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特集：ウクライナ―悲憤の歴史
www.thefraser.com
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Como Lake Village Dental Centre
コキットラム、Como lake village
モールにて開業より 25 年以上、多
くの方のお口の健康をサポートし
ております。
一般歯科。歯周病、根管治療、
入れ歯、審美歯科のほか
救急対応もしております。

北米の会社やローカルビジネスが作る
可愛い雑貨を多数ご用意しております。
◎プレゼントに
◎自分へのご褒美に
◎カナダのお土産に

ジブリ商品も
入荷中！
犬猫好き
必見♡

小児から大人までご家族の
トータルケアをいたします。
診
療
時
間

月曜日９am －６pm、火曜日９am －６pm
水曜日９am －６pm、木曜日７am －９pm
金曜日８am －４pm、土曜日８am －４pm

日本語対応は水・木・金・土

Tel: 604-936-8022
158-1960 Como Lake Avenue, Coquitlam B.C.
2

( モール内駐車場をご利用頂けます )
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ストーリーにて新商品を更新中 !
スキャンして Check →

GIFTS AND THINGS

359 Water Street, Vancouver
@giftsandthings.ca
https://www.giftsandthings.info

WHISTLER SMILE GIFT

4154 Village Green, Whistler
@whistlersmilegift
https://www.smilegift.info

We are 30 years old!

from
各映画賞を総ナメ状態の『ドライブ・マイ・カー』
は、日本映画の初快挙となる作品賞、脚色賞を含む、
アカデミー賞４部門候補にノミネートされた。同
作の監督・脚本の濱口竜介は一体、どんな人物な
のだろう。ロサンゼルス入りし、アカデミー賞に
向けて準備を進めている濱口監督に、まずは今の
心境と意気込みを聞いた。

自分の才能を見極め、できることを
最大限に延ばして勝負する
「とても嬉しいということに尽きると思います。
いろんな賞ももちろんですけれど、アメリカのアカ
デミー賞にノミネートされるということがどれほ
ど大きなことかを凄く感じています。本当に凄い
ことだし、自分たちが作った作品にそれが起きて
いるというのはありがたいことだと思っています。
意気込みですが、スポーツだと、その日までに調
子を上げていってというのがあると思うんですが、
映画はもう作ってしまっているので……。他の候
補作を観て、こんな中に自分たちがいるのかと思
うと益々光栄に思えて、単純に結果を楽しむ、見
守りたいというのが今の気持ちです。どちらかと
いうと親のような気持ちです」
⇒インタビューの続きは本誌 23 ページで。

Photo: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc.

濱口

竜介

Ryusuke Hamaguchi

インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）

120-3855 Henning Drive, Burnaby, BC V5C 6N3

(C) Sideshow and Janus Films

『Drive My Car 』

原作：村上 春樹 監督・脚本：滝口 竜介 出演：西島 秀俊、三浦 透子、霧島 れいか、岡田 将生

Kimono Rental
&

和装

Dressing
一生忘れられない
思い出に
大切な日を
輝やかせてくれる
着物

☎ケイ 604-544-3579

Kimonovancouver@shaw.ca

www. kimonovancouver.com

www.thefraser.com

エービック

ABIC 移民＆ビザ事務所
カナダ政府公認 ICCRC#R421895

22 年以上の経験と高い成功率を誇る実績
■ 就労ビザ、永住権申請＆ビザ却下のご相談
■ PR カード更新＆カナダ市民権取得サポート
■初回相談無料 – 移民＆ビザ取得の可能性審査
■カナダでの起業も完全サポート

ABIC 代表

テリー

Tel: 604-688-1956 Email: Japan@ABICanada.com
日本語相談：Terry、Shimizu

Web: www.ABICanada.com

Suite1617-409 Granville St., Vancouver, BC V6C 1T2
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バンクーバー総領事館からのお知らせ

10am - 5pm

カナダ政府は、４月１日以降、ワクチン接種完了者に対する入
国前検査を撤廃する旨を公表しました。

VanDusen Botanical Garden

5251 Oak Street (37th & Oak), Vancouver, BC
www.vcbf.ca/community-event/sakura-days-japan-fair

チケット：$5.08 〜 $25.03
www.eventbrite.ca/e/sakura-days-japan-fair-2022tickets-288122220317
オンラインのみで販売。印刷して、またはモバイルデバイスで提示。
１枚につき１日の入場が可能です。４歳以下は無料。
VanDusen の会員は割引価格あり。会員証を提示してください。

アート、パフォーマンス、フードなど、
日本文化の数々を体験しよう！
行事内容・詳細はウェブサイトで！
公園内でのマスク装着およびソーシャルディスタンスが推奨されます。

www.facebook.com/mauvehair
Like us on Facebook
Richmond:Suite120 - 8033 Saba Rd.
Richmond, BC V6Y 4M8
yoshi & yoshimi

`

Tel: 604-370-6519

Burnaby: 5305 lane St. Burnaby BC

５月にバーナビー店オープン！
スタイリスト募集中

BMO
●

Saba Rd

Buswell St

No.3 Rd

Westminster Hwy

● 2022 年４月１日午前０時１分（東部標準時間）より、ワクチ
ン接種を完了（注：ブースター接種は含まない）した旅行者が、
空路、陸路及び海路でカナダに入国する際に、入国前の新型コ
ロナウイルス検査の結果の提出が不要になる。
●すべての国からカナダに到着する渡航者のうち、ワクチン接種
完了者であると認められた者は、義務的な抽出検査に選ばれた
場合、到着時に新型コロナウイルスの分子検査を受ける必要が
あるが、検査結果を待つ間、隔離の必要はない。
●現在カナダへの渡航が許可されている、ワクチン接種未完了の
渡航者については、入国前検査の要件に変更はない。特に免除
されない限り、ワクチン接種を完了していない５歳以上のすべ
ての旅行者は、引き続き、認められた種類の入国前の新型コロ
ナウイルス検査の証明書を提出する必要がある。
参考 公衆衛生庁プレスリリース
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/03/
government-of-canada-will-remove-pre-entry-test-requirementfor-fully-vaccinated-travellers-on-april-1.html

在バンクーバー日本国総領事館
電話：1-604-684-5868
メール：consul@vc.mofa.go.jp

981 Nelson Street, Vancouver, BC V6Z 3B6 CANADA
Tel: 604.608.8788 info@pattisonhighschool.ca

便利なダウンタウンで高校留学 !
★年３回入学可能（１・５・９月）
早期卒業も可能なファーストトラック制
★日本人スタッフがサポート
★各レベル英語サポートクラス充実
★多国籍、国際色豊かな私立学校環境
★１クラス 15 人までの少人数制、アットホームで留学生も質問し易い環境
★カスタマイズされたコース計画、学習サポート、個別卒業計画
★ホームステイ手配
★奨学金

★卒業生進学先：UBC、SFIU、McGill、UVIC、トロン
ト大学、クイーンズ大学、ウェスタン大学、ウォー
タールー大学、アルバータ大学、オタワ大学、ヨー
ク大学、Dalbhusie University、University of Western
Ontario、Pratt Institute、Parson College of Design、
University of Arts London、メルボルン大学、
シドニー
大学、中央大学

H
F

引っ越しました！
販売・配達は常時行っておりますが、
店舗販売は５月以降になります。

はなもフローリスト
Tel: 604.

685. 3649

日本他、海外にもお花を送れます。

www.hanamoflorist.ca

info@hanamoflorist.ca

3150
BC V5Z 2W2 日、祝定休
日・祝 定休
1100 Cambie
Melville St.
St. Vancouver,
Vancouver DownTown
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学生の Kanami K. さんの声
私はカナダにきて２年目で１年間公立高校ですごし、残りの１
年は３学期制の Pattison 私立高校の存在を知り、この学校に転
校してきました。何よりもクラスが少人数で先生たちも外国語
を学ぶ留学生にとても理解があり親身になってサポートしてくれ
ます。いろんな国の友達を作りたい、集中的に勉強して早く卒業
したいという人には Pattison 高校がとてもおすすめです。

We are 30 years old!
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from Hollywood 濱口 竜介 はまぐち りゅうすけ
領事館からのおしらせ
目次
My Favorite Things Studio On Tenth
New CD music freak
コミュニティ・イベント
トピックス
カナダのニュース「カナダ入国前の検査不要に / 少数与党リベラル党が新民主党と連合合意へ」
世界のニュース「ゼレンスキー大統領 各国議会でビデオ演説」
社会性のある動物が仲間を求めるメカニズムを解明 / 粘土のナノシートでフードロスを減らす方法を発見

日本の企業社会 中根 雅夫
ニコニコ生活・小統計 阿部山 優子
バンクーバー歴史散歩「大恐慌（３）――血の日曜日（下）
」 飛鳥井堅二
「日系人強制収容から 80 周年（４）分裂から再起へ」田中 裕介
Healthy Life / 世直しボクサーから子どもたちへ Round 15
BETTER HOUSE BETTER LIFE「The NeverEnding Story – ガラスの古くて新しい物語」
		

Happy Parenting ＝多文化社会の子育て 水田 愛
自然と生きる「習う事の多かった少年期」 高橋 清
自分ちでほろ酔い気分 お勧めカクテル＆モクテル

インタビュー：濱口 竜介監督
特集：ウクライナ―悲憤の歴史
バンクーバー日本語放送史（３）新見商会「流行歌放送」 平原 哲也
窓を開ければ港も見える「熱帯ジャズ楽団」 阿川 大樹
めぐる夢 第一章『自由に憧れて』（４） 島本 妙
星の話 小笠原 行秀 / コミュニティ・イベント
神々の民―アイヌとカナダの先住民「祖父 ( エカシ ) のウパシクマ ( 昔話 ) の思い出（３）
」

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

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

吉田ノータリーパブリック

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

わたしからあなたへ――投稿のページ

Tel: 604-569-0512
Email: curtis@notarydowntown.ca
212-938 Howe St., Vancouver, BC.

御伽草子「梵天国（39）」 広滝 道代
ワタシは白系日本人番外編「４月 入学式・お花見」 ランメル・チャック / 娘と私のおにぎり
		
/ クラシファイド
コミュニティ掲示板 /
コミュニティ掲示板 / Great Cinema Alley「山河遥かなり」
コミュニティのお知らせ「隣組」
トロント映画記「Nightmare Alley：トロントに降る悪夢」Kaori Gavrilovic
「色彩豊かなミュージカル史 舞台のマジックを銀幕に」レイモンド・トムリン
にゃいん・わんわん・かんぱにー「ウクライナの動物たちを救いたい」

p. 45

・保険・投資・ＲＥＳＰ
14
10/22/30/35
23
35

日本語チェック ( 答え P.46)
隙間川柳
sudoku break( 答え P.41)
熟語遊び ( 答え P.46)

38
43
46
46

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

はなしの箸やすめ
詩
主な執筆者
編集後記

3190 Steeles Ave., East Suite 210
Markham, ON, L3R 1G9（J town の隣）
転載禁止 Reproduction in part or whole forbidden.
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My Favorite Things

春の訪れを感じる今日この頃、今回はカナダの自然と動物達がペイン
ティングされたフレンチリネングッズのブランド、Studio On Tenth をご
紹介します。
アーティストの Emma Pyle Art さんが自宅スタジオでカナディアンアー
トのペイントを担当、お母さんの Andrea さんがプリントや製造のビジネ
スパートを担当。見事な母娘タッグで 2018 年に念願の Studio On Tenth
をスタート。
Emma さんの優しさ溢れるタッチで描かれた色彩豊かな鳥や動物、花
や植物は、シンプルな白いティータオルをランクアップさせて使う人の心
を癒してくれる。特に愛くるしいウサギ や四十雀、ひまわりやポピーの
ティータオルはキッチンを華やかにしてくれるとリピーターが多く、イン
テリアとして購入される方もいます。
通気性が良くソフトな肌触りのフレンチリネンは、洗濯機洗いが可能で
洗う度に柔らかくなります。乾燥機も使えますが干して乾かすのが最適、
アイロンは生地が傷み易くなるのでご注意を。

Studio On Tenth

最近ではエコバックは買い物時の便利グッズだけでなくコーデの１つと
言われています。カワウソやカナダグース、真っ赤なキノコのデザインが
際立つキャンバス生地のマーケットバッグは丈夫な上に様々なシーンでも
使えてお薦めです。
お土産や母の日のギフトには凛々しい bluebird、チャーミングなハリ
ネズミのカフェエプロン、カララフルなハチドリやアヒルの子のピローカ
バー、ティータオルセットはいかが？
ファミリーレシピや家族の名前等、お客さんからのリクエストをペイン
トしてティータオルやトートバッグをアート仕立てに描き上げるカスタマ
イズもしています。
ほっこりな気持ちになる彼女の絵の世界観はとても魅力的。新作か楽し
みです。
Craft Culture Kelowna Spring Market（４月９～ 10 日）に参加予定。
イベント情報は HP&SNS を Check ！
					
（H.J.）

www.studioontenth.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
$49.80
Rejuvenating Gel（ジェル ) 30ml
$44.80
Rejuvenating Cream ( クリーム)30ml $44.80
Gentle Cleansing Foam 90ml
$27.00
Toning Lotion 60ml $39.50 / 120ml $65.00
Milk Lotion
60ml 41.80 / 120ml $65.00
Salmonollagen Series
Lotion 60ml $89 Gel 50ml $89 Cream 30ml $89

＊ 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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music freak
“Love Sux”

April
“Rock Believer”

Avril Lavigne
３年ぶり、通算７作

「世の中の全てのロッ

目となる最新アルバム

ク信者に捧げるアルバム

は、キャリアの初期を

であることを期待してい

彷彿とさせるポップ・

いよ」と新作に太鼓判を

パンクに原点回帰した

押すのは、ドイツを代表

１枚。デビュー 20 周年

するハードロック・バン

を記念するにふさわし

ド、スコーピオンズ。19

い内容だ。最近のポッ

枚目のスタジオ・アルバ

プ・パンク再ブームを

ムをリリースした今年

牽引するトラヴィス・

は、デビューから50年

バーカーが総合的なプ

を迎える。冒頭のセリフ

ロデュースを手掛け、

は、50年以上にわたって

「ずっと好きだったもの
に自然と気持ちが傾いて、最初から最後までオルタナティブでロックなア

Scorpions

ロック・ビリーヴァー
（ロック信者）であり続けた彼らだからこその説得力だ。

ルバムを作りたくなった」と語るアヴリルの望み通りの仕上がりとなった。

「古き良き時代にファーカスしたアルバムを作り、心から音楽を楽し

タイトルは、
「恋愛から少し距離を置いて、自分のために時間を取りたい」

んだ」とロック少年のように瞳を輝かせるが、本作はまさにバンドの

という思いから生まれた。恋愛中の気持ちの浮き沈みや自身のうまくいか

DNAによって書き下ろされ、80年代の頃のように、一つの部屋の中で5

なかった経験も盛り込んだというが、サウンドは軽快で爽快で、テンポよ

人がライヴでレコーディングしたという。嬉々としてルーツに立ち返っ

く楽しめるポップな流れ。パンデミック中の 2020 年秋頃から曲作りに着

たようで、極上のリフとパワフルなメロディによって支えられる彼らの

手し、気がついたら全ては収まるべきところに収まったという自信作だ。

真骨頂が今一度再現されている。

さて、今年でデビュー 20 周年を迎えることについては、
「自分を褒めて

また、アップテンポなロック・ソングがひしめくが、「自分に忠実で

あげたい！」と語る。ファンへの感謝を述べるとともに、17 歳の頃の自分

あれば、必ず進むべき道が見えてくる」というメッセージが込められた

に伝えられることがあるとしたら、
「すべてを楽しんで味わって」という

バラードも1曲ある。そう、バラードさえも熱い。

から、こちらまでしみじみしてくる。あれからもう 20 年が経ったなんて。

本作は当初、LAでレコーディングされる予定だったが、パンデミッ
クによりドイツのハノーファーのスタジオでロックダウン中に製作され
た。

人身傷害や名誉毀損に関する諸問題、
保険会社との交渉を専門とする弁護士です。
バンクーバー近郊のご自宅まで

Cheena
Gourmet Canadiana

カナディアングルメを日本全国へお届けします！

カウンセリングにお伺い致します。

詳細はウェブサイトを
ご覧ください。

お気軽に日本語でお問い合わせ下さい。

			
楠原良治
Ryan Kusuhara

Panorama Legal LLP*

Tel: 604-372-4550 e-mail: rkusuhara@panlegal.ca
Website: http://www.panlegal.ca
309 Panorama Place 5577 153A Street, Surrey

www.thefraser.com

www.cheenashop.com
創業 1978 年、信頼と実績のチーナをご利用ください。
mail@cheena.com / order@cheena.com Tel: 604-648-0008
月刊 ふれいざー
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WALLENBERG-SUGIHARA CIVIL COURAGE SOCIETY
WALLENBERG-SUGIHARA
COURAGE
SOCIETY
WALLENBERG-SUGIHARA CIVIL
CIVIL COURAGE
SOCIETY

SEVENTEENTH ANNUAL VANCOUVER
SEVENTEENTH ANNUAL VANCOUVER
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R
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1970 年創立

さくらシンガーズ

1:30 P.M. 10
| Sunday,
April 10, 2022 | * New location & date *
日時：
日（日）1:30pm
1:30４月
P.M. | Sunday,
April 10, 2022 | * New location & date *
BETH
ISRAEL
SYNAGOGUE,
989 W 28TH
AVE (AT AVE.,
OAK ST), VANCOUVER
場所：
BETHSYNAGOGUE,
ISRAEL SYNAGOGUE,
989AVE
W.28TH
BETH ISRAEL
989 W 28TH
(AT OAK ST),VANCOUVER
VANCOUVER

Saluting the Courage of Frontline Healthcare Providers

Saluting the Courage of Frontline Healthcare Providers
最前線で活躍する医療従事者の勇気に敬意を表して
ゲストスピーカー
GUEST SPEAKERS
Dr Ramneek
RamneekDosanjh,
Dosanjh,President,
President,Doctors
Doctors
•• Dr
of of
BCBC
Sherri Kensall,
Kensall,Board
BoardChair,
Chair,Nurses
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and
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of BC
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Barb Nederpel,
Nederpel,President,
President,BC
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Employees
Union
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Employees
Union
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will share
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They
onon
thethe
medical
frontlines
to protect
私たちを守るために、医療現場の最前線でコロナウィルスパンデ
us as
as they
theybattle
battlethe
thecoronavirus
coronaviruspandemic.
pandemic.
GUEST SPEAKERS
ゲストスピーカー

ルース ・ 鈴木先生
メモリアルコンサート

ミックと戦う人々の経験と見解を共有します
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gripping
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TOZERO.
ZERO.Filmed
Filmedover
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months,
gripping
one-hour
documentary
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followsthe
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from
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2021)

2022年 5 月 15日午後２時 開演
Anvil Centre Theatre

裸々にみせてくれる。
（南アフリカ、2021 年 10 月）

 DOORS
OPEN 12:45 | DONATIONS
(AT DOOR) ARE APPRECIATED
・開場：12:45pm
 DOORS
OPEN 12:45 | ｜ドネーション歓迎（ドアにて）
DONATIONS (AT DOOR) ARE APPRECIATED
 PLEASE ARRIVE EARLY TO CHECK VACCINATION PASSPORTS WITH ID
 PLEASE
ARRIVE EARLY TO CHECK VACCINATION PASSPORTS WITH
ID ID）
・ワクチンパスポートチェックのため早めにご来場を。
（要
 FULLY VACCINATED ONLY | MASKS REQUIRED
 FULLY VACCINATED要マスク
ONLY | MASKS REQUIRED
・フルワクチン必須
 PRE-REGISTRATION｜
IS REQUESTED BY EVENTBRITE
 PRE-REGISTRATION IS REQUESTED
BY EVENTBRITE
 PARKING UNDERGROUND
(LIMITED) & ON OAK ST
・Eventbrite
で予約してください。
 PARKING UNDERGROUND (LIMITED) & ON OAK ST

777 Columbia St.
New Westminster, BC.

入場料：無料（ 寄付歓迎）
連絡先 : 604-221-0545
info@thesakurasingers.org

・地下駐車場あり（数限りあり）
。Oak St. にも駐車可。

GENEROUSLY SUPPORTED BY – Beth Israel Synagogue
GENEROUSLY
SUPPORTED
BY – Beth
Synagogue
Legacy
Hill Productions
 South African
FilmIsrael
Festival
Canada
Legacy Hill Productions
South
– and more
to African
follow Film Festival Canada
メディアスポンサー
– and more to follow

メディアスポンサー：

ᴾ

ᴾᴾᴾᴾᴾᴾᴾ朗読とバイオリンℭ
ᴾ

大和奈緒美
元 TV アナウンサー

小説、随筆、詩、
短歌などの朗読と
バイオリン独奏の
コラボレーション
朗読者 ：大和奈緒美
バイオリン：長井明
司会
：丸尾豪司

終身名誉コンサートマスター

5 月 15 日(日)

入場料： ２０ドル
・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
いたします。
・支払い方法：
当日はチケットをお持ちの上、受付で
現金をお支払いください。（カード不可）
定員になり次第、締め切らせて
いただきます。。

長井明
バンクーバー交響楽団

開場：午後 2 時 30 分
開演：午後 3 時～4 時 30 分
場所：
The Unitarian Church of Vancouver
（949 West 49th Ave, Vancouver）
注意：参加される方は BC ワクチン接種
証明書と ID の提示をお願いする可能性
がありますことをご承知おきください。

主催：バンクーバー桜楓会           メディアスポンサー
後援：在バンクーバー日本国総領事館        
連絡先： ohfukaicanada@gmail.com
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新型コロナ感染症：カナダ入国前検査撤廃へ

連邦政府は、カナダ国内で新型コロナ感染者数が安定していることや
ワクチン接種率が高いことを受け、４月１日以降、ワクチン接種完了者
に対する入国前検査を撤廃すると発表した。2022 年４月１日午前０時
１分（東部時間）より、ワクチン接種を完了した人（ブースター接種は
含まない）が空路、陸路および海路でカナダに入国する場合、入国前の
PCR 検査を受ける必要がなくなる。但し、新型コロナの症状がある旅行
者については入国は認められない。さらに、ArriveCAN のアプリまたはカ
ナダ政府のサイトで接種状況等の質問に回答することは引き続き求めら
れる。また、ワクチン接種完了者であっても入国の際ランダムに検査に
From : Stan W - Escapes.ca 604-685-6885 ext 528, stan@escapes.ca Ad run date : n/a
選ばれる可能性はあるが、検査結果を待つ間の隔離は不要となり、乗り
Date
: 26 April 2016
File name :
Title :
Dimension : n/a
継ぎも可能となる。
ublication
:
Colour Type : Colour
一方、ワクチン接種が未完了の人に関しては、今回の変更は適用され
ない。特に免除されない限り、
ワクチン接種未完了の５歳以上の旅行者は、
Pantone 314 C
Pantone 313 C
引き続き、承認された方法での検査結果証明書の提出が求められ、入国
時の検査および入国後８日目の検査が必要である。また、検査結果に関
わらず、入国後 14 日間の隔離が求められている。
ワクチン未接種の外国人の入国は特例を除き認められない。

カナダ政府はより防衛予算を増やすべきだ」と述べた。ロシアのウクライ
ナ侵攻が続く中、
ジョリー外務大臣はインタビューに答え「カナダ軍が行っ
ているウクライナ兵士の訓練やラトビアでの NATO のミッションを大変誇
りに思う」と語った後、
「ロシア軍のウクライナ侵攻を受け、ドイツなど
が防衛予算を強化していることはよく認識している」と続けた。
カナダは、現在 GDP の約 1.39% を防衛費に充てているが、NATO は２%
を充てるよう要求しており、ジョリー外務大臣は「カナダも時代に適合し
た防衛費を確保すべきだと考える」と語った。ウクライナのゼレンスキー
大統領がカナダ議会で演説し、カナダへの更なる援助を求めたが、折りし
もカナダ議会は来年度の連邦予算編成中で、不安定な世界情勢を鑑み防衛
予算を強化する方向で準備を進めているところだった。
ジョリー外務大臣は、ウクライナへの支援に関し、
「国際紛争へと発展
しないようレッドラインを死守するが、可能な範囲でできることは全て実
行する。ウクライナに対し、さらなる武器の供給も行う」と話した。
Pantone 1505 C

BC 州ガソリン代の高騰によるリベート支払いへ

skyland.ca

ヘイトクライムが増加

カナダ統計局の発表によれば、パンデミック発生後初の調査で、警察
に報告されたヘイトクライムの件数が前年度と比べ 37% も増加している
ことが分かった。
2020年に報告されたヘイトクライムの件数は2,669件で、
2009 年に統計を取り始めて以来最も高い数字となった。このうち、人種
や民族をターゲットとしたものは前年度と比べ 80% 増加しており、報告
された犯罪の殆どを占めていた。
Your Travel Specialists
Your Travel Specialists
対象者別に見ると、東アジアや東南アジアの人を対象としたヘイトク
ライムは 301%、黒人を対象としたものは 92%、先住民を対象としたも
のは 152%、南アジア人を対象としたものは 47% の増加が見られた。
また、地域別に見ると、警察に報告された犯罪件数の増加が著しいの
はノバスコシア州 (70% 増加 )、次いで BC 州 (60%)、サスカチュワン州
(60%)、アルバータ州 (39%)、オンタリオ州 (35%) となっており、マニト
バ州、PEI
州、ニューブランズウィック州やノースウェスト準州では増加
Your Travel Specialists
Your Travel Specialists
は見られなかった。
一方、宗教別に見ると、ユダヤ教徒やイスラム教徒へのヘイトクライ
ムが最も多かった。カナダ統計局では、報告されていないヘイトクライ
ムを考慮すれば実際の件数はさらに膨れ上がるだろうと発表している。

ガソリン代の高騰が続く中、
BC 州政府は、
一部払い戻しを決定した。ジョ
ン・ホーガン州首相とマイク・ファーンワース公安大臣は、記者会見で、
ロシアのウクライナ侵攻を受けてガソリン価格が高騰しており、いつまで
この政情不安定が続くか定かでないため、ICBC 顧客に対しリベートを支払
うことを決定したと発表した。これによると、２月の時点で ICBC に基礎
保険料金を支払っている人に対し、
$110 が返金されるということだ。また、
職業ドライバーに対しては $165 が返金される。
ICBC は、ダイレクトデポジット登録をしている人には返金もしくはク
レジットカードへの返金を５月から実施、その他の人には６月から小切手
を送付すると発表している。ICBC は、昨年には、新型コロナ感染症が蔓
延し自動車事故や事件が減ったことを受け二度にわたり平均で $300 ドル
のリベートを支払ったが、ホーガン首相は ICBC は財政的にこれらリベー
トを支払うことが可能だと話している。
これに対し、ニューウェストミンスター市の市議会議員は、
「ドライバー
への返金を発表する前に、トランスリンクの理事会で７月１日から運賃の
値上げが承認されたことは、気候変動問題の最中に誤ったメッセージを発
信し兼ねない」とソーシャルメディアで反論している。

カナダ男子サッカーチーム 36 年ぶりに
			
FIFA ワールドカップ出場へ
３月 27 日、トロントで開催された試合で、カナダ男子サッカーチーム
が４－０でジャマイカを破り、1986 年以来初の FIFA ワールドカップ出場
の快挙を成し遂げた。

防衛予算を拡大すべき：外務大臣

Your Travel Specialists
Your Travel Specialists
この程、メラニー・ジョリー外務大臣は、
「カナダ軍はより装備を整え、

ご旅行に関するお問合せは
スカイランドトラベルにどうぞ。
Your Travel Specialists

Your Travel Specialists

現在の渡航情報についてもお尋ねください。
BC Reg. 2143 TICO Reg. #50022202

スカイランド・トラベル
604-685-6868 /1-866-685-6868
Your Travel Specialists

100-445 W. 6 Ave. Van., BC V5Y 1L3

www.thefraser.com

Your Travel Specialists

E-mail: info@skyland.ca

アルカディアホームズ

一般住宅、コンドミニアム及び店舗等の増改築
一般住宅、コンドミニアム及び店舗等の
増改築

カ ナ ダ に て 30 年 以 上 の 経 験 を も つ BC 州 公 認 大 工
http://arcadiahomes.ninja-web.net
（Journeyman）を中心に大工仕事一般をいたします。

・フレーミング・ドライウォール・ペイント

・フレーミング・ドライウォール・ペイント
・建具のインストール・床材、タイル
・建具のインストール・床材、タイル・モールディング
・モールディング・フェンス・デッキ
・フェンス・デッキ・作りつけ棚
その他、一般大工仕事

・作りつけ棚

その他、一般大工仕事

ご予算、ご希望に応じて工事、アドバイスいたします。
無料でのお見積もりを致しますので下記までご連絡頂
ご予算、
ご希望に応じて工事、アドバイスいたします。
ければ幸いです。
無料でお見積りを致します。
下記までご連絡ください。

電話：604-996-1270

( 後藤 )

電話：604-996-1270（後藤）
604-761-7504 (Kaz 福田 )
arcadialog@gmail.com
http://arcadiahomes.ninja-web.net/
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カナダの出来事

				
ワクチン接種完了者
少数与党リベラル党が
新民主党と連合合意へ 各国も正常化への動き

オミクロン株の派生型「BA.2」の感染が拡大し、

カナダ入国前の検査不要に
スクの着用が推奨されている。
また、
4 月 8 日からは、
不急不要のイベント、
サー

ジャスティン・トルドー首相とカナダの新

特に欧州や東アジアでは、新規感染者数が再び

ビス、ビジネス、レストランを利用する際にワク

民主党の党首ジャグミート・シン氏は 3 月

増加に転じるなど、依然予断は許さない状態で

チン接種証明である BC ワクチンカードを提示す

21 日、次期選挙が行われる 2025 年まで条

はあるものの、世界各国は、旅行者などに対す

る義務が撤廃される。但し、個々の企業や組織が

件付きで連合合意したと発表した。この度新

る規制緩和に向けて動き出している。ワクチン

そのように決定したならば、施設に入る人に対し

民主党は内閣に閣僚を出さずに、政策協定を

接種完了者やブースター接種を受けた人が増加

ワクチンカードの提示を求めることもできる。

締結し協働する形をとっているため、いわゆ

するにつれ、死亡や重症化のケースが減少して

る連立政権ではない。新民主党のサポートに

いることが背景にある。

一方、州当局は、ワクチン接種は依然、感染予
防の柱であることを強調している。3 月 10 日の

よって、トルドー首相は 2025 年まで安定し

イギリスでは 2 月、ワクチン未接種者に必須

時点で、BC 州に住む 12 歳以上の 93.3% が 1 回

た政権を手に入れることになり、シン氏は新

とされた検査を含む、外国からの旅行者に対す

目のワクチンを接種しており、90.7% が 2 回目の

民主党の掲げている主な 7 つの政策を実現す

るあらゆる規制を撤廃すると発表した。規制の

接種を、55.7% が 3 回目の接種を完了している。

る可能性を手に入れた。それらは気候変動、

全面的な解除は主要国では初めてとされる。ま

3 月 21 日からは 30 歳以上の州民に無料でラピッ

低所得家庭における 12 歳以下の子どもへ無

たルーマニアやアイルランドも 3 月、旅行者に

ドテストが入手できるよう手配するなど、今後も

料の歯治療などのヘルス関連、低額なデイケ

対する新型コロナ関連の水際対策の終了を発表。 感染状況は注意深く監視されるとした。

ア、ファーストネーションとの和解など。ト

現在はすべての入国制限が解除されている。

ルドー首相は相次ぐスキャンダルによって、

そしてカナダ各州も 3 月に入り、ウイルスの

2019 年の選挙では多くの議席を失い、小数

脅威は減速しているとし、社会活動の正常化に

党政府に甘んじた。そして昨年 10 月、コロ

向けて徐々に規制を緩和している。

ナ渦中の政策が広く評価され国民の支持率を
上げていたことから多数党政府を目指し選挙
に踏み切ったが苦戦し議席数を伸ばせず、ま

ブリティッシュ・コロンビア州
BC 州は 3 月 10 日、ワクチン接種が順調に進
み、新規感染者数および入院患者数が減少して

たしても小数党政府となった。
小数党政府であるということは、4 年間の

いる現状を踏まえて、規制の緩和を発表した。

オンタリオ州
オンタリオ州は、
3 月 21 日より公共の交通機関、
医療施設、長期介護施設などの例外を除き、学校
やレストラン、商業施設などほとんどの屋内施設
におけるマスク着用の義務を解除した。さらに、
例外とされる場所でも 4 月 27 日にはマスク着用
義務が撤廃されると発表した。
ただ、当局は「規制緩和はリスクがなくなった

任期中度々行われるカナダ議会における信任

これにより、同州では 3 月 11 日から、屋内での

わけではない」ことも強調し、今後感染者が急増

投票（a vote of no confidence：現政権が国

マスク着用は不要となり、長期介護施設への訪

した場合は、マスク着用などの規制が復活するこ

民の代表として相応しくないという判断）で

問、礼拝、子供や青年の泊りがけキャンプなど

ともあると説明している。

多数が得られなければ、選挙につながる 。

で規制が緩和された。マスクの着用については
今後、個人の自由に任せられ、各企業や組織は

アルバータ州

それぞれの判断で、敷地内でのマスク着用を求

アルバータ州は 2 月 9 日よりワクチンパスポー

めることもできるとした。さらに、春休み明け

トを撤廃しており、
マスク着用の義務も 3 月 1 日、

には、キンダーから 12 年生のマスク着用も不要

感染リスクが高い公共交通機関などいくつかの例

になる。

外を除いて、終了した。1 日には、新型コロナに

なお、公衆衛生令としての義務はなくなるが、 関するほとんどすべての規制も解除されている。
公共の交通機関や BC フェリーを利用する際はマ

Walden St., Vancouver, BC

（Main St と 30th Ave より One Block 東へ）
ご見学、お問い合わせは
604-879-1344 又は 604-447-0171

holycrossjc@gmail.com
http://holycross.vcn.bc.ca/memorial-garden/
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花子

聖公会聖十字教会

あなたの心の隙間に

――北

4580

隙間川柳の会

バンクーバー市内にある、日本庭園納骨堂。
宗教に関係なく、ご利用いただけます。

汗知らぬ札束積んでどこへ行く

聖ペテロ記念庭園納骨堂

We are 30 years old!

世界の出来事

ゼレンスキー大統領

各国議会でビデオ演説

欧米各国の議会でビデオ演説を行い、支援の
強化を求めるウクライナのゼレンスキー大統領
が 23 日、日本の国会でも演説し、ウクライナ

ては、国情に配慮した穏やかな語り口だった。

歴史に絡め、心を掴む

キング牧師の有名な演説「私には夢がある」
も引用し、ウクライナ上空を飛行禁止区域
にするよう改めて要求した。演説から４時

の惨状を語るとともに、「侵略の津波」を止め

ゼレンスキー大統領が繰り出す各国の歴史や

るため、ロシアに対する経済制裁を継続するよ

国民性とウクライナの窮状を絡めた巧みな演説

間後、バイデン大統領は８億ドルの追加軍

う訴えた。

は、わかっていても心情を揺さぶるものだと話

17 日のドイツ議会での演説では、ベルリ

事支援を発表した。

ウクライナ語で 12 分間にわたり演説したゼ

題になっている。国の存続がかかった危機的状

ンの壁を念頭に、ロシアが欧州を分断する

レンスキー氏は冒頭、ロシアの侵攻が始まると

態にありながら、優秀なスタッフに支えられて

よう築いた壁を打ち崩すよう求め、ロシア

すぐに援助を表明し、アジアでは最初にロシア

いることがうかがえる。

との経済関係を重視してきたドイツに「ウ

に制裁を科した日本に対し、感謝のことばを述
べた。

まず、イギリス議会で３月８日に行われたビ
デオ演説では、第二次世界大戦中のチャーチル

クライナは欧州と世界の価値観を守るため
に戦っている」と強調した。

ゼレンスキー氏は、チェルノブイリ原発や

首相の有名な議会演説を引用し、「我々は最後

イスラエルでは 20 日、キエフ出身のイス

ヨーロッパ最大のサポリージャ原発、ガス、石

まで森や野原で戦う」「いかなる犠牲を払おう

ラエル元首相メイア氏に言及するとともに、

油パイプライン、化学工場などがロシアの攻撃

とも戦い続ける」と語り、「英国人がナチスに

ロシアの侵攻をナチス・ドイツのユダヤ人

を受けており、非常に危険な状態にあると強調、 抵抗したように、ウクライナ人もロシアから国

迫害になぞらえ、ミサイル防衛システム供

「サリンなどの化学兵器の攻撃も、ロシアが準

を守る」と強調した。さらに、「生きるべきか、 与や制裁強化を求めた。

備していると報告を受けている」と強い懸念を

死ぬべきか、それが問題だ」と、英国の劇作家

22 日はイタリア議会で、「我々は今、生き

表明した。さらにウクライナに残る市民の惨状

シェークスピアの「ハムレット」の一節も引用

残れるかどうかの瀬戸際にいる」と支援を

にも触れ、1000 発以上のミサイルや空爆が落と

し、「我々は 15 日間、この質問を投げかけられ

求め、ローマとキエフを重ねながら、「偉大

されていること、子供 121 人を含む数千人が殺

てきた。今、はっきり答える。生きるべきだ」 な文化の発祥地が、存続の危機にある」と

され、遺体は民家の庭や道路沿いに埋葬せざる

と述べた。演説の翌日には、ウォレス英国防相

訴えた。演説に先立ち、ローマ教皇とも電

を得ない状況であることなどを説明した。また

がウクライナに対戦車ミサイル 1615 発を追加

話会談し、避難ルートが機能していない現

900 万人以上のウクライナ人が住み慣れた家か

供与すると発表した。

状を説明した。

ら避難していると述べ、改めてロシアに対する
制裁の継続を訴えた。

カナダ議会で 15 日に行われた演説では、「午
前４時に爆撃が始まり、子供たちがその耐え難

演説の最後には、日本の文化に対する敬意を

い爆音を聞いているのが想像できるだろうか」 平等、博愛」を引き合いに出し、停戦に向

表し、日本語で「ありがとうございます」と謝 「オタワ空港やトロントの CN タワーが爆撃され
意を述べた。

23 日のフランス議会での演説では、フラ
ンス革命から受け継がれる国家理念「自由、
けた支援を訴えた。また、フランスが欧州

ているのを想像できるだろうか」と訴えかけ、 連合（EU）の議長国を務める今年前半にウ

相手国の歴史を織り込み、そこにウクライナ

飛行禁止区域の設定を求めた。ゼレンスキー氏

クライナの EU 加盟について「歴史的な決定」

の現状をなぞらえていく手法は、日本に向けた

は上下両議員から何度もスタンディングオベー

を行ってほしいと訴えた。一方、「ロシア軍

演説でも用いられた。原発やサリン、ウクライ

ションを受けた。

による殺人に資金を供給する」ことになる

ナの北方領土について言及することで、自国を

16 日には、米議会で演説。1941 年の真珠湾

とし、ロシアで事業を続けるフランス企業

広島・長崎や福島原発、地下鉄サリン事件、日

攻撃や 2001 年 9 月 11 日の同時多発テロを思い

に撤退を要求した。この演説を受け、仏自

本の北方領土問題と関連付けた。一方、欧米諸

出してほしいと訴え、「我が国は同じことを毎

動車大手ルノーは同日、モスクワ工場の無

国に向けた演説が、参戦を促す強硬な論調だっ

日、毎晩、もう３週間も経験している」と述べた。 期限停止を決定した。

たのに対し、憲法上、参戦できない日本に対し

また公民権運動の指導者マーティン・ルーサー・

気持ちよく、きれいに洗える

爽快シャワー

愛犬と楽しく
トレーニング！

604-267-9500

あなたの犬は実は
混乱している！？
クリッカーを使って、
犬とのより明確な
コミュニケーションを
可能にしよう！
(Verbal Markerも可）

MADE IN JAPAN
バンクーバーで最も安い価格

www.showertoilet.ca

TOTO. INAX. HOMETECH. IZEN. NOVITA 12 機種
CBS INC.

Tel: 604-899-8001

#1623-4500 Kingsway(@Willingdon) Burnaby, B.C.
Open Mon-Sat, 11am - 6pm

www.thefraser.com

#100-8206 Ontario St,
Vancouver, BC

www.dogsmart.ca
月刊 ふれいざー

日本語による，
個人授業及びサポート。
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マイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！オーマイガー！オーマイガー！

エンス

サイエンス

サイエンス

サイエンス

社会性のある動物が仲間を求めるメカニズムを解明
日本獣医生命科学大学と理化学研究所の研究グループが、イギリス
の「ネイチャー・コミュニケーション」に発表したことによると、群
れで暮らすメスのマウスが仲間を求めるメカニズムを解明したとい

サイエンス

サイエンス

を行う。また、オスのマウスはメスのマウスのような親和的な社会性が
乏しいとのことである。
この研究は、社会生活を行う人間の孤独や社会性の解明にもつながる
と考えられている。

う。
メスのマウスは、生殖ホルモンによって子育てにかかわる脳の神経
細胞が活発になり、子育てや子供を守る気持が生じるという。このと

粘土のナノシートでフードロスを減らす方法を発見

き脳の中で増えるカルシトニン受容体がアミリンというホルモンと結

粘土で作られたナノシートで表面を覆うことで、リンゴが長時間新鮮

合して、社会性が活発になる。ところが、メスのマウスを隔離した場

に保たれるということを、オーストラリアクイーンズランド大学と国立

合はアミリンを作る細胞がなくなる。研究で使われたマウスの場合、

台湾大学が作る国際的研究ブループが発表した。

メスの集団の中から１匹だけを隔離した場合、２日で半減、６日では

実験では、粘土のナノシートの分散液で表面を覆ったリンゴは、３，

ほぼゼロになったという。この場合、他の仲間の姿が見えるだけでは

４か月間ほとんどかわらない状態だった。一方、同じ環境でそのまま置

だめで、お互いがしっかり接触できる必要があることもわかった。

いておいたりラップで包んだりしたりんごは、腐食して肉がくずれたり

また、隔離したマウスが仲間が見える場合は間にある柵を噛む時間

カビが発生したりしていた。

が、全く見えない場合よりも 5.2 倍長く、再び仲間のもとに置くとア

粘土はケイ素原子の一部がアルミニウムに置き換わったもので、食品

ミリンやカルシトニン受容体も増えた。また人為的にアミリンやカル

添加物の成分でもあり、またこれで被膜を作り長期間保存した後に水で

シトニ受容体を減らしたマウスは、仲間のもとに行こうとする行動が

洗い流すこともできる。

減ったという。

この方法を食品の流通段階で利用することで、フードロスをへらした

マウスは母親になると他のマウスの子にも授乳し、共同して子育て

"どこの銀行をご利用でもそのまま承ります
どこの銀行をご利用でもそのまま承ります"
どこの銀行をご利用でもそのまま承ります

Financial Health for 100 Year Life

人生100年に備えての資産管理
年に備えての資産管理

りカビを防止する効果が期待できると研究員は話している。

水廻りのお仕事 おまかせください！
蛇口、シンク、バスタブ、シャワー、トイレな
どの修理、交換／排水口、パイプの詰まり／水
漏れ／ディッシュウォッシャー、ガスレンジ、
ウォッシュレット、洗濯機などの取付け工事／
ホットウォータータンクの交換／水道、ガス配
管工事／下水道管のカメラ映像点検、プラミン
グホームインスペクション など

プラミング＆ガスのライセンス所持
信頼できるサービス

E メール：plumbing4real@gmail.com
４リアルプラミング
604-831-0235（日本語）778-998-3005（英語）

サンチェス
東)祥子
祥子
サンチェス(東

平井アンディ

郭クリス

佐藤結以

"RRSP、
、TFSA、ファンドの見直し受付中
、ファンドの見直し受付中"
、ファンドの見直し受付中
長年チーム体制で案内しております

604-257-7291

＊SAVE & INVEST
ファンド投資・定期預金
SHOKO.SANCHEZ@RBC.COM
＊RETIREMENT
745 Thurlow St 20th Floor
老後資金・RSP/RIF
老後資金・
Vancouver BC V6E 0C5
＊ESTATE
WWW.RBCDS.COM/CHRIS.KWOK
相続相談

平和、環境、
あなたは
地球人になれるか

IM Holdings Ltd.
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We are 30 years old!

！

日本の企業社会

22.5％、パートタイム起業家では 51.6％と半 数を

(267)

したかった」
（53.9％）がもっとも多く、
「収入を

中根 雅夫

増やしたかった」
（37.4％）がそれに続いていま

なっていると受け止める見方もあります。ベン

80.2％に上り、業種別では飲食店・宿泊業、教育・

したかった」
（52.9％）
、
「自由に仕事がしたかった」

チャー企業は小規模ならではの小回りの利く対応

学習支援業、運輸業で 9 割を超えています。

コロナ禍（そして、ロシアのウクライナ侵攻）
によって世界じゅうで経済環境が悪化していま
す。こうしたなかで、起業（ベンチャー企業）を
めぐる状況にも少なからぬ変化が生まれていま
す。
また、ベンチャー企業にとっては逆に追い風に

超えています。
起業動機をみると、起業家では「自由に仕事が

す。一方、パートタイム起業家では「収入を増や
（30.4％）の順に多いです。「自分が自由に使える

力とコロナ禍にフィットした新たな事業展開（た

コロナ禍のマイナスの影響が色濃い状況のなか

収入が欲しかった」や「趣味や特技を生かしたかっ

とえば、店外からでもリアルタイムに店舗内の映

で、たとえば "3 密 " を避けた客が大型店ではなく

た」
「空いている時間を活用したかった」
などはパー

像を閲覧できる小売店向け AI カメラを活用して、 小規模店に来るようになったというプラス影響も

トタイム起業家のほうが起業家の割合を上回って

店人数・性別・年齢・マスクの着用有無などを推

少しはあったようです。なお 2020 年度調査では、 います。

定し、店内の混雑状況を予測するシステムを開発

企業に占める女性の割合が初めて 2 割を超えて

した企業など）によって、
業績を伸ばしているケー

21.4％となり、増加しています。

仕事の受注経路をみると、起業家では「取引先
の紹介」
（31.8％）
、
「友人・知人の紹介」
（27.9％）
、

（26.3％）の順に多いのに対して、パー
ここで、
「事業に充てる時間が 1 週間当たり 35 「特にない」

スも少なくありません。
確かに、企業活動のグローバル化によって大手
を中心に日本企業は海外に生産拠点を置いたア
ウトソーシングに依存しているため、サプライ

時間未満の起業家」と定義される「パートタイム

トタイム起業家では「特にない」が 31.6％ともっ

起業家」の実態をみてみたいと思います。

とも多く、次いで「自身の SNS やブログを通じて」

、
「友人・知人の紹介」
（23.4％）の順となっ
既存の調査結果では、おもな販売先・顧客が （24.6％）

チェーンが寸断され、生産活動に支障をきたして 「一般消費者」である割合はパートタイム起業家

ています。そのほか、
「ホームページの作成やチラ

「訪問や電話な
いるケースもあります。しかし、ベンチャー企業 （63.4％）のほうが起業家（58.1％）よりも高いです。 シ等の配布などの、宣伝広告活動」
も全体的には苦境に立たされていることに変わり

勤務先からの離職理由をみると、
「自らの意思に

どによる直接の営業活動」
「公開されている求人誌

はありません。

よる退職」は起業家が 84.2％と、パートタイム起

等の募集広告に応募して」の割合は、パートタイ

以降で、既存の調査結果に依ってこの間の事情
を多少とも具体的にみていきたいと思います。

業家（78.1％）に比べて多いですが、
「定年退職」 ム起業家のほうが起業家よりも 高いです。
事業を始めてよかったことは、
「自由に仕事が

の割合は、パートタイム起業家が 7.4％と起業家

できた」が起業家（57.5％）
、パートタイム起業家

コロナ禍でマイナスの影響を受けた企業は （3.8％）を上回っています。

開業時の勤務状況 （42.1％）ともにもっとも多く、次いで、起業家で
をみると、起業家は

は「仕事の経験・知識や資格を生かせた」
（33.4％）
、

「勤務を辞めてから事

パートタイム起業家では「収入が予想通り増えた」

業を始めた」
（65.7％）
、 （26.3％）となっています。
パートタイム起業家

以上にみてきたように、起業した事情は様々で

は「現在も勤務しな

すが、経済の活性化をうながすにはベンチャー企

がら事業 を行ってい

業の存在が欠かせません。

る」
（42.4％）がもっ

しかし、そこで重要となるのはたんに自社の利

と も 高 い で す。
「勤

益を上げることだけを意図するのではなく、利他

務しながら起業し

の精神で社会貢献することです。

た」割合は起業家で

TD Canada Trust 日本語バンキングセンターはバンクーバー本店ビルに１９９４年の開設以
来、おかげさまで多くのお客様にご利用いただいております。経験豊富なスタッフが個人から
法人のお客様まで幅広くお客様のニーズに合わせたサービスをご提供いたします。また、カナ
ダ国内のどの銀行よりも長い時間営業いたしております。どうぞお近くの TD
までお越しいただき、快適な銀行サービスをご利用ください。

262

Canada Trust

オーシャンビュー・フォレストローン
セメタリー 葬儀社
OCEAN VIEW & FOREST LAWN CEMETERIES & FUNERAL HOMES

お墓、納骨堂、お葬式、生前予約。

グレンへーブン葬儀社への事前予約も承っております。
日本からのお骨移転などお気軽にお問い合わせください。

奥山 清太 604-724-7986
SEITA OKUYAMA

www.thefraser.com

seita.okuyama@dignitymemorial.com
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初心者とシニア
の為の

タブレット
スマホ
パソコン

阿部山 優子
語ならば同伴と訳すところですが、
介護分野では生活の中でお側でできる事をさすと思います。

設定の仕方から基礎など優しく丁寧に日本語の
サポートを提供致します。古いパソコンから
Windows10 へのアップグレード、又は新規購入
のパソコンの初期設定もお手伝いしています。
土曜日もＯＫ。 お気軽にご連絡下さい。

tel: 604-307-4408 山内タカシ

留守の際はメッセージをお願いします。

e-mail: japanpctutor@gmail.com
日本語チェック

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計

皆さん、シニアケアの分野で「コンパニオンシップ」って何だろうと思いますか。多分日本

出張サービス



コンパニオンシップの醍醐味



「ひたむき」の誤った使い方はどれか。

例えば写真の M さん。とても髭が伸びていてサンタクロースみたいでしたので「お髭を切
ろう」と勧めると、最初は面倒くさがっていましたが、最後はノリノリで自分で髭を剃ってい
ました。その後シャワーをすすんで浴びて素敵な黒いシャツを着こなしていました。
またちょっと足に痛みがあった F さん。自力でシャワーを浴びますが、
その後私達が足のマッ
サージとローションを塗っています。先日ずっと通っている足の医者から「足の状態がとても
良くなっているね！しっかりマッサージ続けてね」と言われたと、喜んで電話をかけてくれま
した。
髭を切る事も、足のマッサージをすることも「あら私にもできるわ」と言われそうですが、
本当にそうなのです。事象としては大したことないのですが、それがとってもクライエント様
にとっては大事なのです。クライエント様が大事だと思うことを察して、導く、そこがコンパ
ニオンシップの醍醐味です。
先日あったチームカンファレンスでもこの「興味ある事」を引きだすことが難しいのだよね、
という話で介護士一同一致。それでも家庭菜園

①彼女は司法試験の合格をめざしてひ
たむきに受験勉強している。

を導入して少し光が見えてきた事例などをシェ
アをして、なるほど私のクライエント様にも

②身を粉にして原野をひたむきに切り
開いた開拓者に、彼は敬服している。
③彼は今回の落選をひたむきに後悔し
ている。

やってみます！と皆前向きです。この様な工夫
が明るい前向きな介護士さんによって実施され
ている姿をみると本当に誇らしく思います。コ
ンパニオンシップとはなかなか奥深くそしてや
りがいある分野であります。

（続く）

解答・解説は 46 ページ

弁護士:森永正雄
 遺言書など家庭で必要
な様々な契約

 民事訴訟（ビジネス・
保険・,&%&・その他）

 行政不服申立
カナダの法律を私が

ローレンス・ウォン＆
ローレンス・ウォン
&
アソシエイツ法律事務所
アソシエイツ法律事務所
明いたします。ご自 #210-2695
215-8600
CambieStreet,
Road
Granville
宅までの出張も可能
RichmondBC
BCV6H
V6X 3H4
4J9
Vancouver,
Tel: 604-728-4474
です。お気軽にご相
Tel:604-728-4474
morinaga@the-law-business.com
談ください。
morinaga@lwacorp.com
日本語で丁寧にご説

kami insurance agencies ltd.
創立 1959 年

バンクーバー老舗の保険代理店
住宅保険、自動車保険、ビジネス保
険、旅行保険を取り扱っております。
営業日時：月～金 8:30 am -5:00 pm

上高原保険代理店

Tel: 604. 876. 7999

E-mail: info@kamiinsurance.com

www.kamiinsurance.com
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We are 30 years old!

大恐慌（３） ――血の日曜日（下）
1938 年５月 20 日、失業者の天国と呼ばれた

こと出てきたが、他は一向に動く気配もなかっ

バンクーバーにカナダ各地から集まった６千名

た。美術館の中では、アコーディオンの伴奏に

の浮浪失業者のうち 1200 人が、スティーブ・

合わせて『砦を守れ』の大合唱が始まった。

ブロディに率いられて隊を組んでジョージア・

『砦を守れ、時は来た / さあ団結だ

ホテル、バンクーバー図書館、バンクーバー中

う / 力を合わせ

がんばろ

戦おう / 勝利は今や

央郵便局（現シンクレア・センター）を占拠した。 に』
ジョージア・ホテルの占拠組は、ホテルが

バンクーバーのイーストエンドで抗議でもをする失業者たち

目の前
打ちはじめた。局のカウンターの向こう側から

ついに警察は催涙弾を撃ち込んだ。鼻や口を

も攻撃がおこり、大混乱の失業者たちは４か所

600 ドルを出すと退去し、美術館へ合流した。 おさえた群集が、美術館からぞろぞろと出て、 の出口から外へ出た。外では警官が短く切った
美術館はジョージア街のサーローとジャービス

ジョージア・ストリートをおとなしく東西へと

ゴムホースの先をスチールのワイヤーで巻いて

の間にあった。現在の美術館は裁判所だった。

散っていった。想像されていた惨状はここでは

補強したものを手に待ち構えていた。警官の暴

まぬがれた。これは後談だが、収納されていた

挙に、失業者たちは暴徒となり、ヘイスティン

美術品は全然傷ついていなかった。

グスやグランビルの商店のガラスを片端から壊

国や州の施設を占有した浮浪失業者は、連邦
政府や州政府に「仕事をよこせ！

賃金がほし

い！」と根本的な救済措置を要求したが、一向

一方、郵便局の方では午前４時 55 分、局長

しはじめた。損害は総額５万ドル、デパートの

に回答が得られず、座り込みはそのまま続けら

が退去を要求し拒絶された。５時 15 分、２回

ウッドワーズから宝石店のバークスまで被害は

れた。座り込みに対して市民側は不便を感じつ

目の退去勧告拒絶、次に局長は RCMP のヒル隊

及んだという。

つも、大方は同情を示していた。

長を連れて現れた。ヒルは「非退去、即逮捕」

しかし、座り込みが長引くにつれ、政府は強
行排除に踏み切った。

警察は、目指す首謀者のブロディを見つける

と連邦政府の最後通告を読み上げたが、座り込

と、無抵抗の彼を引きずり倒し、大勢の警官が

み組の指導者ブロディは、「800 人全員が刑務所

ホースで打ちのめしたという。

６月 19 日午前４時 30 分、郵便局を RCMP が、 へ行くと決めている」と拒否し、話し合いは物

この騒ぎで、100 人以上のものが怪我をし、

美術館をバンクーバー市警がそれぞれ取り囲ん

別れとなった。ここでも、『砦を守れ』が高ら

だ。５時 36 分、美術館に市警のフォスター署

かに歌われている中に、催涙弾が撃ち込まれた。 名が逮捕された。

長が現れた。「早く出てこい。今から十分のう

正面の大ガラスをはじめ窓ガラスが次々と打ち

残された座り込み組に同情者が合流し、2000

ちに出ないと、催涙弾を撃ち込むぞ」

割られ、防毒マスクをした警官がバリケードを

名が逮捕者の釈放を求めて誌警察の留置所前に

破って進入し、馬のムチをふるって中の群集を

押しかけた。ここでも、一人が警備の警官に向

所長の最後通告を聞いて男が一人だけのこの

ブロディをはじめ 38 名が病院に収容され、23

かって催涙弾のカラを投げつけるなど、一触即
発の危機もあったが、それもかろうじて免れ、
群集は、パウエル・ストリート・グラウンド（オッ
ペンハイマー・パーク）での１万人大抗議集会
へと流れ、鎮静していった。
その後も、失業問題はくすぶり続けていたが、
1939 年９月、第二次世界大戦の勃発とともに
景気が回復し、自然消滅した。
		
デモ隊を立ち退かせるための警察の非常線

（文：

飛鳥井

堅二）

郵便局に抗議して医師を投げる人々

2 歳から大人まで誰でも学べる学校

普通科 毎週水曜日 4:00pm～6:00pm
幼稚科、小学科、中・高等科

体験入学、中途入学随時受付中！

基礎科（英語での授業）

毎週水曜日 6:15pm～7:45pm
Grade K～12

＊キンダー・小学・中学・高等科（継承語としての日本語）
＊基礎科 ( 外国語としての日本語 )
＊高校生クラス（初級から上級まで）
＊社会人向けクラス（初級から上級まで）
◇お気軽にお問い合わせください◇
日本語書籍 47,000 冊所蔵図書館
中・高等科の生徒によって運営される生徒会活動、課外活動など

email : info@vjls-jh.com

487 Alexander St., Vancouver www.vjls-jh.com
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田中 裕介
日系人強制収容から 80 周年（４）

分裂から再起へ
1942 年初頭、開戦直後のニュー・カナディア

体が戦時ヒステリー状態にあったとは言え、あ

ン紙（以下 NC）には「生まれた国に対するわれ

れは間違った政策だった」と認め、その象徴と

われの揺るぎない忠誠心」(Unwavering loyalty

して 21000 ドルの個人補償と全カナダ日系人

to our country) という字句が散見する。二世た

協会（NAJC）を通じてコミュニティに対して

ちは、カナダへの忠誠心を言葉と態度で白人社

2400 万ドルの補償をした。これを称して Re-

会へ示すことで、日系人全員を沿岸から 100 マ

dress（歴史をただす）運動と呼んでいる。

イルの防衛地帯の外へ移動させようとする政府

時間を 1942 年に戻すと、冬が来る前に総移

の策動を回避しようとしていたのだろう。これ

動は完了した。内陸の廃鉱の街に火が灯り、パ

が、NC 編集長トム・ショーヤマと彼の属する

ウエル通りは幽霊街と化した。そして、オンタ

JCCL（日系カナダ人市民連盟）の中の穏健派の

リオ北部の第 101 戦争捕虜収容所（以下：アン

姿勢だった。

グラー）では最大 720 名の日系人が、田中時一

これに対して、
「家族を分離するのは市民の （日本語学校長で元朝日チーム投手）をキャンプ・
権利と人権の侵害である」と立ち上がったのが

リーダーとして生活を始めていた。彼やほとん

二世集団移動グループ（Nisei Mass Evacuation

どの一世、日本で皇国教育を叩き込まれてきた

Group・NMEG）だった。これは 40 年後のリド

帰化二世たちは、1945 年 8 月の敗戦まで、
「ミッ

レス運動に繋がる人権運動の芽生えだった。二

ドウェー海戦は日本軍が大勝利した」
（トム・ク

の二方向に引き裂かれたまま出所し、トロント

世内部には男子は進んで道路キャンプへ向か

ワバラ「囚われの身」
）
、沖縄戦に至っては、
「敵

中華街の博打場で無為に過ごした時期もあった

うべきだとする「分離移動」派と、家族一緒の

は罠にはまった。これで日本は勝てる」
（田中時

と「秘蔵のノート」に書き記していた。
「これは

集団移動に固執する「頑張り屋」と呼ばれる

一「備忘録」
）と信じて疑わなかったのである。

是非とも自伝として本に残してください」とお

トム・サンドー・クワバラ著「囚われの身」

（1995・監修・穂谷野由美子・エドモントン日系人協会発行）

所内では、朝の東方遥拝に始まり、柔道、剣道、 願いしたが、公になったのは「戦時捕虜収容所

NMEG の勢力が出現した。
これに対して、政府は憎悪渦巻く沿岸部住民

野球、音楽他、多くの趣味や学習会が午後 10 時

から日系人を守るためだと、２月末からヘイス

の消灯まで組まれていた。
「人生であれ程実り豊

だが、同書には元原稿にあった国粋主義が露

ティングス・パークの家畜品評会場に仮収容を

かな時期はなかった」
（日比堅）と懐かしむ人も

呈した部分は巧妙に削除、修正されている。彼

開始した。興味深いことに、日系人の中には今

いる。一方で、国際法に反する捕虜取り扱いは

らにとって、アングラーに居続けることが日本

も「強制収容が日系人を守ってくれた」と信じ

頑として拒否し続けた。

への忠誠心の表明であり、日本が勝利すれば、

101」編だけである。

ているリーダー格の人がいる。日系文化会館の I

だが、目標を失うと運動体は停滞し、方向性

さんがその一人で、僕の編集室に来て政府の強

を失う。10 月、RCMP は二世と帰化人に希望を

制移動策は間違いではなかったと熱弁を振るっ

募り出所させていった。すると、出所希望者、

た。それは、1988 年のリドレス合意から既に

NMEG、そこから分派してカナダ国籍の離脱を

を聞いたが、当時の記憶に関しては一人ひとり

20 年近く経っていた頃だ。

カナダ政府から賠償金を獲得し、英雄として日
本に凱旋できるはずだと信じていたようだ。
アングラーにいた一世、二世の 10 人ほどに話

政府に要求し「純日本人」になると宣言する

が違う想いを持っていた。その中で、トム・サ

僕は「でも、安全保護のために財産すべてを

130 名の 3 派に分かれて対立が深刻化した。帰

ンドー・クワバラは当時の日記を「囚われの身」

没収して二束三文で売り叩く必要があったので

化人の日本語学校長・有賀千代吉や加奈陀新聞

というタイトルで公表している。彼も日本に戻

すか」と尋ねてみた。彼はちょっと首をひねっ

社長・鈴木重三などは早々に出所し家族と「捕

るかどうか悩んだが、最終的に「カナダに残っ

たまま黙していたが、やおら懐からハーモニカ

虜交換船」で日本へ向かっていった。

て三世、四世のために新たな土台を作り始める」

を取り出して、得意の「軍艦マーチ」を吹き始

結局、NMEG は 1943 年 3 月に解散し、NMEG

めた。僕は苦笑しながら相和して「マモルも攻

のリーダー・フジカズ・タナカ始めカナダの民

一方、戦前からトロントに遊学していた二世

めるもクロガネの〜」と歌い始めたが、その先

主主義教育を受けた二世たちは、集団移動が達

たちは、
「二世民主主義委員会」を組織して非人

の歌詞は知らない。いま、この珍妙な独演会を

成された以上、
「カナダ市民として戦争捕虜収容

道的な政府の施策に抗議し、戦後も全国日系カ

思い出しながら、これは貴重な日系史の暗部を

所にいる理由はない」と判断し、次々と出所し

ナダ市民協会（NJCCA）の中で活動を継続した。

照らす一瞬だったなと思う。実は、カナダ生ま

市井に散っていった。その一人のハリー・ヨネ

そして、1980 年代、カナダ政府に謝罪と補償

れの二世の中にも、
「神国日本は必ず勝つ」と信

クラは「職に就いて終戦までには生活基盤がで

を求める運動が日系米国人と連動しつつ盛り上

じる国粋主義者がいたのである。

きていたので、最後までいた岡崎さんとは違っ

がっていった。その中心には元 NMEG のハリー・

ていた」と言う。

ヨネクラや、元・二世民主主義委員会のロジャー・

運動体の分裂、解散、再統合
1942 年、カナダ政府は無辜のカナダ市民を強

その岡崎勝昌は、日本で皇国教育を受けた帰
加二世で、戦後も日本への送還船に乗るか、カ

決意を固めた。

オバタなどがいた。こうして、NMEG は分裂、
解散の後、リドレス運動で再び連帯した。連綿

制移動させ、土地・財産を没収し売却した。半

ナダに残るかで迷い続けた。日本への郷愁と、 と続いてきた日系人権運動をわれわれの世代で

世紀近く経って初めて、カナダ政府は「社会全

敗戦が彼から奪った「天皇の赤子」という誇り
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途絶えさせてはいけない。

We are 30 years old!

心のきらり 本当の自分への旅
＝制限の手放し＝

心理カウンセラー

4 月と言えば春。日本では特に桜に囲まれた

心 のケ ア

カサクラング 千冬

できることがそこまで上手にできなかったり、 ください。歩けなかったからと言って、赤ちゃ

入学式などで春を味わう機会が多いのではない

そこまで得意でなくても当然のことなのです。 んが自分を責めたりするでしょうか？

かと思います。幸運なことに私達のいるバン

人それぞれの能力で皆がお互いを支え合い助け

歩けるまで練習し、疲れたらやめ、また次に気

クーバーでも素晴らしい桜をあちらこちらで楽

合うように世界ができているからです。そこで

の向いた時に練習を始めます。「どうして自分

しむことができます。

自分の得意で大好きなこと、また自分だけの能

はこんなに下手なんだろう」、「自分はこんなこ

力や才能を見極めるには実際にやってみること

ともできないダメ人間だ」
「やるだけ無駄だ」
「ど

たはまさに「今」その瞬間を経験しています。 が大事です。自分は数字に弱いから、走るのが

うして周りの人と同じように歩けないんだろ

ご自分の生活の中で本当にその瞬間、瞬間に全

遅いから、などと思い込んで経験せずに未来の

う」なんて自分を貶す言葉は一つも考えません。

ての意識を向けていることがどれくらいあるで

可能性への扉を閉じてしまうことが、自分にか

歩きたいから練習する。歩けるまでの過程で一

しょうか？

ける制限です。

つ一つの経験を純粋に楽しむ。自分はやればで

ふと、桜の美しさに目を奪われる瞬間。あな

彼らは

自分にかける制限というと、よく制限して

もちろん興味のないことを無理にする必要は

いるのではなくて本当に無理だから、と言う人

ありません。「面白そうだな」「ちょっと興味あ

きる。彼らは自分の可能性と能力を信じ、自分

達がたくさんいます。もちろん実際にやってみ

るかも」と感じたことを素直にやってみること、

て自分に合わないことはたくさんあります。こ

ということです。できないかも、またはこうい

こで一つ理解していただきたいのは、できな

うことは上手じゃない、と決めつけてしまうと、 びいっぱいで生きる。そんな人生って素晴らし

かったからと言って自分を貶したり自分の存在

そこにあった未来の可能性が全て遮断されるど

を愛し、「今」を楽しんでいます。
本来の私達も、彼らと同じです。人生を心か
ら楽しみ、経験から学び、全てに感謝をして喜
いですね。皆さんが自分への制限を取り外し、

価値を下げる必要は全くないということです。 ころか、自分の能力にまで見切りをつけ蓋をし

色んな可能性を手に入れ喜びと楽しみでいっぱ

人はそれぞれ自分の得意なこと、自分だけの特

いの人生を過ごされることを願っています。

てしまうことにもなりかねません。

別な能力や才能を持って生まれてきます。人が

赤ちゃんが歩こうとしている場面を想像して
さて、今月のセミナーでは「制限の手放し」
をテーマにしています。前回も少し制限とは何
かというお話をしました。今回は、更に自分で

Boxers without Borders

自分にかける制限を考えてみたいと思います。
【世直しボクサー】エイジ

世直しボクサーから子どもたちへ
Round 15

www.sadecounselling.com

Hear People Cry?

♪いったい海をいくつ越えれば白い鳩は砂浜で休める？
は禁止される？

いったい何回大砲を撃ったら兵器

いったい人はいつまで知らんぷりをするの？

人々の泣声が聞こえる？

４月９日 ( 土曜日 ) 午後４時「制限の手放し」
chifuyu@sadecounselling.com

いったい何個の耳があれば

いったい何人死ねばいっぱい死にすぎたって思う？♪

……ボブ・ディランがそう歌ったのは 1963 年。
♪国境がなければ殺す理由も、命を捨てる理由もなく、世界はひとつになれるんだ♪
…… ジョン・レノンは 1971 年に歌った。
独裁者たちは豪邸でご馳走ざんまいだから戦場には行かない。子供たちに爆弾と機関銃を
浴びせるのは” 人々の幸せ” が任務の公務員たち。悪玉がトップにいても、爆弾を落とす者
がいなきゃ悪の行使はできないんだけど、彼らは忠実な子分。その殺人鬼たちを警官は逮捕
しない。みんながチョコレートを万引したら警察が来るけどね。独裁者はひとりじゃ存在し
ない。多くの自分中心主義者たちに支えられた結果。「独裁者が悪い」って指差す人たちの多
くも、虫や魚や動物を遊びやお金のために手当たり次第に殺し、不利な立場の人を利用する。
このヘンテコリンな社会は俺がガキンチョの頃よりもずーーーーっと以前から同じ。
♪いったいいつまで人は

知らんぷりをする♪…答えは「永遠に」だね、残念ながら。大人

は世界平和のための行動はしない。自分平和だけ。
♪でも世界が仲良くなることを夢見てるのは俺だけじゃない、一緒に平和を創ろう♪
あのね、大勢が知らんぷりだからこそ、みんなは正面から立ち向かえ。
Don't Stop Imagining. Don't Stop Helping People.
（YouTube ➡️世直しボクサー吉川英治）

www.thefraser.com

抗酸化

陶板浴

Boost Your Immune System
COVID-19 Special Price

$100（10 回券税込）
（定価 $200）
KEN'S TEA PARTY 毎月第２、４日曜日 ２～４pm
参加者
（6 名限定）
は 1 日無料体験していただけます。
（新規の方のみ）* 参加希望者は予約が必要です。
営業時間 火～金 12 ～８pm（最終セッション 6:45pm）
土・日 12 ～６pm（最終セッション 4:45pm）
月曜日と祝日： 定休日
ご予約：電話 または info@toubanyoku.ca

Tel: 604-687-3319

Toubanyoku Wellness

※完全予約制
www.toubanyoku.ca
1722 Kingsway, Vancouver, BC V5N 2S3
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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。

＜ The NeverEnding Story – ガラスの古くて新しい物語＞
もう 30 年以上前だが、映画・ネバーエンディ

というのを混ぜると、融け易くなってやり易い。 外を仕切り、しなって歪みも少しは吸収し、比

ングストーリーが、バンクーバーで撮影された。 氷雪に塩を混ぜると厳寒でも融けてしまうのと

較的軽量なガラスは、「ビルの皮」として重宝

改めて見るに BC Transit 時代の斜め窓のバスが

同じ理屈だ。ただ、この製法だと完成したガラ

なのだ。もちろん背景には研究の蓄積があり、

懐かしく、街の風景も印象的だ。なにしろ高層

スが水に溶けてしまう ( 水ガラスといって、こ

鋭利な破片を生じにくく、軽い割に強度があり、

ビルがなく、Waterfront の貨物ヤードから ( 当

れはこれで使途がある )。そこで石灰も加える。 化学的耐久性、防汚性、反射や透過に機能性が

時出来立ての )BC Place がまる見えなのだ。水

以上が「まぁまぁな大雑把」さのガラスの説明

晶の林のようにガラス外装の Sky scraper がひ

だ。もっとも、科学のウンチク抜きに大昔から

あるガラスが開発されてきたこともある。
一方、ガラス外装のビルは空調の消費エネル

しめく今日、想像し難い眺め。
「失われない 30 年」 職人達には常識だったのだが。

ギー、反射光の害が注目される。そこで従来の

の国の活力とは、斯くのごときか……。

古くからあるとは言っても、ガラスにはまだ

延長線上の改良の他、反射・透過や色の能動的

先に水晶と言ったが、ガラスの主原料は水晶

まだ謎が残る。「ガラスは固体ではない」との驚

制御も研究されている。同時に、発電機能や情

と同じ物質、二酸化ケイ素 ( 珪砂 ) で、白い砂

きの説すらある。水飴のような感じで、冷凍庫

報表示などの付加価値を目指す方向性もあり、

としてそこら中にある。ごく大雑把にいえば、 ではカチコチだが、常温ではいつの間にかトロ

さらには透明化木材やエアロゲル ( 固体の煙 )

これを熱で融かして冷やし固めたものがガラス

トロになっていて、その境目がはっきりしない、 などのユニークなアプローチもある。Falkor も

というわけで、白い雪を融かして水にし、冷や

というような趣旨だ。ガラスは割れるから固体

とい「巨人の肩の上」に立って眺めてみても、

して板氷にしたような感じ。表面がツルツルで

だと思われがちだが、このような粘稠 ( ねんちゅ

どうやらガラスの物語はまだまだ続きそうだ。

中身が均質なので、無色透明となる。雪や砂の

う ) な性質も隠し持っている。

白さは、光の散乱でそういう「色」になってい
るだけで、白というのはつまり無色なのだ。

（文：高久 英輔 /Eisuke Takahisa, Ph.D.,

実はこれが「水晶の林」にも関係がある。当

珪砂だけでもガラスは作れるが、めちゃく

が少なく、細いことに気付くだろう。今風の高

ちゃ加熱しないと融けないので、燃料がもった

層ビルは骨が内側にあり、外壁はカーテンのよ

いないし、ちと面倒くさい。そこで、ソーダ灰

うなもの。ビルを支える強度は不要なため、内

安心と信頼のサービス
トロント方面 の不動産に関する事なら何でもご相談ください。

不動産売買

■不動産の売買、リース
■マーケット情報、お見積もりなど無料でご相談
■店舗などの商業物件 ■不動産物件の管理業務
■弁護士、引っ越し業者、保健会社、改造業者などの紹介
お気軽に日本語でお問合せください。

Cell: 416-894-6049

tokoliu@bosleyrealestate.com

D.H. Toko Liu
（劉 東滉） www.tokoliu.com
BOSLEY REAL ESTATE LTD., BROKERAGE

＊コンドミニアム ＊タウンハウス
＊一戸建て住宅 ＊投資物件及び管理
＊ビジネス売買、店舗 ＊ご相談、お見積り無料
FRED YOSHIMURA

吉村

office: 416-481-6137 Fax: 416-480-2548
www.bosleyrealestate.com

・ブックキーピング
・管理会計 ・QuickBooks
・財務諸表 ・税務申告

Quickbooks 初心者向け講習 随時受付中
公認会計士 入谷いつこ

www.iicpa.ca 604-767-7007
itsukoiritani@gmail.com

オンライン・クラウド・リモートワーク
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秀彦

604-312-5159
yoshimura@shaw.ca

www.ie-van.com（日本語） www.fredyhome.com

ご購入の相談や不動産のお見積りは無料ですので先ずはお気軽にお
問い合わせ下さい。（個人情報厳守）お客様のご要望を第一に、誠心
誠意お世話させて頂きます。

103 Vanderhoof Avenue Toronto, Ontario M4G 2H5

Chartered Professional Accountant

Synergy Semiochemicals Corporation）

地であまた建設中のビルを観察すると外縁の柱

RE/MAX Crest Realty (Westside)

TEL: 604-602-1111 FAX:604-602-9191
1428 W 7th Ave, Vancouver BC V6L 2N2

ゼウス アカウンティング サービス
■ 会計業務、財務諸表作成
■ 個人及び法人税申告書
■ 会社設立時の会計システム
セットアップ
■ 経理、Quick Books 指導

MACHIKO SHIROKI

Certified Public Accountant
Zeus International Accounting Services
#908 - 938 Howe Street,
Vancouver, BC, V6Z 1N9

Tel: 604-374-6031

E-mail: acc.services@zeus-iv.com

藤井公認会計事務所
・ブックキーピング
・会計
・財務諸表
・T2 法人税申告書
Ryan Fujii, CPA ・T1 個人所得税申告書
ryan@fujiicga.com
日本語でお気軽にご相談ください

659-C Moberly Road, Vancouver, BC V5Z 4B2
Tel: 604-812-7139 www.fujiicga.com

We are 30 years old!

不動産あれこれ
不動産あれこれ

◆購入する場合（コンドも含めて）

先日日本の知り合いに、今、こういう物件を売りに出していますと書いて、

1.7 ミリオンの Duplex の 詳細を写真入りで送りました。その方の返事です。

バンクーバー

＄1,029,000

カルガリー

＄431,000

モントリオール

＄341,000

トロント

＄766,000

オタワ

＄382,000

この物件価格の上昇をどうするのか、BC

Real Estate

Association も

あなたの扱っている物件はカナダでは一般的なものなのですか？ それと

色々模索中です。昨年政府が提案したクーリングオフ期間を設けること

もハイグレードのもの？ カナダでは日本円で 1.5 億円を軽く超えるような

よりも、市場に出してから五日間はオファーを受けてはいけないとした

戸建てが当り前なのでしょうね。日本の国力・経済力の相対的な低下を益々

ほうが、いいのではないかという意見を出しました。

感じるような気がします。

と同時にオーナーが揃える Property

いえいえ、カナダが、特にバンクーバーとトロント近辺の不動産価格が特

市場に出すとき

Disclosure Statement（PDS）や、

Strata Documents、登記書、などを提示し、五日間で買う側が調べられ

別なのです、私は日本の方がより健全ではないのかと思っています。 実は

ることにすれば、そんなに競争にならないのではないかというものです。

カナダは OECD（経済協力開発機構）の住宅価格対所得比率指数で世界の２

政府も “No Subject Offer”、つまり条件無しのオファーはなくすという方

位なのです。OECD はヨーロッパを中心に日米を含め３８か国の先進国が加

向へ動いているようです。

盟する国際機関です。世界で手軽な価格の基礎を測定するこの指数はカナダ

（New Century Real Estate Ltd. 則末恵子）

一戸建住宅、 ビジネス ・ コマーシャル物件、 投資物件、 不動産管理

の住宅が大幅に過大評価されていることを示しています。カナダは先進国

20 年以上の豊かな経験と実績。
お客様からお客様へと紹介される
信頼と納得ゆくサービス。

の中で住宅価格と所得の差が急速に拡大しています。2015 年を 100 として、
指数はその期間からの変化を示しています。たとえば、指数が 110 の場合、
住宅価格は 2015 年以来家庭所得よりも比率が 10％上昇していることになり
ます。指数 90 は今度は住宅価格が所得より比率が 10％下落したことを意味
します。アイディアとしてはこれらの指数がどれだけ速く変化しているかを
推定し、問題になる前に対処することだそうです。
カナダのこの指数は 2021 年の末で 141.9 に達しました。ということは、
2015 年から住宅価格が収入より比率が 41.9％上昇したことを意味します。ア
メリカのこの指数は 30 です。G7 のなかでカナダの指数を上回る国はありま
せん。１位はオランダで 148.3 だそうです。
自然豊かで気候が良いバンクーバーとアメリカの大都市に近く経済も安定
しているトロントですが、需要と供給でどんどん上がっていく不動産価格に
一般庶民の収入が追い付かなくなっているのは大きな問題ですね。
因みに、最近の平均レントと平均不動産価格の表がありましたので、以下
に掲載します。
◆１Bedroom をレントする場合
バンクーバー

＄2,080

トロント

＄2,270

バーナビー

＄1,570

モントリオール

＄1,500

ビクトリア

＄1,390

則末 恵子

Keiko Norisue

不動産売買
不動産マネージメント

NEW CENTURY
R E A L

E S T A T E Ltd.

400-535 Howe Street. Vancouver, BC V6C 2Z4
Tel:

604-250-4935

Email: keiko@new-c.com

お客様の夢を形に
住宅・商業・投資物件・賃貸斡旋

査定・ご相談は無料です。
不動産管理も行っております。

オークウエスト不動産株式会社
2300 Birch Street, Vancouver, B.C. V6H 2T2
Tel:604-731-1400 Fax:604-733-6700

E-mail:oakwest@telus.net Homepage: http://oakwest.net

日系唯一の総合専門グループ不動産売買・管理専門

April Yoda 依田 敦子

日本語でお気軽にお問合せください。 Tel: 604.992.5080

a4yoda@gmail.com

セルマック不動産 www.selmakrealty.com
Selmak Realty Ltd. 2629 Kingsway, Vancouver, BC V5R 5H4

四季があり治安もよく、市場の安定したバンクーバーで不動産を
所有することは長期にわたる理想的な不動産資産につながります。
売買交渉時
代 表

セールス

セールス

セールス

中谷 太三

木村 翔

松田俊子

中谷陽里

604-831-1404
604-783-3261
604-728-8230
604-681-9329
taizo@oakwest.net sho@oakwest.net toshiko@oakwest.net yori@oakwest.net
不動産管理
30 年の豊かな経験と実績を基に、信頼と安心の出来る
きめ細かなサービスが私達の自慢と誇りです。
管 理
中谷太三 / 木村 翔 / 中谷陽里

www.thefraser.com

最善な価格と条件を提示
登記手続時

弁護士と連携した円滑な手続
不動産購入・売却が日本からも可能

SUTTON 不動産、在籍３０年
E メール

jmori@sutton.com
月刊 ふれいざー

森 ジェームス

携帯 : 604.290.3371

www.sanitec2000.com
Sutton - Centre Realty
3010 Boundary Road Burnaby,
BC. Canada. V5M 4A1
事務所 : 604-435-9477 since 1987
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は、お母さんの気持ちにただひたすら寄り添

Dr.

とです。

愛の

い、話を聞くことなのです。

Happy Parenting

面に立っています。例えば、世界中のクラシッ

ニシアティブを取り、敏速に行動しています。

クコンサートからロシア人作曲家のプログラ

これは素晴らしいことである一方で、他に世界

ムが次々とキャンセルされていることが話題

各地で起き続けてきた不幸に対してはどのよ

になっていますね。すでにこの世から去ってい

うに取り組んできたでしょうか。

多文化社会の子育て
（２）

水田 愛

娘の親友はお父さんがウクライナ人、お母さ
んがロシア人。

言語だけでなくロシア文化もいま批判の矢

今回のウクライナ侵攻に関しては、前例を見
ないほど世界中のリーダーが一丸となってイ

る作曲家であることは然もありなん、チャイコ

アフガニスタンの子どもたちの支援活動を

フスキーやショスタコーヴィッチは政府に抑

何年間も続けている友人は、Facebook に毎日

圧されながら作曲を続けた作曲家です。だから

その様子を投稿して来ましたが、人々の関心は

ロシアによるウクライナ侵攻が始まってか

こそ、敢えて今こそロシア人作曲家の音楽を奏

低く、政府からの支援もほとんど受けられな

ら、ロシア語を話すのを一切やめて、母娘の会

でるべきだ、と主張している音楽家もいます。

いのに、と嘆いていました。また、インド系

話は全て英語に替えたとお母さんから打ち明け

言語であれ、文化であれ、政治とは切っても

の友人は、自分たちのような茶色い肌（brown)

られました。旧ソ連で生まれ育ち、大人になっ

切り離せないのだと改めて考えさせられます。

の人間、子どもたちの不幸は「普通」なことと

てから北米に移住した彼女にとって英語は第二

侵攻が始まった際、バンクーバー教育委員

放置され（normalized and ignored)、金髪の白

言語。お嬢ちゃまが生まれてから 10 年間、愛

会からすぐにメールが来ました。それはこの

い肌の人々の不幸は「あってはならないもの」

情を伝え、喜怒哀楽を共有し、母娘の絆を紡

ニュースによって影響を受けている子どもたち

として最優先課題となるのだと実感している、

いできたロシア語。二人の愛の言葉を捨てて、 の心のケアを親としてどのようにするべきか、 と話してくれました。
二人とも決してウクライナの人たちの苦し

あえて不自由な英語で話すことを選んだので

わかりやすく説明した内容でした。要約すると、

す。理由は「話す価値がないから」
（"they don't

⒈ 子どもたちの感情をありのままに受け止

みを軽視しているわけでも、世界のリーダーが

deserve to be spoken”）というものでした。
「これからあなたには一切ロシア語を話さな
いから。
」
そうお母さんから聞いたお嬢ちゃまは大泣き
したとのことです。それを聞いて、私も泣いて
しまいました。
このような決断に対しては、賛否両論もある
ことでしょう。
私も言語教育学者の端くれとして思うところ
はあります。ロシア語という言葉に罪はあるの
か、と言えばそうではないと思います。一人の

めた上で、安全であることを伝えること。

ウクライナのために一丸となって行動するべ

２. 親も湧き上がって来る自分の感情を無視

きでないと言っているのではありません。そう

せずに向き合うこと。それが子どもへの共

ではなくて、なぜ私たちが肌の暗い人たちの不

感力を育む。

幸にも同じ共感力を持って手を差し伸べるこ

３. 子どもの心配や質問を注意深く真摯に受

とができないのか、と疑問を呈しているので

け止め、話をする時間を設けること。なる

す。このようなクリティカルシンキングの必要

べく客観的に説明し、わからないことは正

性は、20 年以上前、9.11 後のメディアと世界

直に「わからない」と答えること。

リーダーたちのあり方について、言語学者ノー

４. テレビやオンラインメディアの情報過多
には注意すること。
という内容でした。

ム = チョムスキーが指摘したことでもありま
す。私たちの社会は身近なところでも苦しみ、
悲しみで溢れています。それらから目を背け

暴君のせいで、母の祖国と自分を繋ぐ継承言語

これらのことを踏まえた上で私が今、親とし

ず、地に足を着けて、まずは自分たちが何がで

を断ち切られた娘の親友のことを思うと胸が痛

て大切なことだと思うのは、これを機にクリ

きるのか、子どもたちと考え、そして行動する

みます。ただ、いま私が友人としてできること

ティカルシンキングを子どもと一緒に育むこ

機会にしたいと思います。

Sayaka@HappyHomesVancouver.com
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自然と生きる
高橋 清

習 う 事 の 多かった少年期

ムクドリの悲劇が過ぎても、獣の “死” と言い

だしたので、
「よし、大車輪」と決めて後ろに全

うものの厳しさと哀しさから抜け出す事には苦労

力で振り込むと、握っていた鉄棒が手から離れた

したが、以来、空気銃は母が始末をしたらしく二

と思ったがそれは誤解で、手が鉄棒から離れ、う

度と目にしなかった。８歳の子供心にも重大な事

つ伏せだった身体がそのままの勢いで後ろに流れ

件だったことは父も感じたようで、その後、暇を

飛び、砂利の地面にうつ伏せのまま、足も延ばし

見ては野山にキノコや薬草を採りに僕を連れ出し

て滑り込んだ。近くにいた生徒たちが集まって大

てくれ、お陰で野生のキノコを学んだ。当時、田

騒ぎし誰かが先生を呼びに行ったらしく、ボーッ

舎の山の中にはいたるところにキノコが生え、食

とている僕を抱き起した。体重も軽い事が幸いし、 Steller's Jay

用出来る種類を覚えるのも大変だった。近所の人

怪我は額と顎に大きな擦り傷だけ。放課後家に

の間では、歩いて 15 分くらいの高山と呼ぶ山塊

帰って母にその話をすると、
「お前は鼻が低くて

の中では無言の取り決めがあったようで、見つけ

良かったね」と、褒められたのかけなされたのか。

たキノコは採って良いというものでは無かった。

数日後、１年生が休み時間に跳び箱をしようと

更にそこで習ったのは、キノコの群れを見つけて

して、いくら飛びついても箱の上にやっと乗るだ

も根こそぎには決してしないで、成長しきった個

けなのを見た僕は、
「手が跳び箱の先につかなけ

体だけを十分気を付けて引き抜くか、小鋏で切り

れば飛び越せないぞ」と言って、手本のつもりで

り、残すキノコを傷めない事を教えられた。僕は

飛んで見せた迄は良かったが、箱の先端に着く筈

こうして、まともに経験した “生き物の死” とい

の手が、跳び過ぎて跳び箱の先端にさえ触れずに

う悲劇から立ち直る事が出来て１年がたった。

先の砂場に頭から飛び込んでしまった。その出来

一方では、キノコ採りの経験から、ますます僕

事をどこかで見ていたらしい体操の先生が、授業

の好奇心は増して行ったと思う。９歳、３年生に

が終わると教室の前で待っていた。先生はまたも

なっても僕の体はクラスで最も小さかったが、仲

額に擦り傷を作った僕と一緒に我が家に来て父母

間に負ける事に耐えられず、いつも積極的だった

に注意を促したので、母は先生にしきりに頭を下

ようだ。夏休み前、休み時間には校庭に出て飛び

げ、父自慢のまんじゅうを包んで渡して謝った事

回るのが日課だったが、ある時上級生の名だたる

を未だに覚えている。

スポーツマンが校庭の東側に並ぶ鉄棒で「大車輪」

前回のムクドリと同じ種に属する、当地で見られる鳥、

同じく類似種、Northern Flicker

それにも拘らず大事件が起こったのは、また数

左足が３センチほど長くなって全く動かせない日

をしているのを見て、その真似をしようと、やっ

日後であった。校庭の東側には、鉄棒の並んでい

がひと月以上続いた。母は忙しい毎日の中で僕の

と手の届く低い鉄棒に飛びついた。身体を大きく

る運動場から約３メートルの石垣が出来ていて、 為にどれだけ手間をかけたか。僕は秋が来るまで

降り始めるとたちまち軽い体は前後に水平に振れ

その下は登校道路になっている。ある昼過ぎ、性

登校が出来ない羽目となった。母はその時のつら

懲りもなく鉄棒で遊んでいると、何処かに遊びに

かった毎日を、僕が大学を卒業するまで機会ある

出掛けた同級生が石垣の上に僕がいるのを見て、 毎に繰り返した。
からかうつもりか、
「キヨちゃん、この石垣を降

退院して家の帰っても、父は僕の暴挙について

りられるか」と叫んだ。僕は何も考えずに石垣の

は一言も苦情を言わなかった。ただ一言、未だに

上に走って行って跳んだ。気が付くと僕は病院の

父の遺言のつもりで記憶に残してきたのは、
「オ

ベッドの上。母が蒼い顔をして僕の足をさすって

メエ、好奇心に負けていたらこの世はやって行け

いた。僕の目覚めた事に気付いた母は、
「お前を

ねーぞ」の一言。以来僕は、
「好奇心は有っても

もう学校には行かせん」と僕を抱いて泣いた。そ

良いのだ、コントロールさえすれば」と自覚した

の言葉通り、右足の付け根を脱臼して水腫が出来、 もので、今もその好奇心と共に僕は生きている。
この歩行困難な２ヶ月の経験は明らかに僕の性
格を変えたようだ。好奇心は一向に衰えなかった
が、何かをするにあたり、必ずいったん一歩退い
て、どうやって実行するかを考える習慣を、父か
らの説教で培ったと思う。中学を卒業し、高校に
入ると更に周囲の社会は広く、難しくなって行く。
今までの自画自賛の生活から抜け出し、人と交遊
することで一人では出来なかった、テニス、マラ
ソン、野球などの人の輪の中で、第２次世界大戦
大間々町に沿った渡良瀬河に掛かる、高津戸橋
（大学生時代の絵）

www.thefraser.com
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という暗黒の時代に突入していった。
子供のころに描いた、今に残るたった一枚の絵
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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

野菜ジュースをベースにしたヘルシー度アップなドリンク！
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

テキーラ×トマトジュースの相性がぴったり

ニンジンが苦手な子でも飲みやすいベジドリンク

Straw Hat

Bunny Hop

テキーラ

60ml

キャロットジュース

90ml

トマトジュース

適量

オレンジジュース

120ml

レモン果汁

１tsp

ライム果汁

30ml

レモンスライス

飾り用

炭酸水

		

		

オレンジ

60ml

スライス

飾り用

１）氷を入れたグラスに
１）シェイカーにキャロットジュース、

テキーラを注ぎます。

オレンジジュース、ライム果汁を

２）レモン果汁とトマト

入れてシェイクする。

ジュースを入れて

２）グラスに（１）を入れて、炭酸水

ステアする。

を注いでステアする。

３）レモンスライスを

３）オレンジを飾り完成。

飾り完成。

＊キャロット入りのフルーツ＆野菜
ジュースでも美味しい。

April 2022
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隙間川柳の会
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あなたの心の隙間に
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プーチンは何故好き勝手にできるのか

カサゴ目 フサカサゴ科

隙間川柳の会

花子

タイガーロックフィッシュ

あなたの心の隙間に

――北

毎週土曜日の午後、ご予約販売で
安価（$20-30)にてお刺身セットを販売しております
締切は毎週金曜日です
どうぞお問い合わせ下さい

子供達回転寿司がおいしいと

1310 W 73rd Ave., Vancouver 604-261-2230

sudoku break

答えは p. 43

We are 30 years old!

本誌３ページより続く

濱口竜介独占インタビュー

第 94 回米アカデミー賞 国際長編映画賞
「ドライブ・マイ・カー」監督・脚本

濱口 竜介氏
弱い武器でも磨けば世界で認められる

明日、津波が来るなんて全く思わず暮らしていた。

どんな環境で育てばこうした才能を培えるのだ

今日と明日はそんなに変わらない日が来るのだと

ろうか。また、何から知識やひらめきを得て今の

思って暮らしていた。けれども、それが急に途切

濱口監督がいるのだろうか。

れてしまった。自分自身、明らかに違う何かが急

がやっていかないと、多様性が多くの人に受け止

に起きると思って生きていませんでしたが、その

められるということもないのではと思います。で

別に何かをしたというのはないですね。どちらか 『明日』というのは本当に急に来るのだと、その時

すから、必要なのはそれをやる覚悟があるかどう

「自分はごく一般的な家庭で育っているので、特

『Drive My Car 』 (C) Sideshow and Janus Films

と言うと常に才能がないということを思いながら

に凄く感じました。それはその後の自分の人生の、 かということをみんなが自分に問うことだという

やってきました。映画は視覚芸術で、視覚的に何か

一つの考え方の基盤になっていったのは確かです。 気がします」

鮮烈なものを撮れる人に憧れていたのですが、大

喪失を描こうと思ったワケではないと言いました

学の映画サークル時代から自分よりも遙かに優れ

が、その体験がこの物語を選ぶ上での指針になっ

た才能を持つ人を見てきて、自分はそういうもの

たり、物語を書いていく上での一つの具体像になっ

は作れないと思いました。
でも映画を作るとしたら、 たりしている部分はすごくあったんだと思います」
自分は言葉からしか発想できない、俳優が何かを
しゃべっているというところからしか発想ができ

多様性を受けとめる覚悟ができているか

ないと思ったのです。それが映画の武器としたら弱

近年、ハリウッドは多様性を前面に押し出しては

い武器ですが、その武器を磨いていくしかないな

やりたいことが曇っている
次の作品、また作品の傾向について聞いた。
「何も決まっていないというのが正直なところで
す。自分を巡る状況が激しく移り変わっているとい
うことは事実で、じゃあ、この状況の中で自分は
どうするのかということを迷っている状態ですね。

いるものの、
現実社会の反映に追いついてはいない。 これまでは、自分がやりたいことが結構素直にあっ

『ああ、これがやりたいな』って思ってやって
と思ってやってきました。
できないことを見極めて、 そんな中、今回作品賞候補になっている『CODA』 て、
できることを最大限に伸ばすということをひたす

と本作の両作品に手話が登場する。また、本作は劇

きたのですが、今はやりたいことが曇って見えない

らやり続けた結果が今なのではないかと思います」

中劇で非常に挑戦的かつ、未来を描くような演出

ような感覚があるので、それがクリアになるまで

「喪失」から得たものとは
昨年のアカデミー賞作品賞の受賞作『ノマドラ
ンド』と本作、濱口監督が共同監督をした東北の震

をしている
（同じ舞台で複数の外国人俳優が共演し、 は待ってみようかなと思っています。クリアになっ
それぞれ母国語で台詞を言って演技をする）
。本作

てきた時に、もしそれが大きな予算が必要なもの

が持つ多様性に関するメッセージや意図について

だったら、今ある環境というのはすごく在り難い

の考えを聞いた。

と思うかもしれないし、別に予算がなくてもいい
なと思ったら、今まで通りのことを続けていくと

災のドキュメンタリー映画の共通点は、
「喪失」だ。

「
『多様性』という言葉に関しては、よく分からな

喪失とどう渡り合うか、どう乗り越えるかを描いて

いと思っています。なぜなら、多様であるという

いる。本作の主な舞台は、原爆投下という人も町も

のは当たり前のことで、
（世の中には）あらゆる人

自分がどういう物語を選ぶ傾向があるのかは、本

膨大な喪失を経験した広島。その場所で、喪失を経

種がいて、それぞれが育ってきた環境があり、違

当に分からない。やっている途中で『あ、こういう

いうことになるのではと……。

験した２人が出会い、

う宗教があります。 ことがやりたかったんだな』っていう事の方が実

恋 愛 感 情 で は な く、

多様は現実として

は多くて……。自分は凄く『リアクティブ』な人

心を通わせる。その

間違いなくありま

間だと思います。遠大な計画があって……という

微妙なさじ加減と表

す。重要なのは多

のではなく、
何かが起きて状況の中に投げ込まれて、

現力に各映画賞の投

様性を受けとめる

その時の自分自身の反応を見て、あ、自分はこう

票メンバーは圧倒さ

覚悟だと思います。 いう人間だったんだっていうことを自覚するとい

れた。濱口監督自身、

多様性を受けとめ

うのが正直なところです。今回も村上春樹さんの

どんな喪失を体験し

るのは間違いなく

原作を提示されて、あ、自分はそれをやるのは全

てきたのだろう。

簡単なことではな

く嫌ではないと思いました。
『全く嫌ではないこと』

い。だってみんな

というのをやっていったら今この場にいるという

「本作を喪失の物語
という風には思って

違 う の で す か ら。 ような感覚があります。今後もそうできたらいい

いなかったのですが、いろんな方に観ていただい

みんな違うから、
そこには対話がなくてはいけない。 なって思っています」

て、これは喪失の物語なのかと気づきました。自

本当に調和のある多様性が達成されるにはものす

分自身、大きな喪失というものを経験したことは

ごく長い時間がかかりますが、それをする覚悟が

オスカー４部門候補のうち、少なくとも１部門

ないです。ただ、東北の震災で被害を受けた方た

みんなにあるだろうか？ということが問われてい

は受賞確実の『ドライブ・マイ・カー』
。27 日の授

ちにインタビューをする体験は凄く大きかったと

るのが現在なのかなと思っています。劇中劇にあ

賞式の後、濱口はどんな “リアクティブ” をするの

思います。喪失を体験していないけれども、いつ

る多言語演劇を作って行く作業は凄く大変でした。 だろうか。楽しみにしたい。

でも失いうるのだということを思いました。
みんな、 ただ、この大変なプロセスというものを一人一人
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インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）
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特集

ウクライナ ― 悲憤の歴史
第三次世界大戦の火種にもなりかねないロシアによるウクライナ侵攻に、世界中の人々が
ニュースやインターネットから目が離せなくなっている。一方、ニュースをみることをやめて
しまったという人も多い。目の当たりにする戦禍を直視できず、自分の心が病んでしまいそう
になるからだ。今やネットでは、ニュースを見て傷んだ心の癒し方などのサイトもでてきている。
今、この戦争はまさに情報戦の様相も呈している。そんな中で私たちがフェイクニュースに
騙されないために、あちこちの SNS やサイトで言っていることをうのみにせず、自分の頭で考
えることの重要性が、今まで以上に問われている。そのためには、考える基礎となる知識をもっ
ておくことが必要だろう。
ここでは、ウクライナという国がこれまでたどってきた歴史について、ごく簡単にまとめて
みた。古くから単一民族国家として作り上げられた島国日本や歴史の浅いカナダとは全く違った
ウクライナの悲しみの一端を知った時、私たちは何を感じ、考えるのだろう。

様々な民族に蹂躙されたウクライナ苦難の歴史
紀元前 1000 年 小グループの遊牧民族が跋扈していた。

▼

紀元前６世紀 スキタイ人による国家誕生
▼ サルマティア人の登場
紀元前２世紀 東ゴート族王国誕生
▼ フン族による民族大移動
６世紀 アヴァール族による支配
▼ スラヴ民族によるキエフ建設
７世紀 ハザール・カガン国による支配

▼

８世紀 ルーシ国誕生リューリク大公朝（キエフ大公国）

▼

11 世紀 ヨーロッパ最大の国家となるリューリク朝全盛期

▼

1648 年 コサック軍の反乱⇒ウクライナ独立戦争に発展
▼ コサック国家誕生
ロシアがポーランドとヴィリニュス条約締結
コサックはスウェーデン、トランシルヴァニア
と同盟締結
1657 年 ウクライナ・ロシア戦争

▼ ウクライナ内乱、以後混乱期が続く

1689 年 ロシアとポーランド・リトアニアによるウクライナ分割

▼ 露土戦争によるウクライナ統一が失敗

1709 年 コサックのロシアからの独立が失敗し、ロシア政府
がコサックの自治制を廃止、農奴制はじまる。

▼

1783 年 ロシアがクリミア半島を併合。イスラム国家クリ
ミア・ハン国の滅亡。

12 世紀 ルーシ国の分裂＝キエフ大公の権威衰退

▼ 分裂した諸公国が次々に独立

13 世紀 モンゴル帝国による侵略、支配下におかれる		

▼ 度重なる独立戦争があるが果たせず

1340 年 ユーリ２世の暗殺＝王朝の崩壊
▼ ポーランドとリトアニアが領土継承紛争。リト
アニアは北・中部を奪取。ポーランドは西部を
奪取。クリミア・ハン国が南部を奪取。
残された東部はモスクワ大公国に。
武人共同体のコサックの登場
1569 年 ポーランド・リトアニア共和国設立
コサックが共和国側でヨーロッパ中で戦う
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クリミア・ハン国のタタール人と戦うコサック。 ユゼフ・ブラント画

We are 30 years old!

▼

▼

ロシア及びオーストリア帝国による抑圧政策
▼ ウクライナの民族運動が高まる。詩人タラス・シェ
ウチェンコによってウクライナ語が完成。
1873 年 ロシア帝国がエムス法によってウクライナ語の
書物の出版を禁止。

▼ ロシア革命 ⇒ ソビエト政権誕生

1937 年 スターリンによるウクライナ人の大粛清
ウクライナ政府の閣僚 17 人全
員が処刑された。首相パーナ
ス・リューブチェンコは自殺。
1939 年 独ソ不可侵条約締結。

第二次世界大戦勃発。
ソ連とドイツのウクライナ争
奪戦で２万 800 村が壊滅した。

1917 年 11 月７日 ウクライナ人民共和国樹立宣言

▼ ウクライナ・ソビエト戦争。タタール人のク
リミア人民共和国がソビエト政府により滅亡。

ウクライナ首相パーナ
ス・リューブチェンコ

1941 年 〜 42 年 の ８
か月で 280 万人のソビ
エト捕虜が殺害された。

キエフにおける反ソビエトデモ
反ロシアのポスター。女性がロシアの双
頭の鷲から子供を守っている。看板には
「他国のものは要らない。我々の国のもの
は渡さない」と書いてある。

1918 年１月９日 ウクライナ人民共和国独立宣言
▼ ドイツ、オーストリアなどの介入によるソビエト		
からのキエフ奪還や国内政治の混乱
1919 年１月６日 ソビエトによる傀儡政権
ウクライナ・ ソビエト社会主義共和国を樹立。

▼ ウクライナ人民共和国軍、ソビエト赤軍、ロシ

ア帝政派白軍とそれを支持する仏・英・ポーラン
ド軍および無政府主義黒軍、ウクライナゲリラ緑
軍が入り乱れて戦闘
1920 年 ソビエト赤軍が勝利しウクライナ・ソビエト社会
主義共和国の統治下になる。一方、西ウクライナ
はウクライナ人民共和国独立を宣言。

▼ ウクライナ・ポーランド戦争が勃発

ポーランドが勝利し西ウクライナ人民共和国滅亡
その後領土をとりあってポーランド・ソビエト戦
争勃発したがポーランドが勝利
１922 年 ウクライナ社会主義共和国、ロシア、ベラルーシ、

1943 年〜 44 年 ソ連共産党が勝利してウクライナ支配決定
（第二次世界大戦におけるウクライナの犠牲者は
800 万人〜 1,400 万人、
推定５人に１人が死亡

▼

1954 年 親ウクライナのフルシ
チョフによりクリミア半
島がウクライナに返還

▼

1972 年 ブレジネフによる人権
主義への弾圧でウクラ
イナ知識人の大量逮捕

ドニエプル川を渡るためにいかだを
準備しているソビエト兵士。標識に
は「キエフへ！」と書かれている）
。
ドニエプル川の戦い、1943 年

▼

1986 年４月 26 日 チェルノブイリ原子力発電所事故

▼

1990 年代 ゴルバチョフ首相によるペレストロイカと呼ば
れる政治改革。ウクライナ民族運動が高揚する。

▼

1989 年 ウクライナ語の公用化が実現。
民族主義組織「ルフ」を結成。主権宣言採択。非
核三原則を採択。国民投票による圧倒的多数で

1991 年８月 24 日
ウクライナ独立宣
言。長い長い苦難
の年月を経てウク
ライナ国が成立し
た。

▼ ザカフカースが同盟しソビエト連邦の結成。

1923 年〜 33 年
ウクライナ化を促進したが頓挫し、ロシア化の時代へ。
この間スターリンに人工的に起こされた大飢饉（ホロドモー
ル）により、400 万人から 1000 万人が餓死したとされる。 ホロドモール：人工的に起こされた飢饉。
後にウクライナ政府、欧米諸国によりジェノサイドと認定。 ウクライナのナショナリズム鎮圧のため、2500 人以上が食人で処刑さ
れた。写真はパンを求める人々の行列（ウクライナ国家公文書館）
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ソビエト連邦の崩壊から現在まで
ウクライナは建国後も激しい内部紛争が続いている

ウクライナ・ソビエト社会主義共和国誕生
▼ ソビエト連邦の崩壊
1991 年 ウクライナ独立
＝中立国宣言

603,700 平方キロメートル （日本の約 1.6 倍）
24 の州と 1 つの自治共和国（クリミア）
、２つの特別市に
よって構成されている。
そのうち、クリミア自治共和国及びクリミア半島南西部に
ある都市セヴァストポリはロシア連邦の支配下にある。
43,734,000 人 （日本の約３分の１）

1994 年、NATO と提携

◆ 民族

▼
2004 年 オレンジ革命（大統領選挙の不正に関する反発）

▼

2005 年 ヴィクトル・ユシチェ

▼ ンコ大統領（NATO 加

盟に積極的）
2006 年 12 月 ティモシェンコ
2010 年 ヤヌコヴィチ大統領（親ロシア派）

◆ 国土

◆ 人口

ロシア及び CIS 諸国と軍事提携

▼ 内閣発足

ウクライナ・ファクトシート

オレンジ革命

▼

2013 年 EU との連合協定を停止してロシアとの関係を深める

▼ 反対派によるウクライナ騒乱（マイダン革命）

2014 年 ペトロ・ポロシェンコ		
大統領
ミンスク合意（ロシア、
ウクライナ、OSCE、分		
離独立派の代表者が停		
戦と政治解決を目指す）
クリミア危機（クリミア
マイダン革命 photo: Amakuha
半島とドンバス地方で
ウクライナ軍と親ロシア派・ロシア軍との衝突）
３月 ロシアによるクリミア併合
４月 ドンバス戦争（ロシア・ウクライナ戦争＝ク
リミア危機・ウクライナ東部紛争）
2015 年２月 11 日 ミンスク合意２（ウクライナ、ロシア、

多民族国家（８割を占めるウクライナ人のほか、ロシア人、
ユダヤ人、クリミア・タタール人、ハンガリー人、ルーマ
ニア人、ブルガリア人、モルドヴァ人、高麗人など）
※ 2021 年７月、ゼレンスキー大統領は「先住民法」を
制定し、ウクライナ人、クリミアタタール人、カライ
ム人、クリムチャク人などを先住民族として指定した
が、ロシア人を含まなかった。プーチン大統領は、ロ
シア人とウクライナ人の歴史的一体性を主張している。

◆ 言語
公用語はウクライナ語。教育の７割はウクライナ語で行わ
れ、３割弱がロシア語、その他クリミア・タタール語、ハ
ンガリー語、ルーマニア語が少数ある。

◆ 宗教
伝統的にはウクラ
イナ正教会
多くはキリスト教
徒で、ウクライナ
東方カトリック教
会が多いが、西方
典礼のカトリック
教会およびプロテ 世界遺産のキエフの聖ソフィア大聖堂と修道院
群及びキエフ・ペチェールシク大修道院
スタント、イスラ
photo: Pomah Haymob
ム教徒、ユダヤ教徒、仏教徒なども少数いる。６割以上の
国民は無宗教、あるいは特別な宗教団体に属していない。

◆ GDP

▼

1783 億ドル 1 人あたり GDP は 2,001 ドル。
（ポーランドの
約３分の１弱。旧ソ連の国では最貧困国）

▼ ント申請

◆ 産業

フランス、ドイツによる紛争終結への合意）
2016 年１月 1 日 ウクライナの欧州連合との経済コンポーネ
2019 年 ウォロディミル・ゼレンスキーが大統領に就任
クリミア半島奪還とウクライナ再統合をめざす国家
戦略「クリミア・プラットフォーム」を発足

▼

◆ 軍隊

2022 年２月 24 日

ロシアによるウクライナ侵攻始まる
月刊ふれいざー
ふれいざー
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April 2022
2022

肥沃な農地があり世界有数の穀物輸出国。
IT 産業が盛んで、ヨーロッパやアメリカのシステム開発の
アウトソーシング先になっている。
宇宙科学も盛んで大勢の科学者を輩出している。

Fraser
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ウクライナ軍の総兵数は約 20 万 9000 人
ヨーロッパで３番目に大きな軍隊をもつ。

We are 30 years old!

ヨーロッパ最大の難民危機

Rose Charities 主催

1 Night Stand
ウクライナの人たちのためのチャリティ・イベント

www.1nightstand.org

収益はローズチャリティーズのウクライナ緊急基金に送られます。

４月９日 ６pm ＆ 9:30pm
York Theatre 639 Commercial Dr. Vanouver, BC
チケット：$25 〜 $100 https://1nightstand.org

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）
難民のための人道支援を提供していま
す。 ま た、 近 隣 諸 国 の 政 府 と 協 力 し
て、安全と保護を求める人々に国境を
開放しておくよう呼びかけています。
UNHCR の活動支援をお願いします。

寄付先：https://bit.ly/3qMO1Js

UNICEF（ユニセフ）

スタンドアップ・コメディ・コンサートは、戦禍に苦しむウクライナ
の子供達と家族を救済するためのファンドレイジングイベントです。

ウクライナの人々への寄付を

Rose Charities

ウェブから：www.canadahelps.org/en/charities/rose-charities
チェックでも受け付けます。チェックは Rose Charities 宛てにして、チェック
の下部に「Ukraine relief」または「for Ukraine」と書いてください。
送り先：Rose Charities Canada 1870 Ogden Ave, Vancouver, BC, V6J 1A1
◆ Rose Cahrities は、東北大震災から５年間、毎年東北の人々のための義
援金コンサートを本誌『ふれいざー』、AMDA と共に共催した、バンクーバー
を拠点とする医師によって設立されたチャリティー団体です。完全なボラ
ンティア団体で、すべての寄付金は義援金として現地に送られます。
"every child is my child" という理念をもとに、今回はウクライナの女性と
子供の支援に重点を置いて活動しています。www.rosecharities.ca

ユニセフのウクライナ緊急基金にご
協力ください。ウクライナの子供達
と家族に、安全な水と衛生用品、緊
急医療サービスなどを供給します。

寄付先：https://bit.ly/3JReInV

ウクライナの戦禍に
巻き込まれたペット達を
救出するための寄付は、
本誌 45 ページを
ご参照ください。

令和３年度外務大臣表彰
本誌『ふれいざー』社主に伝達式

コロナで延期されていた令和３年度の外務大臣表彰授賞伝達式が、３月 23 日、総領事公邸
において行われました。
1992 年のコミュニティ誌『ふれいざー』創刊以来、バンクーバーの日系コミュニティに対
して多岐にわたる情報を日本語で提供し、また、日本をはじめとする各国の自然災害復興やカ
ナダ社会に対するチャリティーイベントを数々主催し、日本とカナダの両コミュニティの架け
橋として貢献したこと、また、バンクーバー補習授業校では国語教師として 30 年間教鞭をとり、
当地の子女教育にも大きく寄与したこと等が授賞の理由となりました。
伝達式当日は、羽鳥在バンクーバー日本国総領事より日本とカナダとの相互理解の促進にか
かる多大な功績に対する敬意と謝意を伝えるとのお祝いのス
ピーチをいただいた後、外務大臣表彰状を手交されました。
授賞の挨拶と乾杯
の 後 は、 長 期 に わ
たって『ふれいざー』
を支えてきたスタッ
フと共に、季節感溢
れる美味しい日本食
をいただきながら思

鳥羽総領事と宮坂まり Fraser
Journal Publishing 社主

い出話に花を咲かせ
ました。

www.thefraser.com
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短期連載

バンクーバー日本語放送史（戦前編）
第３回

平原 哲也

新見商会「流行歌放送」

第 3 回目は日本唄放送と双璧をなす新見商会
の「流行歌放送」について記す。
新見商会は新見虎五郎（徳島県出身、1910 年
渡航）の経営する薬屋、写真屋で、1919 年にパ

思われる。生演奏では新光社放送でもおなじみ

中津輝夫や竹本文子などベテランの部類に入る

の料亭の女将、金太郎笑子と玉川百合子が三味

有名人も起用した。このように本格的な声楽家

線演奏で初回より大活躍した。

とまではいかないまでも日系社会で音楽を愛好

初日の番組内容を以下に記す。

ウエル街 331 番地に開業した。邦字紙の大陸日

「緑の地平線」（楠木繁夫）、「船頭可愛や」（音

報には毎日のように広告を出していた。その後

丸）、
「黄昏地獄」（東海林太郎）、
「お伝地獄の唄」

する若者に対して貴重な発表の機会を提供して
いたのもこの番組ならではのことであった。

日本レコードや蓄音機、ラジオの販売も行うよ （竹本文子独唱、伴奏 金太郎笑子、玉川百合子）、

1937 年および 1938 年の番組では漫才（砂川

うになる。電源を必要としないゼンマイ式の蓄 「お柳恋しや」（東海林太郎）、「筏ながして」（音

捨丸他）、浪花節、映画説明、落語（柳家金語楼）

音機は漁船に積み込まれ、漁の合間の娯楽とし

丸）、
「会津磐梯山」
（〆香）、
「博多少女郎波枕」
（東

などのレコードが歌と共に放送された。1937 年

て漁師に人気があったという。

海林太郎）、「それも思ひで」（東海林太郎、松島

9 月 26 日は竹本文子と志摩春樹の歌うご当地ソ

詩子）

ング「パウエル小唄」が流された。日本のレコー

1935 年 7 月 19 日付の大陸日報の広告で「祝
＝晩市日本人放送開始」と新光社番組の開始を
祝福し、あわせてラジオ受信機の宣伝を行った

全 9 曲のうち 8 曲が日本から輸入されたレコー
ドを使用したものであった。

ドでは対応できない、日本語放送ならではの地
元密着の大サービスであった。

3 回目は 5 月 10 日の 18 時～ 18 時半に CKMO

そ の 後 約 2 年 間 の 空 白 を 経 て 1939 年 12 月

15 分から 30 分間、自社が提供する「流行歌放送」 局で放送された。内容は流行歌、映画説明、浪

24 日に 30 分番組が放送された。ただし、「日本

新 見 商 会 で あ る が、1936 年 1 月 19 日 の 16 時

花節のレコードと特別出演である。特別出演と

音楽はオーケー 但し紹介は英語だけ」（大陸日

新見はこの番組について、「素人の私がアナウ

はその日一番の出し物という取り扱いで、この

報 1939/12/23）ということから、日本語放送が

ンスしたのだから、今思うと冷汗ものだった」
（北

日は竹本文子と渡瀬金一の歌う「晩香坡〔バン

出来なくなったことが伺える。英語アナウンス

米百年桜 (3) ）と述懐していることから店主自ら

クーバー〕音頭」が初披露され、大好評であった。 は佐佐木満江が担当した。この日は半田サリー、

を CJOR 局より開始した。

初期のアナウンスを担当したものと思われるが、 1936 年 9 月からは曙管弦楽団が特別出演の伴奏

新見悦子、鎌田タマエの伴奏で寺北フジエが「里

少なくとも第 3 回目以降は新見商会番頭の岡本

者としてクレジットされるようになった。1937

恋峠」「大利根月夜」「愛染草紙」等を歌った。

英夫がアナウンサーとして活躍した。

年時点で西濱豊一が会長・マネージャー、セシ

1940 年の放送では音楽に加えて、カナダ日系市

ル大河原薫がディレクターを務めた。この楽団

民連盟（JCCL）主催の赤十字支援コンサートや

は新人歌手を中心に次々にデビューさせていっ

カナダ国債に関するお知らせが流された。

（番組内容）
番組編成面では当時のライバル番組である新

た。すなわち、1936 年には立道藤登、島崎香代

月一度のペースでの放送が復活したのもつか

光社とは大きな違いがあった。それは新光社が

子、久美園子、賀茂京子、1937 年は小坂文子、 の間、1940 年 2 月 25 日が最後の番組となった。

生演奏の音楽を前面に押し出していたことに対

青葉繁夫 岡崎メリー、小松みどり、志摩春樹、 奇しくも新光社と同じく全 20 回の放送であっ

し、新見商会はレコードを主体にしつつ、特別

高瀬銀子、杉本太一、一條すみれ、1939 年は寺

た。番組では最後まで 2 ～ 3 曲を曙管弦楽団の

出演として生演奏を取り入れたことである。店

北フジエ、1940 年は酒井岩一、本間敬、宍戸久

生演奏で放送するというスタイルが堅持された。

頭で日本レコードを取り扱っているというメ

子、杉本太一の面々である。このうち島崎香代

リットを生かし、その宣伝も兼ねていたものと

子と小坂文子は楽団の専属歌手とされた。また、 （日本語放送の評価）
日本人移民にとって日本語放送がどのように受
け入れられていたかについて、山本倫由が邦字
紙に次のように記している。
「聞くところに依ると、田舎で活動している同
胞諸君は、日本語の放送を一日千秋の思いで待
焦がれていて、愈放送となると仕事なども臨時
休業にしてワーッとばかりレヂオの側に集合す
るところもあるそうだ。されば日本語放送は同
胞慰安の点ではこの上ない催しというべきであ
ろう。」（大陸日報 1937/5/17）
放送する側にはとても励みになる言葉であっ
たに違いない。
			

（つづく）

写真出典：大陸日報 1936 年 11 月 19 日
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連載エッセイ

熱帯ジャズ楽団
新しくできたばかりの横浜市庁舎
（高さ 155 ｍ） が知られてきて、行政がライブ施設に求める条件
から道を一本隔てた向かい側にはかつてレンガ造

がはっきりとしてきた。それにしたがって、科学

りの建物があった。

的に検証された予防措置を取れば、ライブ演奏と
飲食をともなう聴衆の入場が可能になった。

関東大震災のあと 1926 年に建設された横浜生

そんなある日「熱帯ジャズ楽団」という国内有

糸検査所附属倉庫だ。

数のラテンジャズバンドの公演があった。

1859 年に開港して以来、太平洋戦争が始まる
まで、生糸は日本の輸出額の第一位を占めていた。

客席の並びはゆったりになり、グループ同士は

港 も見

ければ

その主要な輸出港として横浜はシルクによって栄

透明のアクリル板で仕切られ、ステージにもマイ

えたといってもいい。日本の産業史としても、ま

クロフォンにも無数のアクリル板が設置されてい

た建築史の上でも「旧帝蚕倉庫」は歴史的な建造

た。
聴衆はマスクをして聴き、声を出して声援をし

物だった。
いろいろな議論があったけれど、一部を残すと
いう条件付き帝蚕倉庫は商業ビルと高さ 212 ｍの

てはいけない、拍手だけで演奏家に喝采を伝えよ。
そういう了解のもとでのライブ公演だ。平日なの

日本語でいうところにタワーマンション、つまり、 に第一部は昼になり、第二部も終演が午後９時に
繰り上げられた。早い時間には来られない人もい

超高層のアパートメントに改築された。
商業施設もアパートメントも入居開始は 2020

たにちがいない。

える

コロナ以来、ライブを聴きに行っていなかった。

年。
そう。新型コロナが蔓延した時期にピッタリと

数日前からわくわくしていた。
直前に、同伴者１名を無料招待するとの連絡が

重なってしまったのだ。

阿川 大樹

アパートメントは住宅だから予定通り何も問題

来た。もともと２名で予約していれば 1 名が払

はなかった。だが、商業施設は開店しても、営業

い戻しになる。チェックインしてみると、普段は

時間が制限されたり外出を控える人が多かったり

別料金のドリンクチケットが付いていた。ライブ

で、いきなり苦難に直面したわけだ。

ハウスも久々に迎え入れる観客に対して最大限の

そのテナントのひとつに「ビルボード・ライブ」 サービスをしようとしていた。
熱帯ジャズ楽団が生で演奏するのは３月半ばに

がある。
オープニングから海外のビッグネームのライブ
公演がアナウンスされ、先行予約が行われていた

して「今年初めて」なのだそうだ。ずっと演奏す
る機会がなかったのだ。これは辛い。

にもかかわらず、そもそも海外から演奏家受け入

アイスブレークのように始まった演奏が、終わ

れができなくなり、店の営業時間も制限されてし

りに近づくにつれて自然に熱を帯び、演奏家の表

まい、事実上、営業できない状態から始まること

情が喜びに溢れてくる。曲ごとに拍手が強く温か

になった。

くなっていく。

オープンから２年が過ぎ、その間、コロナに対

観客にとってライブハウスにとっても演奏家に

する緊急事態宣言だの蔓延防止措置だのと、行政

とっても、いつもよりもずっと演奏の意味が大き

からの制限や指導を受け、無数のライブが中止に

かったのだとわかった。

追い込まれ、また細々と再開されの繰り返しでぎ

もてなす方ももてなされる方も、聞く方も聞か
せる方も、ここに集まっていることの喜びをそれ

りぎりの浮き沈みを繰り返してきた。
始めのうち人が集まること自体全面的に制限さ
れていた。データが集まるにつれ感染予防の勘所

ぞれの立場で表現していた。
音楽はいい。無条件に幸せになれる。

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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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』（４）
引越しの後、住む場所
は田園から一変して、四
方八方が垣根の人間の里
になった。家の門を入る
と両側にお茶の木の低い
生 垣。 右 は 住 居 と 庭 園、
左はお花畑。つきあたり
は２メートルもある “か
ら た ち の 木 ” の 垣 根 が、
鬱そうとした隣家の庭園
に隣接していて、それを
右 に 行 く と 玄 関 に 出 た。
からたちの花が咲いたよ、で有名なからたちと
はこの木のことかと、濃緑色の刺々しいたたず
まいに親しみは持てなかった。が、その向こう
から毎夕流れて来る能の謡いの、男性の低い声
は、不思議に心を落ち着かせ、机に向かいなが
らじっと耳をすませた。それと対照的に我が家

絵：C.

では、弟が琴の手ほどきを受け始め、昼間、そ
のたどたどしい音が辺りにこぼれていた。

な話はぴんとこなくて、今更……と思った。万
が一、受験に失敗したらどうしょう。恥ずかし

私は転校しなくてすんだが、間もなく女学校

Ogawa

て、二人で交番へ行ってくれるか？」
うんと肯いて着替えをし、母が開けた台所と

いから死のう。
（これは大分前から考えていた。） 反対側の縁側から外へ降りた。雨にきしむ重い

の受験体制に入ろうとする五年生の三学期だっ

勉強はいいけど、理由づけのない事柄の丸暗記

裏木戸を開け、お隣の家の玄関へ回った。呼ぶ

た。先生は私を放課後職員室に呼んで、小声で

が不得意で、がむしゃらに声を出して反復して

とおばさんはすぐに出てきて、迷惑そうな顔を

言った。

いると、弟の方が先に覚えた。「じんむすいせ

しながらも、私に傘をさしかけてついてきてく

「また綴り方を雑誌に載せるんだけど、いつ

い、あんねい、いとく、こうしょう、こうあん

れた。私はおばさんの左手を引っ張って走りた

も同じ子の名前でないほうがいいと思うの。あ

……」と、百二十三代までの天皇名を叫ぶむな

かったが、高い下駄をはいていたから無理と

なたの作文を、○○さんの名前で出したいのだ

しさよ！

思って言った。

けどね、いいでしょう？」

地理も歴史も、原因、結果の分からない暗記

先生は私の肩に手をかけて訴えるように顔を
覗きこんだ。どうして、だめって言えよう！

「おばさん、私走るからあとから来て」

が私にはむずかしく、母には冷やかされ、質問

言うなり私は一人で学校のコンクリートの塀

ぜめで先生にはうるさがられた。だから入試は

沿いに駆け出した。雨脚は小降りになっていた

私はおとなしくうなずき、大急ぎで家に帰り、 死ぬより怖かったのだ。

が、何日か前、人殺しのあったその坂道はぬれ

机の前にかばんを投げ出すと同時にワッと泣き

て曲がりくねり、ヘビのように不気味に光って

伏した。飛び出してきた母にわけを聞かれて話
すと、
「父さんと話し合ってみるから……」
母の声はやや沈んでいたが、私は安心した。
何事もなく、幾日か過ぎ去ったある日、私は
意外なことを母から聞いた。
「今日、学校へ行ってきたよ。少し前、先生
があんたを東京へ出して、作家修行させません
か？

そんな日々が続いて、あと何日かで受験とい

いた。あの強盗が部屋に入って、皆に危害でも

う二月の真夜中、ただならぬ物音で目がさめた。 加えたらどうしょう、と、ただその一念で、日
外はみぞれまじりの雨。丑三つ時。
「おーい、開けろ！

あけないか！」

誰かが台所の戸に体当たりしながらわめいて

本一早い飛脚になっていた。( 学校のマラソン
ではいつも後ろから２番目の私だったが。)
やっと交番についた。今晩は！

今晩は！

いる。隣の部屋では両親が床の上に起き直って

と声を張り上げて、ガラス戸をゆすると、若い

顔を見合わせていた。戸が壊れてあの男が飛び

お巡りさんが眼をこすりこすり、奥から現れた。

込んだら！

「強盗が来て、開けろ、開けろって台所の戸を

いい先生を紹介しますからって話があっ

以前、夜中の勉強中に、台所で変な音がする

たの。父さんと相談したけど、二人とも反対で

ので行ってみると、誰かが物差しのような棒で

ね。今の時代に女学校ぐらい出てないと、あん

戸をこじ開けようとしていたのを、父と見たこ

私と一緒に急いだ。途中おばさんと三人になっ

たが大きくなって後悔するかも知れないから。 とがある。あの時もぞっとしたが、今度はそれ

た時、ほっとした。おばさんの下駄の音がこつ

それでお断りして来たの」
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すぐに来てください！」
かっぱ

お巡りさんは、黒い合羽に提灯を提げると、

以上の恐怖を感じた。思案にくれて母が言った。 こつと小雨の闇の中にしめって響いた。

受験のことで頭がいっぱいだった私は、こん
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壊しかけています！
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「妙ちゃん、お隣の家主さんに起きてもらっ

帰り着くと、まだわめき声は衰えず、戸を叩

We are 30 years old!

く鈍い音が断続的に雨の中に聞こえていた。

子に神経を集中した。

「台所はどこ？」

その夜、若いお手伝いさんは一歩も自分の部

「行っちゃったらしいよ」

とお巡りさんが小声で聞いた。

屋から出なかったが、母はあんな時よその娘さ

と父が皆を見回した時、私は怖さの余波を感

「こっちよ」

じながらも、自分の部屋に戻った。

裏庭へ回り、使っていない井戸端までくると、
彼は小腰をかがめ、声をのんで、

女学校入試が２週間後に迫った時だった。

なかなか寝付かれなかった。眠れば大好きな
朝が来るというのに。私は布団の中で、低く“朝”

「もういいから、家の中に入って！」

の讃美歌を口ずさんだ。

と左手で私を制した。

来る朝ごとに

出たときと同じ本庭の雨戸を軽くたたいて母

神の光を

に空けてもらうと、私はすぐ台所の板の間に
立って、父母と外の様子を伺った。お巡りさん

んに用は頼めないと言った。

朝日とともに

ねぎらった。しかし、もし失敗していたら？

こころにうけて

愛の御むねを

試験が終わった日、母はお客を迎えるように
座敷の中央に好きな生菓子やお茶を出して労を
そう考えると、目の前のおやつも毒入りに見え

あらたにさとる

てきた。

繰り返しているうちに、朝への夢路をたどっ

「先生に会ってくるわ」

と男は、激しく言い争っていた。さあ行こう、 た。

ふらりと立ち上がって学校へ走った。

いや、家の主人に合わせろ、何だお前は！

教室では数人の友達が先生を囲んで、試験の

こ

んなやり取りが、言葉のはしばしに時折聞き取
れたが、あとは鹿児島方言で、よく分からなかっ

翌日、前夜とは別人のようにしょげかえった
若い男の人が、我が家を訪れた。

結果で花を咲かせていた。先生は私に作文の題
を聞いた。

た。と、突然お巡りさんが、提灯の火が消えた

「つい酒に酔い、門から玄関までの形が親戚

から、ロウソクを貸してくださいと叫んだ。火

の別荘と似ておりましたので、一晩泊めていた

のついたロウソクを母が私に渡した。土間に下

だくつもりで……」

「時計でした」
「どんなことを書きましたか」
それはぱっとしない、と考え込む先生に、

りて一番遠い入口の戸を細めに開け、それを差

と言葉少なに詫びて、謝罪の品物を置いて

し出そうとした瞬間、羽を広げたこうもりのよ

去った。帰宅した父が、親しい人に頼んで次の

うな、黒い男がのしかかった。子供と知って彼

日その品物を返しに行ってもらった。が、彼は

は私を押しのけ、中に入るやいなや豹にも似た

目的を果たせず帰って来た。

「時計って、人のすることを無理やり決める
定規みたいなものだから、嫌いなんです」
困った人ね、と先生はあきれた。
「私、何故あの学校を受けることになったん

勢いで上に駆け上がり、そこにいた両親と共に

「応対したお店の人が言うのに、『あの人は二

居間へ走った。驚いたお巡りさんは、長靴のま

階で寝たきり起きて来ません。これだけはおさ

ま後を追う。４人は居間を通り抜け、座敷まで

めて欲しいと泣いて頼みますので――』と繰り

でしょう」
「大丈夫だと思ったからです」
先生はつんとして横を向いた。それからみん
けんけんがくがく

来て止まった。賊は上等の着物に白足袋をはき、 返すばかりで。あまり可哀相で、返せませんで

なは喧々諤々と受けた学校について話始めた。

ぷんぷんと酒の匂いをさせた若いやさ男だっ

私の耳に断片的に残ったのは良妻賢母の代表校

た。４人は顔を見合わせ、友人だ、親戚だ、いや、

した」

そこは呉服屋さんで、彼は使用人らしかった。 である一高女、その正門の横にある【東郷平八

違う、などと押し問答を繰り返した。散々言い

この事件は新聞に載った。それには、巡回中の

郎誕生地】の記念碑のこと、第二高女はモダン

争った後、ついに警官は男を外に連れ出すこと

警官が男を見つけて連行した、とあった。彼ら

だが自由すぎるし遠いからお父さんが反対した

に成功した。門までの道中にも争う声は続いた。 は私の存在を隠したが、両親は娘の勇気を認め

こと、等など。初めてきく友達の打ち明け話が

嵐の後の静けさ、私たちは家の中で、外の様

て何だったか褒美をくれた。

面白かった。
帰途、メソジスト教会のフィンレーさんに出

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。

www.thefraser.com

お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

8475 Fraser Street, Vancouver, BC. V5X 3Y1

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

Tel:604-254-2824 Fax:604-254-2025

や俳句も是非どうぞ！ ※作品は、あちこちのペー

日本から空輸。
新鮮な日本の魚介類を毎週入荷！

ジの隙間に掲載させていた だきます。

魚介類、卸し売り

会った。右手を挙げて挨拶すると、お久しぶり
と、自転車を飛び降りて近づいてこられた。
「今日、試験が終わりました。でも、心配」
「神様におまかせすると、心配は消えます。
神様はアナタに一番いい道を開いてくださるお
方です。また、教会でお会いしましょうね」
ブルーのワンピースの裾をひらつかせながら
流暢な日本語と共に風に乗って、夕日の彼方に
去ったアメリカ人宣教師。私の心は、その明る
い後姿を、見えなくなるまで追っていた。
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星の話

４月

小笠原 行秀

ただ今 2022 年２月 25 日 午後７時 45 分。ここ３日は夜の天気に恵

同じ位置（同じ高さと方角）に見えるということになります。

まれ星がよく見られています。少しでも夜空に興味のある方にはよい

ただ今 2022 年３月５日 午後９時 00 分、私が立っている水源地の

タイミングでしたね。３日くらいでは大きな変化はなく、南東の空か

上は周りが明る過ぎて３等星以下はまともには見えていませんが、大

ら真南にまで移って行った Orion の全容を堪能されたことでしょう。

三角形は南中を少し過ぎています。Sirius Mintaka（三ツ星の真ん中）
、

そして Betelgeus を中心とする Sirius Procyon Pollux Castor Capella

Aldebaran、その先スバルがほぼ一直線。北斗の指極星の向きは１時 15

の大弧も。Bellatrix (Orion 右上角の星です）から少し右の方へ行った

分。東の空は獅子座の Regulus と Denebola、Algieba が見えますが、

ところに Aldebalan 、更にスバルもあります。

暗くて初めての人には少し難しいかとも思えます。

少し難しい話。星の見え方の話です。私は何月何日何時何分にはと

星座の Cassiopeia は北極星の左に見えてはいますがはっきりとはし

時間を指定した話し方をしていますよね。例えば２月 25 日 午後７時

ません。北十字星、つまり白鳥座はもはや見えません。Vega も地平線

45 分とか。それは時間の経過に従って星の位置が変わって来るからで

にもぐってしまいました。Orion と北斗は丁度反対、南南西と北北東

す。11 月号を思い出してください。星はお互いに鍛帳に書かれた図の

に見えています。共演というのには、わざわざ向きを反対にしなくて

ようなものだということ。つまり星同士ではお互いにその位置関係に

はなりません。初夏から夏にかけての星 Arcturus が見えてきかけまし

変化はありません。ただそれを見ている私共からは、東に見える時、

た。日本の田舎では麦星といわれるそうです。この星が見えて来ると

南に見える時もありますし、地平線すれすれのこともあれば空高く見

麦の収穫期とこうわけです。北斗七星の尾っぽの星、三つの弧を延長

えるとこもあります。

しますとこの星に達します。今のところは見えると見えないの境目で

その見え方ですが、１日に４分ずつ変わってゆくことになります。
と言いますのは、星は１ 年で地球の周りをひと回りすることになりま

す。更に時間が進んで、
この弧を延長しますと夏の星 Spica になります。
おとめ座のアルファ星です。

す。少しくだいて言いますと１日 24 時間を 365 日で変化することに

ところで、この 4 月号以降は Daylight Saving Time になっていますよ

なります。と言いますと、1440 分（60x 24) を 365（概算で 360）で割っ

ね。正確には「夏時刻では……」と、空の様子は加減しながら見なけ

たものと等しいわけです。つまり 1440 ÷ 360= ４。言云ってみれば２

ればならないことになりますが、ま、楽しみに見ている分にはそれほ

月 25 日 午後７時 45 分に見えている星は２月 26 日 午後７時 41 分に

どの変化はないでしょう。安心して晴れた夜をお楽しみください。

北斗七星

NNMCC 活動補助委員会

★

春のバザーと植木市

★ ★ ★

★

★
★

5 月 14 日

午前 11 時～午後 3 時
日系文化センター・博物館
6688 Southoaks Crescent, Burnaby, B.C.

★

ARCTURS

入場無料

DENEBORA ★

★

品質の良い和風の品物、春の植木、おいしい日本
食を販売します。
出 店 者 募 集 中。 詳 細 は https://centre.nikkeiplace.org/
upcoming-events にて。出店希望の方、状態の良い品
物（植物は鉢植えのみ）を寄付したい方は、メール
nikkeiaux@gmail.com か、電話 778-838-6453 でルー
ス (Ruth) までご連絡ください。

★

★

★
★

★

★ ALGIEBA
★
★REGULUS

★

★

★

★

SPICA

NNMCC 活補助委員会は、日本のプログラムやイベン
トをサポートする、楽しいボランティア団体です。新
メンバーを常時募集しています。ご興味のある方は、
nikkeiaux@gmail.com にお問い合わせください。
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We are 30 years old!

神々の民 ―― アイヌとカナダの先住民（73）

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（３）
祖父は明治７年（1974 年）の生まれで二人

ポの孫だってか？

サノウクアチャポにはな、 を、大正初期に荷負小学校の敷地として寄付し
た。私もこの学校を卒業し、私の子供たちも現

の兄と一人の姉をもつ末っ子だったが、それで

昔ずいぶん世話になったものだ。私らが今こう

も父は片仮名 ( かたかな ) ぐらいの読み書きは

して少しはいい生活ができるようになったのも

した。また、どこで習ったかそろばんも二桁ぐ

アチャポの協力があったればこそだ」と、昔を

その他、現在の町議員を昔、戸町役場時代

らいの加算減算ができた。祖父の遺品のそろば

懐かしみ感謝しながら言ってくる。そして、
「お

に「部落部長」といっていたが、祖父はその重

んが現在も家に残っている。非常に新しい進歩

前の爺さんは偉い人だった。お前も爺さんに負

職を 20 年間も務めた。祖父はこの功績により、

的なことが好きな祖父は農業をするのにも他の

けないように頑張ってほしい」と励ましてくれ

去る昭和 24 年（1949 年）平取村開基五十周年

在この学校に通学中である。

人と変わっていた。秋の取り入れ時期になると、 た。

記念式典で、健在であったので晴れの表彰を受

10 人近くの常雇いの人たちを朝三時頃から起床

祖父はまた畜産にも意欲を燃やした。祖父の

けた。

させて野良へ出て働かせた。朝食の時間になる

全盛時代には、馬の所有数が四十頭を数えたと

と、家の角にぶら下げた板木を棒でたたかせ、 ういうことである。現在平取町有牧野になって

このように祖父は中年頃盛んに活躍したが、

いる芽生 ( めむ ) 地区のシュクシュベツ付近に

晩年は不幸続きだった。利口者で祖父の色々な

非常に厳格な人だったが、どこか良い所が

馬を放牧したのだが、１年でその半数以上がブ

要件を一手に引き受け、家事一切を切りまわ

あったのか、祖母も良い人であったようで、同

ラリ病という病気（現在この病気は馬の法廷伝

していた長男の嫁である私の母が、昭和 10 年

じ人が何年も祖父の所で使われていたようだっ

染病に指定されており、伝染貧血症、略して伝 （1935 年）に亡くなり、頼りにしていた私の父
貧といわれている）にかかり、倒死したと祖父 にも昭和 12 年（1937 年）に先立たれ、悲観の

その合図に皆が食事に集まる様にしていた。

た。
明治の半ば頃、開墾の盛んな時、畑を耕すプ

は言っていた。現在であれば、患馬を発見した

ラオがアメリカから取り入れられたが、祖父は

場合、屠殺処分してその蔓延を防止することが

どん底に突き落とされた。
祖父夫婦と姉と弟と私がその後に残された

できるのだが、当時はそんな予防法も知らず、 が、私の小学校５、６年生の頃には本当に淋し
で行き、それを背負って帰って来たという事だ。 次の年もこの病気が発生し、生き残った馬は本 い家庭だった。そして祖父は私たち兄弟に小学
しかし、最初のプラオの調節は中々思うように 当に数頭を数えるのみということだった。この 校を卒業させ一人前にするために大変苦労し
これに目を付け、一番先にそれを買いに札幌ま

いかなかったようだ。それを根気よく練習し使

話は日露戦争が終わった頃のことと聞いてい

た。昭和 18 年頃といえば、太平洋戦争の真最

いこなすことが出来たのは祖父が一番先だった

る。

中だった。欲しがりません、勝つまではという

また蚕を飼ったり、和人の農家のすることは

言葉に従って、物資の不足を我慢しなければな

何でも試してみる祖父でした。大正４年（1915

らぬ時代だった。私はその頃小学校６年生だっ

年）、新冠の奥地ナミワッカのアイヌ古川アシ

たが、ゴム長靴は配給制で、なかなか手に入れ

ンノカラ（長年、新冠御料牧場に努めた人）と

ることが出来ず、祖父の手作りのケリ（靴）を

路島から沢山の和人が平取の奥地に入植した。 懇意になり、この人が豚の牧場を開設したのを

はいて雪道を通学したものである。教室の中で

振内や岩知志、貫気別へ入った人たちは、その

知り、この人に豚の入木を頼んだ。そして、祖

勉強している時は何でもないのだが、体育の時

頃道が悪く橋が無かったため、馬車を利用する

父が甥たち３人（20 歳の川上金次郎、18 歳の

間など雪の工程で私だけが馬の皮のケリを履い

ことも出来ず、雑穀を運搬して販売するのに相

川上忠雄、16 歳の川上清之助）らと 50 頭の豚

ていると、丁度私の足の形が熊の足の形に似て

当に苦労したようだった。雑穀は道産馬の背に

を追い、貫気別を経て上貫気別のニタッナイと

いるので、先生までおかしさに笑いをこらえて

駄鞍をつけ両側に一俵ずつ計二俵を背負わせて

いう沢の奥で野宿し、次の日アッペツの奥のイ

いるようだった。

ということである。この事は萱野茂氏が『北海
道風土記』の中でも紹介している。
このように祖父が苦闘していた頃、本州の淡

運ぶのだが、それを「ダンコつけ」と呼んでいた。 タラッキの沢へ出てリビラまで行き、溝尾ニ
こうして一人が五、六頭の馬を引き連れて門別

パッテというアイヌの富農に泊めてもらい、３

まで行き販売した。丁度、私の家は奥地からの

日目に初めて目的地のナミワッカの豚牧場へ到

道の中間地点にあたり、良い休み場所であった

着した話などを、豚甥した本人金次郎さんや清

ようで、祖父は人情家であったので、誰彼の区

之助さんから直接聞いた。このようにして、春

別なくその人たちの世話をした。奥地に帰るに

五月から秋十月まで放牧した豚を、また家に連

夜遅くなって困っている人を馬と一緒に無料で

れて帰り、肥育してから汽車の来ている早来ま

泊めてあげたことも数えきれなかった。その人

で連れて行って売却した話は、本当に今思えば

たちの代は多く替わり、それぞれ成功し富農に

噓のような話だ。

なっているが、中には古い人も残っている。そ

また祖父はアイヌ子弟の教育に重大さを痛感

の古い人たちに会うと「お前はサノウクアチャ

し、せっかく苦労して開墾した所有地一町二反

www.thefraser.com
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私からあなたへ

投稿のページ

の多数は自分たちにこそ正義があると考える。
プーチン・ロシアは、イエスを信仰するといっ
ても千年以上前に枝分かれしたロシア正教の国な
のだ。
英国ピューリタン精神の、
そのまた枝葉の人々
黄 圭元
			
が「ニューイングランド」というのをつくり米国
僕は、ウクライナ戦争のニュース記事を読みな をつくったことから言えば、ウクライナ戦争は宗
がら考える。
「アメリカってそもそも何なんだ ? 」
と。 教戦争という側面だって否定できない。
これはバイデンの責任という訳でもなく、これ
元々はピューリタン精神、それに開拓者精神とい
は米国（民主・共和でもなく）そのものの醜悪な
うものがそれなのだろう。市民革命由来の自由と
（この１世紀
民主主義の精神、それに言わば移民者精神と、こ 性格によるものだと僕は考えている。
の戦争と紛争をふり返ろう）
ういうものが社会の底流でうずまき受け継がれ米
ロシア側の近現代におけるロシア側の歴史観は、
国社会の支配的思潮を形成してきた。
次のようなところに依拠している。欧州における
第一次大戦にはしぶしぶ参戦したものの、第二
次大戦以降はその優位な産業力ゆえに米国こそが 第二次大戦で、ナチズムを打ち負かした主体はソ
連軍であった。
世界の秩序を護ると言い出した。
1942 ～ 43 年、ロシア ( ソ連 ) は独ソ戦において
今のウクライナのことを、＜自由と民主主義の世
実に
2700 万人という膨大な犠牲を払った。
界＞と＜専制ロシア＞との戦争だと単純には云え
例えばモスクワ攻防戦そして
あの有名なスター
ない。戦後生れた軍産複合体こそが、
武器の消費 ( 戦
リングラードの攻防戦
は史上最大の地上戦と言わ
争 ) をやらなければ国が持たないと云う悲しい構造
に造って来てしまった。
（アイゼンハワーが退任演 れる。そこでは 700 万が動員され実に 250 万もの
人たちが命を落とした。これは日本の大戦犠牲者
説で指摘）
軍需関連企業などで働く人たちは家族まで入れ 数に迫る規模である 。とりわけソ連は、42 ～ 43
ると 2000 万にものぼるという。これは国の大きな 年のスターリングラードの戦いで勝利し独軍を敗
雇用問題でもある。Toyota のクルマは古くなると 北への道へと追い込んだ。
44 年 6 月、米英加軍連合軍 20 万によるノルマン
新しいものに乗り換える。兵器も同じなのだ。
ディー上陸作戦は、既に独ソ戦で決定的な劣勢に
だから米国のこの産業はいつも商品の更新
（紛争・
戦争）を続けなければならない。だから米国市民 あった独軍を降伏へと追い詰めるに有効であった

そもそも、アメリカって ?

11am / 1pm
3pm

見よ。
わたしは新しい事をする。
今、もうそれが
起ころうとしている。
確かに、
わたしは荒野に道を、
荒地に川を設ける。

日系聖十字聖公会
HOLY CROSS ANGLICAN CHURCH

日曜礼拝 午前 10 時半（日本語・英語）
司祭 Alecia Greenfield

（アリシア・グリーンフィールド）

聖書勉強会（日本語）火曜日午後 1 時
Zoom で行います。

住所 : 4580 Walden St. Vancouver
連絡先 : 604 - 879 -1344
holycrossjc@gmail.com
http://holycross.vcn.bc.ca
April 2022
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●礼拝と祈りの場所：
Bethel International Church
739 East 33 Ave.、
Fraser から１ブロック東へ。
礼拝時間は、
●日曜 礼拝とゴスペル：２PM
●祈りと解放の夕べ：毎週火曜日７PM
Women’ s Prayer time: 毎週木曜日 12PM

連絡先：牧師 かわい まりこ 604-984-0663

メノナイト日本語キリスト集会
Mennonite Japanese Christian Fellowship
日曜礼拝 午後 3 時から
12246 100th Ave., Surrey
（Living Hope Christian Fellowship 内）
連絡先：牧師

皆様の御来会をお待ち致しております。
病気や悩みの為に苦しんでおられる方の
為にもお祈りさせていただきます。
お気軽にどうぞ。Welcome All .

ジェラルド・ニュフェルド

E メール：mjcf321@gmail.com
ウェブサイト：www.mjcfsurrey.com

日本語でどうぞ

www.lwpm-jcrc.com

ノースショア日本語キリスト教会

" 人生の道・真理・命であるイエス・キリストに出会ってみませんか "

●日 曜 礼 拝：毎週日曜日午前 11 時
●日 曜 学 校：午前 10 時
●聖 書 勉 強：毎週水曜日午前 10 時
●金曜祈り会 : 毎週金曜日午後７時
集会場所：
連絡先 :

#201-399 Mountain Highway,
North Vancouver, BC V7J2K9
金ジョンソン牧師
604-986-6844
mjongsk@gmail.com

★

Mountain Hwy

North Shore Japanese Church

Crown St.

www.jpgospelchurch.com
www.jpgospelchurch.com
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投稿について

★投稿の内容は、弊誌の意見を反映したものでは
ありません。
投稿規定： 投稿は 1500 字以内。場合によって
は掲載できない場合もありますますので、ご了承
ください。筆者名は実名、ペンネームいずれでも
かまいませんが、お送りいただく際は実名とご連
絡先の明記をお願い致します。
送り先 p.54 参照。または info@thefraser.com

～生ける水のオアシス～

（日本語・英語）
＊要申込＠ホームページ
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だけである。ロシアにとっての西側に対する警戒
と恐怖は忘れられることがない。
むろんプーチン・ロシアを容認するものではな
いが、ロシア側にはそうした重い教訓があるとい
うことを忘れてはならない。ロシア側には緩衝地
帯がなければならないということだ。
( ウクライナ戦争について、僕は米国がゼレンス
キーをそそのかして NATO に誘引しようとした結
果だと確信している。プーチンは言った。家の隣
に攻撃システムを置くな、と。) 米国（と同盟国）
は直接介入はしないと言っているが、最新兵器の
供与はどんどんやっている。
思うに、納税者の立場からしてみるとこういう
のはたまったものじゃないなあーということだろ
う。
僕は、
「自分が米国の納税者じゃなくて良かった」
といつもつくづく思っている。米国で仕事をし納
税している子供の一人はいつもこれに怒っている。
膨大な財政赤字が積み上がってきていると云うの
に……。

We are 30 years old!

「大仏は眼が入って初めて仏となるのです。男たち

たを蘇らせること――。甘い思い出と苦い記憶を

が戦で彫り上げた国の形に、玉眼を入れるのは、 語る彼女たちの「声」が、時を超えて響きわたる。
女人であろうと私は思うのですよ」
。知られざる鎌

■人類対自然

ダイアン・クック著

倉時代を生きた女性たちの物語。

白水社 ￥3000
乙 一著

ボートの遭難で友人の本心を思い知る男を描く表

KADOKAWA ￥1600

題作など、極限状況でもがく人々の孤独と希望を鮮

■さよならに反する現象

文芸
■テウトの創薬

心霊写真の合成が趣味の僕が撮影をしていると、 やかに映す短篇集。M・ジュライ絶賛。

岩木 一麻著
KADOKAWA ￥1750

一人の女性がカメラに映りこんできた。しかし撮

世界の新薬の６割を生みだす、創薬ベンチャ―の

影されたデータには無人の交差点が映っているだ

知られざる世界！ 研究の理想とベンチャー企業

けだった。恐ろしくて切ない出会と別れの短編集。 ノルウェーの雪に閉ざされた田舎町。ある時、11

の綱渡り経営の現実がせめぎ合う、リアル創薬業

■がらくた博物館

上田 岳弘著

タリアイ・ヴェーソス著
国書刊行会 ￥2400

大庭 みな子著

歳の少女シスの通う学校に、同じ年の少女ウンが転

小学館

￥650

入してくる。二人は、まもなく運命的な絆で結ばれ

米国最北端の町で繰り広げられる人間ドラマ。――

るが、ウンは森の奥の滝の麓につくられた神秘的な

界物語！
■引力の欠落

■氷の城

彼等はみんなその祖先に流れ者の血を持っているの 〈氷の城〉へ姿を消す。北欧理事会文学賞受賞作。

KADOKAWA ￥1900
数々の企業の上場に最高財務責任者として関わっ

で、
流れ者に対して寛容であり、
理解もあった。――。 ■黄金虫変奏曲

たことで巨富を得て、半ば人生を上がってしまっ

第 14 回女流文学賞を受賞した名作長編。

た行先馨。人間は、欠落や孤独から解放されるこ

■ひとりの双子

リチャード・パワーズ著
みすず書房 ￥5200

ブリット・ベネット著

たった四つの文字から「畏るべき豊穣」を生む遺伝

早川書房 ￥2100

情報と、バッハのゴルトベルク変奏曲。その二つの

か。
芥川賞作家が鋭い筆致で挑む、
超現実の新地平。 アメリカ南部。小さな村を飛び出し、都会をめざ
す 16 歳の双子。より多くを望んだ姉は挫折とと
■人でなしの櫻
遠田 潤子著

構造の不思議なまでの符合を鋳型にして、精巧なロ

1950 年メキシコ。若き女性ノエミは、郊外の屋敷

■彼女が知らない隣人たち

あさの あつこ著

に嫁いだいとこから手紙を受け取る。それには亡

KADOKAWA ￥1600

霊に苛まれ、助けを求める異様な内容が書かれて

商業施設から白い煙が上がるのを目撃。翌日、今

おり……。英国幻想文学大賞をはじめホラー文学

度は市立図書館でも同様の事件が発生。いったい

賞三冠を達成した、
新世代のゴシック・ホラー小説。

なぜこの町で、こんなことが？ 咏子は今まで気

■ある日、僕が死にました

■八月の母

イ・ギョンヘ著
KADOKAWA ￥1400

にも留めなかった、周囲の異変に気がついていく。
早見 和真著

「涙がとまらない」と韓国中で話題となり、5 か国で

KADOKAWA ￥1800

累計 40 万部突破したベストセラー小説。親友を亡

うだるような暑さだった八月。あの日、あの団地

くした少女が、遺作の日記を手にしたことで始まる

の一室で何が起きたのか。強烈な愛と憎しみで結

喪失と再生の物語。

ばれた母と娘の長く狂おしい物語。ここにあるの

■かくも甘き果実

モニク・トゥルン著
集英社 ￥2400

は、かつて見たことのない絶望か、希望か──。
永井 紗耶子著

「小泉八雲」となった男ラフカディオ・ハーンを

中央公論新社 ￥1700

愛した３人の女たち。あなたを語ることは、あな

■女人入眼

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

大

臨

→
白

任大彬（イム テビン）牧師

www.thefraser.com

家

前

架
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→

――北 花子

日曜午前 11 時 ～ 12 時
4010 Victoria Dr., Vancouver B.C.
(Victoria Dr. & 23rd Ave.)
電話 604-874-7014
ホームページ www.vjuc.org facebook
Eメール vjuc4010@yahoo.ca
礼拝
住所

メシアの法 大川隆法
幸福の科学出版
ヒトの壁 養老孟司
新潮社
黒牢城
米澤穂信
KADOKAWA
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
劇場版 呪術廻戦０ ノベライズ 芥見 下々（原作）集英社
聖域 コムドット やまと
KADOKAWA
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
ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソンぴあ
私が見た未来 完全版 たつき諒
飛鳥新社
塞王の楯 今村翔吾
集英社
今を生きるあなたへ 瀬戸内 寂聴 瀬尾 まなほ（聞き手） SB クリエイティブ
70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹
詩想社
寂聴 九十七歳の遺言 瀬戸内寂聴 朝日新聞出版
１万人の脳を見た名医が教えるすごい左利き 加藤俊徳 ダイヤモンド社
探花 今野 敏
新潮社
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（監修） 主婦と生活社
スマホ脳 アンデシュ・ハンセン
新潮社
あんなに あんなに ヨシタケシンスケ ポプラ社
ママがもうこの世界にいなくても 遠藤 和 小学館
１％の努力 ひろゆき
ダイヤモンド社

→

1892 年から日系社会と共に歩むカナダで最初の日系プロテスタント教会。
礼拝で心にうるおいを！

隙間川柳の会

Vancouver Japanese United Church

あなたの心の隙間に

バンクーバー日系人合同教会

猫の手も借りたい時に犬がいる

カナダ合同教会

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

→

た。人間の業の極限に挑んだ衝撃の問題作。

出版科学研究所調べ

総合

→

早川書房 ￥3000

→

生きた人間を描けず、
「死体画家」と揶揄されてい

ガルシア著

2022 年１月のベストセラー

→

講談社 ￥1600 もに実家に出戻り、妹は出自の秘密に怯えながら
父が壊した女。それでも俺はあの女が描きたい。 裕福に暮らす。アメリカで 125 万部突破。
日本画家の竹井清秀は、妻子を同時に喪ってから ■メキシカン・ゴシック シルヴィア・モレノ＝

マンスとサスペンスが紡ぎ出される。

→

とで、ネクストステージへ進むことは真に可能の

中
April 2022
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御伽草子
ぎ

ぞ

梵天国

と

う

し

は、どうすればよいのだろうか…）

なすべがあろうか…博多に着いた後

（ 果 た し て 博 多 へ 行 く に は、 ど の よ う

と 、お 思 い に な る も の の 、い っ ぽ う 、

告 げ で は な い か。 あ あ 恐 れ 多 い ……

で は な い か … こ れ こ そ、 観 音 様 の お

ま い …。 い や、 宿 縁 に め ぐ ま れ た の

お考えでおっしゃることはあります

（気高いようすのお坊様。いい加減な

広滝 道代

で導かれた中納言は、

な ど と、 何 か と 気 が も め て、 千 々 に

深 い 道 さ え も、 隠 し 申 さ ず お 伝 え く

が、たいそう荘厳な感じで中納言の夢

に 会 わ せ て く だ さ い。 ど う し て も そ れ
（ こ れ は な ん と い う こ と だ ろ う …… あ

乱 れ て、 わ が 身 の 不 運 不 幸 の ほ ど 限

の ご 利 益 に、 ど う ぞ 今 一 度 こ の 世 で 姫
身も心もそらに浮いたような夢心地

枕に現れたのである。

が 叶 わ ぬ な ら、 わ た く し の 命 を お 召 し
あ、夢か…うつつか…）

七 日 の ご 参 詣 を し て ま い り ま し た。 そ

に な っ て、 あ の 世 で 姫 に 会 え る よ う に

ださったのであろう）

なって、堂々とした声の調子でこうお

のであった。

まごまとしたことまでお告げになる

し 量 り つ つ 無 理 も お っ し ゃ れ ず、 こ

告げになった。

老 僧 は、 中 納 言 の 枕 元 に お 立 ち に

が下がるのであった。

は、 心 細 さ が 増 す ば か り。 お ち つ か な

「 姫 の 行 方 を 知 り た け れ ば、 お ま え は

と 仰 せ に な り、 さ ら に 次 の よ う に 付

まっている船に乗せてもらいなさい」

「 よ い か。 博 多 に 着 い た ら、 そ こ に 停

などとお思いになる。

う…）

ま し て も 、ど う し て 後 悔 い た し ま し ょ

航 海 の 途 上 で、 た と え 災 い が ご ざ い

紫 に 向 か う 道 中、 ま た、 博 多 か ら の

（このような私の身にとりまして、筑

中納言は、

あった。

と、 感 涙 を 流 し て お 悟 り に な る の で

りがない。

してください」
中 納 言 は、 涙 な が ら に 願 い ご と を 唱
えられる。

い 気 持 ち の う ち に 日 を 送 る の だ が、 た

これから修行をしなさい…」
（ 修 行 す る つ も り で あ っ た こ と。 か ね

け加えられた。

心 を 打 ち 明 け て の 祈 り に は、 わ が 身

中 納 言 は 、固 唾 を の ん で 聞 き 入 っ た 。
て思っていたことに相違ない…）

た。

などとお思いになり、一層、心がさわ
ぐのであった。
中納言は身を固くして、胸がしめつ
けられる思いがなさる。
いっぽう、老僧は、おごそかに

中 納 言 は、 穏 や か な ら ぬ お 気 持 ち

ことであろう」
で
（今のお告げは夢か…うつつか…）

気 が か り な こ と を、 お 坊 様 は ご 存 じ

な の だ か ら 、）

と、たまらなく思われなさる。

を行おう）

う。 そ う し て、 ご 命 令 に そ っ て 修 行

（ただもうお坊様をご信頼申し上げよ
の 中 で 思 い め ぐ ら さ れ る に、 驚 く ほ

な ど と、 判 然 と し な い の だ が、 お 心
きなさい」

（つづく）

などと、お心を固められるのであった。

		

か な く、 ま た と な い こ と と て、 恐 ろ

中 納 言 は 、静 か に 、身 を 固 く な さ り 、

乱れるのであった。

し く も 悲 し く も、 あ れ こ れ と お 心 が

と、仰せになる。

「 筑 紫（ 今 の 北 九 州 地 方 ） の 博 多 へ 行

「 千 日 目 に は、 必 ず 姫 の 行 方 も わ か る

の命などにはもはや未練はないことも
心にお祈りになった。
は る ば る と 日 本 へ 帰 っ て き た の は、
姫君がいらっしゃればこそのことで
あったのだから。
今 は、 ふ が い な い 身 を 恥 じ、 何 も で
きない悲しさ、限りもない。
こ う し て 一 心 に 祈 っ て い る う ち、 ど

（ お 坊 様 の お 言 葉 ど お り、 た め ら わ ず

中納言は

ある明け方のことである。

筑紫の博多へまいることにしよう）

のくらいの時間がたっただろうか。

（姫君のこと、だれも知らない、この

加 え ら れ、 少 し も 臆 す る こ と な く、 一

老僧は趣深く、

だひたすら手をあわせられるのであっ

秋 も 深 ま り、 清 水 寺 で の 祈 り の 生 活

老 僧 は、 中 納 言 の お 心 の う ち を 推

などとお思いになりながら、思わず頭

「 わ た く し は、 幼 い と き か ら、 月 に

（その四十）

ぼ
ん
て
ん
こ
く

どこからともなく八十歳ほどの老僧

We are 30 years old!
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お

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
＝４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。

入学式＝

自然も人間も活気にあふれてくる春、小学校の入学式に向かう子ども
たちの姿がありました。黒、赤のランドセルを背負い、胸に名札を付けて、
母と手をつないで誇らしげに歩いている姿はとても愛らしいものです。
また、希望に満ちた顔で友達と連れ立って歩く中高生の姿からは、楽し
そうな様子が伝わってきます。日本のこうした光景を知っている私から
見ると、カナダの学校は入学式がないため新学期への期待感が薄いよう
に思えます。
そんなことからか私の両親は春の日本を訪れた際に、子どもたちの姿
を何枚もカメラに収めていました。
自分は東京大学に入学した時に、期待で胸がわくわくしていたことが
鮮明な記憶となっています。ホストマザーが私のためにわざわざ金ボタ
ンの詰襟学生服を仕立ててくださったことはすでに書きましたが、初め
てその学生服に袖を通して乗った横須賀線の車内では、背の高い外人の
私が詰襟服を着ているので、とても目立って乗客の視線が私に集まりま
した。私はそれがとても誇らしく思えて、このままいつまでもつり革を
握っていたい気分でした。

だったと思います。新宿駅から御苑の周りは警察の警備がとても厳重で
御苑に入るまで大変緊張しました。
美しい桜が咲いている庭は、厳かななかに雅 ( みやび ) な雰囲気があ
り、まるで映画を見ているようでした。大勢の招待客が、明仁皇太子、
美智子妃にご挨拶しようと長蛇の列を作っていました。私はもっぱらご
ちそうの方に興味があり、おいしい料理にひたすらかぶりついていまし
た。このパーティーは私の人生の中で最も印象深いひと時でした。
また、それとは正反対の庶民のお花見にもよく行きました。大学の帰
りに上野公園に寄り、公園内をのんびり歩いていると、
「よう、外人さん、一杯どうだい？」
と誘いの声がかかります。私は待ってましたとばかりに、
「は〜い、どうも！」
と返事をして、仲間に入れてもらいます。お重に入ったおいしい日本料
理の数々、一升瓶から注がれるお酒のうまさ、余興の歌……私はすっか
りご機嫌になって、歌はわからなくても手拍子をとって口をパクパクし
ながら体を揺すります。ろれつの回らない酔っ払いの日本語は何を言っ
ているのかわかりませんが、「へえ〜」とか「う〜ん」「はーい」と相槌

＝お花見＝

を打って、後は「あっはっは」と笑うだけで十分コミュニケーションが

花見は奈良時代から、つまり千年以上も前から行われており、古今
集や源氏物語にも花を愛でる様子が描かれています。私はある外交官の

３月。春は弥生。

お供で、天皇家主催の園遊会出席のチャンスを得ました。確か新宿御苑

とれます。公共の場でお酒が飲めて、お酒に酔って無礼講ができる日本
の花見は最高の行事です。

愛戸 のぞみ

ようやくカレンダーでは、春が来た。桜も咲き始めたが、まだま
だ寒い。昨日、日本では雪が降った。こちらも山には雪が降っている。
時々みぞれのような雨が降っている。

てロシアの侵攻を止めようとしている。
まだコロナのオミクロン株もなくならず、新しい変異株が活
動し始めた。がっかりだ。

３月１日に家が売れた。修理に２週間かけて、売れたのはあっとい

そんな寒い中、家探しの途中で教会に行った。讃美歌に癒さ

う間であった。神様からの奇跡である。それから、引っ越し先をあち

れて、心がホッとした。総会の後の夕方の礼拝後、二年ぶりく

こち探したが、また地元に戻った。娘の大学に通いやすいスカイトレ

らいに会った友人と久しぶりに話した。子供の話をしたら、同

インの駅に近くて、猫の飼えるところはかなり少ない。なんとか見つ

じ大学の同じクラスを取っていることに気がついて、不思議な

けて、明日契約することになった。外では、桜が咲き始めているが、

共時性を体験をした。その後、牧師夫妻が前の晩に作ったとい

雪のちらつきそうな寒さに、日本の卒業式の時期だなと思い出した。

う若者たちのためのおいしいカレーをいただき、友人と牧師夫

「名残り雪」という歌がふと浮かんできて、新潟から東京の大学に上

妻と一緒に和やかな食事会を体験した。暖かい部屋で温かいカ

京した不安と期待に入り混じった若い時のなんとも言えない、桜色の

レーは、すばらしいごちそうであった。思いやりにあふれた時

街の景色も懐かしくなった。こちらののんびりした街の景色も刻々と

間でもあった。

変わり、ハイライズが立ち並び、その中の一つに住むとは思ってもい

帰りが遅くなったので、友人がわざわざ遠回りして、家まで

なかったが、選択肢がなかった結果、そうなってしまった。安全な場

送ってくれた。20 年前に聖書の勉強会で知り合った彼女と同じ

所ではある。地震がなければだが。日本の地震は、東北新幹線の復興

教会で再会するというすてきな贈り物を神様からいただき、感

や電力の供給に長く影響している。

謝の一言に尽きる。これから世の中、どうなるかわからないが、

ニュースでは、ウクライナへのロシアの侵攻の映像が流れて、い
つ終わるのか、第三次世界大戦にならないように NATO が一致団結し

www.thefraser.com

一緒に泣いたり笑ったりできる家族や友人がそばにいるという
のは、なによりの一生の宝物だと思う。
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『ふれいざー』を作るためにご協力いただいているス
ポンサーの皆様から読者の皆様への、
自由な伝言板です。
広告だけでは伝わらないことをこちらで。ちょっと道
草をくって書いていただく月替わりの伝言板です。

Express Entry/CEC&FSW によ
る移民申請は夏頃から再開
する見込みです。
ABIC カナダ移民＆ビザ事務所
６０４－６８８－１９５６
www.ABICanada.com
P.3

カナダのメープルシロップは
日本でも大人気です。
プレゼントにどうぞ。

P.7

P.4

インフレが進む今、上手に資産運
用し、それに対処する必要があり
ます。お気軽にご相談ください。
ご相談はすべて無料です。

www.canadaeinvest.com

小林ひろこ 604-727-2320

和柄のエコバッグやカラフルなデザ
イナーエコバッグが 4 月中旬に入荷
予定です。いくつあっても困らない
もらって嬉しいアイテムです。

P.18

4 月 9 日、10 日は
対 面 の 桜 祭 り で す。
VanDusen Botanical
Garden にブースを出します。
是非遊びにきてください。

ニコニコホームケア
778-960-4735
P.14

S H O P O N L I N E AT M U R ATA . C A

P.6

“It is not that we
have a short time
to live, but that we
waste a lot of it.” ～ Seneca

4 月になり春のいい季節はお出かけ日和ですね。
AOI ではヘナカラー + 再生トリート メント を お
すすめしております ! ドライな環境で傷んでし
まった 髪をこの春に再生させ綺麗な髪を蘇らせ
ましょう。ヘナは髪のダメージに対する修復効果
があり、ドライな頭皮に対しても刺激がほとんど
なく安心して施術ができます。その他、様々なメ
ニューもございます。詳しくはス
タッフまでお問い合わせください！

オークウエスト不動産株式会社

６０４－７３１－１４００

www.aoibeauty.com
604-688-2122
back cover

P.19

moxeyh@telus.net

P.47

RE/MAX Crest Realty 604-312-5159

P.22

はなもフローリスト
Tel: 604. 685. 3649

リマックス不動産 フレッド吉村

シーボーン
604-261-2230 www.seaborn.ca

www.cheenashop.com

9291 Shaughnessy St. Vancouver, BC V6P 6P4
TEL: 604-648-0008

引っ越ししました！
政府の対応がおくれており、店舗販
売は５月以降になりそうです。配達
のご注文は承っております。

ダウンサイズは今が好機
です。ご相談はいつでも
どうぞ。

バンクーバー、
リッチモンド（火木金日）/ ノー
スバン、ウエストバン（第１水）/ コキットラ
ム、ポートムーディー（第２水）/ デルタ、サ
レー（第３水）/ バーナビー、
ニューウエスト（第
４水）などに、お刺身、お魚、開き、和食材
などを配達しております。詳しくはお電話にて。

はなしの箸やすめ

潜水艦を襲ったタコ

無愛

想子

うど人間のように、よろよろと日中に住んでいるところから出てきた

バンクーバー島の北西にあるブルックス半島の近くで、潜水艦がタコに
襲われたのは 2005 年の 11 月のことだった。この潜水艦は深さ 55 メート

りするという。このタコは、たぶん潜水艦が食べられるかどうか試し
たのだろう、とのことである。

ルのところで海底を調べてサーモンを見つけるため手動ハンドルを備えた
リモートコントロール船で、男性がボートに乗ってその無人潜水艦を誘導
していた。
突然ねばねばしたものが潜水艦の手動ハンドルに巻きついたので、彼は
すぐに潜水艦を反対側に向け、海底からの砂と貝殻などでそのタコを手厳
しくやっつけた。
ビデオで見るとこのタコは、まるで潜水艦の反撃に手向かうかのように、
ねばねばした脚を激しくぶつけていたが、結局このタコは潜水艦から遠く
へと追いやられた。タコは怪我をしなかった。
海洋生物学者によれば、そのタコはきっと年を取ってボケてしまってい
たか、もしくはただ怒りっぽかったのかもしれないという。大きな雄のタ
コの場合、老齢になると頭が働かなくなるか、健忘症になるという。ちょ

38

月刊 ふれいざー

April 2022

Fraser Monthly

カモメ
バンクーバー周辺では、学校の校庭や郊外の公園でもカモメが見ら
れる。朝、カモメの鳴き声で眼を覚ますこともあるという。カモメは
本来水鳥だが、どんな状況にも適応できるので、餌を得るのによい場
所であれば、コンクリートの建物に巣をつくることもある。
成鳥は大きな黄色いくちばしを持ち、頭から胸、腹にかけては白、
あとはグレーで、海にいる小魚、カニ、貝、エビ、ヒトデなどを食べ
ているが、最近では、レストランやスーパーの駐車場に落ちている食
べ物を拾ったり他の鳥や人間から食べ物を奪ったりもする。
卵は４週間後に雛鳥となり、生後 40 日で飛べるようになるがそれ
までは歩いている。生後４年経つまでは成鳥よりグレイの部分が多い。

We are 30 years old!

春の花を見ながら犬と散歩する
何の変哲もない日常は、幾つも
の幸運の上に成り立っているん
だなと感じます。

公認会計士 入谷いつこ
www.iicpa.ca 604-767-7007
itsukoiritani@gmail.com
P.18

４ 月 の 診 療 日 は、4/8、4/22、
4/29 となります。ご予約制と
なっておりますので、ご登録
／ご予約の上ご利用ください。
。

個人タックスリターン
は4月30日が期限です。

info@bethelmed.ca
778-807-3224

P.5

上高原保険代理店

藤井公認会計事務所

www.kamiinsurance.com
日本語担当：西尾 真美
mami@kamiinsurance.com

604-812-7139
P.18

P.14

イースター特別礼拝

2022 年４月 17 日 ( 日 ) 朝 11 時
イエス・キリストの復活をお祝いする
イースターを教会で過ごしましょう！！

www.jpgospelchurch.com
バンクーバー日系人福音教会

ベテルメッドクリニック

P.34
物価高騰や世界情勢の不安定さに日
常が奪われたような気持ちになりま
すが、悲観せず、絶望せず、自分の
心が喜ぶ事をして人に笑顔を配れる
姿でありたいと思う今日この頃です。
セルマック不動産

依田 敦子

604-992-5080

P.19

募集
スティーブストン日本語学校では日本語教師を募集
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

あげます
ピアノさしあげます。光沢のあるマホガニー。
Ottostein 製 778-386-0125

ピアノ。カナダ製。 鍵盤はアイボリー
604-929-7081

貸し部屋
空 き 部 屋 あ り ま す。 リ ッ チ モ ン ド お 電 話 下 さ い。
604-318-4993

教えます
無料聖書講座 バンクーバー日系人福音教会で

【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。

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

自動車保険は強制保険、任意保険など
さまざまなものがあります。経験豊富
なスタッフがわかりやすくご説明致し
ます。お気軽に日本語で御相談下さい。

家のダウンサイズや売却金の
長期的な資産管理について
考えていますか？
お気軽にお問い合わせください。

日本語直通 : 604-257-7291 shoko.sanchez@rbc.com
WWW.RBCDS.COM/CHRIS.KWOK
P.12

恐れるな。
わたしはあなたとともにいる。
たじろぐな。
わたしがあなたの神だから。
イザヤ 41：10
Japanese Christian リバイバルセンター
P.34

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
ります。 この集会の目的は、 英語や日本語のスキルを
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
で便利な環境を提供することです。 ー緒に日本語と英
書道教室 大人、子供。師範免許有。通信講座。 語を語り合ってみませんか、 興味のある方はどうぞ。
毎月の第 4 火曜の夜 8 時から 9 時です。
604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com
778-809-1133 Email: lal86419@gmail.com
は、 随時、 無料聖書講座を開催しています。 聖書
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。
jpgospelchurch@gmail.com

アルバイト
出張にて車をピカピカにします。お手入れ

Wax、艶出し研磨作業、塗装保護のガラスコーティング、
殺菌効果の高い車内特殊スチーム清掃、 臭い取り等、
ボート、 RV も承っております。 www.carpikajp.com
又は 604-446-2755

仲間募集
メノナイト日本語キリスト集会のクリスチャンが

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、
匿名で構いませんので下記のアドレスへご連絡下さい。
内容は一切公開しません。 inoriMJCF@gmail.com

野菜作り仲間募集。無農薬、 有機栽培の野菜作

伝導瞑想 エネルギーのヨガ （ラヤヨガ） と奉仕のヨガ （カ

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
努力する世界中の人々から作られています。 世界に奉
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。
お問合せ☎ 604-683-7276 taracanada.japan@gmail.com

同志社大学出身の皆様へ お問合せ ： 松本 / ジン
604-688-1956/doshishavancouver@hotmail.com
日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！ 発起人 ： 久保
克己、 小茂田勝政、 和田健治 事務局 ： 和田健治
604-862-7216 email:vickomoda@yahoo.co.jp

りに興味がある方。 情報や種 ・ 苗の交換、 たい肥作り
等をとおして野菜を育てる楽しみを分かち合いましょう。
興味のある方はこちらまで。 yhatake17@gmail.com

関西大学出身の皆様へ 。 ☎ 604-685-6521 ext.

北海道人会 今後のイベントなどをご連絡しますので、

noppaseiji@hotmail.com

元会員、 新規会員ご希望の方のご連絡をお待ちしており
ます。 dohjinkai.bc@gmail.com 604-805-4847

348 コミナミまで tom.kominami@f55f.com

中 京 大 学 同 窓 会 野原誠治☎ 604-347-7995
ソフィア会からのお知らせ 連絡先 ： ☎ 604939-8707 宮坂 mari@thefraser.com

日 / 英ズームチャット ( 次は 4 月 26 日 ) このグ
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日本語認知症サポート協会

iFacebook による健康情報の提供（https://
www.facebook.com/nikkahealth/）： 最 新
「オンライン de Cafe・笑いヨガ」
「笑顔の力」 を引き出そう
の情報をオンラインにて提供 （一般向け）
〜 「笑いヨガ」 で、 コロナに負けない体づくり〜
【ボランティア随時募集中！】老若男女問わ
毎月、 「笑いヨガ」 を行っています。 自宅にいながら ず。 健康情報に興味がある方、IT、広報、コミュニティー
参加できる、 オンラインでのセッションです。
活動、 将来の夢が医療従事者など日本語でお手伝い
興味のある方、まずはお問い合わせを。初心者大歓迎。 いただける方。 office@nikkahealth.org にご連絡ください。
日時 ： ４月 21 日 （木） 午後８時～午後９時
スティーブストン日本語学校
会場 ： Zoom
参 加 費 ： 初 回 無 料、 ２ 回 目 か ら ド ネ ー シ ョ ン 教師を日本語教師を募集しています。 経験者、 資格
（e-Transfer、 PayPal または小切手にて）
のある方、 教室とオンライン授業で教えることに興味を
申し込み締め切り ： 2022 年４月 18 日 （月）
持っている方、 歓迎いたします。 子どもが好きな方、
お申込み ： https://forms.gle/fmquLTFdYnp6CW667
教えることが好きな方の応募をお待ちしています。
*お申込みいただいた方には参加方法をご案内します。 ngakko@telus.net
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 Japanese Christian リバイバルセンター
Dementia Support Association)
毎月第１日曜日の礼拝は特別礼拝、 Anointing Service。
http://www.japanesedementiasupport.com
聖霊様の豊かな油注ぎをお求めの方、 Welcome All

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 の提示をお願いす
る可能性があります。

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

日加ヘルスケア協会
定定例 ZOOM 座談 会 ： 自宅にいながら電話、
PC、 Mac、 iPad、 タブレット、 スマートフォンで参加可能。
毎月第４火曜日の午後６時 30 分から～ （会員向け）
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(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

We are 30 years old!

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

日系文化センター・博物館会員

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/

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。

ファミリーヒストリー個別相談

日系文化センター・博物館をサポートする方法

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
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。

ポッドキャストシリーズ――Sounds Japanese
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、

Fraser & Friends Presents

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。

Spotify、 Stitcher にてお聴きいただけます。

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

・ 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
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。

BC 州認可こどものくに
2022 - 2023 年入園申し込みについて：

３月４日 （金） から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

深い悲しみの目を持つ子供を見るほど悲しいも
のはない。
純粋に生まれ、真っ直ぐに光り輝く笑顔の子供
グレート・シネマ・アレイ
たちに、
アレやコレや指図するのは、
陽光が屈折し、
陰を増し、心がゆがんじゃった大人たち。自分勝
手で他人差別主義者たちがはびこると、行き着く
『ふれいざー』は、2018 年４月から毎月、懐かしの名
のが侵略や戦争。戦場じゃなくても、無抵抗な子
画を鑑賞する会を催してきました。観たくなったときに
供たちの気持ちが、ないがしろにされ、自殺があ
誰でもふらりと参加できるゆる～い同好会で、上映後は
感想を話し合って感動を分かち合いました。そのとき、 とを絶たない社会は渇き切った砂漠の戦場。
強制収容所の子供たちの目を再現している『山
その映画や出演者に関する珍しい裏話など交えて解説し
河遥かなり』を観ると思う「大人の矯正収容をし
てくださったのがボクサーで映画作家の吉川英治さん。
2020 年３月からコロナで映画会ができなくなり、常
なきゃ」って。
連さんは禁断症状を起しかけています。そこでコロナが
筆者がドイツのダハウ収容所で見かけたのは、
収束するまで、この月刊ふれいざーの紙面で、これまで
多くのドイツの小中学生の校外学習。ひと言も聴
Great Cinema Alley で上映した名画を振り返り、吉川さ
き漏らさず、ひと言も発せず、まばたきもせずに
んのショートエッセイを通して、参加できなかった皆様
真実を見聞する少女少年たちに善の促進を実感。
とも感動を分かち合いたいと思います。
他の侵略国家とは対照的に、自国の大犯罪を世
界に開放公開し「二度と起こさない」というドイ
第 18 回『山河遥かなり（The Search)』
ツの真っ直ぐな姿勢のみが真の解放をもたらす。
1948 年、 アメリカ
ポーランドに生まれ、オーストリアに育ち、パ
監督：フレッド・ジンネマン
リで学び、メキシコで働き、ハリウッドに移り住
脚本：リチャード・シュヴァイザー
んだフレッド・ジンネマン監督が演出。自国を離
キャスト：イワン・ヤンドル / モンゴメリー・クリフト /
れた賢い人が母国周辺を撮ると透視力が鋭い。彼
ヤルミラ・ノヴォトナ / アリーン・マクマホン
の両親がユダヤ人強制収容所で殺されてから、わ
第 19 回アカデミー賞：原案賞授賞、ノミネート助
ずか 2 年後の作品作りは、どんなに苦しかっただ
演男優賞 / 監督賞 / 脚本賞。ゴールデングローブ賞：
脚本賞 / 特別子役賞 / 国際賞。英国アカデミー賞： ろう。肉親の不条理な死は人を絶望の深淵に落と
国連賞。ベネツィア国際映画祭ノミネート：金獅子賞。 し入れ、同時に世界を見抜く力を持つ。
『地上より永遠に』
『尼僧物語』
『わが命つきるとも』
全米監督協会賞ノミネート：映画監督賞

Great Cinema Alley

www.thefraser.com

『ジャッカルの日』
『真昼の決闘』
『ジュリア』
『氷壁
の女』.. こんなに傑作をいっぱい作った監督は稀有。
10 才でアカデミー賞を受賞したイワン・ヤンド
ル君は、チェコスロバキア政府が渡米を許さず、
ジンネマン監督が代理で受け取った。アカデミー
賞を５部門獲っても、渋られた日本公開は６年も
経った 1954 年。チャップリンの傑作『独裁者』
の日本公開は 20 年待たされた。
『山河遥かなり』
(原
題は『捜索』) の長い旅路のように、正義の捜索も
遥かなり。

( 映写係 :「世直しボクサー」吉川英治 YouTube )
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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

Nightmare Alley：トロントに降る悪夢
「今日は何を上映しているんだい」
粉雪が舞うカレッジ・ストリートに声が響

画ファンを虜にしてきたギレルモ・デル・
トロ監督の最新作『ナイトメア・アリー』

く。振り返ってみると杖をついた初老の男

は 2020 年１月トロント市内にて撮影を開

性がこちらを見つめていた。映画館『Carlton

始した。３月にはパンデミックのため撮影

Cinema』の前で熱いコーヒーをすすりなが

場所を一時的にアメリカへと変更すること

ら扉が開くのを待っていた私は寒さと期待

になったものの、同年９月には再びトロン

に震える声で答えた。

トを訪れて年末まで追加撮影を進めた。
特殊なスキルを身につけた主人公と、彼

「題名はナイトメア・アリー。カーニバル
を舞台にしたノワール映画ですよ」
その名の通り、私は今日めくるめく悪夢を
見るためにやってきたのだ。

の顧客となる富豪が初めて出会う建物はオ
ン タ リ オ 湖 沿 い に 建 つ『R.C.Harris Water
Treatment Plant』だ。現在もトロントで使

クラシック映画への愛に溢れた映像、ホ

用される水の３割以上を供給している浄水

ラーとファンタジーを融合させた物語で映

場でアール・デコ調の内装でも知られてい
る。映画の中でも艶々と光る大理石の床は

の十八番ともいえる純白の花弁雪はデジタ

一際目を引く。また建設時の 1930 年代に

ル処理で作成されたものだという。確かにカ

は「浄化の宮殿」と呼ばれていたことを踏

ナダで撮影された場面だけ足先が埋まるく

まえると、救済を求める富豪の登場シーン

らい雪が積もっている。元々、監督のイメー

として申し分のない場所だと思う。

ジにぴったり合う場所がトロントだったの

また富豪の自宅内としてトロント観光

だろうか。それとも豊かな街の情景が彼に閃

名所の一つ『Casa Loma』も暗躍する。デ

きを与えたこともあったのだろうか。少し視

ル・トロ監督の過去作「クリムゾン・ピー

点を変えれば夢にも悪夢にも変貌するトロ

ク」では主人公の実家として登場したゴ

ントの映像を見ながらそんなことを思った。

シック様式の城だ。また同じ自宅の屋外と

なかなかに面白かったよと笑う初老の男

してオシャワ市にある豪華邸宅『Parkwood

性に別れを告げ、映画館を出た後はそのま

Estate』が使用された。雪に包まれて芯か

ま向かいにある地下鉄『College Park』駅へ

ら凍ってしまったような庭は大きなスク

と足を運んだ。ここは後半で主人公がショー

リーンで見ると異様な圧力があり、本作の

を行う場所として登場する。スクリーンから

ホラー要素をぐんと高める効果もあったよ

ついてきたかのように空にはまだ白い雪が

うだ。

舞っていて、私はしばし秘めた欲望をめぐる

ちなみにアメリカでの撮影は主にバッ
ファロー市で行われたが、デル・トロ監督

悪夢のなかにいた。今日もこの街はいろいろ
な顔を披露して私を魅了する。

しんゆう

親友

		

あせ

汗は汗で

かん

感じとり

なみだ

涙は涙で

あくしゅ

受け止めて

えがお

笑顔で握手の

出来る友

人の幸せ

よろこ

喜んで

くなん

苦難の道に

た

堪える友

川路 広美

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

詩

問題は p.22
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busby berkeley

dear evan hansen

encanto

la la land

in the heights

les miserables

Meet Me in St. Louis

my fair lady

saturday night fever

映画評論家

Raymond Tomlin
色彩豊かなミュージカル史
ミュージカル映画をめぐっては、好みがはっき
り分かれることが多い。

一方、ハリウッドのミュージカルが本当の黄金
期を迎えたのは 1940 年代で、それは 50 年代まで

またミュージカルファンの中にも、お気に入り
の舞台の映画版に対しては、批判的な捉え方をす

続くことになる。

舞台のマジックを銀幕に

グされたものを映像にかぶせるという手法が取ら
れた。
80 年代を代表するミュージカルには、
『アニー』

40 年代にヒットしたミュージカル作品のひとつ

や『プリンス / パープル・レイン』が挙げられる

る人が多い。近年、ミュージカルの映画化が成功 『ヤンキー・ドゥードゥル・ダンディ』は、
若きジャー

が、このジャンルは次第に音楽を提供するミュー

した例は少なく、過去に上映されたミュージカル

ムズ・キャグニーを世に送り出し、彼はオスカー

ジシャンのものに変化した。

映画も、実際の舞台で得られる特別な臨場感が欠

を獲得した。また公開と同時に人気を博し、その

1990 年代初頭になると、現代ミュージカルの中

けることで批判されてきた。

後ホリデー・シーズンの定番となった『聖メリー

で最も成功した作品群が登場する。ディズニーの

しかし、2021 年はハリウッドが優れたミュージ
カル映画を作る方法をついに掴んだ年となった。

の鐘』が登場したのも 40 年代だ。

アニメーションだ。
『リトル・マーメイド』
、
『アラ

40 〜 50 年代に特筆すべきは、MGM スタジオ

たとえば『In The Heights』
、
『Dear Evan Hansen』
、 が、ミュージカル映画を積極的に製作し、ジュ

ジン』
、
『ライオン・キング』は立て続けにヒット
を飾り、多くのファンを獲得した。

『tick, tick…BOOM!』
、
『West Side Story』
、そし

ディ・ガーランド、フレッド・アステア、ミッ

アニメのミュージカル映画はその後、このジャ

て『Encanto』でさえ（舞台からの映画化ではな

キー・ルーニーのようなスターとともに、このジャ

ンルが成功する定番ルートとなったが、
『シカゴ』
、

いが、それでもミュージカル映画だ）
、オスカーに

ンルの限界を押し広げたことだろう。
『若草の頃』 『レント』
、
『スウィーニー・トッド』
、
『レ・ミゼラ

ノミネートされるに至ったミュージカル映画であ （ヴィンセント・ミネリ監督、1944 年）を皮切りに、 ブル』などのミュージカル映画も大成功を収めた。
るだけでなく、その完成度の高さから、批評家に

MGM は当時最もヒットした映画のいくつかを製

そして、こうした大規模な生歌の映画製作は、今

も観客にも好評を博した。いずれも公開は昨年だ。 作した。例えば、
『イースター・パレード』
（チャー

日のミュージカル映画のあり方に大きな影響を及

20 世紀、ハリウッドのミュージカル映画は映画

ルズ・ウォルターズ監督、1948 年）
、
『巴里のアメ

ぼした。

史の中でも特異な存在として認識され、1920 年代

リカ人』
（ヴィンセント・ミネリ監督、1951 年）
、
『雨

2017 年には、ミュージカル映画が 3 本、ゴール

から 50 年代にかけて、また現在に至るまで、映

に唄えば』
（ジーン・ケリー＆スタンリー・ドーネ

デングローブ賞のコメディ / ミュージカル部門の

画の進化とともに、重要な役割を果たしてきた。 ン監督）など。

作品賞にノミネートされた。
『マダム・フローレン

その歴史の始まりは、1927 年、ワーナー・ブラ

1950 年代には、マリリン・モンローがミュージ

ス！夢見るふたり』
、
『ラ・ラ・ランド』
、
『シング・

ザースがブロードウェイ・ミュージカルのリメイ

カル映画に新要素をもたらした。それは『オクラ

ストリート 未来へのうた』の 3 作で、
『ラ・ラ・

ク『ジャズ・シンガー』をミュージカル映画とし

ホマ！』や『ガイズ＆ドールズ』などの作品がブ

ランド』が賞に輝いた。

て銀幕に紹介したときだった。

ロードウェイから銀幕にやって来た頃でもあった。

1920 年代終盤と言えば、経済が著しく衰退し、 一方で、エルヴィス・プレスリーが若者の心を掴
人々は世界恐慌に呑み込まれていた。

んだ時期とも重なり、それはミュージカル映画の

この時、ハリウッドは、
「ハリウッド版ミュージ

終焉の始まりを予兆するものだったとも言われる。

賞の獲得という側面では、ミュージカル映画は
必ずしも成功しているとは言い難いが、それにも
かかわらず、このジャンルの魅力は圧倒的だ。
その昔、大規模なミュージカル映画はハリウッ

カル」というダイナミックなエンターテイメント

とは言え、舞台作品の映画化は、1960 年代もハ

ドの屋台骨だった。パンデミックに襲われた 2021

で人々の救済に乗り出した。大量のミュージカル

リウッドのトレンドだった。この時期の
『ウエスト・

年、ハリウッドは 30 年代の恐慌時代に輝きを放っ

映画を世に送り出し、不況に喘ぐ世界から一時的

サイド・ストーリー』
、
『マイ・フェア・レディ』
、
『サ

たミュージカルに回帰するチャンスを我々に差し

にでも逃避できる場を人々に提供したのだ。

ウンド・オブ・ミュージック』
、
『オリバー！』な

出した。ミュージカル映画は、このジャンル特有

どは全て、ブロードウェイのヒット作品で、いず

の音楽的な味わいで楽しませてくれただけでなく、

1930 年代には、ワーナー・ブラザースが振付師

バスビー・バークレーと手を組み、
『四十二番街』
、 れもアカデミー賞の作品賞を受賞している。

2020 年３月から我々を襲った鬱々とした気持ちを

『ブラウンの千両役者』
、
『ゴールド・ディガース

1970 年代に入ると、このジャンルにわずかな

36 年』など人気ミュージカル立て続けにリリース

変化が見られるようになる。
『サタデー・ナイト・

ハリウッドのミュージカルは映画史の１ページ

し、ここにミュージカルというジャンルが誕生し

フィーバー』や『トミー』など、音楽がモチーフ

を確実に飾るものだ。そこには映画を語る上でこ

た。1939 年には 30 年代の締めくくりとして、今

の大ヒット作が誕生したものの、これらの作品で

れからも絶対に避けられない記憶が刻まれている。

日も人々を魅了するミュージカルの古典、
『オズの

は役者は歌っていない。
映画のプロットは歌によっ

れからもミュージカル映画は、世界中の人々を魅

魔法使い』が公開された。

て突き動かされるものであったが、レコーディン

了し続けるに違いない。

rent
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ウクライナの動物たちを救いたい
ヒューメイン・ソサエティが緊急援助 エストニアの動物愛護団体が活躍

「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）

もいるといいます。

ウクライナでは、爆撃に怯え、迷子になった動

エ ス ト ニ ア の 愛 護 団 体 Invisible Animalls 及 び

救助された動物たちはまず医療的なケアが施さ

物たちが通りをうろつき、壊れた建物に隠れたり

Nähtamatud Loomad が、ウクライナ国境にバスを

れ、21 日間を検疫所で過ごした後、安全に暮せる

しています。Humane Society International
（HSI） 送り、シェルターの動物や難民となったペットオー
は、ウクライナの人々及び動物たちのために支援

ナーとペットを救出しています。同時に何トンも

を続けるグループに対して、緊急資金援助その他

の動物のための食糧や水、燃料な

の支援活動を行っています。

どをウクライナのシェルターの動

ウクライナでは、ペット及び何百ものアニマル

家を探すことになります。

物とスタッフたちのために運んで

シェルターや動物病院、
レスキューセンターなどが、 います。
動物たちの食べ物を得ることに苦労しています。

戦場では動物たちはともすると

そうした中、ルーマニア赤十字社は国境を超えて

忘れられがちですが、彼らが頼れ

救援活動を行っており、HSI は３月中旬には彼らに

るのは人間しかいません。救助さ

最初の１トンとなるペットフードを支給しました。

れたペットたちの中には、爆弾で

ホーランドではアニマルレスキュー団体が国境に

破壊された跡地でみつかったもの

いるグループと協力し、食糧や獣医薬品など、被
災動物たちに必要な物資を迅速に供給しています。
同時に、ウクライナ国内のみでなく、ウクライ
ナから人々がペットと共に脱出した先のポーラン
ド、ドイツ、ルーマニア、イタリアなどの動物救
助団体にも、緊急援助を行っています。
怯え、疲れ切ったペットたちへの食べ物や医療
を供給することは、戦火を逃れ難民となった人々
の心の安寧のために、とても大事なことです。
photos: Humane Society International / Nähtamatud Loomad

戦火の動物たちのためにドネーションを。
チェック：HSI Canada
4035 Saint-Ambroise Street, Suite 320, Montreal, QC H4C 2E1
オンライン：https://donate.hsi.org/page/36521/donate
または info@hsicanada.ca へご自身のメールアドレスを送付。
または 866-614-4371 へ電話。

Animal Advocates Society of BC

Box 32, RPO Edgemont Village,North Vancouver, BC, V7R 4X1
コンタクト ：animaladvocates@telus.net
私達は、ほとんどの公的機関
が見捨てる、窮地にある動物
たちのための、レスキューや
リハビリテーション、里親探
しを行っています。
私たちの活動を知ってください。

animaladvocates.com

耳も聞こえず、８年間鎖につなが
犬を鎖につなぎっぱなしにしたり、
れたままだったオリーがこんな風
裏庭にほったらかしにして飼うの
に笑えるようになりました。第二、
をやめさせましょう。
第三のオリーを、あなたの手で…！

www.thefraser.com
www.thefraser.com

●

健康診断・予防接種

●

避妊・去勢手術、マイクロチップ

●

一般診療（外科・内科・歯科）

●

証明書発行、帰国手続き

●

各種処方食

●

ペットホテル

●

ピックアップ・
ドロップオフサービス

●

グルーミング

（火曜日～土曜日

要予約）

OPEN SEVEN DAYS
MON-FRI 8:00 AM ～ 7:00 PM
SAT & SUN 9:00 AM ～ 4:00PM

ペットの急性、慢性の痛みや炎症にレー
ザー治療を行っております。
● 関節痛 (Osteoarthritis)
● 外傷 / 浮腫（はれ・むくみ）
● 整形手術後のリハビリテーション
● 外耳炎、アトピー、etc.
※レーザー治療（Class IV Laser）は、
体の組織を傷つけることなく、幹部に
浸透し、痛みや炎症を減らし、治癒力
（Healing Speed）を早めます。

West Vancouver Veterinary Hospital

Unit101-100 Park Royal South, West Vancouver,
BC V7T 1A2
Phone: 604-913-8387
www.westvancouvervet.com
email: neovet11@gmail.com
Dr. Masako Mizuno DVM

West Vancouver

Veterinary Hospital
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【編集後記】ニュース映像を見ると耳にするロシ

しかも、今回のロシアによるウクライナ侵攻

ア語やウクライナ語の響きに、懐かしさを感じてし

は、これまで私たちがあまり目にすることのなか

まう。スラブ系の文化が好きで、青春期からロシア

った戦火に逃げ惑う人々の様子をリアルタイムで

文学やロシア映画、音楽等などに親しんできたせ

見ることができる。東北大震災のときに津波が町

いで、あの言葉のもつ響きや醸し出すムードが自分

や人をのみこんで行く様子をSNSで見た世界中の

の若いころの感性と重なるせいだろう。ドニエプル

人々が激しく動揺したのと同じかもしれない。

川やオデッサといった馴染のある名前を聞くと、ど

この戦争は情報戦と言われている。まさにその

こか懐かしい、切ないような気持ちがわいてくる。

通りで、ウクライナのSNSのフル活用やロシアが

そのロシアとウクライナが今、このような状況に

意図的に流すフェイクニュースに加えて、陰謀論

あることを見聞きするのは本当に辛い。

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 14 答： ③

こうすべきだと思い込んこ

とに一所懸命になること、ただそれだけに
熱中することをいう。
「直向き」とも書く。
「い
ちず」は類義語。

のフェイクニュースも出回っている。ひどいのに

このところ、メディアの人種的偏向報道について

なると、ウクライナに起こっていることは全部嘘

取りざたされている。世界中で理不尽な戦禍にあっ

でやらせだという話まであり、それを信じている

ている人々は近年でも多くあり、ウイグル自治区へ

人もいる。

の弾圧や何百万人も餓死するだろうと言われるアフ

陰謀論というのは、信じてしまうとそれ以上の

ガニスタンへの経済制裁、アフリカの内戦等など、

議論が進まないのでここで触れることはしない

挙げればきりがない。しかし海外のメディアや人々

が、せめて、すでに数千人が亡くなり300万人以

がウクライナに向ける目と関心は、同じような地獄

上が戦禍を逃れて難民となっている事実には目を

絵図であっても少し違っているのは確かだ。

つぶらないでほしい。

あるメディアのレポーターが、「金髪碧眼の人の

またこの戦争は、ウクライナ人だけではなくロ

窮状を見ると胸が痛む」というようなことを言って

シア人の多くも被害者だということも、私たちが

顰蹙を買っていた。確かに私もウクライナの惨状に

忘れてはいけないことだと思う。平和を求める心

動揺する人々の様子を見ながら、同じような、場合

を持ちながらも戦争に駆り出され、世界から戦争

によってはさらにひどい状況に置かれている人々も

加害者としてしか見られない哀しさ、辛さは、私

いるのに、と多少の理不尽さを感じたのも事実であ

たち日本人こそよく知っているはずである。

る。

ロシアの人々の多くがこの戦争を是としていない

しかし、誰でも自分や自分のルーツに近しい人々

ことは度々報道され、SNSなどでも見聞きする。一

の窮状を見れば、遠い国の出来事よりも心を痛める

体どれだけの若者が、したくもない戦争に駆り出

ということは否めないだろう。私は自分の人間形成

され、殺したくない殺しを強要され、そして死ん

期に大きく位置を占めていたスラブ系の文化を持つ

でいくのかと思うと、胸の潰れる思いがする。ど

人々に降りかかっている災難に、他の紛争地域のこ

の戦争でも一番の被害者はいつも国民だ。ウクラ

と以上に動揺している自分を正当化するつもりはな

イナの人々のためにはもちろん、ロシア人のために

いが、今そんなことをあげつらっている場合か、と

も、早くこの戦争が終わってほしいと心から願う。

いう気はする。

【エディター： 宮坂 まり】

熟語遊び

P. 35（解答）

空

投稿、ご意見その他ございましたら
下記までお送りください。
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ふれいざー・主な寄稿者（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 年高校の教員として勤務。
○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』
、
『Ｄ列車でいこう』等。公式サイト 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。
〇小笠原行秀（おがさわら ゆきひで）
： 1933 年生まれ。幼少期は台北、台
中で過ごし、その後長野県飯田で育つ。神戸商船大学卒業。航海士として
海上勤務の後 1968 年に渡加。以後港湾関係の仕事に従事。
○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。
〇佐々木 豪（ささき ごう）
： 1990 年愛知県生まれ。大学卒業後、就職後、
岐阜県で温泉個室運営開始。2017 年渡加。ホテルマンをしながら会社 Onsen
Go Enterprise Inc. を設立し北米の温泉調査を行っている。
〇島本 妙（しまもと たえ）
： 岡山県生まれ。1928 年津田塾大学入学。
1931 年米国キャンサス州ウイチタ大学入学、1936 年卒業後帰国。翻訳業、高

46

月刊 ふれいざー

April 2022

Fraser Monthly

校教師等を経て上海に渡り英語教師。1945 年帰国後は高校で教鞭をとる。オー
ストラリアに１年在住後、1991 年カナダに移住。2002 年バンクーバーにて没。
○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。
○田中裕介（たなか ゆうすけ）： 札幌市出身。早稲田大学第一文学部卒
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。
○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。

〇水田 愛（みずた あい）
： 幼少時代をオーストラリアで過ごし、バイリン
ガル教育に興味を持つ。慶應義塾大学で学んだのち、カナダ政府奨学生とし
てトロント大学で修士、
UBC で博士号を取得。ヴァイオリン歴 40 年。2 児の母。
○ 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!

美味しい日本のお米
美味しい日本のお米

山形県産
はえぬき

宮城県産
ひとめぼれ

日本産ならではの高品質な味と香りを
ご堪能下さい
ご購入はこちらのお店で！

ご購入はこちらのお店で！
FUJIYA,
IZUMIYA, KIM'S MART
FUJIYA, IZUMIYA,

8175 FRASER STREET,
VANCOUVER,
BC. V5X 3Y1
KIM'S
MART
TEL: 604-254-2824
FAX: 604-254-2025

ANGEL SEAFOODS LTD
8475 FRASER STREET,VANCOUVER, BC.V5X 3Y1
TEL: 604-254-824 FAX: 604-254-025

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

投資・保険
資産運用のご相談

万一への生命保険

老後への資金プラン

RESP（学資プラン）

家の売却金
相続資金
日本からの資金
節税対策

Retirement Plus
RRSP、TFSA
法人グループ RRSP

病気保険
海外旅行保険
ビジター保険
グループ保険

政府助成金 20％＋ Bonus15％
高利子の普通預金
Manulife Bank
モーゲージ

無料
。

投資アドバイザー

小林ヒロコ

お気軽にお問い合わせください。

Tel: 1-604-939-8707
info@thefraser.com

www.thefraser.com

日本、英国、カナダで 35 年の
金融、投資スペシャリスト

TEL: 604. 727. 2320

マネープランの
マネープランの
ご相談
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どうぞ
どうぞ
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『月刊ふれいざー』
『ふれいざー go Local』は、スポンサー
の皆様の広告料金によって成り立っております。広告掲載の
お問合せは info@thefraser.com まで。

月刊

2020 年８月以降、
『ふれいざー』は毎月１月発
行の『月刊ふれいざー』に加えて、15 日に姉妹紙
（Supriment for Fraser）『ふ れ い ざ ー go Local』
を発行しています。
『ふれいざー go Local』は、バンクーバーの日系
ビジネスとコミュニティの人々の生活をサポート
するため、カナダや世界のニュースをタイムリー
にお届けすると同時に、当地のビジネスシーンや
コミュニティイベントの情報をお届けしておりま
す。
毎月の特集では、カナダで生活する上で是非知っ
ておくべき様々な社会的、政治的問題を詳しく、
わかりやすく解説しています。
白黒印刷、16 ページの小さな冊子ですが、是非
お手に取ってお読みください。

l
a
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c
o
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Vancouver, BC Canada
Supplement to Fraser Monthly
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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！（２）』
『そうだ！ 起業しよう!
＝誰でもできるカナ
ダでの起業 How To＝（３）』
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

月刊 ふれいざー go Local March 15th, 2021

1

「高い技術」
と
「極上のサービス」
で心温まる場所
～忙しいアナタのためにAOIでトータルビューティ～

たくさんのお客様に支えられ20年
一人ひとりのお客様の好みを把握し、安心して任せられる確かで、高い技術で

カット AOIドライカット
再生ヘアカラー ヘナ

すべてのお客様に、満ち足りた幸福感と心に残るサービスをお届けします
上質なおもてなしで、優雅なひと時をお過ごし下さい

日本製パーマ 縮毛矯正

厳格な消毒法、規制に基づいたルールを順守し
プライベートで快適な空間を提供させて

再生トリートメント

いただいておりますので安心してご来店ください

オンブレ バレイヤージュ

皆様のお越しを心よりお待ちしております
(完全予約制

シュワルツコフプロダクト

520 Beatty Street Vancouver
www.aoibeauty.com
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詳細はスタッフ迄ご連絡ください)

スタジアム駅から徒歩２分

B１ メディカルエステ
日本製まつ毛エクステンション
マイクロダーマブレージョン
アンチエイジングフェイシャル
リンパフェイシャルマッサージ
IPLフォトフェイシャル
スキャルプクレンジング

P

West Pender St

Beatty St

１F ヘアサロン

604-688-2122
We are 30 years old!
◎スタジアム駅

Dunsmiur St
アリーナ

