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We are celebrating our 30th anniversary this year

カナダのニュース「機内でどんちゃん騒ぎ
航空会社は帰国便の搭乗拒否」
世界のニュース「仏で新規感染者数が最多を更新 偽のワクチンパスポートも流通」
世界のニュース「カザフスタン全土で抗議デモ ロシア主導の平和維持部隊派遣へ」
ワタシは白系日本人《番外編》青い目が見た日本の年中行事

エッセイ：真珠湾攻撃から 80 年――元海軍航空隊員の想い
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：深海はナゾでいっぱいビ
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We are 29 years old!

旧年中は、温かいご支援、ご厚情を賜り
誠にありがとうございました。
おかげさまで
『ふれいざー』
はパンデミッ
クの苦境を乗り越え、三十歳を迎えること
ができました。
これもひとえに、読者の皆様、コミュニ
ティの皆様、そしてスポンサーの皆さまの
おかげと心から感謝しております。
コロナウイルスに世界が蹂躙されて二年
が経ちます。この厳しい状況に世界中の
人々が共に立ち向かい、今年こそ乗り越え
ていくことを祈念しております。
ふれいざーも皆様と共に歩んでいくた
め、スタッフ一同、一層の努力をしていこ
うと決意を新たにしております。
今後共、ご指導、ご鞭撻のほど、よろし
くお願い申し上げます。
皆さまのご健勝、ご多幸を心よりお祈り
申し上げます。
二〇二二年 元旦

ふれいざー スタッフ一同
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謹んで新春のお慶びを申し上げます。

旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。
本年も変わらぬお引き立てのほど、宜しくお願い申し上げます。
二〇二二 年 元旦
月刊ふれいざー スポンサー一同

ＡＢＩＣ 移民＆ビザ事務所

４リアル・プラミング

ＯＯＭＯＭＯ

Keller Williams Realty VanCentral

Japan Living

ゼウス・アカウンティング・サービス

聖ペテロ記念庭園納骨堂

				

ＡＯＩ ビューティー・スタジオ＆エステティッ

高原さやか
チーナ

クス

シャワートイレット

陶板浴ウェルネス

ＣＢＳ ｉｎｃ

Como Lake Village Dental Centre

ドッグスマート・トレイニング

則末恵子

ニュー・センチュリー不動産

ノース・トロント・キャット・レスキュー

ノースショア日本語キリスト教会

日系聖十字聖公会

ニコニコ・ホームケア

ベテルメッドクリ
Dr. Moa Sugimoto
ニック
Gifts And Things
Pattison High School
ＲＢＣ ウェルス・マネージメント
Sashimiya
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入谷いつこ

バンクーバー日本語学校並びに日系人会館

バンクーバー日系人合同教会

バーナビー日本語学校

ウエスト・バンクーバー動物病院

フィン化粧品

ＴＤ カナダ・トラスト

エンジェル・シーフーズ

藤井公認会計事務所

はなもフローリスト

オークウエスト不動産株式会社

ムラタ

アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・ＢＣ

オーシャンビュー・フォレストローン・セメタリー葬儀社

メイプルブリッジ・ファイナンシャル

バンクーバー日系人福音教会

懐石遊膳橋本

メノナイト日本語キリスト教会

アルカディアホームズ

上高原保険代理店

モーブ・ヘアー

公認会計士

キモノレンタル＆ドレッシング

森ジェームス

森永正雄 ローレンス・ウォン＆アソシエイツ法律事務所

サットン不動産

キャナドゥー・エンタープライズ
Panorama Legal LLP

吉田ノータリー・パブリック

楠原良治

リマックス不動産

ユニアーク・ソリューションズ

シーボーン

吉村秀彦

セルマック不動産

投資アドバイサー

シャイン・カナダ

依田敦子

小林ヒロコ

ジャパニーズ・クリスチャン・リバイバルセンター

（五十音順

ボスレイ不動産

劉

		

東滉

ジャパン・ＰＣ・チューター
スカイランド・エスケープ・トラベル
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music freak
“30”

January
“An Evening With Silk Sonic
Silk Sonic

Adele
アデルの 6 年ぶり

ブルーノ・マーズとア

となるニューアルバム

ンダーソン・パークによ

『30』。グレッグ・カー

る超話題のスーパー・ユ

ス テ ィ ン、 マ ッ ク ス・

ニット、シルク・ソニッ

マーティン、シェルバッ

クが待望のデビュー・ア

ク、インフロー、ルド

ルバムをリリースした。

ウィグ・ゴランソンほ

今年3月にリリースされ

か、 新 進 気 鋭 の プ ロ

るや、全米シングルチャ

デューサー陣で臨んだ

ートはもちろん、世界各

本 作 は、1 年 以 上 ぶ り

国のチャートで1位に輝

に全米で 100 万枚以上

き、オフィシャルミュー

を売り上げるという快

ジックビデオの再生回

挙を達成したアルバム

数が4億回を突破してい
る”Leave the Door Open”

となった。
さて、新作は非常にパーソナルなアルバムで、離婚や母親としての自

、7月にリリースされ、ブルーノ・マーズが監督を務めたMVで注目され

分自身が語られている。終止符を打つことになった結婚についてダイ

るセカンドシングル”Skate”、11月に発表されたばかりのサードシング

レクトに語っているのは世界的に大ヒット中の先行シングル” Easy On

ル”Smoking Out The Window”など、全9曲が収録されている。

Me” だけだが、傷心、受容、希望をテーマにしたエモーショナルな楽

70年代のスウィートソウルそのものな甘美なサウンドをたっぷりと取

曲群は、彼女が自身の再生のために歌っているよう。アルバム制作へと

り込み、懐かしさを感じさせる楽曲が並ぶが、これは彼らにしか出せな

アデルを突き動かしたのは、息子との会話だといい、アルバムを息子宛

い音色。一見スムーズで軽く流れるサラリとした展開でありながら、実

の手紙に見立て、包み隠さず、全てをさらけ出した。

は計算しつくされた厚みのあるサウンドで畳み掛けてくる。それを支え

もちろん人生におけるこうした経験を通して湧き出る感情は、非常に

る楽器や機材は、徹底的に研究して揃えたそうだ。

複雑。ネガティブな思いに押しつぶされそうになりながらも、しっかり

プロデュースは、ブルーノとDマイルが手がけた。アルバム冒頭で特

と前を向くその姿は、確実に聴く者の心を揺さぶる。彼女が歌詞に込め

別ゲスト、ブーツィー・コリンズが登場するという贅沢さも嬉しいとこ

た「みんなのためではなく、自分が聞きたいこと」にそっと耳を傾けて

ろ。とにかく聴きやすさは抜群。必聴の一枚だ。

みたい。

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

We are 29 years old!

2022
2
0 2 2 年 ト ラ にまつわる エ ト せ ト ラ
トラ百科
食肉目ネコ科。学名 Panthera thigris。

大きさ
平均 140cm 〜 280cm で、体重は 90kg 〜 300kg 強と言われる。ギネスブッ
クに記録されている最大のトラは雄のシベリアンタイガーで、約 465km
あった。

体の模様

ボディーラングエージ
猫と一緒で、怒った時は耳をねかせる。
尻尾は体の半分ほどの長さがあり、走るときや曲がるときにバランスをと
るが、コミュニケーションの手段でもある。友達と会うとゆっくり前後に
ゆらしたり、興奮すると前後に、また怒っているときは低く素早く動かす。

個体数
20 世紀初頭は全世界で 10 万頭はいたと言われているが、１世紀で９割減
少した。現在は 2000 〜 3000 余頭となり、国際自然保護連合 (IUCN) により

トラのシマの数は 100 本から 150 本。人間の指紋と同じく、個体が違えば

vccccccccccccccccccccxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

二つとして同じシマはない。パターンとしては種類によって違い、スマト

種）に指定されている。

ラタイガーは細くて濃いシマで、シベリアンタイガーは太くて薄いシマを

ライオンなどとは異なり視界が開けた場所にはあまりいないので、調査が

持つ。

困難で確実な数は捉えにくい。

シマがある理由ははっきりわからないが、兵士の迷彩服と同じく、獲物を
得やすくするためのカモフラージュだと考えられている。

雌雄の識別

1 レッドリスト（絶滅危惧

激減要因
近年の開発や広大な地域の森林伐採、それによる食料激減などにより行動
範囲が限られ分断された。その結果近親交配などによる遺伝子劣化なども

ライオンと違い生殖器以外にはほとんど変わらないが、たいていは雌のほ

引き起こしている。

うが少し小さい。

開発で人間との接触が増え、害獣として駆除される他、美しい毛皮や漢方

繁殖

薬にするための骨などが目的で乱獲されたことが大きい。また、
その美しさ、
強さからトロフィーハンティングの恰好の餌食とされた。

繁殖期は棲息場所によって異なるが、熱帯では１年中繁殖する。妊娠期間

1975 年のワシントン条約によってトラの狩猟は禁止されているが、密猟は

は 100 日程度で、１回で３、４頭赤ちゃんを生む。子育ては基本的に母親

依然としてなくなっていない。生息国や保護団体の必死の活動にもかかわ

が行い、狩りなども教える。生後１年半くらいからは母親のもとを巣だっ

らず、現在も密猟などによって減少の一途をたどり続けている。

てテリトリーを探し、自分で狩りをするようになる。

ると言われている。

遊び
ほとんどのネコ類は水が苦手だが、トラは水遊びが大好き。暑い気候の地
域では、何時間も水に浸かって過ごす。

www.thefraser.com

意味は

① 勢力のあるものにさらに勢力を加える。② ひどく酔う。酒に酔って意識が乱

狩りは暗い中でも行われるため、夜でも人間の６倍はある。色も識別でき

⑯ 虎斑

れる。③ 他人の権勢をかさにきて威張る小者。④ 非常に怖いこと、非常にな危

視力

⑧ 虎を養いて患いを遺す

のこ

険を冒す。⑤ 死後に名誉・功績を残すべきという例え。⑥ 素質や力量のない者

獲物にできるだけ近付いてから跳びかかって仕留める。

⑮ 虎髭

うれ

が優れた人の真似をしてかえってぶざまな結果になる。⑦（１）猛威のあるもの

最大瞬間時速 56km。でも短距離ランナーで、たいていは草などにかくれて

⑭ 虎ばさみ

⑦ 虎を（千里の）野に放つ

いぬ

を自由にさせておく。
（２）後で大きな害になるものや危険なものを野放しにし

速さ

⑬ 虎の巻

⑥ 虎を描いて狗に類す

ておく。⑧ 禍根を絶たないでおいて後日に災いを残す。⑨ 下手な刈り方のせい

北方の針葉樹林から赤道直下の熱帯林まで、広く生息している。

⑫ 虎の子

⑤ 虎は死して皮を留め、人は死して名を残す

で頭髪が不揃いで虎の毛のようになってしまう。⑩ 陰暦５月 28 日に降る雨。曽

生息地

④ 虎の尾を踏む

我十郎の忌日で、愛人の遊女、虎御前の涙が雨になって降るといわれる。⑪ 非

もかけて食べる。お腹がすかなければ狩りはしない。

⑪ 虎の口

常に危険な場所や場合の例え。⑫ 大切にして手元から離さないもの（虎は子ど

くらいは歩き続けて、一旦獲物を得るとそれを何日

⑩ 虎が雨

③ 虎の威を借る狐

もを非常に大切にすることから）⑬ 秘伝、秘訣などを記してあるもの。⑭ 獣類

何日も歩き続けて獲物を探す。獲物を得るため 10 日

⑨ 虎刈り

② 虎になる

（参考：
「三省堂「大辞林｝
）

狩り

① 虎に翼

を捕獲する用具。⑮ 虎のひげのように硬くて突っ張った髭。⑯ 虎の背の毛のよ

平均 12 年前後と言われるが、知られている限りで一番の長寿は 24 歳。

虎を使った言葉・ことわざ

うにまだらのある毛色。

寿命
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トピックス
BC 州：規制再強化へ

ような課題の一つとして、Blind bidding（入札者が複数の場合、他

クリスマスイブの新規感染者数が２,441 人と過去最高となり、新型

の入札価格を知らせないで入札を行う方法）の規制を挙げている。

コロナの感染がこれまでにない勢いで急増中の BC 州では、ケベック

連邦政府は今後も州政府との協力体制を進めていくとし、来年実

州やオンタリオ州のように規制の強化が相次いでいる。州政府は、12

施されるサミットで、州や地方自治体、住宅供給業者からのフィー

月 17 日に続き 12 月 21 日にも追加で規制を強化した。

ドバックを進んで受入れていくと話している。

21 日に発表となった以下の規制は、１月 18 日の 23:59 まで実施さ

新移民数が過去最高に

れる：規模の大小に関わらず、結婚式、レセプション、パーティなど
計画された屋内でのイベントの禁止・バーやナイトクラブの閉鎖・レ

この程、ショーン・フレーザー移民・難民・市民権大臣は、カナ

ストランやパブ、カフェでは一つのテーブルに最大６名まで・ジム、

ダが 2021 年に 40 万 1000 人以上という過去最多の新移民を受入れ

フィットネスセンター、ダンススタジオの閉鎖・コンサート、スポー

たことを発表した。これは 2021-2023 年移民計画の一部として、政

ツ観戦、映画館などの収容人数を 50% まで削減。BC 州では、他州と

府が 2021 年の目標数に達したことを表している。さまざまな規制が

比べて一般を対象とした新型コロナの迅速検査キットの配布が遅れて

敷かれたパンデミックの中、昨年度の新移民数は 1,913 人と大幅に

いるが、来月には、検査会場や長期療養施設、感染リスクの高いコミュ

減ったことを鑑みると、歴史的功績といえる。カナダ移民・難民・

ニティやビジネス、医療に従事している人たちをはじめ、来月下旬に

市民権局 (IRCC) は、今年、5000 万件もの移民申請を受け付けたが、

は幼稚園からポストセカンダリーの学生にも配布される予定である。

新しいテクノロジーを駆使してオンラインで手続きを進めたことが

また、ワクチンの追加接種についても、当初の接種完了予定の５月

目標達成に大きく貢献している。申請者の多くは申請時点で既に一

を３月に前倒しし、集団ワクチン接種会場の再開を含め、より多くの

時的許可を得てカナダに滞在していたが、IRCC は、エッセンシャル

薬局やクリニックで接種できるよう総力を挙げて対応している。さら

ワーカー、医療従事者、他国の大卒者やフランス語を話す人に機会

に、感染者の拡大を受けて、州政府は１月４日から緊急でない手術を

を与える新プログラムや、スポンサーのパートナーや子供だけでな

毎週約 3,000 件ずつ延期する方針も打ち出した。

く、その両親や祖父母にも移民として受入れる計画を導入していた。
また、カナダは他国が難民に扉を閉ざす中、今年も多くの難民を受

不動産投資に強硬姿勢

け入れた。経済を回し、社会を豊かにし、高齢化社会をサポートす

トロントやバンクーバーなど都市部の住宅価格の高騰が政治問題と

るためにカナダには移民が必要だ。実際、カナダのビジネスの 3 つ

なっていることを受け、連邦政府のアハメッド・フッセン住宅・ダイ

に 1 つが移民が立ち上げたもので、医療従事者の 4 人に一人が新規

バーシティ＆インクルージョン大臣は、
「連邦政府は、不動産投資に対

移民という報告もある。

しさらなる強硬姿勢をとっていく構えだ」と述べた。同大臣は、
「カナ

EV 普及に伴う充電スタンドが多数必要に

ダの不動産市場は、投機的需要を減らし価格高騰を抑えることが必要
で、そのためには不動産投資や転売を抑制し、海外の投資家が誰も住

連邦政府は、電気自動車の普及を目指し、今後４年間で約８億

んでいない不動産を所有し続けるのを阻止することが大事だ」と話し

8000 万ドルを費やし、約 65,000 ヶ所の充電スタンドを設置すること

た。

を明言している。しかし、関係者は、数万箇所ではなく数百万箇所

カナダ不動産協会の報告によれば、国内の平均不動産価格は、今年

の充電スタンドが今後必要になるだろうと話している。カナダ自動

末までに前年比で 21.2% 上昇し、$687,500 に達すると見られている。

車製造協会のブライアン・キングストン会長は、
「将来的に人々のニー

また、フッセン大臣は、住宅価格の高騰を抑えるためには、連邦政府

ズに応えるため、国内の充電ネットワークは充電スタンド設置に関

の取り決めだけでなく州（準州）政府との交渉も必要だと述べ、その

する計画を慎重に進める必要があるが、そのような計画は無で、充
電ネットワークへの投資もできていない」と語った。
カナダは、2030 年までに販売車の 50%、2035 年までには販売車
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マスクの世口紅売り場閑古鳥

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

花子

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

――北

・保険・投資・ＲＥＳＰ

の 100% を電気自動車にすることを目標としている。キングストン
会長は、自動車メーカーはこの目標達成のために努力をしているが、
充電スタンドの設置が追いつかなければ、電気自動車への 100% 転
換は無理な話だと警鐘を鳴らしている。昨年の春、” Nature Energy”
誌に掲載された調査では、５人に１人が充電スタンドへのアクセス
が不便だとして電気自動車からガソリン自動車に乗り換えたという
結果もあった。別の調査では、カナダの電気自動車と充電スタンド
の数の割合は世界で 20 位（アメリカもこれに近い）だった。一方、
充電スタンドの性能についても改善は必須で、「トイレに行き、コー
ヒーを入れて戻る間に充電が終わっていてほしい」という消費者の
願いが叶う日はもう少し先になりそうだ。

We are 29 years old!

トピックス
N95 マスクの必要性に論議
UBC で 40 年にわたりエアロゾルの研究をしてきた Dr. Rogak は、

ンサーやタレント、無料のパーティ・ツアーに当選した人たち 130 人
を乗せた機内で、乗客たちがマスクをせずに座席でダンスをしたり通

オミクロン株への感染を警戒し、昨年 11 月から N95 マスクをつけ

路で集まったり、またウォッカのボトルを回し飲みしたり電子タバコ

てバス通勤している。博士によれば、新型コロナが蔓延して２年経っ

を吸って騒ぐ様子が SNS に投稿された。これを受けて、サンウィング

た現在でも、マスクの正しい着用の仕方を守っていない人や、布製

航空は帰りのチャーター便をキャンセル、主催者（111.Private Club）

や医療用マスクをしている人が多いという。N95 マスクの使用を奨

は他の航空会社に参加者を振り分けようとしたが、拒否されたため、

励しているのは Dr. Rogak だけでなく、特に病院、介護施設や学校

乗客の多くはメキシコに足止めされている。

では N95 マスクをすることを勧めるカナダの感染症専門医は多い。

トルドー首相もこの無謀な行為に激怒し、参加者たちを「愚か者」

しかし、州によってその対応は様々で、オンタリオ州は教師に

と表現して非難した。ジャンイブ・チュクロ保健大臣は、帰国した参

N95 マスクを支給する方向で進んでいるが、BC 州やアルバータ州、

加者のカナダ入国に際し厳しい尋問を実施していると語った。また、

ケベック州ではそのような動きはない。BC 州衛生管理局長のヘン

カナダ運輸局の職員は、個々のケースについては話せないとしながら

リー博士は、顔にしっかりとフィットするマスクをつけることが大

「違反者を特定したら、適切な措置を取る」と話している。搭乗規則

切であると語り、N95 マスクを支給するように求めた BC 州教師連

違反と断定された場合、乗客は最大で 5,000 ドル、航空会社は最大で

合の要求を退けた。

25,000 ドルの罰金が科される可能性がある。

クリスマス前に、カナダのタム公衆衛生局長が、オミクロン株の

無料旅行に当選した参加者の一人、19 才の学生は、「感染対策をし、

感染防止のために布マスクの使用をやめて、３層になっているマ

リラックスした休暇を過ごすはずが、とんでもなく高くつく旅行に

スクやできれば N95 マスクを使用するよう呼びかけたこともあり、

なってしまった。参加者のうち、30 人程が新型コロナウイルス検査で

現在 N95 マスクは売り切れが続出している。スタンフォード大学

陽性となったようだ」と語っている。

の感染症専門医も 90% 以上のウイルスを防ぐことのできる N95 マ
スクと、60% 以下しかウイルスの侵入を防ぐことのできないメディ
カルマスクでは、精度が全く違うと話している。

カナダが No.1 に
隣国の U.S.News が毎年発表している「世界一の国」だが、2021
年にカナダは栄えある総合第１位を獲得した。これまでカナダは
2016 年、2017 年、2018 年と 2020 年に２位、2019 年には３位と
いう悪くはない結果だった。
このアンケート調査は世界中の 17,000 人以上を対象に実施され、

BC 州：2022 年に高くなるもの・安くなるものリスト
▼まずは、１月１日より、BC 州の多くの労働者が毎年５日間の有給
病気休暇を取得することができるようになったことは朗報だろう。
▼２月１日より牛乳容器に 10 セントのデポジット料金を課金、容
器をボトルデポなどに返却すれば料金は戻って来る。
▼現在承認待ちだが、４月１日より住居の電気代が年間でおよそ
$23 安くなる可能性。
▼ Cimate Action Tax Credit は７月１日より増加し、低所得者への
増加が最も見込めるようになる

76 項目にわたり調査される。今年の対象国は 78 ヶ国であった。カ

▲４月１日よりフェリー料金が 2.3% 値上がり、トランスリンクも

ナダは、「生活の質」というカテゴリーで、良質な雇用市場、政治

７月１日より料金を 2.3% 値上げし、１ゾーン料金が現行の $2.40 か

的な安定、公共教育の充実が評価され、６年連続でトップの座を守っ

ら $2.45 に、１ヶ月のパス料金が現行の＄98 より＄100.25 となる。

た。
2021 年の総合トップ 20 は次のとおり： カナダ、日本、ドイツ、

▲天然ガスの価格高騰により、１月１日よりガス料金が９% 値上げ、
平均で月＄８の値上げとなる。

スイス、オーストラリア、米国、ニュージーランド、英国、スウェー

▲炭素税は、４月より１トンにつき＄５値上がりして $50 となる。

デン、オランダ、フランス、デンマーク、ノルウェー、シンガポール、

▲メトロバンクーバーの固定資産税は、平均で 3.5% の増加となる。

韓国、イタリア、中国、フィンランド、スペイン、ベルギー。

Sunwing 航空の乗客に厳しい措置
連邦政府は、12 月 30 日にモントリオールからカンクン（メキシコ）
に向う Sunwing のチャーター機の中で無謀な行為をした乗客のう

▲１月１日よりバンクーバー市ではプラスチック製レジ袋使用が禁
止となり、紙袋 15 セント、エコバッグ１ドル、使い捨て用カップ 25
セントで販売されることになった。
◆最低賃金 ($15.20) に変更はなし。
◆ ICBC の保険料は、少なくとも 2023 年までは値上げはなし。

ちカナダに帰国した 27 人に対する捜査を進めている。インフルエ

www.thefraser.com
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カナダの出来事

オミクロン株猛威

カナダでも感染者過去最多を記録
接種未完了者か接種状態が不明の感染者だと

していない点もあるため、重症化しないという

ロナウイルスが猛威を振るっているが、英、仏、 いう。23 日に新型コロナのため入院したのは

報告を鵜呑みにするわけにはいかない」と述べ

伊に続き、カナダでも 23 日、新規感染者が過

440 人で、集中治療室で治療を受けているのは

た。マニトバ州で複数のクリスマスの集まりを

去最多の 2 万 699 人を記録した。前日は 1 万

164 人。このうち 136 人がワクチン接種未完

計画している人は、一つに絞る必要がある。現

4465 人だった。新変異株オミクロン株の感染

了者か接種状態が不明の感染者とされ、残り

在のところ、10 人までの来客は認められてい

力の高さを裏付けるものとなった。

の 28 人はワクチン接種を完了している。

るが、慎重な行動が求められた。

ホリデーシーズン真っ只中の欧米で新型コ

オンタリオ州の保健当局は、記録的な新規

感染者の拡大は 24 日も続き、ケベック州、
オンタリオ州、ブリティッシュ・コロンビア

感染者数は今後数週間続く見通しだと話して

州、マニトバ州、ニュー・ブランズウィック州、 いる。
プリンス・エドワード・アイランド州の 6 州
で新規感染者の過去最多を更新した。

ブリティッシュ・コロンビア州
BC 州では、24 日に新型コロナの新規感染者

ケベック州

が 2,441 件を記録し、同州における 4 日連続

ニュー・ブランズウィック州
同州も 24 日、新規感染者 265 人と過去最多
を更新した。州の保健局長は、他者との接触を
控えるよう訴え、これまでは親しい関係にある
20 人との接触が認められていたが、12 月 27
日以降は 10 人に限定されるとした。

州当局によると、24 日には前日の 9,397 件

の最多更新となった。同州では 22 日より新た

をさらに上回る 1 万件以上の新規感染が確認

な規制強化が導入されており、バーやナイト

された。フランソワ・ルゴー州首相はクリス

クラブ、ジムなどを閉鎖し、結婚式などの集

1 日の新規感染者数が 40 人と過去最多を記

マスに投稿した Facebook のメッセージで「オ

まりも禁止されている。また州当局は、検査

録し、新たな規制が導入された。結婚披露宴や

ミクロン株はパンデミックが始まって以来、 機関の対応が感染拡大に追いついていないた

プリンス・エドワード・アイランド州

葬儀場への訪問は禁止される。礼拝、結婚式、

最も感染力が強いものだ。規制を尊重し、慎

め、ハイリスクな患者や陰性を証明する必要

葬式などの集まり、コンサートなど、組織的な

重に振る舞うというみなさんの判断を信じて

のある医療関係者が優先的に検査を利用でき

集まりは 50 人に限定され、学校の対面授業は

いる」と述べ、来週にも新型コロナ感染によ

るよう、住民には旅行などを目的とする検査

少なくとも 1 月 10 日まで行われない。

る入院とワクチンの関係に関する詳細を発表

は控えるよう求めている。
BC 州の衛生管理局長ボニー・ヘンリー博士

するとした。

ノバスコシア州

ケベック州は、連邦政府からの検査キット

は 24 日の記者会見で、「オミクロン株はこれ

24 日の新規感染者は 611 人で、これまでの

を待つより数百万回分の迅速検査キットを注

までのものとは異なる。我々は異なる対応を

最多 689 人に迫るものとなった。同州ではこ

文することを決定したと伝えられている。ケ

しなければならない」と警告した。

れまで予防策の一環として検査を推奨してい

ベック州はこの注文に 8,600 万ドルを投入し、
少なくとも 1,200 万回分の検査キットを確保

マニトバ州

する予定。

24 日に過去最多となる新規感染者 742 人を
記録した。同州の公衆衛生局長ブレント・ルー

オンタリオ州

サン博士は、検査中のケースもあるため「実

たが、今後の検査は症状がある人や感染者と濃
厚接触があった人のみに限られることになっ
た。

ニューファンドランド＆ラブラドール州

23 日に新規感染者 5,790 人、24 日には 9,571

際の数はこれを上回る」と指摘。その上で「こ

24 日に新規感染者が 85 人になると、オミク

人を記録した。クリスティン・エリオット保

の割合で感染者数が増加し続けると、州の医

ロン株の拡大を理由に警戒レベルが 3 に戻っ

健相によると、現在新型コロナにより 508 人

療システムは深刻な状態に陥るだろう」と警

た。レベル 3 では、住民はできる限り自宅に

が入院しており、そのうち 355 人がワクチン

告し、「オミクロン株についてはまだはっきり

留まり、近親者との接触は 20 人までとするよ
う求められる。

自費出版

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

海外渡航の自粛を勧告
カナダ政府は 15 日、オミクロン株の感染拡
大を受け、不要不急の海外渡航を自粛するよう
国民に訴えた。ジャン＝イブ・デュクロ保健相
は記者会見で「今は旅行するときではない」と
述べ、国内に留まるよう求め、フライトのキャ
ンセルなどでカナダに帰国できなくなる可能

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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性についても言及した。
カナダは 11 月末、南アフリカなど 10 カ国
を対象に、過去 2 週間以内にこれらの国を訪れ
た外国人の入国を禁じる措置を発表している。

We are 29 years old!

カナダの出来事

機内でどんちゃん騒ぎ

航空会社は帰国便の搭乗拒否

ケベック州のインフルエンサーやリアリティ

アワド氏はその後、エア・カナダかエア・ト

しかし、エア・カナダは６日、サンウィング

番組の出演者らの一行が、モントリオールから

ランザットに帰国便を変更しようとしたが、い

航空による搭乗者名簿のコピーは受け取ってお

メキシコのカンクンに向かうフライトで、新型

ずれの航空会社も「乗客と乗員の安全が確保さ

らず、このため個々人のイベント参加者を特定

コロナウイルスの感染防止対策を無視したどん

れない」として、受け入れを拒否。一行はカン

することは困難であると語った。その上で「参

ちゃん騒ぎのパーティーを繰り広げ、その様子

クンで足止め状態となった。

加者だと特定できた場合は、他の乗客や乗務員

を映した動画が SNS で拡散されたことから、大
問題になっている。

の安全を確保するため、搭乗は拒否している」

カナダ運輸省は調査を開始

と強調した。エア・カナダは、15 人が５日に

この一行は、イベント企画会社「111・プラ

この騒動を受け、カナダ政府は６日、運輸省

イベートクラブ」を運営するジェームズ・ウィ

および公安省が事態の調査を開始したとの声明

リアム・アワド氏が主催したインスタグラムの

を発表した。当局は、機内での各違反行為につ

一方、参加者のうち 15 人が５日夜、モントリ

コンテストで６日間の無料パーティー・ツアー

き最大 5000 ドルの罰金が運輸省より科せられ

オールにたどり着いたが、入国の際は国境サー

に当選したカナダ人ら。同社によってチャー

る可能性があるとし、乗客が他者を危険にさら

ビス職員によって約２時間拘留されたという。

ターされたサンウィング航空の旅客機で、12

したことが判明した場合や、カナダに帰国した

アワド氏は航空会社の対応について、
「推測

月 30 日にカンクンに向けて出発したが、動画

際に虚偽の情報を提供した場合は、さらなる罰

に基づいてサービスの提供を拒否している。我

に収められた参加者は、マスクなしで歌ったり

金や懲役が科せられることもあると述べた。

が社は参加者全員をできるだけ早く帰国させる

搭乗拒否され、６日には４人が拒否されたこと
を明らかにしている。

踊ったり、ウオッカのボトルを回し飲みしたり

カナダ政府によると、飛行中に他者の命を危

べく尽力している」と語っているが、新型コロ

と大騒ぎ。電子タバコを吸っている女性の姿も

険にさらし、危害を引き起こしたことで有罪に

ナウイルス感染が判明し、メキシコで隔離され

あった。さらにクラウド・サーフィンに興じる

なれば、最大３年の懲役と最大 100 万ドルの罰

ている参加者の一人は、
「プロモーターは全員

動画も投稿された。

金が科せられることもあるという。

を見捨てた。隔離期間中のホテル滞在費を自腹

主催者のアワド氏は４日、
「ツアー参加者は

トルドー首相は７日、
「非常に不愉快だ」と

サンウィング航空からのすべての指示に敬意を

述べ、
「全く無責任な行為で自分自身や同乗者、

払っており、アルコールは機内で販売されたも

乗務員を危険にさらす動画を見て、平手打ちを

の。イベントは成功した」とツイートした。

食らったような気分だ」と怒りを表した。また

しかしサンウィング航空は、この騒ぎを受け、
帰りのチャーター便の運行を拒否。理由は、主

でどうやって払えばいいのか」と不満をあらわ
にした。

参加者から新型コロナ陽性

運輸省は事態を極めて重く受け止めており、調

５日の新型コロナウイルス検査で陽性が判明

査を続行すると述べた。

したのは、ケベック州在住のレベッカ・サンピ

催者側が参加者を搭乗させるために提示した条

アワド氏は６日、ことの重大さに気づき、
「多

件を受け入れなかったためとしている。アワド

くの人が憤っている理由は認識している」とツ

カンクン南部で隔離されているが、参加者の

氏は、
「自費でセキュリティスタッフを搭乗さ

イートした。

30 人近くが感染しているのではないかと語っ

せることやアルコールを出さないという条件に
は同意したが、機内食を出さないとした条件に

エールさん（19）
。サンピエールさんは現在、

ており、機内での感染防止対策を無視した行為

参加者の一部が帰国

は同意できなかった」と述べた。

がクラスターにつながった可能性も指摘されて

当初の予定では、５日にモントリオールに戻

いる。しかも参加者の一部は検査を受けること

サンウィング航空は、独自調査を行なった結

るはずだったが、一行はサンウィング航空、エ

を拒否したという。サンピエールさんは、
「リ

果、
「一行の行動は制御不能で、いくつかの規

ア・カナダ、エア・トランザットのいずれも利

ラックスするつもりで参加したバケーション

則に違反した」とし、カナダ運輸省に通知した

用できなくなり、カンクンで足止めを食らうこ

が、とてつもなく高くつく旅行になってしまっ

と述べた。

とになった。

た」と語っている。

川路 廣美
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世界の出来事

仏で新規感染者数が最多を更新

偽のワクチンパスポートも流通

フランス政府は 25 日、新型コロナウイルス

フランスでは現在、陰性証明かワクチン接種

ロ（ 約 12,800 円 ） で オ ン ラ イ ン に て 売 買

の 1 日当たりの新規感染者数が 10 万 4611 人に

で取得できる「衛生パス」であらゆる公共サー

されているという。購入者には懲役 3 年と

達し、過去最多を更新したと発表した。パリで

ビスが利用できるが、法案が通れば、未接種者

45,000 ユーロ（約 574 万円）の罰金、偽造

は過去 1 週間で市民の 100 人に 1 人が新たに感

は緊急時を除く病院への通院や長距離列車の利

者には懲役 5 年と 75,000 ユーロ（約 957 万

染したという計算になる。これは、変異株「オ

用もできなくなるなど、生活が大きく制限され

円）の罰金が科せられる。

ミクロン株」の感染拡大によるものとされ、首

ることになる。

都圏での感染者の半数以上がオミクロン株とみ
られている。

カステックス氏は、「数百人が接種を拒否す
ることで、国全体が危険にさらされることは許

同国でのこれまでの最多は、2020 年 11 月に

「自由」掲げワクチン義務化に抗
議

されない」と述べた。現在のところ、2 回目の

ワクチンが事実上義務化されるとの発表

第２波で記録した 8 万 6852 人が最多だったが、 ワクチンを終えたのは、人口の 76％とされる。

を 17 日に受け、18 日にはパリなど複数の

死者数で比べると、23 日の死者数は 179 人で、

こうしたなか、接種完了から 7 カ月以上経つ

都市でワクチン義務化に反発する市民が抗

第２波のときの約 400 人より低くなっている。

65 歳以上の市民に対し、ブースター接種が開始

議デモを行なった。仏メディアによると計 2
万 5500 人が参加したとされる。

フランスのベラン保健相は「ほかの国々と同

された。追加接種を受けなければワクチンパス

様、フランスも感染力の強いオミクロン株によ

ポートが無効になってしまう可能性がある。フ

フランスでは「衛生パス」の提示が義務

る感染が広がり、２日ごとに感染者数が倍増し

ランス政府は来年 1 月以降、すべての成人に対

化された夏以降、毎週のように抗議デモが

ている」と述べ、今後もさらに感染が広がり、 し、この措置を適用する方針。
1 月には 1 日当たり数十万人になる見通しだと
警告した。

続いている。市民が求めるのは選択の自由。

また 22 日には 5 〜 11 歳の子どもを対象とし 「提示が義務化され、移動の自由が制限され、
たワクチン接種も開始された。

また、感染のペースが非常に早いため、隔離
される市民が相次ぎ、医療や交通機関、商店な

社会から排除される人が出てきた。働けな
くなり、自殺する人も出た」などと、「ワク

偽の衛生パス流通

チンを打たないという自由な意思決定は奪

ど公共サービスを支える人員が不足することが

フランスのダルマナン内相は 16 日、偽の衛

懸念されている。このため感染者に義務付けら

生パスポートをめぐり、400 件の捜査が進行し

われるべきではない」との意見が噴出して

れる 10 日間の隔離期間の短縮が検討されてい

ており、100 人以上が身柄を拘束されたと発表

経済への打撃を食いとどめるため、何と

る

した。同国では QR コード付きの衛生パスポー

してもロックダウンは回避したいマクロン

いる。

欧州では、フランスに限らず、イタリアやス

トが大量に偽造、売買、流通し、大きな問題と

政権が打ち出した策により、ワクチンを打

ペインでも感染者が急増し、両国は 23 日、新

なっている。国内で 11 万の偽の衛生パスが流

たない市民は、日常生活で大きな制限を強

規感染者数がそれぞれ 4 万 4595 人、7 万 3000

通していると推定されている。

いられることになる。

人と過去最多となったと発表した。クリスマス

ダルマナン氏は実際の医師や看護師が関与し

一方、オランダは 19 日からロックダウン

を控え、欧州各国は、厳戒体制を敷いているが、 ているケースもみられると述べ、最大で懲役 5

を開始し、スペインも首相がロックダウン

フランス政府は外出の制限や飲食店の営業規制

年となる可能性があると警告した。10 日には、 をはじめとする規制導入について地方自治

は行なっていない。ただ、大晦日の打ち上げ花

偽物を所持していた女性が新型コロナにかかっ

体と協議するなど、欧州内でも各国の対応

火や公道での飲酒は禁止が発表されている。

たものの、偽パスによって適切な処置を受ける

は様々だ。

ことができず、死亡したケースも発生した。

事実上のワクチン義務化

地元メディアによると、偽パスは一部 100 ユー

フランスのカステックス首相は 17 日、オミ
クロン株対策として、飲食店や美術館、映画館

の経済水準に戻るという見通しが示されている
今、経済が滞るロックダウン（都市封鎖）は何
としても避けたいところ。苦肉の策としての選
択だった。

「転石苔を生ぜず」のは日本でどのよう
な意味を持って使われることが多いか。
①住まいや職業を変えてばかりいる人
は財産も地位も得られない。
②常に意欲的にさまざまな活動をして
いる人は、時代に取り残されない。
③運動を欠かさないようにしていると、
病気にはならない。
解答・解説は 44 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

マクロン大統領はこれまで義務化を否定して
きたが、2022 年 1 〜 3 月期にも新型コロナ前



隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

されることになる。

日本語チェック

あなたの心の隙間に

した。これによりワクチン接種は事実上義務化



お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

案を来年 1 月に議会に提出する方針を明らかに

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

新型コロナのワクチン接種者のみに限定する法

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。

など、生活全般に関わる公共サービスの利用を

We are 29 years old!

世界の出来事

カザフスタン全土で抗議デモ

ロシア主導の平和維持部隊派遣へ

中央アジアの旧ソ連構成国、カザフスタン

とに国民は不満を抱いていた。ナザルバエフ

その上で、テロリスト側が国や公共財産に対

で燃料価格の値上げをめぐる抗議デモが国内

氏は、豊富な石油・天然ガス資源を武器に経

する破壊行動をやめないため、「警告なしに

各地に広がり暴徒化したことを受け、同国の

済発展を成し遂げた実績から「国父」と呼ば

射殺するよう指示を出した」と述べた。

トカエフ大統領は 5 日、内閣総辞職を承認

れるが、国内では貧富の差が広がっていた。

し、最大都市アルマトイなど一部の都市に発

SNS では、ナザルバエフ氏の銅像を破壊しよ

令していた 2 週間の非常事態宣言を全土に拡

うとする人々や、破壊された銅像の画像が拡

大した。デモは当初平和的に行われていたが、

散された。

徐々に病勢施設や警察車両などへの攻撃に変
わり、鎮圧を図る治安当局側と衝突した。
トカエフ氏は 6 日、暴動を「国家テロ」、
暴徒を「外国で訓練されたテロリスト集団」
と非難、アルマトイの空港にテロ集団が侵入
し、空港施設や航空機を占拠したとして、対
テロ作戦を発動した。

ロシアに謝意
また、トカエフ大統領は 7 日、ロシア主導
の軍事同盟「集団安全保障条約機構（CSTO）」

トカエフ氏は 5 日、ナザルバエフ氏を安全

がトカエフ氏の要請に応じ、平和維持部隊を

保障会議議長から解任し、自らが議長に就任

派遣したことに謝意を示した。特にロシアの

したことを明らかにした。

プーチン大統領に対して「私の求めに迅速に、
友好的に対応してくれた」と特別な感謝の言

「警告なし」の射殺を容認

葉を述べた。中国やウズベキスタン、トルコ

こうした中、トカエフ大統領は 7 日、国民
に向けたテレビ演説で、治安部隊や軍に対し、

の首脳らにも謝意を示した。
一方で欧米については言及せず、「民主主

また治安当局はこの日、アルマトイ中心部

デモ参加者を「警告なし」に射殺してもよい

義とは、勝手放題に振る舞うことや、SNS な

の広場でデモ隊に発砲、武力鎮圧に乗り出し、

と認めたことを明らかにした。デモ隊との交

どで違法行為を扇動することではない」と強

数十人が死亡したほか、デモ参加者 2000 人

渉をめぐっては「犯罪者や殺人者と交渉など

調した。カザフが「警告なしの射殺」を認め

が拘束された。保健当局によると、負傷者は

できない」と述べ、武力鎮圧を継続する考え

たことについては、ジャンピエール米大統領

1000 人以上にのぼり、400 人が病院に搬送

を示した。

副報道官が 7 日、「国際社会は人権侵害など

された。治安部隊側も 18 人が死亡した。

欧米では武力鎮圧への懸念が広がるが、ト

を注視している」と釘を刺し、軍の自制を求

一方、トカエフ氏は、ロシアを中心に旧

カエフ氏は「国外からは、平和的解決を促す

ソ 連 諸 国 で 作 る「 集 団 安 全 保 障 条 約 機 構 」

交渉の呼びかけがあるが、ばかげている」と

CSTO の任務は秩序の回復やインフラの保

主張し、デモ隊を「国外で訓練されたテロリ

護などだが、テロ組織に対する防御は認めら

スト」だと繰り返した。

れている。同部隊が演習ではない実際の任務

（CSTO）に対テロ支援を要請し、CSTO 議長
国を務めるアルメニアのパシニャン首相は 6
日、情勢が安定するまでの期間限定で平和維

めた。

アルマトイでは銃声が飛び交い、銃弾によ

を遂行するのは今回が初めてとされ、派遣は

持部隊を派遣すると発表した。これに先立ち、

り死亡した人の遺体が通りに横たわっている

要請から数時間後に決定が発表されたことも

ロシア政府は 5 日、対話による平和的解決を

という。インターネットは遮断され、銃器店

あり、ロシア勢力圏内での政権転覆は認めな

求めたほか、米国や欧州連合（EU）も、政府

も略奪を受けたと伝えられているが、トカエ

いというプーチン政権の強い姿勢が表れた格

側とデモ側の双方に自制を呼びかけた。

フ氏はこうしたアルマトイの状況について、

好だ。ロシア国防省によると、航空機 75 機

「非常事態宣言が奏功し、安定を取り戻した。

が派遣され、ロシア軍の空挺部隊がアルマト

デモの背景

全国で秩序が回復しつつある」と強調した。

イ空港の奪還作戦に参加した。

カザフスタン政府は、自動車などに使われ
る液化石油ガス（LPG）の価格統制が生産者
に損害を与えるとして、今月 1 日から価格統

などへの上限価格を復活させるとしたが、デ
モは収束の気配を見せず、アルマトイではト

――北

された。
一方、デモ隊は、旧ソ連時代末期から 30
年以上も実権を握り続けてきたナザルバエフ
ナザルバエフ氏は 2019 年に側近のトカエフ
氏を後任の大統領に指名したが、その後も安

みえ

花子

前大統領（81）の政界引退も要求している。

――森下

カエフ氏の自宅や市庁舎もデモ隊により占拠

隙間川柳の会

制の再開を表明し、期限付きで燃料、食料品

あなたの心の隙間に

土に拡大した。トカエフ氏はその後、価格統

隙間川柳の会
恍惚になるも看取るも夜の森

sudoku break

あなたの心の隙間に

急騰し、2 日から抗議デモが発生、4 日に全

浴びた水飲んで飛び立つ鳥自由

制を撤廃した。これにより燃料価格が 2 倍に

全保障会議議長として権力を握り続けたこ
答えは p. 37
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ワタシは白系日本人 番外編
青い目が見た日本の年中行事
１月 ― 祈願で始める日本の１年
＝お正月＝

ランメル チャック

覧迷留

茶句

年中行事にはそれぞれに意味があり、惰性で生活しがちな人間の気持ちを新鮮にしてくれ
ます。私が日本にいた頃感じた年中行事に対する体験や所感を書いてみたいと思います。

くようです。皆明るい顔をしています。賽銭箱

＝年賀状＝

の近くになると、気の早い人は賽銭箱を目掛け

年賀状がきっちりと元旦に日本全国の家庭へ

て百円玉を投げ始め、人波の流れに任せてゆっ

配達されることには驚きでした。日本の郵便局

新年のスタートにあたって、人々が良き１年

くりと動いている私の上から硬貨の雨がバラバ

のシステムはとても良くできていると感心する

を祈願する日本のお正月は素晴らしい伝統文化

ラと降ってきます。最近は五百円玉でしょうか

ばかりです。これがカナダでならどうでしょう。

だと思います。何より旧年と新年のけじめをつ

ら、頭や顔に当たると痛いでしょう。怪我人が

ぴったりクリスマスの日にクリスマスカードを

けてくれます。日本での私は、お正月を明るい

出ないかと心配ですが、そんなニュースはまだ

配達するようにと言えば、ポストマンは反対し

希望に満ちた１年の始まりとして、夢を持って

耳にしていません。私はフードつきのコート

てストライキを起こすことでしょう。

迎えたものでした。しかしカナダにいると、元

を着て行ったので、フードにお金が貯まりまし

ともあれ、元旦に年賀状を読みながら、親戚、

旦といっても普段と変わらないので、自分で自

た。カナダ人なら必ずそのお金を拾って「ラッ

友達に思いを馳せて彼らの幸せを祝う日本の習

分に「今日から新年なんだぞ」と言い聞かせて

キーコイン！」と言って喜んでねこばばしてし

慣には、ほのぼのとした温かみを感じます。

お正月気分を盛り立てています。

まうでしょう。バンクーバーの街なかには帽子
を置いて物乞いをする人がいます。その人たち

＝仏教と神道＝

を見るたびに、日本の賽銭の話をしても、彼ら

除夜の鐘はお寺で、初詣は神社で。そもそも

明治神宮へ初詣に行きました。原宿駅に降りる

は信じるどころか想像すらできないだろうな、

お正月を祝う慣わしは仏教のものか神道のもの

と、正装した男性、晴れやかな着物姿の女性た

そしてもし彼らを初詣に連れていったら大喜び

かは知らないのですが、考えて見ると日本で

ちが神宮に向かって歩いています。歩くという

して腰を抜かすだろうな、と思うのです。とも

は、仏教と神道が争うこともなく、全ての人々

より人の波が川の流れのように静かに流れてい

かく日本は平和な国です。

が両方を受容し、上手く調和して国民の生活の

＝初詣＝

中に生かされていると思います。日本にはその

乳がんサポート「つどい」
ウォーキングやエクササイズで
乳がんリスクを軽減！
適度な運動を続けることで、7 種類のがん ( 大
腸、乳、子宮内膜、腎臓、多発性骨髄腫、肝臓、
非ホジキンリンパ腫 ) の発症リスクが低下するこ
とが、米国がん学会、米国立がん研究所、ハーバード公衆衛生
大学院の共同研究で明らかにされ、研究成果は 2001 年の、医学
誌「Journal of Clinical Oncology」に掲載されました。以前から
週に 1 時間以上のウォーキングなどをする女性では、ほとんど
運動をしなかった女性に比べて、がんなどによる死亡リスクが
大幅に低下するといわれ、特に乳がんの予防や乳がんの再発リ
スクの軽減にウォーキングは推奨されてきました。
国立がん研究センターが 5 万人以上の日本人女性を 14 年間追跡
した調査でも、運動を週 3 日以上行っている女性では、乳がんリス
クが 27% 低下すると発表しています。この時期バンクーバーでは
雨の日が続きますが、心がけて体を動かしたり歩いたりしましょう。

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

（匿名でも結構です。また相談内容についても秘密厳守します）

つどいのホームページ http://tsudoivancouver.blogspot.com
＊活動はすべてボランティアで行われています。
メディアスポンサー
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ほかにもさまざまな宗教がありますが、大きな
争いはありません。それに比べると、ヨーロッ
パ、イスラエル、パレスチナ、アイルランド
などの国々では、宗教による過酷な争いが昔か
ら繰り返され、今もなお続いています。これら
の国のリーダーが日本に行って、仏教と神道が
ハーモニーを保っている事実を研究すれば、世
界は平和の道に進んでいくのではないかと私は
つねづね思っています。

＝成人の日＝
お正月が過ぎると成人の日がやってきます。
成人に達した若者がこの日を機に大人になった
ことを自覚して、責任感や自立心を強く持って
社会の一員であることを意識するこの祝儀は、
本人にとって心引き締まる機会だと思います。
1960 年、日本で二十歳を迎えた私も、戸塚
市主催の成人式に訳もわからぬまま参加しまし
た。偉い人のスピーチを聞いているうちに式が
終わり、お土産にペンをもらったことが記憶に
残っています。
女の子のいる家庭では、この日のために振袖
一式を揃えるとか……。私はその話と着物の値
段を聞いた時、あまりの高価な金額に驚くと同
時に、
「ああ、日本人の父親でなくてよかった」
とつくづく思ったものでした。なぜなら私も日
本生まれの娘二人の父親だからです。

We
Weareare2929years
yearsold!old!

真珠湾攻撃から 80 年 ――元海軍航空隊員の想い

Vancouver を訪れて

大島 梓

2021 年 10 月。COVID-19 の入国緩和もあり、友

はなく、地上砲火に注意するという、こちらにとっ

人の誘いで大自然と調和した美しい街並みのバン

ては危険の少ない任務でした。この後 12 月に、
レー

クーバーに２週間滞在しました。その間天気のよ

ダー搭載機訓練のため全航空隊から 30 名が選抜

かった日に、友人の小型機で、Pitt Medows から

された特修科に入り、横須賀航空本部に異動しま

バンクーバー島までのレジャー・フライトを楽し

した。３ヶ月の特修科終了後、機種希望に際して

みました。過去数回訪加しており、毎回必ずフラ

は最年長の先輩から、命を大事にしろ、勇みだっ

イトしますが、その度に、太平洋戦争で海軍航空

て攻撃機などを選ぶなよ、と諭され、哨戒機を第

隊の搭乗員であった頃の空を思い浮かべ、感無量

一希望としました。そして希望通り対潜哨戒機
「東

な想いがいたします。

海」の第 903 航空隊配属となり、大分県佐伯基地

元海軍航空隊 大島 梓（Oshima Azusa）氏
1926 年９月 28 日生まれ、北九州出身

に赴任しました。私を諭してくれた先輩が特攻で
旧制中学４年の１学期を終えた弱冠 16 歳の

戦死されたことが悔やまれてなりません。

で、部隊は千歳（北海道）と朝鮮の元山の２隊に

1942 年に、私は海軍飛行兵を志願しました。応

戦前の軍隊は空軍はなく、陸軍と海軍でそれぞ

分かれており私は千歳の配属だったこと、また私

募者１万人余の中から一次試験３日間で２千人が

れに航空部隊があり、特に海軍では大艦巨砲主義

が乗る機種が対潜哨戒機だったことなどの運が重
なったのです。

残り、二次試験４日間で厳しい身体

から空軍力の増強へと舵を切ってい

検査・人物検査が行われ、最終的に

ました。太平洋戦争緒戦でハワイ・

その後日本海に米潜水艦が入ったとの情報によ

619 人が合格。その頃の戦局は、珊

マレー沖の海軍航空部隊の大戦果は

り、秋田県能代の陸軍の飛行場に移動しました。

瑚礁海戦、続くミッドウェー海戦で

世界を震撼させるもので、戦争の雌

当時陸軍飛行隊に宿舎の余裕はなく、空輸中に津

日本は大惨敗を喫しており、航空兵

雄を決するのは航空決戦となり、激

軽海峡で４機のうち１機墜落したため、残る３機

力の喪失は大きく、搭乗員の養成は

闘が続き同時に一大消耗戦となった

の搭乗員は市内の国民学校（小学校）の教室を徴

一層の急務となっていました。海軍

のです。そして物量に勝る米英軍に

用して宿舎とし、毎日徒歩で飛行場に通いました。

機の搭乗員として航空戦に耐えられ

追い詰められて日本軍は敗色を濃く

幸か不幸か敵潜水艦を発見することはなく終戦

る不屈の精神力と強靭な体力が要求

していき、遂には成算もない体当た

を迎えることになったのですが、
終戦の詔勅を我々

りの、ただ「爆弾を抱いて死んで来

に伝えた宿舎の校長に対し、
１期先輩の一人が「日

体技の習得とその訓練は激しく苛酷極まわりなく、 い」という統率の外道ともいうべき非道極まる特

本が負けるわけはない、お前は国賊だ」と日本刀

よくぞ耐えたものと思われるものでした。

攻作戦を命じられるようになりました。自分の死

で校長を襲う事件を起こしました。校長は校内か

予科練習生から飛行練習生に進み、卒業の 1944

が両親や弟妹の身代わりになり、愛する祖国の防

ら逃げ、能代川の橋から川に飛び込み難を逃れま

年３月は、すでに南太平洋の島々は米軍が進攻し

波堤になればと、軍神でも英雄でもなく一人の平

したが、刀を振りかざした本人は気が収まらず、

ており、日本軍は撤退を余儀なくされていた頃で

凡な少年として、多くの戦友同期生は出撃してい

その刀で自決するという悲劇がありました。

されるため、普通学・軍事学・武技

大島 梓氏。所在基地不詳

戦争の裏面には、このような語り尽くせない多

した。実戦経験のある生き残りの搭乗員は少なく、 きました。出撃時にはお神酒の盃をかわし、司令
私は卒業してすぐに教員配置になりました。物資

官に俺も後で行くからと激励の命を受け、桜の花

くの事件があった一コマです。今では従軍した生

不足で十分な訓練ができない等の理由で、練習航

をかざし笑みをたたえて逝った彼らの眼は誰一人

存者も少なくなっていますが、多くの人が戦争に

空隊の一部は中国の上海と青島に設置され、私は

笑っていませんでした。そして俺も後で行くから

ついて語りたがらないのも、このような悲惨な現

青島で９ヶ月間教員としての訓練飛行を行いまし

と言った上級指揮官たちの殆どは内地に逃げ帰っ

実が数多くあるからと思います。

た。その間、内陸に侵攻した陸軍の

ていたのです。私は今でも

私の海軍時代の同期生４分の３が、この戦争で

守備隊が、中国八路軍に包囲襲撃を

特攻作戦を主導した上層部

散華しました。彼らが出撃するであろう前夜に陰

受けた際に援軍として練習機で爆撃

の将官参謀を許すことはで

で泣く姿を、今でも忘れることはできません。最

に行ったり、長崎までの青島航路の

きません。

後の時コックピットの中で、天皇陛下万歳と叫ん

このような戦局の中で、 だ者は誰もいない、ただお母さんと叫んだと信じ

商船護衛などを行っていました。中
国側戦闘機は重慶付近に後退してい

私は幸いにも、練習生卒業

ています。鹿児島の知覧に特攻平和記念館、鹿屋

るので、飛行中に攻撃を受ける恐れ

とほぼ同時に教員を命ぜら

には海軍の航空戦史資料館などに、特攻について、

第 903 航空隊 大島 梓氏（向かって右）

対潜哨戒機「東海」

www.thefraser.com

れたため南方戦線には

多くの写真や資料が展示され、中に何人もの同期

行かず、特攻の命令を

生の写真も飾られています。涙無くしては見られ

受けることもなく生き

ないのが、展示されている多くの遺書の 90％近く

延びたのです。北九州

が母上様と書かれていることです。

工業地帯の米艦上機の

今回の渡加においても、二度とこのような戦争

爆撃ルート上にあった

をしてはならないという不戦の誓いを決して忘れ

大分県佐伯基地では哨

てはならないとの思いを、平和なバンクーバーの

戒機が破壊されただけ

空を見上げて改めて強くした次第です。
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コロナ禍で私たちは「不要不急」の言葉とともに行動を制限され、旅行も控えざるを得ない状況となった。
それは同時に、旅先へ足を運び、人と出会い、言葉を交わすことの重みを身に染みて感じる時間でもあった。
これを機に、旅と共に執筆を続けてきた作家、椎名誠さんと角田光代さんに、過去の印象深い経験を振り返
りながらコロナ後の新たな旅のかたちに思いをはせてもらった。

interviewee：椎名誠さん

事も過保護な日本」の中にいると、真逆の環境
が恋しく感じられるのだという。コロナ禍を機

小学生の頃に読んだジュール・ベルヌの「十五

に、そんなパタゴニアについての本に、腰を落

少年漂流記」が、自らを旅へと引き付けたきっ

ち着けて向き合ってみた。「かなり熱中して、学

かけだった。タクラマカン砂漠やマゼラン海峡、 生が参考書を読むみたいな落ち着き方でゆっく
アリューシャン列島など、世界の辺境を幾つも

りと。改めてきちんと知ったような、得した気

冒険してきた作家の椎名誠さん（77）。コロナ

になった」としみじみ語る。

禍に直面し、生活は大きく変わった。思うよう
に遠出がかなわない中でも、読書を楽しみ、過
去の旅に思いを巡らせ、充実の日々を送ってい
る。

▽「旅の延長」も失われた
椎名さんにとって、帰国後に東京都新宿区の
行きつけの居酒屋「池林房」に立ち寄り、仲間

▽思い出すパタゴニア

たちと酒を酌み交わしながら訪れた土地での体
験を語らうことも、旅の楽しみの一つ。「旅は

椎名さんは 2021 年６月、新型コロナウイル

最中だけでなくその前後も、人に対してかなり

スに感染し、入院した。退院後も後遺症に悩ま

幅広く影響するもの。帰ってきたら仲間にそう

されることに。「あちこち歩き回るのがどんど

いう話をしたくて仕方ない」と、率直な思いを

ん厳しくなっていって。家で本を読むことが多

打ち明ける。

かった」と振り返る。

「僕が（店に）いると知って訪ねて来るやつ

自らの内面と向き合う日々にしばしば思い起

も結構いるので、酒は友を呼ぶし、話を作り出 「旅先の風景を写真のように頭に残し、執筆の際に思い返

して詳しく情景を書いている」と話す椎名誠さん。東京
都新宿区

こすのが、チリとアルゼンチンの南部に広がる

しもする。そういう意味では旅の延長にあると

パタゴニア地方だ。南極大陸に近く、年間を通

思う」。ところが、新型コロナの感染拡大で旅の

して暴風が吹き荒れる。「日本は恵まれた四季

機会は遠のき、「池林房」も臨時休業に。「旅の

一方で、日常の生活と冒険が密接しているよう

があって温暖でしょう。それに比べると全部が

話を聞いたり話したりする機会がすっかり減っ

にも感じており、近場でも「意味のある印象的

逆。地方空港に飛行機が降りる時は係員が走っ

て寂しかった」とこぼす。

な旅」がないかと模索している。

てきて、車輪か翼かを鎖で止める。そうしない
と機体があおられてひっくり返ってしまうよう
なすごい所でね」

▽近場でも意味ある旅を
地球上を縦横無尽に駆け巡り、そして精力的

トイレ休憩で機外に出て花の写真撮影に夢中

に筆を走らせてきた椎名さんも、喜寿を迎えた。

になっていたら、飛行機に置いて行かれてしま 「もう、やたら行きたいという所はない。前み
う“絶体絶命”のピンチも経験した。それでも「何

たいに重労働の旅はもういいかな」と吐露する。

南米パタゴニア地方、
パイネ山群への馬の旅。2002 年。 南米パタゴニア地方、パイネ山群を背景に。2002 年。
（椎名誠さん撮影、提供）
（椎名誠さん撮影、提供）
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「ス
しいな・まこと：1944 年、東京都生まれ。
トアーズレポート」
「本の雑誌」の編集長を
歴任。
「犬の系譜」で吉川英治文学新人賞、
「ア
ド・バード」
で日本ＳＦ大賞を受賞。著書に
「岳
物語」などの私小説のほか、
「怪しい探検隊」
シリーズをはじめとする旅エッセーも多数。

チベットへの旅で出会った子どもたち。2006 年。
（椎名誠さん撮影、提供）

WeWe
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interviewee：角田光代さん
デビュー間もない 20 代以降、旅した先は 50
カ国以上。ベストセラー小説を多く生んできた

早いのは普段自分が身を置かない場所に行くこ
と。そういう経験がこの２年はなかった」

▽ 60 代でバックパッカーの夢

作家の角田光代さん（54）は、若い頃は数カ月

24 歳の時、友人と２人で行ったタイ旅行で旅

の自由な旅、後年には短い旅を年に８～ 10 回

に目覚めた。「（日本は）バブルの終わりで、タ

重ねてきた。そんな生活もコロナで一変してし

イは発展途上で対照的な世界。何も決めずに１

まった。

カ月以上行った初めての旅だった」と懐かしむ。
以 後、 小 説 に 行 き 詰 ま

▽旅立てない苦しみ

ると、バックパックを背

取りつかれるように繰り返

負った。よく訪れたのは

した海外旅が、2020 年１月

アジアで「２～３カ月の

のベトナム行きを最後に途絶

旅で４～５個のアイデア

えている。同時に執筆でも悩

を得ていた」と振り返る。

みに直面。「小説の書き方を

旅のスタイルががらっ

忘れてしまった。こんなに書

と変わったのは、37 歳で

けないことはなかった」と打

直木賞を受賞してからだ。

ち明ける。

仕事量が激増し、まとまっ

５年を費やし、20 年２月

た休みは１週間が精いっ

に完結した「源氏物語」の現

ぱい。
「源氏」のさなかに

代語訳。その間離れていた小

は区切りのいいところで

「旅が再開できるなら、しょっちゅう行っていたタイや香
港、台湾に行きたい。長く会わなかった友達に会う感じ」
と語る角田光代さん。東京都中央区。

年を経て旅のスタイルは変わったが、醍醐味

説 執 筆 の「 勘 が 戻 ら な い 」。

「旅に出なければ会わなかっ
１～４泊分を捻出し、香 （だいごみ）は同じ。

新連載に着手できない理由を

港や台湾、タイへ。
「原稿

「『源氏』の５年に加え、旅が
できない２年が関係している

ムエタイの取材で訪れたタイのＳ－ワラピン。
に『了』と書いてメール
ボクシング。2016年７月。
（角田光代さん提供）

送信したら、そのまま航

のでは」と考える。「小説の苦しさは自分とい

空会社のサイトを見て予約した。少しでも終わっ

う壁があることだが、それを壊すのに手っ取り

た感じが欲しいと思って」と笑う。

た人と会話したり、見なかった光景に出合った
りするのが好き」
。ささやかでも手触りを感じら
れるような体験を重んじ、
「60 代になったらバッ
クパッカーに戻りたい」と思ってきたのだが…。

▽旅できないからこそ
「みんなで集まってご飯を食べるのは人間の
本能かもしれない。でも海外旅行はこの 50 ～
60 年の習慣。５年、10 年行けなかったら国内
で満足してしまうのかな」。日本人にとって「旅
は本能か習慣か」と、昨年からずっと考えてい
るという。
できないからこそ気付くこともある。旅先で
歩いたブーゲンビリアの咲く道や、目のくらむ
ような日なたから見る店内の真っ暗な感じ。何
でもない光景が、ふとフラッシュバックする。

タイとの国境付近にあるマレーシア・ランカウイ島のビーチ 離島へのフェリー八着馬のある台湾・台東の街角で。
1998年。
「日常の世界から抜け出し、全然違う場所に（意
で。1992 年２月。
（角田光代さん提供）
（角田光代さん提供）

識が）行って、街角の景色を見たり、慣れない
匂いをかいだりすることで生活に風穴が開く。
それが生きる上で呼吸をしやすくしていたんだ
なって」と、旅の価値を見直している。

■遺言書 ■委任状 (Power of Attorney)
■不動産登記 ( 不動産売買時等 )
■居住証明 ■サイン証明 など

* 日本の司法 / 行政書士業務とは異なる場合がありますので
ご確認ください。

吉田ノータリーパブリック

604-446-2832
contact@uniark.ca

日本語で
お気軽にどうぞ！

http://www.uniark.ca

www.thefraser.com
www.thefraser.com

（公証人、司法 / 行政書士）
代表：吉田 治夫
日本語でお気軽にご相談ください。

かくた・みつよ：1967 年、横浜市生まれ。
90 年「幸福な遊戯」で海燕新人文学賞を受
賞しデビュー。2005 年「対岸の彼女」で直
木賞、
07 年「八日目の蝉」で中央公論文芸賞、
12 年
「紙の月」
で柴田錬三郎賞を受賞。旅エッ
セーに「世界中で迷子になって」
「いきたく
ないのに出かけていく」など。

Tel: 604-569-0512
Email: curtis@notarydowntown.ca
212-938 Howe St., Vancouver, BC.
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変わった生物の
生きざまがおもしろい
1977 年、太平洋のガラパゴス沖
で熱水噴出孔が発見され、生物
の集団も見つかって世界をびっ
くりさせました。暗く冷たく生
物が少ない深海底にオアシスが
あり、太陽光の光合成でつくる
エネルギーを栄養にする生態系
とは異なる「化学合成生態系」
があったのです。この生態系は
プレートの境界に多い熱水域の
ほか、湧水域にも。日本では 84
年、相模湾の初島沖で発見され
ました。熱水や湧水には硫化水
素やメタンが含まれ、
それを「餌」
に細菌が生息しています。細菌
と共生し、細菌が化学合成で作
るエネルギーを栄養にする生物
もいて、硫化水素などの毒や、
400℃にもなる熱水が出るような
「ギリギリの場所」で生きる変
わった生物の進化にとても興味
があります。
（吉田 尊雄さん）

生命の起原を知りたい
この熱水域で生息する細菌が人
類を含む生物の共通祖先である
説が有力。一方で、小惑星探査
機「はやぶさ２」が持ち帰った
砂を分析し、生命の起源となる
有機物を探す研究者も。海の分
析で磨いた腕と特殊な技術を宇
宙の研究で生かしています。

熱水域や湧水域にすむ生物

シンカイヒバリガイ
エラに細菌

www.thefraser.com
www.thefraser.com

ゴエモンコシオリエビ
胸（むな）毛に細菌

月刊
月刊ふれいざー
ふれいざーToronto
Toronto

チューブワーム

口が退化し、体内に
細菌をすまわせている

January
FraserMonthly
MonthlyToronto
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みんなの海を守ろう
地球環境部門 海洋プラスチック
動態研究グループ グループリーダー

中嶋 亮太さん

水深 5000 ｍにレジ袋が…
プラごみを発見。みんなに見てほしい
サンゴ礁の研究に行ったマレーシアで見たごみがいっぱい。
日本の水族館でもカメの胃袋にプラごみが入っていた展示を
見てショックを受け、海洋プラスチック問題への取り組みを
決意。2019 年、千葉県房総半島から 500km ほど沖合に「し
んかい 6500」で潜って見たものは、レジ袋、昭和の日付の
ハンバーグの袋、生物がかじった歯みがきのチューブ…。
水深 6000m ぐらいの深海にもたくさんある。この調査では
１K ㎡に最大 7000 個を発見したが、他の海域では同じくら
いの水深だと平均 80 個ぐらい。黒潮の下流に位置する日本
には中国やアジア各国のプラごみが流れてきます。そのた
め日本の深海はごみのたまり場となっている可能性があり、
日本周辺を探りたいです。
取材・写真提供：JAMSTEC ／図解・データは JAMSTEC の資料などに基づく

自分ちでほろ酔い気分

クイズの答え…Ｑ１③、Ｑ２③、Ｑ３②、Ｑ４②、Ｑ５①、Ｑ６①

お勧めカクテル＆モクテル

Happy New Year!
今年が皆さんにとって良い年でありますように、乾杯！
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル（ノンアルコールカクテル）＞

日本酒を使ったキリっと辛口なカクテル

サムライ

日の出をイメージしたあまーいドリンク

Sweet Sunrise

〇日本酒 45 ml
〇ライムジュース 15 ml
〇レモンジュース 小さじ１

〇オレンジジュース 200ml
〇グレナデン 15ml
〇オレンジスライス
〇マラスキーノチェリー

１．氷入りのシェイカー
に材料を入れてシェ

１．氷を入れたグラスに

イクする。

オレンジジュースを

２．カクテルグラスに注

注ぎ上部を少し空け

いで完成。

ておく。
２．ゆっくりグレナデン
を流し入れる。
最初はグラスの下に
沈み、飲み続ける
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と上に上がっていく。
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３．オレンジスライスを飾り付け完

We are 29 years old!

Providence
（２）

受付を捜し、あたりをつけてドアを開ける。

へと向かった。そこで、３週間、土曜を除く毎

「バウムガルト氏にお会いしたいのですが……」

日、朝 10 時から夕方６時まで、クラウンの集

「ちょっと待って下さい」

中講座を受けた。このクラスは私にとっては革

受付嬢はどこかに電話をかけた。
「今来たところだそうです。ここで待っていて
下さい。今、降りてきます」
（神様、有難うございます。私は、歩かされて
いたのですね）
誰かが私を導いてくれていたのだ。バウムガ
ルト氏に会う為に、二時間もの間。
バウムガルト氏はにこにこしながら階段を降
りてきた。

命だった。
７月 18 日、その講座が終わってそのクラス
の先生と仲間で写真を交換しあうために集まっ
た。その時、仲間が言った。
「ヤヨイ、フェスティバルに出ればいいのに」
エドモントンのフリンジ・フェスティバルは８
月の中頃に 10 日間開催される、演劇中心のフェ
スティバルである。昼の 12 時から、夜の１時
頃まで、約 15 会場と３つの野外会場で開催さ

「リハーサルがあってね。今、着いたところな

れる。１つの会場では、だいたい６つの出しも

んだよ。部屋に入ろうとしたら電話が鳴ってい

のを１時間おきにやっていて、会期中、通算約

た。丁度良かった」

千に及ぶ催し物がある、この種の祭典では北米

慣れない英語を一生懸命使って話してくれる。
「２時間も歩いていたのか。可哀相に。フリー
ドリッヒ・シュトラーセ駅からは５分とかから

最大のフェスティバルである。
しかしそのときはすでにフェスティバルの
１ヶ月前であった。

ないんだよ。実は、今日出る予定だった女優が

「１ヶ月前じゃ、皆決まっているから無理よ」

壁が壊れる前に亡命してね。ギゼラと言うんだ

「それでも来年だってあるし、プロデユーサー

が……。それで代わりの女優の稽古でね」
確か先日ケルンの友人の家で会ったのは、ギ
ゼラという名前だったはずだ。

を紹介するから、会ってきたら」
先生の強い勧めにその気になって、とにかく
そのプロデユーサーに会うことにした。

バウムガルト氏はそれから夕方の舞台稽古が

私は息子が一人でバンクーバーに来る事に

始まるまで、街をあちこち案内してくれた。壁

なっているので迎えに行かなければならず、ま

が崩壊した直後の街は活気に満ちており、そこ

た、そのプロデユーサーも忙しく、次の日の午

ここで人々が集会を聞いていた。クリスマスに

後１時から２時まで、ようやく時間が取れた。

近いこともあってクリスマス・マーケットも賑

７月 19 日、事務所に行って話をした。自分

わっていた。
公演は大変興味深いものだった。アンサンブ

のプロフィールや写真をみせたり、今後、もし
フェスティバルに参加しようと思ったら、どう

ルのブラック・コメディは、絶妙のタイミ

すればいいのかなどを話した。そしてほとんど

ングで笑わせてくれた。

冗談で尋ねた。

この出会いからその後何度もベルリンヘ足を
運ぶことになる。
そして 91 年、彼らの劇団は、ドイツ統一に
よる経済的な理由から、国から解雇されて解散
せざるをえなくなってしまった。６月に解散公
演があり、その公演を見にいった。悲しかった

「今年はもう一杯なんでしょう？」
すると、彼女は言った。
「キャンセルがあったの。よかったら、貴女出
ない？ 」
劇場も見ないで出しものも決めずに出るとは
いえない、と思った。
「一日考えさせて」

の姿勢に、拍手を送った。

「それは出来ないわ。今日の４時がフェスティ

そのさよなら公演の客席にギゼラがいた。

バルのスケジュールの情報誌の締め切りなの。

「やっぱりベルリンが好きだから戻ってきたの」

それに掲載されなかったら、お客様が入らない

90 年６月、ドイツからカナダ、エドモントン

www.thefraser.com

「何でもいいじゃない。何にでも通用するよう
な題にすれば」
「えーっと。それじゃあ、EMOTION １」
「ＯＫ。それで、内容は？」
「内容……？」
「何でも適当に書いておけば。私が適当に並べ
換えてあげるわ」
と、いった具合で、あれよあれよと、いう間に
出演が決まり、題も決まった。その足でラジオ
のインタビューに出演した。
それからが大変だった。息子を迎えにバン
クーバーまで行き、２、３日二人でバンクーバー
を観光し、その後二人でニューヨークに飛び、
ニューヨークで 10 日間過ごし、バンクーバー
に戻って娘と母を出迎え、皆でエドモントンに
戻った。家族の世話をし、観光にロッキーまで
ドライブし、舞台稽古をし、パレードがあり、
毎日の舞台が始まり――。
結果的には、お蔭様で舞台は好評で、新聞で
何度も取り上げられた。母や子供達とも１ヶ月
間、楽しい時を過ごした。
そのときのことがきっかけになり、
92 年から、
３年間、毎年カナダを訪れる事になった。

92 年、フリンジ・ツアー
92 年、７月 13 日から、３ヶ月のカナダ公演
が始まった。ウイニベグから始まって、サスカ
トウーン、エドモントン、バンクーパ一、ビク
トリアというカナダ横断の公演だった。しか
も． エドモントンのテクリハの後、オタワの大
学でのコンファレンスにも参加するかなりハー
ドなツアーだった。たった一人でトランクを抱
え、
現地のスタッフと打ち合わせをする。マネー
ジャーもなく、アシスタントも舞台監督もいな
い。一人でも出来るように考えて作品を作った
が、倒れたらおしまい。健康にも気を使った。
とにもかくにも、頼れるのは自分だけだった。
このフェスティバルは各地で独自に開催して
いるが． 巡り易いように日程が設定してあり、

が、資本主義の荒波に立ち向かおうとする彼ら

カナダ、エドモントン・フリンジ
フェスティバルとの出会い

平野 弥生

わ。出るか出ないかは今決めるしかないわよ」
「わかりました。じゃあ、出ます」
「オーケー。それで、演目は？」
「それは、まだ、これから……」

また外国からの参加者には、ホームステイ先を
お世話してくれる。私は各地に友人がいたが、
場所によっては、ホームステイをお世話してい
ただいた。
この年は各地で不思議な出会いがあり、始め
から終わりまで、話題につきない旅だった。
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知っておくべき

ファイナンシャルプラニング

ファイナンシャルアドバイザー

井上

朋子

インフレへの目覚め
物価の上昇は、せっかくのあなたの貯蓄を損なう可能性があるの

高レベルです。

で、一歩先を行く投資のプランを考えてみてください。インフレー

経済が力強くなると、価格はしばしば上昇します。今日、パンデ

ションは長い間それほど懸念されていなかったため、一部の人々に

ミックが後退し、経済が再び活気づくにつれて、インフレはさまざ

とっては外国の概念のように見えるかもしれません。

まな要因の組み合わせによって押し上げられています。これらには、

1990 年代以前は、インフレが激しく変動しているようにみえまし

活発な個人消費への復帰、労働市場の回復、および多くの COVID-19

たが、過去 25 年間、年率でみると、ほんの 2％近くで推移しており、

制限の緩和が含まれます。そして、それらは家具から車、コーヒー

顕著な変動はほとんどありませんでした。 しかし、2020 年 3 月に

に至るまですべての価格を押し上げています。今日、食料品店、ガ

パンデミックがはじまり、経済全般が大きな打撃を受け、、カナダ経

ソリンスタンド、またはコーヒーショップに立ち寄るということは、

済は今までに経験をしなかったような動きを見せています。世界の

1 年前よりも高い価格を支払うことを意味します。そして、コスト

株式市場はここ数年で最大の落ち込みを経験し、失業率と事業の閉

の上昇に直面するのはこれらだけではありません。銀行でも見かけ

鎖が増加し始め、サプライチェーンの中断がすぐにインフレ率の低

るかもしれません。これは、金利とインフレの関係によるものです。

下傾向に寄与し、最終的には 0.72 パーセントに達しました。しかし、

カナダ銀行がインフレ率を下げたいと思うとき、それは金利を上げ

それは長い間それほど低くはありませんでした。

ます、そしてそれは住宅ローン、ローンと信用枠の形でお金を借り

カナダ銀行は、債券やその他の資産の購入（量的緩和と呼ばれる）

るコストを上げます。

と長期金利の引き下げを通じて、金融システムに巨額の資金を注入

現金はインフレに追いつくことが容易でなく、購買力が弱まるに

することで経済を後押ししました。 2020 年後半に、ワクチン開発

つれ、従来の普通預金口座の貯蓄では損をしていることになるかも

は着実に進み、個人消費の増加への回帰が間近に迫り、景気回復へ

しれません。金融市場に投資することによって、インフレの悪影響

の自信をかき立てました。活動の活発化により、2021 年 7 月のカナ

に追いつくか、場合によってはそれを上回る、より良いリターンを

ダのインフレ率は 3.7％に達しました。これは、10 年で見られた最

得る可能性を認識することが重要です。

Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
Round 12

Fighters and Flowers

【世直しボクサー】エイジ

前号で紹介した貧困ボクサー、エスピノ。2012 年 12 月、二度目

2013 年２月 20 日、後楽園ホールで東洋タイトル戦が決定。相手

の沖縄での試合直前、その４ヶ月前に彼に KO された小谷選手がア

は日本国籍の李選手。２ヶ月前、沖縄で闘った石川選手がエスピノ

ドバイスに訪れたが、今回は石川選手に判定負け。だがチャンスが

の応援に。エスピノは前世界王者の李を圧倒し、勝利は確実だった

来た。2013 年１月５日、24 才のアドニス選手とのタイトル戦が決定。

が、日本特有の謎の判定で引分。「絶対勝ってたよ！」と通路に集っ

すぐに「倒し方ビデオ」を送った。「でもやっぱり行かなきゃ」。内

た観客達。マネージャー、ジュンは、「私が貧しいから選手が勝てな

戦、誘拐だらけでフィリピン人でも行かないミンダナオ島に行った

い」と朝まで泣いた。

ら、エスピノは泣いた。涙のあとには熱い炎が宿った。大勝負では、

オンになれる」と言ったエスピノの願いを叶えなかった。フィリピ

を愛するヤツがいる」のがわかった時に人は生き始める。

ンに行けなかった。

試合前に誘拐されちゃマズイのに、会場では「東京からセコンド

22

俺には後悔がある。「エイジが 1 ヶ月教えてくれたら世界チャンピ

どんな苦境でも燃え続ける炎が不可欠。
「世界から見捨てられてる俺

コロナ危機の現在、山に分け入って３人の幼い子供の食物を探し、

に来た Mr Eiji Yoshikawa !」とわざわざアナウンスされてヤバかった。

何もなくてヘビも食べたエスピノは、2021 年 12 月、地元で有名人

日本人は武装勢力のカモだから。

に。特に貧しい家庭に配られた 40 ドルの支援。開けた封筒の中には

強烈なボディブローを浴び続けた６ラウンドあとに「ここで倒せ」

倍の 80 ドル。即座に 40 ドルを市役所に返した彼は「立派な人」と

と俺。炎の男は打ち下ろす右フックでダウンを奪い王座に輝いた。

報道された。「決して人を騙すな」はジュンの教え。「ボクサーはジェ

試合後リング脇で「立派なファイターだ。必ずチャンピオンになる

ントルマンでなきゃいけねえ」は、俺の師匠、元東洋チャンピオン

よ」と俺は敗れたアドニスと握手。宿に帰るトラックの荷台で、さっ

大川寛の教え。夢、栄光、挫折、、長い道の最後に残るのは教え。コー

きまで大激突していたエスピノとアドニスは肩を並べて穏やかに会

チも友人も「人」で選べ。

話。
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（YouTube ➡️世直しボクサー吉川英治）

We are 29 years old!

カナダ政府緊急ビジネス救済ローンアップデート
The Canada Emergency Business Account (CEBA)
2020 年にカナダ政府が金融機関とタイアップ

よるパンデミック第４波到来といった状況を鑑

し、中小企業向けのローンのプログラムを打ち

み、政府は 12 月 14 日、返済期限の延長を発表

出した。ローン返済日は 2022 年 12 月 31 日に

した。具体的な日にちは 2022 年１月４日現在

設定していたが、オミクロン変異株感染拡大に

未定。

ちなみに CEBA の新規申請は既に締め切られ
ている。

オミクロン変異株感染拡大予防に N95 や KN95 マスク利用を！
カナダ最高公衆衛生責任者のテレサ・タム博
士は、オミクロン変異株感染が拡大する中、布
マスクや 1 層のサージカルマスクでは不十分だ
と述べている。
サスカッチュワン大学の臨床微生物学主任
ジョセフ・ブロンデュ博士は、N95 や KN95 の
使用を推奨すると CTV ニュースに述べた。同氏
は、オミクロン株感染爆発によってそれらのマ
スクが品薄、或いは価格が高騰していることに
よって、それが手に入らない場合はサージカル
マスクを２重に着用することを勧めている。重
要な点は、マスクを正しく装着し、それが顔に
密着していることだと続けた。

サージカルマスクの正しい着け方

７．ついやってしまうのが、使っていない時の

着け方を間違えると予防効果はない！

顎かけマスクだが、空気中に漂うウイルス
や細菌は顎に付着する。よってマスクを顎

１．表裏の確認：プリーツが下を向いているほ

にずらすと、マスクの内側にその病原体が

うが表。

付着するので NG。

２．装着前にノーズブリッジを折り目がつく程
度に折って、上部の密着を高める。
３．マスクを目頭の際まで上げノーズブリッジ
を鼻の形に合わせる。
４．ストラップ調節の工夫で頬横のフィット感

様々な素材別マスクを
着用した状態のろ過効率
ありとあらゆる素材のマスクをつけている人

を高める（この次にある EPA の表を参考に） 達がいるが、それらは N95 や KN95 と比較して
５．顎部分に隙間ができている場合は、ストラッ

どのぐらいの効果があるのか、アメリカ合衆国

プをねじってクロスした状態で耳にかける。 環境保護庁（EPA）が分かりやすく表にしたも
６．メガネのくもりを止める：マスクの上部を細

のを以下に紹介する。95％とまではいかないが、

く内側に折り、そこに何重かに折ったティッ

装着の仕方でどれだけ効果が上がるのかが分か

シュをはさみ、メガネと頬の隙間をなくす。

る。
		

消費者グレード

マスクを着用した状態のろ過率
（FFE）

2 層ナイロン製マスク
アルミのノーズブリッジ無し		
アルミノーズブリッジ有り		
アルミノーズブリッジとフィルター装着
アルミノーズブリッジ、洗った場合

44.7％
56.3％
74.4％
79.0％

マスクの装着補強方法

マスクを着用した状態のろ過効率（FFE）

普通にストラップを耳にかける（調節無し） 38.5%

ストラップをクロスしマスクの端を畳む

60.3%

マスク補助具使用 			

61.7%

髪留めクリップ使用 		

64.8%

マスク装着をゴムで補強する 		

78.2%

輪に切ったストッキングを利用し補強する

80.2%

綿のバンダナ
メディカルマスクのように畳んだスタイル

49.9%

西部劇のバンディット（追いはぎ）風

49.0％

１層ポリエステル製ゲーター（覆面）

37.8％

1 層ポリエステルとナイロン混合かけ紐マスク 39.3%

耳ループ式ポリプロピレン製マスク

28.6％

マスクを着用した状態のろ過効率
N95 マスク：98.4％

耳ループ式 3 層綿ニット製マスク

www.thefraser.com

26.5%

サージカルマスク：71.5％
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2022 年 経済の見通し
カナダに明るい未来を！

2021 年は COVID-19 ワクチンに期待が集まり明るい希望に満ちたスタートを切ったにもかかわら
ず、オミクロン変異株感染が急速に拡大し不安を抱えて終えた。不動産の価格上昇、インフレの加速、
COVID-19 の終息が見えてこないことが気になるが、年末に発表された世論調査によると、国民の半数
以上が 2022 年を楽観視している。半面エコノミーアナリストはカナダの経済は 2021 年の成長率を下
回る可能性があると慎重な意見を述べている。2022 年、
私達の生活はどのような影響を受けるのだろう。

年末の世論調査

しかしながら、39％のカナディアンは 20％

イプソス社 ( グローバルニュースに提供 ) が

のペイカットを受け入れてでも労働時間の短縮

実施した年末の世論調査で、2022 年の経済の見

を望んでいることも事実だ。その労働時間短縮

通しと新年に関する「期待」や「感じていること」 を望んでいる年代別内訳では 18-34 歳（49％）、

以上の雇用者は在宅ワークの現状維持を希望し
ていることが分かった。

ワークライフバランスを守る
――つながらない権利

を尋ねた。（12 月 26 日発表）

35-54 歳（35％）55 歳以上が 34％であった。

家計 2022：

ライン上の商取引が盛んになったことから IT 環

100％良いことづくめということではない。そ

一例として、パンデミックによって益々オン

さ て、 在 宅 ワ ー ク ブ ー ム 真 っ 盛 り だ が、

20 年ぶりに高いインフレ率を示しており、生

境を導入する企業が増加するなど、IT 企業は売

れを希望しているカナディアンでも、勤務時間

活費の圧迫や物価上昇が引き続き影響するだろ

り上げが右肩上がりだ。それによって在宅ワー

外における業務に関して、緊急性のない電話や

うと予測されているが、67％が「ポジティブに

クをしていてもパンデミック以前より多忙に

メールへの対応には辟易している。私生活に仕

感じている」と回答した。

なったと言われている。

事のメールが侵入する機会が多く、公私の切り

世論調査の結果、2022 年に向けてカナディ

ちなみに、2020 年の年末に、ロサンジェル

替えが難しくなっているのだ。便利なワイヤレ

アンが生活に関する主な悩みや不安材料として

スのロバートハーフ人材派遣企業が 2800 人の

ス時代、どこにいても仕事が追いかけてきてな

あげたのは、「家計の健全レベル」であった。

プロフェッショナルを対象に行った調査による

かなか「アンプラグ」できないと言われて久し

前年度と変わらず、３分の２が現在の家計状

と、パンデミック以前と比較して 70％が週末も

いが、特にこの２年間勤務時間外にも仕事をす

況をポジティブに見ている。そして 14％が前年

仕事しており、45％がウィークデーに長時間働

ることが期待されるようになり、心の重荷に

2020 年 12 月と比べて家計がより安定している

いていると述べている。また、子供がいないワー

なっている。

と答えた。

カーは１日８時間労働にプラスして８時間以上

その現状が深刻化していることを受け、昨年

も仕事しており、男性はレギュラーの週 40 時

10 月にオンタリオ州政府は雇用者のメンタルヘ

間を超え、さらに 40 時間費やしていることが

ルスを守り、燃え尽き症候群を防ぐために、
「つ

分かった。

ながらない権利」法の導入に動いた。これはカ

仕事の仕方 2022：
ホームオフィスか職場復帰か。イプソス社が現
在在宅ワークをしているカナディアンを対象に

同世論調査を終え、イプソス社広報最高責任

世論調査を行ったところ、2022 年定期的にオ

者のダレル・ブリッカー氏は、COVID-19 パン

「つながらない権利」とは、労働者が勤務時

フィスに戻る予定だと回答したのは半数のみに

デミック中を通して多くのカナディアンが終始

間外に仕事上のメールや電話の対応を拒否でき

とどまった。88％は在宅ワークをポジティブに

変わらずオフィスに戻ることを希望していない

る権利のことだ。2016 年５月、フランス政府は

とらえており、しばしば「エンジョイ」したと

ということが分かったと述べた。ただ２年目に

労働法改正の一環として、新法を成立している。

述べている。

なりその理由は、「安全重視」から「生活スタ

オンタリオ州の「つながらない権利」(the Right

イルの選択」に移行しているという。

to disconnect) 労働法 27 法令の内容は、25 人

一方、同時に 58％が同僚と協働することを懐
かしく思っており、ここにも COVID-19 の影響

昨年５月にはカナダの世論調査会社レジェ・

ナダ初となり、今年６月２日に履行する。

以上の雇用者がいる企業は勤務時間外において

によって、度重なる感染の波による行動規制で

マーケティングが、仕事の仕方への希望につい 「つながらない権利」が履行されることを就業

“人恋しさ” が募っている状況が表れていると想

て調査した。その結果、カナディアンの５名中

規則に明記すること、メール、電話、ビデオ電話、

像できる。

４名がパンデミック以前のワーク・スケジュー

メッセージの受送信と、対象は包括的だ。この

パンデミック２年目を迎えた 2021 年、日々

ルに戻りたくないと述べており、内 35％が在宅

法が導入されることによって、始終首に縄をつ

二転三転と状況が変化する中、意外にも 64％が

ワークのライフスタイルを保つために、もし現

けられているようだと感じている在宅ワーカー

より良いワークライフバランスを実現すること

在の雇用主がオフィスに戻るよう強制するので

の救済になるかもしれない。

ができたと述べている。内訳は、ケベック州民

あれば、今の仕事を辞めることもやぶさかでは

が 77％、アトランティックカナダ住民が 69％、 ないと思っていることが分かった。

新年の目標：

サスカチュワンとマニトバ住民が 68％、BC 州

続いて６月カナダビジネス開発銀行が発表し

民が 60％、オンタリオ州民が 60％、アルバー

た世論調査によると、４社中３社がパンデミッ

マルグループ社が新年に行った世論調査に
よると、55％が生活に変化を求めて新年の目標

タ州民が 49％であった。

ク終息後も雇用者が希望するのであれば、在宅

を作り、具体的なゴールの達成を目指すつもり

ワークを続行させてもよいと考えており、半数

だと回答した。同社の調査でも半数の 51％が
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2021 年と比較して今年の家計状況が改善され

◆グローバルなサプライ・チェーン（供給連鎖） Doller store、London Drugs

ると期待していることが分かった。

の形態のゆがみ。物の流れの基本である受発注

Drugmart、Walmart など

や Shoppers

CIBC 恒例のファイナンシャルにおける優先

と納品が、企業間を跨いで実施されている状態

おなじみスーパーマーケット：Buy-Low Foods、

事項をはかる世論調査では、カナディアンが最

のことをサプライ・チェーンという。パンデミッ

No Frills、
Thrifty Foods、
T ＆ T（Oosakaya 含む）、

優先のゴールとしてあげたのは借金返済だった

ク中ネットの買い物が増加したが、そのデマン

Sakuraya、Sungiving Foods、Sunrise Market 等

（20％）。不安材料にあげられたのはインフレ率
（66％）次に COVID-19（36％）だった。
2021 年の急激な物価上昇によって、収入を

アジア系の店（アジア系八百屋など）

ドに供給が追い付いていない。

インフレを理解して希望をもとう

「Price Match」他店の商品の値段と合わせる：
他店で安く売っている値段を証明するもの（チ

超えた費用が家計を圧迫し借金をしたと回答し

インフレ率が上昇すると聞くとどうしても不

ラシ、広告、ネットなど）を持っていくと、店

たのは 37％にのぼった。80％がファイナンシャ

安になってしまう。ここでは “インフレ” を理解

によっては「price match」といってその安値に

ルゴールはパンデミック後も変わらない、70％

して必要以上に心配することを防ぎ、前向きに対

あわせてくれる。ただし全く同じ商品であるこ

が今までにも増してワークライフバランスが大

処していくにはどうしたらよいかを考えてみた。

と、セールの期間中の金額ではないことなどに

事だと述べている。持ち家がある 40％も借家住

基本的にインフレ率が上昇するメカニズム

注意すること。

まい 31％も、金利の上昇を心配している。

は、景気が拡大すると物価が上がる傾向にある

Best Buy、Canadian Tire、Costco、Home

その他のファイナンシャルにおける優先事項：

が、2021 年世界各国でこの傾向がおきている

Depot、London Drugs、No Frills、PetSmart, Real

•

資産を増やす （16％）

理由は、パンデミックによる 2020 年の経済低

Canadian Superstore、Shoppers Drugmart、

•

毎月の固定費など支払を期日内にする（15％） 迷からの反動で、その率が大きく目立っている

Toys'R'Us 等がある。

•

非常時に備えて貯金する（rainy day）(28%)

こと、原油や商品、マイクロチップの価格上昇

携帯のサービス契約の見直し：

•

借金しないようにする（26％）

などが多くの企業に打撃を与えたことから、価

ビスを提供している会社は大手に買収され子会

•

バケーションや旅行用に貯金する（17％）

格を上げていることなどがある。

社であることが多い、例えば Fido は Rogers、

•

不必要な出費を減らす（17％）

•

リタイア生活に備えて貯金する（16％）

なぜカナダで物価高騰がおきて
いるのだろう？
カナディアンが一番心配しているインフレ率
が急激に上昇、物価が上がっている理由は、英

安い携帯サー

ヨーク大学シューリック・ビジネススクール

Winds は Shaw、Koodo は Telus、 よ っ て カ バ

のファイナンス教授のモシェ・ミレブスキー氏

レージも悪くはない。大手のサービスから安

によると、インフレ率は一国一律ではなく、ど

価なサービスに切り替えることによって、年間

こに住んでいるか、地域によっても違うと指摘

＄300 ほどの費用を節約できることもある。固

している。確かに、同じ Safe Way でも品物によっ

定電話にかかってくる電話はほとんどビジネス

てウェストバンクーバー店とコクィットラム店

からのマーケティングやロボコールになってき

では値段が違うことがある。

ており、携帯からかける国際電話も案外安いこ

語でいうところの「perfect storm」だ。下記の

消費者物価指数とは消費者が日常的に購入す

ような複数の予期せぬ要因・厄災が、短期間に

る財・サービスの価格がどれくらい変動したか

引き起こされている。

を示す指標をいう。
「一般的なインフレ率」だが、

◆ COVID-19、デルタ株、オミクロン株の爆発的

それと実際の「自分の生活コスト」は同じでは

感染拡大。カナダでは第４波。それによって感染

なく、大事なのは「自分の生活スタイルに見合っ

者が増え、労働力が低下している。
（BC 州政府は

たインフレ率」だ。それは住んでいる場所や世

歴史的に見るとそうではない。カナダにおける

一度に３分の１雇用者が減ることを覚悟し、そう

代によっても違う。

1990 年から 2020 年までのインフレ率の変化を

した緊急事態に備えるようにと言っている。
）

の節約となった例もある。

インフレはいつまでも続かない
今後ずっとインフレが続くのかとというと、

ミレブスキー教授の分かりやすい例えでは、 下記のグラフで見てみよう。

収穫に多くの外国労働者を雇っている農家

ミレニアル世代は給料を年間、ヘルスケアの３

は、度重なる国境閉鎖などによって、大きなダ

倍にあたる費用を食費・酒類にかけている。半

メージを受けており、また食品加工（肉をさば

面ベビーブーマー世代は年収の 1.5％をヘルス

くなど）工場でも感染者の増加によって生産数

ケアに費やしている。

が追い付かない状態である。

とから、固定電話も止めることで、年間約＄900

人生の価値感でも生活スタイルによってイン

1990 年

2020 年

◆地球温暖化による極端な気温の変化。BC 州の

フレ率は変わる。もしあなたが、オーガニック

大豪雨によるインフラ破壊と、続く大雪による

の食品を主に購入しているのであれば、食費は

長距離トラック輸送の大幅な遅れ。日本でもマ

一般家庭の３倍から５倍はするかもしれない。 1991 年で 5.6％。GST が導入された年である。

クドナルドでポテトが足りなくなったことは記

EV 車を持っていれば、ガソリンスタンドでリッ

憶に新しい。ガソリンの値段が急騰しているこ

トル当たり１ドル 71 セントも払わなくて良い。 なると 0.14% まで落ち込んだ。昨年のインフレ

とから、食品価格にもしわ寄せがある。

工夫次第では自分で家計をコントロールできる

率は 4.4％だったので、30 年前と比較してまだ

◆ 10 月末のビクトリア沖で起きた輸送船大規模

のだ。

低い。2020 年は 0.72% だった。1960 年からの

火災。アジアからの輸入品を輸送してきた大型
船の化学薬品火災を鎮火するために６週間かか
り、多くのクリスマス用品などが被害を被った。

かしこい買い物で苦境を乗り越える！

この 30 年でインフレ率が一番高かったのは、
翌年になると一気に 1.49％に下がり、94 年に

記録を見ると、近年インフレ率が一番高かった
のは 1981 年の 12.47% であった。ちなみに 81

カナダに来て日が浅かったり、広範囲で買い

年、カナダは大恐慌以来の不況、91 年も不況で

◆ 12 月上旬の段階で、アジアからの玄関口バ

物に行かない読者に、比較的に安価な食料や生

サービスや観光産業に大打撃を受けた BC 州か

ンクーバー港において輸送船 50 隻分の遅れが

活用品を入手できる場所を紹介しよう。

ら多くの若者が職を求めてアルバータ州やオン

あった。

思いがけなく食品が安いドラッグストア：

タリオ州に移住した。
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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！オーマイガー！

エンス

サイエンス

サイエンス

サイエンス

NASA の地球防衛構想

サイエンス

サイエンス

個ある。直径１km 以上の小惑星が地球と衝突した場合、その衝突場所

2021 年 11 月 23 日、カリフォルニア、バンデンバーグ宇宙軍基地から
NASA が DART（Double Asteroid Redirection Test）探査機を打ち上げた。

の大陸全体が大きな被害を受け、塵が大気中に舞い上がって世界が寒冷
化することになるという。

この探査機の使命は、ディモルフォスという小惑星に時速２万 4000 キロ

2013 年には直径 20m 程度の小さな小惑星がロシアのチェリヤビンス

で体当たりをすることである。ディモルフォスはディディモスという別

ク上空で大気中に入る際に爆発し、その衝撃派で建物のガラスが割れる

の小惑星の周りを廻っている衛星だが、DART 探査機がこれに高速で衝突

などして 1500 人の負傷者が出た。このときは、この小惑星が大気圏内

することで軌道を変える。

に入るまで誰も気付かなかった。

地球はこれまでにも小惑星の衝突によって恐竜が絶滅するなどの甚大

1998 年以降、NASA ではこうした地球に近い場所にある小惑星を探

な被害が起きている。近年では 2020 年の４月に直径約２km の天体が時

し出す努力を続けている。これまでに直径１km 以上の小惑星は 890 個

速３万キロという猛スピードで地球から 630 万 km のところを通過した

みつかっており、約２万５000 個と考えられている直径 140 ｍの小惑星

こともある。もし地球に激突した場合は壊滅的な被害を及ぼしていたと

は１万個程しか見つかっておらず、チェリヤビンスクで大被害を与えた

思われるが、この程度の小惑星は毎年１、２個は地球をかすめていって

程度の極小惑星のほとんどは発見されていない。

いるという。ひとつの都市を破壊する程度の小惑星であれば年間数十個

現時点で地球にいつ小惑星が激突するかは全くわからないが、その危

はかすめ飛んでいるという。現在、潜在的に危険性のある小惑星は 2078

険性はある程度前から予測が可能であるため、今回の小惑星の軌道を変
える実験が行われたわけである。
この体当たり作戦は非常に難しい。小惑星ディモルフォスは、形もわ
かっておらず、時速２万 4000 キロという超高速で激突することでやっ
と少し起動を変えられる程度。その上、DART 探査機が小惑星ディディ
モスを認識できるのは衝突４時間前で、標的のディモルフォスは衝突１
時間前にならないと探知できない。軌道修正を繰り返しながら、衝突ま
であと２分になって初めて直径４ピクセルの塊として見えるようになる
という。それから衝突まで、DART 探査機はその視界にうつる映像を地
球に送ってくることになっており、我々はその最後の瞬間を目撃するこ
とができるかもしれない。

小惑星ディモルフォス（左）と DART 探査機

image: NASA/Johs Hopkins, APL/Stefve Gribben

私の薦めるこの一冊
『カラフル (Colorful)』 森 絵都著 文春文庫
今回ご紹介する本は、人気作家の森絵都さんの

と出会い、知っていく中で、“小林真” は多くのこ

他にも森絵都さんの小説はバンクーバー日本語

小説で、第 46 回産経児童出版文化賞を受賞した

とを思い込んで決めつけていたけれど、
事実は違っ

学校の図書館にございますので、ぜひチェックし

作品、
『カラフル (Colorful)』です。YA 小説 ( ティー

ていたことに気付きます。そして、モノクロだと

てみて下さいね！

ン向けの文学作品 ) となっていますが、どの年代

思っていた世界が、色々な人たちの違う面を知る

			

の方でも楽しんで頂ける小説だと思います。

ことで見え方が変わり、カラフルに色付いていく

さて、この小説ですが、人生の再挑戦がテーマ

ことを実感していきます。皆さんの中にも物事を

になっています。前世の罪により輪廻のサイクル

とても悪く捉えてしまいがちだったり、気にしす

から外された “ぼく” の魂は、突然「おめでとう

ぎて疲れてしまったりする人がいると思うのです

ございます、抽選にあたりました！」と見ず知ら

が、他人の体だからといってのびのびとふるまう

ずの天使から声を掛けられます。死んだはずだっ

ことが出来た “ぼく” のように、少し客観的になっ

た “ぼく” は人生の再挑戦のチャンスを得るので

て肩の力を抜いて生活してみても良いのかなと思

すが、
“小林真” という中学三年生の少年の体にホー

わせてくれます。時には真剣にならなければなら

ムステイをしながら自分の罪を思い出さなければ

ない時があると思いますが、もっと気楽に生きて

ならないと言われます。“小林真” は服薬自殺で危

も大丈夫だと背中を押してくれる小説です。

篤の状態にあり、その間に “ぼく” は “小林真” と

この小説の最後には “ぼく” とは誰なのか、ま

して生きることになります。“ぼく” は “小林真”

た前世の罪とは何だったのかが分かります。それ

の悲惨だと思っていた家族や個性的な学校の友達

を予想しながら読むと楽しいと思います。
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We are 29 years old!

窓 を開

連載エッセイ

！

突然の春
夏の仕事場のある蓼科高原は、東に八ヶ岳山

う。彼らはすでにずぶ濡れで、いまさら合羽な

麓、北に白樺湖・車山と、日本屈指のオートバ

どすでに手遅れだと思われた。

イのためのツーリングエリアだ。

夏の時期に蓼科をオートバイで走ろうとすれ

そこに仕事場を持って一年になるというの

ば、豪雨に見舞われることを覚悟しなければな

に、まだ一度もオートバイで行ったことがない。 らないのだ。
理由その一。荷物が運べないから。

たどり着く先が自分の家ならそこに着替えが

横浜黄金町の仕事場を引き払い、自宅と蓼科

ある。濡れる覚悟で走ればいいだけではないか。

港 も見

ければ

の二箇所の仕事場を改めてセットアップするた

いざや、と合羽を出してみたけれど、結局、

めに、家具はもちろん、たくさんの生活用品を

荷物運びと備品の買い揃えにひと夏すべてを費

新たに買い求めたり移動させる必要があった。 やし、高原の短い秋も終わってしまった。
とにかく新しい家で暮らし仕事をする環境を作

気づけばもう明け方の気温は氷点下。いよい

るということは、大小無数のアイテムをそれぞ

よ水道が凍り付く季節になり、凍結防止の「水

れの場所に整えるというタスクを必要とする。 抜 き 」 を し て、 夏 の 家 を ロ ッ ク ア ウ ト し た。
オートバイは絶望的に役に立たない。

200 キロの道のりのわずかでも路面が凍る場所

理由その二。山の天気は変わりやすい。

があればオートバイでは走れない。

夏の蓼科でもっとも典型的な天気は、午前

冬が来れば、やがて春が来る。

える

中、青い空白い雲、美しい高原の夏の輝きが広

春を待つことを楽しめばいい。雨と多少の寒

がっていても、突然、雲が広がったかと思うと、 さに耐える服装をそろえよう。
それはもう強烈な雨が降り始める。近くの登山

実は、今のバイク、ヤマハ YZF-R3 に乗り始

道を軽くトレッキングしようというときにも、 めてから、雨合羽を着て走ったことはない。遠

阿川 大樹

リュックに雨合羽を入れておかないと、あっと

出をするのは日帰りで、確実に天気のいい日に

いうまにずぶ濡れになる可能性がある。

しか出かけない。通勤にオートバイを使うにし

晴れの日に里へ下りてスーパーマーケットで

ても 15 分とかからないから、途中、雨が降り

買い物をして会計を済ませるまでの 30 分ほど

出したとしても合羽を取り出すより濡れながら

の間に、いつのまにか空は黒い雲に覆われ前が

でも家を目指した方が早い。

よく見えないほどの土砂降りの雨が降り始めて

しかし、しかし！

ついに思い立って防水防

しまう。ひと夏の間に何度もそんな経験をした。 寒のバイクウエアを買ったのだ。
会計を済ませた袋をカートに載せ、目と鼻の先、

単純なものだ。突然、心に春が来た。

わずか 50 ｍに満たない距離にある自分の車ま

高原の遅い春の雪解けのあとに広がる、あの

で、傘なしで行くことは不可能と即座に判断す

キラキラした春の景色の中、バイクを駆る感触

るような雨が降るのだ。

を思い浮かべている。まるでデスクの下にエン

家までもどる途中、山あいにさしかかり、そ

ジンがあって、冷気の中に温かい空気を送り込

こで豪雨に見舞われる経験は更に頻繁だ。そん

まれてくるみたいな、手を載せたキーボードに

な時、道路脇にオートバイを止めたツーリング・

その振動が伝わって来るみたいな、そんな気が

ライダーがあわててバッグから合羽を取り出そ

する。

うとしているシーンを何度見かけたことだろ

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。
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日本の企業社会
(264)

の店舗の売上状況が鈍いという傾向が続いている

中根 雅夫

ようで、今後の「出店地域または施設形態を見直

緊急事態宣言が解除されて、久しぶりに上野の
国立博物館で開催されていた特別展を見るために
外出をしました。

していく」とする事業者も一定数いるという結果
になっています。

その後、いつもの慣わしとなっていた駅舎近く

や給付金などが奏功して、休廃業・解散の抑制に

のアイリッシュパブでカナダとは魚の種類も味付

つながったと考えられています。国内店舗数の増

さらに社会情勢の変化が店舗戦略に与える影響

けもまったく異なったフィッシュアンドチップス

減（2019 年度末比）を業種・業態別にみると、
「非

に関しての意識調査では、
「新型コロナウイルス感

を賞味するためにくだんの店に行きましたが店舗

常に減少した」
「減少した」の割合は、
娯楽業がもっ

染症の影響の長期化」がもっとも懸念されており、

は営業をしておらず、閉店を知らせる張り紙が掲

とも多く、次いでサービス業となっています。

消費者行動や価値観の変化については、
「巣ごもり

示されていました。

既存店舗の売上高（2019 年度比）では、飲食業・

このパブは店内の雰囲気も良く、いつも来店客

消費の増加傾向が続く」
「テレワーク（在宅勤務な

娯楽業・サービス業は、大半が「非常に減少した」 ど）が今後も拡大する」がそれに次でいます。

で賑わっていましたが、コロナ禍にあって閉店を 「減少した」である一方で、小売業（食品）は約半

このように、コロナ禍に対しては悲観的な見方

数が「非常に増加した」
「増加した」となっていて、 が強く、加えて、消費者の今後の動向についても

余儀なくされたようでした。
それ以外にも、職場近くの、いつも旅行する時
にチケットを購入していた大手旅行代理店も、規
模の縮小を余儀なくされて閉店となっていたり、
仕事帰りなどに時々利用していた都内の温泉施設

業種・業態による格差が依然として大きいことが

従来とは異なる様相を呈するようになるといった

改めて分かります。

受け止め方がされています。

さらにコロナ禍の影響をみていくと、
「売上が予

実際、不採算店舗では、2019 年から 2021 年に

「賃料減額交渉を実施」
「退店（自社保有、
定より減った」
（82.3％）
、
「利益が予定より減った」 かけて、

もなくなってその跡地にマンションが建設され、 （61.8％）
、
「営業を一部自粛した」
（38.6％）の順に

賃借店舗の中途解約・契約満了問わず）
」を方針と

自宅付近にあって人気のあったアジア料理が「売

する事業者が増えており、今後の事態が憂慮され

り」のレストランも閉店してしまっています。

多くなっています。
また、コロナ禍の発生を受けて新たに取り入れ

ています。コロナ感染拡大後、リアル店舗の売り

コロナ禍がおもな原因となって客足が遠のいた

た仕組みや働き方については、
「導入したものはな

上げは業態や立地により明暗が分かれていますが、

ために営業を継続することが困難な状況になった

い」とした回答が 47.8％でもっとも回答比率が高

EC（電子商取引）はどの小売り、外食業態でも大

のだと思われます。

く、そのほかには、
「リモート会議」
（16.0％）
、在

きく伸ばしていて、今後の戦略の柱と位置づける

そこで今回は、小売店の実態をみていくことに
します。

宅勤務（13.7％）
、
「インターネットでの営業・販売」 企業が多いようです。
（11.6％）といった状況になっています。

関係者は、人口減社会が進行するなか、EC はトッ

既存の調査結果によると、意外にも日本国内で

これらの結果から、半数近くが積極的なコロナ

プラインを押し上げるもっとも重要な戦略と位置

は企業の休廃業・解散件数は、2020 年で約 5 万 6

禍への対策を施していない（施せない）ことが改

づけて、新しい挑戦や既存 EC のパワーアップに

千件を数えており、同年の倒産（7809 件）の約 7

めて分かります。

注力しています。

倍で推移していますが、2019 年の約 6 万件を下回

新規出店の方針は、コロナ禍の発生前後ともに、

コロナ禍がオンラインの購買行動を加速させ、

り、過去 5 年間ではもっとも少ない状況になって 「従来の出店地域または施設形態を重視した出店」 日常生活のなかに浸透している現在、顧客起点で
います。
これは、政府や金融機関による資金繰りの支援

がもっとも多くなっている一方で、コロナ禍を経

オンラインとリアルが融合された状態をつくるよ

験して、郊外・住宅地立地より都市・観光地立地

うな取り組みが望まれます。

はなしの箸やすめ
◆カリフォルニアに住む 26 歳の画家が、町から約８キロ離れた廃
坑でキャンプをしていたが、ここを背景にして鎖でしばられて身動
きのできない男の画を描いてみようと思い立った。彼は長い頑丈な
鎖で、靴下もはいていない自分の足をきつく縛って自画像を描き始
めた。彼はよくこの廃坑でスケッチをしていたが、今回鎖で縛られ
た自画像を描き終わったとき、鎖をほどく鍵をなくしたことに気付
いて探した。しかし見つからず、彼はどうにか靴を履くことができ
たので、鎖で縛られた両脚で石ころや砂の上をピョンピョン跳びな
がら 12 時間かかって町にたどり着いた。警官と消防署員が金ノコ
を持って駆け付けたとき、彼の足は血だらけだったが、その他は無
事だった。
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無愛

想子

◆オランダの動物園が、トロントの動物園からケンウッドという
名前のムースを買った。ケンウッドがあてがわれた部屋に入ると、
部屋の隅にいた雌ムースがやってきて蹴とばし、体中に噛みつい
た。ケンウッドのほうがずっと大きいのに、彼はやられるままに
なっていた。
係員があわててケンウッドを連れ出し、イクムという名の大き
くておとなしい雌ムースのいる部屋に入れた。それから数週間たっ
て、ケンウッドを最初にいた部屋に連れて行くと、彼は雌ムース
に蹴とばされるとすぐに蹴り返した。それ以来、ケンウッドは彼
女から認められるようになった。係員たちは彼がどっちの雌をお
嫁さんに選ぶか、賭けをしている。

We are 29 years old!

My Favorite Things
Happy New Year ！ 2022 年最初の Favorite Thing は Infused Honey
ブランド、MELLIFERA BEES。
今年の抱負に「健康管理」をあげた方もいるでしょう。「天然サプ
リメント」と呼ばれる蜂蜜は風邪や花粉症予防になるので食生活の一
環に加えませんか？

オーナーの Melissa Cartwright さんは蜂蜜とス

パイスの組み合わせを試行試作しながら風味豊かな Infused Honey を
完成、2011 年に MELLIFERA BEES をスタート。
６種類の Infused Honey（＄11 ～）は初心者でも使い易く様々な料
理やスイーツ、紅茶との相性も抜群。イベントで Infused Honey を知
り虜になったファンも多い。
Lemon Honey は甘酢味付けのグリルチキンやサーモン、フルーツ
サラダにも合います。ロイボスティーに少し入れるだけで味わいも
アップ。
Ginger Honey は Sweet ＆ Savory 両方のレシピに使えてドレッシン
グやマリネ、カップケーキにもお薦め。蜂蜜を塗り 30 分置くと肉質
が柔らかくなるので豚の生姜焼きの下味に使えば旨味もプラスされて
満足のいく仕上がりに。
Chili Honey をホットウォーター＆レモンに入れて飲むめば身も心も
ポッカポカで寒いこの時期にピッタリ。ピザやチョコレートアイスと
のユニークなペアリングにもトライしてみませんか？
Lavender Honey ＆ナッツバターとサワードウブレッドは The Best
コンボ。PB&J のジャムの立場危うし！ジントニック等のカクテルに
入れたり、手作りグラノラに混ぜるのも Good。
Rose Honey ×バターをスコーンやトーストにのせたり、ヨーグル
トに入れておしゃれな朝食メニューに。ホイップクリームに Mix して
デザートにトッピングすれば簡単に高級スイーツにアップグレード出
来ちゃう。
Cardamon Honey をカレーやローストチキンの隠し味に使うと甘さ
とスパイス加わりコクが出ます。ミックスナッツやマンチェゴチーズ、
ホットワインにもマッチするので大人なドリンクタイム過ごせそう。
今年も楽しい Favorite Thing を紹介していくのでお楽しみに。
		

（H.J.）

MELLIFERA BEES

www.melliferabees.com
の

サーモンコラーゲン基礎化粧品

乾いたお肌対策・潤い・美白に

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

＊ Tax12％と送料が加算されます。
★ $100 以上お買い上げの場合 送料無料（カナダ国内）

Tel:604-939-8707
E-mail: shop@thefraser.com

www.thefraser.com
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1931 年（昭和６年）
、世界大恐慌のさなかに 18 際で単身アメリカに留学
した対象生まれの女性の生い立ちから青春時代を描く、心温まる青春期。

同窓会誌がとどいた。

「おばあさんと一緒に？」

島本 妙

襟を後ろからつかみ、

「……彼女はスペシャルレ 「おばあさんが汽車に乗せて、人に頼んで、一人で 「する気なんかあるもんか！」
コードの持ち主です。キモ
ノを着てキャンパスを歩い

来るのよ」
待ち遠しかった。

と両脇をかかえて、縁側にひきづり出し、庭に
私の体をぶら下げた。

た、多分最初で最後の日本

姉とお医者さんごっこをする。姉のお人形が病

女性です。……この世を去

気になる。私は、庭の草をむしって、もんで、水

る前に、母校ウィチタ大学

に入れる。母が病院から持って帰った薬の空きビ

へ、ラブレターを書くそう

ンに、緑の飲み薬がその濃さを変えていくつも並

です」

ぶ。姉が取りに来てお人形に含ませる。お人形は

その後も母は、しげしげと先生に会って様子を

元気になって、走る青大将と遊ぶ。それがおきま

聞いていた。そして、その都度言われたことを、

りのコースだった。

母は私に繰りかえした。

何気なく同窓の友に書い
た手紙のことが、記事に

その時の縁側の高かったこと！
その怖さに負けて、私は泣き叫びながら、する！
する！と約束した。
父はその日も次の日も、何も言わなかった。

なっていた。テレビやビデ

その頃、夜寝ていると、父母に起こされること 「しょうがない子だね。体操が嫌いで、手工や図画

オのない時代。おだてられ

があった。酒の匂いをさせて、父が立っている。 も下手。一番にはなれん。綴り方はいいらしいけ

れば、左前の着物にも気付

母が、

かず、青春を謳歌してウィチタの街中まで足をの 「さあ、お食べ。父さんのおみやげ」
ばした当時のことが、鮮やかに蘇ってくる。
先の会誌を追いかけるように、今度は創立百年

ど……」
そして、
ある時、
母は父につぶやくように言った。

宴会の折詰が、あまずっぱい匂いをさせて、眼 「あなた、あの子の前ではめったなことを言えませ
の前に広げられる。一つ二つ何かつまむと、両親

んよ。みんな書かれてしまうから」

祭のコーディネーターから、便りが来た。彼は、 は安心してそこをどく。
米国カンサス州立ウィチタ大学の外国人初の卒業

小学一年になる前、父の転勤で鹿児島へ来てい

生の記録を集めているという。
「女性ではあなたが

た。当時三つにならない弟の眼が悪いらしいとい

最初です。この大学にいらした機縁を知らせてく

うので、母は弟につききりだった。母はある時、 いた。門から玄関まで 10 メートルぐらいもあっ

ださい」

弟を背負って、出雲大社へ祈願に行った。父と私

たろうか。父の趣味の庭園――前庭、中庭、本庭、

と下の弟が母の留守中どうしていたか、全く覚え

裏庭と、７、８本の柿の木のある空き地や苺畑な

ていない。が、
二人が帰った日、
母はどっかりと座っ

どが母屋を取り囲む。その奥では、市を貫通する

て、動こうとしなかった。

２メートルほどの排水溝に澄んだ水がちょろちょ

かくて 60 余年の時を経て、新たな同窓の友と
の文通が始まった。
人生は心と心のおりなす綾織である。少女時代

三年生の春、父の転勤で富山に移った。
校長先生になるとかで、大きな屋敷が決まって

の夢をかなえてくれた母校への慕情に添えて、友 「大国主尊 ( おおくにぬしのみこと ) は、わたしら

ろ流れていた。木の小橋の向こうには、杏と栗の

への約束を果たすため、青春回想録を記そう。

のお願いを聞いてくれてんなかった。いつも一緒

大木が枝を茂らせている。この平屋は、部屋が８

にいた三つのお嬢ちゃんは、眼が開いて、お母さ

部屋あった。隣は銀杏の大木が正面に延びるお寺。

んに手をひかれて歩いて帰ったのになァ。よっぽ

暗くなると、五位鷺がギャア、ギャアと叫び、ど

ど、悪い因縁があるんよ」

こかでふくろうが、ホーッ、ホーッと誰かを呼ぶ。

イースター・サンデーが近い。

〜 第一章 〜

と、母は寝ている弟と側にいる父をかわるがわ
るみつめた。因縁が何かわからない私は、さっと
庭へ出た。
その日から、母の機嫌の悪い日が続いたが、こ

自由に憧れて

三月に引っ越しして２ヶ月程した時、両親は真
剣な表情で私を前に座らせた。
「あのね、１週間ほど父さんも母さんも、まこちゃ
んたちを連れて東京へ行くんだよ。東京の日本一

わいと感じることはなかった。幼稚園も知らず、 偉い眼医者さんに、まこちゃんの眼を診てもらう
自分の名前さえ書ければいいと思われていたのだ

広島、といっても原爆を知らないずっと昔、私

のでね。妙は、学校があるからお留守番してくれ

ろう、何の特訓も受けなかった。学校へ上がって、 るね。ごほうびに、
雑誌やご本を送ってあげるから。

は青い芝生の上を、白い小犬、ぜんまい仕掛けの

のんびりとおとなしく勉強して、一学期の通知簿

青大将と三つどもえになって毎日ころげまわって

をもらい、いそいそと帰った。どれどれと言って、 まってくださるから、こわくないよ」

いた。眼をあげると、座敷で母は、いつもきれい

それを開けて一目見た母は、

な着物を縫っていた。

「こんな成績でどうするの！ 優等生になれない子

「牛乳を飲みなさいよ」

はうちの子じゃない！」

呼ばれると私は母の前に座った。
「牛乳飲むとふとる？ ｣

「優等って？」
「１番か２番になることですがな。父さんも母さん

「ふとる、ふとる。お姉さんよりふとる」
姉のふっくら、おっとりした丸顔が眼に浮かぶ。

するよ、するよ、と母の剣幕に驚きながら、玄
関へ走って逃げた。
（この逃げることが私には本能

「もう三つ寝たら来るよ」

的習性とも言えた。
）追いかけてきた母は、着物の
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うんうんとうなづいて、私の頭は雑誌や本のこ
とでにぎやいだ。女の子に留守番の怖さなど感じ
させない世の中だった。
次の日、
「ただいま！」と学校から帰ったが、家
の中はがらんとしていた。私はかばんを置き、袴

も優等生だったのに！ 勉強しなさい、勉強を！」 をぬぐと、すぐ焼き芋屋へ走った。その隣のお菓

「いつ、お姉さん、遊びに来る？」
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夜は暗くならないうちに、強い男の先生が来て泊
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子屋であんぱんも買った。明日までの買いだめで
ある。帰って食べた焼き芋のおいしかったこと！
日暮れに男の先生が来られた。

We are 29 years old!

翌朝、ガタンガタンという音で眼をさまし台所

現れると、おばさんはまた手を振って家の中に消

へ行くと、
先生が大きなバケツにポンプで水をいっ

えた。今でもそのやさしい着物姿は、幻のように

ぱい汲んでいた。おや？と思って見ていると、そ

時折まぶたに浮かぶ。

の先生は腰をかがめ、バケツの水でブルブルッと

お友達と行くようになっていたのだ。
母は一命を取りとめたが、それから人が変わっ
てしまった。特に私に対してきつくあたるように

何日かして、夜、
「お父様たちがお帰りですよ」 なり、夏休み中、病床に伏した母の言いつけで使

顔を洗って、｢ 僕、帰ります ｣ と言いながら、腰

と誰かに揺すられた。ああ、よかった……とその

い走りが続いた。自転車が欲しいと言うと、足よ

にぶらさげた自分の手ぬぐいで気持ちよさそうに

まま、またぐっすり眠りに落ちた。

り確かなものはないの！と言下に拒絶された。遠

顔をふいた。

翌日、弟の眼のことを知った。原因がわからな

い立山の峰に向かって、暑い日差しを浴びながら、

本庭に面した十畳の部屋のすみに、縁側に向け

いのだが、この眼病の人は頭がいい、しかし、手

何十回走ったことだろう。同じ白い道を、小さな

て座り机があった。そこが私の城で、かばんも雑

術すると脳に影響するかも知れない、とお医者様

自分の影と共に。田舎から来た祖母が、

誌も、
焼芋もパンも一緒だった。留守番を始めて３、 に言われたという。両親は眼よりも頭を選んだ。 「なんぼ子供でもかわいそう。まとめて言いつけ
４日して、待ちに待った少女雑誌が来た。机に正

東京の盲学校へいれるには、幼すぎる。点字や他

座し、その美しいページをめくって終わりに近く

の教科書を注文し、父が勉強を教えるのだと、母

なった時、黒覆面に黒装束、こうもりに似た羽を

が言った。

なさいよ」
と注意したが、元気な子供だからいいと唯一言
でかたづけられた。

広げたおばけが、ページの中から私めがけて飛び

夏の終わり頃、汚れたままの私のおさげ頭に虱

かかって来た。どきっとしてぴしゃりと雑誌を閉

その夏、母は男の双子を生んで生死の境をさま

がわいて、ぼりぼり掻き、おできになった。びっ

じたまま、それは皆が帰ってきてからしばらく経

よった。日夜お医者や看護婦がつめかけ、母は一

くりした祖母が、一人で行かせればいいという母

つまで、開かれないままだった。

命をとりとめたものの、双子の一人は３日後に死

を振り切って医者へ連れて行った。私の頭は２、

んだ。

３センチ髪を残すばかりの丸坊主にされ、薬を塗

その頃から、先生の来られる時間がだんだん遅
くなって、私は門の前で待つようになった。外で

客間の金屏風のかげに、
死んだ弟は寝かせてあっ

られた。

待っていると、早く来てくださるような気がした。 た。私がそっと近づくと、ブーンと１匹のはえが

優しい祖母は、田舎へ帰る前、受け持ちの先生

夕暮れになって、鋭い立山の峰が灰色に変わるの

遺体から飛んだ。右の人差し指でその白い頬を

にすべてを話してくれたので、学校では誰一人冷

も心細かった。そんな時、一町ほど先の知り合い

ちょっと押すと、えくぼの形にくぼんだ。にっこ

やかす者はいなかった。

のおばさんが、家の前に立ってこちらを見ていた。 り笑っているようだ。
時々手を振っては、
いなくなったと思うとまた立っ 「まだおねんね？ 早くイエス様の所へお行き」
ている。やがて先生が、若侍のように勇ましげに

星の話

私はささやいた。その頃、サンデースクールに

雪国の秋は駆け足でやってくる。
			

12 月

（つづく）

小笠原 行秀

年が明けました。先ずはおめでとうございます。

竜川の向こう側は南アルプスの山並み。その上にです。飯田線川路駅から

さて肝心のお星さまの方はあまり変化がありません。その事情は、

山の上の三穂村までほぼ１里。その山道に勤め人、男子生徒、女子生徒、

薄明という言葉の説明から始まります。お日様が沈んだ途端に、世の

皆固まって歩くんです。あたりはもう暗くなりかけていました。一人では

中真っ暗になってお星さまきらきらなんてことはありません。ここで

心もとないんです。それが木星でした。あれから宵の木星を見たのはもう

は明るさが残っていて夏には 10 時過ぎてもテニスが出来ました。この

６回になりました。もう１回？ 厚かましい !!

薄明るい時間のことを天文薄明と言います。少し脱線しますが、文学

ここで少し惑星の話をしておきましょう。すいきんちかもくどてんかい

的には「たそがれ」
（夕方）
「かはたれ」
（夕方や明け方）という言葉が

めい。お経ではないんですよ。水星、金星、地球、火星、木星、土星、天

ありまして、宵の明星、明けの明星を探す時間にもなっています。そ

王星、海王星、冥王星。太陽系の主な惑星を太陽からの距離の順番に並べ

してこの薄明時間が、夏と冬では違います。夏が長く冬が短いのです。

たものです。高校地学の時間に習いましたね。もっとも、冥王星は数年前

その結果、私が眺めた星空はあまり変化がありませんでした。その分、

から惑星の枠から外されましたが。惑星とは太陽の引力系の中にあってそ

地上の Xmas light が賑やかになりました。

の周りを廻っている天体。ま、定義はここらでいいでしょう。空という緞

空は少ない変化ですが、少し付け加えますと、真東 30 度の高さにア

帳
（11 月号参照）
の中でその位置を変えていく星と覚えて頂いても結構です。

ルデバラン（Aldebaran）という星が目立つようになりました。その更

水星は、太陽から 28 度以上離れることはありません。その結果、見え

に上には、スバル星団があります。特に目立つ星はありませんが、淡

るのは日出前、日没後の極く短い時間で、それでも見られたら特別幸運と

い星が５つないし７つ８つ程も集まった星の塊で、一番明るい星でも

お考えください。金星はとても明るい星で、日の出前後の東の空、日没前

三等星です。不思議に印象に残りました。小学校 1 年生の時に覚えた

後の西の空に見られます。Venus という名前で、演歌なんかによく出てく

星です。未だ暗い朝のラジオ体操に行く途中に見つけました。その後、

る星です。火星――赤い色が特徴の星です。その色から、血、戦争を連想

何回となく夜空を見上げるたびに、
「あ、今日はあった」
「今日はない

し、不吉な星ということになっています。木星――金星と明るさを競う星

な～」の繰り返し。いつ頃からでしょう、スバルという名前は日本語

で、太陽を廻るのに約 12 年を要します。特別条件が良ければ、昼間でも見

だということを知ったのは。国語の時間に「枕草子」の冒頭「星はす

られます。私が帆船海王丸で実習していたときに、
帆と帆の間に見えました。

ばる……」と習ったときにはもう知っていました。

土星――この星を取り巻く数多くの月の輪が有名です。見た目には陰気な

もうひとつ、記憶に残った星は。それはうんと明るい星でした。天

www.thefraser.com

星です。惑星の話、今日はここまで。
月刊 ふれいざー Toronto

January 2022

Fraser Monthly Toronto

31

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。

＜明けましておめでとうございます＞
BETTER HOUSE BETTER LIFE を愛読いただき、 建友会の活動に、ご興味、ご意見、ご質問等が

トに始まり、詳細な納まり、施工計画、現場で

ありがとうございます。我々、建友会は、今年、 あれば、下記のホームページ、Facebook を参

の取付け手順等の検討を事前に行い、本年早々

2022 年で設立 10 年目となります。2021 年度

照ください。

から、それらの取付け工事を開始します。お近

会員数は、61 名、会の目的は、グレーターバン

Web : https://kenyukai.ca

くを通る機会があれば、目線をあげて、建物を

クーバーとその近郊で活躍する建築・建設及び

Facebook: www.facebook.com/kenyukai.ca

見てみてください。建築の魅力が満載されてい

周辺産業に従事する会員が互いに切磋琢磨し、

ますので。

幅広く深い技術力を持った集団に成長すること

オミクロン株の出現により、ＢＣ州でも規制

と、会員それぞれの事業の発展を促す環境整備

の強化が再度始まり、今だコロナ禍の出口が見

にしてください。

プロジェクトの詳細は、下記のサイトを参考

と相互協力を深めることです。設計関連（建築

えませんが、バンクーバーダウンタウン、その

Web : https://thebutterflyvancouver.ca

設計士、インテリアデザイナー、エンジニア、 近郊では、引き続き、建設工事が盛んに行われ
コンサルタント）、工事関連（コントラクター、 ています。現在、私がマネージしています The
大工、電気、コンクリート、省エネ、配管）、 Butterfly（故

建築家 Bing Thom 設計、）は、ダ

建友会は、今年も様々なイベント（現場見学
会、セミナー、座談会、講演会、親睦会など）

製造関連（住宅コンポーネント、建材製造、ド

ウンタウン Burrard と Nelson St. の教会の裏側

をできれば、対面形式で、必要・状況に応じて

ア、キャビネット、家具製造）、建材物流関連

に建設中です。パイプオルガンのパイプのよう

オンラインでの開催を計画しております。建友

（建材販売、運輸）、不動産開発、不動産、造園、 な形状の超高層コンド（57 階建、地下７階）です。 会会員以外の方でもご興味のある方は、是非、
林産科学等と、会員の職業・業務は、多岐にわ

ユニークな形をしたスチール製アーチ、真白な

たります。

GFRC、カーテンウォールが外観を覆い、また、 バンクーバーの日系コミュニティをさらに盛り

建友会は、異業種の会員が会の活動を通して、 アメニティとしての 50m 室内プールを覆うカー

我々の会の活動に参加していただき、一緒に、
上げていきましょう。

知識、情報、スキルなどを交換・共有をしたり、 テンウォールを支える 144 個のプリキャストリ
また時には業務を相互に依頼・提携したり出来

ブ等は、このプロジェクトのハイライトと言え

るような関係作りの場となっています。建友会、 ます。実物大モデルによるパフォーマンステス

明けましておめでとうございます

建友会会長
松原

昌輝 (MS Westcoast Homes Limited)

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

楽しいホリディシーズンを過ごされましたか？ 私は毎年 12 月は全てのクライエント様のお
宅にサンタとして訪問しています。そして一緒にサンタ帽とトナカイバンドをかぶり記念撮影を
することが 1 年の締めの行事となっています。皆さん、恥ずかしいと言いながら、結構楽しん
でくださいます。そして来年も一緒に写真をとりましょうね、と私は心の中でつぶやきます。
新年は門出の時ですが、いきなり元旦になれば新しい事が始まるわけではなく、去年の延長に
今年があります。たとえば去年はどんな事があったかと振り返ると、コロナ下であっても全ての
クライエント様がコロナと無縁でお元気に過ごしてくださいました。そして人財育成にも励んだ
年で「気づきメール」という意見交換を介護士間で行い体験の共有や討論を重ね、まさに沢山の
人財ができました。
姉妹 NPO の West Coast Healthy Memory Society も素晴らしい活躍を見せました。カナダ全土
において脳の運動教室を展開し、のべ 600 名以上の方が参加、今月から第 10 期が 25 人でスター
トします。脳トレ大好き人口が増えることは嬉し限りです。今年もどんどんオンラインを通して
色々な地域の方とお会いできることを楽しみにしています。
全ての事が順調に行くことなど世の中にはあり得ませんが、振り返ってみれば、なかなか
2021 年も良い年でした。そしてそれは私達の活動を支え
て下さる皆様のおかげです。ニコニコのクライエント様、
介護士、脳運の参加者、ファシリティター、日本外務省、
全ての力が集まれば、しっかりと結果がでてくると感じ
ています。今年の 12 月に向かって私達は新しい年を歩き
始めました。さあ、どんな 1 年が待っているか、ワクワ
クですね。今年もどうぞよろしくお願い致します。		
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広告の御用命は下記まで

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

コミュニティ団体の非営利

イベントのお知らせ などにも、

ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。 広告掲載 の
御用命もお待ちしております。

（続く）

Fraser Monthly Toronto

We are 29 years old!

不動産あれこれ
不動産あれこれ
2021 年 12 月 の TREB 全 域 の 全 物 件 タ イ

チ ) が +28.8%( 市 内 +14.9%。 市 外 +33.3%)、 への特別税、など政府は需要側を抑えて来まし

プ の 平 均 価 格 は $1,157,849 で、 昨 年 同 月 の

準 戸 建 て ( セ ミ デ タ ッ チ ) が +25.6%( 市 内

たがどれも短期的な影響で終わっています。そ

$932,297 から +24.2% となりました。

+15.7%、市外 +33.7%)、最後にコンドアパート

れどころか、それら政策下でも伸び続ける不動

が +18.5%( 市内 +16.8%、市外 +23.4%) の順に

産マーケットを消費者は安全安定した投資と捉

並んでいます。

え、参入を加速させている面もあると思われま

12 月 の 総 取 引 数 は 6,031 件 で 2020 年 12
月 比 -15.7% の 減 少、 新 規 リ ス テ ィ ン グ 数 は
11.9%、有効リスティング数は -59.0% と先月

市外の伸びが顕著ですが、コンドアパート以

す。かと言って供給サイドは急に伸びる訳も無

に引き続き半数以下となっています。売り出

外はなんと +30% を超す上昇、コンドでさえ

く、建設建築セクターと綿密な協力体制を組み

し物件数の不足が競争を激化させているのは

+20% 以上と言う驚きの結果です。既に高いト

ながら実現可能な範囲でとなりますね。

間違いありません。平均売却日数は -45.7% と

ロントを避け、買い手は市外に狙いを定めてい

マーケットは昨年同月の倍に近い速さで動いて

るのは引き続き変わりません。

2022 年内には Bank of Canada が基本レート
を幾度か上げる方針を打ち出しています。それ

います。物件タイプ別に平均価格を見てみます

この急騰する不動産価格を緩和するには供給

と、タウンハウスが +29.4%( 市内 +18.3%、市

の増加が一番良い結果を生むと見られていま

外 +33.2％ ) でトップに立ち、戸建て ( デタッ

す。過去にも主住宅への増税、外国籍バイヤー

がマーケットのどんな影響を与えるか注視して
行きましょう。

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。
■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
お気軽に日本語でお問合せください。
Sales Representative

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

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

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

www.thefraser.com
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御伽草子
ぎ

ぞ

梵天国

と

う

し

さ て、 帝 に 梵 天 王 の 自 筆 の 御 判 を 差
かと、女房たちも御乳母も微かなのぞ

言が天から降って帰っていらっしゃる

「姫。出ておいで」

びになるのであった。

る ご 様 子、 お 気 の 毒 と し か 言 い よ う

さって泣く泣く心乱れていらっしゃ

広滝 道代

し 上 げ る と、 中 納 言 は、 矢 も た て も た

がない。

いつの間にか庭の落ち葉もそよそ

あった。

ち ょ う ど 時 節 は 秋、 八 月 の 半 ば で

と、 涙 声 で、 言 葉 ど お り、 さ ら に 心

込まれてしまう。

だ が、 中 納 言 の お 声 は 部 屋 に 吸 い

底お呼びになるのであった。

みを抱いていたからでもあった。
それが、夢かうつつかこうして中納
思いもかけない成り行きに、心がつい

言をお迎えすることになり、ただただ

な る と、 屋 敷 内 は、 な に も か も 中 納 言

よ と 音 を 立 て て、 松 を 吹 く 風 も ひ と

（ 姫 君 は、 ど こ に 消 え て し ま わ れ た の

（つづく）

り寝の臥所に寒々と聞こえるので

（ あ あ、 夢 な ら ば 覚 め ろ …。 だ が、 う
つつならば…）
と、 お 考 え に な る と、 あ ま り の 悲 し
さ に 胸 が つ ぶ れ、 そ の 場 に う つ 伏 し
て泣きくずれておしまいになった。
（ こ ん な 目 に あ う よ り ほ か に、 思 い も

な ど と、 お 思 い に な り 悲 し み が 胸 に
せまるのであった。
会うこともないままに…）

（ や は り う つ つ の 事 な の だ。 も う 一 度
な ど と 、何 も か も い っ さ い 思 い 続 け な

		

か…）

（ こ れ は、 夢 だ ろ う か。 い や、 や は り

と 、言 っ て も 始 ま ら な い お 思 い で あ る 。

乳母たちなので、中納言が梵天国にお

うつつのことなのか）

ずっとお世話申してきた女房たちや御

お小さくていらっしゃったころから

ていかない。

中納言は、こうした運命で

のぼりになってからはふさぎこんで、

と、お思いになる。

（こんなこともあるのだろう）
と、お思いになりながら

たとえようもない今のご境遇をひどく

納言がお帰りになった後も、不吉なま
で泣き合っていらっしゃる。

中納言は、

（愛する姫君を残して梵天国にのぼっ

悲しいと思われているのであった。

るかもしれない）
な ど と、 辺 り を 見 回 し な が ら お 思 い に
なるのであった。
るかわからない…）

（ 狂 い に 狂 っ た 世 の 中 で は、 何 が 起 こ

ところで、姫君の居間は、枕も、使
部屋のあるじのほのかなぬくもりさ

い慣れた夜具もそのままである。

す る と、 は く も ん 王 が 侵 入 し て き た

かけないことってどのようなことが
「 姫 。か く れ て い る な ら 出 て お い で … 」
と、仰せになる。
姫君がいらっしゃるはずもないこと
を悟っていらっしゃっても、中納言は
我慢しきれずに、なお、むなしくお呼

あろうか…）

え残っているかと思われるほどである。

中 納 言 が お 出 ま し な さ る と こ ろ を、
女房たちがのぞいて拝する。
女 房 た ち や 御 乳 母 は、 中 納 言 を 拝 す
る や い な や、 思 い に 沈 ん で い っ せ い に
泣き伏されるのであった。

中納言は、

あ と が 、ま だ な ま な ま し く 残 っ て い た 。

などと、屋敷の様子をうかがわれる。

悲しさばかりが尽きることなく、中

た の だ か ら、 今 ま で 以 上 の こ と も 起 こ

あった。

が梵天国にのぼる前のままであった。

屋 敷 内 に 足 を 踏 み 入 れ ら れ、 ご 覧 に

屋敷内はひっそりしていた。

まらずご自分の屋敷にお帰りになった。

（その三十八）

ぼ
ん
て
ん
こ
く

無 理 も な い こ と、 も し か し た ら 中 納
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田中 裕介
日系人強制収容から 80 周年

日系人はこうして戦争に飲み込まれていった
今年は日系人の強制収容から 80 年目である。 と胆力は特筆に値する。
青天の霹靂という言葉そのままに、1941 年 12

戦争末期、政府は「戦争終結後に日本に帰る

月 7 日朝、真珠湾攻撃が日系人の日常をひっく

か、カナダに忠誠を尽くし、東部に再定住するか」

り返した。当時の文献には、不安に怯える姿の

と全員に選択を迫った。この時、川尻さんは収

向こうに、政局に翻弄され続けた影が見える。 容所の全体会議ではっきりと、
「私はカナダ人と
一世の多くは 20 代、30 代の労働者だったが、 して育った二世のためにカナダに残る」と答え
異文化と人種差別に晒されながら、日本人の誇

たという。翌日、案の定、国粋主義者たちに取

りを失うまいと苦闘していた。

り巻かれボコボコにされそうになったが、川尻

戦前の一世たちは大きく２つに分けられる。 さんは毅然と抗弁した。
神国日本を信奉する国粋主義者たちと、ここに

「私は愛国心ならば誰にも退けは取らない。だ

紹介する BC 州ヘネーの日本語学校校長・有賀

が、移民には移民の使命がある。戦争が終わっ

千代吉さんのように、カナダに同化しつつもア

て日本人がカナダに入ってきた時、ここに日本人

イデンティティを維持しようとする人たちがい

が一人もいなかったでは移民の恥ではないか」と

た。皮肉なことに、開戦後、最初にスパイ容疑

言った。これを聞いた国粋主義者たちは深く納得

源は日系新聞のみだったが、日本では通信社は

者として逮捕されたのは、こういった日加の橋

し立ち去ったという。なぜなら、彼らは「日本が

統合され対外情報は一元化されていた。日系社

渡し役の日本語教師たちだった。以下は、有賀

戦争に勝利した後に」と解釈したからだ。それ

会は、アジアを西洋列強から解放するという大

千代吉著「ロッキーの誘惑」の第 1 章だ。

もそのはず、日系社会は領事館関係者が流した

義のもとに侵略を進める日本政府の策動に乗っ

とされる、
「収容所にいた者は戦後 35 万円の賠

ていった。1937 年、南京虐殺の惨状が新聞で報

同化適応か忠君愛国か

有賀千代吉著「ロッキーの誘惑」
（1952 年・立教小学校刊）

償金が貰える」という噂を信じ込んでいたのだ。 道されると、北米の中国系社会は反発して国民

真珠湾攻撃の 5 日後、外に出て郵便受けを開け

一方、川尻さんは「日本に勝ち目がないことは

党を支持する集会が行われた。日本に対する北

た時、連邦警察の車が来て「あなたが有賀君です

カナダの新聞を読んで知っていた」という。彼

米社会の怒りは、日系人への差別に転化された。

か」と声をかけられた。バンクーバーまで同行願

らが噂を信じていることを逆手にとったのだ。

いたいという。その「ほんの２、３日」の取り調
べが、２年数ヶ月の捕虜生活の始まりだった。
直後のショック状態が収まるに連れ、一世の

大本営発表と一世たち
遡って、第一次世界大戦の後、カナダ政府は

日本政府は日本側の主張を海外で発信するため
に、各地で国策の英字新聞を発行した。日系米人
二世・ビル・ホソカワが国策新聞に関わっていた
ことは本人が認めている。実は、カナダでも領事

多くは「とうとうやったか！」
、
「胸は軽く、口

英国に働きかけ日英同盟を破棄させた。そして、 館が資金提供して同じことをしていたのだ。

笛でも吹きたくなった」
（宮崎孝一郎「明けゆく

BC 州政府は日系人の漁労許可証の４割停止を断

菊池孝育著「岩手の先人とカナダ」の「ニュー

百年」
）のが本音だった。

行した。ヘネー農会の井上次郎は見兼ねて、
「落

カナディアン紙発刊をめぐって」の章には、開

一方、有賀さんは、生徒たちに「良きカナダ

伍者をだしては日本人の恥だ」と失業者を迎え

戦時に副領事だった小川徳助氏とトロント在住

人となれ」と指導していた。バンクーバーの「明

入れた。だが、この善意はいわば仇となって返

二世・沖広洪一郎氏が、1970 年代に交換した私

和学園」も同化適応派で、校長の青木正義は日

されることになる。漁業から転じてきた人たち

信が掲載されている。
「支那事変が拡大し日本及

本人労働組合に属していた。

は、ヘネーのリーダーたちが基督教に依拠し同

び日本人に対する風当たりが強く非難が烈しく

他の日本語学校も表向きはカナダへの同化を

化を目指していることに反旗を翻し、仏教会を

なったので之に対する緩和の一策として、東信

謳っていたが、教員たちは皇国教育の指導者だっ

設立した。これは、日本の戦争協力に否定的だっ

夫・大内雄の両君と計り表向きは二世の啓発紙

た。二世たちの中にはそれがいやで、
「日本語学

た従来のヘネー共同体の分裂を意味した。

として小新聞を刊行することとし……」
、
「領事

校へ行かずに、日本人労組が発行していた『民

一方、バンクーバーの日本人会は領事館から

館との関係は極秘とし大戦発生と同時に同紙に

衆』の新聞配達をしていた」という東信夫（後 「保証権」という名目で資金援助を受けていた。 対する補助関係の領事館会計簿（毎月三百弗補
のニューカナディアン編集者）がいた。
朝日軍の捕手ケン・クツカケは、戦争前のグ

賭博場「昭和倶楽部」のボス森井悦二は、日本

助）と小生の日記を焼却して終いました」とある。

人会の中に時局委員会を設置し、米国による日

だが、結果として「領事館は日系二世の手玉

ランドはまるで戦場だった言う。1930 年の優勝

本への輸出禁止に抗して、アルミホイル、医薬品、 にとられたことになろう」と菊池は記している。

決定戦では対戦相手の白人投手が、朝日軍の３

慰問袋を集めて密かに祖国に送っていた。連邦

編集者トム・生山のカナダに対する忠誠心は揺

選手の頭に死球を投げて昏倒させ、観客が乱入

警察がそれを察知しないはずはない。戦争史家

るがなかったのだ。

して大混乱となった。

グラナシュタインは、BC 州に渦巻く日系人に対

有賀千代吉著「ロッキーの誘惑」は、日系人

する怒りは危険な状態で、
「強制収容は日系人保

が戦後も恥として語らなかった過去が赤裸々に

護のために必要だった」としている。

描かれている。そのためか、未だに英訳されず

1942 年２月、カナダ政府は、18 歳以上の日
系人男子を道路建設キャンプに送った。当時 44
歳の川尻岩一がその長老格だったが、彼の知力

www.thefraser.com
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心 のケ ア
心のきらり 本当の自分への旅
心理カウンセラー

＝意識を向ける＝

カサクラング 千冬

新年、明けましておめでとうございます。

れが続くと、身体に無理がいき精神的にもリラッ

2022 年がやってまいりました。規制が再度厳

クスできず、どんどん疲労が溜まっていきます。

より現実が変わるということです。
もしどうしてもコロナの心配から意識を離せ

しくなった中、皆様はどんなことを感じながら

常に心配するということは、身体や心に無理が

ないと思われても、どうぞご自分を責めないで

この年末を過ごされたでしょうか。

かかってしまうということです。感情はあなた

下さい。心配してしまう自分をそのまま受け入

色々な気持ちが顔を出したのではないかと思

をガイドしてくれる大切なシステムです。不快

れてあげて下さい。心配が止められない裏には

います。不安、恐怖、怒り、悲しみ。コロナの

な感情は、あなたが嫌なこと、やりたくないこ

理由があるはずです。それを突き止めて下さい。

出現に目を向けると複雑で不快な感情が湧き出

と、考えたくないことに目が向いていると知ら

答えはいつも私達自身の中にあります。心配を

ても当然ですが、あなたはこの不快な感情をい

せてくれます。身体が闘争準備に入っていると、 する時間を決めてしまうのも一つの手です。例

つまで持ち続けますか？ コロナが起こした悲

休まらず細胞も修正できないからです。副交感

えば１日１時間、好きなだけ心配をして下さい。

劇や災難に意識を向け続けると、この不快な感

神経を優勢にし身体をリラックスさせて休養さ

頭の中での想像もとことん進めて下さい。そし

情も続きます。

もちろんコロナがまるで存在

せるには、あなたがまず心地良く感じる必要が

て１時間後、自分が心地良くなることに意識を

しないかのように過ごせということではありま

あります。それに目を向けると、脳が身体に「危

向けて下さい。こうして、自分がどこに意識を

せん。自分を守り周りの人を守るために十分注

険は去ったからリラックスしてよい」と命令を

向けるかを選択できることを身体で感じて下さ

意をし、規制や規則に従う必要はあります。で

出します。そして副交感神経が優位になり身体

い。

すが、毎日の生活の中で常にコロナに目を向け

が休養し始めます。

次回のオンラインセミナーは２月 12 日 ( 土曜

不安や恐怖を感じ続けるということは、常に神

原始時代のように恐竜が目の前に現れ闘争か

日 ) 午後４時からです。テーマは「自分のサポー

経を張りつめている「闘争、逃走本能」で生活

逃走するしか道がない危険な状況は、幸せなこ

トになること」
。前回のセミナーのテーマ、自分

をするということです。

とに現代では激減しました。つまりどこに目を

軸も説明しながら進めたいと思います。２月の

つまり、緊張して何にでも敏感になり交感神

向けるかによって、闘争態勢にも身体を休めリ

セミナーでまた皆様にお会いできることを楽し

経が優位になっている状態です。身体は全力で

ラックスする状態にも自分が選ぶことができる

みにしております。

戦おうとしているため全く休養できません。こ

ようになりました。これが、あなたの捉え方に

参 加 ご 希 望 の 方 は chifuyu@sadecounselling.
com までご連絡ください。
www.sadecounselling.com

屠蘇散（とそさん）
お正月といえば、お屠蘇、というのは昔のことになったようです。お正月
の浮かれた気分のことをお屠蘇気分と言ったりしますが、酔うほどお屠蘇を
飲む人はまずいないのではないでしょうか。お正月に出される普通のお酒を
全部お屠蘇と称して、こういう表現をしているのだと思います。

楽しんでみるのはいかがでしょう。
日本酒に砂糖を少し加え、お茶パックに好みのスパイスをブレンドして浸
しておきます。一晩つけておけば香りがかなり移ります。
飲みにくいものを無理に飲むよりは、楽しめるものにして、この習慣を後

古代中国で始まった屠蘇は鬼を追い払う、殺す、という意味で、屠蘇の屠

世に伝えていきたいですね。陳皮はレモンピールでもよいのですが、山椒の

は、屠（ほふ）るということです。蘇は悪鬼のことだとか。スパイスが腐敗

花（椒花）とともに、中国系の薬屋さんや食品店で手に入ります。自分の好

を防いだり、解毒の作用を持っていることを、昔の人は経験から知っていた

みのブレンドを作ってみましょう。

のでしょう。
お屠蘇のいただき方はさまざまですし、時代によってもかわってきていま
す。昔は猛毒のトリカブトやおけらや大黄（下剤になる）などを入れていた
らしいのですが、現代ではそのようなものはいれず、また手に入りにくい材
料も、一般的なものに置き換えられています。
屠蘇散の入った屠蘇袋は、私たちにとってはなじみの薄い香りであり、日
本の香りというより、とてもエキゾチックな香りですし、本当のお屠蘇は香
りがきつくて飲みにくいと感じる人が多いでしょう。薬臭いという人もいま
す。
もともと薬であったので、それはしかたがないのですが、お正月に一度だ
け飲んでも無病息災は期待できないことは現代人にはわかっていることでも
あるし、ここは、伝統的なものは残しても、現代風にアレンジしたお屠蘇を
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お屠蘇
【材料】

日本酒とみりん あわせて 300ml、クローヴ、
シナモンスティック（砕く）
、山椒（さんしょう）の花、
陳皮（ちんぴ）
、フェンネルシード、ミント、しょうがなど

【作り方】 日本酒とみりんを好みの割合で合わせる。スパイスも好み
の量をお茶パックにいれ、袋の口をしっかりと縛って屠蘇
袋を作る。これをお酒の中に一晩
（8 時間くらい）
浸しておき、
香りが出たら取り除く（入れたままにしておくとにごるこ
とがある）
。
（文：てぬきねこ、レシピ：http://plaza.rakuten.co.jp/tenukineko）

We are 29 years old!

謎の黒衣の男が跋扈し、次々と起こる謎めいた殺人。 ■アントワネット

文芸
■真夜中のマリオネット

知念 実希人著
集英社 ￥1450

私が救ったのは、天使か、悪魔か――。遺体をバ

ロベルト ヴェラーヘン著
集英社 ￥1700

作者渾身のシリーズ第三作は、異常なロジックと奇
矯なトリックが炸裂する傑作変格ミステリ！

几帳面な「ぼく」と自由なアントワネットは、愛

■威風堂々（上・下）～幕末佐賀風雲録 ～伊東 潤著

に満ちた理想の二人だった。子供に恵まれないこ

中央公論新社 ￥1800

とをのぞいては。不妊治療に臨む夫婦を夫の視点

婚約者を殺された救急医の秋穂は、悲しみを抱え

天保九年、九州の佐賀城下から激動の幕末へ乗り

から描く、オランダ気鋭の小説家による文芸作品。

ながらもなんとか職場に復帰をしたところだった。

出した若き重信。西郷隆盛、
大久保利通、
坂本龍馬、 ■おとなってこまっちゃう ハビエル・マルピカ著

■さもなくば黙れ

岩崎弥太郎をはじめ錚々たる志士たちと巡り会い、

ラバラにする殺人鬼――通称「真夜中の解体魔」
。

			

平山 瑞穂著
論創社 ￥1800

		

偕成社 ￥1600

佐賀の、そして日本の未来のために奔走する！

おじいちゃんが結婚することになった！ママと同じ

■黛家の兄弟

砂原 浩太朗著

くらいの年の人と！素直になれないおとなたちと、

ザーを利用した相互監視システムが構築され、どん

講談社 ￥1800

9 歳のサラがまきおこすメキシコからやってきた

な理由であれ、適合できない人々は「アンプラ」と

第 165 回直木賞、第 34 回山本周五郎賞候補『高

呼ばれ、地域住民による排斥運動に悩まされる。

瀬左衛門御留書』の砂原浩太朗が描く、陥穽あり、 ■子供たちの聖書

■日々のきのこ

乱刃あり、青春ありの躍動感溢れる時代小説。政

コロナ禍から 10 年が経過した日本の社会 --。バイ

高原 英理著
河出書房新社 ￥2200

ファミリーコメディ。
リディア・ミレット著
みすず書房 ￥3200
大学で親しかった仲間が東海岸の大屋敷を共同で借り

争の嵐の中、三兄弟の絆が試される。

まるまるとした茶色いものたちが一面に出ていて、 ■プーさんの戦争 ～世界一有名なクマのお話 ～

過ごす夏休み。そこに超弩級の暴風雨が襲来し建物も

リンジー・マティック 著 評論社 ￥1800

電力もやられてしまう。気候変動、経済格差社会、世

季節だなと思う。どれもきのこである。――きのこ、

。あのプーさんにはモデルがいた。 代間の断絶という今ここにある現実を、子供たちの冒
きのこ、きのこ！ 奇才が贈る新たなる「きのこ 「クマのプーさん」
予言的で痛切ながら溌剌とした「気候フィ
カナダの森で生まれた子グマが、一人の獣医師と出 険譚とした、
文学」の傑作、誕生。
■愚かな薔薇

恩田 陸著
徳間書店 ￥2000

これは 21 世紀の「地球幼年期の終わり」だ。山

会い、カナダ軍のマスコットになって、大西洋をわ

クション」
の名作。全米図書賞最終候補となり、
「ニュー

たる。巻末には、当時の貴重な写真や資料が。

ヨーク・タイムズ」年間ベストテンに選ばれた。

■火守

■フィッシャーマン 漁り人の伝説 ジョン・ラン

劉 慈欣著
KADOKAWA ￥1500

間の夏祭りの中で少年や少女が変化していく。進

ガン著

新紀元社 ￥2000

化なのか？ 人類はどこへ向かうのか？巡る星々。 サシャは東の孤島に立っていた。彼をこの世界の果

ニューヨーク州北部を人知れず流れる川、ダッチ

過去と未来。愛、愛はどこへ行くのか？

てに放り出した帆船が、海と空の境界線に消えてい

マンズ・クリーク。2016 年ブラム・ストーカー賞

■血の歌

く。最東端の島は、海に露出した錆さびた鉄片のよ

長編賞受賞作。21 世紀アメリカのホラー界を先導

うだった。周囲には命の気配すらない。

する俊英の代表作、ついに邦訳！

なかにし 礼 著
朝日新聞出版 ￥1300

痛ましい歌声が、俺の胸を血まみれにする。戦争

■安魂

周 大新著

の昂揚と絶望、そして戦後の果てない堕落。兄の

河出書房新社 ￥3300

人生を見つめたその娘は、
「謎の歌手」に生まれ変

難病で息子を亡くした父と、死後の息子の魂の往

わった。

還。後悔と懺悔、寛容と慰めに満ちた感動の物語。

■弔い月の下にて
			

倉野 憲比古著
行舟文化 ￥1600

やがて息子は古今東西の賢人から大切な教えを得
る。

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

根

隠
→

冠

→

細

→

→

駄

洞
問題は p.13

www.thefraser.com

→

→

→

→

耐

片

2021 年 10 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
私が見た未来 完全版 たつき 諒
飛鳥新社
聖域 コムドット やまと
KADOKAWA
変な家 雨穴
飛鳥新社
民王 シベリアの陰謀 池井戸 潤
KADOKAWA
僕のヒーローアカデミア 雄英白書 桜 堀越 耕平 / 誉司 アンリ 集英社
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー（２） ブレイディみかこ 新潮社
ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版
九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 小学館
透明な螺旋 野圭吾
文藝春秋
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
嫌われた監督 鈴木忠平
文藝春秋
さよならも言えないうちに 川口俊和 サンマーク出版
70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹
詩想社
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
アホか。 百田尚樹
新潮社
老いる意味 森村誠一
中央公論新社
老いの福袋 樋口恵子
中央公論新社
デジタル・ファシズム 堤 未果 ＮＨＫ出版
倒産続きの彼女 新川帆立
宝島社
純猥談私もただの女の子なんだ 純猥談編集部（編） 河出書房新社

答：46 ページ
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そうだ！

起業しよう !

＝誰でもできるカナダでの起業 How To ＝

ホリンジャー アンジェラ

CeCan Business Development 社長

こんにちは！

初めまして。アンジェラです。 点を実行することをお勧めします。

今月から個人事業の起業を考えていらっしゃ
る方を対象に初級の起業ステップを連載しま

◆ 家族の理解を得る

◆ 自分をよく知っておく
自分の夢を実現するためにフルタイムの仕事
を辞めて、パッションであるお菓子作りの才能

Startup 時の初期投資は事業の内容や規模に

を生かして、スイーツの店をオンラインでス

“コロナでワークの状況が 180 度変わってし

もよりますが、自分で用意する場合が多いで

タートしたところ大成功でした！などといった

まったから、この機会にずっと夢見ていたビジ

しょう。その場合家族の生活にも影響がありま

夢物語が紹介されています。パッションはとて

ネスをスタートしてみたいな。だけど、どこか

すし、経済的負担がかかります。そして、配偶者・

も大事ですが、それだけではうまくいかないの

らどう始めたらよいだろう？”

パートナーやお子さんがいらっしゃる場合は、 がビジネスです。

す。

起業したいけど、あまり資金もないし借金す

これからモーレツに週 70 時間ぐらい働くよう

趣味に終わらないように、長期にわたって利

るのはいやだな。英語ではここの起業情報が

な生活が始まりますが（一般的にそのぐらい頑

益を出していくためには、自分の長所短所を

いっぱいあるけど、分かりにくいな、敷居がた

張らなくては成功しないと言われています）ど

しっかり見極めることも必要です。例えば、お

かいな、と思っていらっしゃいますか？

うやってワークライフバランスを取っていくか

菓子を作るのはプロ並みで、他で見かけないよ

話し合うことも大事だと思います。

うな美しいケーキを作れるけれど、営業は苦手

折角

のチャンス到来！起業してみませんか。
この連載では、カナダでの起業 “How-to” を
分かりやすくご説明していきます。

でも、大丈夫！

自分が社長ということは、 とか、数字とにらめっこするのが苦手とか。何

自分で働き方やタイミングも選べるということ

か始めるのは好きだけど、飽きやすい、一貫性

カナダで起業するにあたって、英語のドキュ

ですから、なんとかなります。Startup で軌道

がないとか。そういう場合、誰か自分が苦手な

メントや資料を目にすることが多くなりますの

に乗るまで経済的に大変ですが、家族が理解し

ところをカバーしてくれるビジネスパートナー

で、ここではキーワードはそのまま英単語を使

てくれ、共にゴールを目指していると思うと精

と起業する方法もあります。また、今では様々

います。それによって、皆さんが英語ビジネス

神的に強くなれることでしょう。

なウェブ上のセールスツールがあるので、営業

用語に慣れるきっかけになればな～、と願って

やマーケティングが苦手であれば amazon や

います。

shopifty、もっと小規模のところでは etsy を利
用するのも一つの方法だと思います。数字に弱
ければ便利なクラウド基本の会計ツールやソフ

５年後にも survive している
堅実なビジネスにするために

トウェアもあります。きっとあなたに合ったソ
リューションが見つけられるでしょう。

カナダにおいて Startup（新規事業）してか

◆ ビジネスプラン

ら５年後に生き残っているビジネスは 70％で
す。最初の１年で約 20％が失敗しています。サ

ビジネスプランは、時に GPS のようなもの

バイバーになるためには、スタート前に次の４

だと言われます。ただ手さぐりで歩いていくの
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We are 29 years old!

初期投資が少なくリスクも低いビジ
ネスからスタート
今一番儲かっている Startup は、ご想像通り
オンラインビジネスです。2020 年に 82％のカ
ナディアンがオンラインで 844 億ドルを消費し
ています。それがコロナ前の 2018 年には 74％
で 574 億ドルでしたから、コロナ渦中オンラ
インショッピングの需要が伸びていることが分
かります。コロナ禍が長引いて、Generation X
ではなく、ゴールを達成するための不可欠な （1965 年 ~1980 年）以上の世代の消費者数も伸
ツールになります。ビジネスプランを書くため びています。この世代には、それまではセキュ
には、市場調査をしなければなりませんし、自

リティに不安があり利用を躊躇されていたネッ

分がビジネス展開するための strategy（戦略） トショッピング利用に頼らざるをえなくなり、
revenue model（収益をどのように得るのか説 敷居が低くなった結果だと思います。
明）、お金の流れをなどを深く掘り下げる必要

また、一昔前はウェブサイトを立ち上げると

があるので、自分のビジネスを考えるよい機会

なると高いフィーを払ってプロを雇ったり、IT

になります。状況が変わったりしたときや四半

に詳しい人に頼らざるをえませんでした。あ

期ごとに見直し、ビジネスのゴール達成のため

りがたいことにテクノロジーやサービスも進

に “生きたドキュメント” にしておくと良いと

化して、今では安価で簡単にできるウェブサ

思います。これは Startup で銀行から借り入れ

イ ト 立 ち 上 げ サ ー ビ ス（Wix、Squarespace、

を考えているビジネスには必ず必要になってき

GoDaddy などの website builder）
があることや、

ます。便利な世の中になってきて、例えば RBC

ネットで何か売りたいと考えた場合も様々なサ

銀行のウェブサイトには簡単にビジネスプラン

ポートを提供しているビジネスサイトがありま

を作れるツールがあります。

す。Startup するにあたって初期投資が少なく
済むことも、ネットを主軸としたビジネスが流

ビジネスプランのメインとなるコンポーネン
トは次のような内容です。
〇 Business Description

ビジネスがどのよう

なものか説明
〇 Industry Background

ビジネスの産業背景

の説明 （サイズやトレンドなど）
〇 Competitive Analysis
〇 Market Analysis

競合ビジネスの分析
市場分析

〇 Management Summary

経営者、経営陣の

紹介
〇 Operations Plan

どのように会社を運営して

いくのかを説明
〇 Marketing plan マーケティングをどのよう

行っている理由でしょう。

＊＊＊注目されるカナダのトレンド＊＊＊
ホスピタリティと食関連の
		
産業を離れて起業へ
世界的にホスピタリティと食関連の産業は
COVID-19 の影響を多大に受けました。特に長
引くコロナ禍でチャイルドケアが容易に見つけ
られなくなったばかりか、学校もオンラインで
す。仕事をしている親にとってはピンチ！です。
パンデミックの収束がいつやってくるのか先が
見えず、その産業で働いていた多くのワーカー
が職を離れ（2021 年前半で 9 万人、前年同時
期は 1 万人）、起業をする人が増えました。

増える女性 entrepreneurs
カナダには約 350 万人の entrepreneurs がい
ますが、その内男性 ３名に対して女性は２名、
まだ半数を満たしていません。しかしながら、
子育てをしながら手軽に在宅でオンラインを
使ったビジネスが活発になっている今、これか
ら女性の活躍の場がますます増えてくると言わ
れています。

に展開していくのか説明
〇 Financial Plan

Startup に ど の ぐ ら い の 初

期投資が必要か、運営コストがどのぐらいか
かるかなどの説明

◆ 資金調達の目途をつけておく
家 を 抵 当 に 2nd mortgage を 組 む、line of
credit を利用する、持っているクレジットカー
ド全部マックスまで使う！というのはよく耳に
します。銀行、家族、友人から借入する人もい
ます。近年クラウドファンディングも盛んにな
りました。
【 参 考 】：file:///C:/Users/user/Downloads/SC_2020_Entrepreneur_Census_Report.pdf
｜ file:///C:/Users/user/Downloads/bdc-etude-sbw-nation-entrepreneurs.pdf ｜ www150.statcan.
gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=3310027001&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=2.1&cubeTimeFrame.startMonth=01&cubeTimeFrame.startYear=2021&cubeTimeFrame.
endMonth=12&cubeTimeFrame.endYear=2021&referencePeriods=20210101%2C20211201 ｜ www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-m2021048-eng.htm
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A Hero

being the ricardos

Belfast

c'mon c'mon

house of gucci

king richard

licorice pizza

映画評論家

Raymond Tomlin
2022 年のオスカー・レースにフォーカス！
第 94 回アカデミー賞授賞式が刻一刻と近づく

ズンに注目された同じく古典の『Mank』と同じ

ナー的な立ち位置だ。今年のシンデレラストー

につれ、そして批評家たちが有力作品を 1 本残ら

道を辿るかもしれない。同作は、作品賞、監督賞、 リーの主役になるかもしれない。

ず見るにつれ、オスカー予想も佳境に入る。授賞

脚本賞、主演男優賞、主演女優賞、撮影賞、衣装

式の夜に輝きを放つノミネート作品は、授賞式を

デザイン賞、メイクアップ＆ヘアスタイリング賞、 Story』 の ゼ グ ラ ー や『Licorice Pizza』 の ア ラ

このほか有力視されているのが、
『West Side

7 週間後に控えた 2022 年２月８日に発表される。 作曲賞、美術賞、音響賞でノミネートされていた。 ナ・ハイム、過去の受賞者でもある『Parallel
まず、スティーブン・スピルバーグ監督が初

作品賞の有力候補には、ディズニーの『West

Mothers』 の ペ ネ ロ ペ・ ク ル ス、
『Being the

参戦したミュージカル・ジャンルの『West Side

Side Story』
、フォーカスの『Belfast』
、ワーナー

Ricardos』のニコール・キッドマン、
『The Lost

Story』について。この名作ミュージカルが初め

の『King Richard』などが挙げられる。いずれも

Daughter』のオリヴィア・コールマン、
『House

て映画化されたのは 1961 年だが、初の映画版は

幅広い層に受け入れられ、心揺さぶられる物語

of Gucci』のレディー・ガガら。

オスカーで作品賞をはじめ 10 部門を受賞した。 だ（オスカーで抜きん出るための必須要素）
。そ
つまり異常なまでにハードルの高いリメイクと

のすぐ後を追うのが、Netflix の『The Power of

なったわけだが、批評家らを驚かせているのは、 the Dog』
、ワーナーの『Dune』
、Netflix の『Tick,
「スピルバーグ版はオリジナルを上回る」という
結論に達したこと。

Tick… Boom!』
、A24 の『C'mon C'mon』
、アマ

助演男優賞は漠然とした感じだが、ほとんどの
ノミネートが以下の作品からになりそうだ。そ
の作品とは、
『Belfast』
（ジェイミー・ドーナン、
キアラン・ハインズ）
、
『The Power of the Dog』

ゾンの『Being the Ricardos』
、MGM/ ユナイテッ （ジェシー・プレモンス、コディ・スミット＝マ

特筆すべきは、主演の演技の素晴らしさだ。

ド・アーティスツの『Licorice Pizza』といった

クフィー）
、
『West Side Story』
（デイヴィッド・

本作のマリア役で銀幕デビューを果たした 20

ところか。それぞれ熱狂的なファンを持つ作品ば

アルヴァレス、マイク・ファイスト）
。アカデミー

かりだ。

会員は 12 歳の少年（
『C'mon C'mon』のウディ・

歳のレイチェル・ゼグラーは、ナタリー・ウッド
と寸分違わぬ魅力を発揮している。ウッドと異な
るのは、ジェローム・ロビンズの歌も披露したこ

また監督賞は個性溢れる監督たちで賑わいそう
だ。

ノーマン）にも 1 票を投じるかもしれない。
助演女優賞は、作品賞の候補から主役を食わん

と。ゼグラーは女優賞のノミネートはほぼ確実と

作 品 賞 と も か ぶ る わ け だ が、
『West Side

言われ、それどころか受賞もありえるかもしれな

Story』のスピルバーグ、
『Belfast』のケネス・

い。

ブ ラ ナ ー、
『The Power of the Dog』 の ジ ェ ー 『Belfast』のカトリーナ・バルフとジュディ・デ

一方、マリアの相手役、トニーを演じたアンセ

ン・カンピオンらが先頭ランナー。そして『King

ばかりの脇役たちでひしめき合っている。
『West
Side Story』のリタ・モレノとアリアナ・デボーズ、
ンチ、
『King Richard』のアーンジャニュー・エ

ル・エルゴートは、若い頃のブランドのように身

Richard』のレイナルド・マーカス・グリーン、 リスとサナイヤ・シドニー、
『The Power of the

体を駆使した演技でトニーになりきり、リチャー

監 督 デ ビ ュ ー 作『Tick, Tick… Boom!』 が 好 評

ド・ベイマーよりこの役を印象的なものにした。 の リ ン ＝ マ ニ ュ エ ル・ ミ ラ ン ダ、
『Being the

Dog』のクリステン・ダンストなどなど。
そう、新しい年が始まると、強力な作品たちと

しかし男優賞部門のノミネートとなれば、そう簡

Ricardos』のアーロン・ソーキン。また忘れては

単にはいかないだろう。主な理由は、このカテゴ

いけないのが、
『A Hero』のアスガー・ファルハ

もちろん、現時点で有力候補のリストを作るの

リーは強者でごった返しているから。優れた作品

ディ、
『Dune』のドゥニ・ウィルヌーヴ、
『C'mon

が、主役を取り残してノミーネートや受賞に至る

C'mon』のマイク・ミルズ、
『Licorice Pizza』の

という現象は、これが初めてではない。
（
『タイタ

ポール・トーマス・アンダーソン。どの監督がノ

は、ギャンブルのようなものだ。
【Boxing July 12, 2019】と書かれた白黒のチラシ
第 94 回アカデミー賞授賞式は 3 月 27 日に開
を町はずれで見か

ニック』のレオナルド・ディカプリオを見よ。
）

ミネートの５人に選ばれてもおかしくない。

1946 年に出版された傑作小説の映画版として

俳優たちについてはどうだろう。

47 年に映画化された『Nightmare Alley』のリメ

共に、オスカーレースも本格化する。

催される。まだまだ多くの予期せぬことが起こり
うる。意外な動きがあるかもしれない。
それを踏まえた上で、今月の「ふれいざー」は、

現時点では、最優秀男優賞は『King Richard』 今年のオスカーで話題をさらうであろう作品や俳

イクも、有力候補の 1 本。監督はアカデミー賞の

のウィル・スミスが最有力候補だが、
『Tick, Tick

優や監督について、可能なかぎりの予想を行なっ

お気に入りギレルモ・デル・トロ。監督は「小説

… Boom!』のアンドリュー・ガーフィールドも

てみた。そして何より重要なのは、今後みなさん

に立ち返り、リメイクではなく新たな映画化を目

僅差で追い上げている。女優賞では『Spencer』 が鑑賞すべき作品群を網羅したことだ。

指した」と話している。

のクリステン・スチュワートが英王室を取り上げ

『Nightmare Alley』のノミネートは、昨シー

nightmare alley

40
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トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
時代の痛みから生まれるもの
年の瀬は久しぶりにオンタリオ美術館までピカソ展を見に行くこ
とにした。貧困に喘ぐ人々や孤独な人々を描き続けた『青の時代』、
そのモデルや時代背景を考証する今回の展示には慈恵の心を呼び起
こすような作品ばかりが並んでいる。ふと目に留まったプレートに
はピカソの友人による「彼はアートが痛みと苦しみから生まれるも
のと信じていた」という言葉が残されていた。その言葉が頭の片隅
にあったせいだろうか、美術館から帰ったあとはデヴィッド・クロー
ネンバーグの作品『スパイダー／少年は蜘蛛にキスをする』を観る
ことにした。精神病院を退院した男が自らの記憶を紐解いていく恐
ろしくも哀しい作品だ。今思えば、くすんだ色調や娼婦のいる舞台
に『青の時代』と相通じるものを感じたのかもしれない。クローネ
ンバーグ作品の中でも好きな一本なのだが以前観たときとはまた違
う物語にみえた。哀しい人の行く末ではなく、人の痛みに目を向け
ることの意味を求めていたからだろう。
人体の破壊や改造、身体的不安や恐怖といったテーマで知られる
巨匠クローネンバーグ。彼がインタビューなどで語った逸話の中で
好きな話がある。トロント西のカレッジ・ストリート沿い、通称リ
トル・イタリーで育ったクローネンバーグは幼少時代から近所の映

画館『The Royal』に通っていた。当時はまだ『The Pylon』と呼ば
れていた老舗映画館から、ある日たくさんの大人達が咽び泣きなが
ら出てくるところを目にする。中を覗いてみるとフェリーニの『道』
を上映していた。幼い彼にとって、その異様な光景は映画が持つ「特
別な力」の存在を予期させる出来事だったという。おそらく主人公
の悲哀が観客へと伝わり、そして互いに繋がっていくことに気付い
たのではないだろうか。
『ザ・フライ』
の蠅と混ざってしまった男、
『ク
ラッシュ』の交通事故に喜びを見出す夫婦、
『イースタン・プロミス』
の献身的な運転手など彼の作品に登場する人々は善悪問わず常に身
を削って生きている。その執念や欲望は私を震え上がらせ、あらゆ
る痛みを教えてくれるが、何よりそういった痛苦の中でも人の尊厳
が光る瞬間を捉えているからこそ名作として残るのだろう。
もちろんピカソの青い絵や、クローネンバーグの鋭い映像から私
たちが受け取れるものは千差万別だ。それでも私たちは彼らの作品
を通して誰かの日常を覗き見し、そこにある痛みや苦しさに触れる
ことで自分自身の強さや美しさを再確認できることを知っている。
今までどれほど他に恐怖し、涙し、共感してきたのだろう。痛みそ
のものを恐れるよりも、痛みを共有できなくなってしまうことを案
じる方がずっといい。毎日のように病や孤独と向き合い続ける時代、
一見すると恐ろしく見える物事もまっすぐに見据えていたいと思う。

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

Problems and Solutions
No problem, no sweat Inf. no difficulty; do not worry.

"Of course our mechanic will have your car repaired by noon. No sweat. We will call you to pick it up.
No problem."
Band-Aid solution
A fast, short-term solution that does not really fix the problem.
"The mirror came off my car, so my husband fixed it with duct tape. It was just a band-aid solution."
Now, make a reason to use these phrases, TODAY!

www.thefraser.com
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昨年中は大変お世話になりました。
僕達虎は仲間が劇的に減ってしまい、いつまで皆さん
と同じ世界にいられるのか不安になっています。そん
な中でも、このパンデミックの苦境の中で動物たちの
ために一生懸命努力してくれている皆様のお仲間がい
ることを、とっても心強く思い感謝しています。
これからも、この星のみんなが平和に暮らせるように、
お互い頑張りましょう。

二〇二二年 元旦
		
本年度動物代表 寅之介
		

あけまして
おめでとうございます

「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）

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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今日 は 何 の 日？
１月 15 日

Wikipedia

Day

２月１日

餃子の日

中国では縁起物として旧正月（旧暦 1 月 1 日）に餃子を食

2001 年にインターネット百科事典サイト「ウィキペディア」
（英
語版）が初公開。「Wikipedia」の名前はウェブ上でページ編集で

べる習慣があり、味の素冷凍食品株式会社が 2011 年に制定。

きる「wiki」システムを使用した「encyclopedia」に由来する造語。

餃子は金運や子孫繁栄の縁起物だから「春節」に食べるそう

誰もが無料で自由に編集できるので現在は 291 言語にも及ぶ百科

です。焼き餃子、水餃子、揚げ餃子、どれも美味しくてご飯

事典として認知されています。

にもビールにもピッタリ。今年の旧正月は２月１日、餃子

１月 18 日

Night でお祝いしよう！

カップスターの日

「サッポロ一番」で有名なサンヨー食品株式会社が「カップス
ターしょうゆ」が発売したのが 1975 年 1 月 18 日。多くの人に愛

２月 14 日

日本酒女子会の日

「美味しく、楽しく、華やかに」をテーマに国内外で 800

されてきたロングセラー商品の「カップスター」には味噌、塩、

人以上の日本酒好きの女性が集う「日本酒女子会」が制定。

とんこつの他に和風シリーズの海老天そばやカレーうどんなど多

日付は２月が新酒や大吟醸酒などが生まれる時期、「2= 日本

彩な味のバリエーションがある。あなたのお気に入りは何味？

酒、14 ＝女子」と語呂が良いのと「バレンタインデー」に日

１月 22 日

本酒を贈るという発案から。甘党ではない人には日本酒の方

Hot Sauce Day

が喜ばれるかも？

パスタやステーキ、卵料理にかけてスパイスアップできるホッ

				

（H.J.)

トソース。定番のチリペッパーやハバネロ以外にもメキシコのチ
ポトレやハラペーニョ、ジャマイカのスコッチボネットペパーな
ど世界中には様々なホットソースがあります。激辛デスソースも
人気ですがかけすぎには要注意！

編集・翻訳 日⇔英
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

www.thefraser.com

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

お気軽にお問い合わせください。

Tel: 1-604-939-8707
info@thefraser.com
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【編集後記】 明けましておめでとうございます。

ら、全く身に覚えのない作り話で誹謗中傷にさら

日本語チェック！（解答）

昨年中は大変お世話になりました。この２年、コ

されてきました。私自身は顔も知らない男によっ

（出典：「日本語力」樺島忠夫編）

ロナに行動を制限された生活でしたが、おかげさ

て、あちこちの掲示板やブログにわけのわからな

P. 12 答： ① "A rolling stone gathers

までふれいざーとしては30年目の節目を迎えるに

い荒唐無稽な作り話を書き込まれていたのです。

no moss."

あたってのとても大きな前夜となりました。

理由も動機もわからず、一度10年前に警視庁のサ

つが、アメリカでは②の進取の気性を尊ぶ

イバーポリスや弁護士、RCMPなどに相談したので

意味で使われるのが普通である。最近は日

昨年の個人的な経験として最も衝撃的だったの

すが、相手が日本にいるため当時は何の手も打て

本でも②の意味でも使われる。

は、50℃に迫る猛暑を体験したことでした。幸い

ませんでした。その後その男の誹謗中傷はエスカ

犬や鳥たちを引き連れてベースメントに避難する

レートして様々な噴飯ものの作り話を生み出しな

ことでなんとかやり過ごすことができましたが、

がら、12年も続いていました。それがあまりに馬

このカナダで超高気温を身をもって体験し、これ

鹿げた、しかし非常に悪質な内容であったため、

まで感じていたのがどこか他人毎であったことを

事実を知った日本の掲示板サイトに集う方々が全

思い知らされました。その後に続くフレイザー・

く見ず知らずの私を支援してくださり、私は一昨年

バレーの洪水で被災し牧場や家畜を失った男性が

の冬にその男の刑事告訴に踏み切りました。その結

ニュースで言っていた、「こういう光景は今まで

果、昨年末、ついに決着がついたのです。結果は、

ニュースでたくさん見てきた。それが今回自分の

その男が投稿文を消して自身のブログに謝罪文を載

番になったのだ。ただそれだけだ」という言葉が

せるなど反省がみられるということなどから起訴猶

胸に刺さりました。

予となったのですが、正直言って日本の司法はずい

の訳。日本では①の意味を持

熟語遊び

P. 37（解答）

雪

投稿、ご意見その他ございましたら
下記までお送りください。

FRASER JOURNAL PUBLISHING
P.O.Box 64060 Clarke Road,
Coquitlam, B.C. CANADA V3J 7V6
Tel: (604) 939-8707
E-mail: info@thefraser.com

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

嬉しいニュースもありました。思いがけず、恥

ぶん甘いなあという印象を持ちました。その謝罪文

ずかしながら外務大臣表彰を賜り、たくさんの皆

をよく読めば、彼が１ミリも反省していないという

様にお祝いのお言葉をいただいたことです。これ

ことがわかるような、価値のない謝罪文でしたか

※金額は「go Local」を含む

も本当に皆様のおかげです。実を言えばこういう

ら。それでも、不起訴ではなく起訴猶予であるとい

ものは自分にとって全く無縁なものと思っていま

うことで、多少満足してこの件を後ろに置いてお

チェック・またはマネーオーダーを添え
て上記までお送りください。

したから、領事館からご連絡をいただいたときは

くことができました。起訴猶予でしたら、今後も

正直戸惑いました。特別すごいことをしたわけで

しその男が同様の問題を起せば即起訴して処罰と

もないし、なんだかこれって私らしくないなあと

いうことになりますので、安心はできそうです。

思ったりもしたのですが、友人たちに、これは私
一人が頂くものではなく『ふれいざー』を一緒に

さてこれで、晴れて今年は『ふれいざー』創刊

作り上げた主人ももらうのだと言われ、お受けす

30周年です。本当はやりたいことがあったのです

ることを決めました。その結果、思いがけない方

が、コロナの行方は今も予断を許さない状況であ

々や高校生たちからお祝いの言葉をいただいたの

るため、どこまでできるかわかりません。

発行責任者： 宮坂 怜
制作スタッフ：
・升本純子・Yuki Revill ・ Momo
・ Hiroko Johnson ・宮坂 怜
・Angela Hollinger
チーフエディター：宮坂 まり

ともあれ、皆様、今年もまた『ふれいざー』を

が賞以上に嬉しかったです。
もう一つ、個人的には節目となったことがあり

宜しくお願い申し上げます。

ました。ご存じの方もおられると思いますが、私

皆様にとって今年がよりよい一年になりますよう。		

は12年間にわたりネットストーカーのような男か

【エディター：宮坂 まり】

ふれいざー・主な執筆者（五十音順）
○愛戸 のぞみ（あいと のぞみ）
： 新潟生まれ。日本で 10 年中学校の教員、 ルボルン在住。1991 年カナダに移住。2002 年 11 月 11 日バンクーバーにて没。
カナダで 10 年高校の教員をしていた。
○高橋 清（たかはし きよし）
： 現地の「自然保護団体」に加盟、第一線
○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
で野生保護に当たる一方、NGO メンバーとして開発途上国援助に携わった。
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 ○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
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
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。
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） 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。
など。公式サイトは、http://agawataiju.com/
○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
○阿部山優子 MA, BSN（あべやま ゆうこ）
： 日本とカナダの Registered
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
Nurse ( 正看護師）
。カナダの病院 ( 外科）に 6 年勤務。外科看護歴７年。
めた後、日本の大学で教鞭をとる。趣味は温泉探訪。
ニコニコホームケア代表。
○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
○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・
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
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
大学 大学院修了。神奈川県川崎市在住。
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。 ○はせがわ いずみ： ハリウッド通信社代表。izumihasegawa.com。LA
〇島本 妙（しまもと たえ）
： 1928 年津田塾大学入学。1931 年米国キャン
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。
サス州ウイチタ大学入学。1936 年同大学を卒業後帰国。翻訳業、高校教師等 ○ Raymond Tomlin（レイモンド トムリン）
： バンクーバー在住の映画
を経て 1941 年上海に渡り、アメリカンスクールで日本語を教える。1945 年
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。
帰国。1954 年から高校で教鞭をとる。1981 年〜 1982 年オーストラリア、メ
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We are 29 years old!

明けまして

www.thefraser.com

おめでとうございます。

Phone：
Toll Free:
#202-445 West 6th Avenue, Fax :
Vancouver, B.C. V5Y 1L3
Email :

Your Vacation Specialists

本年もよろしく

お願い申し上げます。

二〇二二年 元旦
skyland.ca

スカイランド・トラベル
エスケープス .CA
604-685-6868
1-866-685-6868
604-685-4658
info@skyland.ca
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