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from
実在の女性飛行家アメリア・イアハートを演じたのは、30 代半ばにして、すでにアカデミー賞
主演女優賞を２度も手にしたヒラリー・スワンク。女優として成功している彼女にとって、アメ
リアはどんな人物に映ったのだろう。

「アメリアの生き方にとても共感を持ったわ。旅行好きで冒険心溢れる性格
は私も同じ。それに、
夢に向かって突き進む情熱もね。でも、
それだけではなかっ
た。脚本を読むまで知らなかったけど、アメリアは自分が生きたいように人生
を生きた人なの。あの時代、それはとても革新的なことよ。21 世紀の現代で
さえ実現するのは難しいのに、1920 年や 30 年代に彼女は実行していた。両親
や恋人、配偶者などに指南された生き方をしてしまう人が多い中、彼女は自分
の人生をひるむことなく歩んだ。とても勇敢な人だって分かったわ。その生き
方は、ファッションやメイクにも反映していた。当時、女性は濃い眉毛に濃い
口紅というメイクだったのに対し、アメリアはノーメイクだったし、ズボンを
好んではいていたのよ」
役作りとして飛行訓練を受けたというスワンクだが、保険などの問題に直面
したようだ。
「飛行機の操縦を知らなければアメリアを演じることはできないから、レッス
ンを受けることにしたけど、危ないって止められたの。そこで、レッスンを受
けられないなら、役を降りるって言ったわ。単独飛行をしなければ取れないパ
イロット免許の取得は残念ながらあきらめたけど、近い将来、絶対に取りたい
と思っているのよ」
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）

www.kaiseki.ca

rsvp@kaiseki.ca

Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）
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ヒラリー・スワンク

米国ネブラスカ州出身。トレーラーハウスで育ち、不遇な幼少時を送っ
た。９歳で演劇を学び始め、16 歳のときに母親と共にロサンゼルスに
移る。そのときの所持金はたった 75 ドルだったという。少女時代はス
ポーツ万能で、水泳のオリンピック選考会にも出た。
1993 年『バフィ・ザ・バンパイア・キラー』の端役でデビュー。
1995 年に『ベスト・キッド４』で主役に抜擢されるが、興行不振で、
その後も低予算の二流映画しか出番のないという不遇が続いた。1999
年『ボーイズ・ドント・クライ』のオーディションで主役に抜擢され、
性同一性障害の女性を熱演してアカデミー主演女優賞をはじめ、ゴール
デングローブ主演女優賞など 20 以上の映画賞を獲得。しかしこのとき
の出演料が 3000 ドルで、アカデミー女優となっても保険料も払えな
かったという逸話がある。2004 年、クリント・イーストウッド監督
の『ミリオンダラー・ベイビー』で貧しさに打ち勝ちプロボクサーとな
る女性を演じ、またしてもアカデミー主演女優賞とゴールデングローブ
主演女優賞を獲得。2007 年にはウォーク・オヴ・フェイムに選ばれた。
酒も煙草もやらないベジタリアン。
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music freak

November

“The Lockdown Sessions”
Elton John

“The Lady in the Balcony: Lockdown
Sessions”
Eric Clapton

パンデミックに伴う

パンデミックの影響

ロックダウン中、20 組

で、2021年5月にロイヤ

以上のアーティストた

ル・アルバート・ホール

ちとリモート形式でレ

で開催が予定されていた

コーディングしたエルト

コンサートがキャンセル

ン・ジョンの最新アルバ

になり、ロックダウン下

ムがこちら。コラボに参

でアーティストに何がで

加したのは、デュア・リ

きるかを思案したクラプ

パ、ヤング・サグ、ニッ

トン。行き着いた結論

キー・ミナージュ、リ

は、「アーティストは演

ナ・サワヤマ、ゴリラズ、

奏を続けること」、イギ

マイリー・サイラス、ス

リスのウェスト・エセッ

ティーヴィー・ワンダー

クスでバンド仲間と集ま

ら、錚々たる顔ぶれだ。

り、無観客で小さなコンサートを開催することだった。

ロックダウン中にアルバムを作ることになるとはまるで予期していな

この田舎町のカウドレーハウスで、長年の盟友でプロデューサーのラ

かったというが、単発のプロジェクトの話が後を絶たず、それぞれのレ

ス・タイトルマンが見守る中演奏された17曲を収録したのが本作だ。

コーディングを始めてみると、それはエルトンを全く新たな境地へと導

参加メンバーは、ネイザン・イースト（ベース、ボーカル）、スティー

いてくれることになった。

ヴ・ガッド（ドラムス）、クリス・スティントン（キーボード）。”After

収録は Zoom を使ってリモートで行なったり、一緒に作業はしてい

Midnight”、”Layla”、”Bell Bottom Blues“、”Tears in Heaven”、”Key To

ても間にガラスの衝立があったりと、初めてのことばかり。また、楽曲

The Highway”など、おなじみの代表曲をはじめ、ブルースからカントリ

にしても多様性に富み、これまでの代表曲とは異なるものになった。そ

ー、それに加えて自身や同世代の仲間に大きな影響を与えた”Black Magic

して気づけば「いつもと違う全て」に親しみを感じている自分に驚いた

Woman”や”Man of the World”などのカヴァーも演奏した。エレクトリッ

そう。

ク・ギターによる3曲以外は、アコースティックで演奏された。

さらに今回様々なアーティストとコラボしたことで、60 年代後半に

完全なる無観客。唯一の例外はクラプトンの妻で、セッションのタイ

セッション・ミュージシャンとしてキャリアをスタートさせた頃の自分

トルはそこからインスピレーションを得たものだそう。温かみに溢れ

も思い出した。結果的に原点回帰となったこの新作、収録された 16 曲

た、非常にプライベートな一枚だ。

中 10 曲が未発表曲となっている。

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

日本向け
宅配

アイスワイン
白・赤共 375ml
$35

お届け日

ぜひご利用ください

メープルシュガー
バームクーヘン 250g
$20

Cheena
ご注文はオンライン、郵送、お電話で。
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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
コンテナ船の火災

険申請においても見られると報告された。フリーランド財務大臣は、

10 月 23 日にバンクーバー島沖で発生したコンテナ船の火災は、翌
日の午後までにはほぼ消火されたが、海に投下された 40 基のコンテ

雇用主への支援金により、雇用状況が回復したことがその要因である
と話している。
政府は、今後は、政府が発動したロックダウンによる影響を直接受

ナの回収作業は、暴風のため難航している。
23 日の午前 11 時にコンテナ船からの連絡を受けたカナダ沿岸警備
隊が現場に直行した時には、キサントゲン酸アミルカリウム（選鉱作
業に使用される危険物）を 52 トン以上搭載したコンテナ２基を含む、
少なくとも 10 基のコンテナが炎上していた。タグボートから船体へ

けた人に対し、Canada Worker Lockdown Benefit を支給することを発
表した。

11 歳以下の子供へのワクチン接種に迷い

の懸命の消火作業の結果、いくつかのコンテナは 24 日現在まだくす

この程、Angus Reid 社が 5000 人以上を対象に実施したアンケート

ぶっている状態だが、火はほぼ鎮火された。現在、コンテナ船は、ビ

調査によると、カナダでは 12 歳以上のワクチン接種率が 82% に達し

クトリアの沿岸８キロの辺りのコンスタンスバンクに錨を下ろしてい

たにも関わらず、５歳から 11 歳の子供を対象にしたワクチン接種が開

る。

始されたら、すぐに接種を受けさせると回答していた親は、51% に留

この火災で、ケガをした人は報告されていない。バンクーバー港に

まっていることが分かった。一方、23% の回答者は接種は受けさせな

向っていたコンテナ船は、火災発生前日の 22 日朝に暴風に見舞われ、

いと回答し、18% の人が様子を見る、９% の人が分からないと回答し

バンクーバー島の西 12 海里の場所で積んでいたコンテナ 40 基を海に

ていた。これにより、大人を対象としたワクチン接種には賛成する人も、

投下した。しかし、25 日昼まで続くと予想されている時速 80 キロに

11 歳以下の子供を対象にした場合、ワクチン接種に、より迷いが生じ

も上る暴風のため、その回収作業は困難を伴うだろうと沿岸警備隊で

ていることが分かった。
トロント大学の Center for Vaccine Preventable Desieases の専門家

は話している。
関係者は、投下されたコンテナからの流出物が海に与える多大な影

は、次のような理由を指摘している。１．子供には、コロナが重症化

響を考えると、海上安全検査官の調査は必須、とコメントし、今回の

する例が少ない。２．ファイザーやモデルナなどの mRNA ワクチンが、

火災対応のまずさを指摘、連邦レベルでの対策が急務だと述べた。

心臓の筋肉が腫れる心筋炎を引き起こすことがある。

政府の給付金支給が終了

すことがあると指摘しており、子供自身のためだけでなく地域の人を

これに対し、専門家は、稀にコロナに感染した子供が心筋炎を起こ

コ ロ ナ 禍 に 支 給 さ れ て き た 政 府 給 付 金 の Canada Recovery

守るためのワクチン接種であることを周知していきたいと話している。

Benefit(CRB) が、10 月 23 日をもって終了したが、その直後に政府内

別の専門家は、この時期は、ワクチンに対する信頼を得ることが最も

部調査の結果が発表された。それによると、今年６月初旬までに給付

重要なことだと語った。

金を受け取った人の総数 180 万人の 75% にあたる 150 万人が、繰り

現在、ファイザー社が、５歳から 11 歳の子供を対象としたワクチン

返し給付金を受給していたことが分かった。このうち、62 万７千人は、

の緊急使用許可を申請していて、ヘルスカナダはデータ分析を続けて

何ヶ月もの間、給付金を間断なく受け取り続けていた。

いる。

調査報告によれば、今年 10 月 10 日までに、CRB プログラムが支給
した給付金総額は 270 億ドルを超え、2020 年９月後半に給付金支給
が決定されて以来、220 万人が給付金を受け取っていた。しかし、今

有給の病欠：小企業への影響
BC 州政府は、10 月 25 日まで、有給の病欠を３日にするか、５日、

年１月以降は、初回申請者の数が減り続け、プログラム開始から最初

10 日にするかのオプションについての意見を受け付けているが、この

の４ヶ月で申請をした 60 万人以上が、６月に入る前には、受給申請

程、Canadian Federation of Independent Businesses が行ったアンケー

を行わなくなっていたことも分かっている。また、同じ傾向が失業保

ト調査によると、多くの小企業のオーナーが、有給の病欠プログラム
を常設するだけの金銭的余裕がないと回答していることが分かった。

www.thefraser.com

あなたの心の隙間に

花子

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

隙間川柳の会

――北

647-984-8365 (Cell Tomoko)
tomoko@maplebridgefinancial.com

夏やせもしない間に肥ゆる秋

・保険・投資・ＲＥＳＰ

アンケート結果では、64% の小企業オーナーが、有給の病欠プログ
ラムの常設を支持しないと答えていた。コロナ禍で、会社が通常の財
政状態に戻ったと回答しているのは半分以下の 46% の小企業で、とて
も有給の病欠プログラムを常設できるだけの余裕がないというのがそ
の理由だった。

また、オーナーたちは、このプログラムがフルタイ

ムの従業員だけを対象としているのか、パートタイムや臨時雇いの従
業員にも適用されるのかが明記されていないことにも不満を表明して
いた。
州政府は、来年の１月１日から、このプログラムを実施する計画を
立てている。
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トピックス
５歳から 11 歳のコロナ感染者が増加

その後、カナダでは、ファイザー社、モデルナ社、アストラゼネカ

BC 州では、10 月 26 日から 11 月１日までの期間で、５歳から

社のワクチンの供給が充分であると判断されたため、ジョンソン＆

11 歳の子供の感染ケースが 550 件となり、入院患者 56 人、そのう

ジョンソン社のワクチンは配送されなかった。しかし、先月、パティ・

ちの一人が救命救急診療を受けていたことが分かった。BC 州衛生

ハイデュ保健大臣は、ヨーロッパで製造された信頼できる同社のワク

管理局長のボニー・ヘンリー博士は、９月の新学年が始まると、９

チンを入手する方向で動いていると発表した。

歳から 11 歳の子供の感染が増加したとし、感染が蔓延している地
域はワクチン接種率の低い地域だったと発表した。

アルバータ州とサスカチュワン州の首相は、ファイザー社やモデル
な社の mRNA ワクチン接種に消極的な人にも接種してもらえるとし

８月から９月下旬にかけては内陸部での感染が急増化、その後は

て、ジョンソン＆ジョンソン社の単回投与ワクチンに希望を持ってい

北部での感染者が増えていった。しかし、12 歳から 17 歳の感染者

る。また、BC 州でも同じような動きがあり、ベクターワクチンの接

数は減少し、ワクチンを接種していた場合、入院したケースは１件

種が全体の接種率を上げることに期待を寄せている。ヘルスカナダや

もなかったと続け、ワクチンの効果が非常に大きいとし、５歳から

NACI (National Advisory Committee on Immunization) が、 本 ワ ク チ

11 歳の子供もワクチンを接種できるようになれば感染者数を抑え

ンに関する接種年齢などの新たなガイドラインを設けるかどうかは未

られるだろうとの見方を示した。

定。

11 月３日の感染者数は 430 人、そのうち 202 人がフレイザーヘ
ルスの管轄地域の住民であることが分かっている。一方、州政府は、

BC 州の生活賃金 2021

３万人の公共サービス従事者に対し、11 月 22 日までに少なくとも

この程、Living Wage for Families BC と CCPA-BC(Canadian Centre

１回のワクチン接種を終えない場合、３ヶ月の無給休暇を義務化し

For Policy Alternatives) が、メトロバンクーバーおよび BC 州の 13 の

た。

地域を対象とした 2021 年の生活賃金（ある生活水準を維持するのに

また既に、ワクチンを接種していない 3,300 人の医療従事者が無
給休暇扱いとなっている。

必要な最低の時間給）を発表した。これによると、メトロバンクーバー
の生活賃金は $20.52 で、2019 年の調査より $1.02（5.2%）上昇して

BC 州：不動産販売にクーリングオフ期間を設置へ
BC 州政府は、超過熱した不動産市場の冷却のため、2022 年に、

いたことが分かった。現在、BC 州の最低時間給は $15.20 である。
また、この動向は他の地域でも見られ、いずれも州の最低賃金より
高くなっていた。この生活賃金は、共働きの両親と幼い子供２人の４

中古住宅および新築住宅の購入に対しクーリングオフ期間を設ける

人家族が基本の生活費（家賃、保育費、食費、交通費など）を稼ぎ出

方向で動いている。この対応は、建築前の新築住宅の販売にも適応

すための時間給を計算したもの。メトロバンクーバーでは、住宅費が

される。クーリングオフ期間とは、購入者が法的効果なしに購入を

8.6% も上昇していたが、MSP のプレミアムの廃止や子育て支援の増

キャンセルできる限定期間のことで、政府は、カナダで一般的に使

額などで、なんとかこの水準を保っているものと考えられている。

用される blind bidding（入札者が複数の場合、他の入札者の入札

その他の地域の生活賃金は次のとおり：グレータービクトリア

価格を知らせないで入札を行う方法）の代替案として購入者を守る

$20.46、 サ ン シ ャ イ ン コ ー ス ト $19.79、 ネ ル ソ ン $19.56、 レ ベ ル

ために提案している。

ストーク $19.51、ゴールデン $19.46、ペンティクトン $18.55、ケ

メトロバンクーバーの全タイプの住宅の販売ベンチマーク価格は

ローナ $18.49、トレイル $18.15、グランドフォークス $17.21、コロ

$1,199,400 で、先月、値上がり値が一番大きかった地域は、メー

ンビアバレー $17.18、フレーザーバレー $16.75、コモックスバレー

プルリッジ、ウィスラーとピットメドウズだった。The Real Estate

$16.44、ナナイモ $16.33

Board of Greater Vancouver の報告によると、10 月の住宅販売総数
は 3,494 件で、過去平均と比べ 22% も高い数字となった。政府は、
中古住宅および新築住宅の購入に関するクーリングオフ期間を検討
する審議会を設置し、来年の春には施行にこぎつけたい意向だ。

sudoku break

ジョンソン＆ジョンソンのワクチン接種開始へ
ヘルスカナダがワクチンを認可してから８ヶ月、ジョンソン＆
ジョンソン社の単回投与ワクチンが、再び、カナダ到着間近である
とカナダ公衆衛生局トップのテレサ・タム局長が発表した。
今年３月にヘルスカナダが認可した本ワクチンは、18 歳以上の
人を対象としたウィルスベクターワクチン（アストラゼネカ社のも
のと同じ種類）だが、現在まで接種が行われていなかった。当初カ
ナダに配送された 30 万回分のワクチンは、アメリカの工場での製
造過程に問題が発生し、ヘルスカナダが使用にストップをかけ、実
際には接種されずに廃棄されていた。
答えは p. 32
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全国共通の接種証明
トルドー首相は 21 日、新型コロナウイル
スのワクチン接種を証明するカナダ全国共通

ワクチンパスポートを導入
国内共通となる接種証明書は、アプリなど

と述べていた。対象となるのは、政府機関に出

にダウンロードできるデジタル形式のほか、 入りする業者や住宅勤務の職員も含まれ、およ
そ 26 万 7000 人にのぼるとされている。

のワクチンパスポートを導入すると発表した。 紙の証明書と２種類が用意されている。
これにより、これまで各州・各準州ごとに発

証明書に記載されるのは、氏名や生年月日

行されていた接種証明が国として統一される

に加え、接種したワクチン名、ロット番号、

ことになる。

接種した日付などの接種履歴、QR コード、連

米、カナダとメキシコからの入国
許可
米国土安全保障省のマヨルカス長官は 12 日、

カナダでは、10 月 30 日から航空機や長距

邦政府と州・準州の公式ロゴ。ワクチン接種

離鉄道、大型客船などを利用する 12 歳以上に

履歴以外の医療情報や個人情報は記載されな

カナダとメキシコからの不急不要な陸路と海路

対して、ワクチン接種の完了を義務付けるこ

い。

の入国を許可することを発表した。ワクチンの

とが決まっている。11 月末までの 1 カ月間は
移行期間として新型コロナ検査の陰性証明の

下院全議員にワクチン接種義務化

提示でもよいとされるが、その後は接種証明

カナダ下院は 19 日、全議員（338 人）に 11

を標準化することで確認を容易にする。

月の会期までにワクチンの接種完了を義務付

接種を完了した旅行者が対象で、接種を終えて
いれば入国前に PCR テストの陰性を証明する
必要もなくなる。この規制緩和は 11 月８日か
ら始まる。

トルドー氏は 21 日の記者会見で「すべての

けると発表した。ロタ下院議長は「下院の施

米国はパンデミックが始まってから両国から

州と準州が統一された接種証明システムを採

設に入るには、ワクチン接種の完了が必要と

の不要不急な陸路での入国を制限し、数カ月単

用することを確認した」と述べ、かねてより

なる」と述べ、この義務付けは施設に入る全

位で延長していた。

検討されていたワクチンパスポートの導入を

員に適用されるとした。

ワクチンについては、世界保健機関（WHO）

発表した。また、「連邦政府が承認するこのワ

９月の総選挙では、トルドー首相率いる自

と米食品医薬品局（FDA）が承認したものだと

クチン接種証明は、世界中の渡航先で認めら

由党が「連邦政府職員および航空機・鉄道・

している。米国で承認されているのは、ジョン

れることになるだろう」と強調し、カナダの

大型客船利用者、自由党候補者へのワクチン

ソン＆ジョンソン、ファイザー、モデルナ製の

ワクチンパスポートを受け入れるよう国際社

接種の義務付け」を公約に掲げ、僅差ながら

３種類。WHO はこれに加えて、アストラゼネカ、

会に連携を促すとしたが、「渡航先への入国を

勝利した。

シノファーム、シノヴァク製のワクチンを認め

保証するものではなく、最終的な判断は各国
の判断による」と語った。
カナダ政府は８月、10 月末までに全連邦政
府職員約 30 万人に新型コロナウイルスワクチ

一方、下院に議席を有する４党のうち３党

米国が発表したこの他の規制緩和は、来年１

野党第１党の保守党はワクチン接種を推奨す

月の上旬よりすべての外国人入国者に対して、

るものの義務化には反対の立場を取っている。 不急不要か否かによらず、ワクチン接種の完了

ンの接種を義務付ける方針を発表した。また、 選挙戦でも候補者に接種を義務付けず、接種
連邦政府の管轄下にある航空、鉄道、海運部

ている。

が議員のワクチン義務化に賛成しているが、

を義務付けることなどがある。

者・未接種者の人数も公表しなかった。

一方、カナダは８月９日より、ワクチン接種

門の職員や、民間航空機や州をまたぐ長距離

トルドー首相は６日、ワクチン接種の義務

を完了している米国民および永住権所有者に対

鉄道、大型客船の乗客も、ワクチン義務化の

化に関する指針を発表した際、連邦政府職員

して、不要不急の入国を認めている。ただ、入

対象になることが合わせて発表されており、 に対し、10 月 29 日までに接種の完了を義務

国前の PCR テストで陰性を証明する必要があ

カナダの旅行者は今後、国内外への移動にお

付け、未接種の場合は無給の休職扱いにする

る。

けるほとんどの交通機関でワクチンの接種証
明書が必須となる。

幸せだなぁ

何も知らない私に

詩

川路 廣美

いろいろ教えて下さる方がある

何も出来ない私に

いつも手伝って下さる方がある

何もとりえのない私に

なる。尚、各州が導入を進めるための費用は

声をかけてくださる方がある

ド・アイランド州でも順次利用できるように

一人で生きられない私に

ニューブランズウィック州、プリンスエドワー

一緒に生きて下さる方がある

コロンビア州、アルバータ州、マニトバ州、

救われる見込みのない私に

ポートが利用できる。残りのブリティッシュ・

必ず救うと誓いたもう方がある

ウエストテリトリー準州の住民は、このパス

幸せだなぁ

ル州、ユーコン準州、ヌナブト準州、ノース

私が生きていることを

ワン州、ニューファンドランド＆ラブラドー

心から喜んで下さる方がある

導入の発表があった 21 日よりオンタリオ
州、ケベック州、ノバスコシア州、サスカチュ

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

接種証明の概要

連邦政府が負担する。
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カナダのニュース

カナダとアメリカ、陸路で渡航可能

19 カ月ぶりの規制解除

カナダと米国を結ぶ陸路と海路の国境が 11

性となるのは１％のみだという。公衆衛生局

せのワクチン接種は「例外的な状況」におい

月８日、再開された。米国はこの日から、コ

長テレサ・タム博士は、たとえこのように低

てのみ、認めるとしていた。

ロナウイルスのワクチン接種を完了したカナ

確率であっても、カナダに入国する前のテス

カナダでは多くの国民がカナダ政府のガイ

ダからの旅行者を 19 カ月ぶりに受け入れてい

トは引き続きワクチン接種者と未接種者の両

ドラインに従い、異なる種類のワクチンを接

る。ワクチン接種の条件を満たす必要がある

方に課す必要があるとした。「カナダは今もな

種しているが、米国はこれまでワクチンの

のは 18 歳以上の旅行者で、18 歳未満の子供

お、第４波の最中にいる。まだ脆弱な状況か

組み合わせについては方針を明確にしていな

は免除される。

らは抜けきっておらず、もうしばらくの間は

かった。

米税関・国境警備局は、８日より国境では

警戒が要される」と述べた。

コロナ前と同レベルの混雑が予想されるが、

このテストなしでカナダに戻った場合の罰

カナダ以外の外国からの入国も再開

待ち時間は通常以上になるだろうと警告して

金は最高 5,000 ドル。これまでに 1,700 人以

米国は８日、約 19 カ月間にわたる外国から

いる。また待ち時間を減らすためにも必要な

上の旅行者がこうした罰金を科せられている。

の入国禁止措置を解除した。外国人旅行者は

証明を手元に準備しておくことを求めている。

なお、ワクチン接種を完了したカナダ人が

ワクチン接種証明書を提示する必要があるが、

陸路・海路で米国に入る旅行者は COVID-19

帰国した場合、14 日間の隔離は免除される。

アメリカ入国後の隔離は必要なくなる。措置

テストの陰性を証明する必要はないが、ワク

ワクチン未接種の 12 歳未満の子供も隔離を行

の解除により、引き離された家族と会うこと

チンの証明は必須。ただ、「接種を完了してい

う必要はないが、こうした子供は 14 日間学校

ができるようになったり、観光ビジネスに弾

るか」との質問は旅行者全員になされるが、

やデイケア、人が密集する場所に行くことは

みがつくなど、世界に明るい影響を及ぼすこ

証明の提示は無作為に求められる。このため、

できない。

とが予想されている。

異なるワクチンの組み合わせも可

からの渡航者のみが対象だったが、その後そ

証明書を確認するのに要する時間はわずかで
あるのに、なぜ全員に行わないのかという疑
問の声が上がっているのと同時に、この点が

米国は 10 月 15 日、ワクチン接種を完了し

乱用の原因になると指摘されている。

た旅行者に入国を認める規制解除をめぐり、

カナダに戻ってくる場合

この措置が導入された 2020 年当初は中国
れ以外の国々に対象が拡大された。
国境を共有するカナダやメキシコの陸路と

ワクチンについては異なる種類を組み合わせ

海路については、米国土安全保障省のマヨル

た接種も認めると発表し、カナダ側からは安

カス長官が 10 月 12 日、カナダとメキシコか

一方、娯楽目的の旅行者がカナダに戻って

堵の声が広がった。これにより米国と WHO

らの不急不要な入国を 11 月８日より許可する

くる際には、陸路・海路・空路にかかわらず、

が承認したワクチンであれば、どのような組

と発表していた。米国はパンデミックが始まっ

PCR テストで陰性を証明しなければならない。

み合わせで接種していても米国への入国は可

てから両国からの不要不急な陸路での入国を

米国での滞在時間がどれだけ短くても、日帰

能になる。米国で承認されているのは、ジョ

制限し、数カ月単位で延長していた。

りであっても、カナダへの入国には PCR テス

ンソン＆ジョンソン、ファイザー、モデルナ

一方、カナダは８月９日より、ワクチン

トが必須となり、費用は通常 150 〜 300 ドル

製の３種類。WHO はこれに加えて、アストラ

接種を完了している米国民および永住権所有

とされる。また、結果が入手できるまでに 24

ゼネカ、シノファーム、シノヴァク、インド

者に対して、不要不急の入国を認めている。

時間かかることから、テストの結果を待たな

のコバクシンを認めている。

ただ、入国前の PCR テストで陰性を証明する

くてもいいように、連邦政府は「滞在時間が
短いカナダ人はカナダでテストを受け、米国

米疾病予防管理センター（CDC）は今年初め、

必要がある。

モデルナとファイザーという異なる組み合わ

に旅行し、そのテストを帰国の際に用いるこ
とを許可する」と発表した。テストを受ける
のは５歳以上の旅行者で、結果は 72 時間以内

ため、カナダ人からは不満の声が上がってい
る。
たテストに関する最新データから、ワクチン
接種を完了した旅行者が入国の際に検査で陽

判定に合格するという意味の「～に
かなう」という慣用句の「～」に入
る語として最も適切なものはどれか。
①おぼしめし
②おめがね
③みこころ
解答・解説は 39 ページ
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隙間川柳の会

カナダ政府によると、入国時に無作為で行っ

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

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。



あなたの心の隙間に

日本語チェック

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

た便宜も高額な費用を回避するものではない

や俳句も是非どうぞ！ ※ 作 品 は、 あ ち こ ち の
ページの隙間に掲載させていた だきます。

のものであれば有効とされる。しかしこうし

We are 29 years old!

世界の出来事

死者過去最多を更新のロシア

全土で「非労働日」導入へ

ロシアのプーチン大統領は 20 日、新型コロ

生活必需品を販売する店舗以外の全店が閉鎖さ

約 40 億人にのぼるが、ロシア製のワクチン

ナウイルスの感染拡大を受け、10 月 30 日から

れる。学校や幼稚園なども閉鎖され、レストラ

はいずれも世界保健機関（WHO）から承認

11 月７日までの９日間をロシア全土で「非労働

ンをはじめとする飲食店はテイクアウトや配達

されていない。

日」にすることを承認した。この間、国民は出

のみの営業となる。一方、劇場や博物館は対象

勤しないことが求められる。非労働日は昨年３

外で、入場者数の制限を設ければ、営業は可能。 たものの、承認のために必要なデータや法

〜５月にも実施された。

但し、入場者はマスクの着用とワクチン接種証

政府の新型コロナ対策本部は 21 日、感染に

ロシアは今年２月、WHO に承認を申請し
的手続きが不十分とされた。

明書、回復証明書の提示が求められる。

一方、バイデン米政権は 10 月 15 日、米

よる１日当たりの死者数が過去最悪の 1036 人

ソビャニン市長は「事態は最悪のシナリオを

国に入国する外国人に対してワクチン接種

を記録したと発表した。ロシアの死者数はこの

描きつつある。今後数日で歴史的なピークに達

を義務化する入国規制を 11 月 8 日から開始

１週間増加し続けており、全土での１日当たり

するだろう」とロックダウン導入の決定を説明

の新規感染者数もこの日、３万 6339 人と過去

した。

すると発表した。米疾病予防管理センター
（CDC）によると、入国に必要なワクチン接

また、ソビャニン市長は 19 日、プーチン大

種証明として有効なのは、米国で承認して

ロシアの新型コロナ対策を担当するゴリコワ

統領による全土での非労働日の決定を待たず

いるファイザー製、モデルナ製、ジョンソン・

副首相は 19 日、９日間の非労働日を提案。プー

に、モスクワでの規制措置を発表していた。25

エンド・ジョンソン製および WHO が承認し

チン大統領は翌日、オンラインで行われた政府

日に発効するこの規制には、来年２月下旬まで

たワクチンのみ。ロシア製のスプートニク

の会議で、ゴリコワ副首相の提案を支持した。

企業・組織の従業員 30％を在宅勤務にすること

V は対象外であるため、米国の入国規制に各

ロシアでは国産ワクチンに対する国民の不信

や、接客業などの企業に対して年末までに従業

国が追随すれば、ワクチンの売り込みを拡

感が根強く、感染者急増の理由はワクチン接種

員の 80％にワクチン接種を完了させる義務付け

大させてきたプーチン政権にとって痛手と

の伸び悩みだとみられている。同国のワクチン

が含まれている。さらに、ワクチンを接種して

なる。

接種率は 35％にとどまっており、ロシア政府は

いない 60 歳以上の市民に対しては在宅勤務を

ロシアは昨年 8 月、国内で開発したスプー

国民がワクチン接種をしていないことを非難し

命じ、ワクチン接種義務化の対象をサービス業

トニク V を新型コロナワクチンとして世界

ている。プーチン大統領はこの日、「危機的状

の従事員にまで拡大した。

で初めて承認したが、最終段階の治験を終

最悪を更新し、事態は深刻化している。

況にある」と述べ、改めて国民にワクチン接種
を呼びかけた。

モスクワでは規制再開
首都モスクワのセルゲイ・ソビャニン市長は
21 日、歯止めのかからない感染拡大の現状を受
け、10 月 28 日から 11 月 7 日までモスクワでロッ
クダウン（都市封鎖）を再導入すると発表した。

ロシア第 2 の都市サンクトペテルブルクでも

えていなかったため、「安全性より国家の威

11 月中旬から劇場などに入場する際は、ワク

信を優先させた」として国内外から批判さ

チン接種完了の証明書を提示しなければならな

れていた。

い。

なお、プーチン大統領はスプートニク V

ロシア製ワクチン、WHO から承認さ
れず

を接種したことを公表している。

国民は不信感

ロシアは国産ワクチン第一号「スプートニク

ロシア国民は国産ワクチンに対する不信

モスクワで部分的なロックダウンが実施される

V」のほかに３種類のロシア製ワクチンを承認

感を募らせており、世論調査では接種を全

のは昨年 6 月以降初めてとなる。

している。スプートニク V の使用は、70 カ国以

く希望しない人が半数を超えることが示さ

これによりスーパーマーケットや薬局など、 上で認められており、こうした地域の総人口は

れている。実際にこれまでに接種を完了し
たのはわずか 3 割強。これを背景に感染拡
大は悪化の一途を辿っている。
政府は経済活動を優先させ、新型コロナ

自費出版

対策の厳しい規制は後ろ手に回っていたが、
ここへきてワクチン接種を避ける国民に感
染拡大の責任を押し付けている。

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

一方、ロシアでは外国製ワクチンが承認
されていないことから、観光客でも米ファ
イザー製ワクチンが接種できるセルビアに
向かうロシア人が増加している。セルビア

編集・翻訳・ページデザイン

はロシア人がビザなしで入国できる国の一

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。

Fraser Journal Publishing
604-939-8707 info@thefraser.com
www.thefraser.com

つ。WHO が承認したファイザー製を接種す
れば欧州諸国などの外国に渡航できる可能
性が広がることもロシア人を国外でのワク
チン接種に向かわせ
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世界のニュース

COP26 首脳会合

一定の成果も課題は山積み

国連気候変動枠組み条約第 26 回締約国際

まかなう考えも示した。このほかベトナムが

界の半分に相当するとされる。世界の排出量

会議（COP26）の首脳級会合が 11 月 1 日よ

初めて実質ゼロを目指すと表明したほか、主

上位 10 カ国のうち、6 カ国が参加するが、中

り英グラスゴーで開かれ、2 日間にわたる日

要排出国であるブラジルも 30 年までに排出

国、ロシア、インド、イランは参加しない。

程を終えて閉幕した。今後は 12 日まで閣僚

長を 2005 年比で 50％に減らすという目標を

級会合で国際交渉が行われ、成果文書が採択

発表した。

されることになっている。

その上で、新興国や途上国は、先進国から

議長国イギリスのジョンソン首相は 2 日、

国連は 5 月、2020 年代にメタン排出量を
大きく削減すれば、40 年代までに世界の気温

の対策支援の実行を強く求めた。インドのモ

が摂氏 0.3 度上昇することを妨げられると発
表していた。

「まだ道半ばだが、私は慎重ながらも楽観的

ディ首相は演説で、先進国に 110 兆円の資金

また、EU のフォンデアライエン委員長は「メ

だ」と会議を総括し、日本やアメリカ、イギ

支援を求めたほか、中国の習近平国家主席も

タンは素早く削減できる温暖化ガス。同計画

リスなど先進国の追加支援表明や、発展途上

書面で先進国の対策支援を要請した。先進国

は、気候変動対策として非常に有効だ」と語っ

国のカーボンニュートラル宣言など、一定の

は 2009 年、20 年までに年間 1000 億ドルの

た。

成果があったことをアピールした。

支援すると確約したが、約束は果たされてい

一方、途上国は先進国が気候変動対策への

ない。

首脳らは専用機で会場へ

資金支援の約束を果たしていないことを痛烈

これに対し、先進国は途上国への支援強化

一方、COP26 に出席した各国首脳および企

に批判。地球温暖化の責任を負う先進国が支

を改めて表明し、日本も岸田首相が今後 5 年

業家らが専用機や自家用機でグラスゴー入り

援しないという選択肢はないと釘を刺した。

間で最大 100 億ドルの追加支援を行う用意が

したことに対して、批判の声が上がっている。

あると述べた。

現地入りした専用機の数は 400 機に上り、特

また、会合では各国の首脳 112 人が演説を
行ったが、バイデン米大統領は会議を欠席し
た中国とロシアを激しく批判するなど、各国
の歩調のばらつきも鮮明になった。

途上国も排出ゼロ目標を表明
今回の会合では、排出量が世界第 3 位であ
りながら、これまで温室効果ガスの削減目標

米・EU 主導のメタン削減計画

に会議で議長を務めたジョンソン首相が訪問
先のローマから専用機で乗り入れ、列車では

会合では、米国と欧州連合（EU）の主導に

なく専用機でロンドンに戻ったことが、英メ

よる、世界のメタン排出量を 2030 年までに

ディアに大きく取り上げられた。ジョンソン

20 年比で 30％削減する「グローバル・メタン・

氏は会議で各国の気候変動対策が不十分であ

ブリッジ」が発足し、100 以上の国・地域が

ると非難し、「行動を伴わない言葉は無意味

参加を表明した。

だ」と強調していた。

を明らかにしていなかったインドも 2070 年

バイデン米大統領はこの計画により経済が

航空機は列車に比べ、乗客 1 人当たりの二

までに排出量実質ゼロを目指すと初めて表明

活性化され、企業は経費が節約できると同時

酸化炭素排出量が多くなるが、専用機となる

した。日米欧などの先進国は実質ゼロを 50

に新たな収入源を確保できる」と強調した。

とその量はさらに増える。

年まで設定しており、中国やロシア、サウジ

メタンは二酸化炭素より温室効果が高いも

首相報道官は「素早い移動が最優先事項で、

アラビアなどの新興国も 60 年までとしてい

のの、二酸化炭素ほど長時間大気中に停留し

首相は厳しい時間的制約がある」と弁明し、

るが、インドはその 10 年後に期限を定めた。

ないため、メタンの排出量が削減されれば気

専用機は「持続可能な燃料を使用しており、

また、30 年までの目標も明らかにし、エネ

候変動対策が大きく前進することになる。同

排出量は相殺される」と主張した。

ルギー需要の 50％を再生可能エネルギーで

計画への参加国・地域のメタン排出量は全世

その他の首脳や王族、企業家らも会合への
交通手段が槍玉に上がっている。バイデン米
大統領の大統領専用機「エアフォースワン」

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

みえ

花子

迷わずに生きた老後だ選ばせて

――森下

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――北

失敗も忘れもすべてコロナのせい

sudoku break

とそれに同行する 4 機の大型ジェット機は往
復で 1000 トンの二酸化炭素が排出されると
指摘された。また EU のフォンデアライエン
委員長も専用機で現地入り。米通販大手アマ
ゾン・コム創業者ジェフ・ベゾス氏もプライ
ベートジェットで参加した。
こうしたなか、グレタ・トゥーンベリさん
ら数百人の活動家たちは「気候トレイン」と
いう特別列車でグタスゴー入りしていた。
トゥーンベリさんは 5 日、対策強化を求め
る大規模デモで、「COP26 は失敗だ」と述べ、
具体的な対策が打ち出されていないことを批
判している。

答えは p. 33
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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（２）
さびた犬釘 （２）
次の日、列車はチェトウインドまで戻ってア
ルバータ州境に近い、タンブラー・リッジに向
いました。
このころプリンスジョージからチェストウイ
ンドを通ってタンブラー・リッジに至るこの路
線の歴史は始まったばかりでした。1980 年代に
日本の鉄鋼関係の会社が、ここの炭坑から石炭
を購入する計画を立てたので、カナダ側はここ
まで貨物車線を延ばし、プリンスジョージとプ
リンスルパート間の既設路線と連結させ、日本
タンカーの停泊するプリンスルパート港までの
貨物線を完成させたのです。
私たちの臨時列車は、1 日に数往復する石炭
満載の貨物列車のお通りを待つので、何度も待
避線に入りましたが、終点に着くと、そこには
大きな石炭エレベーターが線路をまたいで立
ち、スイッチひとつで石炭が貨車に降り注ぐよ
うになっていました。その後バブルが崩嬢し、
日本側は当初契約した値段より炭価を下げない
と買わない、といって裁判沙汰になりかけた事
もありましたが、今はどうなっている事か。
フオート・セントジョーンから、ユーコン州
に近いフオート・ネルソンに向かうころは秋も
たけなわという感じで、ポプラや白樺の林の鮮
やかな黄色は都会地ではとても見られないもの
でした。なだらかな丘の連らなるこの辺りは牧
畜が盛んですが、牧草の緑の間に簡単な石油採
掘装置が点在しています。牧草を食べている牛
の群の間で、機械までものうげにギッコンギッ
コン動いていました。この辺りでは天然ガスも

出て、アメリカにも輸出され、少ない人口で、
カナダの経済に大きな貢献をしています。
往路と同じ線でプリンスジョージに戻って
一泊した我々は、定時運行の列車に先立って
朝 5 時半に出発。リルエットで定期列車に接
続されるまで、相変わらず、景色のよいとこ
ろで時々停車し写真を撮りました。フレイザ
一川を渡る鉄橋のふもとでの写真休憩の時、
車内の売店でボランティアをしていた年輩の
男性が肩を叩くので振り向くと、
「今これを拾ったから、あなたにあげましょ
う。普通の犬釘でもなかなか落ちてないのだ
けれど、これは鉄橋のところだけで使うもの
なのでとても大きいでしょう」
といって、さびた犬釘を隼にのせてくれまし
た。汽車から降りても、写真を撮るか、押し
花用の野草を摘むのが関の山だった私に、素
晴らしいスーベニアをくれたのです。後日、
参加者名簿から彼の住所を見つけて礼状を出
したのが縁で、後にアイダホ州の彼の家に招
かれ、その地の鉄道博物館を見せてもらいま
した。彼の家も鉄道一家で、後はリタイアす
るまで、アムトラックの車掌をしていたそう
で、二人の息子も鉄道員でした。
この旅行の少し前に、カナダ大陸横断鉄道
開通百周年の記念行事があり、新聞に礼服を
着た大勢の紳士たちに囲まれた線路工夫が、
東西のレールをつなぐ、最後の犬釘を打ち込
む瞬間をとった百年前の写真が載った事があ
ります。1 本の犬釘が鉄道で果ず役割を考え
た時、私はこの犬釘というものを一度見たい
と思っていたのですが、その念願がこの旅行
で叶いました。
いつか暇ができた
ら、この犬釘のさび
を落として、ピカピ
カに磨きあげてみょ
うかと思ったり、い
やいやこのままの方
がいいのだと思った
り、 そ ん な わ け で、
今もこの大きな犬釘
はさびたままで机の
上にあります。

西村 咲弥

紅葉狩りは大陸横断鉄道で
今はなきロバート・J・へイスティングス
という人が書いた「停車場」というエッセ
イがあります。それによると汽車に乗る人
には 2 種類のタイプがあって、一方の人た
ちは、車中に仕事や本を持ち込んで、時々
目をあげては、あと何時間で着くのだと思
う型。またもう一方の人たちは、線路ぎわ
で手を振る子供たちに、車内から手を振っ
たり、通り過ぎる畠の小麦や玉ねぎの笑り
具合を見たりしている間に、もう到着駅だ
と思う型に属します。
ロバートは、この事を人生に例えていま
す。人々は、18 才になったら、職場で昇進
したら、家を買ったら、その日から自分は
幸せになるのだと信じながら暮らしている
けれど、結局、人生には “死” という終着
駅以外に、これでよいと満足できる結末は
ないという事に気付かないわけにはゆきま
せん。
それだったら、旅そのものに喜びを見出
だす方が幸せというわけです。“昨日は薄れ
ゆく夕暮れ、明日は遠くの日の出、今日だ
けが生きるに十分な志があるのだから、昨
日のドアを閉じて鍵を捨てなさい。人間を
悩ますのは、今日の重荷ではなく、昨日の
後悔と明日への思いわずらいです。” とロ
バートは言っています。
そんなわけで、３年前私は、飛行機で飛
べば４時間で行けるカナダの東部へ、３泊
４日の汽車の旅を選んだのでした。カナダ
では汽車の旅は、どちらかといえば、ぜい
沢なものとされています。費用は別として
も、時間的余裕のある人たちしか利用でき
ないので、旅客列車の数も少なく、10 年前
までは CPR と CNR が毎日交互に運転して
いた大陸横断列車も今は VIARAI L が週３本
運転されるだけです。
広いカナダを実感するために、一度汽車
で大陸を横断したいと、前々から言ってい
た友人と二人での旅行計画は、早いとは思
いましたが５月に旅行社に寝台車の予約を
頼みました。ところが早いどころか、もう
残りの寝台の数は少なく、予定をたてるの
に苦労しました。

展望車から。正面にカナダの最高峰マウント・ロブソンが見える。

www.thefraser.com

（つづく）
（1997 年７- 8 月号）
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特集

目を背けてはいけない
この 11 月、世界から 190 人を超える各国のリーダーと数万人の企業、市民の代表者がグラスゴーに集まり、
12 日間にわたって議論を行う。
「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
」は８月８日、８年ぶりとなる最新の研究結果を発表した。その中で、
現在の地球温暖化の原因は人間の活動にあると初めて明確に断定し、温室効果ガスの排出削減を訴えている。
2015 年のパリ協定では、世界の平均気温の上昇を産業革命から 1.5℃に抑えるという目標が掲げられたが、各
国が定めた国家計画は期待通りには進まず、現在はすでに 1.09℃上昇して温暖化による被害が年々増している。
この状態で気温上昇を 1.5℃に抑えるためには、21 世紀半ばまでにはネットゼロ（温室効果ガス排出量実質
ゼロ）を達成しなければならない。これは、一部の国や団体のみで達成することは不可能で、世界中の国が同じ
目標を持ち、共にその目標を目指して努力しなければならない。そのため今回行われる COP26 は、今後の地球
と生物全体をどこに導いてゆくかにかかる極めて重要な会議である。

COP26 とは

Race to Zero

今年開催される、国連が毎年開催する気候変動会議。

2030 年までに排出量を半減し、遅くとも 2050 年までにネットゼロを達成す

COP は 1994 年に合意された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）の締約国会

るという目標を掲げて行動する。

議で、現在 197（197 国と EU）が締結している。2021 年の今年はその第 26

参加者：700 以上の都市 / 20 以上の地域 / 600 以上の教育機関 /

回目となり、10 月 31 日から 11 月 12 日までスコットランドのグラスゴー

2300 以上の大企業 / 160 以上の投資家

において行われる。

なぜ気温上昇を 1.5℃に抑えることを目標にするのか。

COP26 の目標
今世紀半ばまでの地球規模でのネットゼロ達成。それによってはじめて
気温上昇 1.5℃に手が届く。そのためには、2030 年までに温室効果ガスの
排出量半減が必須である。

よる死者が増える。
◆ほぼすべての暖水性サンゴ礁が破壊される。
◆北極海氷が少なくとも 10 年に１度は夏に完全に融解し、野生生物とそれが

１．21 世紀半ばまでに世界でネットゼロを達成する。

支えるコ ミュニティに壊滅的な影響が及ぶ。

そのために、各国が 2030 年までの CO2 削減目標を提出する。

◆グリーンランドと南極の氷床 の不可逆的損失が引き起こされる可能性があ

・石炭使用の段階的廃止の加速

り、その結果今後数世紀で海水面が数メートル上昇する。

・再生可能エネルギーへの投資促進

◆食料と水が不足する。

・森林伐採の抑制

◆経済成長に対す るリスクが高い。

・電気自動車への転換をスピードアップ

◆多くの生物種が絶滅の危機にさらされる。
◆大気汚染、病気、栄養不良、酷暑などが人間の健康被害をもたらす。

２．コミュニティと自然生息地を保護する。
・破壊的な影響を伴って変動し続ける気候に適応するため、気
候変動の影響を大きく受ける国の生態系や暮らしの保護、修復に協力する。

３．資金の動員
上記の２つの目標達成のため、先進国は年間 1000 億どるの資

金調

達の約束を果たす。

そこまでの重大な影響を防ぐためには 、たとえ深刻な影響はあるにせよ、
1.5℃の上昇に抑えなければならない。

このままいった場合の現在の予想
2100 年までに平均気温が３℃上昇と考えられている。
ギリスの予想は

民間から引き出す。

・夏の降雨量が 2050 年までに 15％減少。 ・冬の降雨量が 2050 年までに６％
上昇。2080 年までに８％上昇 ・ロンドンの海面水位が 2050 年までに 23cm、

４．ネットゼロ実現に向けた協力
パリ・ルールブックをまとめ上げ、全ての政府・企業・市民が

協

力を加速させて行動する。
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従って――

様々な対応策をとり、平均気温上昇を２度におさえた場合、COP26 開催国イ

・ネットゼロ目標に必要な数兆ドルの資金を、公共機関・

12

地球の平均気温が 2℃上昇すると――
◆世界人口の ３ 分の １ は定期的に酷暑にさらされ、健康問題が起き、暑さに

2080 年までに 45cm 上昇 ・河川のピーク時の水量が 2050 年までに最大 27％
増加。夏期には 82％減少 ・国内の水消費量が 2050 年までに、現在の 150 億
リットルから 184 億リットルに増加

November 2021
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現在の取り組み

◆ロビー活動で要求されていたことの一部

現在（2021 年 10 月）は、2015 年に行われた第 21 回気候変動枠組条約締
約国会議（COP21）パリ協定で合意された目標にむけて各国が取り組んでいる。
パリ協定：1992 年に国際連合会議において設定された気候変
動枠組条約に署名した全 196 カ国が参加した地球温暖化対策の
枠組。日本は発行後１年遅れて 2916 年 11 月に批准。2019 年
には全世界で 187 カ国が批准したが、同年 11 月、地球温暖化
を認めないトランプ元大統領によりアメリカが離脱した。2021
年１月に、バイデン現大統領によって復帰。

国		

現在の削減目標

カナダ		

2030 年までに 2005 年比で 30％削減

アメリカ

2025 年までに 2005 年比で 26 〜 28％削減

日本		

2030 年までに 2013 年比で 26％削減

EU		

2030 年までに 1990 年比で 40％削減

スイス		

2030 年までに 1990 年比で 50％削減

中国		

2030 年までに 2005 年比で 60 〜 65％削減

ロシア		

2030 年までに 1990 年比で 20 ～ 25％削減

オーストラリア 2030 年までに 2005 年比で６〜 28％削減
韓国		

2040 年までに無対策から 37％削減

この目標値に達している国は少なく、ほぼ同水準まで達成しているの
はイギリスと日本だけである。しかしパリ協定で表明された目標では、
2100 年までに産業革命前より３℃以上気温が上昇する。

◎サウジアラビア（巨大産油国）
： 草案の中の「あらゆる規模で緊急かつ
加速的な緩和行動の必要性」
「脱炭素化の取り組みの焦点は、ゼロカーボン源
への迅速な移行と、化石燃料の積極的かつ段階的廃止」という文言を削除すべ
きだ。
◎オーストラリア（主要石炭輸出国）
： 石炭火力発電の停止が必要だとい
う結論は認められない。
◎鉱業燃料中央研究所（CIMFR）
（世界第２位の石炭消費国インドと密接な
関係のある研究所）
： 安価な電力供給のために石炭は今後数十年必要だ。
◎ノルウェー： 化石燃料からの CO2 排出量削減のための CCS（二酸化炭
素を回収して地下に永久貯蔵する技術）の可能性をみとめるべき。
※報告書では、CCS には一定の可能性はあるが実現に関しては不確
実だとしている。
◎アルゼンチン / ブラジル（巨大な牛肉製品及び飼料作物の産出国）
： 「植
物由来の食生活によって、温室効果ガスの排出量は最大 50％削減できる」
という主張は認められず、牛肉を炭素排出量が多い食品とする文章、及び
肉への課税や「ミートレス・マンデー」への言及を削除すべきだ。
◎スイス： 「富裕国から発展途上国への資金援助を必要」という文章を「資
金拠出能力のあるすべてのパリ協定締約国が資金提供すべきである」と修
正してほしい。
※これまでの資金援助は目標額まで達成されていない。
◎インド： 全体的に原子力に対する偏見が含まれている。原子力は多くの
国において政治的なバックアップがある。
◎チェコ、ポーランド、スロヴァキア： 「報告書は原子力が持続可能な開
発目標の 17 項目中１項目しかポジティブに機能しない」と書かれている
が、そんなことはない。

COP26 の主要報告書の変更を多数の国・企業が要求
今回の COP26 に向けて、多くの国々が評価報告書の内容を変更してほしい
と働きかけているという文書が流出した。

評価報告書：

地球温暖化は、今や誰の目にも明らかで、人類存亡の危
機にまで達しつつある。そんな中で、国連は世界中の科学者を招聘して気
候変動に関する科学的評価を行い、温暖化を遅らせるための指針を考えて
いる。そのために、気温上昇を 1.5℃以下に抑えるには世界の国々がどの
ような努力をしなければならないかの基準策定が報告書の骨子となる。
この「評価報告書」は、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が数年
に１度、それまでの研究をもとにまとめるもので、前回は 2014 年の第五

ロビー活動に対する IPCC の主張
IPCC の研究と「評価報告書」作成のプロセスは、ロビー活動を防止する
ように作られており、このプロセスはこれまでも今後も IPCC の活動に欠
かせない。報告書は絶対的に公平なものであり、寄せられるコメントはす
べて、科学的根拠に基づいて判断される。

よいニュースもある
◎現在、G ７の国全てが 2050 年までのネットゼロを目標として 2030 年の
目標を更新。

次評価報告書が出された。そして現在は第六次の制作段階にあり、2022

◎ 80 カ国以上がパリ協定の国別削減目標（NDC）を更新。

年に発表される予定になっている。

◎現在、世界の３分の２の国で、太陽光発電と風力発電のほうが新設され

今年７月 26 日から８月６日まで、第六次評価報告書の第一作業部会の
総会がオンラインで開かれ、各国の政策決定者にむけた要約が発表された。
第一作業部会では、「気候システム及び気候変動に関する科学的知見の評
価」が行われている。

る石炭・天然ガスの発電所よりも安くなっている。
◎ 2019 年に立ち上げられた「適応と回復力に関する行動への呼びかけ
（2019 Call for Action on Adaptation and Resilience）」には、現在 140 カ
国以上が参加している。
◎ 2025 年までに 10 億人の安全向上のための「リスク情報を活用した早期

各国が自国に有利なようにロビー活動
今回発表されある「評価報告書」の草案は、環境保護団体グリーンピー
ス UK の調査報道チームである「Unearthed」、BBC ニュースなどによっ
て明らかとなった。
それに対し、この評価報告書の内容を改めてほしいという各国や企業
のロビー活動の内容が大量に流出した。その数３万 2000 件以上にも上
るという。10 月 31 日から開かれる COP26 で、気候変動を食い止めるた
め各国の政府がどのよ取り組むかが決定されるが、その際に「てごころ」
を加えて欲しいという意図があふれている。

www.thefraser.com

行動パート ナーシップ（Risk-Informed Early Action Partnership）」に、
40 以上の国と組織が 参加。
まだまだ人間捨てたものではない。COP26 の結果と各国の良識に期待し
たい。
【 参 考 】www.env.go.jp/press/109816.htm | https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/08/
COP26-Explained-JAPANESE.pdf | https://dashboards.sdgindex.org/rankings | https://togetherfor-our-planet.ukcop26.org/ | www.bbc.com/news/science-environment-58883234 | www.
bbc.com/news/science-environment-35084374 | https://ukcop26.org/ | www.meti.go.jp/pre
ss/2021/08/20210809001/20210809001.html | www.unic.or.jp/news_press/info/42637 | www.wwf.
or.jp/activities/activity/4685.html
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ワクチン接種の行方
COVID-19 ワクチン接種をめぐる分断と結果
カナダの COVID 第４波は「ワクチン未接種のパンデミック」と呼ばれている。
初めてカナダでファイザービオンテック社の COVID-19 ワクチン接種が 89 歳の女性に施されたのは
昨年 12 月 14 日だった。その日、世界規模で起きている未曾有のパンデミック終息の日を願い、第 2 次
世界大戦がヨーロッパで終結した日である “V” - Day（Victory Day）をもじって Vaccine の “V” - Day
と呼称し、期待に沸き上がった。それからほぼ１年の間に、希望に満ちた雰囲気はやがて「ワクチン肯
定派」と「ワクチン否定派」（アンチバクサー）に分かれ、人種、政治的見解の亀裂同様世界的に大き
な対立と分断を起こしている。 ここでは、カナダにおけるワクチン接種可否による影響を調査した。

著名なアンチバクサー達の死

咳などの症状があると述べていた。死の前日 11

わない」とあった。

月３日に SNS に上げられていた動画では、具合

性別と年齢別にみると、18 歳から 34 歳の男

著名な COVID-19 陰謀論者でアンチバクサー、 が多少良くなっており、イベルメクチンを飲ん

性が女性よりも接種に対して強い拒否をしてお

Q アノン信奉者でもあったベロニカ・ウォルス
キー氏（64）が９月半ば、COVID-19 で亡くなっ
た。Q アノンには COVID-19 の存在自体を信じ

だと述べていた。

り、12％であった。これに対し、同年代の女性

その他、同様に地球平面論者で著名だった米

は半分の６％だった。次に多いのが 35 歳から

国のアンチバクサー、ロブ・スキバ氏は 10 月、 54 歳のグループであった。インターネットのア

ない者や世界的な陰謀説を唱える者をはじめ、 また COVID のワクチンが人を殺していると SNS

クセスに関連性があるとも考えられる。

ワクチンが大国政府や経済界大物のマインドコ

で拡散していたオクラホマの看護士であるアン

年収では、15 万から 20 万ドルの家庭が未接

ントロール陰謀説を唱える者、政府に自分の選

チバクサー活動家スティーブ・シャーデンは 11

種率が最も高く、次に 20 万ドル以上と低所得

択する権利を否定されたくないという考えをも

月上旬に COVID-19 感染により命を落としてい

者の未接種率はほぼ同程度であった。

つ人々等、様々だ。皮肉なことに、ウォルスキー

る。このように上げてゆくときりがないが、熱

「健康障害の心配」を未接種の理由に挙げた

氏は COVID-19 感染に倒れる１月前、自身のイ

心に COVID ワクチン陰謀説を説いていた人々が

調査対象者５人に３人が、ワクチンの安全性に

ンスタグラムで「このウィルスは賢い、これを

COVID-19 感染によって命を落としていること

疑問を持っていると答えている。また、政府が

信じない者を侵す（感染）ことをしない」と豪

は皮肉である。

ワクチンパスポートを導入したことに対しても

語していた。そしてこの SNS で、Ｑアノンの
旗を掲げ、「計画を信じて」というメッセージ
も投稿していた。その後コロナに感染し、いよ
いよ重篤となったウォルスキー氏が入院すると

政府の過剰規制だと述べている。

なぜワクチン接種を
拒否しているのか？

調査対象者の半数以上が COVID-19 の危険が
過大評価されていると感じており、ほぼ 50％が
自分の免疫力で十分対応できると信じている。

Ｑアノン信奉者は病院に電話攻撃をしかけたり

11 月上旬 NPO 世論調査機関アンガス・リー

また 40％を超える調査対象者が、ワクチンが

直接押しかけて、駆虫薬「イベルメクチン」の

ド社が国内の人を対象とした COVID ワクチン接

COVID-19 よりも深刻な副作用を起こすと思っ

使用を強要するべきであると圧力をかけた。こ

種をしていない理由の調査の結果を報告した。 ている。

のイベルメクチンは馬など家畜用の駆虫薬であ

それによると、カナダにおける未接種者の理由

る。COVID-19 感染の治療に効果があるという

トップは「個人の自由」と「健康障害の心配」 種者は人口の８％を推測している。

一部の医者の意見が広がっているが、製薬会社

であった。３位が「COVID が深刻な病気だと思

オックスフォード大学によるとカナダの未接

や米国立衛生研究所は、治療効果は十分な科学
的根拠がないと述べており、政府や医療関係者
が COVID-19 治療薬としての使用しないように
呼びかけている。

COVID ワクチンを接種しない人・年齢別 （11 月上旬）
14%

ここ BC 州でも、ニューウェストミンスター

12%

在住だったマーク・パーハー氏（48）が 11 月

10%

４日、警察によって自宅での死亡が確認された。
同氏はオンライン上では「地球平面説」で有
名だったが、COVID-19 パンデミックが進むと

8%
6%

COVID を否定し、アンチマスク、アンチワクチ

4%

ン、陰謀説を繰り出し、ダウンタウンの美術館

2%

前で定期的に集会を開き演説するなど、著名な

0

活動家だった。体調不良を動画ストリーミング
で訴えていたが、その中では、COVID は存在し
ないので自分は感染していないが、疲労、寒気、

14
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（資料：アンガス・リード社）
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月 26 日までに２回の COVID ワクチン接種を完

州別接種率

了させなければ、未接種者は BC 州の保健局で

ジョンソン＆ジョンソン社のワクチ
ンが医療機関の救世主になるか？

カナダ全体で見ると、大西洋岸州４州が依然

働くことができない。期日には BC 州の保健局

として接種率が高く、最低１回のワクチンを受

に就業している 126,343 名のうち 4,090 がまだ

けている州では、BC 州、ノバスコシア州、ニュー

未接種だった。内訳は下記のとおりであった。

に限りがあるがジョンソン＆ジョンソン社の

ファンドランドとラブラドル州が 92%、続い

内陸 : 1,369

COVID ワクチンが来週にも BC 州に入荷される

てケベック州とニューブランズウィック州が

北部 : 376

と述べた。未接種の医者や看護師の中には、現

91％、86％から 88％はアルバータ州、サスカ

フレイザー : 644

在主流のファイザー社やモデルナ社のｍ RNA ワ

チュワン州、マニトバ州、オンタリオ州である。 プロビデンス : 122

９日の会見で、ボニー・ヘンリー博士は数

クチンやアストラゼネカ社のワクチンに製造方

この比率には政党のポリシーの違いが反映され

バンクーバー沿岸部 : 522

法やメカニズムに納得がいかないという人もい

ている。アルバータ州保守党のジェイソン・ケ

州保健サービス局 : 496

る。また、副反応によって数日体調不調になる

ニー首相は個人の自由に重きをおき、今年７月

バンクーバーアイランド : 678

可能性があることも未接種の原因の一つだとし

地域別の数字を見ると、やはり保守的な内陸

ている。どうしても接種しなければならないの

オの最大イベント）を皮切りに、マスクは不要、 部や出身国によって考え方の違いが見られるフ

であれば、米国で認可されている 3 つの COVID

COVID 感染の追跡調査をしない、室内で集える

レイザー保健局管轄地域、政府に不信感を持っ

ワクチンの 1 つで、一回の接種で完了し、ウィ

人数規制を解除してコロナ以前の生活に戻ろう

ている地域の未接種者が多い。

ルスベクターワクチンであるジョンソン＆ジョ

のカルガリー・スタンピード（カウボーイロデ

と、早々に規制緩和を行ったことから、感染者

執筆している 11 月９日、エイドリアン・ディッ

数が跳ね上がった。そのため、第４波を早期に

クス BC 州保健相と BC 州衛生管理局長ボニー・

ンソン社のワクチンがカナダで認可されれば接

抑えるために９月３日に緊急事態宣言を再度発

ヘンリー博士による定例の火曜日アップデート

ボニー博士は「我々は健康局の発令によって

令し、室内におけるマスク着用、酒類の販売を

によると医療機関従事者のワクチン接種率が著

仕事に影響の出ている医療機機関従事者優先で

10 時で終了するなどの規制を再導入、さらには

しく改善され、希望の持てる傾向だと述べた。 ジョンソン＆ジョンソン社のワクチンを提供す

COVID ワクチン接種した人に＄100 のインセン

現在 2％が未接種だ。この２週間で 1,548 名が

ティブを提供するなどしたところ、11 月上旬に

ワクチン接種を終えた。未だ残りの 3,071 名は

COVID-19 否定派が、この病気はインフルや自

は感染数が下降している。

無給休暇扱いだ。この措置で緊急性のない 288

動車事故の死亡者数とたいして変わらず、大げさ

件の手術が延期された。

だということがある。しかしながらこの 2 年間カ

種すると言っている人も多いという。

る」と述べた。

ヘンリー博士は先週の会見で「正直なところ、 ナダの COVID-19 感染の死亡者数は 3 万人近く、

医療機関従事者の COVID
ワクチン接種義務化と接種率

医療機関で働く医者や看護師が COVID ワクチン

2020 年と 2021 年のデータがないので、2018 年

接種を拒否するのであれば、彼らにとってこの

と 2019 年の 2 年間だが交通事故の死亡者は合計

BC 州では医療機関で働く医師、看護師のみ

専門職は向いていないと思う」と落胆を隠さな

3701 名だった。そして、2019 年から 2020 年で

かった。

はインフルエンザで入院した患者は 2493 名、う

ならず、清掃員なども含む全員のワクチン接種

ち 306 名が ICU、死亡者は 120 名だった。

義務化を導入した。医療機関の従事者全てが 10

国別 COVID-19 ワクチンの接種量

２ 回 以 上 COVID-19 の ワ ク
チンを受けた人の州別割合
（10 月 30 日現在）

（１回以上・11 月８日現在）

アラブ首長国連邦					
98％
ポルトガル				
89％
キューバ					
89％
シンガポール				
87％
チリ				
86％
カンボジア			
83％
スペイン				
82％
韓国			
81％
ウルグアイ			
79％
カナダ
79％
日本				
78％
イタリア			
77％
フランス			
76％
ブラジル			
75％
イギリス			
74％
ドイツ		
69％
アメリカ		
65％
トルコ		
64％
イラン		
63％

www.thefraser.com

カナダ州別ワクチン接種率
www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/
coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html
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先住民退役軍人記念日
Aboriginal Veterans’ Day

通常我々が考える Remembrance Day ( 戦没者追悼記念日 ) は 11 月 11 日だが、実は
11 月８日に 1994 年からマニトバで始まった先住民退役軍人の記念日があることは、
日系コミュニティの中ではあまり知られていない。今月は８日にバンクーバーダウン
タウンで行われた「Aboriginal Veterans’ Day」の式典の様子とその背景をレポートする。

ビクトリースクウェアにおける
Aboriginal Veterans’ Day 式典

オーガナイザーおよび環境活動家としても著名

をもっていた。同様に、先住民も権利獲得への

なケリー・ワイト氏は、「なぜ先住民はカナダ

希望を持って戦場へ向かった。ちなみに第一次

のために戦う必要があったのかと問われること

世界大戦に志願した先住民は 1924 年、志願兵

11 月８日午前 10 時を回ると、数人の男たち

があるが、赤、黒、白、人種は関係ない。皆が

だった日系カナダ人は 1931 年になってようや

が大きな平たい太鼓を囲んで力強くたたき、歌

カナダのために戦ったのだ。先住民退役軍人と

く選挙権を獲得した。

いだした。リメンバランス・デイ よりも小規

先住民がこの国の “誠実さ” の基準を高めてい

模ではあるが、ファーストネーションのビクト

ることに感謝している」と語った。

リースクウェアの慰霊碑を囲み、ファースト

ビクトリースクウェアにはカムループスの子

ネーションやメティスの退役軍人、BC 州沿岸部

どもたち 215 名分のブランケットが捧げられた。

戦場から帰還して待っていたもの
1918 年第一次世界大戦が終わり、カナダ人戦

のファーストネーションそれぞれの部族を代表

式典中、ファーストネーションのスピーカー達

士と共に国に戻ると、先住民の戦場での貢献は

するチーフ、BC 州政府を代表して初のファース

は、自分たちが本来持っているネイティブの名

認められず、彼らの人権のステータスは改善さ

トネーション女性州議院議員のメラニー・マー

前を述べ、名前の由来を紹介した。そして今年

れるどころか逆行して悲惨なものだった。帰還

ク大臣、バンクーバー市からはケネディ・ステュ

５月カムループスで墓標のない幼子たちの墓が

兵資金法 Soldier Settlement Act に従い農業を

ワート市長らが集い、軍隊志願や戦争時におけ

見つかったことで深い悲しみとトラウマに苛ま

始めるための支援を受けられるはずだったが、

る貢献と、今年カムループスで発見された 215

れていること、同時に先住民が強い絆を深め傷

ファーストネーションの兵士はインディアン法

名の子どもたちのために祈りをささげた。

を癒し、前進していく気持ちを語った。

で十分に恩恵を受けているだろうとの考えか
ら、それは叶わなかった。その上ファーストネー

式典では、ファーストネーションにとって重

戦場へ向かった先住民
―平等な人権獲得への希望

要な意味を持つブランケット譲与（信頼や尊敬
を表し、関係を築く意味が含まれている）やエ
ルダーがパイプ煙草を共有する儀式が行われ、

第一次世界大戦時、カナダで激しい人種差別

ブランケットが退役軍人やバンクーバー市長、
連邦議員ドクター・ヘイディ・フライ、マーク

を受け選挙権を始めあらゆる権利が否定されて

大臣に贈られた。式典には大空を代表して鷹匠

いた日系移民の若者たちがカナダのために志願

に伴われたタカも式典に参加した。この式典の

兵として参戦し、国に貢献することによって、

たくさんの花輪に飾られたビクトリー・スクウェア
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ションの兵士が国外の戦地で戦っている間、不
在との理由から 85,844 エイカーもの土地を居
住区から不当に没収しカナダ人の帰還兵に与え
ていた。

先住民退役軍人の苦悩

見返りとして日系人の

アボリジナル退役軍人の団体で活躍している

権利を得られるのでは

デビッド・ワード氏は「先住民は人種差別をな

ないかとわずかな希望

くし、権利獲得を願って志願兵として戦場へ向

Dreaver 氏。第一次世界大戦に工兵と
して従軍し、ベルギーで軍事勲章を獲
得した。この戦争で２人の兄弟を亡く
したが、第二次世界大戦では退役軍人
警備兵としてカナダに奉仕した。

Joseph Bomberry（左）と George Buck
（右）
。シックスネーションズ・オブ・ザ・
グランドリバー・リザーブ出身。第一次
世界大戦でカナダ海外派遣軍に参加した
4,000 人の先住民のうちの２人。

We are 29 years old!

かったが、帰ってくると先住民の居住区を出た

ア州の西海岸に来たとの言い伝えがある。先住

のだ、という態度だった」

民の言い伝えでは細い刀を持っていたというか

という理由で、先住民としての権利を剥奪され
たり、先住民の帰還兵はカナダ人退役軍人の受
けられる手当が却下された。戦場での活躍はな

理不尽なインディアン法

ら、それは日本刀のことを言っているのだろう。
日本人が BC 州北部に流れ着いて、トレードを

1876 年 ４ 月 12 日、 していたというのだ。その中には先住民の女性

んの意味もなく、虚

と一緒になった日本人もいたことだろう」

しさが募った。我々

インディアン法が制定

に対する人種差別は

された。この法の目的

その話を聞いて、なるほどそういう可能性も

変わらず、国のため

は先住民を欧州系カナ

あるだろうと思った。ブリティッシュ・コロン

に命を懸け戦ったに

ダ文化への同化政策で

ビア州ではスペイン人フアン・ペレズが 1774

も拘らず、理不尽な

ある。また、連邦政府

年にバンクーバー・アイランドとハイダグアイ

扱いを受けた」と述

の参政権を得るために

を訪ねたと言われている。1500 年半ばにはポル

べた。

は、先住民としてのス

トガル人が銃を携えて日本の種子島に漂着し、

BC 先住民族会議の

テータスと条約の権利

イエズス会のフランシスコ・ザビエルは既に鹿

地 域 代 表、 テ リ ー・

を放棄しなければなら

児島にやってきて布教している。江戸時代第一

ないと定めた。先住民

鎖国が始まった 1633 年（寛永 10 年）、奉書船

が自身のステータスと

以外の海外渡航を禁じ、海外渡航者の帰国を制

戦ったにも拘わらず、戦争から帰国してみると

条約の権利を失わずに参政権を得ることができ

限したのだから、日本人はカナダにわたって交

インディアン法で定められたステータスと得ら

たのは、つい 61 年前のことだ。

易していたことを内密にしていたのかもしれな

ティーギー氏による

空の代表として式典に参加したタカ

と、カナダのために

い。ずっと後の時代になるが、全カナダ日系人

れるべき権利が否定（公民権剥奪）されたとい
う。そうした先住民兵士の苦悩を重んじ、カ
ナダ人兵士の追悼記念日である Remembrance
Day とは別に先住民戦没者の追悼記念日がある

先住民に語り伝えられている
カナダにきた日本人の話

協会によると、記録に残る最初の日本難破船が
1833 年後のブリティッシュ・コロンビア州ハイ
ダグアイに流れ着き、生存者２名はハドソンン

ことに意味があるのだと、ティーギー氏は述べ

前 出 の デ ビ ッ ド・

ズ・ ベ イ 会 社 に 保 護

ている。カナダが関わった 20 世紀の戦争全て

ワード氏が日本に関

されてイギリスに連

にイヌイット、メティスを含む先住民１万２千

わる大変興味深い話

れて行かれたという。

人が参戦し、少なくとも 500 名が命を落とした。 をしてくれた。「日本

その後何回も日本の

人と先住民、イヌイッ

難破船が BC 州海岸部

トは外見が似ている

に 流 れ 着 い た。 そ し

ネーションのロバート・ナハニー氏は、第二次

と思わないかい？

てその中には先住民

世界大戦に志願した叔父が Aboriginal Veterans’

大昔、日本人はベー

との生活を選んで定

Day が成立した時に言った言葉が忘れられない

リング海峡を越えて

住したものもいたと

という。「過去の先住民退役軍人の偉業を思い

やってきたのだと思

いう話もあるそうだ。

灯火をかかげていこう。我らの権利を取り戻す

うよ。それから何百

ために、今こそ立ち上がろう。なぜなら第二次

年も昔の話で文献と

世界大戦から帰還した彼らにはなにもなかった

して残っているわけではないが、先住民の間で

れば知るほど、多くの新移民や欧州系カナダ人

から。国は戦争が終わると、彼らを居住区に送

は、日本人はコロンブスが北米を発見した時代

が聞かされてきた話と先住民の “Truth” の間に

り返し、お前たちは再びインディアンにもどる

よりもっと以前に、ブリティッシュ・コロンビ

大きな亀裂があることに心が痛んだ。

カナダ軍に 14 年間従事したスクワミッシュ・

儀式で聖なるパイプを捧げ持つデイビッド・ワード氏

追悼の碑に祈りを捧げる人々。

www.thefraser.com
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企友会 / 新企会共催

オンラインセミナー

東西をまたにかけるビジネスパーソンの

コロナ禍での挑戦

10 月 26 日、カナダの日系ビジネス団体であ

は厳しい現実を共有しつつつも、リカバリー後

造販売への取り組みだ。しかしただの販売では

る企友会（拠点：バンクーバー）と新企会（拠

の理想像を語り合い、そこへ近づく姿を実際に

なく、現業で得た知見を活かすべく、顧客が外

点：トロント）の共催で、旅行業と飲食業から、 見せることが大事と考えた。
バンクーバーとトロントでビジネス経験を持つ

食で通常体験する店側との接点の創出を意図し

会社の「止血」「守り」では経費を見直し、 て、顧客とのテキストメッセージのやりとりや

二人のパネラーを迎え、コロナ禍でのチャレン

家賃やインターネット契約などの業者へ値下げ

自社デリバリー等を実施している。そしてバン

ジを紹介するセミナーが開催された。

交渉を行った。「攻め」では、有益なエアライ

クーバー地域では小売店に冷凍ラーメンを卸す

ン情報等を発信し、会社の認知度を高める努力

ことでさらなる商圏拡大に成功した。

現在の状況を活かして東西の共催を

を。また同社の理想の姿は、地域の人たちが小

質問で体験を深掘り

「コロナ禍で、企友会の対面でのイベントが

さなことでも相談できる「町の電気屋さん」と

困難な中、この状況をうまくポジティブに利用

認識し、既存顧客へ積極的に連絡を取り、情報

前出の白石さんは司会進行を務め、参加者か

する方法はないかと考え、対面では実現できな

提供と同時に顧客の声を聞くことに徹した。
「日

らの質問を紹介しながら、取り組みが功を奏し

いトロント新企会とのオンラインイベントの共

本食を恋しがっている駐在員がいる」との声を

た背景や競合への対応、バンクーバーとトロン

催を考えました」（企友会理事・白石有紀さん）。 聞けば、日本食材のデリバリーを行うなど「ど

トでのビジネスの違いなど、パネラー二人から

その企画は潜在的ニーズにヒットし、カナダ各

んなことをやってもいい、とりあえずやってい

より深い話を引き出した。「コロナ禍という逆

地と日本から 38 人が参加した。

こう」と満木さん自身が率先垂範。会議室の手

境に対して会社のトップがアンテナを張り巡ら

配代行など、全社的な取り組みを平行して実施

しながら前向きにできることに挑戦し、素早く

することで持ちこたえてきた。

実行に移す、というのがパネラーのお二人から

過去の経験から学んで
パネラーの一人は、IACE トラベル社バンクー
バー勤務を経て、現在はトロント支店でカナダ

トライ＆エラーを重ねながら学ぶ

全体の統括を担うゼネラルマネージャーの満木

もう一人のパネラーは、ラーメン・マーケ

貴広さん。講演の冒頭で触れたのは 911 事件時

ティング・コープ代表の吉田洋史さん。ざっ串

の体験だ。当時満木さんは名古屋支店の勤務。 グループのラーメン事業を統括し、トロントの
主力事業は海外旅行だったのだが、アメリカ行

の共通した取り組み方でした」（白石さん）。

求められている情報とは
新企会の海野芽瑠萌（うんのめるも）会長は
参加者のアンケート結果を概観してこう語る。

ramen RAIJIN、バンクーバーの Menya RAIZO、 「多くの方が今回のような経営者の成功、失敗、

きのフライトがすべて中止の事態に直面した。 TORIZO ramen bar をプロデュースしてきた人

事例を交えた体験談、環境問題や法律、税金な

その時、社長や上司は言った。「これは新しい

ど、ビジネス上の課題に対する情報セミナーを

条件。この条件の中で何ができるかを考えま

物だ。
コロナの緊急事態宣言の発令時、吉田さんは

求めていました。また両会のコラボレーション

しょう」。同社は即座にビジネスの力点を国内

最悪の事態を想定し、早い段階で動きを取った。 に好意的な反応が多く、また開催を希望するイ

旅行に転じた。「その時の経験が今回活かされ

最初の取り組みは弁当販売の改革。すでにトロ

ベントにもたくさんのご意見を頂戴できました

たのではないかと思います」（満木さん）。

ント店にてラーメン販売の傍らで販売していた

ことは、コロナ禍で活動を模索中の私どもに

作り置きの弁当を、完全受注制度に変更。複数

とって今後の活動への励みにもなりました」。

攻めと守りで難局に立ち向かう

のデリバリー業者と契約して販売窓口を増や

満木さんはコロナの逆境は会社のありたい姿

し、メッセージのやりとりなど顧客とのつなが

を描くチャンスとも捉えた。そこでスタッフと

り強化にも取り組んだ。だが同じトロントのダ

（取材

平野香利）

ウンタウンの同業者の参入による供給過剰で値
下げ合戦になり、売っても利益が出ない状況に
陥った。
「ラーメンのサブスクリプション」にも挑戦し
た。定額課金でラーメン食べ放題の提供である。
課金方法の変更で、デリバリー業者へ支払うコ
ミッション料金を下げる狙いがあったが、利用
者が７名に止まり、効果の検証はできなかった。

冷凍ラーメンでレストラン同様の
顧客体験を創出
IACE トラベル社トロント支店ゼネラルマネージャーの
満木貴広（みつきたかひろ）さん
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星の話

小笠原 行秀

北斗七星は少し高度が下がり水平に近くなりましたね。つまり杓の中

年，30 年かかるという事です。

の水がばらまかれた感じです。

また固い話、全天の星は舞台に掛けられた鍛帳に書かれた字のようなも

ここパンクーバーでは北斗七星は地平線に沈むことはありません。そ

ので（惑星は別）
、その椴帳は 36 0 度に張りめぐらされていて、更に上下

れはここの緯度（約 49 度）が高いからです。そして北極を指す２つの星

は完全な球形になるように絞られている。その中で私たちを乗せたエレ

（指極星と呼びます）は秋には時計の８時冬には５時春夏には２ 時 11 時

ベーターの箱は、その場を動かず北極と南極を貫く直線（子午線と云う）

になっていて大雑把には時計の代わりになります。この星座にはまた大

を軸として廻っています。その廻り方には２つの周期があります。１日

熊座と云う名前もあります。昔からよく目立つ星座ですので世界各地で

24 時間と１年 365 日 114 の２つです。そしてうんと遠い所（光線が全部

沢山の伝説が伝わっています。

平行な直線の状態になっているほど）から光が来ている。その光源は水平

ギリシャ神話では神々の王ゼウスが一人の侍女を愛したのを妬んだ妃

線に対して 23 度半の幅で動いている。この話は少しややこしいのでここ

のへラが、彼女を熊に変えたという事になっています。そして、熊が海

までとします。もっと興味のある方は天文学を少し勉強して見てください。

に入って休むことをさせないように地平線より下へ行かせないとか。ま

プラネタリウムになど行って見ては知何でしょう。

た、杓の部分を熊と見立て柄の３つを３人の猟師とみる話はアイヌの人
夏

北極点に位置している星で動かないという星です。

★

★

★
★

２
★

★

★

★

土星は少し陰気な感じです。

★

９

★

４

★

木星は約４年、土星は約 30 年も掛かります。つ
まり全天の星座図の中で同じ位置へ来るのに 12

★

７

６

利な方法は、今話をしている北斗七星の杓の部分
る星、それが北極星です。昔から砂漠の旅人や船
乗りたちにはなくてはならぬ星でした。楽しみで
夜空を眺める私共にとっても大変便利な星です。

★

★

陽の周りを廻っている星です。ひと回りするのに

★

★

★

★

８

★

か見えない星です。方角や緯度を定める時に大変

右側の 2 つの星を連ねて上の方約 5 倍の長さにあ

★

秋

３
★

★

この２つとも惑星といわれる星で、恒星の中に

春 の延長線の非常に近くに在って私共には不動にし

便利な星です。この北極星を見つけるのに一番便

★

黄ばんだ色で、織姫よりもはるかに明るい星です。

★

★

★

10

30 度くらいで少し低い星が土星です。木星はやや

学問的に正確を期して言いますと、地球の自転軸

1

★

★

今月めだつ星は木星と土星です。木星は南南東
の方角 30 度くらいの高さでしょうか。その右側

は入りません。高校の地学で教わりましたね。太

12

11

星は熊を煮るための鍋なんだそうです。

ところで皆さん、北極星という名前は聞いたことがありますよね。天の
★

たちの話で、柄の真ん中の星についている小さい

５

では又続きは来月号にしましょう。

冬

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

模擬宇宙を作って宇宙の秘密解明
多国籍研究グループが宇宙の謎をさぐるため、世界最大の模擬宇
宙を完成したと英国「王立天文学会誌」に発表した。
このグループには、日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、
スペイン、オーストラリア、アルゼンチン、チリの９か国が参加し、
ハワイにある「すばる望遠鏡」で観測されたデータを利用し、４万
200 個の CPU が搭載されている国立天文台のスーパーコンピュータ
「アテルイ II」を使って宇宙の構造をシミュレーションした。

サイエンス

サイエンス

文化を形成するオウム
オウムはカラスと並んで非常に賢い鳥であることは知られてい
るが、この度、行動生態学者バーバラ・クランプ博士が、お互い
に助け合ったり学び合ったりしているということがわかったと「サ
イエンス」誌に発表した。
オーストラリア東部の都市に生息するキバタンというオウムは、
人間が置いているゴミ箱を開ける方法をあみだし、それを他のキ
バタンにも伝えているという。有名なヨウムの「アレックス」な

宇宙は目に見える物質と、その数倍の質量のある目に見えず観察

どは人間の３歳児ほどの知能を持つと言われているが、これまで

できない重力だけの暗黒物質がある。この暗黒物質が、その重力に

野生のオウムの研究は難しくてあまりされていなかった。今回そ

よって集まったガスをもとに星や銀河を作ったと考えられている。

れが可能になったのは、このキバタンが常に同じゴミ箱にやって

研究グループは、暗黒物質を 2.1 兆体の粒子であらわしてその重
力を計算し、宇宙の構造を模擬宇宙として再現した。この模擬宇宙
によって、銀河の形成や進化のプロセスをたどり、宇宙の謎を解き
明かすことが可能になる。

きて蓋を開けて食べ物を得ていたため、観察しやすかったことが
挙げられる。
研究者がシドニー付近の人々にゴミ箱を開けるキバタンを見たこ
とがあるかと質問したところ、400 余の人から見たことがあると回

この模擬宇宙は Uchuu（宇宙）と名付けられ、その全体のデータ

答があったという。2018 年以降何回も調査することで、この行動

は 3000 兆バイトに及ぶが、それを 100 兆バイトに圧縮してインター

が放射線状に広がっていることが確認された。これはこのゴミ箱開

ネット上で公開した。興味のある方は、以下のアドレスでこの世界

けの技術が学習によって伝播したものと考えることができる。さら

最大の銀河調査の仮想映像の一部を観ることができる。

に、しばらくたつと地域ごとにくちばしや脚爪の使い方を工夫する

興味のある人は YouTube で cfca uchuu を捜してみよう。

www.thefraser.com

サイエン

などのサブカルチャーが発生しているのも確認されたという。
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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
（23）
礼文島へ
利尻経由で……
に行くという両親の見送りのため、親戚一同で

茶句

の日に東京を出発し、別行動を取ったのに、二
人は待ち合わせ時間ぴったりに再会した。

ノースバンクーバーにあった汽車の停車場へ

「やあ、久しぶり。お互い北の果てまで来たな

行った。そこはバンクーバー湾の入り江、現在

あ。東京は年の瀬で大掃除やお正月の用意でて

のセカンドナローの橋の近くにあった。

んてこ舞いだろう」

汽車が発車した後、残された家族が立ち話を

その取り込みから逃れて来たのはいいけれ

している間に私は彼らから一人離れると、両親

ど、何と寒いことか！ 雪は絶え間なく吹雪き、

を追って汽車の去っていった方向に枕木の上を

外に出ると目を開けることも話をすることも難

一歩一歩進んでいった。きっと親と一緒に旅行

しい。
お正月は礼文島で迎える計画だった。二人で

に行きたかったのだろう。
怖さも感じずに無心に歩いていた私の前に、

凍りついた波止場に行くと船が停泊していた。

汽車が汽笛を鳴らして現れた。集まっていた人々

「礼文丸」と書いてあったので何も聞かずに乗

が振り返って私の身の危険を目前にすると、叔

船した。ところが名前とはうらはらに、その船

父が一目散に走ってきて私を抱き上げて急場を

の行き先は利尻島だった。乗ってしまった船は

救ってくれた。この事件は新聞に載り、それ以

もう動いている。仕方なく利尻で一泊して翌日

後ずっと家族の語り草になっている。

礼文島へ向かうことになった。

「チャックは子どもの頃から旅行が好きでね、

お正月の初漁の日、ユウちゃんと私は日本手

しばらく家にいると足の裏がむずむずとかゆく

ぬぐいで頬かむりをして青年団の漁船に乗せて

なって旅に出るんですよ」と父は言っていた。

もらった。屋根はなく、きれいに掃除が行き届

その言葉通り、以来、
「itchy feet（かゆい足）
」

いた船は、帆柱から放射状に紅白の旗が美しく

をもつ私は、ナイアガラ、アラスカ、イギリス、

飾られていた。強風で旗はパタパタ、パタパタ

そして日本へと旅を楽しんでいる。

と音を立てて揺れている。荒波の中、漁師たち
は威勢の良い歓声を上げたり、調子を合わせて

東京からスタートした今回の旅は、12 月 29
日に稚内の国鉄駅で旅の親友、ユウちゃんこと

歌を歌ったりと、活気がみなぎっていた。
ところがユウちゃんと私は、荒波と寒さに体
がブルブルガタガタ
震 え、 そ れ に 耐 え
るのに必死で、とて
も上機嫌になれる心
境ではない。何時間
乗船していたのか覚
えていないが、やっ
と陸に上がり、釣っ
た魚で作ったごちそ
うで正月の祝宴が始
まった頃には、海上
での辛さがふっ飛ん
でしまった。お酒と
料理で飲めや歌えの

稚内。わかめの採集
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チャック

内田雄一君と落ち合う約束だった。お互いに別々

私が３歳の頃だったと思う。アメリカに旅行
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利尻島へ…

ドンチャン騒ぎ。彼らは歌が上手で次々と民謡
が出てくる。そろそろ私にお鉢が回ってくる頃
かなあと思ったとたん、
「ハイ、外人さん、何か歌ってください！」
音痴の私はスピーチよりさらに歌が苦手であ
る。ユウちゃんが、何か歌わないと場が白ける
から英語の歌でも歌えと言うので、思い余って
スタッグパーティ（男連中が集まるパーティ）
で歌ったアロエッタの替え歌の dirty song( 春歌 )
を大声を張り上げて歌うと、英語のわからない
人たちはとても喜んでアンコールとなり、２度
も歌ってしまった。
翌日、二日酔いを冷ますために散歩へ行くと、
おじいさんと小さな子ども二人が家の前で丸め
た雪の玉を、三人がかりでよいしょ、よいしょ
と押している。私は手を貸したくなり「ちょっ
とやらせて」と手伝い始めると、雪の玉はみる
みる大きくなった。
「もうできた！ 外人は力持ちだね」
彼らが喜ぶのをみるともっと手伝いたくなっ

We are 29 years old!

て「トラ研」に入れていただき、寅さんの映画
をビデオでたっぷり見ることができた。
高度経済成長期は「ワーカホリック」という
言葉が生まれるほど、日本中が働け働けと早朝
から夜遅くまで働いていた時代だ。そんな時代

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。

に寅さんは、サラリーマンにとって理想の男性
だった。定職を持たず日常のわずらわしさから

歩きながら眺める田園風景、山をバックにし

解放されて、ふらりと気の向くままに旅に出

た丘畑、田んぼ、竹林、穀物の色とりどりの風景、

る。旅先では美しいマドンナとプラトニックな

緩やかにカーブした畦道――それらが自然の風

恋に堕ちるが、その恋はいつも実らないまま終

土と調和して美しい絵となっている。ある時、

わってしまう。そして里心がつくと、妹さくら

畑で一休みしているお百姓さんからお茶をごち

の住んでいるだんご屋のおいちゃんの家に帰っ

そうになりながらその話をすると、

て来るのだ。彼は誰からも愛される人物だが、

「へえー。この田舎の景色が美しいかねえ。お

世渡りが下手で、人間関係ではしょっちゅうト

いら、そんなこと考えてみたことねえや。毎日毎

ラブルを起こす社会のはみ出し者である。寅さ

日、豊作を祈りながら畑を耕しているだけだよ」

んは、お金はないがゴールデンハートの持ち主

と言われた。

で、人間のやさしさ、親切心、正義感があり、
義理人情に厚い。
私も日本では外人という、寅さんと同じアウ
トサイダーだ。一人旅、貧乏旅行も寅さんと共
礼文島の発漁

て、かまくらを作るという作業を続けた。シャ
ベルで固めた雪の周りをトントンたたいて更に
固くする。そこに横穴を掘って出来上がり……
と思ったら、おじいさんは、荒削りの雪の表面
を丹念にみがきをかけてスムーズにし始めた。
この辺りがさすが日本人だ。日本人の手にかかっ
てできたかまくらは、カナダのイグルーと違っ
て芸術作品になる。辺鄙な漁村での雪遊びを通
して、日本人の美意識に触れた気がした。

旅の楽しみ

くても心が通じてくると、情がわいて温かみを
感じるものだ。

通しているが、彼のようにマドンナとのロマン

そんな人々との貴重な出会いや日本文化の体

スは生まれなかった。富士山の近くに金時娘と

験は、芭蕉の『奥の細道』
、柳田国男の『海上の

いう女性がいると話題になった時には、その人

道』を読んだ時から始まり、もって生まれた好

に会いに行きたかったのだが、都合がつかない

奇心が加わって足の向くままに日本発見の旅と

うちに忘れてしまった。

なった。

学生という身分は、自由時間に恵まれ、
貧乏旅行ではあっても時

礼文島の漁村の雪景色

		

間的には贅沢ができる。
有名観光地を避けて見知
らぬ地方の農村や漁村を
歩き回った。地元の人と
温泉につかりながら聞い
た豊作や不作の話。命が
けで働く漁師とその留守

旅の思い出は尽きないが、旅というと『男は

を守る奥さんの悩み。彼

つらいよ』の車寅次郎を思い出す。私は寅さん

らの語る方言はわからな

の大ファンで、後年トロントに住んでいた時

い言葉が多いが、そのミ

（1975 ～ 1989 年）
、ヨーク大学社会学部教授

ステリアスな雰囲気を楽

の布施豊正先生が作った「寅さん研究会」
、略し

しむことで満足していた。

www.thefraser.com

お百姓さんが働いている姿を見ると、そこに
逗留して手伝いたくなる。人間は言葉が通じな
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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

コーラと合う意外な組み合わせドリンクみつけた！
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

新トレンドのコーヒーウィスキーにハマる人続出中！

俳優ロイ ロジャーズにちなんだドリンク

Cold Brew & Cola

Roy Rogers

コーヒーウィスキー

60ml

グレナデン

15ml

コーラ

コーラ

180ml

オレンジ 飾り用

マラスキーノ・チェリー 1

１）氷入りのハイボールグラス

１）氷入りのハイボールグラスにグレナ

にコーヒーウィスキーと

デンを入れてコーラを注ぐ。

コーラを注ぐ。

２）軽くステアしてチェリーを飾る。

２）ステアしてオレンジを飾り
完成。

lthyで

＊ウィスキーとコーラの比率は

Hea

１：２が好ましい

上田

麗子

なすのけんちん煮
お豆腐で炒めるとご飯に合うお惣菜になります。

			
なす
大３個
材

豚ひき肉

50ｇ

木綿豆腐

１丁

料

しょうゆ大

５

Ａ さとう大

２

ごま油大

３

白ごま

少々

１．なすは縦半分に切り、さらに斜めに切り、水にとって水
気をきります。
作り方

豆腐は軽く水気をきっておきます。

２．フライパンにごま油を熱し、ひき肉を炒めます。白くな
ったらなすを加え、手でほぐした豆腐を加えて炒めます。

３．全体に油が回ったら、Ａで調味し、汁気がなくなるまでい
りつけます。
４．器に盛り、白ごまをふりかけます。
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＜ Alberni by Kengo Kuma
最近バンクーバー市内で通り掛かりに目に留

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。

現場見学会＞

ういった話は好きで深く聞き入っていました。

為の鉄柱が林立するフロアで、逆にそれ以外に

まる建築現場といえば、アルバーニ通りとカー

プレゼンを見ていた時、一つの言葉が頭をよ

視界を遮るものはないのでバンクーバーの全景

デロ通りの交差点に建ち始めた高層ビルではな

ぎりました。
「設計は現場から学べ」
。駆け出し

を見渡せる展望台にでも登った様な感覚になり

いでしょうか。どの方角から観ても全く異なる

の頃、先輩からよく言われた言葉です。そして

ました。この経験は工事中のこの瞬間のみ、こ

様相をみせるこのユニークな建物は日本の建築

30 年以上経った今でも、これは有効であると

れから壁で部屋が仕切られればこうした贅沢な

家、隈研吾氏のデザインされたものです。

思っています。

光景は見られないでしょう。

下手な設計をすると、現場で職人達に問い詰

そこからは、階段で移動し、工事が進んだ下

末頃にその姿形の全容が見えてくることでしょ

められます。逆に施工が、設計通りにされてい

層階を案内して貰いました。特殊なカーテン

う。今回は、10 月初頭に建友会がこの現場の見

ない場合はこちらが詰め寄ります。現場では、 ウォール（外壁）の取り付けにも苦心されてい

学会を行った模様をお伝えします。レポーター

時に議論し、時にお互いのアイデアを出し合い

ることが垣間見えました。そして更に下に降り、

として私の見たなり、感じたなり、そして思っ

問題を解決していきます。ですから現場は実際

基壇部（１階ー４階）の吹き抜部を見て廻りま

た事なりを交えてレポートしたいと思います。

のスケールで実物を目の前にして、お互いの技

した。そこは柱も床も垂直や水平ではなく、コ

現在、９割ほど躯体が出来ており、2021 年の

量を切磋琢磨する場なのです。この現場もおそ

ンクリートの構造物が剥き出しで、その粗々し

があり、そこがこの現場の事務所です。まず、 らく、そうなのかなという思いが駆け巡りまし

さの中に美しさを秘めているという現場ならで

ここで現場マネージャーからとても念入りに準

はの空間でした。説明によると最も施工に時間

現場の向側にビルに挟まれて建つ木造一軒家

た。

備された建物概要のプレゼンテーションをして

今回の見学会にはそんな仕事や重圧から離れ

頂きました。いかにこの工事が難易度が高く、 て、現場を純粋に見て感じてそして何かを学べ
又今までに難航した工事をどう乗り越えてきた

たらという期待のみを持って参加していました。

の掛かった場所だそうで、私には時間を忘れて
見入ってしまうような魅力満載の場所でした。
苦労を前向きなエネルギーにして働いている

か、そして造形的で特異なデザインを現実化さ

さて、現場に入れて貰うとすぐに全員、工事

良い現場、というのが私が現場スタッフから感

せるのにどんな工夫をしてきたかを、スライド

用のエレベーターに乗り込み 32 階へ案内されま

じたことろです。完成までまだ先がありそうな

を使って熱く語られていました。個人的にはこ

した。そこはまだコンクリートの床を養生する

ので、また機会があれば訪れたい、また苦労話
が聞けたら良いと思いながら現場を後にしまし
た。

Boxers without Borders

今回の様子をお伝えするにあたり、文章に加
【世直しボクサー】エイジ

世直しボクサーから子どもたちへ
Round 10

えて見学会の動画を建友会のサイトで公開する
予定をしております。ご興味を持たれた方は是

Fighters and Flowers

非ご覧ください。

ハロー、子どもたち！
1980 年、武道館での世界バンタム級タイトル戦は挑戦者、村田英次郎が日本にタイトルをもた

（西澤弘宣 アーキテクト）

らすかと、いつものようにマスコミや観客は、来日した王者に対する敵対心に溢れてた。先住民
インディオのチャンピオン、ルペ・ピントールは自国メキシコ内でも差別と貧困と家庭内暴力の
中で育った。ゴング直前、ピリピリ感満載のリング上でルペは受け取った花束を、リングを横切り、
挑戦者村田に渡した。優しさに溢れた精悍な笑顔で。観客は無反応だった。
1984 年からセコンドになった俺は自分のチャンピオンたちに「相手に花束を渡せ」とルペを引き
継いだ。その行為に観客から拍手が湧いた。試合だろうが決戦だろうが「まずは人間でなきゃ」ね。
2018 年 4 月ロサンゼルス、63 才になったルペに、そのことを話して「俺を人間にしてくれて
ありがとう」と言ったら、彼はあの同じ笑顔で俺を抱きしめた。
1990 年代は飛行機の乗客はタバコを吸ってた。日本女性が選挙権を持ったのは 1946 年。アメ
リカが国際性を日本に持ち込んでなかったら、そこからまだ 50 年くらいかかったかも。
今から 20 年後くらいに人が今の 2021 年を振り返って「あの頃はオリンピックでまだ国歌を流し
てたんだってさ」って言われる時代が来るかな？
「差別」や「悲しみ」の大元締めの「国境」を人の心からなくすためにあるのがスポーツや芸術
だけど現実はドンドコ逆流する川。空の星を見ればわかる、地球は大勢が同居する小さな石ころ。
誰が勝とうが負けようがメダル授与式で
「WE ARE THE WORLD」
を流したら、
みんなが肩を組んで、
We are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving ♬

世界

中が大合唱するだろう。
勝者が国旗をひっかぶって走るのは ?? だが、貧困や差別や侵略に苦しむ地域の選手が勝つこと
は、みんなの希望になるから夢をまき散らして走るといい。柔軟にやんなきゃ。
ルペの姓のピントールとは「絵描き」って意味。彼が相手に贈った花束は灰色の世界を色鮮や
かに彩った。		

www.thefraser.com

（YouTube ➡️世直しボクサー吉川英治）
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心のきらり 本当の自分への旅
カサクラング 千冬

Sade Counselling

心 のケ ア

＝自分にとっての現実とは＝
あっという間に 11 月、今年の終わりが近づい

あなたが見た景色により、その後に続く考えや

学んでおいてよかった」と考えるかで、自分の中

てきました。去年と今年は、それまでに全く想像

感情が変わります。木々の紅葉を見れば、自然は

の感情は全く違ってきませんか？ これが現実が

もできなかった年を過ごしました。あって当たり

美しいと考え嬉しくなるかもしれません。酷い

変わる、ということです。

前なことがなくなり、新しい暮らし方にみなさん

ニュースを読んで悲しくなり、もしかしたら怖い

がようやく慣れてきた頃でしょうか。先行きが不

という感情を持つかもしれません。目の前の景色

先月のセミナーでは、初めての方、そして毎回

安な中、みなさんが不安な未来ではなく「今」に

や人をぼんやりと目にしながら、頭の中で昨日友

参加していただく方、と新しいご縁がまた広がり、

目を向け、この瞬間を楽しめる、または安心でき

達と喧嘩してしまった時の会話を繰り返せば嫌な

皆様のお陰で今回もまた素晴らしいセミナーとな

ることを経験していかれますように。

感情が出るし、今日仕事先に着いたら何をするか

りました。ゲストスピーカーとして参加していた

を予定して焦る気持ちが出るかもしれません。と

だいたアンジェラさんに心から感謝申し上げます。

さて、私達は実に色々な考えを常に頭の中で考
えています。その考えにあなたは気が付いたこと

いうことは、同じ場所、同じ時間の中にいても、 また、お忙しい中参加いただいた皆様、本当にあ

があるでしょうか？ その考えとは、あなたの現

それぞれの解釈により一人一人全く違う現実に

りがとうございました。
次回のオンラインセミナーは 12 月 11 日 ( 土曜

実の捉え方です。現実のどこに目を向けるかにも、 なっているということになります。
では、現実の捉え方と自分の頭の中にある考え

日 ) 午後４時から６時です。テーマは「自分軸の

朝仕事かまたは学校へ行くために家を出た後に、 方を変えることによって、不幸せな辛い日々から

生き方で自分を癒し取り戻す」です。自分軸に戻

あなたは何に目を向けていますか？ 通りの素晴

喜びでいっぱいの幸せな生活に変えることは可能

すことにより現実の捉え方が変わります。現実の

らしい木々の紅葉、楽しそうに話している登校中

でしょうか。英語に「Glass half full」ということわ

捉え方が変われば、あなたの考えや感情が変わり

の子供達、木からこぼれる木漏れ日。それとも自

ざがあります。目の前のコップに入った牛乳を
「良

現実が変わります。みなさんが自分を大事に最優

分の前を歩きながら電話で悪態をついている人、 かった、まだ半分残ってる」と思うのか、
「もう半

先して、どんどん自分を癒し、いたわり、本来の

あなたの現実の捉え方のパターンが見えてきます。

今まで気づかなかった自分のジャケットに見つけ

分しか残ってない、
これじゃ足りない」と思うのか。 ご自分を取り戻していかれるように願っています。

たほつれ、携帯で読んでいる人殺しのニュースで

失敗をした時に「どうして私はこんなに役立たず

しょうか。

なんだろう」と考えるのか、
「今のうちに直し方を

スパイスの達人

参加ご希望の方はメールでご連絡ください。
chifuyu@sadecounselling.con

Mulled Wine スパイス入りあったかワイン

温かい飲み物がうれしい季節になりましたね。カナダではアルコール飲
料の戸外での摂取は禁止されていますので、酔っ払いの被害は少ないです

【材料】

オレンジ

		

１個

が、ちょっと残念に思うこともあります。アイリッシュコーヒーもパンチ

レモンとライムの皮

各 1 個分

もノンアルコールのものが主流ですね。

粉砂糖 			

250g

でもヨーロッパでは日本と同じように、温まるためにちょっとアルコー

クローブ 		

６粒

ルを入れた飲み物があります。北欧のグロッグなども同様ですが、甘酒の

シナモンスティック		

１本

ようにこのワインも甘くしてあるのは甘みがエネルギー源になるからで

ベイリーフ（できれば生）

３枚

しょう。パーティーなどで飲むというよりは、戸外でちょっと温まるため

ナツメグ 		

１個

に飲む物です。カナダではクリスマスにしか作らないのは、スポーツ観戦

バニラビーン（縦に裂いたもの）１個

や屋外の作業時に気軽に飲むことができないためかもしれません。

八角 			

ドイツやオーストリアでクリスマスのマーケットに行くと、グリュー

２個

シャンティワインか他の赤ワイン ２本

ヴァインというこのワインを売る店があります。ウィーン市庁舎前の広場
のマーケットは、遠く市電の窓から見ると宝石箱をひっくり返したような

【作り方】 鍋にかんきつ類の皮とオレンジ果汁をしぼって入れる。

きらびやかなもの。趣味のよい伝統的なクリスマスの飾りを売る店を、こ

砂糖とクローブとシナモン、ベイリーフを加え、ナツメ

のワインとお菓子を手に見て回るのは夢のように美しいものでした。

グを好みの量おろして入れ、バニラビーンも入れる。砂

一般的には赤ワインにオレンジと砂糖とスパイスを入れて、沸騰させず

糖が溶けるのに必要な量のワインを入れて沸騰させ、煮

に時間をかけて温めるのですが、アルコールが飛ぶのでブランデーをまぜ

詰めてシロップを作る。ここに残りのワインと八角を入

たりします。また、市販のシロップやスパイスミックスでティーバッグ式

れて、沸騰させずによくまぜる。熱々をどうぞ。

になっているものを使えば手軽に楽しめます。ここでもまた、冬のスパイ
スの常連、シナモン、クローブ、ナツメグが活躍します。
丁寧に作りたい人はこちら。
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We are 29 years old!

自然と生きる
高橋 清

ムラサキツバメ（PUMA)
のその後と、
鳥の巣箱について

ムラサキツバメ（Purple Martin) は北米と南米を渡る世界で一番身体の大きなツバメ
の種類で、
『ふれいざー誌』には何度か紹介した鳥。冬は温かい南米のブラジル周辺で
過ごし、春になると北米に飛来する。東部アメリカ、カナダのオンタリオやケベック
で、よく知られた集団住宅的な人口巣箱で繁殖する。アメリカからカナダ西部の海岸

PUMA の新政治
への餌遣りに追
われる親鳥たち

地域では、1950 年頃迄は当時の構造の甘い、隙間の多い建屋の天井裏などに巣を作っ
ていたらしいが、人間社会の開発によってそのような建屋が減り、BC 州には渡来が見
られなくなった。その後 BC 州の野鳥保護団体により召還活動が始まったが、1990 年
頃、ポートムーディーのロッキーポイント、ピットリバーはじめ数か所に実験的な巣
箱が数個ずつ、海岸沖合の杭に取り付けられた。その当時僕は早期定年を望んで 1988
年に職を退き、野生動物保護活動に残りの人生を捧げたくて、当時の Burke Mountain
Naturalists の団体に参加した。そしてこの保護活動地の一つの Pitt River での観測を担
当したが、1995 年の６月に、Rocky Point にいた友人から電話があり、２つがいがロッ
キーポイントに戻ったと知らせがあり、僕にとって初めての PUMA との対面となった。

南から来たばかりの夫婦

以来この鳥の保全に大方の時間を注いで、巣箱の開発、整備などに関わってきた。
昨 2020 年、僕の担当する地域は Rocky Point のほかに Crescent Beach、Pitt River、
Stave River とフレイザー川を隔てたその対岸の地域だが、今は PUMA の繁殖地域は安
定して、その数も安定した。

BANO-Box: 最新型の
メンフクロウの巣箱。

彼らの帰還から 26 年、僕は多くのことを学んだ。彼らの帰巣は他の殆どの鳥の帰巣
が３月から 4 月であることと比べて、それより２ヶ月遅れの６月末から７月の初めに、
ブラジルから１万キロを超える空を渡って来る。この渡来の遅れが大きな問題を起こ
した。その間、空いている巣箱を他の鳥、普通のツバメや、時にはチカディーに取ら
れることもあるが、幸いそれらの鳥は集団では巣を作らないので問題はない。一番多
い横取りは European Starling という、昔ヨーロッパから船に乗ってフロリダ周辺に渡
来し、今は北米中に蔓延した、PUMA よりひと回り大きな鳥である。これの群れが団
体で飛来して、一度など３分の１の巣箱を占領した。そこで、この鳥の身体が PUMA
より一回り大きい事を利用して、巣箱の入り口の高さを PUMA ぎりぎりの３ミリ程に
作った。そうすればヨーロッピアン・スターリングの胸の高さが大よそ 3.3 ミリなので、
巣箱に入ることができない。写真の巣箱を見るとわかるように、入口が普通の円形の
穴でなく四角になっている理由がそれである。これは大成功で、以来この鳥は侵入し
なくなった。
普通の縦型と異なり、写真のように横型の理由の一つは、PUMA は他の多くの鳥の
作るカップ型の巣ではなく、昔からの習性として、ただ平らな床に卵を生み落として
抱卵する。そのため平坦な床が必要で、ただ産んだ卵が転がらないように木の枝や芝

東部カナダで使われる PUMA の巣
箱の一例、アパート式で、大型にす
ると鳩にも使える。

草のようなものを少し敷いた。今一つ巣場が横長の理由は、鷗や鷹などがやって来て

PUMA の巣箱の掃除
は秋から冬に行う

足を入れて雛を獲ってしまうのを避けるためである。野生動物の巣を作るのは簡単で
はなく、構造のすべてにその理由があることがうなずけると思う。
今一つ、巣場の建設に大事なことは、定期的に毎年の掃除が必要で、それを人間が
どうしたら簡単にできるか、巣箱の取り付け位置の選択が課題である。そして更に、
種類に依っては同じ場所に巣を作るにしても、隣り合わせを嫌う鳥が多い。一般に少
なくとも巣箱１個分の間隔を開けるのが望ましい。人間のようにアパート式を受け入
れるのは、僕の知る限りではムラサキツバメの東部亜種だけだと思う。
このような巣箱の形、大きさ、出入りの便利さは、人間の考える通りには出来ない
ことを、
僕は身に染みて知った。以来、
幾多の鳥の巣箱やコウモリの巣箱の設計に当たっ
て大いに参考になり、異種の鳥の巣箱の設計に、以前より興味が出たものである。例
えばメンフクロウは出入り口が２階のある様な、２段構造の方が雛を守り易いし、す
べての巣箱の入り口は卵や生まれたばかりの雛から遠いことが大切である。
この様に、一つ一つの鳥の巣は、似ていてもそれぞれ特徴と理由があると、僕がこ
の 30 年で学んだ事をここに紹介した。野生動物の保護に役立つ事を願いつつ。

www.thefraser.com
www.thefraser.com

昔、雛の足に個体調べでバンドを付ける作業、すでに中止となった。
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それは休日の昼下がりの頃でした。突然、作業
服姿の若い男が拙宅を訪ねて来て、インターフォ
ン越しに拙宅の屋根の具合がおかしいので知らせ

日本の企業社会
(262)

てあげに来たと声をかけてきました。
玄関口に出て直接話を聞くと、近隣の家の屋根
付いて知らせに来たと言うのです。
ついでだからどんな具合か見てあげてもよいと
言い、手遅れになると費用も高額になると付け加
えました。

まさかわが家が遭うとは夢にも思わないことでし

ヒー１本でももらえればそれでよいと応えます。
ついては、上司に許可を得なければならないの
で、後刻こちらから電話すると言います。
家人も一緒にその男の話を聞いていました。
その男が立ち去った後に、家人がその男が名前
を挙げた近隣の家に直接行って話を聞きました。
その結果、男の話した修理作業がまったくの嘘
だったことが判明したのです。
その後、予告した時刻よりもだいぶ早くに、そ

るようです。
トに似せた偽サイトに誘導し、クレジットカード
情報の入力を求めるメールも確認されています。
ここで特徴的な点は、被害が大都市圏に集中し
ていることです。東京、神奈川、千葉、大阪、兵庫、

た。
そういうこともあって、長い前置きになりまし
たが、以降でこのような詐欺がどの程度発生して

手間賃はいくらかと筆者がたずねると、缶コー

る相談が、消費生活センターに多く寄せられてい
さらに、ワクチン接種機関をかたり、予約サイ

中根 雅夫

を修理していて拙宅の屋根が破損しているのに気

金銭や個人情報をだまし取ろうとする電話に関す

いるのかなどを少しくみていきたいと思います。

埼玉および愛知で、総認知件数の 71.0％を占めて
います。
言うまでもなく、これらの都市は多くの人口を

ちなみに 2019 年の『犯罪白書』によると、振

かかえており、当然それだけ被害の対象になりが

り込め詐欺と思われる電話、メール、通知などを

ちな高齢者が多いという事情もありますが、それ

受けた者は、過去 5 年間で 20％強にのぼっている

に加えて、コミュニティの脆弱化が起因している

ことが判明しています。

ことが考えられます。

特に既述した特殊詐欺については、2020 年の認

『国民生活白書（2007 年版）
』によれば、近隣関

知件数が 13,550 件、そして被害額は 285.2 億円と

係を浅いものから順に、
「挨拶程度」
、
「日常的に立

なっています。被害額自体は 2014 年と比較する

ち話する」
、
「生活面で協力し合う」との３段階に

と半減しているようですが、依然として高齢者を

分けて、このような関係を持つ人が近隣に何人い

中心に被害件数が高い水準で発生しているようで、 るかの回答結果では、近隣関係が深くなるほど、

の男から電話があり、どうしますかと訊くので、 深刻な事態が続いています。

そのような相手がいない人が増え、生活面で協力

知り合いに見てもらうことにしたと筆者が言う

し合うような相手を持たない人は 65.7% と、３人

また、筆者がまさに体験した訪問販売によるリ

と、
そうですか、
と言って電話はすぐに切れました。 フォーム工事（屋根工事、壁工事、増改築工事、 に 2 人は深い近隣関係を持っていない状況です。
筆者の娘がスマフォで、最近その類いの詐欺事

塗装工事）に関する全国の消費生活センター・国

さらに、コミュニティの脆弱化に加えて、ネッ

件が筆者の住む地域で頻発しているという記事を

民生活センターへの相談は、2007 年度以降、毎年

ト上での詐欺事件が、SNS の著しい普及によって

見せてくれました。

5000 件を超えています。

今後いっそう増加する懸念もあります。

日頃、詐欺をめぐる事件がニュースで盛んに報
道されていますが（特に、被害者に電話をかける

これらの事実から、いかに詐欺が横行している
かを改めて実感することができます。

などして対面することなく信頼させ、指定した預

現在、私たちが直面しているコロナ禍にあって

貯金口座への振込みその他の方法により、不特定

も、様々な新たな詐欺が摘発されていることが

多数の者から現金などをだまし取る特殊詐欺が目

ニュースで報道されています。

立って多い状況となっています）
、そうした詐欺に

むかしから、
「うまい話には裏がある」という箴
言もよく知られています。信用できるかどうかと
いう点を、自分で見極める力が重要となってきま
す。

たとえば、ワクチン接種のために必要とかたり、

はなしの箸やすめ
親のいいぐさ
☆「だれがその喧嘩を始めたかって、そんなことは問題ではないのよ。

☆「結婚するのに適した年齢はね、84 歳 !! なぜなら、もう働かなくて
もよくて、君の時間を好きなだけ、彼女と一緒にベッドルームにいら
れるからよ」（キャロライン ８歳）

喧嘩がいけないの」
☆「お前がしたいように、自分でルールを作ればいいじゃないの」
☆「誰も見ていないと思って鼻くそをほじくっても、それでも鼻くそを

☆「私が幼稚園を卒業したら、私は自分がワイフになる方法を見つけよ
うと思ってるの」 （ベティ ５歳）
☆「パパとママがどうやって逢ったのかというと、
友達の家のダンスパー

ほじくったことになるのよ」
☆「お前が卒業する前には、どうしたってテストを受けなければならな

ティで逢って、そのあとドライブに行ったのだけど、車が故障してし
まったんだって。でもそれがよかったんだよ。 それが理由でお互いに

いのよ」

よく知るチャンスができたんだから」 （ジミー ９歳）

子供のいいぐさ

☆「私のお父さんはお母さんのために何かおかしな仕事をしたのよ。 ど

☆「結婚っていうのは、君が君のガールフレンドを、彼女の両親に返

月刊 ふれいざー Toronto

想子

さなくてもよくなることだよ」（エリック ６歳）

☆「どうしても壁に絵を描くのだったら、
イスで隠れるところに描いてね」
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んな仕事だか二人とも教えてくれないけれど」（ジェレミー ８歳）
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窓 を開

連載エッセイ

遺留品と現場映像
横浜黄金町の事務所の備品の一部を新しい
仕事場である蓼科｛たてしな｝高原のアパート
メントへ運び出そうとしていた。

事務所に置き忘れたのかもしれないという淡
い希望が絶望に変わった。
誰かが車があった位置からそこにカバンを移

まだ引っ越しのための仕事場の整理は終わら

動させ、そこで携帯端末の電源を切ったのだ。

ないままだが、行き先が蓼科だと決まっている

同じくカバンに入れてあった iPad Pro は電源を

ものがすでに何点か仕分けされている。

入れた形跡がない。メインに使っている iPhone

午後 11 時過ぎ、事務所の向かいに車を駐めた。 が手元にあったのは不幸中の幸いだった。

港 も見

ければ

引っ越し業者に頼むわけではない。梱包もそ
こそこにとりあえず手で抱えて車に積み込む。

浅い眠りの夜を過ごした。
朝食を済ませただけで、蓼科を出て横浜に戻

段ボール箱に詰めれば 2 つほどだろうが、バラ

り交番へ向かった。交番は黄金町の仕事場から

バラでも回数を稼げば良いのだ。

は 30 秒とかからない至近距離だ。

積み込みを終えて、一路、長野県へ向かった。
距離は 200 キロあまり。無理をせず、途中

巡査と刑事と鑑識の担当者が来て、現場検証
を始めた。

1 回の休憩を入れるのがルーティンになってい 「何かあったの？」
る。とあるパーキングエリアについて、車から

そこへ知人がやってきた。

降りて夜食でも取ろうと思った。助手席に乗せ 「車からカバンを盗まれて……」

える

たカバンからクレジットカードを取り出そうと 「あっちに、いろいろ落ちていたの、もしかし
したのだがカバンがない。車のどこを探しても
なかった。

たら阿川さんのじゃないかな」
導かれて行くと、領収書やまだ開けていない

阿川 大樹

うっかり横浜の事務所に置き忘れてしまった

麦茶のペットボトルやタオルなど、自分のカバ

のかもしれない。そう思いたかった。カバンを

ンに入れていたものの一部、金にならないもの

持って事務所の階段を昇った記憶はまったくな

ばかりが散乱していた。スマホの電源が切られ

いのにもかかわらず。

た場所ともぴったり一致している。

小銭以外の現金はズボンのポケットにある。
しかし、クレジットカードはない。キャッシュ
カードもない。何より運転免許証がない。

その瞬間、前日深夜まで自分の持ち物だった
雑多な物は「事件の遺留品」になった。
事務所の建物には防犯カメラがついていた。

引き返そうと思ったがすでに深夜 1 時をま

カメラの向きはぴったりだった。昨晩、荷物

わっていた。疲れている。戻るより、そのまま

の積み下ろしをした時刻まで記録映像を巻き戻

蓼科へ向かうのが安全だ。免許証不携帯で交通

すと、自分の車がそこにあった。

違反に問われたとしても、安全第一にしよう。

23 時 12 分、自転車に乗った一人の男がその

午前 2 時過ぎ、蓼科高原の家に着いた。

場をいったん通り過ぎ、まもなく徒歩でもどっ

さっそく、パソコンからカバンに入っていた

て来て、いままさに、助手席からカバンを持ち

はずのサブのスマートフォンの位置情報を確認

去っていた。

した。4 時間前に電源が切られていた。その位

部屋を飛び出して男を追いかけたかった。だ

置は黄金町で車を駐めていた位置から 300 ｍほ

が、その映像は 20 時間ほど前の物なのである。

ど離れた場所だ。

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

そろそろホリデーショッピングを始める方にご紹介したいのが可愛いハン
ドメイド オーナメントが揃う Clayfun Creations。

赤ちゃんの First X'mas や雪だるまのお腹に BABY ↓と描かれた Mama To
Be、キュートな Teddy Bear Mitten や Over the Moon 等ベビーオーナメン

クリエイター Leanne Droder さんのオーナメントは、Polymer Clay（オー

トは毎年完売するほど大人気。お茶目な犬や猫、定番のサンタやスノーマン、

ブン粘土）を使ったカラフルな色使いとチャーミングで優しさ溢れるデザイ

スポーツ万能なムース君など種類が豊富で家族や友人、お世話になった先生

ンが特徴的。

に合ったテーマのオーナメントを絶対見つけられるはず。名前入りのミニサ

目のハイライトやボタン、マルチカラースカーフなど、細かいディーテー
ルにまで拘ったハイクオリティーな仕上がりの彼女の作品にファンが増えて
いるのも納得。

イズ オーナメントをタグ代わりギフトに付けて渡すのも素敵ですよ。
Charity Bear の Hope オ ー ナ メ ン ト は 売 り 上 げ 全 額 が Breast Cancer
Research に寄付されます。乳がん患者である彼女のお母さんをサポートし

この２年間、特に注目されているデザインが The Covid Christmas Family。 たい思いからこの企画を始め、今後も様々なチャリティーオーナメントを製
今年は"The Year HUGS Are Back" のメッセージとマスク＆ワクチンの絵付き。 作予定です。
数年後にはこれを見ながら色んな思い出話をしているでしょうね。

下記のホリデーイベントでも Clayfun Creations のブースを Check it out!

家族のサイズ（２～ 15 人）に合わせてトナカイやエルフ、ペンギンの数を

１）Artisans Christmas Market（Nov 5-7） ２）Circle Craft (Nov 10-14）

選んだり、靴下に相手の名前を書けるファミリーコレクションもお薦めです。 ３）Chilliwack Christmas Market (Nov 19-21） ４)Craft Culture (Dec 3-5)
自分好みにパーソナライズ出来る特別感もプラスされて、貰う方も嬉しいはず。 						

Clayfun Creations

（H.J.）

https://clayfuncreations.com
の

サーモンコラーゲン基礎化粧品

乾いたお肌対策・潤い・美白に

Extract Lotion（化粧水）
Lotion（化粧水）60ml
60ml
$47.80
Extract
$47.80
Rejuvenating Gel（ジェル
Gel（ジェル )) 30ml
30ml
$41.80
Rejuvenating
$41.80
Rejuvenating Cream
Cream (( クリーム)30ml
クリーム)30ml $41.80
$41.80
Rejuvenating
Gentle Cleansing
Cleansing Foam
Foam 90ml
90ml
$25.00
Gentle
$25.00
Toning Lotion
Lotion 60ml
60ml $37.50
$37.50 // 120ml
120ml $62.00
$62.00
Toning
Milk Lotion
Lotion
60ml $39.80
$39.80 // 120ml
120ml $62.00
$62.00
Milk
60ml
Salmonollagen
Series
Salmonollagen Series
Lotion 60ml
60ml $86
$86 Gel
Gel 50ml
50ml $86
$86 Cream
Cream 30ml
30ml $86
$86
Lotion

＊ Tax12％と送料が加算されます。
（カナダ国内）
★ $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
202

BC州高齢者施設でのCovid19 アウトブレイク
阿部山 優子

Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

ニコニコ生活・小統計
2021 年 10 月６日に上記のレポートが発表されました。皆さ
んも高齢者施設で Covid19 感染が多く起こった事は記憶に新
しいと思います。今回 2020 年 3 月 ( パンデミック当初）から
2021 年 2 月（第 2 波）までの施設でのアウトブレイクについ
てまとめられています。

安心と信頼のサービス
不動産に関する事なら何でもご相談ください。
■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

アウトブレイクとは一人以上の感染があった時と定義され、
昨年約１年間で BC 州の 210 カ所の高齢者施設で 365 のアウ
トブレイクがありました。その内 72% が４人以下の感染です。
またその感染源は 74% がスタッフ、22% が居住者、１つのケー
スのみ訪問者です。もし第一感染者が居住者の場合４倍、夜勤
スタッフの場合５倍の確率で大きな感染へと広がりました。そ
の他感染拡大の原因としてスタッフが十分な休暇が取れない、
看護師が現場にいない、相部屋であることも挙げられました。

お気軽に日本語でお問合せください。

１年前を振り返り、秋から寒くなり Covid19 のケースがあっ

Sales Representative

という間に増えた第２波を思い出します。昨年 12 月に入ると

D.H. Toko Liu（劉 東滉）

ワクチンが開発され、高齢者施設にいる方が優先的にワクチン
を接種し、ケースが落ち着きました。しかし今コロナ２年目の

Cell: 416-894-6049

秋冬となり、新たなチャレンジが続きます。ワクチン接種後の

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

ブレークスルー感染やワクチン接種を拒否したスタッフが施設
を去ろうとしています。
浮き彫りになった問題点を改善し、少しでもスタッフが働き
やすい環境を作り、ナースのリーダーシップの下、ブースター
ショットが速やかに行われることを祈ります。そして人手不足
と言われる中、本当に頑張り続けるワーカーに敬意を表します。
だからこそ私達にできる事をしっかり続けて参りましょう。そ
う、その笑顔、続けて下さいね。

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
第 10 回トロント日本映画祭

「スパイの妻」－国家の陰謀に挑んだある夫婦の狂気
この映画は 2019 年のベネチア映画祭で「監督

な行動を調べ始めるが、そ

賞」にあたる「銀獅子賞」を受賞した。北野武（
「座

こへ陰に女がいることを幼

頭市」2003 年）以来の快挙である。現在カナダ

馴染みの憲兵分隊長・津森

各地の劇場で上映されているが、この作品の何が

から知らされる。真実を告

審査員の名監督たちを唸らせたのか。時代背景、 げてほしいと懇願する聡子
メッセージ性、手法の３つの角度から見てみたい。 に、優作は国家による「悪
魔の所業」を打ち明けた時、

ばっこ

「怪物」が跋扈した時代

事態は急展開する……。

ホラーを含む独特の作風で知られる黒澤清監督
だが、この映画の脚本は、彼がかつて大学院で教

史実かフェイクか

“Wife of A Spy”by Kiyoshi Kurosawa starring Yu Aoi
(photo: TJFF)
				

えていた学生で、今や日本映画界のホープにのし

これを見た日本人の多くは、中国が捏造した陰

イであった。そして、近衛内閣のブレーンを隠れ

上がった濱口竜介・野原位という 2 人の監督と共

謀論を元にした映画にすぎないと軽視するのだろ

蓑にしていた尾崎秀美がゾルゲと連座した例があ

同で執筆した。それが、この映画を多彩にしたの

う。宣伝文には「歴史の闇」とぼかされて、
「731

る。カナダにしても、戦中から核開発にかかわっ

だろう。言い換えると、戦争の惨さ、夫婦愛と正

部隊」という名は一切登場しない。

ていた物理学者エンリコ・フェルミが、ソ連に情
報を流していたことなど、枚挙にいとまがない。

義感の相克、そして、一幕物の舞台へ誘う名優の

ところが、ここカナダという、かつては敵味方

演技力を巧みに組み合わせたサスペンス仕立てで

だった者同士が共生する多民族社会では、時が来

国家という怪物の輪郭はいつでも曖昧だ。一人

あること。更に、若い夫婦が偶然知ってしまった

て「極秘」が暴かれた歴史の 1 章である。2018

ひとりの異なる「国家」イメージの集合がその実

歴史的陰謀を映像というメディアを使って暴露し

年９月、トロント大学では、日本から戦争と医学

体だからだ。言い換えると、共有観念でありなが

た社会派映画でもある。

の専門家・西山勝夫教授、中国からも研究者を招

ら幻想に過ぎない「鵺（ヌエ）
」なのだ。ニーチェ

時代は太平洋戦争直前の 1940 年から 41 年。 いてパネル討論会が催された。会場は 200 名以

のいう国家の「冷酷さ」とは、人間はいくらでも

近代日本史の中で日本全体が明らかに、国家と

上の学生で埋め尽くされた。かつて 1997 年には、 冷酷になりうることを意味する。人間の本質は、

いう「あまたの冷酷な怪物の中で最も冷酷な怪

中国系団体が元 731 部隊にいた医師を日本から

常に変貌を遂げる社会総体のアンサンブルに過ぎ

物」
（ニーチェ）に憑かれてしまった時代だ。

招聘し、各アジア系女性団体が参加して大規模な

ないからだ。

かいらい

帝国日本は、1931 年の満州事変から満州国傀儡
政権樹立へと邁進した。非難轟々の国際世論の

パネル展示会が開催されたこともある。
一方、日本ではいまもって政府も国民もこの問

映画の中の映画上映

中、松岡外相は席を蹴って国際連盟を脱退した。 題に向き合おうとはしていない。1936 年、石井

ユニークな手法が見受けられた。映画の中で何

これは外交の破綻で、残されたのは孤立の道だ。 四郎中将率いる関東軍はハルビン近郊に 3000 名

度か主役自身が登場する短編映画を撮影し、それ

一方、中国は国共合作にこぎつけ、ソ連が後ろ盾

規模の研究所を建設し、表向きは「防疫給水部」 を視聴するシーンがある。戦前の極秘映像風の実

となって中国戦線は泥沼化した。日本国内では工

を標榜して細菌と毒ガス兵器の開発を始めた。そ

写は極めてシュールだ。あるいは、秘密を暴いて

業資源が欠乏し、生活物資も逼迫し、国際的信用

して、開発したペスト蚤を新京周辺の農村に空か

しまった女を撃ち殺しマスクを剥がすと、それは

は失われていった。

ら散布し、その効果を測定するという残忍非道な

愛人の顔になる。男はいとおしげに女を抱き上げ

実験を繰り返していた。

る……。

ひっぱく

にもかかわらず、国民は「滅私奉公」を提唱し
進んで自由を放棄した。駄目押しの ABCD ライ

1940 年、突如「自然発生」したペスト感染が

ここにあるのは、陰謀の共有と裏切りと悪徳の

ンの経済封鎖で四面楚歌になった日本は、大東亜

拡大し、新京の一区画を丸ごと焼き尽くして撲滅

匂い、エロチシズムだろうか。これは脚本を担当

共栄圏を前面に押し出しアジア諸国への露骨な干

を図ったことが記録されている。ところが、ネッ

した濱口竜介のアイデアかもしれない。彼の前作

渉、侵略を開始した。
「怪物」が破局の縁へ猛進

ト上には、疫病給水部が撲滅のために働いたとま 「ドライブ・マイ・カー」では、チェーホフの舞

を始めたのである。

ことしやかに語られている。これが日本の現状だ

台劇を使って監督の主張を役者に語らせている。

ろう。

見る側の網膜には、その場面が浮き出て強烈に残

あらすじ

この映画は、731 部隊の医者と深い仲になった

神戸で貿易商を営む福原優作（高橋一生）は、 看護婦の浩子が、この秘密を知ってしまったこ

るものだ。
あるいは手練な黒沢監督が、国家の陰謀を暴く

取引先の英国人が憲兵隊から取り調べを受けた

とに端を発する。出張で満州に来た福原に、彼

という重いテーマを扱うために、それに拮抗し

時、事業の行く末に危機が迫っていることを悟

女が生体実験ノートの写しを見せた時、彼女の

うる男女の愛の絆の強さを演出したのかもしれな

る。活路を探るべく満州の首都新京の視察に出

人生は破滅に向かい、福原夫妻を戦渦に巻き込

い。妻・聡子のキメの台詞「私は一切狂ってはい

向くが、そこで偶然、関東軍が防疫対策と称して、 んでゆく。

ません。ただ、それが私が狂っているということ

ペストなどの細菌兵器開発のために人体実験を

戦中にスパイが暗躍するのは、いつでもどこ

なのです。この国では……」に、
思わず「お見事！」

行なっていることを知ってしまうのだ。妻・聡

でも同じである。1943 年のゾルゲ事件では、ド

と手を打った。これが今、日本が必要としている

子（蒼井優）は、夫の変化に不安を覚え、不審
“Maria Chapdelain” directed by Sebastien Piloteイツ人新聞記者を装ったゾルゲは実はソ連のスパ 「狂気」なのである。
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神々の民 ―― アイヌとカナダの先住民（5）
平取町アイヌ文化保全対策室、平取アイヌ協会青年部

アイヌの食事（１）
アイヌは、熊を送るまつりを行なう。そのこ

鮭の遡上する川筋が喜ばれた。鮭

とが知られるようにつれ、アイヌは狩猟民族で

にゆかりのある地名は、鹿に関す

あり、おもな狩猟の対象は熊だと思われる向き

る地名よりも多く、鮭や、ますの

があった。しかし、アイヌが熊を狩るのは、食

産卵する場所や、梁 ( やな ) を仕

料としてよりも、むしろ射止めたその熊を神の

掛けやすいような瀬にいたるまで、

国にお送りするまつり、つまり宗教儀礼を行う

こまごまとつけられていた。

ほうに重きをおいていた。

鮭にまつわる物語や歌、それに

食料として好んだのは鹿肉のほうであった。 地名伝説なども、鹿とは比較にな
ユーカラ（注１）などの語り物の中にも、少年が
初めて狩りに出て鹿を射とめるくだりがよく出

らないほど多い。
漁法にも鹿猟には見られない独

て来るが、この場面はふんだんに慣用句を使い、 特のきまりがある。そのひとつに、
事細かく描かれる。狩りに成功して帰って来る

イサパキクニ（その頭を打つ木）と

少年に対する驚嘆の声や、調理のしかた、料理

いう削りかけの付いた棒で、とっ

に舌づつみを打つ様子など、ほほえましく語ら

た鮭の頭を一本一本打つというこ

れている。

とをあげることができる。その棒はイナウ
（木幣） なると、まつりなどの行事のほかは、ほとんど

鹿は群れて行動することが多い。それを利用

になって鮭が神の国に帰るときのおみやげにな

和人と変わらない食生活を送っていて、アイヌ

して鹿笛でおびき寄せたり、崖の上に追い上げ

ると考えられ、それをしないで神の不興を買っ

の特色を生かした食文化を記録するのは難しい

てそこから一気に落としたりする猟法もあって、 たという話なども各地にある。

ということであった。しかし、この問題は時期

それら鹿猟にちなんだ地名も明治の末期までは

神の国で、魚の入っている家を守って暮らし

を戦時中にまで広げることで回避できることに

地図の上でも北海道各地にみられた。アイヌ語

ているのは郭公 ( かっこう。注２）と筒鳥 ( つつ

気づいた。食糧難のとき、アイヌはかつての食

でユクだが、同時にこの語は “けもの” の意味に

どり。注３）の夫婦神で、北海道にはこの神が

生活をとり入れて暮らしたのである。そのこと

なる。

漁兆を示すという言い伝えが残っている。それ

によってアイヌは和人より豊かに暮らすことが

は春になって神が外に出るときの出方で決まる。 できた。アイヌの食生活の知識はこの時期によ
アイヌは狩猟民族には違いないが、生活の中

男性が先に立つと、女神はていねいに戸口を閉

心は漁労であった、とする説も多い。鮭のこと

めるが、女神が先だと男神はろくに閉めずに妻

をアイヌ語でシペ（シ・イペ）というのもその

の後を追うので魚がそこから出るため、豊漁に

理由のひとつ。
「本当の食べもの」という意味だ

なるのだという。そのため、女神である筒鳥が

からである。ほかにも、サキペ（サクイペ）
（夏

男神である郭公より先に鳴く年は大漁になると

の食べもの＝ます）
、タンネイペ（長い食べもの

いって喜んだ。

アイヌのコタン（集落）は、交通路ともなる
河川に沿ってつくられることが多いが、とくに

（文献内容ママ）
1992 年 10 月

荻野美枝

注１ ユーカﾗ： ユカﾗ【yukar】英雄叙事詩
注２ 郭公（カッコウ）
：カッコウとは、カッ

＝うなぎ）など、魚の名前が即、食べものを意
味する例は多い。

みがえった。

アイヌは漁労や狩猟のほかに植物の採取も
行ったが、その記述は次号に回す。いずれにせ
よアイヌの食料は自然から得ていた。

コウ目カッコウ科の鳥。全長 35 センチ。
日本には夏鳥として渡来する。
注３ 筒鳥（ツツドリ）
：カッコウ科の鳥。全

最近は、自然の美しさだけで愛でることが当

長 33 センチくらいで、カッコウに似る

然のように思われる時代になったが、自然を相

がやや小形。鳴き声が筒を打つように

手に暮らすことは容易なことではない。どの時

ポンポンと聞こえる。日本には 4 月下

期に、何を、どこで手に入れ、どのような方法

旬ごろ山地に渡来する。

で処理するか、その知識がなければ生活はでき
文献 「聞き書 アイヌの食事」
【1992 社団法人

なかった。
どんなに才覚があっても、人間の力ではどう

農産漁村文化協会】

しようもない不測の事態に直面することもある。
最も恐れられたのは、ケンラム（飢饉）で、その
様子は文献でも見られるし、今日まで語り伝え
られている。
加工・保存食も、冬季のための備えであると
同時に、飢饉に備えてあみだされ、発達したも
のと思われる。
その理由のひとつは、アイヌは昭和初期とも
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私の薦めるこの一冊
『格闘するものに○ ( まる )』

三浦しをん著

今回ご紹介する本は、『まほろ駅前多田便利
軒』、『舟を編む』などで知られる三浦しをんさ

新潮文庫

て、とても悩んだ記憶があります。そんな時に

な言葉は、最後の方で可南子が言った「たとえ

この本を読んだのですが、とても気持ちを楽に 『毎日が夏休み』になっても ( 就職活動に失敗し

んの小説、『格闘するものに○ ( まる )』です。 させてくれました。

ても )、自分を信じて生きていこうと思います」

今や人気作家の三浦しをんさんですが、この小

『格闘するものに○ ( まる )』は就職がいつま

という言葉です。とても力強い言葉だなと思っ

説は彼女の原点であり、素晴らしいデビュー作

でも決まらないマイペースに過ごす女子大学生

て、前向きな気持ちになったのを覚えています。

となっています。

の主人公可南子とその周りの人たちの日常を描

学生の方、就職活動中の方、人生の転換点にい

私がこの本を初めて読んだのは、大学３年生

きながら、漫画が大好き→漫画雑誌の編集者に

る方、気軽に読書を楽しみたい方にお薦めの一

の就職活動をスタートする直前でした。本屋さ

なる為に就職活動と格闘する様子が面白く書か

冊です。ぜひ一度手に取ってみて下さい。

んで偶然この本を手に取ったのですが、あら

れています。随所にフッと笑える登場人物たち

他にも三浦しをんさんの小説はバンクーバー

すじを読んですぐに購入したのを覚えていま

の言動が散りばめられているのですが、私のお

日本語学校の図書館にございますので、ぜひ

す。あらすじは「これからどうやって生きてい

気に入りは可南子が「平服にて」という但し書

チェックしてみて下さいね！

こう？」から始まるのですが、当時大学３年生

きを読んで、豹柄のブーツで説明会に行ったと

			

だった私は、正にこれを考えていました。大学

ころと、「学生時代にこれを一番一生懸命やっ

院に進んでまで勉強や研究を続けたいとは思わ

た、ということを教えてください」という面接

なかったけれど、私はずっと自分の夢を見つけ

官からの質問に対して、「漫画を読むことです」

られなかったタイプだったので、将来何をした

と答えたところです。ユニークなこの主人公が

いのか、どんな分野で働きたいのか分からなく

私は大好きです。そして、何より私が一番好き

My Story

（池谷日伽里）

中田 有厘

私の乳癌闘病記（23）

ニューブランズウィック州での仕事が決まった。地域基幹病院の神経内科に就職する
ことになったのだ。BC 州は相変わらずプロセスが遅く、おそらくニューブランズウィッ
ク州に引っ越すことになりそうだ。今まで行ったこともなく不安もあったので、10 月
に３週間様子を見に行くことにした。もっと若い時には行ったこともない新しい土地で
新しい仕事を始めるなんて、何にも恐ろしくはなかったのだけれども、歳をとったから
なのか、大病したからなのか、どうにも腰が重く怖いなと思ってしまった。バンクーバー
では考えられないくらい、ニューブランズウィック州は田舎だが、人は親切、町もビク
トリア朝の古い建物が立ち並び美しい。引っ越し予定のセントジョンは港町でバンクー
バーとも少し似たような町である。おまけにバンクーバーのように今の季節、雨が降る
ことはそこまで多くない。ただ、アジア人はほとんど見かけず、日本食レストランや日
系のスーパーなどもほとんどない。生活は非常に不便かもしれない。セントジョンに引っ
越すとなると、ファミリードクターや腫瘍内科のフォローアップが BC 州でできなくな
るが、とにかく自分のキャリアを築くのも大切なので、仕方ないと思っている。なんと
か治療を頑張って今元気でやっているので前に進まないといけない。今、かなりの数
の外国人看護師が東部の州に移動しているようだ。BC 州も看護師不足に悩んでいるが、
どうにもプロセスは遅く、非常にお金がかかる。英語の試験も条件によっては免除され
るようになったが、ほんの一握りの看護師しか免除されない。そんな状態なので、外国
人看護師は東部沿岸州やオンタリオ州に移動する傾向があるようだ。今は外国人看護師
にとってはチャンスなので、もしバンクーバーにいる日本人看護師でカナダでも看護師
をしたいと思っている人がいたら是非挑戦してみて欲しい。英語の試験をパスするのも、
書類審査も非常に大変だが、今は少し規制が緩くなっているところなので、頑張って欲
しいなと思う。特にバンクーバーは日系人、日本人が多いので、こちらで看護師になる
ことはかなり貢献になると思う。						
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（つづく）

問題は p.6

We are 29 years old!

い詰められ、
仕事、
家庭、
社会的信用……全てを失っ

最初の一編から、恐ろしいほどの描写力が読者を

ていくさまをリアルに描きつつ、昨今の SNS での

襲う。ノーベル文学賞の呼び声高い現代ルーマニ

炎上や匿名による誹謗中傷、メディアの報道のあ

ア文学の旗手が放つ、ポストモダン文学の極致！

国家試験に合格し、視能訓練士の資格を手にした

り方などの問題に切り込んだ傑作サスペンス！

■赤いランプ

にもかかわらず、野宮恭一の就職先は決まらな

■あの春がゆき この夏がきて 乙川 優三郎著

かった。第 59 回メフィスト賞、ブランチ BOOK

徳間書店 ￥1500

文芸
■ 7. 5 グラムの奇跡

砥上 裕將著
講談社 ￥1550

Ｍ・Ｒ・ラインハート著
論創社 ￥3200

不気味な噂を残す屋敷ツイン・ホロウズを訪れた

浮浪児だった男が主人公。画家の養子となり、 大学教授一家。楽しい筈の夏期休暇を恐怖に塗り
大賞、2020 年本屋大賞第３位受賞の受賞後第１作。 戦後、
替える怪異は赤いランプに封じられた悪霊の仕業
装幀家になる。多くの女性と出会い、別れ……。
■妻の罪状
新津 きよみ著
山本周五郎賞はじめあらゆる賞を総なめにしてき

なのか？ サスペンスとホラー、そして謎解きの

バナナの皮で、あの人殺せますか……？家族関係

た名手が紡ぐ「一人の男」
。

面白さを融合させたラインハートの傑作長編！

はどんでん返しの連続！「多重介護殺人事件」と

■四月の岸辺

実業之日本社 ￥720

湯浅 真尋著

■ヌマヌマ

ミハイル・シーシキン著
河出書房新社 ￥3200

して知られるこの悲劇に意外すぎる真相が？介

講談社 ￥1800

護、遺産相続、8050 問題、終活、夫婦別姓など。

第 63 回群像新人文学賞優秀賞受賞作と、それに

■ミカエルの鼓動

連なる飛躍作「導くひと」を収録する第一作品集。 きあうアンソロジー。ビートフ、エロフェーエフ、

柚月 裕子著
文藝春秋 ￥1700

■二千億の果実

宮内 勝典著

恋愛、叙情、恐怖、SF など、多様な作家の個性が響
トルスタヤ、ペレーヴィンら、現代ロシア文学紹介
の第一人者たちが厳選した 12 の短篇。

この者は、神か、悪魔か――。気鋭の著者が、医

河出書房新社 ￥2250

療の在り方、命の意味を問う感動巨編。天才心臓

各紙誌で大絶賛の『永遠の道は曲りくねる』から４

外科医の正義と葛藤を描く。

年……いま、二千億の魂が、地球誕生の歴史ととも

■砂に埋もれる犬

に甦る！ 人類誕生から現在、そして未来の「生命」 1916 年、大英帝国の外交官に死刑が執行された。

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

を照射する「宮内文学」飛躍の作品集。
■サマーゴースト

マリオ・バルガス = リョサ著
岩波書店 ￥3600

その名はロジャー・ケイスメント。植民地主義の
乙一著

集英社 ￥1300

出した少年は、女たちへの憎悪を加速させた。家

■ケルト人の夢

恐怖を暴いた英雄でありアイルランド独立運動に
身を捧げた殉教者。人間の条件を問う一大叙事詩。

族からの愛を受けぬまま思春期を迎えた少年の魂

3 人は “サマーゴースト " を探すために集まった。

は、どこへ向かうのか。その乾いた心の在りよう

3 人は幽霊に聞いてみたかった。“死ぬって、どん

を物語に昇華させた傑作長編小説。

な気持ちですか ?" それを聞くべき理由が、3 人に

１篇１篇が「声」なのである。唯一無二の世界を生

■舞風のごとく

はあったのだ――。

み出す名人が緻密な筆致、驚異の想像力で紡ぐ八篇

あさの あつこ著
文藝春秋 ￥1700

■闇祓

辻村 深月著
KADOKAWA ￥1700

小舞六万石が大火に見舞われた。山河豊かで災害

も少ない土地で、城下の半分に迫る町が焼け落ち 「うちのクラスの転校生は何かがおかしい――」
たことで、人々は混乱に陥った。少年剣士たちの クラスになじめない転校生・要に、親切に接する
友情と成長を描く青春時代小説第三弾。

委員長・澪。身近にある名前を持たない悪意が増

■ディープフェイク

殖し、
迫ってくる。一気読みエンタテインメント！

福田 和代著
PHP 研究所 ￥1800

誰にでも起こるかもしれない。
「普通」の人間が追

■ノスタルジア

ミルチャ・カルタレスク著
作品社 ￥3000

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

回

本
→

判

→

耽

→

→

破

点

→

→

→

→

素
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後

答：39 ページ

■夜の声

スティーヴン・ミルハウザー著
白水社 ￥2500

の声に耳を傾けていただきたい。ピュリツァー賞、
ザ・ストーリーオブプライズ受賞作家の短編集。

2021 年８月のベストセラー
出版科学研究所調べ

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

総合
98 歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 小学館
変な家 雨穴
飛鳥新社
硝子の塔の殺人 知念実希人
実業之日本社
兇人邸の殺人 今村昌弘
東京創元社
１％の努力 ひろゆき
ダイヤモンド社
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン
新潮社
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
老いる意味 森村誠一
中央公論新社
本好きの下剋上 第五部 女神の化身（6） 香月美夜 ＴＯブックス
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
老いの福袋 樋口恵子
中央公論新社
みとりねこ 有川ひろ
講談社
52 ヘルツのクジラたち 町田そのこ 中央公論新社
僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション 堀越 耕平 集英社
死物語（上・下） 西尾維新
講談社
人新世の「資本論」 斎藤幸平
集英社
さとみめもりー さとみななもり。 STPR BOOKS 発行
無理ゲー社会 橘 玲
小学館
医師が教える新型コロナワクチンの正体 内海 聡 ユサブル
どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社
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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

投資において、マーケットのタイミングを見るということは、

である鈴木さんを見ると、その差はさらに小さくなっています。

経済動向を予測することに基づいて売買することを意味します。

経済が不安定な時期には、資本を投入するのは困難な場合があ

「安い時に買って、高い時に売る」という簡単な概念のように思え

ります。しかし、最高の日と最悪の日の違いはごくわずかであり、

るかもしれませんが、この手法を使用することは、成功する投資

毎年同じ日に購入すると、ギャップが埋められます。毎月また

戦略ではありません。例えば、あなたが一番値段の高い時に株を

は四半期ごとに少額の投資を行うことで、投資価格は年間を通

売って、マーケットを傍観しているならば、不安定な市場にいる

じて平準化されます。 鈴木さんが山田さんと田中さんの違いを

ことの不安は市場から出てしまったことの不安に置き換えられま

分割したように、毎月または四半期に同じ金額を投資しても同

す。言い換えると、「私が売った株は本当に最高値で売れたのか

じ効果があります。市場が上昇しているとき、同じ金額はより

しら？今は、単に株価が上がっているだけで、もっと上がる可能

少ないユニットを購入します。市場が低い場合、同じ金額でよ

性があったのに、中途半端な値段で売ってしまったのかもしれな

り多くのユニットを購入します。その結果ユニットあたりの平

い？」などとマーケットのタイミングを計ることはほぼ不可能で

均コストは、年間の任意の時点で一括払いを行うよりも低くな

す。しかし、投資するのに最適な時期を選ぶという不安を取り除

ります。

く方法はあります。それはドルコスト平均法です。
議論のために、毎年完璧なタイミングでファンドを投資するこ
とが可能であるとしましょう。毎年は言うまでもなく、どの年で
もファンドが最安値の日に購入する山田さんはしっかりと貯蓄し
ていくことが可能です。田中さんは山田さんと反対のことをしま
す。それは同じように難しいことですが、田中さんは毎年ファン
ドが最高値の日に購入します。山田さんと田中さんの貯蓄額を比
較すると、実際にはそれほど違いはないことがわかります。なぜ
なら、マーケットのタイミングではなく、市場で費やされた時間
が収益を生み出す傾向があるからです。マーケットにおける山田
さんと田中さんの年の複合年間成長率の最大の違いは約２パーセ
ントです。毎年同じ日（12 月 31 日）に投資した３番目の投資家

今日 は 何 の 日？
11 月 16 日 Fast Food Day

継承の大切さを考える日。食品本来の味を最大限に使い、季節感を大

早くて安くて便利で美味しいファーストフードにも記念日があ
る。定番のハンバーガー、
ピザ、
タコスの他にタイ料理やインドカレー

切にする和食は 2013 年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。

など種類が豊富。この日の夕食はママに休んで貰いテイクアウトで
お祝いしませんか？ だって記念日のルールですから（笑）

11 月 21 日

の語呂合わせ。この日には犬が服を着た写真集の出版や犬のファッ

時の日本は「フライドチキン」に馴染みがなく、KFC 店舗が増えるに
つれて人気が出て今ではクリスマスのご馳走として定着している。日
本限定販売のビスケット美味しいよね、カナダでも食べたいなー

November 2021

12 月 12 日

5 本指ソックスの日

元祖「5 本指ソックス」の専門店、株式会社ラサンテが制定。1974 年
い形への再開発案を提出した日。確かにむれにくくて履き心地が良いで

日付は「いい（11）に（2）ほんしょ（4）く」（いい日本食）の

月刊 ふれいざー Toronto

ションショーも開催されます。おしゃれなワンちゃんが増えています。

に会長の井戸端氏がスペイン生まれの 5 本指ソックスを現在の履きやす

和食の日

語呂合わせ。毎年日本食文化について見直し「和食」文化の保護・

34

ワンワン服の日

グローバルペッツ社がペットの洋服文化を育て、海外へ発信して楽
しんで貰いたいと 2019 年に制定。日付は「ワンワン（11）服（29）
」

フライドチキンの日

1970 年に KFC 日本第 1 号店が名古屋にオープンした事が由来。当

11 月 24 日

11 月 29 日

Fraser Monthly Toronto

すよね。今年の X’ mas プレゼントに可愛い 5 本指ソックスはいかが？
				

（H.J.)

We are 29 years old!

御伽草子
と

ぞ

梵天国

ぎ

う

し

となったが、とにかく涙をおさえて、

中 納 言 は、 こ と の 重 大 さ に ぼ う ぜ ん

で、死ぬなり、出家するなり身のふり

「とにかくその役目を果たしたうえ

したふうになさって申し上げなさる。

中納言は、今ふとこの機会に思い出

は 、離 れ て い て も す ぐ に ま た 会 え る 、

知 ら ず、 … 姫 と 気 軽 に 暮 ら し た こ ろ

…。 そ れ に、 こ ん な こ と に な ろ う と

（なんともかとも思いもよらぬこと

り申し上げよ」

「葦原国（日本国）へ中納言殿をお送

と、御付きの者に命じられた。

「だれかおるか」

広滝 道代

「 知 ら ぬ こ と と は い え、 た い へ ん な

などと思っていたものだが…）

そののち、梵天王は

こ と を し て し ま い ま し た。 そ れ に、 姫
方を決めることにいたします」

梵 天 王 は、 中 納 言 を 気 の 毒 に お 思

よ う に お 考 え な の だ ろ う か。 こ と の

（ お 耳 に 入 れ た こ と を、 大 王 様 は ど の

にもご親切なお扱いと見えるので

く 大 切 に し て 差 し 上 げ な さ る。 い か

い に な る お 気 持 ち が 増 し て、 限 り な

理由などいろいろと申し上げるべき

妻の生まれ育った国だとお思いにな

中 納 言 は、 見 知 ら ぬ 国 と は い え、
な ど と、 き ま り 悪 く お 思 い に な る の

る と、 そ れ だ け で 名 残 惜 し さ は か ぎ
中 納 言 は、 真 っ 暗 に 心 も 乱 れ、 ぐ

あ ま つ さ え、 は る ば る と 姫 君 の い

な い わ が 家 に 帰 る 身 を 考 え る と、 涙

それを中納言に差し上げなさるの
であった。
中納言は梵天王からじかに御判を
恭しく頂戴するのであった。

（つづく）

と、御慰めになるのであった。

ら」

から姫の便りもないでもなかろうか

「そうはいっても、またひょんな折

憐れみ、

梵天王も中納言のつらい気持ちを

梵 天 王 は、 中 納 言 の お 話 を じ っ と

ずぐずしていらっしゃるのであった。

りがない。

であった。

ではなかったのかもしれない…）

あった。

たので、

梵天王からは特にお返事もなかっ

の 痛 ま し い 身 の 上 を お 聞 き し て は、 わ

「 今 と な っ て は、 姫 の い な い 世 の 中

と、仰せになる。

など、わたくしにとっては暗闇でござ

などとお思いになる。

ん。 で も、 わ た く し が こ こ に ま い り ま

と、つらくお思い申される。

し た そ も そ も の 役 目 は、 大 王 様 の ご 自
います」

な ど と 、梵 天 王 に 申 し 上 げ な さ っ て 、
涙に沈んでいらっしゃる。
梵天王は、相槌など打たれて、静か
にお聞きになっていらっしゃる。
お気の毒なご様子の中納言は、お気
をお許しなのか、
「なんの未練もございません…」
と、心のほどを口にして、心を割った
姫君との思い出話、姫君のご心中、

そ し て 、梵 天 王 は 、威 儀 を 正 し て 、

をこらえきれなくなってしまわれた。
また仰せ事のご趣旨などをお思い出し

お 聞 き に な っ て い ら し た が、 お も む

れ 多 く ま す ま す 遠 慮 さ れ て、 急 に は い

めったなことでは使用しない金の札

お話しぶりをなさるのであった。

ろ い ろ お 話 を 申 し 上 げ ら れ ず、 胸 が

になり、気強くこらえることもおでき

めてのお目通りの上で、申し上げたい
こ と が、 こ の よ う な こ と に な っ て し
まって…）

ろに立ち上がられたのである。

いっぱいになっていらっしゃるご様子

に御判をお押しになる。

であったのだが、
「わたくしは、…」
と、仰せになった。
やはりぜひお耳にお入れ申そうとい
う気持ちがおありになるのであった。

（姫の御父上であられる大王様に初

なさらず、涙にむせぶのであった。

王 の お 顔 色 を ご 覧 に な っ て い る と、 恐

し か し、 一 方 で は、 中 納 言 は、 梵 天

であった。

のご事情を梵天王に申し上げなさるの

こ う し て 中 納 言 は、 こ こ に 至 る ま で

お泣きになる。

に 申 し 上 げ、 あ と か ま わ ず に ご 自 分 も

と、 い っ さ い の 思 い を 抑 え て、 梵 天 王

ることだったのでございます。…」

筆 の 御 判 を い た だ い て、 帝 に 差 し 上 げ

たくしはどうしてよいのかわかりませ

（その三十六）

ぼ
ん
て
ん
こ
く
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映画評論家

Raymond Tomlin
バンクーバー国際映画祭の向かう先
第 40 回バンクーバー国際映画祭は 10 月 11

芸術や物語を語る場としての要素がより濃くな

日に閉幕した。開会に先立ちカイル・フォスト

り、媒体そのものとしての機能は薄らいでゆく

ストリーミング・サービスの興隆とそれに伴

ナー氏を頂点とする VIFF の幹部会が行われ、幾

だろうという未来予想が明らかになった。たと

うチケット売上の減少は、過去何年にもわたっ

人かのシニア・プログラマーらと共に、劇場で

え、劇場体験や映画祭に足を運ぶ時のワクワク

て劇場体験の存在意義をめぐる大きな懸念材料

の上映などを含む今後のハイブリットな映画祭

感に勝るものはないということがはっきりして

となっていた。そして新型コロナがその懸念を

に向けたビジネス・プランを協議した。

いても。

増大させ、映画祭は黙示録さながらの現実に直

はない。

幹部会では、劇場での上映が全て満席となっ

実際のところ、多くの映画祭はパンデミック

た場合の収益もはじき出された。そして今年の

の前からすでにアイデンティティの危機に直面

はほとんど迂回されることになった。そして、

VIFF が一つの組織体として成功し、その芸術性

していた。鈍化したメディア、オンデマンドの

さまざまなストリーミング・サービスの中で

を維持しながら、今後の存続を可能にする唯一

普及、市場の不安定さなどが、巨大な不確かさ

も MUBI、Festival Scope、Docsville、IndiePix、

の道は、11 日間にわたり開催されるこの映画祭

という感覚を作り出すのだ。映画祭は何をする

BFI Player などのサービスが得点を挙げた。我

において、各劇場での上映チケットを１枚残ら

べきだろう。そして、それが可能であるとして、 らが地元のバンクーバー国際映画祭など映画祭

ず売ることができるかどうかにかかっているこ

今後も生き残っていくためにはどうすればいい

とが明らかになった。

だろう。

面したのだ。世界中の劇場に影が差し、映画祭

の未来には、何が待ち受けているのだろうか。
長きにわたって第一線で活躍するクリスト

この結論が公表された時、VIFF の決定事項に

1985 年から 2002 年までサンダンス映画祭で

ファー・ノーラン監督はワシントン・ポスト紙

携わる誰もが仰天した。映画祭史上、劇場で上

共同ディレクターを務めたニコール・ギヨメ氏

に寄せた論評の中で、劇場の閉館と映画祭の減

映される全作品のチケットが完売したり、それ

は昨年、インディワイヤーのエリック・コーン

少が人類に与えた損害は、計り知れないものだ

に近い状態になったことは一度もないからだ。

氏に語った。

と強調している。映画監督らはリリース・プラ

実際、完売が夢物語であるという事実は、今

「映画祭は経済力のある人だけがアクセスで

年の VIFF で証明された。やむを得ず不完全な形

きます。映画祭に足を運ぶことは特別な経験で

「劇場と映画祭関係者は、制作会社や配給会

となった今年の映画祭でのチケット売り上げは

すが、チケットやパスに法外な価格を払うこと

社との戦略的で未来志向のパートナーシップを

予想を下回り、半分から３分の２といったとこ

ができない多くの若い人たちを締め出します」。

築くことが不可欠だ」とノーラン氏は語る。「今

過去 19 カ月の間も、映画制作の歴史は紡が

回の短期的な損失の多くは、取り戻すことが可

れ続けたが、この間に映画祭の執行部が史上初

能だ。この危機が去った時、人類が一丸となる

のオンライン形式を採用することで前例のない

ことの必要性や、人々が共に生きて、愛して、

状況に駒を進めたのも、時間の問題に過ぎな

笑って、泣くという行為を求める気持ちは最高

かったのだ。

に高まるだろう。 抑圧された需要と優れた新作

ろで、完売した作品は非常に稀だった。
そしてこの事実が「バンクーバー国際映画祭
が向かう先とは」という問いを引き出すのだ。
パンデミックは世界中に多くの変化をもたら
した。世界をひっくり返すほどのストレスや悲

ハイブリッドな映画祭、つまりオンライン

ンの再考を余儀なくされているというわけだ。

への期待が絡み合い、地元や全国の経済を押し

しみに覆われた時代において、映画は大きな慰

形式と劇場形式が混在する映画祭への移行を、 上げ、映画祭も未来に向けて栄えることができ

めとなる。ただ、不幸なことに、シネプレック

我々は目の当たりにしている。誰もがアクセス

スやランドマーク・シネマ、VIFF など、混雑

できる映画祭へのシフトは不可欠で、もう機が

した映画館はパンデミックとは相容れないもの

熟しきっていると言っても過言ではないのだ。 だろう。

だ。

るのだ」。
警鐘を鳴らすノーラン氏は、間違っていない

ギヨメ氏は言う。「観客と映画製作者へのイン

ハリウッドの超大作とインディ映画祭の未来

映画祭は物語を通して芸術を探求する場で

パクトは計り知れないものになるでしょう。オ

は、失われたわけではない。しかしハリウッド

あった。暗い映画館で他の映画ファンという同

ンライン形式と劇場形式の両方が必要とされて

の制作会社や映画祭関係者、インディ作品の制

胞とともに最高の映画体験をする場であった。

いるのです」。

作会社や供給会社は可能性に備えておく必要が

最近行われた世界中の映画祭関係者を対象に

「劇場へ足を運ぶ」という行為の存続に関す

したアンケート調査から、これからの映画祭は

る問いは、映画祭関係者にとって新しいことで

telluride film festival
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ある。パンデミック後には容赦のない現実が待
ち受けているという高い可能性に。

venice film festival 2021

viff 40.
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Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
The Curve：パンデミックの時代を見据えて

しか浸透した「便利

先日、鮭の様子を見るためハンバー・リバーに寄ってみた。鮭が

な生活のためにゴミ

産卵に備えて川を遡上するサーモン・ランがもはや季節の行事と

が出るのは当然」と

なっていることは知っていたものの、結構な人数が集まっていた

いう思い込みを正

のには少し驚いた。鮭が飛び跳ねるたびに周囲の人と一緒に歓声

し、自分たちの間違いを次世代に伝える必要性を説く。これからの

を上げる。想像以上に賑やかな時間を過ごすことができた。コロ
ナ禍で制限の多い日々を過ごすうちに、以前はそこまで興味のな

デザインはゴミを出さない仕組みが根本にあるべきだとマオは言う。
『Cities』
『June Night』では NFB とも関わりの深いバスター・キートンの

かったことも楽しめる機会が増えたということなのかもしれない。

映画と、夢の中を歩くような映像世界のマッシュアップを体験でき

National Film Board of Canada が制作する『The Curve』は、パン

る。まるでコロナ禍の生活を表現したような不穏さを持つ世界観だ

デミック後の日常を収めた短編映画シリーズだ。現在 30 作品が公

が、アナログとデジタルが混ぜこぜになった様子にはどこか希望も

開されており、７つのテーマ毎にそれぞれユニークな視点からコ

潜んでいると思う。古くなって価値が変わってしまったものであっ

ロナ禍での生活を捉えていく。そこには日々を繰り返す辛さだけ

ても、人々の心の中にあるかぎり新しいものと結びついて生まれ変

でなく、日々を繰り返すうちに見落としてきた景色や忘れていた

わることができるのだ。

記憶を再発見する喜び、今まで疑問視することのなかった問題に
向き合う大切さなども描かれている。

『Thursday』

バンクーバーを自転車で走る『60 Day Cycle』もまた一度は消え
てしまったかのような街の活力を再び取り戻していくことの希望を

ウィニペグの日常を捉えた『Thursday』は静まり返った町に潜

描く。世界中を揺るがしたパンデミックを乗り越えるために私たち

む人々の小さな動作や気配を遠巻きに眺めていく作品。人の姿が

ができることはひとまず足元に目を向け、ひとつひとつ自分たちの

見えなかったとしても、そこには通りに響く音、建物の重なり、

生活や環境を見直していくことなのではないだろうか。
『The Curve』

そして夜がくれば必ず光を放つ窓などが収められている。これら

の作品たちは見る者に振り返る時間を与えてくれる。それに、異

は全て人が生きている証拠として町角に存在し続けているのだ。

なる都市にいてもみな同じような不安を抱えたまま再出発している

カナダ人建築家ブルース・マオのインタビューを基にしたアニ
メ作品『Cities』は現代社会に根付いたゴミ問題に注目する。いつ

『Cities』

のだと映像を通して知ることはきっと一抹の希望となって誰かに届
く。映画好きとしてはそう信じ続けていきたいものだ。

『June Night』

『60 Day Cycle』

Mini English Lesson
www.englishmatters.ca
lorrain@englishmatters.ca

Try using collocations with ‘save’ .
Save money			

If we save some money, we can buy a fat-screen T.V. in a few months!

Save time			

I usually take the bus but sometimes I take the car in order to save time.

Save energy			
				

My mother turns off the lights when she leaves a room so that she can
save energy.

Save some trouble		
				

I saved my husband the trouble of making dinner by picking up burgers
at McDonald's.

Save something to a USB
				

Mr. Smith saved his work documents on a USB stick and took it home to
work on.

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

www.thefraser.com
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人間はこの恐ろしい所業をいつまで続けるのか
繰り返されるハイイロオオカミの受難
6、7 月号でもお伝えしましたが、今年、米国
アイダホ州とモンタナ州では、オオカミ狩りの
規制が緩和されました。頭数管理に使われる予
算が３倍になった上に、これまで猟師一人が殺
害できるオオカミは年 15 頭だった制限が撤廃さ
れたのです。このオオカミ狩りの方法も、罠や
飛行機、ATV（全地形対応車）からの射殺も許
可されました。アイダホには現在 1500 頭のオオ
カミが生息しているといわれます。
この法案は、家畜ディーラーでもある州の上
院議員によって議会に提出されました。
「牧場主
やアウトドア用品店、狩猟家などのためになる」
というのがこのバーテンショー議員の主張です。
共和党が過半数を占めるアイダホ州とモンタナ
州でこの規制緩和が可能となりました。
今年 10 月、アイダホ州農務省職員が８頭のオ
オカミのこどもを射殺したことで、環境保護団

「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）

体などが抗議しました。このオオカミは、地元
の高校生たちが 2003 年から 18 年間にわたって
保護し追跡調査を行っていたティンバーライン
という群れに属する子オオカミたちでした。農
務省職員は、大人のオオカミたちを移動させる
ために子オオカミを殺したといいます。
今後このような虐殺行為を行うべきでないと
いう環境保護団体の手紙に対し、農業局は「人
道的方法で殺す」というオプション付きで拒否
しました。
タイリクオオカミ（ハイイロオオカミ）は
1974 年以降絶滅危惧種となっていましたが、ト
ランプ政権のときに他のいくつかの動植物とと

ライオン 30 頭を森林火災で見殺しに……

もに絶滅危惧種からはずされました。現在バイ

本誌９月号で、
ジンバブエの雄ライオンがスポー

デン政権は、再び絶滅危惧種に戻すことを検討

ツハンターによって狩猟禁止区域からおびき出さ

しています。

れて殺されたという事件を載せたばかりですが、
再び悲劇がライオンを襲いました。

そしてモンタナ州のニュースがまだ耳に新し

南アフリカの繁殖用に捕獲していたライオン

い 10 月 20 日、こんどはオレゴン州農水野生生

ファーム付近で森林火災がおき、金網に囲まれて

物局職員がルックアウト・マウンテン・パック

逃げ場のないライオン 30 頭が焼け死にました。

のオオカミを殺したと発表しました。このオオ

大やけどを負ったライオンたちは、５日間手当も

カミパックは父親と母親、２頭の１歳児とこの

されず放置された後に安楽死させられました。火

春生まれた７頭の子オオカミがいることが確認

災の３日目、傷ついた動物たちを救助していた動

されていましたが、２回による殺戮で、父親と

物保護団体スタッフが、火がほとんどの部分を焼

1 歳児と子オオカミを含む８頭を殺したのです。

きつくしている農場の囲いの中にライオンがいる

オレゴンには 128 万頭の牛と 16 万５千頭の

ことを知り、救助のため中に入れてくれるように

羊がいます。しかし 2020 年に確認されている

求めたにもかかわらず、農場のオーナーは保護官

オオカミの数はたった 173 頭。家畜業者たちが

たちが入ることを拒否したのです。ライオンたち

主張するオオカミによるオレゴン州の家畜の損

を助けようとしなかった農場のオーナーは、火が

失は 0.001％にすぎません。オオカミが家畜を襲

消えると死んだライオンの骨を拾っていたそうで

う例がこれほど少ないにも拘わらず、共存の道

す。もちろん、国際市場で売るために。

を捜さずに殺すことが、解決策になるのでしょ
うか。

Bloemfontein SPCA はこの件で、ライオン農
場のオーナーを告訴しました。

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】

特集でも取り上げたが、10

月末から11月初めにかけて、グラスゴーで

スーパーコンピュータがはじきだした予想

中で生活してきた。今やっと、少しずつ明り

がそのまま、現在進行しつつある。

が見え始めたところだ。しかしこの温暖化

COP26が開かれる。各国がどのような2030

このような状況の中でCOP26の報告書

は、すでに順応対策を講じる時間はなく、今

年までの目標を掲げるのかわからないが、そ

に国や企業から大量の「変更」要望が届い

なすべきは温暖化自体を最小限に食い止める

れが今後の地球の未来を左右することになる

ていたというニュースが入った。「この期

ための努力である。

のは、大袈裟でもなんでもなさそうだ。世界

に及んで、まだそんなこと言うか」と驚い

197カ国が参加し何千もの錚々たる科学者が

た。それぞれが自分たちの利益を優先的に

実は、こんな雨ばかりの暗い時期、あまり

研究した結果である。温暖化が人為的なもの

考えているので、事実を見る目が曇ってい

気分が落ち込むことは書きたくないので、庭

であるということは一部の人にとっては受け

るのか、あるいは知りつつも諦めきれない

に盛大に生えたキノコのことや、夏が過ぎて

入れ難いことかもしれないが、逆にそれは今

のかはわからない。

から竹が生えてきたことでも書こうかと思っ

「人は見たいものを見る」とはよく言

ていた。しかし報告書への大量の要望という

われることだ。私たちは鏡を見ても、他

ニュースを知って、なんだか能天気なことを

この夏に私たちの生活圏で起きた50℃に達

人が見るより自分の希望や好みに寄せて自

書く気持ちが失せてしまった。私たちの子ど

する異常な猛暑は言うに及ばず、ドイツやス

分の顔を見ているという。信じたいと思う

もや孫たちの時代に、私たちがこれまで享受

イスなど、世界中でこれまで経験したことな

ものを信じてしまうのも無理からぬことな

してきた美しい自然や心地よい生活ができる

い大洪水でたくさんの人が命を落とした。本

のかもしれないが、やはりこのように他人

地球を残したいと切に願う。

誌が最初に温暖化対策について掲載してから

の命に及ぶような問題に関しては、俯瞰的

人間は、地球に棲む全ての生物に対して責

20年以上も経つが、ここ数年は異常気象に関

にものを見、客観的に考えることが大切だ

任がある。この異常気象が誰のせいかなどと

する記事を掲載する頻度がどんどん増えてい

ろう。自分のところだけだったらこれくら

いう議論は置いておいて、いかにして地球を

る。そのたびに「未曾有の」「史上最高の」

いやっても、全体的にはなんとかなるだろ

守り抜くかという視点で考えるべきだろう。

「異常な」という言葉が繰り返される。そし

う、と大勢の人が考えれば、進むべき道筋

今、こうなってしまった地球とその住人たち

てそれは、以前科学者たちが、温室効果ガス

そのものが崩壊してしまう。

を守れるのは人間しかいないのだから。

後の人類のあり方によってはなんとかなるか
もしれないという希望も抱かせてくれる。

の排出削減策をとらないとこうなると予測し

私たちはこの２年間、予想もしなかった

た通りの様相になっているのだ。20数年前に

パンデミックによって先の見えない不安の

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

（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
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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!

