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from
ラブコメ女優としてのキャリアを築くも、近年はシリアス作品にばかり出演していたサンド
ラ・ブロック。それでもその後も本領を発揮し、見事なコメディー演技で笑わせてくれる。

Ｑ： 実際のあなたは陽気で人当たりがいいですが、The Propozal などで
演じたマーガレットは冒頭とても嫌な女ですね。
ＳＢ：本当の私もかなり嫌な女なの。でも、演技がとても上手いから、
みんな騙されているのよ（笑）
。いい人キャラばかりを演じていると、
退屈になるし、疲れるわ。だから、たまにはああいうビッチなタイプを
演じるの。３カ月間だけでも、嫌な女になれてとても楽しかった。だって、
「なんでそんなに性格悪いんだ」って言われても「役作りよ。今、その
役に成りきっているの。『普段もずっと役柄でいるように』っていう契
約なの」って答えれば許されたもの（笑）。とにかく、ある意味、解放
された感じだった。だってみんな心のどこかには、嫌なヤツな部分を持っ
ているでしょ。
Ｑ：笑いのハイライトとなったシーンで全身ヌードを披露していますね。
ＳＢ：残念なことに、ヌード・シーンは、セクシーな場面ではなく、笑
いを取るシーンだった（笑）。それでも私は、炭水化物を食べるのを止め、
ジムに通ってシェイプアップしたの。ま、そうした苦労はみんなの笑い
で報われたけどね（笑）。ちなみにあのシーンは、アクシデントで大事
なところが見えてしまわないように、きちんと振り付け通りにやったの
よ。
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）

Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）

Sandra Bullock サンドラ・ブロック
1964 年７月 26 日米国バージニア州生まれ。著名なオペラ歌手の母親とヴォイスト
レーナーの父親の間に生まれ、12 歳までドイツで過ごす。大学や専門学校で本格的な
演技を学び、オフブロードウェイの舞台に立つ。1994 年にキアヌ・リーブスと共演し
た『スピード』で一躍大ブレイク。MTV ムービーアワードの最優秀女優賞、
最もセクシー

腕
が
な
る

迎
え
の
支
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な女優賞、ベストコンビ賞を受賞 1996、1997、1999 年にはピープルズ・チョイス・
アワードで人気女優賞を受賞。その後もアカデミー主演女優賞、ゴールデングローブ賞
など数々の賞を受賞。2010 年にはアカデミー主演女優賞とゴールデンラズベリー最低
主演女優賞を１日違いで獲得した。
2009 年にはマネーメイキングスターの１位。2015 年には米ピープル誌が選ぶ「世
界で最も美しい女性」ランキング１位を獲得した。
最近では Netflix のオリジナル映画「バード・ボックス」で人気が再燃し、
「バードボッ
クス・チャレンジ」なるものが流行った。
2005 年、前夫の子供と養子３人の子供の母。米同時多発テロ、スマトラ島沖地震、
ハイチ地震、そして東日本大震災の発生時など、真っ先に 100 万ドルの義援金を寄付
している。
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music freak
“Jordi”

July
“Back The Way We Came”
Noel Gallagher’s High Flying Birds

Maroon 5
4 年 ぶ り、 通 算 7 作

2009年のオアシス解

目となるスタジオ・ア

散後、2011年からノエ

ル バ ム が 届 け ら れ た。

ル・ギャラガーズ・ハ

タイトルは、2017 年末

イ・フライング・バード

に急逝した幼馴染であ

としてソロ活動を開始

りマネージャーだった

し、今年10周年を迎えた

ジョーダン・フェルド

ロックのレジェンド、ノ

スタイン（通称：ジョー

エル・ギャラガー。この

ディ）のニックネーム

一区切りを記念して、ソ

だ。本作は、彼の死後、

ロ初となるベスト盤がリ

初めて発表されるアル

リースされた。本作も、

バムで、アートワーク

あっさりと全英アルバ

も手向けた美しい花々

ム・チャート初登場1位

で飾られている。
核となる楽曲は、大ヒット中の” Memories”。ジョーディに捧げられ
たレクイエムだ。彼への思いを綴ったリリックとヨハン・パッヘルベル

を獲得したが、オアシス
時代も含め、これで12度目の全英アルバム・チャート1位を達成したこ
とになる。

の「カノン」を基に書き下ろされたメランコリックな曲調は、心揺さぶ

言うまでもなく、このベスト盤はソロとしてのキャリア集大成だ。ノ

られる切ないナンバー。ヴォーカルのアダムは「僕は自分の一部を永遠

エル・ギャラガーズ・ハイ・フライング・バードがこれまでに発表した

に失った。僕にできる唯一のことは、彼を心に留め、僕なりのやり方で

スタジオ・アルバム3枚とEP3枚から、ノエル本人が選曲と監修を行な

彼を称えることだ」と述べている。

った。通常盤は2枚組で、代表曲はもちろん、ノエルとポール‘ストレン

着実にキャリアを積み上げてきた息の長いバンドのアルバムとあっ

ジボーイ’ステイシーがプロデュースした新曲2曲（”We’re On Our Way

て、クオリティは保証つきだが、商業的な成功を意識した、突き抜けた

Now”と”Flying On The Ground”）が収録されている、実に盛りだくさん

曲は見当たらない。往年のファンからすれば少し物足りないかもしれな

な内容。さらに限定盤はリミックスや未発表のアコースティック・バー

いが、アルバムのコンセプトからしてもこれが今の彼らのあるべき姿だ

ジョン、インストゥルメンタル、デモ音源などを収録した豪華な3枚組

と納得できる。とにもかくにも来年はデビュー 20 周年。これからどの

だ。
また全英1位を獲得したことを受けて、「本当に光栄に思う」と本人の

ような活動を見せてくれるのか、注目したい。

メッセージ映像も公開されている。

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

日本向け
宅配

アイスワイン
白・赤共 375ml
$35

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

Cheena
ご注文はオンライン、郵送、お電話で。
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指定できます

カナディアンメープルセット
$35

スモークサーモン
キング・紅 150g x 各 1 枚
$49

チーナ

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 Toll Free: 1-800-663-1110
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トピックス
条件付で入国規制緩和へ

れた後で、最寄の病院に搬送するようにと言われた。Bernice ちゃんは、

パティ・ハイデュ保健大臣は、新型コロナワクチン接種を完全に終
えたカナダ国民、永住者および一部の外国籍の国際旅行者に対し、規
制の殆どを解除すると発表した。

搬送先の病院で検査と蘇生処置を受けたが、3 歳の誕生日の一週間後
に亡くなった。
トロント市警は、トロント在住の Francis Ngugi 容疑者を、二件の

これによると、７月５日 11:59pm(EDT) 以降、現行条件の下でカナ

有害物質を使って命を脅かした罪および、違法に身体的危害を加えた

ダに入国可能で、ワクチン接種を完全に終えている人は、入国後のホ

罪と過失致死罪で起訴した。容疑者が被害者およびその家族と顔見知

テルでの隔離、14 日間の自主隔離および入国後８日目の PCR 検査を

りだったかどうかは発表されていない。

実施しなくてもよいことになる。同氏は、「ワクチン接種が進み、カ
ナダのコミュニティの安全性が高まってきているのを受け、国境規制

カナダは人種差別国家か？：アンケート調査より

を緩和することになった。しかし、この夏、国際旅行を計画している

この程、約 2000 人のカナダ人を対象に、Angus Reid Institute が

人は、訪問先の国の渡航状況をよく調べることが必要だ。また、ワク

UBC と協同で実施した調査で、興味深い結果が発表された。それに

チン接種を完全に終えていない国民、永住者や、ワクチン接種を完全

よると、回答者の 85% が、「違う人種がいることでカナダはより良い

に終えていても（国民・永住者以外の）不要不急の旅行者については、

国になる」というステートメントに賛成していることがわかった。同

この変更は適用されない」と話している。

社は、結果報告に伴い、「殆どの人が、人種的、文化的、民族的に多

しかし、ケベック州の特例のように「新型コロナに感染した人はワ

様国家に住んでいることを誇りに思っている」と結論付けている。し

クチン接種を一度だけ受ければよい」というような緩和策に対する対

かし、12% の人は、「ある人種は、他の人種に比べ、優れている」と

応は定かになっておらず、今後混乱を招く恐れがあるが、このような

回答していたこともわかった。白人の 11% が、「ある人種は生まれな

特例については、国境サービス担当官が個別に判断を下すことになる

がらにして優れている。」と回答したのに対し、89% は、「どの人種

と見られている。

も同じだ。」と回答していた。

ビル・ブレアー公安・非常時対応準備大臣は、
「旅行者は、事前にしっ

「カナダは人種差別国家だと思うか？」という質問については、

かり計画を立て、規則を理解し、確実に条件をクリアしているかを確

34% が「そう思う」と回答、その内訳は、36% が先住民族、32% が

認する必要がある」と話している。

白人、42% が可視的少数派であった。また、特定の政党支持者別に
みると、
「そう思う」と回答した NDP 支持者は 55%、緑の党支持者

トロントの 3 歳女児の毒殺が判明

は 54%、自由党支持者が 32% で、保守党支持者が 18% であった。

今年３月７日に起きた事件を調査中のトロント市警によると、同じ
アパートに住む友人宅でお泊り会の最中に、ひどく体調を崩し死亡し
た Bernice Nantanda Wamala（３）ちゃんの死亡原因が、朝食のシ
リアルに混入されていた毒であることがわかった。
市警は、45 歳の男が、職場から手に入れた規制薬物をシリアルに

州別にみると、サスカチュワンが最多の 44%、オンタリオと BC が
40% でこれに続き、ケベックが最小の 24% であった。

パンデミックでカナダ人の貯蓄増加
カナダ統計局によれば、コロナ禍で、いつもより支出が減り、政府

入れたと話している。Bernice ちゃんと友人は、病院に搬送されたが、

の補助金を受け取ったことが幸いし、カナダ人の貯蓄額が大幅に増え

Bernice ちゃんは、その後病院で死亡した。友人は、長期入院を経て

たことがわかった。2020 年度のカナダ人の総貯蓄額は 2,120 億ドル

現在は回復している。事件当時、Bernice ちゃんの母親は、お泊り先

に上り、2019 年の 180 億ドルを大きく上回った。これは、一人あた

の母親から電話を受け友人宅へ急行したが、Bernice ちゃんは嘔吐を

りの貯蓄額に換算すると、2019 年が $479 であったのに対し、2020

繰り返し、息も絶え絶えで、口は灰色に変わっていたという。友人の

年は $5,574 になったことを意味する。また、平均貯蓄率は、2019 年

母親は、911 に電話をかけたが、Telehealth Ontario の看護師に回さ

の 1.3% に対し、2020 年は 14.9% となり、2020 年 4 月、5 月、6 月
には最高の 27% にも達した。その結果、借金は減り、クレジットス
コアは上がった。

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

みえ

647-984-8365 (Cell Tomoko)
905-307-8999 (Office)
tomoko@maplebridgefinancial.com

良心がばらす額の油汗

・保険・投資・ＲＥＳＰ

――森下

カナダ大手の保険会社の中から、
最安値、最良商品を選びます。

しかし、この結果は全てのカナダ人に当てはまるわけではない。つ
まり、仕事を維持できて健康であれば、パンデミック期間中の貯蓄
額が増えたと考えられるのだ。専門家は、
「パンデミックが去っても、
以前よりは貯蓄をする人が増えるだろうが、お金を使う人も増えるの
で、レストランやホテル、旅行業界で苦境に喘いでいた人たちにとっ
ても吉報となるだろう」と話している。

3190 Steeles Ave., East Suite 210
Markham, ON, L3R 1G9（J town の隣）

www.thefraser.com
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トピックス
非常事態宣言発令されず：BC 州山火事
BC 州のマイク・ファーンワース公安大臣は、６月末の記録的な

うためには、週に２～８人分の血液が必要で、心臓手術を受ける患者
のためには、５人分の血液が不可欠」と話す。

熱波の後で州内陸部で発生している 200 以上もの山火事に関し、非

また、コロナ関連の規制が緩和されて以来、献血者が減少している

常事態宣言は必要ではないと話した。「緊急事態管理委員会が、非

状況だという。外科医は、
「既に、予定されていた手術が新型コロナの

常事態宣言が必要であると判断した場合には、即座に発令する」と

影響でキャンセルされてきた。今、献血者が不足しているせいで、手

同氏は語った。

術がさらに遅延するとしたら、病院は壊滅的な状況に陥るだろう」と

ジョン・ホーガン州首相、マイク・ファーンワース公安大臣とカ
トリーヌ・コンロイ森林大臣は、山火事で大きな被害を受けたリッ
トンの代表との話し合いの後、被害に遭った地域を空から視察した。

憂慮している。別の専門家は、「輸血血液が不足する事態は、戦場や
極限状況での出来事だ」と警鐘を鳴らしている。
献血は、ウォークインでは受け付けていないが、オンラインで当日

この山火事で、リットンの村の中心部はほぼ全て消滅、少なくとも

でも簡単にできる。昨年３月に新型コロナの感染症が増加した時にも

二人が死亡した。SNS に投稿された動画を解析したカナディアン・

同様の血液不足が起きたが、国民が進んで献血に応じ、危機を乗り切っ

ナショナル・レイルウェイ (CN) は、動画が撮影された時間や場所

た。エージェンシーでは、今回も同様に状況を打破できることを期待

から、同社の列車は、リットンの山火事の原因とは無関係と結論づ

している。

けた。
ホーガン首相は、BC 州を襲った熱波が原因で、例年よりもかな
り早い時期から山火事が多発していると述べたうえで、山火事の被

外国旅行はもう少しお預け：アンケート調査結果
ワクチン接種を完了したカナダ人や永住者に対する旅行規制が緩和

害に遭った人達が州の支援を受けられることを保証すると語った。

されたのを受け、エアカナダは 11 ヶ所の目的地への 17 路線サービス

BC 州内陸部では、山火事の影響で空気品質勧告が出されているが、

を再開すると発表した。しかし、同時期に実施されたアンケート調査

オカナガン渓谷およびトンプソン・ニコラ地域では特にその影響が

によると、早速、外国旅行を予約し始めた人もいるが、大多数のカナ

顕著だという。リットンの山火事を含む州内５ヶ所の山火事では、

ダ人は、この夏は近場での旅行を計画していることが分かった。

避難命令が発令され、州外からも消防士が鎮火作業の応援に駆けつ
けている。

回答者の４分の３は、ワクチン接種が進み、飛行機に乗るのは躊躇
しないものの、今後３ヶ月間は旅行を控えると回答。また、旅行する

低い若者のワクチン接種率：オンタリオ州東部
オンタリオ州東部ヘルスユニットによると、同地域の 60 歳以上

と答えた人は、行き先をロンドン（英）やパリ（仏）ではなく、カル
ガリーやハリファックスにすると回答していた。
アンケート調査では、13% の人が今後３ヶ月は国内旅行を計画する

の成人の一回目のワクチン接種率がほぼ 100% であったのに比べ、

と回答、７% が外国旅行を計画するとし、２% が、どちらも計画する

18 歳から 29 歳までの若者のワクチン接種率は 54% だったと発表

と回答したことが分かった。しかし、秋頃までにはワクチン接種もさ

した。専門家は、若者のもつ「無敵感覚」が、接種率低迷の原因か

らに進むため、秋冬に外国旅行に出かける人の数は増加するだろうと

もしれないと話している。

みられている。

公共保健団体は、６月に動画サイトで若者を対象に「腕まくりを

また、数社の旅行保険会社では、ワクチン接種を完了したことを証

してワクチン接種を受けよう！」という内容の動画を配信したが、

明できる人に対してのみ、新型コロナ感染を含むあらゆる旅行保険を

現在まで、接種率は伸び悩んでいる。専門家は、「普通の健康な若

販売しているが、接種を完了していない人は、新型コロナ感染をカバー

者、特に男子は、
『自分は無敵だ。大丈夫！』と信じ込んでいるやっ

する旅行保険は購入できないということだ。

かいな年齢層だといえる。そして、そういう若者は、人に感染させ
るリスクの高い仕事をしていて、社交活動が活発な傾向がある」と
話している。若者達にワクチンを接種してもらうために必要なのは、
“ロールモデル” だと専門家は言い、「ランニングシューズの販売や

sudoku break

レストランの集客にも一役買っているロールモデルをもっと有効に
活用してワクチンを接種してもらう努力と、ワクチン接種へのため
らいの原因となる SNS での誤ったワクチン情報ではなく、科学的
根拠に基づいた情報をこの年齢層に積極的に広める努力が必要であ
る。」と続けた。

2 万人分以上の献血が緊急に必要
カナダ血液サービス (CBS) では、７月中にさらに 23,000 人分以
上の献血が必要だと呼びかけている。新型コロナの感染者が減少し、
病院で通常の外科手術がようやく再開される決定を受けて、急遽、
大量の輸血用血液が必要となったことがその理由だ。
トロント支部の担当者は、「例えば、一人の内出血患者の命を救
答えは p.31
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カナダの出来事

墓標のない墓 751 基

先住民寄宿学校跡地からまた発見

カナダの先住民団体「カウェセス・ファー

化的活動を行うことは禁じられた。教師から

式に謝罪したものの、教会からの公式な謝罪は、

スト・ネイション」は 24 日、サスカチュワン

の身体的・精神的・性的虐待が横行し、劣悪

これまでのところない。

州南部のカウェセス先住民居住区にあった先

な衛生環境が原因で 6000 人の生徒が死亡した

一方、遺骨や墓が見つかったサスカチュワン

住民の寄宿学校の跡地周辺から墓標のない墓

とされる。最後の寄宿学校が閉鎖されたのは

州とブリティッシュ・コロンビア州の寄宿学校

が 751 基見つかったと発表した。

1996 年だった。

を運営していたカトリックの修道会は 26 日、
手元にある過去の記録を全て開示する考えを示

カナダでは５月にもブリティッシュ・コロ

カナダ政府は 2008 年、寄宿学校の歴史と影

ンビア州カムループスの先住民寄宿学校の跡

響を調査するための委員会を立ち上げ、連邦

地から子ども 215 人の遺骨が発見され、衝撃

議会は同化政策について公式に謝罪した。ま

マリヴァル・インディアン寄宿学校とカム

が広がっていた。

た、学校から逃げ出したり、地元のコミュニ

ループス・インディアン寄宿学校を含む 48 校

同団体のキャドマス・デローム代表は、学

ティに戻らなかったりした子どもが多数いる

を運営していた聖母献身宣教会は声明で、「わ

校跡地で報道陣のインタビューに応じ、「昨日

ことも明らかになっている。2015 年に提出さ

れわれの寄宿学校への関わりと学校が先住民お

までに墓標のない墓を 751 基発見した。ここ

れた委員会の報告書では、寄宿学校をめぐる

よびコミュニティにもたらした痛みに対して深

は集団墓地の場所ではない」と述べ、
「見つかっ

政策を「文化的ジェノサイドだった」と結論

くお詫びする」と述べた。さらに「大学やアー
カイブ、真実和解委員会を通して記録が開示さ

た墓の数は、過去最高規模になる」と指摘した。 付けた。
こうした墓はかつて墓標があった可能性もあ
るが、デローム氏は「カトリック教会が墓石
を撤去した疑いがある」と主張した。

した。

れるよう準備を進めているところだ」と話し、

カムループスでの遺骨発見

「ただ、州や国のプライバシー法など複雑な問

ブリティッシュ・コロンビア州カムループ

題があるため準備は完了していない」と説明し

墓が発見されたのは、1899 年から 1997 年

スの先住民団体は５月 27 日、100 年以上前に

た。「開示の遅延は、BC 州やサスカチュワン州、

まで開校していたマリヴァル・インディアン

建てられた同地の寄宿学校の跡地から、先住

全国の先住民に不信感や苦痛、トラウマを引き

寄宿学校の跡地。当初はローマ・カトリック

民の子ども 215 人の遺骨が発見されたことを

起こすことは理解している」と強調し、その上
でこうした法律に詳しい組織にアドバイスを求

教会が運営し、その後、地元当局が引き継いだ。 明らかにした。

めているとした。

「カウェセス・ファースト・ネイション」は

カムループスの先住民コミュニティによる

６月初旬、マリヴァル・インディアン寄宿学

と、遺骨は５月下旬、
「カムループス・インディ

また、聖母献身宣教会は、手元にある記録へ

校跡地およびその周辺を、カプループスで用

アン寄宿学校」跡地で最新式の地中レーダー

のアクセスを遮断することは決してないと約

いられたのと同じ地中レーダーを使って探索。 を用いて行われた調査で見つかった。同校は

束。ファースト・ネイションや政府からの助言

マリヴァル寄宿学校卒業生からの「埋葬地が

1890 年から 1969 年まで、政府の委託でカト

を受けていることを明かし、完全な真実を開示

あった」という証言をもとに行われた。

リック教会によって運営されており、全国に

するためにカトリック教会のリーダー達とも連

デローム氏は、「今後は技術チームが、墓の
数と誰の墓かを特定する」と述べ、「遺骨につ
いて通知するため、同校に在籍していた生徒
やその家族に連絡を取っている」と話した。
ジャスティン・トルドー首相は今回の発見

建設された 139 の寄宿学校の中で最も大きく、 携していると述べた。
1950 年代には最大 500 人が在籍していた。

教会は記録の開示を約束
カナダ政府は 2008 年に同化政策について公

を受け、声明で「カナダは先住民への人種差
別の歴史に向き合い、より良い未来を築く必
要がある」と述べた。
抗議を受けた BC 州やサスカチュワン州の

こ

なみだ え が お

涙笑顔に

山を越えれば

ぬぐ

また山が

あせ

汗を拭えば

また汗が

生きているから

ふ

振り返り

川路 廣美

が運営していた。校内ではキリスト教への改

生かされているから

カナダ政府が資金を提供し、カトリック教会

すす

こうした寄宿学校は全国に 130 校以上あり、

また進む

引き離され、寄宿学校への入学を強いられた。

えがお

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

なみだ

先住民同化政策

涙は笑顔に

う。

詩
ころがして

の祝典を中止することが検討されているとい

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

一部の市では、７月１日の「カナダ・デー」

宗が強要され、母語を話すことや先住民の文

www.thefraser.com
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カナダのニュース

ヒートドーム現象で観測史上最高気温
カナダ西部と米北西部は６月 25 日ごろから

森林火災も猛威

熱波による死者 719 人

記録的熱波に襲われ、30 日までに峠は越えた

BC 州当局は２日、６月 25 日から７月１日

ものの、多数の死者と、高温と乾燥した空気

までの１週間に、通常の平均死者数の約３倍

によって 200 件以上の山火事を発生させた。

となる 719 件の突然死が確認されたことを明

熱波は、北米西部の上空に停滞した高気圧
が熱い空気を閉じ込める「ヒートドーム現象」

らかにした。記録的な熱波による影響とみら
れている。

引き起こし、発生したとされる。この現象では、

当局によると、突然死は換気口のない家で

店頭では品切れ状態となり、オンライン上で
破格の値段で販売される事態となった。

リットンは山火事で 90％が消失
カナダ史上最高気温を 30 日に記録したリッ
トンはその翌日、山火事に見舞われ、被災面
積が２万エーカーに達し、町の 90％が消失、

高気圧が加熱中の鍋の蓋のように機能すると

１人暮らしをしている高齢者に多かったとさ

２人が死亡した。住宅や建物、高速道路など

いう。これによって、各都市で気温が史上最

れ、「１人暮らしの人に対しては、周りの人が

町全体が、壊滅的な被害を受けた。

高を記録したが、ブリティッシュ・コロンビ

安否を確認してあげることが重要だ」と訴え

ア州内陸部のリットンでは、カナダの最高気
温を３日連続で更新することになった。まず、
27 日に 46.6 度を記録し、83 年ぶりに国内の

た。

熱波は気候変動の影響か

リットンはバンクーバーの北東 260 キロに
位置する人口約 250 人の町。ジャン・ポルダー
マン町長は、「住民に避難指示を出したが、炎
は煙が確認された後、わずか 15 分程度で町

記録を塗り替えたのも束の間、28 日には 47.9

欧米の大学や気象機関の科学者からなる国

全体を包み込んだ」と呆然とした。炎は強風

度、29 日には 49.6 度に達し、カナダ観測史

際研究チームは７日、今回の記録的な熱波は、

に煽られ、時速 10 キロから 20 キロの速い速

上最高気温を記録した。このほか同州の 40 カ

人間の活動による気候変動がなければ発生し

度で北上した。

所でも最高記録が更新された。

なかったとする分析結果を発表した。チーム

リットンを丸ごと包み込んだ火災は、当初

気象学者によると、太平洋岸北西部でヒー

は、温室効果ガス排出などに起因する人為的

自然発生によるものだとみられていたが、そ

トドーム現象が起きる確率は 1000 年に１度

な気候変動により、熱波発生の可能性は 150

の後の調べにより、町を通過する列車が原因

だという。さらに５度近い上昇で国内記録が

倍に高まっていたと分析した。その上で「今

である疑いが浮上した。列車の下で炎を見た

破られるというのも非常に稀なことだった。

後も深刻な熱波が頻繁に発生することが予想

との目撃情報が数件寄せられたため。実際、

される」と警告を発した。

列車はリットン通過後に出火が確認され消火

カナダ環境省は BC 州とアルバータ州、サ
スカチュワン州、ノースウエスト準州、ユー

カナダ環境省によると、カナダは世界で２

コン準州の一部に熱波警報を発令し、トルドー

番目に寒い国で、世界で最も雪が多い国とさ

首相は「このような異常気象がここ数年で激

れる。バンクーバーの夏は最高気温が 25 度く

増している。熱波は今回だけではないだろう」

らいで通常は非常に過ごしやすく、エアコン

と述べた。

のある家庭は４割程度。このため当局は、危

されているが、高温と乾燥した状態の木々に
火種が燃え移った可能性が指摘されている。
トルドー首相は BC 州を訪れ、リットンを
支援することを約束した。

212 件の山火事が進行中

一方、BC ハイドロによると、冷房の使用が

険なまでの暑さをしのげるよう、冷房設備の

増えたことで、電力需要が急増し、１時間あ

ある施設に避難するよう呼びかけた。バンクー

BC 州ワイルドファイヤー・サービスによる

たりのピーク使用量が過去最高になった。ま

バーではこうしたクーリング・センターが 25

と、７月６日現在、BC 州では 212 件の山火

た、バンクーバー地域では 28 日、多くの小学

カ所に設置された。

事が進行中であるとされる。このうち少なく

校などが熱波により休校となった。

また、熱波の到来でエアコンの需要が激増、

とも 24 件が落雷によるもので、２件が人為
的なもの、残りは原因不明としているが、山
火事の 42％が制御不能の状態にあるという。
BC 州では、カムループス北部の地域に避難
命令や警報が発令されており、サージャン国

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

防相は約 350 人の兵士と航空機を手配し、山
火事の周辺地域を支援すると述べた。
また、カナダ環境省は空気の状態も山火事
の煙によって影響を受けていることを指摘し、
「咳、喉の炎症、頭痛、息切れなどの症状が現
れる可能性がある」と注意を促した。また、

編集・翻訳・ページデザイン

信頼と実績の「月刊ふれいざー」 企画から製作までお手伝いします。

子供や高齢者、心臓や肺に疾患がある人は高
リスクになるとした。
なお、BC 州では現在、10 月 15 日までキャ
ンプファイヤーが禁止されている。
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英で G7 サミット開催

2 年ぶりの対面形式、結束を強調

英南西部コーンウォールで 6 月 11 日〜 13 日、 100 日未満に短縮することを目標に掲げ、ウイ

これに対し、在英中国大使館は 14 日、G7

G7 サミット（主要 7 カ国首脳会議）が開催され、 ルスや感染症の国際監視体制を強化、ウイルス

サミットの共同声明は中国への内政干渉だ

新型コロナウイルスの感染拡大以降、約 2 年ぶ

と非難、中国への中傷をやめるよう要求し

のゲノム解析の向上に努めるとした。

りに各国首脳が対面形式で顔をそろえた。ボリ

また英国は、新型コロナウイルスのワクチン

ス・ジョンソン英首相が議長を務め、新型コロ

開発の成功は英米独によるものだと指摘し、
「G7

ナウイルスや気候変動、中国問題などについて

はパンデミック予防に向け、世界の取り組みを

議論し、首脳宣言を採択して閉幕した。

主導できる」と強調した。

米国第一主義を掲げたトランプ前政権時代の
サミットは混乱の連続で、G7 の存在意義が疑
問視される事態にまで陥っていたが、バイデン

た。

東京五輪
東京オリンピック・パラリンピックにつ
いては、「安全な開催への支援を改めて表明

脱炭素化に向けて

する」と首脳声明に明記された。今年 2 月

気候変動については、G7 全体の温室効果ガ

に開催されたオンラインでの G7 サミットで

大統領が初めて参加した今回のサミットは、G7

ス排出量を 2030 年までに 10 年比で半減させ、 は、「新型コロナウイルスを克服する世界の

の結束復活を印象付け、再びその存在感を示す

30 年代に電力システムが最大限に活用できる

結束の証として、今夏に安全な形で五輪を

ことになった。バイデン氏は閉幕後の記者会見

よう脱炭素化を進めるとした。さらに途上国の

開催する日本の決意を支持する」とされて

で「『米国が戻ってきた』という各国の思いを

二酸化炭素排出量削減支援や温暖化対策として

いた。

強く感じた」と米国の復活をアピール。実際に、 2025 年までに年間 1000 億ドルを拠出するとい
孤立していたトランプ氏とは全く異なり、バイ

う先進国の目標を確認し、各国の拠出増額を確

デン氏は G7 首脳から大歓迎を受けていた。

認した。

開催地で感染者増
一方、G7 開催地コーンウォールでは、サ

ジョンソン氏は開幕に当たり、今回のサミッ

一方、気候変動問題への対応加速を呼びかけ

ミット終了前後から新型コロナウイルスの

トはパンデミックからの復興を加速する重要な

る抗議デモが 12 日、サミット会場付近で行わ

新規感染者が急激に増加していることがわ

機会になると表明していたが、首脳らがマスク

れた。デモは英国の環境保護団体が企画し、国

かった。

なしで浜辺を散策し、談笑する姿は、危機的状

内各地から多くの人が集まった。人々は脱炭素

英保健当局によると、同地では 6 月 3 日

況からの着実な脱却を感じさせるものとなっ

社会の実現や再生可能エネルギーの導入拡大に

までの 1 週間の感染者は 28 人だったが、10

た。

取り組むよう訴えた。

日 ま で の 1 週 間 で は 255 人、17 日 ま で は

ワクチン 10 億回分を提供

中国への強い懸念

パンデミックをめぐっては、少なくとも 10

826 人と急増した。感染者の多くが 15 歳か
ら 29 歳の若年層であることから、地元の学

首脳声明には、新疆ウイグル自治区や香港で

校で感染が拡大したとも受け取れるが、コー

億回分のワクチンを来年までに途上国などに提

の人権問題、台湾問題への懸念が示されたほか、 ンウォールに多くの人が集まったことと関

供することで合意した。

中国が途上国などで進める巨大経済圏構想「一

係があると非難の声が上がっている。

また、パンデミックの再発防止に向け、迅速

帯一路」に対抗し、透明性が高く、環境に配慮

な初期対応の仕組み構築やワクチン開発の促

した途上国のインフラ支援を強化する方針が盛

政府報道官は「G7 関係者は毎日、新型コロ

進、世界保健機関（WHO）の改革および機能強

り込まれた。さらに海洋進出に乗り出す中国に

ナウイルスの検査を行っており、関係者か

化などを盛り込んだ「カービスベイ宣言」を採

対し、東シナ海・南シナ海への懸念を示し、「緊

ら地元住民に感染が広がったのではないと

択した。宣言名はサミット会場がある村の名前

張を高める一方的な試みに強く反対する」こと

断言できる」と述べている。地元の保健担

を冠している。

を明記。新型コロナウイルスの起源に関する徹

当者は、「６月初旬の学校の休みに旅行者が

底的な調査の必要性も訴えた。

増えたことと、サミット前や期間中に検査

具体的には、ワクチンや治療薬の開発期間を

ただ、英政府はこの関係を否定している。

を強化したためだ」と説明した。

② 道理の分かる者
③ 道理の分からない者

解答・解説は 35 ページ

www.thefraser.com

info@thefraser.com

隙間川柳の会

① 乱暴者

あなたの心の隙間に

「地頭」はどのような者のたとえか。

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

「泣く子と地頭には勝てぬ」の「泣く子」

投稿について

★投稿の内容は、弊誌の意
見を反映したものではあり
ません。
投稿規定：
投稿は 2000 字以内。場合
によっては掲載できない場
合もありますますので、ご
了承ください。筆者名は実
名、ペンネームいずれでも
かまいませんが、お送りい
ただく際は実名とご連絡先
の明記をお願い致します。
送り先 p.54 参照。 または

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

日本語チェック

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。



コーンウォールには G7 首脳や政府代表者
をはじめ、多数の各国メディアや警備関係
者、抗議デモの参加者らが現地を訪れてい
た。
英国では新規感染の 90％以上がインドで
確認された変異ウイルスだとされ、現在も
１日の感染者が１万人を超えているという。
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世界のニュース

大統領暗殺

ハイチで非常事態宣言

カリブ海の島国ハイチのジョブネル・モ
イーズ大統領が 7 日未明、首都ポルトープラ

省は、拘束された米国人については確認でき

氏は 2016 年 11 月のやり直し大統領選で当選

ていないとした。

し、17 年 2 月に就任したため、22 年 2 月まで

ンスの自宅で武装グループに襲われ、殺害さ

実行犯をめぐっては、当初から集団がハイ

が任期と主張していたが、野党側は前大統領

れた。事件を受け、クロード・ジョゼフ首相

チの公用語であるフランス語ではないスペイ

が退任してから 5 年が任期だとして、21 年 2

代行は銃撃について「野蛮な行為だ」と非難、

ン語や英語を使っていたことがわかっていた。

月の退任を要求していた。

非常事態を宣言し、ハイチ全土に戒厳令を発
令した。

レオン・シャルル国家警察長官は会見で、
「コ

また、2019 年 10 月に実施されるはずだった

ロンビア人 15 人とハイチ出身の米国人 2 人を

議会選挙も混乱のため延期され、モイーズ氏は

暗殺は 7 日午前 1 時ごろ発生した。銃を持っ

逮捕した。警察はコロンビア人 3 人を殺害し、

法令に基づき実権を握り続けていた。野党側が

た武装集団がモイーズ大統領の自宅に侵入し、

8 人が逃走している」と述べた。9 日には拘束

退任を求めた今年 2 月には、同氏に対する暗殺

大統領と妻を銃撃した。大統領は 12 発の銃弾

された容疑者の一部と押収された武器、パス

とクーデターを阻止したと述べていた。

を受け、仰向けに倒れて亡くなっていたとい

ポートの写真を公開。シャルル長官は、
「外国

さらに混乱に拍車をかけているのが、大統

う。一緒にいた妻マルティーヌ・モイーズ氏

人が大統領を殺害した。逃走中の 8 人は必ず

領が不在となった場合のトップの座について。

は米フロリダ州マイアミに搬送され、治療を

捕らえる」
と語った。また、
首謀者の行方も追っ

ハイチの憲法では、このような事態が起こっ

受けた。

ているとした。

た場合、最高裁長官が大統領を代行すると定

マルティーヌ氏は 10 日、事件後初めて公に

逃走中の容疑者の捜索には、怒りを爆発さ

められているが、その長官は新型コロナウイ

発言し、事件当時の状況を「暗殺団が私たち

せたハイチ市民も参加しているという。容疑

ルスに感染して最近亡くなっていた。次に順

の家に押し入り、夫を銃弾で蜂の巣状態にし

者の車に火をつけたり、証拠品を破壊したり

位が高いのは首相だが、同国では首相 6 人が

た」と説明した。襲撃はほんの一瞬の出来事

する市民が現れたほか、人々は容疑者が拘留

次々と交代しており、モイーズ氏は暗殺前日

だったと述べ、大統領は「言葉を発するチャ

されている警察署の前にも押し寄せた。シャ

に 7 人目となるアリエル・アンリ氏を指名し

ンスさえなかった」と語った。

ルル長官は、市民に冷静さを保つよう訴え、

たばかりだった。アンリ氏はまだ就任宣誓を

警察の役目を果たそうとしてはいけないと呼

していないが、自身が政権を率いるべきだと

びかけた。

主張している。一方、現在、暫定首相を務め、

米バイデン大統領は声明で「この凶悪な行
為を非難する」としたほか、ジョンソン英首
相など国際社会は犯行を非難するコメントを
相次いで発表した。

近く退任する予定だったジョゼフ氏は、
「私は

首謀者と動機は不明

首相の地位に居座り続けるつもりはない」と

ジョゼフ暫定首相は、モイーズ氏が同国の

実行犯は元コロンビア軍兵士らか

支配層と敵対関係にあったことから標的にさ

ハイチの警察当局は 8 日、大統領暗殺は元

れた可能性があると述べたが、首謀者や動機

コロンビア軍兵士らを中心とした 28 人からな
る暗殺団が実行したとの見方を示した。国籍

は現在のところ不明。
南北アメリカの最貧国ハイチで 2017 年より

しながらも、自身の地位の正当性を主張して
いる。

米国と国連に部隊派遣を要請
ハイチ当局は 9 日、不安定な情勢が続く中、

はコロンビア人 26 人とハイチ系米国人 2 人。

同国を率いていたモイーズ大統領は、自身の

国内の港や空港、インフラなどの安全を確保す

コロンビア政府は少なくとも 6 人がコロンビ

任期をめぐって反対勢力との対立が続いてい

るため、米国と国連に部隊の派遣を要請した。

アの元兵士とみられるとし、ハイチ当局の捜

た。

米軍については約 500 人を要請したとされる。

査に協力することを約束した。一方、米国務

ハイチの大統領の任期は 5 年で、モイーズ

これに対し、米ホワイトハウスは、現在の
所「軍を派遣する計画はない」としながらも、
連邦捜査局（FBI）や国土安全保障省（DHS）

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

マスクの世、目は口ほどにもの言わん

花子

――北 花子

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――北

電化式キッチンにあるおろし金

sudoku break

の職員を派遣し、捜査を支援すると発表した。
サキ米報道官は、
「米国は関与を続けていく」
と述べ、できるだけ早急に FBI や DHS の職員
がハイチに向かい、治安面の支援、捜査に当
たる予定だと述べた。
一方、国連の国際部隊派遣には安全保障理
事会の承認が必要となる。国連は 7 日、暗殺
を非難するとともに、すべての関係者に対し、
「冷静さを保ち、不安を加速させるような行動
を慎むよう求める」と訴えていた。

答えは p. 28
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We are 29 years old!

ふれいざー名エッセイシリーズ

にどわらし
山遊亭雪楽
相変わらずのバカバカシイお噺で『ふ
れいざー』誌面を汚させて頂きます。

プロパンは propane( プロペイン）、ガレー
ジは garage（ガラージ）等。また、大根

“二度わらし（童）” という言葉がござ

は radish、ピーマンは piment と辞書で

います。これは「恍惚の人」すなわち老

調べたのですが、だいこんは daikon、ピー

人性痴呆症、早く言や（遅く言っても同

マンは bellpepper となっていて、参りま

じですが）老人惚けを昔の人が言ったも

した。そして何ともならないのがタイヤ

のでございます。レーガンさんが宣言し

tire、スクリュ－ screw 等の r の発音。こ

たアルツハイマーてのもこの仲間の一つ

れは「10 歳までに身にっけないと不可能」

なんだそうです。

とある本で読み、あきらめて ESL をさぼ

私が「シルバーコロンビア計画」なる

る口実としています。

「海外姥捨山政策」にはまって、退職後の

一方、予定していなかった老化防止の

生活の地をカナダに選んだのには、幾つ

策が出来ました。一つは日本から持って

もの理由がありますが、その一つにこの

来たワープロが故障してしまったことで

「二度わらし」の先取りがあるのでござい

す。常に時代の最先端の製品を開発する

ます。つまり、こちらが先に赤ん坊になっ

S 社の物なのですが、フロッピードライ

ておけば、病気の神様は追いかけて来な

ブが遂に故障。プリンターも不調。日本

いだろうと考えたのです。

国外では保証できないと言われ、覚悟は

英語がからっきし駄目な私は、「カナダ

していたのですが、困りました。悪筆な

では子供でも英語を話してる」と聞き、

るが故にキーボードアレルギーと言われ

カナダで赤ん坊になってしまえば、英語

る齢でありながらワープロを使っていた

が喋れるようになるんじゃないかと考え

私です。せめて今まで書きためたフロッ

たわけなんです。

ピーを生かしたいと代替えを尋ねたら、
既に製造中止となっていました。
「Ｓ社よ、

1 年ほど ESL に通いました。ダメです。

お前もか」と嘆息しました。幸い知人か

英語の能力は一向に上達しません。見回

ら中古のパソコンを譲り受け、目下その

してみたらバンクーバーは英語を学ぶの

日本語ワープロソフトと格闘中です。こ

には最悪の土地でした。日本人が多過ぎ

れが、腐ってもコンピューター “WORD”

ます。日本人の店が沢山有りますし、日

“EXCEL” といろんなソフトが入っていま

本語で通じる店も多くなりました。多様

すから、たまりません。子供に返って旺

文化の国であり、とくに東洋系移住者の

盛な好奇心が出てまいり、時間の不足を

多いバンクーバーでは、買い物はジャパ

嘆く毎日を送っています。

ニーズイグリッシュでも通用してしまい

もう一つがスキー。スキーそのものは

ます。というわけで ESL 通いも三日坊主

バンクーバー移住の最大目的なのですが、

に近い恰好で棒を折ってしまったのです。

ひょんな機会からインストラクターの仲

困ったのは、日本のカタカナ語で、英

間入りし、毎朝セッションでしごかれて

語だと思って言っても通じないことで

います。日本では「あのジジイに今更注

す。勿論、和製英語には気を付けていま

意しでもダメだよ」と見離されていたの

すが、問題は発音が違うことです。例え

ですが、こちらではそんなことはお構い

ば、マーガリンは margarine（マージョ

なしに教えてくれます。

リン）、ビニールが vinyl( ヴァイナル）、

60 歳になっても上達の余地があり、喜び
に満ちた日々を送っています。親鷲上人
の嘆異抄の一節を「達人なおもてスキー
を楽しむ、いわんや下手をや」と読ませ
て頂きました。
この有難い教えを知っていただこうと、
中高年移住者の方々に布教してまいりま
した。おかげさまで数十人のスキー信者
が増えたのでございます。退職移住者は
カナダの穀潰しだと陰口を言われていま
すが、私共は全く新しいスキー需要を開
拓し、カナダ経済に寄与していると信じ
ております。
これを書きながら、移住者の会の役員
でもあった稲垣長映氏の著作『30 万円 /
月で黄金の日々』を読み返し、そこに書
かれている「移住 10 の条件」に私が余り
にも適合しているのに我ながら呆れてい
ます。２度目の人生をワラシからスター
トさせていますので、精神的成人する前
に生物的余命が終わりそうで、カナダの
地に骨を散らすことになるでしょう。
英語の勉強意欲はあるのですが、遅々
として進まない私同様の人は多くいらっ
しゃると思います。「海外移（棄）民政策」
「海外姥捨山政策」が終わり、日本製婦（ニ
ホンセイフを漢字変換したらこうなりま
した）からの移住者の会への補助金は無
くなりましたが、日本語コミュニティー
を維持することは必要です。日本語テレ
ビ ICAS も円高のあおりでアップアップし
ているそうです。日系人社会の友和の為
に皆様の御援助／御協力を這いつくばっ
てお願いします。
ここで、はたと気が付いたのでござい
ます。私の英語が発育しないわけを。カ
ナダの赤ちゃんは金髪ママの豊かな胸に
抱かれ、這い、白い手に支えられて歩き、
英語を話すようになるのですヨネ。

特に私のように発達の遅れた者には、

（1995 年２月中旬号掲載）
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寄稿

樺島 忠夫

幸運を拾った話
自分が命を落とす危険に臨んでいたり、思わ

いたら、徴兵猶予の措置があったので、このよ

の上から落ちてきた。そのとき、なぜか、「お

ぬ幸運に恵まれていたりすることは、その時に

うに急いで内地に帰国することはなかっただろ

や、夕立が降ってきた」とあらぬことを考えた

は気づかず、後になって振り返ってみたときに

う。

ことを覚えている。石まじりの土の雨が私の上

気づくようだ。日本が敗戦した時代に、私が幸
運を拾った例を挙げてみよう。

敗戦に際して
私は、昭和 19（1944）年、撫順中学校４年

そして、昭和 20 年８月 15 日に敗戦。もし、 に降ってきて、左腕に傷をつけ出血した。爆弾
私が受験に失敗していたり、理科に入学してい

の落ちてくる音が途絶えた隙を狙って、まわり

たりしたら、わが家族は満州に残っていて、敗

にいた人たちと一緒に京都方面に向かって必死

戦後にすべてを失って引き上げるという悲惨な

になって逃げた。そのとき、一緒に逃げている

目に逢っていただろう。父は、撫順で、他の二

人の中に軍刀を腰に吊った軍人がいた。私は、

人の人との共同経営で中国人を使って米などの 「軍人でもわれわれと同じように逃げるのだな」

生が終了す２月に旧満州（現中国遼寧省）の撫

農作物を作らせていたので、待遇が悪かったな

順市から姉がいた大阪に来て、旧制大阪高等学

どの理由をつけられて、殺されたかもしれない。

校を受験した。旧制の中学校は５年制で、４年

実際に共同経営者の一人は行方不明になったよ

の姉の家まで歩いた。そこに到着したときには

終了時に上級学校を受験できるようになってい

うだった。わが家族が引揚者にならなかったの

空襲も終わっていて、ほっと安心した。

たのである。旧制高等学校は理科と文科とに分

は実に幸運であった。

と、これもあらぬことを考えていた。
逃げて大阪市の北東部に位置する旭区大宮町

それまで、阿倍野区にあった高等学校の寮室

かれていたが、私が受験したのは文科で、幸い

私は、中学時代、理科が得意で、どちらかと

で、夜中にアメリカのＢ 29 爆撃機が落とす爆

に 14、５人に一人が合格するといった難関を突

いえば理科的な方であった。しかし、文学全集

弾の音を聞きながら、
「これは近いな」とか、
「こ

破して合格することができた。

を読みふけったあげく、あえて徴兵猶予がない

れは遠いぞ」などと考えて平気で寝ていたこと

もしこのとき、入学試験に落第していたら、 文科を志望して入学した。敗戦後、理科から文

があり、爆撃を食らうことには慣れていた。し

撫順に帰って５年生にならなければならなかっ

科に転科した人がたくさんいたところをみる

かも、逃げに逃げて助かったので、このときの

た。そうなると昭和 20 年３月に卒業するのだが、 と、私とは逆に理科的でない人が徴兵を避ける

爆撃に遭った経験は、深く記憶に残ったものの、

それから再び受験しなければならない。おそら

これを自分の死に結びつけて考えることはな

ために理科を志望した人がいたようだ。常識か

く再び内地の高等学校を受験したであろうが、 ら言えば、戦争もたけなわで敗戦の色が濃い

かった。

場合によっては落第して満州にもどっていたか

いときに文科を受験して入学するのは不利であ

しかし、最近になって、爆撃当日、京橋駅の

もしれない。あるいは旅順高等学校のような満

る。しかし、これが私の家族に敗戦からの引き

城東線と片町線との交差部分を一トン爆弾が直

洲にある学校に入学していたかもしれない。そ

上げを免れさせたのであった。幸運はいつも恵

撃し、ホームに避難していた人々が犠牲になり、

うすると、昭和 20 年８月の敗戦によって、満

まれた状況の中で得られるものとは言えないよ

確認されただけでも 236 人が死んだこと、戦

州からの引揚者として悲惨な経験をしなければ

うである。

後昭和 22 年８月 14 日に、「大阪大空襲京橋駅

ならなかった。

爆撃被災者慰霊碑」が片町に建てられ、毎年こ

戦争中、男は満 20 歳になると軍隊に入って
戦場に赴かなければならなかった。昭和 18 年

爆撃から逃れる

の日が来ると慰霊祭が行われていることを知っ
た。両線の交差部分だけでなく、大阪寄りの数

までは、学生が大学や専門学校に在学している

昭和 20 年８月 14 日、旧制大阪高等学校の生

か所にも爆弾が落ちていたので、逃げた方角に

間は徴兵を猶予する措置がとられていた。しか

徒であった私は大阪の国鉄城東線（現在の大阪

よっては、私も死者の中に入ったかも知れない

し、私が入学する年には、文科の学生には徴兵

環状線）に乗って、天王寺から京橋に向かって

ことに気づいた。

猶予が行われないことになっていた。このため、 いた。京橋に電車が到着した午後１時ごろ、ア

もし、車掌の指示に従って電車の中にいたら

入学した後に 20 歳になった私の同級生の半数

メリカ空軍が、京橋駅の北側にあった大阪陸軍

怪我したかもしれない。また、車外に逃げても

は、軍隊に入営して教室から姿を消した。

造兵工廠を爆撃し始めた。私が乗っていた電車

片町線の方へ逃げたら確実に死んでいた。大阪

の車掌が、「危ないから列車の外に出ないよう

方面に逃げても、怪我したか死んでいたであろ

満州にいた私の家族は、私が軍隊に入り、中
国やビルマあたりの戦場に向かったならば、お

に。」と告げて回っていたように記憶している。 う。京都方面に向かって逃げたことが命拾いを

そらく生きては帰れないだろう、せめて１年で

しかし、私は電車から飛び出して京橋駅から、 するという幸運を呼び寄せたのであった。

も一緒に暮らそうと、昭和 19 年に満州の家を

その西側に位置する京阪電車の京橋駅（現在の

売り、大阪に移って来た。今になっては確かめ

位置より北にあった）より北側の方向へ向かっ

ようがないが、
「このままでは日本は危ない。日

て逃げた。

本に帰った方が安全だ」という父の判断があっ

走っていると、爆弾が落ちてくる「シュルシュ

たのかもしれない。ノモンハンでのソ連との戦

ル」という音が聞こえた。そこで、そばの家の

いで日本軍が大敗を喫したことは、よく知られ

陰に身を潜めた。しかし、家の陰にはならない

ていたからである。もし、私が理科に入学して

反対側に爆弾が落ちて、土砂が舞い上がり、頭
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このほかにも、自分では気がついていない幸
運に恵まれて今年 81 歳まで生き延びてきたの
ではないかと、私は考えている。

【2008 年 10 月号「月刊ふれいざー」より】

We are 29 years old!

バンクーバービジネス懇話会主催

川村泰久在カナダ日本国大使講演会
「ポストコロナとカナダ内外情勢」
６月 29 日、川村在カナダ日本国大使の講演会

景気刺激策を講じるという長期対策を表明した。
それに続いて今年４月に予算方針で、所得・賃
舞われていた 48 度超えという記録的熱波のお見舞 金保障支援策、長期成長戦略、雇用の創出などに
いを述べた後、日加関係に関する現状について約 1000 億カナダドルを提示している。そして今後の
１．学習システム、
２．
30 分の基調講演を行い、その後質疑応答に移った。 重要な成長戦略の柱として、
企業への支援、３．クリーンエネルギー製造・利
以下、基調講演を要約する。
用に対する支援など健全な経済のための環境づく
＊
＊
り、４．公共インフラ整備への予算創出、手ごろ
1980 年代と変らずカナダは日本にとって、資源、 な住宅の提供、コミュニティの強化、女性の活躍
食料、エネルギーなど安全保障にかかわる重要な 環境、などを挙げている。パンデミックの収拾に
供給先である。北太平洋という重要な貿易ルート より今後カナダ経済は力強く回復してくるだろう。
また、国連宣言を受けて、先住民の権利を守る
にあり、また両国共にアメリカとの依存関係を持っ
て協力しあっている。日本企業としても北米にお 法律 C-15 が立案され、今後２年でアクションプラ
けるサプライチェーンにとって重要で、パンデミッ ンを作ることになっている。
クの中で日加の協調の意味がさらに高まっている。
がオンラインで行われた。大使は、当時 BC 州が見

新型コロナへのカナダの対応

カナダではワクチン接種が順調に伸びている。
対人口比で１回以上は 75％以上になっており、そ
れにともなって新規感染者が急速に減少している。
各州でも好転しているが、BC 州は特に好調であり、
早期にコロナ以前の状態に戻ることを期待したい。

水際措置について
カナダはアメリカとの現行の国境措置を７月 21
日まで延長した。経済界には失望感がみられるが、
これは変異株のためで、国民の６割以上がこの措
置を求めている。連邦政府は、あくまで科学的根
拠に基づいて計画的に水際措置の緩和を行ってい
く予定である。
トルドー政権のコロナ対策の特色としては、１．
危機の中でのコミュニケーションとして毎日会見
を開いたのは特筆に値する。２．ワクチン対策も
現時点では対人口比でＧ 20 内世界一の実績があ
る。３．経済対策では、GDP が昨年マイナス5.4％、今
年プラス 5.1％と、Ｇ７の中では良好な回復をしている。
その結果、トルドー政権は比較的国民の評価を
得ている。その中で、ワクチン接種が進んでいる
ことなどから、そろそろ総選挙になりそうだとい
う意見がある。トルドー首相による明確な意思表
示はない一方で、一定の大臣の不出馬会見なども
行われた。戸別訪問も開始されたという話もある。
多数政権への復帰を目指していると言われるが、
選挙については「人生の３つの坂――上り坂、下
り坂、選挙におけるまさかの坂がある」という言
葉があり、はっきりとした意見は発言しにくい。

カナダ経済の見通し

感染を防ぐための短期作戦の一方、政権は昨年
11 月にポストコロナにおいて GDP の３〜４％の

www.thefraser.com

川村 泰久（かわむら・やすひさ）大使

この１年で、日本とカナダの関係は前進している。
５月に外相会談で「自由で開かれたインド・太平洋」
という概念で、６つの具体的優先分野を指定する
ことを合意した。
（１．法の支配、２．平和維持活
動、平和の構築及び人道支援・災害救援、３．健
康安全保障及びCOVID-19への対応、
４．エネルギー
安全保障、
５．自由貿易の促進及び貿易協定の実施、
６．環境及び気候変動）
。非常に幅広い規定をして
おり、今後の２国間関係を構築するのに意義ある
ものである。
またワクチンを国際的に公平なアクセスにつな
アメリカとカナダの関係
げるワクチンサミットでは、カナダの大きな協力
バイデン政権になって、両国の基本的関係、ま が得られた。
た日加の基本的関係が安定したと考えられる。貿
防衛協力の面でも日加は実質的に進めており、
易などの課題はあるが、アメリカとの経済のロー 東・南シナ海の情勢を共有しつつ中国や北朝鮮に
ドマップに合意しており、サプライチェーンの強 ついても懸念を共有し、活動している。
化、
ＥＶ、
再生可能エネルギーのバッテリーの開発、
６月 24 日に行われた貿易大臣会談では、WTO、
重要鉱物資源に関することなどの問題について合 CPTTP に向けての協力、エネルギー、サプライ
意しているため、今後も期待できる。
チェーン、農産物の確保に貢献していくことが話
し合われた。特に、貿易投資面で 2050 年のカー
中国との関係
ボンニュートラルに向けたグリーン成長戦略を共
ファーウェイ問題以降、カナダは様々な圧力を 有している。
受けているが、カナダ世論では 85％が、引き続き
カナダは昨年末、国家水素戦略を発表し、2050
厳しい対中感情を持っている。また国連人権理事 年までに国内の電源３割を水素に転換、クリーン
会においてカナダの大使が 40 か国の意見を代表 水素の製造の世界トップ３を目指すとした。BC 州
して中国の人権政策を批判している。一方日本と には、水素に関する世界有数の企業が複数存在し
の関係は対照的で、80 〜 85％のカナダ国民が日 ており、リード役としてカナダに期待している。
本に対して親近感を持ち対日関係を重視している。
インフラでは、グリーン、インフラ、公共電力、
公共交通機関、ブロードバンド、貿易輸送などの
日本とカナダの関係
分野で 100 億ドルの３か年計画の投資目標を発表。
昨年外交関係 90 周年を祝い、この先 100 年に
今年の２月には優先５分野における長期投資目
向けて歩みを向けた。Ｇ７の同志国として、基本 標で 230 億カナダドルを決定。また地方自治体に
的価値観としての法の支配、民主主義、自由主義、 対して 21 年度から８年間にわたり公共交通イン
市場経済をあらためて確認する重要性を痛感させ フラに 149 億ドルの投資を行うなど、グリーンを
られた１年〜 1 年半であった。東・南シナ海にお 中心としたインフラ投資を次々と発表している。
いて危機感が高まる中で、ますます日本とカナダ
BC 州関連では、バンクーバー港のキャパシ
の関係強化が必要であると考える。
ティーの拡大が課題と考えられ、カナダ側に強く
日加の関係を考える上で、経済、投資関係の果 対処を申し入れていく予定。先日はマッケナー・
たす役割が大きい。カナダは貿易依存度が GDP に インフラ大臣にも直接要請を行った。
占める割合が 52％と、対米貿易、サプライチェー
CPTPP がキックオフして２年、パンデミックの
ンのネットワークなど、対外経済関係に果たす役 収束と共に回復しつつあり、まだ伸びしろがある。
割が大きい。国際貿易のルールや安全保障などを 日本からの和牛、自動車等の輸出も増えている。
考える場合でも、経済の側面からのデータを持っ CPTPP への加入をイギリスが正式に表明するなど
たアプローチが重要で有効である。
拡大しており、今後の課題はアメリカの関与を取
トルドー政権になって以降、日本とは首脳会談 り戻すことである。日加の意識は一致しているの
が 22 回、外相会談が 17 回実施されている。特に で、しっかり協力したい。
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時はおりしも高度経済成長期にさしかかろうとする 1960 年。
幼いころから日本への憧れを胸に抱いて育ったカナディアン青年が、とうとう太平洋を渡って日本へやって来た。
そこはまさに異文化の地。 極楽とんぼチャックさんの、大好きな日本での破天荒人生が始まった――。

ワタシは白系日本人
（19）
妻の故郷で
本日は晴天なり

ランメル

覧迷留

チャック

茶句

男たちは海岸の松林に転がっている石を組んで

日本三大景勝地で知られている宮島に、包ヶ浦

炉を作り、枯れた松葉を集めて火をおこし、流木

という海水浴場がある。広島の妻の実家に滞在し

を利用してキャンプファイヤーをした。その後、

ている間、そこに親戚と６人でキャンプをしよう

残り火で干物、するめを焼き、海水に冷やしてお

という話が持ち上がった。ところが誰もキャンプ

いたビールで乾杯！ それぞれが持ってきた食べ

をしたことがないので、
あまり乗り気にならない。

物を出し合っての豪勢な夕食だった。

そもそも誰もテントもキャンプ道具も持っていな
かった。トイレはどうする？ 雨が降ったら……
と不安ばかりが先走る。

「キャンプってこんなに簡単なのか。それにして
も天気で良かったなあ」
そんな気持ちを共有しあった夜であった。

「じゃあ、天気がいいことを想定して行こうよ」
と誰かが言って、ようやくことは決まった。

寝場所はなるべく石や木の根が突き出していな
い松の木の下に決めてカヤを吊った。私がキャン

私は義母から日よけ用に大きな番傘、テント代
わりに古いカヤ、そしてゴザを借りた。
幸い当日は、晴天に恵まれた暑い日だった。食
料などを入れたリュックサック、水筒、麦わら帽

ソク、太い糸やロープなどの小道具が、こんなと

ており、その山の頂上辺りには野生の山ザルが群

きに役に立つ。その夜はみんな波の音を子守唄に

生している。

ぐっすり眠った。

子など、たくさんの荷物を抱えた６人は予定通り
駅で集合した。
宮島口から連絡船に乗って、昼前には包ヶ浦に
到着。包ヶ浦では、
遠泳や昼寝、
スイカ割りにおしゃ
べりで、あっという間に日暮れを迎えた。

海岸で記念撮影

プに行くときに持って行くナイフやマッチ、ロー

仲間のうち４人は諸事情で先に帰ることになっ
たが、秀男さんと私は、宮島で一番高いその弥山

軍隊なみの山歩き
安芸（あき）の宮島では、
厳島神社が有名だが、
霊山といわれる弥山（みせん）は信仰の対象となっ

に登るためにもう１日残ることにした。帰宅組が
ほとんどの荷物を持ち帰ってくれたので、私たち
は身軽になって朝 10 時頃から山に入った。
久々の山登りに私の心は躍り、調子に乗って足
早に歩くので、坂道になると秀男さんはふうふう
いって付いてきてくれた。途中、視界が開けて宮
島湾を見下ろせたかと思うと、また大木に囲まれ

⇒（前ページ＝ 13 ページより続く）

た道のりが続く。ちょっと立ち止まって深呼吸を

６月 24 日に行われた貿易大臣会談では、

ら８年間にわたり公共交通インフラに 149 億ド

して、山の匂いを体中に行きわたらせてから再び

WTO、CPTTP に向けての協力、エネルギー、サ

ルの投資を行うなど、グリーンを中心としたイ

登り始める。上っているうちに、予想以上に大き

プライチェーン、農産物の確保に貢献してい

ンフラ投資計画を次々と発表している。

な山だということがわかってきた。

くことが話し合われた。ご存知のとおり両国

BC 州関連では、バンクーバー港のキャパシ

は 2050 年のカーボンニュートラルに向けたグ

ティーの拡大などが以前からの課題であり、カ

少し脇道に入り、軍隊の訓練キャンプ地だった

リーン成長戦略を共有している。カナダは昨年

ナダ側に強く対処を申し入れてきた。先日マッ

ところに腰を下ろした。今は無人化したその場所

末、国家水素戦略を発表し、2050 年までに国

ケナ・インフラ大臣にもグリーン・インフラも

の一角に果物の木があり、当時を物語る生活用品

内の電源３割を水素に転換、クリーン水素の製

含めて直接要請を行った。

がわずかに残っている。

造の世界トップ３を目指すとした。BC 州には、

「少し休もうか」

CPTPP がスタートして２年、パンデミックの

私たちは持参した軽食とスナックで昼食をと

水素に関する世界有数の企業が複数存在してお

収束と共に日加貿易は回復しつつあるが、まだ

り、細く続いている山道に戻って歩き始めた。と

り、リード役としてカナダに期待している。

その利活用には伸びしろがある。日本からの和

ころが、
どういうわけか途中で道に迷ってしまい、

インフラでは、カナダはグリーン、インフラ、

牛、自動車部品等の輸出も増えている。CPTPP

歩いても歩いても帰りの下りらしき道に出ない。

公共電力、公共交通機関、ブロードバンド、貿

の今後の課題は拡大であり、英国が正式に加

軽いハイキングのつもりだったので地図は持って

易輸送などの分野で 100 億ドルの３か年計画の

入意思の表明を行った。ＷＴＯを基盤とする自

いなかった。夕方の５時を回り、６時を過ぎた。

投資目標を発表している。今年の２月には優先

由貿易体制においても日加は緊密に連携してお

腹は減り、
のどが渇く。おまけに懐中電灯一つ持っ

５分野における長期投資目標で 230 億カナダド

り，WTO 改革の実現に向けて，しっかりと協

ていない。

ルを決定。また地方自治体に対して 21 年度か

力を進めたい。
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秀男さんが、

We are 29 years old!

原爆記念日
「安らかに眠ってくださ
い。過ちは繰り返しませぬか

また原爆体験生存者の数が少なくなっている現
在、その歴史と原爆証言を後世に残すため、伝承
者として「語り部」を養成する活動が続けられて
いる。

ら」
この言葉は、世界平和を願
う広島の平和公園にある慰霊
碑に刻まれた人類の誓いの言
葉である。
蚊帳をテント代わりにして海岸でキャンプ

「オレ、もう歩けない。だめだ。ここで一晩野宿
するから、チャック先に帰れよ」
と弱音を吐いた。
「君一人を置いて行くわけにはいかない。がんば
ろう」
私は秀男さんの手を引っ張り、肩を貸しながら
黙々と歩き続けた。途中で道がなくなり、ジグザ
がけ

グに崖を伝い、岩場を登り、闇の中を歩き続けた。
「読みが浅かった。こんなことになるなんて、ま
るで軍隊で訓練を受けているようだ」
秀男さんはぼやく。彼は柔道で鍛え抜いた立派
な体格をしているのだが、山登りの経験はあまり
ないようだった。私は何としてでも彼を連れて下
山しなくてはならないので必死だった。夜９時過
ぎになり、林の向こうに灯が見えた。町の明かり
だろうか。あの明かりを目標に頑張ろう。もう少
しだ！
朝 10 時に出発して、３、４時間のつもりが、
かれこれ 12 時間近く山中をさ迷っていたことに
なる。結局、運よく最終便の連絡船に乗ることが
でき、家に着いたのは夜中近くだった。
数日後、
秀男さんのお母さんから電話が入った。
「チャックさん、どうですか。秀男はね、キャン
プの翌日は１日中寝ていて、昨日、今日は歩けな
くて二階の階段を這って上ったり下りたりしてい
るわ。ええっ！ チャックさん、ちょっと足が痛
いだけで普通だって？ 元気ねえ」
このときに秀男さんの感想は、
「あいつは人間じゃないよ。モンスターだ。それ
にしても、この体力の差は肉食人種と草食人種の
違いかなあ」
だったそうである。

灯籠流し
夜になると、太田川の岸辺に広島のあちらこち
らから人が集まって、死者の霊を弔う「灯籠流

1945 年８月６日午前８時

し」が行われた。灯籠流しは、灯篭に死者の名前

15 分。史上初の原子爆弾がアメリカによって広島

を書き、ロウソクの火を点して川に流すものだ。

市に投下され、一瞬のうちに 20 万人もの市民と、

灯籠は、白・赤・緑・黄色と、亡くなってからの

生きとし生けるもの、そして建物を焼き尽くして

年月によって色分けがしてある。そのうち白は新

しまった。
その日の朝はとても暑かったそうだが、

盆であるとのことだった。

とも

それから 20 年余り経たその日の８月６日も、太

私も灯籠を買って、原爆で亡くなった義父の冥

陽が照りつけていた。私は平和公園で行われた原

福を祈りつつ、太田川の水に流した。川面をさざ

爆記念式典に参加した。美しい供花が慰霊塔の前

波に揺れながらゆっくりと流れていく色とりど

に飾られ、大勢の老若男女が黙祷して手を合わせ

りの灯籠は、まるで浄化された死者の魂が彼岸へ

ていた。その人たちの一人一人の胸の中では、原

と流れて行くようだった。それは言葉では言い尽

爆で散っていった故人への思いが昇華され、哀歌

くせないとても美しい光景であった。

となって祈りの中に込められているのではないだ
ろうか。

広島の街には、75 年間は草木が生えないだろ
うとも言われていたそうだが、一番初めに、ガレ

アーチ形になっている慰霊塔の向こうには、原

キのなかから赤いカンナの花が咲き、続いてみ

爆が投下された当時の産業奨励館、今は原爆ドー

かんの木の新芽も出たという。そのとき私が行っ

ムと呼ばれる遺跡が見えるように設計されてい

たのは、原爆投下から 22 年が過ぎた 1966 年だっ

る。慰霊塔の周囲はお堀になっていて、きれいな

た。そのとき既に草木は伸び、街は新しく復興し
原爆ドームの前で

水が絶えることなく流れている。被爆者の多くが

て活き活きとしていた。しかし、そんな中にも、

「水をください、水、水」と水を求めて焼け死ん

直後に建てられたと思われる掘っ建て小屋がぽ

でいったため、
その人たちの供養の水なのである。

つぽつと残っているのを見て、原爆資料館で見た

毎年８月６日になると、広島平和公園では原水

惨事を思い出した。そこに、どんな人がどんな気

爆反対を唱えるグループが平和を求めて集会を開

持ちで生活しているのだろうかと思うと、心がず

いている。その主旨は立派だが、おおむね政治闘

しりと重くなった。

争となり、結果的には実際に被爆した人の気持ち

			

（つづく）

はおざなりにされてしまう傾向
にある。原爆後遺症を抱えて不
安や困難を克服しながら生きて
いる被爆者の多くは沈黙してい
る。それは自分の悲惨な体験が
政治闘争の材料にされたくない
からだという。
一方で、８月６日、運命の日
のことを勇気を持って文字で表
現し、歌を詠み、絵画で訴えて
いる人もいる。文学活動で有名
なのは峠三吉、正田篠枝、太田
洋子、栗原貞子。画家では丸木
俊・位里夫妻などの人々だ。一
時は、広島にこれらの作品を集
めた文学館をつくろうという市民運動が進められ
ていたが、広島市にはその意向がなく、運動は結
局 10 年ほどで頓挫してしまった。現在では、広
島市立図書館の広島文学資料室に、広島にゆかり
の文学者たちの資料が所蔵されている。

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。

平和公園の慰霊碑

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー Toronto

July 2021

Fraser Monthly Toronto

15

自分ちでほろ酔い気分

お勧めカクテル＆モクテル

暑い夏は Brazilian Drink で乾杯、Saude ！

＜今月のモクテル＞

＜今月のカクテル＞

Guaraná（ガラナ）を使った爽やかドリンク

ブラジルのお酒 Cachaça を使った伝統カクテル

Summer Delight

Caipirinha カイピリーニャ
ライム
砂糖

		

		

ライム

30ml

グレナデン・シロップ

1/2 個

15ml

Guaraná（ガラナ）

小さじ２

Cachaça（カシャサ）

ライム果汁

ライム

60ml

飾り用

１）グラスに氷とライム果汁、グレ
ナデンを入れて混ぜる。

１）ロックグラスにぶつ切

２）ガラナを注いで軽くステアする。

りにしたライムを入れ、

３）ライムを飾って完成。

砂糖を加えてつぶす。
２）クラッシュアイスを加
え、カシャサを注ぎ、

lthyで

軽く混ぜる。

Hea

３）ライムの輪切りで飾る。

上田

＊アルコールが強い場合は

麗子

炭酸水で調節しましょう

ほうれん草と人参の磯あえ
旬のほうれん草を磯の香がいっぱいのあえ物にしましょう。

$ 85

AC-01

カナダBC州産 ダーク種 2kg

$140

AC-02

ダーク種 3kg

$190

AC-03

アメリカWA州産 ダーク種 1kg

$ 64

AB-08

り
よ

本まぐろ

7/26 締切

ざく切り
ワサビ

１わ

もやし

１袋

にんじん

少々

しょうゆ

		

大２

かつお節

５ｇ

◎やきのり

１枚

各小１

6月上旬～7月下旬出荷

7/16 締切

カナダBC州産

塩蔵わかめ

			
ほうれん草

Ａ だしの素、すりごま、
さとう

8月上旬～下旬出荷

ほぼ実物大
AVERAGE
ACUTUAL
SIZE

１．ほうれん草はゆでて水洗いし、食べやすく切りま
作り方

日本 直送

大粒

料

ダーク種 1kg

超大粒

材

産チェリーを日
本へ
もBC州
年
！
今

す。もやしは袋のまま２分チーンして水洗いし、
水気を切り、食べやすく切ります。
にんじんはせん切りスライサーでせん切りに。
２．１をボールに入れてＡで和えます。
３．最後にあぶったのりを手でもんで加えます。

一部商品はプレオーダーとなります

男前豆腐
604-261-2230 (9:30-5:30) www.seaborn.ca
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知っておかなければならないカナダにおける変異株対策
ワクチン接種 2 回目の重要な役割
COVID-19 感染症緊急事態宣言が出されてから、延長に延長を重ねてほぼ 1 年 4 か月、今月も 21 日まで延
長されることになったとはいえ、進展もみせている。長い間ステップ２で停滞していたがようやく今月 16
日午前 12 時 1 分にステップ 3 へと移行だ。7 月 13 日には 700 万人以上が 2 回目のワクチン接種を済ませ
ている。しかしながら、ワクチン接種 1 回目で満足、或いはいろいろな情報が錯そうする中 2 回目を躊躇
している人も少なくない。今月はデルタ変異株の感染拡大対策としての 2 回接種の効果について調査した。

COVID-19 変異株感染の状況

UK のケース―デルタ株感染拡大に
よって、再びロックダウンへ

ルニアや米中部、南部など 26 州では、若い人の

カナダにおける VOC ( 懸念される変異株 ) には
次の４種類があり、BC 州でもそれら全ての感染

世界的に４種類の主な変異株の中でもデルタ株

に多くなっている。一般的にみてワクチン未接種

ケースが確認されている。

が 今多大な脅威を引き起こしているが、インドで

グループと比べて、ワクチン接種２回目済みのグ

▼ B.1.1.7 (Alpha) 昨年 9 月にイギリス南東部ケン

は５月中旬すでに１日 40 万人を超す感染者を出

ループの感染者数は少ない。よって、デルタ株の

している。５月 11 日に WHO（世界保健機構）が

感染拡大やまん延を抑制・制御可能なものにする

VOC 指定した。現時点で世界 104 か国、アジアの

ためには、ワクチンの２回目接種率を引き上げて

国々にとどまらず、UK、ロシア、オーストラリア

いくことが重要だといえる。

ト州で最初に特定された変異株
▼ P.1 (Gamma) 昨年 11 月に特定されたブラジル
由来の変異株
▼ B.1.351 (Beta) 昨年 5 月には発生したとされる
南アフリカで特定された変異株
▼ B.1.617.2 (Delta) 昨年 10 月にインドで最初に特
定された、アルファ株をより強力にした変異株。

接種が進んでいないため若年層の感染者が爆発的

において猛威を振るっている。 WHO の予測では

UK では当初６月 21 日から全ての 制限を解除す

アルファ株と比較してもさらに 55％感染力が強い

る予定だったが、政府は その期日を４週間延期し

としている。

た。延期した期間中、政府は 当初の予定を２週間

そのアルファ株自体も、最初に武漢市で発生

早めて、７月 19 日までに 18 歳以上の成人全てが

したものより約 50％感染力が強いと言われてい

少なくとも１回はワクチンの接種が行えるように

ウイルスは単独で増えることができないので、 る。UK では１日に確認される新規感染者が今月７

したり、40 歳以上の２回目までの接種間隔を 12

人の細胞の中に入り込み、細胞にある材料を使っ

日、今年１月以来初めて３万人を超えた。英政府

てみずからの複製を作らせることで増えていく。 によると、その数は 3 万 2548 人。７日間で 19 万
その結果、ウイルスの遺伝子が大量にコピーさ

2902 人となり、その前の７日間から 42.8％増えた。

週間から８週間に短縮するなど、ワクチン接種を
加速させることで感染拡大の阻止を目指している。
ワクチンの効果について、同政府は５月に、ファ

れる。コピーを繰り返すうちに遺伝情報を受け持

さらに、陽性判定から 28 日以内に死亡した人は

イザーのワクチンを２回接種した後、アルファ株

つ RNA 物質の並びにミスが起こり「変異」株が生

33 人、７日間で 161 人となり、その前の 7 日間か

に対しては発症を防ぐ効果が 93％だったのに対し

まれる。変異株は感染を繰り返し２週間に１回ほ

ら 42. ５％増えた。

て、デルタ株に対しては 88％（入院を要する重篤

どのペースで変異していることが、これまでの研

ウイルスが生物学的に広がる様子を比べる方法

な症状から守る率は 98％）
、アストラゼネカのワ

としては、基本再生産数、１人がウィルスを移す

クチンを２回接種した後、アルファ株に対しては

VOC の他、VOI（注目される変異株）というも

平均人数（R0）がある。これはそのウイルスに対

66％だったのに対して、デルタ株に対しては 60％

のも存在する。それは今のところ驚異的な影響を

して免疫を持たず、その感染予防策をとらなかっ

だったとしている。英国ネットワーク BBC による

もたらしていないが、注意して見守る必要がある

た場合に 1 人の感染者が平均何人にウイルスを移

と、一方で、政府科学首席顧問のサー・パトリック・

マイナーな変異株だ。

すのかを示す数だ。武漢でパンデミックが始まっ

ヴァランスは今月５日、ワクチンが「感染と入院

た当時、R0 は約 2.5 だったとされている。インペ

のつながりを弱めたが、つながりは弱まっただけ

究で分かっている。

７月８日付カナダにおける VOC 感染累計（ここ
にデルタ株は含まれていない）を見ると、
アルファ

リアル・カレッジ・ロンドンの疫学チームによると、 で、完全に断たれたわけではない」と述べている。

株が断然多く、
22 万 500 名、
ガンマ株 1 万 900 名、 デルタ変異株の R0 は８まで上がっているかもし
ベータ株２300 名。内訳をみると、依然としてオ
ンタリオ州の感染者数が多く、次にアルバータ州、
BC 州と続く。他州の変異株感染状況は、次のリ

れないとみている。

昨年 99.9％国境閉鎖し COVID-19 の感染拡大を
免れ、ゴールドスタンダードといわれたをオース

ワクチン接種２回目の重要な役割

トラリアは、今デルタ株感染によってロックダウ
ンを強いられている。驚くことに同国の成人ワク

ンクにある「Provincial, territorial and international

イギリス保健省の情報によると、２月１日～６

チン２回目接種率は５％にも満たない。同様あれ

reporting」という項目に州別のリンクから見るこ

月 21 日のデルタ株感染のケースを見ると、50 歳

ほど、成功例としてニュースを飾った台湾もファ

とができる。

以上の感染数合計は 11 万 1000 人、うちワクチン

イザー社のワクチン購入の話し合い中につき、接

https://health-infobase.canada.ca/covid-19/

未接種の感染者は 7 万人を超える。ワクチン１回

種率は低くデルタ株感染に苦悩している。

epidemiological-summary-covid-19-cases.html

目接種後 21 日以上は 1 万 3000 人ワクチン接種２

BC 州では現在 70％が COVID-19 ワクチン１回

オンタリオ州では 6 月 21 日にはすでに 370 名

回目後の感染者は 5600 人。50 歳以下になると感

目の接種を受けており、２回目を終えた人口も約

のデルタ株感染者が報告され、COVID-19 新規感染

染者合計 1 万 2000 人のうち、ワクチン未接種の

40％となっている。この効果はステップ３に入る

者の 50％近くを占めている。

感染者はは 1200 人だったが、ワクチン１回目接

３週間前ぐらいからコロナ感染者数の減少に表れ

種後 21 日以上は 4500 人、ワクチン接種２回目後

ているといえよう。

の感染者は 5200 人と多かった。ちなみにカリフォ

www.thefraser.com
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心のきらり 本当の自分への旅
＝人間関係＝

カサクラング 千冬

Sade Counselling

心 のケ ア

ようやく夏らしい気候になってきましたが、皆

間に何と言われるかではなく、ご自分がこの関

とこうして欲しい、など。あなたがそう思って

様はどうお過ごしでしょうか。さて、今月は人間

係を続けたいのか、続けたくないのかが一番大

いるということは、相手もあなたと同じように

関係のお話をしたいと思います。人間関係とは、 事なのです。ご自分のお気持ちをまず優先して

考えているところがあるのではないのでしょう

人と人との関わりまたは繋がりであり、様々な形

ください。そして相手を思いやった上でこの縁

か。

があります。気の合う人、合わない人。とても惹

に感謝して手放してください。

お互いを 100％理解することは不可能ですが、

かれる人、どうしても好きになれない人。色々な

たまに喧嘩はするけど大事な人だから繋がっ

今のそのままの相手を受け入れることは可能で

人に会い、色々な人間関係を作っていきます。人

ていたい、と思うのであれば “苦しい” という

す。彼らの言葉を受け入れるのではなく、彼ら

間関係によってはとても幸せに感じたり、またお

形容詞を変える必要があります。相手は変える

が今怒っている、苦しんでいる状態を受け入れ

辛い場合もあるかと思います。無人島に住まない

ことができません。変えられるのは自分だけで

相手の現実の解釈にご自分は関係ないと理解し

限り人間関係は避けられません。

す。まず、相手の感情の起伏をご自分が原因だ

ましょう。現実はあなたの解釈によって変わり

では、どうすれば少しでも苦しい人間関係を

と責めないでください。自分がとても幸せで満

ます。まず相手にしてほしいことをご自分から

楽にできるでしょうか。極端に言えば、苦しい

たされていれば、感情の起伏が減ります。人を

相手に与えてみてください。そして我慢せず、

人間関係への解決策は二つしかありません。ど

傷つけようとする人達は自分がとても傷ついて

無理をせず。ご自分の気持ちに正直に動いてく

うしても離れられない関係もありますが、自分

いる人達です。だからといって人を傷つけてい

ださい。それでも辛い人間関係であれば、もう

でどうにかできるのであればその関係から離れ

いという言い訳にはなりませんが、あなたが傷

一度手放しが必要か考えてみればいいかと思い

るか、または “苦しい” 人間関係を “楽” に思

つけられる理由は全くないということです。

ます。

あなたの潜在意識のパターン、つまりメンタ

心温かい皆様のお陰で、無事第１回目のセミ

ルブロックで人を傷つける行動に陥ってしまう

ナーが終了しました。次回のテーマは「人間関

れは、その人間関係であなたが一番欲しいこと、 こともあります。これも、相手は関係ありませ

係」。８月 14 日 ( 土曜日 ) 午後４時に座談会を

えるよう持っていくことです。
まず、どうすれば手放せるのでしょうか。そ
求めていることを考えることです。相手の気持

ん。ご自分のお気持ちに正直になってください。 開きます。詳しくはサイトをご覧ください。様々

ちや考えでなく、あなたが望むことです。義理

どうして相手を傷つけてしまうのか。ご自分を

な人間関係の中、皆様のお心が少しでも楽にな

や義務、依存や恐れ、相手がどう考えるか、世

理解してもらいたい、愛してもらいたい、もっ

れるよう願っております。

スパイスの達人
店で一番、という名前のミックスです。
そのお店でイチオシの調合ということで
しょうか。当然店によって配合の割合が

モロッコのスパイスミックス

Ras-el-Hanout ラセラヌー

ラセラヌー

Ras-el-Hanout
【材料】

違ってくるわけで、きまったレシピがあ

クミン：小さじ１

りません。だからカレー粉などと同よう

しょうが（粉）
：小さじ 1

に、自分の好みのブランドを選ぶことが

塩：小さじ 1

できて、それはそれでいいことですよね。

黒コショウ：小さじ 3/4

材料のスパイスにはそれほど珍しいも

モロッコ風ケフタ ターキーのミートボール
七面鳥は鶏肉よりも自然食に近く、くせのない味でお勧めです。
バンクーバーでは鶏ひき肉より普通に売っています。なければ
中華マーケットで鶏ひき肉が入手可。
【材料】 A) たまねぎ（縦細切り）
：カップ４

シナモン：小さじ 1/2

のは使っておらず、普通のスーパーで手

コリアンダー：小さじ 1/2

に入るものばかり。この分量で作ったも

カイエンヌペッパー：小さじ 1/2

のをビンに保存しておけば、手軽にモロッ

オールスパイス：小さじ 1/2

コ風の味が楽しめますね。

クローヴ：小さじ 1/4

塩：小さじ 3/4、
黒コショウ：小さじ 1/2
ラセラヌー：小さじ 1/2
チキンスープ：420ml
B）パセリ：刻みカップ 1/2
パン粉：カップ 1/4

ラセラヌーの辛味はカイエンヌペッ
パーの量で調節できますから、好みの味

レーズン：カップ 1/2

【作り方】

塩：小さじ１

のものを作ってみましょう。このスパイ

① A の材料を厚手の鍋で沸騰させる。ときどき

ラセラヌー：小さじ 1/2

スは、とくにタジーンという独特の煮込

混ぜながら、とろりとするまで弱火で 10 分

黒コショウ：小さじ 1/2

み鍋で作る料理によく使われます。お肉

くらい煮る。

卵（ほぐす）
：1 個

にすりこんでもいいし、煮込みやソース

② B の材料をボウルで混ぜ、
肉団子を 20 個作る。

にちょっと一振りというのも。万能スパ

③タマネギのソースの上に並べ、蓋をして 20

イスミックスとして活躍しそうです。

分くらい煮る。
④皿に盛って、刻んだアーモンドを飾る。
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We are 29 years old!

自然と生きる
高橋 清

自然を描く
2019 年秋、コロニーファームに、４フィート四方、高さ８フィートの柱の上に建
てたコウモリのコンドミニウムは、当時の建築管理人の間違いで今のところ不成功。
修復を待っているが、昨年秋、改めて原則として同じ大きさのミニ・コンドミニウ
ムを再び建築する機会を得た。建設には６週間掛け、僕の計画、管理の下で完成し、
今、２週間に一度出掛けてコウモリの入居を待っている。普通、コウモリも野鳥も
含めて野生動物は新鮮な木材を好まず、ある程度の風化を待つので、恐らく今年は
子育てが終わり、夏の終わりに着巣する機会があると期待している。
今日の話題はコウモリでは無く、最近新しい趣味を始めたいきさつと、そのアー
トのごく初歩的な紹介である。数年前に発足した Community Bat Program of BC と
いう名の団体が、BC 州内のコウモリの保全を目的に政府の認定の許で急速に活動を広げた。コウモリは世界に 1500 種以上が存在
すると考えられるが、夜行性であるところから、その生態は未だ余り知られていない野生動物の代表である。この団体はそれを知っ
てか知らずか、生態の解明を兼ねて調査を始めたが、頂点にいる学者の誤解に満ちた先導により、野生動物保護を先走り過ぎてい
ながらこの度政府関係機関、特にメトロバンクーバーの支援を受け、我々のグルー
プでやってきたコウモリ保護の仕事が完全に方向転換させられてしまった。政府か
らの支持による態度の傲慢なこの団体にかき回され、この度思い切ってこの分野か
ら手を引く決心をした。彼らが犯すであろう間違いが影響するのは、当地のコウモ
リ全体の生息数の 1 パーセントにも満たないし、後期高齢のお終いをもっと安定し
て、幸せに過ごしたい。しばらく心の葛藤で気分が落ち込んだが、新しく見付けた
絵描きの手段、Pyrography が僕を救ってくれた。
Pyrography は焼き鏝を使って木の表面に絵を描く技法で、僕は未だ 10 枚ほどし
か描いた経験の無い初心者なので、その知識の範囲での紹介となる。家にあった簡
単な焼き鏝で一寸絵を描いて見ると意外に面白く、早速行きつけの Lee Valley Tool
で一番簡単なセットを買った。電気鏝には鏝の先に差し込む４種の焼き鏝のセット
が付属、描く線によってその鏝先の形を選んで鏝に差し込み、せいぜい 15 秒待つと十分木材に焼きが入る様に加熱される。
小手先が木材に触れる瞬間に焼き跡が付くので、
鏝の選択、
温度調節が上手く焼き絵を入れる決め手となるようだ。電熱であっ
て、
当然火災の危険が無いわけではないが、
普通のペン先程度の大きさの焼き鏝なので電気接続に十分注意すれば危険はない。
僕が今使っている焼き鏝はごく初歩的な焼き鏝の道具である。ペン先４種は、１）直径１ミリくらいの球形の玉の付いた
線引きに使うもの、２）より細い線を引くもの、３）幅の狭いマーカー、４）幅の
広いマーカー、の４種類で、ペン先を選んで鏝のソケットに２本出ている脚を、注
意深く差し込み、電源を入れ、線の濃さによってダイアルで温度調節、30 秒待てば
準備完了である。
ここで今までに描いて来て気付いた点を紹介するが、初心者なので、或いはそれ
すら間違いである可能性が強いことを心得て頂きたい。写真「小手先の種類」を参
考に、ごく細い線を描く、明確な線、エッジを使って微細な線、腹を使って幅広い線、
そして幅の広い焼きを入れる鏝と僕は使い分けているが、或いは間違いが有るかも
知れない。僕が鏝の使い方で最も注意を払うのは、
強く押し付けると深い焼きが入り、
後で修正がきかない事である。
焼き鏝の基材として最も薦め
られるのは Basswood（シナノキのアメリカ種）だが、僕は Yellow Cedar や Beech など、比較的木目の
目立たない材も試し、使いやすいと思うが、今はそれ程拘らずに色々な廃材で色々な手順を試している。
今まで 10 数枚の試作をしたが、一番使い易いのは Basswood で、焼きにむらが入り難い。身に沁みて
感じたこの制作の難しさは、瞬時の指の滑り、勘違いなどでペ
ン先の動きが狂うと完全にその作品はダメになる事で、他の絵
画の様に修正がが効かない。僕の第一作はメンフクロウで、こ
れは一番難しい題材で失敗、第２作は此処に添付した、キャム
ループスの山地で写した、Yellow Berried Marmot の親子の絵で
ある。
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コロナ禍の最中にあって、ご多分にもれず筆者

日本の企業社会
(258)

も自宅での巣ごもりが目立って増えています。
そうした状況下で、時間的余裕がこれまでにな
あります。

過去 1 年のあいだに使わなくなった・不要と

中根 雅夫

くもたらされ、それに伴って読書量も増加傾向に

対象になっているようです。
なった製品があるとの回答をみると、
「書籍」が
最も多く 34.1％、次いで、
「ブランド品を除く衣類・

（26.0％）
、
「家具類」
（21.6％）
、
「パソコン・
63.3％、次いで、
「インターネットオークション」 服飾品」

以前読んだ本に改めて目を通したり、身近にあ

（16.1％）
、
「日用品・生活雑貨」
（15.0％）
が 17.1％、
「リユースショップ・中古販売店で購入」 周辺機」

る公立図書館から本を借りたり、ネットを介した

が 16.3％、
「インターネットショッピングサイト

書籍の購入も多くなっています。比較的近くに書

での中古品の購入」が 11.8％となっています。

店もありますが、
「不要不急」の外出を控えて在

この結果から、中古品の購入を約 30％近くの人

宅しながら書籍を購入することを選択しています

、
「玩具・模型」
（3.6％）となっています。
がインターネットを介しておこなっていることが （3.1％）

（ちなみに公立図書館も近くにあるその書店でも、 わかります。
ネット経由で借受の予約・購入が可能となってい
ます）
。

という結果です。
その一方で、回答が少ない製品は、
「バイク、
原付バイク」
（2.7％）
「
、自動車」
（3.1％）
「
、エアコン」
これらの結果から、どちらかと言えば、耐久消費

また、みずから使わなくなった製品の売却・引
渡しの経験に関しては、
「過去 1 年間で利用した

財よりも非耐久消費財のほうがより多いという状
況がうかがえます。

そうしたなかで、時々古本を筆者も購入するこ

ことがない」が最も多く、57.7％、次いで、
「リユー

そこで、使用しなくなった・不用となった製品

とがあります。先日も、古本をネットを介して買

スショップ・中古販売店」が 21.1％、
「インターネッ

の排出・引渡し先の選定理由についてですが、
「金

いました。同じ本であっても値付けは様々で、そ

トオークションでの売却」が 12.7％、
「不用品回

銭的な理由（お金が得られる、支払う費用が安

れぞれ販売元の書店による販売品へのコメントが

」の回答が最も多く 59.7％、次い
収業、片付けサービス業などに引渡し」が 8.0％、 くてすむなど）

付されています。たとえば、中古品だが良好なコ 「郵送・宅配での買取サービスでの売却・引渡し」 で、
「まだ使用する人がいれば有効に利用して欲
ンディションですといった具合です。
しかし、時にはコメントに反した古本が届けら
れることもあります。確かに紙質は悪くないので

が 6.3％という結果になっており、購入経験と比

しかったから」
（40.4％）
、
「煩雑な手続きや準備

べると、より少なくなっています。

をしなくてすむから」
（39.8％）と続いています。

さらに、今後の中古品の購入意向を品目別に聞

以上にリユースの実態を種々みてきましたが、端

すが、やたらに傍線が引かれていたり、書き込み

いた設問に対しては、
「書籍」が最も多く 77.4％、 的に言えば、消費者のリサイクルへの行動はまだ

があったりで、それらが意外なほど煩わしく感じ

次いで「ソフト・メディア類」
（71.3％）
「
、ゲーム機」 活発であるとは言えず、その意味で、これまでの

て、読み進めていく邪魔をして、書かれている内

50.8％、
「自動車」
（49.8％）となっています。

容を吟味する意欲が削がれてしまうケースもあり
ます。
そこで今回はこうしたリユース市場の現状につ

その一方で、
「エアコン」
（13.9％）
、
「携帯電話・

消費行動の課題を見直すといった消費者の意識は
依然として低い状況にあります。

スマートフォン」
（16.5％）
、
「テレビ、洗濯機・

現在、世界的な規模で取り組まれている、大

乾燥機、冷蔵庫」
（18.4％）は、ほかの品目と比

量消費・大量廃棄を可能な限り回避するという

いて主に環境省による実態調査結果に依拠して考

」の実現に向けた
べて中古品の購入意向が低いという結果となって 「持続可能な開発目標（SDGs）

えてみたいと思います。

います。

ま ず、 中 古 品 の 購 入 経 験 に つ い て は、
「過

活動は、現時点では十分でないことが改めてわ

これらのことから、
「書籍」にその典型をみる

かります。

去 1 年では利用したことはない」が最も多く、 ように、比較的手軽に取り扱いやすい品目が購入

はなしの箸やすめ

無愛

想子

泥棒２題
◆ シェフのロブの大事なハンバーガー、ポーク・チョップとスフ

◆ ウィニペグの質屋の主人ジョージは、自宅に入つた泥棒が貴重

レ状のアップルパイケーキのレシピが、彼のレストランから盗まれ

品を盗んで行ったので、新聞に、盗品は買い戻すから返して欲しい

た。

と広告を出した。すると翌日、見知らぬ男が、盗まれた品物全部を

彼のレシピのほとんどが入っていたコンピュータは、正面の大き

大きな袋に入れて店に入って来た。 この男は、ジョージが息子にプ

なガラスドアを壊した泥棒がフロントデスクから持って行ったのだ

レゼン卜するために買っておいたスポーツシャツまで着ていた。そ

が、この泥棒はあわてていたのか、高価なアルコール類や銀のナイ

れにはまだ定価がついていた。

フやフォークには全く気づかなかった。
このコンピュータには、ロブが近く出版するはずの料理の本に載
せるレシピが入っていたのだが、その原稿は幸いなことに泥棒が入っ

ジョージは見知らぬ男に調子を合わせて相手をしながら、入り口
を閉めるスイッチを押し、野球のバットを隠し持ちながら、警察に
連絡した。盗品は全部彼の手に戻った。

た２日前に発行者のところへ送ってあった。泥棒はきっと彼がどん
なに貴重なものを盗んだか、全然知らないのだろう。

20

月刊 ふれいざー Toronto

July 2021

Fraser Monthly Toronto

We are 29 years old!

窓 を開

連載エッセイ

緑の生存競争
雨の夜、長野県蓼科高原の仕事場に着いた。

て暖を取るだけで充分。ストーブを点けるほどで

ひと月ほど締め切っていた築 35 年の建物が、 はない。服を脱ぎ、ベッドに滑り込んで、このま
どこかのすきまから入り込んだ湿気で、黴くさい

ま眠くなってくれたら、と思っているうちにいつ

ような独特の匂いで僕を迎え入れる。

のまにか眠りに落ちた。

窓を開けて空気を入れ換えたいが、外の方が湿
度が高いのは明らかで、開けることが事態を改善

港 も見

ければ

させるとは限らない。少なくともその時はそう
思った。湿気ていても、籠もった空気を入れ換え
た方が良かったと後で思い直したけれど、その時
はそういう判断にはたどりつかず、まだ慣れない
「別の場所」の、家とは違う匂いに浸ることの方
を選んだのだ。

翌朝、目覚めると遮光カーテンのすきまから光
が見えた。
何時だろう。枕元で充電中の iPhone を見ると
８時 26 分。すっきりした目覚めだ。
素足で歩いて窓に向かい、カーテンを開けて目
を見張った。
なんて濃い緑の塊！
記憶の中にある窓の外の景色とまるで違って

部屋は、前回、ここを後にしたときのままだっ
た。

いた。前に同じ窓から外を見たのは１ヶ月前、５
月の初旬のことだ。横浜では新緑の季節だが標高

える

いや、そうでないと困る。賊が忍び込んで金目

1200 ｍのこの場所では、枯れ木にほんのわずか

のものを物色した痕跡に出会うのはいやだ。逃亡

緑の葉が芽吹き始めているばかりだった。遠く見

中の殺人犯が原生林に逃げ込み、この家を見つけ

える山並みは雪を頂いていた。

て身を隠し、冷蔵庫の中の物を食べ尽くしたとこ
ろに遭遇するのも困る。

いま、目の前にあるすべての枝と枝の間はまっ
たくすきまなく緑で埋められている。溢れ出た

そんなことを考えるほど、辺りは静まりかえっ

ようにこんもりと茂ったさまざまな濃さの緑は、

阿川 大樹

ている。遠くの国道を行き交う車の音も聞こえな

かつて見えていた山並みすら覆い隠してしまっ

い。とにかく横浜の家とは違う。あまりにも静か

ている。まるで地中から緑色をした溶岩が吹き上

すぎて、耳鳴りのように「静けさという音」が盛

がっているみたいに。

大に鳴り響いて耳を塞いでいるようでもある。

思わず深呼吸をする。昨日の夜と同じ匂いがし

木々に当たる雨の音ぐらいしてもよさそうな

た。そうだ、まだ窓は閉じたままだった。開いた

のに、無数に木の葉にぶつかっているはずの雨も

窓から柔らかい空気が流れ込んできた。空気が甘

今日は細かすぎて、むしろ、空気中の水滴が吸音

い。そう思った。

材として働いているかのように感じられる。

圧倒的な量の植物の緑に癒されていた。

寝る前にお茶でも飲もうと火にかけたやかん
の沸騰し始める音が部屋中に響くと、注ぎ口から

ただ、明るい光の中で見えてくる森のディテイ
ルに気づくと印象は変わる。

立ち上がる蒸気が自分の頬にまで届いてくるよ

生存競争だ。

うな気がする。

形や色の違う葉と、それを茂らせるすべての草

マグカップに日本茶のティーバッグを入れ、お

木が、それぞれ自分の生きる場所を確保する為に

ざなりな作法で湯を注ぎ込むと、わずかな茶の香

戦っているのが見える。勢いを保たなければ他の

りを含んだ湯気が上がって、雨の夜の三時間ドラ

種に覆い尽くされ飲み込まれてしまう。そんな静

イブの疲れを癒してくれる。カップに両手を添え

かな戦いが目の前に広がっている。

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

オーナーの Monique Zizzy さんと Karen Hope さん
Photo by Philip Baynton

Photo by Mirae Campbell

今夏外せないトレンドの１つが Infused Liquor。今回は BC ブランド Fuse

クテル（8 ～ 10 杯）の出来上がり！ 再度お酒を入れても作れますが２回
目は味も香りも少々下がるのでご了承下さい。

and Sip の Premium Drink Mix をご紹介します。
Monique Zizzy さんと Karen Hope さんが去年の 12 月に Fuse and Sip を始め

夏の新作一番人気 The Moira Rose Sangria
（バラ × クランベリー × パイナッ

たきっかけは、多くの方が共感出来る「コロナ禍あるある」から。Karen さ

プル×レモン Mix）はロゼワインと相性ピッタリ、飲む時に炭酸水を混ぜ

ん夫婦が外出自粛期間中に高価な材料を買い揃えてバーで飲む様なカクテル

ればサングリアが完成！Day Drinkerは苺、
ピーチ×レモン×エルダーベリー

作りに挑戦、でも失敗続きで残ったお酒はホコリを被って棚の上 。

×ミントのリフレッシュなブレンドが人気。他にもユニークな材料のペアリ

そこで彼女達がアルコールにドライフルーツやハーブ、無添加の甘蔗糖
を合わせた Infusion Kits を考案。フレーバーのアイディアはバンクーバーの

ングが楽しめる Garden Party、Hammock Time や The Forager 等を暑い夏に
楽しみたいドリンクが揃ってます。

自然や地元食材から影響を受けているとのこと。そして栄養士の経歴を持つ

熱中症対策や二日酔いにも効果的な Electrolyte Drink は Sea Salt を含むイオ

Monique さんのハーブや花の豊富な知識から、健康に良い材料の組み合わせ

ン飲料水。爽やかなクランベリー×オレンジ×ライムのコンボは体がだる

や成分摂取方法にも拘っています。

い時に最適。ホットは熱湯（１L）に１袋入れて 15 分置き、アイスは水 (1L)

作り方は Infusion Kits にジンやウォッカを入れて冷蔵庫で３日ほど寝かせ
ます。キットをシェイク＆濾してから、グラスに入れて炭酸水を加えればカ

Fuse and Sip

に１袋入れて８時間ほど冷蔵庫で冷やしましょう。
新作コレクションやお薦めの飲み方情報は HP で Check it out ！
				
（H.J.）

www.fuseandsip.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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オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！オーマイガー！オーマイ
サイエンス

サイエンス

サイエンス

人間は何歳まで生きられるか
モスクワ物理技術研究所のピョートル・フェジチェフ博士をは
じめとする、ロシア、シンガポール、米国の研究者が、人間は理
論的に何歳まで生きることが可能かを明らかにする方法をあみだ

サイエンス

サイエンス

サイエン

排ガスや大気中から簡単に CO2 のみを回収可能に
６月 22 日、九州大学は、大気中の CO2 だけを取り出すことができる分離膜の
開発に成功したと米国化学会誌『ACS Applied Materials & Interfaces』に発表した。
これは、
「アミル含有ゲル粒子膜」というもので、多孔性の膜にスプレーするこ

した。これは、身体の動的状態のインディケーターである全複合

とで CO2 を大気中から選択的にとりだすことができる。これにより、工場などか

的指数 DOSI を利用する方法である。英国及び米国立健康・栄養

ら排出される CO2 だけでなく、すでに大気中に放出されている CO2 の回収も可

バイオバンクにあるこれらの指数を分析して、年齢、病気、生活

能になるという。

スタイルなどの条件に DOSI が関係しており、身体の物理的耐久
性を知ることが可能だということがわかった。
この計算方法によって、人間は最高で 120 年から 150 年の範囲
で生きることが可能だという結果が得られた。

実際に CO2 が 10％、窒素が 90％の疑似排ガスで行われた実験では、窒素に対
して 216 倍の選択性が確認されたという。また、CO2 が 400ppm 含まれた空気の
実験においても、窒素に対して CO2 が 2380 倍の選択性で透過された。
これまでにも CO2 の回収
に関してはいくつもの技術が

研究者によれば、この方法により一般的な生物学的年齢のみで
なく、具体的個人の寿命を理論的にしることが可能になるという。 開発されているが、どれもエ
ここ数年、人間の寿命に関する科学者たちの議論が活発におこ ネルギーコストがかかりすぎ
なわれている。５年前には、米国の研究者らが人間の最長寿命は

る難点があった。しかし今回

100 歳から 115 歳であると発表したのに対し、カナダのマクギル

開発されたこの技術を利用す

大学の研究者たちは過去 50 年間の最高年齢統計などを分析して、 れば、多孔性の支持膜にスプ
米国での研究は分析対象があまりに少なく、結論を出すには性急 レー塗工するだけで CO2 を
であると雑誌『ネイチャー』に発表し、議論が巻き起こっている。 回収することができる。その
ちなみに、
現在の世界最高齢の方は、
日本人の田中力子（たなか・ 塗工自体も技術的な精度はあ
かね）さんで 118 歳。

まり必要としないという。

アミン含有ゲル粒子膜の成膜方法の模式図。ゲル粒子水
溶液を、さまざまな表面構造を有する多孔性の支持膜表
面にスプレー塗工をするだけで、欠陥のないガス分離膜
を成膜することが可能である。 ( 九大プレスリリース )

ファイナンシャルアドバイザー

知っておくべき

井上

ファイナンシャルプラニング

朋子

みずほ銀行のニュースレターに、人間には３つの寿命があると

ミレニアムは地球が始まって以来の最も贅沢な人種だと言われ

書かれていました。それらは、「寿命」、「健康寿命」、そして「資

ています。現在では、ほとんどの方は大学または何等かの専門学

産寿命」です。「寿命」というのは、みなさんのご存じのとおり「生

校に通い、卒業後には、海外にでかけ、自分探しをしたり、正規

きている期間」です。次に、「健康寿命」ですが、「健康寿命」と

雇用より自分のプライベートを重視した非正規雇用を好む人が多

は寿命が気になりだす頃で、日本の「健康寿命」は最高でも７４

く、納得のいく人生を生きていきたい人が多いです。インターネッ

歳で、８５歳になると半数の方が何かしらの介護を受けているそ

トや携帯電話は必需品ですし、３年毎にアップグレードします。

うです。そして、最後に「資産寿命」とは「資産が尽きてしまう

車も家も中古より新車や新築を望む人が多いです。結婚もしたく

までの期間」です。健康で、長生きするのは、よいことですが、

ない、子供も欲しくない、また、子供がいても、子供の世話には

最近では「資産寿命」を心配する人が増え、投資ブームが来てい

なりたくない、親を介護施設に入れ、自分は健康で、長生きがし

ます。

たいけど、年金が保証されていない、となると資産寿命を考えな

私が日本で勤めていた昭和の終わり頃には、社内の５０代の管
理職の訃報をよく見ました。当時の５０代以上の社員の多くは大

ければなりません。
日本でも、カナダでもリタイアメントに向けての長期投資が重

学に進学せず、高校を卒業して、すぐに就職した人が多かったです。

視されています。やはり、普通預金口座にお金を入れておくと使っ

彼らは若い時期に結婚し、新婚旅行は海外ではなく、国内でした。

てしまいますが、自動引き落としにして、リタイアメント向けの

すぐに子供ができ、終身雇用で働きづめ、社内で喫煙する人も多

口座や、非課税の貯蓄口座に投資をしておくと意外に使わないも

く、５０代や６０代で亡くなりました。今ほど贅沢な時代ではなく、

のです。若い頃から貯蓄を始められた方が簡単ですが、人生の後

老後も短かったので、年金で十分な生活ができたようで、子供や

半からでも貯蓄額を増やせばいい結果は出てきます。

子供のお嫁さんが親の介護をしました。「寿命」も「健康寿命」も

Pay yourself first ！

短く、「資産寿命」が尽きる心配はなかったようです。
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＜チャレンジ DIY

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。

キッチンリノベーション＞

Covid-19 の影響から自宅で過ごす時間が増え、 決現金払、配達不要、施工不要」と交渉。カウン

に低速。だらだら扉や部品の取付けを続け、気づ

この 1 年リノベーション需要は高騰し、関連業者

タートップは加工工場を持つ石屋さんに発注。運

けば３月。お客さまを呼べる段階になるまでに約

さんは大忙しと聞きます。また、ご自身で取り組

搬や廃棄を自ら対応するなどして経費を削り貧乏

４ヶ月かけての一大家族行事となりました。

まれた方も多いのではないでしょうか？ 今回、 暇なし。部分部分での買い物は非常に面倒ですが、 ◆所感 労力と時間、キッチンの使えない期間の
我家のプロジェクト顛末をご紹介させていただき

一方で学ぶことも多く DIY 感も増します。

不便さなどをコスト換算すると、プロに頼むべき

ます。皆様の参考となれば幸いです。

◆しかし、以上が準備段階。実作業はここからで

だったかと実感します。経験者の皆様はご共感い

◆きっかけは隣の家！ リタイア生活満喫中の

す！ まずはアイランドカウンター。独立してい

ただけるかかと思いますが、期間中ソーダストの

隣家のご夫婦が引越し挨拶時、素敵にリノベー

るので練習にもなると思い解体を始めたのが 11

掃除と散乱する道具、ねじ類の片付けをひたすら

ションされた家の中を案内下さったのですが、左

月半ば。床板を切抜いて地板に設置してあること

繰り返す日々。流血騒ぎもありーの、幼いお子様

右対称全く同じ造りのタウンハウスのはずが、ま

が分かり、床の張替え、電気の配線も必要となり

のいらっしゃるご家庭では安全上お勧めできませ

るで別世界で感動したものです。

予想以上に苦戦。その後、年末を利用して水道を

ん。力仕事も、家族構成上ヘルプなしには不可能

◆まずは定番 IKEA へ イメージングと品定め。プ

止め、シンク、食器洗浄機、ディスボーザーを一

な場面も多いと思います。リノベーションご検討

ランニングは予約制で有料ということでしたが、 気に取替えるつもりが、配管に戸惑い難航。新年

の際は、ぜひ建友会までお気軽にご相談お問合せ
https://kenyukai.ca/contact-us
下さい

オンライン無料ソフト IKEA Planer にて 3D 図面が

も引続き自宅内キャンプ生活……。また、ガス接

作れ、しかも IKEA 製品で見積りも作れるとあって

続栓が日本のガスコンロ感覚

こちらが大活躍。希望の構想を可視化でき、計画

で簡単に外れると思っていた

（文：木元 くみ子）

を固めることができました。ところが我家の場合、 ら、専用の道具が必要と分か
IKEA の規格が既存の配置に合わず、壁内の配線や

り追加出費。ここまで苦悩の

配管までは DYI できる気がしなかったため断念。

キャンプ生活約２ヶ月。そし

◆キャビネット探し Home Depot でも本格的な

て、水道とガス機能が整うと

図面と実商品で仕上げた 3D イメージを作って下

不便さが解消され作業が急激

さるも、家電一括交渉でも明らか予算圏外のため、
こちらも断念。最終的には必要アイテムをリスト
化し中国系問屋さんショールーム兼倉庫にて「即

After

Before

Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
Round ６

【世直しボクサー】エイジ

試合の結果

「さあ、今晩の試合はどうなるかなあ？」ロンドンから東京に来て一週間一緒に有名企業を訪問
した著名なジャーナリストのマーティンが、午後の広尾のカフェで筆者に興奮と心配の混ざった
笑顔で言った。その夜は後楽園ホールに筆者の選手が 5 人か 6 人出場してマーティンと同僚のダ
ニーもリングサイド席に招待。前座の４回戦からメインイベントの日本タイトル戦まで、ずっと

広告の御用命は下記まで

赤コーナーのセコンド。
「どうなるかはわかってるよ」と即答すると、彼は「You know?」とまっ

toronto@thefraser.com

たく解せない表情。
「Yes, I do. 知りたきゃ言おうか？」と言うと、当たりっこない宝くじを買うか

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

のような態度で「Yes, tell me.」試合のプログラムを指差しながら「１試合目は２回 KO 勝ち、次は
１点差の判定負け、次は引分、次は３回で倒して、メインイベントは 7 回 KO 勝ち」と、ササッと
言う筆者をマーティンはペテン師を見るような目で。
その夜の大川ジム主催の後楽園ホールは大いに湧いた。全試合のあと、選手のドクターチェッ
クも終えて、マーティンたちの待つレストランに、セコンドの格好のまま駆けつけると、立ち上がっ
た２人のイギリス人がまるで聖マリアにでも出逢ったかのような顔で「Oh, my god ! お前の言った
とおりだった ! 奇跡を見た！ How? Why?」と席に座らせてくれもせずに責められた。
「( 全員、自分に打ち勝ってて立派だが ) 自律節制の徹底さ加減、苦しみを超える度合い、日々の
限界の超えぶり、奥の奥にある魂の不屈さ、虎の目の鋭さ、２〜３週間の絶食状態での 10 キロのロー
ドワーク、歩けず這うしかできなくてもスパーリングを生き延び、一切弱音を吐かず、人に優しく、

コミュニティ団体の非営利

謙虚で、死を恐れぬ覚悟」……一言で言えば「人間の超越した純粋さ」を見てるからわかる。ジロ

イベントのお知らせ などにも、

関わった数百戦、すべて試合以前に結果はわかってた … ある 2 試合を除いて。

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。

ジロは見ない。ひと目でわかる。ちなみに試合の勝ち負けは重要じゃない。
「自分に勝つか」
が最重要。
その２戦とも相手は世界チャンピオン。
「俺の選手が絶対に勝つ」と自信があったが、世界最頂
点の虎に負けた。おかげで俺は思い上がり野郎にならずにすんだが、２人の日本チャンピオンに
はとってもすまない「俺が甘かった。バカだった」
猛虎に負けた２人、大友巌と横田広明は俺の真の誇り。観客に「ホントの男の根性はコレ」と
魅せた 2 人は試合に負けても勝負に勝った。人の将来の行方は、今を見ればクッキリ。
YouTube →「世直しボクサー 」吉川英治
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2021 年 6 月の TREB 全域の全物件タイプの平均価格は $1,089,536
となり、2020 年同月の $931,131 から +17.0% の上昇です。6 月の総
取引数は 11,106 件で、昨年同月から +28.5% となりました。新規リス
ティング数は -0.1%、有効リスティング数は -19.3% とマーケットはま
だ売り手市場ですが落ち着きを取り戻しつつあるようです。数ヶ月前
よりは全体的に減速していると言ったところでしょうか。これは例年
スローになる夏の影響、そして急騰するマーケットを避け小休止を取
る買い手が多くいる事もあると思われます。それでも平均売却日数は
17 日間と -34.6% で、昨年に比べ比較的に速く推移しています。
物 件 タ イ プ 別 に 平 均 価 格 を を 見 ま す と、 戸 建 て ( デ タ ッ チ ) の
+24.8%( 市 内 +11.5%、 市 外 +29.4 ％ ) を ト ッ プ に、 タ ウ ン ハ ウ ス
が +17.8%( 市内 +9.9%、市外 21.0％ )、準戸建て ( セミデタッチ ) が

+13.4%( 市内 -1.9%、市外 +21.5%)、最後にコンドアパートが +8.3%( 市
内 +6.7%、市外 +15.9%) の順に並んでいます。恒久的にあちこちで工事
をしているトロントですが、新たな Ontario Line 計画によりさらに工事
( とそれによる混乱 ) に拍車がかかりそうです。
15.6 キロ、15 駅に及ぶ新線は Exhibition Place からダウンタウンを
Queen St に沿って横切り、DVP を越えイーストチャイナタウンとグリー
クタンをかすめ北上し、日系文化会館近くのサイエンスセンターまで到
達します。多くのバス・ストリートカーや GO Transit ルートとも接続し、
市内の交通渋滞緩和にも役立つでしょう。プロジェクトの完成予定は
2030 年となっておりますが、トロントの事なので延びる可能性もあるで
しょう。数ヶ所の駅回りでは大規模な商業・住宅開発計画も打ち出され
ており、近隣の住人たちとのすり合わせや環境・騒音問題への対策も必
要です。
人口の増加し続けるトロントにはインフラ交通
網の整備は絶対必要ですが、そのプロセスは長く

知能と加齢

平坦ではありません。

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

先日姉妹団体である NPO, West Coast Healthy Memory Society
の年次総会がありました。その中で頂いたコメントに、毎週行っ

Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

ている「脳の運動教室」は認知症になった方の為の活動だと思
われている、という意見を頂きとても驚きました。あくまで脳
の運動教室は脳を活発にし、記憶力などを強化することが目的
ですので、今ここで私達の活動が認知症の方の為という認識を
強く否定したいと思います。
しかしこの事件？は私達 NPO に多くの疑問を投げかけまし
た。まずは事実として理解して頂きたいのがグラフの結果です。

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。

健康長寿ネットからお借りしましたが、高齢期における知能の

動パターンや行動のやり方を、加齢による機能の低下にふさわ

■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

しいものに変化させている。その調整・適応により、知能低下

お気軽に日本語でお問合せください。

の影響が目立たないのである。」という部分でした。まさに、私

Sales Representative

加 齢 変 化 に つ い て で す。（https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/
tokushu/koureisha-shinri/shinri-chinouhenka.html） 処 理 速 度、
推理、記憶共に 20 歳代をピークに徐々に下降しています。唯一
向上しているのは語彙力ですが、これは年齢を重ね、経験や情
報が増えるためと考えられます。
このデータの考察で面白いな、と思った点は「多くの人は行

達は日常で何かできなくなった時に「いやいやたまたま寝不足

D.H. Toko Liu（劉 東滉）

で」とか「ちょっと忘れっぽいけれど、自分はまだ○○もでき

Cell: 416-894-6049

るし」と自分を納得させたがりますが、実はそれが知能低下を

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

隠す調整かもしれないとは気づいていません。
脳の運動教室は 2020 年の BC 州の United Way の質的評価研
究に選ばれました。脳の活性化だけではなく新しい情報を収集
することや家族以外の新しい友達と楽しい時間を共有できるこ
となどが示されました。系統だったプログラムが処理速度、推理、
記憶力を強化します。是非バンクーバー発の知能保持、改善の
試み「脳の運動教室」への正しいご理解お願いします。そして
いつか何故かバンクーバーだけ認知症になる人が少ないね、な
んて言われる健康都市になってくれれば嬉しいですね。（続く）

www.thefraser.com
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田中 裕介
日加友好とトーテムポール
カナダを代表する画家で作家のエミリー・カー
（1871~1945）が、先住民から「何のためにわれわ
れのトーテムポールを描くのか」と問われて、
「な
ぜって、美しいからよ。若い人たちは、年取った
人のように、ポールになんの価値も感じないし、
やがてポールはなくなってしまうでしょう。私は
絵にしたいと思うの。そうすれば、白人と同じよ
うに、あなたたちの若い人も、ポールがどんなに
素晴らしいかがわかるでしょう」と答えている。
（
「カナダ先住民物語」上野眞枝訳）
エミリーは「ポールには彫った人の魂が刻まれ
ている」とも言う。19 世紀、トーテムポールはカ
ナダ西海岸の先住民の村々の前に立ち、遠く海を
見つめていた。一本一本に村の物語が刻まれてい
た。それはカヌーでやってくる人々に対する村人
の歓迎の印であり、名乗りだった。
今、西海岸沿岸を歩いてもポールは見あたらな
い。大木を使っての制作費も大きい。エミリーが
予言した通りになった。悲しいことだが、一方で
カナダ先住民の物語と世界観が、
新しいトーテムポールに刻まれて
日本のいくつかの地に建立されて
いる。世界に目を向ける若い人た
ちにとっては意義深いものを感じ
る。

岩手県との境にある宮城県登米郡出身の及川甚三
郎（1885~1927）が、83 人の同郷者を引き連れて
「水安丸」でビクトリア港に密かに上陸した。この
損得を度外視した社会事業家の通称「及甚」の生
涯は、
われわれに「あなたは何のために生きるのか」
と問いかけている。
あるいは、2008 年、大阪市の地下鉄渡辺橋駅の
構内に設置されたイヌイットのイヌクシュク（石
を積み上げた人型の道しるべ）がわれわれに語り
掛けるのは、米国アラスカ州ノームでイヌイット
の妻を娶りそこで生涯を終えた探検家・和田重次
郎の人生であろう。超人的な体力の持ち主だった
重次郎は、村民 1400 余名をジフテリア感染の脅
威から救うべく、命を賭けて犬ソリで血清を運ん
だ英雄として讃えられている。
もう一人、BC 州ビクトリア市に馴染み深い一
世は、長崎県口之津出身の永野萬蔵（1855~1924）
である。口之津には新築なった歴史民俗資料館も
ある。日系カナダ人移民第 1 号とされる萬蔵は、
1877 年に西海岸に上陸した。彼
は塩鮭の日本向け輸出で成功し一
時期は「サーモンお大尽」と呼ば
れるほどだった。ビクトリア市に
日本美術・雑貨店を構え、1915
年頃には、流行り始めた野球を推
進すべく「ビクトリア・ニッポン
鮭は黄金の夢
ズ」の顧問となってバンクーバー・
今年 6 月、和歌山県美浜町三
アサヒとの交流試合も行った。今
尾のカナダミュージアムで、カナ
では、若い日系選手たちの新アサ
ダで制作されたトーテムポールの
ヒ・チームが野球のみならず日加
除幕式が行われた。これは、同村
の交流に一役かっている。
出身の工野儀兵衛（クノ・ギヘイ
そして、京都府の国立民族博物
1854~1917）が 1888 年に BC 州フ
館には創立 50 周年を迎える記念
レーザー川河口で「水面が盛り上
として、2020 年に新しいトーテ
がるほどの鮭の大群」を目の当た
ムポールが寄贈された。1978 年
りにしたことに始まる出稼ぎと、 1995 年に寄贈された盛岡城跡公園 に立てられたポールが色褪せ一部
に立つトーテムポール
その後の移民の往来による日加親
破損したためという。習わしとし
(photo: 佐々木幸弘 )
善を記念するものだ。やがて、三
て、先住民は修繕せず朽ち果てる
尾は「アメリカ村」と呼ばれるほど洋館の立ち並 のに任せているという。全ては母なる大地に還る。
ぶ異色の町に発展し、
工野儀兵衛は
「須知武士道
（ス そこに確かな世界観がある。
ティーブストン）の父」と呼ばれてきた。
個々のポールには先住民の魂のみならず、白人
だが最近では、三尾も過疎化し、当時を偲ぶ縁 や日系を含む移民たちの流入により次々と感染病
はこの資料館にしかないという。2027 年、日系カ に襲われ、天然資源を奪われてきた負の歴史、差
ナダ人の歴史は 150 年に達する。この資料館とトー 別と迫害の記憶も刻まれているはずだ。また、北
テムポール、工野儀兵衛の胸像には移民たちの物 米の先住民を取り上げるならば、アリューシャン
語が詰まっている。地元民にとって、ここはカナ 列島の西端に位置する北海道を本拠地とする先住
ダに「黄金の夢」をはせた祖父母の声が蘇ってく 民アイヌの歴史も同時に想起すべきだろう。
るタイムカプセルなのだ。
この他、岩手県盛岡・BC 州ビクトリアの姉妹都 先住民の世界観と死生観
市 10 周年を記念して、1995 年に盛岡城跡公園に
1867 年、カナダは英領北米植民地として建国さ
立てられたポールもその謂れは深い。1889 年に赴 れた。翌年、日本は明治維新を達成し、北海道に
任した初代バンクーバー領事の杉村濬と妻ヨシ
（旧 は開拓使が置かれた。この時、先住民の大地アイ
姓・長嶺）は旧・盛岡藩出身だ。更に、1906 年、 ヌモシリは新たに被支配の地となった。1899 年
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６月、除幕されたトーテムポールと工野儀兵衛胸像の間
に立つ、左から籔内美和子町長、工野儀兵衛のひ孫、髙
井利夫氏、三尾さかえ館長 （photo: Mio Canada Museum）

の「北海道旧土人保護法」制定に伴い、土地の収
奪、日本語の強要などさまざまな弾圧を受けてき
た。
「旧土人」と規定されながら、アイヌは 2008
年まで日本政府から「先住民」であることを認め
られたことはない。国連の世界先住民宣言を受け
て、洞爺湖で開催された G7 サミットの直前になっ
て、やっと「先住民認定」が閣議決定された。
負の歴史に関しては、アイヌと北米先住民の共
通点は多い。例えば、1930 年代から学問的研究材
料として、北海道大学始めいくつかの大学で遺骨
を盗骨、収集してきた。すでに北米では法律で遺
骨を返還することが定められているが、日本では
やっと最近になってアイヌから抗議の声が上がり、
遺骨返還の動きが出てきた。北米先住民と同様に、
朽ちて大地に還ることがアイヌの信仰であり死生
観なのだ。
翻って、去る５月、BC 州カムループスで 215 体
の子供の遺骨が埋められていたことが発見された。
この報道がカナダ各地に飛び火し、あちこちでか
つての先住民寄宿制学校の跡地から遺骨がみつ
かった。更には、トロントのライアソン大学のキャ
ンパスに立つ創立者エグルトン・ライアソンの銅
像が抗議集会に集まった 1000 人の眼前で引き倒さ
れた。CBC 放送によると、寄宿制学校を設立した
ことで知られるライアソンの名前を同大学の名称
から外すべきだという声が以前から上がっていた
という。学生たちからは「先住民にとって、これ
は正義の始まりに過ぎない」という声もあった。
カナダ政府は 2015 年、TRC（真実と和解委員会）
本部を設立し、先住民との和解事業を開始した。
これを形骸化させないためには、市民全員が絶え
ず過去の歴史の真実を探り、和解のための話し合
いを持ち続け行動することが求められている。
ちょうど今から 30 年前、1991 年 7 月初旬の週
末の 3 日間、ハーバーフロントで開催された＜大
地の霊の祭り＞は、日系カナダ人とカナダ先住民
が共催した歴史的な大交流会だった。この時、会
場のオンタリオ湖畔に建てられたイヌイット・
アートの＜理解の門 (Gateway to Understanding by
David Ruben Piqtoukun) ＞は、３つの岩石を組んだ
造形物で日本の＜鳥居＞に似ており、不思議な親近
感を感じる。家族、友人と一度訪れて、手をつな
いでこの＜鳥居＞をくぐってみてはいかがだろう。

We are 29 years old!

第 59 回

VI

キロス田中桜子

ミッション（使命）

遅れてきた、津軽アイヌ
「禁じられた風景」
七月に入ると、バンクーバー市の都心に新た

た風景」を四面の壁一杯に網羅した内容であっ

て来るという事実は、各方面に大きな波紋をな

たのだ。

げかけたようである。ついではバンクーバー市

に建てられた高層ビルの市立図書館「バンクー

その写真展を見に来た勇気ある人々の総数

バー・ライブラリースクエア」にて、いよいよ

は、四千人を越えた。彼らが残した平和へのメッ

長崎の原爆写真展が開催された。五十名を越え

セージで、ゲストブックのページは埋められて

るボランティアたちは、毎日交代で数名ずつ会

行った。その多くは「写真展をおこなってくれ

1995 年８月６日、９日は広島、長崎に恐

場の地下ホールで訪れる人々の質問に答え、千

て、有難う」と感謝を表し、「二度とこのよう

ろしい原子爆弾が投下されて 50 年周年の

羽鶴の折り紙デモンストレーションなど、展示

な悲惨を繰り返してはならない」と英語で綴ら

記念日に当たります。

の世話をしてくれた。その多くは日本から語学

れたものだった。

留学している学生たちだったが、中には地元カ

の市長が自ら、以下のような「平和宣言」を発
表することとなった。

しかしその反面、展示会の会場に毎日通った

二つの原爆は何十万の日本人一般市民の命

ナダ人の若者や、長崎県出身の学生や移住者、 若い学生たちの多くは、その痛ましい写真と彼

を失い、今なお、多数の人々が後遺症に苦

またそのご子息も含まれていた。

しんでいます。

らを取り巻く現実とのギャップに疑問を感じ初

バンクーバーには、長崎県出身の移住者の方

めたようだった。ひんやりとした地下の会場で

が少なからず暮らされており、中には「是非う

暗い風景と何週間も付き合っているよりは、町

核兵器が完全に廃絶されない限り、世界の

ちの子供をボランティアに入れてください」と

に出て他の子達と遊びたいだろうし、ビーチ

人々の安全は守られません。

頭を下げて頼んできたお肉屋さんを経営する方

にも歩いてゆける距離だったので無理はない。

もいらっしゃった。日系のコミュニティの方々

九十年代半ば、バブルがはじけたとはいえ、豊

の協力とサポートには筆舌を尽くせないものが

かさを土台に育ってきた世代の青年が主だっ

対し、悲しみの気持ちを伝えるとともに、

あった。私の知らないところで、多くの個人や

た。バンクーバーの美しい自然と綺麗な町並み

核戦争の脅威にさらされることが二度とな

事業が大変尽力してくださっていたのだ。バン

にあこがれて、はるばる留学して来たのだ。そ

いよう、絶えず警戒を続けていきます。

クーバーの日系コミュニティの長老、新納基久

れなのに、ぐおおおおおおおん、ぐおおおおお

氏もボランティアの一人としてあちこち駆け

おおんと今にも爆音が響いてきそうな荒れ果て

以上のことを考え、私、バンクーバー市長

回ってくださった。髭の仙人がジーンズ姿で現

たかつての日本の風景に囲まれて、窒息しそう

フィリップ・オーエンは、５０年前の広島、

代に蘇ったような風貌で、いつ寝る時間がある

な嫌気がさしてきたとしても、察しがつく。

バンクーバー市民は、広島、長崎の人々に

長崎の惨状を思い起こし、核兵器の脅

のか、食事を取るのかどうか定かでない、本当

私に不満をぶつけ、逃げ出した者もいた。あ

に霞を食べているような博識、多忙、多才な

の会場に毎日いるだけで、精神的な苦痛に耐え

め、1995 年８月６日から 1995 年８月 12

ジャーナリストの彼が、何故か私のことを気に

られない、というのだった。確かに、あの空間

日までを、「広島・長崎追悼週間」と宣言

かけてくれていた。有難いことである。

威のない世界実現への誓いを新たにするた

は＜日常＞ではなかった。戦争というものが日

します。

写真展には毎日多くの人々が足を運び、その

常をえぐる恐ろしさが、会場を満たしていたの

			

数はピーク時には日に数百人にも及んだ。多く

だから。己れのアイデンティティの原点とも言

が日本にさえ行ったことのない現地の方々であ

える原爆体験を、義務教育で正しく教えること

る。小さな子供に原爆の写真の一枚一枚を説明

のできない国、日本で育ってゆく若者たち。彼

するカナダ人の父親、家で作ってきた千羽鶴を

らの不安な瞳に戦争を、悲惨の歴史を今一度辿

スタッフに渡す母子など、家族連れの姿も多く

ることの難しさを痛切に感じた。でもそれでも

見られた。

最後まで見極めよう、務めきろうと頑張る彼ら

夏の間二カ月間展示されたこの展示会、タイ

（つづく）

に、私は強く支えられていたのだった。

トルは「Forbidden View（禁じられた風景）」。
バンクーバーの某ローカル紙はこのタイトルを

そうしてあれこれ皆と駆け回っているうちに

「スミソニアンのエノラ・ゲイ・プロジェクト

原爆写真展の報道がマスコミに取りあげられる

が切り捨てた歴史の側面を露にするという意図

ようになり、地元の世論も少しずつ好意的なも

がうかがわれる」と評した。ずばりその通りで

のに変わって行った。さらに、八月にはいよい

ある。見てはいけない、見せてはいけないと北

よ「長崎からの平和大使」である原爆語り部が

米で五十年間の間物議がかもされた「禁じられ

海を越えてはるばる長崎から平和を訴えにやっ

www.thefraser.com
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私の薦めるこの一冊
『エデンの東』 ジョン・スタインベック著
ジェームス・ディーン主演の映画として有名

主義の双子の兄アロンがあまりにも夢の世界に

にいる中国人としての賢人らしさ、料理上手な

なこの小説は、ノーベル文学賞受賞者でもある

すごしていたために母親が実は娼婦だったとい

ところ、まめまめしさ、我慢強さを備えていて、

著者の出身地、カリフォル二ア州サリーナスを

う現実が受け入れられず、軍隊に志願してしま

彼がいて良かったと思うのです。またアイルラ

舞台に描かれています。時は 1900 年代の始め

います。もうひとりの弟キャルはきかんぼうで

ンドからの移民であるハミルトン家という家族

ころ。二世代に渡って二人の兄弟の対照的な性

問題児だったのですが、子供ながら傷つきなが

とのふれあいも、あたたかくて、そういう隣人

格が印象的で、解説者によるとこれは聖書の中

らたくましい大人へと成長してゆきます。最後

とのつきあいはなんとうらやましいことだろう

のカインとアベルの話をもとにしてあり、題名

にはアブラという女の子の愛も勝ち取れるほど

と、今の時代に住む私に懐かしいような気持ち

にもあるようにエデンの園の東には何があるの

に。子供を育てる親としては、聞き分けが良かっ

にを運んでくれました。

だろう？と興味をそそります。

たりお行儀がちゃんとしているほうが子育ては

あまりに感動したので早速 14 歳になる息子

これを続んで一番心に響いたことは、自分の

やりやすいですが、本当はおとなの手を焼かせ

に「これ続んでみてね！ 」と薦めたら（彼は英

中に悪いところがあっても、それはそれでいい

るくらいやんちゃなほうが、将来大人になった

語の本を読んだ）
、
「すごく良かった」と言って

のではないかということです。というのは、い

ときにうまく世の中を渡っていけるのかもしれ

いたので、少年少女から大人にかけて続んでほ

つも世の中や人間には悪や困難はあるものだか

ません。誰だってキャルの生き方のほうに共感

しい本だなあと思います。

ら、それを否定したり避けたりせず、そのとき

をおぼえるでしょう。

はつらくても対処していくべきではないかとい

この双子は母親がわりに召使いのリーに育て

うことです。このお話の中では、穏やかで理想

られるのですが、その彼がその当時のアメリカ

My Story
私の乳癌闘病記（19）

（ピアノ教師：信耕和香）

中田 有厘

カナダに来て 3 年経つのだが、乳がんのことだけでなく、思い返すとなんだか大変だった
なと思う。私はバンクーバーが好きで来たわけでなく、また、来たら好きになるかなと思っ
たけどそうではなかった。トロントにいた時は自然にたくさんできた友達も、なぜかここで
はできず、冬の雨の日も私を鬱々とさせた。ここでは、移民も多く、同じ背景や言語や民族
の人が集まる傾向があると思うが、実は自分たちのコミュニティ以外のことは無関心な人が
多い。うちの夫は香港出身なので、友人と言えば香港人ばかりだ。夫が言うには、中学生で
こちらに移民してきてなかなか友人を作るのも大変だったそうだ。それだから、学校で友達
になるのは自然に同じバックグラウンドを持っている香港人になるという。そういう私も、
日系の会社で働き、日系人のお宅に行き、ここでこうして日本語で記事を書かせてもらって
いる。
先日の朝、仕事の顧客の家に行く途中だったのだが、視覚障碍者の方がバスを待っている
のを見た。バス停には通勤、通学の人が多かったが、困っている彼には気づかないようだっ
た。声をかけ、彼が乗りたいバスに乗せた。バンクーバーに来て初めて視覚障碍者の方を見
た。日本では、視覚障碍者の方はよく見る。点字ブロックもあるし、あちこち音声のアナウ
ンスや視覚障碍者用の信号機もある。シャンプーの容器にはリンスと区別するための凸凹が
ついている。その視覚障碍者の方に出会って、初めてバンクーバーの街が視覚障碍者向けに
設計されていないことに気づいた。
よく周囲では、日本に比べてカナダの方が住みやすいという声を聞く。私も３年経ってカナ
ダでの生活のよさを感じるが、その住みやすさは自分だけのもので、不便を感じている人は多
いだろうなと思う。ありがたいことに、がん患者の私はしっかりした支援やサポートが受けら
れた。しかし、カナダは障碍者にとって住みやすい、移民にとって住みやすい、LGBTQ にとっ
て住みやすい、というが、本当にそうなのだあろうか。ここで困っている人はたくさんいるの
ではないだろうか。
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We are 29 years old!

文芸

しきものの影――「老い」や「記憶」をテーマに

■インタヴュー・ウィズ・ザ・プリズナー
皆川 博子著 早川書房 ￥2100
1775 年、独立戦争中のアメリカ。収監された謎の

■サハマンション

チョ・ナムジュ著

しながら、リアリズム小説でもあり幻想譚でもあ

筑摩書房 ￥1500

るような文学の深みを覗かせる。練達の技で磨き

韓国語版 136 万部、日本版 22 万部突破のベスト

上げられた八編の小宇宙。

セラー、
『82 年生まれ、キム・ジヨン』著者の最

男エドワード・ターナーを記者ロディが訪ねた。 ■あなたにオススメの

本谷 有希子著

新長編小説。超格差社会「タウン」最下層に位置

ロディはエドに何故コロニストとモホーク族の息

講談社 ￥1700

する人々が住む「サハマンション」とは？ 30 年

子アシュリー・アーデンを殺害したのか訊ねるが。 気づけば隣にディストピア――。世界が注目する

前の「蝶々暴動」とは？ディストピアの底辺で助

■母親病

森 美樹著
新潮社 ￥1850

「家族」の呪縛を解き放つ感動作。母みたいな女に

芥川賞作家・本谷有希子が描く、心底リアルな近

け合い、ユートピアを模索することは可能か？

未来！ 「推子のデフォルト」
「マイイベント」
。

■声をあげます

■遠巷説百物語

チョン・セラン著

京極 夏彦著

亜紀書房 ￥1600

KADOKAWA ￥2300

地球の滅亡、感染症、種の絶滅、大量消費……《 解決

日記と謎の青年を残して――。さびしさをこじら 「遠野は化け物が集まんだ。咄だって、なんぼでも

の鍵はいつだって未来にある！ 》文明社会の行きづま

せた大人たちへの応援歌。

りを軽やかに描き出し、今を生きる女性たちにエール

だけは、なりたくなかった。母が死んだ。秘密の

来る」ハナシは、やがて物語になる。どんどはれ。

■世阿弥最後の花

藤沢 周著
河出書房新社 ￥2000

〈巷説百物語〉シリーズの集大成！

を贈る、シリアスでポップな８つの物語。

■身もこがれつつ ～小倉山の百人一首 ～

世阿弥は、なぜ 72 歳で遠く佐渡へと流され、彼

周防 柳著

■小さきものたちのオーケストラ

中央公論新社 ￥1900

オビオマ著

チゴズィエ・

早川書房 ￥3600

の地で何を見つけたのか？ 室町の都を幽玄の美 「歌で世を識り、歌で戦い、歌で愛を編む。 雅な男

ナイジェリアの貧しい養鶏家の青年チノンソは、富

で瞠目させた天才が最晩年に到達した至高の舞

たちの熱き血潮！」知らぬ人のいない「小倉百人

裕層の女性と恋に落ちた。待ちうけていた運命とは

と、そこに秘められた謎に迫る著者最高傑作！

一首」には、なぜあの 100 首が選ばれたのか？同

――。チノンソの守り神は天界の法廷で神々に彼の

■ Voyage 想像見聞録

宮内悠介、藤井太洋、小

じく藤原定家選の「百人秀歌」より１首少なく３

人生を語りはじめる。ブッカー賞最終候補作

川哲、深緑野分、森晶麿、石川宗生著 講談社 ￥1550

首だけ異なる理由とは？「承久の乱」前後の史実

■土にまみれた旗

ウィリアム・フォークナー著

さぁ、出かけよう！「物語」という旅へ。国境、 をきらびやかに描きながら、その謎を解き明かす。
日常、現実を飛び越え、行き先は無限大！最旬の

■鈴木春信 あけぼの冊子

作家たちが想像の翼を広げて誘う、魅惑のノベル・
ジャーニー！

伊原 勇一著
郁朋社 ￥1200

河出書房新社 ￥4900
「サートリス家の人間が、他の人みたいに普通の死
に方をしたなんて話、聞いたためしがあるかい？」

『星第 21 回歴史浪漫文学賞創作部門優秀賞受賞作

あらゆる者が苛烈に生き、滅びゆく、20 世紀最大

■ヒトコブラクダ層ぜっと（上・下）万城目 学著

品。吾妻錦絵創始者・鈴木春信と長屋の大家・穂

の物語のはじまりの書にして記念碑的大作、初邦訳。

幻冬舎 各￥1800

積次郎兵衛の二つの顔を持つ男の異能の人として

万城目ワールド、ついに海を越えて世界へ ! 三つ子

の足跡をたどる。

の特技は泥棒、恐竜化石発掘、メソポタミア、未

■兵諫

来予知。彼らが向かった先 ( イラク ) に待つものは !?

浅田

次郎著

講談社 ￥1600

ありえないほど壮大 × 呆れるほど予測不能。

著者代表作にして大ベストセラー『蒼穹の昴』シ

■枝の家

リーズ第 6 部。1936 年、蒋介石を張学良が拉致し

黒井 千次著
文藝春秋 ￥1800

た西安事件の胸熱くする真相とは。

老夫婦が暮らす郊外の平凡な家にふと現れる、怪

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

秋

板
→

光

→

川

→

→

枕

風

→

→

→

→

細
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2021 年４月のベストセラー
出版科学研究所調べ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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総合
秘密の法 大川隆法
幸福の科学出版
52 ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社
白鳥とコウモリ 東野圭吾
幻冬舎
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン
新潮社
在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子
文藝春秋
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
小説８０５０ 林 真理子
新潮社
どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
推し、燃ゆ 宇佐見りん
河出書房新社
よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子 サンマーク出版
日向坂 46 写真集 日向撮 VOL.01 日向坂 46 講談社
１％の努力 ひろゆき
ダイヤモンド社
聖女の魔力は万能です（7） 橘 由華 KADOKAWA
人新世の「資本論」 斎藤幸平
集英社
莉犬めもりー 莉犬 / ななもり STPR BOOKS 発行
現代語訳 論語と算盤 渋沢栄一
筑摩書房
赤い日本 櫻井よしこ
産經新聞出版発行
ぼく モグラ キツネ 馬 チャーリー・マッケジー 飛鳥新社
とんでもスキルで異世界放浪メシ（10）江口 連 オーバーラップ
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今日 は 何 の 日？
７月 15 日

日本文化と神道

ファミコンの日

1983 年に任天堂から家庭用ビデオゲーム機
「ファミリーコンピューター」が発売。
『スーパー
マリオブラザーズ』や『ドラゴンクエスト』等
の人気ソフトが爆発的ヒット！今では懐かしの
ゲームソフトがプレミア価格で売買されている。

７月 25 日

かき氷の日

お盆＝祖先祭祀セッション
はせがわいずみ

お盆の時期は地方によって異なりますが、私

お盆までにお墓を掃除し、13 日朝にお墓に

の故郷、島根県松江市のお盆は 8 月 13 日から

花をお供えします。また、祖霊舎（それいしゃ

1933 年に日本最高気温を記録したかき氷にふ
さわしい日＆「7（な）2（つ）5（ごおり）
」で
日本かき氷協会が制定。最近ではふわふわ系か
き氷が大人気。定番の「イチゴ」や「レモン」
シロップも良いけど「マンゴー」や「メロン」
の生フルーツのせも美味しいよね。

16 日。私の実家もお盆をします。
「えっ、神社

/ みたまや。大型の神棚で、亡くなった家族の

もお盆？」と思われる方もいらっしゃるでしょ

霊が祀ってある霊爾（ルビ：れいじ）が納め

う。実は、日本人が行っている祖先祭祀の慣習

られています。神道では亡くなった人は神様

は仏教が入る以前から古代の日本人が脈々を受

になります）に、
菓子、
果物、
花をお供えします。

け継いできたもの（神道）です。ただ、その慣

この日から 15 日まで、
毎日、
夕方にお墓に行き、

８月２日

習を「お盆」と言うようになったのは仏教伝来

水を替え、灯籠にろうそくを灯します。

後。
「お盆」という名称は、ある修行僧が行っ

15 日午後、祖霊舎の前で御霊祭（ルビ：み

た母親の供養の伝説「盂蘭盆会（ルビ：うらぼ

たままつり）をした後、家族でお墓参りをし、

んえ）
」に由来しています。

御霊祭でお供えした玉串をお墓にお供えしま

ベビースターの日

株式会社おやつカンパニーが「おや（8）つ
（2）カンパニー」と読める語呂合わせから制定。
1959 年に「ベビーラーメン」の名称で発売さ
れて、キャラクターは現在の「ホシオくん」で
三代目。ベビースターはチキン・うましお味・
ほたてバター、ソース味等種類もサイズも豊富。
おやつとしてももんじゃの具としても Good ！

８月 10 日

ハイボールの日

太古の昔から日本ではこの時期、祖霊が子孫
を訪ねると考えられており、お墓を掃除し、お

す。16 日夕方、お墓に行き、灯籠の中のろう
そくなどを片付けます。

供え物します。お墓参りのためにお盆休みがあ

松江では、16 日の夕方から大橋川で灯籠流

るのですが、昨今は、お墓参りよりもレジャー

しが行われます。松江仏教会が主催のこの灯籠

のための休みになっているようで残念です。

流しを見ると夏の終わりを感じたものでした。

仏教の家では僧侶を呼んで読経を上げてもら

コロナの影響で帰省が叶わない今年、今い

ウイスキーをソーダで割るハイボールの美味
しさを広める事が目的でサントリー酒類株式会
社が制定。
「8」と「10」で「ハイボール」の語
呂合わせ。ビール（150 ～ 170kcal）に比べてハ
イボール（70 ～ 100 kcal）は低いからと飲む過
ぎには気を付けて。

いますが、神道の家では神主が御霊祭（みたま

る場所でご先祖様にお供えものをし、感謝と

まつり）をします。神道ではお葬式も「神葬祭」

敬意の気持ちを表してはどうでしょうか？

８月 12 日

ているのは、八百万の神という概念を根底に

アルプスの少女ハイ
ジの日

人気アニメ「アルプスの少女ハイジ」の魅力を
もっと多くの人に伝える為 2010 年に制定。日付
は「ハ（8）イ（1）ジ（2）
」の語呂合わせ。オー
プニングの大きなブランコ、ヤギと一緒にスイス
の山を登ったり、美味しそうなチーズパンを食べ
ているハイジに憧れた子は多かったはず。
（H.J.)
		

と言うように、
「祀る」儀式は「祭り」になります。
「お盆祭り」というのを時々耳にしますが、
「お
盆」は上述したように仏教用語由来で、
「祭り」
は神道の「祀る」儀式。両方が習合してしまっ
持っている日本人ならではと言えます（社家で
も「祖先祭祀」を「お盆」と言うように……）
。
また、
「〇〇春 / 夏 / 秋祭り」というのもよく
見ますが、
「祀る」儀式がないのに「祭り」と
いうのは……と考えてしまうのは私が神主だか
らでしょうね。
ご参考までに私の実家のお盆行事を紹介しま
しょう。

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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御伽草子
と

ぞ

梵天国

ぎ

う

し

「ああうらやましい」

（ い や、 人 間 の よ う で も な く、 さ り と て

広滝 道代

中納言は、この奇妙な者に

はこの気持ちを漏らすまいとお思いに

「なるほど」

なる。

あろう」

「 お ま え、 飢 え は さ ぞ か し つ ら い こ と で

味 悪 く、 か ね の 鎖 で 八 方 か ら つ な が れ

鬼 の 様 子 も し て い な い …。 目 つ き も 気
ているのは、どういうことか…）

「これは、ただ者ではないが…」

と、 ひ ど く 恨 め し く、 ご 自 身 を つ ら く

と、お声をおかけになった。

感 じ ら れ て、 わ が 身 の 情 け な い こ と を

「さ、おまえ。舌を出してごらん」
と、 お っ し ゃ り な が ら ご 飯 を 差 し 出 さ

何かとお心の中で考えていらっしゃ
る 執 念 の 深 さ。 そ れ を い や な こ と、 恐

もお思いになるのであった。

（つづく）

お投げになったのである。

中 納 言 は、 ご 飯 を す く っ て、 相 手 に

れた。

そ の 舌 の な ん と 長 い こ と、 一 尺（ 一

出すのであった。

牢につながれた鎖を揺すりながら舌を

すると、相手はたいそうよろこんで、

ろしいこととお思いになるのであった
が、 い っ ぽ う 弱 り 切 っ た 者 へ の 同 情 を
おさえることができないのであった。
もともとたいそう慈悲深い中納言で
ある。

尺 は、 曲 尺 で 約 三 〇 セ ン チ ） ほ ど の 長

そのことばをお聞きになると、

さはある。
「ああ、なんと恐ろしい舌だろう」

中納言は

を、あなたのほかだれに訴えましょう…」 （おそらく日本でいえば…牢屋に入れら
れた罪人のような者であろう…）
などとお思いになる。

むしろお気持ちまでもますます苦しく

と、驚き、思わずぞっとなさった。
なってもお考えがまとまらない。

なられる。

し か し、 中 納 言 は、 い く ら お 考 え に
お 気 持 ち が ま す ま す 苦 し く な り、 心 が

（ ど う い う こ と で あ ろ う か …。 こ の 者 の
舌 は、 か ら だ つ き に 似 つ か わ し く な い

痛 み、 あ と か ま わ ず に 御 目 を そ ら す こ
ともできない。

…。なんという舌の大きさよ…）

と、 お 感 じ に な る け れ ど も、 他 の 者 に

れしいことであろうに…）

（ あ あ、 残 念 だ が、 こ の 者 に と っ て は う

お心の内では

と、お思いになる。

そっとおのぞきなさったが、
いのではないか…さぞかし食べ物に飢

（ こ れ は も う、 と て も 生 き ら れ そ う に な
えて悲しいのであろう…）
れまれるのであった。

な ど と、 ま っ く ら な お 思 い と と も に 憐

（ こ の 男 は、 何 者 で あ ろ う か。 骸 骨 の よ

などと思いをめぐらされる。

か…）

う な も の か … 、い や 、人 間 の よ う な も の

であった。

目 先 に ち ら つ く と 、お 心 が 乱 れ る ば か り

中 納 言 は 、こ の 弱 り 切 っ た 者 の 様 子 が

などと、嘆くのである。

ましょう」

ら く の 間 で も 、命 を 永 ら え る こ と が で き

「 そ れ を い た だ け ま し た な ら、 ま た し ば

さらに、中納言に向かって

と、言いさす。

「 ど う し て も こ ら え き れ な い こ と、 そ れ

しそうになってゆくばかりである。

こ う い う 間 に 、沈 み 込 ん で 、と て も 苦

のような様子で息も絶え絶えに言う。

な ど と 、た い そ う 弱 弱 し そ う に 、抜 け 柄

るところです」

「 わ た し は、 飢 え で、 も う 命 も つ き 果 て

さい」

「どうぞその飯を一口いただかせてくだ

れたご飯を見て、

そ の 奇 妙 な も の が 、中 納 言 の 前 に 置 か

（その三十三）

ぼ
ん
て
ん
こ
く
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CODA

映画評論家

Raymond Tomlin
ポスト COVID-19、ハリウッドの復活ストーリー
映画が再び銀幕に！
ンを頬張り、この夏の話題作を網羅した「ふれい

することは決してないだろう。

界中の映画館が再開する。そんな希望の兆しが見

ざー」を読むことで、準備を整えよう。

The Suicide Squad（８月６日公開）

え始めた。同時に消費者が抱く良質な劇場体験へ

In the Heights（６月 15 日公開）

ワクチン接種が本格化し、規制が解除され、世

の渇望も膨らみ始めている。その事実は映画業界

マーゴット・ロビーが DC のスーパー・ヴィラン、

ジョン・M・チュウ監督（
『Crazy Rich Asians』
） ハーレイ・クインを演じる。ワーナー・ブラザー

に自信を与え、パンデミックによる絶望の真っ只

の最新作は、リン＝マヌエル・ミランダによるヒッ

ズは『Guardians Of The Galaxy』で監督・脚本を務

中で輝きを放ったストリーミング・サービスと戦

ト・ブロードウェイ舞台劇を彼自身の製作で映画

めたジャームズ・ガン監督にイマジネーションの

うための武器となっている。

化したミュージカル。世界的に公開される今年初

全てを託し、彼が求める地獄像を受け入れた。前

「人々は長期にわたって自宅のリビングに篭り続

めての期待作だ。丹念に作り込まれた感動的な本

作の続編でないのが肝。ロビーのハーレイは、イ

けています。出かけるときは、何か本当に特別な

作は、批評家からも絶賛されている。まだ観てい

ドリス・エルバ、ジョン・シナ、シルヴェスター・

ものを求めます」と映画研究家 J.B. シェイン氏は

なければ、最寄りの映画館に今すぐ！ 素晴らし

スタローンなど、とびきりクレイジーなキャスト

言う。
「ハリウッドが狙っていたのはまさにそこで

い体験ができると保証しよう。

らと戦いに挑む。

す。
『ありきたりなことはもううんざり！』と感じ

Fast & Furious 9（６月 25 日公開）

CODA（８月 13 日公開）

すでに世界中で大ヒットを記録しているシリー

今年のサンダンスを圧倒的な存在感で席巻した

今年の夏の映画シーズンがかつての「ノーマル」 ズ最新作は、この夏最も興行収入が期待される１

シアン・へダー監督の本作は、家族の中で唯一耳

てもらえばこちらのものです」
。
に戻れるかどうかはまだわからないが、少なくと

本。そう、ドミニクとクルー達が戻ってくる！

が聞こえる女子高校生の物語。シンガーとしての

も今後語り継がれる夏にはなるだろう。

Summer Of Soul (… Or, When The Revolution

自らの才能に気付いた彼女の葛藤が、キャスト陣

Could Not Be Televised)（６月 30 日公開）

による最高の演技で描かれる。心の震えが止まら

過去 16 カ月間にわたるハリウッドのメリーゴー

ない、清々しさを伴う感動のストーリーだ。

ランドはついに減速し始めた。映画業界は平常運

今年のサンダンスで大ブレイクを果たした、ク

転に近い状態を再開させ、毎週金曜日にはワクワ

エストラブことアミール・トンプソンの監督デ

クを誘発する大作を映画館に送り込んでくる。
カー

ビュー作は、1969 年にニューヨークのハーレムで

2018 年に亡くなったソウルの女王アレサ・フラ

チェイス、
スーパーヒーロー、
爆発、
お馴染みのシー

開催された音楽フェス、ブラック・ウッドストッ

ンクリンの伝記映画。フランクリン本人から自身

ンが巨大スクリーンに戻ってくる。

クと呼ばれる「ハーレム・カルチュラル・フェスティ

の役を演じるよう求められたジェニファー・ハド

バル」のドキュメンタリーだ。最高のパフォーマ

ソン主演。R ＆ B のスーパースター、メアリー・J・

ンターテイメントの一年が過ぎ、業界は今年の夏、 ンスが収められた未公開映像が盛りだくさん。社

ブライジがダイナ・ワシントンを、マーク・マロンが

ストリーミング配信で人々の生活に浸透したエ
「映画とは他者と共有できる体験の最たるもの」と
いう考えを復活させようとしている。

Respect（８月 16 日公開）

会的な示唆に満ちた必見作だ。

プロデューサーのジェリー・ウェクスラーを演じる。

Black Widow（7 月 9 日公開）

Annette（８月 20 日公開）

ついに公開！ スカーレット・ヨハンソン演じ

７月初旬にカンヌ映画祭で初公開されるフラン

カル、コメディ、アニメーションがやってくる。 る世界最強のロシア人女スパイ「ナターシャ・ロ

スのレオス・カラックス監督によるロック・オペラ・

これがあなたの趣味に合わなければ、対抗馬を楽

マノフ」は、パンデミックによって延期された最

ミュージカル。スタンダップ・コメディアンのヘ

しもう。サンダンス映画祭に上映されたインディ

初のマーベル・キャラクターだった。劇場とディ

ンリー（アダム・ドライバー）と世界的に有名な

作品、低予算ホラー、アート系 A24 の作品。2019

ズニープラスのプレミアアクセスで同時公開され

歌手アン（マリオン・コティヤール）のラブストー

年がもう一度やってきたかのような気分が味わえ

る。

リー。スパークスが楽曲を担当した。

るだろう。

Beans（7 月 30 日公開）

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings

今年はスーパーヒーローや続編の他、ミュージ

一方、ワクチン接種がまだの人、または劇場に
足を運ぶことにまだ抵抗がある人も、落胆するな

トレイシー・ディア監督の長編デビュー作。1990 （９月３日公開）
年にカナダのケベック州で実際に起きた抗議活動

マーベル・ユニバース初の東洋人主人公の長編は、

かれ。この夏ヒットが予想される作品の多くは、 が 12 歳のモホーク族の少女の目を通して描かれ

武道がふんだんに盛り込まれた期待作。シム・リ

ストリーミング配信やビデオ・オン・デマンドで

る。監督の実体験を基にカオスと怒り、人種差別

ウ主演。当初は 2021 年２月に公開される予定だっ

も視聴可能だから、楽しみを見逃すことはない。

があぶり出される。あらゆる映画祭で賞を獲得し

たが、
夏の終わりに延期された。興行収入を見込み、

ている、この夏絶対に見逃せない 1 本。がっかり

レイバー・デー直前の金曜日に公開される。

まずは特大サイズのソーダを片手に、
ポップコー

in the heights
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トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
プライド 40 周年において
トロントに移住して学校に通い始めたとき、最初にできた友
人は役者志望の男の子だった。ボランティア活動に勤しむ行動

Virtual Pride（2021 年）

的な子で、ローカル文化に触れるため学校帰りには映画館や劇

警察による手入れ（1981 年）

場などいろいろな場所に連れて行ってくれた。そんな彼がある日連れて

となったが、パレード参加者や出演アーティストたちがそれぞれ自宅

いきたいところがあると言って紹介してくれたのが校内に小さなオフィ

から参加する様子は多くの人にとって今後のコミュニティの在り方を

スを構えたプライド・グループだった。学生自治会が運営する集まりで、

考え直す機会にもなったのではないかと思う。それに配信とはいえ、

主に生徒のためにイベントを企画したり、カウンセリングを提供したり

行政や企業が積極的に LGBT ＋コミュニティに属する人々やコミュニ

する。子供がいつでも無料の医療情報や性教育、精神的サポートを得ら

ティそのものを支持している感覚はやはり良いものだ。

れることは教育の場において必須だろう。紹介を受けた翌日、私と友人

公式ではプライドの始まりは 1981 年とされている。しかしトロン

は再びオフィスにいた。しかし楽しいイベントの話ではなく一人の男子

トの街角でプライドという言葉を掲げたデモやプライド・ピクニック

生徒が同性愛者であることを理由に暴行されたからだった。今後の対応

と呼ばれる集会などが見られ始めたのは 70 年代初頭であったという。

などを話し合った帰り道、友人はカウンセリングによく訪れていた別の

今ではレストランやバーが並ぶ名所として人気を集めているチャー

男子生徒が数ヵ月前に自殺したことを聞かせてくれた。

チ・ストリートが性的少数者の集まる場所としてひっそりと活動して

あれから十年以上経った今、私が立派な大人かどうかは分からないが、

いた頃の話だ。1981 年といえば「Operation Soap」と呼ばれる、警察

それでも自分で身を守れる大人になった。トロントのプライド月間が始

による大規模な手入れが行われた年でもあった。公衆浴場を利用して

まると街中がレインボーカラーになる様子を見に行ったり、いつもより

いたおよそ 300 人が逮捕され、警察に抵抗した市民には病院に搬送さ

少し自由な恰好で出歩いたり、ふらりとパーティーに参加してみたりす

れた者もいた。また、自らの性的指向をカミングアウトしていない者

ることもできる。今ではトロントにとっても私個人にとっても欠かせな

も多いなか、メディアが逮捕者の実名を報道したことも多くの人を傷

い存在となったプライドは今年で 40 周年を迎えた。いつもはヤング・

つけた。事件の影響は大きく、現在も壁画としてチャーチ・ストリー

ストリート沿いを人で埋め尽くすプライド・パレードも今年は配信のみ

トに無言の抵抗を残しているほか、当時の様子はドキュメンタリー映
画『Track Two』で見ることができる。
結果、警察に抵抗するかたちでプライドは結成された。警
察への不信や批判の声が広がった現在と比べてみると、40
年の歴史をもってしても単純に「状況が改善した」と言い切
れないのは辛いものがある。それでも子供や若者が身の危険
を感じたり、自分を恥じたりすることなく生きていけるよう
に私たちも誇り続けていかなければいけない。

チャーチ・ストリートの壁画

『Track Two』より（1982 年）

Mini English Lesson
It's summer. Let's learn some expressions using the word, ‘heat’ .

www.englishmatters.ca
lorrain@englishmatters.ca

A heat wave

It has been hot every day this week! We are really having a heat wave!

The heat is on

In our meeting yesterday, the boss asked us to complete our business project by next Friday!
The heat is on to get the project completed.

Turn up the heat on someone

Wait! Now, the boss wants us to complete the business project before Wednesday next week!
He really turned up the heat on us!

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

www.thefraser.com
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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）

ag-gag Bill 156 を巡る疑惑

切って、昨年夏に可決され、今年１月から施行さ

あるジョーダン・ライカートは、
「カナダ政府が本

先ごろ、60 か所に及ぶ地区で、動物保護活動家

れています。この法案は牧場や輸送車両、食肉処

当にカナダ人の健康を守ることを大切にしている

の Regan Russel さんの悲劇的な死から１周年とな

理場での動物に対する非倫理的で残虐な扱いを明

のであれば、我々の基準は EU と同様のものになっ

る式典が行われました。ラッセルさんは、昨年６

らかにしようとする調査などを著しく弱体化させ

ているはずだ 」と述べています。ラッセルさんの

月 20 日、オンタリオ州の ag-gag Bill 156 法案の通

るものとして反対されていました。動物に対する

死は、現在、世界的に肉の消費量が減少している

過に抗議する集会に参加した際、脱水症状を起し

非倫理的扱いなどの証拠を得るための取材や内部

ことと無縁ではないと多くの人が考えています。

ている豚に水をやろうとしたところを突然スピー

告発者を封じ込めようとするものであり、個人の、

ドを上げて曲がってきた豚配送用トラックによっ

憲章第２条の権利を侵害しているという理由です。 州でわずか 10 日間で可決されて以後、オンタリ

この Ag-Gag 法は、2019 年 11 月にアルバータ

てはねられたのです。このときのトラックの不自

カナダ動物保護党は、個人の憲章上の権利を保

オ州がこの法律を制定したカナダで２番目の州に

然な動きの証拠となるビデオが残されていたにも

護するために、異議申し立てを検討していると党

なります。マニトバ州を始め他の州でも、こ法案

かかわらず、この運転手は不注意運転で起訴され

首リズ・ホワイト氏が述べました。党の副党首で

が検討されています。

ながら無罪になりました。この情報は世界中の動
物愛護家や動物に対する正義を求める人々の間に

ハイイロオオカミの受難再び

広まりました。この法案と、公的な場所で平和的

先月号で米アイダホ州で 90％以上のオオカミを

抗議をおこなっていたラッセルさんの死は無関係

どのような方法を用いても狩猟殺害することが合

でないと多くの人が考えており、国民の自ら信じ

法化されたということをお伝えしましたが、州法

ることを主張する権利と自由に対する弾圧である

によって保護されていたワシントン州においても、

と憤っています。

悲しいニュースが報道されました。

オンタリオ州の ag-gag Bill 156 法案とは、農場

米ワシントン州のシープクリークで５月 26 日

主の同意なしに写真やビデオをとることを禁止す

に、母オオカミが射殺されました。保護団体等は

ることで動物の飼育状態の劣悪さや虐待、残虐行

この犯人捜索のために、総額 $20,000 の報奨金を

為などの告発を妨げようとするものです。多くの

かけることを発表しました。

動物保護団体やジャーナリストたちの反対を押し

しかし 2010 年以降、30 頭にのぼるハイイロオオ

ワシントン漁業野生省によれば、この母オオカ

カミが違法に殺されています。
オオカミは農場の家畜を襲うことはありますが、

ミは今年初めに子供を産んだばかりで、母親無し
で子供たちの生存は難しいだろうとのこと。その

基本的に人間との接触を避け、彼らが一方的に人

上、この母オオカミは、このパックの唯一の雌で

間を襲ってくること

あると考えられ、彼女の死によって残されたのは

はないことは一般に

たった１匹の雄狼になりました。これらのハイイ

も知られています。

ロオオカミは絶滅の危機に瀕する種の保存法のも

にもかかわらずハイ

と、ワシントン州の法律で保護されていました。 カーやハンターは
現在、米国の絶滅の危惧種に関する保護法からハ 「正当防衛」を主張
イイロオオカミははずされたため、彼らはワシン

して彼らを射殺して

トン州の法律によってのみ保護されていました。 いるのです。

Animal Advocates Society of BC

Box 32, RPO Edgemont Village,North Vancouver, BC, V7R 4X1
コンタクト ：animaladvocates@telus.net
私達は、ほとんどの公的機関
が見捨てる、窮地にある動物
たちのための、レスキューや
リハビリテーション、里親探
しを行っています。
私たちの活動を知ってください。

animaladvocates.com

耳も聞こえず、８年間鎖につなが
犬を鎖につなぎっぱなしにしたり、
れたままだったオリーがこんな風
裏庭にほったらかしにして飼うの
に笑えるようになりました。第二、
をやめさせましょう。
第三のオリーを、あなたの手で…！
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●

健康診断・予防接種

●

避妊・去勢手術、マイクロチップ

●

一般診療（外科・内科・歯科）

●

証明書発行、帰国手続き

●

各種処方食

●

ペットホテル

●

ピックアップ・
ドロップオフサービス

●

グルーミング

（火曜日～土曜日

要予約）

OPEN SEVEN DAYS
MON-FRI 8:00 AM ～ 7:00 PM
SAT & SUN 9:00 AM ～ 4:00PM

ペットの急性、慢性の痛みや炎症にレー
ザー治療を行っております。
● 関節痛 (Osteoarthritis)
● 外傷 / 浮腫（はれ・むくみ）
● 整形手術後のリハビリテーション
● 外耳炎、アトピー、etc.
※レーザー治療（Class IV Laser）は、
体の組織を傷つけることなく、幹部に
浸透し、痛みや炎症を減らし、治癒力
（Healing Speed）を早めます。

West Vancouver Veterinary Hospital

Unit101-100 Park Royal South, West Vancouver,
BC V7T 1A2
Phone: 604-913-8387
www.westvancouvervet.com
email: neovet11@gmail.com
Dr. Masako Mizuno DVM

West Vancouver

Veterinary Hospital

We are 29 years old!

【編集後記】 熱波の中、ハイウェイでの事故に遭遇した。車はそれほ
ど多くなかったが、前を走っていた車は法定速度を超えずに非常に慎
重に安全運転をしていた。追い越していく車もあったが、私の車は息子
が運転しており、あの車すごく安全運転だから後ろを走るにはちょうど
いいね、などと言いながら走っていた。ところが、それまで安定して走
っていたその車が、突然すーっと右に寄ったと思うと、道路わきの溝に
突っ込んだのだ。こちらは、あああっと悲鳴を上げてブレーキを踏む。
一旦溝から跳ね出て持ち直したようにみえた車は再び右の溝に落ちかか
り、車体がほとんど80度になるほど横倒しになった。ああ、やばい、裏
返る！と思った瞬間、車はもうもうと上がる土煙の中、再び溝に落ちて
石垣にぶつかって止まった。
それからは、息子が911に電話しながら車のところへ様子を見に行った
り、やってきた救急隊員やポリスにそのときのことを説明したりと、お
決まりの事故処理となった。私は犬を２匹連れていたので彼らのおもり
役だった。車を運転していたのは若い女性で全くの無傷だったが、ポリ
スの話では、車が最初に溝にはまってはじかれたときと横倒しになりか
けて２度目に溝に落ちた場所の間には道路標識の柱もあり、あとほんの
少しでもずれていたら大事故になったかもしれない危険な状況だったと
いう。その女性は看護師で、一人でウィスラーまで行く途中だった。コロ
ナで病院での激務が続き、やっと取れた６日間の休暇を利用してホテルで
骨休めする予定だったそうだ。彼女の話では、車のクーラーがうまくきか
ず、手の汗が止まらなくて滑ったのだと言う。でも彼女はそのときのこ
とをはっきり覚えていないようで、たぶん、たまった疲労と熱中症など
が重なって、ふと意識が薄れたのではないかという気がする。
バタフライ効果ではないが、コロナも熱波も、間接的な影響をあちこち
に及ぼしているのだろう。
女性は無傷だったが事故直後でハイになっているせいか、修羅場に慣
れた看護師であるからか、とても落ち着いて見えた。その後レンタカー

を借りて自分で運転してウィスラーまでいくと言うので心配になり、結
局私たちがウィスラーまで送って行った。
＊
＊
バンクーバーに住んでいて良いことは、身近な自然と過ごしやすい気
候……だったはずなのに、この猛暑はなんだ！ 毎年数回は30度を超す
ことがあり、文句を言いつつもあっという間に過ぎ去る夏の風物のよう
なものだったが、今年の暑さは尋常ではない。私の住んでいる地区はい
つもバンクーバーより１、２度高く、Weather Networkによると今日は
40度になり体感温度は44度ということだった。明日は44度で体感温度50
度だという。もう想像もつかない。とにかくじっとしていて汗がにじむ
ということ自体、日本を離れてからそうそう経験することはなかった。
うちは仕事や生活空間が上の階にあるのだが、スカイライトがあるの
でますます温室のようになってしまう。風を入れようと窓をあけると、
部屋の中よりも熱い空気が入ってくる。しかし、うちには半地下のベー
スメントがある。仕事などの必要品を持って行くのが面倒で上階で我慢
をしていたが、とうとう耐え切れなくなって下へ行って驚いた。ベース
メントが涼しいというのは勿論わかっていたが、これほどどは！ じっ
として仕事をしていると体が冷たくなって芯まで涼しくなり、たまに上
に行くと、そのむっとする暑さがむしろ気持ちが良かったりする。しか
も上階よりもさらに静かなので、深山の別荘にでもいる気分。暑さに悲
鳴を上げている人たちに申し訳ないようだ。私が上で我慢していた数日
間、一緒に我慢していた犬たちが、ベースメントではすっかり落ち着い
て熟睡している。かわいそうなことをしたと今更ながら思う。
本誌ではこれまで度々異常気象の特集を組んだが、バンクーバーがこ
れほど極端な熱波に襲われることはなかったためその特集に登場するこ
とはなかった。今後は、バンクーバーも異常気象特集に名前が載るよう
になるのだろうか。
		
（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. 9 答：Ｃ

泣いている子供を道理でさとしても聞き分けがなく手のほどこし

ようがない。また、地頭の横暴さの前には道理も通用しない。つまり、道理の
分からない者や道理を無視する者には、道理で対抗しても無駄であり、さから
わないのが得策であるということのたとえ。「地頭」は平安・鎌倉時代に、荘園
を管理した役人。

熟語遊び

P. 29（解答）

波
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創刊29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。

We are 29 years old!

