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from
心臓の大動脈弁置換手術後、映画「World's Greatest Dad」の PR 記者会見
に初めて顔を出したロビン・ウィリアムス。取材中も次々と声色を変え、
相変わらずのおちゃらけぶりで復活を見せつけた。しかし手術は本人にとっ
てショックだったようだ。
R.W.: 手術後目覚めた時は、
『ここはどこ？ なぜ病院に？』って状態だっ
た。本作の撮影がハード過ぎたワケじゃないよ。遺伝だったんだ。ただ、
手術の後は、十分な休養が大事だって実感したよ。
珍しくシリアスな顔で答えた後、ジョークを飛ばすウィリアムスだった
が、出演の経緯についても、真面目に話し出した。
R.W.: 脚本を読んだ時、とても興味をそそられた。それに、変わった題材
を使うのを恐れない監督だとも分かった。だから、本作がどうなるか観て
みたくなったんだ（笑）
。最初は、脇役を考えていたけど、自分にとっての
実験も兼ねて、ランス役を希望した。ランスは、息子の死という悲劇と直
面する。しかも死因が死因だし、息子の性格も性格だ。そうした事実と渡
り合う様を描きながら、少しずつコミカルな部分を見せていく。悲劇の中
の笑いを絶妙に表現しているんだ。そういうのって経験ないかい？ 葬式
で神父が『生前彼は、野生動物の友達でした』ってスピーチするけど、実
はその人物は狩りが好きでよくシカを殺していたから、ちょっとクスっと
なったりね。本作は、人間の様々な姿を提示し、真実を語ることは必ずし
も素晴らしいワケではないとして、変わったやり方で自己解放を促すんだ。
インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）
Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）

Robin Williams

ロビン・ウィリアムス

1951 年７月、フォ－ド社重役の家庭に生まれ、マリン大学および
ジュリアード音楽院で演劇を学ぶ。アルコール依存症になったが克服。
2006 年に再発して一時施設でリハビリを行っていた。
おちゃめでいたずら好きな性格。自作自演のスタンドアップ・コメディ
は高く評価されており、1986 年にはメトロポリタン歌劇場でもライブ
を行った。辛らつな風刺や社会批判も定評がある。アドリブや物真似が
秀逸なコメディアンである一方で、サイコなストーカーや殺人犯の役も
こなす演技派である。アカデミー賞授賞式で『サウスパーク / 無修正映
画版』の主題歌「ブレイム・カナダ」を熱唱した。
ゲーム好きで親日家。来日の際には必ず秋葉原に行くことでも知られ
ていた。『新世紀エヴァンゲリオン』のファンで有名。映画に私物の『エ
ヴァ量産機』のフィギュアを使ったこともある。娘の名は、任天堂ゲー
ムから名前をとってゼルダと名付けた。2011 年に親子で任天堂ゲーム
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ソフトの CM に出演している。３児の父。
『Good morning, Vietnam』、『The Fisher King』、『Mrs.
Doubtfire』でゴールデングローブ主演男優賞、2005 年にはゴールデ
ングローブ賞セシル・Ｂ・デミル賞受賞。『Good morning,Vietnam』
『Dead Poets Society』『The Fisher King』でアカデミー主演男優賞
にノミネートされ、1997 年ついに『Good Will Hunting』で主演男優
賞を獲得。
このインタビューの５年後、自宅で自死。63 歳だった。

rsvp@kaiseki.ca
月刊 ふれいざー Toronto

Fraser 2022

Fraser Monthly Toronto

3

music freak

February

“From A Birds Eye View ”
Cordae

“Covers”

グラミー賞に２回ノ

これまでに２枚のカバ

ミネートされた経験を

ー・アルバムをリリース

持つ人気ラッパーの

し、原曲に違う光を当て

コーデーが、待望のセ

たオリジナル感で高い評

カンドアルバムをリ

価を受けてきたキャッ

リースした。本作では、

ト・パワーことシャー

スティーヴィー・ワン

ン・マーシャル。カバー

ダー、エミネム、ガンナ、

３作目となる本作も、彼

リル・ウェイン、リル・

女らしさに溢れた仕上が

ダーク、ハー、フレディ・

りで、加えて原曲を歌っ

ギブス、ロディ・リッ

たアーティストたちへの

チなど、さまざまなジャ

リスペクトがひしひしと

ンルの大物アーティス

伝わってくる厚みのある

トとコラボを果たして
おり、それぞれの相手と醸し出すケミストリーは絶妙。聴き応え満点だ。

Cat Power

一枚だ。
幼少の頃から現在まで影響を受けた思い入れの深い楽曲が並ぶが、全

長年のコラボレーターであるキッド・カルチャーとジニアスがプロデュー

12曲はすべて彼女のセルフ・プロデュース。フランク・オーシャンの

スを担当した

“Bad Religion” 、デッド・マンズ・ボーンズの ”Pa Pa Power” 、ラナ・デ

アルバムは、アフリカへの旅や友人の死など、ここ数年でコーデーが

ル・レイの ”White Mustang”、ポーグスの ”A Pair Of Brown Eyes” 、リプ

経験した目の覚めるような出来事にインスパイアされた作品となってい

レイスメンツの ”Here Comes A Regular”、イギー・ポップの ”The Endless

る。また、
” Chronicles” ではリリックにビヨンセの名前が登場し、彼女が

Sea”、ビリー・ホリデイの ”I’ll Be Seeing You” など、いずれの曲も彼女の

メンバーだったデスティニーズ・チャイルドの楽曲” Say My Name”（1999

人生のそれぞれの時代やその時々の思いとしっかりと結びついており、言

年）がサンプリングされているなど、面白い試みも話題だ。

ってみればどの曲もすでに彼女を構成する一要素。これまでのライブで披

なお、コーデーは新作を引っさげての「From A Birds Eye View」ツアー
を行う予定。2 月 3 日のテキサス州ダラスから 3 月中旬まで北米をまわる。
コーデーはプロテニスの大坂なおみ選手の恋人としても知られる。

露されたものも多く、ファンにとっては馴染みのある曲ばかり。歌い手だ
けでなく聴き手の思い出とも重なって行くのは音楽のマジックだ。
ロックダウン中は初めて自宅でゆっくりと息子と過ごせたと語ってい
る。勉強を手伝うなど、充実した時間が過ごせたようだ。

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

日本向け
宅配

アイスワイン
白・赤共 375ml
$35

お届け日

ぜひご利用ください

メープルシュガー
バームクーヘン 250g
$20

Cheena
ご注文はオンライン、郵送、お電話で。
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指定できます

カナディアンメープルセット
$35

スモークサーモン
キング・紅 150g x 各 1 枚
$49

チーナ

お届け先 1 件につき
お買い上げ商品
金額 $150.00 以上で

送料無料！

Email: mail@cheena.com

9291 Shaughnessy St. Vancouver, BC V6P 6P4
Tel: (604)648-0008 Toll Free: 1-800-663-1110
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トピックス
13 歳が殺人罪で起訴

ルも入ったが、殆どの人が予定通り旅行に出かけた」と続けた。「ワ
クチンも打ったし、オミクロンは軽症者が多いし、もう２年も旅行

1 月 19 日の夜、トロント郊外で 15 歳の少年が銃殺され、警察は

を延期しているのだから」というのがその理由のようだ。

13 歳の少年を逮捕し、第二級殺人罪で起訴した。アパートの地下
駐車場で撃たれて殺害された 15 歳のジョードン・カーターさんに

一方、外国で陽性判定が出て、カナダに戻れなくなった旅行者も

ついて、カーターさんを知る人々は「スケートボードをこよなく愛

少なくない。「超過滞在にかかる出費は痛かった」と彼らは話してい
るが、旅行保険を上手く使えばそれも解決すると同氏は話している。

し、笑顔が印象的な少年だった」と口々に語った。青少年のカウン

新型コロナでカナダ人の平均寿命が縮む

セリングや指導プログラムを運営し、スケートボードの技術も教え
るを非営利団体 Impact Skateboard Club のディレクターでカーター

カナダ統計局の調べでは、2020 年にカナダ人の平均寿命は１年単

さんをよく知る Yash Presswalla 氏は、「カーターさんはプログラム

位で見ると最も縮んだという結果となった。2020 年のカナダ人の平

には参加したことはないが、スケートボードコミュニティのイベン

均寿命は 81.7 歳となり、2019 年の 82.3 歳より 0.6 歳縮んだ。これは、

トではよく知られた顔で、年下の子供たちにいつもスケートボード

1921 年に統計を取り始めて以来の最大の下げ幅となった。

を教えてくれていたハッピーで前向きで楽しい少年だった」と語り、

地域別に見ると、最も平均寿命が下がったのはケベック州、次い
でオンタリオ州、平原州、BC 州と続く。また、男性の平均寿命は

ショックを隠しきれない様子だった。
トロント警察は、事件現場から二丁の銃と銃弾を回収、
「この事件

0.7 歳縮み、女性の 0.4 歳を上回った。2020 年にコロナ関連で亡く

は、トロントにおける拳銃の蔓延を示す悲しくて不幸な事件だ」と

なったカナダ人は 16,151 人で、新型コロナはその年の死亡原因の第

延べ、被害者および加害者の家族へのサポート活動を行っていると

３位を記録した。死亡原因の第１位は癌 (26.4%)、第２位は心臓疾患

いう。

(17.5%)、第３位の新型コロナ感染症は全体の 5.3% を占めた。また、
コロナ禍でのロックダウンやストレス、メンタルヘルスの悪化がド

トロントでは、13 歳の容疑者が殺人罪で起訴された事件が過去に

ラッグやアルコールに走る人を増加させたことも分かっている。

も数件ある。カーターさんの事件は、今年に入って８件目の殺人事

25 歳から 39 歳の死亡率は、過去 20 年で最高を記録した。この年

件で、うち７件で銃が使用されていた。

齢層の新型コロナでの死亡率はとても少ないが、薬物使用による死

オミクロン蔓延でも外国への旅行者多数

亡が顕著に増加していることと関係していると考えられる。さらに、

カナダ統計局は、2021 年 12 月に外国からカナダの空港に戻って

低所得者層が多く住む地域での死亡率もかなり高くなっており、新

きたカナダ人旅行者の数は 742,417 人に上ったと発表した。この数

型コロナや不慮の事故が死亡原因となったケースが多いことも判明

は、2020 年 12 月のおよそ６倍、パンデミック以前の 2019 年 12 月

している。

と比べても半数以上である。これは、昨年秋以降新型コロナのオミ

BC 州の新型コロナ対応が方針転換

クロン株が世界中で蔓延する中、外国旅行に出かけるカナダ人の数

BC 州の衛生管理局は、新型コロナの社会への影響を最小限に抑え

が増加していることを物語っている。そして、その数はさらに増加

るため、パンデミック管理方針を転換した。それによると、検査で

傾向にある。
政府の発表によれば、今年１月３日から１月９日にカナダの空港

陽性となった成人はワクチン接種を完全に終えていれば自宅隔離期

に戻ってきたカナダ人の数は 216,752 人だった。旅行会社のオーナー

間は５日間、ワクチン接種を終えていない場合は 10 日間、濃厚接触

は、昨年 10 月以降、旅行を予約する人の数は、2020 年の同時期と

者は自宅隔離の必要はなく、症状はあるが陽性判定を受けていない

比べて 30 ～ 40% も増加したと話している。同氏は、「予約した殆ど

人については、症状が回復したら各自の判断で職場や学校に戻るこ

の人が 50 代以上で、ヨーロッパやメキシコ、コスタリカ方面への旅

とができる、軽症の症状が出ている人の検査は不要、などとなって

行が人気。カナダでオミクロン株が急増するようになってキャンセ

いる。
BC 州の家庭医は、BC 州でワクチン接種が進んでいることを受け

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

www.thefraser.com

迷信も時には食べる気の弱り

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

みえ

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

――森下

・保険・投資・ＲＥＳＰ

ての方針転換だと述べた。「オミクロン株の蔓延に伴い、感染経路の
完全な把握や希望者全員の検査実施が難しくなった今、以前のよう
な厳しい対応策をとることを止めて、少しでも社会への影響を抑え
ようという方向に方針転換した。オミクロン株は、これまでのもの
と違い重症者が出る割合も低い」と話している。
別の医療関係者も、「多くの人が自分の症状を注視する習慣がつい
たし、職場復帰の時期についても正しい判断をすることもできるだ
ろう」と語った。
しかし、ボニー・ヘンリー衛生管理局長は、新型コロナは現在も
依然としてパンデミックであると述べ、引き続き注意喚起を促した。
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トピックス
BC 州 19 歳の女性が英国で殺害される
バーノン出身のアシュレー・ワズワースさん (19) が、２月１日、

また、ビクトリア市に住むエリザベート・コスタさんは、息子の学
校のエアフィルターが MERV-10 であることを知り、私物の HEPA フィ

英国のロンドン郊外で殺害される事件が起こった。英国エセック

ルターを教室に持ち込んだところ、次の日に校長が HEPA フィルター

ス警察は、２月１日午後４時頃、ロンドンの北東にあるチェルム

は不要と判断し、教室から取り除かれたと話す。コスタさんによると、

スフォードにある家からの通報で駆けつけた直後に、カナダ人のア

フィルターが取り除かれた後にそのクラスから感染者が出たと報告を

シュレー・ワズワースさんが死亡したと話している。同警察は、そ

受けたという。

の場にいたその家の住人のジャック・セプル (23) を殺人容疑で逮捕
した。

BCTF（BC 州教師連合）のテリ・ムーリング会長は、「安全な環境を
求めて生徒や教師が自身で HEPA フィルターを購入しなければならな

英国メディアの BBC は、ワズワースさんとセプルはオンライン

いと感じていることは大変悲しいことだ」とコメントした。WorkBC

で出会ったと報道しており、ワズワースさんのフェイスブックによ

は MERV-13 フィルターを奨励しているが、MERV-11 と他のものを併

ると、彼女は昨年 11 月にエセックスに移住していることが分かっ

用する方法でもよいと発表している。

た。英国にあるカナダ高等弁務団は、チェルムスフォードでカナダ
人女性が殺害されたことを認識しており、英国当局に協力している
が、プライバシーの問題がありそれ以上はコメントできない」と述
べた。
バーノンのワズワースさんの家族は深い哀しみに包まれていて、

一方、BC 州教育相は、州内の学校の換気システムを改善するために
1 億 1450 万ドルを投入したと述べている。

カナダポストのアンケート調査に不満
昨年 12 月半ばに公共サービス・調達大臣に任命されたフィロメナ・

義母のシャーメインさんは電話インタビューに「アシュレーは、心

タッシ氏は、任命から６週間後、そしてカナダポストの大幅赤字報告

の美しい強く賢く親切でウィットに富んだ、いつも自分たちの 10

を受けてからわずか３週間後に、国民に向けてカナダポストのサービ

歩先を行くような女性だった」と話している。

ス削減に関するアンケート調査を実施した。

1 月の雇用成長率が低迷

ンケート調査に踏み切ったことを受け、「国民がサービス改善を望ん

カナダポストの組合長は、職員に何の報告もなしにタッシ大臣がア

カナダ統計局が１月９日から１月 15 日までのデータを基にした

でいる中、サービス削減に関するアンケートを実施したことは大変遺

報告によると、オミクロン株の感染拡大で、今年 1 月には全国でフ

憾で心配している。パンデミックの中、休まず仕事を続けてきたカナ

ルタイム・パートタイム合わせて 20 万件もの仕事が失われ、その

ダポスト職員に対する侮辱だ」と怒りを露にした。

結果雇用成長率が低迷し、失業率は 6.5% に上昇したことが分かっ

アンケートに提案されていた内容は、田舎の郵便局の閉鎖、一軒ず

た。その時期には、小売店での入店者人数制限、レストランやバー、

つの配達をやめてコミュニティ郵便箱の設置、郵便配達を週３日に削

コンサート会場やジムの閉鎖、多くの学校がオンライン学習に切り

減などが含まれる。

替わるなどしていた。

アンケート調査の結果、多くの人がコミュニティ郵便箱の設置や、

雇用は、主にオンタリオ州とケベック州の宿泊・飲食サービス産

週３日の配達、切手代の値上げなどに賛成していることが分かった。

業で減少し、15 歳から 24 歳の若者や 25 歳から 54 歳の女性が一番

政府は、カナダポストの将来を考えるうえで、国民の意見を知ること

の影響を受けていた。オミクロン株の蔓延以前の昨年 12 月の失業

は重要だと主張している。しかし、組合長は、アンケートの中には、

率は６% で、失業率の上昇は９ヶ月ぶりとなった。しかし、これは、

カナダポストが国民の税金で成り立っているような誤解を生む内容が

一時的解雇が多かったからで、専門家は、仕事を探している人の数

含まれていたとして、政府に反論している。

がほぼ横ばいであることからも、近い将来、また仕事に戻れる人が
多いだろうと予想している。
また、RBC の上級エコノミストは、
「オミクロン株は、予想以上
にカナダ経済に影響を与えたが、公衆衛生局が規制を緩和している

sudoku break

ことからその悪影響も一時的だろう。カナダ経済は、２月から回復
し始めるだろう」と話している。

学校の換気装置に不安
コクィットラム市に住む生理学と脳科学に精通したデイブ・パタ
キーさんは、昨年秋に娘が学校の対面授業に復帰することが分かっ
た時に、感染予防対策として、エアフィルター装置を自作した。年
末まで、その装置は学校内で使用されていたが、今年に入って教育
委員会はその使用に待ったをかけた。パタキーさんは、「娘の学校
にあるのは MERV-9 フィルターで、推奨されている MERV-13 フィ
ルターより性能が落ちるので、どんな装置であってもないよりはま
しなのに」と話している。
答えは p. 33
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ケベック州が「健康税」を導入
ケベック州のルゴー首相は 11 日、医療上の

対象はワクチン未接種者

憲法違反か否か

ブリティッシュ・コロンビア州のディックス保

理由以外で新型コロナワクチンの接種を拒否

詳細が明らかになっていないため、法に抵

健相も、同州のワクチン接種状況は罰則を導入

する州民に対し、今後数週間のうちに「健康

触するかどうかの議論にはもう少し時間がか

せずとも良好であることを強調し、ケベック州

税」を課す方針であることを発表した。税額

かり、専門家らは状況を見守っているが、撤

と同様な措置を取ることはないと語った。

は 100 ドルを上回る可能性もあるとしている。 回を求める声は上がっている。

さらにアルバータ州のケニー州首相も、同州

カナダ市民自由協会は 12 日、「憲法では個

がワクチン接種を拒否した市民に罰金を科すこ

染者数が１カ月前の 10 倍近くになっており、 人の医療に対する判断の自主性が認められて

とはないと断言した。ケニー氏は、「研究デー

過去２週間での新規感染者数は国内で最大。 いる」として撤回を要求した。ナショナルポ

タからワクチン未接種者が接種者よりも病院に

当局によると、同州でのワクチン未接種者は

スト（電子版）も、「無意味な措置。政府に不

とってはるかに負担を強いているのは証明され

11 日時点で 12.8% だが、新型コロナのために

信感を抱く市民の接種を拒否する決意をいっ

ているが、だからと言って未接種者に支払いを

集中治療室に入院している患者の 44% が未接

そう固めさせるだけ」と批判している。

求めるのは公正ではない」と述べ、「国民皆保

ケベック州ではここのところ 1 日の新規感

種者となっている。
健康税は未接種者の入院増加による医療崩
壊を防ぐことが目的。ルゴー氏は「人口の 1

ワクチンを接種していない人への「罰金」 険の原則に反するものだ。アルバータがケベッ
としては、ギリシャが昨年 12 月、1 月半ば以

割が９割を危険にさらすのは間違っている」 隔月ごとに 100 ユーロ（約 1 万 3000 円）の
と述べ、「医療現場の負担を減らす」という正

罰金を科すことを発表しているほか、シンガ

当性を主張した。なお、健康上の理由からワ

ポールでは、ワクチン未接種者が感染した場

クチン接種ができない人には課税しないとし

合、医療費が自己負担となる。

た。

クの決定に追随しないのはこうした理由から

降に接種を拒否した 60 歳以上の市民に対し、 だ」と語った。

ファイザー製経口薬を承認
こうした中、カナダ保健省は 17 日、米製薬
大手ファイザーが開発した新型コロナウイルス

ただ、ケベック州では新型コロナの感染拡

の経口薬「パクスロビド」を承認した。対象は、

ルゴー氏は、ワクチンを受けていない人た

大に歯止めがかからず、モントリオールの病

18 歳以上で症状が軽度から中程度の感染者と

ちは、今後数週間以内に１回目の接種をしな

院では新型コロナ以外の患者の受け入れを制

なる。

ければ請求書が届くと説明し、「ワクチンパス

限せざるを得ない状態となっている。またホー

ポートの使用にも力を入れるが、それ以上の

ムレス 200 人超が検査で陽性となり、シェル 「手軽に利用できる経口薬で成人感染者の症状

ことが必要だ」と強調した。

ターも飽和状態になっているという。

連邦政府のタム公衆衛生局長は記者会見で
悪化が抑えられるため、今回の承認は重要だ」

トルドー首相はこの発表の翌日、いかなる課

同州では政府公認の大麻やアルコール飲料

税も料金もカナダ保健法に従わなければなら

販売店に入店する際にも接種証明書の提示を

カナダ政府は 12 月、100 万回分の同薬を確

ないとし、
「措置の詳細を正確に把握する必要

義務付けたり、午後 10 時から翌朝 5 時までの

保することでファイザーと契約したと発表して

があり、今後の展開を注視していく」との考え

外出禁止を実施するなどしている。

いた。すでに３万 400 回分がカナダに届けられ

を示した。トルドー氏は、カナダでは航空機や
列車の利用者、政府の職員に対して接種を義務

と述べた。

ており、３月末までに 12 万回分が入荷するこ

各州の反応

とになっているが、供給量は世界的に不足して

付けていることを強調し、
「接種しないことを

オンタリオ州保健局の最高責任者ムーア博士

選択している人たちは、一定の特権を失ってい

は記者会見で、同州がワクチン未接種者に対し

いるという。

る」と指摘、接種を促すための最善策をめぐっ

て特別な課税をすることはないと述べだ。また、 スラエル、英国で使用が承認されている。

これまでのところ、パクスロビドは米国やイ

ては、議論が続いていると述べた。
またデュクロ保健相はワクチン義務化の有
効性を強調し、連邦政府職員の接種率は義務
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さんが

日には 7000 件以上になった。

家族よ

この発表を受け、ケベック州では前日には
5000 件ほどだったワクチン接種の予約が、11

どうほう

らないと明言を避けた。

山河よ

健税がどのような役割を果たすかはまだわか

かんしゃ

最大 10% 伸びたことを挙げ、ケベック州の保

同胞よ

されるプログラムが奏功し全国的な接種率が

感謝のなごり

パスポートがなければ娯楽や旅行などが制限

詩
こぬか雨

ることを明らかにした。その上で、ワクチン

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

化を実施した結果、99％に達する見込みであ
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カナダのニュース

ワクチン義務化の抗議デモ
首都オタワで続く新型コロナウイルスのワ
クチン義務付けに対するトラック運転手の抗

オタワが非常事態宣言

コロナ陽性のトルドー首相は
		
接種を呼びかけ

物的損害なども指摘されており、警察は６日、
デモ関連の 60 件以上の犯罪捜査を進めている

議デモが、２回目の週末を迎えた。運転手ら

トルドー首相は１月 26 日、ワクチン接種義

とした。オタワ市内の商店などからは、売り

で組織されたトラック隊「フリーダム・コン

務化の正当性を強調し、「デモに参加するため

上げが減ったという苦情が市に殺到、中心部

ボイ」は、１月 29 日以降、全国から続々と

首都に向かっているトラック運転手は少数派

ではほとんどの店が一週間以上も休業や営業

オタワ入りし、車列を組んで市内の通りに停

で、その受け入れがたい考えは国民の大多数

時間短縮を強いられている。デモ収束に向け

車、２月６日の時点でトラックおよそ 1000

のものとは異なる」と述べた。また、31 日の

て対策を求めるオンライン署名には、４万人

台、5000 人がデモに参加し、首都は機能不全

記者会見では「カナダ国民は、首都でデモを

が署名したという。さらに住民らは、デモ参

に陥った。

行っている一部の人たちの行為に衝撃を受け、

加者がクラクションを鳴らし続けていること

きっかけは、カナダ政府が１月 15 日から

率直に言って不快感を抱いている」と非難し

について、集団で差しとめ請求を起こした。

カナダと米国の国境を越えるトラック運転手

た。しかし、国民の３分の１が新型コロナ規

フリーダム・コンボイを組織した団体は２

にワクチン接種を義務付けし、接種しない場

制の全面解除を支持しているという世論調査

日、「オタワ市民には申し訳なく思う」としな

合 は、PCR 検 査 と 隔 離 を 余 儀 な く さ れ る な

結果もある。

がらも、「政府が新型コロナ規制を全て解除す

どの措置を導入したこと。こうした運転手の

一方、トルドー氏はこの日、自身の新型コ

90％、カナダ国民の 77％が２回のワクチン接

ロナウイルス検査で陽性反応が出たことを明

種を完了しているというが、運転手らは義務

らかにした。一家で隔離に入ったトルドー氏

化に反発、「フリーダム・コンボイ」を結成し、

は、体調に問題はないとし、リモートで仕事

抗議活動には、参加者のための調理施設や

当初の義務化撤回の要求からトルドー首相の

を続けるとした。その上で、改めてワクチン

ポータブルサウナなどが提供されているが、

辞任を含む広範な抗議を展開している。

を接種するよう国民に呼びかけた。トルドー

警察は支援金の一部は米国の支援者から寄せ

こうした中、オタワのジム・ワトソン市長

るまでオタワにとどまる」と述べた。

支持を表明する著名人も

氏は１月上旬、ブースター接種を受けている。

られているとみている。フリーダム・コンボ

は６日、トラック運転手によるデモが制御不

なお、首相と家族は安全を確保するためにオ

イのためのネット募金には約 1000 万カナダ

能になったとし、非常事態宣言を発令した。

タワ中心部の邸宅から別の場所に移動したが、

ドルが集まったが、これはカナダの運動史上

市長は、デモは「完全に制御不能だ」と述べ、

その場所は公表されていない。

トップクラスの寄付金だという。ただ募金サ

「住民の安全に深刻な脅威をもたらしており、

また、トルドー氏は７日、ツイッターで「カ

政府レベルの支援が必要だ」と訴えた。デモ

ナダ国民は政府に対して異議を唱える権利は

参加者の人数は警察を上回っており、市長は

あるが、国の経済、民主主義、国民の日常生

当局側が劣勢であることを認め、「状況を逆転

活を妨害する権利はない」とコメントした。

し、日常を取り戻さなければならない」と強調、
「トラック運転手らはクラクションを鳴らした
り、花火を打ち上げたり、お祭り騒ぎに興じ
ている」と非難した。

イトは警察が暴力容疑を捜査中のため取り扱
いを停止すると発表した。
１月 29 日には米テキサス州で演説したトラ
ンプ前米大統領が「我々はカナダの偉大なト
ラック運転手たちと共にある」と支援を表明。

住民からは苦情が殺到

トルドー氏に対して「正気とは思えないコロ

一方、参加者による騒音、嫌がらせ、道路
封鎖などに対する苦情を訴える住民が増加し

ナ関連の義務付でカナダを破壊した」と述べ
た。

こうした状況を受け、裁判所は翌７日、運

ている。国会議事堂周辺の道路はトラックな

また電気自動車大手テスラの創業者のイー

転手らがクラクションを絶え間なく鳴らすこ

どで塞がれており、住民は不自由を強いられ

ロン・マスク氏もトラック運転手への支持を

とを停止するよう求める一時差し止め命令を

ている。デモに乗じた窃盗、ヘイトクライム、

表明している。

下した。
また警察も７日、トラックの燃料の押収な



「捏造（ねつぞう）」の正しい使い方
はどれか。

する。
②読者受けをねらって事実をねじ曲
げ、記事を捏造する。
③専門家を相手にあれやこれやと捏
造を言っても無駄だ。
解答・解説は 46 ページ
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隙間川柳の会

①調査に基づき報告書を正確に捏造

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。

べていた。

日本語チェック

あなたの心の隙間に

など、あらゆる選択肢を検討している」と述



お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

スローリー氏はこれに先立ち「軍からの支援

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

可能な限り取り締まりを強化しているとした。

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

どを開始。オタワ警察のスローリー本部長は

We are 30 years old!

世界の出来事

緊迫するウクライナ情勢
ロシアがウクライナ国境周辺に推定 10 万人

米兵 8500 人が派兵準備

最大で 1 億 2000 万カナダドルを融資すること

ている」と強調し、
「現状を注意深く評価し、

の軍隊と装甲車両を展開し、緊張が高まる中、 を表明。トルドー氏は「ロシアは経済を含むウ

時期尚早な退避に踏み込まない海外のパー

米国防総省は 24 日、米軍約 8500 人に対し、東

クライナの不安定化を狙っている」と述べ、財

トナーに謝意を表す」と述べた。

欧への派遣に備えるよう命じたことを明らかに

政支援によって軍事圧力を強めるロシアを牽制

した。同省のカービー報道官は、「派遣の最終

する考えを示した。

しかし、カナダの外務省は 25 日、ウクラ
イナのカナダ大使館職員で 18 歳以下の子供

的な決断はまだなされていないが、派兵隊はロ

さらに米国は 25 日、ロシアが侵攻に踏み切っ

と同伴する家族を一時的に退避させると発

シアがウクライナに侵攻した場合、北大西洋条

た場合、同盟国と連携し、先端技術の輸出規制

表。カナダ政府は 24 日、渡航勧告で必要不

約機構（NATO）即応部隊に加わる」と述べた。 を行う考えがあることを発表した。また制裁へ

可欠な場合を除き渡航を止め、滞在中の国

NATO は現在、約 4000 人の部隊を東欧に配置

民には帰国するよう勧告していた。

の報復として、ロシアが天然ガス輸出を止めた

しており、24 日には東欧の防衛を強化するため、 場合も想定し、欧州の資源調達の代替ルート
戦闘機や艦隊を増派すると発表した。

さらにフランスも国民に対し、ウクライ

を確保する準備に入っていることも明らかにし

ナへの渡航を中止するよう勧告。日本の外

カービー氏は「ロシアに緊張緩和の意図がな

た。ただ、米欧は厳しい経済制裁をロシアに課

務省も 24 日、渡航を止めるよう呼びかけ、

いのは明らか」と述べ、派兵準備の正当性を強

すことで一致しているが、制裁を加えれば欧州

滞在する日本人に対しては出国するよう促

調した。欧米諸国は、外交解決の道を探るとし

経済全体が打撃を受ける可能性もあるため、米

した。

ながらも、ロシアがウクライナやベラルーシの

国と欧州諸国の間には若干の温度差がある。な

国境で軍の部隊を増強し続けていることに懸念

お米国はロシアの銀行に米ドル取引を禁じる金

を募らせている。また、10 万人規模の部隊でウ

融制裁も検討している。

クライナを北・東・南の三方から包囲するロシ

「西側諸国はヒステリー」とロ
シア
ロシアはこうした西側諸国の動きに対し、

米・英・豪・独・加は職員の家族
に退避命令

「ヒステリー」だと非難し、このような対

バイデン米大統領は 24 日、欧州諸国首脳ら

米外務省は 23 日、
「ロシアからの脅威が高まっ

る証拠だと主張している。ロシアは、ウク

とオンラインで会談し、外交解決を目指す方針

ている」として、在ウクライナ米大使館職員の

ライナに侵攻する意図はないと強調し、部

で一致し、結束を確認した。バイデン氏は会談

家族に国外退避を命じた。米政府職員の自主的

隊の展開は自国領内での活動だとするが、

後、
「ロシアに厳しい経済的代償を与え、ウクラ

な退避も認め、一般米国民には退避の検討を促

NATO との公約を含む要求が満たされなけれ

イナ東部の安全に備えることについて話し合っ

した。

ば、不特定な軍事行動を起こす可能性があ

アによる侵攻は、いつ起きてもおかしくないと
の憶測が流れている。

た」と語った。NATO のストルテンベルグ事務

これに続き英外務省も 24 日、ウクライナの

応こそが、ロシアを悪者に仕立て上げてい

るとしている。

総長も「ロシアによるウクライナへの攻撃は、 大使館から一部の職員や家族を退避させると発

ロシアの要求とは、NATO が東方拡大を

深刻な代償を伴うことになる」とツイートした。 表した。また、この日、ドイツとオーストラリ

停止すること、ウクライナ、ジョージアの

一方、カナダもウクライナに小規模な特殊部
隊を展開している。NATO 同盟国の取り組みの
一環とし、実際の侵攻があった場合に、カナダ

アも一部職員と家族を退避させる計画であるこ

NATO 加盟を認めないこと、東欧に配備され

とを明らかにした。

た部隊や兵器を撤去すること、衝突回避の

これを受けて、ウクライナ外務省は声明で、 ための措置を取ることなど。ロシアは NATO

の外交官らを退避させる任務も負っているとし 「同国には 129 の大使館および領事館があるが、 加盟を目指すウクライナに軍事圧力をかけ、
た。またトルドー首相は 21 日、ウクライナに

ほかの全公館は退避を計画していないと確認し

自国の裏庭とみなすウクライナの NATO 入
りを阻止したいという考えとみられる。し
かし NATO 側は 12 日に行われたロシアとの
協議で、拡大停止や部隊、兵器の撤去を拒

自費出版

否した。
21 日には、ブリンケン米国務長官とロシ
アのラブロフ外相がスイスのジュネーブで

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

会談し、ウクライナ情勢を協議。会談では
米国が翌週にロシアからの要求に書面で回
答することで一致。衝突回避に向けた協議

編集・翻訳・ページデザイン

が継続されることになっている。

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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ウクライナ情勢

外交活動活発化も緊張緩まず

ウクライナ情勢の緊迫が続く中、欧米では

仏露会談の内容をウクライナへ

に向かわせたと発表した。

外交活動が活発化している。７日にはロシア

マクロン大統領は８日、ウクライナの首都

こうした中、バイデン大統領とマクロン大

のプーチン大統領とフランスのマクロン大統

キエフで同国のゼレンスキー大統領と会談

統領は９日、ウクライナ情勢をめぐり電話会

領がモスクワで会談した。会談は５時間以上

し、前日のプーチン氏との会談内容を伝えた。

談を行った。マクロン大統領が行ったプーチ

に及び、ウクライナとの国境で展開するロシ

会談後の共同記者会見では、親露派武装勢力

ン大統領とゼレンスキー大統領との会談の内

ア軍十数万人の撤収などについて議論、マク

が実効支配するウクライナ東部地域をめぐる

容を話し合い、今後の対応を協議、同盟国と

ロン氏が戦争回避と信頼構築の重要性を訴え

紛争の停戦や同地域への自治権付与が含まれ

の連携や外交の継続が重要との認識で一致し

たが、ロシアが求める「北大西洋条約機構

る「ミンスク合意」の履行が「平和と政治的

た。ただ、ロシアは現在も軍備を増強し続け

（NATO）の不拡大」については平行線のまま

解決に繋がる唯一の道だ」と強調した。同合

ており、関係国はロシアとベラルーシが 10

意をめぐってはロシアが履行を求めている。

日から十日間の日程で行う合同軍事演習に対

終わった。
会談後の共同会見では、マクロン氏が「今

またマクロン大統領は８日夜、ショルツ首

後数日間が鍵となる」と述べる一方で、プー

相およびポーランドのドゥダ大統領とベルリ

チン氏は「会談は有意義だった」としながら

ンで会談した。３カ国には温度差もあり、対

も「NATO はロシアを敵国とみなしている」

話による解決を促す仏独に対し、ロシアと国

開催中の北京冬季五輪では、ウクライナの

と指摘し、「ロシアと NATO の核戦争となれ

境を接するポーランドは対露強硬路線を主張

選手たちは同国のスポーツ大臣から、ロシア

ば勝者はいない」と核戦争についても言及し

している。会談前の共同記者会見では、ショ

選手から何らかの挑発を受けた場合は、無視

た。その上で「ウクライナが NATO に加盟し、

ルツ首相が「ウクライナ侵攻が起これば、政

するようにとの指示が出されていると報じら

クリミアを軍事的に取り戻そうとすれば、欧

治的、経済的、地理的に悲惨な結果をもたら

れた。またロシア選手との写真を避けるため、

州諸国は自動的に紛争に巻き込まれることに

す」と警告。「我々の共通の目的は、欧州で

隣に立たないようにと通達されているほか、

なる」と主張した。マクロン氏はプーチン氏

の戦争を防ぐことだ」と対話の重要さを訴え

ロシア語でインタビューに答えないようにと

との会談前日、バイデン米大統領と電話会談

た。マクロン氏も「ロシアと様々な形で対話

の指示も出ているとされる。ロシアメディア

し、緊張緩和のための外交努力について協議

しなければならない」と語った。

によると、ウクライナの男子フィギュアス

していた。

仏独およびロシアとウクライナの４カ国は

して危機感を募らせている。

「平和の祭典」にも影響

ケート選手にロシア語で質問したところ、英

米ワシントンポストは、ロシア軍がウクラ

10 日、高官級の平和交渉に臨むことになっ

イナに侵攻した場合、首都キエフは２日以内

ているが、ドゥダ氏はその 10 日からロシア

なお、ロシアは組織的なドーピング違反の

に陥落し、約５万人の死傷者、500 万人の難

とベラルーシが実施する合同軍事演習に言及

処分として今年 12 月まで主要国際大会への

民が発生することになるとしている。

し、警戒感を示すとともに、改めて欧米が団

選手団派遣が禁止されている。このためロシ

一方、米ワシントンでも同日、バイデン米

結して厳しい対応を取るべきだとした。

語で答えが返ってきたという。

アの選手たちは、東京夏季五輪に続いて ROC

大統領とショルツ独首相による首脳会談が行

なお、仏独は緊張緩和に向けた仲介外交を

（ロシア・オリンピック委員会）の一員とし

われ、ロシアがウクライナに侵攻した場合に

積極的に展開しているが、マクロン氏は４月

て北京五輪に出場している。大会中は国名を

は、対露制裁を発動させるとの考えを示し、

に控えた仏大統領選での再選を意識している

使ったり国旗や国歌を使用することが禁じら

バイデン氏は制裁の一つとしてロシアとドイ

とみられている。

れている。

ツを結ぶ天然ガスのパイプライン計画を停止
させると述べた。サリバン米大統領補佐官は
６日、「ロシアの侵攻はこの瞬間に起こりう

ロシアは軍艦を黒海へ
一方、７日に対話継続をマクロン氏に約束

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に
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茶柱にのぞみかけたがティーバッグ

日、軍艦６隻をウクライナ南部に面する黒海

あなたの心の隙間に

したプーチン氏だったが、ロシア国防省は８

と危機感を示した。

カナダ来てナデシコジャパン強くなり

る可能性もあるし、数週間後かもしれない」

We are 30 years old!

在外ネット投票の 早期先行導入を求める
オンライン署名を外務大臣に提出

現在、在外邦人の国政選挙への投票をより簡単

身も投票を行うにあたって困難を極めた経験から、 もに不断の見直しが必要であると認識しており、

に行うための在外ネット投票の早期先行導入を求

ドイツ、イタリア、アメリカに住む３人の女性が

改善したいと考えているため、ネット投票の実現

めるオンライン署名活動が行われている。
（
『月刊

発起人となり、この署名活動をはじめた。

に向けて総務省、デジタル庁の後押しをしたい」

ふれいざー』2021 年 12 月号参照）
１月 31 日、この署名活動によってそれまでに
集まった 26,027 筆を、発起人の在外邦人３名が林
芳正外務大臣に提出した。

現在のアナログな方法からネット投票にかえる

と語り、前向きな姿勢を示した。

ことによって、前述のような問題の多くが改善で
きると考えられている。
この署名活動において求める具体的なスケ

現在、全世界には在外邦人が約 135 万人おり、 ジュールは以下のとおり。
そのうち約 100 万人が憲法第 15 条によって定め

１．2022 年夏の参院選までに在外投票からネット

られた「選挙権」を有している。しかし、在外選

投票導入の実証実験を行う。

挙人登録を行っている人は約 10 万人、うち投票

２．2025 年参院選から在外ネット投票の確実な全

している人は約２万人であると言われる。

体運用を開始する。

とりわけ 2021 年の衆議院議員選挙においては、
photo: Change.org Japan

コロナ禍の影響で、多くの在外有権者が投票でき

ネット投票については 2017 年に自民党政府が

ないという事態に見舞われた。その原因は、投票

決定し、その実証実験も行われている。また、最

その後、発起人の子田雅子氏（アメリカ在住）
、

のために公館に行けない、郵便事情により郵便投

も懸念事項とされる本人確認も、2024 年からは在

田上明日香氏（イタリア在住）
、ショイマン由美子

票が間に合わない、手続が煩雑すぎる、外務省側

外邦人もマイナンバーカードを持てるようになる

氏（ドイツ在住）３名による記者会見が行われた。

の手続のミスなど様々。コロナ禍や紛争によって

ため解決されると考えられる。

www.youtube.com/watch?v=gngb-L4RFn0

在外投票が実施されない国や地域も 15 か所にの
ぼった。
こうした多数のトラブルを SNS 上で目にし、自

署名提出の後、林外務大臣は、
「在外選挙法は
平成 10 年に公職選挙法の改正によって創設され、
これまで 15 回行われた。しかし時代の変化とと

なお、この署名活動は change.org において現在
も続けられている。

https://chng.it/KGyfmJ8V9H

2021 年衆議院選挙において在外投票が困難だった在外有権者の事例
先の衆院選は、衆議院解散から投開票日まで戦後最短となり、コロナ感染
拡大の影響下で移動制限や郵便事情が悪化している中で行われたため、在外
投票において世界各国に住む有権者から混乱の声が SNS で飛び交いました。
郵送に通常より日数がかかるため郵便投票をあきらめて在外公館までの長距
離移動で交通費や宿泊費の経済的負担をもって投票するというケースや、郵
便投票用紙が期日内に届かず投票できなかった、もしくは無効になってし
まったというケースも多く見られました。今回の特徴的な事例の他、現行の
在外選挙制度の限界が浮き彫りになった事例など、在外有権者の窮状を知っ
ていただきたく、Twitter など SNS 上で投稿された在外有権者の声を抜粋し
てここに共有させていただきます。
（署名運動発起人）
１．在外公館は遠くて行けず、ブラジルと日本間の郵便が止まっているので
郵便投票もできない（ブラジル在住）
２．
オーストラリアから選管まで国際エクスプレスで投票用紙を請求したが、
３週間もかかったので郵便投票が間に合わなかった
（オーストラリア在住）
３．飛行機代６万円かけて在外公館投票に１日かけていった。在外投票疲れ
て死にそう（アメリカ在住）
４．郵便投票何度も試して一度も間に合ったことがない。2017 年から飛行
機で一人あたり 350 ドルかけて在外公館に行っている（ニュージーラン
ド在住）
５．
９月上旬に郵送した郵便投票の投票用紙請求がまだ選管に届いていない
（紛失か？）
。在外選挙人証も同封しているので、在外公館投票への切り替
えもできなかった（フランス在住）
６．在外投票に行こうと大使館のホームページを見たら在外公館実施されな
いと判明。しかしその連絡が大使館から来なかった（東ティモール在住）
７．在外公館投票したが現在空港閉鎖中。館員が飛行機で票を運べず無効票
になった（スーダン在住）

www.thefraser.com
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８．在外公館投票は 10 月 23 日までだが、在外公館から 25 日にその知ら
せが来たので投票できなかった（ブラジル在住）
９．コロナ禍のため郵便投票で準備していたが、郵便事情が悪く投票に間
に合わないと判明。諦めて往復約８時間、交通費と宿泊費約 26,000 円
かけて在外公館投票へ行った（イタリア在住）
10．投票に行ける唯一の日に強風で列車が途中で止まり、他の交通手段
を乗り継ぎ、往復 10 時間かけて在外公館投票に行った（ドイツ在住）
11．在外公館が遠すぎて、往復 3 日間かけて投票に行った（ザンビア在住）
12．交通費と宿泊費約２万円かけて在外公館投票に行った（スペイン在住）
13．赴任して３か月以上経っていないので在外選挙人証取得できなかった
（オランダ在住）
14．郵便投票を諦めて在外公館投票したら、在外選挙人証の裏面の欄が２
つのスタンプで埋まってしまった。すべて埋まるとまた在外選挙人証の
再登録は勘弁して（イタリア在住）
15．滞在国の医療体制に不安があり、また日本と行き来しているので、日
本で医療が受けられるよう住民票は日本に置いてあるため、国外滞在中
に選挙があると投票できなくてとても残念（カンボジア在住）
16．投票日に間に合うように高額の DHL で選管に郵便投票を送ったが、
市役所・選管側が英語表記（またはローマ字）のあて名が読めず受け取
り拒否をした（イギリス在住）
17．郵便投票手続きが日本と１往復半で時間がかかりすぎ、引越しで住所
が変わるタイミングで投票用紙を新しい住所で受け取ることができず、
郵便投票のシステムが利用できない。遠い在外公館に行くための交通費
のことで家族の理解を得られず口論になり精神的にも負担（ドイツ在住）
18．選挙管理委員会の担当者が公職選挙法施行令による投票用紙の発送時
期について理解しておらず、発送が遅れるという手配ミスが発生（東京
港区、葛飾区等の選管の事例）
月刊
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伝説的日系カナダ人野球チーム、バンクーバー朝日の元メンバー

Kaye Kaminishi さん、100 歳のお誕生日おめでとう !!
今年１月 11 日、伝説の野球チーム、バンクーバー朝日の元メンバー、カミ

得、その圧倒的な強さとフェアプレ
イは日系人のみならずカナダ人たち

ニシ・コウイチさんが 100 歳を迎えられました。
カミニシさんは 1922 年１月 11 日、バンクーバーで生まれ、その後広島に
帰国しましたが、1933 年、父親が亡くなった後に母親と共にカナダに戻りま
した。小さい頃日本で野球をしていたカミニシさんは、1939 年、17 歳のとき
に当時バンクーバーにあった日系カナダ人の野球チーム朝日に加わりました。

にも絶大な人気を博していました。

13 ～ 16 歳の少年による「バンクーバー新
朝日軍」の結成記念試合の始球式でファース
ナダ野球殿堂入りし、2005 年には トボールを投げるカミニシ氏。2014 年、ロ
BC 州スポーツ殿堂入りしています。 バート・バーナビー・パークにて。

バンクーバー朝日は 2003 年にカ

第二次世界大戦のときはほとんどの日系カナダ人と共に強制収容所に送られ

2019 年にには、朝日チーム初優勝から 100 周年を記念して、カナダポスト

ましたが、そこでの苛酷な生活の中で、野球で培った体力と忍耐力が大きな支

が記念切手を発行しました。野球を通して貫いた高潔なスポーツマンシップと

えになったことは想像に難くありません。

当時の苛酷な人種差別と戦った勇気を称えて発行されたものです。
バーナビーにある日系センターの日系カナダ人博物館には、バンクーバー朝

バンクーバー朝日は 1914 年、当時日本人街のあったバンクーバーイーストサ

日チームに関する歴史が当時のユニフォームなどと共に展示されています。

イドで結成され、
太平洋戦争が始まる 1941 年まで 30 年近く活躍してきました。
まだ人種差別の激しかった当時にあって、その活躍は日系人に希望を
与えました。体格的にカナダ人に劣る日系人の知力を尽くした戦
い方は “brain ball” と呼ばれ、多くのチャンピオンシップを獲

バンクーバー朝日の記念切手。後
列左から２人目がカミニシさん。

地域の資源：レスパイトケア

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

皆さん、レスパイト（Respite）ケアというサービスをご存知でしょう
か？ Vancouver Costal Health（バンクーバー地区の保健局）によると「ご
家族や友人がケアをする時に起こりうる身体的、または精神的な疲労か
ら一時的に逃れる事」と定義されます。訪問介護の分野では 3-4 時間の
長めの訪問によってご家族が休憩をとること、または実際にクライエン
ト様が施設に泊まることでご家族が日単位での休みがとれます。
保健局のウェブサイトによると Vancouver Costal Health 域内では 2 カ
所、Fraser Health 域では 10 カ所のレスパイト施設が提示されています。
サービス内容は安全な施設で 24 時間ナースが常勤し、身体介護、食事
や洗濯サービスを提供し、リクレーションへの参加などができます。2
泊から 30 泊までできるようで、長期施設に入ろうと考えている方が事
前に慣れるために使用されることもあります。
そんな某施設にご家族が海外に行かれるために入った M さん。初期
から中期の認知症ですが、まだ自分の事は自分でできる方です。2 週間
滞在の予定でしたが、3 日目に「家にかえりたい」となり、ニコニコが
その後ご自宅でケアをさせて頂きました。M さん曰く「スタッフもナ
イスで食事もまあまあ。でも、私はまだあそこには行きたくない」
。
なかなか需要が高く受けるのが難しいと聞いていたレスパイトケアで
すが、M さんにとってはあまり良い体験となりませんでした。しかしそ
の分自宅に戻った M さんは今ニコニコ介護士と必死に脳トレに励んで
います。まだまだ自分が頑張ればできる事が沢山あると悟った M さん
です。カナダにおける介護資源は限られていますが、公的、私的な資源
を上手に利用しながら長くご自宅で過ごして頂きたいですね。
						
( 続く )
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切手発行時のレセプションで。現在の新朝日チームに
囲まれたカミニシ氏（中央右）
。
（photo: Canada Post)

The 40th Annual

Ontario Japanese Speech Contest
第 40 回

オンタリオ州⽇本語弁論⼤会

Sunday, March 6, 2022
9 a.m. - 1p.m. (EST)
online
Supported by

Hosted by

The Consulate General of Japan

The Organizing Committee for the OJSC

The Japan Foundation

Department of East Asian Studies, U of T

URL: https://buna.yorku.ca/ojsc/ ⏐ FB: https://www.facebook.com/ojsc.committee/ ⏐ E-mail: ojsc.committee@gmail.com
Livestreaming link: https://youtu.be/4E02qiyY8TU ⏐ Illustration designed by rawpixel.com / Freepik

We are 30 years old!

特集

Would you like to have a cup of tea?
豊富な種類、飲み方もさまざま―世界のお茶

私たちの生活の一部となって久しいお茶。新型コロナウイルスの影響で在宅時間が
増え、若者を中心にさらに飲む機会が増えたともいわれています。一口にお茶といっ
ても、種類や楽しみ方はさまざま。発祥の地、中国、英国、インドからご紹介します。
phpoto: Vero Photoart

お茶が健康によいとは今では誰もが知っている。とはい
え、多くの場合は、健康のためというより精神的なリラッ
クスやおいしさを求めて、私たちはお茶を飲む。家族や親
しい人とお茶を飲むまったりした時間は、日々のストレス
を忘れさせてくれる。もしかしたらそれが、お茶の一番の
効用かもしれない。

成人病の予防に緑茶
脳梗塞などの原因となる悪玉コレステロールをやっつけ
る力があるのは、エピバロカテキンガレートという物質で
ある。お茶にはこの成分が多く含まれているが、中でも緑
茶は、右の図に示すように茶葉を発酵させないため、紅茶
の３倍弱の７％近くにのぼる。
また、緑茶には抗酸化効果のあるカテキンが多く含まれ
ているため、がんや高血圧、肥満などの成人病予防にもよい。
ちなみにカテキンは対内に入ってから３時間程度でなく
なってしまうため、度々お茶を飲むのが効果があると言わ
れている。

風邪予防に紅茶
一方、紅茶の赤い色の正体はテアフラビンという物質で、
これには強力な抗菌作用がある。このテアフラビンは茶葉
を発酵させる過程でカテキンが変化したもので、免疫力を
高め、風邪の菌やウィルスの撃退にも非常に効果があると
いう。
また紅茶に多く含まれるポリフェノールは、脂肪の吸収
を抑えるので、肥満が気になる人にもよいかも。

利尿作用や興奮作用
緑茶にも紅茶にも含まれるカフェインには、利尿作用や
興奮作用を呼び起こす力があり、眠気や疲労感を軽減して
くれるため、勉強中や仕事中にはよい働きをしてくれる。
しかし、カフェインの過剰摂取には自律神経の働きを乱
すため要注意。もし夕方以降や、お茶を飲み過ぎたと思っ
たときは、ノンカフェインのルイボスティーや麦茶などを
飲もう。
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習近平国家主席も寧徳で
若き日を過ごし、この地の
紅茶がお気に入り。よく来
て紅茶を楽しんだという。
近年、抗炎症などの健
康効果で注目される白茶。
茶葉の「陰干し」
「火入れ
乾燥」
だけで作り、
「優しい、
自然な味わい」が特徴だ。
業者によると、
「茶の湯の
見た目の色」で分類する他
の５種と違って「手が加え
られていない」という意味
で「白」の字を当てた。
「１年物はお茶、３年た 点心と共に飲まれるプーアール茶。香港・香港島
つと薬、７年たつと宝物」と言われ、10 年を超えると１キロ２万
元（約 35 万円）超で取引される茶葉も。白茶の生産量は全体の２％

高級茶館のティーセット。中国・浙江省

《中国》

3000 年超の歴史を誇る中国のお茶は、多様な加工方法が発達し
た。今は酸化発酵の度合いや製法に応じ、
緑、
白、
黄、
青（ウーロン）
、
程度という。
紅、黒（プーアール）の６種類のお茶が愛飲されている。このう
ち生産の６割強を占めるのが緑茶だ。
熱々のえびギョーザやシューマイ。香港グルメの代表、点心に欠
古代、薬や献上品だったお茶は、唐宋の頃から「飲料」となり、
かせないのが、さっぱりした後味のプーアール茶だ。中国雲南省が
上流階級から広がった。当初は固めた緑茶を抹茶のように砕いて
主な産地で、熟成具合で熟茶と生茶に分か
飲んだが、その後、大量生産向き
れる。香港で広く飲まれているのは熟茶。
の茶葉を使う緑茶が主流に。
濃い赤褐色と土を連想させる独特の香りを
中国緑茶は日本との加工法の違
持つ。
いから、香りの強さや淡い色が特
香港島の茶葉販売「億儀茶荘」の劉柱明
徴。おわんに直接、茶葉をたっぷ
さんは「脂肪分を流し消化を促す効果があ
り入れ、お湯を注いでちびちび飲
るとされ、油っぽい食事に最適」
。
む。古都、浙江省杭州市には「茶
味に深みが出る古いものほど価値があり、
館」が点在し、市民が茶菓子をつ
ワインにも例えられる。
「茶餅」と呼ばれる
まんで会話に興じる。日本の料亭
円盤型に固めたプーアール茶葉は、20
年、
のように「重要な商談や政府要人
30 年と保存され、高値で取引される。
の密談に使う高級茶館もある」
（茶
白茶の 14 年物（右）と１年物。中国・上海市
一方、濃く入れた紅茶に練乳を加えた「港
館の主人）
。
式〓茶（ゴンセックナイチャ）
」
（香港式ミルクティー）は大衆食堂
明清時代、輸出向けに発酵を進ませた青茶や紅茶、黒茶の生産
や軽食店の定番。英植民地時代の喫茶の習慣と地元の食文化が融合
が盛んに。黒茶は雲南省、青茶や紅茶は福建省や広東省で生産。
した「香港文化の象徴」といわれる。
福建省寧徳市で茶畑や加工工場を営む林芝華さんによると、中国
紅茶は「手摘みで手間がかかり、高値で取引されるものが多い」
。

寧徳市の茶畑と主人の林柴華さん。中国・福建省
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昔ながらの点心を提供する飲食店。香港・香港島

We are 30 years old!

▽地震経て産地復活
凍頂ウーロンや東方美人など高品質な茶葉の産地である台湾。若
者を中心にコーヒーが勢力を増す中、お茶人気も根強い。気軽にお
茶を買えるドリンクスタンドは、なくてはならない存在だ。
現在は紅茶がブームで、特に「紅玉」という品種が人気。観光地
で有名な人工湖の日月潭（南投県）周辺で栽培され、渋みが少なく、
喉越しがミントを思わせる爽やかさ。100 グラム 500 台湾ドル（約
2000 円）以上と高価ながら愛好家の間で楽しまれている。
日月潭は日本統治時代、群馬県出身で後に「台湾紅茶の父」と呼
ばれる農業技師、新井耕吉郎（1904 ～ 46 年）が栽培を始め、一大
産 地 に。 そ の 後
いったん廃れた
が、1999 年 の 台
湾中部地震の復興
対策により、紅玉
を中心に紅茶産地
として復活した。
こんなストーリー
も紅玉を一段と味
わい深くしている
ようだ。
「億儀茶荘」店内で茶を入れる劉柱明さん。香港・香港島

（香港、台北時事）

《英国》
英国人は１日に何度も「お茶にしましょう」とティーブレークを
楽しむ。日々の安らぎであり、大切な伝統文化。もてなしのツール
でもある。
インドやケニアから輸入した茶葉をブレンドした「イングリッ
シュ・ブレックファスト」
「アールグレイ」などが代表的だ。主流は
ミルクティーで、入れ方にこだわりがあり「ミルクは先か後か」の
論争もしばしば。
アフタヌーンティーは、ケーキやスコーン、サンドイッチなどを
添え、優雅なひとときを過ごす。上流階級の社交文化が簡略化され、
今は観光客に人気。紅茶とスコーン、ジャムをセットにしたクリー
ムティー、夕食を兼ねたハイティーも。
ロンドンの高級老舗百貨店「ハロッズ」は 59 ポンド（約＄101CAD）
で本格的アフタヌーンティーを提供。スモークサーモンやキュウリ
などのサンドイッチ、一口サイズのケーキが出る。高値でも豪華な
装飾のティールームで雰囲気と味の両方を堪能できるのが魅力だ。
同店所属の
紅茶専門家アン
ジ ェ ロ・ タ ウ
ティヨさんによ
れ ば、 ア フ タ
ヌーンティーの
神髄は紅茶を中
心 と す る「 材
料の鮮度」
。紅
茶文化に基づく
「英国的食事法」
はこれからも続
老舗百貨店ハロッズ内にある紅茶専門店で撮影に応じるアンジェ
く、とみる。
ロ・タウティヨさん。英国・ロンドン

www.thefraser.com

老舗百貨店ハロッズのアフタヌーンティー。お茶や軽食はお代わり自由。

近年は健康志向から、ハーブティーや緑茶の需要も増え、国内消
費のお茶の２割近くが緑茶。スーパーで多くの種類が売られ、レ
モンやジンジャーとのブレンドなども。渋みを和らげるため緑茶
（ロンドン時事）
に砂糖を入れる人もいる。

《インド》
13 億人超と世界第２
位の人口を誇るインド
は、かつて支配された
英国の紅茶文化を取り
込 み、 ア レ ン ジ し た。
世界三大紅茶のダージ
リン産を使うストレー
トティーも有名ながら、
スパイスを加えた「チャ
イ」が、屋台で気軽に
飲め、家庭でもそれぞ
れの味がある「みそ汁
のような存在」だ。
インドで紅茶専門店
を経営する「ハッピー
ハンター」の石井博子
さ ん（44） に よ る と、
英国はアヘン戦争など インド東部ダージリンの茶畑（ハッピーハンター提供）
で関係が悪化した中国に代わる紅茶の生産地としてインドに着目。
中国の茶の木を持ち込み、東部ダージリンで「紅茶のシャンパン」
と呼ばれる香りに特徴のある銘柄を育成した。
英国は生産安定のため、インドでの消費拡大も狙って「官僚に飲
み方を教えたり、大学で紅茶の効用を講義したり、街に紅茶スタン
ドを作ったりした」と石井さん。戦争中は英領インド兵に紅茶の時
間を設けさせた。
でも押し付けられるだけで終わらないのがインドの強さ。英国が
設置したストレートティーのスタンドの横で、牛乳やスパイスを入
れて煮出したチャイを売り、人気を得た。現在のモディ首相も路上
のチャイ売りから身を立てた逸話がある。
英国人には味も香りも強過ぎて敬遠されがちだったアッサム種も
加わり、インドのコーヒー文化は南部を除き、あっという間に紅茶
文化に替わった。チャイ向けにはダージリン産よりも、牛乳やスパ
イスに負けない香りを持つ茶葉を使うといった工夫も重ねられてい
（ニューデリー時事）
る。
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1931 年（昭和６年）
、世界大恐慌のさなかに 18 歳で単身アメリカに留学
した大正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。

第一章『自由に憧れて』（２）
その冬は、めったにな

とした台所に立ち尽くした。

い大雪だった。裏庭にた

それから何日か経って、サンデースクールに

き口のある風呂を沸かす

行った。お姉さん先生が、ひらがなばかりで書

ことは、ねえやが大変だ

かれた讃美歌の、真っ白い紙をめくって、

その頃から何となく、父の存在が一家にはど
んなに大切かを感じ始めた。特に私は、お父さ
ん子なのだと確信を持つようになった。
父が機嫌の悪い時、母が、

からと、よく銭湯へ出か 「今日はお友達の弟さんのために、これを歌いま 「さあ、妙ですよ、妙ですよ」
けた。

しょう ｣

と私をだかせると、

そ ん な あ る 日 の こ と。 と讃美歌 458 番をオルガンに合わせて歌った。
銭湯から帰って間もなく、

「寝ろちば寝ろちば、この餓鬼は！」
と、すぐ恵比須顔になったとか。キツネ目の

武ちゃん ( 双子の生き残り

再び主イエスの くだります日

日本美人でないから可愛いとか、言葉を覚え始

の一人 ) の様子がおかしく

召さるる幼児 み国にて

めたころ、頭から爪先までの英単語を１、２度

なった。家の中は夜通し

みそらの星と かがやきつつ

教えるとすぐ覚えてしゃべるのが得意だったと

ざわついていた。翌朝、

主の御冠 ( みかむり ) の玉とならん

か、よく母は笑い話にしていた。

「あんたは学校へ行きなさい」との母の言葉通り
登校したが、２時間目の授業中、ねえやが迎え

遠い夜空に、小さな星を二つ見つけると、大

小学校四年生の春休み。家族と観劇に行った。

に来た。ねえやは悲しげで黙っていた。二人は

人になってもこの時のこと、そして二人の弟の

その時隣に作家志望の若い国語の先生がいて、

雪のトンネルのようになった町並みを通り過ぎ、 ことを思い出す。家では離れの仏壇と別に、二

私を見初めた（？）らしい。２、３日後、私を

すべるように玄関につくと、もうお線香の香り

つの小さな遺骨の箱が、居間に近い部屋の床の

借りにこられた（貸し借りという言葉で彼と母

がただよっていた。

間におかれた。母が自分で毎晩お供えをしてい

が相談しているのを、私は玄関のついたての陰

た。

で聞いていたのだ）
。そしてその後、彼は父母の

武は居間の向こうの八畳の間に、北向きに寝
かされていた。

信頼を勝ち得て、時々私をデートに誘った。和

私の姿を見ると、

その同じ冬、母の大病と愛児を失った父親の

「 き の う は、 あ ん た が 学 校 へ 行 く ま で キ ャ ッ
キャッと笑っていたのに…」

疲れと悲しみが、父自身の健康を襲った。

服姿で懐手の彼は、静かで大らかだったから、
腰巾着になるのが楽しかった。遊園地だの、お

ある夜、母と友人にささえられてトイレに立っ

もちゃだのとは無縁の、散歩やおしゃべりばか

と母が泣いた。

た父が、うーんと唸ったかと思うと、いつもの

りのデートで、夕方から翌日まで続くこともあっ

雪よりも白い武の小さな顔の上に、生前の笑

温厚顔が、魔物のように歪んだのを見た。私は

た。

顔が二重映しになった。その映像は涙で揺れた。

恐ろしさのあまり、声をあげて泣いた。

先生の二階の広い部屋の中央にあるテーブル

次の朝、白い布に包まれた小さなお棺を、男の 「お嬢ちゃん、お水、お水！」

には、お菓子や果物がピクニックのように並ん

人がおぶって玄関を出るうしろ姿を見た。町全

おばさんに言われて、夢中で台所のポンプを

で、いつも私を待っていた。ベランダから下を

体がかまくらになった銀世界の中へおんぶされ

こいだ。自分の泣き声と、シャアシャアと水の

見ると下宿の庭。春は山吹、
夏は夕顔、
秋は萩 ( は

て消えた武。武がどんな風に納棺され、どこで

流れる音だけが耳に交錯した。

ぎ ) と、私の好きな花が咲き乱れ、その美しさに

遺骨になったか、全然記憶にない。他の弟たち
も昨日からいなかった。

気が付くと、おばさんがコップを受けて水を
くんで行った。

心が揺れた。
先生は私のことを ｢ 君 ｣ と呼んだ。

思えば、短い一生であり、あっけない死であっ

再び家中が、医者と看護婦の匂いで満ちる日々 「君は女の先生嫌いなんだって？」

た。そして、私は、後で、意外なことを知った。

が続いた。真夏の母の患いと違って、何となく 「そう。どうして知っているの？」

銭湯に行った時、武があまり泣くので、お守

すべてが陰にこもっていた。部屋は固く閉ざさ 「お母様から聞いた」

りをしていたねえやが、脱衣所にあった瓶のミ

れ、弟たちもまたどこかへ預けられた。学校が 「そう？ しかる時くどいし、えこひいきがある

ルクを含ませた。だが、その瓶は一週間以上も

あったので、私は今回は使い走りはしなかった。 し。なんとなくめんどくさい」

前から、そこに転がっていたのだった。当然、 氷は一かけらも買わず、お手伝いさんが、アイ 「気にしなきゃいいんだ。君だって女だろ？」
ミルクは腐敗していた。

スクリームを裏庭の雪でつくるのが珍しかった。 「私？

でも、生まれる前は男と思われてたの。

「双子は、一方が死ぬと残った一人も、亡くなる

絶対安静が何日か続いた後、次々と見舞い客

そうだし…。ねえやのせいだと考えたくないけ

が訪れては、玄関先でひそひそ話してすぐ去っ

てあったんだって。ところが女でしょ？

れど、いると思い出すから」

た。そのつど母は、不吉そうな顔をして、ぶつ

んびっくりして、一週間名無しのごんべえって

と、両親が話していた。そして、口やかまし

あんまり暴れてたから、名前も男ばかり準備し
父さ

ぶつ何やら口の中でつぶやきながら戻って来た。 名だったの」

い母がそれまでで一番気に入っていた若いお手

あとで、それは父の訃報を新聞で見つけて駆け 「男の子の生まれかわりかな？ ｣

伝いさんは、しばらくすると、田舎から連れに

つけた人々だとわかった。病床を離れる時、父 「そうだと思うの。お腹の中、狭苦しかったのよ。

来た母親と行ってしまった。私は子供心にも、 は何度も、一度死んだら長生きするよ、と満足

やっと外へ出たら、産婆さんがまだ来ていなく

複雑な気持ちで、ねえやがいなくなってがらん

てね。早産だった」
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先生が笑った。

のばかり入れてあったんですって。仙台平の袴っ

「君の家の床の間にある掛け軸のお年寄り、だ
れ？」

てどんな袴？」
「そんなことがあったの！

「お祖父さん、胸に薄緑の房があるみかん色の被

一番楽しかったのは、お泊りをした次の日の、
先生との早朝の白い街の散歩だった。私が早起

仙台平の袴てのは、 きだと知ってか知らずか、あるいは多分先生自

男の人が儀式の時、はくもんだよ」

身の健康のためだったのかも知れない。

布着てるでしょ。一生俳句ばかり作って、身上 「そう。そんな袴、泥棒さん達にはいらないわね。

ある日母に、どうして先生、お嫁さんをもら

つぶしちゃったおもしろい人だって。私、お祖

儀式なんかに出てたら、つかまっちまうからね。 わないの？と聞くと、体が弱いからだと答えた。

父さんに似てる？」

私も儀式って嫌いだけど――。

「そっくり！」

「じゃ、私がお嫁さんになろうか？」

まだあるわ。お祖父さん新し物好きでね。石

母はにやりとした。次に先生が私を迎えに来

「父さんがそう言うの。死ぬ前に合わせたかっ

鹸が日本に輸入されたら一番先に何ダースも買

た時、母はそのことを告げて笑ったが、ついた

たって。でも、お祖父さんの鼻と私の鼻とどっ

いだめしたの。シャボン玉作って楽しんだのよ

ての陰の私に、先生の笑い声は聞こえなかった。

ちが高い？」

ね。なぜ石鹸玉っていわないんだろう。まだ聞

「さあ、比べてみないから分からないよ」

きたい？」

それは、恋心としてはあまりにも淡く、天衣
無縫な少女の白日夢だった。だが、この小さな

「お母さんがね。お前が鼻さえもっと高かったら 「うんうん。君はお話好きだね。学校でも？」

恋ならぬ、愛のメロディーも、小学５年になる

ねって。でも、天狗みたいじゃねえ。先生、さ 「そう。お休み時間にね。家ではあまりおしゃべ

春、父の転勤で中断された。その後、私がアメ

んりんぼうって知ってる」

りすると、うるさいとか変わり者とか言われる

リカに留学してからも消息は途絶えることがな

でしょ。お母さんに」

く、23 歳で帰国後、数年して彼が亡くなるまで

「うん。その日に旅行したり、引越ししたり、家
を建てたりすると、悪いことがあるって迷信だ
ろ」
「そう、お祖父さんは、わざとその日に引っ越し

そして私は、祖父が潔癖な人柄で、土産物を

続くことになる。

持って頼み事に来ると、怒ってそれを庭に投げ

健康上の理由で、暖かい地への転勤を望んだ

たとか、一度はその箱が生卵だったとか、まる

父の希望がかなって、一家は富山を去り、また

したの。日本橋の大きい家へね。何日かして、 で見たように話をして、先生を面白がらせた。 南国鹿児島へ帰ることになった。再び荷造りが
ねえやが倉の方を見るとね、仙台平 ( せんだいひ

当時、父が巌谷小波 ( いわやさざなみ ) の児童文

始まり、母はその時初めて私によそ行きのスー

ら ) の袴が蔵の横の松の木にひっかかってたん

学書を次々と与えてくれたので、話のタネには

ツを注文してくれた。これは案外よく似合った。

だって。変だと思って行ってみるとね。蔵は空っ

困らなかった。先生も、おしゃべりに飢えてい

ぽ。五人組の泥棒が一週間かかって持って行っ

た私のために、辛抱強く耳を傾けてくれたもの

ちゃったの。中には普段は使わない、立派なも

だ。

			

（つづく）

今日 は 何 の 日？
２月 19 日

Chocolate Mint Day

全 米 菓 子 協 会（NCA） が 2 月 19 日 を「Chocolate Mint Day」
に制定。最近ではアイスやお菓子だけでなく紅茶やプロテインで
もチョコミント味があります。日本のチョコミント好きが「チョ
コミントの日」登録申請をクラウドファンディングして 2021 年
に正式認定された。好き嫌いがはっきりするチョコミントですが
時々無性に食べたくなるのは私だけ？

２月 22 日 頭痛にバファリンの日

ライオン株式会社が頭痛に悩む 20 ～ 30 代女性を応援する日と
して制定。「頭痛にバファリン♪」の「ず（2）つう（2）に（2）」
の語呂合わせ。「バファリンの半分は優しさで出来ています」の
CM が有名ですが本当はアスピリンが 3/4、胃を守る緩衝制酸剤
は 1/4 入っています。嫌な頭痛を和らげてくれるからやっぱり「優
しさ」が入っている気がします。

２月 27 日 日 International Polar Bear Day
（2 月 27 日 記念日）
ア メ リ カ と カ ナ ダ に 本 部 を 置 く 動 物 保 護 団 体「Polar Bears
International」が制定。ホッキョクグマの絶滅危機現状を知って

www.thefraser.com

貰う事が目的。北アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸北部、北極
圏に生息するホッキョクグマは近年の地球温暖化の影響で棲み家
や餌を失い小型化が進んでいるそうです。
www.polarbearsinternational.org

３月１日

マヨネーズの日

３月７日

サウナの日

1925 年 3 月に日本で初めてマヨネーズを製造＆販売したキユー
ピー株式会社が日本初（1）にちなみ 1 日に制定。マヨネーズは食
用油・酢・卵が主材料ですが海外では全卵使用の甘めタイプが主流。
最近は日本の卵黄タイプが世界中で大注目されて海外のスーパー
でもキューピーのマヨネーズ買えます。皆さんの一押しマヨネー
ズレシピは何ですか？

日付は「サ（3）ウナ（7）」と読む語呂合わせから日本サウナ・
スパ協会が 1984 年に制定。サウナは発汗して交感神経などに作用
して精神安定の効果があります。いい汗流してリフレッシュ出来
るサウナにハマる若者や女性が増えています。昨年の流行語大賞
に『ととのう』がノミネートされた様にサウナブームが到来中！
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詐欺から身を守る！

scam

２月１日号で「バンクーバー総領事館からのお知らせ」にて、現在カナダ国内で発生して
いる悪質な詐欺事件の一つとして、CBSA（カナダ国境サービス庁、Canada Border Services
Agency）
の同職員を装うケースを紹介した。
（詳細は thefraser.com ２月１日号４ページ参照）
詐欺事件の被害者にならないよう、身を守るためには先ず情報で防護！ Go Local ではローカ
ルニュースなどで詐欺事件が報道されるケースの情報を今月から随時アップデートする。
カナダ詐欺防止センターによると、カナダで 2021 年に起こった詐欺事件の被害総額は 275
ミリオンに上った。2020 年には 106.6 ミリオンだった。

シニアが騙されやすい詐欺
１．カナダ版オレオレ詐欺
（Grandparent Scam）

を要求するようなことは絶対にない。

詐欺師は大変手の込んだ手口を使う。電
話機に表示される ID 認識も、100％頼り
2021 年 カ ナ ダ で は シ ニ ア を タ ー ゲ ッ にはなるわけではない。時にはスプーフと
トにした「緊急性を装った（emergency いって、詐欺師の電話番号ではなく、あた
scams）」詐欺が急激に増加した。昨年前 かも信用できる電話番号（銀行だったり、
半 に 通 報 さ れ た オ レ オ レ 詐 欺 は 457 件。 普通のビジネスだったり）のように、番号
実際被害にあって金銭を奪われたのは 136 を表示することができるので気を付けよ
名、全国の被害額の合計は約 1.1 ミリオン う。
ドルに上がった。

手口： 孫、或いは親戚、家族の弁護士

マ氏によると、詐欺の内容を調べる目的
でこのリンクをクリックしたところ、その
サイトにアクセスしているのが人間か確か
めるページまであり、一見するときちんと
したサイトのように見える。（ロボットと
いってウェブを徘徊して情報収集するプロ
グラムがあるので、人間かどうか見極める
ために簡単なパズルを解くような仕掛けが
ある）同氏は続けて、BC 州政府は絶対に
メールやテキストで銀行口座の情報を聞き

月刊
月刊 ふれいざー
ふれいざー Toronto
Toronto

対策： 知らない送り主から来たテキスト

メッセージや LINE などについてくるリン
クは絶対にクリックしないこと。RCMP に
連 絡 す る。 グ ー グ ル な ど で「RCMP non
emergency」というキーワードで探すと管
轄の電話番号が出てくる。

ツイッターで、NorthVan コミュニティ
メンバーが BC 州政府に成りすました誰か
２．COVID-19 ワ ク チ ン 接 から、以下のようなテキストメッセージを
受け取ったとシェアした。このリンクは実
種インセンティブ詐欺 によくできた偽の e-deposit ページに飛び、
１月 31 日、BC 州 NDP 議員ボウィン・ そこからあなたの銀行口座情報を盗む。確
マ氏がツイッターで、BC 州政府の成りす 実に詐欺である。
ましによる COVID-19 ワクチン接種インセ
ンティブ詐欺が横行していることを注意喚
起した。

を装った詐欺師が、警察に逮捕され保釈金
が必要になったというものから、理由は
様々だが早急に経済的な救済がいるという
もの。
次に、クーリエや時には Uber などのラ
イドシェア（乗用車の相乗りの需要をマッ
チングさせるソーシャルサービスの総称）
手 口： ス マ ホ に リ ン ク 付 き の テ キ ス ト
の運転手を送って現金を渡させる。
を 送 信 し て い る。 内 容 は BC 州 政 府 が
COVID-19 ワクチン接種をすると 100 ドル
対策： 金銭を要求してきた場合、落ち着
のボーナス（Incentive）をもらえるとい
いてその家族に連絡を取る。事前に家族内
うもの。INTRAC e-transfer（ネット利用に
で秘密の合言葉を決めておくのも良いだろ
よる銀行口座に直接送金するサービス）を
う。警察や法に関連する機関が緊急に金銭
使って自動振り込みするとの売り込み。
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３．インターネット利用詐欺
Canadian Association of Retired Persons
(CARP) （カナダのリタイアしたシニア向
けの団体）代表は、シニアはコロナ渦中友
人や家族とのコンタクトが少なくなってお
り、慣れないながらもメールや SNS を始
めたことから、益々インターネット利用詐
欺の対象になっていると述べている。

a. ロマンス系詐欺

手口： フェイスブック（Facebook）など

29 years old!
We are 30

で治療費を貸してほし、等など、様々な理
由をつけて金銭の要求をするというもの。
なりすましに使っているプロフィール写真
や SNS 内の写真はネットで見つけたハン
サムな男性だったり、美女だったりする。
恋は盲目というが、すっかり詐欺師を信用
した被害者は気が付くと全財産失っていた
ということも多い。詐欺にあったことを恥
じて通報しない例も多く、この詐欺にあっ
ても通報する被害者は 20％ぐらいだろう
と見られている。
の SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）を通して友達になり、信用を得
ると次第に金銭トラブルの相談をしてくる
ようになり、金銭を要求するようになる。
よくある例が、海外の異性から友達申請が
届き、何度かやり取りしているうちに恋に
落ちるパターンである。被害者は 40 代か
らシニアが多く、70 代以上の被害者の被
害額が一番大きいという。その海外の恋人
が外国で病気になり帰国するためにチケッ
ト代を貸してほしい、何らかの犯罪に巻き
込まれ急にお金が必要になった、会いに行
きたいがお金がないから行けないので、旅
費を出してほしい、家族の病気になったの

対策： 面識のない人間を安易に信じない

こと！ お金の工面をリクエストしてくる
ようになったら先ず疑い、信用できる家族
や友人に相談を。

b. ハッキング

手口： 詐欺グループの手口は巧妙で、銀
行、政府機関、ビジネスのロゴなどを利用
した本物と見間違うようなメールを送って
くる。その中にあるリンクは決してクリッ
クしてはいけない。それがトロ―ジャン（ト
ロイの木馬）という悪いソフトを自動ダウ
ンロードするリンクだったりするためであ
る。トロ―ジャンとは正常なファイルに偽
装してコンピューターを感染させ、パス
ワードを盗んだり不正な操作をしたりする
マルウェア（ユーザーに不利益をもたらす
不正なソフト）の一種である。

対策： 知らないメールやリクエストして

いないのに来る銀行などのメールに含まれ
ているリンクは絶対クリックしないこと！
悪用されないために、SNS でも誕生日を

S.I.N. 番号は絶対に教えない
この番号は CRA と銀行以外教え
てはいけない。電話番号、住所、
メ ル ア ド な ど は 変 更 で き る が、
S.I.N. は何があっても変えられな
いことから、絶対に他人には教え
ない事！ ※アパートを借りる
際に申請書に書けと言われること
があるが、書く必要はない）

個人情報は教えない！

カナダ政府緊急
ビジネス救済ローン

公にするのはやめよう。誕生日は本人確認
に使うことがあるほか、安直に（それだっ
たら忘れないだろうと）パスワードに使用
したりすることが多い。
２段階認証を有効にしよう。これには
ID やパスワード入力の他に、自分にしか
分からない質問と答えの設定や（例：小学
校 1 年生の時の先生の苗字、初めてのペッ
トの名前、両親が知り合った土地など）、
銀行やメール閲覧ページにログインすると
きに、そのサイトから携帯へとセキュリ
ティ番号が送信されてきて、その番号を入
力する方法などがある。

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し、中小企業向けのローンのプログラム
を打ち出したが、COVID-19 感染拡大が長引き経済活動が未だ回復していないセクター
があることから、ローン返済日は 2023 年 12 月 31 日に延長された。

個人情報を聞き出そうと脅したり
すかしたりされても、絶対に教え
ないこと！ ※もし本物の機関
で あ れ ば（CRA な ど の 政 府 機 関
や銀行）後から直接電話して確認
すればよいことで、電話で早急に
対応する必要はなく、何も恐ろし
いことはない。

ちなみに CEBA の新規申請は既に締め切られている。

www.thefraser.com
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ビジネスの醍醐味
with コロナ――ローカルビジネスは今
My Lovely K9 Training & Fitness（DOGSmar Training & Daycare)

吉永 麻純（よしなが・ますみ）さん

米国プロフェッショナルドッグトレーナーズ協会認定トレーナー
犬フィットネス認定トレーナー mylovelyk9@gmail.com
www.dogsmart.ca/Masumi_Yoshinaga.html
コロナ渦中すっかり在宅ワークが定着すると、 学などを学びました。一方 DOGSmart で見習い

化の歴史、動物行動学なども学びました。

今まで在宅時間が短く犬を飼うことができなかっ

として実地訓練を行い、教室の椅子並べや教材作

犬のフィットネスの資格を取得したきっかけ

た人たちが念願の犬を家族として迎えられるよう

成を手伝いながらアリスのやっている訓練内容を

は、愛犬が椎間板ヘルニアを患い手術したことで

になり、近年見られなかった犬ブームが起き。今

ノートに撮ったり飼い主さんのサポートをしたり

す。獣医ではないのでリハビリや治療はできなく

月はバンクーバーで大忙しの犬フィットネス認定

しました。半年ほど経ってからは、15 分ぐらいア

ても、私にも何かできるのではないかと思い、ス

トレーナー、吉永麻純さんにお話を伺いました。

リスに代わってトレーニングをしてはアリスの指

クワミッシュにいる全国で５人しかいない犬のス

導を受けて、だんだん時間をのばしていきました。 ポーツ医学とリハビリ専門家デイビッド・レーン
ふ 日本語ＯＫのドッグトレーナーはなかなか見

そうやって２年くらいすると、
アリスが「あなた、 先生の助手でマッサージセラピストのジェン・ス

つからず貴重な存在だと思います。コロナ渦中お

私なしで自分で教えなさい」と私の名前でクラス

ミスに相談したところ、解剖学や筋肉強化方など

仕事に変化がありましたか？

を持たせてくれるようになりました。

も本格的に勉強できる Canine Fitness Trainers の

M.Y.：昨年の９月 10 月は、休みがとれても半日ほ
どという多忙な日が続いていました。
ふ ドッグトレーニングの道を選んだきっかけを
お聞かせください。
M.Y.：2004 年にカナダで初めての犬を迎えたこと

現在トレーニングの内容次第（特に犬のフィッ

コースを勧めてくれました。フィットネス指導中

トネス）では個人で活動していますが、今でもグ

は犬に触る機会が増えますので、犬の精神的、肉

ループクラスは DOGSmart で契約トレーナーとし

体的な負担を可能な限り減らせるようローストレ

て教えています。

ス・ハンドリングの資格も捕りました。これはグ

ふ その後次々と資格を積まれましたが理由は？

ルーミング嫌いの犬の飼い主さんの指導にも役立

がきっかけになりました。犬は実家にもいました

M.Y．
：この道に入った理由も資格を取った理由も、 つんですよ。

が、自分の犬としてはこの子が初めてでした。そ

全て愛犬とそこからつながった人とのご縁のお陰

の当時の私は、犬はまあまあお利口さんならいい

です。様々なトレーニング法を見た中で、自分の

M.Y．
：犬のルーツを理解することが大切です。例

と思っていましたが、その子が 1 歳 1 か月ぐらい

倫理と道徳にあったトレーニング法が Dog Smart

えば、私の犬はニオイ追跡銃猟犬、ビーグルでし

の時アパートの大型犬に襲われ状況が変わりまし

で学んだものでした。それまでドッグトレーニン

た。この種類の犬は匂いの追跡に夢中で呼び戻し

た。出会うたびに威嚇されたり噛まれたりしたこ

グというとミリタリー式のスパルタ教育的なもの

が大変ですが、その性質を理解して、アイコンタ

とから、他の大型犬に対して問題行動をとるよう

だと勝手に思っていて、DOGSmart のようなやり

クトや呼び戻しの訓練を徹底的に、ゴールデンレ

になったんです。悩んでいたところ、散歩中によ

方があるとは知りませんでした。

トリーバーに比べて 10 倍ぐらい強化します。牧

ふ トレーニングで特に大事なことは？

く会う犬友達に DODSmart のクラスが良かったと

ですが、私が丁度ドッグトレーニングに興味を

畜犬のコーギーは、ともすると子供が公園で走り

勧められて通い始めました。最初はトレーニング

持った時期、褒めて育てるリワード式や「サイエ

回っていると群れに戻すような動作で踵を嚙むよ

に通う普通の飼い主だったのですが、通ううちに

ンスベース」のトレーナーさんが熟成期にはい

うなことをします。そういった特性を理解したう

人間本位の考え方から、
「犬から観たらどうなのだ

り表舞台に出て来た事もラッキーでした。犬は

えでトレーニングされると良いと思います。個々

ろうか？」と考える癖ができ、接し方を改めるこ

叩いたり蹴ったりしても人間に従わせることは

の犬によって性格はありますが、全体像を把握 sh

とで愛犬との絆がさらに深まり、問題行動も改善

できるかもしれませんが、リスクが大きいよう

いた上で個々の犬の性格を尊重してあげると、飼

されてトレーニングの奥深さを実感しました。

に思います。
。最高のトレーニング体験には飼い

い主さんと犬の絆がぐっと深まると思います。

しばらくして、DOGSmart でお世話になったオー

主さんと犬との信頼関係が不可欠です。私が好

ナーでトレーナーのアリス・フィッシャーに、ク

きな教えにスーザン・フリーマン博士の “犬の信

よく触れ合う家族や友人も一緒にトレーニングに

それから、ワンちゃんを混乱させないために、

ラスで学んだ犬との絆（bonding）を深めるスタ

用を貯金する” というのがあります。ポジティブ

参加なさるといいですね。

イルのトレーナーを目指したいことや、自分の資

トレーニングが基盤になっている関係では、
『遊

質などを相談しました。

ぶこと』や『おやつ』
、
『飼い主さんの笑顔や優

すね。

アリスは私がクラスをとったときの様子を覚え

しい言葉がけ』といった事から、ある範囲内で

M.Y．
：ワンちゃんが４匹集まれば DOGSmart で６

ていて、資質はあるので、自分のところで実地で

犬に選択肢を与える事によって、信用を積み上げ

週間の日本語グループクラス（週 1 回ベース）を

学びながら基礎の理論（theory）を勉強してみた

ることができるのです。

開けます。もし DOGSmart はちょっと遠いとお考

ふ 日本語でトレーニングを受けられると安心で

らと助言してくれました。
ここから私のトレーナー

もともとのめり込むタイプなので、ドッグトレー

えでしたら、どこかのお庭を貸していただいて４

としての人生がスタートしました。先ずはクリッ

ニングに役立つことはどんどん積極的に勉強し資

名から日本語の出張グループクラスも考えていま

カートレーニングで知られるカレン・プライヤー・

格を取りました。進化生物学者のロジャー・アブ

すので、犬友さんグループで声を掛け合って、お

アカデミーのコースで基礎を学び、進化生物学者

ランテス博士のコースでは、犬のことをよく知れ

気軽に連絡をください。プライベートトレーニング

のロジャー・アブランテス博士の授業で動物行動

と言われ、ダーウィンの進化論から始まり犬の進

は遠方の方は ZOOM での授業もできますよ。
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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 ＝
（２）
				
ホリンジャー

アンジェラ

CeCan Business Development 社長

こんにちは！ アンジェラです。個人事業の起

ような価値があるのか

多いほど良いです。結構時間はかかるかもしれま

業に興味があるけれど、英語ではカナダの起業情

・会社がどこにあるのか

せんが、この段階で将来ビジネスが成り立ってい

報がいっぱい、でもよく分からないな、あまり資

Gentle Hands Skin Care is located in Beautiful

くのか見極めることができます。

金がないけど借金するのはいやだな、などとと考

Vancouver, British Columbia. The company opened

えたことがありますか？

its doors in 2021, to care for your sensitive skinned

■ Secondary research （二次資料調査）

この連載では起業 “How-to” を分かりやすくご

二次資料調査は既に他者（リサーチ企業だった

furry kids. We offer an excellent quality organic

り、政府や産業団体だったりします）が調査、分

説明していきます。カナダで起業するにあたって、 shampoo for pets. The company owner, Torako

析などを行って公表しているものです。予算やマ

英語のドキュメントや資料を目にすることが多く

concocted this special shampoo after many years

ンパワーと時間に余裕のないスモールビジネスに

なりますので、ここではキーワードはそのまま英

of seeking the right formula in the market, and

とってはこの調査方法が一番手っ取り早いかもし

単語を使います。

loads of trial and error to ease her beloved cat,

れません。以前はそのような情報は高額でしたが、

Gatto’ s itchy skin. Now your special furry kids can

インターネットを上手に利用すれば、いろいろな

benefit from Torako’ s love for Gatto. It’ s good for

情報が手に入ります。正確な情報は総合研究所、

both dogs and cats. Products are available on Etsy.

大学、政府、大手メディア、図書館や産業機関な

今月からは数階にわたって、ビジネスプランに
ついてご説明します。

ビジネスプラン

会社名と場所が最初にあり、どのような目的で

どが信頼できるでしょう。しかしながら、一つの

ビジネスプランは、ゴールを達成するための不

いつビジネスがスタートして、誰が何をどのよう

サイトの情報だけではなく、いくつかのサイトを

可欠なツールになります。ビジネスプランを書く

なお客様を対象に、どこで販売しているかが明記

見てそれが正確かどうか確かめることも大事です。

にあたって、自分の考えた商売が果たして利益を

されています。

その際日付にも気を付けましょう。必要な情報が

生むビジネスとして成り立っていくのか、を詳し
く説明・証明するものです。
ここでは猫田とら子さんの敏感肌用犬猫用オル

２．市場調査 （Market research）
細かいことをいうと、いろいろな種類やステッ

あったと喜んでいたら、それが 10 年前の物だっ
たりすることがよくあります。すっかり便利になっ
た Google などの検索エンジンが大活躍ですが、

ガニックシャンプーの製造販売を例に、ビジネス

プがありますが、手間暇とお金もかかるので（汗） 市場調査に使えるような的確な情報を素早く効率

プランを作成していきましょう。

ここでは簡単に Primary と Secondary research をご

とら子さんが起業するまでのお話し：

説明します。

よく見つけるには、ちょっとした工夫が必要です。

ネット上での的確に情報を見つける

とら子さんの家族は、５歳の大河ちゃんとペッ

■ Primary research （一次資料調査）

トの猫、ガットです。さて、愛猫のガットは敏感

自分で基本的な２種類の情報を収集します。

肌でいつもどこか痒がっています。一般のお店で

〇 Exploratory（探索的な調査）
：小規模なグルー

えば、
「organic pet shampoo market report」と

売っている猫用シャンプーは成分がきつくて使え

プや個人に電話してインタビューする方法。家族

Google で検索をかけると、リサーチ企業の情報が

ないので、いろいろ探しましたが、よい製品があ

や友人・知人に頼んで協力してくれる人を探した

いくつも出てきて、
「Pet Shampoo Market Size

りません。そこで手作りのデリケートな肌に優し

り、
経済団体に所属していれば（例えば日系コミュ

Worth $757.7 Million By 2025 | CAGR: 6.4%」と

い自家製のシャンプーを作ってみました。すると

ニティには企友会というビジネス団体があります） ビジネスプランに必要な具体的な市場サイズの数

ガットの痒みはなくなり、やがて安定した成分の

相談しても良いと思います。ここでの質問は、
ペッ

検索したい内容を明確にしておきましょう。例

字やスナップショットまで見ることができました。

シャンプー作りに成功しました。とら子さんは、 トを飼っていますか？ 何匹買っていますか？

ちなみに、グローバルな CAGR：年平均成長率は

それまで働いていたパブがコロナ感染拡大で立ち

ペットのスキンケアに興味がありますか？ オル

大企業だと 5％～ 12％でしたら、良しとされます。

いかなくなってきたので、これをきっかけに、起

ガニック商品に興味がありますか？ など。

ただし、このリサーチはコロナパンデミック以前

業する決心をしました。

：上記
〇 Specific（目的を明確にした調査）

2018 年をベースにしている予測なので、ペット

の xploratory 調査をもとに、もっと踏み込んだ質

ブームの今、市場のポテンシャルはもっとあると

問をする調査です。この製品のニーズがあるのか

思います。

◆

会社名：

Gentle Hands Skin Care

◆

製品名：「No meow itch shampoo」

１．Business Description

（売れるのか？）どのような人が、どのぐらいの値

他の市場リサーチ企業のサイトには、ペットシャ

段だったら買うのかなどを見極めるチャンスです。 ンプーのグローバル市場での動向、何がビジネス
例えば、ペットシャンプーを買ったことがありま

チャンスにつながっているか、主な競合ビジネス

すか？ いくらだったら買いますか？ １か月間

企業、シャンプーの種類、流通経路まで使える

・会社名

に何回ペットをシャンプーしましたか？ １年間

情報が結構ありました。

・何をしている会社なのか

にシャンプーを何回買いましたか？ みたいな感

・会社の製品やサービスがお客様にとってどの

じの質問です。インタビューの対象者は多ければ

ま ず Gentle Hands Skin Care の 紹 介 文 Business

Description を考えます。内容に含まれるものは、

www.thefraser.com
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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

バレンタインにぴったりな Pink で爽やかなドリンクはいかが？
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

最新トレンドの Pink Gin にハマっちゃうかも？

Sweet × Spicy な味わいがクセになるドリンク

Pink and Tonic

Cranberry Ginger Fizz Mocktail

ピンクジン

ジンジャービア

60ml

180ml

トニックウォーター 150ml

クランベリージュース 大さじ３

イチゴ（他のベリー系も OK ）

ライム果汁

1/2 個

ライム（輪切り）

１枚

		

飾り用

１）氷入りのグラスにジンジャービア

１）氷入りのグラスにピンクジンを入

を注ぐ（全体の 3/4）

れて

２）クランベリー

２）トニックウォ

ジュースとライ

ーターを注ぎ

ム果汁を加えて

ステアする。

ステアする。

３）いちごを飾り

３）ライムを飾り完

完成

成

＊様々なベリーを使ったピンクジンがあ

＊ジンジャービアはノンアルなのでご心配なく

るので試してみてね。

＊カクテルバージョンにはジンをプラス

トンガ 海底火山の大噴火と津波
昨年末から、南太平洋の海底火山フンガ・トン

ストラリアでも聞こえた。噴煙の傘は 35km の

ガ＝フンガ・ハアパイ火山が大噴火し、続く津波

高さまで達し、頂点部分は 55km に達した。火

によってトンガ王国に大きな災害を及ぼした。

山灰は数千 km 離れた国々にまで広がっている。

最初の噴火は 2021 年 12 月 20 日。高度 18km に
達する噴煙を吐き、爆発音は 170km 先でも聞こえ

オークランド大学科学者によると、この噴火
は 1000 年に１度の大噴火であるという。

た。2022 年１月５日に一旦弱まった噴火活動は１

この噴火によって、火山付近のハアパイ諸島

月 14 日に活動再開し、直径５km の噴煙が 20km

では５ｍ〜 10 ｍの津波に襲われた。当時この

の高さにまで達した。

諸島には 8000 人ほどが住んでいたと言われる。

トンガ政府は住民に津波警報を発令したが、さら

多くの家屋が倒壊し、降灰による水の汚染、

に１月 15 日にはより大規模な噴火が発生。噴煙は

ライフラインの破壊などによって、10 万 5000

半径 260km、1.6km の高さにのぼり、その噴火音

人の住民の 84％が影響を受けた。また海底ケーブ

トンガ王国は、COVID-19 に対応して国境も閉鎖

は 500km 離れたフィジー、
ニュージーランドやオー

ルの損傷により通信回線が遮断されたため、当時

されていた。トンガ政府は、援助する国々との間

外部との接触や安否の確

での COVID-19 の影響を懸念し、外国からの援助に

認が困難になった。確認

ついても検疫が必要であることから、民間の援助

されている犠牲者の数は

に対して、もう少し待つようにと述べている。
ニュージーランドやオーストラリアその他各国

１月 22 日現在で３人だ
が、詳細はまだわかって

からの救援は、噴火後１週間から本格化した。

いない。

義援金の送付先（一部）
www.gofundme.com/f/tonga-tsunami-relief-by-pita-taufatofua
www.friendsoftonga.org/cpages/home
www.globalcitizen.org/en/content/tonga-volcano-tsunami-how-to-help
(photo: Consulate of the Kingdom of Tonga)
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建友会とは建築・建設およびその周辺産業
に従事する者の集まりで、2012 年 11 月に
カナダ・バンクーバーで設立されました。

＜マラハット スカイウォーク＞
私の勤務するバンクーバーの構造設計事務所で

ターです。カフェやレストランが入るこの建物に

るため内装に構造材を露出したままにすることが

は、一戸建て木造住宅から鉄の開閉式歩道橋まで

もマス ティンバーが使われています。そしてここ

多いですが、防火性への考慮が必要です。またあ

様々なプロジェクトを幅広く取り扱っています。 から展望台までツリーウォークと呼ばれるウッド

まりよく知られていませんが、音を比較的伝えや

今回はそのなかから注目の建築材 : マス ティン

デッキが続いています。ぜひここで歩道を地上か

すいです。これらを克服し、もっと多様でより高

バー (Mass Timber) を主な構造材として使用した展

ら見上げて、デッキを支えている橋げたの深さと

くより大きな建築をマス ティンバーで実現でき

望台をご紹介します。

長さにご注目ください。これはグルーラムと呼ば

るよう、世界中のエンジニアたちが日々研究、試

マス ティンバーとは、複数の木材を組み合わせ
て強度を向上させた集成材のカテゴリーです。木

れるマス ティンバーの一つで、集合材だからこそ、 行錯誤を重ねています。ぜひマラハット スカイ
これほど大きなサイズの部材が可能になります。

材はコンクリートに比べ環境に優しいこと、鉄に

そして木々の間からだんだん展望台が見えてき

比べて重さの割りに強度があることから、近年ま

ます。ここから、らせん状の歩道を登ります。登

すます注目される建築材です。また集合材にする

るというより、360 度の景色を眺めながらゆった

ことで無垢材がもつデメリットを克服しています。

りと歩くように感じられるかもしれません。その

この 2021 年に完成したばかりの展望台は「マ

理由は車椅子でもアクセシブルな緩やかな傾斜で

ラハット スカイウォーク Malahat SkyWalk」と呼ば

歩道が設計されているためです。
（ツリーウォー

れ、バンクーバー島の南部、ヴィクトリア市街か

クも車椅子でもアクセシブルです。
）12 本あるグ

ら 40 分ほど車で走った Salish Sea を望む高台にあ

ルーラムの柱に支えられたらせん歩道を 600 メー

ります。さてみなさんは木材でできた展望台と聞

トル歩くと、あっという間に海面 250 メートルの

いて、高さ何メートルを想像しますか？なんとこ

展望台に到着します。

の木製展望台は高さ地上 32 メートル（ビル約 10
階ほどに相当）です。
まず車を停めて最初に見えるのはビジターセン

ウォークを訪ねて、マス ティンバー建築を体感
してみてください。
（文：構造設計製図 後藤沙耶花）

木材にはコンクリートや鉄と比較して、屋外
の場合は虫害や雨、湿気による劣化に弱い特性
があります。屋内の場合は、見た目が優れてい

Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
Round 13

【世直しボクサー】エイジ

Starry Sky

「あの光ってる星は 5 百光年離れてるから、今はもう無いかもな」と、無数に輝く星空を指
差した” 七人の侍” のひとりが言った。毎晩寝てた夏の砂浜で。貧しい農民を無償で助けた「七
人の侍」に惚れた中学生の反逆児どもは、夏休みはキャンプをして過ごした。一日中どころ

広告の御用命は下記まで

か夜中も海に入って、遊び尽くした。宿題は飯炊き用に全部焼き尽くした。普段も宿題は風

toronto@thefraser.com

呂焚きに消えたように。
高校に入って相変わらず遊び続けてた頃「どんなに遊んでも、ヨシカァほどには遊べんわ、
ホンマにコイツの遊びぶりは底無しや」と何度か侍仲間に言われた俺は暴れすぎて９才まで
に頭を７回切って、
４回は麻酔なしで縫った。今も傷はある。子どもの最重要任務
「外で思いっ
きり遊ぶこと」をしなきゃヘンテコ人間になるってことを人はわかってない。そこいらの大
人を見れば、証明できる理論。
「遠い星は何百億光年も離れてる」……音楽を奏でる夜の波打ち際に続く砂浜を見て「試
験だの受験だのが金目当ての政治策略なのは、とうの昔に知ってたけど、今やってるベトナ
ム戦争とか農民に爆弾の雨を降らせて、みっともない欲張りどもが、ひっきりなしに国境を
奪い合うのは、あの無数にある砂の一粒の上で争ってるのと同じ」と 13 才の俺の心は航海
に発った。
浅はかな人間は「宿題を焼くなんて」って言うが、それは「コッパ役人が点数ごときで人
の将来をとやかく決めんじゃなくて、俺は自分の力で生きる」というポジティブな意思。ナ
チスに抵抗した少女少年たち「白いバラ」も、白人優先バスに挑んだローザおばさんも、ア
パルトヘイトを終わらせたマンデラも恐怖政治に「No !」と言った。
じゃあどうして大人は不正、非正義に知らんぷり？ その方が楽だし、自分自身も「一枚
噛んでる」から。みんなは、星空を見上げて、いつまでもキラキラ生きようぜ！
PS. " 七人の侍” のうち４人は卒業直前には学校の上位４位を独占した。遊びまくると、それ
ができる。

www.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。

（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
＝自分のサポーターになること＝

心理カウンセラー

心 のケ ア

カサクラング 千冬

ここで質問ですが、あなたは自分の望むことを

2022 年に入り、既に 1 ヶ月経ちました。雪から

ではあなたにとって人生を楽しんでいく中、必

ようやく解放され、時には温かい太陽の光を背中

要不可欠で一番大切なサポートシステムとは何で

に感じる日もあります。
オミクロンが猛威を振るっ

しょう？ 家族や友達、社会のサポートシステム

例えばロボットに掃除をしろ、という指示をし

ていますが、コロナ終焉を予測する声も聞こえ始

は環境や状況にあるものです。なくなることもあ

ても家の中をめちゃめちゃにしろといっても、ロ

めています。コロナ渦中、今まで当たり前だった

りますし、あなたがどう頑張ってもコントロール

ボットは忠実にあなたの指示に従います。掃除を

ことが覆され、考えられなかったことが新しい習

できないもの。自分でコントロールできて 24 時

することが良い、家を破壊することが悪い、とい

慣になるなど、これからの世界が見知らぬ未来へ

間あなたと共にあり常にサポートしてくれるもの

う観念がないからです。ただひたすらあなたの指

と導かれている予感がします。 未知への一歩を

は何でしょう？

示に忠実に従うのです。あなたの潜在意識もこの

歩み始めた私達には、自分の中の今までの常識や

それはあなたのマインドです。私達の行動は

ちゃんと潜在意識へ指示していますか？

ロボットと同じです。朝起きるのが嫌だ、と毎日

考えを覆し、未知を受け入れる必要があります。 95％潜在意識がコントロールしているといわれて

思っていれば体が重く感じ動作が鈍くなります。

そこで、
今月 12 日 ( 土曜日 ) に開くセミナーのテー

います。朝起きた時、あなたはまず腕を上げて布

あなたの潜在意識が起きたくない、という指示に

マ、
「自分のサポーターになること」について少し

団をめくり、あくびをしたら腕で身体を支えて起

忠実に動いているからです。

お話したいと思います。

き上がります。この一連の行動を意識して身体に

ではあなたのために忠実なこの潜在意識をあな

さて、自分のサポートシステムと聞くとあなた

命令をしていますか？ 頭の中では今日一日の予

たのサポートシステムに変えるためにはどうした

はどんなことが思い浮かびますか？ すぐに思い

定を立てながら無意識にベッドから出ているはず

らいいのでしょうか？ 今回のセミナーではあな

浮かぶことは、自分の家族や友達、自分を助け支

です。これが潜在意識です。潜在意識はあなたに

たが気づかずに出していた指示を見つけ、自分の

えてくれる人達ではないかと思います。そして政

忠実なコンピューターとでも考えて下さい。あな

サポートシステムを作り出す指示に変える方法を

府の援助制度や会社の福利厚生、学校での援助シ

たが何度か指示を与えるとその指示をプログラム

お話していきたいと思います。皆さんが自分のマ

ステムなど。全て必要な助けですね。こういった

して習慣化してくれます。他のことを考えながら

インドを最強の味方にしてあなたをサポートでき

サポートシステムを把握し役立てることはもちろ

いつも行く道を通り会社へたどり着けるのも潜在

るよう心から願っています。

ん大事です。

意識のお陰です。

スパイスの達人
マンゴーはスパイスではありませんが、未熟な
果実を粉末にしたものがスパイスとして使われて
います。それがインドのアムチュール・パウダー
です。甘酸っぱい粉末で、そのまま果物やヨーグ
ルトにかけたりします。インドのライタ（ヨーグ
ルトサラダ）にも使われています。
アムチュールはチャットマサラの成分でもあり
ます。チャットマサラもガラムマサラ（カレー
粉）と同じように、さまざまなレシピがあります
が、インド系のお店で箱入りのものが買えます。
アムチュールは大手スーパーのインド系スパイス
の製品がずらりと並んでいる棚にたいがいありま
す。インド人の多い地域や、シーク寺院近辺の店
などをチェックしてみましょう。綴りは amchor,
amchoor などいろいろですが、同じものです。
今回ご紹介するレシピは、インドのコロッケと
もいえるアルー・ティキ。これはインド北部のベ
ジタリアン料理です。いろいろなレシピがありま
すから、スパイスやハーブはお好みでどうぞ。パ
ン粉はなくてもよいのですが、
つけたほうがかりっ

Amchur アムチュール
Aloo Tikki アルー・ティキ
【材料】 ・じゃがいも 大２個
・たまねぎ 50g
・グリーンチリ 少々 		
・クミン（粉）小さじ 1/2
・アムチュール 小さじ 1/4			
・チャットマサラ 小さじ１
・シラントロ ( 刻む ) 大さじ２
・塩 適宜
・パン粉 適宜
【作り方】
じゃがいもは皮付きのまま蒸すかゆでて、少し冷ましたら温かいうちに皮をむく。たまねぎ
は刻む。マイルドにしたいならハラペニョ１本を種とへたを取り除いて刻む。辛くするのな
ら、セラノなどの辛いものを１本同様に刻む。なるべく素手で触らないように、ビニール袋
を通して押さえるか、手袋をする。チャットマサラは手に入らなければ、ガラムマサラやカ
レー粉を小さじ 1/2 にして、アムチュールを小さじ１に増やす。じゃがいもをチーズおろしで
粗くおろし、
パン粉以外の材料を全部混ぜ合わせる。塩は味をみながら入れる。よく混ぜたら、
手に油をつけて平たいコロッケのようにまとめ、
パン粉をまぶす。フライパンに油を少々熱し、
中火で両面がこんがりするまで焼く。
マンゴーチャツネ（メジャーグレイなど）をそえてどうぞ。

と焼きあがります。

24

月刊 ふれいざー Toronto

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

February 2022

Fraser Monthly Toronto

We are 30 years old!

自然と生きる

私たちの自然

高橋 清
以前からナチュラリストとして時々地元の小学校や中学で昆虫や野鳥の話し等
をする機会があったが、あるとき地元の中学で、サイエンスの授業で小鳥の巣箱
造りを指導した。まず、「質問があったら何時でも手を上げなさい」と言って野鳥
の生態を簡単に説明すると質問が出始めた。
「鳥はどうして季節の渡りをするの？」
これはごく簡単。次に「どうやって路を探すの？」これも簡単。すると一人の子
供が、
「そんな知恵があるのなら何で寒い所でも棲む方法を考えないの？」僕はとっ
さに返事が出来なかった。「彼らは自分の種族の伝統を守っているのかも知れない

オオハクチョウは冬には北極圏から南下してこの地に留まる

よ」と返事したが自信はなかった。野性の世界を知れば知るほど、人類には未知
なことが多いと分る。未だ人間に理解されていることは 10％に満たない自然界は
実に奥が深く、ひとつ新しいことを学ぶと二つ三つ新たに疑問が生まれ、何を調
べても答えが見付からないことが多い。
自然界には、一般に知られていない、高度にして緻密な機能が存在する。最近
紹介したアシナガバチがツバメの巣箱を分捕りする問題に関わり、対策に巣箱の
天井に、蜂が唾と植物繊維を混ぜた巣の軸が接着しないように、ワックスを天井
とその下の壁の 5 センチまでたっぷり塗った。すると普通巣軸を天井に植えつけ
る蜂は、箱の壁 5 センチより下の塗装をしていないぎりぎりのポイントにしっか
りと植えつけ、巣が横に突き出してから下向きに出来ていた。彼らはこちらの意
図を読んで生活様式を変え、僕は負け、再検討となった。
目を５つ持つ蜂は嗅覚が敏感で、糖分を好む蜂は蜜の多い花を、他の有機物を
必要とする蜂は花粉の豊富な植物を選ぶ能力を持つことは前に話した。彼らはコン
ピューターで商品説明書を読まなくても、嗅覚で目的物を探し当てられる。命を落

冬毛に変わった Black Turnstone（ハマシギ）

としたミツバチの仲間が発する匂いの成分には桐油の成分のオレイン酸が含まれ、
桐油を蜂除けに玄関の庇に塗る習慣がアメリカにある。それで桐油をツバメの巣箱
に塗ったが、肉食のアシナガバチには通用せず、全く苦にしないでそこに巣を作った。
一方鳥には特例を除いて嗅覚が無いか、或いは嗅覚が非常に限定されているが、
彼らの嘴には特殊な感覚があって、触れるだけで食べられるかどうか、瞬間的に
理解できる。庭の餌場を綺麗に掃除し、植物の種と一緒に、それと似た色の、種
の皮などのごみを少し混ぜてまいておくと、餌をついばみにきた鳥が、案の定ご
みをついばむ瞬間に首を振って捨て、種子をついばむとそのまま食べるのが見ら
れる。ヒマワリの種を箱に入れて吊り下げておくと、箱の底や地面に沢山の種の
皮がたまるのは、ちゃんと消化吸収できるものを嘴で瞬間に仕分けして皮を残す
ことが出来るからだ。
彼らがこうやって餌を探して来た自然を今、人間が分捕ってしまった。安全な
生息地の確保にどれだけ役立つか分らないが、僕は人の罪を考え、気休めにでも
庭に餌場を作って、冬の間だけ彼らの旺盛な食欲に文句を言いながら餌を補給し
ている。鳥たちは本能的に餌場を記憶する能力があると言われているが、同時に

ツバメの巣に作られたヨーロッパアシナガバチの巣

異種の鳥の動きを見て餌場を発見することもあり、常連の動作を見て庭には稀に
珍しい鳥がやって来るおまけもある。
この地球は約 45 億年前に誕生し、約 36 億年前に初めて単細胞生物、10 億年前
に基本的な植物、６億年前に原生虫が海中で生まれ、４億７千５百万年前に生物
が初めて地上に現れ、２億年前に哺乳類が誕生、更に永遠の時が流れ、20 万年前
に漸く人類の原型が出来上がった。つまり人類が出来上がったのは哺乳類が生ま
れてからですら実に 1 億９千 2 百万年前後を経てからである。（以上ウイキペディ
アのデータ参照。）地球の歴史を 200 メートルの線で示すと、人の歴史はごく大
まかに、たった１センチ前後。ここまで支えてきた生物を見下し、急速に成長し
た人間がこの地球を支配していると勘違いする人間も多く、自分の思うままにミ
サイルを撃ち、化学兵器を使って殺しあう。しかし争いを繰り返している人類は、
果たしてどこまで生きて行けるのか、これから１億年とは言わない、１千年後の
人類は、そして地球はどうなるだろう。

www.thefraser.com
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ミツバチは蜜を吸い、足に付いた花粉を巣にいる幼虫に与える
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日本の企業社会
(265)
コロナ禍によって国民の多くが「引きこも

中根 雅夫

り」を強いられている状況のなかで、流行しつつ

煩雑なのに加えて、利益もほとんどもたらされな
いようです。
それでも懲りずにメルカリを利用して身辺のモ

あったインターネットを利用してモノやサービス
を共有するシェアリング・エコノミー（sharing

ビスを提供するメルカリ、オンラインによる注文・

ノを売っているのは、どうやら今流行の「断捨離」

economy：共有経済）にもマイナスの影響が懸念

配達サービスを手掛ける Uber EATS などが代表的

が目的となっているようです。

されていました。

です。

既存の調査によると、
コロナ禍で急激にテレワー

ところが、既存の調査結果によると、シェアリ

従来のビジネスは、事業者が消費者にサービス

クが普及し、自宅で気持ち良く仕事に勤しむため

ング・エコノミーの市場規模は新型コロナ前の予

を提供する BtoC（Business to Consumer：企業・

にも、掃除や整理整頓にとりかかるという人が増

測を上回る成長を見通せることが判明しました。

消費者間取引）サービスであったのに対し、シェ

加しているようです。

シェアリング・エコノミーは、マイナスの影響

アリング・エコノミーでは、基本的に個人どうし

を受けた面もあったようですが、かなりのシェア・

で取引をする C to C（Consumer to Consumer：消費

現在自分の家のなかをもっと良い環境にしたいと

サービスは、コロナ禍を乗り越える手段となって

者間取引）サービスであることが特徴となってい

いう思いが湧いていると回答しています。

利用が拡大しているのです。

ます。

総務省の定義づけによれば、シェアリング・エ
コノミーとは、典型的には個人が保有する遊休資
産の貸出しを仲介するサービスで、貸主は遊休資
産の活用による収入、借主は所有することなく利
用ができるというメリットがあり、貸し借りが成

具体的には、84％が、イエナカ時間をとおして、

また、家のなかの環境をもっと良くするために、

事業者はあくまでマッチングの場であるプラッ
トフォームを提供するだけです。
そもそも、日本にはかつて近所どうしで物々交
換をするシェアの文化がありました。
そこに、インターネットが普及し、身近になっ

約 71％が、部屋や収納スペースの片付け、整理収
納に取り組んでいる・興味があると回答するなど、
整理収納へのニーズが高まっていることが分かり
ます。
実際に自宅にワークスペースを確保するための

立するためには信頼関係の担保が必要で、そのた

た SNS（ソーシャル・ネットワーク・サービス） 整理収納の依頼や、ストレッチやフィットネスが

めにソーシャル・メディアの特性である情報交換

をとおして、サービスを提供する人とされる人が

にもとづく緩やかなコミュニティの機能を活用す

つながることで形成された
「現代版の物々交換」
が、 です。

ることができるとしています。

シェアリング・エコノミーなのです。

シェアリング・エコノミーはシリコンバレーを

シェアリング・エコノミーの事業別では、モノ

しやすい環境づくりなどの依頼も増えているよう
リモートワークやネットショッピングなど、テ
クノロジーを使ってどこにいても仕事ができる環

起点にグローバルに成長してきており、米国では

のシェアがもっとも多く 1 兆 4,367 億 24 百万円、 境、どこにいても買い物ができる状況が当たり前

2013 年に約 150 億ドル（約 1 兆 7000 億円）の

次いで民泊が 678 億 3 百万円～ 1,459 億 62 百万円、 となった今回のパンデミックは、テクノロジーの

市場規模が 2025 年には約 3,350 億ドル（約 38 兆

スキルなどのシェアが 179 億 60 百万円、民泊以

1300 億円）規模の成長が見込まれています。

外の場所のシェアが 1 億 5 百万円となっています。 に帰る、スローなライフ・スタイル、自分をみつ

日本でも、ここ数年で急速に拡大しつつあ

ちなみに筆者の娘も時々メルカリで小物を売っ

り、宿泊施設などを手配するサービスを展開する

ているようですが、売る物を包装したり、最寄り

Airbnb（エアビーアンドビー）や個人間の売買サー

のコンビニで配送手続きをしたりで、その作業が

はなしの箸やすめ
動物３題

進化による情報過多に逆行するかのように、自然
め直しての健全な生活にシフト・チェンジする人
も多くなっているようです。

無愛

想子

◎ アラスカのカトマイ国立公園で、一匹の雌オオカミがまるで熊がする

◎ BC 州の奥地に住む人の家に、ほとんど真っ白な猫が飼い犬の食器

ように川の中に入って鮭を捕えて食べていた。

から犬の残したものを食べているのを見つけた。食べ終わって上を向

オオカミが鮭を捕らえて食べることはよく知られているが、このオオカ

いたとき、家の人が猫ではなくラクーンだということに気がつき、あ

ミのように熊たちが自分たちの領域と考えているところにやって来て鮭を

わててカメラと懐中亀幻を持って外に出た。そのラクーンは側の大き

追いかけ捕えるのを見た者はなかった。

なモミの木に駆け上ったので懐中電灯で照らすと、そこには５匹の赤

オオカミが鮭をとる様子を見て写真を撮ったシカゴのカメラマンは、
「も

ちゃんがいたが、皆真っ白だった。この親子はメラニン色素を体内で

し自分が網とダイナマイトを持っていたとしても、こんなに効果的に鮭を

作ることができないアルビノだった。 野生勧物にとって白いというこ

捕らえることが出来るとは恩わない」とこの雌オオカミのやり方に感心し

とは自然界で目立つので、外敵に襲われて死ぬことが多い。

ている。
「オオカミは、川に２分もいなかったが、その間に鮭を捕まえて岸
に戻った。そして続けて 15 回これを繰り返した」と、のこと。
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◎ バンクーバ－島のサーニッチて、巨大な猫がクーガーと間違えら

アラスカの生物学者ディビッドは、アラスカ南西部にいるオオカミたち

れて人々を恐怖に陥れた。近所の人々の訴えで警官が来て近づいて見

が鮭を捕えるのは珍しいことではないが、熊が沢山いる地域でオオカミが

ると、クーガーに見えたのはステロイドを投与されて大きくなった飼

このようなことをするのは不思議だ。私も初めて聞いた」と述べている。

い猫だった。
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窓 を開

連載エッセイ

温暖化の冬
道路工事とか住宅建設とか塗装工事とか植木

例えば、防水性、透湿性、防寒機能を備えた、

職人とか、土木・建築・ドライバー・メカニック・

ヨット用、山歩き用、オートバイ用のアパレル

調理人など、オフィス内でなく、現場で身体を

メーカーなら上下で数万円もする合羽と同等の

使って働く仕事をまとめて「ガテン系」と呼ぶ

ものが、ワークマンなら数千円で手に入る。

のは、かつて「ガテン」という名前の就職情報
誌があったからだ。

宇 宙 服 の よ う に テ ク ノ ロ ジ ー を 注 ぎ 込 み、
バッテリーとファンを内蔵した、服の中に風の

港 も見

ければ

おしゃれな観光地横浜みなとみらいでも、寝

通る夏用ジャケットもある。電熱線入りの暖か

静まった時刻に外を歩いていると、煌々と照明

い冬用レイヤーもある。そして価格はとても

を照らしている場所が遠くに見えることがあ

リーズナブル。

る。明るい照明の当たる場所まで行ってみると、

いまでは、ファッションブランドや高価なア

映画やドラマの撮影か、でなければ道路工事だ。 ウトドアブランドが軒を連ねる都会のショッピ
土木建設工事の仕事は季節を問わない。ギラ
ギラと太陽が照りつける真夏の道路工事は強烈
に体力を奪う。雪のちらつくような真冬の現場
では立っているだけで手も足も指をもぎ取られ

える

るような冷たさが襲ってくる。

ングモールにまでワークマンのショップができ
ている。
日本の夏は暑すぎる。そして冬は寒すぎる。
ヨットで海へ出ることは元々季節を問わない
とはいえ、快適にセーリングを楽しむことので

過酷な寒さといえば冬山登山が思い浮かぶけ

きるシーズンは意外に短い。夏、晴れていても

れど、道路工事のための交通整理のようにあま

風が強くなれば飛沫を浴びる。雨にも遭う。通

り身体を動かさずに立っている仕事だって、相

気性のない合羽は着ていて苦痛だ。

当に過酷な仕事だ。

オートバイでの遠出をすれば雨にも遭う。日

阿川 大樹

そんなわけで、ガテンな人たちの仕事着も登

焼けを避ける服は渋滞に捕まると太陽とエンジ

山家やトップレベルのアスリートのウエアと同

ンの熱でものすごく暑い。安全のために分厚い

様に、新しい技術を取り入れてどんどんと進化

生地が使われていればなおさらだ。

してきた。推進してきた立役者はその名も「ワー
クマン」というブランドだ。

冬は冬で、どんなに厚着をしても寒さに身体
がこわばっていく。

ワークマンは作業着に機能性だけでなくデザ 「寒いからやめておこうか」
イン性を加え、ほとんどあらゆる種類の肉体労
働の人たちに支持されるようになった。

休みの日も家に閉じこもることになるのだ。
ガテンな人たちは、冬でも野外の現場へ出て行

作業着だってカッコイイ方がいい。現場に向

かなくてはならない。その人たちのために開発さ

かう電車やバスで、周囲に溶け込むデザインも、 れた高機能のアパレルが、タウンユースに、マリ
暑さ寒さや降雨に耐えられる機能性安全性と同

ンスポーツ向けに、オートバイ向けに、デザイン

時に求められてきた。

し直されて、簡単に手に入るようになったのだ。

遊びとしてアウトドアを楽しむ人たちにも受
け入れられるようになる。女性も好んで身につ
ける「ワークマン女子」というおしゃれなサブ
ブランドまで産むまでなった。

おかげで近ごろの冬は、ヨットに乗るのも
オートバイに乗るのも楽になった。
地球温暖化よりも遥かに速いペースで、衣服
による冬の温暖化が起きている。

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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My Favorite Things

日頃のストレスには良い香りを周りに置くとリラックス効果があるそ
うです。今回はエレガントなヒーリングキャンドルが揃う White Aura
Candles を Check ！
ロックダウンを機に長年のインテリアデザイナー経験を活かして luxury
candle 制作の挑戦を決めた Lana Biglow さん。家族のサポートもあり
2020 年 5 月に White Aura Candles をスタート。長時間燃焼とナチュラル
な香りをキープ出来る 100％ Vegan Soy Candle を目指し試作を重ね、遂
に自分が探し求めた作品を完成させました。
スピリチュアルな意味を持つクリスタルに詳しい娘の Carly さんがキャ
ンドルのネーミングを担当、息子さんもビジネスに関わり、ファミリー愛
が溢れるブランド。Kelowna のお店で販売開始後、お客さんからも評判が
良く、徐々にバリエーションも増えていきました。
キャンドルの上にクリスタルやフラワーを散りばめた Crystal Collection
はそのラグジュアリーなデザインにスタート当時からファンが多くいます。
定番人気の Heavenly（Honey + Oatmeal）はバニラやジンジャーの心

White Aura Candles

安らぐ香りが特徴。トッパーのクリスタルは潜在能力を引き出しストレス
から解放すると言われる Citrine。ほのかに甘いアロマが印象的な Angel's
Breath（Vanilla + Peppermint）のトッパーは Amazonite、男性的＆女性
的エネルギーのバランスを整えてくれます。ラベンダー好きにはたまら
ない Dreamy Vanilla（Vanilla + Lavender）、Amethyst は心に癒しを与え
る愛の守護石。
Amber Collection ではカクテルの Old Fashion から
インスパイアされた Lullaby（Whiskey‐Bourbon + Orange）や Sweet ＆
Herbal なアロマの Enchanted（Blackberry + Sage）のファンが多いです。
キャンドルの燃焼はサイズにより 40 ～ 80 時間、容器は洗って再使用
出来ます。
「自分達らしいユニークなフレグランス作りを大切にしたい」と語って
くれた Lana さん。シーズン毎に新作が発表される、２月はラブリーなピ
ンクキャンドル。
あなたの心を和ませてくれるヒーリングキャンドルはどれでしょう？
					
（H.J.）

www.whiteauracandles.com
の

サーモンコラーゲン基礎化粧品

乾いたお肌対策・潤い・美白に

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

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

Tel:604-939-8707
E-mail: shop@thefraser.com
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不動産あれこれ
不動産あれこれ
2022 年１月の TREB 全域の全物件タイプの

+31.5%( 市 内 +22.1%、 市 外 +37.3%)、 戸 建

務のオンライン化の浸透の影響もあるのか郊外

平 均 価 格 は $1,242,793 と な り、 昨 年 1 月 の

て ( デ タ ッ チ ) が +28.3%( 市 内 +19.2%、 市 外

の水際のコテージにような物件も人気が非常に

$966,068 から +28.6% の大幅上昇となりました。 +30.4%)、最後にコンドアパートが +24.5%( 市

高まっているのも特徴です。2022 年も基本的に

１ 月 の 総 取 引 数 は 5,636 件 で 昨 年 同 月 比
-18.2% の減少、新規リスティング数は -15.5%、

内 +21.7%、市外 +31.6%) の順に並んでいます。 上昇基調が継続するであろうとも見方が強くあ
市外の伸びは相変わらずですが、市内も全物

りますが、予期される利上げがどのように影響

有効リスティング数は -44.0% と売り出し物件

件タイプで二桁を記録しています。買い手の多

するかは定かではありません。郊外の上昇率が

数の不足傾向は変わりません。その為価格が押

くがトロント市外へ移動している傾向も継続し

市内を上回るであろう事は予測されており、買

し上げられているのも依然として同じ傾向です

ています。2021 年の TREB 全域マーケットを俯

い手の郊外への移動は更に進むと思われます。

ね。

瞰してみますと、物件不足が際立ったと言えま

平 均 売 却 日 数 は -45.5% と マ ー ケ ッ ト は ス

す。

ピードを保ち推移しています。物件タイプ別

2021 年のマーケットで常態化となったポイン

に 平 均 価 格 を 見 て み ま す と、 タ ウ ン ハ ウ ス

トを幾つか挙げますと、①需要が供給を遥かに

が +34.8%( 市 内 +32.6%、 市 外 +35.5%) で

上回る、②ビディングウォーは当り前、③買い

ト ッ プ に 立 ち、 準 戸 建 て ( セ ミ デ タ ッ チ ) が

手は更に郊外へと移動、などが並びますが、業

BC州高齢者施設でのCovid19 アウトブレイク

今後は郊外のローカルマーケットでの影響が
更に顕著に表れ、持てる者と持てない者の差が
広がる可能性が指摘されています。

Bosley Real Estate Ltd

D.H.Toko Liu

阿部山 優子

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
日系人の強制収容 80 周年 ⑵

「日系コミュニティ」の消滅
「日系コミュニティ？

そんなものどこにあ

日系人 22000 人の収容は日本

るのだい？」－デビッド・スズキ博士は、2002

軍の捕虜となった自国軍兵士

年３月に日系ボイスのインタビューでそう応え

の生命を保障する担保であり

ている。その日、トロントの日系文化会館で開 「相互人質」だったとしてい
かれた新著「グッド・ニュース」の出版記念に

る。政治家とメディアの人種

300 名以上が押しかけていた。

偏見に、国際紛争が火を点け

「でも、ここに集まったのは、日系コミュニ
ティの人たちではないのですか」というインタ
ビュアー鳥塚さくらの問いに、デビッドは「彼
らは戦時中の収容体験をロマンチックに思い描

たのだ。

1991 年 7 月、全加日系人協会（NAJC）とカナダ先住民がトロントで共催し
た＜大地の霊の祭り＞で演説するデビッド・スズキ博士 (Photo: Yosh Inoue)

ダブル・スパイ
先号で紹介した「ロッキーの誘惑」の著者・

「肥後もっこす一世・カナダに生きる」にこう
書いている。「毎晩のようにウイスキーと切り

いているだけだ」と冷ややかに応えたのである。 有賀千代吉は真珠湾攻撃の 5 日後に逮捕された。 花を抱えた森井悦治氏と西口浅次郎氏を乗せ
どうやら、彼のいう「共同体」とは一定の目 一方、宮崎孝一郎さんは、有賀さん同様に日本 て、ノース・バンクーバーに住む RCMP サージャ
語学校の校長と新聞記者を兼任していたが、逮

ントのブラッキー宅に通った。当時の自動車に

や血縁などの共同体）のことらしい。確かに、 捕を逃れた。何故なのか。二人の政治思想の違

はヒーターはなく霧の濃い晩もあった。いつも

地域共同体は代表制民主主義の最小単位であり

いは明白だ。有賀さんは基督教信者で、カナダ

約二時間近く車の中で待たされた。日本人に対

選挙区である。災害時には、地縁はそのまま運

への同化をめざすリベラル派だった。これに対

する処遇に関して、政府への進言をブラッキー

命共同体となる。一方、SNS 上の「バーチャル

して、宮崎さんは忠君愛国の徒であり、日本政

氏に頼みに通っていたようだ。……森井氏は日

共同体」では、人と人の結びつきは極めて皮相
で刹那的だ。では、どうすればより人間的な共

府寄りの大陸日報の記者だった。ということは、 系人の移動を最小限に止めるべく若い者を道路
本来は宮崎さんの方がスパイ容疑を受けるべき 建設キャンプに送った。だが、この森井氏の動

同体を維持できるのか。おそらく、家族を大切

なのだ。再度、RCMP が作成した要人名簿に彼

きに日系社会で反対の声があがり、度々集会が

にしつつ、環境保護という目的を持つ仲間を求

の名がなかったのは何故か。

開かれた。ある日のブラッキー宅訪問の帰路、

的と空間を共有するゲマイン・シャフト（地縁

め続けるデビッド・スズキの生き方そのものが
一つの答えであろう。

答えの鍵が有賀さんの著書の中にあった。
「戦争が始まる前、日本人会の幹部が RCMP
に呼ばれて、戦争になったら君たちはどうする

民族大移動

森井氏は、もし移動することになったら、自分
はブリッジリバーに移動するつもりだと漏らし
ていた。……事実はそのとおりになった」。

のかと質問されたそうだ。……逆に、当局はど

森井は RCMP の工作員でもあったのだ。入手

1942 年春、強制移動が始まった。西海岸の

うするのか、意見を聞きたいといったら、日本

した情報をもとに森井委員会を名乗り、移動を

漁村や製紙・製材工場周辺の日系共同体は全て

語学校、日本字新聞に閉鎖を命じ、主だった

積極的に推進した。「男子が率先して道路キャ

消滅した。土地、家、漁船、自動車が没収され、 200 名を捕えると言明したそうだ。にもかかわ

ンプに赴けば、家族は移動する必要はない」と

管財人により二束三文で売却された。1949 年

らず 30 余名しか捕まっていないところをみる

告示を出した。ヘネーの阿部美丸は２月、福岡

まで自由移動は許されず、結果として大多数が

と、日本人会幹部の中にからくりがあるのでは

県人会を代表して率先して道路建設に向かっ

オンタリオ州に再定住した。それは正しく民族

ないか、それが証拠に日本人会の連中は一人も

た。晩年、「出発前に森井さんを訪ねた時、君

の大移動だった。日系人口の８割以上は二世と

慰問に来ないじゃないか……」。

たちが日系社会のために犠牲となってくれ」と

帰化一世で、日本国籍者は２割程度だった。

日本政府に一番近い日本人会幹部は逮捕を逃

この憎悪の嵐はどこから来たのか。1930 年代、 れていたのだ。賭博場「昭和クラブ」支配人

激励されたと語っている。
もう一人、要人でありながら逮捕を逃れた人

治家が数人いた。そして、地元の新聞には日系

にして、柔道場「帰道館」館長・森井悦治は、 物がいた。ニュー・カナディアン編集長のトム・
1937 年、日本人会に「時局委員会」を設置した。 ショーヤマだ。彼は総移動令に対して、「ここ

人を危険視する投書が並んだ。その裏には、中

そして、対日貿易禁止に抗してオタワ政府に抗

は涙を飲んでカナダ政府の命令に従おう」と書

国での日本軍による殺戮の報道があり、米国で

議し日本に支援物資を送っていた。また、頻繁

いている。彼は森井とともにカナダ政府から日

は蒋介石を支援する中国系組織が対日輸出の禁

に「神国日本は必ず勝利する」と力説していた。 系社会とのパイプ役に指名されていた。穿った
森井は紛れもなく領事館の工作員だった。だが、 見方をすれば、これは日系人を政府の政策に従

オタワ議会には人種偏見の強い BC 州選出の政

止を訴えていた。

追い打ちをかけたのは、連合国軍の敗退だ。 同時に RCMP に委託されて警官に柔道を指導し
1941 年 12 月の香港陥落によるカナダ兵 2000

ていた。カナダ政府に一番信頼されていた日系

名の拘束、翌２月にはシンガポール、４月には

人は森井悦治だったのだ。

フィリピンも陥落した。連合国兵士 12 万人が

森 井 の 行 状 に 関 し て は、 ケ ン・ ア ダ チ 著

わせる情報操作に加担したことにならないか。
ところが、彼らのこういった思惑をはるかに
凌駕する勢力が現れた。「家族全員が一緒でな
ければ絶対に総移動には応じない」と、怒り心

終戦まで、国際法を無視した収容所で飢えと病 「Enemy That Never Was」 に 詳 し い が、 当 時、 頭に発した二世たちが自然発生的に登場してき
（次号につづく）
いに苦しんだ。戦争史家 J・グラナシュタインは、 山下タクシーの運転手だった下田政一が自伝 たのである。		
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We are 30 years old!

神々の民 ―― アイヌとカナダの先住民（71）

アイヌ文化伝承

～アイヌの昔話～

平取町アイヌ文化保全対策室、平取アイヌ協会青年部

祖父 ( エカシ ) のウパシクマ ( 昔話 ) の思い出
私の祖父の名は川上サノウクで、あだ名が「メ

分３日くらいかかったであろう。そして、ハル

という話を聞いたことがある。例によってスネ

ヨニ」といった。祖父が永眠して今年で満 18 年、 ンカらは往復１週間くらいかかる道を、沢山の

アシは丁重にハルンカをチセ、すなわち家の中

早いもので私も 40 歳になってしまった。子供た

荷物を背負い、毎晩野宿をしながら苦労をして

へ案内し、上座に座らせて、アイヌ式の挨拶を

ちは高校３年の女の子を頭に、高校１年、中学

通い続けたわけである。

した。ハルンカもしばらくご無沙汰のアイサツ

２年の男の子がおり、ともに元気に通学してい
るが、本当に月日のたつのは早いものである。
あの話は祖父が永眠する３ヶ月前にあったこ
とである。祖父も自分の死が目前に迫ったのを

ある年の秋、また例年のようにハルンカはス

をし、その後おもむろに預けた品物を受け取り

ネアシのチセに寄宿して、狩猟に励み、牡鹿 10

に来るのが遅れた理由を説明し、実は本日品物

頭を獲り、貯蔵に適するように加工をしてそれ

を受け取りに来たので、引き渡してほしい旨申

をスネアシに預け、コタンへ帰った。ところが、 し述べた。

悟り、私にあのような話をしたのではないか、 その後幾日も過ぎて雪が積もるようになっても、

そのことで毎日頭を悩ませていたスネアシは、

と今色々当時を懐かしく思い出される。祖父も

ハルンカの一行はスネアシのところへ荷物を取

今日までの事情を説明し、やむをえず勝手に借

祖父の父からその話を受け継いで、しっかり頭

りに行かなかった。

用して申し訳ないが、春になり鹿猟ができるよ

の中に記憶して私に教ええてくれたのであろう。

運悪く、その冬は十勝地方が何十年来なかっ

うになれば倍にして返すから勘弁してほしいと

文字を持たない昔のアイヌが口伝えに記憶し

たような寒気と豪雪に見舞われ、スネアシは猟

て、自分の子や孫に先祖の事を言い伝えていっ

に出かけることも出来ず、食糧の貯えが日増し

驚いたのはハルンカであった。せっかくこうし

たのがいわゆるウパシクマである。

に少なくなっていった。晴れた日を選び、雪の

て我コタンから人を頼み荷物を運搬するべく来

多い寒い山野を歩き廻り、少しでも多く獲物を

ているのに、それでは困る、スネアシのような

得ようと努力はしたが、あれほど沢山山野を駆

正直な人なら安心と信用しておったが、絶対に

辞を尽くして謝罪した。

昭和 26 年（1951 年）の 11 月の中頃、祖父は

け巡っていた鹿の群れも、暖かい日高地方へ移

許すわけにはいかぬ。と物凄い剣幕で怒りだし

老衰のため床についた。気の強い祖父は、食欲

動をしたのか、ほとんど姿が見えず、何一つ獲

た。こうして二人はウコチャランケ（お互いに

があまりなくなって、枯れ木のように痩せ衰え

物の無い日が続いた。

談判すること）すなわち口論は三日三晩も続い

ても割合に元気であった。祖父の病気が重いと

さすがのスネアシも困ったがどうすることも

たという。それでも結局ハルンカはこの 10 頭の

知らせを受けると、親戚や祖父の知人たちが毎

できなかった。こうした状態をアイヌは
「ケカチ」 鹿の代償として何一つ取るものが無いので、ス

日のように沢山見舞いにくるようになった。そ

といった。たぶんそれは凶猟ということだろう。

ネアシ夫婦と子供たちを永久にハルンカのウッ

うした毎日が続いたある夜、祖父は大分気分が

スネアシの妻も、食糧が日増しに欠乏してく

シューすなわち召使いとすることにした。ハル

良いとみえ、寝所から起き出してストーブの前

るので、日に２回食べるものを１回にしたり、 ンカの住むシウンコツのコタンへ連れて帰るこ

に座り、
「今夜は大事な話をするからよく聞いて

またいっぺん煮て食べ残した鹿の骨などをもう

おけ」と言って私に向かってゆっくりとした口

一度煮てスープを作ったりして食糧不足を我慢

正直者のスネアシ夫婦は、泣く泣く自分のチ

調でしゃべりだした。

していたが、食べ盛りの子供たちが日ごとに栄

セに火をつけて焼き払い、身の回りの物を子供

養失調になって行く。それを見てスネアシ夫婦

たちに背負わせ、幼い子供の手を引き、ハルン

昔、十勝にスネアヒというアイヌがおった。 は泣きながら、
「アイヌはいかに困っても他人の

とになった。

カ達一行の後からとぼとぼ歩いて付いて行き、

このアイヌの妻はカベカレという名で、二人は

ものに絶対手をつけてはいけないという厳しい

峠の上から自分のイオル（狩猟の場所）を振り

いたって夫婦仲睦まじく、数人の子宝にも恵ま

掟があるが、このままの状態が続けば子供たち

返り振り返り十勝を後にした。

れた。また、彼はイソンクルすなわち、猟じょ

が餓死することになる。自分たちは死んでも仕

２晩ほど野宿を終え、スネアシ夫婦と子供た

うずであったので、食物などに何不自由なく平

方がないがせめて子供たちは成人するまで生き

ちを含めた一行は無事にシウンコツのコタンに

和な生活を送っていた。

長らえてやるのが親としての務めだ。ハルンカ

到着した。早速、ハルンカの物置小屋に住むよ

その頃――多分、徳川時代の初期あたりの事

に合わせる顔もないが、あの鹿を一時借用しよ

うになった、スネアシ夫婦は主人ハルンカのた

と思うが――から沙流のアイヌと十勝のアイヌ

う」と相談し、預かった鹿 10 頭で春雪が消える

めに一生懸命働くようになった。正直者のスネ

と交流があったものか、沙流川のシウンコツの

まで命つなぎをすることにした。この鹿は秋に

アシ夫婦はコタンの人達に同情され、慕われる

ハルンカはそこを根拠にして狩猟を続け、獲得

獲った鹿なので非常に肉質も良く、少量食べて

ようになったが、ハルンカは相変わらずスネア

した獲物をスネアシに預けておき、いったんシ

も栄養は充分とれ、痩せていた子供たちも日１

シ一家に冷たく、毎日毎日無理な仕事を押し付

ウンコツへ帰ってから何日か経て、コタンの人々

日と元気を取り戻した。

けていびっていた。それでもスネアシは、自分

を何人か連れ、預けたたくさんの獲物を運びに
行った。

こうして２月も過ぎ３月の半ば頃になって、 たち一家はイレンカ（掟）を破ったのであるから、
ある日突然ハルンカがコタンの者たちを沢山連

ハルンカにどんなに辛い思いをさせられても文

その頃は沙流川づたいに、今の日高脈の麓ま

れて固雪の上を歩いてスネアシのチセに訪れた。

句を言えぬ、と毎日毎日一生懸命働いた。

で行って、さらに獣の道の峠を越え、今の清水

アイヌたちは固雪の上を歩くのに物凄く足早

町へ下って行ったものと想像されるが、片道多

に歩くことができる。１日数 10 里の道を歩いた
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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
＝２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。

節分＝

して、どうも僕の演技が気に入ったらしく、
「チャック、もう一度やろうよ」
と アンコールがかかりました。

「鬼は外、福は内」
節分には、家の中の厄を祓って福を招くために豆をまきますが、豆をまい

二度目は豆が当たらないよう、急いで走って外にでました。またまた大爆

た後、その豆を自分の年の数だけ食べると健康に良いということですが、本

笑です。なんだかヒーローになった気持で僕も笑いました。何がおかしいの

当でしょうか。豆というのは、あまり食べるとおならが出て困ります。それ

だろう ? 不思議に思っていると、信道君が、
「悪かったね……」
、そして同

に年配の人が七十、八十、百粒と硬い豆を食べるのは歯の悪い人や入れ歯の

時に誰かが「すばらしい！」と叫びました。僕は生まれてはじめて、謝られ

人には難しいし、下痢をするのではと心配です。

るのと同時にほめられるという経験をしました。
僕が小さかったころ “Little Devil” とよばれていました。この日、日本で

大学の寮を出て、ボーイスカウトで知り合った矢野君の家に下宿させて

私はティーンの Devil になりました。

もらったとき、初めて節分の日を迎えました、
「今日、２月３日は旧暦で春
になる初めの日なんだよ。今からいっしょに豆まきしよう。“鬼は外、福は

それから隣りに住んでいた東海大学の先生が、節分についての説明をシン

内” と言って豆をまくんだ。そのとき君は外に出るの。出たら戸を閉めるけ

プルな言葉で僕に説明してくださいました。それによると、節分は中国から

ど、でも心配しないで。すぐにあけてあげるからね。ＯＫ？ 信道が “鬼は

８世紀に渡って来た儀式で、神道神社で受け継がれ、それが一般の家庭の習

外！”といったらいそいで外に出るんだよ。一度練習しよう。

慣となって今日まで残っているそうです。また、相撲の世

Go ！」

界や芸者さんなどにも、それぞれの儀式があるそうです。

走って外に出た後、玄関の戸が開いたので家に入ると、家

たとえば、芸者さんの場合は「気に入った客がお金を持っ

族６人が笑いころげています。｢ よくできた！ チャックは

て度々きてくれますように……」と祈願して豆まきをする
そうです。豆まきの “ま” は（魔よけ）“め” は「鬼の目玉

“福” をもってきてくれたよ」

をぬく」の目だそうです。

僕はさっぱり意味がわからなかったけれど、なんとなく嬉
しくなってみんなに合わせて笑いました。まもなく近所の人

しばらくすると、関西から引っ越して来た人が “恵方巻

が数人やって来ました。彼等が話している日本語はよくわか

き” という巻き寿司を持ってきました。説明によると、
ラッ

らなかったのですが、この豆まきのことを話しています。そ

キーな方向に向かって黙って丸ごと食べるのだそうです。

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

サイエンス

サイエンス

宇宙誕生の秘密の探求、新たな段階へ
昨年末 12 月 25 日、NASA（アメリカ航空宇宙局）は宇宙誕生の秘密

終わって焦点を合わせる準備ができたことがウェッブ宇宙望遠鏡から

を探るために、最初に輝きだした星の観測を目的として、ジェイムズ・

の送信データによって確認された。この後、主鏡を構成している 18 枚

ウェッブ宇宙望遠鏡を打ち上げた。この宇宙望遠鏡は、ロケット “アリ

のセグメントの微調整を行い１枚の反射板にする作業を行うことにな

アン５” に搭載され、フランス領ギアナから発射された。

る。

ウェッブ宇宙望遠鏡は、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの宇宙局が協
力して 100 億ドルをかけて開発したもので、これまで外宇宙観測を担っ
てきたハッブル望遠鏡に代わって外宇宙を観測する。この宇宙望遠鏡の
主鏡は全長 6.5 メートルでハッブル宇宙望遠鏡の主鏡の３倍あり、その

この、過去を見る望遠鏡によって、人類は宇宙の誕生の秘密に一歩
近付いたことになる。
今後５か月ほどかけて調整作業が行われるが、今年の６月末から７
月にはウェブ宇宙望遠鏡が撮影した画像が一般公開される。

観測能力はハッブル望遠鏡の 100 倍ある
という。このプロジェクトは 30 年越しで

過去を観る仕組み： 地球と太陽の間は 1

数千人がかかわったものである。

億 5000 万キロ離れているが、光はこの距離を

望遠鏡の目的地は地球から 150 万キロ

８分かけて移動している。つまり、我々が今

のところにある観測ポイント。主目的は

見ている太陽は８分前のものである。太陽系

135 億年以上前のビッグバンの直後に最

外で最も地球に近いケンタウスル座アルファ

初に生まれた星の観測である。また、遠

星の場合、この星の光が地球に届くまでに４

い星の大気の計測を通して、生命が維持

年かかるため、我々が見るのは４年前のアル

できる環境を探る目的もある。

ファ星ということになる。
同じ原理で、ウェッブ宇宙天文望遠鏡が

打ち上げるときには折りたたんだ状態
であったものを、２週間かけて遠隔で展
開作業が行われ、１月８日に組み立てが
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ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げロケットに搭載されたカメラ
が捉えた、ロケットから切り離されて遠ざかってゆく望遠鏡。
打ち上げから 27 分後。
（photo：NASA、ESA）
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ファーストスターの光を捉えることができた場
合、我々は数十億年前の星を観ることになる。

We are 30 years old!

に満ちた、
2020 年〈カーネギー賞〉ノミネート作品。

ない村八分が行われ、誰も指示していない犯罪が
起きる。外界から隔絶された町で、19 年前に何が

■彼の名はウォルター

新潮社 ￥1600

■母の待つ里

エミリー・ロッダ著
あすなろ書房 ￥1600

生まれ育った場所だけが「ふるさと」ですか？

起きたのか。江戸川乱歩賞受賞第一作。

打ち捨てられたような不気味な屋敷で、コリンが

現代人に本当の幸せを問う。上京して四十年、一

■怪物

東山 彰良著

見つけた奇妙な本。そこに描かれていたのは驚愕

新潮社 ￥2600

の真実だった…。スリルあふれる謎解きサスペン

度も帰ろうとしなかった郷里で私を温かく迎えて
くれたのは、名前も知らない〈母〉でした――。

1962 年、叔父は怪物を撃ったのか？ 痺れる、興

ス!

■朱より赤く～高岡智照尼の生涯 ～ 窪 美澄著

奮する、息を忘れる。直木賞受賞作『流』はこの

小学館 ￥1600

小説に結実した！ 恋そして冒険。東山彰良の黄

■スモモの木の啓示 ショクーフェ・アーザル著

何かを断たなければ、生きていけない。綺麗な着

金期を告げる圧倒的長篇。

物を着せたる、という父の誘うような言葉に乗じ

■０ ｚｅｒｏ

大阪にて舞妓見習いをさせられていた。

オーストラリア児童図書賞受賞作。
白水社 ￥3100

1988 年 8 月 18 日午後 2 時 35 分に、村を見下ろす
堂場 瞬一著

丘にあるいちばん背の高いスモモの木の上で母さん

河出書房新社 ￥1800

は啓示を受けた。まさにそれと同じ瞬間、兄さんの

「すごい原稿がある」――ベストセラー作家が死

ソフラーブは絞首刑になった。
〈国際ブッカー賞〉
〈全

て、12 歳だった彼女は、気が付けば菜乃葉の名で
李 龍徳著

の間際に残した一言より始まった原稿捜索。しか

米図書賞〉最終候補作品。

講談社 ￥1700

しそれは、出版業界を揺るがしかねないパンドラ

■異常【アノマリー】

■石を黙らせて

エルヴェ・ル・テリエ著

名も知らない女性の人生を、尊厳を傷つけた。過

の箱だった……「創作」の倫理をも問う問題作！

去の強姦を告白し、婚約者と家族から断絶された

■はじめての 宮部 みゆき・島本 理生・森 絵都著・

殺し屋、ポップスター、売れない作家、軍人の妻、

男は、謝罪のために事件を公表し、被害者探しを

辻村 深月著

水鈴社 ￥1600

がんを告知された男……なんのつながりもない人

思い立つ。
罪とはなにか。
その罪に許しはあるのか。 文芸の最前線で活躍する 4 人の直木賞作家が、“小説

びとが、ある飛行機に同乗したことで、運命を共

早川書房 ￥2700

大鶴 義丹著

を音楽にする” ユニット YOASOBI とコラボレーショ

にする。ゴンクール賞受賞作。

集 英 社 ￥1700

ンし、小説、音楽、映像など、さまざまなジャンル
で作品を展開しながら物語世界をつくりあげる。小

■ベサニーと逆襲のビースト ジャック・メギッ

「女優の子供って大変なんですか ?」小劇団を主宰
する私は、
大女優である実の母との葛藤を胸に、
〈母

説のテーマは、
「はじめて〇〇したときに読む物語」
。

への復讐の物語〉を演出する──。テレビ、映画

■ミクロコスミ

■女優

で活躍する著者による、10 年ぶりの最新長編小説。

ト・フィリップス著

静山社 ￥1800

ベサニーは「良い人になろう」と努力していた。と

クラウディオ・マグリス著

ころが、ベサニーが不用品セールで売り払った品々

共和国 ￥3400

が、
買った家で思いがけない動きをしはじめた。
あっ

砂川 文次著

作者の生地トリエステを舞台に、
そこに小宇宙（ミ

講談社 ￥1550

クロコスミ）を浮上させる稀有のロマン。カフカ

ずっと遠くに行きたかった。自分の中の怒りの暴

賞を受賞し、ノーベル文学賞候補となるなど、現

■ブラックボックス

と驚く結末へ。笑いと涙のファンタジー第２弾。

発を、なぜ止められないのだろう。自衛隊を辞め、 代イタリア文学の巨匠として君臨するマグリスの
いまは自転車メッセンジャーの仕事に就いて、都

代表作。1997 年のストレーガ賞受賞作。

内を今日もひた走る。第 166 回芥川賞受賞作。

■シリアからきたバレリーナ キャサリン・ブ

■誰かがこの町で

ルートン著

佐野 広実著

偕成社 ￥1500

講談社 ￥1750

シリア人の少女アーヤは、イギリスで難民認定を

人もうらやむ瀟洒な住宅街。その裏側は、忖度と

待っているところだ。希望とあたたかさと人間性

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

大

酸
→

子

→

→

月

一

→
→

→
陰

→

→

！

同調圧力が渦巻いていた。やがて誰も理由を知ら
浅田 次郎著

文芸

草

www.thefraser.com

音

答：39 ページ

問題は p.6

2021 年 11 月のベストセラー
総合
１
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３
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５
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７
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出版科学研究所調べ

秘密の法 大川隆法
幸福の科学出版
聖域 コムドット やまと
KADOKAWA
私が見た未来 完全版 たつき諒
飛鳥新社
チェンソーマンバディ・ストーリーズ 藤本 タツキ（原作）集英社
嫌われた監督 鈴木忠平
文藝春秋
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
転生したらスライムだった件（19） 伏瀬 マイクロマガジン社
九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 小学館
70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹
詩想社
変な家 雨穴
飛鳥新社
映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ ストーリーブック サンエックス 主婦と生活社
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
とんでもスキルで異世界放浪メシ（11）江口 連 オーバーラップ
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン
新潮社
あの世の歩き方 江原啓之
小学館
むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 青柳碧人 双葉社
むき出し 兼近大樹
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
親愛なるあなたへ カンザキイオリ
河出書房新社
残照の頂 続・山女日記 湊 かなえ
幻冬舎
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星の話

２月

小笠原 行秀

やっと一瞬晴れました。ただ今 2021 年 12 月 30 日午後５時です。

覚えるのは便利な方法だったはずです。また、占いにも大きな位置を占

Orion が見られました。Surrey の方角です。Surrey に住んでいらっしゃる

めていました。現在では GPS などという便利なものが発明されて味も

方には Mt. Baker の方角です。右上から左斜め下へ向かつて一直線に並ん

そっけもないことになってしまいましたが、私共には星座を見ることに

だ三ツ星がよく目立ちます。Orion のベルトと言われます。全部 2 等星

よって時節時期を感ずるという楽しみが残されています。50 年前には未

ですがその並び方からしてよく目立ちます。そしてそれを囲むように長

だ実用されていて、船の位置を計算していたものです。

方形の４つの星たち、左端はオレンジ色の１等星 Betelgues、時計回り

私が星を見るには、Boundary Road の北端に近い Burnaby Heights Park

にその次は Bellatrix で ２等星女性の守り神、次は Rigel で白色の 1 等星、

（水道水源地の上面）へ出かけます。この水源地の上から SW の方角に明

最後は Saiph ２等星。上の 7 つの星が Orion です。右下の図をご覧くだ

らかに人工的な灯りと思われますが、星と紛らわしい灯りが見えます。

さい。覚え易い目立つ星座です。Betelgues と Rigel のなす対角線は三ツ

AirPort の上空あたり 20 度位でしょうか、木星や土星などと間違えそう

星の真ん中の星の近くを通ります。その長さは約 20 度。見た目の星の

になりました。はて何でしょう。どなたか御存じでしたら教えて下さい。

距離は度数で表します。地平線から天頂までが 90 度です。

私以外にも星を見に来る人は結構いらっしゃいますが、皆さん同じく首

ここで１等星２等星という言葉が出て来ましたが、星の明るさで区別
したものです。特に明るい星20 個にはそれぞれ固有名詞がついています。

をひねっています。
次はま３月ものです。もっと良く晴れている時間が欲しいものです。

例えば Sirius、Canopus、Vega、Capella などです。その内４つは南半球
にあってここでは見えません。次の２等星は約 50 個３等星は約 160 個
以下きりがありませんが、それぞれの等級には 2.5 倍の肉眼で見た差が
あることになっています。眼のいい人には５等星まで見えるそうです。
星座という言葉の説明。空にはたくさんの星がありますが、現在はそ
れを 88 のグループに仕分けして、例えばこと座、或いはわし座、或い
は Orion 座などと人類の長い歴史を経て覚えやすいようにグループ化し

★
★
BETELGEUSE

BELLATRIX
★
★
★

★

たものです。長い年月の中にはその組み合わせに変化が生じたものもあ

RIGEL

りましょう、それぞれにそれなりの歴史が含まれています。おそらく太
古の昔、人類が未だ磁石時計などを持っていなかった頃には、星の動き

★

などで農業における種まきの時期や旅行する時の方角の設定などに、重

SAIPH

要な役割を持っていたことでしょう。それらを記憶するのに星座として

『ふれいざー』の読者の皆さまへのお願い
サポーターとして patreon.com による低額寄付のご支援をお願い致します。
2020 年、
『ふれいざー』が生まれ育った美しい都市バンクーバーは、多くの
都市同様、観光やサービス、飲食業界を中心に COVID-19 による大打撃を受け
ました。それ以後私達のスポンサー企業も苦戦を続け、その結果、紙媒体の雑
誌や新聞が次々と存続をあきらめなければならない状況に追い込まれました。
言語にかかわらずあれほど豊に溢れていた無料コミュニティ誌や新聞が街から
消えつつあります。悲しいことに現在日本語主体の雑誌も『ふれいざー』だけ
になってしまいました。
一方で、まだまだ紙媒体を愛してくださる読者がたくさんいらっしゃいます。
紙媒体にはオンラインでは味わえない “手に取って読むことができる” という満
足感があります。少し先輩の読者層にとっては手軽で、目に優しいという利点
もあります。また、弊誌には読みやすさを第一義とした紙質や色へのこだわり
があり、それも 30 年近く皆さまに愛されている理由でもあるでしょう。
そうしたことをご理解いただいているビジネスの皆様は、この厳しい状況の
中にあってもスポンサーとして広告掲載し『ふれいざー』を支えてくださって
います。
現在『ふれいざー』はコミュニティの皆様の主な情報源になっており、増版
のリクエストを度々いただきますが、いくつものスポンサーの方々がビジネス
から撤退した上、印刷にかかる種々の経費が大幅に拡大する今、それは難しい
状況にあります。
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With コロナの時代、
「ふれいざー」も新たな一歩を踏み出しました。
『ふれいざー』
はこれまでの 30 年間、
日本語をじっくり読める雑誌として様々
な世代の方に広く親しまれてきました。そしてコロナ禍にあっても私たちの生
活をより豊かに、そしてローカル経済と文化活動をより活発にするという願い
を込めて、昨年 8 月より、
『月刊ふれいざー』と『ふれいざー Go Local』の月
2 回発行を開始しました。それにより、イベントなどの日系コミュニティの活
動やローカル情報を、
読者の皆様により頻繁にお届けできるようになりました。
２週間に１回、よりタイムリーなニュースをお届けすることに加えて、
『ふれ
いざー Go Local』には移民の私達が知っておきたいカナダや北米の社会的な諸
問題をわかりやすく解説掲載しています。
インターネットの普及によって紙媒体が弱体化する中、追い打ちをかけるよ
うに猛威をふるう COVID-19 により多くの雑誌が街から姿を消していきました。
それでも、文字をスクリーンではなく紙で読みたいという人は依然決して少な
くはありません。現在、BC 州で唯一の日本語フリーペーパーとなってしまっ
た『ふれいざー』を存続させるために、どうかこの新しい時代のサポート方法
をご一考ください。
下記のアドレスからお願い致します。

www.patreon.com/frasermonthly
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現在の暦年または過去 2 暦年に Spousal RRSP の口座に入金しな

知っておくべき

かった場合、RRSP からの引出し金額は、あなたの配偶者に課税さ

ファイナンシャルプラニング

れます。
アトリビューションルールは暦年を使用するため、通常、翌年

ファイナンシャルアドバイザー

井上

朋子

が最善です。たとえば、2021 年の課税年度に対して 2022 年 2 月
に配偶者の拠出が行われた場合、所得帰属は 2025 年 1 月 1 日に適
用されなくなります。また、2021 年 12 月 31 日より前に入金され

ＲＲＳＰについて

た場合、アトリビューションルールは 2024 年 1 月 1 日に適用され

年金収入を夫婦間で分割することができるようになり、Spousal
RRSP（配偶者 RRSP）は、あまり意味を持たなくなってしまった
のでしょうか？

の最初の 60 日間ではなく、暦年内に Spousal RRSP に入金するの

一見すると、年金収入分割規則では、RRSP が

RRIF 登録退職所得基金になると、夫婦が収入を分割できるため、
Spousal RRSP（配偶者登録退職貯蓄プラン）は不要になります。そ
れにもかかわらず、配偶者の RRSP がいくつかの利点を提供できる
状況があります。
では一体、Spousal RRSP とは何でしょうか？

Spousal RRSP は

あなたの配偶者のために開設される RRSP 口座で、あなたがその口
座に入金します。その金額は、Spousal RRSP の規則にある入金限度

なくなります。
Spousal RRSP を使用すると、下位の税率区分の配偶者がプラ
ンから収入を得たときに、節税することができます。次の表は、
Spousal RRSP による所得分割がどのように機能するかを分かりや
すく示したものです。この例では、夫婦が RRSP から同額の収入を
引き出した場合、この方法を利用することで、年間 2,400 ドルを節
約できます。
		
		

Individual RRSP
– 40% tax rate ($)

Spousal RRSP
– 20% tax rate ($)

RRSP income/
withdrawal

12,000		

12,000

Taxes payable		

4,800		

2,400

ができます。Spousal RRSP へ入金と通常の年金の分割との違いは、

4,800After-tax income

7,200		

9,600

Spousal RRSP には、年齢制限も、分割限度額も無いことです。

Tax savings (annually)			

$2,400

額以内とされます。そこに入金した金額は税額控除となります。一
方、あなたの配偶者が Spousal RRSP の法的な所有者となるので、
あなたの配偶者が投資に関する決定をしたり、預金を引き出すこと

年金所得分割の規則では、RRSP を RRIF に変換する必要があり、
65 歳以上である必要があります。一方、定期的な RRSP の口座から

65 歳を過ぎると、年金収入の分割規則により、RRIF 収入の最大

の引出しは、年金所得分割の対象にはなりません。Spousal RRSP を

50％を配偶者と分割することができます。Spousal RRSP を使用す

使用すると、アトリビューションルール（配偶者が課税される場合

ると、その入金金額を決定することが、分割の金額を決めること

のルール）が適用されない限りは、いつでも収入を分割できます。

になります。

ベンチ

私からあなたへ

投稿のページ

不二川 往来

今日から、ここから、自分から
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あなたの心の隙間に

info@thefraser.com

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

投稿について

★投稿の内容は、弊誌の意
見を反映したものではあり
ません。
投稿規定：
投稿は 2000 字以内。場合
によっては掲載できない場
合もありますますので、ご
了承ください。筆者名は実
名、ペンネームいずれでも
かまいませんが、お送りい
ただく際は実名とご連絡先
の明記をお願い致します。
送り先 p.54 参照。 または

お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

先日テレビジョンのドキュメンタリーを見てい
て、日本の田舎の老人の口癖であった言葉として、
「今日から、ここから、自分から」を紹介していま
した。これを聞いた時、なんとすごいことを言う
人がいることと感動しました。
私たちは諸行無常の人生を送っている中で、い
つどこで何が起こるかわからないということは常
に心に銘記しているはずですが、どこかに「自分
はまだ大丈夫だ」という気持ちで生活しています。
そして世間体を気にしながら主体性のない生活に
流されがちであります。そんな私に向かって、今
日という新しい日に命を頂いたことを喜び、何か
新しいことを始めたい、
それも今ここから始めたい、
そして誰かについて行くのではなく、自分から率
先してやって行こうという、たくましさ、これこ

そ釈尊が八十年の生涯をかけて弟子たちに説かれ
た教えではなかったか。特に自灯明、法灯明という
釈尊最後の教えではなかったかと受け取りました。
ここ２年余り新型コロナで巣篭もりを強いられ
て憂鬱、沈滞気味の生活ですが、じっとしていては
勿体無い、さて今日という新しい日は何をいたしま
しょう？家族や友のために何かできることはない
か、自分から始めましょう。
合掌。
に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

www.thefraser.com

にどっかり座って TV など見ていることはよくない
ようです。コロナ渦中、できるだけ家の中でも運
動に心がけて腰痛と付き合って行くことが肝心で
ありましょう。
合掌。

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。

近頃歳のせいか、ベンチのありがたさを痛感し
ています。10 年前まではそれほどでもなかったの
ですが、80 歳が近くなった今日この頃、街を歩い
ていて、すぐに腰が痛くなり、どこかちょっと座
るところはないだろうかと、キョロキョロするこ
とです。ダウンタウンでも住宅地帯へ行くと、だ
いたいブロックごとに二つの椅子とかベンチが置
いてあります。先客があるとがっかりですが、空
いていると一休みできることはありがたいです。
たとえ 1 分でも座っていると気持ちよくなります。
椅子といえば、石製、セメント製、スチール製よ
りは、木製の方が柔らかで楽です。時には長いベ
ンチに横になって昼寝をしている人もあります。
そんな時は次の椅子を探さねばなりません。
公園などへ行くと、立派なベンチが設置されて
いて、In Loving Memory of などと名前を書いた碑
があり、家族が市へ寄付したことが伺えます。
腰痛といえば、四つ足から進化した人類が、立っ
て歩くようになって以来、多くの人が悩まされる
問題であるようで、毎朝起きた時に、腰を回したり、
スクワットをしたりの柔軟体操をしっかりしてお
くと１日が比較的楽に過ごせるものです。ソファー
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avatar-2

black panther

downton abbey

dr strange

jurassice world

lightyear

mission impossible 7

映画評論家

Raymond Tomlin
2022 年の待望作一覧
今回のパンデミックを通して映画ファンが学ん
だことがあるとするなら、それは「世界が健康リ
スクに晒された状態にあっては、公開日とは単
に希望的観測の下設定された日付でしかないこ
と」だろう。たとえば、アガサ・クリスティー原
作の殺人ミステリー、ガル・ガボット主演、ケ
ネス・ブラナー監督の "Murder on the Nile” は
2020 年 10 月に公開されるはずだったが、いくつ
かの延期を経て、現時点では 2022 年 2 月 10 日に
公開されることになっている。2021 年の待望作
は、年が明けた今でもやはり待望作。たとえばト
ム・クルーズ主演の 2 作品が良い例で、"Top Gun
: Maverick” や "Mission : Impossible 7” などは、
どう転んでも強力な待望作だ。
一寸先のことなど誰にもわからない。オミクロ
ン株が劇的に収束して、もう少しすればマスクを
着用しながらでも安全に劇場に戻ることができる
可能性だってある。今年の年末には、映画館でマ
スクを着用する必要は無くなるかもしれない。
ではここで、今年劇場に足を運ぶ価値のある作
品をご紹介する。世界中がパンデミックに翻弄さ
れる現在においては、公開や配信が開始される日
や、劇場などは暫定的なものにすぎないが。
The Batman（３月４日）
スーパーヒーローものが廃れることは決してな
い。新作は続々と登場してくる。最新のバットマ
ンはロバート・パティソン、
セリーナ・カイル / キャッ
トウーマンをゾーイ・クラヴィッツ、ジェームズ・
ゴードンをジェフリー・ライト、リドラーをポール・
ダノ、ペンギンをコリン・ファレルが演じる。
Downton Abbey : A New Era（３月 18 日）
本作のプロットに関する情報はほとんど分かっ
ていないが、"Downton Abbey” の新時代であるこ
とは容易に想像できる。長女メアリーは嬉々とし
て辛辣な言葉を吐くだろうし、カーソンは現代を
憂い、次女イーディスは危機感を抱き、女性たち
の頭にはゴージャスな帽子が乗っているだろう。
The Lost City（３月 25 日）
トレイラーから推察するに、
本作は最高にチャー
ミングな 1 本のようだ。サンドラ・ブロックが恋
愛小説家、そのカバー・モデルをチャニング・テ
イタムが演じる。二人はジャングルの中で誘拐さ

murder on the nile
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れるという流れに（衣装はスパンコールだ！）
。ダ
ニエル・ラドクリフやブラッド・ピットも出演
Doctor Strange in the Multiverse of Madness（5月6日）
夏の映画シーズンは、このスーパーヒーローも
ので幕を開ける。ベネディクト・カンバーバッチ
が主役に復帰し、エリザベス・オルセン、レイチェ
ル・マクアダムス、ベネディクト・ウォン、キウェ
テル・イジョフォーらが出演。そしてサム・ライ
ミ監督が久々にマーベル・シリーズに戻ってきた。
Top Gun: Maverick（５月 27 日）
本作にはトム・クルーズほか、マイルズ・テラー、
ジェニファー・コネリー、エド・ハリス、ジョン・
ハムらが出演。ヴァル・キルマーもアイスマンと
して危険ゾーンに戻ってくる。懐かしさを覚える
が、クルーズは飛行機の映画としては視覚的に最
高レベルの本シリーズに全身全霊を傾けている。
Jurassic World: Dominion（６月 10 日）
2015 年、コリン・トレヴォロウ監督は本シリー
ズを復活させ、次の 2018 年版ではさらに多様な
レビューでファンを圧倒した。トレヴォロウ監督
が手がける３部作の第３弾では、クリス・プラット、
ブライス・ダラス・ハワードほか、危機的状況にがっ
つり取り組む大ベテラン、サム・ニール、ローラ・
ダーン、ジェフ・ゴールドブラムら。前作ラスト
で自由になった恐竜たちと人類の攻防が描かれる。
Lightyear（６月 17 日）
『トイ・ストーリー』シリーズの人気キャラクター、
バズの誕生秘話。クリス・エヴァンスがティム・
アレンから声の担当を引き継ぎ、監督はアンガス・
マクレーン、脚本はピート・ドクターが手がけた。
最高の仕上がりとなったのは想像に難くない。
Thor: Love & Thunder（７月８日）
シリーズ４作目となる本作は、タイカ・ワイティ
ティが監督を務め、アスガルドのカリスマ、クリス・
ヘムズワース、ジェーン・フォスターのナタリー・
ポートマンが戻ってくる。クリスチャン・ベール
が DC ヒーローからゴア・ザ・ゴッド・ブッチャー、
つまりマーベルのヴィランとして登場するのも話
題。副次的エピソードやカメオなど、見所満載だ。
Nope（７月 22 日）
ジョーダン・ピール監督は新作のプロットをで
きる限り公にしたくないため、現時点で分かって
いるのは、監督の創造的マインドから生まれたオ

she said carey
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the batman 2

リジナル・ホラーであるということだけ。この作
品には、ダニエル・カルーヤ（ピール監督の『Get
Out』でオスカーにノミネートされた）
、キキ・パー
マー、スティーヴン・ユアンらが出演。
Mission: Impossible 7（９月 30 日）
監督と脚本を務めるクリストファー・マッカリー
による同シリーズ３作目。非常にスリリングだっ
た前２作同様、イーサン・ハント役のトム・クルー
ズが死闘を繰り広げる。レベッカ・ファーガソン、
サイモン・ペッグ、ヴィング・レイムス、ヴァネッサ・
カービー、そしてシリーズ新参者イーサイ・モラ
レス、ケイリー・エルウィスらが出演。
Black Panther: Wakanda Forever（11 月 11 日）
チャドウィック・ボーズマン（2020 年に癌のた
め死去）のいない本シリーズなど想像できないが、
新作ではライアン・クーグラー監督がオリジナル・
メンバーのルピタ・ニョンゴ、アンジェラ・バセッ
ト、レティーシャ・ライト、ダニエル・カルーヤ、
マーティン・フリーマンらを束ねる。
She Said（11 月 18 日）
ニューヨーク・タイムズ紙の記者２人がハリウッ
ドの大物プロデューサーだったハーヴェイ・ワイ
ンスタインの長年にわたる性的暴行を暴いた回顧
録が原作。監督は Netflix ドラマ『アンオーソドッ
クス』でエミー賞に輝いたマリア・シュラーダー。
記者役はキャリー・マリガンとゾーイ・カザン。
Avatar 2（12 月 16 日）
ジェームズ・キャメロン監督が制作に 10 年を
費やした期待作がついに公開される。サム・ワー
シントン演じるジェイクとゾーイ・サルダナ演じ
るナヴィ族のネイティリが築き上げる家族の物語
だ。グレイス・オーガスティン博士役のシガニー・
ウィーバーも続投し、新キャストにはナヴィ族の
ロナル役でケイト・ウィンスレットが登場する。
ハリウッドは今年、パンデミック前の半分以下
となる作品 350 本をリリースするが、それでも十
分楽しめる作品数だ。コメディ、アニメ、SF、ア
クション・スリラー、感動ドラマ、インディ作品
とジャンルも多岐にわたる。オスカーが狙える作
品もたっぷり含まれているはずだ。
さあ、ある種の「ノーマル」に向けて歩き出す
１年となることを祈ろうではないか。

the lost city

thor love and thunder

top gun

We are 30 years old!

Kaori Gavrilovic

トロント映画記

ハリウッドの向こう側で
Jack Chambers のリアルと雪に消えたもの
再び実施された自己隔離と規制のため、トロ

とソーセージで番犬の気を逸らせて侵入し、ピ

ント市内での新年はとても静かなものとなっ

カソ本人に「アーティストになりたいのだがど

た。２月から３月にかけて規制緩和されていく

こで学べばよいか」と質問した。これに対して

という話だが、年明け早々トロントを訪れた猛

ピカソはバルセロナに行くよう勧めたあと、そ

吹雪のあと上から下まで白一色に染まった街角

の日のうちに再び訪ねてくるよう招いたとい

で「閉店」の紙きれを見かけるのは寂しいもの

う。若きチェンバーズは、あろうことかピカソ

があった。いつか食べようと思っていたサンド

の招待を断っただけでなく助言も無視して、マ

イッチやケーキが突然消えてなくなってしまっ

ドリッドにある美術学校に入学する。影響を受

た事実に打ちのめされる。コロナ禍において私

けたアーティストを聞かれて「自分だけ」と答

は常に「なにかを逃した」という焦りと後悔に

えたチェンバーズならではの可笑しな話だ。そ

悩まされ続けていると思う。そんな気分になっ

の後彼はカナダに戻り、カナダ美術界において

たときに思い出すジャック・チェンバーズ（Jack

最もユニークな視点を持つ一人として知覚的リ

Chambers）のエピソードがある。

アリズムを模索し続けた。

『Circle』

オンタリオ州ロンドンに生まれ、トロント大

自分が経験したものごとを再現するのではな

学の教壇にも立ったチェンバーズは、短い生涯

く、反映したい。チェンバーズは作品を通して

た。映画は一軒家で繰り返される家族との日々、

の間に数々の絵画やコラージュと６本の映画を

本質そのものに追った。1968 年から約１年間

そして常に移り変わる季節を映し出す。画面ひ

制作した。アーティストを志し始めた頃、チェ

かけて制作された映画『Circle』では、自宅の壁

とつひとつに意味はなかったとしても、それら

ンバーズは大学を辞めてヨーロッパへと飛ぶ。

に開けた穴にカメラを埋め込み、毎日何が映っ

を重ねていくことに意味があるのではないかと

スペインに辿り着いた彼はピカソの家を訪ねる

ているかを確かめないまま少しずつ撮影を続け

思わせる不思議な作品だ。名作として名高い
『The
Hart of London』もまた生命のコラージュのよう
な作品であり、私の平凡な毎日を「一日」とい
う単位ではなく永遠に続く時間のなかで繰り返
される光の訪れとして昇華させてしまうような
エネルギーを持っている。
チェンバーズの映画が映し出すリアルと同じ
で、私たち自身もきっと一時的なものだ。ずっ
と同じ感情を持ち続けたり、ずっと同じ場所に
留まっていることは不可能なのだ。街の記憶や
人の想いがしばしの間だけ冷凍保存されている
ストリートに立ち、私はひたすら雪と一緒にい
ろいろなものが溶けてなくなっていくのを待っ
ている。

『The Hart of London』

Jack Chambers

Mini English Lesson
Tell about past habitual actions:
Five years ago, I used to ___verb___.

(smoke)

When she was younger, she kept ___verb___ing. (forgetting her house keys)
After he got married, he always ___verb___ed.

(watched t.v. with his wife)
www.englishmatters.ca
lorrain@englishmatters.ca

www.thefraser.com
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ハイイロオオカミの受難続く
１月２日、アリゾナ北部のカルバブ・ナショナ

機付き首輪をしていた雌、４月には１頭の雄と若

ルパークで、アヌビスと名付けられた、絶滅危惧

い雌が殺されているのが見つかった。オレゴン警

「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）

種の若いメキシカン・グレイウルフが射殺された。 察によれば、これらの毒は違ったタイプのもので、
死体が見つかったのはオオカミの保護地区の境界 犯人は１人ではないと考えられている。
線を超えたところだったため、保護地区の拡大が

野生動物の毒殺は、人やペットへの害など他にも

急務であると多くの環境団体や動物保護団体が訴

様々な影響を与える非常に悪質な犯罪である。し

えている。

かしながら残念なことに、こうした密猟は現在で

アヌビスは、以前保護されてリカバリーの後、こ

もオレゴンではまだ頻繁に行われているという。

のアリゾナで人間や家畜との接触もなく暮してい

この犯人には動物 / 環境保護の８団体によって賞

たもので、撃たれたとき、黒とピンクの首輪をつ

金がかけられたが、その後５つの保護団体がそれ

けていた。メキシカン・グレイウルフは現在絶滅

に１万 4000 ドルの賞金を上乗せし、賞金はトータ

危惧種保護法によって保護されており、違反者に

ルで４万ドルになった。

は最高５万ドル以下の罰金か１年以内の懲役刑が

今年に入ってワロワ・カウンティで違法に射殺

こうした殺戮が続けば、オオカミの種だけでな

科され、加えて 2 万 5000 ドルの民事罰が科される

された２歳の雌オオカミの犯人には $16,500 の賞金

くイエローストーンの健全な生態系を極端に弱体

場合もある。

が懸けられている。

化させてしまうだろうと、専門家は心配している。

現在、彼の殺害者が捜索されていると同時に、絶

しかしこうした射殺者や毒殺者を見つけ出すの

滅の危機にあるオオカミの保護にずさんなアリゾ

は非常に困難で、オオカミたちの保護にはもっと

ナ・ゲーム・アンド・フィッシュ省への批判が集まっ

効果的な方法を考える必要があると関係者は語っ

ている。

ている。

現在アメリカでは、オオカミを絶滅危惧種リス
トに戻すための運動が沸き起こっている。

自然界におけるオオカミの重要性
近年の人間による開発などで居住場所や食糧を

またオレゴン州では昨年２月、キャサリン・ウ
ルフパックと名付けられた群れに属する２頭の雌

イエローストーン国立公園では、グレイウルフ

なくしたオオカミは、人間の近くに来て家畜を襲

と３頭の雄が毒殺されて発見され、３月には発信

20 頭が公園の境界線の外側でハンターによって撃

うようになった。そのためオオカミは害獣と認識

ち殺された。そのうち 15 頭はモンタナで、５頭は

されて徹底的に駆除されてしまった。

アイダホとワイオミングで殺されている。これらの

しかしイエローストーン国立公園では、オオカミ

ほとんどは現在消滅しつつあるファントムレイク・

の絶滅によって、捕食されていた鹿などの大型草

パックの仲間と考えられている。

食動物が植物を食べつくしたために森林が消滅し、

2020 年の 10 月にトランプ政権下でハイイロオオ

このような壊れた生態系を元に戻すべく、イエ

以降、オオカミ狩猟が活発になり、種の弱体化が

ローストーン国立公園ではオオカミを再び誘致し、

続いている。モンタナとアイダホでは 90％のオオ

その結果森林が甦り健全な生態系を取り戻すこと

カミを殺すことが認められた。ウィスコンシン州

に成功している。

では昨年２月、わずか 60 時間で 200 頭のオオカミ
メキシカン・グレイウルフ

（photo: Wildlife Science Centre)

今度は草食動物が餓死ししていった。

カミが絶滅危惧の保護対象から外されてしまって

が殺されたという記録がある。

このような過去に学ぶことなく、今、人間は再
び生態系を壊そうとしている。

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】2022年も波乱の幕開けとなった。太平洋の海底火山の爆
発、津波、そして日本では相変わらず地震が続いている。
日本人にとって、天災の中でも特に地震はどの地域に住んでいようと
かなり身近なものだ。日本で生まれ育った人で地震を経験したことのな
い人はおそらくいないだろう。もう20数年前になるが、バンクーバー
で小さな地震があったとき、ラジオでカナダ人が大騒ぎしているのを聞
いて驚いた。私にとっては“あら、地震だね”、という程度のものだった
が、ラジオではリスナーたちが興奮してスタジオに電話をかけてきたの
を中継しており、なんとなく笑えてしまった。
しかし考えてみれば笑いごとではない。巨大地震の起きる危険性は環
太平洋火山帯にあるここ西海岸も日本と変らない。1946年にはバンクー
バー島でマグニチュード7.3の地震を記録している。今でも、いつ巨大地
震が起きてもおかしくないのだ。
いざ地震が起きたときには、ここの人たちは日本人よりはるかにパニ
ックになるのではないかという気がする。常に地震に対する心構えがあ
り、多少なりとも学校や職場で避難訓練などをやったこともあるであろ
う日本人に比べたら、地面が揺れるということはカナダの人にとっては
相当な恐怖であるに違いない。日本ほど住宅が密集していない分、多少
の安心感はあるが、ダウンタウンのガラスの高層ビル群は恐ろしい。そ
れに、一旦ライフラインが破壊されてしまった場合、日本ほど治安が
守られるとは思えない。東日本大震災のとき、あの未曾有の大災害の中
での日本人の冷静で倫理的な行動に世界中が驚愕したということをよく
耳にしたが、残念ながらここではそのようにはいくまい。それを考える
と、本当に怖いのは天災か人災かわからなくなる。
何年か前、バンクーバー市がメディアを集めてどのように防災対策を
行っているかを説明してくれたことがある。そのとき、大きなコンテ
ナのような倉庫があるところに案内された。その中には毛布その他の災
害対策用の備品が貯蔵されているのだという。正直言ってそれを見たと
き、「へ？」と思ってしまった。バンクーバー市内だけでも70万人程も

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

いるのに、たったこれだけの防災グッズで一体何ができるのかとむしろ
不思議に思った。まあいずれにせよ、私はバンクーバー市内には住んで
いないし、グレーターバンクーバーの250万人余のほとんどの人々はあの
倉庫の中身の恩恵にはあずかれないのだ。
私たちは今、想像もしなかったパンデミックの中にいる。年々ひどく
なる異常気象にもさらされている。もうこれ以上追い打ちをかけてくれ
るなと願うばかりである。
＊

＊

＊

この仕事をしていると、一般に言われているよりもずっと紙に書かれ
た文字が多くの人に望まれているのだということを実感します。
COVID-19のせいで多くのビジネスが窮地に追い込まれた一方、印刷代
や経費が大きく値上がりし、もともと自転車操業だったふれいざーはい
つまで続けられるのかと不安でした。そこで、ネット上のPatreonという
少額パトロンを募集するサービスを利用して読者の皆様に呼びかけたと
ころ、ネットでの送金は気が進まないけれどチェックなら、と多くの方
からご寄付をいただきました。本当にありがとうございます。おかげ様
で、今まで配布先に置いてもすぐになくなってしまい、なかなか手に入
らないと言われておりましたが、１月から印刷部数を増やすことがで
きました。
何よりも、気にかけていただいていることが嬉しく、何ものにも代え
難い励みになっております。
置ける場所がコロナ以前に比べてずっと少ないため、なかなかお
手に入らないこともあるかと思いますが、今後も可能な限り部数を
増やしていきたいと思っております。どうしても手に入らなかった
ときは、ウェブサイトのほうでご覧いただければ幸いです。(www.
thefraser.com)
バックナンバーも13年分ほどのせてありますので、お暇なときには
是非。
（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

事実でないことを事実のようにこしらえて言うこと。ないことを

あるようにいつわってつくりあげること。本来の読みは「でつぞう」で、「ねつ
ぞう」は慣用読み。「捏」は手でこねてまるくかためる意味。転じて、デッチア
ゲルという意味になった。

熟語遊び

P. 33（解答）

葉

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。
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今年創刊30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、これまで通りカナダ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。

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）
○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、
カナダで 10 年高校の教員をしていた。
○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。外科看護歴７年。
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。
○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。
○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
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。
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ゆうすけ）： 札幌市出身。早稲田大学第一文学部卒
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。
○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。
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。

○田中裕介（たなか

〇中田有厘（なかた ゆり）
： 31 才で看護師になり、現在カナダで看護師
目指してます。ステージ 3 の乳癌で闘病中。趣味は外国語と料理。
○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。
○はせがわ いずみ： ハリウッド通信社代表。izumihasegawa.com。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。

○ 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 30 years old!

