thefraser.com

ジャパン・ソサエティの新しいプログラム「新たな領域へのゲートウェイ：カナダへの投資
機会」をご紹介します。ジャパン・ソサエティ、カナダ投資庁、ジェトロ・トロントが共催す
るこのプログラムは、日本の投資家にカナダへの投資機会をご提案することを目的としていま
す。年間を通じて合計６回のオンラインイベントを実施し、６つの地域とそこに拠点を構える
イノベーションスーパークラスターイニシアチブをご紹介します。
プログラムのキックオフとして、カナダ中部に位置するサスカチュワン州とマニトバ州を招
待し、ビジネストレンドやインセンティブ、スーパークラスターイニシアチブのひとつであ
るプロテイン・インダストリーズ、アグリテックについて専門家から講演します。また、地域
の主要なリーダーとつながる好機となりますので、奮ってご参加ください。

６月 24 日 7:00-8:30PM (EDT)
６月 24 日 8:00-9:30PM (ADT)
６月 25 日 8:00-9:30AM (JST)
レジスター：https://primetime.bluejeans.com/a2m/register/wkyzspsy
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ので
簡単な
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ご家庭で手軽に料

献立を
む！
くてす
考えな

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
手品小道具 Gadgets を超安値 ($5) で売ります
webarts3000@yahoo.com
Text 604-983-0732 magicjos.magix.net/public"

差し上げます
電動式ホスピタルベッド 電動リクライニング
（頭や足が上る） ベッド、 ２台あります。 Lytton, BC
まで取りに来てくれる方。  778-209-7844

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

日 / 英ズームチャット 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 4 火曜の夜 8 時から 9 時です。
778 － 809 － 1133 Email: lal86419@gmail.com

同志社大学出身の皆様へ

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

学習院卒業生

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

書道教室 大人、子供。師範免許有。通信講座。 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
604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com
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

アルバイト

出張にて車をピカピカにします。
お手入れ Wax、 艶出し研磨作業、 塗装保護のガラ
スコーティング、 殺菌効果の高い車内特殊スチーム
清掃、 臭い取り等、 ボート、 RV も承っております。
www.carpikajp.com 又は 604-446-2755

仲間募集
お話相手 今年の２月に配偶者に先立たれた一
人暮らしのシニアです。 同様の体験をなされて悲嘆
の日々を過ごされている方又は苦難を克服された方
と電話でのお話相手を求めてます。 性別は問いませ
ん。 お互いにサポートと励まし合えになれたらと。 電
話番号は (604)263 -4172 です。
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

www.thefraser.com

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

会 長 ： コ リ ン ズ 光 子 604-436-4080 Email:
mitsukocollins@hotmail.com 世話役 ： 大沼亜紀子
604-314-0366 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、
グループで行われ、 この混沌とした社会から新しい
世界を生み出してゆこうと努力する世界中の人々か
ら作られています。 やり方は簡単ですので、 世界に
奉仕したいと思われる方ならどなたでも参加できま
す。 （無料） 毎週火曜午後７時、 土曜午前８時より、
ダウンタウンにて。 お問合せ
☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com

【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。

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
問題は p.4
月刊 ふれいざー go Local June 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

◆ 保険・金融
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

◆ 旅行
スカイランド・エスケープ・トラベル 604-685-6868

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
Gifts and Things 359 Water Street, Vancoouver
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
OOMOMO Japan Living www.oomomosutore.com
ユニアーク引越し屋さん 604-446-2832

『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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