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

     今月の go Local 特集
『詐欺から身を守る（３）』
『そうだ！ 起業しよう!
＝誰でもできるカナ
ダでの起業 How To＝（４）』
毎月15日発行の『ふれいざー go Local』は『月刊
ふれいざー』の妹版として、ローカルの情報に特化
し、日系コミュニティのイベント活動などのローカル
情報を中心にお届けしています。
カナダ内外のニュース、イベント報告の他、ビジネス紹介、ロ
ーカルアーティスト紹介、そしてカナダに住む私たちが知ってお
くべきなのにあまり知らない内容を、「知っておかなければいけ
ない」シリーズとして、様々な情報を掘り下げて掲載しています。

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

ウェブサイトにはこれまで通り『月刊ふれいざー』
と共に『go Local』もアップしておりますので、お
手に入らなかった方は是非そちらでご覧ください。

www.thefraser.com

www.thefraser.com
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トピックス
交通の中心地近くの土地を買収できるよう法改正
BC 州政府は、公共交通機関の中心地近くに住宅や学校、商業施

自動車販売総数の 13% が電気自動車：BC 州
コロナ禍で新車の供給が需要に追いついていない中、BC 州では、

設等のコミュニティを建設するための土地を購入することができる

2021 年の普通乗用車の販売総数の 13% にあたる 24,263 台が電気自動

ように法律を改正することを決定した。ボブ・フレミング運輸・イ

車だったことが分かった。

ンフラストラクチャー大臣は、これを「手ごろな価格の住宅を増や

州政府によると、BC 州におけるゼロエミッションの乗用車の購入数

すプロジェクトを公共交通への顕著な投資と一本化するため」と説

は、引き続き北米随一で、当初 2025 年までにゼロエミッションの乗

明している。

用車の販売台数を総数の 10% にする計画が打ち出されていたが、５年

これにより政府は、歩行者や自転車に乗る人、移動に補助が必要
な人達に優しいコンパクトで利便性の高いコミュニティ作りを促進

も前倒しで目標を達成しているという。
2015 年には、BC 州で電気自動車の販売台数が総数の僅か 0.8%、

することを目指すと話している。また、バンクーバー市内あるにカ

2016 年には 1%、2017 年に 1.5% であったが、その後は加速し、2018

ナダラインのマリンドライブ駅の近くに高層マンションが建築され

年に 4.1%、
2019 年に 8.7%、
2020 年には 9.4% まで上昇した。このため、

た後に公共交通機関を利用する人の数は 35% も増加したことを鑑

州政府では、100% のゼロエミッション達成目標を 2040 年から 2035

み、公共交通機関の利用者を増やすことも目的としているという。

年に前倒しすると発表した。そして、当面の目標として 2026 年まで

これまでは、公共交通機関とコミュニティの建設を一本化した開
発は不可能であったが、今回の法律改正により、今後はこれが可能

に 26%、2030 年までに 90% という数字を挙げている。
速いペースでの電気自動車の普及は、連邦政府や州政府の発行する

となる。州政府は、トランスリンクとバンクーバー市、サレー市、

リベートによるところも大きいが、ガソリン価格の高騰でより加速が

ラングレー市と既に様々な政策協定を結んでいる。

ついたと見られる。また、新車の需要が追いつかずに中古車を購入す

精神障害者の安楽死：医師の幇助容認
カナダでは、2023 年３月に精神障害者を対象とした医師の安楽
死の幇助が合法化され、世界でも稀に見る寛大な法域となる。

る人の数も増加している。連邦および州政府、地方自治体では、現在
バッテリーをチャージする設備の設置を急いでいる。

新型コロナと政治で意見分かれる：アンケート調査

これまで医師が患者の安楽死を幇助できるのは、病巣が目に見え

この程、サスカチュワン大学が 1011 人を対象に「最も意見が分か

る終末期の癌などの病気に限られていた。しかし、約一年後には鬱

れた話題」についてアンケート調査を実施した。それによると、回答

病、双極性障害、パーソナリティ障害、統合失調症、PTSD（心的

者の四人に三人は、
「社会は二極化された」と回答していたが、最も意

外傷後ストレス障害）など唯一の基礎疾患が精神疾患の患者にも法

見が分かれた話題は「新型コロナ (72%)」と「2021 年の連邦選挙 (73%)」

律が拡大適応されることになる。

であることが分かった。

オランダの精神科医のヴァンヴィーン医師は、「腫瘍や組織は大

約 40% の回答者が、新型コロナや連邦選挙で意見が分かれた友人や

きさを測ったりスキャンをすることで予後を判断することができる

家族と連絡を取ることを控えたとし、意見の違いを認識しただけとい

が、精神科の患者は鬱病をスキャンで確認することはできず、本人

う人から実際に意見の違う人達と会わなくなったり話さなくなった人

やその家族の話だけを頼りにこれ以上治療ができないということを

まで様々な結果となった。

判断するしかない」と語る。オランダでは精神障害者への医師の幇

アンケート調査を実施した責任者によると、参加者の回答は、その

助による安楽死が 2002 年に合法化されたが、それに伴う複雑で様々

地域の与党の政治的見解に影響されているようだという。例えば、プ

な問題と向き合ってきた。

レーリー州の人は保守の見解に影響され、他州の回答者と比べ「気候

カナダ精神科医協会の元会長で司法精神医学者のグレイン・ニー

変動」と「武器の禁止」という話題がより国を二つに分けると回答し

ルソン医師は、「合法化への道のりは困難で、我々は慎重に注意深

ているが、中央州の人は「武器の禁止」が国を二分するとは考えてい

く合法化を進めていくことが必要である」と語った。現在も専門家

ない。

の意見は真っ二つに割れていて課題山積だが、専門家パネルは今月
中に政府に対し報告を上げることになっている。

また、ケベック州の人は、BC 州の人よりも意見の違いが原因で家族
や友人との連絡を控えたと回答した人が少なかった。一方、国の団結
を強化した話題については、「国際援助 (55%)」と「民族多様性の拡大
(53%)」と回答した人が多かった。
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カナダのニュース

ローマ教皇、先住民に謝罪
ローマ・カトリック教会が運営し、カナ

寄宿学校での虐待問題で

家族、それぞれが異なった感慨を抱くだろう」

ウェセス先住民居住区にあった先住民の寄宿

ダ の先住民の子どもたちが強制的に住まわさ

としながらも、「今日、パズルのピースが一つ

学校の跡地周辺から、墓標のない墓が過去最

れていた寄宿学校での虐待問題をめぐり、同

はまった。教皇からは温かく誠実な言葉が得

大規模の 751 墓が発見された。調査には、カ

教会のフランシスコ教皇が１日、バチカンで

られた」と述べた。

ムループスと同じ地中レーダーが用いられた。

先住民の代表団と面会し、謝罪した。

一方、カナダ先住民族会議の元議長フィル・

これは、1899 年から 1997 年まで開校してい

フランシスコ教皇は「カトリック教会のメ

フォンタイン氏は「謝罪は、寄宿学校をめぐ

たマリヴァル・インディアン寄宿学校の跡地

ンバーによる嘆かわしい行為に対し、カナダ

る長い悲劇の終わりではない。困難な取り組

で、同校は当初、ローマ・カトリック教会が

の枢機卿らとともに、神の許しを請い、心か

みは始まったばかりだ」と述べた。先住民の

運営し、その後、地元当局が引き継いでいた。

ら謝罪する」と表明し、「とりわけ教育者とし

代表は教会に、寄宿学校から逃れた生存者に

一方、今年に入ってからも１月 25 日、ブリ

て責任ある立場にあった多くのカトリック教

対する補償の約束を果たし、先住民の文化遺

ティッシュ・コロンビア州の先住民居住区ウィ

徒が、あなた方を傷つけ、虐待の苦しみを与

産を復興させるよう求めている。

リアムズ・レイク・ファースト・ネーション

え、アイデンティティや文化、自尊心に対し

教皇は、カナダの寄宿学校でローマ・カト

敬意を欠いたことに、悲しみを感じ、恥じ入っ

リック教会が行なったとされる虐待問題をめ

ている」と述べた。

ぐり、先住民の各グループと 1 週間にわたり

また、フランシスコ教皇は、7 月にカナダ
を訪問する意向であることも明らかにした。

の寄宿学校跡地で 93 の墓が発見されている。

先住民同化政策
カナダでは 19 世紀以降、同化政策の一環と

会談を続け、謝罪の言葉はこの最終日に述べ

して、先住民の子ども 15 万人以上が家族から

られた。

寄宿学校については、以前から神父や教師

トルドー首相は、教皇のカナダ訪問を「楽

引き離され、寄宿学校への入学を強いられた。

らによる虐待が報告されていたが、昨年、複

しみにしている」と述べつつ、「謝罪は我々の

こうした寄宿学校は全国に 130 校以上あり、

数の学校跡地から大量の墓標のない墓が発見

過去の真実を認める一歩だが、まだなされる

カナダ政府が資金を提供し、カトリック教会

され、カナダ各地で捜査が開始されたことに

べきことがある」とする声明を発表した。

が運営していた。校内ではキリスト教への改

より、カトリック教会に謝罪を求める声が高
まっていた。先住民団体は、当初からローマ
教皇の謝罪を求めている。

和解への取り組みは
始まったばかり

宗が強要され、母語を話すことや先住民の文

今年に入ってからも遺骨発見

化的活動を行うことは禁じられた。教師から

カナダでは、昨年５月にブリティッシュ・

の身体的・精神的・性的虐待が横行するなど、

コロンビア州カムループスで、100 年以上前

劣悪な衛生環境が原因で 6000 人の生徒が死

に建てられた同地の先住民寄宿学校の跡地か

亡したとされる。最後の寄宿学校が閉鎖され

ら、先住民の子ども 215 人の墓が発見され、

たのは 1996 年だった。

先住民代表団のリーダーの１人、ジェラル

国内に衝撃が広がった。カムループスの先住

カナダ政府は 2008 年、寄宿学校の歴史と

ド・アントワーン氏は「今日という日をずっ

民コミュニティによると、遺骨は 5 月下旬、
「カ

影響を調査するための委員会を立ち上げ、連

と待ち続けていた。歴史の新たな１ページだ」

ムループス・インディアン寄宿学校」跡地で、

邦議会は同化政策について公式に謝罪した。

と謝罪を評価する一方で、「教皇には我々の土

最新式の地中レーダーを用いて行われた調査

また、学校から逃げ出したり、地元コミュニ

地に来て、家族たちに謝罪してほしい」と述

で見つかった。同校は 1890 年から 1969 年ま

ティに戻らなかったりした子どもが多数いる

べた。先住民のリーダーたちは、教皇のカナ

で、政府の委託でカトリック教会によって運

ことも明らかになっている。2015 年に提出さ

ダでの滞在計画に自分たちも参加するべきだ

営されており、全国に建設された 139 の寄宿

れた委員会の報告書は、寄宿学校をめぐる政

としている。

学校の中で最も大きく、1950 年代には最大

策を「文化的ジェノサイドだった」と結論付

500 人が在籍していた。

けた。

また、イヌイットの代表ネイタン・オベッ
ド氏は「この謝罪に対しては、生存者やその

その翌月には、サスカチュワン州南部のカ
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世界のニュース

上海、新型コロナ感染最多更新

経済に影響も

中国最大の経済都市である上海市で、4

検査にも着手。すべての感染者を特定すると

などの措置が取られた。さらに首都北京では、

月に入り 8 日連続で感染者数が過去最多を記

しており、陽性が確認された人は軽症や無症

高齢者の介護施設や学校、輸入業者などに少

録し、ロックダウンが始まって 2 週間となる

状であっても自宅隔離ではなく、隔離施設に

なくとも週に 1 回の検査を義務付けた。

現在も、封鎖解除の見通しが立たない状態が

入らなければならない。ただ、隔離施設は人

続いている。

で溢れかえり、一層の感染拡大につながるよ

衛生当局は 9 日、上海では 8 日に空港免
疫などを除き無症状 2 万 2609 人を含む 2 万

うな劣悪な環境が批判されている。

世界経済にも影響
中国は新型コロナウイルスに対して感染者

隔離施設をめぐっては、感染した親から子

ゼロを目指す「ゼロ・コロナ」政策を取って

3624 人の新規感染者が確認されたと発表。

供を引き離すという厳しい措置に批判が集中

おり、ロックダウンにおいては欧米諸国に比

無症状感染者の人数とともに 2020 年 3 月末

し、当局はその後、感染した親が子供を連れ

べてあらゆる措置が非常に厳格。当初は世界

以降の最多を更新した。

て施設に行くことを認める方針を示したもの

的な金融拠点、上海の経済活動停滞を避ける

の、感染が確認されていない親からも子供を

ため、ロックダウンには慎重だった上海当局

引き離す事例が報告され、問題となっている。

も、新規感染者数が記録的な数となった 3 月

当局は 9 日の記者会見で、全上海市民を対
象とする PCR 検査を改めて行うことを表明し
た。ロックダウン解除は、検査結果に基づい

さらには、飼い主が感染で隔離されたため、

末、方針の転換を迫られた。

て、居住区ごとに判断するという。発表によ

取り残されたペットの犬が殺処分され、その

ると、当局は市を 3 つの居住区に分け、同じ

様子を撮影した動画が拡散されたことで、当

後退の危機にもさらされている。そもそも住

地区内で 14 日間感染者が出なければ外出可

局には多くの批判が寄せられている。映像は

民は外出が禁止されているため、従業員は出

能とし、7 日以上、新たな感染者が確認され

白い防御服を着た自治会の作業員が棒のよう

勤できず、客足もないため、現地の工場や店

なければ地区内での移動は許可されるが、7

なもので犬を殴り殺すという痛ましいもの。

舗 は 休 業 を 余 儀 な く さ れ て い る。 サ プ ラ イ

日以内に感染者が出れば、封鎖は続行される。

自治会側は「犬から感染が広まることを防ぐ

チェーンの混乱は、中国経済全体に影響を及

一方で、14 日間、感染者が出なかった場合も、

ために行った」と弁明している。

ぼすとみられる。

他地域でも厳しい規制強化

や電子機器、自動車製造の拠点でもある。コ

人と集まったり、地区を超える移動は引き続
き禁止される。
また、上海では 9 日から最大で 5 万人が収
容できるという感染者隔離施設の提供を開始
した。

最大規模の都市封鎖で市民生活
は大混乱
外出の禁止など住民の行動が徹底的に規制

一方、中国では他の都市でも規制が強化さ
れている。

ンテナ取扱量も世界最大だが、現在港の稼働
率は通常の 6 割減となり、米電気自動車大手

南部の広州では 8 日、新型コロナの感染者

テスラは上海東部の大型工場の操業停止を延
長し、ドイツのフォルクスワーゲンは市内 4

ら、すべての住民約 1800 万人を対象とした

箇所の工場を休止している。

PCR 検査が開始された。上海で感染が急速に
拡大したため対応を急いだものとみられるる
が、広州当局は感染者の居住地周辺を封鎖し、

をかき立てている。

近くを通る地下鉄やバスの運行を停止するな

まず、PCR 検査に出向くことを除いては外

ど、徹底した封じ込めに乗り出している。た

出できず、食品の買い出しも認められていな

だ、住民からは感染拡大に対する不安の声が

いことから、住民は食料や水を得るために、

上がると同時に、上海のようなロックダウン

宅配サービスや政府からの支給に頼らざるを

が突然発令される可能性への懸念が高まり、

得ない状態となっている。しかし供給は需要

食料の買いだめが起きている。一部のスー

に追いついておらず、一部地域の住民は、完

パーからは品切れが続出している。

sudoku break

また、河南省の鄭州でも、7 日に無症状感

こうした中、当局は 6 日、食料不足や支給

染者が数人確認されると、1260 万人にのぼ

の遅れについて認め、7 日には一部の食料品

るすべての住民に PCR 検査を行うことを発

店の再開と、ロックダウン地域の配達スタッ

表した。雲南省師宗県では、上海に滞在歴の

フの勤務を認める方針を表明した。

ある人とその家族の感染が確認されたため、

また、当局は、全住民を対象にした大規模

上海は金融の中心であると同時に、半導体

が無症状の人も含め 3 人確認されたことか

される上海では、大混乱が生じ、人々の不安

全に遮断されたと訴えている。

しかし、これにより、経済は足踏み状態、

商店の休業や交通機関の利用停止、外出禁止

答えは p.15
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scam

（３）
詐欺から身を守る！
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随時アップデート。
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。

ICBC リベート詐欺
ウクライナ侵攻の影響でガソリンの値段が急騰していること
を受けて、３月 25 日、BC 州政府は ICBC から自動車保険の顧客
に１回限定＄110 のリベートを発行すると発表した。自動車保険
のフィーが普通自動車より高いことを考慮して、商用車保持者に
は＄165 が発行される。
リベート受給対象者：2022 年２月中に ICBC 自動車保険をかけ
ていた顧客だったこと。（月初めでなく途中からだとしても）た
だし、次のような車両は対象外となる。
・ゴルフカート・ATV のようなオフロード車両・レンタカー・ト
レーラー・臨時運行許可を受けた車両・商業用レンタカー・道路
工事に使用するフォークリフトやトレーラーのような車両。
発行時期：リベートは銀行口座への Direct deposit を設定してあ
れば、５月スタートで直接銀行口座に振り込まれる。まだ Direct
deposit にしていない人は 4 月 30 日までに icbc.com、あるいは
Autoplan を扱っている保険ブローカーを通して設定すれば、今
回のリベートは直接銀行口座に振り込まれる。
クレジットカードで保険料を支払った場合は５月～６月の間に
クレジットカード口座へ直接“クレジット”として払い戻しがある。
それら以外の支払い方法、デビットカード、キャッシュ、支払プ
ラン等で保険料を支払った顧客へは６月からチェックが郵送さ
れる。ICBC は７月末までにはチェックの郵送を完了できるであ
ろうと言っている。
このリベートを利用した詐欺が横行しているので注意！
手口 携帯のテキストやメールを使った ICBC のリベート詐欺が
出回っている。メッセージにはリンクが含まれており、リベート
を受け取るにはリンクをクリックするようにと書いてある。
対策 そのような不審なメッセージを受け取ったら、即刻削除！

借金返済取り立て詐欺
コロナ渦中やむを得ず借金をした人も多くいる。そこに付け込
んだ借金返済を迫る取り立て詐欺が横行している。そのトップ４。
１．CRA の税金取り立て詐欺
手口 CRA 職員と偽り、被害者に税金支払いが滞っているとい
い、クレジットカート、デビットカード、或いはプリペイドカー
ドで直ぐに支払え、しなければ逮捕すると脅かす。
対策 直ぐに電話を切り、絶対にカード番号を教えないこと！
もし税金支払いが滞っていて気になる場合は、CRA のホームペー
ジで情報を調べる、或いは 1-888-863-8657 に電話する。 CRA 職
員が法的な理由で脅すようなことは決してない。
２．債権回収代行会社詐欺

www.thefraser.com

手口 1 大手個人信用調査機関 Equifax 或いは TransUnion 職員だと偽
り電話をかけてきて、債権回収代行しているという。

対策 電話を切る前に、会社名、職員の名前を聞いておく、後
で個人信用調査機関へ通報するときに役立つ。個人信用調査機
関が債権回収代行するようなことは全くないので、決して個人
情報を伝えないこと。
手口２ ワイヤートランスファー（Wire transfer：電信送金）詐
欺借金取り立ての電話で、返済をチェックやオンラインではな
く、早急にワイヤートランスファーしろと強要する。
対策 直ぐに電話を切り、絶対にワイヤートランスファーをし
ない！ もし借金がある場合、その企業や機関に電話して自分
のアカウントが債権回収代行会社 (the collection agency) に送
られ、その企業が代行して（has been transferred）借金回収し
ているのか問い合わせる。もしそうであれば、債権回収代行会
社の連絡先を聞き対応する。
３．偽政府公務員詐欺
手口 政府の公務員だと偽り、借金を払わなければ刑務所行きだなど
と脅す。

対策

電話を切る前に、どの政府機関に所属するのか、名前と役職を

聞き、州政府の「the consumer protection agency」に通報する。公務
員が個人債務回収に関わることは絶対ない。

４．Phishing フィッシング詐欺
魚釣りのほうの Fishing ではない。インターネットや電子メールで相
手をだましてクレジットカード番号などの個人情報を聞き出す詐欺。

手口

債権回収代行の職員と偽り、会社のデータに必要な個人情報が

欠けているので確認しているという。
特に SIN 番号を聞き出そうとする。

対策

直ぐに電話を切り、もし借金がある場合、その企業や機関に電

話して自分のアカウントが債権回収代行会社 (the collection agency) に
送られ、その企業が代行して（has been transferred）借金回収してい
るのか問い合わせる。個人情報がアップデートされているかも確かめる。

前号までに紹介した詐欺のケースリストは９ページを参照。
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（CRA などの政府機関や銀
行）であれば、後から直接電話して確認すればよいので、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。

絶対に教えてはいけない個人情報：
S.I.N. 番号。この番号は CRA と銀行以外には教えない。電
話番号、住所、メルアドなどは変更できるが、S.I.N. は変え
られないため、何があっても守って！（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）
月刊 ふれいざー go Local April 15th, 2022
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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 ＝
（４）
				
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。２月から引き続

る飼い主が増加しています。そこで、同じような

後の原価率を確認するタイミングは、日々の営業

き数回にわたってビジネスプランについてご説明

思いを持っている Pet parents をターゲットにオル

収支状況を確認するとき、1 週間分の売上の状況

しています。ビジネスプランは、ゴールを達成す

ガニックペットシャンプー製品を提供できないだ

を分析するときも、原価率を計算し、材料や経費

るための不可欠なツールになります。ビジネスプ

ろうか？と考えました。２月号で市場調査につい

に無駄がないかを確認することが大切です。

ランを書くにあたって、自分の考えた商売が果た

てご紹介しましたが、市場調査で得た市場トレン

して利益を生むビジネスとして成り立っていくの

ドや競合企業商品の知識をもとに、自社製品の強

かを詳しく説明・証明するものです。

みを確認することができます。

“４Ps” マーケティングミックス
（Marketing mix）

それでは具体的に「No meow itch shampoo」強
みを上げていきましょう：

2. 利益率から考えて値決めする

利益率を使う 販売価格＝原価÷（1- 利益率）
で算出します。例えば、原価５ドルのシャンプー
を利益率 60％で販売しようとすると、
販売価格 =5 ドル÷ (1-0.6) で、12.50 ドルになりま

１．オルガニック原料使用

す。利益率を高めれば価格は上がります。ちなみに、

２．防腐剤未使用

カナダにおけるヘアサロンで売られているヘアケ

ニックシャンプービジネスを例にマーケティング

３．過剰な人口香料未使用

ア商品の利益率 42%-48% (Salon Today 産業情報サ

戦略の要であるマーケティングミックスついて、

４．ローカル企業の安心性

イト情報 ) Business Development Canada によると

今 回 は “ ４ つ の P”、Product、Price、Promotion、

詳細は次ページ、SWOT 分析でも取り上げます。 ビジネスを健全な経営状態に保つ割合として利益

今月も引き続き敏感肌を持つ犬猫さん用オルガ

Place をご説明します。ここに更に３ つの Ps、
Process、People、Physical evidence を加えて７つ
の P とすることもありますが、ここでは People の
みご紹介します。この機会に自社の商品やサービ
ス、ターゲットを熟知し、ビジネスのフォーカス
を明確にしていきましょう。

Price 値段を決める方法として、次の３点
をご紹介しましょう。

１．原価から考えて値決めする
原価とは 製品やサービスを提供するために必要
な原材料費、人件費などの総額です。

今月も架空新ペットシャンプー企業を例に４Ps
＋ People を考えていきます。

率 50% 〜 70% としています。

３．競合製品の値段を参考にする
Gentle Hands Skin Care 社はオンラインハンドメ
イドマーケットで有名な Etsy で販売展開予定です。
市場調査の際、競合製品の調査で値段の幅がどの
ぐらいなのか、どういうトレンドなのか大体把握

Gentle Hands Skin Care はまだスタートアップ時

できます。では、他よりも安ければよいのかとい

のため購買力がまだそれほどないので、原料は割

えば、そればかりでもありません。赤字にならな

会社名：Gentle Hands Skin Care

高の小ロットで購入しています。そのため、16oz

いように、原価がどのぐらいか、短期、長期のゴー

製品名：「No meow itch shampoo」

のシャンプー 1 本の原材料費は４ドルかかります。 ルを見据えながら計画することが大事です。期間
労務費が（１時間＄20.25）1 本作るのに１ドルと

Product 自社の製品やサービスの強み、
特性を熟知すること
自社の製品やサービスは、
一般のコンシューマー

すると、原価５ドルです。細かいことをいうと、 思います。
正確には消耗品費、消耗工具備品費やら、製造経
費なども原価に含まれますが、ここでは、一般的

にとってどのような魅力があるのでしょうか？

なカナダの家庭で小ビジネスをスタートしたとい

なぜこの製品が他製品より優れているのかを考え

うシナリオで考えているので、ご了承ください。

てみましょう。

原価率とは 売上に対する原価の割合のことで

「No meow itch shampoo」を作り始めたきっか

限定でプロモーション価格を提供するのも良いと

「顧客目線」で考えてみる
顧客が少々値が張っても買いたいという気持ち
になる製品か？と考えてみることも大事です。
私の目を引くペットシャンプーは “Paraben free”
“Phosphate free” “Biodegradable” “Organic” な

す。原価 ÷ 売上 × 100 ＝ 原価率で算出します。 どといったキーワードが入っているものです。そ

けは、既製品のシャンプーが愛猫にあわなかった

原価が５ドルのシャンプーの売り上げが 13.95 ド

れにもまして、商品が素敵なデザインで、色、フォ

からです。ペット産業は政府に規制されているわ

ルであれば原価率は約 35% になります。原価率の

ントが好みだと自然と目がいくことが多いです。

けではなく、なんでもありの分野なので不安でし

割合は上げると価格は安く、下げると価格が高く

ビジネス系の TV ネットワークで、しょぼいビジ

た。それに加え、使用されている原料の出所が分

なります。

ネスを叩きなおして成功に導くようなリアリティ

からず心配でした。愛する我が猫にはオルガニッ

原価率がなぜ大事なのでしょう。原価率は、
「コ

番組があります。そのプログラム中でもパッケー

クの原料を使用したかったこと、パラベンのよう

ストレート」とも呼ばれています。原価率を計算

ジの図柄をお洒落にしただけで売り上げが上がっ

な防腐剤や人間よりずっと敏感な嗅覚を持ってい

することで、どれくらいの利益がでるかを把握す

たというケースが何度か紹介されていました。

るペットに過剰な香料を使いたくなかったという

ることができますので大変重要な数値になります。

同じように気になるのが、商品の出所です。カ

のが主な理由です。近年カナダでも少子化が進み、 初めてビジネスを始めるときに、原価率を検討す

ナダ製かとか BC 州（ローカル）の会社なのかが

ペットを「毛皮を着た子ども Furry kid」とよん

ることによって、その事業が適正に運用されてい

気になります。個人の意見ですが、知らない商品

で良質な食事、Quality of life の向上を心がけてい

くかどうかを判断することができます。スタート

でも、似たような値段であればローカル企業をサ
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ポートしたくて積極的に購入しています。２ドル

ターゲットを明確にしておくと、ブランドを確

増しぐらいになると少々躊躇しますが、他のもの

立しやすくなります。例として GM のキャデラッ

より 1 ドルぐらいだったら高くても買っています。 クブランドのお話を紹介しましょう。

低価の落とし穴

昔々、米車のキャディラックというと成功した

◇敏感なアレルギー肌にも優しい。
◇高品質で人間も使える。
◇インスタでフォロワーが多い。
◇ YouTube で人気。トラ子が愛猫をシャンプーす

20 年も前に大創産業（ ダイソー ）の創業者、矢

白人のおじさんビジネスマン、一攫千金を手に入

る動画やペットをケアするときのヒント、時々

野博丈さんに起業時の苦労話を伺ったことがあり

れたおっちゃん、と頭に浮かんだものです。以前

登場する子供とのやり取りの動画に人気が出て

ます。商品を安く提供しようと考えられましたが、 はアメリカンドリームの象徴でした。しかしなが
昔は商品の質が悪く、安かろう悪かろうと思われ

ら、ここ 25 年ほど、どうしても「年寄りの車」
「古

失敗したこと、そのイメージを覆すために良質の

い」
「ださい」
（死語？）イメージが付きまとい売

物を大量に購入することによって価格を抑えたこ

り上げも低迷していました。そのような状況から

となど、値決めの部分は大変参考になりました。

挽回しようと、GM はキャデラックの re-branding

競合シャンプーが 15 ドルで売られている中、 キャンペーンに躍起になっています。ターゲット

きて、今月 1000 名の登録を達成した。
（地域を
超えたグローバルな認知度アップ、プラス
YouTube の収入への道も開けた）
◇地元の「オルガニック・ライフ」マガジンに取
り上げられた。
（地元消費者の認知度アップ）
◆ Weakness：

買ってもらいたいばかりに半値の７ドルにした場

は、35 歳以下のミレニアル世代。本社を泥臭いデ

◇原料費用が高い。

合、折角の高品質ハンドメイドシャンプーが、
「安

トロイトから NY のヒップでファッショナブルな

◇サプライヤーがまだ 1 件で、そこに何かあった

かろう悪かろう」
「中国製ではないか？」
「質の悪

地区トライベッカに移し、積極的にファッション

場合、生産が滞る可能性がある。
◇生産と製品を格納しているガレージが小さく、

い原料を使っているのでは？」と思われることも

ショーをホストしたり、
NY ファッションウィーク：

あるかもしれません。ブランドイメージが “低価

メンズのスポンサーになったりという新しい試み

もし大きな受注があった場合対応できず、ビジ

格帯のお店” という印象に定着しないように気を

に挑戦しています。以前は年配エグゼクティブや

ネスチャンスを逃す可能性がある。

付けたいところです。

シニアに人気の “退屈な” PGA ゴルフトーナメン

◇大きな受注があった場合、大量に製品材料を購

トのスポンサーでしたが、それをやめて、20％の

入するキャッシュが手元に少なく、資金を借り

Place 流通や販売する場所を考える
最終的に顧客の手に渡るまでのステップ Place
では次の要素を考えます：
Channels of distribution
Warehousing

倉庫の確保

Product handling
Transport

流通経路

製品の取り扱い

商品の輸送

Inventory control
Order processing

在庫管理
注文処理

マーケティング予算をデジタルマーケティングに

る力も足りないことから、経済的に無理。

費やしています。自社アプリも開発しました。そ

◆ Opportunity：

のような努力が報われ、キャデラックのバイヤー

◇カナダ国内客へのアドバンテージ：Etsy のオル

は平均年齢 34 歳になったそうです。

ガニックペットシャンプーの大半がアメリカ製

このようにターゲットの年齢層やどんな人に

なのでカナダの顧客にとっては送料が高くつく。

買ってもらいたいか、自分のビジネスをどのよう

アメリカからの送料は＄28、＄30 かかっている。

なイメージにしたいかという明確なビジョンがあ
れば、マーケティングの仕方も分かってきます。

「No meow itch shampoo」の場合、まだスター

SWOT 分析
Weakness 弱み、
ナーのトラ子さん宅ガレージの横にあるキッチ （Strength 強み、
Opportunity 機会、Threat 脅威）
ネットで原料を混ぜ、ガレージ内でボトル詰めし、
トしたばかりなので Gentle Hands Skin Care オー

カナダ国内の送料は＄10 前後。
◇ YouTube で人気が出てきたので、そこからリン
クして製品販売する機会が得られる。
◇競合製品に麹を原料に含んだ製品がない。
◇コロナ禍でネット通販の需要が伸びている。そ
れと共にローカルの小ビジネスをサポートした
いという傾向があり Etsy の需要が伸びている。

取り合えず棚に格納しています。そして、Canada

２月号ではインターネットを使った Secondary

Post のビジネスサービスを利用しお客さまに届け

analysis について説明しました。そこでペットケ

る予定です。まだ数が少なく Canada Post のフィー

アやペットシャンプーのトレンド、市場の大きさ、 ◇ Etsy で取り扱っているオルガニックペットシャ

が高いので、配達料金はお客様もちです。注文処

競合製品について得た情報をふまえ、SWOT 分

理には取り合えず PayPal を使う予定です。

析を考察します。それぞれ Strength、Weakness、

るので、最初のページにのらなければ、顧客が

Opportunity、Threat の頭文字をとって SWOT、ス

「No meow itch shampoo」に気が付かないかも

Promotion 効果的な販売促進を考慮する
商品の存在や魅力を広く PR して購入してもら

ワットと読みます。ときに SWOT マトリックスと

◆ Threat：
ンプーがすごく多い。9 ページにもわたってい

しれない。
◇ウクライナ侵攻でインフレ率が益々上昇してお

う方法を考慮します。どうしたら効果的に宣伝す

呼ばれることもあります。この分析方法は、ビジ

ることができるでしょう？ ローカル誌に広告を

ネスの戦略的な計画を立てるときや、戦略的管理

り、値段が高めのハンドメイド商品の買い控え

出稿する、イベントやキャンペーンの実施、お洒

を行うにあたって活用できる効果的なツールです。

が起きる可能性がある。

落な “インスタ映え” する写真を撮ってインスタ

内外の環境に由来する要素を洗い出し現状分析を

◇年々ネット通販管理費が上昇しているようだ。

に上げたり、メルマガの配信、検索で最初のペー

行います。

◇カナダポストの送料が上がっている。

ジに出てくるように SEO という検索エンジン最

内部環境にあたる自社の製品・サービスの

適化を図る、ウェブマーケティング企業を雇って

Strength と Weakness、そして外部環境にあたる

SNS で PR してもらう、インフルエンサーと呼ば

Opportunity と Threat を考察します。

れる人気ユーチューバーやブロガーに紹介しても

で は、Gentle Hands Skin Care 社 の「No meow

以上の SWOT 分析の他、競合製品の分析も行い
ます。手作りペットシャンプーの場合、競合製品
はどのような原料を使っているか、どのような強

らうなど、色々な方法が考えられます。“プロモー

itch shampoo」の SWOT を考えてみましょう。

みがあるか、値段はどのように設定しているか、

ションにかける予算” の検討も必要です。

◆ Strength：

顧客のレビューを見て、どうして人気があるのか

◇高品質なオルガニックの原料を使っている。

なども分析することで、自社製品の戦略構築に生

◇香料がきつくない。

かしていきます。

People ターゲットにしている顧客
４Ps には含まれていませんが、ターゲットにし
ているお客様はどんな人たちでしょう？

www.thefraser.com

◇人口防腐剤が入っていない。

では、来月は Financial Plan について考察します。
月刊 ふれいざー go Local April 15th, 2022
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カナダと日本を野球でつなぐ

バンクーバー朝日軍と和歌山県立桐蔭高校

交流 100 周年記念イベント

３月 26 日、戦前に活躍した日系カナダ人野球チーム、バンクーバー朝日軍と和歌山県立桐蔭高校
野球部がつながる友好イベントが開催され、両チームの歴史と現在を知り、称え合う時間となった。

両チーム関係者が一堂に会する
初めての機会

バーで和中一行は日系人による大歓迎を受け、そ

ている。また同書は 2013 年に小学館で漫画化さ

の歓迎会に朝日軍のメンバーも同席。その場で和

れた。

羽鳥隆在バンクーバー日本国総領事、和歌山県・

歌山県人会から和中に贈られた大きなトロフィー
は今も桐蔭高校に飾られている。

新朝日の誕生と日本遠征

ん（100 歳）を含む計 18 人がスピーチを行った本

朝日軍の栄光を語り継ぐ人たちによって

された。この映画のバンクーバー国際映画祭での

会。開会に当たり司会の日本カナダ商工会議所サ

本イベントには朝日軍の歴史を世に広めた人た

上映を機に、バンクーバーでの朝日スピリットが

ミー高橋会長は「過去を知り、過去から学び、次

ちも集まった。日系センター・日系博物館の学

再燃し、
日系の少年で構成する野球チーム「新朝日」

世代に向けてバンクーバー朝日軍、桐蔭高校の伝

芸員を務めたグレース - エイコ・トムソンさんは

がアサヒ・ベースボール・アソシエーションによっ

統と精神を伝えていくことが何よりも大切」と挨 『Asahi: A Legend in Baseball』
（1992 年 出 版・Pat

て組織された。新朝日チームはこれまで３回の日

拶した。

本遠征を実施し、
約 400 人のメンバーを育ててきた。

市の国際交流担当者、桐蔭高校校長、同校野球部
員、そして元朝日軍メンバーのケイ・カミニシさ

Adachi 著）を読んで父と朝日軍の姿を見ていた記

朝日軍・和中両チームの接点

憶を思い出し、元選手を訪ね、資料を集めて朝日
軍の展示会を 2005 年に日系博物館で開催。その後、

2014 年には映画『バンクーバーの朝日』が公開

和中の歴史の新聞記事から
100 年越しの交流へ

今から約 100 年前、1921 年は朝日軍の日本初遠

朝日軍の展示会はカナダ各地で開かれた。またト

征の年だった。朝日軍はその遠征中に社会人や大

ムソンさんは『バンクーバー朝日物語』を著した

両チームの交流 100 周年に当たる 2021 年の日

学野球部と対戦したが、中学ではただ一校、旧制

後藤紀夫さんとも出会い、同書の英訳版『Story of

本遠征はコロナのため見送られ、この日のオンラ

和歌山中学、通称「和中」
、現在の桐蔭高校と交流

Vancouver Asahi, a Legend in Baseball』
（渡邊正樹訳） インイベント開催の運びとなった。現アサヒ・ベー

試合を行った。
和中が選ばれた理由をスポーツニッ

の発行に尽力した。

スボール・アソシエーション会長のジョン・ウォ

ポン記者の内田雅也さんが語った。和中はその年

時は前後するが、朝日軍は 2003 年にカナダ野

ンさんは「2023 年に延期した交流で、朝日軍と桐

の夏の全国大会で初優勝を成し遂げており、その

球殿堂入り、2005 年には BC 州スポーツ殿堂入り

蔭高校との特別な関係を守っていきたい」と語っ

影には早稲田や慶応の大学生から指導を受け、ア

を果たし、BC 州スポーツ殿堂は、当時の選手たち

た。そして桐蔭高校硬式野球部監督・矢野健太郎

メリカの『How to baseball』を原書で読むという

に記念メダルを贈呈した。だが選手と家族の行方

さんは歴史と伝統を持つチームの意義に触れ、選

渡せないメダルが多くあることを知っ
熱心な野球研究があったという。同年９月 27 日、 がわからず、

手たちに向けて「自分やチームが行き詰まった時

観衆 4000 人に囲まれた朝日軍と和中の対戦で、 た嶋洋文さん（元朝日軍選手シマ・ショウイチさ

に、今とはまったく違う状況で野球をやっていた

和中が挙げた得点のすべてがバントにからんでい

んの縁者）が家族探しに奔走。日系カナダ人たち

チームの人たちがどのように考えただろうかと、

た。
「後に朝日がバントを駆使した攻撃によって
『ブ

の協力を得て、未渡しメダル 25 個のうちの 20 個

想像してみることは現状を打開するヒントを与え

レインボール』と呼ばれた土壌は和中との試合に

が朝日軍選手の家族に手渡された。

てくれるはずです」
と提案。またその前置きとなっ

あったのかもしれません」
（内田さん）
。
朝日軍と和中との交流はこれにとどまらなかっ

また日本では元朝日軍メンバーを父に持つテッ

た「われわれは過去の他者に支えられて生きてい

ド・Y・フルモトさんがカナダで会った元朝日軍

るのでは」という矢野監督の言葉は、今回のテー

た。1927 年、和中が春の選抜野球大会で優勝した

のメンバーたちから「ぜひ朝日の歴史の紹介を」 マを大きく包み込み、さらに広い視点を参加者に

際、主催の毎日新聞社の好意で、和中は北米旅行

と要請を受けて、朝日軍を題材にしたエンターテ

与えてくれるメッセージだった。

の機会を得た。その旅の途中、
立ち寄ったバンクー

インメント小説『バンクーバー朝日軍』を出版し

			

（取材 平野香利）

桐蔭高校に日本側の参加者が全員集結した。（写真提供 内田雅也さん）

日本カナダ商工会議所会長
サミー高橋さん
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Asahi Baseball Association
桐蔭高校硬式野球部監督
初代会長エミコ・アンドウさん 矢野健太郎さん
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戦前の日系コミュニティを熱狂させた朝日軍（1921 年の写真）（写真提供 日系博物館）

Supplement to Fraser Monthly

Earth Day in Metro Vancouver
ロウアーメインランドのアースデイ・イベント、
今年はオンライン以外でも行われる。

Earth Day Virtual Run 2022
４月 22 日（金）12:00 p.m.
Stanley Park, Vancouver, BC

一人参加するごとに木が１本植えられる。
参加費は $30、締め切り４月 21 日

Earth Day Weekend Walking meditation

４月 23 日（土）10:00 am 〜 12:00 pm
Burnaby Mountain Forest Grove Park, (Forest Grove Dr., Burnaby)
皆で身近な自然の中を歩きながら春を楽しもう。

https://bit.ly/3xsm9OP

Earth Day

４月 24 日（日）3:30 〜 5:30 am
Trout Lake Community Centre 3360 Victoria Dr., Vancouver, BC
トラウトレイクで、家族で楽しむアクティビティとウォーキングツアー。

raceroster.com/events/2022/56549/earth-day-virtual-run-2022

troutlakecc.com/event/earth-day

Earth Day Volunteer Page

troutlakecc.com/event/earth-day-outdoor-explorer-4-6-yrs

４月 23 日（土）10:00 am 〜 2:00 pm
Memorial Peace Park
22407 Dewdney Trunk Rd, Maple Ridge, BC

様々なディスプレイやフードトラック、アクティビティなど、家族で
楽しめる催し。

rmrecycling.org/community/celebrate-earth-day-maple-ridge

Sea Smart Earth Day Kits Beach Cleanup
４月 23 日（土）5:00 〜 8:30 pm
208 Arbutus St., Vancouver, BC

皆で楽しみながらバンクーバーの海岸線をきれいにしよう。

https://bit.ly/3E5O1JU

Party for the planet

４月 30 日（土）11:00 am 〜 7:00 pm
Surrey Civic Plaza 13450 104 Ave, Surrey, BC
音楽やダンス、様々なパフォーマンスを楽しめるイベント。種々のマー
ケットやアクティビティも。

www.surrey.ca/partyfortheplanet

４歳〜６歳の子供達のアウトドア体験は

Tiki Flower Island Escape

４月 23 日（土）24 日（日）
Brockton Pavilion 1151 Stanley Park Dr., Vancouver, BC
バンクーバーのダウンタウンで美しいポリネシアの島々を堪能しよう。
ハワイアンダンス、ティキやライブミュージックでナイトクラブ体験！

https://bit.ly/3xnjSV7

John Hendry Park Nature Hunt

４月 22 日〜 30 日
John Hendry Park (Trout Lake Park), 3300 Victoria Dr., Vancouver, BC
トラウトレイクネイチャーハントに参加しよう。

troutlakecc.com/event/john-hendry-park-nature-hunt

Beckett Park Planting Event
４月 22 日（金）〜 23 日（土）3:00 〜 4:30 am
11683 223 St, Maple Ridge, BC
花を植えたり自然や動物について学んだりゲームをしたり。

https://bit.ly/3jwogsH

前号に紹介した詐欺のケース：

Chilliwack Tulip Flower Festival

Fraser monthly、Fraser go Local バックナン
バーを参照してください。www.thefraser.com

(Formerly Tulips of the Valley)

１．ウクライナ救済詐欺
Go Local 3 月 15 日号参照
２．銀行や警察と偽ってだます詐欺
Go Local 3 月 15 日号参照
３．CBSA（ カ ナ ダ 国 境 サ ー ビ ス 庁、Canada
Border Services Agency）職員を装う		
Fraser Monthly ２月１日号４ページ参照
４．カナダ版オレオレ詐欺 （Grandparent Scam）
Go Local ２月 15 日号参照
５．COVID-19 ワクチン接種インセンティブ詐欺
Go Local ２月 15 日号参照
６．インターネット利用詐欺（ロマンス系、ハッ
キング）
Go Local 2 月 15 日号参照照

www.thefraser.com

４月 11 日〜５月 1 日
場所：41310YaleRoad
フレイザー・バレーのチリワック
で開かれるチューリップフェスティ
バル。かつてチリワックはチュー
リップ・オブ・ザ・バレーと呼ばれ
ていた。20 エーカーの畑で開かれる
フェスティバルは、今年 22 回目を
迎える。約 30 種類、900 万本もの
チューリップが咲き乱れる。
数年前からはヒヤシンスやスイセ
ンなどの美しい花々も楽しむことが
できるようになった。
たとえチューリップが満開でなく
ても、広大な自然は美しい。
（雨の
直後は地面がぬかるんでいることが
あるので履いていく靴には注意。
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バンクーバー総領事館からのお知らせ
当館は、本年４月１日から、在外選挙人登録申請の際の本人出
頭を免除する特例措置を開始しております。
★新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対
象地域にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方など、一定の条件
を満たす方は、ビデオ通話を通じて本人確認及び事前に送付又は
託送された提出書類の原本確認を行うことによって、来館いただ
くことなく、在外選挙人登録申請ができます。
★今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、ま
だ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご利
用ください。なお、在外選挙人登録には、通常２か月ほど（注）
かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
１

（２） 遠隔地（当館まで車で日帰りが困難な地域）にお住まいの方。
（３）このほか、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事
情がある方
（事前に当館までご相談ください）。
３

本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧
ください。
www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00373.html
４

当館は、本年４月１日から、在外選挙人登録申請の際の本人
出頭を免除する特例措置を開始しております。

２

次の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事
前に送付又は託送された提出書類の原本確認を行うことに
よって、来館いただくことなく、在外選挙人登録申請ができ
ます。
（１） 新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた現地政府による
行動制限措置等のため在外公館に出向くことができない方
（行動制限措置等の対象地域であれば近郊にお住まいの方も
対象となります）。

在バンクーバー日本国総領事館

今年の夏に参議院議員通常選挙が予定されておりますので、ま
だ在外選挙人登録申請がお済みでない方は、この特例措置をご
利用ください。なお、在外選挙人登録には、通常２か月ほど（注）
かかりますので、お早めの登録申請をお勧めいたします。
（注）申請時点で３か月以上当地に住所を有していることが確認
できる場合。

在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご
覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html

電話：1-604-684-5868

メール：consul@vc.mofa.go.jp

今日 は 何 の 日？
4 月 15 日

からあげクン誕生日

歌 手 Katy Perry も 大 フ ァ ン な ロ ー ソ ン「 か ら あ げ ク ン 」 は
1986 年 4 月 15 日に誕生。この日は数量限定で「誕生日バージョン」
のからあげクンが販売されます。キャラクターはニワトリではな
く妖精、定番味の３種には「レギュラーくん」、
「レッドママ」、
「チー
ズパパ」の名前付き。期間限定「明太チーズ」や「ピザ」、地域
限定「ザンギ」
（北海道）や「抹茶塩」
（京都）等を含めるとフレー
バーは 200 種類以上。

４月 16 日

Wear Your Pajamas to Work Day

カナダの学校ではパジャマ登校する PJ Day がありますが、この
日はその大人バージョン。日々の仕事等で心身共に疲れたならパ
ジャマを着て出社してリラックしよう！という試み。これでスト
レスから解放されるかどうかは賛否両論ですがアイディアは面白
い。でも全社員が PJ 着て出社しないと色んな意味で目立ちますね。

５月９日

Lost Sock Memorial Day

洗濯後に靴下の片方が見つからない事ってよくありますよね。
どこに行ったのか見当がつかずペアじゃない靴下ばかリになって
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いる、だからあえてデザイン別の靴下を履いておしゃれスタイル
だと言い切るお子さんもいるでしょう。この日を機会に片方だけ
の靴下にお礼とサヨナラして引き出しのお掃除をしませんか？

５月６日

ふりかけの日

ふりかけを国内外に広める活動を行う国際ふりかけ協議会（IFA）
が制定。日付は大正時代にカルシウム不足を補う為に魚の骨を砕
きご飯にかける食べ方を考案した「ふりかけの元祖」熊本県の
薬剤師 吉丸末吉氏の誕生日が 1887 年５月６日だから。最近では
Poke のトッピングとして FURIKAKE が使われ海外での認知度も広
がり、魔法の粉とも呼ばれています。

５月 11 日

ご当地キャラの日

地域の活性化とローカルキャラクターの全国発信が目的の「日
本ご当地キャラクター協会」が 2014 年に制定。日付は「ご（5）
とう（10）ち（1）」の語呂合わせから。ご当地感溢れるキュート
なデザインからキモイキャラまでバリエーション豊富で楽しいの
は確か。でも北海道のゆるキャラ「メロン熊」を見て泣いた子も
いたはず。「くまモン」ブレイクのきっかけ「ゆるキャラ GP」は
2020 年で終了。

Supplement to Fraser Monthly

カナダに来て５年目の若者の、夢にかける冒険譚。

僕の Onsen Quest Story
（４）

サバイバルハイキング

く。最初から想像していたような整備された

2018 年 6 月、僕はバンクーバーから北に

ハイキングトレイルはなく、動物が歩いたで

向かって運転をしていた。温泉仲間のチャー

あろう獣道を進んでいく。自分の背丈以上の

ルズさんとペルー出身の友人バンダーと一緒

草をかき分け、何度も大きな大木を乗り越え

に、地図にも載っていない秘湯を探す１泊２

ながら進んだ。歩いているとバンダーが何か

日の旅だ。

を指差し僕に尋ねてきた。その方向を見みる

そ の 温 泉 は 1920 年 代、August Jacob と

佐々木 豪

と何かの糞らしきものがあった。その糞は大

いう先住民によって見つけられたことから、

きく、ブラックベリーがたくさん含まれてい

August Jacob's 温泉と呼ばれている。Frank

たのだ。糞独特の匂いもなく見るからに熊の

Creek と い う 川 沿 い に 自 噴 し て い る た め、

糞であった。僕とバンダーは想像とは違った

Frank Creek 温泉という別名もある。人の手

環境に戸惑いながらも、無口でひたすら進む

が加えられておらず、天然温泉が滝の様に流

チャールズさんについていく。

右から、バンダー、チャールズさんと僕
したもので、先を探すと 30m 程も続き、そ

れている神秘的な場所らしい。しかしそこに

暫く歩くと行き止まりになった。目の前に

の先は急勾配のため見えなくなっているでは

行きつくには急勾配の登山道があり、到着し

は 20 度程の急斜面が現れた。それでも彼は

ないか。怖い気持ちを抑えてロープを両手で

てもその温泉は川の様に流れ、浸かる場所が

無言でひたすら真っ直ぐ進んでいく。僕とバ

しっかりと掴み降り始めた。足元は滑りやす

ないようだ。そのため年間を通して行く人が

ンダーはチャールズさんの真剣な面持ちを感

いのでゆっくりと進み、僕たちは再び Frank

ほとんどいないということを聞いていた。

じ取り、必死についていった。

Creek の川沿いに到着した。

バンダーは熊との遭遇が怖いらしく、何度

１時間ほど急斜面を進み、とうとう平らな場

水の近くになると気温は下がり少しひんや

も質問していた。チャールズさんがその温泉

所まできた。チャールズさんは満面の笑顔で休

りとした空気を感じる。どこからか硫黄の匂

周辺にはブラックベリーなどの食べるものが

憩しようと言い、僕たちは地べたにそのまま座

いがする。温泉が近くにあることは感じるが、

ないから熊はいないと言うので、僕たちは温

りながら足を伸ばしサンドイッチを頬張った。

まずは水量が増した目の前の川を対岸へ渡ら

泉ハイキングと気軽に考え準備を整えていた。

突然、
「無事に道を見つけられてよかった。

なければならなかった。僕たちは温泉に早く

これで温泉へ行ける」とチャールズさんは

入りたい気持ちを抑えて橋を作り始めた。３

南下して約５時間の運転後、ハイキングトレ

言った。僕らは唖然とし、一生懸命その言葉

人で大きな丸太を運び、頑丈な橋を作ってい

イルの出発地点に到着した。途中 In-SHUCK-

を理解しようとした。つまり僕たちは歩き始

く。チャールズさんは、石橋は叩いて渡れと

ch Forest Service 道から左折するが、もちろ

めた時から遭難していて、今やっと正しい道

言いながら、何度も橋が固定されているか確

ん温泉の看板などの目印はない。僕たちは

にいるということだ。チャールズさんが無口

認していた。

Frank Creek を見つけてその近くに停車した。

で必死に歩いていたこと、ブラックベリーが

車を降りた瞬間にあることに気がつく。僕

たくさん周りにあったこと。熊の糞もあり、

きた。そして温泉の匂いにつられて歩いてい

たちが車を停めた場所はブラックベリーが群

獣道をただひたすら歩き続けていたこと。そ

ると、突然目の前に温泉の滝が現れた。湯煙

生しているど真ん中だったのだ。熊を極度に

れらの意味がわかって、３人は安堵して笑っ

が立ち、滝の周りには温泉のミネラルを吸っ

恐れていたバンダーはブラックベリーを指差

た。それからは、ハイキングトレイルを温泉

た濃い緑色をした苔が群生している。温度を

して笑いながらも戸惑った表情をしていた。

を目指し、山の尾根に沿って歩き始めた。

調べてみると滝の上部では 51℃。下部では

バンクーバーからペンバートンを経由し、

いよいよ温泉へのハイキングが始まった。
チャールズさんを先頭にどんどん歩いてい

とうとう橋が完成し、対岸へ渡ることがで

１時間ほど歩いているとターザンロープの

45℃だった。最高の温度にみんなの気持ちが

様なものが目の前に現れた。そのロープは崖

上がった。そして僕達は、温泉に浸かれる様

下に続いている。他のハイカーたちが設置

に湯船を作り始めたのであった。
（つづく）

www.thefraser.com
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日本語認知症サポート協会
「オンライン de Cafe・笑いヨガ」

「笑顔の力」 を引き出そう
〜 「笑いヨガ」 で、 コロナに負けない体づくり〜
毎月、 「笑いヨガ」 を行っています。 自宅にいながら
参加できる、 オンラインでのセッションです。
興味のある方、まずはお問い合わせを。初心者大歓迎。
日時 ： ４月 21 日 （木） 午後８時～午後９時
会場 ： Zoom
参 加 費 ： 初 回 無 料、 ２ 回 目 か ら ド ネ ー シ ョ ン
（e-Transfer、 PayPal または小切手にて）
申し込み締め切り ： 2022 年４月 18 日 （月）
お申込み ： https://forms.gle/fmquLTFdYnp6CW667
*お申込みいただいた方には参加方法をご案内します。
お問い合わせ先 ： orangecafevancouver@gmail.com
主 催 ： 日 本 語 認 知 症 サ ポ ー ト 協 会 （Japanese
Dementia Support Association)
http://www.japanesedementiasupport.com

バンクーバー桜楓会 朗読とバイオリン
文芸作品の朗読とバイオリン独奏が作り出す妙なる協演
です。 「日本のテレビ局で活躍してきたアナウンサー」 と、
「コンサートマスターとしてバンクーバー交響楽団の発展
に寄与してきたバイオリニスト」 という、 現在望みうる最
高のコンビによるパフォーマンス！ コロナ禍で閉塞する
現状に明るい話題を提供し、 日系社会に希望をもたら
すべく、 桜楓会が総力を挙げて取り組む初の試み、 「言
葉と音による豊饒なる饗宴」 をどうぞお楽しみください。
日時 ： ５月 15 日 （日） 開場 ： 2:30 開演 ： ３pm-4:30
場所 ： The Unitarian Church of Vancouver
（949 West 49th Ave, Vancouver, BC ）
入場料 ： ２０ドル
朗読者 ： 大和奈緒美 元テレビアナウンサー
バイオリン ： 長井明 バンクーバー交響楽団 終身名
誉コンサートマスター
申込方法 ： https://forms.gle/hXfwhhXvjhHwL6JN6
申し込まれた方にはチケットをお送りします。
支払い方法 ： 受付で現金でお支払い。 （カード不可）
締め切り：定員になり次第、 締め切らせていただきます。
お問い合わせ ： ohfukaicanada@gmail.com
注意：BC ワクチン接種証明書と ID 提示の可能性あり。

脳の運動教室
お陰様で第 10 期が終ります。 次回 11 期は 5 月 6 日
スタート予定です。 バンクーバー発の脳の運動教室で
脳も体も活性化しませんか？ 1 回目無料参加大歓迎。
お問い合わせは info@wchealthymemory.com まで

スティーブストン日本語学校
教師を日本語教師を募集しています。 経験者、 資格
のある方、 教室とオンライン授業で教えることに興味を
持っている方、 歓迎いたします。 子どもが好きな方、
教えることが好きな方の応募をお待ちしています。
ngakko@telus.net

12

月刊 ふれいざー go Local

April 15th, 2022

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

バンクーバー日系人福音教会
＊教会堂での礼拝が再開されています！

ぜひみなさん、 お越しください。 ＊規制は随時変更さ
れていますので、 ホームページでご確認ください！！

礼拝へのご案内

毎週日曜日朝１１時 教会堂にて礼拝が行われていま
す。 教会学校は毎週日曜日朝 9:45 から！！
教会学校は赤ちゃんクラスから大人まで８クラスが用意
されています。
＊オンラインのライブストリーミングでの礼拝は引き続き
行われます。 教会ホームページよりご利用ください。

イースター特別礼拝

４月１７日 ( 日 ) 朝１１時＆午後１時
イエスキリストの復活をお祝いするイースターは、 ぜひ
教会へ！！本当のイースターの意味を考え、 共にお
祝いしましょう。

Zoom での無料英会話クラス開催中！！

詳細は教会のメールアドレスにお問い合わせください。
その他、 祈り会や各世代 ・ 日英の言語でのバイブ
ルスタディーやスモールグループも集まって、 もしくは
Zoom で、 数多く行われております。 ぜひ教会までお
問い合わせください。
バンクーバー日系人福音教会 www.jpgospelchurch.com
jpgospelchurch@gmail.com 604-521-7737

バンクーバー日系人合同教会
教会日曜日日本語礼拝の案内
毎週日曜日午前 11 時より教会対面礼拝を再開しまし
た。 オンラインでも行っています。
Online は Zoom ID 5662538165 パスコード 1225 及
びバンクーバー日系人合同教会 Facebook で参加でき
ます。 礼拝の後、 親睦の時を持っています。

★日英バイリンガル礼拝案内

４月 17 日 ( 日 ) 午前 11 時 イースター（復活日礼拝）
★ Zoom で聖書を一緒に読んでみませんか？ （ID
5662538165、 パスコード 1225）
英語 ： 火曜日午前 11 時～
日本語 ： 火曜午後５時 （隔週）、 水曜午前 11 時～

★シニアラインダンス 土曜日午前 11 時より
★物品寄付 のお願いー地域コミュニティー食品棚、

Downtown Eastsideのストリートピープルに配る、ドライフー
ド、 Box ジュースの寄付を集めています。
教会のメンバーでなくても参加できます。
お問合せ ： 604-618-6491 （テキスト可）、
vjuc4010@yahoo.ca 牧師 イムまで
住 所 ： 4010 Victoria Dr, (Between 23rd and
25th Ave East), Vancouver

日系文化センター・博物館
6688 Southoaks Crescent, Burnaby BC V5E 4M7
604-777-7000 Fax: 604-777-7001
info@nikkeiplace.org
www.nikkeiplace.org
受付 ・ ミュージアムショップ営業時間 ： 火曜～土曜
午前 10 時～午後 5 時日曜～月曜 休館日。
日系プレースは日系文化センター ・ 博物館、 日系
シニアズ ・ ヘルスケア＆住宅協会および日系プレー
ス基金で構成されています。

日系文化センター・博物館ニュース

州保健局の規定に伴い、 公共の屋内でのマスク着
用は不要となりました。 マスク着用は個人の選択で
必須ではなくなったことに応じて、 日系センターでも
それに準じた体制になります。

日系ガーデンファーマーズマーケット

６月からスタートする日系ガーデンファーマーズマー
ケット。 ベンダーに興味がある方は、 event.nikkei@
gmail.com までご連絡ください。 https://centre.
nikkeiplace.org/events/nikkei-farmers-market/

スプリングバザー ｜５月 14 日１１am ～３pm

日系センター補助委員会による人気のスプリングバ
ザー。 詳細は後ほどウェブサイトにてご確認ください。
屋外ではプラントセール、 ロビーでは食べ物、 イベ
ントホールではフリーマーケットと恒例のスプリングバ
ザーが２年ぶりに開催されます！
詳細はウェブサイトにはご確認ください。 https://
centre.nikkeiplace.org/events/spring-bazaar/
またフリーマーケット参加のベンダーやドネーションも
受付中です。 詳しくはウェブサイトもしくはメールにて
お問い合わせください。 nikkeiaux@gmail.com
ギャラリー｜ 2022 年 4 月まで｜時間 ： 火曜～
土曜、 午前１０時～午後５時
SAFE | HOME - 歴史あるバンクーバー朝日野球
チームを通して、 カナダのコンテンポラリーアーティ
スト、 ケレン ・ ハタナカが今日のスポーツと社会の両
方に関連する問題を表現します。 ５月からは新しい
展示、「現代日本のデザイン 100 選」 が始まります。
この展示は現代における日本デザインの傾向や特色
をだしながら、 日本文化の状況を紹介しています。

常設展「体験：1877 年からの日系カナダ人」
２階入場無料

ミュージアムショップ ：
メンバー 10％オフ！お買い物は直接日系センター又
はオンラインで。 探しのが見つからない場合にはご連
絡ください。 jcnm@nikkeiplace.org | 604.777.7000
ext.109 | https://nnmcc.square.site
ブックストア ：

毎週火曜 ・ 木曜 ・ 金曜 ・ 土曜の午前 11 時から午
後３時まで。 本のドネーションはブックストア開店中
にお持ちください。 時間やドネーション受付に関して
詳しくは、 ウェブサイトにてご確認下さい。 https://
centre.nikkeiplace.org/japanese-book-store/

ファミリーヒストリー個別相談

日系博物館の専門家と一緒にあなたの家族の歴史
をたどってみませんか。 リサーチ及びアーカイブの専
門家のリンダ ・ カワモト ・ リードが個別に直接お手伝
いします。 https://centre.nikkeiplace.org/familyhistory-one-on-one/

チャールズ門田リサーチセンター

NIKKEIMUSEUM.ORG にて 31,000 点を超える所蔵

Supplement to Fraser Monthly

物をご覧ください！リサーチセンターは安全対策を強
化し、 ご予約のみの受付。 研究調査についてのお
問い合せはリサーチ ・ アーキビストのリンダ ・ カワモト ・
リード lreid@nikkeiplace.org まで、 寄贈に関するお
問い合せはコレクション ・ マネージャーのリサ ・ ウエ
ダ luyeda@nikkeiplace.org までご連絡ください。 戦後
補償特別委員会からのご支援に感謝申し上げます。

プ https://nnmcc.square.site でお買い物 ・ 毎月の
ご寄付にお申込み ・ オンラインプログラムに登録。
ご寄付に関する詳細は、 日系プレース基金まで。
604-777-2122 又は gifts@nikkeiplace.org。

ポッドキャストシリーズ――Sounds Japanese

オンラインからの入園申し込みを受け付けます。 席に限りが
ありますのでお早めにお申込みください。 連絡先 園長 芳
賀満 604-254-2551(102) cw@vjls-jh.com
◆エマージェントカリキュラムというこども本位の教育方
針でこども達の想像力や考える力を育てます。
◆手洗い、 ソーシャルディスタンス、 消毒等など、
COVID19 と上手に付き合っています。。
◆施設の広さ、 莫大な教材、 登降園時の安全性、 保
育士資格などの全ての基準を満たし、 BC 州認可の日
本語環境プリスクール、 トドラークラス、 デイケアです。
◆幼児期に本当に必要な事は何かをじっくり考え、 情
緒豊かで、 自分の意志を持った子どもに育てる事が保
育目標です。
◆豊富な教材、園庭、大ホール、教室など贅沢なスペー
スを是非見にきてください。

Canadian to Me ： 隔週水曜日にリリースされる新しい
エピソードをお楽しみください。 日系センターのウェブ
サイトもしくは、 アップルやグーグルのポッドキャスト、
Spotify、 Stitcher にてお聴きいただけます。

日系文化センター・博物館会員

随時募集。 会員にはミュージアムへの入場が無料、
ミュージアムショップでの割引、 特定のイベントやプロ
グラムなどで割引特典があります。 年次総会に出席
可能。 詳しくはウェブページにて。 https://centre.
nikkeiplace.org/support-us/membership/
会費収入は施設の維持や感染防止対策、 展示、
イベント、 プログラムの充実などに使用されます。

日系文化センター・博物館をサポートする方法

・ メンバーになる ・ 博物館ギフトショップとオンラインショッ

ズームイン

BC 州認可こどものくに
2022 - 2023 年入園申し込みについて：

バンクーバー日本語学校（VJLS）
★ 2022 年９月に小学校入学を予定されている方を対
象に Open House を行います。 ４月９日 （土） 午前９
時から 10 時半まで。 会場は当校 4 階の 416 教室。
★７月４日から２週間と８月８日からの２週間にわたり、
サマーキャンプを実施。 対象新キンダー （2017 年生
まれ） から新 Grade9 まで。 月～金の９時半から１時半
まで。 日本文化を体験しながら、 遊んだり勉強したりす
るプログラムです。 料金は、 $180 info@vjls-jh.com
★上記と同じ日程で、 サマーキャンプに引き続いて、
サマースクールも開催。 国語や算数など勉強を中心に
取り組みます。 ２時～４時。 料金は $100 サマーキャ
ンプあるいはサマースクールだけのご参加も承ります。
★プライベート、 セミプライベート、 グループプライベート
レッスン、 常時受け付け。 お申し込みは、 website から。
★土曜日の朝 9 時半から 10 時半まで大人向けの
書道教室を開催しています https://vjls-jh.com/
japanese-cultural-program/caligraphy/
487 Alexander St. Vancouver BC V6A 1C6
604-254-2551 Email: info@vjls-jh.com

コミュニティ・サービス

自分の先祖をたどるサポート 日系文化センター・博物館提供

ファミリーヒストリー：ワン・オン・ワン
「自分のルーツを知りたい」
「子孫に家系図を残

料は調査前の予備知識、家系調査時のチェックポ

Japanese Residing in Canada』(1929 年発行 ) には、

したい」
。そんな思いに応えて日系文化センター・

イント、家系調査に有益な情報源、日本の古い戸

カナダに移住した日本人の出身地や子どもの氏名

博物館は、日系カナダ人家族の歴史調査のガイド

籍の見方、和暦年号の一覧などで、日本にルーツ

の記録があり、漢字の氏名も併記されている。
「漁

とサポート「ファミリーヒストリー：ワン・オン・

を持つ家系調査の有力なサポート情報だ。

師には漁師関係の記録があり、オカナガンのケロ

ワン（Family History: One on One)」を実施している。
形式はオンラインでの対面個人セッション。担当

家系調査の難関とサポート

は公文書、古文書の資料管理・調査の専門家であ

セッション当日の内容は個々のニーズによって

るリサーチ・アーキビスト歴 40 年のリンダ・カ

さまざまだが、
「事前に利用者から質問が寄せられ

ワモト・リードさんだ。

ている場合は、一つ一つ質問に回答する形で進め

セッション前を始める前に

ていきます」
（リンダさん）
。

ウナやバーノンに居住していた日系移民であれば、
その地域の名簿があります。同館所蔵のこうした
資料や多くの自伝も家系調査に役立ちます」
また家庭からアクセスできるデータベースとし
て有用なのはウェブサイト Ancestry.ca だと言う。
「アンセストリーでは世界の人々の出生届け、死亡

日系カナダ人の家系調査での最大の難関は戸籍

届けの情報等を、無料会員でも２週間検索できま

リンダさんは事前に利用者に「どの先祖の歴史

謄本の取得である。そのためリンダさんはこう強

す。同館はアンセストリーの年間会員のため、セッ

を調べるのか」といった目的・目標を確認すると

調する。
「できるだけ親戚縁者に声をかけて、日本

ションの場でお調べすることもあります」

同時に各種資料を利用者にメールで送付する。資

語で書かれた書類を探してくれるよう頼んでくだ
さい」
。もしそこから戸籍謄

リンダさん自身は厳しい人生を歩んだ自分の日

と前進する。だが戸籍謄本が

本人の先祖への興味関心から、看護師という本職

見つからなくても手立てはあ

の傍ら、
ジェニオロジー（系譜学）の勉強を開始し、

る。必要資料を揃えることで

資料を集めや調査を行い、日加を結ぶデータに精

同館を通じて日本から戸籍謄

通していったという。最近は本セッションの申し

本の入手の手続きが可能だ。

込みがカナダ全土の若い世代から増えていること

だがそもそも戸籍謄本取得

を喜んでいる。
「とてもこの仕事を楽しんでいます」

に必須な調査対象者の漢字

と語るリンダさんとのセッションからは、家系調

氏名が不明な場合もある。そ

査の醍醐味が伝わってくることだろう。
（＊セッ

んな場合に有効なのが同館所

ションはすべて英語で実施）
。			

有の資料である。例えば 800
家系調査を通じて先祖の人生に思いを馳せてみてはどうだろうか

日系カナダ人の歴史資料に精通

本が見つかれば、調査はぐん

			

（取材 平野香利）

ペ ー ジ に 及 ぶ『Directroy of

（写真提供：日系博物館「An Outdoor Group Portrait of the Kawamoto Family; Port Hammond, BC」）

www.thefraser.com
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募集

仲間募集

関西大学出身の皆様へ 。
☎ 604-685-6521 ext. 348 コミナミまで

スティーブストン日本語学校では日本語教師を募集

メノナイト日本語キリスト集会のクリスチャンが

しています。 経験者、 資格のある方、 教室とオンラ

あなたのためにお祈りします。 リクエストがありましたら、

イン授業で教えることに興味を持っている方、 歓迎い

匿名で構いませんので下記のアドレスへご連絡下さい。

中京大学同窓会

たします。 子どもが好きな方、 教えることが好きな方

内容は一切公開しません。 inoriMJCF@gmail.com

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

の応募をお待ちしています。 ngakko@telus.net

野菜作り仲間募集。無農薬、 有機栽培の野菜作り

あげます
ピアノさしあげます。光沢のあるマホガニー。

に興味がある方。 情報や種 ・ 苗の交換、 たい肥作り等

バンクバーソフィア会

をとおして野菜を育てる楽しみを分かち合いましょう。 興

連絡 ： 604-939-8707 宮坂 mari@thefraser.com

味のある方はこちらまで。 yhatake17@gmail.com

Ottostein 製 778-386-0125

北海道人会 今後のイベントなどをご連絡しますので、
ピアノ。カナダ製。 鍵盤はアイボリー

元会員、 新規会員ご希望の方のご連絡をお待ちしており

604-929-7081

ます。 dohjinkai.bc@gmail.com 604-805-4847

貸し部屋

日 / 英ズームチャット ( 次は 4 月 26 日 ) このグ
ループは英語と日本語を混ぜてコミュニケーションを取

空 き 部 屋 あ り ま す。 リ ッ チ モ ン ド お 電 話 下 さ い。

ります。 この集会の目的は、 英語や日本語のスキルを

604-318-4993

向上させたいが、 言語能力が不十分であるために話し
合いの最中にイライラしたくない人々に、 安全で協力的

教えます

で便利な環境を提供することです。 ー緒に日本語と英
語を語り合ってみませんか、 興味のある方はどうぞ。

無料聖書講座 バンクーバー日系人福音教会で

毎月の第 4 火曜の夜 8 時から 9 時です。

は、 随時、 無料聖書講座を開催しています。 聖書

778-809-1133 Email: lal86419@gmail.com

にご興味のある方は、 下記までご連絡ください。 ご一
緒に世界一のベストセラーである聖書を学びましょう。

伝導瞑想 エネルギーのヨガ （ラヤヨガ） と奉仕のヨガ （カ

jpgospelchurch@gmail.com

ルマヨガ） の組み合わせであるこの瞑想はグループで行
われ、 この混沌とした社会から新しい世界を生み出そうと

書道教室 大人、子供。師範免許有。通信講座。 努力する世界中の人々から作られています。 世界に奉
604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com

仕したいと思われる方ならどなたでも参加可能。 （無料）
毎週火曜午後７時、土曜午前８時より、ダウンタウンにて。

アルバイト

tom.kominami@f55f.com

春の陶器セール
日時 : 5 月 7 日 ( 土 ) 10 時 〜４時
入場無料
場所 : ウエストポイントグレーコミュ
ニティセンター、体育館
4397 West 2nd Ave. Vancouver, BC
( 駐車場有り )
広い会場でゆったりと地元陶芸家 40
名の作品をご覧頂けます。
会場の一角にティールームを併設い
たしますので、春の一日ご家族、ご
友人をお誘い合わせてお越し下さい。
COVID 安全ガイドを順守の上開催致
します。
お買い物にはカードでのお支払いも
可能です。
陶芸家一同皆様のお越しをお待ちし
ております。

お問合せ☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com

出張にて車をピカピカにします。お手入れ

日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！

Wax、艶出し研磨作業、塗装保護のガラスコーティング、

発起人 ： 久保克己、 小茂田勝政、 和田健治

殺菌効果の高い車内特殊スチーム清掃、 臭い取り等、

事務局 ： 和田健治 604-862-7216

ボート、 RV も承っております。 www.carpikajp.com

e-mail:vickomoda@yahoo.co.jp

又は 604-446-2755

学習院卒業生

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

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

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

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

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

◆ 専門職

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

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

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

◆ 住居

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

アルカディアホームズ 604-996-1270
キャナドゥー・エンタープライズ 604-687-6252
ハンディーマン のぶお 604-417-6987
ＣＢＳ inc. シャワートイレット 604-899-8001
４リアル・プラミング 604-831-0235

◆ 学校

◆ 健康

アニマル・アドボケイツ・ソサエティ・オブ・BC

health and welness

604-608-8788
Pattison High School
バーナビー日本語学校 info@bjls.ca
バンクーバー日本語学校並びに日系人会館 604-254-2551

◆ 動物 / ペット
animaladvocates@telus.net

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

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

◆ 美容

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

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

◆ 保険・金融
上高原保険代理店 604-876-7999
小林ヒロコ 投資アドバイサー 604-727-2320
ＲＢＣ ウェルス・マネージメント 604-257-7291
ＴＤ カナダ・トラスト 604-654-3665
Maple Bridge Financial 647-984-8365

◆ その他

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