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from
心臓の大動脈弁置換手術後、映画「World's Greatest Dad」の PR 記者会見に初めて
顔を出したロビン・ウィリアムス。取材中も次々と声色を変え、相変わらずのおちゃら
けぶりで復活を見せつけた。しかし手術は本人にとってショックだったようだ。

R.W.：手術後目覚めた時は、
『ここはどこ？

なぜ病院に？』って状態だっ

た。"World's Greatest Dad" の撮影がハード過ぎたワケじゃないよ。遺伝
だったんだ。ただ、手術の後は、十分な休養が大事だって実感したよ。
珍しくシリアスな顔で答えた後、ジョークを飛ばすウィリアムスだったが、出演の経緯
についても、真面目に話し出した。

R.W.：脚本を読んだ時、とても興味をそそられた。それに、変わった題
材を使うのを恐れない監督だとも分かった。だから、本作がどうなるか
観てみたくなったんだ（笑）。最初は、脇役を考えていたけど、自分に
とっての実験も兼ねて、ランス役を希望したよ。ランスは、息子の死と
いう悲劇と直面する。しかも死因が死因だし、息子の性格も性格だ。そ
うした事実と渡り合う様を描きながら、少しずつコミカルな部分を見せ
ていく。悲劇の中の笑いを絶妙に表現しているんだ。そういうのって経
験ないかい？

葬式で神父が『生前彼は、野生動物の友達でした』って

スピーチするけど、実はその人物は狩りが好きでよくシカを殺していた
から、ちょっとクスっとなったりね。この作品は、人間の様々な姿を提
示し、真実を語ることは必ずしも素晴らしいワケではないとして、変わっ
たやり方で自己解放を促すんだ。
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）
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Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）

Robin Williams

ロビン・ウィリアムス

1951 年７月、フォ－ド社重役の家庭に生まれ、マリン大学および
ジュリアード音楽院で演劇を学ぶ。アルコール依存症になったが克服。
2006 年に再発して一時施設でリハビリを行っていた。
おちゃめでいたずら好きな性格。自作自演のスタンドアップ・コメディ
は高く評価されており、1986 年にはメトロポリタン歌劇場でもライブ
を行った。辛らつな風刺や社会批判も定評がある。アドリブや物真似が

www.kaiseki.ca

rsvp@kaiseki.ca

秀逸なコメディアンである一方で、サイコなストーカーや殺人犯の役も
こなす演技派である。ゲーム好きで親日家。来日の際には必ず秋葉原に
行くことでも知られている。『新世紀エヴァンゲリオン』のファンで有名。
映画に私物の『エヴァ量産機』のフィギュアを使ったこともある。３児
の父。
『Good morning, Vietnam』、『The Fisher King』、『Mrs.
Doubtfire』でゴールデングローブ主演男優賞、2005 年にはゴールデ
ングローブ賞セシル・Ｂ・デミル賞受賞など、ゴールデングローブ賞計
６部門受賞『Good morning,Vietnam』
『Dead Poets Society』
『The
Fisher King』でアカデミー主演男優賞にノミネートされ、1997 年
『Good Will Hunting』でアカデミー主演男優賞を獲得。その他、プライ
ムタイム・エミー賞２部門、全米映画俳優組合賞２部門、グラミー賞５
部門を受賞。
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music freak
“Sankofa”

October
“Human”

Stokley
アメリカの伝説的 R

「待望の」という枕詞

＆ B バ ン ド、 ミ ン ト・

がぴったり。ワンリパブ

コンディションのフロ

リックの5年ぶりとなる

ントマン、ストークリー

通算５枚目のスタジオ・

の新作ソロアルバムが

アルバムが届けられた。

リリースされた。アル

本作の発売が発表された

バム・タイトルは、ガー

2019年の時点では、こ

ナ語で「自分のルーツ

こまで先送りされること

を忘れない」という意

になるとは思いもしなか

味だという。アフリカ

ったというが、パンデミ

系アメリカ人としての

ックの発生により予定は

ルーツをしっかりと携

大きく変わってしまっ

え、類い稀なる音楽的

た。しかし、おかげで収

才能でサウンドとことば

録曲も８〜９曲の予定か

OneRepublic

を紡ぎ上げた。アーティスト、プロデューサーとして 35 年にわたり活

ら、全19曲へとボリュームアップされたのは嬉しいところ。先行シング

躍してきた、キャリア集大成とも言える渾身の一枚だ。

ルも”Run”、”Somebody To Love”、”Wanted”、”Didn’t I”、”Better Days”、

ゲストも豪華そのもの。H.E.R.、スヌープ・ドッグ、ワーレイ、The

”Rescue Me”など、この待機期間に発表された楽曲が多数含まれている。

Bonfyre KiDi らが参加し、特別ゲストには作家でありミネソタ州マカレ

また、DJ・カイゴとのコラボ”Lose Somebody”やディスニープラスのオ

スター大学の名誉教授であるストークリーの父親マフムード・エル・カ

リジナル映画『クラウズ〜雲の彼方へ〜』のサウンドトラック”Wild Life”

ティも名を連ねている。

も収録されている。

作詞作曲およびプロデュースを手掛けているのはもちろんストーク

さて、リードヴォーカルのライアン・テダーは「アルバムの曲を書き

リー本人で、ドラム、パーカッション、キーボード、ギター、ベース、

始めたのは2019年の初めだった」と語る。デビューから2017年までは曲

スチールパンなどほとんどの楽器を担当、底なしの才能を見せつけてい

作りやワールド・ツアーでめまぐるしい日々を送っており、その後は燃

る。

え尽きてしまったとか。つまり新アルバムは新しい出発地点。「これは

また、アルバムの先行シングル "She” はキャリア初となるチャート

僕らにとって第２章。このアルバムで再スタートが切れて、ワクワクし

第 1 位を獲得。収録された全 18 曲はそれぞれに生命を宿し、分かち難

ている」と述べている。人間味溢れる歌詞にも注目したい「待望の」新

いコンセプトを共有しながら輝きを放っている。

作だ。

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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43年の実績！！

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：妊婦・授乳中の母親へのワクチン接種を奨励

警官を殺害した男が保釈へ
トロント市警の警察官を殺害したとして第一級殺人罪で起訴されて

BC 州衛生管理局長のボニー・ヘンリー博士は、過去数ヶ月の間に、

いる Umar Zameer(31) が、この程保釈された。７月２日に起きたこの

同州で新型コロナ感染症に罹患した 40 人もの妊婦が ICU での治療を

事件で、強盗事件の捜査に向った警官の Jeffrey Northrup 氏が、市役

受けたことを受け、妊婦や妊娠予定のある人、授乳中の母親に対し、

所の駐車場で Umar Zameer に轢き殺された。警察では、これを「意

ワクチン接種を奨励した。また、子育て中の医療従事者も、自分自身

図的かつ計画的な行為」と見て、捜査を続けていた。

や同僚を感染から守るためにワクチン接種を希望すると話した。

被告の弁護人は、被告の保証人が５万ドルの保証金を含む 33 万５千

ヘンリー博士は、接種を受けた妊婦や胎児に合併症が起こるリスク

ドルの保釈金を払うことを条件に、最高裁が被告の保釈命令を出した

が高まることはないとし、国際データにも、ワクチン接種により流産、

ことを認めた。保釈の条件として、電子モニターを付け、姉の家での

早産、死産等のリスクが高まるとされているものはないと述べた。そ

自宅軟禁、オンタリオ州を出ることも国際空港に行くことも許されず、

して、逆に、ワクチンを打っていなくてデルタ株に感染した妊婦の間

パスポートは警察に没収される等、厳しい条件が付けられている。

では、死産や早産のリスクが高いとし、他州に於いても妊婦へのワク

また、同弁護人は、保釈審理で提出された証拠については、報道禁

チン接種を優先していると続けた。カナダの産婦人科医協会やワクチ

止命令が出ており明らかにされていないが、被告人は、今回の保釈の

ン諮問委員会も、妊婦や授乳中の母親へのワクチン接種を奨励してい

理由の説明の一部として裁判所がこれを開示するよう求めていると話

る。

している。殺害された Northrup 氏は、３人の子供がいて、トロント

ノースバンクーバーの助産師は、SNS のさまざまな情報や目まぐる

市警に 31 年間勤務するベテランだった。オンタリオ州首相は、被告

しく変わる公の情報に翻弄されて、ワクチン接種を躊躇う妊婦も多い

の保釈直後、今回の保釈は理解できず受入れがたいとツイートした。

と話している。カナダのデータによると、妊娠中に新型コロナ感染症
に罹患した妊婦が ICU で治療を受けるリスクは、妊婦でない人と比べ

店舗未充足率が最高に

10 倍も高いという。

この程、商業不動産会社の発表によると、この第三四半期に於ける
カナダ全体の空きオフィスの比率（店舗未充足率）が 15.7% となり、
1994 年以来、最高に達したことが分かった。これは、新型コロナ感染

体調不良でも仕事：アンケート調査より
LifeWorks の実施したアンケート調査によると、54% の回答者が、

症の蔓延で、未だ自宅勤務を続けている人が多いことが原因とされる。

週に一度は、身体や心の調子が悪くても仕事をしていると答えていた

同社によれば、状況の回復が見込まれていたところにコロナの第四

ことが分かった。その数字は子供を持つ人の間で 64% と、さらに高かっ

波が襲ったことで、前期には 15.3% だった店舗未充足率が 15.7% まで

た。

上昇したという。しかしながら、主要なカナダ市場 10 のうちの４分

また、これらの人たちのメンタルヘルススコアは、体調不良の時に

野（特にテクノロジーセクター）でオフィスの需要が高まったことか

は仕事をしないと回答した人たちと比べ著しく低かったことも分かっ

ら、リース状況は上向いていると同社は見ている。

ている。

また、物流分野では、逆に需要が大幅に増加したため、空きオフィ

体調不良の時には仕事をしないと回答した人は 46% だった。体調

スの比率は低く留まっていることも分かった。同分野での店舗未充足

が悪い時に仕事をしても生産性が伸びないことはよく知られているこ

率の国内平均は２% で、バンクーバー、ロンドン、ウォータールー、

とだ。

トロントでは、店舗供給率が１% を切っている状況。店舗未充足率

仕事の生産性損失が 27%、メンタルヘルススコアが +10 以上の人は、

を地域別に見ると、バンクーバーは国内最低の 7.4%、トロントでは

生産性損失が 10% だったと報告している。

LifeWorks では、メンタルヘルススコアが - 40 以下の人は、

一方、同アンケート調査より、自宅で仕事をしている人たちが、孤

13.7%、カルガリーで 30.1% となっている。

立したりメンタルヘルスに悪影響を与えているという結果も出ている。
73% の人が、パンデミック以前は職場への帰属意識や現実を受入れる

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

大根に豆が豊作シャレた靴

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。

意識を感じていたと回答しているが、先月はその割合が 65% まで下
がっていた。リモートワークやハイブリッド型ワークでは、通勤時間
をなくし、フレキシビリティを上げることができるが、一方では、同
僚や会社とのつながりが感じられなくなるという欠点が否めない。こ
こをどう打開するかが、雇用主の腕の見せ所となりそうだ。
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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

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

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

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

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

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

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、

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

議会に別の方法を検討するよう求めた。

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

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
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、
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。

毎回＄３）を課金する、および、2023 年以降に生産された高排出

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

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

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、

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

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

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

らだ」と話している。

事態駐車プログラム案が提案されていた。

現在のところ、回答を出せるのは個々の雇用主のようだ。

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
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

BC 州：３回目のワクチン接種を受けられる人

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

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

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

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

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、

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

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

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

平になると主張していた。

きるようになるだろうと博士は話している。

ファイザー：5 ～ 11 歳の子供へのワクチン承認申請へ

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、

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

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
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

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

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、

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

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

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

ブサイトで確認することができる。

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
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
量で、２回接種後は、安全で強い免疫反応を示している。

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。
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

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

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、

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、

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、

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

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

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

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

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

チンパスポート」の発行に向けて動いている。

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
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
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

sudoku break

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。
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。

ワクチン未接種の同僚との仕事を拒否できる？
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。
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、
WorkSafe BC の回答を参照するようにと答えたが、WorkSafe BC は、
「州の労働大臣に聞くように」と回答。労働大臣は、WorkSafe BC
に回答を委ねた。
答えは p. 32
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We are 29 years old!

カナダの出来事

カナダ総選挙、自由党が第１党維持も
第 44 回連邦下院議会（定数 338）選挙の投

過半数には届かず

しかし、新型コロナ第 4 波の真っ只中という

保守党をはじめ野党は「トルドー氏は私利私

開票が 9 月 20 日に行われ、トルドー首相率い

タイミングで選挙を行うことに対する疑問や、 欲のために国民を軽視した権力闘争を繰り広げ

る与党・自由党が第 1 党を維持することが確定

解散が発表された 8 月 15 日は、イスラム主義

ている」と批判するなど、このタイミングで選

した。新型コロナウイルスの第 4 波に見舞われ

勢力タリバンがアフガニスタンの首都カブール

挙を実施すること自体に否定的だった。オトゥー

る中、単独過半数（170 議席）を目指し、任期

を制圧したのと同じ日で「カナダ人らの退避が

ル氏は、トルドー氏の「賭け」となった選挙

満了まで約 2 年を残して総選挙に踏み切ったト

急務な今なぜ選挙を行うのか」との疑問が相次

について「お金と時間の無駄」
、
「トルドー氏は

ルドー氏だったが、獲得したのは 158 議席（解

ぎ、有権者が怒りを示すにつれ自由党の支持率

６億ドルを費やして解散前と同じ少数派与党に

散時 155 議席）と、再び少数与党として政権運

は急落した。

連れ戻された」と切り捨てた。

また保守党オトゥール党首が民間医療問題に

保守党は党として、ほとんど無名の党首から

トルドー氏は 21 日未明、モントリオールで

ついて発言した動画を自由党陣営が操作したと

わずか数週間で、トルドー首相率いる自由党を

支持者を前に、
「パンデミックの幕引きと、そ

してツイッターから警告を受け有権者を呆れさ

脅かす存在までになったオトゥール氏の健闘を

の先の明るい未来を託された。国民は国民のた

せたり、遊説先では一部のワクチン反対派から

たたえている。またオトゥール氏は辞任するつ

めに戦う政府を選択した」勝利宣言し、続投へ

石を投げられたりするなど、苦戦を強いられ、 もりはないとし、早ければ 2023 年に行われる次

の意欲を表明した。

事前の世論調査では保守党と拮抗し、一時はほ

営を迫られることになった。

ただ、結果は野党第 1 党・保守党 119 議席、 とんど無名のオトゥール氏率いる保守党に逆転
ケベック連合 34 議席、NDP25 議席、グリー

を許した。

の選挙では「必ず自由党を倒す」と述べている。

その他の政党

ン党 2 議席、カナダ国民党０と、いずれの党

ただ、カナダは新型コロナ対策で良い結果を

シン党首率いる NDP も期待に反して議席を伸

も 8 月の解散時とほとんど変わらない議席数

出していることから、最終的には有権者の多く

ばすことはできなかった。医療分野などに 600

だった。得票率では保守党が 34％で自由党の

がそこを評価し、自由党はぎりぎりのところで

億ドルを投じるとの公約を掲げていたが、どう

約 32％を上回ったが、トロントやモントリオー

勝利をつかんだ。

やってこの費用を捻出するかなどが明らかでな

ル、バンクーバなどの大都市で議席を獲得した
自由党がかろうじて逃げ切った。

いとして批判されていた。シン党首も辞任する

保守党は敗れるも健闘

ことはないと述べている。

今回はコロナ禍という非常時に行われた総選

保守党オトゥール党首は 21 日未明、支持者

グリーン党は連邦政党で初めての黒人ユダヤ

挙で、郵便投票の希望者が激増し、連邦選挙管

を前に「国民はトルドー氏に過半数を獲得させ

系女性を党首として選挙を戦ったが、ポール党

理局によると、約 120 万人に郵便投票の用紙を

なかった」と述べ、
「不必要な選挙で散財した上、 首自身が落選してしまった。

発行したという。2019 年の選挙では郵便投票

国内の分断を深めた」とトルドー氏を改めて批

カナダ国民党は、ワクチン・パスポートに反対

の希望者は約 5 万人だった。また期日前投票も

判した。オトゥール氏は投票が終わる前から
「自

する立場を取っており、ワクチン反対派の支持を

前回の 2 割増しとなった。一方、投票所によっ

由党を少数派に抑えることが保守党の勝利だ」 集めたが、議席を獲得することはできなかった。

ては新型コロナ対策により、長蛇の列で待たさ

と強調していた。

れる場合もあり、投票を諦めた有権者もいたと
される。
また、連邦法で最低限と定められた 36 日間
で争った選挙戦の後、選挙前と変わらない結果
に落ち着いた今回の選挙に投じられた費用は、

詩

実に 6,1 億ドル。カナダ史上最高額だった。

きょう

郷

コスモスが散り

ち

しゅう

愁

か

すすきも枯れて

ほさき

穂先をくわえた

かえ

すずめが帰る

川路 廣美

て重要な時期に新型コロナ対策の評価を問うた

にわ

選挙を前倒しすることを発表した。
「この極め

せまき庭に

からの脱却を狙って 2023 年 10 月の予定から

しき

ていることを武器に、トルドー首相は少数与党

ふるさとの四季

界のトップクラスであり、経済も回復に向かっ

いと

た。新型コロナウイルスのワクチン接種率が世

親がこいしい

調査では自由党が保守党を大きく上回ってい

なつかしい

サイモン総督がトルドー首相の要請を受け、
下院を解散したのは 8 月 15 日。この時、世論

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

成功には至らなかった「賭け」

め、総選挙を行う必要がある」と選挙の必要性
を訴えた。
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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
トルドー首相は 9 月 24 日夜、中国当局に

ファーウェイ CFO 釈放直後

府は政治圧力として中国が恣意的に 2 人を拘

米司法省と司法取引に合意

拘束されていたカナダ人男性 2 人が解放され、

束したとして釈放を求めたが、中国側は「中

米司法省は 24 日、孟氏と 2022 年後半まで

中国を出国したと発表した。トルドー氏の発

国の国家安全保障を損ねる活動に従事した疑

米国での訴追を延期し、将来起訴を取り下げ

表は、米国から詐欺罪などで起訴され、カナ

いがある」とする司法機関の判断だと主張し、

る司法取引に合意したと発表した。孟氏は同

ダで身柄を拘束されていた中国通信機器大手・

孟氏逮捕との関連性を否定した。

日午後、バンクーバー国際空港から中国に飛

華為技術（ファーウェイ）の孟晩舟副会長兼

一方、米国からの身柄引き渡し要請をめぐ

最高財務責任者（CFO）が米司法省と司法取

り、20 年 1 月からブリティッシュ・コロンビ

米司法省は、孟氏が関連会社に米国の制裁

引に合意し同日釈放された、その数時間後の

ア州高等裁判所で審理が行われていたが、8 月

措置に違反するイランとの取引を実行させた

ことだった。

の最終審理の最中には、中国地裁がスパバ氏

疑いを持っており、これを隠すために、孟氏

に対し、懲役 11 年の実刑判決や 5 万元の没収

が米国の金融機関に虚偽の事実を告げ、銀行

などを言い渡していた。

を違法な取引に巻き込んだとしていた。有罪

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

び立った。

になれば最高 30 年の実刑が下るはずだった。

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

にオンラインで出廷し、ファーウェイとイラ

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、

ンの関連会社との関係について、米国の対イ

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

ラン制裁を逃れるため英銀 HSBC に虚偽の説

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

明をしたことなど、一部の不正行為を認めた。

捕された。

一方、銀行詐欺の共謀、銀行詐欺、通信詐欺

トルドー氏はオタワで記者会見し、「2 人は
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

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

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。

孟氏は 24 日、ニューヨークの連邦裁判所

の共謀および通信詐欺の罪状については、無
罪を主張した。
「起訴猶予合意」と呼ばれるこの司法取引で、

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

孟氏が合意の条項を順守した場合、米政府は

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

22 年 12 月 1 日に起訴を取り下げる。ただ米

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

検察当局は 24 日、「孟氏はこの合意を結んだ

た。

して 7 つ所有するとされるパスポートの提出

ことで、世界的な金融機関を騙す計画の中心

や GPS 付きの監視装置の装着を命じた。また

的な役割を果たした責任を認めた」と述べた。

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。

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

この合意を受け、ブリティッシュ・コロン

24 日に釈放されるまでバンクーバーの自宅で

ビア州の裁判所も審理を開き、孟氏に対する

軟禁生活を送っていた。

24 時間監視付きの保釈を解除することを決定

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、

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。

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

カナダは孟氏をめぐる米国と中国の複雑な

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

争いに巻き込まれるかたちで、板挟みの苦し

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。

い状況に追い込まれていた。

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」

2 人が拘束された 2018 年 12 月、カナダ政

「檄（げき）を飛ばす」の正しい使い方
はどれか。
①ゴールキーパーの活躍ぶりに、スタン
ドのファンは熱狂的な檄を飛ばした。
②人員整理反対にあたって組合員に団結
を訴える檄を飛ばす。
③友人と平和憲法について檄を飛ばし
あった。
解答・解説は 39 ページ
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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

info@thefraser.com

隙間川柳の会

ないのか」との質問には答えなかった。



隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

なった理由については触れず、「人質外交では

日本語チェック

あなたの心の隙間に

ていた」とも述べた。孟氏の釈放と同時期と



お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

た。また、華報道局長は、「2 人は罪を自供し

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

の拘束とは意味合いが異なるものだと主張し

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。

であり、中国でスパイ罪に問われたカナダ人

We are 29 years old!

世界の出来事

香港の選挙委選挙

「愛国者のみ」で民主派委員ゼロに
消える一国二制度

香港の行政長官や立法会（議会）議員の候補

また、選挙委選挙の投票資格も、2016 年の約

者選出など大きな権限を持つ選挙委員会（定数

25 万人から大きく縮小され、今回投票を行った

香港が 1997 年に英国から返還された時、

1500）の委員選挙が 19 日に実施され、選挙管

のは当局が指名した各業界団体の代表ら約 4900

香港の憲法とされる「香港特別行政区基本法」

理委員会は 20 日、当選者を発表した。今回は、 人のみ（香港の人口のわずか 0.06%）
。なお、選

と「一国二制度」という独自のシステムが採

中国当局による新制度「愛国者による香港統治」 挙委は限られた業界代表の投票で決まるが、制

用され、香港の民主的・資本主義的自治制度

の下で行われた初の選挙で、結果は親中派 1447、 度が変わったことで、民主派に投票する傾向に

は 50 年間維持できると認められていた。

中間派 1、民主派ゼロという当局の思惑通りのも

ある業界枠が廃止されたり、個人の意思が現れ

のになった。これにより前回 2016 年の選挙で４

にくい団体票に切り替わるなどした。

分の１強を占め、普通選挙の実現を求める民主

しかし、中国政府が香港への圧力を強める

選挙委は、香港独自の選挙制度の一つで、各

につれ、香港では民主派のデモが多発するよ

級の議員や職能団体、社会団体から選出された

うになった。2019 年には民主派の活動家と

議員により構成される。任期は５年。立法会（議

警察が数カ月にわたって衝突を繰り広げ、勢

れ、立候補者は事前に当局の「資格審査委員会」 会、定数 90）議員の選出や立法会の 40 議席が

いを増した民主派は同年 11 月の区議会選挙

で愛国者であるか否かの審査を受けなければなら

割り当てられるなど、大きな権限を持つ。委員

で勝利を収めた。

ない。このため、民主派は立候補の段階で排除さ

がほぼ親中派になったことから、12 月の立法会

事態を深刻に受け止めた中国政府は昨年６

れることを予想し、立候補自体に消極的だった。 選、来年 3 月の行政長官選でも親中派の圧勝が

月、
「香港国家安全維持法」を導入し、民主

実際、事前審査では、民主派の立候補２人が失格

派の締め付けを強化した。そして今年６月に

派は一掃された。
新制度では、立候補は「愛国者のみ」に限定さ

確実視されている。

となっている。また非親中派で選挙に参戦するこ

一方、今回の選挙委選挙の投票所は６カ所に

は中国政府を批判してきた唯一の香港紙「蘋

とができたのは２人とされ、社会福祉業界からの

限られたが、警察当局は 19 日、抗議行動を警戒

果日報」が、この国家安全維持法に違反した

立候補者１人が「中間派」として当選した。

し、警官 6000 人を動員、投票会場周辺に警備態

疑いで休刊に追い込まれ、資産が凍結され

香港政府トップの林鄭月娥（キャリー・ラム） 勢を敷いた。
行政長官は 19 日、
「大きな意味を持つ選挙。愛
国者が香港を統治するという政治体制を象徴す

た。同紙をめぐっては、香港高等法院（高裁）

選挙制度変更は 3 月に可決

が昨年末、推定無罪で創業者の黎智英氏の保
釈を認めたが、中国政府の圧力により、香港

るものだ」との声明を発表した。林鄭行政長官

立法会議員などの候補者が「愛国者」かどう

終審法院（最高裁）が保釈を覆している。国

は選挙の前日、中国政府で香港政策を担当する

か事前審査する制度を導入することが決まった

家安全維持法が適用される案件では、通常の

韓正（ハンジョン）筆頭副首相と面会し、
「愛国

のは、今年３月 30 日、中国の全国人民代表大会

保釈の原則は当てはまらないというのが理由

（全人代）常務委員会が、香港の選挙制度見直し

だった。報道機関のほとんどが国有で、厳し

に関する「愛国者による香港統治」決定案を全

い検閲が行われている中国本土とは異なり、

会一致で可決したことによる。

香港では表現の自由が保障されているはず

者による香港統治」の徹底を命じられていた。

進む「愛国」制度
選挙で争われたのは、1500 のうち 364 枠のみ。

また香港では昨年６月に「香港国家安全維持

だった。

1100 枠余はすでに親中派組織に振り分けられる

法」が施行され、中国政府を批判することがで

さらに、1989 年の天安門事件をめぐって

などして決定していた。この 364 枠を立候補者

きなくなり、民主主義的要素が奪われることに

も、今年は転換点を迎えた。香港では 1990

412 人が業界別に争った。

拍車がかかった。

年より毎年大規模な追悼集会が行われている
が、中国政府は国家安全維持法違反の疑いが
あると強調し、今年は会場である公園を封鎖、
集会は開催されなかった。そして９月 25 日、
この追悼集会を毎年開催してきた民主派団体

自費出版

「香港市民愛国民主運動支援連合会」が、団
体の解散を発表した。同連合会は９月９日に
香港国家安全維持法の国家政権転覆煽動罪で

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

起訴され、活動が困難になっていた。

編集・翻訳・ページデザイン

信頼と実績の「月刊ふれいざー」 企画から製作までお手伝いします。
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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
７月の大統領暗殺と８月の大震災で深刻な
情勢不安に陥ったカリブ海のハイチから、米

情勢不安のハイチから

と発表。バイデン政権は国境政策にひどい対

に発言し、事件当時の状況を「暗殺団が私た

応を取っていると批判した。

ちの家に押し入り、夫を銃弾で蜂の巣状態に

国への難民申請を希望する１万人以上が米南

一方、米国務省は 23 日、ハイチ担当の特

した」と説明した。襲撃はほんの一瞬の出来

部テキサス州とメキシコの国境周辺に詰めか

使、フット氏が辞任したことを明らかにし

事だったと述べ、大統領は「言葉を発するチャ

け、米政府が強制送還で対応するなど、大混

た。ブリンケン国務長官に提出した辞表の中

ンスさえなかった」と語った。

乱が生じている。

で、「ハイチからの難民や不法移民を強制送

実行犯とされるコロンビア人元兵士や米在

テキサス州デルリオには９月半ばから国境

還するという非人道的な決定に私は関わらな

住のハイチ人医師など逮捕者は 40 人以上に

の川を渡るなどして違法に米国に入国する人

い。ハイチは国家として崩壊しており、国民

上るが首謀者は依然不明。マルティーヌ氏は、

が急増。現在１万人以上が国境の橋の下で暮

は安全と最低限の生活が国から保証されてい

電力事業に関わる財閥勢力が、富裕層の既得

らし、仮設キャンプが設けられるも、その環

ない」と強制送還に強く抗議した。民主党内

権益を暴こうとしていたモイーズ氏を狙った

境は非常に劣悪な状態とされる。米当局から

からは、「正当な理由のある難民申請まで拒

と考えている。

食料の供給もあるが、全ての人に届けられて

否するべきではない」との声も上がっている

いるわけではないという。国境で暮らす難民

ほか、シューマー上院院内総務（民主党）も、

いたアンリ氏が犯行グループの主犯格で元政

希望者らによると、ハイチから米国に向かう

難民をハイチに送還することは「常識を逸脱

府高官の１人と電話をするなど事件に関わっ

15 カ所の経由地が対話アプリで共有されて

している」とバイデン氏を非難し、国境警備

た疑いも浮上している。

おり、今後も国境に押し寄せる難民の数は増

隊の対応を批判した。

える可能性がある。
バイデン政権発足後、メキシコ国境ではト

一方、暗殺の２日前に新首相に指名されて

司法当局も殺害の脅迫を受け、現場捜査や
証拠の入手も妨げられることが多いことか

モイーズ大統領暗殺

ら、真相究明は長期化が予想されている。

ランプ前政権からの移民政策転換を期待する

ハイチのジョブネル・モイーズ大統領は７

不法入国者が後を絶たず、共和党はバイデン

月７日未明、首都ポルトープランスの自宅で

政権による寛容な政策が混乱を招いていると

武装グループに襲われ、殺害された。クロー

大統領が暗されたばかりのハイチで８月 14

して批判してきた。

ド・ジョゼフ首相代行は銃撃について「野蛮

日、マグニチュード（M）7.2 の大地震が発生

な行為だ」と非難、非常事態を宣言し、ハイ

した。米地質調査所（USGS）によると、震源

チ全土に戒厳令を発令した。

地は首都ポルトープランスから西に約 125 キ

対応に苦慮するバイデン政権は、移民政策
の一部は緩和に踏み切ったものの、ハリス副

マグニチュード 7.2 の大地震

大統領が「米国に来ないように。国境に来て

暗殺は７日午前１時ごろ発生。銃を持った

ロ。この地震により少なくとも 2200 人以上

も入国させることはできない」と言明するな

武装集団がモイーズ大統領の自宅に侵入し、

が死亡し、1 万 2000 人以上が負傷している。

ど、不法移民を受け入れない姿勢を明確にし

大統領と妻を銃撃した。大統領は 12 発の銃

全壊または損壊した建物は 13 万棟以上にお

ている。同様に、国境地帯を訪れたマヨルカ

弾を受け、仰向けに倒れて亡くなっていたと

よび、家を失った人は３万人以上とされる。

ス国土安全保障長官も「不法入国しても必ず

いう。一緒にいた妻マルティーヌ・モイーズ

最も被害を受けたのはハイチ南西部で、レカ

送還される」と警備を強化する方針を示した。

氏は米フロリダ州マイアミに搬送され、治療

イ市周辺の被害が特に大きかった。アンリ暫

またテキサス州のアボット知事（共和党）は

を受けた。

定首相は１カ月間の非常事態を宣言し、国民

マルティーヌ氏は 10 日、事件後初めて公

16 日、州内６カ所の出入国拠点を閉鎖する

に「連帯を示す」よう求めた。その後は米国
やチリ、メキシコの探索救助チームやキュー
バの医療チームが続々と現地入りした。

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

花子

みえ

夕焼けにふる里しのぶ赤とんぼ

――北

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――森下

噛んだのは犬なんですよ靴の傷

sudoku break

すでに政治的危機に見舞われている中での
地震発生で、混乱に拍車がかかる中、メキシ
コ経由で米国に向かう難民が急増。バイデン
政権は難民の無秩序な受け入れを拒否してお
り、米国土安全保障省は９月までに１万 4000
人を超える難民、移民申請者らを国境付近で
捕捉し、ハイチに強制送還した。

答えは p. 32
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We are 29 years old!

ふれいざー名エッセイシリーズ
―私の鉄道賛歌―（１）

さびた犬釘
小さい時、母が “私の宝物” と言ってい

た古い機関車をピカピカに磨きあ

た桐の小箱を見た覚えがあります。箱の中

げ、これを博物館等に納入するた

には小さな布が入っていました。

めのボランティアをしているので

「お父さんが鉄道省で仕事をしていたこ

す。旅行は、その資金捻出のため

ろ、明治天皇のお召し列車の設計に関係し

の一手段として、会員中のボラン

た事があって、これはその列車の椅子の

ティアが企画、運営しているので

布を頂いたのですって」と母が話してくれ

した。

西村 咲弥

ました。母は四人兄妹の末っ子で、早く父

1989 年 の 秋、 こ の 会 が「BC 州

親に死別したので、私も写真以外にその祖

北部の汽車の旅」の第二回を企画

父の姿を見た事がありません。あの小箱に

しました。私は日本にいる友人を

入った緞子（どんす）だか、ゴブラン織り

誘ってこれに参加することにした

だかの布も戦争でなくしてしまいました

のですが、私の属するシニアグルー

し、母も、もうこの世の人ではありません。

プにも声をかけたところ、４組の夫婦が

た 105 名の参加者のために、この特別臨時

加わって合計 10 名が申し込みました。

列車は沿線に珍しいものが見えると徐行し

ところで、私の宝物も鉄道に関係があり

タンブラー・リッジ日本向け石炭を積み出す石炭エレベーター

ます。今、机の上で文鎮代りに使っている、

９月初めのある朝、ノースバンクーバー

て、「今、右側に川をさかのぼる鮭が見え

真っ赤にさびた犬釘がそれなのです。犬釘

の BC 鉄道の始発駅で、列車に乗り込み、

ます」などと車内放送をしてくれるのです。

というのはレールを枕木に固定させるため

発車を待っていると、リュックサックを

２日目は、コネィル・プリンスジョー

に打つ大型の釘で、この釘の頭部が犬の

背負った若い日本人男性が駆け込んで来

ジを経て北西に向い、フオート・セント・

頭に似ているのでこの名前がついたのだそ

ました。車掌が気を利かせて、日本人グ

ジェームスという町に泊りました。定期的

うです。私のは長さが 15. 5 センチ、頭の

ルーブのところへ案内したのでしょうが、

に運行されている列車はプリンスジョージ

部分が長さ 4.5 センチ、幅 3.5 センチのラ

その男性は息をはずませながらこう言い

が終点なので、それから先は、貨物線を使っ

フな楕円形をしています。今から、この犬

ました。

て旅をするのです。

釘を手に入れた時の旅行の話をしましょう

「ぼくはニューヨークに住んでいて、汽

次の日は、マッケンジー・パルプ会社の

車同好雑誌の広告でこの旅行を見つけた

製紙工場を見学し、上等な和紙に似た厚紙

のです。こんな辺ぴなところの汽車の旅

のサンプル等をもらいました。この辺で日

だったら、日本人の顔を見ないですむと

本向けの割箸を作っている工場があるとい

ころ、新聞で「クエスト・コースト汽車協

思ったのに。ブルータスよ、お前もか !!」

う話も聞きました。そのころでも、もうグ

会 J の広告を見つけて入会しました。この

というと頭をかかえて次の車両に移って

リンピースの人達が木の伐採に反対してい

会が日帰り汽車旅行のスポンサーだったの

しまいました。

ましたが、割箸に使う木は、他に使途のな

か。
私がバンクーバーに来て２、３年経った

で、旅行同好会だと思って申し込んだので

余談ですが、私と一緒にこの旅行に参

す。しかし、入会してみると、会員の半分

加した友人が、２年ほど前に日本橋の丸

以上はリタイアした鉄道関係者でした。会

善で汽車の雑誌を見ていた彼に出あった

この日は多分、ドーソン・クリークに泊っ

員は暇があると、車庫に行ってリタイアし

のだそうです。彼は絵にかいたような日

たように思います。第 1 回のツアーグルー

い柳の一種なので問題になってはいないと
いうことでした。

本のサラリーマンになり

プは、この町に泊らなかったので、今回は、

変わっていて、「あれはぼ

我々の臨時列車が駅に着いた時の写真が街

くの青春の最大の思い出

の新聞の一面にのり、『日本人を含む、ア

の一つです」と語ったそ

メリカ人、カナダ人、百余名が、美しい B

うです。

C 州の秋を楽しんでいる』と報じていまし

汽車の旅に話を戻すと、

た。ここアラスカ・ハイウェイの東端で、

第１日目はウィリアムス・

ゼロ・マイルの標識が立っていたことと、

レーク泊りでした。９月の

屋外の駐車場に１台１個のコンセントが付

初めというのに、線路沿い

いていて、冬期の車輛凍結に備えているの

の川の浅瀬をさかのぼっ

が印象的でした。

て産卵の場にむかう沢山

			

（つづく）

の紅色の鮭を見たのは感
この旅行を運営したボランティアの人たち

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
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。今
月は私達のコミュニティに関係する、リベラル党の公約をピックアップしてみた。

数々のスキャンダルを起こしたことから、18 カ月前の選挙で
少数与党を強いられたトルドー首相は、COVID-19 対策への取り
組みの姿勢が大きく評価され、人気が上がってきたことから、過
半数議席獲得へ向けて賭けに出た。
2015 年 10 月に大政党（Majority）確立を果たし、一般投票
でも 40％近く支持された若い首相が希望と明るい未来「Sunny
ways」を約束して入閣した６年前とは打って変わって、２度目
の苦い続投となった。７代目カナダ首相、ウィラード・ロリエ
が「sunny ways」と形容し、互いの相違を受け入れカナダを一
つにしようと謳ったときと同様、国民の協働を願っていたが、今
回の選挙戦では、元保守党首候補のマキシム・バニエ率いる白人
至上主義、アンチ予防接種、アンチマスクの新党、カナダ国民
党（People's Party of Canada）による選挙キャンペーンによって、
分裂がさらに浮き出しになった。再び少数与党政権であることか
ら、次の選挙もそう遠くない未来にあるだろうと見られている。

少数与党第３次政権の公約 第６項
トルドー首相率いるカナダのリベラル党は中道やや左派より
だ。中間階級を支えることによって経済活動の活発化を目指して
いる。内容はここ数年の目標からはあまりぶれることなく続投と
いったところだろう。

COVID-19 の終息を目指す
◆すべての連邦政府職員と政府規制を受ける航空、銀行、放送局
などの職員に対して、ワクチン接種を義務付ける
◆ワクチンパスポートなど、ワクチン接種証明の推奨
◆ COVID-19 対策として、学校、職場などの空調設備のアップグ
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皆が家を持てる環境へ
◆家を購入しやすくする仕組みを導入し、苦戦する中間階級を支
援する
◆購入しやすい値段の住宅 140 万戸を用意する
◆値段のつり上げにつながる外国人による住宅不動産購入及び短
期間の売買の規制

よりよい医療環境の提供
◆ 7500 名の医者と看護師の雇用支援
◆長期シニア介護施設の改善
◆パーソナルサポートワーカー（介護ヘルパー）５万人の雇用と
時給 25 ドル引き上げを支援
◆公共のメンタルヘルス・ケアへアクセスしやすいようにする
◆麻薬系ドラッグ危機への取り組み
◆連邦政府による 10 日間の有給病欠の確保
◆国民の性と生殖に関する健康と権利を守る

経済回復
◆１日 10 ドルの託児所を提供
◆経済回復を目指して雇用促進の支援
◆自営業、季節・不定期労働者向けのよりよい失業保険の提供
◆技術革新と研究開発の推進
◆大手銀行や富裕層に適切な 負担を求める
◆職場におけるバランスの取れたマイノリティ雇用、多様性の推
進
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◆１日 10 ドルの託児所を提供
◆経済回復を目指して雇用促進の支援
◆自営業、季節・不定期労働者向けのよりよい失業保険の提供
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◆職場におけるバランスの取れたマイノリティ雇用、多様性の推
進

よりグリーンでクリーンな未来へ

◆地場産業における環境関連の雇用促進
◆重工業によって排出される汚染を削減し、石油・天然ガスセク
ターを 2050 年までにネットゼロへ
◆クリーン、再生可能エネルギーの推進
◆ 2030 年までにプラスチック（ビニール）ごみを削減
◆国立公園を 10 か所指定するなど、自然の保全実施

先住民との和解
◆寄宿学校で起きた事実に向き合う
◆先住民の居住地区での水質汚染を撲滅し、飲み水の確保に努め
る
◆保健機関や特に法的機関においてシステム化されている、先住
民に対する人種差別に向き合い、解決に努める
◆都市部、地方、北部における先住民の住居戦略を発動する
◆先住民の子供達や家族の福利厚生に力を入れる

経済面では―
選挙以前、クリスティア・フリーランド副首相兼財務相は、今
年４月 19 日、「雇用・成長・強靭（きょうじん）性のための復興
計画」と題した 2021 年度（2021 年４月～ 2022 年３月）予算案
を下院に提出した。フリーランド大臣は、2021 年度予算案の目的
は『コロナ不況』で多大なダメージを受けた経済を立て直し、よ
り多くの雇用と繁栄を生み出すことだと説明している。
予算案で財政収支は 1,547 億ドルの赤字となっているが、前年
に比較して改善する見通しだ。
同案には 2023 年度までの３年間で 1,014 億ドルに上る景気刺激
策が盛り込まれていた。託児制度整備に今後５年間で 300 億ドル、
気候変動対策・国土海洋保全には複数年をかけて 176 億ドルを投
じるというもの。保守党などは過剰な刺激策による累積債務拡大
の懸念を示しているが、リベラル党は、低金利環境では投資を行
う余裕があり、長期的に見た投資が必要だとしている。
歳入面では、2022 年１月から大手 IT 企業を対象にカナダのユー
ザーからの売り上げに対して３％を課すデジタルサービス税を
導入する予定だ。また、自家用の高級車や航空機、船舶に 10 ～
20％の奢侈（しゃし）税を課すとしている。
外国人が保有し、かつ住居として使用していない住宅不動産に
も時価総額の１％を課税するとしたが、これらは選挙後も変わら
ないだろう。

カナダ永住権保持者に朗報
カナダ永住権保持者の市民権申請料金を排除するとしている。
もしあなたが移民でカナダ市民権取得を考慮しているのであれば、
素晴らしいニュースだ。
移民は既にコミュニティ構築に貢献し、新たに起業することに
よって雇用を増やし、税金を納め、多様文化を促進しているので、
申請料金を課すべきではないというのが理由である。今後カナダ
市民となって選挙権を得られるということも大きなプラスだろう。
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◆選挙前にこのカテゴリーで予算組していた額を倍の 6 億ドルに
引き上げ、オフィスや小売店に使われていた商業および連邦政
府のスペースを住宅にするとしている。

多世代ホームのすすめ
ベビーブーム世代がシニアになり、益々介護が必要になってく
る時代が到来している。住宅をダウンサイズしたい、あるいは金
銭的な理由から家を売らなくてはならないシニアもいるだろう。
この問題の解決策として、北米ではまだ珍しい多世代住宅をすす
めている。具体的には、多世代住宅用に改装しやすいように、新
たな多世代住宅改装工事税額控除を導入する。これにより、最高
５万ドルの改装工事に対し 15％の税額控除が受けられる。

子育て支援
１日 10 ドルの託児所を５年以内に実現する。
幼少の子供がいる家庭では安い託児所の有無は死活問題だが、
リベラル党が 2015 年に政権を握って以来、話題に上るもののな
かなか思うようには前進していない。
今年４月に発表されていた予算案では、今後５年間で 300 億円
費やし、早期教育や託児所の費用を相殺するとしている。以来カ
ナダ全国の州・テリトリーと合意に達し、来年には、カナダにお
ける子供の約半数にあたる家庭が、ケアのコスト 50％削減が可能
となる。

若いファミリーの学生ローン支払い
幼児がいる家庭は、子供が５歳に達するまで親が借りている連
邦政府の学生ローンを一時的にストップできるようにする。

借家人を守る
先月この５年間で引っ越しした人たちの 10.5％が立ち退きによ
るものだったことが調査で解明されたと UBC が発表した。残念
なことに、不動産の高騰がカナダ一のメトロバンクーバーにおけ
る借家人立ち退き数は、同様に最多だ。調査によると同期間に立
ち退きがあった数は、グレータートロントでは 5.8％、モントリ
オールで 4.2％、全国平均値は 5.7％だった。
頻繁に使われる立ち退き要請の理由として「renovictions」（改
装するという理由で立ち退きを強制し、改装後に賃貸料を吊り上
げる）があるが、これをストップする。そのため大家に改装前後
の税務申告内容を開示させ、賃貸料の引き上げが改装にみあった
ものか見極めるとしている。

クリーンな将来に向けて
リベラル党のビジョンでは 2030 年には 2005 年比 36％の温室
効果ガスを軽減すると述べている。

※トルドー政権が発表した今後の環境問題への対応に関し
ては、『ふれいざー go Local』10 月号に掲載致します。
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カナダは今後環境問題にどう対処するのか
環境関連の公約
よりグリーンでクリーンな未来へ

大気中のメタン濃度は産業革命前（1750 年頃） による公害が問題視され、G7 を始め国際的に
より 150％以上も高くなったという。メタンは、 もプラごみの減量を目指してプラスチックのス
全ての温室効果ガスが地球温暖化に与える影響

トローやビニール袋の利用禁止法を導入してい

◆地場産業における環境関連の雇用促進

の 23％分を担っており、二酸化炭素よりも平均

る。リベラル党はプラごみ軽減、再利用を可能

◆重工業によって排出される汚染を削減し、石

寿命が短い（大気中で約 10 年）にもかかわらず、 にするメイドイン・カナダの新技術支援として

油・天然ガスセクターを 2050 年までにネッ

同じ重量で比較すると二酸化炭素より強い温室

今後 5 年間で 1 億ドルの助成金を提供する。

トゼロへ

効果を持ってる。メタンは、100 年間で比較し

◆クリーン、再生可能エネルギーの推進

たときの温暖化係数で 28 倍、20 年間では約 84

◆ 2030 年までにプラスチック（ビニール）ごみ

倍の効果をもつ！よって、今後メタンの放出量

家電製品が昔と比べて壊れやすくなっている

を削減することは、効果的に地球温暖化を緩和

と感じたことが、読者の皆さんもあるのではな

するためにも重要であると考えられている。

いか？複雑化や軽量化によるものだと思うが、

を削減
◆国立公園を 10 か所指定するなど、自然の保全
実施

公害の代償
今後グローバルレベルで、炭素の価格付けを

家電製品を修繕しごみを減らす

政府は、石油・ガス開発企業が生み出すメタ

それにしても保証がきれたと思うと、直後に故

ンガスの排出を 2025 年までに 40 ～ 45％削減

障が起こる。その上、修理しようとすると、パー

を目指し、2030 年までに 75％まで引き上げる

ツがもうなかったり、取り寄せるととんでもな

と述べている。（2012 年比）

い高額になるという。結果買いなおしたほうが

各国の政策対応の核として位置づけることがメ

G20 や COP26( 第 26 回気候変動枠組条約締

安価だと、家電はゴミの山行きだ。どうもそれ

インになってくるだろう。分かりやすい例で

約国会議）では参加国に同様な提言を示し、協

は想像していただけではなさそうだ。環境に悪

は、賛否両論あった BC 州のゴードン・キャン

働を呼び掛ける。

影響な上、消費者にとっては経済的なダメージ

ベル前首相時代、既に導入されたガソリンに課
税した「炭素税」のようなものから、CO2 等

化石燃料に頼らない未来

を受けることになる。そこで、環境保全の一環
として、政府は “right to repair”（消費者が修

の温室効果ガスの排出する産業の製品に課税率

日本でも石炭ベースの火力発電廃止に向けて

理する権利）という法を制定し、消費者が安易

を引き上げるものまで、様々な "smart carbon

ステップを上げているが、カナダも 2030 年ま

にパーツを買うことができ、メーカーは修繕マ

pricing”、すなわち経済活性化につながる炭素

でに石炭輸出を廃止する。化石燃料離れを真剣

ニュアルを提供するなど、消費者の権利を守る

価格付けが導入される。課税で得た歳入金はし

に取り組まなければならない時期に来たのだ。 と述べている。ちなみに米国ではカリフォルニ

ばしばクリーン・テクノロジー・プログラムな

政府は G20 の誓約に従い 2025 年から 2030 年

ア州始め西海岸ほか、20 州がこの法を制定して

ど製造業におけるエネルギー効率の向上、低排

の間に化石燃料助成金の削除を行う。それに

いる。

出技術における研究開発を支援するものにあて

よって、2050 年までに "net-zero emmisions”( 正

られたりする。

味排出量ゼロ )、いわゆる、省エネ性能の向上、

リベラル党もしかり、カナダにとってコアの貿

再生可能エネルギー・未利用エネルギーの活用

食品の無駄、廃棄についても近年グローバル

易パートナー国であるアメリカ、EU と協働し

などによって、正味のエネルギー消費量がゼロ

に問題視されていることの一つだ。「もったい

て “Border Carbon Adjustments” 国家間におい

にする未来を目指す。

ない」文化を持つ日本人にとって、非常に関心

て炭素価格を調整し、CO2 等温室効果ガスの排
出規制に積極的ではない国からの、鉄鋼、セメ
ント、アルミニウム等（生産に多大な温室効果
ガスを排出する）輸入品に課税して、地球温暖

生ごみ等食品廃棄物を減らそう

の高い分野だ。

◆ごみ問題

カナダだけではなく、多くの国がカリフォル

プラスチックの再利用

ニアのファームで育まれた野菜に頼っている
が、地球温暖化が進んでいる今、干ばつに悩ま

化緩和に向け等プレッシャーをかけていく。そ

現在再利用されているプラスチックごみは全

され、収穫が著しく落ち込んでいる。カナダは

のためにもカナダは "Smart carbon pricing" 方

体の 9％に過ぎない。91％はゴミとして埋立地

他北米や南米の輸入食品に依存しているが、食

式でグローバルにおけるカナダ企業の競争力を

に捨てられているのだ。貴重な資源を再利用し

品自給率を上げ、農業と食関連のセクターにお

高め、新技術を導入することによって雇用増加

ようと、政府は 2030 年までに最低でも 50％の

ける効率をよくすることも必要とされている。

につなげ、結果的に国民に還元できると述べて

プラスチックのパッケージを再利用されたもの

そして、食物不作の原因となっている温暖化対

いる。

にする。

策として CO2 等の温室効果ガスの排出を劇的

メタンガス排出量を削減する

他には最低 80％の国内リサイクル施設で受け

に減少させることの対処を実行するときだ。

付けられないようなプラスチックにはリサイク

ト ル ド ー 政 権 は カ ナ ダ 初 の「Food Waste

日本の国立環境研究所によると、世界のメタ

ルが可能なことを示すおなじみ三角のリサイク

Reduction Challenge」生ごみ等食品廃棄物を減

ン放出量は過去 20 年間に 10％近く増加してい

ルマークを利用することができないなど、積極

らすキャンペーンを発動し、食品廃棄物減少対策

る。主要発生源は、農業及び廃棄物管理、化石

的に取り込む姿勢だ。

に関するサプライチェーンの見直しや、食品に無

燃料の生産と消費に関する部門の人間活動メタ
ンは、人為的な気候変動に対して二酸化炭素に
次ぐ寄与を持つ温室効果ガスだ。2017 年には、

www.thefraser.com
www.thefraser.com
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ミュニティベースの NPO 等と協働し新たな仕組

10 か所の海洋保護区を指定。これは現存数の

みづくりに 2 千万ドルを投資するとしている。

２倍だ。

◆ゼロ・エミッション
ＥＶ車

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

＊先住民のコミュニティやパートナー（団体や

世界的に見ても重要なエコシステムが未来永

機関）と協働しそれら新規公園と保護区を管

劫 発展していけるよう、地球温暖化防止策の一

理。2025 年までに国の面積の 25％、2030 年

環として恒久的に BC 州にある原生林を保全す

までに 30％に及ぶ土地と海洋の保護指定を目

る。

標にしている。

＊ BC 州政府と自然保護合意を締結し、同州の

カナダ国内では、温室効果ガスの排出のおよ

＊森林や海洋の自然破壊を 2030 年までに停止

そ４分の 1 が輸送部門所以だ、またその半分

し 2050 年までに改善、復元、同時に具体的

は我々の乗用車やトラックから排出されてい

な環境保全の成功例とノウハウを国際的に PR

ナーとなる団体・機関と共に将来長期的に原

る。2019 年には既に「iZEV プログラム」を導

することによって、各国に達成の可能性に対

生林を保護するための資金を募る。

入している。ゼロ・エミッション車プログラ

する意識を高めさせ、地球温暖化の緩和に尽

ムとは、まだ高価な EV 車が市場に浸透しやす

力する。

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

Urban Park 都会における国立公園

原生林と広範囲に周辺の森を保護する。
＊５千万ドルの原生林ファンドを設けパート

＊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

している助成金支援だ。BC 州政府も同様 “Go

緑の豊かなカナダに住んでいるお陰でコロナ

Electric Passenger Vehicle Rebates” として「The

渦中 “Stay Home” とはいえど、ちょっと海辺で、

CleanBC Go Electric light-duty vehicle rebate

山へ、近所の散歩道へと、都会のグリーンスペー

ムによる 40 度を超えた急激な温度上昇には恐

program」を提供している。助成金は $3,000 、 スに癒されてきた読者も多いことだろう。実は

怖を感じた。リットンが町ごとすっかり消失し

ＥＶ社の購入だけではなく、リースにも適用で

公共がアクセスしやすいグリーンスペースとい

てしまったことも、お隣の国だが、カリフォル

きる。

うのは、地方自治体などが、都市計画にしっか

ニア州の年々被害が拡大している山林火事、そ

り組み込んでいる。昨年バンクーバー市とパー

のカルフォルニアやラスベガスなどの水瓶ネバ

ベートに 15 億ドル追加する（50 万車分）、また、 クボードが 1450 万円の予算でリチャードとス

ダ州フーバーダムの水位が著しく下がっている

7 億ドルを 5 万か所のＥＶチャージステーショ

マイスの空き地 0.8 エーカーに公園を設置する

し、日本でも頻繁に洪水が起こっている。世界

ンや水素ステーションに投資する。

ことを決定した。トルドー政権もまた、都市部

中で気候変動に関連した恐ろしいことがありす

に市民の憩いの場となるグリーンスペースを設

ぎる。私達に何ができるのだろう？

置すると述べている。

＊森林が二酸化炭素を吸収することからリベラ

リベラル政権はプログラム続行の上、iZev リ

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
公園数と海洋保護区数を増やすとしているほ

＊ 2030 年までに最低 1 か所の国立都市公園を
各州・テリトリーに 15 か所設ける。

今夏の 1000 年に一度と言われるヒートドー

ル政権は２億本の木を全国に植林し、約 4,300
の雇用を生み出す予定だ。

か、2018 年に 13 億ドル、2021 年予算に 33 億

＊インフラファンドを設け、地方自治体と協働

円とカナダの歴史的な２つの大型投資をしてい

している市民コミュニティ、先住民コミュニ

る。この投資によって、2025 年までになんと

ティ、NPO 団体などが率先する公共グリーン

カナダの約 4 分の 1 にあたる広大な土地と海洋

スペース・プロジェクトへ 2 億ドルの追加投

健全な土壌環境作りによる二酸化炭素の回収

が守られることになる。

資を行う。

貯留、窒素管理などの改善をはかる。

＊今後 5 年間で、新たに 10 か所の国立公園と
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＊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、

＊トランスカナダ・トレイル（全国を繋ぐ自然
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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
これを受けて、昨年、国際連合人権高等弁務

である加害者の軋轢を埋めるため、同時に公聴

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。

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
れたが、
「真実と和解の日」を国民の祝日に制定
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

1973 年 に Stswecem'c Xgat'tem First Nation

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。

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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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

いったのだ。学校とは名ばかりで、それは同化

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

政策を実現する道具に使われた施設だった。子

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

供たちには名前の替わりに番号が割り当てられ

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

た。可哀そうな彼らはただの番号でしかなかっ

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。一番小さい子は４、５歳で、まだまだ母親

乗ってやってきて家々を回り、就学年齢の子ど

の温かい胸が必要な年齢だったが、母親たちか

もを探し出して、親に行き先を明確にすること

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。

なく否応なしにバスに乗せて寄宿学校へ連れて

ハイダ族のアーチスト、タマラ・ベル氏
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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

（取材：A.H.）

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）

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

大気中から二酸化炭素を抽出する巨大工場
デンマークのコペンハーゲンで、大気中の二酸化炭素を集めて地下

サイエンス

サイエンス

犬は結果が意図的か偶然的かを判断する
犬は、人間が行う行動がその結果の如何にかかわらず、意図的が

に送る世界最大の工場が作られた。この工場は「オルカ」と呼ばれ、

偶然かを見分ける力があるとドイツ、ゲッティンゲン大学の心理学

スイスのベンチャー企業 Climeworks AG とアイスランドの炭素貯蔵会

者やハンブルグ大学の生物学者らがサイエンティフィック・レポー

社 Carbfix が提携して建設したもの。この工場では、年間最大 4,000 ト

トで発表した。

ンの二酸化炭素を除去することができる。

実験者が調べたのは、３つの条件下における犬の反応で、意図的

方法としては、８つの大型コンテナに大気を吸い込んだ後、ハイテ

におかしをあげるのをやめた場合、及び、あげようとして物理的に

クフィルターとファンを使用して二酸化炭素を抽出し、これを水とま

できなかった場合、もうひとつはあげようとするがうっかりミスで

ぜて地中の深層部に送るというもの。これら抽出されたガスは長時間

出来なかった場合。犬たちは、わざとあげなかった場合とあげよう

かけて岩石に変換される。

としたが出来なかった場合を明確に区別して反応したという。

工場の運転はこの地方の地熱エネルギー発電所で作られた再生可能
エネルギーで行われる。
現在、このような工場は世界中で 15 基が稼働しており、年間 9,000
トン強の二酸化炭素を捕獲している。
しかし、
地球の二酸化炭素の排出量は昨年１年で 315 億トンにのぼっ
ているため、オルカの除去する量は石炭火力発電所ひとつの年間排出
量の１％程度にすぎない。また、技術的に費用がかかるため、コスト
の低減のための研究が行われている。
Climeworks は、大手保険会社 SwissRe と 10 年間の温室効果ガス削
減購入契約を締結し、消費者が温室効果ガス削減のために毎月支払い

サイエン

この実験で、犬も人間と同じように、同じ結果の場合でもそこに
意図があったかなかったかを判断できることがわかった。こうした
意図に帰属する判断は非常に複雑な心理的問題で、これまでは人間
のみがもつ能力とされていた。しかし犬たちは長い間人間と共に暮
してきたことで、人間と密接な社会的絆を形成する特別なスキルを
身に付けたのだろうという。
今回の実験は、１歳から 15 歳までの特別な訓練を受けていない
様々な種類、大きさの 51 頭の犬を使って行われた。
一方、こうした能力はチンパンジーやカケスなどの鳥、馬などに
もみられるとのこと。

を行うサブスクリプションサービスも行っている。
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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
（21）
一人旅

独りで迎えたクリスマス
北海道に渡った後は、函館から札幌、旭川を抜

ランメル

覧迷留

途中で雪を頂いた山を見ると登ってみたくなり、

茶句

したのだろう。しかし周りには彼を祝福する人々

していなかった私の胃袋にロースト・ターキーの

が集っていたに違いない。やはりクリスマスは家

ごちそう。噛んでいる時間ももどかしく、飲み込

けて、最終目的地、日本の最北端・稚内を目指した。 族と祝うのが一番だと痛感した。
旅をするときはいつも行き当たりばったりだ。

チャック

むように平らげてしまった。クリスマス・ディナー

The loneliest Christmas in my life．
			
25 Dec.1964

の後は、久々に英語でおしゃべりに花を咲かせ、
名寄の夜は更けていった。

自然と足が山の方向に向く。
函館でも道草を食って山に登ってみると、その
山からの眺めはちょうどウエスト・バンクーバー

翌日、ハウレットさんから

北へ北へ……

稚内に住んでいる牧師に紹介

なよろ

の実家の近くにあるサイプレス山からの眺めに似

翌日、疲れた足で名寄の町近

状を書いてもらい、次の目的

ていた。森、海、整った街並みが一望でき、私は

くを歩いていると、めったに

地に進んだ。音威子府あたり

故郷に帰ったような気がして、函館に親しみを感

通らないトラックがやってき

から雪が深く山も険しくなっ

じた。

た。手を挙げると運良く止まっ

ていく。北海道の雪は東北に

てくれた。

比べてさらさらしているが、

札幌のユース・ホステルに泊まった翌日、終日

おといねっぷ

歩き続けてたどり着いた場所は、村外れの道端に

その運転手は無口な人で、

雪に埋もれたこの村には家は

建っている空家、というより小屋だった。戸を押

ひたすら前方を向いてドライ

なく、道も見えないため、鉄

してみたが、鍵がかかっていて開かない。引っ

ブに集中している。数時間後、

道の線路を頼りに歩くしか

張ったり押したりしたが、やはりだめだった。ほ

彼はとある家の前で車を止

なかった。しかし鉄橋に来る

かに窓でもないかと家の周りをひと回りして入口

め、黙って車を下りて家の中に

と、枕木と枕木の間が見え

に戻った。戸を壊すわけにもいかない。もう一度、

入って行った。知り合いの家か

ず、つかまる欄干も見えない

戸に手をかけてガタガタ揺すっていると、横に戸

な、と思いながら車の中で待っ

ので、もし足がはまったら落

が滑ってすーっと開くではないか。そうだった！

ていると、運転手と一緒に外

ちてしまう可能性がある。両

日本の戸は引き戸だったのである。

国人らしい人が出てきた。

手を広げ、いざという時、何

中には工事に使う機具が詰まっている。きっと
道路工事の人たちの仮小屋なのだろう。ストーブ

「Welcome, I am Howlett」
と彼は英語で挨拶する。ハウ

初漁

かをつかんで体が落ちるのを
くい止められるように用心し

があったので、私は勝手に

レットさんはカナダ人の牧

て一歩一歩進んだ。雪は周りの音を消してしまう

火をたいていると、故郷の

師で、奥さんと男の子二人で

のか、飲み込んでしまうのか、静寂な景色が続く。

クリスマス風景が目に浮か

この名寄に住んでいるのだ

吹雪のなかを一人で黙々と歩いていると、
突然、

んできた。クリスマスツリー

そうだ。運転手は私に別れの

前方に汽車が静かに現れた。危うくひかれそうに

を飾り、家族が集まっての

握手をしながら、
「あんたを

なったが、咄嗟に横に飛びのいて命拾いをした。

にぎやかなパーティ。数々

いい所に配達してあげただ

そのうち辺りは１メートル先も見えない猛吹雪

のプレゼント、サンタクロー

ろう」というような誇らし

となってきたので、通りかかったトラックに乗せ

ス、エッグノッグ、ロース

げな微笑をたたえて去って

てもらった。そのトラックは稚内の東側の海岸で

ト・ターキー、クリスマス

行った。

私を降ろしてくれました。

ケーキ、親戚の人々の笑顔、

その夜、
ハウレットさんは、

「向こうの先に見えるのが稚内だ」

話し声……。その日はクリ

「残り物だけど」

と運転手が指差した先に小さく見えた街の姿は、

スマスイブだった。私は雪

とクリスマス・ディナーを出

20 キロくらいあっただろうか。ここでは雪が降っ

深い山里の小屋で、一人き

してくれた。こんな日本の果

ておらず、海岸は地面が凍っていて歩きやすいも

りのクリスマスの夜を過ご

てでロースト・ターキーがあ

のだった。私は海岸沿いを歩くことにした。しば

していた。

るなんて夢のようだと驚い

らく進むと、前方から人がこちらに歩いてくるの

た。

が小さく見えた。ところがその人物と私がかち合

イエスはこの小屋と同じ
くらい貧しい馬小屋で生誕

長い間食事らしい食事を

うまでにゆうに１時間はかかった。

礼文島 ごんのうら

20

月刊 ふれいざー Toronto

October 2021

Fraser Monthly Toronto

We are 29 years old!

その人は私に声をかけ、一緒に歩いてもいいか
と聞き、私と並んで歩き出す。なぜ彼がもと来た
方向に引き返すのか、私は不思議だったが、とり
あえず二人で歩き始めた。
「この先に喫茶店があるからコーヒーを飲もう」

星の話

小笠原 行秀

と彼が横道に入った。寒くて体が凍りそうなので
私は喜んでお供した。

星を眺めたことはおありでしょうか。夜空を見上げることは楽しいものです。世界

コーヒーを飲みながら、

中の都会の中で、ここほど空気が澄んでいて夜空がきれいなところは、そうはないで

「歩いている途中、何か見たか？」

しょう。強いて言えば、豪州のパースがそうでしょうか。私たちは恵まれた所に住ん

と聞かれ、私は

でいます。その恩典を生かさない手はありません。同好の士が増えることへのお手伝

「破損した漁船を見た」

いともなればと願って、この駄文となっております。さて、空を眺めるにあたって少

と答えた。

しでも星のこと、天文学の初歩を知っていれば楽しみは倍増することでしょう。

「ほかには？」

ところで、皆さん、空を見上げるに際して、どちらを向いているかは判っていらっしゃ

そういえば、銀色の何だかわけのわからない物

いましょうね。くどいようですが、ちょっと復習をしておきましょう。地図を開いて

体があったことを話すと、それはここから何キロ

みて、上下に走っている直線の道路は大体において南北になっています。上が北です。

くらい離れたところか、触ってみたか、などの質

横にはしっている道路は東西で、右が東です。空を見上げるに際して、これだけは確

問をしてくる。そのあげく、

認しておいてください。さらに言えば、Nortth Vancouver は名前のとおり北です。西

「見せたい写真があるから、
ちょっと一緒に……」

は UBC です。

と案内されたところは警察署だった。
そこで何と、

もうひとつ、星の高度とは、水平線から頭の真上までを 90 等分して、１度２度……

見せられた写真は魚雷だった。ギョ、ギョッ。触

と数えていきます。方角は、北と東の間を北東と呼び、さらにその間は北北東と東北

らなくて良かった！

東になります。

稚内はロシアに近いので、時々ロシアの漁師が
ひげ

来るらしい。髭を生やした私はロシア人だと思わ

え？ もう閉口ですか？ 我慢我慢。北は Grouse Mountain。お日様が１番高い時（夏
至の午後１時）の方向が南、お彼岸の日にお日様が出てきたところが東です。

れたのだろう。日本語が話せるし、所持品を全部

さあ、これで準備はできました。

見せて内地から来たことをわかってもらえたが、

では先ず、さしあたって目立つ星は、北斗七星です。陽が沈んだ後、一番星は東を

時が時なら怪しまれて逮捕されていたかもしれな

向いて頭の真上、七夕の織姫ですが、目立つ点では星座の北斗七星ですね。西の空 45

い。

度くらいの高さでしょうか。北斗七星だけはどなたでもご存じでしょう。一番わかり

こんなことで時間をつぶし、紹介された牧師の

やすい星座です。英語名は Dipper、あるいは North Dipper、どちらも同じ意味ですね。

家に着いたのは夜中近くだった。教会のドアの鍵

大きな柄杓の恰好。４つの星が右下がりになった杓の部分。その左上の方に山形に曲

がかかっていなかったので中に入って行くと、奥

がった３つの星が柄の部分。まさに水を撒こうとする柄杓そのものです。

が牧師さんの住居になっていた。皆、眠っている
らしく真っ暗だ。こんなに遅く迷惑をかけてしま
うな、と思いながらも、

さて、こうして空を眺めるにあたって、何時ごろを基準にしているかと言いますと、
日没の後、１時間半くらい、各月の 15 日ごろ、としておきましょう。
今回はここら辺にしておきます。次回も楽しみにしておいてください。

「こんばんは」
と声をかけて一階の部屋を探してみたが、誰もい
ない。そのまま二階に上がってみた。
真夜中近くの突然の侵入者に、牧師さんがどん
なにびっくりされたか……。どうぞ皆さん、ご想
像ください。		

（つづく）

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。
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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

お姫様気分を味わいたいレディ達へのドリンク
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

大人なプリンセスにぴったりなマティーニ

カクテル言葉は「夢見る少女」

Princess Martini プリンセスマティーニ
（A）ジン
ザクロジュース

45ml
45ml

クランベリージュース
グレナデン

45ml

少量

Cinderella シンデレラ
オレンジジュース

20ml

レモンジュース

20ml

パイナップルジュース

20ml

１）氷入りのシェイカーにジュース３種

レモン・ライムソーダ

を入れてシェイクする。

ベリー 飾り用

２）カクテルグラスに注いで完成。

１）氷入りのシェイカーに（A）
の材料を全部入れシェイク
する。

lthyで

Hea

２）カクテルグラスに注ぎ、そ
の上にレモン・ライムソー
ダを注ぎ加える。

上田

３）ベリーを飾り完成

麗子

スコーン

* 飾り用のベリーはラズベリーや苺などお好みで。

スコーンはイギリスの代表的な焼き菓子です。
ビスケットとケーキの中間的存在で午後のティータイムには紅茶と共に不可欠
です。イギリスの女の子がママから始めて習うお菓子です。
各家庭、ティハウスでレシピが異なります。

材

			
干しそば
１わ

料 （４～５人分）

小麦粉

200ｇ

ベーキングパウダー 小さじ２強
バターorマーガリン 50ｇ
さとう

25ｇ

卵

１個

牛乳

大３

１．小麦粉とベーキングパウダーを一緒にボールにふるい入れる。
２．バターを加え小麦粉とバターを指でつまんでこすり合わせ
ながらパン粉のようにする。
作り方

３．さとうを加える。
４．卵と牛乳を加え生地をまとめる。
５．小麦粉をふった台の上で生地を２cm厚さにのばす。
６．型でぬきシートを敷いた天板に並べる。余った生地も型で
ぬく。
７．溶き卵を塗り、220度のオーブ
ンで10～15分こんがりと焼く。

○イギリスでは生クリームより濃度の濃い
クロテッドクリームというのがあり、
それとストロベリージャムを、横２つに
切ったスコーンの間につけて紅茶と一緒
にいただきます。
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＜ with コロナ時代

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。

お家時間充実リノベーション＞

「巣ごもり」需要が高まるコロナ渦の現在、”
きなグラビアを集め、出来上がりのイメージ
新しいライフスタイルを” と、リノベーション
やスタイルを決定します。アプライアンスや
が求められています。リモートワークにオンラ
設備の情報などは、人気や使い易さ、レビュー
インクラスを始め仕事とプライベートの差がな
を確認しましょう。
くなる中、仕事と家事を効率的に、かつプライ ③テイスト＆グレード感の決定：①で選んだグ
ベートではもっと楽しい空間を作りたい「職と
ラビアをもとに、似たような床材や壁のペイ
住」、お料理や趣味をもっと本格的に楽しめる
ントのサンプルを取り寄せます。実際にサン
家にしたいなど「お家時間の質の向上」リノベー
プルを見ると、テクスチャーや色合いから
ションが大変人気になっています。
もっと深く自分が好きなテイストを知る事が
今まで一度もリノベーションの経験のない方
出来ます。同じ様なタイルや床材でもグレー
でも、どの様に計画し着工までにどんなステッ
ドが変わると風合いが全く異なります。予算
プ踏めば良いかを簡単にまとめました。
ありきのアップグレード？ミドルエンド？ハ
①リノベーションの目的の明確化：「キッチン
イエンド？どのグレードの材料でまとめるかを
の利便性と快適さを up」「バスルームを日本
決める事で全体の予算を決め易くなります。
のお風呂の様に」
「在宅ワークを快適に」など、 ④予算や相場の確認：コロナ渦とそれ以前で大
叶えたい希望と現状の問題点を合わせてリス
きく異なる点は材料費や人件費が日々上昇し
ト化出来ると良いですね。一度のリノベー
ているという点です。リノベーションコスト
ションでの実現は無理かもしれませんが、ウィ
の相場は数年前と全く異なる上に、納期が数
ズコロナの時代でも最終的に実現できる空間
か月以上かかる事も考えられます。工事の前
で楽しいライフスタイルを送れるようなイ
に予め予算と納期を把握しておく事が重要で
メージで理想の形をまとめてみましょう。
す。早めにデポジットを支払い仮オーダーを
②情報収集：どこをどの様にリノベーションし
し、値段を押さえておくのも良いかと思いま
たいか決まったら、Pinterest など SNS で好
す。省エネ商品に対してのリベートもあるの

で合わせてご確認下さい。
⑤スケジュールの設定： リノベーションを始め
るにあたり、ビルディングパーミットが必要
かどうか、工事会社のスケジュールと着工時
期、材料の納期などを確認しましょう。コロ
ナ前よりデリバリーに時間がかかると予測し、
早め早めに準備をしてスケジュールを立てる
事をお勧めします。
新たなライフスタイルの実現に向けたリノ
ベーションの最初の一歩のお手伝いになれば幸
いです。
（Interior Design 清水嗣保子）

Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
Round ９

【世直しボクサー】エイジ

Sad Boxer. Bad Water.

ちびっ子たちへ、
ボクサーはカッパを着て、毎日 5-10 キロ走って、ジムでの 2 時間の地獄のトレーニングを

広告の御用命は下記まで

やっても絶食をする。筆者の 2 人目のチャンピオン横田広明は 2 週間絶食してた。水も飲ま

『月刊ふれいざー TORONTO』は、

ないのはわかってる。
「普通に生きたら凡人で終わる。それじゃあ生きた価値がない」のも同

toronto@thefraser.com

ない。他の選手も自らの選択。ボクサーに何かを強制したことはない。
明日は晴れる見込みがゼロでも、毎日殴られても自分に挑む。科学的にも医学的にもいけ

皆様の投稿をお待ちしております。

時にわかってる。新宿や渋谷でゲラゲラやってるのが 99% だからこそ「俺は俺を生きる」

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。

て帰った。歩く力が残ってない。下宿には着いたが二階への階段は上がれなかった。

練習後、明大前の駅から下宿まで、呑んだくれ学生がわんさかいる中をイモムシみたいに這っ
食事は空想。カラの皿の上には分厚いステーキ、
コップにはオレンジジュースがなみなみと。
ナイフで透明ステーキを切って、カラのコップを飲み干して「あー！腹いっぱい！」と声に
出す。口の中はサハラ砂漠で夜は一睡もできない。
幅が 30 センチ足らずのテレビをつけて音で気持ちを紛らわせる。そんな夜、アフリカのガ
リガリのお母さんが骨ホネに痩せた赤ちゃんにプラスチックのカケラですくった泥水を飲ま

コミュニティ団体の非営利

せる映像が。
「飲んだら死ぬかも。飲まなきゃもっと死ぬ」という選択。俺は強烈なパンチを

イベントのお知らせ などにも、

で選んでやってるクセに。あの子たちを見ろ。一生どころか次の次の世代もなんにもない」
「ヌ

食らった。ほんの数ヶ月、水を飲めないことで泣きべそをかいてた自分に「恥を知れ！自分

ご遠慮なくご活用ください。

ケヌケと知らんぷりして、自分だけがヌクヌクと暮らす奴になるな。人を救え」と、その夜

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。

に決めた。
19 才から始まった、あの日々の先に待っててくれたのは、まったく新しい未知の世界。す
べてが変わった。
空腹な子どもたちにいっぱい食べてもらいたい。

www.thefraser.com
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心のきらり 本当の自分への旅
カサクラング 千冬

Sade Counselling

＝自分らしく生きる＝

心理カウンセラー

心 のケ ア
カサクラング 千冬

良さを見つけ出しその人の才能を引き出しなが

もずっと同じルールや考えで生きているので

く青い空が広がる日を何日か経験することがで

らみんなを引っ張っていくことのできる人。

しょうか。

きましたが、皆さんいかがお過ごしでしょう

――色んな才能を持つ人がいます。誰一人とし

自分らしくないと考える方がとても多く存在

か？

て自分と全て同じ人はいません。誰一人として

します。人に合わせないといけない、社会が受

り、今までとは全く違う現実を迎えています。 何も才能を持たない人もいません。皆さんそれ

け入れる枠に自分をはめないといけない。そう

夏の終わりが来たかと思えば、また素晴らし

予防接種のパスポートによる制限が始ま
どんど

ぞれが才能、能力、性格、特徴などが緻密に組

いった環境から生み出される不快感、怒り、悲

ん苦しいことが起きる暗い闇の未来が待ってい

み合わされ、あなたという唯一無二な人が作ら

しみ、自責の念、後悔、恨み、嫉妬、自虐の考え。

るのか、私達がそれぞれ自分らしく才能を活か

れたのです。そんな特別なあなたがなぜ自分を

それらが本来の自分を隠し、自分を見失う原因

し、思いやりを持ってお互いを高め合い助け合

疑い、嫌い、苦しむのでしょうか？

私達は社

になっています。一度、自分を苦しませている

い、共に柔軟に何でも乗り越えていける未来が

会の中で、共存し助け合い愛し合うために存在

今までの経験から学んだ考えや信念、ルールに

待っているのか。可能性は半分ずつ、全く同じ

します。その社会が同時に私達を苦しめてきま

目を向けてみませんか？

この現実をあなたはどう捉えますか？

目を向けて、必要な

です。あなたの望む未来へ目を向けてください。 した。過去の経験から作られたルール、組織、 いと感じれば手放すことができます。
今月 10 月のオンラインセミナーのテーマは

仕組み、考え、信念。私達を守り向上させるた

まず一番最初にするべきことは、苦しんでい

「自分」を考えます。本来のあなたとはどんな

めに一度生まれたものでも、今は逆に私達を妨

る自分は本来の素晴らしい自分でない、と気が

げ、苦しく窮屈な枠の中へ閉じ込めているので

付くことです。皆さんがご自分を取り戻し、本

す。

来の自分として心地良く生きていくことのでき

人ですか？

温かく人を包み込む大きな優しさ

を持つ人。丁寧に詳細まできっちり見える几帳

る日が１日も早く訪れますよう心から願ってい

生活の中で私達は常に何を改善できるか、ど

面な人。明るく周りを楽しませることのできる
人。常に新しいことを発見しどんな疑問からも

うすればもっと便利になるかを考えています。 ます。

答えを出すことのできる人。素晴らしい想像力

では、なぜ私達の生き方は全く改善されず、今

でゼロから物を作り出すことのできる人。人の

スパイスの達人

Pumpkin Pie Spice パンプキンパイのスパイスミックス

カナダの感謝祭は 10 月で、アメリカより１ヶ月

キンパイ。シンプルなパイなのに、バニラアイス

早いのは、やはり寒冷地だからでしょうか。この

クリームや生クリームだけでいただくのが最高で

時期、パンプキンと呼ばれるオレンジ色のかぼちゃ

す。でもそれはこのスパイスミックスのおかげ。

が出回ります。そして月末のハロウィーンがおわ

このコンビネーションがこのパイの味を際立たせ

ると、店頭から忽然と消えるのです。パンプキン

てくれるんですね。
シナモン４、ジンジャー２、オールスパイス１、

て、かぼちゃ全般のことはスクウォッシュといい

クローブ１、そして先月ご紹介したナツメグ１、

ます。

の割合で混ぜ合わせたものが一般的なミックスで

先住民に感謝の気持ちをこめてご馳走したことか

す。クローブの香りは強いので、加減しながら入
れてください。

ら始まります。移住当時に持ってきた種がうまく

このミックス、パイ以外のものにも使えます。

育たず、冬を越せない状態だったときに、先住民

ほかのかぼちゃ料理はもちろんのこと、ケーキや

の人たちが食べ物や、翌年に蒔く種をわけてくれ

クッキーに混ぜてもおいしいし、りんごやサツマ

ました。命拾いをした彼らは、翌年豊かな実りを

イモのお菓子にも合います。そしてカスタードを

先住民の人たちとわけあったと伝えられています。

使うお菓子に入れても目先が変わってすてきで

カナダも長くアメリカと同じように 11 月の木曜

す。バニラの香りと合うからでしょうか。この

日に祝ってきたのですが、1957 年に正式に 10 月

ミックスに使われているスパイスは、冬のスパイ

の第 2 月曜日と決まりました。家族や友人ととも

スとも呼ばれ、ヨーロッパでは古くから温かいお

に収穫を神に感謝し、神の恵みを分かち合う日、

菓子や飲み物に使われてきました。地域によって、

と定められたそうです。

微妙にレシピが違ってくるのも興味深いところで

さて、感謝祭とハロウィーンといえば、パンプ
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【材料】
（3 杯分）
牛乳： 720ml
砂糖： 小さじ４（好みで）

というのはこのオレンジのかぼちゃの名前であっ

感謝祭はヨーロッパから移住してきた人々が、

パンプキン・スパイス・ラテ

バニラエッセンス： 小さじ 1/2
パンプキンパイ・スパイス：
小さじ 1/2 と飾りに少々
倍の濃さに淹れたコーヒー：180ml
生クリーム（砂糖を加えて泡立てる）
：
大さじ３

【作り方】
沸かした牛乳と砂糖、バニラ、スパイスミッ
クスをブレンダーで泡立つまで混ぜる。コー
ヒーマグ 3 杯に注ぎ分け、コーヒーを 60ml
ずつ加える。泡立てた生クリームをうかべ、
スパイスミックスをひとつまみふりかける。

（文：てぬきねこレシピ：http://plaza.rakuten.co.jp/tenukineko）

We are 29 years old!

自然と生きる
高橋 清

キノコ

キノコ採りの楽しみは、何と言っても道も無い山中や森を歩き、この大
地を支えている普段あまり気の付けない生き物を見ること。他の季節には
木の枝にとまる鳥たちを探してウワノソラであることが多いが、キノコ採
りはそれと違って、地表に 静まり返っている美しいコケ、紅葉に染まった
可憐な植物などが、ひそかに「ここも見て」と声を掛けてくる。冬支度に
忙しい昆虫や、この世で最後の数日を過ごすハチ、蝶、蛾などの小動物な
どを見ながら彼らの一生を思い、季節の終わりがそこまで来ている気配を
感じる。キノコはあれば良し、
無ければ無いで他にいくらでも楽しみがある。

Princemushroom

僕にとっては色々とものを考えさせてくれる大好きな秋である。そして少
しでもキノコが採れれば、河原に出て吸い物を作ったり、キノコを焼いた
りしてお弁当が楽しめる。
野生のキノコは、カナダ人やアメリカ人はあまり興味を持たないが、ア
ジアやヨーロッパでは季節の楽しみの一つ。スーパー・マーケットで売ら
れる Oyster Mushroom（ヒラタケ）は１年中いつでも店に並び、季節感が
無いが、自然地で春と秋に広葉樹、特にコットンウッドやカエデの枯れ木
に生える野生種は、栽培されたものより歯ごたえがあってはるかに美味し
い。ただ、致命的な毒を持ったキノコも隣り合わせで生えるから、野生キ
ノコを食べて腹痛を起したり、命を危険に曝すことは馬鹿げている。キノ
コ採りで秋の味覚を楽しみたい人には、マツタケ以外にも面白いキノコが
沢山あることを知ってほしい。そして必ず図鑑を持ち、少しでも疑いのあ
るキノコには触れない様にしなくてはならない。うろ覚えほど危険なこと
は無い。
毎年のように、なぜか狂気じみてくる日本人もいるほどマツタケは関心の
的だが、マツタケの生える山には日本人の捨てたものと思われる日本食の包
みが捨ててあり、そのうえ必ずマツタケとよく似たキノコが抜いたり踏みつ

Matsutake

けられて捨ててある。採ってはみたけれど松茸では無かったからだろうが、
そのいくつかは味は違うが食べられるもので、意味もなく自然の植生を破壊

のマツタケが日本輸出に優位だが、規制の少ない野生の植生を環境のこと

しているのを見ると情けない。いつか山の中で会った先住民の男性から「山

も考えずに採取することが、
『自然を好む』と言われる日本人のすることだ

を荒らされて困る……」と言われ、身が縮む思いがした。森の貴重な腐葉土

ろうか。カナダ西海岸のマツタケの生息地が破壊され始めたのを期に、多

をほじくり返したまま放っておけば、そこが乾いて森の生物の温床が壊され

くの野生地が『自然公園』或いは『自然公園予定地』として転換され、採

る。お弁当の殻が山の中に散らかって野生動物に害を与える。今はメキシコ

取が禁止となったのは止むを得ない事だ。継続して楽しむにはそれなりの
気配りが必要である。ちなみに、カナダでは制定された『公園』および『公
園予定地』内からは一切、厳密に言えば公園地からは小石一つでも持ち出
すことは禁止されている。それを放置することによって自然財が減り、植
生が崩れ、結果として自然の生態が荒れるからである。
自然地で知っておかなくてはならないことは、先ず植生を出来るだけ踏
みつけないこと、訳も無く引き抜かないこと、抜いたり切り取ったりした
あとは腐葉土でならすことである。そしてキノコを判別する最も信頼の置
けるのは Spore Print（胞子紋）
。成長したキノコは胞子を放出し続けてい
るのでその胞子を数時間掛けて紙の上に落とし、色を判別するわけである。
人の指紋のように、胞子は各キノコ独自の色を持ち、多くの図鑑には必ず
その色の情報が出ている。百パーセント確信が持てないキノコは先ず必ず
胞子紋を調べ、同じ胞子紋の色を持つ毒キノコがある場合は決して食べな
いことは最低限度の知識だ。キノコを採ったあとの地面をならし、穴を塞
ぎ、来年また、恵みの豊かな自然を楽しみたいものである。
（ 参 考 図 鑑、
「The New Savoy Wild Mushroom」
、Margaret McKenny と
Daniel E. Stuntz の 共 著 で University of Washington Press 刊 行、ISBN ＝
＃ 295-96480-4 は解説が明確で、北米西岸のキノコをよく収録してある。
）
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日本の企業社会
(261)

中根 雅夫
依然として終息の見込みが立たないコロナ禍の
さなかにあって、さらには、人生 100 年の時代

れた喜びを低下させるという見方もあります。

ウェルビーイング（身体的・精神的・社会的に良

さらに、読者の多くが認めると思われますが、 好な状態にあること）への対応が求められるよう

を迎えつつあるなかで、幸福ということを改めて

物質的な豊かさが必ずしも精神的な豊かさを高め

考えてみる必要があると思います。

になってきています。

るわけではないという実態報告もあります。たと

これからの企業は、たんに「病気でない」状態

ちなみに経済学は本来、人間の幸福について考

えば近年の若年層が非行に走る原因には過飽和が

の確保をめざす取り組みではなく、従業員がその

える学問ですが、これまでの経済学とは異なるア

もたらす空虚感があるという調査結果や、文明の

人本来の能力を十分に発揮できる状態を作り出す

プローチで、
幸福そのものを経済学で研究する「幸

利器であるテレビがわれわれから想像力を奪って

ことを目的とする必要があります。

福の経済学」に関心が寄せられています。

いるという考えがあります。

従来の経済学は、人間の幸福を測る指標として、

ちなみに、ワーク・エンゲイジメントが注目さ

現代の日本は、物質的な豊かさと精神的な豊か

れています。これについて、バーンアウト（燃え

所得や GDP（国内総生産：一定期間内に国内で

さがアンバランスな関係にあると受け止められて

尽き症候群）の研究で著名なシャウフェリは、仕

新たに生み出されたモノやサービスの付加価値の

もいます。

事に関連するポジティブで充実した心理状態であ

合計額）を採用してきました。
しかし、言うまでもなく、人間の幸福がすべて
お金の多寡で決定づけられるわけではありませ
ん。

こう考えると、物質的な豊かさがむしろ社会に

り、活力、熱意、没頭によって特徴づけられ、特

想像以上にある種の弊害を生じさせる面があるこ

定の対象、出来事、個人、行動などに向けられた

とが懸念されます。

一時的な状態ではなく、仕事に向けられた持続的

いずれにしても、人生の長期化に伴って、これ

かつ全般的な感情と認知であるとしています。

幸福の経済学では、幸福度を測るのに、生活満

までよりも様々な選択に迫られることになり、そ

ここで改めて留意しなければならない点は、自

足度（仕事と生活や健康維持の満足など、いくつ

の意味で、自分の立ち位置を主体的に決めて、そ

律的な働き方が重視されて、多様な人材が活躍し

かの分野で生活に満足しているかを 0 点～ 10 点

れに見合った人生設計を立てることが必要となり

ていく時代に、従来のような統制的な管理でウェ

で自己申告するもの）という指標を用いています。 ます。無力感や諦念は、将来の機会を逃すだけで

ルビーイングを実現することは困難であるという

日本における GDP と生活満足度の関係を時系列

なく、健康を損なうリスクをもたらすことにもな

ことです。

でみた調査結果によると、1 人当たりの実質 GDP

ります。

に比べても生活満足度はほとんど伸びていないこ
とが明らかになっています。

他方で、従業員自身の自己管理と、自己管理を

加えて、幸福感を高めるには、向社会的行動（他
の個人や集団を助けようとしたり，こうした人々

長寿化する状況下では、金銭的な有形資産だけ
では幸福を長く持続することはできません。家庭

のためになることをしようとしてなされた自主的
な行為）の取り組みをあげることができます。

支援するマネジメントへの転換が求められるよう
になります。
それには、これまで以上に組織のミッションや
理念などの共有が重要となってきます。

や友人関係、健康、社会参加といった無形資産の

じっさい、既存の調査結果によると、人に親切

確保がいっそう重要となります。じっさい、物質

にすると幸福感を知覚するということが明らかに

支援とフィードバックをとおして方向性を共有す

的な快楽は長続きしないという見解があります。

なっています。ボランティア活動などはこの典型

るマネジメントが求められるようになります。

また、お金は人が最高に贅沢な喜びを味わうこ
とを可能にしますが、そのために、日常のありふ

また、管理職には、部下の自主性を尊重しつつ、

的な行動でしょう。
当然のことながら、マネジメントの世界にも、

はなしの箸やすめ

無愛

想子

あきれた !!
＊

テキサスの男が泥棒をして捕まった。彼は２年の実刑よりは

＊

ニューハンプシャー州に住むマギーは、まもなく 40 歳の誕

9.600 ドルの罰金を払うほうを選んだ。そして裁判所に偽造チェッ

生日を迎えようとしていたが、この憂鬱な誕生日を吹っ飛ばす

クで 9,600 ドルを支払った。このため、彼は２年プラス８年刑務

ようなことをしたいと考え、結局 “列車強盗” をすることにした。

所に入ることになった。

汽車の会社の経営者の許可を得て、マギーとその友達は、カウボー

＊

スーパーヘ行くと、ときどき果物をつまんで食べている人を

イ姿で馬にまたがり、空砲を鳴らしながら列車を襲撃した。しか

見る。このときは２歳くらいの双子の女の子が大きなリンゴをか

し、乗客はもとより、運転手も車掌も何も聞いていなかったので

じっているのを見た。母親は子供たちが３分の１ほど食べたら、

大混乱。これを見て胸がスッキリしたマギーは、すぐに皆にこの

そっと棚の奥のほうのリンゴの間にそれを隠した。こうやって子

計画を白状し、キャンディーを配ってお詫びをした。

供達は、どうやって物を盗むかを親に教えてもらうのだ。

26

月刊 ふれいざー Toronto

October 2021

Fraser Monthly Toronto

We are 29 years old!

窓 を開

連載エッセイ

人生の垢
2009 年から今まで 12 年と少し、横浜黄金町

ネットオークションに出せば、それなりの値

に仕事場を置いていた。

段で売れるはずのものも多いけれど、オーク

黄金町では、アーティスト・イン・レジデンス、 ションでのやりとりも面倒だし、運送業者に渡
つまり、特定の地域に集積してアーティストの

せるように梱包する手間も馬鹿にならない。60

アトリエや住居を提供する仕組が横浜市の助成

歳代半ばになると、残りの人生もそれほど長く

で行われている。

ないから、時は金なり、わずかな金を手にする

港 も見

ければ

黄金町は往時には 250 軒の店があった元売

よりもできるだけ手間と時間を節約したい。

春街で、当時の建物がたくさん空き家として残

とりあえず「もらってください」リストを作っ

されている。売春専用の転用のきかない建物を

てネット上に公開し、アーティスト仲間や他の

アーティストに貸すことで、空き家だらけの区

知り合いに引き取ってもらう活動を始めた。

域を町として再生する事業が行われている。

でも、それだけでは、まだ大量の物が残る。

その結果、仕事場周辺は世界中のアーティス

持ち帰るにしても、家の自室は自室で物が溢れ

トが往来する面白い町になっているのだけれ

ているから、そこも整理が必要だ。

える

ど、昨年からずっとコロナ禍が続いて、残念な

そういえば、自宅にはピアノ練習室だったは

ことに、地域にいるアーティスト同士の交流が

ずの窓のない狭いスペースがあった。義母から

細ってしまった。この夏には涼しい長野県蓼科

譲り受けたピアノだが、調律を頻繁にしないと

高原に仕事場をつくったこともあり、住み慣れ

音が濁って楽しくなくなる。楽しくないと弾か

た横浜の仕事場を引き払うことにした。

なくなる、と悪循環で「ピアノ室」は「ピアノ

過去 12 年の間、黄金町地域の 5 箇所を転々

が場所を塞いでいる倉庫」に成り果てていた。

としながら執筆活動をし、時にはアートイベン

そこからピアノがなくなれば……。

阿川 大樹

トに、写真、映像、音楽などの作品で参加して

1967 年製のヤマハ・アップライトピアノも「も

きた。引っ越すたびにそれぞれの場所で新たに

らってください」リストに加わった。もらい手

必要になるものがある。映像や音楽を作る機材

が出て来てくれなかったら、お金を払って専門

も増えていく。長時間過ごす生活のための物も

業者に処分を依頼しなくてはならない。

増えていく。

改めて、年月を経て人生の垢のように増えて

というわけで、仕事場を引き払っても、すべ

いく物に埋もれて生きていたことを自覚する。

てを自宅へ持ち帰ることができない量のあれや

横浜では、自宅にも黄金町の仕事場にも、垢

これやの物が溜まってしまった。

がたくさん溜まっている。蓼科の仕事場は、何

スピーカー、アンプ、マイクスタンド、デスク、 もないところに必要なものが足されていっただ
テーブル、ミキシングコンソール、簡易ベッド、 けで、とてもシンプルで暮らしやすい空間に
マルチトラックレコーダー、充電式ドライバー

なっている。

ドリル、……およそ小説家の事務所にあったも

事務所の撤退は、垢を落とす、ひとつのいい

のとは思えないものも多い。

機会のように思えてきた。

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

今年 4 月から
「Gifts and Things」
にリニューアル。トレンドに敏感なバンクー
バーっ子が仕事帰りや週末に立ち寄り、毎週来店するリピーターも急増中。

水を吸収する優れもの。
Wildflower 等のヴィンテージアート柄のトートバッグは生地も丈夫で使い

ホリデーギフト探しを始めた方には、アートなデザインの ジグソーパズル

勝手も Good。最近では紙のギフトバッグに代わり後でエコバックにも使え

やオーナメントが定番人気です。動物好きが喜ぶキュートなオブジェや Travel

るトートにプレゼントを入れて渡すエコ スマートな新スタイルが注目されて

Mug、ステーショナリーもお薦めです。愛犬＆愛猫に似ているデザインを選

います。

ぶお客さんが多く、ドアマットは入荷してもすぐ完売するほど大人気。ユニー

カナダはグリーティングカード文化と言えるほど重要なアイテム。バリ

クなポーズが愛らしいアニマル Tea infuser をマグカップや紅茶、ポーチと合

エーション豊富なグリーティングカードの中から自分らしさを表現できる１

わせてギフトセットにするも良いですね。

枚を選んで、大切な相手へのメッセージを添えて渡しましょう。

料理が楽しくなる Kitchen コレクションの中でもヴィンテージ デザインの

商品は頻繁にアップデートされるので、詳しい情報は HP やインスタで確

ティータオルとエプロンは一番人気。ティータオルを部屋にタペストリーと

認を。部屋の模様替えのアイディアやタイプ別ギフトやカード、自分へのご

して飾ったお客さんがいたほどスタイリッシュなデザインばかり。カラフル

褒美も見つけられる One-Stop Shop な雑貨店、是非 Check it out ！

でポップなアニマルプリントが目を引く Swedish Cloth は普通タオルの 15 倍

						

Gifts and Things

（H.J.）

359 Water St, Vancouver www.giftandthings.ca
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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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2021 年９月の TREB 全域の全物件タイプの平

内 +7.2%、市外 +26.5%)、準戸建て ( セミデタッ

状です。それだけのスピードで建設が進まない

均価格は $1,136,280 で、昨年同月の $960,613

チ ) が +20.8%( 市 内 +13.9%、 市 外 +25.2%)、 のです。政府は長期的に需要をサポートするよ

から +18.3% の上昇でした。９月の総取引数は

最後にコンドアパートが +11.6%( 市内 +8.5%、 うなポリシーを打ち出していますが、短中期で

9,046 件で 2020 年 9 月比で -18.0% と比較的大

市外 +18.0%) の順に並んでいます。全物件タイ

はインパクトに欠けると思われ、これからも不

きく減少しています。新規リスティング数は

プで郊外の伸びが市外を上回っているのは以前

動産価格は上昇傾向を続けるとの意見が大部を

-34.0%、有効リスティング数に至っては -49.4%

からの傾向とは言え、留意すべき点でしょう。 占めています。すると都市部から郊外そしてそ

とほぼ半数となり物件不足の傾向が見て取れま

トロントそしてカナダの多くの都市部とその

の先へ移動する ( せざるを得ない ) 層はさらに

周辺でも同じ事が言えるのですが、人口増加の

増加すると見られ、年齢別人口分布や都市計画

この秋のマーケットは比較的スローなスター

スピードには驚くべきものがあります。連邦政

などにも影響が出て来るでしょう。

トとなった模様です。平均売却日数は -13.6%

府のポリシーなどから見ても不思議ではないで

と動きは比較的速いですね。昨年はコロナ下一

すが。人口が都市部に集まりやすいのはそこに

年目だったのでその影響もあるのですが。

仕事がある事が主要因ですが、人口増加と集中

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 +28.9%( 市 内 +19.5%、 市 外
+31.4%) をトップにタウンハウスが +21.5%( 市

ニコニコエンジェルズ卒業

決定打となる解決案の無い難しい問題です
ね。

により当然の事ながら需要は高まります。不動
産はその最たるものの 1 つですね。
問題は供給が需要に全く追い付いていない現

阿部山 優子

ニコニコ生活・小統計

ニコニコホームケアには常時 30 名近くのケアギバーが在職
し、生活支援、身体介護をさせて頂いています。そのうち多く
の方が日本で介護士、看護師であり、経験豊富な方々です。そ
の中にいる Y ちゃんと、A ちゃんと、E ちゃんがこの度無事にカ
ナダで看護師になるという目標を達成しようとしています。

Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

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。

ご存じのように、カナダで医療従事者になることは簡単では

私は小山を登り続けることをお勧めしています。まずはこち

■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

らで介護士になって、数年働いて、その後 LPN, そして RN と

お気軽に日本語でお問合せください。

Bridge プログラムを通して正看護師になる道があります。小山

Sales Representative

ありません。日本で看護師の方がカナダに来て再び看護師にな
りたい、だからこそ医療の世界で勉強させて欲しいとニコニコ
の門を叩いてくれます。しかし多くが、目の前にそびえ立つ山
に圧倒され、登りきる事が出来ませんでした。だから今回初め
てニコニコから卒業生がでることがとても嬉しいです。
一方で大きな夢と希望を抱いてカナダに来た看護師さんに、

方式の方がカナダの生活様式や英語を学びながらスムーズにカ

D.H. Toko Liu（劉 東滉）

ナディアンライフに適応できると思います。

Cell: 416-894-6049

先日 BC 州の今必要とされている職業第１位にナースとありま

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

した。UBC の看護学部の定員は 120 名ですが、そこに 600 名以
上の応募があったと聞きました。今後もっと需要がある為、定
員枠を増やすことや、海外のナースが働ける道も広がると思い
ます。先日卒業するエンジェルズに私は言いました。「これから
が本番でもっと道は険しいよ。でも諦めちゃだめよ」と言うと、
皆笑顔で元気に「はい！」と答えました。とても頼もしく思え
ました。きっとカナダで素晴らしい看護師になってくれると思
います、卒業おめでとう。
					

www.thefraser.com

（続く）

BOSLEY REAL ESTATE LTD., BROKERAGE
103 Vanderhoof
VanderhoofAve.,Toronto,
Ave, Toronto,Ontario
ON M4G
M4G2H5
2H5
office: 416-481-6137
416-322-8000 Fax: 416-480-2548
www.bosleyrealestate.com
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田中 裕介
The 46th Toronto International Film Festival

映画祭は人間の万華鏡
今年の TIFF も長引くコロナ禍の影響で劇場上映

また北へ移動する。母はマリア

は人数限定、デジタル上映が中心となった。オン

を頭に 4 人の子供を抱えて一言

ラインで見た 10 数本のうち、カナダのセバスチャ

も不満を漏らさず夫に従う。こ

ン・ピロテ監督「マリア・シャプドレーヌ」と濱

の夫婦は「安楽」な生活を夢見

口龍作監督「ドライブ・マイ・カー」の 2 本を紹

ながら、もうじき手に入る頃に

介したい。

なると、それを拒否して「結局つらい生活を死ぬ
「先住民の映像作家アラニス・オボンサウィンを顕

フランス植民地「ケベック」
ル イ・ エ モ ン（Louis Hemon） 作「Maria
Chapdelain（邦題「白き処女地」
）
」は、エモンの

“Drive My Car” directed by Ryusuke Hamaguchi (photo:TIFF)

まで」続けてゆく。作者エモンはこの夫婦に開拓彰する」である。彼女の作品群はカナダの植民地
者魂を見ていた。だが、長女マリアは自分の人生主義と人種差別を批判する内容で貫かれている。
を考える年齢に達した時、冷酷な自然環境と家畜この点を踏まえてこの作品を見ると、失われたカ
に支配される生活を心の中で厭い始めていた。

死後 7 年目の 1921 年にフランスで出版され爆発

ナダの大自然とその守護者としての先住民の歴史、

そこへ３人の若者が求婚者として現れるのだ。
開拓者、われわれ移民との関係性があらためて鮮

的な人気を得た。邦訳「白き処女地」は 1962 年

一人はマリアがひそかに憧れていた幼な馴染み、
明に見えてきた。

に山内義雄訳で出版されている。山内は「あとが

土地を売り払って毛皮の買い付けに来る欧州人の

き」に「フランス人であるかぎり、おそらくルイ・

ガイドなどをしている。二人目はアメリカに移住ドライブ・マイ・カー

エモン（1880 〜 1913）の名を知らないものはひ

して工場で働く、都会の雰囲気を持つ男。彼はマ この作品の原作は村上春樹著「Drive My Car」で、

とりもいないでしょう」と記しており、すでに

リアに「苦労はさせない」と約束する。そして、
この短編自体もビートルズのアルバム「Rubber

20 ヶ国語に訳されている。

3 人目は森の向こうの農家を継いだ同じ開拓者。3Sole」収録曲のオマージュである。強烈なギター

一方、日本ではカナダ文学と言えば「Ann of

人の青年の目には、この「素朴な美しい少女の姿フレーズとシャウト唱法がリフレインする曲だ。

Green Gables（
「赤毛のアン」
）
」がダントツだ。ア

がなんとも言えない優雅なものとして映じていた」
歌詞は「ねえ、私の車を運転していいよ。そうよ、

ンもマリアも同時代に生きた女性という設定だが、 のである。
その性格はほぼ真逆である。ここに 20 世紀初頭

私はスターになりたいの。でもさ、時々何かいい

物語は、この円環の中で揺れるマリアと「カナことしよ」という、明らかに男女のカー・セック

のプリンス・エドワード島という全域が農地化さ

ディアンヌ」を自称し、英語話者を「外国人」とスと睦言を暗示させる内容だ。

れた英国植民地の農家と、
フランス植民地のケベッ

呼ぶ 20 世紀初頭のケベック農民の宿命を暗示さ 映画は人気 TV ドラマ作家の女性と、実験的な

ク森林地帯で開墾に明け暮れる開拓者シャプド

せる展開になっている。

レーン家の相違が、そのまま物語の成り立ちと登
場人物の性格描写に反映している。

演劇を手がける演出家のカップルをとりまく人間

作者ルイ・エモンは仏語話者だが「外国人」で像を描いている。貪欲に愛欲を求め続ける妻だっ
もあった。彼はパリで教育を受け、英国で学んだた。夫の留守中に若い役者を家に呼んで情事を繰

そして、活発で多感なアンに対して、マリアは

後にライターとしてのキャリアを始め、1911 年にり返してもいた。夫はそれに気づいていたが、見

寡黙で忍耐強いが、
「豪勢押し出しのいいべっぴん

カナダ移住し、ケベックの農場で働きながらこのて見ぬ振りをする関係を受け入れて、ある種の共

だなあ！」と賛辞を浴びるほど美人でもある。

小説を書き上げた。だが、不幸にも 1913 年に事犯者となっているふうでもある。見る側はここで

「土地を作る」ことを生きがいに樹木を「切って

故死した。彼の遺稿が７年後に出版され、不滅の
「この夫婦、本当に愛し合ってるの」という疑問に

切って切りまくる」生活を繰り返す父は、周囲に

仏文学作品となった。もしルイ・エモンが生きてかられる。当然、物語は愛のかたちを巡る展開に

人々が住み着き始めると
「たちまちがっかり」
して、 いたなら、名声と富を享楽できたはずだ。彼自身なってゆく。
も不屈で不運な開拓者魂の 1 その妻が脳内出血で急死した。夫の心には「あ
人だったのかもしれない。

の日もう少し早く帰宅していたなら」という悔恨

一方、100 年後の今、カナが渦巻き、妻の最後の不倫相手に対する疑念が燻
ダ社会からこの作品を見直しり続ける。
た時、複雑な思いがよぎる。 大切な人を失った人間の心に絶えず蘇る悲しみ
この映画でも原作でも先住民と、それに耐えながら生き続ける人生。この二つ
の存在がほぼ無視されているにどう折り合いをつけるか。
「ノルウェーの森」以
ことである。TIFF では上映前来、村上文学のコアとなってきたこの主題に、濱
の画面に森林と大自然が映し口監督はチェーホフ作「ワーニャ伯父さん」の舞
出され、
「今我々の住む地は台を挿入して見事に重ね合わせている。極めつけ
先住民の土地である等々」のは、最後のキメ台詞を聾唖者に手話で演じさせる
文言が繰り返されるが、ビルという演出だった。類い稀な才能である。カンヌ
街の真ん中で言われても違和映画祭で脚本賞を受賞した事実がそれを証明して
感を感じざるを得ない。
“Maria Chapdelain” directed by Sebastien Pilote
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いる。映画祭とは人間の諸相を万華鏡のように見

特に今年の TIFF のテーマはせてくれる３D の時間と空間だなと思う。

We are 29 years old!

第 61 回

VI

キロス田中桜子

ミッション（使命）

遅れてきた、津軽アイヌ
灯篭流し

しかし、後で分かったことだが「俺の顔を潰

ようね。)」そんな会話があちこちで聞こえるな

「今日、ここで私達が見たこと、聞いたこと、 すようなことを、したのではないか？安井さん

か灯篭たちは名残惜しそうに、静かにゆっくり

それを世界中に広めることこそ、私たちの使命

にも随分失礼なことがあったのではないか？」 と、何処かへ一緒に旅立って行った。

です。これからジュネーブで国連の会議を控え

とやはり心配した父は、我儘な娘がご迷惑をお

ていますが、私達はフランスにも行き、今日の

かけしてしまって、と長崎市に何本も「お詫び」

体験を話すつもりです。」

の電話を入れたらしい。

そのとき

あの日、｢ 癒しの声 ｣ のイベント終了後、会
場の外で先住民族退役軍人の会の長老の方々

闇の向こうの亡者の列が
いっせいにひかり輝いて

さて、一仕事終わって間もない頃、地元の平

が、感謝のあいさつとともに言われた言葉を、 和活動家たちの呼びかけで、「Lantern Festival

花火のように

私は忘れない。ミッションの儀式の場で受けた

（灯篭流し）」が行われた。数ヶ月の間連絡を

大空さ

メッセージは、様々な形で多くの人々の心に影

取り合っていたカナダ人の有志達から参加を促

飛んでゆくのを

響を与え続けるものなのだ、と改めて感じた。 され、私も足を運んだ。

ワは確かに

そして誇り高い彼らの微笑に、私は父がここに

場所はバンクーバーの夏のポピュラーなス

見たのです。

いたらどれだけ喜ぶだろうか、と少し残念な思

ポット、キツラノビーチの外れだった。若者た

月明かりさえない

いが残った。

ちで賑わうビーチからはやや離れた、ひっそり

真っ暗闇

とした岩場に、灯篭を持ち寄った人々が集って

何かが空の上で

いた。何十もの灯篭が、水の上で揺れている。

はじけて跳んで

私は今回の一連の行事のことを、父には詳し
く話すことができなかった。彼はひどい心配性

＜亡者のはてしない群れさ

「あら、桜子さん」

で、「娘は権力側に殺されるような危険なこと

その人だかりの中から、声がしたので、そち

をしているのではないか？」と随分大げさに解

らを向くと、見覚えの或る上品な面持ちの初老

くれてやるべ

釈してストレスを余計に溜め込むような性質な

の女性がいた。バンクーバー日本語学校の平和

もう一度

のである。
「お金も無いのに」と母も気遣って

を語る集いでお会いした、広島出身の絹子ラス

新しいイノチさ

いた。

キーさんだった。絹子さんは何も言わずに、腰

くれてやるべ＞

をかがめて目を海のほうに向けられた。

そういっている声を

そんな二人にイベントが無事終わり、安井さ
んもお帰りになられた、と報告をしたのはいつ
のことだっただろう。
私はただ、こういうしかなかった。

新しいタマシコさ、

聞いたのです。

八月半ば、青い空に黄昏の色が映り始まる頃、
私は絹子さんの隣で、しばしぼうっと波に浮か
ぶ灯篭を見送った。灯は闇が深まるにつれ鮮や

「お父さん、私は最後まで逃げなかったよ。」

かさを増す。「So Pretty ( きれいね。)」「Let’ s

電話の向こうの父は、しばらく無言だった。

do this again next year ( また来年も、ここに来

www.thefraser.com
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私の薦めるこの一冊
『強運の持ち主』

瀬尾まいこ著

皆さん、占いは好きですか？

占いと言われ

文春文庫
に転身するのですが、少しトリッキーな悩みを

いならもっと見てみたいなと思うのではないで

てどのようなイメージを思い浮かべますか？

持ってルイーズのもとに訪れた人々や彼女の周

しょうか。慌ただしい日常から離れて、ゆっく

占いを信じますか？

おそら

りの人々に振り回されながらも、彼らと真剣に

りとほんわかした気持ちで読書を楽しみたい方

く色々な意見があるのではないでしょうか。で

向き合って背中を押してあげたり、彼女自身も

にお薦めの一冊です。

も、占いには不思議な雰囲気があって、ショッ

その中で前を向いて進むことが出来たり、その

ピングセンターの一角や屋台、路上などで見か

ような心が元気になるお話です。

信じませんか？

最後に、瀬尾まいこさん著書の『幸福な食卓
(2007 年に北乃きいさん主演で映画化 )』も心温

けるとちょっと気になりませんか？（これは占

本作の中で、「三千円の価値をどうつけるか

まるお話でお薦めです。こちらの本もバンクー

いの勧誘ではありません！）私は数年前に初め

はあなたしだいよ。大事なのは正しく占うこと

バー日本語学校の図書館にございますので、ぜ

て横浜の中華街にある占い館に行ってみたので

じゃなくて、相手の背中を押すことだから。」 ひチェックしてみて下さい！

すが、なんだか当たっているような、当たって

という、ルイーズが新米の時に占い館の所長が

いないような内容でした。でも、占い師のお話

彼女へ言った言葉があるのですが、占いとはそ

はおもしろかったことを覚えています。

ういうものかもしれないなと頷いてしまいまし

さて、今回ご紹介する『強運の持ち主』とい

た。そして、彼女自身、慣れるに従って直感と

う本は、計四編の短編集となっています。元

持ち前の話術で占うようになったと書かれてい

OL が営業の仕事で鍛えた話術を活かし、ルイー

ます。でも、決して適当な占いではなく優しさ

ズ吉田（以下 : ルイーズ）という名前で占い師

と温かみがつまっています。読後に、彼女の占

My Story
私の乳癌闘病記（21）

（VJLS-JH 図書ボランティア

池谷日伽里）

中田 有厘

カナダに来てから不定期に「脳の運動教室」のファシリテーターをしています。最
初はバーナビーで認知症予防の脳トレーニングということで実際に会って教室を開催
していました。その頃は働いている会社の社会活動の一環として、私もボランティア
で参加していました。現在は NPO 法人になり無料で開催しています。最初はカナダ
でボランティアして誰かの役に立てるなんて嬉しい！と思って始めたのですが、実は
私が参加者のみなさんから元気をもらっているなと感じることが多いのです。体操、
簡単な計算や音読などで体と脳を健康にするだけでなく、週に１回、同じ時間に楽し
い時間を共有することはとても有意義だと感じます。また、参加者さんもファシリテー
ターも、世代の違う者同士が話すということも良い脳の刺激になっているなと感じま
す。新しいことやちょっと難しいことに挑戦したり失敗しても笑ってまた頑張ろう！
と思ったりそんな時間は日常でなかなか得られないかもしれませんね。
３ヶ月前から始めた看護英語塾も、今はなんと生徒さんが 23 人に増えて、月に２
回ほどカナダやアメリカで活躍する看護師をお招きして交流会をしています。生徒さ
んは日本、アメリカ、カナダ、マルタに住んでいる方で、北米で看護師として活躍し
たいと思って頑張っています。生徒さんも、週に１回同じ時間に同じ志を持った人た
ちと顔を合わせて勉強できることが一番楽しいようです。
コロナで急速に時代が変わったなと感じます。世界中どこに住んでいても、オンラ
インでつながれる。今までなかなか実世界で会うことのなかった人と出会うことがで
きます。私は現在 39 歳ですが、デジタルネイティブ世代ではなく、中学生の頃にポ
ケベルが出てきた世代なので、実はあまりコンピュータも得意ではないし、携帯もア
イフォンを使っていますが、まったく使いこなせていないと思います。それでも、新
しい世界についていくために、多少は勉強しないといけないなと思っています。バン
クーバーにいる元看護師の方で興味がある方は是非参加してください！
動教室も是非きてください！

一緒にお話ししましょう！

また脳の運

			
（つづく）
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文芸
■ディープフェイク

福田 和代著
PHP 研究所 ￥1800

てしまう親の揺れ動く心情をあますところなく描

ノーベル賞作家サラマーゴが最晩年に遺した、史

いた衝撃作。凄絶な家族小説。

実に基づく愛と皮肉なユーモアに満ちた作品。

■灼熱

葉真中 顕著

■湖の中のレイチェル K．R． アレグザンダー著
小学館 ￥1400

それは私じゃない！？ディープフェイクで作られ

新潮社 ￥2600

た偽りの動画が拡散され、追い詰められていく一

第二次大戦後、異郷の地で日本移民を二分し、多

不気味な湖の底には〈秘密〉が沈んでいる。あり

人の教師の姿を描いたサスペンス小説！

数の死者を出した「勝ち負け抗争」
。共に助け合っ

えない。湖でおぼれ死んだはずのレイチェルが、

■砂に埋もれる犬

てきた人々を駆り立てた熱の正体とは。デマゴギー

どうして学校にきているの？アメリカホラー界の

の流布と分断が加速する現代に問う、圧倒的巨篇。

名手アレグザンダーの不気味な湖をめぐる物語。

■月と日の后

■東京ゴースト・シティ バリー・ユアグロー著

桐野 夏生著
朝日新聞出版 ￥2000

貧困と虐待の連鎖――。母親という牢獄から脱け

冲方 丁著

			

新潮社 ￥2200

出した少年は、
女たちへの憎悪を加速させた。ジャ

PHP 研究所￥1900

ンルを超えて文芸界をリードする著者の新たな傑

一族の闇、怨念、陰謀が渦巻く宮廷――藤原道長

ファニーな幽霊たちが東京でとことん迷わせる。

作予定調和を打ち砕く圧倒的リアリズム！

の娘にして、一条天皇の后・彰子。少女は、いか

コロナ禍とオリンピックで大揺れに揺れる東京を

■妻の罪状

にして怨霊が跋扈する朝廷に平穏をもたらす「国

訪れた米国人作家夫婦が出会ったのは、ニッポン

新津 きよみ著

母」となったのか。
『天地明察』
『光圀伝』の著者が、 が誇る文化的英雄の幽霊たち。狂騒的で、詩的で、
実業之日本社 ￥720
懐かしい、
〈もののあはれ〉な傑作長篇。
介護、遺産相続、8050 問題、終活、夫婦別姓など。 “平安のゴッドマザー” の感動の生涯を描く。
■だれも死なない日
ジョゼ・サラマーゴ著
■赤いランプ
Ｍ・Ｒ・ラインハート著
今日的な７つの問題をテーマに名手があざやかに
		

論創社 ￥3200

描く、心揺さぶるミステリ短編集。変転する家族

		

河出書房新社 ￥2900

それぞれの心の機微が行きつく先にあるものは。

不気味な噂を今に残す屋敷ツイン・ホロウズを訪れ

ある年の元旦、
突然人が死ななくなる。瀕死の皇太后、

■N

た大学教授一家。楽しい筈の夏期休暇を恐怖に塗り

危篤の患者、交通事故者……やがて人々は、不死の

替える怪異は赤いランプに封じられた悪霊の仕業な

不自由に戸惑いはじめ、死神が現れる。
『白の闇』の

全六章。読む順番で、世界が変わる。あなた自身

のか？ サスペンスとホラー、そして謎解きの面白

ノーベル賞作家が遺した傑作長篇。

がつくる720通りの物語。すべての始まりは何だっ

さを融合させたラインハートの傑作長編！

■青いつばさ

たのか。結末はいったいどこにあるのか。道尾秀

■ノスタルジア

道尾 秀介著
集 英 社 ￥1700

作品社 ￥3000

介が「一冊の本」の概念を変える。
■子供は怖い夢を見る

ミルチャ・カルタレスク著

宇佐美まこと著
KADOKAWA ￥1800

最初の一編から、恐ろしいほどの描写力が読者を
しかし、おおかたの予想とは違ったところに着地

に救われた航。蘇った妹は失踪。しかしある日出

する。ノーベル文学賞の呼び声高い現代ルーマニ

会った「ガオ」という青年から、生き別れた妹が

ア文学の旗手が放つ、ポストモダン文学の極致！

成長したと思われる女性を紹介される。

■象の旅

■翼の翼

		

光文社 ￥1600
受験戦争を舞台に、子を愛しつつも過度に期待し

徳間書店 ￥1600
心にひびく兄弟の旅の物語。11 歳のぼくは、いつ
も 16 歳の兄ヤードランの面倒をみている。兄は、

襲う。ゆっくりと緊張感の高まってゆく物語は、 何かに夢中になると、たいへんなことをしでかし

虐待の末に殺された妹を、不思議な力を持つ一族

朝比奈あすか著

てしまうからだ…。オランダ銀の石筆賞受賞！

ジョゼ・サラマーゴ著
書肆侃侃房 ￥2000

に忘れられるんです。それが人生というものです。

熟語遊び

回

本

→

→
→

判

→

耽

点

→

→

→

→

素
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後

答：39 ページ

2021 年７月のベストセラー
出版科学研究所調べ

象は、大勢に拍手され、見物され、あっという間

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

破

シェフ・アールツ著

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

総合
老いの福袋 樋口恵子
中央公論新社
SPY × FAMILY 家族の肖像 遠藤達哉（原作）集英社
2 ヘルツのクジラたち 町田そのこ
中央公論新社
１％の努力 ひろゆき
ダイヤモンド社
invert 城塚翡翠倒叙集 相沢沙呼
講談社
老いる意味 森村誠一
中央公論新社
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン
新潮社
ぼくのお父さん 矢部太郎
新潮社
師が教える新型コロナワクチンの正体 内海 聡
ユサブル
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
あんなにあんなに ヨシタケシンスケ ポプラ社
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
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
もういちど 畠中 恵
新潮社
デスマーチからはじまる異世界狂想曲（23） 愛七ひろ KADOKAWA
どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社
君は誰？小坂菜緒 1st 写真集 小坂菜緒
集英社
もうだまされない新型コロナの大誤解 西村秀一 幻冬舎
次、いつ会える？ 松村沙友理 乃木坂 46 卒業記念写真集 松村沙友理 マガジンハウス
推し、燃ゆ 宇佐見りん
河出書房新社
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知っておくべき

ファイナンシャルアドバイザー

井上

ファイナンシャルプラニング

朋子

Travel Insurance
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

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

すべて追加費用なしでお手伝いします。

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

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、

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 COVID-19 旅行ガイドラ

医師、病院、またはその他の医療紹介を支援し、補償範囲を確認

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。

および説明し、医療緊急事態を監視し、家族に情報を提供し、翻

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、

訳および通訳サービスなどを追加費用なく提供します。

旅行制限です。旅行先の国への入国が拒否されないようにするに

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

は（または帰国時に）、旅行制限を 2 回または 3 回チェックする

が最新のものであり、COVID-19 の影響を含め、皆様と皆様のご家

ことが重要です。この最新情報を見つけるのに最適な場所は、国

族を安全に保つために必要なすべてをカバーしていることを確認

の政府の公式 Web サイトです。国の COVID-19 検査、予防接種、

してください。ファイナンシャルアドバイザーにご連絡をされる

検疫の要件を必ず理解されると安心できます。

と、ファイナンシャルアドバイザーが保険会社に最新の情報を確

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

認します。包括的な Travel Insurance のプランでは、COVID‑19 お

思いますか？皆様の目的地（そして帰国）の旅行要件を理解した

よび関連する合併症の被保険者 1 人あたり最大 $ 1,000,000 CAD の

後、旅行のために何をする必要があるかについてお考えになられ

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

ていると思います。しかし、旅行を予約された後、予期しない事

（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）
。

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
キャンセルされた場合の費用をカバーします。
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、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。旅行の前でも、この支援センター

今日 は 何 の 日？
10 月 16 日 Sweetest Day

もお薦め。

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

10 月 25 日

は猫ではなく明るくて優しい女のコ。

World Pasta Day

を伝える日。アメリカのキャンディー会社

1995 年ローマで開催された「第 1 回世

社員キングストン氏が病気の人や孤児達に

界 パ ス タ 会 議 」 を 記 念 し て 1998 年 に 制

キャンディを配ったのが始まり。あなたが日

定。この日は世界各国でパスタの魅力を伝

頃の感謝を伝えたい相手は誰？

えるイベントが開催される。パスタの種類
はスパゲッティ、ペンネ、ラビオリなど約

10 月 28 日

マッコリの日

６５０以上。夕食はパスタで決まり！

毎年新米で作ったマッコリが市場に出回り
始める時期だから 10 月最終木曜日に制定。
アルコール度は 6 ～ 8％、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や美容
にも良いと女性に大人気。最初は上澄みの透
明な部分、2 杯目は混ぜて濁り酒を味わうの
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ど

れにしようかなー？

11 月１日 キティちゃんの誕生日
1974 年に誕生したキティちゃん、今では
世界的に人気のキャラクター。
サンリオ公式サイトによるとキティちゃん

Fraser Monthly Toronto

ちなみにボーイフレンドは幼馴染のダニエ
ル。ハリウッドデビューも決定、どんな映
画になるのかな？ Happy Birthday ！キティ
ちゃん！

11 月３日

Bucket List Day

一生の内にやってみたい事をまとめた『バ
ケットリスト』
。日付は「いい（11）未（3）来」
を描く日の語呂合わせ。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？
				
（H.J.)

We are 29 years old!

御伽草子
と

ぞ

梵天国

ぎ

う

し

梵 天 王 は、 は っ き り で は な い が、 心

と お 考 え に な っ て 、言 葉 を 続 け ら れ る 。

広滝 道代

降 ら せ て 、大 空 に 向 か っ て 飛 ん で い っ

などと、実際的な話を口になさる。

にいたそうと存じまして…」

「どのようにでもお決めあそばす通り

て し ま っ た の だ …。 だ が、 そ れ だ け

に … 。 内 裏 を ふ み こ わ し 、大 雨 大 風 を

あさはかなことをしてくれた…」

また、一方で、中納言は心弱くも

の内をほのめかして話し始められた。
「 大 事 な お 客 と 思 い、 も て な す の に 何
な ど と、 絞 り 出 す よ う に お っ し ゃ っ

で は な か っ た の が 、恨 め し い … 。あ あ 、

「この米を食べたばかりにだ…やつは

（なぜ自分から求めて苦しむのか）

ま し た そ も そ も の 役 目 は、 大 王 様 の

「でも……わたくしが、ここにまいり

中納言は、

な ど と、 自 責 の 念 に か ら れ る に つ け

れて、

中 納 言 は、 と に か く 涙 を お さ え ら

つのであった。

と、反省なさる。

わすれられないのもたまらなく

と、 後 悔 す る 心 が つ の る ば か り で、

やったのであろうか）

（どうして、考えもなくやつにご飯を

姫君のことを思うと…）
しまった。

中 納 言 は、 生 き た 心 地 も な く し て

て、苦慮なさるお気持ちを示されるの

土の池のほとりで作られた米にしよう
であった。

「 お そ ら く 姫 は 今 ご ろ 、や つ に 奪 わ れ 、

神通力を得たことであろう…鎖を踏み

て も、 何 よ り も 悲 し さ が、 さ き に 立

羅刹国へ行ってしまったことだろう…」 （ 自 分 の 落 ち 度 に も 、 ほ ど が あ る … ）

こうして中納言にもてなしの話を仰

切って逃げおったわ」

と、口になさって、

せ に な る と、 急 に 何 も お っ し ゃ ら ず、

と、仰せになる。

とをしてしまいました」

上げることだったのでございます」

ご自筆の御判をいただいて帝に差し

おそれ多い身にもかかわらず、はらは

と、 い っ さ い の 思 い を 抑 え て、 梵 天

梵 天 王 は 、姫 の 身 を 案 じ て で あ ろ う 、 「 知 ら ぬ こ と と は い え 、 た い へ ん な こ
らと涙を流すのであった。

			

分もお泣きになる。

王 に 申 し 上 げ、 あ と か ま わ ず に ご 自
「それに…」

と、 顔 を 上 げ ら れ な い 思 い で 申 し 上
子は、涙をとどめることがおできにな

と、居ずまいをただして、

うか」

（つづく）

げるのであった。

「いやいや……。だが、…」

らず、いつまでもおわることのない悲

このようにおっしゃる梵天王のご様

と、 仰 せ に な っ た き り、 我 慢 に 我 慢 を

は 、わ た く し は ど う し て よ い の か わ か

「姫の痛ましい身の上をお聞きして
り ま せ ん 。罪 滅 ぼ し に な る こ と な ら な
ん で も 行 い た い と 存 じ ま す が …。 大
のことになったのだ。不覚にも、なま

と、申し上げなさって、

王様はどのようにおかんがえでしょ
じご飯をすくって投げてやったがため

（しきりにしていた胸騒ぎがほんとう

なった。

中 納 言 は、 こ と の 重 大 さ に 呆 然 と

であった。

しみの中でこらえていらっしゃるよう

思われるだろう）

（ い や、 こ の ま ま で は 中 納 言 が つ ら く

ともお思いになった。

おこうか）

（中納言にはこのまま何も言わないで

梵天王は、

重ねていらっしゃるご様子であった。

梵天王は、

さる。

を上げることができずに御身を固くな

対 面 す る 中 納 言 は、 こ と の 次 第 に 顔

であった。

普通でないご様子でお苦しみになるの

などと、仰せになるのであった。

米だったのだ」

ら な。 千 年 の 寿 命 を 保 つ こ と が で き る

と…一粒食べると千人力となる米だか

が よ い か と 考 え た の だ が ……。 七 宝 浄

「 そ れ を は く も ん 王 に や っ た と は、 …

（その三十五）

ぼ
ん
て
ん
こ
く
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Alan Franey

All My Puny Sorrows

belfast kenneth branagh

Bergman Island

Bergman Island

Curtis Woloschuk

drive my car

electric life

映画評論家

Raymond Tomlin
今年のバンクーバー国際映画祭は 40 周年バージョンで！
初のオンライン映画祭から早１年、
バンクーバー

Electrical Life of Louis Wain』
。
10月11日のクロー

クラスを提供し、
『The Green Knight』のプロダ

国際映画祭（VIFF）はこの秋、40 周年を記念すべ

ジングとして選ばれたのは、今年のベルリン映画

クションデザイナー、ジェイド・ヒーリーによる

く、活気に満ちたハイブリッドな劇場版で映画館

祭でデビューを果たし、絶賛されたセリーヌ・シ

トーク・イベントも行われる。

に戻ってくる。もちろんオンラインでも上映作品

アマ監督のエキゾチックな『Petite Maman』だ。

さらに、先住民族メティであるダニス・グレー

シーンを牽引する世界中の映画制作者たちに

が監督し、バンクーバーのエル＝マイヤ・テイル

よる秀作が一堂に会するのが VIFF。今年の上映

フェザーズが主演する先住民の SF ドラマ『Night

土の映画愛好家に向けた、
まさに「フェスティバル」 作品には、中国映画界の第五世代チャン・イー

Raiders』
、ミリアム・トウズによる 2014 年の小

な記念バージョンだ。

モウ監督の『One Second』
、タイのインディ映

説をマイケル・マクガワン監督が映画化した『All

VIFF は例年、９月下旬から２週間にわたって開

画監督アピチャートポン・ウィーラセータクン

My Puny Sorrows』など、カナダの作品に対して

催されるが、今年は 10 月１日から 11 日までとい

の『Memoria』
、村上春樹の短編小説を濱口竜介

も特別企画が用意されている。

う日程。地鳴りのような拍手喝采とともに上映さ

監督が映画化した『ドライブ・マイ・カー』
、英

このほか、10 月８日〜 10 日の日程で開催され

れる全 113 本のオリジナル作品は、フィクション

国人監督ケネス・ブラナーの『Belfast』
、フラン

る映画音楽のフォーラム VIFF AMP、インディ映

80 本、ドキュメンタリー 33 本。50 カ国からやっ

ス人の脚本家・監督のミア・ハンセン＝ラヴによ

画やその監督にスポットを当てる Totally Indie Day

の 85％が視聴可能。地元の VIFF ファンだけでなく、
ブリティッシュ・コロンビ州、ひいてはカナダ全

てきたこれらの作品のうち、24 本が世界プレミア、 る『Bergman Island』
、10 月１日から 11 日間の日程でバー
、デンマークで生まれノル （10 月 2 日）
26 本が北米プレミア、28 本がカナダプレミアと

ウェーで活躍するヨアキム・トリアー監督の『The

チャル・リアリティと拡張現実の観点から物語を

なる。BC 州の映画制作者による作品は６本、短編

Worst Person in the World』などがある。

紹介し、XR エンターテイメントの発展を促す VIFF

は 80 本で、そのうち 36 作品がカナダ産だ。

「劇場で公開されるのは、17 作品のみです」と

劇場では場内でのマスク着用はもちろん、ワク

Immersed など、ハイライトが盛りだくさんだ。

映画祭の国際映画プログラマーは『ふれいざー』

チンの接種証明となる BC ワクチンカードの提示

に語ってくれた。
「その中には濱口竜介監督が愛と

例年通り、チケットは様々なパスやパッケージ

など厳しい公衆衛生プロトコールの下、VIFF の会

喪失を描いた『ドライブ・マイ・カー』も含まれ

で購入できる。生粋の VIFF ファンなら絶対に手

場８劇場で作品が上映される。

ます。私は一足早く鑑賞しましたが、高揚感を抑

に入れたいオンラインおよび劇場公開の全作品、

映画祭のディレクター、カイル・フォストナー

えられない、ぐいぐいと引き込まれる特別な１本

全イベントへのアクセス・パスは 725 ドル、VIFF

氏は、劇場に戻る準備が万端に整った映画ファン

でした。絶対に見逃してはならない作品です。残

Connect パスは 110 ドル、劇場公開作品用の４枚

の数は増す一方だと強調する。
「組織として、
コミュ

念ながら海賊行為への懸念から、我々の安全なオ

チケット・パスは 48 ドルとなっている。通常の

ニティとして、VIFF は文化活動や映画観賞の復活

ンライン配信でリリースさせてもらうことはでき

入場料は１作品 15 ドル。今年は銀幕での鑑賞が

における、ある種の指針表明をする必要がありま

ませんでしたが」
。

楽しめ、快適な自宅からの鑑賞も楽しめ、その両

す」とフォストナー氏。リオとシネマティックと

第 40 回目を記念した企画もたっぷりだ。オン

方を組み合わせた自分なりの映画祭も楽しめる。

いう地元の独立系 2 館は、すでに扉を開いており、 ラインで行われる無料のトリビュート・トークに

各種パスやチケットは viff.org で購入可能だ。

観客を引き付けていることを指摘した。

は、日本の是枝裕和監督（
『そして父になる』
）が

ウォロシャック氏は言う。
「VIFF の映画は実に多

一方、VIFF はローワー・メインランド以外の BC

参加し、
韓国のキム・ボラ監督（
『はちどり』
）とトー

様な世界観を提供します。先住民の映画制作者に

州民にも劇場体験をしてもらおうと、２つの劇場

クを繰り広げる。是枝監督が相手役に指名したの

よる強力な物語、女性の視点で描かれた感動的な

と連携、テラスのティリカム・トゥイン・シアター

が、
これから伸びてくるであろうキム監督だった。

物語、植民地主義や人種差別主義、気候変動など

では８作品が上映され、パウェル・リバーの改装

このほか、専門的な見解を共有する映画のプロ

の重大な問題に正面から取り組む勇気ある作品群

されたばかりのパトリシア・シアターでは 12 作

たちによるトーク・イベントも行われ、ドキュメ

など。映画祭のプログラマーたちは、創造性とい

品が上映される。

ンタリー監督のジュリー・コーエン（
『My name is

うパワーの所在を証明しようと、またたとえ真っ

Pauli Murray』
）やヨナス・ポエール・ラスムッセ

暗闇の中にいても、夢は観れることを思い出させ

ン監督（
『Flee』
）らが参加する。

ようという意気込みで、作品を選出しました」
。

さて、第 40 回目を迎える VIFF で 10 月１日の
オープニングを飾る作品として、同映画祭のアソ
シエート・プログラマー、カーティス・ウォロシャッ

業界サイドからも、
『Mare of Easttown』のク

フォストナー氏は、
「パンデミックによる損害が

ク氏が選出したのは、日系英国人ウィル・シャー

レイグ・ゾベル監督や『The Suicide Squad』の

あったとしても、VIFF は決して揺るぎません」と

プ監督によるルイス・ウェインの伝記映画『The

編集フレッド・ラスキンらがオンラインでマスター

付け加えた。

Koreeda Hirokazu
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トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
earthearthearth：大地に散らばる映画たち
コロナ対策のためドライブイン形式の上映やデジタル配信を交え
て実施された今年のトロント国際映画祭。以前のように歩行者天国
になったキング・ストリートを歩きながら映画の世界を探検する機
会こそ減ってしまったものの、映画自体に注目してみると配信なり
の面白さは一段と増えていたように思う。実験的またはアート系の
作品を集めた TIFF の人気プログラム「Wavelength」で上映・配信
『Trees of Syntax, Leaves of Axis』

された短編『earthearthearth』は私にとってまさにそんな作品だっ
た。Daïchi Saïto（ダイチ・サイト―）監督作『earthearthearth』は、

こだわった作品に思えるかもしれないが、感覚的な喜びや楽しさの

チリとアルゼンチンの国境沿いに広がる雄大なアンデス山脈の映像

価値を知っている人はその裏にあるロジックも理解していることが

を基盤としている。35 ｍｍフィルムで撮影された美しい本作をパソ

多い。例えばトロントの映画雑誌 CinemaScope はサイト―の詩的、

コンで見るのは勿体ないことだが、それでも自然を記録した映像と

文学的な側面を高く評価しており、彼自身も著書の中で「異なる映

は正反対の本作はどんなに小さなスクリーンでも見過ごすことので

像の間に生まれた黒い映像部分は詩でいうならば文字と文字の間を

きない感動を与えてくれた。

分かつ空欄のようなもの」と書き記している。本の外にも無数の言
葉が存るように、スクリーンの外にもあらゆる映画を見つけること

日本出身、モントリオール在住のサイト―は 2004 年に映像・イ

ができる。そう思うと無性に胸が高鳴ってこないだろうか。

ンスタレーション制作に携わる作家のグループ「Double Negative
Collective」を発足。人の視覚、触覚、そして鼓動の中に在り続ける

錬 金 術 の よ う に 映 像 を 生 み 出 す サ イ ト ― の 代 表 作『Trees of

映画を探求していくこととなる。こんな風に書くと知覚的な表現に

Syntax, Leaves of Axis』は Images Festival など国内外の映画祭で上
映され、2016 年には TIFF によって「最も重要なカナダ映画」の一
つに選ばれている。一度その作品に触れてみれば、私たちが生まれ
たときから育んできた想像力、経験に裏打ちされた知識、未知のも
のに憧れる探求心を鮮やかに映し出してくれることと思う。地球の
もつ様々な色、温度、質感といったものが冷たいフィルムの上でう
ねる『earthearthearth』もまた映画は見るものではなく経験するも
のだということを思い出させてくれる。ゆらめくアンデス山脈の映
像そのものに意味はないのだが、私が見ることで初めて意味が生ま
れていく。ものの価値や意味は一人一人が決めていいことなのだ。
どんな疑問であっても数秒で答えを見つけることが可能となったデ
ジタル時代を生きるうえで、それはまさに遠い大地の彼方から光明

『earthearthearth』

が差し込んできた気分だった。

Mini English Lesson
Expand your vocabulary by using prefixes.
Prefixes are in front of a word and change the meaning.
un- = not, reverse action
For example, unable or unfair
mis- = wrong
For example, mistake, mismatch

www.englishmatters.ca
lorrain@englishmatters.ca

pre- = before
For example, prefix, preschool
re- = again, back
For example, review, repay

Try filling in the blank spaces:
1.
The accident was ____avoidable.
2.
I think I ____understand your directions so could you please repeat them?
3.
She wanted to be safe for winter, so she got winter tires in November as a ____caution.
4.
There was a big queue of people at the library to ____new library membership cards.

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

www.thefraser.com

月刊 ふれいざー Toronto

October 2021

Fraser Monthly Toronto

37

アフガニスタン、軍用犬たちのその後

「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）

今月８月、アフガニスタンに動物保護施設を設

のですが、米当局がビザ付きパスポートが必要で

か避難機に乗せることを許さなかったため、取り

立して動物たちを保護していた元イギリス海兵隊

あると急遽変更したため、スタッフたちは国内に

残されたのでした。

員ペン・ファージング氏は、カブール空港爆弾事

取り残されることになってしまったのです。

件に巻き込まれたとき、60 匹の猫と 140 匹余の犬

アメリカ予防管理センターによればレッドリス

しかしその後、保護施設のスタッフは英国高等

ト 100 か国の犬は米国に入国を禁止するという新

を自身の帰国とともにイギリスに連れ帰りました。 弁務官事務所の支援によってパキスタン国境を越

ルールができたため、様々なプロジェクトで働か

ファージング氏は、アフガニスタンで犬を救っ
たことがきっかけでカブールで動物保護施設を設
立し、地元の人々を獣医やスタッフとして訓練し
て雇用していました。しかし８月にタリバンがア

え国外脱出。ファージング氏はツイッターで笑顔
のスタッフたちの写真を紹介しました。

されていた犬たちが取り残されたようです。
その後シャーロットさんは再び空港に入りまし
たが、猫は追い返されたため、現地に残っている

米軍撤退の陰に

スタッフが世話をしているそうです。

フガニスタンを制圧したとき、タリバンはコンパ

一方、アメリカ軍はアフガニスタンからの撤退

ニオンアニマル、特に犬を不浄な存在と考えてい

の際、軍用犬を現地に置き去りにしたという情報

るために保護動物及び他国の人々と交流のあるス

が出回りました。これについてはペンタゴンが、 アラビアテレビのツイッターで出回り多くの人々

タッフたちが危険にさらされていると感じました。 情報は間違いである、出回っている写真は地元の
そこでファージング氏は自身の保護団体Nowzad

犬であり、軍の犬ではないと発表しています。

によって " オペレーションアーク " プロジェクトを

その後の情報で、それらの写真に映っている空

立ち上げ、数日で 20 万ポンド以上を集め、保護動

港をうろつく犬たちは、救助犬などとして訓練さ

物達とスタッフ、その近親者たちを国外脱出させ

れた約 50 匹の契約犬で、最後の米軍の飛行機が

たのです。これは多くの人々から支持を得られま

飛び立つ前に米軍がケージから放した犬であると

したが、一方でベン・ウォレス英国防大臣などか

わかりました。彼らの世話をしていた動物保護団

らは、人間を避難させるだけでも大変なときにそ

体 KSRA のシャーロットさんは、自分が保護した

米軍が撤退した後のカブール空港とそこをうろ
つく瘦せ細り傷だらけになった犬たちの様子は、
が心を痛めました。戦争によって犠牲になるの
は常に弱者、子供や動物たちです。

のような動きが障害になったとの批判が出ました。 犬猫や軍用の作業犬、置き去り犬などを空輸する
当初、動物保護施設のスタッフとその近親者た

準備をしていたのですが、 米軍が現役の軍用犬し

ちは動物たちと共にアフガニスタンを脱出するた
めに英国政府からの書類を持って空港に到着した

空港にそのまま置かれていた犬たち

ペン・ファージングさんと保護犬（photo: Nowzad)

空港をうろつく使役犬たち（photo: Arabic TV)

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】 余りにも激しかった夏が去り、

これからどんどん日が短くなり、寒くなり、

みの緩和、筋肉障害などに有効であるという。

あっという間に秋の長雨の季節がやってきた。

雨が多くなるこの時期、こんなニュースに触れ

その友人の知り合いの老犬は、歩けなくなって

灰色の雨雲と共に暗いニュースも世界を席捲す

たり考えたりしたくないのが本音だ。

いてもうダメかと思われていたが、これの使用

る。

そんなわけで、せめて今回はここで、少し明

香港では、完全に民主派は一掃され、「愛国

で別犬のように元気を取り戻したそうで、私も
うちの犬に試すことにした。カナダは大麻が合

るめの話を書きたいと思う。

法になったのでどこの大麻ショップでも売って

者」のみによる選挙で「愛国者による完全統
治」が実現することになった。若者を中心に民

うちのセキュリティーガードの年老いた方

いるらしいが、私は友人が教えてくれたカナダ

主派の人々が激烈な闘争を繰り広げていた香港

は、今16歳。かなりよぼよぼになってきた。

政府の販売サイトで購入した。様々な種類があ

は、これで完璧に中国当局により制圧されたわ

少し前から耳が遠くなり、かろうじて大きな音

るが、私が買ったのは小さな壜に入っており、

けだ。唯一残っていた新聞も廃刊を余儀なくさ

なら左耳で聞くことができる程度だ。四肢も弱

食べ物に数滴たらして食べさせる。

れ社主も逮捕収監されたまま。今年は天安門事

り、とても嬉しいと庭をぐるぐると全力疾走

素晴らしい！ まずあまり足が震えなくなっ

件で亡くなった方たちの追悼集会もできなかっ

で走ることもあるが、立っているときは足がガ

た。立ち居にはまだかなり苦労はするが、よく

た。

クガクと震えている。立ったり座ったりがとて

歩くし、とても嬉しいときは以前のように庭を

一方アフガニスタンではタリバンが、男性が髭

も大変そうで時間がかかる。ある日、床ですべ

ギャロップでぐるぐると走り回ることもある。

を剃ったり整えたりすることを禁止したという。

って亀のようにぺっちゃんこの腹ばいになり、

関節炎や筋肉痛を直したりするわけではない

こうした他国の様子を垣間見ると、ジョー

立ち上がることができなくなった。そのため床

が、痛みを抑えることで動きが楽になり、本人

ジ・オーウェルの「1984年」や「動物農場」

にはそこら中に絨毯や滑り止めのようなものを

の生活が楽しくなる。彼らが楽しそうに動いて

を思い出す方も多いのではないだろうか。若い

敷いて歩きやすくした。歩いていてもときどき

いるのを見ると、一緒に暮らすこちらの気持ち

ころに読んだこういうディストピア小説が、当

脚がもつれてたたらを踏む。７、８センチの段

も明るくなる。中型犬で16歳はかなりの高齢だ

時は現実になるとは考えもしないまま、でも読

差にも躓くし、デッキから庭への上り下りも４

が、まだまだ頑張れそうな勢いである。

後いや～な気分に捕らわれていたことを思い出

つの脚がうまくローテーションを組んで動かな

マリファナ解禁になってから、夜に庭に出る

す。

い。階段途中から飛び降りたり、上るときにじ

と時々あのスカンクの最後っ屁みたいな臭いが

たばたとつっかえたり、実に痛々しい。

ただよってくることがあり、いやだなあと思っ

山火事のニュースを聞くのも辛いし地震や大
洪水のニュースにも心が暗くなる。でも人間の

そのことを知った友人が、大麻の成分が微量

意志で人間を蹂躙する話には、本当にいやな気

入っているルCBDオイルというものを教えてく

持ちにさせられる。

れた。これはもともと人間用である。不安や痛

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

ていた。けれど今はちょっとだけ、マリファナ
様様の気持になっている。
（エディター：宮坂 まり）

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 8 答： ② 「檄」は、自分の主張や考えを強く訴える文章をいう。もともと
人を呼び集めたりおふれを告げたりするために木の札に書いた文書のこと。「檄
を飛ばす」とは、もともと檄を急いで四方にふれまわすことをいったが、今で
は檄によって自分の主張を発進し、受け手に決起や奮起を促すことをいう。

熟語遊び

P. 33（解答）

読

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。
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創刊29年の『月刊ふれいざー』は、COVID-19の非常事態の間、公共施設等の閉鎖により
皆様のお手元に届ける手段を失ってしまいました。しかしながらウェブサイトには、これま
で通りコミュニティの皆様に情報をお届けしたり楽しんでいただけるようアップしておりま
す。ウェブサイトでは過去10年分のバックナンバーをご覧になることもできます。
基本月刊ではありますが、状況に応じて「号外」という形で随時小さなふれいざーをウェ
ブサイトにアップして参りますので、ときどきチェックしてください。
また、この非常事態に対応するためツイッターを始めました。こちらはこまめに情報を発
信しておりますので、是非フォローをお願いします。
このような状況の中で、ふれいざーが廃刊になったという噂があるようです。ふれいざー
は健在です。是非お友達にもWeb版をお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会ではみなさ
まの川柳を募集していま
す。お隙間ときに、お隙
間 だ け 書 い て、 ふ れ い
ざー宛てに郵送または電
子メールにてお送りくだ
さい。短歌や俳句も是非
どうぞ！ ※作品は、あ
ちこちのページの隙間に
掲載させていただきます。

投稿規定
投稿は 2000 字以内でお願いします。事情により掲載されない場合、また、お送りい
ただいてもすぐには掲載できない場合もございますので、ご了承ください。筆者名は
実名、ペンネームいずれでもかまいませんが、お送りいただく際は実名とご連絡先の明
記をお願い致します。なお、投稿の内容は、弊誌の意見を反映したものではありません。
送り先 :

POBox 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC Canada
または info@thefraser.com

ふれいざー主な執筆者（五十音順）
○阿川 大樹（あがわ たいじゅ）
： 日本推理作家協会会員。東京生まれ横
浜在住。劇団「夢の遊眠社」創立メンバーのひとり。第 16 回サントリーミス
テリー大賞優秀作品賞、第 2 回ダイヤモンド経済小説大賞優秀賞を受賞。著
書に『覇権の標的』
（ダイヤモンド社／刊）
『
、Ｄ列車でいこう』
（徳間書店／刊）
など。公式サイトは、http://agawataiju.com
○阿部山優子 MA, BSN（あべやま ゆうこ）
： 日本とカナダの Registered
Nurse ( 正看護師）
。カナダの病院 ( 外科）に 6 年勤務。Financial Advisor。
ニコニコホームケア代表。
○上田 麗子（うえだ れいこ）
： 料理研究家、エッセイスト、消費生活
コンサルタント。子供と食事や家庭生活についてのアドバイサーとして
も定評がある。ＮＨＫ福島、福島テレビにレギュラー出演。著書多数。
○樺島 忠夫（かばしま ただお）
： 旧満州（中国遼寧省）撫順生れ。国語学者。
大阪府立大学名誉教授。著書に『文章構成法』
『福武国語辞典』他多数。
○川路 広美（かわじ ひろみ）
： 1934 年鹿児島市生れ。中央仏教学院予科・
本科を経て龍谷大学入学。25 歳で浄土真宗ハワイ開教区に赴任。ハワイ本派
本願寺別院の輪番を勤めて引退。キングレコード作詞大賞受賞。ハワイ在住。
○キロス・田中桜子（きろす たなか さくらこ）
： 歴史家、言語学者、自
閉症児などを対象とした行動療法の臨床家。1995 年現代詩人アンソロ
ジー賞新人賞授賞。 2000 年カナダ日本文学賞受賞。
○田中裕介（たなか ゆうすけ）： 札幌市出身。早稲田大学第一文学部卒
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業。元日系ボイス・マネージング・エディター。トロントで
「語りの会」
主宰。
訳書に「ほろ苦い勝利」
（現代書館）
、
「暗闇に星が輝く時」
（朔北社）等。
〇中島 和子（なかじま かずこ）
： トロント大学名誉教授。著書に『バイ
リンガル教育の方法ー 12 歳までに親と教師にできること』
（アルク）
、共
著に『言語マイノリティを支える教育』
（慶応大学出版会）ほか。
○中根 雅夫（なかねまさお）
： 国士館大学政経学部教授。1996 年４月か
ら１年間、ＳＦＵに客員研究員として赴任。横浜国立大学を卒業後、筑波
大学 大学院修了。神奈川県川崎市在住。
○西村 咲弥
（にしむら さくや）
： カナダ在住 20 年。翻訳家・エッセイスト。
名前からはわかりませんが、女性です。
○はせがわ いずみ： ハリウッド通信社代表。izumihasegawa.com。取
材したセレブは 5000 人以上。LA 記者クラブ南加ジャーナリズム賞国際コラム
ニスト・批評家賞受賞。ウェブマガジン WhatsUpHollywood.com も運営中！

○広滝 道代（ひろたき みちよ）:
平安女学院大学教授。著書『手紙が書
ける』
（勉誠出版）
、共著に『手紙の技法』
（日本語文章能力検定協会）
『日
本語力』
（角川書店）
、
『国語科教育の理論と実践』
（現代教育社）
『効果的な漢
字・語彙指導の着眼点』
（光村教育図書）
『文章構成の基本大事典』
（勉誠出版）
。
○ Raymond Tomlin（レイモンド トムリン）
： バンクーバー在住の映画
評論家。フリーライター。エンターテイメント情報誌編集者。

We are 29 years old!

