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from
"Nights in Rodanthe（邦題「最後の初恋」
）
”で３度目の共演となるポール役のリチャード・
ギアとエイドリエン役のダイアン・レイン。抜群の“ケミストリー”を見せる２人が、そろっ
て記者会見に現れた。

Ｑ：３度目の共演で何を発見しましたか？
ＲＧ：
「彼女はいまだに 18 歳で、ぼくだけが年を取った」と発見したよ
（笑）
ＤＬ：年寄りの犬に、新しい技を教えるって感じかしら（笑）。リチャー
ドと私の間に、何か特別なものがあるのは確かね。おっかなビックリ、
卵の殻の上を歩くのとは違って、心配のまったくいらない絆があるもの。
ＲＧ：心配しなくていいと確信できるんだ。尊敬と信頼を持ち、オープ
ンでいることで、心の奥深くでのコミュニケーションができるんだ。
Ｑ： 本作では手紙が重要な役目を果たしましたが、ご自身の手紙にまつ
わるエピソードは？
ＤＬ：15 歳になる私の娘は、誕生日に郵便で何通かお祝いの手紙を受
け取って初めて、郵便というのが存在するって思いついたのよ。
ＲＧ：ぼくの８歳になる息子は、先生から時々手紙を受け取る。彼らが
海外のバケーション先から送ってくれるんだけど、出来合いのカードに
サインするだけの手紙と、こうしてセンテンスを考えて書いてくれる手
紙との違いを息子はすでに認識しているよ。心への響き方が違うからね。
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）

Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）

Diane Lane ダイアン・レイン
& Richard Gere リチャード・ギア
Diane Lane : 1965 年１月 22 日、ニューヨーク生まれ。15 歳までタクシード
ライバーで演技コーチの父親に育てられた後独立 14 歳のとき『リトルロマンス』
で映画デビューし、絶賛される。日本での人気は高く、1992 年には日本映画『落
陽』に出演。2002 年『運命の女』で全米映画批評家協会賞主演女優賞及びニューヨー
ク映画批評家協会賞 主演女優賞を受賞他、第 75 回アカデミー賞主演女優賞やゴー
ルデングローブ賞の候補となる。世界が絶賛した政治サスペンスドラマ、『ハウス・
オブ・カード 野望の階段』最終シーズンに出演。

Richard Gere :1949 年８月 31 日ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。マ
サチューセッツ大学で哲学を学んでいたが俳優を目指して中台。1975 年に映画
デビュー。人道主義者で熱心なチベット仏教信者として有名で、ダライ・ラマ 14
世を尊敬。ジョージ・ブッシュのイラク攻撃を批判。2007 年にはフィラデルフィ
アから人道賞マリアン・アンダーソン・アワードを贈られた。一方で、中国のチベッ
ト弾圧を批判し、中国の入国禁止対象となっている。日本好きで、黒澤明監督『八
月の狂詩曲』や日本映画のリメイク版『Shall We Dance?』、『HACHI 約束の犬』
などにも出演している。
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music freak
“SOUR”

August
“Planet Her”

Olivia Rodrigo
5 月 に デ ビ ュ ー・ ア

世界中の新人賞をさら

ルバムである本作がリ

りと手中に収め、代表曲

リ ー ス さ れ る や、 全

”Say So”が14億回再生を

米・全英で 1 位を獲得

超える大ヒットとなった

し、18 歳にして世界的

ドージャ・キャットの

成功を収めたシンガー・

最新アルバムがこちら。

ソングライター、オリ

急躍進する彼女の待望の

ヴィア・ロドリゴ。こ

一枚には、シザ、アリア

れに先立つデビュー・シ

ナ・グランデ、ヤング・

ングル "drivers license”

サグ、ザ・ウィークエン

も全米・全英シングル

ドら、今をときめく多彩

チャート初登場１位に。

かつパワフルなゲストた

そこから２カ月にわ

ちが参加している。

たって首位の座を守ると

Doja Cat

アルバムのコンセプト

いう記録を打ち立てた。その後リリースされた２枚のシングルもトップ

は宇宙、浮遊感、別世界。タイトルからもアートワークからも見て取れ

10 に食い込んだが、ここまで新記録づくしでキャリアをスタートさせ

る通りだ。ちなみにジャケットは世界的写真家のデヴィッド・ラシャペ

たアーティストは史上初だという。大ヒット・シングル３曲はいずれも

ルが手がけたもので、これぞまさにアルバムの世界観。彼女曰く「別の

本作に収録されている。とにかく大注目の大型新人なのだ。

星へ旅立ったような、ファッション、ことば、メロディ、サウンドの組

彼女が描く世界は、鬱々としたティーンエイジャーの感情の動き。嫉
妬や失恋、自己否定、怒り、閉塞感などが切々と歌われていく。同世代

み合わせ、そんなあらゆる面を、別世界にいるみたいな感じにしたかっ
たの」。

から絶大な支持を受けるのも頷けるし、そこをくぐり抜けた大人たちで

公開されているMVも必見だ。ザ・ウィークエンドとのコラボシングル

さえあの頃の痛みへと一瞬で連れ戻されてしまうのは、彼女が本物であ

“You Right” では、幻想的で神話的なほぼ全編CGの映像にも、一段とグレ

る証拠だ。

ードアップした歌唱力にも度肝を抜かれる。

さて、オリヴィアは先月ホワイトハウスでバイデン大統領と感染対策

３月のグラミー賞、５月のビルボード・ミュージック・アワードでは

トップのファウチ博士と会談、若年層に向けた新型コロナワクチンの

生のパフォーマンスを披露し、最近遂げた驚くほどの進化を見せつけ、

キャンペーンに登場することを発表した。その影響力からして、こちら

本物のエンターテイナーであることを証明してみせた。今後の活躍が非

もきっと成功するだろう。

常に気になるアーティストだ。

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
BC 州に再び緊急事態宣言

出発３日前の陰性証明もしくは過去 90 日間に新型コロナから回復し

新型コロナに関する緊急事態宣言が解除されて１ヶ月も経たない
うちに、BC 州政府は新たな緊急事態宣言を発令した。勢いが留まる
ところを知らぬ山火事が原因だ。マイク・ファーンワース公安大臣は、
「BC 州内陸部の先の天候を鑑み、山火事を理由とする大規模な避難、
それに関わる避難所の確保等を目的として、BC 州に緊急事態宣言を
発令する」と発表した。

たことを示す医療関係者の証明書が必要になる。カナダのワクチン
接種完了率は、アメリカのそれを超えている。

BC 州政府：先住民寄宿学校へ 1200 万ドルの基金を
計上
カナダ中の先住民寄宿学校跡地で多くの子供の墓が見つかる中、

政府の関係者は、避難警報が出ている地域の人達は、まずは自分

BC 州政府は、先住民および寄宿学校を生き延びた人への支援金とし

達で友人や家族など、避難先を確保しておいて欲しいこと、また、

て 1200 万ドルを計上した。基金は、同州全域における、寄宿学校跡

できれば、家の周りから燃えやすいものを除去しておいてほしいと

地にある墓標のない墓の特定、記録調査、高齢者や寄宿学校を経験

呼びかけている。

した生存者やコミュニティの調査、および、経験者とその家族の心

７月 20 日現在、3000 人以上の消防士が消火

活動に当たっているが、これまでに消失した面積は 30 万ヘクタール

の健康支援などに使われる。

で、通常のこの時期の 10 万ヘクタールを大きく上回っており、今後

マレー・ランキン先住民関連大臣は、先住民の協力のもと彼らが

も予断を許さない状況が続いていると専門家は話している。ファー

必要とするサポートを迅速に提供すると話している。州政府は、新

ンワース公安大臣は、もっと早くに緊急事態宣言を出すべきだった

たに二人の先住民を連絡調整役に任命したが、そのうちの一人は、

のではないかという声に、「専門家のアドバイスを受け、最良の判断

自身も祖父も寄宿学校に入れられたこと、祖父は自殺したが、家族

をしてきている」と反論、「山火事の消火作業に必要な予算は確保す

にはその事実は伝えられず、墓の場所も分かっていないと話し、「祖

る」と語った。

父の墓を見つけることで、家族みんなに気持ちの整理がつくことを
期待している」と続けた。同氏は、「寄宿学校が、先住民の文化やア

米、陸路の国境を 8/21 まで閉鎖続行

イデンティティを破壊するためのものであった」と話している。

カナダ政府が、新型コロナのワクチン接種を完全に終えたアメリ

BC 州内には、合計 18 の寄宿学校と３つの病院があった。ミッショ

カ人旅行者に対し、８月９日に国境を開くと発表した数日後に、ア

ンにあるセント・メアリーズ寄宿学校は、BC 州で最後まで運営され

メリカ政府は、現行の規制を８月 21 日まで続けると発表した。

ていた寄宿学校で、1984 年に閉鎖された。

アメリカ政府は、「両国間でコロナウィルスの感染拡大のリスクは
否めず現行の規制を８月 21 日まで続けることにした」と発表、トル

ワクチン接種証明で意見が割れる：アンケート調査

ドー首相は、「両国間で、いつ、どのように（陸上の）国境を再開す

Leger 社と Association for Canadian Studies のアンケート調査によ

るかをカナダが決める立場にはないが、パンデミック以来、両国政

れば、回答者の 58% が、どのような旅行であっても、ワクチン接種

府の足並みは揃っていなかった」と話している。

証明を義務付けるべきだと考えているが、証明書は不要と答えた人

アメリカの民主党議員は、「ワクチン接種を完全に完了すれば、パ

は 30% 強だった。

ンデミック以前の活動に戻れるという科学者の意見に反したバイデ

また、国境を越えるには、完全にワクチン接種を終えていること

ン政府の決断に失望している」と発言した。また、カナダ商工会議

が必要だと回答した人は 66%、陰性証明を提出すればよいと回答し

所の CEO も、同様の失望感を露にし、「２月 23 日に、トルドー首相

た人が 16%、不要不急でないエッセンシャルトラベルのみ受入れる

とバイデン大統領が、科学と公衆衛生の基準に基づき、今後の米加

べきだと回答した人は 14% だった。

国境規制を定める、という発表に反する決定だ」と述べている。

８月末までに、アメリカとの陸の国境を完全に再開することを支

カナダ人旅行客は、空路でアメリカに入国することは可能だが、

持すると回答した人は 48%、52% が国境再開に反対していることも
分かった。さらに、回答者の 66% が、ワクチン接種を２回終えた人は、

あなたの心の隙間に

www.thefraser.com

隙間川柳の会

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

みえ

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

――森下

・保険・投資・ＲＥＳＰ

ふっくらと紫陽花母になる準備

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。

終えていない人よりも自由に活動できるようにするべきだと答えて
いたことも判明（回答者の 69% は、２回の接種を終えていた）。
その他にも、どのような活動なら安心してできるかという質問に
対し、49% の回答者がレストランでの食事、31% がジムに行くこと、
41% が映画館に行くこと、60% が屋外でのスポーツイベントと回答
し、26% がバーやナイトクラブでのパーティ、37% が屋内でのスポー
ツイベント、34% が飛行機に乗ることは許容範囲と回答した。
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トピックス
BC 州中央オカナガン地域で新型コロナ感染者数急増
ワクチン接種も進み一旦は感染者数も激減した BC 州だが、７月
後半より再び感染者数が増加傾向を見せ、８月６日には１日の感染

ことを考慮中と回答し、29% の人が家を売ってダウンサイズや現金化
したり、住宅価格の安い地域に引越しを考えていると回答していた。
この背景には、新型コロナの影響が大きいと専門家はみている。

者数が 464 人となった。これにより、BC 州では、新型コロナ感染

36% の回答者が、パンデミックが、家を売ったり、メトロバンクーバー

者数が１週間平均で 279 人となり、５月以来最高を記録した。

やフレーザーバレー地域のもっと住宅価格の安い地域で家を買ったり

８月６日に報告された 464 人のうち、およそ 60% が、新規感染

することを考えるきっかけとなったと答えている。また、65% の人は、

者が急速に増加している内陸部での報告であることが判明、政府は、

今後１年以内に金利が上昇する（うち、48% は緩やかな上昇、17% が

中央オカナガン地域に、バーやナイトクラブの閉鎖、レストランの

大きく上昇）と考えていることも分かった。

酒類提供時間の短縮、集まれる人数の上限を下げる等規制を再度強
化した。

アンケート調査では、現在賃貸住宅に住む人の 26% が、今後２年以
内に家を買うこと、あるいは、家を買うために住宅価格の安い地域へ

BC 州政府によれば、この地域での新規感染者の 80% がデルタ株
への感染者で、その多くは、ワクチン接種が進行中の 20 から 40 歳
の若い年齢層、感染拡大の原因となったのは、貸し別荘での集まり
や、バー・ナイトクラブでのパーティだったことが分かっている。

の引越しを考えていると回答しており、背景にはパンデミックの影響
があると答えていることも分かった。

新しい法定休日：BC 州の学校は休みに

しかし、感染者数の増加は、内陸部に限ったことではなく、州内

連邦政府は、今年６月に新たな国民の休日を設定することを発表し

のどの地域でもみられていることもあり、政府はワクチン接種の推

た。この法定休日は、９月 30 日をカナダの先住民寄宿学校の歴史を

奨に更に力を入れている。

偲ぶ日として定め、
Truth and Reconciliation Day と呼ばれることとなっ

BC 州では、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカ製のワクチ

た。

ン接種回数は 700 万回近くに上り、1 回接種を終えた人の割合は

この程、BC 州政府は、この法定休日に関し、州の公的セクターや公

81.8%、2 回接種を終えた人の数は 69% 近くに上っているが、新規

立学校を休みにすると発表した。公的サービスの多くは、時間を短縮

感染者の 95% は、ワクチン接種を完全に終えていない人だった。

したりサービスを縮小して営業することになるだろうということだ。
BC 州のマレー・ランキン先住民関係大臣とセリーナ・ロビンソン財

7 月のカナダの求人市場

務大臣は、先住民のリーダーやコミュニティと話し合いを続け、詳細

カナダ統計局の発表によれば、カナダの 7 月の失業率は 0.3% 下

を決定していく意向で、「この２ヶ月間、カナダ国民は、先住民寄宿

がり、7.5% となった。6 月に雇用が増加したのは主にパートタイム

学校を生き残った方々の体験してきたことを知り、この国の真の歴史

の仕事であったが、7 月に増加したのは、殆どがフルタイムの仕事

や寄宿学校システムの残虐行為を知ることができた。州政府は、公共

であった。また、増加したのは民間セクターのみで、宿泊や飲食サー

サービスに従事する人達が、この機会を得て、一人一人が個人として

ビス業界で一番の伸びがみられ、35,000 件の増加となった。

先住民の方々と更なる和解を進め、真の歴史を理解するために努力し、

6 月と 7 月の強い回復により、カナダの求人市場はコロナ前の
2020 年２月より 1.3% 下回る結果となった。また、7 月の仕事時間

その歴史から学び、より包括的なブリティッシュ・コロンビアを形成
していくことを求めます」と共同声明を出した。

数は、全体で 1.3% 増加し、コロナ前と比べ、2.7% 低い数字となった。
これらの増加は、全てサービス部門でみられ、15 歳から 24 歳の
若者および 25 歳から 54 歳の女性の間で増加していたことが分かっ
た。
州別にみると、雇用が増加したのは、オンタリオ、マニトバ、ノ
バスコシアと P.E.I の各州だった。さらに、自宅で半分以上仕事を
したと回答した人の数は 2% 下がって 25.8% となったが、これは、

sudoku break

2020 年 10 月以来最も低い数字となっている。専門家は、求人市場
の増加は、次第に緩やかになるだろうと話している。
一方、アメリカでは、７月の新規雇用数は 94 万 3000 件、失業
率は 5.4% に減少した。

BC 州の自宅所有者の多くが引越しを考慮中
この程、Insights West 社が行ったアンケート調査によると、BC
州の自宅所有者の約３分の１が、家を売ってダウンサイズをするか、
住宅価格の安い場所への引越しを考えていることが分かった。
この調査では、回答者の 73% が、今後２年間で住宅価格は上昇
すると考えており、また、82% が今後２年以内に金利が上昇すると
考えていることが判明した他、17% の人が今後２年以内に家を売る
答えは p. 32
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米国のワクチン接種者に国境再開
カナダ政府は 19 日、新型コロナウイルス

カナダ国民の半分が接種を完了

現状維持されていることや、旅行者がカナダ

米国を追い越したところだ」と述べた。

のワクチン接種を完了していることを条件に、 政府の認めるワクチン接種を完了しているこ

カナダ公衆衛生局長テレサ・タム博士は、こ

８月９日より米国の観光客など「不要不急」 とを条件に、９月７日から受け入れを再開す

のペースでいけば、当局が目標に掲げ集団免疫

旅行者に対する渡航制限を廃止すると発表し
た。米国に居住する米国人および永住権保有
者が対象。渡航制限の解除は１年４カ月ぶり
となる。

に必要とみているワクチン接種完了者 80％は

ると発表した。

達成できるだろうと語ったが、ここ数週間１回

米国は陸路入国制限を延長

目の接種者の増加率が緩やかになっていること

一方、米国政府は国境の開放について慎重

には懸念を示した。その上で接種へのためらい

渡航者は、カナダに入国する少なくとも 14

な姿勢を崩しておらず、カナダ政府の発表を

は集団免疫の達成を妨げる恐れがあると釘を刺

日前までにワクチン接種を完了し、事前にオ

受けた後も米国土安全保障省は 21 日、パンデ

した。

ンラインで接種完了の証明書をカナダ政府に

ミック発生以降導入したカナダとメキシコと

州別で見ると、１回目の接種では、ユーコン

提出する必要がある。また入国の 72 時間以内

の不要不急の陸路またはフェリーによる入国

準州とノースウエスト準州がそれぞれ 75％と

に検査を受け、陰性結果を証明しなければな

制限について、８月 21 日まで延長すると発表

72％と国内で先頭を走っている。ワクチン接種

らないが、入国後の検査は不要となる。ただ、 した。米国はカナダとメキシコとの間で昨年

が進むにつれ、新規感染者数も減少しており、

３月から陸路入国を制限しており、１カ月ご

今春カナダを襲った「第３波」を乗り越えた今、

抜き打ち検査を実施することもある。14 日間

の隔離と到着後２回のコロナ検査も免除され、 とに延長されている。

７月３週目の感染者数は約 3000 件と報告され

空路での入国者に義務付けられていた政府指

米国では現在、デルタ変異株により新型コ

定ホテルでの３泊も撤廃される。12 歳以下の

ロナ感染者が急増しており、各地で再びマス

トルドー首相は少なくとも１回目の接種を受

ワクチン未接種者については、条件を満たし

クの着用を義務化したり推奨したりする動き

けたカナダ人が約 80％に達すれば、米国のワ

た保護者が同伴していれば、隔離措置を受け

が出ている。

クチン接種を完了した旅行者を８月に、それ以

ることはない。 なお、ワクチン未接種者に対
する入国要件に変更はない。

国民の半分がワクチン接種を完了

ている。

外の国の旅行者を９月に受け入れると述べてい
た。

この規制緩和措置でカナダに入国できるの

CTV ニュースのワクチン接種追跡調査によ

オックスフォード大学の 7 月 26 日のデータ

は、カナダで使用が承認されたワクチン接種

ると、7 月 27 日早朝の段階で国民の 63％が

によると、カナダは１回目の接種率、２回目の

者に限定される。カナダ政府が承認している

ワクチン 2 回目の接種を完了しており、80％

接種率ともに世界でトップだ。

のは、米ファーザー社製、米モデルナ社製、 が 1 回目の接種を済ませている。7 月中旬、接

一方、バイデン米政権は、７月４日の週末ま

米ジョンソン＆ジョンソン社製、アストラゼ

種率で初めて米国を追い越したことが明らか

でに成人の米国民 70％が接種を受けるという

ネカ社製のワクチン。

になった。米国の接種率は 7 月 25 日時点で

目標を達成することができなかった。これまで

49.7% 。

のところ、少なくとも１回目の接種を終えた

また、国際線旅客便の離発着は現在、モン
トリオール、トロント、カルガリー、バンクー

トルドー首相は 19 日、「我々は過去最高レ

バーの 4 空港に限られているが、８月９日よ

ベルのワクチン接種を目の当たりにしている。

18 歳以上は 68％となっている。

り、オタワ、ハリファックス、ケベックシティ、 １回目の接種については、カナダは世界のトッ
ウィニペグ、エドモントンが加わることにな

プであり、２回目を完了した国民の割合は、

る。
ブレア公安・非常時対応準備相は会見で、
「米
国のワクチン接種者に８月９日という早い段

詩

まご

しゅくじつ

祝日の昼下がり

りょううで

両腕を

ふたご

まくら

双子の孫の

枕にとられ

ひるさ

しばしつきあう

こもりうた

子守唄

ね

うたた寝の

川路 廣美

さらに米国以外の国からの旅行者について

ゆめ

声が高まっていた。

夢はふるさと

らは、米国の観光客を受け入れるよう求める

あ

を控えるよう要請した。カナダの観光業界か

在りし日の

民に対しては、引き続き不要不急の海外旅行

ふ ぼ

が可能になった」と語った。ただ、カナダ市

父母にあまえて

国境における規制緩和を安全に開始すること

ねむ

率の上昇やコロナ感染者の減少のおかげで、

や

イデュ保健相は「カナダ国内のワクチン接種

わが家に眠る

両国の緊密な関係を示すものだ」と述べ、ハ

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

階で国境を再開することは、国境を共有する

も、国内のワクチン接種率と公衆衛生状況が
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カナダのニュース

カナダ総督に初の先住民女性
トルドー首相は７月６日、カナダの新総督

容疑をめぐり、辞表を提出していた。ペイエッ

に推薦した先住民女性のメアリー・サイモン

ト氏については独立機関が事実関係の調査を

氏をエリザベス英女王が承認したと発表した。

行なっていたが、報告書の発表を前にトルドー

初の先住民出身の総督となる。

首相と会談し、辞任を決めた。総督の席が空

カナダは英連邦に属し、国家元首はエリザ

いた場合は連邦最高裁判所長官が代理に着く

ベス女王だが、女王はカナダ国外にいること

と規定されているため、リチャード・ワグナー

から、総督がその代理を務める。首相が推薦し、

最高裁長官が代理として就任していた。

英国王が任命する。
サイモン氏はこの日、「カナダの歴史におい

メアリー・ジニー・メイ・サイモン

て、今ほど内省と行動が必要とされる時はな

1947 年、ケベック州ヌナビクの先住民居住

い」と指摘し、「この時期に私が任命されたの

区カンギクスジュアクに生まれる。1970 年代

は、歴史的であり、心動かされること。和解

には、CBC ノーザン・サービスでアナウンサー

に向けた長い道のりの重要な一歩だ」と語っ

およびプロデューサーを務めた。その後、イ

た。

ヌイット族をはじめ先住民の社会的・経済的

この発表に伴いトルドー氏も「カナダは歴

権利や人権を守るための活動に従事し、1982

史的な一歩を踏み出した」と強調し、「今、こ

第 30 代カナダ総督

年にはイヌイットの土地開発によって得られ

(photo: Justin Trudeau – Prime Minister of Canada)

れ以上の適任者を思いつけない」と述べた。
「サ

た資金管理のために設立されたマキヴィク社

イモン氏のような、難題に取り組み、建設的

の社長に任命された。同年、カナダ憲法改正

な進化を達成する指導者を、もっと要職に起

において、他の先住民リーダーたちと交渉に

一方、この日、アルバータ州とノバスコシ

用する必要がある」とサイモン氏を推薦した

参加し、先住民の権利の規定を盛り込むこと

ア州の教会で火災が発生。警察当局は放火の

意義を説明した。

に貢献した。イヌイット周極会議議長、カナ

可能性を指摘している。カナダではここ最近、

ダの全国的なイヌイット組織であるイヌイッ

６カ所の教会で不審火が発生しているが、多

任。就任式では「総督として、賢明で思慮に

ト・タピリイト・カナタミ幹部などを歴任。

くが先住民地域にあるものだという。

満ちたやり方で、過去の張り詰めた関係を未

また、1994 年から 2004 年まで、新設された

また、ビクトリア女王やエリザベス女王の

来の約束へと繋いでいきたい」と意欲を示し、

周極問題担当大使を務め、イヌイットとして

像に対する破壊行為も起こっており、トルドー

カナダの先住民とそれ以外の国民の架け橋と

初の大使となった。さらに 1994 年からは駐デ

首相は７月２日、教会や英女王に憎悪を向け

なるよう尽力すると述べた。また、「われわれ

ンマークカナダ大使を兼任した。イヌイット

た行為を非難した。

は、カナダで起こった真の歴史を学ぶ必要性

語と英語のバイリンガルだが、フランス語は

を国として思い知った。歴史の中の真実を受

得意でないため、これから習得に努力すると

け入れることで国として足元を固め、社会の

している。

サイモン氏は７月 26 日に第 30 代総督に就

結びつきを強め、厳しい状況であるときにこ
そ最善を尽くす必要があるということを子ど
もたちに伝えていきたい」と語った。また、
気」がいったはずだと付け加えた。

ユージーン・ミッションスクールで墓標のな
い墓が 182 基見つかったと発表した。これで

日にサスカチュワン州南部のカウェセス先住
民居住区にあった先住民の寄宿学校の跡地周
辺から墓標のない墓が 751 墓見つかっていた。

ら、子どもの遺骨や墓標のない墓が次々と見

カナダでは 19 世紀以降、同化政策の一環と

つかっており、先住民が辿ってきた悲劇的な

して、先住民の子ども 15 万人以上が家族から

歴史に注目が集まっていた。

引き離され、寄宿学校への入学を強いられた。

一方、前任者のジュリー・ペイエット氏は
今年 1 月、職員に対するパワーハラスメント
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隙間川柳の会

立された先住民の子どもの寄宿学校の跡地か

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

子ども 215 人の遺骨が発見され、次に６月 24

いる」と述べた。

あなたの心の隙間に

社会の構築をこれまでにないほど必要として

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

まず、５月にブリティッシュ・コロンビア
州カムループスの先住民寄宿学校の跡地から

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

３校目となる。

国民は、サイモン氏の目指す、公正で公平な

カナダでは最近、同化政策の一環として設

カナダ・デーでは今年、遺骨発見を受けて、
複数の都市で祝賀行事が中止された。

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。

の和解など、新しい種類の変化が起きている。

が運営していた。

先住民団体は６月 30 日、ブリティッシュ・
コロンビア州クランブルック近くのセント・

らの復興、気候変動への取り組み、先住民と

Mary Simon

墓標のない墓、新たに 182 基

トルドー氏がサイモン氏を推薦するのは「勇
トルドー首相は就任式で「パンデミックか
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We are 29 years old!
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米フロリダ州マンション崩落
米フロリダ州マイアミ近郊で 6 月 24 日に発

捜索終了、死者は 98 人に

が２日、解体命令に署名し、4 日に解体された。 ルタント会社がプールデッキの下のコンク

生した 12 階建マンション「シャンプレイン・

郡長は、「安否不明者の家族には今回の決定を

リートにある大きな構造的損傷や、地下駐

タワーズ・サウス」の崩落事故で、地元マイア

通達しており、理解を得られた」と話した。ま

車場の柱、梁、壁に亀裂や剥離を発見して

ミデード郡は 23 日、消防当局による現場での

たバーケット市長は「建物に問題があるのは明

おり、大規模な補修の必要性を指摘してい

遺体の捜索活動を終了したと発表した。7 月 26

らかで、取り除くしかない」と述べた。

たこともわかっている。

日、同郡ダニエル・ルビーン・カヴァ郡長は死
者 98 名全員が確認されたことを報告した。
崩落直後に２人ががれきの中から救出された
が、そのうちの１人は搬送後に病院で死亡が確
認された。それ以降、生存者が見つかることは

爆破に先立ち、逃げ遅れたペットの捜索や貴

マンションの管理組合は 2018 年、この会

重品の回収が行われ、周辺の住民に対しては、 社に安全評価を依頼し、報告書が作成され
大量の砂埃の発生を懸念し、自宅に留まるよう

ていた。それを元に 1200 万ドルを投じた

要請した。

補修が近々開始される予定だったというが、

７日には、生存者の捜索を断念し、作業を救

コンサルタント会社が構造上の問題につい

出から遺体収容に移行すると表明したが、生存

て警告してからすでに３年近くが過ぎてい

者の発見がほぼ不可能となった後も、現場では

た。マンション管理組合の弁護士は、同組

同様の事故としても最大規模のものとなった。 捜索活動が続けられた。当局は家族に対し、全

合に提出された報告書には、崩落のリスク

崩落が発生したフロリダ州サーフサイド市の

員が発見されるまで捜索を続けると約束してい

となるようなことは何も記されていなかっ

チャールズ・バーケット市長が「アメリカでビ

た。また、捜索活動が終了した後、崩壊の原因

たとしている。

なかった。
米史上最悪の建物倒壊事故は、近年発生した

ルが倒壊するなど、普通ではありえないこと」 を究明するための捜査を開始するとした。
と述べたように、実際に地震や爆撃にさらされ

一方、近隣のマンション「クレストヴュー・

でもしない限り、とりわけ先進国における居住

タワーズ」の住民に対しても、２日、安全を確

中のビルが突然倒壊するなど、まず起こらない

保するため退去命令が出されていた。

こと。公開された崩落の瞬間の映像も相まって、

米メディアも原因について、いくつかの
仮説を挙げている。
まず、事故調査に当たる設計士の話とし
て、地下駐車場と地上部分を繋ぐ鉄筋の量
が設計図よりも少なかった可能性があると

世界に衝撃が走った。

崩落はなぜ起きたのか

ビルの残存部分解体

築 40 年の「シャンプレイン・タワーズ・サ

でに廃業しており、代表者は死亡している

ウス」が崩落した原因は、現在のところ明らか

ため、刑事責任を問えるかどうかの判断に

倒壊したのは 135 世帯が暮らす建物の北東部

になっていない。崩落をとらえた映像から、専

は時間がかかるとしている。

分、55 世帯分のスペースだったが、地元当局は

門家らはビルの下層部に着目し、「マンション

また、マンションが建っていた一帯はも

４日、崩れ落ちることがなかった残存部分も倒

の地下駐車場か下層部分から崩れ始めた」と推

ともと湿地で、開発によって埋め立てが進

壊する危険性が高まったことから、爆破し、解

測。進行性の崩壊や、40 年前の建築法では認め

んだため、地盤が強固ではなかったとも言

体作業を行った。救助隊員をはじめとする作業

られていた設計上の欠陥、劣化、気候条件など、 われ、90 年以降、この場所は年間 1.9 ミリ

員の安全を確保するためとした。爆薬が仕掛け

様々な理由が重なって、倒壊に至った可能性を

られた残存部分は、下の階から数秒で崩れ落ち

指摘している。米国での報道によると、崩落の

さらに、1981 年の建設から 40 年にわたっ

た。がれきは１万 4000 トン以上にのぼるとい

10 分前、異音を聞いたり、１階のプールデッキ

て潮風やハリケーンにさらされたことで、

う。

や駐車スペースの一部が地下に崩れるのを目撃

建物が脆弱化した可能性も指摘されている。

現地には近々ハリケーンが接近する見通しと
なったため、マイアミデード郡ののカヴァ郡長

伝えた。しかし工事を請け負った会社はす

の地盤沈下が認められていた。

したりしていたマンションの住人もいる。
また、３年前に建物の安全を評価するコンサ

なお、マンション所有者への補償につい
ては、詳細が明らかになっていない。
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「人後に落ちない」の正しい使い方はどれ
か。

編集・翻訳・ページデザイン

Ａ）彼は堂々としていて人後に落ちない。

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。

Ｂ）勤勉な点では彼は人後に落ちない。
Ｃ）人後に落ちないようにがんばって走る。
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世界のニュース

米、住宅立ち退き猶予を延長

家主団体は無効を求め提訴

米疾病対策センター（CDC）は３日、新型

速することを懸念し、所得が一定の水準を下

コロナウイルスの感染率が高い地域を対象に、

回る人を対象に立ち退き猶予の措置を導入し、

ドルの家賃支援予算を設けているが、６月末

７月末で失効した家賃滞納者の立ち退き猶予

家主に対して家賃滞納者の強制退去を禁止し

までの支給は予算額の 6.5% と支給は大幅に遅

措置を復活させると発表した。米国ではイン

た。CDC は猶予措置の期限を迎えるたびに延

れている。

ド型変異ウイルス「デルタ株」の感染が拡大

長してきたが、今年６月に最高裁判所は、一

しており、CDC は感染予防対策として、自主

部の家主が起こした立ち退き猶予の無効化を

隔離できる住宅が必要と判断した。

求めた訴訟において、７月までの延長は認め

CDC による新たな住宅立ち退き猶予措置の

たものの「同措置の延長には、議会の承認が

導入を受け、家主団体は４日、ワシントンの

必要」との判断を下していた。

連邦地裁に同措置の無効化を求める訴訟を提

CDC のワレンスキー所長は、
「デルタ株に
よって、国内の市中感染が急速に広がってお
り、ワクチン未接種者ほか多くの国民にとっ

これを受けてバイデン米大統領は 7 月 29 日、

バイデン政権は賃借人や家主向けに 465 億

家主団体は措置の無効化を求め提訴

起した。訴訟ではアラバマ不動産協会などが

てリスクが高まっている」と指摘、
「立ち退き

議会に対し立ち退き猶予措置を延長するよう

「立ち退き猶予は政治圧力を逸らし、猶予措置

猶予は、人々を自宅にとどまらせるために必

要請、下院は翌日、同措置を 10 月 18 日まで

が失効したことを裁判所のせいにし、訴訟に

須の措置だ」と述べた。延長は２カ月間で、

延長する法案の可決を目指したが、野党共和

要する時間を利用して政治目的を達成しよう

有効期間は 10 月３日までとしている。

党の反対で頓挫した。

としている」と違法性を主張している。

新たな措置で猶予の対象となるのは感染拡

一方、民主党のペロシ下院議長は２日、議

原告は５月にも同地裁に訴訟を提起してお

大が深刻な地域に限られるが、米国内の借り

会の承認なしに同措置を再導入するよう政権

り、CDC の立ち退き猶予措置は違法との判断

手 9 割が家賃滞納による強制退去から保護さ

に強く求めたほか、ニューヨーク州やカリフォ

を受けたが、判決は控訴裁で覆されていた。

れる。

ルニア州など一部の州では立ち退き禁止令の

ホワイトハウスは立ち退き猶予措置の延長

延長を決定するなどの動きがあった。また、

は新型コロナの感染率が高い地域に限られて

よると、米国では現在、約 650 万世帯、1500

バイデン氏も 2 日、一部の民主党議員の求め

おり、
「的を絞った新たな措置」だと CDC を擁

万人が新型コロナの影響で家賃を滞納してお

に応じ、CDC に対し、新型コロナの感染拡大

護している。CDC はコメントしていない。

り、滞納額は合計 200 億ドルにのぼるという。

が深刻な地域を対象に、新たな住宅立ち退き

同措置が失効すれば、滞納者の半数以上が今

猶予の延長を検討するよう要請し、州政府に

後 2 カ月以内に立ち退かなければならなくな

対しては、最低 2 カ月立ち退き禁止令を延長

ると予想されていた。

するよう呼びかけていた。CDC は法的権限が

アスペン研究所が７月末に発表した調査に

ないとして拒否していたが、状況を踏まえ、

家賃が回収できなければ、家主も住宅ロー
ンを返済できない恐れにさらされている。

猛威を振るうデルタ株
CDC のワレンスキー所長は、米国で猛威を

米疾病対策センター（CDC）
：米国ジョージア

感染率が高い地域を対象に、２カ月間の延長

振るうデルタ株について「これまで出現したウ

州アトランタにある保健社会福祉省の下部機

を決定した。

イルスの中で最も感染力の強いもののひとつ」

ただ、最高裁は措置の延長に議会の承認を

関で、感染症対策の総合研究所。

猶予措置は昨年 9 月より導入
CDC は昨年９月、立ち退きでホームレスが
急増することにより、新型コロナの感染が加

との見解を示している。CDC がまとめた文書

求めているため家主などからの訴訟リスクが

によると、
デルタ株は中東呼吸症候群（MERS）
、

ある。バイデン氏は３日の記者会見でこの法

重症性呼吸器症候群（SARS）
、季節性インフル

的リスクを認めつつも、
「家賃滞納者に時間的

エンザなどより感染力が強く、水疱瘡と同じ

猶予を与えることができた」と述べた。

くらいの感染力だとされている。
またワレンスキー氏は、
「デルタ株はワクチ

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

ハンサムに出会って歩数くるわされ

まさ道

――北 花子

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――秋広

再試験成るように成ると一夜漬け

sudoku break

ンを接種していても未接種者と同じように他
者にうつす恐れがある」ため、これがワクチ
ン接種済みでもマスクを着用しなければなら
ない理由だとした。
CDC は、マサチューセッツ州で起きた集団
感染では、感染者の 74％がワクチン接種を完
了していた人だったことも明らかにしている。
ホワイトハウスによると、米国内の新型コ
ロナの割合は、デルタ株が 80％以上だという
が、２カ月前はわずか１％だった。

答えは p. 31
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We are 29 years old!

ふれいざー名エッセイシリーズ

思い出の中にある広辞苑
新納
ぎよくおん【玉音】天子の声。ぎよ
くいん

では大騒ぎだ。事務の女の子やオヤジさ

くどくどしく述べていたが、誰も聞いて

んが外務省の役人で、ゆんべ終電で帰っ

いなかった。

てきて家族に洩らしたそうだ。降伏だと
さ」
「戦争はこれで終った。君がたの、これ

基久

武田さんがそれに続いた。
「こうなったことは真に残念なことであ

私たちは器具室を出た。広大な敷地の

る。しかし、これで、明日とはいえないが、

までの努力も苦労もみな水の泡と消えた」

西の端にある第三エ場から東の外れの地

君がたは近いうちに帰郷が許され、御両

武田先生は悲惨な声で演説をはじめた。

下エ場への道はかなり長い。土地の大半

親と共に暮すことができる。だが、忘れ

その朝、昭和 20 年８月 15 日、私達一

はまだ手付かずで、雑草が茂り、ススキ

ないでほしい。今、外地には幾百万とい

中生はいつものように村岡寮を出た。配

の若い穂がさんさんと輝く太陽に照り映

う日本人がいる。この人たちがこれから

属先の第三エ場の器具室にいると、朝の

えていた。その間を通り抜ける私の頭に

どのような運命をたどることになるだろ

定例打合せから小岩室長が戻って、室内

は、和良比さんの一言がガンガンと打ち

うか。シナにおられる体操の小林先生も

の全員を机の前に呼び集めた。汐月さん、

響いていた。

その一人だ。あの愛くるしいお嬢さんの

金子さん、和良比さんらの職員、大エの
橋爪さん、水兵の野田さん、それに学徒
の上坂、江波戸、と私の８人がぐるりと
取巻いた。
「エ場長からの通達をいいます。本日正
午。キオツケィ。かしこくも天皇陛下の
玉音放送があります。ヤスメ。ロクオン
ではありません。本当の玉音だそうです。
11 時 45 分に事務所の前に集合。謹んで
拝聴して下さい。通達おわり、ワカレ」
皆はそれぞれの場に帰った。
「ギョクオンて、何のことだいな」
職員の中で一番若くてひょうきんな和
良比さんがロをきった。皮肉屋の汐月さ

「無条件降伏。コウフク、コウ、フク
……」

るよう、先生の無事を祈って、先生がい

純粋な心で戦争の完遂を念じていた私
にとって、降伏することはあまりにも無
残で、自然に涙がこぼれでてきた。

江波戸君はしきりに慰めてくれたが、
涙はどうしても止らなかった。
正午前、職員もエ員も学徒もエ作兵も、

共に勇んで浴びる日が
来たぞ。希望の日が昇る』」
私たちの歓声は、モーターが止まり静
まりかえった工場の中をこだましていた。
私たちの帰宅が許されたのは、ニ日後
の８月 17 日だった。荷物を片づけながら

た。ラジオからは、天皇の玉音がやや高

私はラバウル小唄のもどきを歌っていた。

めの声で抑揚もなく淡々と流れていた。

「『さらば村岡よ、もうお別れか

「……英米ソ支四国の宣言を受け入れ、
び……」

私が江波戸と連れだって、裏山に掘っ

「『海の民なら、男なら

テーブルに置かれたラジオの前に整列し

を巻きながらぶすっとつぶやいた。

もうロをきくものもいなかった。

一緒に歌おうではないか。では一、二、三」

マにさまってるよ。泣くなってばよ」

……堪えがたきを堪え、忍びがたきを忍

る」

つも口ずさんでおられた太平洋行進曲を

「おい泣くなよ。あんなのデマだよ。デ

んは禿かかった頭にくるくるとはちまき
「どうせ玉砕せいっていうにきまっと

待つご家庭に一日も早く戻ることができ

しばしなじみの２ヵ月たらず
総員起きしも消灯も
明日は我が家の夢の中』」

部分的に聞き取れる勅語の端々から、
敗戦の厳然たる事実を改めて知った。再
び涙がとめどもなく流れた。
「解散」

同室の高畠が文句をつけた。
「『もうお別れ』じゃないぞ『やっとお
別れ』にしろよ」
私たちがあんなに安否を気遣った体操

た横穴のトンネルエ場の器具室に向かお

呆然としている一同に、杉井中尉が号

の小林先生は、大尉に昇進し２年後無事

うとしているところに、和良比さんが息

令した。散りかねている私たちをリーダー

に帰って、私たちの心配など全く知らぬ

せき切って駆けこんできた。

の京大生の有田さんが、「一中生は残れ」

げに出征前と同じように私たちをびしび

と引きとめ、高山樗牛がなんとやらとか、

し締めつけていた。

「ムジョウケンコウフクだぞ。今、本部

（1995 年８月上旬号掲載）
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コロナ渦中の日本一時帰国に際する入国時のステップ
BC 州ではステップ３に入り１か月がたちまし
たが、懸念されていた通り、オカナガン地方で
はコロナワクチン接種率が低いことから、気に

メトロバンクーバーで
PCR 検査を受けられる場所

・必要なアプリとその利用方法：
www.mhlw.go.jp/content/000806868.pdf

BC 州 Centre for Disease Control の サ イ ト に

なるデルタ株感染が確実に増えています。東京

リストがあります。

都は第五波に見舞われており、これを書いてい

www.bccdc.ca/health-info/diseasesconditions/covid-19/testing/where-toget-a-covid-19-test-in-bc

る８月 10 日には新たに 2612 人が COVID19 に
感染していることが確認されています。

ただくようお願いします。

今年の春頃はまだデルタ株感染もそれほど多

筆 者 の 経 験 で は YVR レ ベ ル １ に あ る

くなく、海外から帰国した方が、公共交通機関

Vancouver Airport Clinic が 安 め で 混 雑 も な く

を使ったり、２週間の隔離をしなくても大丈夫 （春）所定の検査証明フォーマットも用意して
だというような情報がウェブなどで拡散されて おり、便利でした（参考まで）。
いましたが、変異株感染が増えていることもあ

急を要する場合は、ダウンタウンに、値が倍

り、日本入国の際のスマホによる隔離確認など

ぐらいするが同日に検査証明を出してくれるク

ルールが厳しくなっています。

リニックもあります。

日本一時帰国を予定されている方は、事前準
備の際空港で足りない書類がないように、お気
を付けください。

Vancouver Airport Clinic
( 予約：604-207-6900)
www.yvr.ca/en/passengers/shop-dineand-services/285

陰性証明書、スマートフォンアプリ、 Care Point Medical and Wellness Clinic
誓約書等必要なステップ
（予約：604-436-0800）
（外務省のサイトより抜粋）

陰性証明書
〇出国前 72 時間以内に実施した検査の陰
性証明書の準備
※子供も検査証明書を取得する
ただし、多数の国において、当該国の制度

www.carepoint.ca/covid19-testingessential-travel

の事情をお伺いした上で、同居する親等の
監護者に帯同して入国する未就学（概ね６
歳未満）の子供であって、当該監護者が陰

〇出国前 72 時間以内に実施した検査の陰
性証明書の提出が求められています。
搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル
又は大幅に遅延し、当初想定の 72 時間を
超えて帰国する場合、変更後のフライトが
検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間
以内であれば、再度の取得は必要ありませ
ん。

この外務省のリンクからダウンロードできる。

www.mofa.go.jp/mofaj/files/
		
100177968.pdf
月刊 ふれいざー Toronto

Android 端末で Android 6.0 以上となります。

質問票 Web の事前登録
渡航日時、航空会社、座席、日本滞在情報、
体調情報などを記入した「質問票」を日本に入
国の際提出する必要があります。
日本到着前（自宅・空港等）にスマートフォ
ンやタブレット、パソコンで「質問票 Web」に
アクセスして必要な情報を入力し、発行された
QR コードを到着時に検疫官に提示します。QR
コードは画面を保存あるいはプリントしておき
ましょう。

質問票 Web へのアクセス：
https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp
慌てないように、可能な限り事前（出発前）
航空会社によっては「質問票 Web」への入力
後に発行される QR コードを提示しないと搭乗

丈夫だと思ったら……。こちらをご覧ください！

手続きができない、としている航空会社もある
ようなので、事前確認をお勧めします。

スマートフォンの携行、必要なアプリの登
録・利用について
誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報

手続の際に、必要なアプリを利用できるスマー
トフォンの所持を確認できない方は、入国前に、
空港内でスマートフォンをレ
ンタルしていただくよう、お

誓約書の提示
14 日間の公共交通機関の不使用、自宅等で
の待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプ
リの導入等について誓約いただくことになりま
す。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が
確保する宿泊施設等で待機していただきます。

検査方法は以下のいずれかに限り有効

願いすることになります。
※レンタルにかかる費用
は入国する方の自己

負担

となります。クレジットカー
ドをご用

意いただく必要

があります。
◆検疫エリア内でのレンタル

〇所定の「出国前検査証明」フォーマット
を使用
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バ ー ジ ョ ン は、iPhone 端 末 で iOS 13.5 以 上、

ガラケーを使っていて、スマホが無くても大

性の検査証明書を所持している場合には、 を提示するために必要なアプリ等を利用できる
子供が検査証明書を所持していなくてもよ スマートフォンの所持が必要となります。検疫
いものと取り扱うこととしています。

※ ア プ リ イ ン ス ト ー ル の た め に 必 要 な OS

に入力しておくとよいでしょう。

スマートフォンアプリ

として未就学の子供には検査を実施してい （厚生労働省のサイトより抜粋）
ないことも勘案し、検疫においては、個別

※日本入国前に、インストールまで完了してい

August 2021

を実施している事業者
（３月 25 日時点）
・株式会社ビジョン
www.vision-net.co.jp/
news/20210319002098.html
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知っておかなければならないカナダにおける奴隷制度の歴史
知っておかなければならないカナダにおける奴隷制度の歴史
今年初めて、カナダのカリブ系、アフリカ系カナダ人コミュニティは 8 月 1 日に「Emancipation
Day」を公式な記念日として祝うことが叶った。“Emancipation”、
「解放」というあまり馴染みのない言
葉は、奴隷の解放を語るときに使われてきた。カナダには奴隷がいなかった、アメリカからの黒人奴隷の
救出・受け入れに大いに尽力したという印象があるが、カナダでも奴隷制度が 200 年続いていたのだ。

Emancipation Day
―奴隷制度廃止を祝う記念日

支持者の入植者誘致を優位にするため、1790 年

Underground Railroad 地下鉄道

に奴隷制を制定した。それはアメリカ合衆国か

アメリカ合衆国の抑圧的な奴隷制度のある南

今年 3 月 24 日カナダ下院において 8 月 1 日を

らの移住者は「黒人、家具、農具、服」を非課

部諸州で、1850 年に逃亡奴隷法が成立して脱走

「Emancipation Day」として定めることが満場一

税で持ち込めるという内容であった。これによっ

奴隷を助けることが違法になった。すると秘密

致で可決された。カリブ系やアフリカ系カナダ

て 1752 か ら 1782 年 の 間、 ハ リ フ ァ ッ ク ス 新

裏に、逃げ道として奴隷制度廃止論者や元奴隷

人コミュニティは「奴隷解放の日」を祝うこと

聞では頻繁に奴隷の売買の広告が上がった。約

たちが、一連の家、トンネル、抜け道のネット

を切望し、何十年も政府に働きかけてきた。政

3000 名のアフリカ系アメリカ人の男女子供が北

ワーク、奴隷制反対運動の秘密組織を作り出し

府がこの日を認識するということは、過去の悪

部アメリカに連れてこられた。1790 年になる頃

た。これを “Underground Railroad”、地下鉄道と

行 “wrongs” を認めるという意味があるからだ。

には、奴隷は現カナダ大西洋岸州” the Maritimes

呼んだ。彼らはアメリカ合衆国の南部奴隷制地

英帝国は植民地におけるプランテーション農

（New
“
Brunswick, Nova Scotia and Prince Edward

域から多くの奴隷を北部自由州やカナダへ救出

業発展のために、200 年以上の間 “大西洋間奴隷

Island） に は 1200 か ら 2000 名、Lower Canada

した。何年か前にカナダ政府がテレビで流して

貿易” を行っていたが、1833 年８月 23 日、奴隷

( 今 の Québec) に は 約 300 名、500 か ら 700 名

いた広報、
「私達の歴史」シリーズでその様子を

制度を廃止する法「Slavery Abolition Act 1833」 が Upper Canada ( 現 Ontario) にいたという記録

短編ドラマ様式で紹介していたのを記憶してい

を成立させ、カナダを含む植民地における奴隷

る読者もいるかもしれない。彼らは、馬車の荷

がある。

制度を違法とした。世界初の奴隷解放法の制定

カナダの奴隷はまだ恵まれていたという愚か

に隠れたり、野生動物に襲われる危険のある夜

は、やがて植民地諸国に広がり、カナダでは翌年

な発想がある。アメリカ合衆国側やカリブ海植

間、人気のない険しい森林や山を通って逃れて

1834 年の 8 月 1 日に同法が履行された。これに

民地の奴隷が農場主（プランテーション）のも

きた。地下鉄道といわれる秘密組織で奴隷の逃

よってカナダ最後のアフリカ人奴隷が解放された。 とで綿花を摘んだり、タバコの葉を栽培したり、 亡を援助する人々は “車掌” と呼ばれた。車掌た
英帝国の植民地はカナダを始め、アフリカ、 砂糖、ラム酒生産用サトウキビ畑の過酷な環境

ちはネットワークを熟知しており、“駅” と呼ば

カリブ海諸島、南米にあったが、そこには 80 万

で働かされていたのに比べ、カナダでは楽な仕

れる安全な家々（中継地点）から速やかに逃亡

人以上のアフリカ系奴隷がいたのだ。奴隷解放

事をしていた、と言われるが、厳しい労働環境

者をカナダへと導いた。

というと聞こえがいいが、実際は一部 6 歳以下

と人間としての基本的な自由が奪われていたこ

の子供が解放されたに留まった。その他の奴隷

とには変わりない。植民地だったカナダにおけ

は４～６年間、引き続き元のオーナーのもとで

る奴隷のオーナーは政治家や大企業家のような

奉公させられていた。

エリートだけではなく、意外にも、役人、宿泊所、 は自分の土地を持つ権利のみならず、土地の条

北米における「奴隷制度」の歴史

カナダでの新たな生活
黒人奴隷が Canada West に逃れると、そこで

軍人、鍛冶屋、貿易商から果てはキリスト教聖

件が満たされていれば選挙権をも持つことがで

職者にも及んでいた。

きた。難民である彼らには安く土地が提供され、

16 世紀初頭から 19 世紀初頭フランスのナポ

Upper Canada で奴隷にされていた多くの黒人

全ての黒人が自ら生活費を稼ぎ、結婚し家族を

レオン・ボナパルトがルイジアナをアメリカ合

が自由を求めて、既に奴隷が解放されていたア

持つことができた。こうして彼らはカナダ政府

衆国に売却するまで、フランスは北米において

メリカ合衆国の北西テリトリー（今のミシガン

および、カナダやアメリカ合衆国の奴隷制度廃

多大な勢力を持っていた。現アメリカ合衆国中

州とオハイオ州は 1777 年に奴隷制の禁止）
、バー

止論者の援助によって、新たな人生を歩むこと

西部のネブラスカ州、オクラホマ州、カンザス

モント州やニューヨーク州（奴隷制は 1799 年に

ができた。Upper Canada と呼ばれていた地域は

州は当時ニュー・フランスとよばれていた。最

廃止）に逃れた。

1841 年に Canada West と命名された。それは今

初奴隷は主に先住民であったが、奴隷制度の最

のオンタリオ州である。

盛期には約 4200 名いた奴隷の内、約 2700 名

カナダでの人種差別の壁

は先住民、少なくとも 1443 名は黒人だったと
言われている。先住民の奴隷化は 1783 年まで

カナダに逃れて黒人奴隷の人生は変わり、表

続いていた。その他の奴隷は他の地域や国から

向きは幸せな結末を迎えたかのように見えたが、

来た人々だという。北米では一般的に奴隷は

実際は人種差別、抑圧や排他主義に悩まされた。

“panis”（先住民）や召使とよばれていた。1760

何年かすると、これに耐えられなくなったり、

年に英国がニュー・フランスを征服したが、数

アメリカにいる家族との離別が辛くなったり、

年後アメリカの独立戦争が勃発し (1775 - 1783)

そしてまた 1863 年にアメリカ合衆国でも「奴隷

英国が敗れると、アメリカ合衆国側のアフリカ
奴隷の数は著しく増加した。すると、英国は北
部植民地、今のカナダ大西洋側の州への英帝国

www.thefraser.com

解放」が制定され、黒人の生活環境がいくらか
Poster for a talk on fugitive Fugitive slave John Anderson,
1861 © Forbes / Musée McCord
slaves in Canada
© Library and Archives Canada | Museum / M994X.5.185
Bibliothèque et Archives Canada

改善され始めると、やがて約３分の２の黒人難
民は故郷のアメリカに帰って行った。
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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
（20）
奥の細道
憧れの一人旅

クサックは約 20 キロの重さになった。

私は一人旅が好きだ。旅の醍醐味は、あると
きは自然を友とし、あるときは過酷な自然に挑

初日は東京から字都宮を抜けて、日光の手前

戦しながらさすらうことである。行きずりの人

今市へ。ここまでは、交通量が多いのでヒッチ

と友情を育み、村や町の人たちと出逢う、それ

ハイクをした。今市からは徒歩になる。山道に

もまた旅の楽しさである。

入ってしばらく行くと、ガタガタと聞きなれな

旅に出るには、夏は暑い西の方へ、冬は東北

い音が聞こえてきた。こんな森の中に何だろう

地方へと決めていたので、1964 年 12 月末から

と近づいてみると、丸太小屋があり、その中に

お正月にかけて、私は東京から北を向いて出か

木で出来た機械が動いている。珍しい匂いがす

かける計画を立てた。芭蕉が旅した奥の細道を

るので、中に入って何を作っているのか聞いて

たどって東北地方へ旅することが、私の以前か

みた。それは、針葉樹の葉（主に杉）をつぶし

らの夢だった。

て線香を作っているのであった。説明してくれ

こういう旅には、アメ横で買った G I のダウ
ンの寝袋と、カーキ色の頑丈な背もたれのつい
たリュックサックが大いに役に立つ。着替えの
衣類、手ぬぐい、靴、しょうゆ、餅、海苔、す

た人は、出来立ての線香をプレゼ ントしてくれ
たので、ありがたくいただいた。
その夜は、お寺の庭にある鐘つき堂の下に寝
袋を敷いて一夜を明かした。

るめ、非常食用のピーナッツとレーズンのミッ

朝、目が覚めると、辺り一面真っ白な雪。一

クスなどを入れて荷造りをすると、そのリュッ

夜のうちに、音も無く降り積もったようだ。幸
い私は鐘の下でぐっすり眠ってお
り、雪が降っていることに朝まで
気がつかなかった。
２日目はそこから鬼怒川温泉に
向かって歩いた。お昼過ぎ、黒い
自家用車が私の前で止まり、中か
ら背広を着た紳士が現れた。彼は
流暢な英語で、
“Where are you going?” と 開 い
てきた。
「北の方 J と答えると、
「北のどちらへ？」
「北海道です」
紳士は、北海道まで歩いて行く
のかとびっくりして、いろいろ質
問をし、私の車に乗りなさいと言っ
てくれた。本当は歩きたかったの
で何度か断ったが、ついに根負け
して乗せてもらうことにした。
彼は香港から帰ってきたのだと
いう。やがて車は一軒の温泉旅館

知り合った人とヒッチハイク
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に止まった。大勢の人が玄関に並
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ランメル

覧迷留

チャック

茶句

んで、彼を出迎えている。どうやらこの旅館の
オーナーらしい。その夜は、温泉の湯で体を休
め、おいしい食事をごちそうになった。
寝る前に社員の集まっている部屋に案内さ
れ、何かしゃべって欲しいと言われた。いきな
りそんなことを言われてとても困ったが、何を
いかり

しゃべったか覚えていない。
翌朝、お礼の置手紙をして、まだ暗いうちに
宿を出発した。
数時間歩いていると、昨日の紳士が再び車で
現れた。わざわざお弁当を届けてくれたのだ。
また乗せてあげると言われたが、彼の親切はあ
りがたかったが、私は歩きたいからと断って旅
を続けた。
その日は五十里に到着。五十里では、ひょん
なことから知り合った校長先生の家に泊めても
らい、翌日は彼の学校でまたスピーチをするは
めになった。ここでもカタコト日本語で、カナ
ダのことをしゃべった。お礼にハンカチをいた
だいたので、お返しに今市でもらった線香を差
し上げた。どちらも立派な箱に入ったお土産で
ある。

くりことうげ

そこからは、会津、猪苗代湖から山越えをし
て、福島に向かう。
この辺りから雪が深くなったが、登山靴をは
いているので歩行には困らなかった。福島から
米沢への道路はハイウェイはなく、通行止めに
なっていて車は勿論、人一人歩いていない。私
は一人旅を満喫しながら数日かけて歩き続け
た。あるときは、1 日 55 キロ歩いた日もある。
福島県と山形県の県境、栗子峠に来た。ここ
は山の頂上で、周りは白一色。誰一人にも逢わ
ず、物音、鳥の鳴き声、風の音もない。今日は
どこまで行けるかな、と思いながら歩いている
と、先方で何かガサガサと音がした。私は立ち
止まった。向こうも動かない。胸がドキドキし
て、様々な悪い想像が頭に浮かんだ。熊か、山
賊か、いのししか。どうしよう……。思い切っ
て前進しようと歩き始めたとたん、向うも同時

We are 29 years old!

に立ち上がった。見るとそれは、蓑を着たおじ
いさんだった。彼はヒゲ面の外国人にびっくり。
おじいさんの細い眼が、このときは丸く丸く開
かれた。私は、覚えたての東北弁で、
「おばんです」と挨拶をした。
それからは、お互いの緊張がとけて話を始め
た。おじいさんは炭を焼いている人だそうで、
その夜は炭焼き小屋に泊めてもらった。
翌朝４時、おじいさんに起こされる。
「早く出発しないと今日中に米沢まで行けな
いよ。これから先、道は遠くて険しいから。気
をつけて行けよ」
おじいさんは、おにぎりとたくあんの弁当を
作って渡してくれた。外は真っ暗。星がきらき
らとまぶしい。おじいさんと別れて歩き始める
と、おじいさんの暖かさがじわりじわりと身に
滲みてくる。道はない。目印は電柱のみ。雪は
とても深く、腰のあたりまで積もっている。歩
くと言うより、一歩一歩、足を上げてスローモー

て前に出し、その棒を横にして両手で握って歩

下の方から雪煙が舞い上がっている。風だろう

いた。途中、右手に何か手ごたえを感じた。完

か。近寄ってみると、兎の群が走っていくのが

全な暗闇なので正体がわからない。

見えた。私の足音に驚いて跳んで逃げて行った

昨日、炭焼きに出会ったときよりも、ずーっ

のだ。私は腹が減っているので、１匹その兎を

とこわい。私は持っていた棒を刀代わりにがむ

捕まえて食料にしようかと思ったが、彼らはと

しゃらに振って、その何かを切るように２、３

てもすばしこくて皆逃げてしまった。

ションで進む。冷たい空気の中で汗びっしょり。 度たたきつけた。ガチャーンとガラスの割れる
音がした。
体から湯気が出ている。
暫く歩いているとトンネルに来た。トンネル
は雪がなくて普通に歩けるのがとても嬉しく
て、もっと長いトンネルならいいなと思いなが
ら足休めをする。このトンネルは、出口が見え
て明るかったが、次のトンネルはカーブしてい
るので中は真っ暗だった。何に遭遇するかわか
らないと不安になって、私は木の枝を切って武
器を作った。障害物を避けるため、両手を広げ

あ！

車の窓ガラスを割ってしまった！

こんな日が数日続き、次の宿屋はお寺の本堂

誰

である。カギがかかっていなかったので、中に

かがここで冬眠しているのだろうか。――手探

入ってみると、自在鉤の囲炉裏がある。薪もあっ

りでその破片をさわってみるとひんやりと冷た

た。私はさっそく火をおこして餅を焼き、腹ご

い。トンネルの天井から大小のツララが下がっ

しらえをしていると、お寺の外で人の声が聞こ

ているのであった。なあんだ。安堵の胸をなで

えた。結構な人数のようだ。そのうち、そーっ

おろしながらさらに進み続けると、やっと出口

と戸が聞いて、

に近くなり、細い光が見えた。

「誰かいますか」と言う。

思わず足早になった。トンネルの入口近く、

「おばんです」と私。彼は私を見て、
「おーっ、ガイジンだ！」と驚く。他の人た
ちもわらわらと周りに寄って来て、いろんな質
問を始めた。どうして旅館かホテルに泊まらな
いのかと聞くので、私はなるべくお金を使わな
い無銭旅行の旅をしているカナダ人だ、と答え
た。仲間の一人が、
「そのままほうっておけ」
と言い、もう一人が、火に気をつけるように注
意して、彼らはぞろぞろと退散して行った。きっ
と私がおこした囲炉裏の火から出た煙を見つけ
て、村中で騒いでいたのだと思う。
新庄、秋田、函館と、旅は続く。
			

チャック・ランメル： 1939 年カナダ、バンクー
バー生まれ。1959 年に 東大に交換留学生として
初来日。1973 年上智大学大学院卒。証券会社に勤
めた後、
日本の大学で教鞭をとる。趣味は温泉探訪。
『月刊ふれいざー』にて 2017 年１月から 2019 年
12 月まで、
温泉談義「湯であがるよろこび」を執筆。

孫のお守りをする東北の老夫婦

www.thefraser.com

（つづく）
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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＞

トロピカル系のノンアル モヒート

＜今月のカクテル＞

人気のオレンジアイスバーを大人用カクテルに

Mango Mojito Mocktail

Orange Creamsicle カイピリーニャ
オレンジソーダ

1/2 cup

Half-n-Half

90ml

		

バニラウォッカ

マンゴーピュレ又はマンゴージュース

1/2 cup

炭酸水

1/2 cup

			

ミントの葉

90ml

			

レモンジュース

		

ライム & ミント

		

４
大さじ１
飾り用

１）新鮮なマンゴーをブレンダーに入れてスムースなピュレにする。

１）氷入りのグラスに材料を

（市販のマンゴージュースを使っても Good）

入れて混ぜ合わせる。

２）グラスにミントとレモンジュースを入れてマドラーでつぶす。

２）お好みでオレンジを飾っ

３）マンゴピュレ（ジュース）と炭酸水を注いでから氷を入れて混ぜ合わせる。

ても OK。

４）ライムの輪切りとミントを飾り完成

＊大き目のグラス用レシピな

lthyで

ので小さいグラスの場合は

Hea

２人分です。

上田

麗子

なすのけんちん煮
なすの旬です。お豆腐で炒めるとご飯に合うお惣菜になります。

			
なす

大3個

材

間もなく
受付
開始！

料

豚ひき肉

50ｇ

木綿豆腐

１丁

しょうゆ大

５

Ａ さとう大

２

ごま油大

３

白ごま

少々

１．なすは縦半分に切り、さらに斜めに切り、水にと
り水気をきります。
豆腐は軽く水気をきっておきます。
作り方

２．フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒めます。
白くなったら
なすを加え、手でほぐした豆腐を加えて炒めます。
全体に油が回ったらＡで調味し、汁気がなくなるま
でいりつけます。
器に盛り白ごまをふりかけます。
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建友会とは建築・建設およびその周辺産業
に従事する者の集まりで、2012 年 11 月に
カナダ・バンクーバーで設立されました。

＜第３次ウッドショックと日本の購買力低下＞
現在日本では木材が供給不足に陥り、価格が

要の増大と供給不足で日本に輸入材が入って来

ダでも問題になった松食い虫などの害虫が大量

高騰する “第三次ウッドショック” に住宅業界

なくなり、それにつられて国産材の需要も増え

発生し多くの森林資源に甚大な影響を与えてい

が震撼しています。2021 年３月ごろに影響が顕

入手困難になるという状況です。

ます。それに加え従来日本などへ輸出していた

もう少し突っ込んで理由を探ると、まず 1 つ

木材をより高い価格で購入する北米へとシフト

殆どの木材製品で昨年比２倍以上の価格になり、 目の原因は、北米でのコロナ禍によるステイケー

し始めました。日本の製材業者でさえ、日本国

多くのプレカット工場が新規受注の制限を掛け

ションシンドロームとも言われる現象です。こ

内で販売するより、より高く売れる北米へ輸出

ており、なかには基礎工事だけを終えた建築中

れはステイホーム、リモートワーク、超低金利

する会社もあるようです。

の工事現場でも木材が入手できずストップした

住宅ローンが引き金となって、従来、外食、バケー

このような理由により、日本へ海外産の木材

在化し、その後は悪化の一途をたどっています。

ション旅行、エンターテインメントなどに使っ

製品供給が極端に減っているのが第３次ウッド

ちなみに、第一次ウッドショックは、1990 年

ていたお金と時間を、自宅の改修、増築、郊外

ショックです。つまり日本は、
品質基準が厳しく、

のバブル崩壊前で、
住宅が 1 年間で 170 万戸建っ

への移転、新築など住宅へと流用する人が急増

価格が安いことから、日本よりも品質基準が緩

た年です。この 1990 年も全く住宅の材料が不

したと言われる現象です。

く、高く買ってくれる北米や中国へ売った方が

ままとなっています。

良い、という判断を下すのは、至って自然な流

足して、家を建てればすぐに売れるという年で

次に２つ目の原因として、中国の木材需要の

した。しかし、1991 年、バブル崩壊と共に次年

増大です。元々著しい経済成長を背景に木材需

度は、137 万戸まで一気に着工数が落ち込んで

要が増大していましたが、コロナ禍で減速した

日本はバブル崩壊後長年続いているデフレ経

います。又、第２次ウッドショックは、2006 年

経済成長をいち早く回復させたことから、富裕

済に浸かりきって世界での供給争奪戦に負けて

で、やはり着工数が近年にない 129 万戸建って

層や中間層の住宅熱が再燃し内需が活発に沸き

しまっているのは非常に残念であり、カナダの

おります。そして、第１次ウッドショック同様

起こっています。

木材を日本のお客様に販売している者にとって

に次年 (2007 年 ) には、106 万戸まで落ち込ん
でおります。

３つ目の原因は、欧州からの供給減と言われ
ています。欧州ではコロナ禍で減速した経済を

現在起こっている第３次ウッドショックの原

立て直すために公共工事の発注を増やし木材需

因を端的に言えば、北米や中国における木材需

要が増大しています。また温暖化の影響でカナ

れなのです。

は、
『日本よ、しっかりしろ！』と叱咤激励した
くなる今日この頃です。
（文：CarlWood Lumber Limited 植田秀至）

Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
Round 7

広告の御用命は下記まで

toronto@thefraser.com
『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。

コミュニティ団体の非営利

イベントのお知らせ などにも、

ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。 広告掲載 の
御用命もお待ちしております。

www.thefraser.com

【世直しボクサー】エイジ

Face It ! まっすぐ立ち向かう

フード付きトレーナーの上に雨ガッパの上下をひっかぶり、タオルを首に走る……33 度、湿気
100% の東京の夏の日々。
今年 2021 年６月末、42 度のバンクーバーは、老人ホームの住人にはこたえた。一番暑い午後
２時にサウナスーツを着込んで、
軍手をはめてホームに駆けてった。
「一体全体どうしたの？」と、
うちわ片手にシャツ１枚のシニア達。
「コロナが終わったら試合やって、またリングサイドに招
待するよ」とシャドーボクシング。うなだれてたお年寄の目がアイスクリームをもらったチビッ
コのように輝いて、２年前に観た試合を思い出した。かつてのチャンピオン達が、どれほど貧困
や差別と闘っていたかを話すと、
100 才前後の人達の目が 10 才に。感動する心のヒートが夏のヒー
トを打ちまかす瞬間。作戦成功。優しいスタッフ達に支えられ、みんな元気に熱波の３日間を乗
り切った。
ボクサーは体がボロボロでも走る。骨と皮になっても骨身を削る。腹ペコでも絶食を続け、ノド
がカラカラでもガムを噛んで一滴ずつ唾液を減らし、水は飲まない。カッパを着て寝床に入る夜
は一睡もできない。高熱が出たら、ほとばしる猛烈なスパーリングで熱を吹っ飛ばし、歩けなく
てもリングに上がり、おっかない強敵に挑み、倒されても立ち上がる。猛暑にはさらなる猛暑を
自ら作り出し、自分の弱さを征服する。逃げちゃいけない。凡人や敗者で終わるから。真っ向か
ら挑む。最後は意思の勝負で、
その力は無限。科学も医学も解明できない。みんな覚えててくれ
「意
思はすべてを克服」する。ヒヨッコの俺でも無限の力はあるから、みんなにも絶対にある。もう
終わりだ、と思った時に真の力が出る。希望は絶望の翌日。ピンチはチャンス。わざと自分をピ
ンチに落とし入れよう。ずっと安全圏にいて生死に関わらない生き方の大人の精神は生死不明。
そして一番大事なことは「鍛えた心身の強さを人のために使い尽くす」こと。多くの人が根性
や知識やお金はあるのに「他人のために生きる」ことをしない。それをなくしてホントの人生じゃ
ない。
“他人のために生きてない人は生きてない” マザーテレサ
YouTube →「世直しボクサー 」吉川英治
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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

大変な熱波の後にしばらく涼しい気候が続

るべき、と思う人もいれば、親とは色んな経験を

に伝えると、コミュニケーションがすんなりう

き、８月に入る今、また夏の暑さが戻ってきま

する子供を見守るサポート役、と理解しているご

まくいくことが多くなると思います。

した。皆様がご健康でいらっしゃることを願っ

両親もいるでしょう。

例えば、一人がせっかちで一人がのんびり屋

ています。無事第１回目のセミナーが終了し、

「こうするべき」と一人が考えていても、相

さんのお友達。せっかちさんは何でも早くしな

次回は「人間関係」をテーマとして８月 14 日 ( 土

手はそう思っていないかもしれません。人それ

いと気が済まない、でものんびり屋さんは時間

曜日 ) 午後４時にオンライン座談会を開きます。 ぞれの個性の上に更にそれぞれの言動の解釈、 をかけても何とも思いません。ここでのんびり
さて、今回の記事も前回と同様人間関係に少し

理解や期待が背景にもあり、その時の気分もま

屋さんを無理やりせっかちに変えようとか、気

触れたいと思います。

た人間関係に影響を与えます。そうするとと自

持ちを分からせようとしても失敗します。相手

分の考えや気持ちを相手に完全にわかってもら

に分からせようとするより、この場合お互いの

す。同僚、クラスメート、親、子供、パートナー、 うことも、相手を理解することも困難です。人

特徴をそのまま受け入れて、どう歩み寄ればう

私達は社会の中で様々な役目をこなしていま
友達など。自分は一人ですが役目によっては違う

間関係で悩むのは、相手に理解してもらえない、 まくいくかという解決法を一緒に考え出した方

自分があると感じたことはあるでしょう。違う自

自分が期待していることを相手が言ってくれな

が、心地良いのではないでしょうか。相手に分

分というよりも、役目によって自分に課す責任や

い、してくれない、というところにあるのでは

からせる、または相手のために自分を変えるの

優先順位が異なり、言動も役目により多少変わり

ないでしょうか。自分を分かって欲しいが相手

では、無理が出てきます。一緒にいてどうして

ます。ここで面白いのは、人により役目への理解

の言っていることが理解できず歩み寄れないと

も合わない、無理があるのであれば、このご縁

が違うということです。パートナーとは、常に一

なると、更にお互いが辛くなります。逆に言え

に感謝して離れてみるのも手です。

緒にいて助け合いお互いを一番に想うという理解

ば、うまくいく人間関係は、お互いが違う人間

では、あなたとお相手が無理をせず、そのま

の人もいれば、まずお互いの人生を尊重、優先し

で考え方も感じ方も違うのが当たり前であると

まの自分を受け入れてもらえる人間関係を築く

て、その上で２人での豊かで楽しい時間も作って

して、そのままの相手を受け入れる、というこ

ためにできることとは？

いくべきと考える人もいます。親は子供に何でも

とではないでしょうか。その上でお互いが愛情

さんと意見を交し合えることを楽しみにしてい

与えて、教えながら世の中のあらゆる危険から守

と思いやりを持って自分の考えや気持ちを正直

ます。

スパイスの達人
ジャークといっても、いやなやつ、という意味ではあ
りません。Jerk は持ち上げるという意味があり、辛いス
パイスで味をひきたたせる、という感じですね。

ジャマイカのジャークとジャーキー
ジャーク・ソース
【材料】

実際、ジャマイカの人はそのように説明してくれまし

次回のセミナーで皆

【作り方】
①材料を全てミキサーにかけます。うまくベー
ストにならないときは、ミキサーを頻繁に止

グリーンオニオン（わけぎ） １～１．
５把

めながら、材料を押し込んで少しずつすりつ

た。でも、謁べてみると、charqui という、干し肉を意味

しょうゆ 大さじ 2

ぶします。水はなるべく加えないこと。ねぎ

する先住民の言葉が語源とも言われています。

オリーブ 油大さじ 2

のかわりに、生のトマトをひとついれてもい

塩 大さじ 1

いでしょう。

どちらにしても、語源がわからなくなるくらいすっか
り定着しているのが、このジャークなのです。

ライム汁 １個分

ジャークの激辛ソースは BBQ のマリ煙を焚きながら

②肉を 2 ～ 3 時間①につけこみ、オープンな

タイム 小さじ半分（生なら大さじ 1)

100℃～ 150℃でゆっくり焼き、ひっくり

ゆっくりと肉を乾かすためのスパイスだそうです。これ

オールスパイス 大さじ 1

返してまたしばらく焼きます。ゆっくり焼く

でできた干し肉がジャーキー。燻製用のウッドチップが

スコッチ・ボンネット・ぺッハー 1 ～ 10 個

と肉が晦くならずに味がしみこんでおいしく

市販されていまずから、これを炭火に加えてあぶれば、

しょうが 親指大 1 かけ（皮付きで OK)

できます。

風味ゆたかなジャーキーができます。本式にはピメント

にんにく 3 片

と呼ばれるオールスパイスの葉を枝についたまま肉にか

たまねぎ 1/4-1/2 個

をして焼きます。そのとき、
燻製用ウッドチッ

ぶせて風味を加えるそうです。

ブラウンシュガ一 大さじ 2 ～ 3

プを加えて、
煙をたてながら焼くと、
よりジャ

ジャークにつきものなのは、スコッチ・ボンネットと

※炭火ならアルミホイルを敷いて、遠火で蓋

マイカ風になります。

いう激辛とうがらし。これはハバネロと同じくらい辛い
もので、カイエンヌよりも数段辛いものです。自家製な
ら辛さの調節ができまずから、作ってみてはいかがでしょ
う。もちろん、BBQ で普通に焼いてもおいしくできます。
（文：てぬきねこレシピ：http://plaza.rakuten.co.jp/tenukineko）
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自然と生きる
高橋 清

メンフクロウ

この地域ではフクロウの生息数が減少の一途をたどっている。『減少の一途…』と何度
書いたろうか、多くの生き物がその憂き目を見ているとは情けない次第だ。フクロウは一
般に夜行性（昼夜問わない種も多いが）で夕刻から早朝にかけてが活動の時期。そして殆
どのフクロウは自然地に生息する小型の生き物、ネズミ、リスやモグラなどの小動物か昆
虫、そしてフクロウによっては小鳥などを主食とする。ここまで書けばなぜ生息数が減っ
ているのかは一目瞭然。自然地が減り、食物が減少しているからだ。
ところで、この地域で良く知られるフクロウは６種で、Big-eared Owl（アメリカワシ
ミミズク）、Barred Owl（アメリカフクロウ）、Great-grey Owl（カラフトフクロウ）、Barn
Owl（メンフクロウ）、Short-eared Owl（コミミズク）
、Screech Owl（小型のコミミズク）
。
他に稀鳥として Northern Pigmy Owl（コフクロウ）、Spotted Owl（ニシアメリカフクロウ）、
Barrowing Owl（アナホリフクロウ）などがあり、更に北の地には異なる種もいくつかい
るが、それはまた別の機会に紹介する。彼らの多くは小鳥より２～４週間早く、タカやワ
シなどの猛禽類と同じく３〜４月に巣を作るが、季節が良く、食料となる小動物が多く見
られる年には１年に２、３回も巣に付くことすらある。

アメリカフクロウ

フクロウは普通、卵を約１週間掛けて２～３個産むが、最初の卵を産むとすぐに抱き始
めるので、同じ巣に生まれた雛のかえる時期が異なる。餌の多い年はそれでも問題ないが、
少ないと先に生まれた雛が親の運ぶ餌を優先的に食べてしまい、生存競争が兄弟の間です
ら起こることになる。孵ってから巣立ちまでの期間は種によって４～８週間と異なる。
フクロウは『一般に夜行性…』前記したが、実はコウモリと違って漆黒の中では餌を探
すどころか飛ぶことも出来ない。薄暗い早朝や夕方は餌となる小動物の活動が活発なので、
その頃に飛び回ることが多い。フクロウの翼の羽根の先は他の鳥の羽根と異なり、柔らか
く毛羽立って消音効果が高く、羽音が殆ど無い。森の中をジョギングなどをする女性の髪
が獣の尻尾の動きに良く似ていることから、それを餌と間違えて襲われる事故は毎年絶え
ない。機会があればフクロウは昼もハンティングを続ける。
今までにフクロウの巣箱を 10 個前後作ってこの地域の数か所に取り付けた。巣箱を使
う種として Barred Owl、Screech Owl、Pigmy Owl、Barn Owl が知られている。なかでも
Barn Owl は、その名の通り家畜小屋や空き家の内側の壁にある梁の構造などを選んで巣を
作るが、箱があればそれを優先する。箱にはフクロウの種類によって多くのデザインがあ
るが、普通スーパーに置かれた買い物籠くらいの大きさの箱を合板で作り、入り口、観察口、
掃除しやすさ等から幾つかの工夫が凝らされ、今でも作るたびに改良をしている。
コクィットラムのコロニーファーム公園の近くでは、数年前まですぐ近くのハイウエイ

コロニーファームの巣箱の中のメンフクロウ

の橋の下に巣を作っていたが、やがて姿を消してしまった。そこで再誘致をしようと公園
内の建物に、管理者が協力してくれ、箱を取り付けたのは３年前。その２、３日後からこ
の辺りの鳩が早速その箱を見つけて巣を作って住み着いた。『誰も使わないよりいいや、』
と言うわけで放って置いたが、管理の人が見かねて建物の反対側に別の穴を開け、屋根裏
を鳩に開放してくれた。その効果があったらしく、４月半ばにその人から、一羽のメンフ
クロウが鳩を追い出して巣箱に入った、と電話があった。翌朝、速出掛けて巣箱の裏側に
梯子を掛け、そっと３センチくらいの観察用の扉を開けると、いた。観察しやすいように、
建物の外壁に６インチ四方の穴を開け、内側の木組みに巣箱を取り付けておいたのだ。メ
スのメンフクロウが物音に気付いて、こちらをじっと見ていた。瞬時に右手に持っていた
カメラで１枚、驚かさないようにフラッシュを使わずにシャッターを押し、すぐに扉を閉
じた。その間５秒。その驚きも恐れもないつぶらな眼は、しっかりと僕の心に焼きついた。
更に翌日、この街でいまひとつのミネカダ公園へ、12 年ほど前に取り付けた巣箱を見に
出かけた。ここでは毎年番（つがい）が春になるとここに来て巣を作る。この公園管理者
がこの日も協力して梯子をかけてくれた。そこにはもっと大型の、ベランダまで付いた巣
箱があり、妻が梯子を抑え、僕一人で重い箱を取り付けるのに苦労した思い出がある。い
つもの通り先ず巣箱の上の天井を見ると、そこに渡されたパイプの上に見慣れた顔が、い
かにも『やあ、久しぶり』と言った顔でこちらを見ていた。

www.thefraser.com
www.thefraser.com
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日本の企業社会
(259)

中根 雅夫
先日、日本生産性本部による「働く人の意識に

が 40％強になっています。

の構築です。既述したように、テレワークの長所

関する調査」が発表され、そのなかでテレワーク

これは組織スラック（slack：ゆるみ）の必要

として、無駄なコミュニケーションの排除やプラ

が依然、定着していない状況が明らかにされまし

性を意味しており、組織スラックを意図的に設け

イベートな時間の確保があげられていますが、そ

た。

ることで、部門間の調整の必要性を削減するだけ

の一方で逆に、テレワークは新たな課題をもたら

でなく，イノベーションを促進するなどの効果が

しています。

それによると、テレワークの実施率は昨年 5 月
では 31.5％だったのが、それ以降の本年 7 月で
は 20％前後にとどまっています。
これらの結果を受けて、同機関は、
「テレワー
ク疲れ」がうかがえるとしています。しかし、テ
レワークが定着しない状況を「テレワーク疲れ」

もたらされると受け止められています。
テレワークでは、このような「ちょっとした雑

たとえば厚生労働省の調査では、
「同僚や部下
とのコミュニケーションがとりにくい」
（56％）
、

談」を許容するなどの対応は必ずしもなじむもの 「上司とのコミュニケーションがとりにくい」
ではありません。

（54.4％）といった状況が生じています。

従来の会議スタイルであれば、それぞれの出席

端的に言えば、テレワークの成否は、管理職の

の一言で総括するのは必ずしも十分ではありませ

者の表情の動きが手に取るようにわかります。何

ん。

か言いたそうだったり、逆に意見を聞いて欲しく

「目の前にいない部下をどう評価したらよいの

テレワークに関しては本稿でもコロナ禍以降、 なさそうだったり、また、隣の人と小声で話して

か」
「サボっていないか」
「どう仕事を割り振れば

いる「私語」が、課題解決の突破口になることも

よいのか」などに対して管理職は適切な対応に迫

２度ほど考察をおこなっています。

そこでは、
「通勤地獄」を回避できることや、 あるでしょう。
飲み会などの無駄なコミュニケーションから解放
される、プライベートな時間を確保できるといっ
たテレワークの利点があげられました。

対応に多くを依存します。

られることになります。

しかし、テレワークでは、そこまでのコミュニ
ケーションはできません。

これらはいずれも、テレワークという新たなマ
ネジメントによって、同じ場所と空間を共有して

テレワークの取り組みにさいして肝要なこと

働くという、従来の「リアル」なマネジメント・

さらには、テレワークの普及が働き手の裾野を

は、その実効性を高めるための事前の社内体制の

広げ、そのことによって企業内で多様性がもたら

整備です。業務フローに適した IT 化やセキュリ

適正な目標を定め、権限を委譲し、仕事の進め

され、そうした環境変化が従業員間相互で発想を

ティの確保などが不可欠となります（これらの取

方は部下に任せるといった、管理職の柔軟なマネ

刺激し合うことになり、イノベーションを向上さ

り組みは、業務の改善効果をもたらすことにもな

ジメントができなければなりません。

せる可能性を生むことも示唆されています。

ります）
。

スタイルからの変化によって生じる問題です。

コロナ禍の終息が見通せず、テレワークを含め

しかし、
その一方で、
企業内のコミュニケーショ

とくにテレワークに適合する業務フローの構築

た行動変容の長期化に伴って従業員のストレスも

ンの重要性も指摘されており、テレワークの導入

は重要な点で、これがおろそかになると、
「仕事

強まることは明らかです。そうした状況下で求め

が従業員に疎外感をもたらすことや企業への帰属

とプライベートの区別がつかなくなる」といった

られるのは、従業員間の相互信頼です。既存の調

意識を低下させるなどの問題点もあげられていま

弊害などを生むことになります（ちなみに連合の

査によると、
「会社への信頼」
「上司への信頼」と、

す。

2020 年実施による調査では、71.2％の回答者が 「職場の人とうまくやれる」
「自分の力を十分に発

そのことを象徴するように、既存の調査結果に
よると、
「ちょっとした雑談」を望むという回答

まさにこの問題に直面しています）
。

揮できている」などの適応感とのあいだには、信

加えて重要となるのが、企業内の「つながり」 頼感が高いことが確認されています。

はなしの箸やすめ

無愛

想子

浦島太郎
ポーランドのワルシャワで鉄道工夫をしていたジャンは、1988

おかげだ。 誰がなんといっても彼女は私が生き返ると信じて、

人の子供の父親だった。

19 年間看護を続けたのです」と涙ながらに語った。

医者たちはジャンが生き返るだろうとは思わなかったが、妻の

彼が事故にあったときポーランドは共産国家であったが、89

ゲルトルーダは決して諦めなかった。彼女は涙がかれるまで泣き、

年には西欧諸国の仲間入りをして、ワルシャワもネオンの輝く街

祈り続けた。見舞いに来る人だちは皆、いつジャンは死ぬのかし

になった。４人の子供たちは皆結婚して、ジャンは 11 人の孫に

ら、と問い続けていたが、彼女は「ジャンは死にません」と答え
そして 2007 年６月１日に、彼は突然起き上がった。 ジャンは

月刊 ふれいざー Toronto

かこまれている。 携帯電話を待って街を多いている人々を見て、
「私の知らないことばかりだけど、何もかもすばらしい」と語っ

ていた。
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インタビューに答えて、「私が生き返ることができたのは、妻の

年に仕事中汽車にほねられて人事不省になった。 このとき彼は４
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We are 29 years old!

窓 を開

連載エッセイ

200Km という距離
蓼科｛たてしな｝高原。標高 1200 ｍの山の中に、 なら朝食べるパンだけコンビニで買ってくる。
昨秋から仕事場を持った。

いったん山の中の家に着いてしまうと、気に

斜面に建つ鉄筋コンクリート 2 階建て、全 18
戸の（日本でいう）リゾートマンションだ。

入ったスーパーマーケットまでは 16Km の距離
がある。とにかく初日に買い物に出て、何日か

俗にいう「別荘地」だが、自分にとってはゆっ

山に籠もるための食材を確保する。

たりとバカンスを過ごす場所ではない。主に夏
の暑さから逃れて仕事をするための場所だ。

その後は誰にも会わない。誰とも話をしない。
隠遁生活の始まりだ。たまにインターネット経

港 も見

ければ

修繕だの家具の調達だの、余計な手間はかけ
たくない。洗濯機、冷蔵庫、電子レンジ、食事

由で妻と話す。液晶ディスプレイを介してリ
モートの打合せをすることもある。

のための椅子とテーブルは、前のオーナーから
引き継いだ。ベッドも二人分が作り付けになっ

そもそもコロナ禍でリモートワークをするの
が当たり前になっている。

ている。価格も手頃、横浜黄金町に借りている
事務所よりも年間維持費は安くなる。

近ごろは会社員ですらリゾートで仕事をする
人もいる。自分のヨットの中で仕事をしている

冬は氷点下 15 度になる。寒すぎて使えない。 友人もいる。
四駆の車に買い換えてスノータイヤを装着しな 「リモート授業なのでどこに居てもいいんです」
ければ身動きが取れない。そこまでするくらい

える

なら横浜で仕事をした方がいい。夜でも水道の

夏休みでもないのに旅をしながら授業を受け
ている大学生もいるらしい。

凍らない 5 月になってから本格的に通ってくる
ようになった。

少し前まで「パソコンひとつ持ち歩けば、ど
こにいても仕事ができる」のは、小説家という

阿川 大樹

横浜から 215Km。休憩を入れて 3 時間。ホテ

職業の特権だった。ところが、あっというまに

ルと違って自分の家だからチェックインタイム

世の中が変わってしまって、ごくごく当たり前

はエニータイム。都合のいい時刻に横浜を出れ

のことになったのだ。

ば何時に着いても構わない。着替えも、食料の 「その仕事は自分の体を会社に置かないとでき
在庫もあるから、旅支度はいらない。ドアの鍵

ない仕事なのか」

さえ忘れずに持ってくればいい。この気軽さが
素晴らしい。

多くの人がまず最初にそれを自問する世の中
になった。そして、かなり多くの人が「その必

「明日から蓼科へ行くから、下着を洗っておかな

要はない」という結論を持った。

くては」

大声を挙げる密室で感染リスクが高い、とし

「向こうに洗濯機あるんだから汚れたまま持っ
ていって、着いてから洗えばいいじゃない」

て客を失ったカラオケボックスは、いま、その
防音性を利用して「人に話の内容を聞かれない

妻が言う通りだ。200Km ほど離れた所に別の

リモート会議のための会議室」になっている。

部屋があるだけのこと。生活はそのまま切れ目

人々は距離を近づけることに臆病になった。

なくつながっている。

ここ蓼科では、人に会うことは希だ。そのか

夫婦で出かけるときには、クーラーボックス
に傷みやすい生鮮食品を入れて持ってくる。一

わり野生の鹿に会う。それはそれでちょっと怖
い。

人で来るときは途中で調達するか、夜中の到着

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

夏休みになると、愛犬を連れてハイキングやネイチャーウォークに出掛け

離すことができます。

る機会が多くなります。しかし最近はパーク内でコヨーテやクーガーに飼い

パグやチワワ等の小型犬から 18Kg ほどの中型犬用で、XXS ～ M の４サイ

主と小型犬が襲撃されるケースが増えており、今まで以上に注意と対策が必

ズ（各＄99）
、Black、Sassy Pink や Vibrant Blue の 3 色から選べます。ストリッ

要です。今回はペット愛好家さん達から大注目されているスパイク付きハー

プ（各＄30）をカラー Mix したコーデもおしゃれで可愛いですよ。

ネス、PredatorBWear をご紹介します。

軽量タイプなので小型犬が身に着けても負担は掛かりません。各スパイク

ノースバンクーバーの動物病院に勤務する Janice Voth さんと Alison

ストリップの間にはメッシュ素材使用で通気性も抜群、オーバーヒートの心

Columbus さんは、何度もコヨーテ等の野生動物や大型犬によって怪我をし

配もありません。手洗い時やドッグパークで遊ぶ際には取り外すことができ

た小型犬達の治療をしてきました。そんな犬達を守ってあげる方法はないか

て便利。ただし、ハーネス着用のまま泳ぐと水分が吸収されて重くなるので

と、試行錯誤を重ねながら典型的な散歩用とは異なるスパイク付ハーネスを

ご注意を。

完成しました。

今年の夏は猛暑や野生動物による被害で外遊びが好きなワンちゃんとの過

クールでロックなデザインが印象的なこのハーネス、胴回りに装備された

ごし方に悩む飼い主さんも多いと思います。スタイリッシュ＆拘りの機能性、

プラスチック製のスパイクの先端は空洞で少し丸みを帯びています。もしも

動物への愛情が詰まった PredatorBWear のハーネスで愛犬とのアウトドアタ

敵に噛みつかれても危害は与えず、驚いている隙に飼い主がその場から引き

イムを楽しんで下さい。				

PredatorBWear

（H.J.）

www.predatorbwear.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

ビタミンＥが臓器移植に貢献
通常、哺乳類は、体内にある炭水化物や脂肪を燃焼させて体温維持
するが、エネルギー不足などで低体温状態が続くと臓器機能障害など

サイエンス

サイエンス

サイエン

今後は、シリアンハムスターがこのα T を血中に保持する仕組みなど
を解明することで、移植医療の際の臓器傷害の軽減などにも利用できる
と研究者たちはみている。

が起こり、最終的には死に至る。
ところが、シマリスなどの小型哺乳類の中には、冬眠して低体温に
なりながら生き続けることができるものがいる。これは、それらの動
物が肝臓に高濃度のビタミンＥを保持できるためであることが明かに
なったと、北海道大学などを中心とする研究グループが生物専門誌「コ
ミュニケーション・バイオロジー」に発表した。
シマリスやシリアンハムスター、ヤマネなどの小型哺乳類は、冬に
なると体温を 10 度以下の低温にして冬眠し、目覚めるときは一気に
37 度まであげる。なぜこのような急激な体温変化に耐えることができ
るのかは、これまで詳しいことはわからなかった。
今回、北海道大学の低温科学研究所、東大大学院薬学系研究所など
の研究者たちが、冬眠するシリアンハムスターと冬眠しないマウスを
比べて細胞レベルの違いを調べた。
その結果、シリアンハムスターの肝細胞の低温耐性が餌の種類によ
ることをつきとめた。これらのハムスターの餌には、細胞死を阻害す
る脂溶性のビタミンＥであるα - トコフェロールが多く含まれている。
このことは、冬眠する小型哺乳類が、冬前にビタミンＥを多く含む木
の実などを大量に食べることでも裏付けているという。

巨大レーザーで落雷対策
スイスジュネーブ大学の物理学者ジャン・ピエール・ウォルフ博士が
率いる研究チームが、
レーザーによって落雷を防ぐ装置を作った。これは、
巨大なレーザー装置を避雷針のように山の上に建てるもので、欧州連合
（EU）から資金を受け、このたび、世界で最も落雷が多いというスイス
のアルプスにある標高 2500 ｍのサンティス山頂上に設置された。レー
ザー及びそれを固定させるためのコンクリートなどは 29 トンにも及び、
山頂に運ぶために解体してケーブルカーやヘリコプターなどを使い、現
地で２週間かかって組み立てられた。
レーザーは、落雷を起こす電子を原子にひきつけないように強力な電
場を生み出すことで正負の電荷を生じさせる。従来の避雷針は、地上の
限られた範囲しかカバーできないが、博士によれば、レーザーを使うこ
とでより大きな範囲を保護できるという。作動するのは雷の活動増加が
探知された場合のみで、レーザーは１秒間に 1000 回発射される。
またこの技術を使うと、ロケット打ち上げの際の保護や、空港におけ
る嵐の中でのレーザー使用などが可能になるという。この試験が成功す
れば、数年以内には実用化される可能性があるとのこと。

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

現在、問題になっているデルタ株はインドで最初に特定され、

朋子

とは、中国の輸出は引き続き急増し、５月の 27.9％から 32.2％

中国で発生した最初の株の２倍の速さで広まる可能性があると言

に加速し、半年間の総輸出額は 1.5 兆米ドルに達しました。現在

われています。カナダでも、第４波が始まる可能性があるとメディ

の成長では、中国は今年、米国との貿易戦争が始まる前のパンデ

アでも毎日のように取り上げられています。WHO では、ワクチン

ミック前の 2019 年の 2.5 兆ドル、または 2017 年の 2.3 兆ドルを

供給の地域間の格差が懸念され、発展途上国を中心に医療従事者

はるかに超える総輸出を達成すると予想されています。(News IA

や高齢者らのワクチン接種が依然として進んでいないにも関わら

Investment)

ず、来月からアメリカ合衆国では３回目の追加接種が始まると言
われています。

トロントのダウンタウンに行くと、既に閉店されてしまったレ
ストランや小売店もたくさんみかけます。パンデミック以来、仕

一方、イギリスを始め、一部の国はロックダウンなどの規制が

事をなくした人も多いです。多くの雇用者は同じ条件で同じ人を

解除され、継続的な景気回復に支えられ、信用スプレッドが大幅

雇い戻してるというわけでもなく、福利厚生なく、非正規雇用の

に縮小し、グローバルの債券セクターは超過リターンベースで利

スタッフを雇ったりしているようです。デルタ変異種のニュース

益を上げました。米国の経済データの発表は概して好調で、継続

を聞いていても、そんなに世界が楽観的な場所とも思えません。

的な再開の中で需要が膨らんだため、供給の難しさと価格の上昇

「本当にそんなに景気がいいの？」と感じます。マーケットのデー

が特徴でした。雇用も増えた一方、物価も上がっております。(Sun

タは欧米でも、中国でも、非常に好調で、楽観的な数字が出てい

Life Monthly Commentary )

ます。確かに、ファンドのパフォーマンスは好調です。マーケッ

第二四半期の中国の GDP 成長率は 7.9 パーセントと堅調で、ア

トはグローバル化しており、ビジネスもオンライン化されると、

ジア全体では堅調な景気回復が続いています。中国経済は拡大し

昔のように、景気の良さを目でみたり、肌で感じることがなくな

ており、６月の工業生産は 8.3 パーセント増加し、小売売上高は

るのかもしれません。投資を考えている方は、金融機関のサービ

昨年に比べ、12.1 パーセント増加しています。さらに、心強いこ

スと頻繁にコミュニケーションをとられることをお勧めします。

www.thefraser.com
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熱波の残したもの
毎年のように “異常気象” が話題になって久しいが、カナダが熱波で 50℃近い記録を出すこと
になると想像した人は多くはないだろう。その地獄のような暑さは、暑さに慣れておらず多くの住
宅が冷房機を備えていなかったこともあって、
ほんの数日で 719 人もの熱中症による死者を出した。
そしてその熱波は、
記録的な数とスケールの山火事も引き起こした。温暖化は徐々に進んで、
ゆっ
くりと私たちの生活スタイルを変えていく――そんな甘い悠長なことを考えていた我々に、いいか
げんに目を覚ませと自然は冷水ならぬ熱湯を頭から浴びせかけてきたのだ。このショッキングな現
実を前に、私たちはもう一度認識を新たにする必要がある。

◆山火事の発生

７月 25 日現在、山火事の数は 259 件で、その烈

今年、ブリッティッシュ・コロンビア州は史上 しさを示すレベルは最高のレベル５がつけられて
最速で山火事の季節に入ってしまった。しかも、 いる。最大のものはスパークスレイクの火災で、こ
2017 年には州内だけで 120 万ヘクタールを消失 こだけですでに 56,000 ヘクタールを焼き、依然と
したが、この消失面積は、これまでの記録だった
1958 年の 855,968 ヘクタールより 40％も多い。
本格的な山火事は、６月 17 日、リットンの７キ

して制御不能の状態で燃え続けている。

７月 24 日にはメキシコから 100 人の応援部隊が

７月 25 日段階で BC 州内で出されている避難命

今年に入って２度目となる。今年の１度目は７月

令は 296 件。

17 日のオンタリオ州への派遣。
その他、カナダ軍 160 人がバーノンで消火活動

オカナガン地方では、昨年春から冬までに通常

月 30 日、リットンを焼きつくした山火事は、別の

の 20％の降水量しかなく、かなり乾燥した状態だっ

原因によって始まっている。
この日午後６時頃、
リッ

た。今回の熱波に襲われたとき、乾燥の状態は、通

トン市長が避難命令を出してから、町全体が火に

常 30 〜 45 日かかる程度の乾燥に、７日間で到達

包まれるまでほとんど時間はかからなかった。

していた。
この、暑く、乾燥した状態はここ当分続くとみ
られており、山火事の沈静化の予測はたたない。

リットンクリークの山火事は 25 日現在も 24,000

今年はこれまでに 1200 件以上の山火事が発生し

ヘクタールが燃え続けており、制御不能になって

ているが、この数は、この時期の山火事発生率の

いる。

過去 10 年間の平均の２倍以上。昨年と比較しても

一方、リットンの南東の端、焼け残ったごく一部

たちが応援に来ている。
到着した。メキシコからの消防隊の派遣は４度目、

た。しかし、最高気温 49.6℃を記録した翌日の６

の地域への避難命令は避難警報に引き下げられた。

現在消火に携わっている BC 州内の消防士は推定
3,320 人。それに州外から 94（3,000）人の消防士

また約 5000 人に避難勧告が出されている。

ロほど南にあるジョージロードの火災から始まっ

７月 24 日には１日で 38 件の山火事が発生した。

◆消火活動

ほぼ２倍になる。
新しい山火事は毎日 10 件程度増えている。

を応援している。

◆リットンの町の消失
内陸の町リットンでは、６月 27 日から３日連
続でカナダ最高気温の記録を更新し、29 日には
49.6℃を記録した。これまでのカナダ最高気温は
1937年にサスカチュワンで観測された45℃だった。
ちなみに今回の気温は、北緯 45℃以北の地球上
では観測史上最高である。
翌 30 日、大規模な山火事が発生。瞬く間に町を
総なめにして、町の南東のごく一部を残しほとん
どが消失した。町の人たちの話では、町一帯が火
に包まれるまでにはほんの 15 分ほどしかかからな
かったという。
町の人々は着の身着のままで逃げ、ほとんど避
難準備などすることもできなかった。
この火事でご夫婦２人が亡くなった。
壊滅した地域は、７月 25 日現在も依然、元居住
者を含めて立ち入り禁止になっている。
原因はまだ完全に特定はされていないが、町に
沿って走る CN の列車の下に火が見えたのを何人も
の町民が目撃しており、スマートホンのビデオで
捉えた映像も残っている。
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We are 29 years old!

◆高温・山火事の影響
▼ 現在、河川における淡水魚釣りはほとんどの
場所で禁止されている。水量の減少および、水が
高温になることで魚へのストレスを与えているた
めである。

◆山火事の原因

ネイティブの文化とアーティストたちを支
山火事は温暖化による極端な高温が原因になっ える Savage Society は、焼け出されたリッ
ているのは確かだが、森林管理が不十分であること トンの人々と動物たちのために、ドネーショ
が、
被害をより大きくしているとも指摘されている。 ンを集めています。以下でご寄付を。
また、直接的な原因は、人為的なものであると

www.gofundme.com/f/
Helping-our-friends-in-Lytton

いうのが現在の大方の見方である。
▼ いくつかの地域では干ばつレベルが５段階中
４に達しており、市民には節水を心掛けるように
呼びかけている。

BC 州では 24 時間で約

７月 25 日現在、BC 州内で 259 件
の山火事が未だ燃え続けている。

29,000 回の雷が発生して
おり、落雷によって 62 件

▼ 生態系へのダメージは非常に深刻である。山

の火事が発生している。

火事にまきこまれた野生動物たちは、たとえ命が

そうした落雷や自然発

助かっても安住の場を無くし、食料の不足は今後

火もあるが、多くの場合

長期にわたって続く。

はタバコの火の不始末な
ど、 人 為 的 な 発 火 で あ

▼ バンクーバー島東部の川は、雨の少ない夏には

る。公園はもともと禁煙

通常、氷河の融解に依存している。しかし、極端

になっているが、今後ま

な暑さはそもそも氷河の形成や積雪を妨げる上に、 すますの警戒が必要にな
早い時期に雪や氷を融かしてしまうため、川に魚の

る。

必要な水をたたえることができない。しかも少な

また、電動工具などの

い水も水温が高くなるため、魚の生存が困難になっ

機械から出た火花などが

てくる。

原因の場合もある。

また小さな小川が枯渇することで川はいくつも
の小さな池に分断され、川に住む動物や魚類は捕
食動物に対して無防備になってしまう。

リットンの町が消失す
る原因となった火災につ
いては、CN のレールと

BC 州の象徴的存在である鮭にも大きなダメージ
を与えることになる。

車輪の摩擦で起きた火花
が乾ききった枯草や貨物

バンクーバー島南部やケトルリバー、シュスワッ

である木材などに引火し

プレイクにあるサーモン川付近では、今春３月か

て広がったという見方が

ら５月までの降水量は平年の 32 〜 64％で、干ばつ

有力になってきている。

レベル４と非常に深刻になっている。

山火事の危険性予測 （2021 年７月 27 日現在）

気象学者ボビー・セコン氏によれば、気候変動
により今後 BC 州の気候は夏は極端に乾燥し、冬は
これまで以上に長期間多雨になる可能性が高いと
いう。このような事態は鮭にとって非常に深刻で、
雪解けが急激に起こるために洪水を引き起こし、鮭
の卵を洗い流す上に、鮭が川に上ってこれなくな

ユーコン
ヌナバット準州

る可能性があるという。

ノースウエストテリトリー

▼ BC 州沿岸部は 1 万 5 千年前には氷河に覆われ
ていたため土壌が薄く、土壌が乾燥すると木々に
かかる負担が大きい。

ブリティッシュ・
コロンビア（BC）

ニューファンドランド
＆ラブラドール

アルバータ
サスカチュワン

▼ 山火事はカナダ全土で起こっているが、とり
わけ多い西海岸及び中西部で起こっている山火事

★

バンクーバー

マニトバ
オンタリオ

から発生した煙は、カナダ国内に粒子汚染を引き

ケベック
ノバスコシア

起こしている。
▼ 今年の干ばつは社会経済に大きなダメージを
与えたが、中でも今回の山火事の影響で、木材の
値上がりが心配されている。すでに以前より 10％
あがっているという。

www.thefraser.com

この地図は、簡単に発火する可能性、火災制御の困難さ、そして火災が与える損害の可能性などを相対的に考慮し
https://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/maps/fw
て色分けされている。
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山火事で焼け出されて―
山火事で焼け出されて

一夜にして町ひとつが消えてしまったリトン。そこに仕事場兼住居に
なる場所を買って移り住んでから２か月もしないうちに、全てを失って
しまった日本人がいる。そのK.M. さんに当時の体験を語っていただいた。

町が燃える何週間か前、村人が何かの理由で発

私が買った家は町の外れで、一番景色のよい場

$500 くれました。また、証明書を出せばバリュー

火させてしまい、その山火事が２週間近く続いて

所にありました。車のメカニックの仕事をしてい

ビレッジやサルベーションアーミーなどでの買い

いました。

たので、18 台の車とセイルボート、修理用のホイ

物は 50％になるそうです。

しばらくして、同じような場所に小さな煙が上っ

ストという重機が２基、そして寝泊まりしていた

被災者に対する政府の早い救済措置や皆さんの

ているのが見えました。消防署にレポートしたの

キャンピングカーがありましたが、すべて灰になっ

ヘルプ、
ボランティアの人たちの献身的な活動など、

ですが、大丈夫だから安心しろと言われました。 てしまいました。長年集めた骨董品や貯めこんだ
そのうちだんだん煙が大きくなってきて、やっと

服なども、全て燃え、身一つ残されたわけです。

ヘリが何十機も来て鎮火をはじめたのですが、焼

カナダはいい国だなと改めて思いました。
（無料でのホテルの宿泊や食事などは、家に保険

その日焼け出された我々は体育館に収容されま

がかかっていなかった人たちのためだそうで、火

石に水の状態でした。そしてあの大火事の２日前、 した。そこでは、リルエットの教会などの人が持っ

災保険をかけていた人たちは保険会社から出るの

ヘリが落ちて搭乗員２人が亡くなったそうで、そ

てきた下着や服や靴など救援物資がたくさんあり、 で国の補償はないそうです。私は引っ越したばか

れ以後、全くヘリが来なくなり山は燃え続けてい

どれでも無料で貰えました。そこで働いているの

りでこれからリノベーションをするところだった

ました。後で聞いた話ですが、山火事の上空は空

はほとんどボランティアの人たちで、バンクーバー

のでまだ保険をかけていなかったのです。
）

気が薄くなり、浮力が少ないのだそうです。

などから来ていたようです。

町が燃えた日、私はいつもの日課で体力づくり

当日は皆はその体育館で眠りましたが、私は少

今回の火事の原因はいろいろと取り沙汰されて

のために付近を自転車で回っていました。３周目

し離れた町にある友人の家に泊めてもらいました。

いますが、Canadian National Railway（CN）の貨物

を回って家に戻り、
オイル交換などをしていたとき、

翌日は、バスでチリワックとアボッツフォード

列車の火花であることは間違いないと思います。

付近がなんとなくきな臭さく、それが徐々に強く

に別れて送られました。焼け出された旨の申請を

私の家のあったメイン・ストリートは、CN の線路

なってくるのに気が付きました。通りかかった人

出すと、$200 のキャッシュと、歯磨きなどの $50

と並行しており、貨物列車が走るといつもキーキー

に聞くと、あっちで家が燃え始めているので、君

相当のものをくれ、付近のホテルや宿泊施設に振

と車輪と線路がきしむ音が聞こえていました。気

も逃げた方がいいと言います。私は、トラックに

り分けられました。設備のないモーテルなどに送

温が高いときは走ってはいけないことになってい

積んだ大きなタンクに近くの湧き水を汲みに行き、 られた人もいたのですが、私は非常にラッキーな

たと聞いていますが、当時は 49 度以上あり、何人

戻って隣人の家に水を蒔くように言おうとしたの

かの人が、列車の下に火花を散らして走っている

ことに、
偶然、
豪華な部屋と３食がついたラングレー

ですが、
戻る道で消防士に止められてしまいました。 のサンドマン・ホテルをあてがわれました。
けれどどうしても家には帰りたかったので、アッ

それぞれが宿泊する町に散ってゆくとき、バッグ

シュクロフトのほうからスペンサーブリッジを通

をもらいました。それはネイティブの人たちがくれ

りキャッシュクリークに抜けて、大きく回り道を

たもので、バッグの中には現金 $150 と、スーパー

様子を携帯で撮った映像もあるようです。
しかもリットンは常に河からの強風が吹いてい
るところでした。
引っ越したばかりのとき、列車の音があまりにも

して２時間半ほど走りました。
リルエットに来ると、 ストアなどで使えるカード $450 が入っていました。 いつまでたっても終わらないので、ある日数えて
車が何十台も止まっています。自動車ショーでも

リットンの住民は 90％近くがネイティブの人で、 みると、列の前後と真ん中にエンジンのついた車

あるのかと思い、そこにいた人に何をしているの

他の部族からの救援物資だとのことでした。彼らは

かと聞くと、“We are homeless”、そして、家は全部

いつも、何かあったら部族同志で助け合うとのこと

燃えた、君の家も同じだよと言うのです。

両をつなげ、
なんと 229 台連結して走っていました。

で、いくつものネイティブの族長が来ていました。

カナダに来て 50 年以上、ほとんど１日も休まず

それでも私は家に戻りたかったのですが、それ

皆は家財一切を失って泣いていました。私は、そ

働いてきました。今は、ラグジュアリーなホテルで

以上進めず、結局その後家に戻ることはできませ

のうち新しい家に住めるようになるのだから、心配

３食付きの生活をしており、これほどのんびりと

んでした。

しないで、泣くなと励ましていました。

した日はありません。いろいろと貴重な日本関係

その後暫くは行くことを禁じられて

の骨董品や拘りの品を集めていたのに、それら全

いたのですが、数日前に焼け落ちた自

ての私物を無くし身一つになってしまいましたが、

分たちの家を見るバスツアーがありま

今は不思議にさっぱりした気分です。

した。焼け落ちた自分の家を見て皆泣

この話をしている今
（７月 23 日）
、
火はスペンサー

いていて、いたたまれない気持でした。 ブリッジまで広がっています。そこに住んでいる友
焼けた後は有毒物質もあるため、４、 人は教師で動物のレスキューもしているので家に
K.M. さんが買ったばかりの建物。裏に置いてあった 19 台の車とセール ５か月は戻れないと言われました。
ボート、仮住まいとして使っていたキャンピングカーもすべて灰になって
先日、CN がドネーションとして
しまった。背後には、雄大なフレイザー河と支流のトンプソン川が見える。

はたくさんの動物がいますが、
現在避難命令が出て、
逃げる準備をしているそうです。

photo：tourismsquamish.com 静かで平和な田舎町だった Litton。今は 90％以上灰になってしまった。
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日本語認知症サポート協会主催
葬儀アドバイザー 奥山清太さん講演会

「自分らしい人生の締めくくり」
「自分の葬儀と聞いてどう感じますか？」この投げかけで開始したカナダの葬儀の基
礎知識を学ぶ講演会が７月 18 日、59 人の参加者を迎えてオンラインで開催された。

人生の大事なステージとして

なった場所によって変わる。自宅で急死した場

日本語認知症サポート協会では「タブー視さ

合は、必ず 911 を通すこと。「救急隊員と警察の

れがちな人生の最期を、認知機能が低下する前

判断によりその後の運びが決まります」（奥山さ

に準備していただき、今この時の充実につなげ

ん）。そのほか場面に応じた対応が丁寧に解説さ

てもらえたら」と、これまで「エンディングノー

れた。

ト」等の「終活」がテーマの会を実施。その一
環として本講演会も半年前から開催準備を進め

Q. 亡くなってから火葬（もしくは埋葬）ま
で何日くらいかかるか

てきた。講師の奥山清太さんは葬儀・霊園会社

５日間から３週間程度かかる。これは対応す

「サービス・コーポレーション・インターナショ

る葬儀社のキャパシティとの関係で決まる。今

ナル」でメトロバンクーバー地域の葬儀・墓地

年６月末の記録的猛暑の５日間には奥山さんの

アドバイザーとして 23 年のキャリアを持つ。

務めるオフィスに 500 件の電話が来る事態だっ

よくありますが、違法ではありません。散骨の

たという。

可否は一律ではなく、その場所ごとのルールが

冒頭の質問は投票機能を使って参加者に尋ね
られ、「自分の葬儀のことは考えたくない：５％」
「漠然と考えたことがある：18％」「考えてはい
るが具体的にはなっていない：58％」「しっかり
考えている：18％」との結果が出た。この割合
は奥山さんの日頃の印象と同じだという。
死は「誰もが必ず通る道」でありながら、進

カナダの葬儀は一般に４つの形式がある
①トラディショナルサービス
これは日本の葬式・告別式に近いもので、火
葬・埋葬の前に行われる棺が必ず置かれるセレ
モニー。

「わかっていることは（命の）時間は限られていること。
この講演が皆さんがこの先の時間を賢く有意義に過ご
すきっかけになれば」と講演を結んだ奥山清太さん

あります。たとえばスタンレーパークは散骨禁
止です。ちなみに BC フェリーでは事前に手配す
ると、散骨のためのデッキが案内されると聞い
ています」（奥山さん）。

事前に葬儀、埋葬を手配するメリット

学、就職、結婚とは違って準備をせずにいるもの。 ②メモリアルサービス
そんな葬儀・埋葬知識を、奥山さんは日本との

葬儀費用は 15 年ごとに倍増しているが、生前

棺が置かれず行われる通常は火葬・埋葬の前

に葬儀を予約するとその時点で費用金額が凍結

違いを含めてクイズ形式を取りながら明快に紹

後に行われるセレモニー。

できる。また冷静な状況で検討できることに加

介した。

③ビューイングのみ

えて、事前の手配により、遺書の所在、連絡を

Q. 人が亡くなった時、必ず葬儀社を通す必
要があるか
答えはイエス。必ずライセンスをもった葬儀
社を通して火葬か埋葬しなければならない。

Q. 亡くなった時に一番先に連絡しないとい
けないのはどこか
これは 911 かファミリードクターだが、亡く

日本でいう家族葬に近く、故人を囲み、葬儀

希望する家族などの情報が整理されて、その日

社の一室で家族を中心に２時間程度過ごすスタ

が来たときの遺族のストレスを大いに減らすこ

イルのもの。

とができると奥山さんは語った。

④直葬

＊

遺体に必要な処置と書類準備をするのみで火

＊

＊

日本に遺骨を運ぶときのアドバイス、葬儀・

葬・埋葬を行う。

墓地の相場など、具体的・実践的な情報が密度

カナダの葬式の特徴

濃く提供された講演会に、参加者から「講演者

・祭壇がない

の方が仰っていた通り、誰もが必ず通る道なの

・葬儀と告別式が合同で

に、知らないことが多すぎると思いました」「と

行われる
・暦の六曜にとらわれない

ても有意義な情報をはっきり教えていただいて
感謝しています」と感想が数々寄せられた。

・納棺の儀式がない

（取材 平野香利）

・火葬場で骨を拾わない
・火葬後は粉骨にする
ほかの特徴がある。

カナダのお墓、火葬、
埋葬の実際
お墓には区画を購入する、
花 壇 葬、 樹 木 葬、 屋 内 屋 外
の納骨堂などの形式がある。
最近増えてきている花壇形式の墓地

www.thefraser.com

「埋葬にからんで『散骨は違
法 で す か？』 と い う 質 問 が
月刊 ふれいざー Toronto

Plofile 奥山清太氏
筑波大学比較文化学類卒業後、1999 年に渡加。
同年、
世界最大葬儀・霊園会社「サービスコーポレー
ション・インターナショナル（Dignity Memorial）
へ入社。現在、メトロバンクーバーにて、生前相
談から葬儀後のアフターケアまで、葬儀・墓地ア
ドバイザーとして活躍する。日本語、中国語、英
語でのサポートを提供し、過去２年連続「J.D. パ
ワーズ顧客満足度調査トップ賞」受賞。
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2021 年 7 月の TREB 全域の全物件タイプの平均価格は $1,062,256
となり、昨年同月の $943,594 から +12.6% のアップです。7 月の総取
引数は 9,390 件で 2020 年 7 月から -14.9% とマーケットは比較的穏や
かに推移している模様。新規リスティング数は -30.7%、有効リスティ
ング数は -35.2% と在庫も減っており、売り手市場なのは変わりはあ
りません。
例年のようにやはり夏のマーッケトはスローダウンしますね。平
均売却日数は -20% と昨年同月よりは速く動いていますが、昨年は
COVID-16 の影響で特殊な状態だったと言えます。
物 件 タ イ プ 別 に 平 均 価 格 を 見 ま す と、 戸 建 て ( デ タ ッ チ ) の
+21.7%( 市 内 +5.7%、 市 外 +27.0 ％ ) を ト ッ プ に、 タ ウ ン ハ ウ ス が
+15.9%( 市内 +5.1%、市外 +19.3％ )、準戸建て ( セミデタッチ ) が

+12.2%( 市内 +2.1%、市外 22.1％ )、最後にコンドアパートが +6.0%( 市
内 +4.8%、市外 +11.7％ ) の順に並んでいます。パンデミックの影響を
一番大きく受けたのはコンドマーケットでした。特にトロント市内ダウ
ンタウンのコンドは借り手も買い手もなかなかつかず、取引数も少なく、
多くの人々がトロント市外に移動したために空室で残されていました。
しかしその傾向もこの半年で変化しているのデータから見られま
す。202Q2(4-6 月 ) の GTA コ ン ド 取 引 件 数 は 8,793 件 で し た。 こ れ は
2020Q2 と比べて驚きの +155% 上昇を記録しています。2021Q1(1-3 月 )
からは -6% 程度のダウンとなっていますが、3 月のピークから幅広い物
件タイプで全体的にマーケットのゆるみ、そして夏期へとつながってお
り、コンドマーッケトの落ち込みとは別と思われます。この半年でコン
ドマーッケットはリバウンドを果たしたと見て良いでしょう。
経済再開も進み人々はダウンタウンにも戻り始めています。またカナ
ダ政府の今後移民受け入れ方針なども鑑み、購入
意欲のある消費者層はさらに増加するのは間違い
ありません。今後の動きを注意深く見守りましょ

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計

脳の運動教室

う。

阿部山 優子
バンクーバー発「脳の運動教室」がカナダ全土で受講可能と
りました！

Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

私 達 の 姉 妹 NPO、West Coast Healthy Memory Society
（WCHMS）が今頑張っています。2019 年に脳を活性化するプロ
グラム「脳の運動教室」を開発し、3 年間各地域そしてパンデミッ
ク後はオンラインでプログラムを提供してきました。今回日本
国外務省より支援を頂き、7 月 30 日から 12 月 10 日まで毎週金
曜日にカナダ全土にお住いの在留邦人、日系人の皆様とオンラ
インでつながり脳トレを行います。
そもそも「脳トレは何ですか？」と聞かれたならば、日本の
介護現場で長年取り組まれている介護予防（要介護状態になる
ことを未然に防ぐこと）です。特に脳の運動教室は日本の 1,600
カ所の老人施設で行われている学習療法のエッセンスをカナダ
に輸入し、脳の前頭葉を系統だって刺激することで記憶力や集
中力を高める WCHMS オリジナルプログラムです。
細かい内容は参加して頂いた方へのお楽しみですが、このプ
ログラムに感染予防の話題や免疫力を高めるバーチャル旅行、

安心と信頼のサービス
不動産に関する事なら何でもご相談ください。
■不動産の売買、リース
■マーケット情報、お見積もり
など無料でご相談
■店舗などの商業物件
■不動産物件の管理業務
■弁護士、引っ越し業者、
保健会社、改造業者などの紹介

防災の話、そして医学博士からのお話しなど、ワクワク企画満

お気軽に日本語でお問合せください。

載です。この頃運動不足の方やステイホームで人と話をしなく

Sales Representative

なったという方、オンラインで１クリック頂ければカナダのど
こからでも楽しめます。参加費は無料です。

D.H. Toko Liu（劉 東滉）
Cell: 416-894-6049

https://noun.wchealthymemory.com
最後に受講生のコメントをご紹介します。例えば「身体の柔
軟性が出たことにより、つまずくことが少なくなった」や「気

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

分転換の場が出来たことで、孤独感が減り自分から何かしたい
気持ちが芽生えた」という心身の健康増進に寄与します。そし
て「好奇心、探求心が向上し、以前より主体的、積極的に行動
できるようになった」など、ご自身の生活の質を維持向上させ
るコメントも頂いています。褒めて褒めて幸せになるこのプロ
グラム、是非多くの方からのご参加をお待ちしております。
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103 Vanderhoof
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office: 416-481-6137
416-322-8000 Fax: 416-480-2548
www.bosleyrealestate.com

We are 29 years old!

田中 裕介
＜福島第一原発事故から 10 年＞

小出裕章著「原発はいらない」を読み直す
「世の中にたえてウランのなかりせば 夏の心は

である共同通信社の社長とのやりとりで、ラブラ

語るのなら、その＜責任＞は、先ず自国民である

安けからまし」
（愚介）
。今年もまた８月がやって

ドールの地下 300 メートルに埋設場を設置し、日

デネー族に向けられるべきではないのか。

きた。６日の広島と９日の長崎原爆投下、そして

本を含む他国の核のゴミの最終処分場にする計画

15 日は終戦記念日と続く。平和運動に関わるよう

である。CBC は真偽を確かめるべくこのメールの

になった 30 年前から８月前半は、空は快晴でも

送り主である、元カナダ首相ジャン・クレチェン

この地下埋蔵施設はこの先 10 万年以上地殻変

どんよりした気持ちになる。第二次世界大戦が残

氏を直撃した。クレチェン氏はあっさりとこれを

動のない場所でなければならない。火山国の日本

した「核の時代」という負の遺産は、核兵器によ

認めて「私は以前から、ウラニウムを供給した国

にとっては逼迫した問題で、候補地を国内各地か

る抑止論と安全神話に基づく原発の時代をもたら

が核廃棄物を引き受けるのは当然の責務だと主張

ら募集してきた。北海道の寿都町など数カ所が名

し今日まで続いてきた。

している」と語る。

乗り出ているが、候補地に選ばれると「概要審査」

10 万年にわたる負債

加えて、今年は福島第一原発事故から 10 年目

これを受けて毎日新聞（４月４日）は、
「国内で

だけでも数億円の交付金が付いてくる。だが、地

に当たる。2011 年３月 11 日の事故の後、７月に

生じた核のごみは自国での処分を前提」としてい

元民の反対の声が強く、今のところ頓挫したまま

京都大学助教・小出裕章氏が書いた「原発はいら

るとし、他国のゴミを引き受ける＜国際処分場＞

だ。これは小出氏が学生時代に女川原発建設で直

ない」
が出版されるや忽ち２週間で増版された。夏、 構想は以前にも秘密裏に交渉が進められて、住民

に目撃した、原発建設をめぐる地元民の間の対立

札幌の実家への帰省時にこの本を読み、余市で有

や地域の反発を招いた」としている。背景には、
「日

と同じ構図だ。日本は「僻地民」を犠牲にし、カ

機農場を営みながら北海道農民管弦楽団を率いる

本国内での最終処分場選定作業の難航やカナダ側

ナダは今も「先住民」を搾取している。

牧野時夫さんを訪ねた。そこは泊原発から 30 キ

の経済事情、外交戦略などがありそうだ」と結ん

ロ圏内にあり、その日は高橋はるみ道知事が泊原

でいる。

小出氏が同著で指摘しているように、産業革命
以来たかだか 200 年の間に人類は地球上の生物や

加えて、CBC は、ニューファンドランド及びラ

植物が 45 億年かけて創り上げた資源を使い果た

それから 10 年、学生時代から 40 年間、原発に

ブラドール州のヒューリー州首相が「全く聞いて

し、代わりに 10 万年にわたる毒性物質を積み上

反対し続けてきた小出助教は既に退官し、長野に

いない。可能性ゼロだ」と報じた。これだけをみ

げている。福一事故から 10 年、いまだに原発は

引退して講演会以外は奥さんと「仙人」に近い生

ると、CBC が自分で火を付けて水をかけたに過ぎ

安全だ、発電コストが安い、CO2 を削減する等と

活をしているという。小出氏は自著で「福島第一

ない記事に見える。だが、ヒル・タイムズの「カ

言い募る日本やカナダ政府の姿勢は批判しつくさ

原発の事故を防げなかったことを本当に申し訳な

ナダ連邦政府は、英国 MOLTEX 社がニュー・ブラ

れなければならない。

く思います」と詫びている。

ンズウィック州に溶融塩燃料小型原子炉と使用済

その上で小出氏が提唱するのは、エネルギー消

この言葉が今も重くのしかかっている。僕自身

み核燃料の再処理工場の建設に５千 50 万ドルの

費を現在の１日 12 万キロカロリーの半分にする

は小出さんと同世代でありながら、原発を「必要

援助金を供与」
（３月 18 日付け）という記事を読

ことだ。それは 1970 年代の消費レベルでするこ

悪」として受け入れてきた人間だからだ。そして、 んで、政府が世論の反応を探るために敢えて流し

とだが、それでも、今日の省エネ技術ははるかに

1980 年代にトロントに移民してからも、原発に

進んでおり、
「贅沢さえしなければ、十分に豊かな

発の再稼働を宣言した日と重なった。

58％も依存する地元の生活に特に疑問も感じてこ

た記事にも見えてきた。

いくつか考えるヒントを加えたい。1 つ目は、 生活が可能」だとしている。それが、現代人が次
世代に対してできる、福一事故に対する責任の取

なかった。幸運にも、地元トロントの反核運動の

ジャスティン・トルドー首相が許可した＜使用済

活動家たちが、広島・長崎の被爆問題のみならず

み燃料の再処理＞は、実は 1970 年代に当時のカ

核兵器廃絶運動を目指していたおかげで、原発と

ナダ首相ピエール・トルドーが自国に対して宣言

核兵器の問題が同根であり、互いに不可欠な共存

した「再処理の禁止」という核不拡散条約の規制

関係にあることに気づかされた。また、原発で使

を、息子ジャスティンが大転換したことを意味す

用済のウラニウムからプルトニウムを取り出して

る。２つ目は、この再処理過程で生成する高濃度

それを核兵器に使うという循環があって原発と核

放射線物質がファンギー湾に流れ込み海洋資源に

兵器産業が成り立っている。そして、このリサイ

ダメージを与える。３つ目、そこで抽出されたプ

クルの後に残った核廃棄物こそは最も危険な放射

ルトニウムが核兵器製造に使われる恐れが生じる。

線を発する。最近、この「核廃棄物」の埋設場問

30 年経っても実稼働しない六ヶ所村再処理場の失

題が浮上してきた。その候補地として、カナダの

敗から、何も学んでいないのではないか。

ラブラドールの名前が初めてメディアに登場した。

「核のゴミ」国際処分場

そして、４つ目。カナダは 1943 年、北西準州
で採掘したウラニウムをオンタリオ州ポートホー
プ工場で精製し、マンハッタン計画の原爆製造に

カナダの公共放送 CBC ラジオが、４月１日付け

提供した。その結果、
ウラニウム鉱で働いたデネー

で
「ラブラドールに核廃棄物埋設場計画 クレチェ

族の男たちが被曝し死亡した。これに対して、カ

ン前首相のメールで露呈」と報じた。これはクレ

ナダ政府は謝罪も補償もしていない。今、
クレチェ

チェン氏が弁護士として北米側と日本側の代理人

ン前首相が＜ウラニウムを製造した国の責任＞を

www.thefraser.com
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第 60 回

キロス田中桜子

VI

ミッション（使命）

遅れてきた、津軽アイヌ
オッペンハイマーの公園
バンクーバー市の東部、前述したカーネギー

は活気を取り戻す。

る生命の芽を、時には火が、時には大雨が、繰

安井幸子さんはお祭りの開幕まもなく、オッ

り返し奪い取る。生まれることが出来ない、望

センターからさらに東のイーストへースティン

ペンハイマー公園の仮設ステージに立たれた。

まれない胎児の飢えである。まるで、土の下の

グ通りの北に、旧日系人街として知られる「パ

お祭りをコーディネートする日系三世、四世の

潜在意識が母の擁護を求め、外界への健やかな

ウエル街」が今なおかつての名残を留めている。 若者たちのたっての希望で、開会宣言の中に安

絆を求め、温もりを求め続けているかのようだ。

第二次大戦中に「敵国のスパイ」と決め付けら

オッペンハイマー公園に立つと、追放された魂

井さんの紹介が取り入れられたのだった。短い

れ、老若男女を問わず強制収用されるまでは、 紹介であったが、大きな拍手で迎えられ、お祭

たちの声が聞こえてくるような気がした。

リトルジャパンは活気に溢れていた。だが今は、 りのハイライトを飾った。
列を作って配給を待つホームレスの人々の姿が
目に付く。

それにしてもオッペンハイマー公園に原爆語
り部が招かれたというのは、その名前からして

そんなパウエル街の北、アレクサンダー通り

奇縁である。米国のマンハッタン・プロジェク

には「バンクーバー日本語学校並びに日系人会

トの科学者チームの指揮者がユダや系のロバー

館」と正面に刻まれた旧い建物が建っている。 ト・オッペンハイマー氏であったことは誰もが

７－８－９

バンクーバー

当時を振り返るとその年、ＢＣ州内で実に多

1906 年に「バンクーバー共立国民学校」として

知っているだろう。一九四五年七月、「無主の

様な終戦記念イベントが開催されていたが、
「平

創設されたこの建物は、歴史の嵐風を真に受け

地」と解釈されたニューメキシコ州の砂漠で初

和宣言」をしたバンクーバー市では、前述のイ

ながらも、日系コミュニテしてィの様々な文化

の原子爆弾の実験投下が行われ、それを目撃し

ベントに加えて市内にある「シーフォース平和

活動の基軸として灯火を保ってきた。

たオッペンハイマーは「世界はもはやこれまで

公園」に長崎市との平和友好を記念した桜の木

その会館の一室で、日本語学校主宰で安井幸

とは違ったものになる」と言った。彼はナチが

の植林や、オッペンハイマー公園での平和の集

子さん並びに地元に暮らす広島出身の被爆者の

ユダヤ人を虐待することに嫌悪を抱きながら

い、キツラノビーチでの平和祈願の灯篭流し、

絹子ラスキーさんを招いてパネル討論会が行わ

も、科学的な客観性を守るため「原爆投下は日

などが行われた。当時のアメリカの都市ではこ

れた。幼い頃ピカドンで全身に火傷を負い、奇

本に警告なしに行なわれるべきだ」と反日的な

んなことは考えられないことだった。それほど、

跡的に回復された絹子ラスキーさんはカナダ人

強硬論を主張したと伝わる。当時彼は、最初か

原爆の被害を顕にすることは、タブーだったの

男性と国際結婚され、原爆病と戦いながら子育

ら最後まで投下目標について日本だけを論じて

である。

てをなさり、平和を訴える活動を行ってこられ

おり、ドイツもイタリアも投下目標として論じ

そうしていよいよ八月九日がやってきた。終

た。安井さんとラスキーさんが二人並んだ姿は、 たことはなかったらしい。

戦五十年記念のイベント「Healing Voices ( 癒

それだけで会場を圧倒させ沈黙させるものだっ

しかし戦後、オッペンハイマー氏は共産主義

しの声 )」の会場は、1986 年の万国博覧会の際

た。生死の境を彷徨い、「今生きていることが

者として政府からたたかれ、その輝かしい公職

にブリティッシュコロンビア州のパビリオンと

奇跡」と異句同音に語られるお二人は、どこか

を退かされる運命を辿った。同時に、彼は核爆

して建てられ、以後民間企業に売却され今日に

神々しい眼差しが似ているように感じられた。

弾の使用に反対する立場に回り、親日的な態度

至る「プラザオブネーションズ」が選ばれた。

日系人会館の立つアレクサンダー通りを南に

も取った。後年には古代インドの聖典『バガ

500 人は楽に収容できる会場に、多くの人々が

少し下ると、オッペンハイマー公園が見えてく

ヴァッド・ギーター』の一節を引用し「我は世

足を運んでくださった。スタッフが 50 人以上、

る。普段はホームレスの人々がベンチで寝てい

界の破壊者、死神そのものとなった」と自分の

出演者の数も 10 人以上、そして会場の管理に

るこの公園だが、街に戻って来られた日系人の

行いを悔やんだという。彼の人生は、内的にも

はこれ以外に数人加わり、私が想像もしていな

方々が植えられた桜の木が春には花を咲かせ、 外的にも相反する極端な力と価値観との相克す
また盛夏には大きなお祭りの会場となる。たこ

かった大掛かりなイベントとなっていた。

るものだった。

焼き、焼き鳥やかき氷など御馴染みの屋台が並

ついに自分の手で作りだしてしまった、大い

び、相撲の土俵が設けられ、年に一度「リトル

なる最終兵器。それ自体が「戦争」を失くす解

ジャパン」の活気が蘇る。今やバンクーバー市

決策になると夢を見、そして敗れたオッペンハ

			

（つづく）

のメインイベントの一つとなった「パウエル祭」 イマー。その偉大な科学者とは事実上何のゆか
の大太鼓のリズムがあたりに熱気を振り撒くの

りもないはずのオッペンハイマー公園を歩きな

だ。戦後パウエル街に設置された「隣組」とい

がら、真夏なのに底なしの「飢え」を私は感じた。

うボランティア組織や、仏教会、「さくら荘」 それはただ単に空腹なことではない。これでも
という日系の復帰者のホームなど、祭りの通り
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We are 29 years old!

私からあなたへ

投稿のページ

“日本” というブランドパワー
Y. A. ベルコート
近年良くも悪くもウェブの観覧ソフトを立ち

口にのぼり、口に入るようになった。セレブシェ

たのだが、これだけ日本文化が浸透し英語圏の

上げると、利用者の検索履歴を元に AI（人工知

フが日本のパン粉を使うようになると「Panko」 若い世代がまさに「Japan is awesome」という

能）がご親切に興味のありそうな記事を羅列し

オサレ～な食材に。この頃テレビのコマーシャ

てくれる。

ルでは、「Yuzu」も登場だ。ご丁寧に「Yuzu、 ね。

認識を持っているのだから、大成功だったんだ

つい最近そんな中に “Tsundoku” という語彙

yuzu、yu ～～ zu」と歌いながら、ミステリア

コロナのパンデミック前、世界中の観光客が

が目に留まり結構驚かされた。その記事は BBC

スなレモンとライムのハーフみたいな味！と説

集まる夏のニューヨークへ友人とふらっと遊び

（英国放送協会）が 2018 年に掲載した “The art

明 さ れ て の PR だ。 最 近、「Nori」、「Konbu」
、 に行った。その時に日本語で話していると、と

of buying books and never reading it” だった。 「Umami」、果ては「Konmari」（近藤麻理恵さ

ころどころでわざわざニューヨーカーが声をか

「本を買っても１回も目を通さない道（ぞ～）」 ん）、「Anime」、「Emoji」などなど北米の市民

けてくれ、自分はどんなに日本が好きかとか、

というところか。いや、失礼いたしました。こ

権を得ている。その昔一足先に英語市民権を獲

れもりっぱな読書術だという説もある。

得した、Yakuza、Geisya、Samurai、Typhoon、 供も私達が日本人だと分かると、日本のアニメ

訪日したときの思い出をシェアしてくれた。子

閑話休題。驚かされた理由は「積読」そのも

Tsunami、Sake、Sumo、Karate な ど よ り ソ フ

が大好きでどんなにかっこいいか話してくれ

のではなく、英語圏での日本語の浸透力だ。80

トな印象があるではないか。日本政府が日本の

た。イミグレーションでは大抵厳めしい顔をし

年代に渡米したころ、豆腐は「Bean curd」だっ

マーケティング戦略として「和食」をプッシュ

たオフィサーが日本の「Onsen」が好きだとか

た。中華レストランでメニューを開くと Bean

したり、アニメ文化大使に、どらえもんを任命

言ってくれた。「日本」を考えるときポジティ

curd と書かれていて、それは一体何だろうと

して「アニメ」文化、キティちゃんを親善大使

ブに感じ、笑顔になる。いつか行ってみたい、

思ったものだ。「Tofu」はやがて北米で市民権

に任命して「可愛い」文化（そうだ！ Kawaii も

再び訪れたいとか、もっと日本のことを知りた

を得て、昔は無味で不味い物の形容詞だったが、 堂々市民権を得ているぞ！）プロモーションし

いと思わせる。これが日本のブランドパワーだ

近年の健康ブームでどうどうと英語圏の人々の

と思う。

My Story
私の乳癌闘病記（20）

ていたっけ。それを懐疑的に冷めた目で見てい

中田 有厘

つい先日、とっても嬉しいことがあった。カナダで看護師になりたいと思って 2 年
10 ヶ月。ついに 7 月に看護師国家試験に合格した。カナダで看護師になるための看護師国
家試験の受験資格を得られるまでが長い。今回、Covid19 のせいで看護師不足が深刻になっ
たのか、ニューブランズウィック州から受験許可がおりて合格できた。
一方で、BC 州で看護師登録するには非常にお金と時間、高い知識とスキルが必要なの
で本当にラッキーだったと思う。ただ、当初 BC 州で看護師になりたいと思っていたので、
すでに申し込みをしていた BC 州独自の看護師試験も受けてきた。筆記だけの試験である
看護師国家試験よりずっと難しい。ランガラ大学で、高性能なマネキンや俳優さんを相手
に実際に看護をするところを経験の長いベテラン看護師に採点される。普通はこの試験の
あと、学校に１年～２年通い、やっと看護師国家試験の受験資格を得られるので、BC 州で
看護師になるには３～５年かかる。オンタリオやニューブランズウィック州は外国人看護
師がこちらで看護師になる条件を大幅に緩和し、BC 州も緩和すると言われていたが、ほと
んど変更はなかった。
残念ながら、ほとんどの日本人看護師はバンクーバーで看護師になるという夢をもって
カナダに来るが、英語の試験がパスできず、途中で看護師になるのを諦めて帰国してしま
う。そんな中で、乳がんになりながらも大きな夢を達成できたことを誇りに思う。自分ひ
とりの努力だけではなく周りのサポートがあったからこそ、大きな夢を達成できたと思う。
こんなに早く看護師になってしまったことに不安でもあるが、患者さんの立場からすれ
ば、BC 州のように厳しい条件をパスした外国人看護師の方が安心できるとは思う。私自身
カナダの医療の恩恵にあずかった手前、これからはしっかり貢献していかなければと思う。
目標を達成できてゴールできた喜びと同時に、新たなスタート地点に立って足がすくんで
いるところである。
問題は p.10
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文芸

家元の誇りを賭け、
青春を捧げ、
戦う若き棋士たち。 類は新たなプロジェクトを進めていた。

■とにもかくにもごはん

小野寺 史宜著
講談社 ￥1550

うまくて、泣ける。子ども食堂を取り巻くひとた

江戸の将棋家の興亡を鮮やかに活写する傑作時代

■行く、行った、行ってしまった ジェニー・エ

小説。第 15 回小説現代新人奨励賞受賞作。

ルペンベック著

■霧をはらう

東ドイツの記憶と現代の難民問題を重ね合わせ、

雫井 脩介著

ちの生きづらさと希望を描く、老若男女群像劇。
■曠野の花

白水社 ￥3,300

幻冬舎 ￥1800

それぞれの生を繊細に描き出す。ドイツの実力派

木曽 ひかる著 『火の粉』で裁判官の葛藤を、
『検察側の罪人』で

によるトーマス・マン賞受賞作。著者はドイツ連

新日本出版社 ￥2100

検事の正義を描いた雫井脩介が問う、弁護士の信

邦共和国十字小勲章を受章。その他受賞歴多数。

2019 年、アルコール依存症の男性、父親に引き取

念とは？ 作家デビュー 20 周年を迎えた著者の

■ある夜

られた幼い姉弟、高齢のホームレス、解雇された

渾身作！

外国人労働者、孤独な少年などが暮らしているＮ

■マルペルチュイ ジャン・レー／ジョン・フラ

不慮の事故に遭った「ある夜」の出来事と、道端に横

市中央区。この国の貧困問題を問う８編の物語。

ンダース著

国書刊行会 ￥5060

たわり助けを待ちながら回想した彼女の半生のエピ

■遠き春の日々～ぼくの高校時代 ～ 三田 誠広著 《ベルギー幻想派の最高峰》ジャン・レー／ジョン・

ソードを重ね合わせつつ、一人の女性の人生と心の機

		

みやび出版 ￥1500

ユン・ソンヒ（尹晟僖）著
クオン ￥1200

フランダースの決定版作品集！現代ゴシック・ファ

微を描き、金承鈺文学賞に輝いた短編。

70 歳を過ぎた僕。これから書こうとしているのは

ンタジーの最高傑作。幻の本邦初紹介短篇集 2 冊、 ■骸骨～ジェローム・K・ジェローム幻想奇譚 ～

半世紀以上前、15 歳の自分だ。自分はこれからど

枠物語的怪奇譚集『恐怖の輪』と J・フランダース

う生きるのか。
「僕って何だろう」
。ぼくの作家と

名義の幻想 SF 小説集『四次元』を収録。

残念ながら自分にはいささか陰鬱な傾向があるに違

しての出発点は、ロシアの少年の独白にある。

■幸いなるハリー

いない―― 英国屈指のユーモア作家に隠された、

■月の淀む処

			

篠 たまき著

イーディス・パールマン著

国書刊行会 ￥3800

亜紀書房 ￥2200

もう一つの顔。ユーモア小説『ボートの三人男』で

実業之日本社 ￥1700

老い、病、性のきらめき、言えなかった秘密、後

知られる著者による異色作品集。西洋骨董のように

怪しいのは、住民全員。マンションで連鎖する狂

戻りのできない人生の選択。人生には完璧な絶望

古風な趣と気品をそなえた、知られざる逸品の数々。

気の事件の真相は……！？注目の気鋭による戦慄

も、澄みきった希望もない。
「世界最高の短篇作家」 ■永遠の家

のホラーミステリー！築 40 年のマンション引っ

による珠玉の 10 作品。

越してきたフリーライターの紗季。ある日、敷地

■すべてのドアを鎖（とざ）せ ライリ―・セイ

芸術の破壊と再創造をめざすスペイン文学の奇才が

内で行われていた不気味な盆踊りに遭遇する。

ガ―著

集英社 ￥1250

綴る〈虚空への新たな跳躍〉を試みる腹話術師の悲

■たまごの旅人

近藤 史恵著

NY にある高級アパートメントの求人に飛びつい

しくも可笑しい幻想的連作短編集。推理小説？シリ

実業の日本社 ￥1600

たジュ ールズ。だが、その建物には悪夢の歴史が

アス？ユーモア？ 虚構に潜む陰の真実。独特の語

地球の裏側で遭遇する “日常の謎”。未知の世界へ

刻まれていた !? 戦慄のサスペンス。

り口が読むものを霧の彼方へと誘いこむ。

一歩踏み出す勇気がわいてくる物語。念願かなっ

■時の子供たち ( 上・下） エイドリアン・チャ

て、海外旅行の添乗員になった遥。ツアー参加客

イコフスキー著

の特別な瞬間に寄り添い、旅を続ける。

生き残った人類は宇宙船で難民のように生きてい

■桎梏の雪

仲村 燈著

た。荒廃した地球を脱出した人類の唯一の希望は

講談社 ￥1650

数千年前の遺産――。地球の終わりを予測した人

		

書肆侃侃房 ￥2000

竹書房 各￥900

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

極

輪
→

竹

→

風

→

→

源

陰
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2021 年５月のベストセラー
出版科学研究所調べ

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

総合
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

We are 29 years old!

令和２年度外務大臣表彰受賞伝達式
JALTA 日本語教育振興会
令和２年、JALTA 日本語教育振興会（Japanese Language Teachers Association）は、長
年日本語教育の推進に尽力し、日本と諸外国との友好親善に寄与した功績が認められ、外
務大臣表彰を受賞した。昨年は新型コロナの影響によって賞状伝達式を行えなかったため、
このたび BC 州政府による規制が緩和されたことから、７月 27 日、バンクーバー総領事公
邸において伝達式が行われた。
JALTA は、バンクーバーにおける日本語学校の先生等からなる、1974 年４月に設立され
たカナダ政府及び BC 州政府公認の NPO。これまで 47 年に渡り、日本語教師の育成、日
本語教科書作成やお話発表会など、カナダにおける日本語の維持継承のため、様々な活動
を行っている。
式典では、まず羽鳥在バンクーバー日本国総領事が、昨年のうちに表彰伝達式ができな

式に参加した JALTA メンバーの皆さん

かった理由の説明とお詫びに続いて、JALTA の来歴を簡単に紹介。お話発表会や研修会を
行う他、国際交流基金の日本語能力検定試験がバンクーバーで実施されていなかった頃に、
試験問題の作成から実施、採点まで全てを JALTA 会員だけで 10 年間続けてきたことなど、
数々の JALTA の功績を挙げて、多くの親日家を生んだ民間の知日派外交官に対する謝辞を
述べた。
その後、賞状及び花束の贈呈、そして JALTA 現会長ベイリー智子氏の受賞の挨拶が行わ
れた。ベイリー氏は挨拶において、「令和２年６月に閣議決定された日本語教育推進法に
より、海外の日本語教育が期待される中、バンクーバーから日本語教育に関する情報を発
信し、多言語・多文化な背景をもつグローバルな人材を育成したい」と豊富を述べた。
ベイリー会長の挨拶に続いて、鏡割りが行われ、その後は領事館に昨年できた新しい日
本庭園を見学した後、テーブルを囲んでの和気藹々の懇談会となった。

鏡割り

JALTA：1974 年４月、日本語教育の振興、日本語の
普及向上、日本語教師の育成、関係外部機関との情報
交換を目的とし、当時のスティーブストン日本語学校
横山校長を会長として設立された。
1978 年から 21 年をかけて日本語教科書を作成。ま
た 1990 年から 10 年間、JALTA 日本語能力検定試験を
独自に開発実施。その他、日本語教師の研修会、勉強
会、日本語学習者への学習結果の発表の機会として「お
話発表会」等、日本語教育の発展向上に 47 年に渡っ
て寄与している。

羽鳥総領事と JALTA 現会長のベイリー智子さん

羽鳥総領事と JALTA 副会長の本間真理さん
（撮影： 妹尾 翠）

今日 は 何 の 日？
８月 19 日

俳句の日

俳句は五・七・五の十七音で表現される「世
界一短い詩」。「８（は）1（い）9（く）」の語
呂合わせと夏休み中の子供達に俳句の楽しさ
知って貰う目的が込められている。カナダでは
英語版俳句の作り方を小学校から習います。

８月 25 日

即席ラーメンの日

1958 年に世界初の即席袋麺「チキンラーメン」
が日清食品株式会社より発売。カップ麺は 1991
年に発売が開始された。熱湯をかけて 3 分後に

は食べられる手軽さで爆発的ヒット！ 開発者
の安藤夫婦の道のりは朝ドラにもなりましたね。

９月３日

ドラえもんの誕生日

22 世紀からやってきたネコ型ロボット「ド
ラえもん」の誕生日は 2112 年９月３日。今で
は世界中で高い人気と知名度があるドラえもん
ですが各母国語に翻訳された声はやっぱり違和
感がある（笑）Happy Birthday ドラえもん！ど
ら焼きでお祝いだ！

９月 11 日

Make your Bed Day

起床後にちゃんとベットメーキングしていま

すか？「きちんとシーツを取り換え、掛け布団
を整えて、快眠出来る様に心掛けよう！」との
思いが詰められたこの日。ママ達的には特に子
供達に是非覚えて欲しい記念日です。

９月 13 日
		

Kids Take Over
The Kitchen Day

Young Chefs Academy が制定したこの日はキッ
ズシェフがキッチンに立って腕を振るって貰いま
しょう。最近は料理上手で食に興味がある子供達
が増えて MasterChef Jr 等のクッキング対決番組
も多くなりました。さぁ、今日の夕食は何かな？
調理後の後片ずけも忘れずに。
		
（H.J.)
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御伽草子
ぎ

ぞ

梵天国

と

う

し

にして激しさを増した。

広滝 道代

と、 本 当 に こ ら え き れ な い ご 様 子 に な

梵 天 王 は、 お や さ し い ご 様 子 で、 理

などと心の中に考えていらっしゃるの

想 的 と も 思 わ れ る ほ ど の お 姿 で、 さ ら

るのであった。

た だ た だ 言 葉 も な く、 お 心 が 痛 み、

であった。
あとかまわずに立ち上がることもでき

雨ばかりではなく、風も吹き荒れた。
大 雨 大 風 は、 あ れ ほ ど に 玉 の よ う に

と、おっしゃり、

美しい内裏を踏み壊してしまうほどで

こうして中納言が生きた心地もなく

「 そ な た は、 ひ と つ だ け 困 っ た こ と を

に
お 座 り に な っ て い る と こ ろ に、 梵 天 王

ず途方に暮れてしまうのであった。

こ の 者 は、 こ の 騒 ぎ に 乗 じ て 大 空 に

が 玉 の 冠 を お 召 し に な り、 威 儀 を 正 し

あった。
向かって一目散に飛んで行ってしまっ

が 、中 納 言 は 、こ の 者 の よ う す に あ っ け

で 、一 口 お 与 え に な っ た こ と で は あ っ た

し ょ う。 あ な た さ ま は、 幸 せ の 少 な い

とめぐり合わせの悪いことでございま

て し ま い ま し た。 そ れ に し て も、 な ん

「 ま あ、 こ れ は た い へ ん な こ と に な っ

と、切り出された。

しにとって誠にうれしいことだ」
「その上だが」
と、言いさされて

と、重々しく仰せになった。

中 納 言 は、 身 を か た く な さ っ て お 聞

きになる。

梵 天 王 は、 中 納 言 の 方 に 視 線 を 走 ら
せて

「実はな」

と、切り出された。

hale

羅 刹 国（「 羅 刹 」 は 人 を 食 う と い う 乱

「 今 ま で 牢 に つ な が れ て い た あ の 男 は、
よりうれしいことだ」

（つづく）

ねらっていた者なのだ」

姫を奪い取って一の后にしようとつけ

な、 姫 が 七 歳 の と き か ら、 虎 視 眈 々 と

暴 な 悪 魔。） の は く も ん 王 と 申 す 男 で

なのであろう）

（これは梵天王のいかにも特別なご威光

とお思いになる。

とめてくださり、心から恐れ多い）

（ 梵 天 王 は、 姫 君 と の 暮 ら し に ま で 心 を

がなさる。

中 納 言 は、 お 顔 も あ げ ら れ な い 思 い

と、仰せになるのであった。

「 姫 と と も に 暮 ら し て く れ た こ と は、 何

「しかしながら…」

たのである。

しでかしてくれた…」
梵天王は玉のお座席にお座りになる。

てお出ましになったのである。

先ほどの天女があわてて飛び出して
きた。

にとられながら

お方でございますね……」

ま で た ず ね て き て く れ た こ と は、 わ た

（ い く ら な ん で も そ れ は な い。 か わ い そ

と、 残 念 そ う に 言 い 捨 て る と、 も ど っ

「そなたが日本国から遠い道のりをここ

う と ぐ ら い は 思 う も の の 、実 際 恐 ろ し い

天女は、中納言に

こ と 。 気 持 ち が わ る い と い う よ り も 、こ

ていってしまったのである。
中 納 言 は、 心 細 く、 し き り に 胸 騒 ぎ
をお覚えになる。
（これはいやな事、恐ろしい事）
などとお思いになるが、いっぽう
ながら何もしないというのはひどい仕

（いかにも弱弱しく死にそうな状態を見

ことができなかったのだから…）

打 ち ……。 こ の 者 へ の 同 情 は お さ え る

気 を と ら れ て い ら っ し ゃ る と 、や が て
人びとは騒ぎ出した。

い く つ も の 雷 が 鳴 り 出 し た 。梵 天 国 中 の

めた。

そ の と き 、ひ と つ ふ た つ と 雷 が 鳴 り 始

などとお思いになるのであった。

らないこと…）

れ は け し か ら ぬ 。無 礼 者 … 。と て も た ま

の で 、飢 え て 悲 し い の で あ ろ う と 憐 れ ん

もともと中納言は慈悲深い方である

がつとむさぼり食ったのである。

そ う し て 、こ の 者 は 、残 り の 飯 を が つ

をもつかんだ。

つ い で 、中 納 言 の 前 に あ っ た 残 り の 飯

た。

鉄 の 格 子 を が た が た 揺 す り 、ふ み 破 っ

く引きちぎってしまった。

ち 、つ な が れ て い た 八 方 の 鎖 を こ と ご と

す る と、 相 手 は、 そ の 場 で た ち ま

（その三十三）

ぼ
ん
て
ん
こ
く

急 に 雨 が 降 り 出 し た か と 思 う と 、一 瞬
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cameraperson

cameraperson

cameraperson

crip camp

david attenborough a life on our planet

documentary

doxa doc festival 2021

映画評論家

Raymond Tomlin
ドキュメンタリーがかつてないほど重要である理由
「人々が実生活で織りなす経験を描くこと。これ

模を伝え、情緒的な共鳴を作り出す。

イトレスだったアレクサンドリア・オカシオ・コ

こそ我々が今すぐにでも手がけるべきことだ」と

『Cameraperson』は、ブルックリンでのボク

ルテス。29 歳という史上最年少の女性下院議員と

国際ドキュメンタリー協会の幹部、サイモン・キ

シングの試合、戦後のボスニア・ヘルツェゴビナ

なった。労働者階級出身の女性が圧倒的な権力を

ルマリー氏は断言した。今年のオスカー授賞式で

の生活、ナイジェリアの助産婦の日常、監督が家

持つ現職議員に立ち向かっていく様子は圧巻だ。

のことだ。
「ドキュメンタリーとは、政治的な混乱

族とくつろぐ様子などを追っていく。クリステン・

や『もう一つの事実』の真ん中に鎮座する、タイ

ジョンソン監督はこうしたシーンを作品に編み込

David Attenborough: A Life on Our Planet

ムリーな問題を炙り出す手法だ」
。

んだが、撮影監督としての 25 年間にわたるキャ

いく野生を憂うドキュメンタリー。我々が正しい

ハッとするほど美しい映像を通して、失われて

ドキュメンタリー作品は、対話を生み出す情報

リアで捉えたフィルムのタペストリーとも言える

選択をすれば、損なわれた世界は生き返るだろう。

の宝庫であり、人々を魅了しながら重大な問題を

だろう。こうしたエピソードを並列させて、ジョ

ドキュメンタリー作品は健康的で民主的な社会

提起する強力なツールだ。それは単に対話を誘発

ンソン監督は映像クリエイターとその被写体との

にとって必須だ。独裁者に恐れられているのはこ

させるだけでなく、意義深い変化をもたらす社会

関係を探っていく。客観性とカメラの介入との関

のためだ。

的なムーブメントさえ生み出すことがある。

係、そして作られた物語と現実の複雑な相互関係

実在する人々にフォーカスしたキャラクター重

ドキュメンタリー作品は前述の通り、
「他人の身

について探っていくのだ。
『Cameraperson』は、 になって考えてみること」を我々に促す。人類共

視の長編ドキュメンタリーは、ともすれば現実離

一人の映画製作者の個人的な旅に情緒的な眼差し

通の人間性という感覚を磨いてくれるのだ。社会

れしているように思える問題を身近なものにして

を注ぎ、世界にカメラを向けることの意味に対す

的に無視され蔑まれた人々のために声をあげ、権

くれる。ドキュメンタリー作家の渾身作を通して

る思慮深い検証を行っている。

力者の責任を問うという動きのきっかけにもなる。

こうした経験を見聞きすることは、意思の疎通を

ネットフリックスは、受信契約者に多数のノン

この 40 年間、ノンフィクション（ドキュメン

絶望的なまでに必要とするこの世界で、他人の気

フィクション受賞作や必見作を提供するなど、ド

タリー）作品は、我らがバンクーバー国際映画祭

持ちに寄り添う、共感という橋を我々に築かせる。 キュメンタリー作品に最も熱心なストリーマーだ。 の成功を助けるのに重要な役割を果たしてきた。
「ポスト真実」と謳われる今の時代、重要な問題
について学び、信頼できる様々な情報源を見つけ
ることは、個々人の幸せにとって欠かせない。地

例えば以下の作品が鑑賞可能だ。

バンクーバー国際映画祭ノンフィクション部門

Crip Camp : A Disability Revolution

のプログラマー、セリーナ・クラモンド氏は、
「数

バラク・オバマとミシェル・オバマ夫妻が製作

にはパワーがあり、本当の変化を起こす唯一の方

総指揮を務めた本作は、70 年代に行われた障害者

法は、共にそれを行うことです。一人の力だけで

を獲得し、共有し、再び伝えるかということと、 向けのサマーキャンプの様子を基に、障害者の権

大きな変化を成し遂げるのは困難だからです。バ

世界中で起こっている出来事についての信頼でき

ンクーバー映画祭が上映するドキュメンタリーは、

球規模の時事問題は、我々がいかにそのニュース

利運動の始まりと闘いの記録を追った。どんな歴

る情報源を手に入れるという重要性を結びつける。 史書にも記されていない事実が描かれている。
ドキュメンタリー映画は、そのテーマを観客に
理解させるためのパワーで成り立っている。

My Octopus Teacher

世界をより良い場所にしようと奮闘しています。
世界で起こっていることを人々に認識させるだけ

今年のアカデミー賞で長編ドキュメンタリー映

でなく、未来を形作ることに貢献し、その奮闘や

ここ数年に公開された最も驚異的で感動的なド

画賞を受賞した。南アフリカの藻場で野生のタコ

キュメンタリー作品のいくつかは、ストーリーの

に魅せられた映画製作者の１年間を追った海洋ド

ドキュメンタリー作品は、悲劇や恐怖となりう

信憑性よりもその可能性に関心が向けられている。 キュメンタリー。個人的な視点だけでなく、科学

ることもあるが、
一方で希望に満ちたインスピレー

例えばギャレット・ブラッドリー監督の『Time』 者も知らなかった動物の習性が映し出される。

ションにもなりうる。バンクーバー国際映画祭

（アマゾン・プライムで視聴可能）
、アラバマ州ヘ
イル郡の黒人コミュニティにおける万華鏡のよ

Seaspiracy

貢献に参加するよう我々を激励しています」
。

や DOXA ドキュメンタリー映画祭が毎年バンクー

世界中の漁業産業を検証し、人々の営みが海洋

バーに連れて来る映画製作者の声を聞き、登場人

うな人間性に迫ったラメル・ロス監督の『Hale

生物に与える影響を掘り下げた。持続可能な漁業

物に出会ったならば、わかるだろう。ドキュメン

County This Morning, This Evening』
（プライム

という概念に挑む。

タリー作品は、唯一無二のやり方で、我々の世界

ビデオで $3.99）
、クリステン・ジョンソン監督の

Knock Down the House

を照らし出してくれる。

『Cameraperson』などのような作品は、異なる

2018 年アメリカの中間選挙で民衆党から下院議

そして、こうした映画を見るとき、自由や平和

瞬間からのイメージをコラージュさせるという手

員選に出馬した４人の女性新人候補の闘いが描か

や正義を勝ち取るための戦いが何を意味するのか

法を用いている。監督は問いを投げかけ、その規

れる。当選を果たしたのは、
ブロンクス出身のウェ

を、我々は思い出すことになるのだ。

e county this morning this evening

knock down the house
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トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
Pleasure Dome
アマゾンにディズニー。動画配信サービスが増えたことは嬉しいものの、

国際的なプログラムを

娯楽費の大半を映画鑑賞に費やす私でもさすがに追いきれなくなってき

目指す野心的な上映会

た。市のロックダウンが決まった頃に加入したサービスのほとんどを今

となった。

では退会してしまったけれど好きな作品に出会えるもの、本当にお金を

89 年のポスター

第一回の上映会では、現在もトロントの身近な景色をスーパー８で

払いたいものを絞り込めたのは結果的に良かったかもしれない。内容、

撮り続けるジョン・ポーターの作品集や、アニメーション界の鬼才ク

金額ともに満足しているサイトとして今回はトロントの Pleasure Dome

エイ兄弟による名作『ストリート・オブ・クロコダイル』などが選ば

（https://pdome.org/）をご紹介したい。

れた。芸術に関わる人だけでなく一般客も多く訪れたことは主催者側

ビデオテープが一般家庭にも浸透した 80 年代。映画は従来のフィル

にとって驚きだった。当時の様子を振り返る記事によれば、街角に貼っ

ムと、最新のビデオという異なる媒介によって二分された。それは猛ス

た上映会のポスターを剥がして持ち帰る人が後を絶たなかったという。

ピードで開発されていく技術に順応して暮らすうちに機能性が人間性に

確かに実験作品の上映に行くと、いつも額に入れて飾りたいほど面白

取って代わってしまうことを恐れた時代を象徴する出来事であり、生活

いビジュアルに出会える。

や文化そのものが技術に合わせて形作られていくことに多くの映像作家

現在「Pleasure Dome」はデジタル誌としてテーマ毎に国内外の様々

たちが注目した理由でもあった。トロントの映像作家たちは少ない資金

な映像作品を届けている。年会費は１０ドル、配信の多くは PWYC 形

や政府からの援助金、ボランティアの力などに頼りながら活動を拡げ、

式で好きな金額を支払うことが可能だ。作品の動画配信だけでなくエッ

地元のギャラリーやレストラン、古い馬車置場などの空間を利用して上

セイやインタビューなども多く提供しているため、鑑賞前後に作品の

映会を続けていた。そんな中、
８９年に始まった「Pleasure Dome」はフィ

テーマや作家について深く触れることができる。

ルムとビデオ両方を使い、ローカルな作品と国外の作品を混ぜることで

もちろん私のように珍しい色彩やかたち、動き、リズムなどを眺め
て楽しむ人もいると思う。詳細を
知らないまま見た方が驚きがある
作品も少なくない。見ることは経
験すること。映画は、見る人が生
きる時間そのものだ。いつも見て
いるはずの景色を少しだけ違う角
度から捉えた実験作品たちはきっ
と私たちの日常に潜んでいる特別
な時間に気付かせてくれることだ

ジョン・ポーターの『Amusement Park』

『ストリート・オブ・クロコダイル』

ろう。

Mini English Lesson
Here are some useful phrases about time:
A few

Count noun - 2 or 3 - gives a positive idea of some

A little

Non-count noun – some - gives a positive idea of some

Ex. He has a few friends who will come to the party.
Meaning: We are excited that he has 2 or 3 friends who will come.

www.englishmatters.ca
lorrain@englishmatters.ca

Now, try these (answers at bottom):
1.

I'm sad. I have _____ friends who will speak

		

Japanese with me.

Ex. I have a little chocolate to share with you.
Meaning: I'm delighted to share my small amount of chocolate with you.

2.

This cake is not sweet. Let’ s add _____ sugar

Few

3.

My boss always has _____ time to listen to my

Count noun – 2 or 3 gives a negative idea of almost none

Ex. He has few friends who will come to the party.
Meaning: It's too bad that he has only 2 or 3 friends who will come.

Little

Non-count noun – almost none – gives a negative idea

on top.
great ideas.
4.

I'm happy that there are _____ good shows on
TV tonight.

Ex. I have little chocolate to share with you.
Meaning: I have only a small amount of chocolate and I don’ t really want
to share it with you.
Now, make a reason to use these phrases, TODAY!
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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）

英国及び EU が、動物福祉のために更に前進
EU（欧州連合）はこの度、2027 年までに家

が、依然としてこのケージを使用しているとこ

畜動物を檻に入れて飼育することを廃止する取

ろがあることが発覚したことで、重大な懸念が

り組みを行っていくことを発表しました。

あると述べています。

EU は、世界的に見ても動物愛護の考え方が

現在 EU では、檻の中で飼育されている家畜

進んでおり、現在でも動物福祉に関して最も高

動物は雌豚 85％、ウサギ 94%、鶏 49％である

い基準を設けています。この取り組みの対象に

とのこと。

なるのは、牛や豚、鶏をはじめ、ウサギ、アヒル、

また、ケージ内で飼育されている家畜は、ド

ガチョウやウズラなど、ほとんどの家畜動物に

イツでは６％弱で、2025 年までにケージに入

なります。

れられた鶏飼育をドイツ国内で禁じると、アル

これまでも家畜動物の飼育方法や扱い方につ

を独立国として更に発展させ、屠殺のための生

ベルト・シュヴァイツアー財団は発表しました。 きた動物や子犬の密輸を禁ずる法を現実化する
チェコ共和国もこの法案に賛同、また現在す

と述べています。この法律は家畜のみを対象と

の度は 140 万人以上に及ぶ請

でにオーストリア及びルクセ

するものではなく、象牙やフカヒレなどの売買

願書が欧州委員会に提出され

ンブルクはケージ内での鶏の

禁止や、犬のしつけや吼え防止の通電首輪も禁

たことがこの立法へのきっか

飼育は全面禁止となっている。

止されます。

いては多くの議論が交わされていましたが、こ

更に、欧州委員会はフォア

イギリス政府は EU 離脱後の声明文で、「イギ

この新法は 2023 年までに加

グラ様のアヒルやガチョウの

リスの動物福祉基準を更に強化し、動物の権利

盟 27 か国全ての国において制

強制給餌を禁止する法律を制

の擁護者としての地位を確立する自由を、EU

定され、2027 年までには全て

定することにしており、EU 諸

を離脱したことで得た」と語っています。

けとなりました。

の飼育動物と全ての場所にお

ちなみにイギリスは、世界で最初に動物福祉

国はこれに対しても支持を表

いて完全に施行されることになります。

法を制定した国です。

明しています。

産卵用の鶏を飼育する際のバタリーケージ

【※イギリスはこの発表の中で、動物について

こうした動きによって、これまでの飼育方法

（ワイヤーの檻を段に重ねて鶏を収容する方法） で行っていた家畜農家には政府が補助金を与え 「sentient beings」という言葉を使用しています。
は EU ではすでに 2012 年に禁止されています

て、設備を変えてゆくための支援や、新しい飼

これは日本語では「衆生」にあたり、
「生きとし生

】
育法のトレーニングを行うことになっています。 けるもの・心をもつ者」という意味です。
2021 年１月に EU を離脱したイギリスは、EU
のこの取り組みに先立つ今年５月、全ての動物
は意識や感覚を持っていると認める条項を動物
福祉法に加えると発表しました。この「動物」
には、ペットや家畜は勿論、全ての生き物が含
まれています。
この発表にあたり、イギリス環境長官ジョー
ジ・ユースティス氏は、動物福祉に関する実績

North Toronto Cat Rescue
(905) 940-CATS (2287)

ノース・トロント・キャット・レスキューはNo Killがモットー。
現在約250匹の猫たちを収容し、
里親先を探しています。どんな猫たちも安全で思いやりに満ちた環境の中で幸せに生きる権
利があるという信念のもと、私たちは日々その理想を現実にすべく献身的に働いています。

里親募集！
ボランティア募集！

寄付をお考えの方は下記まで。（TAX レシートが出ます）
チェックの宛先：North Toronto Cat Rescue
郵送先住所：Fraser Journal Publishing
P.O.Box 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6

お送りいただいたチェックは責任もって North Toronto Cat Rescue にお渡しします。
Registered Canadian Charity：Number 83607 9673 RR0001

所在地がわかると猫を捨てていく人がいるため、所在地は明らかにしないことをご了承ください。ご連絡はお電話にてどうぞ。
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【編集後記】日本国民の80％以上の反対と世界中から多くの批判を集める

それぞれのスポーツには独自の国際大会もあるのだから、そこでの頂

中、東京五輪がスタートした。これまでにもオリンピックには様々な批判

点を目指せばよいのではないかと考えてしまうのは、私がスポーツに無

があり、近年特にオリンピック委員会（IOC）の問題が明るみに出てきて

縁の人間だからだろうか。

いたが、パンデミックによってその問題が大きく表面化したと言える。も

スポーツが公明正大な世界ではないというのは、多くの人が知ってい

ともと経済効果はごく短期的なもので、長期的にはむしろマイナスだとい

る事実だ。私とて、スポーツに無縁ではあるが、その舞台裏はあちこち

うことは経済学者をはじめ多くの専門家が指摘しており、ロイター企業調

から聞かされて知っていることもある。

査では企業の７割ほどが、五輪の中止による損失はそれほどでもないと答

第一、普段過ごしやすい気候の中で練習している選手が、この真夏の
湿気の多い酷暑の国で、こういった環境に慣れた選手と競うという時点

えている。
またこれまで各国が巨額を投じて作った多くの競技場が、その後再利用
されることもなく放置され朽ち果てている映像が、SNSなどでも広まって
いる。そうした施設建設のための環境破壊も問題になっている。

で、すでに公平とは言えないような気がする。
最近、あるスポーツで世界を目指してたゆまぬ努力している人の家族
からひどい話を聞いた。カナダの某スポーツの協会では、人種差別とし

特に今回の東京五輪が決まったときは7.3ビリオンドルと言われていた

か思われないあまりにも理不尽なことが平然と行われている。能力が高

費用は、現在では26ビリオンドルにまでふくれあがっている。コロナで仕

ければ高いほど、日本人（アジア人？）というだけで不公平なジャッジ

事を無くして多くの人が貧困にあえいでいる今日、そこまでの費用をかけ

やひどい扱いをされているが、その業界を牛耳る大きな組織の中ではそ

てオリンピックを行うことに人々が疑問を感じるのは当然だろう。４年ご

れを抗議することは活躍の場を絶たれることを意味するため、つぶしに

とに世界各国で今後使われない施設を大金を投じて建設するくらいなら、

かかってくる彼らの圧力に耐え得る驚異的な精神力とずば抜けた才能が

ずっとギリシャでやったらいいのに、という考えもある意味納得できる。

なければ勝ち目はない。

ただ、気の毒に思うのはスポーツに人生を捧げて頑張ってきた選手たち

比較的外国人に寛容であるはずの移民の国カナダにおいてさえ、であ

だ。多くのスポーツ大会の頂点としてのオリンピックの舞台に立つこと

る。好きだからやる、やるからには上を目指したい、そう思うのは当然

は、ほとんどの選手たちの夢だろう。特に年齢的にこれが最後かもしれな

のことだが、「出る杭は打たれる」のはどこの国にいても同じで、スポ

いというような選手にとって、その夢が無くなるのはどんなに辛かろうと

ーツの世界もまた例外ではないようだ。
もともと競争や勝負事が嫌いな私には理解できない部分も当然あると

思う。
だが視点を変えてみるなら、こんなに歓迎されない批判だらけの舞台で

は思うが、順番をつけるなら完全に公平な形でやれるよう、良識と知恵

活躍しても、それは人生のよい勲章になるのだろうか。開催国内外から大

を絞るべきではないかと思う。国対国という図式にも疑問を感じる。ア

きな批判を浴びながら決行された試合で、本来競い合うはずであったライ

スリートたちがそれぞれ十分に実力を発揮でき、その結果優勝者がたま

バルがコロナ陽性で参加できないなどという状況の中、しかも無観客で行

たま自国の選手だったら喜ぶ、そんな大会にならないものだろうか。

われる競技に、本当に実力を発揮できるのだろうか。

		

【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：Ｂ

他人のあとにならないことで、他人に劣らないこと。他人にひけ

をとらないこと。「人後に落ちる」とは言わず、打ち消しの形で「人後に落ちな
い」という言い方をする。

熟語遊び

P. 32（解答）

光

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。

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

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

お気軽にお問い合わせください。

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