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

Vancouver, BC Canada

     今月の go Local 特集
今年新しく作られた９月30日のナショナルホリデー
「真実と和解の日」について。バンクーバーダウン
タウンに於ける式典をレポートします。
毎月15日発行の『ふれいざー go Local』は『月刊ふれいざー』
の妹版として、ローカルの情報に特化し、日系コミュニティのイ
ベント活動などのローカル情報を中心にお届けしています。カナ
ダ内外のニュース、イベント報告の他、ビジネス紹介、ローカル
アーティスト紹介、そしてカナダに住む私たちが知っておくべき
なのにあまり知らない内容を、「知っておかなければいけない」
シリーズとして、様々な情報を掘り下げて掲載しています。

保存版「知っておかなければいけないシリーズ」
８月号「知っておかなければいけない差別的表現」
（ブラックライブズ・マター）
９月号「知っておかなければいけない先住民の歴史」
（“カナダの黒人”とよばれて―カナダ先住民の苦悩 ）
10月号「LGBTQにとってのBlack Lives Matter」
（ 黒人クイア女性による草の根運動 ）
11月号「命を蝕む影のパンデミック“オピオイド危機”（１）」
12月号「命を蝕む影のパンデミック“オピオイド危機”（２）」
１月号「COVID-19ワクチン接種」パンデミック収束への始まり
２月号「アメリカで今何が？ 根深い「白人至上主義」の影響」
３月号「Fake News―情報過多の時代に正しい情報を見極める」
４月号「反アジアヘイト犯罪―立ち上がるアジア人」
５月号「反アジア感情の闇―ブリティッシュ・コロンビアの歴史」
６月号「知っておかなければならない先住民の悲劇
		
カナダの同化政策による寄宿制学校」
７月号「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」

www.thefraser.com
www.thefraser.com

ウェブサイトにはこれまで通り『月刊ふれいざー』
と共に『go Local』もアップしておりますので、お
手に入らなかった方は是非そちらでご覧ください。
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トピックス
気候緊急事態駐車プログラム案否決へ

ワクチン未接種の同僚との仕事を拒否できる？

バンクーバー市議会は、この程、気候緊急事態駐車プログラム案

依然として新型コロナの新規感染者数が高い BC 州では、ワクチン

を 6 対 5 で否決した。最後に決定票を入れたケネディ・スチュワー

を打っていない同僚との仕事を拒否できるのかという質問が相次いで

ト市長は、本案が、中低所得者に対し不均衡な影響を与えるとし、

いるが、それに対する明瞭な回答は示されていないようだ。

議会に別の方法を検討するよう求めた。

BC 州衛生管理局長のボニー・ヘンリー博士は、この問いに対し、

市が提案している気候緊急対策計画は、市の全ての車道の夜間駐

WorkSafe BC の回答を参照するようにと答えたが、WorkSafe BC は、
「州

車許可料金として年間 $45（低所得者は＄５、市外のビジターには

の労働大臣に聞くように」と回答。労働大臣は、WorkSafe BC に回答

毎回＄３）を課金する、および、2023 年以降に生産された高排出

を委ねた。

車に対する年間駐車許可料金を $500 または $1,000 に引き上げると

労働問題に詳しいある弁護士は、「この質問に対しては、州政府か

いう二つの面から検討されており、この計画を実施するために必要

ら明確な方向性が示されていない」としてから、「現在のところ、回

とされる２億 3000 万ドルの経費を捻出する方法として、気候緊急

答は NO だと言えるだろう。雇用主は、社員が安全に働けるよう、こ

事態駐車プログラム案が提案されていた。

れまで実施してきたように、マスク着用、物理的距離をとること、手

プログラム案の可決を支持する議員は、ベルリンの気候変動会議

指消毒などのルールを徹底する必要がある。さらに、ワクチン未接種

に出席し、このままではバンクーバーは、2100 年までに気温が 50

の人に対する不安がある場合には、リモートワークやシフトの変更、

度に到達すると危機感を抱き、将来の世代のために温室効果ガス対

職場の移動なども考慮する必要もあるだろう」と回答した。

策を実施しなければならないと主張。一方、反対派の議員は、この

一方、別の弁護士は、「答えは YES だ。ワクチン接種した人が未接

プログラムは、車道に夜間駐車している人だけを対象としており、

種の人と仕事をした場合、感染リスクは上がる。デルタ株の蔓延で、

ガレージや駐車場施設のある人を対象としていない点で市民に不公

マスク着用や物理的距離だけでは新型コロナ対策はいまや不十分だか

平になると主張していた。

らだ」と話している。

ファイザー：5 ～ 11 歳の子供へのワクチン承認申請へ
アメリカで５歳から 11 歳の子供向けの新型コロナワクチンの緊

現在のところ、回答を出せるのは個々の雇用主のようだ。

BC 州：３回目のワクチン接種を受けられる人

急使用の許可申請を正式に提出したファイザー社は、カナダでも同

BC 州衛生管理局長のボニー・ヘンリー博士は、BC 州では、中等か

様の手続きを進めており、近々ヘルスカナダに対し、５歳から 11

ら重篤な免疫障害をもつ約 10 万人が３回目のワクチン接種を受けら

歳の子供向けの新型コロナワクチンの緊急使用許可を正式に申請す

れると発表した。３回目の接種により、免疫機能が悪い人も、２回の

る運びとなった。同社が開発した Comirnaty のブランド名をもつ子

接種を受けた免疫機能に問題がない人と同等の免疫力をもつことがで

供向けのワクチンは、ティーンや成人向けのワクチンの３分の 1 の

きるようになるだろうと博士は話している。

量で、２回接種後は、安全で強い免疫反応を示している。

３回目の接種を受けられる人には、州から通知が届く。これらの人

カナダでは、12 歳以上の 80% 以上が２回の接種を終えている

は：化学療法、ホルモン療法、分子療法、がんの放射線療法を受けた人、

が、12 歳以下の子供での感染は拡大している。オンタリオ州では、

固形がん患者、血液がん患者、エイズ指標疾患者、65 歳以上の HIV 陽

９月後半の新感染者の５人に一人が 12 歳以下の子供、アルバータ

性者、先天性 HIV 感染者、多発性硬化症、関節リウマチ、ループス、

州では、５歳から９歳の子供の感染率が他のどの年齢層よりも高く

透析患者など。なお、リストは B.C. Centre for Disease Control のウェ

なっている。感染した子供の症状は、風邪の症状のようにマイルド

ブサイトで確認することができる。

だが、深刻な症状を引き起こす可能性もあるとされる。
カナダ政府は、今年春には子供向けのワクチン購入契約をファイ

該当者で 10 月８日までに通知が届かなかった人は、かかりつけの
医師に連絡するようヘンリー博士は話している。

ザー社と結んでいて、ヘルスカナダよりゴーサインが出れば、すぐ

また、長期ケアホームに入っている人も３回目の接種を受けること

にでも発送計画を決定するとしている。また、モデルナ社も、年内

が可能になった。しかし、ミックスのワクチンを打った人については、

には子供向けの臨床試験データを揃えたいと話している。

ヘンリー博士は３回目の接種を承認していない。州の公衆衛生当局は、

さらに、６ヶ月の赤ちゃんにも使用できるワクチン臨床試験も、
現在進行中ということだ。

ヘルスカナダや公衆衛生エージェンシーと共に、カナダで承認されて
いる全ての混合ワクチンが含まれる「国際的に認知される一つのワク
チンパスポート」の発行に向けて動いている。
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世界のニュース

米南部国境に難民 1 万人が殺到

情勢不安のハイチから

７月の大統領暗殺と８月の大震災で深刻な

た。ブリンケン国務長官に提出した辞表の中

電力事業に関わる財閥勢力が、富裕層の既得

情勢不安に陥ったカリブ海のハイチから、米

で、「ハイチからの難民や不法移民を強制送

権益を暴こうとしていたモイーズ氏を狙った

国への難民申請を希望する１万人以上が米南

還するという非人道的な決定に私は関わらな

と考えている。

部テキサス州とメキシコの国境周辺に詰めか

い。ハイチは国家として崩壊しており、国民

一方、暗殺の２日前に新首相に指名されて

け、米政府が強制送還で対応するなど、大混

は安全と最低限の生活が国から保証されてい

いたアンリ氏が犯行グループの主犯格で元政

乱が生じている。

ない」と強制送還に強く抗議した。民主党内

府高官の１人と電話をするなど事件に関わっ

テキサス州デルリオには９月半ばから国境

からは、「正当な理由のある難民申請まで拒

た疑いも浮上している。

の川を渡るなどして違法に米国に入国する人

否するべきではない」との声も上がっている

が急増。現在１万人以上が国境の橋の下で暮

ほか、シューマー上院院内総務（民主党）も、

証拠の入手も妨げられることが多いことか

らし、仮設キャンプが設けられるも、その環

難民をハイチに送還することは「常識を逸脱

ら、真相究明は長期化が予想されている。

境は非常に劣悪な状態とされる。米当局から

している」とバイデン氏を非難し、国境警備

食料の供給もあるが、全ての人に届けられて

隊の対応を批判した。

いるわけではないという。国境で暮らす難民
希望者らによると、ハイチから米国に向かう

モイーズ大統領暗殺

司法当局も殺害の脅迫を受け、現場捜査や

マグニチュード 7.2 の大地震
大統領が暗されたばかりのハイチで８月 14
日、マグニチュード（M）7.2 の大地震が発生

15 カ所の経由地が対話アプリで共有されて

ハイチのジョブネル・モイーズ大統領は７

した。米地質調査所（USGS）によると、震源

おり、今後も国境に押し寄せる難民の数は増

月７日未明、首都ポルトープランスの自宅で

地は首都ポルトープランスから西に約 125 キ

える可能性がある。

武装グループに襲われ、殺害された。クロー

ロ。この地震により少なくとも 2200 人以上

バイデン政権発足後、メキシコ国境ではト

ド・ジョゼフ首相代行は銃撃について「野蛮

が死亡し、1 万 2000 人以上が負傷している。

ランプ前政権からの移民政策転換を期待する

な行為だ」と非難、非常事態を宣言し、ハイ

全壊または損壊した建物は 13 万棟以上にお

不法入国者が後を絶たず、共和党はバイデン

チ全土に戒厳令を発令した。

よび、家を失った人は３万人以上とされる。

暗殺は７日午前１時ごろ発生。銃を持った

最も被害を受けたのはハイチ南西部で、レカ

武装集団がモイーズ大統領の自宅に侵入し、

イ市周辺の被害が特に大きかった。アンリ暫

対応に苦慮するバイデン政権は、移民政策

大統領と妻を銃撃した。大統領は 12 発の銃

定首相は１カ月間の非常事態を宣言し、国民

の一部は緩和に踏み切ったものの、ハリス副

弾を受け、仰向けに倒れて亡くなっていたと

に「連帯を示す」よう求めた。その後は米国

大統領が「米国に来ないように。国境に来て

いう。一緒にいた妻マルティーヌ・モイーズ

やチリ、メキシコの探索救助チームやキュー

も入国させることはできない」と言明するな

氏は米フロリダ州マイアミに搬送され、治療

バの医療チームが続々と現地入りした。

ど、不法移民を受け入れない姿勢を明確にし

を受けた。

政権による寛容な政策が混乱を招いていると
して批判してきた。

すでに政治的危機に見舞われている中での

ている。同様に、国境地帯を訪れたマヨルカ

マルティーヌ氏は 10 日、事件後初めて公

地震発生で、混乱に拍車がかかる中、メキシ

ス国土安全保障長官も「不法入国しても必ず

に発言し、事件当時の状況を「暗殺団が私た

コ経由で米国に向かう難民が急増。バイデン

送還される」と警備を強化する方針を示した。

ちの家に押し入り、夫を銃弾で蜂の巣状態に

政権は難民の無秩序な受け入れを拒否してお

またテキサス州のアボット知事（共和党）は

した」と説明した。襲撃はほんの一瞬の出来

り、米国土安全保障省は９月までに１万 4000

16 日、州内６カ所の出入国拠点を閉鎖する

事だったと述べ、大統領は「言葉を発するチャ

人を超える難民、移民申請者らを国境付近で

と発表。バイデン政権は国境政策にひどい対

ンスさえなかった」と語った。

捕捉し、ハイチに強制送還した。

応を取っていると批判した。
一方、米国務省は 23 日、ハイチ担当の特
使、フット氏が辞任したことを明らかにし

実行犯とされるコロンビア人元兵士や米在
住のハイチ人医師など逮捕者は 40 人以上に
上るが首謀者は依然不明。マルティーヌ氏は、
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カナダのニュース

中国で拘束のカナダ人 2 人が解放

ファーウェイ CFO 釈放直後

トルドー首相は９月 24 日夜、中国当局に

府は政治圧力のために中国が恣意的に２人を

疑いを持っており、これを隠すために、孟氏

拘束されていたカナダ人男性２人が解放され、

拘束したとして釈放を求めたが、中国側は「中

が米国の金融機関に虚偽の事実を告げ、銀行

中国を出国したと発表した。トルドー首相の

国の国家安全保障を損ねる活動に従事した疑

を違法な取引に巻き込んだとしていた。有罪

発表は、米国から詐欺罪などで起訴され、カ

いがある」とする司法機関の判断だと主張し、

になれば最高 30 年の実刑が下るはずだった。

ナダで身柄を拘束されていた中国通信機器大

孟氏逮捕との関連性を否定した。

孟氏は 24 日、ニューヨークの連邦裁判所

手・華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会

一方、米国からの身柄引き渡し要請をめぐ

にオンラインで出廷し、ファーウェイとイラ

長兼最高財務責任者（CFO）が米司法省と司

り、20 年１月からブリティッシュ・コロンビ

ンの関連会社との関係について、米国の対イ

法取引に合意し同日釈放された、その数時間

ア州高等裁判所で審理が行われていたが、８

ラン制裁を逃れるため英銀 HSBC に虚偽の説

後のことだった。

月の最終審理の最中には、中国地裁がスパバ

明をしたことなど、一部の不正行為を認めた。

氏に対し、懲役 11 年の実刑判決や５万元の没

一方、銀行詐欺の共謀、銀行詐欺、通信詐欺

収などを言い渡していた。

の共謀および通信詐欺の罪状については、無

男性２人は、ベルギーのシンクタンク「国
際 危 機 グ ル ー プ（ICG）」 職 員 で、 元 外 交 官
のマイケル・コブリグ 氏 と、 北 朝 鮮 へ の 旅

罪を主張した。

行手配などを手がける企業「Paektu Cultural

米の要請によりバンクーバーで逮捕

Exchange」の創業者でビジネスマンのマイケ

ファーウェイの創業者、任正非（じんせい

孟氏が合意の条項を順守した場合、米政府は

ル・スパバ氏。両氏は 2018 年 12 月、孟氏が

ひ）最高経営責任者（CEO）の娘である孟氏は、

22 年 12 月１日に起訴を取り下げる。ただ米

ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー

2018 年 12 月１日、香港から乗り継ぎでバン

検察当局は 24 日、「孟氏はこの合意を結んだ

で逮捕された直後に中国当局に拘束された。

クーバーに到着したところを詐欺罪などで逮

ことで、世界的な金融機関を騙す計画の中心

捕された。

的な役割を果たした責任を認めた」と述べた。

トルドー氏はオタワで記者会見し、「２人は

「起訴猶予合意」と呼ばれるこの司法取引で、

1000 日間にわたって信じがたいほどの試練を

孟氏が米国による対イラン制裁に違反した

この合意を受け、ブリティッシュ・コロン

乗り越えてきた。今、家族のもとに向かって

として、米当局がカナダに拘束を要請したこ

ビア州の裁判所も審理を開き、孟氏に対する

いる最中であることは感動的でさえある」と

とによる逮捕だった。

24 時間監視付きの保釈を解除することを決定

述べ、
「カナダは２年半以上にわたって、２人

バンクーバーの最高裁判所は逮捕から 10 日

が帰国できるよう努めてきた」と強調、「連帯

後、孟氏の保釈を認めた。保釈金は 1000 万カ

を示してくれた国際社会に感謝したい」と語っ

ナダドル（約 8 億 5 千万円）で、保釈条件と

カナダは孟氏をめぐる米国と中国の複雑な

た。

して７つ所有するとされるパスポートの提出

争いに巻き込まれるかたちで、板挟みの苦し

や GPS 付きの監視装置の装着を命じた。また

い状況に追い込まれていた。

両氏は 25 日、カルガリーに到着し、トルドー
首相が出迎えた。

した。米国がカナダ政府に求めていた身柄引
き渡し請求も取り下げられた。

BC 州から出ることや夜間の外出も禁止され、

解放の理由は「病気」
孟氏の釈放と時期が重なるあからさまなカ
ナダ人解放であったものの、中国外務省の華

24 日に釈放されるまでバンクーバーの自宅で
軟禁生活を送っていた。
25 日夜、チャーター機で中国に到着した孟
氏は、タラップから降りると花束を手渡され、

春瑩報道局長は 27 日、カナダ人２人の解放

「1000 日あまりの苦しみを経て、ついに祖国

について「病気を理由とする保釈申請があり、

に戻ってきました。中国共産党と政府に感謝

許可した」と説明、専門医療機関の診断など

します」と述べた。

に基づき、「裁判所が保釈申請を認めた」と述
べた。その上で孟氏の拘束は「政治的迫害」

米司法省と司法取引に合意

であり、中国でスパイ罪に問われたカナダ人

米司法省は 24 日、孟氏と 2022 年後半まで

の拘束とは意味合いが異なるものだと主張し

米国での訴追を延期し、将来起訴を取り下げ

た。また、華報道局長は、「２人は罪を自供し

る司法取引に合意したと発表した。孟氏は同

ていた」とも述べた。孟氏の釈放と同時期と

日午後、バンクーバー国際空港から中国に飛

なった理由については触れず、「人質外交では

び立った。

ないのか」との質問には答えなかった。
２人が拘束された 2018 年 12 月、カナダ政

sudoku break

米司法省は、孟氏が関連会社に米国の制裁
措置に違反するイランとの取引を実行させた

答えは p.15
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今日 は 何 の 日？
10 月 16 日 Sweetest Day

10 月 第 3 土 曜 日 は お 世 話 に な っ た 人 達 に キ ャ ン
ディーやカードを贈り感謝の気持ちを伝える日。アメリ
カのキャンディー会社社員キングストン氏が病気の人や
孤児達にキャンディを配ったのが始まり。あなたが日頃
の感謝を伝えたい相手は誰？

ファイナンシャルアドバイザー

井上

朋子

Travel Insurance
長い間待っていた瞬間がついに到来しました。チケットが予約され、旅行へ
のカウントダウンが始まります。一人で旅行される場合でも、ご家族と一緒に
旅行される場合でも、1 回のご旅行でも複数回のご旅行でも、刻々と変化する

10 月 28 日

マッコリの日

COVID-19 旅行ガイドラインを常に把握することがこれまで以上に重要になります。

毎年新米で作ったマッコリが市場に出回り始める時期

現在のように不確実な時代の最も不確実なトピックの 1 つは、旅行制限です。

だから 10 月最終木曜日に制定。アルコール度は 6 ～ 8％、

旅行先の国への入国が拒否されないようにするには（または帰国時に）
、旅行制限

米の強い甘味が特徴でタンパク質やビタミンも多く健康

を 2 回または 3 回チェックすることが重要です。この最新情報を見つけるのに最

や美容にも良いと女性に大人気。最初は上澄みの透明な

適な場所は、国の政府の公式 Web サイトです。国の COVID-19 検査、予防接種、

部分、2 杯目は混ぜて濁り酒を味わうのもお薦め。

検疫の要件を必ず理解されると安心できます。

10 月 25 日

様の目的地（そして帰国）の旅行要件を理解した後、旅行のために何をする必要

皆様は旅行をどれくらい早くまたは遅く予約するべきか疑問に思いますか？皆

World Pasta Day

1995 年ローマで開催された「第 1 回世界パスタ会議」

があるかについてお考えになられていると思います。しかし、旅行を予約された

を記念して 1998 年に制定。この日は世界各国でパスタ

後、予期しない事態のためにキャンセルしなければならなかったとしましょ

の魅力を伝えるイベントが開催される。パスタの種類

う。幸いなことに、Travel Insurance の中断プランは、旅行が予期せずキャン

はスパゲッティ、ペンネ、ラビオリなど約６５０以上。

セルされた場合の費用をカバーします。

夕食はパスタで決まり！

休暇中は、誰でも旅行を楽しむことが頭に浮かびます。旅行の準備をしたり、

どれにしようかなー？

休暇中に予期せぬ事態に直面した場合でも、多くの Travel Insurance のサービ

11 月１日

キティちゃんの誕生日

スの多言語支援センターは 24 時間いつでもご利用いただけます。旅行の前で

1974 年に誕生したキティちゃん、今では世界的に人

も、この支援センターは、健康に関する勧告、気象情報、領事館と大使館の
場所などをすべて追加費用なしでお手伝いします。

気のキャラクター。
サンリオ公式サイトによるとキティちゃんは猫ではなく

この支援センターは、旅行中に医療緊急事態が発生した場合、医師、病院、

明るくて優しい女のコ。

またはその他の医療紹介を支援し、補償範囲を確認および説明し、医療緊急

ちなみにボーイフレンドは幼馴染のダニエル。ハリウッ

事態を監視し、家族に情報を提供し、翻訳および通訳サービスなどを追加費

ドデビューも決定、どんな映画になるのかな？ Happy

用なく提供します。
最後になりましたが、間違いなく重要なことですが、旅行保険が最新の

Birthday ！キティちゃん！

ものであり、COVID-19 の影響を含め、皆様と皆様のご家族を安全に保つた

11 月３日

Bucket List Day

めに必要なすべてをカバーしていることを確認してください。ファイナン

一生の内にやってみたい事をまとめた『バケットリス

シャルアドバイザーにご連絡をされると、ファイナンシャルアドバイザーが

ト』
。日付は「いい（11）未（3）来」を描く日の語呂合わ

保険会社に最新の情報を確認します。包括的な Travel Insurance のプランで

せ。一度はやってみたい事をリストに書いて日々の生活が

は、COVID‑19 および関連する合併症の被保険者 1 人あたり最大 $ 1,000,000

素敵なものになる様に願いが込められている。皆さんが一
度はしてみたい事って何ですか？
				

CAD の緊急医療保険を海外に旅行されるすべてのカナダ人に提供します
（COVID‑19 に対して完全にワクチン接種された場合、被保険者 1 人あたり最
大 $ 5,000,000 CAD）
。

（H.J.)

日本の伝統文化・慣習を次世代に伝えましょう！

開運招福、家内安全、商売繁盛、病気平癒、交通安全、学業、合格、
縁結び、子授け、安産など、各種ご祈願・ご祈祷承ります。
遠方の方はズームやスカイプでおつなぎしてご奉仕いたします。
お守りや神札もご郵送できます。

お気軽にお問い合わせ下さい。Contact@ShintoInari.org

開運招福の守護神

アメリカ出世稲荷神社

ShintoInari.org

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

www.thefraser.com
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カナダ の 行く先
３期目トルドー政権の動き（2）

ジャスティン・トルドー首相が 9 月 20 日の連邦政府選挙で勝ち、少数与党第３次政権が
確立、リベラル党の続投となった。少数与党であることから、政策ごとに他党の協力に頼
ることになる。連立政府ではないものの、再び NDP（新民主党）党首ジャグミート・シン
の協力なしでは下院で法案を可決することは難しい。
『月刊ふれいざー』
10 月号に引き続き、
今月の『ふれいざー Go Local』ではリベラル党の環境関連の公約をピックアップしてみた。

環境関連の公約
よりグリーンでクリーンな未来へ

メタンガス排出量を削減する
日本の国立環境研究所によると、世界のメタン
放出量は過去 20 年間に 10％近く増加している。

◆ごみ問題
プラスチックの再利用

◆地場産業における環境関連の雇用促進

主要発生源は、農業及び廃棄物管理、化石燃料

◆重工業によって排出される汚染を削減し、石

の生産と消費に関する部門の人間活動メタンは、 体の 9％に過ぎない。91％はゴミとして埋立地

現在再利用されているプラスチックごみは全

人為的な気候変動に対して二酸化炭素に次ぐ寄

に捨てられているのだ。貴重な資源を再利用し

トゼロへ

与を持つ温室効果ガスだ。2017 年には、大気中

ようと、政府は 2030 年までに最低でも 50％の

◆クリーン、再生可能エネルギーの推進

のメタン濃度は産業革命前（1750 年頃）より

プラスチックのパッケージを再利用されたもの

◆ 2030 年までにプラスチック（ビニール）ごみ

150％以上も高くなったという。メタンは、全

にする。

油・天然ガスセクターを 2050 年までにネッ

を削減
◆国立公園を 10 か所指定するなど、自然の保全

ての温室効果ガスが地球温暖化に与える影響の

他には最低 80％の国内リサイクル施設で受け

23％分を担っており、二酸化炭素よりも平均寿

付けられないようなプラスチックにはリサイク

命が短い（大気中で約 10 年）にもかかわらず、 ルが可能なことを示すおなじみ三角のリサイク

実施

公害の代償

同じ重量で比較すると二酸化炭素より強い温室

ルマークを利用することができないなど、積極

効果を持ってる。メタンは、100 年間で比較し

的に取り込む姿勢だ。

今後グローバルレベルで、炭素の価格付けを

たときの温暖化係数で 28 倍、20 年間では約 84

各国の政策対応の核として位置づけることがメ

倍の効果をもつ！よって、今後メタンの放出量

インになってくるだろう。分かりやすい例では、 を削減することは、効果的に地球温暖化を緩和
賛否両論あった BC 州のゴードン・キャンベル前

するためにも重要であると考えられている。

プラごみのリサイクル新技術支援
ここ数年海洋におけるマイクロプラスチック
による公害が問題視され、G7 を始め国際的にも

首相時代、既に導入されたガソリンに課税した

政府は、石油・ガス開発企業が生み出すメタ

「炭素税」のようなものから、CO2 等の温室効

ンガスの排出を 2025 年までに 40 ～ 45％削減を

ローやビニール袋の利用禁止法を導入している。

果ガスの排出する産業の製品に課税率を引き上

目指し、2030 年までに 75％まで引き上げると

リベラル党はプラごみ軽減、再利用を可能にす

（2012 年比）
げるものまで、様々な "smart carbon pricing”、 述べている。

プラごみの減量を目指してプラスチックのスト

るメイドイン・カナダの新技術支援として今後

すなわち経済活性化につながる炭素価格付けが

G20 や COP26( 第 26 回気候変動枠組条約締約

導入される。課税で得た歳入金はしばしばクリー

国会議）では参加国に同様な提言を示し、協働

ン・テクノロジー・プログラムなど製造業にお

を呼び掛ける。

家電製品を修繕しごみを減らす

化石燃料に頼らない未来

と感じたことが、読者の皆さんもあるのではな

けるエネルギー効率の向上、低排出技術におけ
る研究開発を支援するものにあてられたりする。

5 年間で 1 億ドルの助成金を提供する。

家電製品が昔と比べて壊れやすくなっている

リベラル党もしかり、カナダにとってコアの貿

日本でも石炭ベースの火力発電廃止に向けて

易パートナー国であるアメリカ、EU と協働して

ステップを上げているが、カナダも 2030 年ま

それにしても保証がきれたと思うと、直後に故

“Border Carbon Adjustments” 国家間において炭

でに石炭輸出を廃止する。化石燃料離れを真剣

障が起こる。その上、修理しようとすると、パー

素価格を調整し、CO2 等温室効果ガスの排出規

に取り組まなければならない時期に来たのだ。 ツがもうなかったり、取り寄せるととんでもな

いか？複雑化や軽量化によるものだと思うが、

制に積極的ではない国からの、鉄鋼、セメント、 政府は G20 の誓約に従い 2025 年から 2030 年

い高額になるという。結果買いなおしたほうが

アルミニウム等（生産に多大な温室効果ガスを排

の間に化石燃料助成金の削除を行う。それによっ

安価だと、家電はゴミの山行きだ。どうもそれ

出する）輸入品に課税して、地球温暖化緩和に向

て、2050 年までに "net-zero emmisions” ( 正味

は想像していただけではなさそうだ。環境に悪

け等プレッシャーをかけていく。そのためにもカ

排出量ゼロ )、いわゆる、省エネ性能の向上、再

影響な上、消費者にとっては経済的なダメージ

ナダは "Smart carbon pricing" 方式でグローバル

生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用な

を受けることになる。そこで、環境保全の一環

におけるカナダ企業の競争力を高め、新技術を導

どによって、正味のエネルギー消費量がゼロに

として、政府は “right to repair”（消費者が修理

入することによって雇用増加につなげ、結果的に

する未来を目指す。

する権利）という法を制定し、消費者が安易に

国民に還元できると述べている。
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アルを提供するなど、消費者の権利を守ると述
べている。ちなみに米国ではカリフォルニア州

自然環境を守る！
環境保全の一環としてトルドー政権は、国立

始め西海岸ほか、20 州がこの法を制定している。 公園数と海洋保護区数を増やすとしているほ

生ごみ等食品廃棄物を減らそう

か、2018 年に 13 億ドル、2021 年予算に 33 億
円とカナダの歴史的な２つの大型投資をしてい

食品の無駄、廃棄についても近年グローバル

る。この投資によって、2025 年までになんと

に問題視されていることの一つだ。「もったい

カナダの約 4 分の 1 にあたる広大な土地と海洋

ない」文化を持つ日本人にとって、非常に関心

が守られることになる。

の高い分野だ。

＊今後 5 年間で、新たに 10 か所の国立公園と

カナダだけではなく、多くの国がカリフォル
ニアのファームで育まれた野菜に頼っている

している市民コミュニティ、先住民コミュニ
ティ、NPO 団体などが率先する公共グリーン
スペース・プロジェクトへ 2 億ドルの追加投
資を行う。
＊トランスカナダ・トレイル（全国を繋ぐ自然
散策ルート）などに引き続き投資する。

ブリティッシュコロンビア州の原生林を守る
世界的に見ても重要なエコシステムが未来永
劫 発展していけるよう、地球温暖化防止策の一

10 か所の海洋保護区を指定。これは現存数の

環として恒久的に BC 州にある原生林を保全す

２倍だ。

る。

が、地球温暖化が進んでいる今、干ばつに悩ま

＊先住民のコミュニティやパートナー（団体や

され、収穫が著しく落ち込んでいる。カナダは

機関）と協働しそれら新規公園と保護区を管

原生林と広範囲に周辺の森を保護する。

他北米や南米の輸入食品に依存しているが、食

理。2025 年までに国の面積の 25％、2030 年

＊５千万ドルの原生林ファンドを設けパート

品自給率を上げ、農業と食関連のセクターにお

までに 30％に及ぶ土地と海洋の保護指定を目

ナーとなる団体・機関と共に将来長期的に原

ける効率をよくすることも必要とされている。

標にしている。

生林を保護するための資金を募る。

そして、食物不作の原因となっている温暖化対

＊森林や海洋の自然破壊を 2030 年までに停止

策として CO2 等の温室効果ガスの排出を劇的

し 2050 年までに改善、復元、同時に具体的

に減少させることの対処を実行するときだ。

な環境保全の成功例とノウハウを国際的に PR

ト ル ド ー 政 権 は カ ナ ダ 初 の「Food Waste

することによって、各国に達成の可能性に対

Reduction Challenge」生ごみ等食品廃棄物を減

する意識を高めさせ、地球温暖化の緩和に尽

らすキャンペーンを発動し、食品廃棄物減少対策

力する。

に関するサプライチェーンの見直しや、食品に無
駄を出さず、安く健康的な食品を提供できるよう
な（賞味期限切れが近いものをフードバンクと協

Urban Park 都会における国立公園
緑の豊かなカナダに住んでいるお陰でコロナ

＊ BC 州政府と自然保護合意を締結し、同州の

＊原生林の保護には先住民および地元コミュニ
ティと協働していく。

気候変動対応策
今夏の 1000 年に一度と言われるヒートドー
ムによる 40 度を超えた急激な温度上昇には恐
怖を感じた。リットンが町ごとすっかり消失し
てしまったことも、お隣の国だが、カリフォル

力して必要としている家庭に提供するなど）コ

渦中 “Stay Home” とはいえど、ちょっと海辺で、 ニア州の年々被害が拡大している山林火事、そ

ミュニティベースの NPO 等と協働し新たな仕組

山へ、近所の散歩道へと、都会のグリーンスペー

のカルフォルニアやラスベガスなどの水瓶ネバ

みづくりに 2 千万ドルを投資するとしている。

スに癒されてきた読者も多いことだろう。実は

ダ州フーバーダムの水位が著しく下がっている

公共がアクセスしやすいグリーンスペースとい

し、日本でも頻繁に洪水が起こっている。世界

うのは、地方自治体などが、都市計画にしっか

中で気候変動に関連した恐ろしいことがありす

り組み込んでいる。昨年バンクーバー市とパー

ぎる。私達に何ができるのだろう？

クボードが 1450 万円の予算でリチャードとス

＊森林が二酸化炭素を吸収することからリベラ

マイスの空き地 0.8 エーカーに公園を設置する

ル政権は２億本の木を全国に植林し、約 4,300

◆ゼロ・エミッション
ＥＶ車
カナダ国内では、温室効果ガスの排出のおよ

ことを決定した。トルドー政権もまた、都市部

そ４分の 1 が輸送部門所以だ、またその半分

に市民の憩いの場となるグリーンスペースを設

は我々の乗用車やトラックから排出されてい

置すると述べている。

る。2019 年には既に「iZEV プログラム」を導

＊ 2030 年までに最低 1 か所の国立都市公園を

入している。ゼロ・エミッション車プログラ
ムとは、まだ高価な EV 車が市場に浸透しやす

各州・テリトリーに 15 か所設ける。
＊インフラファンドを設け、地方自治体と協働

の雇用を生み出す予定だ。
＊更には沼地、草原、泥炭地を復元し、二酸化
炭素の回収貯留を促す。
＊農業の支援を増加し、二酸化炭素排出の減少、
健全な土壌環境作りによる二酸化炭素の回収
貯留、窒素管理などの改善をはかる。

く、より多くのコンシューマーが購入しやすい
ように＄5000 ドルをインセンティブとして出
している助成金支援だ。BC 州政府も同様 “Go
Electric Passenger Vehicle Rebates” として「The
CleanBC Go Electric light-duty vehicle rebate
program」を提供している。助成金は $3,000 、
ＥＶ社の購入だけではなく、リースにも適用で
きる。
リベラル政権はプログラム続行の上、iZev リ
ベートに 15 億ドル追加する（50 万車分）、また、
7 億ドルを 5 万か所のＥＶチャージステーショ
ンや水素ステーションに投資する。

www.thefraser.com
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カナダ初の先住民「真実と和解の日」
Truth and reconciliation Day

９月 30 日、カナダで最も新しいナショナルホリデーとなった「真実と和解の日」の記念式典が
開催された。その日カナダ全国で、寄宿学校で虐待された児童や死に至った痛ましい被害者児童を
思い、
人種を超えて老若男女がオレンジ色の T シャツや被服をまとい、
ラリーやイベントに参加した。

真実と和解の日とは

査結果でも、同様に悲惨な事実が明るみに出た。 去から継続している被害者と、多くの場合国家
である加害者の軋轢を埋めるため、同時に公聴

これを受けて、昨年、国際連合人権高等弁務

今年６月３日にカナダの先住民（ファースト

官事務所ミシェル・バチェレ人権高等弁務官が

会を開催し、被害者が真実を述べる場を提供し、

ネーション、イヌイット、メティス）が長年待

動いた。寄宿学校の虐待に加え、現在もカナダ

和解を促進することを目指している。これまで

ち望んできた「真実と和解の日」がカナダ連邦

全国で頻繁に先住民女性や女児が性犯罪、殺人

にも、南アフリカのアパルトヘイト、東ティモー

政府によって国民の祝日（法定休日）として制

の対象になり行方不明になっているが、それは

ルでインドネシアが行った惨殺などがある。

定された。

Genocide に当たるとしてカナダ政府に早急に審

オレンジ色のシャツ

ここへの道のりは長く険しかった。スティー

問を進めるべきだと述べた。また、
国連のラビナ・

ブン・ハーパー前首相政権時 2008 年から 2015

シャムダサニ報道官は、
「カナダの（先住民を対

年にわたって行われた「真実和解委員会」によ

象としている）過去及び現政策、事実を曲げて

る調査で、寄宿学校政策及びそこで行われた先

いることは国際法のもとで Genocide にあたる」 （ススワッカム・エクスカタム族）のフィリス・

住民児童の虐待、何世代にもわたって直接的・

と述べている。

れたが、
「真実と和解の日」を国民の祝日に制定

真実和解委員会

おばあちゃんが学校の初日に着ていけるように
乏しい家計の中から新品のオレンジのシャツを

「真実和解委員会」という言葉自体あまり馴染

買ってくれた。小さいフィリスはそれがとても

みがないかもしれない。これは独裁政治、紛争

嬉しく、誇りに思って元気に寄宿学校に行った。

することもその内の一つである。
この報告書の調査によってカナダ政府が先住

ウェブスタッドさんが、BC 州ウィリアムスレイ
クのセント・ジョセフ寄宿学校に入学する前日、

間接的に与えた心的障害が明るみに出た。その
結果、委員会から 94 項目の具体的な提案がなさ

1973 年 に Stswecem'c Xgat'tem First Nation

民に対して行った行為は「Genocide」
（虐殺） 中に行われた人権侵害、人種差別、政府機関で

ところが学校につくとシスターはそれを脱がせ

であったと発表された。Genocide という言葉は

システム的に繰り返されている暴力などによっ

没収したのだ。その大事なオレンジのシャツは

軽々しくは使われない。G7 国であり、世界的に

て、人々の生命や自由などに対する深刻な人権

２度と彼女に返されることはなかった。40 年後

も平和で模範的なカナダとこの単語はあまりに

侵害が生じたことに対して調査するために設け

の 2013 年９月 30 日、フィリスさんが公の場で

もかけ離れている印象を与え、多くの国民が動

られる。そして調査によって浮かび上がった真

初めてその体験談を語ったことがきっかけとな

揺した。しかしながらこの委員会に続いた「行

実を元に、解決案を提案し再発防止策へと繋げ

り、「オレンジシャツ運動」が始まった。

方不明者や殺害された先住民女性と女児」の調

る。そうした過誤を発見・公表することで、過

バンクーバー・アートギャラリー前
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式典に入場するネイティブの人々

Supplement to Fraser Monthly

バンクーバーダウンタウンにて――
オレンジ色のリボンアート

式典の日

「真実と和解の日」前日、バンクーバー美術館

筆者が９月 30 日午前 11 時半ごろにバンクー

のあるロブソンスクエア（広場）の小高くなっ

バー美術館北側広場につくと、広場と歩道は参

た庭一面に、6,128 本のオレンジ色のリボンが結

加者によって所せましと覆われていた。正午に

びつけられた棒がたてられた。これは全国の寄宿

なると、ドラムが強く鳴り響き、男たちの凛と

学校跡地で見つかった墓標のない子ども達や寄宿

したチャントが続き、先住民長老たちがそれに

舎で命を落としたカナダとアメリカの先住民の子

合わせ入場して「真実と和解の日」式典が開始

ども達と同数で、このアートはハイダ族のアーチ

した。バンクーバー近隣の先住民のコミュニティ

スト、タマラ・ベル氏が先導して行った。同氏は

メンバーやそれぞれの長老が、この日を祀り先

今年初め、バンクーバーのコマーシャルドライブ

住民の辛い経験、力強い癒しと再生への希望、

にも「Every child matters」のミュラルを描いて

後世の子ども達に残したいレガシーと先住民と

いる。6 月にカムループスで墓標のない 215 基の

しての誇りを語った。

墓が見つかると、バンクーバー美術館の石段に
215 足の子ども靴を使ったアートを設置した。
筆者が「真実と和解の日」当日ベル氏に聞い

スクワミッシュ・ネーションの長老、バイロ
ン・ジョセフ氏を始め式典のスピーカー達は次々
と、この日多くの先住民コミュニティメンバー

たところによると、多くの先住民や非先住民が

のみならず、人種を問わず多くがこの地に集い、

それぞれの思いを込めて、持参した蝶のモチー

カナダの植民地化に苦しめられた先住民の歴史

フやリボンがくくられた棒などを庭に立ててい

の真実に耳を傾けてくれることに感謝している

るという。そのときファーストネーションの若

と述べた。

者がベル氏に、自分はセント・ポール寄宿舎の

マスクィアム・ネーションの酋長、ウェイン・

いわれの者だが、どこにリボンを立てたらよい

スパロー氏は、彼らの先祖はその昔一つのコミュ

かと聞いていた。そしてそっと地面にリボンを

ニティとして海の幸を獲ったり、薬草を集めたり

差すと、右手を胸にあて、大きなため息をつい

して平和に生活していたが、カナダ政府によって

たが、目には優しい明るさがあった。何か心の

インディアン法が制定されると、コミュニティは

重荷を下ろし安堵した様子が、悲しく、温かく

引き裂かれ、全てが変わってしまったと述べた。

アボリジナル退役軍人 スクワミッシュ・ネーション ロ
バート・ナハニー氏と孫たち。つい先代の時代には、この
子供たちと同年の子供たちが家族から引き離されたのだ。

心に響いた。リボンアートの前にはベル氏が大

スクワミッシュ・ネーション新規選出委員の

きなカゴも設置しており、そこには先住民の心

シェイラ・ジェイコブス氏が初めて行ったスピー

いったのだ。学校とは名ばかりで、それは同化

にある悲しみや思いを書いた手紙を入れられる

チでは、９月 30 日が「真実と和解の日」に指定

政策を実現する道具に使われた施設だった。子

ようにしてある。30 日午後 9 時まで集められた

された所以を紹介した。毎年、先住民にとって

供たちには名前の替わりに番号が割り当てられ

手紙は長老にとどけられる。

恐ろしいその日が来ると、政府の役人がバスに

た。可哀そうな彼らはただの番号でしかなかっ

乗ってやってきて家々を回り、就学年齢の子ど

た。一番小さい子は４、５歳で、まだまだ母親

もを探し出して、親に行き先を明確にすること

の温かい胸が必要な年齢だったが、母親たちか

なく否応なしにバスに乗せて寄宿学校へ連れて

ら盗まれたのだ、と述べた。

タマラ・ベル氏は 7 世代目のファーストネー
ションで、母親が寄宿舎のサバイバーである。

ハイダ族のアーチスト、タマラ・ベル氏

www.thefraser.com
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アイデンティティをめぐる苦悩

ちゃぶりに手を焼き、次の家庭に移された。そ

がった。先住民が認識していたテリトリーが植

この家庭は金目当てで、我々に食べ物もろくに

民地化によって変わったりしたので、ルーツを

後日アボリジナル退役軍人の団体で活躍して

与えなかった。最後の家族はとても温かい夫婦

たどるにも苦労した。例えば 1867 年にはノース

いるデビッド・ワード氏に先住民の家族の悲劇

だった。もとは赤ん坊を希望していたようだが、 ウェストテリトリーだった場所が、1905 年には

を聞いた。

17 歳で６フィートもあるティーンエージャーを

アルバータになっていたりした。大人になると、

引き取ってくれた。母が亡くなり、その後白人

独立したくて軍隊に入隊する若者も少なくない。

DW：超未熟児だったので、生まれて最初の１

のフォスターを転々としたので、自分が何者な

自分もそうだった。しかし、ここでも理不尽な

年はカルガリーの病院で過ごし、その後親が機

のかアイデンティティの危機を乗り越えなくて

扱いを受けた。

転を利かせ、先住民居住地からグランド・プレー

はならなかった。

		

ふ

寄宿学校に連れていかれませんでしたか？

リーに移住した。街に出ることで子供たちを強

寄宿学校に連れ去られ

制的に寄宿学校に連れていかれないようにした

た子どもたちも同様に、

のだ。

自分たちのコミュニティ

寄宿学校は 1996 年に廃止されたが、先住

から引き離され隣の州や

民の子ども達が白人のフォスターケアに送られ

もっと遠くマニトバやオ

ていることは、現代の「同化政策」にあたらな

ンタリオに送られ、自分

いのでしょうか？

たちのアイデンティティ

DW：それは一概に言えないと思う。実際はとて

を失ってしまった例がた

も複雑で、それぞれケースバイケースで子供た

くさんある。大きくなる

ちをケアしなければいけないと考えている。と

と、顔つきで、どうも自

いうのは、自分は子供の時に母親と兄弟が継父

分はクリー一族じゃない

に殺害されたのだが、その後私と幼い妹兄弟を

か？とか、微々たる記憶

全員一緒に引き取る親戚友人がなく、フォスター

を手がかりに自分のルー

ファミリーを転々とした。母が亡くなると、子

ツを探す。私もご多分に

供たちは政府のもとに保護され、政府が適切と

漏れず長いことかかっ

考えるケアに送られた。最初は敬虔なクリスチャ

て、やっと母親側のマニ

ンの夫婦の家庭に預けられたが、あまりのやん

トバにいた姉妹につな

ふ

インタビューに答えてくれたアボリジナル退役軍人デビッド・ワード氏（右）と、
スクワミッシュ・ネーション委員バイロン・ジョセフ氏（左）

Halloween with

Art's Nursesry

www.artsnursery.com

OUTDOOR SCARECROW STROLL
日時：10 月 31 日まで毎日   9:00am ～ 6:00pm
場所：8940, 192nd Street, Surrey

60 以上のかかしを見よう！ パンプキンパッチやスカベンジャー
ハントもあり、家族で楽しめる。

Scarecrows for Charity

（＄14.98 ～）

かかしのキットを買って帰ろう。自分の家で作って楽める。
売上は以下のチャリティーに。
THE VERSATILES Seniors Acting Guild
高齢者に演劇や歌などのショーで娯楽を運ぶ。
OWL (Orphaned Wildlife) Rehabilitation Society
負傷したり孤児になったりした猛禽類の保護やリハビリ、
教育活動などを行う。
www.owlrehab.org
PACIFIC PARKLANDS FOUNDATION
ローワーメインランドの緑地を保護するために 2000 年に
作られたチャリティー団体。
www.pacificparklands.com
ウイークエンドにはフードトラックやライブミュージックもある。
スケジュールはホームページで確認しよう。
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COVID-17

Laity Pumpkin Patch

https://laitypumpkinpatch.com

(north)21145 128th Avenue, Maple Ridge, BC
(south)12725 Laity Street, Maple Ridge, BC

Port Kells Nurseries

https://portkellsnurseries.com

18730 88th Avenue, Surrey BC

Bear Creek Park

www.bctrains.com

13750 88th Avenue, Surrey, BC

Burnaby Village Museum

Eerie Illusions 10 月 22~31 日

www.burnabyvillagemuseum.ca

6501 Deer Lake Avenue, Burnaby BC

大人向けの怖～いハロウィンは『月刊ふれい
ざー』10 月号を参照。 www.thefraser.com
Supplement to Fraser Monthly

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー go Local October 15th, 2021

11

コミュニティ
掲

示

板

オンライン日本語教師研修会
JALTA 日本語教育振興会主催
テーマ ： 先生 ・ ・ ・ 本当はかれらも悩んでるんです。
～障害を持つ子どもに対してどう接し、 効果的にクラスを運
営するには～
日程 ： １１月２０日 （土） 午後６時３０分～９時
講師 ： 舘 真理子先生
日程 ： １１月２１日 （日） 午後１時～３時半
講師 ： ハドソン 英津子先生
参加費 ： JALTA 会員 ： 無料 非会員 ： １０ドル （２日間）
申し込み先 ： https://forms.gle/tRfVxsTuMC8PqJih6
申し込み締め切り ： １１月６日 （土曜日）
参加資格 ： 日本語教師
詳しくはポスター （p.27） をご覧ください。

大好評 「脳の運動教室」 が 12 月まで無料で開催さ
れています。 既に 260 名の方が参加し、 他都市間交
流もあります。 脳トレに加え、 毎週興味深いトピックが目
白押しです。
https://noun.wchealthymemory.com

「オンライン de Café・笑いヨガ」
「笑いヨガ」 でハロウィンパーティー
＊仮装笑いで Ho Ho Ha Ha Ha ＊
毎月行っている 「笑いヨガ」 の特別企画。 自宅にいながら
にして、 「笑いヨガ」 体験のチャンス。
初めての方、 興味のある方、 この機会をお見逃しなく。
日時 ： 2021 年 10 月 30 日 （土） 午後８時から午後９時
会場 ： Zoom
参加費 ： 無料
申し込み締め切り ： 2021 年 10 月 25 日 （月）
申し込みリンク ： https://forms.gle/PVPurfcKEnZZWNNf7
* お申し込みいただいた方に、 追って、 参加方法をご連絡
いたします。
お問い合わせ先 ： orangecafevancouver@gmail.com
主催 ： 日本語認知症サポート協会 （Japanese Dementia
Support Association) www.japanesedementiasupport.com
主催 ： 日本語認知症サポート協会 （Japanese Dementia
Support Association) www.japanesedementiasupport.com

カナダ全土でお住いの在留邦人、 日系人とオンライン
でつながり、 バンクーバー発の 「脳の運動教室」 に一
緒に参加していただくとともに、 毎週異なる内容で専門
分野のスペシャリストをお迎えし、 感染予防や健康につ
いて学びましょう。 期間は 7 月 30 日から 12 月 10 日。

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

＊教会堂での礼拝が再開されました！申し込みの必要
もなくなりました！ぜひみなさん、お越しください。
★礼拝へのご案内
毎週日曜日朝１１時＆午後１時、 教会堂にて礼拝が行わ
れています。 教会学校は毎週日曜日朝 9:45 から！！教
会学校は赤ちゃんクラスから大人まで８クラスが用意されて
います。 ＊オンラインのライブストリーミングでの礼拝は引き
続き行われます。 ご利用ください。
★ Gospel Night” GN” ２０２１！！！
今年もやります！バーチャル ゴスペルナイト！！
10 月 29 日 ( 金 ) 夜 7 時開演！
ゴスペルがギュウギュウに詰まった 1 時間半。 日本の New
Hope Yokohama から山口武春牧師 （パスターたんたん）
をお招きし、 パワフルなゴスペルナイトをお届けします。
GNvancouver.com から、 観ることが出来ます！
★ Zoom での無料英会話クラス開催中！！
詳細は教会のメールアドレスにお問い合わせください。
★その他祈り会や各世代 ・ 日英の言語でのバイブルスタ
ディーやスモールグループも集まって、 もしくは Zoom で、
数多く行われております。ぜひ教会までお問い合せください。
バンクーバー日系人福音教会 www.jpgospelchurch.com
jpgospelchurch@gmail.com 604-521-7737

バンクーバー日系人合同教会
★教会日曜日日本語礼拝の案内

日加ヘルスケア協会
定例 ZOOM 座談会 ： 自宅にいながら電話、 PC、
Mac、 iPad、 タブレット、 スマートフォンで参加可能。
毎月第４火曜日の午後６時 30 分から～ （会員向け）
iFacebook による健康情報の提供（https://
www.facebook.com/nikkahealth/）： 最 新
の情報をオンラインにて提供 （一般向け）

【ボランティア随時募集中！】老若男女問わ
ず。 健康情報に興味がある方、IT、広報、コミュニティー
活動、 将来の夢が医療従事者など日本語でお手伝い
月刊 ふれいざー go Local

West Coast Healthy Memory Society

バンクーバー日系人福音教会
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いただける方。 office@nikkahealth.org にご連絡ください。

毎週日曜日午前 11 時より日本語で礼拝を行っていま
す。 2021 年 ６月 20 日より対面での礼拝を再開しまし
た。 来られる方はコロナ感染対策のため事前に連絡お
願いします。 バンクーバー日系人合同教会 Facebook
および、 Zoom でのオンライン参加も可能。 Zoom ID は
5662538165 パスコードは 1225。 778-907-2071 に
電話をかけて、 音声案内後 566-253-8165 ＃＃を
入力して、 電話で参加することもできます。 毎月第 2
日曜日の礼拝は日本語と英語のバイリンガル礼拝です。

★ Zoom で聖書を一緒に読んでみませんか？

October 15th, 2021

英語 ： 火曜日午前 11 時～
日本語 ： 火曜日午後 5 時～、 水曜日午前 11 時～
連絡先 ： 604-618-6491 （テキスト可）、 vjuc4010@
yahoo.ca 牧師 イム テビンまで
住所 ： 4010 Victoria Dr, (Between 23rd and 25th Ave
East), Vancouver

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

日系文化センター・博物館ニュース
ご来館の際は館内の表示に従い、 館内ではマス
クをご着用いただきますようお願いいたします。 体
調が悪い場合はご自宅に留まり、 オンラインにて是
非 「ご来館」 ください。 プログラムの時間の詳細は、
centre.nikkeiplace.org にてご確認ください

日系ファーマーズマーケット | | 6 月から 10 月の
第 2 ＆第 4 日曜日｜午前 10 時から午後 2 時
９月もたくさんの方々にご来場いただきありがとうございま
す。 10 月も人気のベンダーさんたちが参加します。 20
軒の日系のベンダーさんが集まり、 日本の食べ物や野
菜、 クラフトなどがお買い求めいただけます。 マーケッ
ト開催中はギャラリーとミュージアムショップもオープン。
詳細は随時ウェブサイトに更新されます。
centre.nikkeiplace.org/events/nikkei-farmers-market/
10 月のフードトラックは、 おいしい日本のサンドイッチを
提供する東京カツ。 1 階ギャラリーは特別無料開放、
またミュージアムショップ、 2 階のブックストアもオープン。
ギャラリー ： 10 月 23 日～ 2022 年４月火～土、
１０am ～５pm SAFE | HOME - 歴史あるバンクーバー
朝日野球チームを通して、カナダのコンテンポラリーアー
ティスト、 ケレン ・ ハタナカが今日のスポーツと社会の
両方に関連する問題を表現します。
常設展
「体験：1877 年からの日系カナダ人」
２階入場無料

ミュージアムショップ：
メンバー 10％オフ！お買い物は直接日系センター、 も
しくはオンラインでお楽しみいただけます。 お探しのもの
が見つからない場合にはご連絡ください。
jcnm@nikkeiplace.org | 604.777.7000 ext.109
https://nnmcc.square.site/

ブックストア ：
毎週火曜・金曜・土曜 11am から 3pm までオープン中！
日曜日は、 マーケットの時間中、 特別にオープンしてい
ます。 ドネーションはブックストアが開店している間にお
持ちください。 詳しくは、 ウェブサイトにてご確認下さい。
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https://centre.nikkeiplace.org/japanese-book-store/

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

は年次総会に出席できます。 詳しくはウェブページにて。
https://centre.nikkeiplace.org/support-us/membership/
会費収入は施設の維持や感染防止対策、 そして展示、
イベント、 プログラムなどを充実させるために使用されます。

日系文化センター・博物館をサポートする方法

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

・ メンバーになる。・ ボランティアに参加する。 お申
込 み ： centre.nikkeiplace.org/volunteer ・ 博 物
館ギフトショップとオンラインショップ https://nnmcc.
square.site でお買い物。・ 月ぎめ寄付にお申込み。・
ミニ ・ ウェディングの会場として日系センターをご利用。
ご寄付に関する詳細は、 日系プレース基金 ：
604-777-2122 又は gifts@nikkeiplace.org
日系文化センター ・ 博物館 (NNMCC) 受付 ・ ミュー
ジアムショップ営業時間 ： 火曜～土曜 午前１０～
午後５、 日曜～月曜 休み。

ポッドキャストシリーズ―Sounds Japanese
Canadian to Me: Season 3 - マーポール物語

BC 州認可こどものくに

チャールズ門田リサーチセンター

隔週水曜日にリリースされる新しいエピソード。日系センター
のウェブサイトもしくは、 アップルやグーグルのポッドキャスト、
Spotify、 Stitcher にてお聴きいただけます。

日系文化センター・博物館会員
日系センターでは会員を随時募集。 会員はミュージアム
への入場が無料、 ミュージアムショップでの割引、 特定
のイベントやプログラムなどで割引特典があります。 会員

新学期が始まりました！新しい先生や教室。 こどもも保
護者も保育士も、 みんなドキドキです。 エマージェントカ
リキュラムという、 子どもが好きな事、 興味を持っている
物をテーマにして学びを進める教育法でこども達の想像
力や考える力を育てます。
475 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
園長 芳賀 満 cw@vjls-jh.com 604-254-2551ex 102

＊手洗い、 ソーシャルディスタンス、 消毒等など、
COVID19 と上手に付き合っています。
＊施設の広さ、 莫大な教材、 登降園時の安全性、 保
育士資格などの全ての基準を満たし、 BC 州認可の日
本語環境プリスクール、 トドラークラス、 デイケアです。
＊幼児期に本当に必要な事は何かをじっくり考え、 情
緒豊かで、 自分の意志を持った子どもに育てる事が保
育目標です。
＊豊富な教材、 園庭、 大ホール、 教室など贅沢なス
ペースを是非見にきてください。

バンクーバー日本語学校（VJLS）
★平日 19 時から 21 時までの、 大人向け１０週間コー
ス （秋学期） のお申し込みが始まりました。 授業は１０
月 7 日 （木） に始まります。 オンライン。 レベルは初
級から上級まで。 website からお申し込みください。
★ VJLS では、 土曜日の９時半から１０時半まで、 大
人向けの書道教室を開催しています。 公式認定コー
スが人気です。 https://vjls-jh.com/japanesecultural-program/caligraphy/
487 Alexander St. Vancouver, B.C. V6A 1C6
604-254-2551 Fax: 604-254-9556
Email: vjls@vjis-jh.com www.vjls-jh.com

乳がんサポート「つどい」
10 月は乳がん啓発月間！
データで浮き彫りになった早期発見の大切さ
国立がんセンターが 2021 年８月６日に公表した
最新がん統計によると、女性では圧倒的に羅患数が
多いがんは乳がん（2018 年統計）
、次に大腸がんと
なっています。
乳がんの生存率は高いことで知られており、初期のステージ
１では 95.3％、ステージ 2 で 91.6%、ステージ３で 75.8% です
が、進行したステージ４では、35.6% と急激に生存率が低くなっ
ています。
10 月は乳がん啓発月間です。まずはご自分でセルフチェック
を行ってみましょう。そして、マンモグラム検診を受けましょう。

乳がんセルフチェック

https://ganclass.jp/kind/breast/selfcheck.php

無料マンモグラフィー検診

www.bccancer.bc.ca/screening/breast/get-a-mammogram
電話番号：1-800-663-9203 or 604-877-6187

つどい連絡先 E メール：tsudoivancouver@gmail.com
              
電話相談：604-356-7325

（匿名でも結構です。また相談内容についても秘密厳守します）

つどいのホームページ http://tsudoivancouver.blogspot.com
＊活動はすべてボランティアで行われています。
メディアスポンサー

www.thefraser.com
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2021年度
2021年度

日本語教師オンライン研修会
日本語教師オンライン研修会
JALTA日本語教育振興会
後援：ジャパンファンデーション・トロント
JALTA日本語教育振興会
後援：ジャパンファンデーション・トロント

【１日目 】 11月20日（土）
【１日目
】 先生
11月20日
（土）
【講師】
舘 真理子

【講師】 舘

真理子
プロフ先生
ィール：

18時30分 ～ 21時
18時30分 ～ 21時

カナダ生まれ育ち
プロフィール：
2005年 University of British Columbia 卒業
カナダ生まれ育ち
2009年 同大学 特別教育(Special Education)修士号取得
2005年 University of British Columbia 卒業
同年 行動分析士(Board
Certiﬁd Education)修士号取得
Behavior Analyst:BCBA)の資格取得
2009年
同大学 特別教育(Special
バンクーバーでコンサルタントとして家庭や学校での支援を行う。
同年
行動分析士(Board Certiﬁd Behavior Analyst:BCBA)の資格取得
講演内容：
バンクーバーでコンサルタントと
して家庭や学校での支援を行う。
-発達障害とは
ADHD、
学習障害を含め）
講演内容
： （自閉症スペクトラム、
-発達障害をもつ生徒の特徴
-発達障害とは
（自閉症スペクトラム、
ADHD、
学習障害を含め）
-発達障害を持つ生徒と一般的な生徒が一緒に学べる環境：インクルーシブ教育とは
-発達障害をもつ生徒の特徴
-発達障害をもつ生徒をサポートする方法：環境作り
-発達障害を持つ生徒と一般的な生徒が一緒に学べる環境
：インクルーシブ教育とは
-発達障害をもつ生徒をサポートする方法：環境作り

先生・
・
・本当はかれらも悩んでるんです。
先生・
・
・本当はかれらも悩んでるんです。
～障害をもつ子供に対してどう接し、
～障害をもつ子供に対してどう接し、
効果的にクラスを運営するには～
効果的にクラスを運営するには～

【２日目】
】
【２日目

11月21日
（土） 13時 ～ 15時30分
11月21日
（土） 13時 ～ 15時30分

【講師】 ハドソン 英津子
【講師】 ハドソン 英津子

先生
先生

プロフィール：
プロフィール：
-Gleneagle Secondary School ‒ Educational Assistant/
-Gleneagle Secondary School ‒ Educational Assistant/
- Intensive Behaviour Support Worker/
- Intensive Behaviour Support Worker/
-Community Venture Society ‒ Children’ Respite Program provider/
-Community Venture Society ‒ Children’ Respite Program provider/
-Canucks Autism Network ‒ Support Worker for Sports Programs/
-Canucks Autism Network ‒ Support Worker for Sports Programs/
-PosAbilities Association of British Columbia ‒ Community Worker
-PosAbilities Association of British Columbia ‒ Community Worker
(Group Home/Day Program/Life Skills)
(Group Home/Day Program/Life Skills)
-Licensed
BC
AdaptiveSki
SkiInstructor
Instructor
-Licensed
BC
Adaptive

講演内容：
講演内容：
自閉症
（ASD）
/注意欠如・多動症
（ADHD/ADD）
・
自閉症
（ASD）
/注意欠如・多動症
（ADHD/ADD）
・
学習障害
（LD）
とは何？何が違うの？
学習障害
（LD）
とは何？何が違うの？
特性とクラスの中でどう接すれば良いのか？
特性とクラスの中でどう接すれば良いのか？
NGな掛け言葉や効果的な学習方法とは？
NGな掛け言葉や効果的な学習方法とは？
他の生徒とのバランスも保ち、
これらのチャレンジ
他の生徒とのバランスも保ち、
これらのチャレンジ
を持つ生徒にどう接していったら良いか、
どのように
を持つ生徒にどう接していったら良いか、
どのように

クラスを運営したら良いかなどアイデアや方法を
クラスを運営したら良いかなどアイデアや方法を
共有出来ればと思います。
共有出来ればと思います。

参加費
参加費

：
会員
：
無料 非会員
非会員：
：１０
１０ド
ドル
ル
（２日間）
：
会員
：
無料
（２日間）

申込先
申込先

：https://forms.gle/tRfVxsTuMC8PqJih6
https://forms.gle/tRfVxsTuMC8PqJih6
：

申込締切 ：
：
１１月６日
（土曜日）
申込締切
１１月６日
（土曜日）
参加資格 ：
：
日本語教師
参加資格
日本語教師
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売ります
ピアノ売ります。300 ドルアプライト ・ 初心者向

け ・ 色ダークマホガニー Tel ： 778-386-0125

手品小道具 Gadgets を超安値 ($5) で売ります

webarts3000@yahoo.com
Text 604-983-0732 magicjos.magix.net/public"

求む
ひらがなおもちゃ

２歳半の子供用のひらがな
を勉強できるおもちゃを探しています。 ビクトリア在住
の方かあるいはバンクーバーでも結構です。 お電話
は 1-250-752-8683 ヘ。 日本語英語どちらでも
結構です。

教えます
無料聖書講座 バンクーバー日系人福音教会で

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

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

アルバイト
出張にて車をピカピカにします。お手入れ

Wax、艶出し研磨作業、塗装保護のガラスコーティング、
殺菌効果の高い車内特殊スチーム清掃、 臭い取り等、
ボート、 RV も承っております。 www.carpikajp.com
又は 604-446-2755

仲間募集
The Winds Choir ソプラノシンガー募集

９人で構成する混声合唱団。 クラシック、 ミュージカル、
童謡からポップスと、 幅広いジャンルの曲を歌います。
練習は毎週月曜日の午後。 場所はバーナビー。 ステッ
プ４への移行で活動制限が解除された後、 コミュニティ
センターやシニアホームでコンサートを実施予定です。
ご連絡ください。 長井明 604-322-2871 （日本語 ・
英語）、ケニース・タケウチ 604-732-6714 （英語のみ）

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

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

りに興味がある方。 情報や種 ・ 苗の交換、 たい肥作り
等をとおして野菜を育てる楽しみを分かち合いましょう。
興味のある方は yhatake17@gmail.com

劇団員募集中 座 ・ だいこん は日本を題材とした作
品を日本語で上演しているバンクーバーのアマチュア劇
団です。 年２回の公演に向けて、 メンバー、 またはお
手伝いをしてくださる方を随時募集しています。 経験不
問。 興味のある方はご連絡を。 zadaikon@gmail.com

乳がんサポートグループ つどい

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

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

お問合せ ： 真野 / ジン 604-688-1956/
doshishavancouver@hotmail.com

日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！

日 / 英ズームチャット あなたは失望と絶望を

経験しましたか？不安や悩みはたくさんありますか？
もしそうなら、 ぜひご参加ください。 このグループは英
語と日本語を混ぜてコミュニケーションを取ります。ー
緒に日本語と英語を語り合ってみませんか、 興味の
ある方はどうぞ。毎月の第 4 火曜の夜 8 時から 9 時。
778-809-1133 Email: lal86419@gmail.com

乳がんサポートグループ つどい 日本人女
性のための乳がんサポートグループ つどい連絡先
E メール ： tsudoivancouver@gmail.com
☎ & Fax ： 604-433-7831 「つどい」 のホームペー
ジもご覧下さい。 tsudoivancouver.blogspot.com
北海道人会 ご連絡いただいた方に今後のイベン

トなどをご連絡いたしますので、 元会員の皆様、 新
規会員ご希望の方のご連絡をお待ちしております。
dohjinkai.bc@gmail.com 604-805-4847

発起人 ： 久保克己、 小茂田勝政、 和田健治
事務局 ： 和田健治 604-862-7216
e-mail:vickomoda@yahoo.co.jp

学習院卒業生

会 長 ： コ リ ン ズ 光 子 604-436-4080 Email:
mitsukocollins@hotmail.com 世話役 ： 大沼亜紀子
604-314-0366 pandakoaki@hotmail.com

関西大学出身の皆様へ 。

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

中京大学同窓会

野原誠治☎ 604-347-7995
noppaseiji@hotmail.com

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

少林寺拳法 大人は月金の夜と土曜の昼、 子供
クラスは土曜午後１時から２時半． 新改築されたトラ
ウトレークセンターにて。 興味のある方は見学にどうぞ。
fax:604-451-9491 メール louiedickens@yahoo.com

伝導瞑想 エネルギーのヨガ （ラヤヨガ） と奉仕のヨ

ガ （カルマヨガ） の組み合わせであるこの瞑想は、グルー
プで行われ、 この混沌とした社会から新しい世界を生み
出してゆこうと努力する世界中の人々から作られていま
す。 やり方は簡単。 世界に奉仕したいと思われる方な
らどなたでも参加できます。 （無料） 毎火曜午後７時、
土曜午前８時、 ダウンタウンにて。 お問合せ
☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com

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

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

www.thefraser.com
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『月刊ふれいざー』及び『ふれいざー go Local』を支えてくださるスポンサーの皆様
◆ レストラン / 食

◆ 専門職

エンジェル・シーフーズ 604-254-2824
懐石遊膳橋本 www.kaiseki.ca
Sashimiya 604-689-0088
シーボーン 604-261-2230
チーナ 604-648-0008
Kaiju Carts Meal Kits 604-317-0235
604-270-6070
Kenwest Market

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

◆ 不動産
オークウエスト不動産株式会社 604-731-1400
高原さやか Keller Williams Realty VanCentral604-725 ｰ 7228
則末恵子 ニュー・センチュリー不動産 604-250-4935
森ジェームス サットン不動産 604-290-3371
吉村秀彦 リマックス不動産 604-312-5159
依田敦子 セルマック不動産 604-992-5080
劉 東滉 ボスレイ不動産 416-894-6049

◆ 住居

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

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

◆ 学校

◆ 健康

アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・BC

health and welness

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

◆ 動物 / ペット
animaladvocates@telus.net

陶板浴ウェルネス 604-687-3319
Dr. Moa Sugimoto 778-807-3224
Como Lake Village Dental Centre 604-936-8022

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

◆ 美容

オーシャンビュー・フォレストローン・セメタリー葬儀社 604-724-7986
キモノ・バンクーバー 604-544-3579
Gifts and Things 359 Water Street, Vancoouver
ジャパン・コンピュータ 604-307-4408
ニコニコ・ホームケア 778-960-4735
バックスター・神戸・フローリスト 604-433-3308
はなもフローリスト 604-685-3649
Kenwest 604-270-6070
Murata Wa Lifestyle Store 604-874-1777
OOMOMO Japan Living www.oomomosutore.com
ユニアーク引越し屋さん 604-446-2832
助産・Satomi Kuronuma 778-899-3919

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

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

◆ 旅行

◆ その他

スカイランド・エスケープ・トラベル 604-685-6868
『月刊ふれいざー』及び『ふれいざー go Local』は、上記のスポンサーの皆様のご協力により成り立っております。
私たちのコミュニティを盛り立ててゆくため、御用の際には是非弊誌のスポンサーの皆様をご利用ください。
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