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　"The Novice" で、ボート競技のアスリート、アレックスを演じたイザベル・ファーマンに直撃

インタビュー。

Ｑ：前回のインタビューは、あなたが　   　　 "Orphan"（邦題『エスター』）に主演　　 
した 12 年前でしたね。この 12 年間　　 で一番変わったことと、変わらなかっ　　  たこ

とは何ですか。

IF：一番変わったことと言えば、"Orphan" の撮影を終えた時にはまだ 10
歳とか 11 歳の子供だったにも関わらず、自分がすごく大人に思えたけれ
ど、今は自分は若いなって思うことですね。変わらないことは、未だにす
ごく不器用で間抜けなところ。食べこぼしをしたりするところは今も同じ
なの。
Ｑ：今回の役のアレックスは目標に向っ　　 て猪突猛進する女性ですが、あなた　　 
自身はどう？　マラソンやトライア　　 スロンをするところなど似ていると　　  ころ

もあるのでは？

IF：もっと若い頃には自分がアスリートだと思ったことはないけれど、走
るのが好きなのは人と競争せずに自分と競争するからです。かなりハマっ
てしまいました。ボート競技はチームスポーツだけれど、走るのと似てい
るところもあって興味深いですね。アレックスが自分との戦いに勝利する
ために必死になっているところも似ていると思う。私自身、撮影中は最高
のボート競技者でありたいと必死にトレーニングをしたし、影武者は使わ
なかったですね。なぜ、自分を痛めつけるのが好きかって？　それは、自
分が向上することができるから。子供時代には大変なこともあったけれど、
そうやって乗り越えてきたと思います。肉体的・精神的に設定した苦痛を
乗り越えた先にはより良い自分が待っていると思っているの。
Ｑ：今の若い人たちって安易な方に流れると思うけれど、それについてはどう思っ　　 
ていますか？

IF：私自身も安易な方向に走ることだってあるけれど、常に人よりも上を
行く必要はないって自分に言い聞かせる時もあります。アレックスも、そ
ういう大切なことを学んだと思う。でも、自分こそが自分にとって最大の
味方で、コーチで、そして賛同者である責任があるとも思っています。だ
から、自分を律することも大切。成長するにつれて、そういうことが分かっ
てくるのね。撮影はめちゃくちゃハードだったけれど、真のアスリートの
役を演じるためにも自分が成長するためにも必要だったと思っています。
Ｑ："Orphan:Fist Kill" の撮影はもう終了したんですよね。

IF：エスターに再会したのはすばらしかった。映画史上、大人になった俳
優が子供の頃に演じた役を再演したことはないということで、とても幸運
だったと思っています。ライティング技術を駆使したり、二人の子役が横
顔や後姿などの代役をしてくれたりしたけれど、できるだけ自分で演じま
した。自分で生み出したキャラクターを再演するのは、大好きな昔のドレ
スを着るような感じ。不思議な気持ちだけれど、とても誇りに思える作品
なので、早くみなさんにも観てほしいです。
Ｑ：子役の多くが後にコースを外れて問題を抱える中、あなたは地に足がついてい 　　 

ますね。

IF：すばらしい家族に支えられているからでしょうか。『エスター』の撮
影後も普通の学校に行きましたし、普通に育ったことが良かったのでしょ
う。みんなと同じように間違いをしたり、デートをしたり、パーティに遅
くまで行って親に叱られたりしながら、大好きな仕事も続けられたことが
良かったのね。それに母親も祖母もロシア人で、しっかり者の姉がいたこ
とにも感謝しています！

Photo: Izumi Hasegawa / Hollywood News Wire Inc.

Isabelle Fuhrman    イザベル・ファーマン
　1997 年２月 25 日、アメリカのワシントン D.C. でロシア系ユダヤ人家
庭に生まれる。母親はロシア系アメリカ人ジャーナリストのエリナ・ファー
マン、父親はウィスコンシン州デーン郡の共和党議長を務めていたニック・
ファーマン、姉はシンガーソングライターのマダリン・ファーマン。幼い
頃にアトランタに移住し、７歳のときにカートゥーン・ネットワークの

“Cartoon Friday”に出演。2008 年、『ゴースト 〜天国からのささやき』
での演技によりヤング・アーティスト賞にノミネートされた。2009 年には、
ピーター・サースガードとヴェラ・ファーミガと並んで映画『エスター』の
エスター役で主演を果たし、知名度を上げる。2012 年には『ハンガー・ゲー
ム』では残忍で殺人を楽しむクローヴ役を好演した。2021 年の作品 "The 
Novice" では、主演のアレックスを演じ、Tribeca Film Festival で主演女
優賞を受賞している。

インタビュー : Izumi Hasegawa（Hollywood News Wire）
"The Novice""Orphan"

邦題「エスター」
"Orphan First Kill"
邦題「エスター 2」
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ご注文はオンライン、郵送、お電話で。

Cheena    Email: mail@cheena.com
9291 Shaughnessy St. Vancouver, BC  V6P 6P4
Tel: (604)648-0008 Toll Free: 1-800-663-1110

日本向け
宅配

チーナ
43年の実績！！

メープルシュガー
バームクーヘン250g
$20

スモークサーモン
キング・紅 150g x 各 1 枚
$49

お届け先 1 件につき
お買い上げ商品

金額 $150.00 以上で
送料無料！

お届け日
指定できます
ぜひご利用ください

カナディアンメープルセット
$35

アイスワイン
白・赤共　375ml
$35

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

メープルシロップ
オーガニック250ml

$15

 “BEFORE AFTER”  
                                         Daryl Hall                                    

“Unlimited Love”
                         Red Hot Chili Peppers

Maymusic freak

 　ダリル・ホールがソ
ロ活動を振り返る初の
作品集をリリースした。
収録曲は、1980 年から
2011 年までの５枚のソ
ロ作品に加え、2007 年
より自宅で様々なバン
ドやアーティストを迎
えて配信しているオン
ライン・ライブ・シリー
ズの未発表音源から選
ばれた。全てダリル本
人が選曲し、曲順を決

めた。ファン必聴の 2 枚組、全 30 曲というボリュームだ。
　そのライブ・シリーズは「友人たちとの演奏をネットで流す」という
2007 年当時としては斬新な試みで、登場するコラボ相手も実にバラエティ
に富んだ面々。話題を集めていた。ダリルは「ライブ音源から数曲入れた
ことでこのコンピレーションが完全なものになった」とコメントしている。
　また、発売と同時に 10 年ぶりのソロ・ツアーもスタートさせた。トッ
ド・ラングレンを特別ゲストに迎えてニューヨークのカーネギー・ホール
やナッシュビルのライマン・オーディトリアムなど、歴史的なステージで
公演する予定。
　ダリルは 72 年にジョン・オーツとコンビを組み、「ダリル・ホール＆ジョ
ン・オーツ」としてデビュー。ソウルフルなスタイルで 80 年代にかけて
大ヒットを連発し、ロック史上に名を残すスーパー・デュオとして活躍し
た。そのダリルも今や 75 歳というから衝撃だ。

　80年代半ば、ハリウッ
ドのパンク・ロックのア
ンダーグラウンドシーン
で頭角を現し、6度のグ
ラミー賞を受賞したレッ
ド・ホット・チリ・ペッ
パーズ。今年３月31日
には、ロサンゼルスにあ
る「ハリウッド・ウォー
ク・オブ・フェーム」の
星形プレートを獲得、ハ
リウッドの殿堂入りを果
たし、詰め掛けたファン
を狂喜させた。そしてその翌日には最新アルバムをリリースするなど、
勢いを見せつけている。
　本作にはギタリストのジョン・フルシアンテが16年ぶりに参加し、プ
ロデューサーには1991年から2011年まで、20年にわたってバンドを支え
たリック・ルービンを迎え入れるなど、嬉しいことずくめ。先行シング
ル”Black Summer”を含め、全17曲が収録されている。
　バンドはアルバムの制作について、「僕たちのゴールは音楽の中に溶
け込むこと。膨大な時間をかけて、互いの音を聞き、曲作りをし、ジャ
ムりながら作品を磨き上げた。バンドが同じ場所で同じ時間を過ごし、
成長するための機会が与えられて感謝している」とコメントしている。
まさに目標通り、彼らは制作の過程で音楽に溶け込んだようで、コメン
トの最後は「人々を元気付けて、繋げたい」と結ぶなど、４人の熱い思
いが伝わってくる。必聴の1枚だ。
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トピックス

刺殺事件で 7 人のティーンを起訴
　４月８日にエドモントン郊外で起きた高校生の刺殺事件で、エド
モントン警察は７人のティーンエージャーを第二級殺人罪で起訴し
た。起訴されたのは、17 歳の少女と 15 歳の少年二人、と 16 歳の
少年二人、さらに 14 歳の少年二人で、このうち 17 歳の少女はマク
ナリーハイスクールの外で起きた妨害罪でも起訴されている。起訴
されたのは全員が 18 歳以下の未成年で身元は明かされていない。
　亡くなったのは 16 歳の Karanveer Sahota さんで、学校の外でバ
スを待っているところを襲われ、その後病院に運ばれたが１週間後
に死亡した。Karanveer さんと起訴された若者は知り合いで、ライ
バルグループ同士の争いが高じて今回の殺人事件という結果になっ
てしまったと警察は話している。当初、６人の未成年が殺人未遂で
起訴されていたが、Karanveer さんの検死の結果、死亡原因が胸の
刺し傷だったことが判明し、後に７人が第二級殺人罪で起訴される
ことになった。
　事件から１週間近く情報が開示されなかった理由をエドモントン
警察は、「事件の全容解明こそが重要。様々な誤情報が流布されて
いるようだが、容疑者が全員未成年であることから、より一層慎重
に捜査を進めているため」と述べた。

新型コロナ国境規制が緩和へ
　カナダ公衆衛生当局は、４月 25 日より国境規制を緩和すると発
表した。これによると、ワクチン接種を完了した親または保護者に
引率された５歳から 11 歳のワクチン未接種または一部接種を受け
ている子供は、カナダ入国時の検査を受けなくてもよくなる。ワク
チン未接種または一部接種を受けている 12 歳以上の人は、引き続き、
入国時の検査を受ける必要がある。また、外国からの帰国者につい
ては、これまでのように隔離計画書を提出する必要もなくなる。
　この変更は、ワクチン接種完了者およびワクチン接種を完了した
親または保護者に引率された５歳から 11 歳の子供、そして医学的
禁忌のある人に適用される。さらに、ワクチン接種を完了している
国外から帰国したカナダ人については、帰国後 14 日間公共の場に
おいてもマスク着用の連邦義務がなくなる。
　その他にも、同じグループの人に新型コロナの症状が出たり帰国

後検査で陽性となっても、隔離義務はなくなる。カナダ公衆衛生当
局は、現在のところ、飛行機、列車、クルーズ船に乗る場合のワク
チン接種義務およびマスク着用義務は引き続き適用されると話して
いる。

猛暑が予想される地域
　 こ の 程、Intact Center on Climate Adaptation が University of 
Waterloo と共同で行った調査で、気候変動に伴いカナダ国内で最も
厳しい猛暑が今後予想される地域が報告された。
　カナダでは、既に熱波や猛暑が記録されているが、今後最もリス
クの高い地域として BC 州の海からロッキー山脈にかけての低平地、
草原部（プレーリー）のアメリカとの国境に近い地域、エリー湖の
北からセント・ローレンス川流域の三つの地域が挙げられている。
　リスクが高いとされる地域は以下順に：ウィンザー、ハミルトン、
ナイアガラフォールズ、セント・キャサリン、ブラントフォ－ド、
ケローナ、ロンドン、オタワ、トロント、ベルビル、レスブリッジ、
リジャイナ、モントリオール、キッチナー、ケンブリッジ、ウォーター
ルーとなっている。　熱波の影響を防ぐために、各家庭の電子製品
や家電などから出る熱量を減らしたり、自然換気を利用するなど個
人でできることもあり、事前に備えることが大切であると専門家は
話している。さらに、WeatherCAN アプリなどを使って熱波情報を
得ることも有効であるということだ。

多くのカナダ人が立憲君主制廃止に賛成
　Angus Reid 社が実施したアンケート調査によると、多くのカナダ
人はエリザベス女王を肯定的に捉えているが、女王の死後は英国君
主制から離れるべきだと考えていることが分かった。
　これによれば、63% のカナダ人がエリザベス女王を好意的に見て
おり、58% の人が女王が逝去したらある程度の哀しみを感じるだろ
うと回答していたが、半数以上がカナダは立憲君主制に留まるべき
ではないと考えていた。同社の社長は、「カナダ人に最も愛され馴
染みの深いエリザベス女王の死後は、立憲君主制から離れるべきだ
と考える人が多い。これは、価値感や国民の立憲君主制に対する考
え方、そして人口構成の変化や、日々変わる人々の会話などが原因」
と話している。
　昨年 11 月にはバルバドスが英連邦から脱し、ジャマイカもこれ
に続こうとしている。カナダもバルバドスに続くべきかという質問
には、51% の人が「はい」と回答し、その人たちの 92% が「その
ために憲法改正する価値がある」と考えていることも分かった。
　また、チャールズ皇太子が国王になることに反対と回答した人
は 41%、カミラ婦人が国王の妻となることに反対の人はさらに多い
52% だった。　一方、ウィリアム王子が国王になることについては
60% のカナダ人が賛成と回答した。
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トピックス

6 歳児の殺人事件で母親と義父逮捕へ
　2018 年３月に起きた６歳児の殺人事件で、母親と義父が逮捕さ
れた。事件から実に４年以上経っての逮捕だった。
　パトリック・ルーカスさんが最後にファーストネーションの
Hesquiaht 族の血を引く息子のドナティ君に会ったのは 2017 年の
クリスマスの一週間前。「息子にクリスマスプレゼントを渡し一緒
にスケートをしたんだ。笑顔のかわいい息子だった」とパトリック
さんは回想する。しかし、2018 年３月 13 日、ドナティくんは病院
に緊急搬送されるが死亡が確認された。それから４年以上が経ち、
ドナティくんの母親のリケル・フランクとそのパートナーのミッ
チェル・フランクが今年５月６日にようやく逮捕された。
　パトリックさんは、容疑者逮捕にホッとしながらも逮捕まであま
りにも長い時間がかかったことに苛立ちを隠せなかった。ファース
トネーションコミュニティでも捜査を一刻も早く進めるよう捜査員
や政治家に圧力を掛け続け、また容疑者逮捕まで何故これ程長い時
間がかかったのか、説明を求めている。
　ポート・アルバーニの RCMP は、証拠集めや長時間のビデオの検
証、事件の証人との面談や携帯電話のデータの検証に時間がかかっ
たこと、事件が複雑であったことがその理由であると説明している。

ブロードウェイ計画反対のデモ
　５月７日に、バンクーバー市の中心部にある 860 ヘクタールの開
発に関する構想段階の計画（ブロードウェイ計画）に反対する住民
がデモを行った。
　１st Ave. から 16th Ave. に及ぶこの地域には７万８千人以上の
人が住んでいるが、ブロードウェイ計画によると、手ごろな家賃
の住居を撤去し、今後 30 年間に最大で追加で５万人が住めるよう
な超高層ビルを建てる計画だ。更に、同計画では今後 30 年間で
４万２千件もの仕事を追加することを見込んでいる。
　スカイトレインの駅の側には、40 階建ての高層ビルの建築も許
可されている。デモの主催者は、「私達はコンクリート渓谷に反対
している。この計画が、街の自然を破壊し、高密度すぎる環境を作
り出してしまうことに反対している」と話し、「住民は、バンクーバー
のビルは既に高額すぎて手が出ないことを知っている。安価な住宅
を撤去して高層ビルを作ることに反対だ」と続ける。
　一方、Abundant Housing Vancouver のディレクターは、「人々が
住む場所が足りないのだから、もっと高く高密度のビルを作らなけ
ればならない」と述べている。同氏によれば、バンクーバーでは今
後 10 年間で最大で 13 万６千戸の住居が必要になるという。これに
先駆け、バンクーバーのケネディ・スチュワート市長は、古い住居
が撤去されたり再開発された場合、賃貸住居に住んでいる人々を守
るブロードウェイ計画の修正案を提出している。

BC 州外で手術を受ける人が続出
　BC 州では、現在、８万８千 300 人もの人が選択的外科手術のウェ
イトリストに名前を載せている。これは、パンデミックや洪水、山
火事の影響でスタッフ不足が続いていることと、ベッド数が足りて
いないことが原因である。心理学者のピーター・ジョイさんは、BC

州の病院で足の指の手術を受けるのに最長で 18 ヶ月待ちと言われ、
痛みに堪えられずバンクーバー市のプライベートクリニックを訪れる
も、プライベートクリニックでの手術を受ける条件が揃っていないと
却下され、カルガリーやトロントの病院にも連絡をするが返事を待ち
きれずに、結局米国シアトルで US １万２千ドル近く（宿泊費や旅費
含む）を支払って手術を受けたという。シアトルの外科医は、カナダ
人患者の手術をすることは以前は大変稀だったが、パンデミック後は
増加したと話している。
　一方、BC 州で手術を受けるのに１年以上待ちと言われた別の患者は、
約３万ドル（宿泊費や旅費含む）を支払いフランスで手術を受けた。
このように外国で手術を受ける BC 州の住民が増えていることは州の
医療システムが機能していないことの表れだと外科医は警鐘を鳴らし
ている。

職場復帰でペットが受難
　新型コロナの状況が落ち着いてきたことを受けて、リモートワーク
を終えて職場に通勤する人が増えた。BC 州の動物救援グループは、こ
れに伴い、ペットの面倒を見れなくなり、救援グループに助けを求め
る人が増えていると報告している。
　ビクトリアにある Raincoast Dog Rescue Society では、今年になっ
てから毎日３～５件の引き取り依頼を受けるようになったと話してい
る。以前は１週間に３～５件の依頼だったそうだ。「パンデミックで
家族や友人と会えなくなった寂しさから、きちんとした知識もないま
まペット（主に犬）を飼い、しつけをしない人が増えた。１匹５千ド
ルで犬を売り出すブリーダーも現れた」と別の救助グループのディレ
クターも話す。
　また、バンクーバーの Rosier Days のディレクターも「これまでに
ない程、犬を引き取ってほしいという連絡を受けている」と話してい
る。一方、SPCA では同じことが起きていない。これは、前出の小規
模なレスキューグループでは、犬がケージに入れられることがないよ
うフォスターホームを探してくれることや、SPCA では扱いにくい犬
や医療を必要とする犬を引き取ってくれないことが理由だろうと小規
模グループのディレクターは話している。
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2022 年度連邦政府予算案　   住宅、イノベーション、環境問題を柱に

　クリスティア・フリーランド副首相兼財務相
は４月７日、「経済を発展させ、安価に送れる生
活を実現する計画」と題した 2022 年度連邦予
算案を議会に提出した。住宅、イノベーション、
環境問題が柱となる。
　フリーランド氏は、「この予算案は、経済成長
を後押しし、雇用を創出することで、誰一人と
して取り残されることのない社会の構築を目指
したもの。つまりは、手頃な価格の住宅と給料
の良い仕事を提供するための支援だ。さらに子
供たちにきれいな空気と水を提供し、将来に続
くより強力で活発な経済に導くものだ」と説明
した。
　本年度予算案では、国民からの不満が募る高
騰し続ける不動産市場について、またクリーン
経済への移行についての支援策が多数盛り込ま
れている。
　また、この日の発表に先立ち、ジャスティン・
トルドー首相も、低所得者向け住宅が予算の焦
点のひとつになると発表。13 日には予算案で若
い人たちが住宅市場に参入できる仕組みを構築
したとの声明を出した。　
　予算案では、パンデミックにより景気が低迷
して以来、政府は国民を雇用させ続け、雇用主
の事業が破綻から免れるよう注力してきたが、
その甲斐あって、カナダ経済は急速かつ強力に
回復していると強調。カナダは先進７カ国（G7）
の中で最も雇用の回復が成功した国であり、雇
用はパンデミック前の 112％にまで回復し、失
業率はわずか 5.5%。カナダにおいて過去 50 年
のうち最低だった 2019 年の 5.4% に迫る勢い
だとした。
　なお、2022 ～ 2023 年度の歳入は前年度比
3.5% 増の 4084 億ドル、赤字は 528 億ドルとな
り前年度から半減する見込みとなっている。フ
リーランド氏は、「新型コロナをめぐっては、多
大なコストがかかったが、政府も際限なく支出
できるわけではない。支出を見直し、削減する」
と述べ、債務残高を減らしていく決意を表明し
た。
　一方、ロシアによるウクライナ侵攻について
も盛り込まれ、ウクライナ支援に９億 4000 万
ドルを捻出し、カナダの国防強化に 2027 年ま
での５年間で 72 億ドルを投入するとした。
　2022 年度の予算案では、政府は雇用と豊かさ
を作り出すために焦点を絞った投資をするとし
ているが、柱となるのは以下の３点。

住宅と雇用
　カナダ国民こそが強いカナダ経済の支えであ
るという考えのもと、国民が住宅を購入しやす
くし、労働力として成長できるよう、政府はサ
ポートするとした。
　まず住宅加速基金を立ち上げ、今後 10 年間で
住宅の建設数を２倍にする。取り掛かりとして、
今後５年間で 40 億ドルを投じ、10 万戸の住宅
を建設する。
　また、初めて住宅を購入する人が市場に参入し
やすいように非課税の住宅用貯蓄口座を導入した
り、初めての購入者向けに税額控除をこれまでの
２倍、最高１万ドルとする措置も講じる。
　さらには、大都市では外国からの投資により、
住宅の価格が高騰し、カナダ国民に不公平を招い
ていることから、外国人によるカナダの住宅用不
動産購入を２年間禁止することが盛り込まれた。
　住宅購入者や賃借人を保護するための法律も、
州政府や準州政府と協力して見直していくとし
た。このほか、低所得者や生活保護受給者のため、
手頃な家賃で住むことができるコープ住宅をカ
ナダ全国に 600 戸新設するとした。
　一方、雇用については、労働者が給料の良い
仕事に就くために必要なスキルを得られるよう、
またスキルのある移民に暮らしやすさを提供で
きるよう資金を投入するとした。

経済成長とイノベーション
　まず、「カナダ成長基金」を立ち上げ、2050
年までのネットゼロ経済の構築を目標に、５年
間で 150 億ドルを投じる。これにより、カナダ

産業や雇用に数百億ドルの民間投資や、新しい
イノベーションおよび投資会社を引きつける
ことが可能になるとしている。また、「イノベー
ション投資庁」を新設し、研究をビジネス化し
ようとする企業への融資を助ける。
　また、クリティカルミネラル戦略に 38 億ド
ルを投じることも発表。これにより、電話から
電気自動車まであらゆることに用いられるミ
ネラルのニーズをカナダ経済に利用すること
ができるとした。
　幼児教育とチャイルド・ケアに関しては、歴
史的な投資を盛り込んだ昨年度の予算案を発
展させたものになっているとし、この分野への
投資から今後 20 年で GDP が最高 1.2% 伸びる
ことが期待できると説明している。

環境問題
　クリーン経済への世界的な移行からカナダ
のビジネスが恩恵を受けられるよう、クリーン
テクノロジーや二酸化炭素の回収、有効利用、
貯留の発展など、新インセンティブを通した試
みをサポートするとしている。例えば、ネット
ゼロ技術、蓄電池ソリューション、再生可能な
水素などのクリーンテクノロジーに対しては、
最大 30％の新型投資税額控除を導入する。
　また、国内の土地、湖、海洋などを保護す
るための投資も行われる。さらにはゼロエミッ
ション車が手頃な価格で提供し、充電スタンド
の全国ネットワークを充実させるために 30 億
ドルを投入するとした。
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トルドー首相がウクライナを電撃訪問　　追加の軍事支援を表明

　トルドー首相は 8 日、ウクライナを事前の
予告なしに訪問、激戦により深刻な被害を受
けたルイピンを視察し、首都キーウ（キエフ）
でゼレンスキー大統領とさらなる軍事支援な
どについて協議した。
　会談後の共同記者会見では、ウクライナへ
の軍事支援としてカメラ搭載のドローン（無
人機）や衛星画像、小型兵器、弾薬に加えて、
地雷撤去作業の資金を提供することを表明。
さらに、カナダがウクライナから輸入する全
製品に対して、今後 1 年間、関税を撤廃する
方針を発表した。
　ロシアによる侵攻から 2 カ月以上が経過し、
被害が深刻化する中、トルドー氏はウクライ
ナへの支援を改めて強調し、キーウのカナダ
大使館を再開することも明らかにした。
　トルドー氏は、この惨状について、ロシア
のプーチン大統領による「凶悪な戦争犯罪で
あるのは明らかだ」と責任を追及すべきとの
考えを示し、ロシアの新興財閥（オリガルヒ）
や防衛部門などの個人 40 人と 5 団体に対す
る追加制裁も発表した。

戦地への突然の訪問
　戦地であるウクライナを訪れ、ゼレンスキー
大統領と対面による協議を行ったことは、多
くの国民を驚かせたが、極秘訪問は数週間に
わたる計画の後に行われた。
　トルドー首相は、ウクライナとその国民と
の強固な連携を示すために、またロシアがも
たらした破壊を自分の目で見るために、訪問
を希望したとされるが、 一方で、ウクライナ
における外交面でのカナダの不在はかねてよ
り指摘されていた。多くの西側リーダーたち
がここ最近、戦地に乗り込むという危険な訪
問を成し遂げたこともあり、カナダも同様の
気概を示すよう圧力がかけられていたという。
　ウクライナ訪問を敢行するにあたり、首相
府は、4 月に同様の訪問を行なった欧州委員
会委員長のウルズラ・フォン・デア・ライエ
ン氏とボリス・ジョンソン英首相のスタッフ
に助言を仰いだとされる。
　ライエン氏はロシアによる侵攻後、最初に
ウクライナを訪問した欧州要人の一人で、4
月 8 日にゼレンスキー氏と会談するためキー
ウに訪れている。同氏は大量虐殺が発生され
たとされるブチャ近郊の集団墓地にも足を運

んだ。
　また、ジョンソン首相も 4 月 9 日、キーウ
でゼレンスキー氏と会談している。

安全面と極秘性に注力
　両首脳スタッフの助言から、首相府は、安
全面といかに極秘性を維持できるかの 2 点を
最重要事項と捉え、注力を払った。
　安全面については、カナダ特殊作戦軍の統
合タスクフォース 2 が同行していたが、全派
遣団はウクライナ軍の管理下にあった。また
移動については、トルドー首相一行は 7 日朝
にカナダ空軍エアバス CC-150 でオタワを出
発、8 時間かけてポーランド南東ジェシュフに
到着すると、列車でキーウに向かった。ウク
ライナに入ると、パトカーや救急車を含む 20
台以上の車両が車列を組んで移動した。 
　世界の首脳が紛争地に出向く際は、首脳が
危険な環境を出発するまでは訪問を明かさな
いのが慣例。例えば、トランプ前大統領が
2019 年の感謝祭にアフガニスタンの米軍を電
撃訪問した際は、ジャーナリストは訪問を明
かさないよう求められた。しかし、ジョンソ
ン首相のウクライナ訪問は、期せずしてゼレ
ンスキー氏との会談中にソーシャルメディア
で報じられている。
　このため、首相府はトルドー氏の訪問につ
いて、リアルタイムで報道されるリスクとそ
れによる別のリスクも承知していた。トルドー
氏がウクライナに到着すると、極秘性は維持
できなくなる可能性があった。
　実際のところは、今回のトルドー氏の訪問
がカナダのメディアに伝えられたのは同氏が

カナダを出発した後で、公表されるまでは、
報道してはならないという条件の下だった。
　
米大統領夫人もウクライナを訪問
　バイデン大統領のジル夫人も同日、ウクラ
イナ南西部の町ウジホロドを電撃訪問し、ゼ
レンスキー大統領のオレナ夫人と面会した。
　訪問中の東欧スロバキアから陸路でウクラ
イナ入りしたジル夫人は、国境付近で市民の
避難所となっている学校を訪れ、約 2 時間滞
在した。ジル氏は 4 日間の予定でウクライナ
からの難民を受け入れているルーマニアとス
ロバキアを訪問していた。ウクライナへの訪
問は事前に公表されていなかった。
　ジル夫人はウクライナで起きている悲惨な
戦争を終結させる必要性や「米国民はウクライ
ナ国民と共にある」ことを示すための訪問だと
説明。一方、オレナ夫人は 2 月にロシア軍に
よるウクライナ侵攻が始まってから、これまで
公の場に姿を見せていなかったが、ジル夫人と
は侵攻直後から連絡を取り合っていたという。
　ジル夫人が訪れた学校には 47 人の子供を含
む 163 人が家を追われ避難している。二人は
教室の席に着いて、ことばを交わし、非公開
でも 1 時間にわたって会談した。
　「母の日に訪問したいと思った」というジル
夫人に対し、オレナ夫人は「空襲警報が鳴り
響く戦地に訪問するのがいかに大変だったか
理解している」と語った。
　米大統領夫人が紛争地を訪れるのは、ロー
ラ・ブッシュ元大統領夫人が 2008 年にアフ
ガニスタンを訪問して以来初めて。

 日本語チェック

「隔靴掻痒（かっかそうよう）」の意味
はどれか。

①　きびしく、つらいこと

②　うれしく、よろこばしいこと

③　もどかしく、じれったいこと

解答・解説は 35 ページ
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世界のニュース

Netflix、加入者が 10 年ぶりに減少　パスワード共有、競争激化で

　さらには、世帯普及率の高さやストリーミング
市場における競争の激化も大きな要因の一つとし
て挙げた。
　こうした状況を受けて、Netflix は、有料会員に
よるパスワード共有の取り締まりや、映画などの
制作費を抑えることにまず最初に取り組む方針で
あることを表明した。ただ、コンテンツにはすで
に多額の費用を投入しており、2022 年度の予算
は 200 億ドル以上になるとみられている。
　なお、第 1 四半期の利益は 15 億ドル 9700 ドル
で、前年同期の 17 億 700 万ドルから約 1 億ドル
減少した。

北米では 1 月に値上げ
　Netflix は今年 1 月、世界の会員の 35％を占め
るアメリカとカナダで 2020 年 10 月以来 2 年ぶ
りにサービス料金の値上げを行なった。これに伴
い「ベーシック」、「スタンダード」、「プレミアム」
という全 3 種類のプランが 1 割強、値上げされた。
　Netflix はこれまでにも「作品への投資」を理由
に段階的な値上げを実施してきたが、今回の決算
報告書では、値上げの影響にも触れている。同社
によると、料金値上げを実施したことで北米の会
員 60 万人を失ったとしているが、この点につい
ては「主に価格改定の結果であり、想定内のこと。
予想通りに推移している」との考えを示した。
　一方、世界的なインフレも会員離れに拍車をか
ける。娯楽としての動画配信サービスなどは、一
般家庭が家計の支出を見直す際に、一番初めに検
討される項目とも言え、食品など日常生活の必需
品が軒並み値上がりしたことも逆風の一端となっ
た。

格安プランを検討
　決算報告書が発表された 19 日、Netflix は今
後数年以内に広告付きの低価格プランを導入
する方針も表明した。　
　Netflix 共同創業者のリード・ヘイスティン
グス氏は長年、広告表示については消極的で、
パスワードの共有も問題ないとしていたが、
第 1 四半期の決算報告書を受けて、方針の転
換に踏み切った。パスワード共有に関しては、
サービスを利用しながら料金を払っていない
世帯を契約に誘導する仕組みを構築している
としている。
　ただ、同社は「パスワード共有は、多くの
人が Netflix を利用し楽しむ機会を与えた。我
が社の成長を後押ししてくれたと思う」とも
述べている。
　一方、ライバル社「Disney+」も年内に広告
付き低価格プランを導入すると発表している。

パンデミックで急成長するも
　新型コロナウイルスにより、自宅で過ごす
時間が増えたことで、2020 年に飛躍的な成長
を遂げた Netflix だが、同社は 2021 年の成長
の鈍りについて、その反動だと考えている。
しかし、現在はパンデミック前の水準にも戻っ
ていないという。
　共同経営責任者（CEO）であるヘイスティ
ングス氏とテッド・サランドス氏は「COVID
がストリーミング事業を押し上げたことで、
最近までその実態の部分が見えにくくなって
いた。2021 年の成長鈍化はパンデミックによ
る調整が要因だと思う」と述べている。
　また、業界最大手として 2020 年に多くの顧
客を獲得したものの、世界が徐々に再び回り
出すと同時に Disney+ HBO マックスなど競合
他社との顧客争奪戦も激化し始めた。
　一方、Netflix は昨年 11 月、ゲーム事業へも
参入している。動画と同様にゲームも Netflix
のコンテンツの一つとみなし、追加料金を取
ることなく会員向けに 5 つのモバイルゲーム
の配信を開始。最大の狙いは、解約防止とみ
られている。

　ストリーミング業界最大手の米 Netflix は、4 月
19 日に発表した 2022 年第 1 四半期決算報告書の
中で、有料会員数が今年 1 月から 3 月の間に 2 億
2184 万人から 2 億 2164 万人へと、10 年ぶりに
減少したことを明らかにした。同期に 250 万人増
としていた同社の予測をはるかに下回る 20 万人
の減少となった。
　また、第 2 四半期についても、Netflix 側が会員
数は約 200 万人減少するのではないかとの考えを
示したことからウォール街が反応し、今年に入っ
てすでに 40％余り下落している同社の株価はこの
日、時間外取引で 21％も急落した。さらに Netflix
の苦戦を受け、ライバル社であるディズニーも
5.2%、HBO・MAX を傘下に持つワーナー・ブラ
ザーズ・ディスカバリーは 2.8%、メディアストリー
ミング末端のロクは 8.3%、連鎖的に値下がりした。
　報告書では、会員数および収益にダメージを与
えている第一の要因として、複数の世帯がパス
ワードを共有していることを挙げている。有料会
員は約 2 億 2000 万人だが、同社はアメリカとカ
ナダの 3000 万世帯を含む世界約 1 億世帯が、月々
料金を支払っている有料会員とアカウントを共有
しているとみている。つまり同居していない家族
や友人が一つのアカウントを使い回しているとい
うことになる。
　この他の要因には、ロシアによるウクライナ侵
攻とそれに伴う制裁も会員数の減少に拍車をかけ
たとした。同社は、ロシアでのサービス中断とそ
れによる有料会員の減少で、70 万人の会員が失わ
れたとしており、「これがなければ、会員数は 50
万人増加していた」と強調した。また、ウクライ
ナ侵攻と同時にヨーロッパ、中東、アフリカ市場
も伸びが鈍化したという。
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コンテンツの規制強化　EU がデジタルサービス法に合意

　欧州連合（EU）は４月 23 日、EU 加盟国
と欧州議会が米巨大 IT 企業に対しプラット
フォーム上の違法コンテンツを厳しく取り
締まるよう求める法案「デジタルサービス
法（DSA）」に合意したと発表した。これに
よ り、Apple、Google、Meta（Facebook）、
Amazon、Twitter、YouTube な ど の IT 企 業
は、自社のソーシャルメディアや検索プラッ
トフォームから偽情報や違法とみなされるコ
ンテンツおよび製品を排除することに責任を
負うことになり、違反した場合は罰金が科せ
られる。
　インターネットの安全性やアルゴリズム機
能に関する透明性の向上が謳われる一方で、
EU に加盟する 27 カ国が企業の運営に多大
な影響力や権力を持つ可能性に懸念の声も上
がっている。EU 加盟国内には、米巨大 IT 企
業のプラットフォームの利用者が 4500 万人
以上いるとされる。
　16 時間以上にわたる交渉を経て合意に達
した本法は、2024 年に施行されるが、詳細
は今後詰めていくことになる。

「ダークパターン」や「ターゲッ
ト広告」も禁止
　DSA は、IT 企業がユーザーのオンライン上
の安全をいかに保証すべきかを初めて法的に
定めたもの。法案では、違法コンテンツのな
どの規制強化のほか、ユーザーがコンテンツ
を不本意にクリックするよう誘導する「ダー
クパターン」と呼ばれる手法も禁止される。
　また、子供を対象としたり、ユーザーの宗
教や性的指向、興味、関心、人種、政治的意
見などセンシティブな情報に基づき狙いを定
めて広告を表示する「ターゲティング広告」
も禁止の対象になる。
　さらに、EU 当局は、治安や健康にかかわ
る危機的状況が発生した際、一定の対策をと
るよう大手プラットフォームに義務付ける。
これは、新型コロナウイルスのパンデミック
とロシアによるウクライナ侵攻に関する偽情
報の拡散を受けて盛り込まれることが決まっ
た。EU 当局は、こうした偽情報拡散を、欧

州の安全保障の「直接的な脅威」と位置付け
ており、フェイクニュースやプロパガンダに
対する措置を取っているかどうかの開示は、
必須措置であるとした。
　IT 企業は、ユーザーに対してアルゴリズム
がいかに機能するかを説明する義務も課せら
れる。
　また、企業は、法の順守を監視するための
費用を負担せねばならず、これは最大で世界
年間売上高の 0.05% となる。
　なお、プラットフォームが DSA に定めら
れた規則に違反した場合は、年間世界売上高
の最大 6% の罰金が科される可能性がある。
違反が重なれば、EU 内での運営が禁止され
る場合もあるという。
　EU 当 局 の DSA を め ぐ る 発 表 を 受 け て、
Google は、「法の最終的な施行には、詳細を
知ることが重要だ。誰にとっても有益となる
技術的な詳細の取りまとめに向け、当局と協
力していきたい」との声明を出したが、Meta
や Amazon、TikTok のバイトダンスはコメン
トを控えている。

デジタル市場法
　EU が推し進める巨大 IT 企業に対する規制
強化におけるもう一つの柱、デジタル市場法

（DMA）は、3 月 24 日に暫定的な合意に達し
ている。DMA は IT 企業の市場支配力に制限
をかけ、競争阻害行為の抑止を目的とする。
スマートフォン上のアプリ配信や決済などに
ついて市場の外部解放を義務付けており、今
年 10 月に施行されると見通しであると伝え
られている。
　違反すれば最大で年間世界売上高の 10%
の罰金が科せられる可能性があり、違反が重
なれば 20% に引き上げられ、企業買収の禁
止など他の罰則が科せられる場合もあるとさ
れる。
　巨大 IT 企業の定義は、時価総額が 750 億
ユーロ以上か、EU 域内の年間売上高が 75 億
ユーロ以上である企業。また、EU 域内で月
間 4500 万人のエンドユーザー、または年間
1 万人のビジネスユーザーを抱える企業も対

象となる。
　DMA の 発 表 を 受 け、Apple は「DMA の 一
部の条項は我々のユーザーのプライバシーや
セキュリティにとって不要な脆弱性を生み出
す」と強調し、「その他の条項は当社が多額を
投じて築いた知的財産に課金することを禁じ
るものだ」と不満を表した。
　一方、 Google は、「最終文書を精査し、当局
と協力して実施にあたる」としながらも、「新
たな規制がイノベーションと欧州の人々の選
択肢を狭める恐れがある」と懸念を表明した。

英国は「フェアプレー規則」を発表
　英政府も 5 月 6 日、米巨大 IT 企業が権力を
乱用してユーザーに不利益を与えないように
するための新たな計画を発表した。
　企業の規制を強化するこの「フェアプレー
規則」では、デバイスにプリインストールさ
れたソフトウェアしか利用できないようにす
る仕組みを禁じ、ユーザーがモバイル OS を容
易に交換できるようにすることなどが含まれ
る。また、アルゴリズムの変更が中小企業に
影響を与える可能性がある場合は、変更の通
知が義務付けられる。
　新たな規則の設置は、中小企業を競争から
排除する行為を防ぐことが目的だとし、違反
した場合は巨額の罰金が科せられる可能性も
あるとした。
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無愛　想子
はなしの箸やすめ

日本の企業社会
(268)

中根　雅夫

　 先月末頃から、大手の傘下にあるアフェリエイ
ト事業者が、筆者が特定のサイトにアクセスする
たびに一方的にしかも数秒ごとに商品のカタログ
を送信してくるようになりました。
　あまりに執拗的なために支障をきたすこともあ
り、何よりストレスを強く感じたので、その企業

（アフェリエイト広告を仲介する企業で、自社が展
開する EC サイトの商品をホームページなどで取
り上げて、その製品の販売につながると成果報酬
を付与する。ホームページで情報を発信する人は
2020 年時点で 400 万～ 500 万人、市場規模は 300
億円とされている）に連絡をとりましたが、最近
は特にネット関連の企業がそうですが、担当者と
の直接的な応答ができず、チャットでのやり取り
に終始しました。
　「窓口」の担当者は、サイト運営者に問い合わせ
て、という受け答えしかしません。筆者は納得で
きないと繰り返し対処するように求めましたが、
最後には、今後は同様の回答となるため返信を控
えるといったメールを送信してきて、その後は何
の対応もありませんでした。
　そこで筆者は、国民生活センター内の消費生活
総合センターに事の経緯を説明して対応を委ねま
した。その後、担当者から連絡があり、傘下に置
く仮想商店街を運営する本社のカスタマーサポー
トの電話連絡先が教示されたので、筆者が担当者
に件（くだん）の経緯を述べて対応を求めまし
た。担当者は傘下のアフェリエイト事業者と対応
するとして通話を終えました。改めて連絡が入る
のだろうと思っていましたが、その数分後にカス
タマーサポートから「アンケートご協力のお願い」

というメールが送信されただけで、まったくその
後の対応がなされませんでした。
　ちなみに、筆者はアフェリエイトにはまったく
無縁で、それに係わったこともありません。ひど
く無責任な対応で、憤懣やるかたない思いが今も
しています。
　国民生活センターの調査では、ネット広告に関
するトラブル相談は 2020 年時点で、およそ 8 万
6000 件に上っています。
　そこで、インターネット利用におけるトラブル
や困った経験に関して既存の調査結果をみてみる
と、「トラブルや困った経験がある」と答えた人は
37.9％でした。トラブルや困った経験については

「ID やパスワード忘れ」（37.7％）と「迷惑メール
が大量に送られてきた」（35.1％）が比較的数値が
高く、次いで、「インターネットに依存してしまい、
時間を浪費した」（18.4％）「コンピューターウイ
ルスに感染した」（13.9％）「インターネット上で
誹謗中傷を受けた」（12.7％）「自分の知らないサ
イトに登録された」（12.5％）が続いています。
　ちなみに製造物責任 (PL) 法の専門家は次のよう
な見解を示しています。

「事業としてコンテンツを提供する事業者には、違  
法な内容を含むコンテンツを事前もしくは事後す
みやかに排除する品質管理の体制の構築と継続的

改善について相当の注意を払う義務を負うという
べきであり、審査や削除の体制について標準的な
知識・知見を用いずコンテンツ上で提供する事業
者は当該コンテンツの危険責任を負うと考えられ
る。」
　また、次のような指摘もあります。

「インターネット・ショップと顧客の間の取引がイ
ンターネット・ショッピング・モール運営者の構築・
提供するシステム利用を前提とすること、非対面
であるインターネット取引の特性の考慮から、モー
ル運営者には顧客とのシステム利用契約上の義務
として、一定の技術水準確保及びショップへの監
督を通じ、安全な取引環境を整備する義務を観念
しうると考える。具体的には、契約の相手方選択
の自由を損なわないよう契約過程を管理し、情報
の正確性等に疑義が生じている場合に、ショップ
に対して監督する義務などが指摘できる。」
　それにしても、今回筆者が経験した自動応答に
よる不備は企業に再考を促す課題であることは確
かです。ちなみにチャットでの問い合わせをした
際に不満に感じたことの調査結果があります。そ
れによると、「話がかみ合わず解決に至らなかった」

（63.7％）、「チャットで対応できる範囲が少なかっ
た（質問したいことが選択肢になかった）（50.5％）、

「解決できない場合、そのままチャットで人に対応
してほしかったが連係していなかった」（38.5％）
が比較的高い数値を示しています。
　企業ができるだけ業務を IT 化して効率化に取り
組む姿勢それ自体は必ずしも批判すべきことでは
ありませんが、消費者の立場を十分考慮すべきこ
とは改めて言うまでもありません。

犬の話
★　ドラッグを嗅ぎ分ける犬が空港などで活躍しているが、アワビの匂
いを嗅ぎ分ける犬がカナダにいる。カナダでは 1990 年以降、アワビを
採ることが禁止された。あるとき、BC 州の北方で採ったアワビを 100
個持ち帰った男が、この犬に見つけられ、収穫したアワビは 24 個を除
いて海に戻され、残りはバンクーバーの水族館で飼われた。

★　リンダのペットの犬ジェットは、バンフで育った。当時は旅行者が
訪れるのは６月の終わりから９月の始めまでで、あとは静かな街になり、
有名なバンフ・スプリングス・ホテルも夏の間しか開けていなかった。
　ジェットは黒いラブラドル犬だったが、夏の間は、たまに家に帰って
きても、飼い主のリンダ一家がそこにいることを確認すると、すぐまた
姿を消すので、きっとガールフレンドのところに行くのだろう、と子

供達と話していた。一時帰宅したジェットは、清潔で健康そうで、
幸せそうだった。
　あるとき、リンダの妹がスプリング・ホテルのテニスコートに
行ったとき、どこからともなくジェットが現れて喜んで妹に飛び
ついた。彼女がジェットの後をつけていくと、ホテルのキッチン
のところでシェフからおいしそうな残り物のご馳走と冷たい水を
貰っていた。
　シーズンが終わりホテルが閉鎖されると、ジェットも家に落ち
着くようになった。
　そんなことが３、４年続いた後、ホテルは冬でも営業するよう
になり、ジェットをかわいがってくれていたシェフもリタイアし
てしまった。後任のシェフはジェットの夏季休暇計画を知らなかっ
たようだった。
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終わりの見えない苦難
特集

　４月 21 日の時点で 500 万人以上の人々が戦火をのがれて国外に脱出している。そのほと
んどは女性と子供だと言われている。
　一方、何百万人ものひとびとがウクライナからの脱出もできないまま国内難民となっている。
砲弾に怯える人々が生活している場所のインフラストラクチャーも破壊された。水道や発電所
を始め、病院や学校なども機能不全に陥っている。東部ウクライナでは 140 万人の人が水の
供給を絶たれてしまっており、600 万人の人々が命の綱である安全な水を手に入れるために
日々苦労している。この状況は戦いが長期化して日々刻々と深刻化している。
　同時に、祖国を守るために戦うことを決意した夫や息子、父親と別れて家族の命を守らなけ
ればならない女性や恐怖に苦しむ子供達の精神的危機も日ごとに増している。
　そうした中で、なんとか生き抜こうとしている人々に対する各国からの援助も、必死に続け
られている。

  　  Doctors Without Borders / 
  　  Médecins Sans Frontières (MSF）
  　  国境なき医師団
www.doctorswithoutborders.ca
　ウクライナ国内の最悪の被害を受けている戦地はもとより、難

民が来る近隣諸国の国境での医
療サービスも行っている。重傷
者への緊急医療行為や医療物資
の補給、戦争被害者に対する治
療に関して現地の医療従事者に
トレーニングやアドバイスをす
るなど。またボランティアへの
トレーニングやカウンセリング
なども行っている。

   Voices of Children
   ヴォイス・オブ・チルドレン
https://voices.org.ua/en
　2015 年の創立以降、戦禍にみまわれた子供達の心理的サポートを
心理学者や精神科医たちが行っている。現在 50 人以上の専門家がウ
クライナの子供達とその親達の精神的ケアを行っている。

 UN Refugee Agency (UNHCR)
 国連難民高等弁務官事務所
www.unhcr.org
　ウクライナから何百万人もの人々が逃げる中で、虐待や人身売買、
性犯罪などの危機に対して警鐘が鳴らされている。国境には多くのボ
ランティが駆けつけてウクライナから逃げてきた人々のケアを行って
いるが、戦争が始まってしばらくの間、そうしたボランティアを登録
したり監視したりするシステムがなかったために、人身売買業者や性
的虐待を行うグループなどの犯罪ネットワークが利用していた可能性
が指摘されている。国境に逃れてきた人々の 90％が女性か子供であり、
多くの人が疲れ切っていて可能な限り早く目的地に行きたいと思って
いるため、国境からの移動手段を提供するふりをして犯罪的行為を行
う者もあるという。そうした危
険から難民を守るためのシステ
ム作りやボランティアの審査シ
ステム、犯罪から身を守るため
の意識向上のキャンペーンなど
にも取り組んでいる。また、難
民のライフラインである現金支
援のプログラムも行っている。

　危機にあるウクライナでは、数百万人の人々が国際的な人道支援に依存しなければならない状
況に陥っている。ここでは、戦禍に苦しむウクライナの人々への救援を行っている団体を紹介する。
一般の人々からのドネーションは人道支援を行っている NPO 団体のライフラインでもある。
ここに挙げた団体以外にも様々な団体が献身的に救援活動を行っているが、もしどこに援助を申
し出たらよいかわからない場合はこのページを参考にしてほしい。
　団体名の下にあるウェブサイトのアドレスにいくと、「DONATE NOW」あるいは「PLEASE 
DONATE」というボタンが必ずあるので（大抵は赤枠に白抜きで書かれているが、そうでない場
合もある）、そこをクリックして情報を入れれば、たいていは安全に寄付を送ることができる。

ウクライナ（２）
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被災動物救済を考えている方は、本誌 45 ペー
ジ『にゃいん・わん・わん』をご覧ください。

 UNICEF　ユニセフ
 www.unicef.org
　戦禍にまきこまれた子供たちと家族のために、食糧や安全な水、
健康のための支援を主にしている。
また、爆撃などを経験した子供の
中には精神的に傷をおっている子
も多く、心身両面でのケアも大き
な課題になっている。

   Save the Children
   セーブ・ザ・チルドレン
www.savethechildren.ca
　子供の権利を守るための活動を続けている 100 年以上の
歴史を持つ団体。現在、世界中で４億５千万人の子供たち
が紛争で苦しんでおり、ウクライナでは 750 万人の子供が
深刻な精神的ダメージを受けつつある。そうした子供達の
ための人道支援を行っている。

 International Committee of the Red Cross
 赤十字国際委員会
www.icrc.org
　ウクライナでは 2014 年から人道支援を続けている。食糧や水、生

活必需品などの緊急支援、ヘル
スケアのサポートの他、被災し
た様々な施設の修理なども行っ
ている。また、負傷者や病人、
捕虜に対してロシアとウクライ
ナ当局が国際人道法に則った行
動をとるように交渉するなど、
政治的な活動も行っている。

           Sunflower of Peace
          サンフラワー・フォー・ピース
www.sunflowerofpeace.com
　米国ボストンを拠点としたウクライナの人々支援の団体。医薬品や
救急バッグパックなどを提供している。また現地で活動している救急
隊員や医師などへの医薬品なども提供するための募金を行っている。

 　　International Medical Corps
 　　インターナショナル・メディカル・コア
https://internationalmedicalcorps.org
　1984 年に米国の医師や精神科医、看護士たちによって立ち上げ
られた。紛争地や災害などの被災者
への救急医療を提供している。医療
サービスと同時にインフラストラク
チャーを構築することも目指してい
る。現在はウクライナにも拠点をお
き、医療、メンタルヘルス、性暴力
への対応などクリティカルケアや、
医薬品の提供などを行っている。

  　　Rose Charities
  　　ローズチャリティーズ
www.rosecharities.ca
www.canadahelps.org/en/charities/rose-charities

　バンクーバーを拠点とする小児科医師によって設立されたチャリ
ティー団体。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。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
れる。"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る。
チェックでも受け付ける。payable to は Rose Charities 宛てにし、
チェックの下部に「Ukraine relief」または「for Ukraine」と書く。
送り先： Rose Charities Canada　
 1870 Ogden Ave, Vancouver, BC, V6J 1A1

    World Central Kitchen
    ワールド・セントラル・キッチン
https://wck.org
　2010 年のハイチ地震を機に１シェフが立ち上げた NPO。自然災害
から地域紛争まで、あらゆる飢餓に苦しむ人々にできるだけ温かい
料理を届けている。材料も経済活性化の意味も込めてできるだけ地

元周辺で調達して
いる。これまでに
８ か 国、1200 万
食を届けた。ウク
ライナには現在、
毎日 30 万食を届
けている。
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エアロプランポイントをウクライナ難民救済に
　４月 20 日、ショーン・フレイザー移民・難民・市民権大臣は、

「Ukraine2CanadaTravelFund（ウクライナ２カナダ旅行基金）」を
立ち上げたと発表。この支援は、Miles4Migrants、シャピロ財団、
エア・カナダと提携して行われる。
　エア・カナダ、または Miles4Migrants を通じて Aeroplan のポ
イントを Ukraine2CanadaTravelFund に寄付することができる。
　現金を寄付したい人のためには、グレータートロントのシャピ
ロ財団が Ukraine2Canada 旅行基金に代わって寄付をあつめてい
る。これは少なくとも１万人のウクライナ難民をカナダへ連れて
くることを目標としている。10 ドル以上の寄付に関しては TAX
用領収書が発行される。
　エア・カナダはエアロプラン１億ポイント分の寄付をし、また
シャピロ財団はカナダ人による寄付と同額の寄付、最大５千万エ
アロプランポイントに相当する寄付を行うことにしている。
　このプログラムの対象となるウクライナ人は、有効なカナダへ
の渡航文書を保持し、正式にカナダへの旅行が承認されている人。
サービスには、カナダへのチャーター便、短期的収入支援、最大
２週間のホテル滞在費などが含まれている。

カナダーウクライナ認可（CUAET）
３月 17 日開始
　ウクライナ人とその近親者に対して、最長３年間の居住許可を
与える。これには、就労許可、学習許可が同時に与えられており、

カナダのウクライナ難民対応
カナダ国内のほとんどすべての仕事に就いたり、教育プログラ
ムに参加したりすることができる。
　利用できるものには以下のようなものがある。
◆ 語学研修
◆ 子供を学校に入学させるための支援
◆ メンタリング、ネットワーキング、カウンセリング、スキル
　開発、トレーニングなど、労働市場へのアクセスを支援する
　情報とサービス
◆ 地域社会とのつながりを促進する活動
◆ ウクライナ人が持つ可能性のある他のニーズの評価と適切な
　機関への紹介
◆ 女性、高齢者、若者、LGBTQ2+ の人々のニーズを対象とし
　たサービス
◆ 定住プログラムを通じて利用可能なその他の定住サポート

　CUAET 開始後から４月 12 日までの間に、IRCC（Immigration, 
Refugees and Citizenship Canada）は 141,000 余件の申請を受け、
うち 46,000 件が承認されている。この承認はその後も増え続け
ている。

カナダ赤十字
　カナダ赤十字は４月初旬から、トロント、エドモントン、バ
ンクーバーの国際空港への到着サービスを提供している。その
内容には、翻訳サービスや、政府やコミュニティにつなげるサー
ビスなどがある。

 　　Human Rights Watch
 　　ヒューマンライツ・ウォッチ
 　　https://www.hrw.org
　1978 年創設の 70 余か国からの弁護士、ジャーナリスト、政治関係
などの有識者からなる団体。世界中の戦争被害者や難民など、人道的
危機にさらされている人々を守るために活動している。いかなる国か
らの影響も与えられず中立性を保持するために、政府関係からの資金
提供は一切受けていない。また、多額の寄付なども紐付きにならない
ために細心の注意を払っている。
　徹底的で綿密な調査に基づいて人権侵害の事実を確認し、マスコミ
や SNS などに発信していくと同時に、ときには様々な人権団体と協
同して人権を守るために活動している。
　今回のロシアによるウクライナ侵攻については、ロシア軍による

民間人殺害や占領地
における拷問や強姦、
また人口密集地での
クラスター爆弾の使
用など、明らかな戦
争犯罪があると述べ
たが、同時にウクラ
イナ軍によるロシア
兵捕虜への残虐行為
など、戦時国際法違

ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査団は、
ロシア軍が撤退した後のウクライナの Bucha
の様子を“Worse than hell”と呼んだ。

反も指摘している。また、国外に逃げようとする留学生など外国人
への人種差別、不平等な扱いなどもあったという。
　ウクライナは現在、国際刑事裁判所（ICC）に加盟しておらず、今
後国内法を ICC で規定された国際法に準拠させる必要がある。
　今年４月８日には、ロシアのヒューマン・ライツ・ウォッチ事務
局が政府当局によって閉鎖された。

 　United Nations Human Rights Council
 　国際連合人権理事会
www.un.org/en
　全国連加盟国 191 か国による無記名投票で選出された 47 の理事国からな
る。それまであった国連人権委員会の問題点を改善して2006年に創設された。
国連憲章と世界人権宣言を基盤とし、弱者や差別などから人々を守ることを
使命としてる。
　４月 25 日、戦
争で荒廃したウク
ライナの 900 万余
人に対する支援を
提供するため 22
億 5000 万ドルが
必要であると国連
に要請した。
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『ふれいざー』の読者の皆さまへのお願い

星の話星の話
　ただ今、Good Friday。2022 年４月 15 日午後 10 時。そして旧暦
３月 15 日。満月でお星さんを見るには明る過ぎて不便です。とは
言っても、お天気は私の手には負えませんしねー。雨、曇天が続い
て、夜空を見る機会がありませんでした。桜は過ぎてしまいました。
５月の空の記事のため、いつも星を見に行く所、Burnaby Heightsn 
Park に来ています。明る過ぎて２等星までしか見えません。つまり、
Betelgeuse を中心とする大きな弧と Orion 星座、　北斗七星。北極
星はかすかに。それに、双眼鏡で見る獅子座。北斗七星のしっぽの
曲線の延長線上に、Arcturus と乙女座の Alpha 星 Spica。あ、そうだ。
それに北東の空に Vega、七夕の織姫です。夏の星の筈の織姫ですが、
北極から近い分だけ早くも出て来るという事になります。つまり北
極に近い星ほど遅く地平線に沈み、又早く現れて来たという事です。
極端には全然沈まないという事にもなります。例えば北斗七星です。
さてその北斗七星ですが、北極星を指す杓の最初の２星は、時計の
12 時丁度です（2021 年 11 月号参照）。夜空を見る上で一番役に立
つのが北斗七星ですが、少し説明いたします。
図参照：　Dubhe、Merak、Phecda、Megrez、Alioth、Mizar、
Benetnash が名前です。杓と柄の接点 Megrez だけが４等星で、後
は全部２等星です。
　先ず第一番には、Merak、 Dubhe の線を５倍にした所に北極星が
あります。Dubeh と Merak の間隔は 5°、Dubeh と Megrez の間
は 10°、Megrez と Benetnasch の間は 15°。この間隔を覚えてい
ると、本などで星座を覚えようと思った時に役に立ちます。　
　御気付きでしょうが、　私の話、余り星座の形そのものを説明し
てませんよね。それは一つには、現代の我々の空は地上の照明が明
る過ぎて、小さい星が見えにくいからです。神話が生まれたころは、
夜は暗いのが当たり前。砂漠の旅人、牛飼い、羊飼いには、５等星、

小笠原　行秀

６等星迄見えていて、充分空想の翼を広げることが出来たからで
しょう。空の星を箒で刷き落とそうとしたとの話もあります。私に
とって一番暗かった夜は、Alaska の Kodiak での夜です。仕事の「木
材の船積み監督」の都合で、特別の僻地へ行きました。Hotel の周
りには何もなし。空を見るいい機会とホテルを出て、それこそ手探
りの感じで 50 メーター位来た所で見上げました。見えました、見
えました。暗闇は全部星だらけ。白い星、緑色の星、赤い星。１等星、
２等星は判りません。この中で、星座の形を連想するのはかなりの
想像力と慣れと時間を要したことでしょう。古代という時代は随分
時間が余ってたんですなー。現代の我々は、良く見える明るい星だ
けを幾何学の図面を頼りに、つまり正三角形、平行、対角線などと
いう言葉とともに覚えているわけです。
　では、北斗七星を Base にしての夜空のご案内は、又次の機会に
しましょう。

５月

★

★

★

★ ★ ★

★
15°

10°

MERAK

PHECDA

DUBHE

MEGREZ ALIOTH MIZAR

BENETNASH

5°

サポーターとして patreon.com による低額寄付のご支援をお願い致します。
　2020 年、『ふれいざー』が生まれ育った美しい都市バンクーバーは、多くの
都市同様、観光やサービス、飲食業界を中心に COVID-19 による大打撃を受け
ました。それ以後私達のスポンサー企業も苦戦を続け、その結果、紙媒体の雑
誌や新聞が次々と存続をあきらめなければならない状況に追い込まれました。
言語にかかわらずあれほど豊に溢れていた無料コミュニティ誌や新聞が街から
消えつつあります。悲しいことに現在日本語主体の雑誌も『ふれいざー』だけ
になってしまいました。
　一方で、まだまだ紙媒体を愛してくださる読者がたくさんいらっしゃいます。
紙媒体にはオンラインでは味わえない “手に取って読むことができる” という満
足感があります。少し先輩の読者層にとっては手軽で、目に優しいという利点
もあります。また、弊誌には読みやすさを第一義とした紙質や色へのこだわり
があり、それも 30 年近く皆さまに愛されている理由でもあるでしょう。
　そうしたことをご理解いただいているスポンサーの皆様は、この厳しい状況
の中にあっても広告掲載し『ふれいざー』を支えてくださっています。
　現在『ふれいざー』はコミュニティの皆様の主な情報源になっており、増版
のリクエストを度々いただきますが、いくつものスポンサーの方々がビジネス
から撤退した上、印刷にかかる種々の経費が大幅に拡大する今、それは難しい
状況にあります。

　With コロナの時代、「ふれいざー」も新たな一歩を踏み出しました。
　『ふれいざー』はこれまでの 30 年間、日本語をじっくり読める雑誌として様々
な世代の方に広く親しまれてきました。そしてコロナ禍にあっても私たちの生
活をより豊かに、そしてローカル経済と文化活動をより活発にするという願い
を込めて、2020 年８月より、『月刊ふれいざー』と『ふれいざー Go Local』の
月２回発行を開始しました。それにより、イベントなどの日系コミュニティの
活動やローカル情報を、読者の皆様により頻繁にお届けできるようになりまし
た。２週間に１回、よりタイムリーなニュースをお届けすることに加えて、『ふ
れいざー Go Local』では移民の私達が知っておきたいカナダや北米の社会的な
諸問題をわかりやすく解説掲載しています。

　インターネットの普及によって紙媒体が弱体化する中、追い打ちをかけるよ
うに猛威をふるうCOVID-19により多くの雑誌が街から姿を消していきました。
それでも、文字をスクリーンではなく紙で読みたいという人は依然決して少な
くはありません。現在、BC 州で唯一の日本語フリーペーパーとなってしまっ
た『ふれいざー』を存続させるために、どうかこの新しい時代のサポート方法
をご一考ください。下記のアドレスからお願い致します。

www.patreon.com/frasermonthly
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継続支える母親たちの切なる思いとチームワーク継続支える母親たちの切なる思いとチームワーク
　　ケロウナ日本語学校＋日本文化継承プログラム

「ないなら自分たちでやるしかない」

　「いーち、にー、さーん、しー……じゅ
ういち！　やったー！」。遅い春がやって
きた公園で大縄跳びをする子どもたち。日
本語で遊ぶ我が子たちを見守る母親たちも
嬉しそうだ。
　BC 州ケロウナ市 に「ケロウナ日本文化
継承コミュニティ」がある。「子どもたち
が日本語を使える機会をたくさん作ってあ
げたい」。情熱あふれる女性たちが、子ど
も会、乳幼児の集まり、日本語学校、太鼓
の会、阿波おどりの会を次々と立ち上げ、
この秋に開始から 10 周年を迎える。子育
ての忙しさの中、どうやって継続発展を続
けられたのだろうか。

  
 誰もが参加しやすい子ども会の 
 形式でスタート
　幼児を抱える吉澤明子さんと堀江博美さ
んが「日本語で遊ばせたいね」と意気投合。
場所を借りて「ケロウナ子ども会」を始め
たのは 2012 年 10 月のことだ。会の前半
を幼児はひらがな練習、小学生は早口言葉
などで楽しく日本語に触れる時間とし、後
半は主に季節の遊びの時間とした。会場は
ある時期まで参加メンバー所有のワイナ
リーの敷地を使わせてもらった。
　2014 年には「乳幼児の母親の交流の機
会も」と「おうたとおはなしの会」を開始。
家にこもりがちな乳幼児の母親が子どもを
遊ばせ、日本語でおしゃべりできる機会を

番」を決める取り組みでクラスに歓声が上
がっている。昨年非営利法人の登録を果た
した「ケロウナ日本語学校」。現在講師は
５人、全校生徒は 25 人だ。

 親子が力を合わせて地域の
 イベントで日本文化を披露
　「日本語環境で日本文化にも触れ、そこ
でうれしい体験があれば子どもたちの学習
意欲も自信も高まるはず」（伊藤久美恵さ
ん）。そうした思いから地域イベント「ア
ジアン・ヘリテージ・マンス」のステー
ジに浴衣での歌や踊りで例年参加してい
る。2014 年には運営に夫たちも巻き込み、
大下りゑさんが中心となって和楽器奏者
を招いての大掛かりなステージを実現し
た。コロナ禍の昨年もオンライン企画に参
加。各自が自宅でビデオ撮影した陽気なパ

屋外で大縄跳びをのびのびと（子ども会）

提供してきた。この会
の運営に精力的に取り
組む羽吹万里さんには、
かつて自分がケロウナ 
で暮らし始めたばかり
の心もとない時期に手
を差し伸べてくれた人
がいたという。その恩
恵を世代から世代へと
順送りできたらという
思いがへ向ける原動力
になっている。

 日本語クラスを
 小さく開始
　「家庭で長女に日本語を教えていました
が親子だと喧嘩になるし、続かない。み
んなでやることで続けて、深められたら」
という明子さんの強い思いが核になり、
2016 年、日本語指導経験者のウィルソン
希美子さんを講習に迎えて念願の日本語ク
ラスを開始。「小さく始めよう」と、初年
度は小学１年生クラスのみ開講。翌年は２
年生と１年生、その翌年は３、２、１年生
とクラスを増やした。
　生徒には「日本語でのコミュニケーショ
ンの面白さを肌で感じてほしい」と希美子
さん。基礎となる表現力養成のため、高学
年の授業では毎週生徒が物語を創作。作品
を講師が朗読し、生徒同士が「その週の１

　親子が一緒にステージを作った 2014 年のアジアン・ヘリテージ・マンス

太鼓や阿波おどりの活動で日本文化を体感できる機会を
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フォーマンスを編集してアップした。
　また太鼓奏者・中村尚子さんの指導に
よる子ども対象の太鼓サークル「どどん」
も貴重な日本文化体験の機会だ。さらに
2019 年には年齢を問わず楽しめる阿波お
どりの会「水龍連」を結成。代表の関口純
子さんは「（子どもたちが青年期へと進む
中で）日系人ということで周りの友人たち
とシェアできない悩みもあると思う。そん
な時に仲間がいると強いと思うんです。そ
して勉強以外でも日本文化に触れる機会を
作りたい」と会に託した思いを語る。純子
さんの娘が祖父母の住む徳島で観て強烈に
惹かれたという阿波おどり。ここから本場

徳島の阿波おどりグループとの
交流も生まれている。

 力を合わせて、
 できる人ができることを
　活動場所の確保や経費の問
題、コロナなど、困難はつねに
存在する。継続の秘訣を、今日
まで日本語継承コミュニティを
リードしてきた明子さんと運営
メンバーへ個々に尋ねると「何
かあっても、継承語コミュニ
ティとして、今、子どもたちに

とって一番いい選択するという
基本に立ち返る」「まずは健康、
家族優先。コミュニティ活動は
できる範囲で、細く長く楽しく
やろうと声を掛け合う」といっ
た言葉が皆から同じように返っ
てきた。皆の共通の願い－－「成
長して悩みを持ち始める子ども
とも日本語で話せるように」「実
家の親たちが孫とコミュニケー
ションを持てるように」「日本人
のアイデンティで悩んだ時に仲
間がいてくれるように」――そ
うした願いの実現のために、互
いの強みを活かして主体的に行

動を続けてきた女性たち。時には言いにく
いことも言わないと動けない。だからこそ
育った信頼関係があり、それが大きな宝の
ひとつだ。「将来は日系のシニアクラブに
なっていますね」と、息の長い活動になる
ことを見越して明子さんが微笑んだ。
　今年３月には日本語学校の小学部から初
めて卒業生を送り出し、中学部も新設。卒
業のあいさつには親たちへのこうした言葉
があった。「宿題を手伝ってくれてありが
とう」「続けるモチベーションをありがと
う」。丁寧に耕した環境の中で言葉が育ち、
人が育っている。
　　　　　　　　　　（取材　平野香利）「楽しく学ぶ」を大事にするケロウナ 日本語学校。授業で習った漢字

を使って行うビンゴが生徒たちに好評だ。

　　　　　　　　　おうたとおはなしの会でのひとコマ

ジャパンフェアの風車作りで集まったご寄付を

建友会が BC Children's Hospital に寄付
　今年４月９日、10日の２日間にわたり、バンクーバーのバンデユーセン・ガー
デンで開かれたジャパンフェアにおいて、建友会は来園した人々に風車作り
体験を提供しました。
　コロナ規制のゆるんだ今年は、春とはいえ肌寒い中でもよい天気に恵まれ、
多くの来園者が建友会ブースに立ち寄り、約 400 個もの風車作りを体験しま
した。テントでは子供から大人まで和気あいあいの中で、楽しみながらも真
剣に風車作りに挑戦していました。
　当日集まった寄付は $973.90 となり、４月 25 日、全額 BC Children's 
Hospital に寄付されました。　
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　女学校の入試合格発表
の日、天は私にもほほえ
んだ。めでたい春を祝っ
て父が、青島へ連れて行っ
てくれた。観光化されな
い宮崎県の青島は、浜辺
の旅館の前に、白いブラ
ンコが一つ。それにゆら
れながら、少し離れて私
を見守っている父の姿に
考えを重ねた。政治家の
加藤高明ってあんな人？

　それは、学校での父のニックネームだった。
茶の背広がよく似合う。威厳の中に優しさがみ
ち溢れている沈着な紳士。その愛を一身に集め
ている気がして、私は幸せだった。二人は海の
中に突き出た橋を 15 分も歩いて青島へ渡った。
周囲は『鬼の洗濯板』と呼ばれる波で削られて
できた低い泥岩。島に足を踏み入れると、左に
島を横断する細道があった。樹々におおわれて、
中は真っ暗。
　「行くか？」
　と父。
　「いや。蛇が出たらこわい」
　二人は簡単に意気投合して、200 種以上の亜
熱帯植物があるといわれる森の小島を後にし
た。
　翌日から、この旅館を起点に通いだしたばか
りのバスの旅が始まった。天孫降臨の神話で有
名な高千穂峰や、天の岩戸、岩戸神楽で知られ
る高千穂神社なども訪れた。一貫して頭に残っ
たこと、それは日本建国の祖である女性、天照
大神の力強い存在だった。２、３日の予定がオー
バーして、帰りに父は名刺を旅館において、不
足分を後で送金したらしい。帰りは汽車も三等
になった。父は満足げに言った。
　「お祖父さんはよく言ってたよ。『一等か三等
に乗れ。二等みたいな宙ぶらりんに乗るな』っ
てね」
　「行きの宙ぶらりんは？」
　「父さんだけ一等に乗れないだろ？　子供は
三等でいい。だから、２で割って二等さ」
　父はハッハッと笑った。
　家に着くと、経済観念のなさは先祖からの遺
伝だと、母に二人がしかられた。
　この旅は、その後母に偏愛される二人の弟へ

の対抗武器となった。
　「偉そうなことを言っても女は駄目」の攻め
に、「天照大神は女ですようだ！」で相手は絶
句した。

　女学校入学後、それまで受験のために抑圧さ
れていた本性が爆発して、思いきり羽根を伸ば
した。甲突川の川辺の茂みに、小鳥が巣を作っ
ていた。雛がかえっているらしいことが、チチ
チチという鳴き声で分かったが、姿が見えない。
毎日下校の途中、鞄を草の上に投げ出して、茂
みの中や廻りをうろついた。が、或る日、足元
をかすめた黒い蛇に肝を冷やされると同時に、
雛の鳴き声も消えていた。次の日もその次の日
も、声は聞こえなかった。幻の青い鳥はもはや
地上にいないと、悟った。その頃、私は知らぬ
間に生物の先生に夢中になっていて、その鳥の
雛をプレゼントしたかったのだ。その先生は園
芸も教えてくれた。いつも鍬をかついで、私た
ちの先頭を行く中年の男の先生。或る日、ちょっ
とした事でよく気のつく娘だねとほめられたの
がきっかけで、この先生が好きになった。私の
先生遍歴はこの時から大学を出るときまで続い
た。日本人、外国人、美しい女の先生、独身者
に妻帯者。彼らへの憧れと、未知の世界への情
熱が心の中で溶け合った。
　『知恵があなたの心に入り、知識があなたの

魂に楽しみとなる ( 箴言 2・10)』ための媒介者
であった。

　桜島みかんの白い花が垣根を匂わす頃、私は
日曜毎に畑作りに没頭した。うす暗い中から起
きて、先生に習った通りに、鍬で黒く軟らかい
土を掘る。幼い夢を秘めて、野菜の苗の植え付
けもする。有機肥料と呼べば上品だが実は人糞
を運び、雑草をとり、虫を処理し、そえ木の必
要な時は一本づつ丁寧につける。こうして、し
まいには平日も登校前に手入れした甲斐があっ
て、夏休み頃には、自然の宝物が 50 坪ほどの
畑を飾った。
　　　葉の紺に染まりて薄し茄子の花
　虚子の名句が生きてそこここに散らばった。
その紫の花には、真実という花言葉通り、一つ
のむだ花もない。やがて露に洗われて茄子紺の
絵姿にかわった。きゅうりの先の小さく黄色の
花びらにも露がしたたり、大地にどっしりと腰
をおろしたキャベツの固い玉も薄緑のすりガラ
スに似た細かい露で濡れていた。畑の片隅で、
のびのびと育つとうもろこし。ふっくらした実
の先に褐色の毛をちょっとのぞかせて――。夏
の陽射しが露をそっと拭いてとってくれる頃、
野菜たちは『光を衣のようにまとって（詩篇
104・2）』背伸びする。あたりは野菜たちの生
気でむせぶ。かれらは、籠の中に摘み取られて

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』　（5）
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も、それ特有の香りを放った。
　「父さんが『妙の作ったお野菜はおいしい』っ
てさ」と母が代弁した。
が、丁度その頃、私の心に人知れず悩みが宿っ
ていた。
　〝男の子を好きになった。赤ちゃんが生まれ
るのじゃないかしら……〟
　野菜畑の向こうは簡素な平屋で、中年の優し
そうなお母さんと、男の子が住んでいた。名前
も歳も知らない。が、私が畑に出ると、いつも
二人はにこにこしながら垣根の所に立ってい
た。ある朝、きゅうりの添え木をいじっている
と、
　「お嬢さん、一高女？」
　と訊ねられてうなづくと、
　「この子も一中の１年になったのよ」
　とにっこり。ただそれだけ。だが、生まれて
初めて知ったこの心のときめき！　目の前のト
マトより赤くなるのを、どうすることも出来ず、
二人に背を向けて、冷たいきゅうりの青い肌を
撫でていた。一人になった時、私はそっと垣根
の下から、真っ赤な一番大きいトマトを垣根の
向こう側に置いた。
　夕方、水やりで畑へ行ってみると、それはな
くなっていた。
　次の朝、少年が一人で垣根にいた。私は今度
は露に濡れて紫色に光る、はりのある茄子を一
つ黙って少年の手に渡すと、脱兎のごとく家へ
駆け込んだ。
　色黒の、利発そうな輝く瞳だけが、心に焼き
付いた。
　日が暮れて『私は夜、床についても愛してい
る人を捜していました。私が捜しても、あの方
は見当たりませんでした。〔雅歌　三・一〕』
　朝、彼に逢える。実ったものみんな、彼にあ
げても惜しくない。　
　畑は彼のためにあるんだわ！
　そんな日々が続いて、私は赤ちゃんができる
のでは？と悩み始めた。その年の二月、初潮が
あって、それは、赤ちゃんの発育のために必要
なのだと説明した母の言葉が頭から離れなかっ
た。赤ちゃんって、どんな時できるのか訊ねて
おけばよかった！　悶々の何日かが過ぎて、私
はフィンレーさんに、男の子のことを打ち明け
ようと決心した。そうだ、それがいい！
　そう決心してただの少女に返った私は、少年

の影を振り払って、毎日蝶々の採集に走り回っ
た。蝶の標本作りも、夏休みの宿題の一つだっ
た。家の門からの小路にも、黄色と黒のあでや
かな蝶が迷い込んだ。一口で皮ごとパクリと食
べられる、甘い桜島みかんの樹が５、６本庭に
あった。
　蝶々はみかんがお好き。
　私はそれではあきたらず、前住んでいた家の
周りの田や畑、小学校の校庭までも足をのばし
た。
　ある夕方、汗にまみれて白い虫取りの網をふ
りふり帰宅をすると、出張していた父が帰って
座敷でお客と話しているのが庭ごしに見えた。
　「父さん、おかえりなさい！　今日の獲物は
蝶３匹よ」
　父は眼を細めて私を見やって
　「あの通りの娘でしてね！　ハッハッハ」
とお客に話していた。そのお方は、父の大学時
代の親友で、やがて５年後、アメリカ留学のプ
レゼントを私に運ぶサンタさんになろうとは、
その時誰も知らなかった。
　日曜日、教会へ行った。フィンレーさんは、
控えめに私の顔を覗き込んで、洗礼をお受けに
なりませんかと言われた。私は神様の懐にいる
のに、教会では受洗を促される。何故だろう？

（このとまどいは長年続く。そして遂に津田塾
入学と同時に、舎監の先生と丸の内へ日曜毎に
通った。内村鑑三の無教会主義に傾倒して。）
この時も、フィンレーさんに何一つ話せず、黙っ
て、おとなしく、もやもやした心で教会を後に
した。
　帰ると、台所の入口にニワトリが横になって

いた。両脚を縛られ身動きできず、悲しげな眼
だけが何かを訴えている。私は脚の紐を解き、
裏庭の鶏小屋に入れた。鶏はほっと息をつき、
背伸びし、羽ばたきして小走りで新しい仲間に
加わった。その鳥は誰かからのお中元だったの
だ。
　引越しの時連れてきた庭の鶏の数も増えた。
小屋も増築し、１羽１羽の名付け親となり、毎
日新鮮な卵に舌つづみをうった。巣についた雌
の鳥が、人が近づくと座ったまま体全体の羽毛
を膨らませる。彼女は卵を抱く夢を見ているの
だ。藁を敷いた木箱に入れて羽の下に抱けるだ
けの数の卵をおいてやる。
　１個でもはみだしそうになると、彼女は愛情
こめてくちばしでそれを胸の下に引き寄せた。
そして、ある朝、一つの卵から殻を破って、濡
れた灰色の頭がのぞく。それは息も止まりそう
な、感動の一瞬だった。この小さな生命を、ど
んな人間が作れるんだろう。体全体が現れるま
で、そう長くはかからない。やがて、か細い２
本の脚で立ち上がる頃には、ふわふわの黄色い
産毛の動くタマになっている。つぶらな瞳は驚
いたようにこの世界をみつめ、ピーヨピーヨと、
かすかに自分の存在を訴える。私はそれをみつ
める母鳥の心を心として、細かく細かく刻んだ
青菜と、砕いた粟粒などの餌を箱に入れる。母
鳥がクックックックッと餌をつっつきながら、
呼んで食べさせる頃、７、８羽の雛一家と私は、
裏庭のひと隅でひとかたまりになって、時間の
過ぎるのも忘れた。
   　　（つづく）
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そうだ！　起業しよう !

ホリンジャー　アンジェラ
CeCan Business Development 社長

　＝誰でもできるカナダでの起業 How To ＝
    　   （５）

　こんにちは！アンジェラです。２月から引き
続き数回にわたってビジネスプランについてご
説明しています。ビジネスプランは、ゴールを
達成するための不可欠なツールになります。ビ
ジネスプランを書くにあたって、自分の考えた
商売が果たして利益を生むビジネスとして成り
立っていくのかを詳しく説明・証明するもので
す。

Financial( 財務 ) のセクションに挑戦
　毎度おなじみ今月も引き続き敏感肌を持つ犬
猫さん用オルガニックシャンプービジネスを例
に、今回は多くの経営者が「めんどい」「あー」
と感じる部分と言われている（わたくしも）
Financial について進めます。
　融資を持ち掛けられた銀行やインベスター

（家族や知り合いも）としては、「アイデアには
興味はあるけれど、経営者はどのように売り上
げを出していこうと考えているのだろう ( 数年
できちんと利子付けてお金返してくれるの？ )
　スタートアップにどれくらい資金が必要な
の？　何年くらいで投資を回収できると考えて
いるの？」と、問われることがあるでしょう。
私も昔初めてビジネスプランを作成した際、短
期と長期のプロジェクションを書けと言われ、
途方にくれました。だって、“そんなのやってみ
なきゃ分からん”。――しかし頑張ってやりま
しょう。
　ネットで市場調査をしてみると、結構いろい
ろな情報が出てきます。その業界の成長率だと
か、産業別開業費など、具体的な数字を見るこ
とができますので、ある程度根拠のある推測は
できます。それが外れてだめだめだったら、ま
た微調整しつつ自分のビジネスのあり方を見直
し、マーケティング戦略を練り直しましょう。
　ビジネスは Trial and error の繰り返し、七転
八起。しかし経験値が上がり、ファンになって
くれるリピーターのお客様が増えてくれば、ビ
ジネスも軌道に乗ることでしょう。
　会社名：Gentle Hands Skin Care
　製品名：「No meow itch shampoo」

Financial セクションの 内容　
　難しい言葉で難しく考えすぎると固まりそ
うなので（いや私が）、平たくご説明します。
Financial のコアは、“商品やサービスをいくら
で売った” “何にいくらかかった ” そして最終的
に “どんだけ儲かった（損した）” ということを
数字に表していくことです。今月から Expenses
か ら 順 に、The Income Statement、 The Cash 
Flow Projection について説明します。

１．Expenses　
  スタートアップ時の Expenses　（開業費）
　事業のスタートアップ時にかかる expenses
には例として次のようなものがあげられると思
います。
　◇ Advertising
　◇ Business registration fees
　◇ Business licensing and permits
　◇ Business tax, fees, and dues
　◇ Down payments on a property
　◇ Down payments on equipment
　◇ Insurance
　◇ Legal fees or other professional fees
　◇ Motor vehicle expenses
　◇ Office expenses 
　◇ Rent deposits
　◇ Starting inventory
　◇ Supplies 
　◇ Telephone and utility bills
　◇ Utility setup fees

　「Gentle Hands Skin Care」
社を例に考えてみましょう。
ト ラ 子 さ ん が 起 業 す る に あ
た っ て、 ス タ ー ト ア ッ プ 時
にかかった費用は、Business 
registration fees、 バ ン ク ー バ ー 市 の Business 
license、シャンプーの原料、それらをミックス
する大きなミキシングボール、撹拌機、ボトル
などの容器、ビジネス用会計ソフト、それから
ブランディングのために会社のロゴやラベルな
どをデザイナーに頼んだフィー、Insurance、弁

護士と会計士のフィー、ウェブサイト制作費、
ウェブサイト URL と管理費でした。
　自宅のガレージスタートで、作業台やコン
ピューターなどは、あるものを使い、費用はな
るべく抑えるようにしました。
　ちなみに、スタートアップの費用は節税のた
めに経費計上できないの？と思われることで
しょう。経費計上するには、事業が実際にスター
トした後に支払すればよいでしょう。

  事業 start date 
　ところで、事業の start date はどのように決
められるのでしょう。必ずしもお店を開けて、

「初めて商品を売った日」でなくてはならない、
というわけではありません。「え？ビジネス登録
した日じゃないの？」「お店の前を掃き掃除し
て、ドアを開けた日じゃないんですか？」「ウェ
ブサイトがバイラルになった日？？？」と言わ
れそうですが、厳密には「事業主が利益を得よ
うと何か意義のある行動を起こした日」だそう
です。（Canada Revenue Agency や会計ソフト
企業がいっていることの受け売りですが。）
　具体的な例として、オンライン販売で売る商
品をどーんとコンテナー１個分購入した日が考
えられます。まさに、事業主が利益を得るため
に大型投資をした行為は「真剣に事業を開始す
る意図がある」ので “Start date” として考えら

れます。
　その他次のような
例が考えられます。
　◇事業を始めるた 
　　めに建設工事を
　　始めた日
　◇原料を買うため  
　　にサプライヤー
　　とやり取りがス

　　タートした日や、事業で使う材料を運送す
　　るアレンジをした日
　◇販売する商品を初めて購入した日
　◇初めて広告に載せた日
　◇スタッフのトレーニングを始めた日
　◇初めてコントラクトをネゴした日
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等々、上記の例については私にとっても “目か
ら鱗” 的な情報でした。
　Start date 後は会計年度内に購入した物の費
用やフィーについては経費計上できます。

  Operating expenses（営業費用）
　日本語の会計用語では「販売費及び一般管理
費」と言われるものです。事業運営にあたって
発生する費用のことですが、項目が多いので下
記の CRA のウェブサイトでお確かめください。
https://bit.ly/38bPXFp
　ここで例に挙げる項目は一般的に毎月でてく
る Operating expenses です。
　◇ Salaries ( 事業主であるあなたのものも含み
　　ます )
　◇ Rent or mortgage payments
　◇ Telecommunication expenses
　◇ Utilities

　◇ Raw materials
　◇ Storage
　◇ Distribution
　◇ Promotion
　◇ Loan payments
　◇ Office supplies
　◇ Maintenance
等 々、 こ れ ら の 合 計 が １ カ 月 に 必 要 な
operating expenses になります。

   Start up costs    スタートアップ時に
   用意する資金
　Operating expenses を合計し１カ月に必要な
コストが分かったら、それに６をかけて 6 カ月
間の合計コストを出します。それに先に計算し
て分かったスタートアップの Expenses を足す
と、大体の Start up costs が分かります。なぜ
１カ月ではなく６カ月？と言われそうですが、

１カ月内に営業がうまくいき、事業が軌道に乗
ると考えるのは難しそうなので、６カ月なんと
かサバイブできるように、資金を用意しておい
たほうがよいと考えたからです。余裕があれば、
６カ月と言わず 12 か月でもよいと思います。 

　では、来月も引き続き Financial Plan につい
て考察します。

広告の御用命は下記まで
toronto@thefraser.com

『月刊ふれいざー TORONTO』は、
皆様の投稿をお待ちしております。

投稿は 2000 字以内でお願い致しま
す。掲載の時期に関しては弊誌にお
任せいただきます。また、スペース
の関係で掲載に際して部分的に割愛
させていただく場合もありますので
ご了承ください。

コミュニティ団体の非営利  

イベントのお知らせ  などにも、
ご遠慮なくご活用ください。

スポンサー募集。  広告掲載  の
御用命もお待ちしております。

【世直しボクサー】エイジ

　    Boxers without Borders 
　　 世直しボクサーから子どもたちへ

Round 16　　Hear People Cry?    

子どもたちへ：
　時々、とっても優しい人に出逢うね。見知らぬ人が親切にしてくれて「きょうはいい
日！」になる。みんなも「見知らぬいい人」になって、毎日誰かの「いい日」を作ろう。
それをすべての人が一日に 3 回やったら、世界は爽やかな噴水で溢れる。ところがどっ
こい、多くの大人は自分ばかり優先して「きょうは最低なヤツがいたよ」って言われて
る。人がイヤがることも、どこ吹く風。その昔から悪人は「俺は悪くない」と自信満々。
善人ほど半信半疑。自分優先は「差別」に他ならず「迫害」や「戦争」の根源。
　戦争は日常、目にする大人の「自己中心」精神の発展形。「酒タバコをやめる」「パチ
ンコに行かない」とか言ってるけど、どうだか。やめる人は黙ってやめる。悪癖は始め
たら最後、果てしなき旅路は悪化の一途だし、感染力抜群。酒好きは、親譲り。みんなは、
大人のマネをしなけりゃ、一生光っていられるぜ。マネをするなら、自分に厳しい人の
マネが、自分のクオリティを高める。下に下がるのなんか、ドラえもんのどこでもドア。
どんなグウタラでも一瞬でできちゃう。落っこちるだけで、努力不要だから。
　えっ、向上してる大人を知らないって？うんわかる。俺も 19 才でボクサー仲間を知
るまで見たことなかった。でも模範はドッサリいたよ。「絶対にあんな風にはならねえ
ぞ」って決心できる逆見本の身勝手怪獣が学校や町を闊歩。彼らに大感謝。
　話を戻そう… 毎日作ろう！誰かが「ああ！きょうはとても優しい人に出逢った最高の
日だ！」って言える日を。立派なことじゃなくても笑顔で Hello ! って言うだけでも結
構いい。
　平和ってのは法律や条約が作るもんじゃない。自分が最初に作るもので、待つ必要な
し。だから人生は楽しい。だって自分の生き方で世界を変えられるから。
Make Someone's Day !
     　　                      YouTube 「世直しボクサー」吉川英治
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心のきらり　本当の自分への旅

心理カウンセラー　カサクラング 千冬

Mother's Day にお母さんに感謝を込めて作ってあげたいドリンク

自分ちでほろ酔い気分

＜今月のモクテル＞

名前通りの Cardinal（紅冠鳥）カラーなドリンク
Cardinal Love　
　　クランベリージュース 　 1/4 cup
　　オレンジジュース　 大さじ２
　　レモンジュース　 大さじ１
　　ジンジャーエール　 1/4 cup
　　レモンスライス　 飾り用
　　オレンジスライス　 飾り用

１）グラスに氷、クランベリー、オレ
　　ンジ、レモンジュースを入れる。
２）ジンジャーエールを注ぐ。
３）レモンとオレンジを飾り完成。

フランスで人気のフルーティーカクテル
Rose Pamplemousse　
　　ロゼワイン  　  60ml
　　グレープフルーツジュース　60ml

１）ワイングラスに氷、グ
　　レープフルーツジュー
　　スを入れる。
２）ロゼワインを注ぎ完成

＊甘めがお好きな方はお好
みで蜂蜜を入れても美味し
いですよ。

＜今月のカクテル＞

　４月とは思えない寒さをしばらく経験し５月
を迎えました。皆様、いかがお過ごしでしょう
か？　さて、先月は「制限の手放し」を３月、
４月の記事でお話いたしました。自分の中の制
限を手放すことができると色々な可能性が生ま
れます。
　一言に感謝と言っても、色々な形があります。
感謝の気持ちや感謝の言葉、感謝を込めた物、
など。感謝の度合いも様々です。席を譲ってく
れた人への感謝、自分の人生を救ってくれた人
への感謝、家族への感謝。度合いや形は違えど、
感謝を込める心の基本は同じです。
　感謝とは、ありがたいと思うこと、お礼の気
持ちを持つこと、です。感という字は、心に響く、
謝はお礼です。あなたは、どれくらいの頻度で
感謝の気持ちを持ちますか？　また、何に感謝
しますか？　もちろん誰かが何かをしてくれた
らすぐに「ありがとう」と返し、１日に何度か
は感謝を何かの形で表しているかと思います。

＝感謝とは＝

　毎日の生活の中で感謝を表すべき物や人は本
当にいくつかしかないでしょうか。夏時間に変
わり、朝起きて空を見上げると太陽が既にバン
クーバーを明るく照らしています。この自然の
光に対して感謝をしたことは最近ありますか？
ベッドから起き上がりトイレに行き歯を磨く。
毎朝している自分の行動。この行動を努力なし
にできる自分の身体に対しての感謝はどうで
しょう。心地良い自分の家は？　毎日一緒に過
ごしている家族への感謝。歩きやすく舗装され
た歩道。車と人が安全に過ごせるように作られ
た町。自分の家ですぐに手に入る水。笑顔で挨
拶をしてくれるご近所さん。空気をきれいにし
てくれる緑。老廃物を分解してくれる細菌達。
自分の心を愛情いっぱいに満たしてくれるペッ
ト。普段、無意識に過ごしていると色んなこと
が当たり前になってしまいます。「いて当たり
前」「あって当たり前」と捉えてしまうと、そ
の人や物がなくなった時に、苛立ちや怒りが生

まれます。取り上げられた気持ちになってしま
うからです。
　あって当たり前のものは一つもありません。
あなたの人生にいて当たり前の人も一人もいま
せん。全て奇跡の存在、感謝すべき存在です。
アインシュタインの名言があります。「人生に
は選択は二つしかない。一つは全てを奇跡とし
て生きるか、もう一つは奇跡など何もないとし
て生きるか、どちらかだ」。答えは明らかだと
思いませんか？　
　全てを奇跡と捉えると、感謝の気持ちが生ま
れます。全てを当たり前として捉えると、そこ
に感謝は生まれず、感謝がないと私達は何も奇
跡として見ることはできません。感謝がないと
人や物を無意識に傷つけ、なくなれば取り上げ
られと感じ怒りが生まれます。１日、全てを奇
跡と見て生活してみて下さい。あなたの生活
が感謝で満たされた時間になりますよう心から
願っています。
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私からあなたへ
投稿のページ
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★投稿の内容は、弊誌の意

見を反映したものではあり

ません。

投稿規定：  

投稿は 2000 字以内。場合

によっては掲載できない場

合もありますますので、ご

了承ください。筆者名は実

名、ペンネームいずれでも

かまいませんが、お送りい

ただく際は実名とご連絡先

の明記をお願い致します。

送り先 p.54 参照。または     
info@thefraser.com 
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投稿について

５月 17 日 World Baking Day　
　クッキー、パン、ブラウニー、マフィンやパイなど大好きなペ
イストリーを焼いて家族や友達とシェアしながら楽しむ日。お菓
子作りを通してストレスを和らげる「ストレス ベイキング」が注
目されています。作業に夢中になる事でセラピー効果が期待でき

る上に食育や親子関係へのメリットもあるそうですよ。

５月 25 日　シーチキンの日
　シーチキンの美味しさ、料理に使える多様性を知って貰う事が
目的。日付ははごろもフーズ株式会社の創業日が 1931 年 5 月 25
日。シーチキンはマグロやカツオを油漬け又は水煮した缶詰め。
名称はマグロが海の鶏肉（チキン）だから、でもこの呼び方は日
本だけらしい。
お気に入りのシーチキンレシピは何ですか？

５月 25 日　Tap Dance Day
　「タップの神様」と呼ばれたビル・ボージャングル・ロビンソ
ンの誕生日が由来、1989 年アメリカでジョージ ブッシュ大統領
の署名のもと５月 25 日を「タップダンスの日」と制定。タップ
ダンスのルーツには諸説あるが奴隷として楽器やドラムを持つこ

今日は何の日？今日は何の日？

とを禁止されていた黒人達が足を踏み鳴らしてリズムをとったダ
ンスが原型となり発展したと言われている。

５月 29 日　こんにゃくの日
　こんにゃく芋の植えつけが 5 月と「こ（5）んに（2）ゃく（9）」
の語呂合せから 1989 年に全国こんにゃく協同組合連合会と日本
こんにゃく協会が制定。以前海外ではこんにゃく芋の花の形から

「Devil's Tongue」（悪魔の舌）と呼ばれイメージは悪かった。今で
は低カロリー、食物繊維が豊富で体内の老廃物を外に出す働きが
あるダイエット＆健康食品「Konnyaku」として認知度が広まって
いる。

６月 14 日　World Blood Donor Day
　献血者に感謝すると共に人の血液から製造される血液製剤を必
要とする患者の為に献血が欠かせない事を知って貰おうと国際赤
十字・赤新月社連盟、世界献血団体連盟、国際輸血学会が 2004 年
に制定。日付は ABO 式血液型を発見した病理学者カール ラント
シュタイナーの誕生日。世界中の人々に「自発的で定期的な献血」
に協力して貰える様にに呼びかけている。

投稿について

かしこいのは、どちらですか？

　昨年の今頃は、裏庭のグリーンハウスの出入り
口の所にミソサザイが巣作りをはじめていて、ハ
ウスへの出入りが出来なくなると困っていた。
　急きょ、ツバメの巣作りを参考にして、ハウス
の軒下に巣が落ちないように、四方を枠で囲んだ
板を取り付けた。天敵のカラスや猫にねらわれて
しまわないように、軒下の天井すれすれに取り付
けていた。
　すぐに、そこにミソサザイは小枝や落ち葉をいっ
ぱい詰め込んで、きゅうくつそうにしながらも、３

羽のヒナを育てていった。毎日何度もエサを運び、
そして無事に３羽のヒナが巣立つ時の親鳥のヒナ
の巣立ちの誘導風景は、なんとも言えない可愛さ
に微笑むのだった。
　しばらくして、数日後にヒナたちが巣に戻って
こない事を確認してから巣箱を取り外して、それ
を参考にしてミソサザイ用の出入り口が２ケ所あ
る巣箱を作り、巣立った場所に取り付けておいた。
　まだ、外が寒いこと、雨ばかりの日が続いたこと
などで、ハウスには行かないでいた。少し寒さもや
わらぎ、日差しも差してきたのでハウスに行ってみ
た。なんと、取り付けていた巣箱には、すでにたく
さんの小枝や枯れ葉が運ばれていた。

　それを見た時の私の感動は、本当に
些細な事でしかないが、ものすごく嬉
しいから不思議です。小鳥と気持ちが
通じた思いがするから、なおさらだ。
　表庭のドライブウェーのコンクリー
トの補修をしていれば、綺麗にさえず
る小鳥の鳴き声がする。
　家の屋根を見上げてみれば、スズメ
より小柄なミソサザイは、尾っぽを立
てて周りにひびく、とても綺麗なさえ
ずりをしてくれている。何とも言えな
い幸せな気持ちになれる。
　身近にいてくれる小鳥たちから、こ

のようないやしの気持ちを私達人間は、唯一に感
じえられる地球上の動物である事に感謝する。コ
ンクリートの修繕をしながら、小鳥のさえずりを
聞きながら思った。
　同じ人間、同世代の、ある国の独裁者には、この
ような感情はないのだろうか？　国の為と自己欲
求を満たそうとして、多くの人の命を奪ってしまう。
　人は、豊かな感情を育む事も出来るが、残酷な
感情も持ち合わせているから、そこの社会を作る
一人一人には社会の構成者としての責任がある事、
役割などがある事を、悲惨なニュースから知る。
　私には小鳥の方が、よっぽどかしこい動物であ
ると思えてしまう。

平井　みらい
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 人間的、あまりに人間的な

　 「まさか 21 世紀になって疫病が流行った上に
ロシアと NATO の対立構造が戦争にまで発展する
なんて思わなかった」
 　自分も思わず口にしてしまうし、誰かがそう
言うのを耳にすることもある。
 　ヨーロッパで黒死病（ペスト）が流行したの
は 14 世紀半ばのこと。ヨーロッパの人口の三分
の一が失われたと言われている。
 　以来、医学の発達はさまざまな病気を克服し
続けてきた。先進国ではいつのまにか感染症で命
を落とす人は少なくなった。
 　日本人の死因を見ると、多い順に悪性新生物

（がん）、心疾患と続き、第３位に老衰、４位に脳
血管疾患と続く。感染症で命を落とすことがほと
んどなくなり、病気の心配といえば、心臓病、脳
卒中、がんといった生活習慣病についてだった。
細菌やウィルスに感染してもたいていは治る。過
去に流行し怖れられた病気の中には根絶されたも
のもある。
 　なのに、コロナだ。世界中で何億人もが治療
薬がないその病気に感染し、何百万人もが命を落
とした。国を問わず 50 億人近い人がたった一つ
の病気のためのワクチンを接種した。世界人口
の６割がその予防接種を受けたのだ。21 世紀に。
繰り返す。21 世紀に！　そしてそれは人間は自
然界を支配できないというあたりまえのことでも
ある。
　20 世紀半ばに第二次世界大戦が終わった後、
西側の資本主義・自由主義陣営と東側の共産主義・
社会主義陣営が対立する「冷戦」の時代に入った。
 　冷戦は地球を色分けする大きな対立だったが、
文字通り実際に武器が火を噴くことのない冷たい
戦争に過ぎなかった。それでも 20 世紀後半を生
きた人なら、トム・クランシーの小説や「007」
シリーズの映画で描かれるような、東西の対立に
ついても言われる緊張感を多少なりとも心の奥底

に抱いていたものだ。
 　キューバ危機、米ソ対立、核兵器、原子力潜
水艦、それらの言葉は日米安全保障条約と在日米
軍基地という形になって、日本人の心に杭を打っ
た。
 　世界の経済が発展しながら、資源も消費も技
術も国境を越えるのが当たり前になった。原料・
材料・部品・種苗、自動車もテレビもコンピュー
ターも食糧も、あらゆるものが一つの国の中だけ
で閉じて生産されることはなく、必ず国境をまた
いで影響し合っている。
　21 世紀の戦争は誰にとっても得にならない。
武器商人は武器だけでなく機械も農産物も石油も
売っていて、世界中の株式を持っているから、戦
争で武器が少しぐらい売れても他の損失の方が大
きい。これほど経済が国際化しているのだから合
理的に考えるなら、だれもが戦争を避けようとす
るはずだ。
 　国際政治学者も経済学者もそう思っていた。
つい２カ月前までは。
 　繰り返す。つい２カ月前まで、世界中の誰もが、
いくらなんでもプーチンが NATO 諸国を含む世界
のほとんどを敵に回してまでロシアがウクライナ
に大規模な戦争を仕掛けるなんてことはあり得な
い……はずだった。
　はずだったのになぜ、こんなことになったのか。
　答は単純だ。われわれは「合理的に考えれば」
というのが「仮定」にすぎないことを忘れていた。
勝手に「国のリーダーは合理的に考えるに違いな
い」と思い込んでいた。
 　そう。人間はいつも合理的であるとは限らな
い。時には無知故に、時には意図的に、どう考え
ても損するようなことだってやらかす。それが人
間だ。
 　あり得ないと思われたことが次々に起きてい
る。だが、思いの方が間違っていただけだった。
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自然と生きる
高橋　清 －人生の区切り、90 歳で昔を想う― その２

　小学 2 年生、８歳にして無茶な行動で大怪我
をし、母には多忙な家事と和菓子製造の仕事の
中で、ひどい負担を強いてしまった。そのこと
はこの歳になっても、未だまざまざとその当時
を思い出しながら恋しい母を思う心は強くなる
一方で、遠からずして僕も母の許に行く事にな
るのを楽しみに思い始めている。その母に関す
ることで今一つ、８歳の大怪我に関連して必ず
昨日の事のように思い出す出来事がある。
　８歳の夏はほとんど寝たきりの状態だった
が、秋になり、通学には自宅のある７丁目から
小学校のある２丁目まで歩き、丘の上までの「学
校坂」と呼ぶ急坂を毎日歩いた。そうやってい
るうちに、父母も驚くほどのスピードで回復に
向かった。この年の秋の運動会は母の膝に座っ
ておにぎりを食べながら兄や姉の競技を見て過
ごした。
　翌年の秋のはじめ、４年生から６年生までの
志願者によるマラソン大会が、近郊の阿左美沼
というところであった。当時あの辺りでは稀な
この人口沼までバス数台で出向き、そこから学
校までの 15 キロのマラソン大会に最年少の新
４年生数人と参加した。勿論、僕は参加者の中
で最も背が低かったが、野外に生きて来て元々
マラソンの好きだった。水腫で脚の長さが２セ
ンチも伸びた程の怪我は、ほぼ１年目、全く気
にならないまでに回復していた。
　約 10 キロを走ると、当時の大間々町７丁目
から町に入る。７丁目に入ると道はアスファル
トに代わり、走りやすくなる。通りに町民が出
て盛んに声を掛けてくれる中を家の前まで来た
時には、僕は先頭集団から少し遅れて５名ほど
の上級生徒と一緒に走っていた。するといき
なり、金切り声で、「キヨシ、ガンバレ！！！」
と母の、今まで聞いたこともなかった声が聞こ
えた。その大声に飛び上がって驚くと共に、一
緒に走っていた生徒数人も刺激を受け、一気に
スピードが上がった。先頭集団に追いつき、そ

のまま３キロほど走って校庭に突入。僕は全校
で４位、４年生では１位に入った。
　帰宅して家に駆け込んで結果を告げると、
待っていた母は僕を痛いほど抱きしめて、「良
かったねー、足はもう痛くないかい」と褒めて
くれた。１年前、多忙な毎日の中であれだけ僕
の介護をしてくれた母に、こんな形で返礼が出
来たことを僕は心の芯から嬉しかったと今も記
憶している。
　それにしても、あのマラソンの日、いつも静
かで声を上げることもない母が未だ僕の脚を心
配していて、その僕が速く走って来たことに恐
らく感動して上げた一声だったろう。以来僕の
心にはその母の声が潜んでいて、未だに何かが
起こって気落ちした時にはその金切り声が僕に
ハッパを掛けてくれるのである。
　一方父は、忙しい仕事の合間をぬってキノコ
などの野生の植生採りや、近くを流れる渡良瀬
川の魚釣りに僕を連れ出してくれるようにな
り、釣りを覚えた。父は毛鉤を自己流に作って
いたので僕はそれにはまり、可成り良い毛針が
造れるようになった。45 歳でカナダに来ても早
速フライフィッシングという毛鉤を使った釣り
が始められ、父の楽しみを受け継いできたもの
である。
　釣りに出掛けた当初から、父の毛鉤でハヤと
呼ぶウグイの一種を釣ったが、魚を釣り上げる
とあの「むくどり」の悲劇を思い出し、僕はす
ぐに川に放した。暫く父はそれを黙って見てい
たが、ある日、魚は鳥や獣とは違い、苦痛や喜
び、悲しみを感じることの出来ない生き物だか
ら、余り可哀そうだと思わなくてもよい、と話
してくれた。その話は今にして思うとかなり自
分勝手な、人間の利己主義とも思われるが、野
生の世界は強いものが支配できる社会、何と無
く余り気にしなくても良いかな、と僕は魚を釣
る事に熱中できるようになった。
　そんな父だったが、今振り返って考えると、

小学校しか出ずに直ぐに職業の世界に入った父
は、正しく野生の事を学ぶ機会も無かったの
に、如何にして知ったのだろうか。当時教えて
もらった「野鳥」、「魚」、「昆虫」、そして秋に
は毎週出かけていたキノコや山菜採りで、自然
保護を学ぶ前の僕にその基礎を沢山教えてくれ
た。キノコはいくらたくさん生えていても決し
て乱獲せず、翌年の事を考えて成長し終わった
ものから順に採る。新芽は後のために残せ、家
族が楽しんで食べられれば十分で、採り過ぎる
な、と父は何時も言っていた。父の自然と共存
する気持ちは、今も僕の中で成長を続けている。
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Lumette!　   www.enjoylumette.com　

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

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。

の

★ $100 以上お買い上げの場合  送料無料（カナダ国内）

　ここ数年、健康管理や飲酒が与える心身への影響を考えてお
酒を飲める人でもあえて飲まなかったり、Non-alcohol Spirits
に切り替える選択をする人が増えてます。そんな飲酒量を減ら
したい人やお酒が飲めない人も、味は本物と変わらない Non-
alcohol Spirits のドリンクでお友達とおしゃれに飲み会を楽しみ
ませんか？
　今回は Non-alcohol Spirits ブランド Lumette! をご紹介しま
す。オーナーの Alayne MacIsaac さんが 2019 年に Lumette! を
始めた理由も、“カクテルは好きだけどアルコールは絶対必要な
のか？ “という考えからでした。
３種の Lumette! スピリッツはどれもプレミアム ボタニカルと
山水を使用した、ジンやウォッカ等と同じ蒸留方法なのにカロ
リーゼロ＆ 100% ノンアルコールなんです。人口香料などは使
わず、色は高品質のエッセンシャルオイルによるもの。
　 MacIsaac さんが各スピリッツのお薦めカクテルを教えてくれ
ました。
Bright Light Alt-Gin はきゅうり、ミント、ローズ、シトラスを
Mix。クラシックジンをモダンにアレンジされた口当たりが人気。

＜ Zero Proof Southside ＞
Bright Light 60 mL　Lime Juice 22.5 mL　Simple Syrup 15 mL   Mint Sprigs ６枚　
＊ミントを手で軽くつぶし、氷と材料をシェイカーに入れてシェイク、グラスに注ぐ。
London Dry はジュニパーベリー、八角、グレープフルーツやレモンを合わせた辛口ジ
ンのシャープでスッキリとした後味が特徴。

＜ Zero Proof G&T ＞
London Dry 60mL　Tonic Water 120mL　Lime wedge
＊ London Dry と氷をグラスに入れてトニックウォーターを注ぎ、ライムを飾る。
シナモン、クローブ、ナツメグ、モラセスを組み合わせた Lum Rum はスパイスラムの
コクを味わえてコークやジンジャーエールとのペアリングも Good。

＜ Zero Proof Dark N' Stormy ＞
Lum Rum 45mL  Lime Juice 15mL　Simple Syrup 15mL　Ginger Beer 90mL   Lime Slice
＊材料と氷をコリングラスに入れて軽くステア、ライムを飾る。

　バリエーション溢れる Lumette!　Mocktail 最新レシピは HP や Instagram に随時アッ
プされてるので要 Check & Cheers ！
     　　　　　　　　　　　（H.J.）

My Favorite ThingsMy Favorite Things
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不動産あれこれ不動産あれこれ

Bosley Real Estate Ltd　D.H.Toko Liu

 103 Vanderhoof Ave, Toronto, ON M4G 2H5

BOSLEY REAL ESTATE LTD., BROKERAGE

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

103 Vanderhoof Ave.,Toronto, Ontario M4G 2H5

安心と信頼のサービス
不動産に関する事なら何でもご相談ください。

■不動産の売買、リース
■マーケット情報、お見積もり　
　                               など無料でご相談
■店舗などの商業物件
■不動産物件の管理業務
■弁護士、引っ越し業者、
　保健会社、改造業者などの紹介

お気軽に日本語でお問合せください。

Sales Representative

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

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

416-322-8000

　2022 年 4 月 の TREB 全 域 の 全 物 件 タ イ プ
の 平 均 価 格 は $1,254,436 と な り、 昨 年 同 月
の $1,090,414 か ら +15.0% の 上 昇 と な り ま し
た。4 月の総取引数は 8,008 件で、昨年 4 月の
13,613 件から -41.2% の大幅減少となっていま
す。新規リスティング数は -11.7%、有効リス
ティング数は +12.3% と物件不足は緩和傾向に
ありマーケットはバランスを取り戻しつつある
ように見えます。平均売却日数は 14 日間と昨
年 4 月から変化なしでした。これは明らかに
利上げの影響で、今後も段階的な利上げを行う
事によりマーケットは更に鎮静化する可能性が
大です。急騰する不動産価格を抑制すると言

う面では政府の狙い通りなのかも知れません
が、Affordability と言う点では、当然利上げに
よりローンが更に組み難くなっており、また既
にローン返済でいっぱいいっぱいの層は今後デ
フォルトの可能性も含め厳しい状況下にあると
言えます。物件タイプ別に平均価格を見ますと、
タ ウ ン ハ ウ ス の +18.8%( 市 内 +15.0%、 市 外
+20.0%) をトップに、セミデタッチ ( 準戸建て )
が +17.8%( 市内 +14.1%、市外 +19.9%)、デタッ
チ ( 戸 建 て ) が +17.5%( 市 内 +14.9%、 市 外
+16.8%)、最後にコンドアパートが +14.1%( 市
内 +12.8%、 市 外 +18.0%) の 順 に 並 ん で い ま
す。現時点では価格上昇率が穏やかになったの

が見て取れますが、今後価格が大きく下がるか
を明確に言い切るほどの情報はありません。現
場ではオファー数が減っており、売るのに時間
はかかっているのは事実です。但しそれも個別
エリアや物件により異なります。傾向として言
えるのは、短期間で急上昇したエリアの物件は、
マーケットに下方修正がかかった時には上昇と
同じように急下降する可能性があると言う事で
す。近々では市外の上昇率が非常に高かった訳
ですが、それらエリアの価格が下がる可能性は
高めであると言う事は頭の片隅に入れておいて
損はないでしょう。まず
はマーケットを密にフォ
ローし出来る限り最新の
情報を入れておく事をお
勧めします。

　　

阿部山  優子

ニコニコ生活・小統計　ニコニコ生活・小統計　

　先日 Sakura Day Japan Fair に参加しました。ちょっと寒い日でし
たが、多くの方が来場し、楽しまれていました。その中でブース（出
店）を出す時、勿論私達はニコニコホームケアのサービスを知って
頂きたいと思い店先に立ちますが、今年は何か違うなと感じました。 
と言うのは、全く知らない方がブースに立ち寄ってくださり「いつ
も大切な仕事をしてくれてありがとう」とお礼を言って頂くことが
続きました。中には「ホームサポート、それって本当に大事よね、
私はまだ要らないけれど」と笑いながら、しかしその重要性につい
ては多くの方が認識してくださっていることがわかりました。 　
　私達がニコニコホームケアを設立した当初、６年前には「ホーム
ケア、何それ？」という感じでした。一生懸命高齢者へのサポート
の必要性を訴えて、訴えてもあまり聞いてもらえませんでした。本
当に時代が変わったと感じました。日、月単位では見えなくても年
単位でみると人の意識は変えられることを学んでいます。 
　お陰様で５月１日にニコニコホームケアは６周年を迎えました。
冒頭のキーワードは会社として環境や地域を大事に (sustainable)、
そして多くの方に使って頂ける安心の価格で (affordable)、そして
訪れる介護士さんは笑顔で質の高いサービスを（enjoyable）と、
これから 250 年頑張れる会社を作る決意表明です。６年の事業を
通してこの世は全て
繋がっていると感じ
ています。これまで
にお世話になった 200
名以上のクライエン
ト 様、 ご 家 族、 そ し
て地域の皆様、全て
の方に本当に心より
御礼を申し上げます。
　　　　　　（続く）

Sustainable, Affordable, 
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日系人強制収容から 80 周年（5）

追放地での教育

田中  裕介

抵抗としての教育
　1942 年２月末に総移動令が出た時、日系カナ
ダ人社会には 2700 人の就学児童がいた。沿岸
部から 100 マイル内陸に設けられた廃坑の街に
移動させられてから、1943 年春までの６ヶ月以
上の間、子供達は概ね親元に放置されていた。
　当時７歳だった三世のデビッド・スズキは、

「子供にとっては天国だった。学校へ行く代わり
に森を走り回っていた」という。「強制収容所」
と聞くと、有刺鉄線に囲まれた刑務所を連想さ
せるが、ロッキーの麓 15 箇所にあった収容所
にフェンスはなかった。当然、白人より低賃金
の仕事を嫌って勝手に職場を移る日系人も出て
きて、政府は農場主に同一賃金にさせたという。
また、BC 州内陸のカムループスや、平原州のレ
スブリッジ、ウィニペグにいた数千人の日系住
民たちは立ち退きを経験していない。逆に、収
容所からの再移動の受け入れ先になっていった。
　学校教育に関しては、政府は収容所内で保育
園や高校教育を施すことを拒否した。待遇を改
善して長居されるより、家族単位でさっさと東
部に移動し、子供を現地校へ通わせて同化して
ほしかったのだ。
　しかし、戦争はどんどん長引いていった。見兼
ねたキリスト教会各派は救いの手を差し伸べて、
修道女たちを教員として送り出した。政府は教会
に反目されるのを恐れて、翌 1943 年春から義務
教育の再開に踏み切った。良心的兵役拒否者は、
兵役に服する代わりに収容所で教員となった。
　さらに、二世年長組の妹や弟への責任感が行
動を起こさせた。教員資格を有するヒデ・ヒョ
ウドーとテリー・ヒダカを総監督者として、募
集に応じた二世たち 140 名を即席教師にすべく
夏に４週間の集中講座を開いた。1947 年に閉鎖
されるまで、収容所内での教育が 250 名の教員
によって自主的に始まったのである（「ロッキー
の麓の学校から」）。
　一方、政府に抵抗して家族集団移動運動に参
加した二世男子の多くは、オンタリオ州のアン
グラー戦争捕虜収容所に向かって行った。ゴー
ストタウンの家族たちは、最大 700 名以上に
膨れ上がった捕虜収容所の兄や父たちに「頑張
れ！」と声援を送り続けた（「囚われの身」）。こ
うして、学校問題を解決したことで、危機を乗
り越えた日系人たちは気分を高揚させ、収容所
内で日常を取り戻し始めた。日系人排斥を扇動
した政治家にとっては予期せぬ結果となった。

　1943 年から 46 年まで年少組の二世たちは、
収容所内の学校で臨時教員となった兄姉たちの
心を砕いた教育を受け続けた。英国の国旗を掲
揚し、愛国的な「メープルリーフ・フォーエバー」
を歌った。ここに至っても、日系人はカナダの
民主主義を信奉していたことになる。
　連邦政府は、兵役に取られて失った労働力を補
充させようと、日系人にオンタリオ州農場に赴く
ことを奨励したが、彼らは再度の移住を渋り続け
た。大多数が１年以内に西海岸の自分の家に戻れ
るものと信じていたからだ。それを打ち砕いたの
は、家、農場、漁船を BC 州管財人が二束三文で
売りさばいたことだ。ニュー・カナディアン紙の
トム・ショーヤマ編集長は「政府による再度の裏
切りだ」と書いた（“Politics of Racism”）。
　1943 年、すべての資産を失った一世たちは、
徐々に平原州の農場やモントリオール、トロン
ト周辺へと再移動していった。戦後の日系社会
の再建は、一世たちの互助精神と二世たちの「頑
張り」の賜物である。
　一方、終戦後に東部の現地校に通いだした二
世たちは、思いの外、自分たちが受けた臨時教
員による教育程度が高かったことを認識した。
あるいは、大自然の中での創意工夫の生活が、
成長期の子供たちに自分で思考する力を与えた
のかもしれない。
　成長してカナダを代表する建築家となったレ
イモンド・モリヤマは、木上にこしらえた小屋
の中で、固有の空間の持つ意味を体得し、デビッ
ド・スズキは、森での昆虫採集で生物学に魅せ
られた。そして、ジョイ・コガワは、1980 年代
に戦中の記憶を元に「オバサン」を執筆し詩人・
作家としてデビューしたのである。

　“Blessings in disguise” という言葉がある。「災
い転じて福となす」という諺がこれに近いだろ
う。日系人の強制収容と東部への分散定住とい
う「災い」は、結局「福」であり、神の思し召しだっ
たという意味合いで使われる。
　「強制収容は、二世たちをバンクーバーの日系
社会というスラム街から解放して、カナダ主流
社会にドンと押し出してくれた」と、トロント
JCCC でのトーク・イベントで語ったのはカナダ
CBC ラジオの副社長まで昇り詰めた日系二世・
マーガレット・ライオンズ（旧姓・ケイコ・イ
ノウエ・1923~2019）だった。彼女は「あのま
まパウエル街に居続けたら、父母の決めた男性
と結婚してあそこに縛り付けられていただろう」
という。
　彼女は沿岸部から 100 マイル内陸の廃坑の町
に強制移住させられ、戦中にウィニペグへ移住
し、1945 年、オンタリオ州ハミルトン大学に入っ
た。卒業後はタイピストとして BBC ラジオに就職
し、努力して記者から実力でのし上がっていった。
CBC ラジオのプロデューサーとなり、1968 年に「As 
It Happens」などを手がけた。デビッド・スズキ
を最初に CBC に登用したのは彼女だという。
　この元 CBC ラジオ副社長が、日系社会を崩壊
させた最悪の体験を、結局「福」であったとさ
らりと言ってのけたのである。僕は会場でまじ
まじと彼女を見入ってしまった。苦労して築い
た財産のすべて失った老一世が聞いたら、ひっ
くり返っただろうなと思う。
　さらに、CBC 時代に人種差別を経験したかと
いう質問にも、「全くなかった。同僚はまるで『色
盲』のように接してくれた。一人だけ例外はい
たが、彼女は中国系の同僚だった」という。
　同じ体験をしても、そこに敏感に差別を感じ
取る感性の持ち主と、それを無視、あるいはポ
ジティブに受け取るタイプの人がいる。ちなみ
に、10 年間 CBCTV に勤めたある三世記者が別
のイベントで、「あの 10 年ほどひどい差別を経
験したことはない。訴えようとしたほどだ」と
語っていた。この三世のケースが個人的感性か
ら来るものか、組織内の地位の問題かはわから
ない。
　カナダに 35 年住んでいて思うのは、今の人種
混合の段階では、潜在的な人種差別意識は決し
てなくならないということだ。「人種差別は止め
ろ」と声を上げ続けることで、顕在化しないだ
けではないかと思っている。

「ロッキーの麓の学校から」（2011 年・東信堂）原
題“Teaching in Canadian Exile”(2001) には、田
中も共訳者５名に加わった。元収容所教員だった二
世たちが呼びかけて、各地の二世から手記 150 編
を集めフランク・モリツグが監修した労作である。
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 神々の民  ―― アイヌとカナダの先住民（74）

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（４）
　こうして私も無事に小学校を卒業することが
でき、受け持ちの先生が何度も家へ足を運び何
とか高等科に入るように薦めてくれ、祖父たち
も進学して良いと言ってくれたが、私はそれを
振り切った。というのは１日も早く働いて少し
でもお金を祖父たちの手に入れたかったからな
のだ。こうして本当にわずかだったが、私も家
にお金を入れることができるようになった。
　昭和 26 年（1951 年）11 月、祖父が病床に
ついたので、親戚の者たちが集まり、色々相談
した結果、私に妻を迎えるよう説得された。私
はまだ 22 歳だったし、そのような考えはなかっ
たが、祖父が亡くなる前に嫁だけでももらっ
て祖父を安心させた方が良いと皆に言われたの
で、不本意ながら見合いだけでもする決心をし
たのだった。
　見合いに出発する朝、祖母は「お前もまだ年
若いので嫁などと思うだろうが、エカシもあ
のように悪くていつ死ぬか解らないし、私も
年取ってますます喘息がひどくなり、朝起きて
も食事の支度をするのもイヌクリ（大儀）した
から、お前どんなみったくない娘でも良いから
体さえ丈夫であれば貰うように返事してきてく
れ」と涙ながらに私に頼んだのだ。私はその時
すでに決心していた。どんな女でもこの祖父た
ちのために貰う事を……。そしてもちろん形式
だけの見合いで一度も見た事のない娘を妻にす
ることを決めた。昭和 26 年 12 月 18 日、この
日私は結婚式だった。大勢の人たちが祝いに駆
けつけて下さり、祖父も病床から出て、記念写
真の仲間に入った。
　妻の実家は奇しくも私たちの先祖のスネアシ
が行き倒れになった福満の部落だったので、妻
の父に「チペシコッ」という地名の場所がある
かと尋ねたら、自分の家のすぐ裏だと言って私
を案内してくれた。祖父が病気のためあえぎあ
えぎ話してくれたあのウパシクマと全く同じよ
うな地形であるのに驚いた。
　私の結婚式も終わり、気ぜわしい年の暮れも
過ぎ、昭和 27 年の新しい年を迎えた。例年通
り正月３日に部落の長老たちが私の家へ集ま
り、シンヌラッパの儀式を始めた。祖父は、長
老たちが病気だから無理してシンヌラッパの席
に加わらなくてもおれたちがエカシの代理でカ
ムイノミするからと言って、止めるのも聞かず、

祖母に言いつけて一番上等なチカラカルペ（刺
繍着物）を着せて貰い、顔や手を清め、長老た
ち一人一人にお前はチセコロカムイ（家を守る
神）、お前はワッカウシカムイ（水の神）にノ
ミ（拝む）せよと指図した。そして自分は病身
であるのでカムイノミをしたら神々に対して無
礼になるから遠慮するといい、カムイノミをし
ている下座の方に正座し、「エカシ疲れるから
休みなさい」と度々皆に言われても聞き入れず、
とうとう最後までその場に座り続けた。最後の
シンヌラッパに加わり、責任を果たしたという
満足感がありありと浮かび、微笑みを浮かべ嬉
しそうな、また神々しい祖父の表情が今でも
くっきりと私の脳裏に焼き付いている。
　正月の 10 日に、私は新婚の妻と祖父たちを
残して冬山造材の馬追の仕事に出発することに
なった。出発の朝私は祖父の寝ている部屋へ行
き、働きに出かけることを告げ、私が帰ってく
るまで元気でいて欲しいと言ったら、「俺のこ
と は 心 配 す る な。 体
に気を付けて働けよ」
と言って枯れ木のよ
うな細い手を布団の
中 か ら 差 し 出 し た。
私はその手をしっか
り握りしめて涙をこ
ら え た。 こ れ が こ の
世での祖父との別れ
に な っ た。 私 は 荻 伏
の上流ショロカンペ
ツというところで一
生懸命仕事に励んで
い た １ 月 24 日、「 ソ
フキトク」の電報を
受 け 取 り、 馬 追 仲 間
に馬を託して急いで
家 へ 帰 っ て み る と、
祖父はもう亡くなっ
て い た。 私 は 声 を あ
げ 泣 き、 祖 父 の 遺 体
に す が り つ い た。 そ
の 後 ３ 年 経 て、 実 母
ほどより以上に私た
ち兄弟に愛情を注い
でくれた祖母も他界

し、私たち家族はますます淋しくなってしまっ
た。今日まで生きてこれたのも祖父たち夫婦の
おかげだったと、しみじみ思う今日この頃だ。

　昔、私たちの先祖が苦労して峠を越えて歩い
た沙流川上流のあたりも、今では立派な日勝
道路が完成し、十勝まで行くのに２時間ほどと
なってしまった。昔のアイヌの都として栄えた
という平取コタン、二風谷コタン、それに私の
住むペナコリのコタンなども、今や昔の面影な
く、カラートタンの立派な文化住宅が立ち並び、
家ごとに各種の電化製品や乗用車なども持ち、
和人と何ら変わらない生活を営むようになった
ことは誠に喜ばしい限りである。私も現在祖父
の意志を継ぎ、競走馬の生産に従事しているが、
１日も早く一人前の牧場主になる事を夢見て愛
馬の手入れに余念のない毎日である。
　　　（『北海道の文化』第 22、23 号より転載）
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青い目が見た日本の年中行事

ワタシは白系日本人ワタシは白系日本人 覧迷留　茶句
ランメル　チャック

番外編

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。

手術室をネットでつなぐ
　世界各国の手術を外科医師がインターネットを通して参加する
Proximire という方法の実用化がされ始めている。これにより、国によっ
ての外科手術の力のばらつきをなくし、どこにいる患者でも最高の医療
が受けられ、最高の臨床診断を共有することができるようになるという。
世界的にトップクラスの臨床医たちが手術室の映像をネットワークでつ
なぎ、相互に観ることができると同時に、リアルタイムで診断やデータ、
分析結果などを手に入れることができるようになる。また、指導や監督
なども行うことで技術的向上もはかれる。
　2021 年末までには 240 万件の手術がキャンセルされたと、このプログ
ラムのイノベーションリーダーであるクリス・ソーヤー氏は語っている。
氏は、2043 年までには８万人以上の医療従事者が不足することになると
し、こうした事態に対応するためにデジタル技術と AI の活用が不可欠で
あると述べている。

細菌をウイルスで迎え撃つ
　これまで多くの治療に抗生物質が万能薬として使われていたが、この
ところ乱用により効くものがなくなってきたことが問題になっている。
　2016 年には、米国ですべての抗生物質に耐性のある細菌による感染症
で女性が亡くなった。その後も細菌はますます抗生物質に耐性をもつよ
う急速に進化してきている。一方で科学者が新しい抗生物質を開発し実

用化するまでには 10 年以上かかると言われている。
　そのような中で、バクテリアファージと呼ばれるものが注目されてい
る。これは細菌を食べるウイルスで、1915 年及び 1917 年に発見され、
翌年には赤痢とコレラの治療に成功している。しかしその後、ペニシリ
ンの発見、抗生物質の台頭などによって顧みられなくなっていた。
　このバクテリアファージはウイルスの一種だが、細菌である宿主細胞
に侵入し、この細菌から栄養素を奪って殺した後、自分はその宿主細胞
から出ていく。無差別に細菌を殺す抗生物質に比べていくつかの利点も
ある。第一に、バクテリアファージはある種の細菌に特定的にはたらく
ため、人間の体内の有益な微生物に害を及ぼすことはない。第二に、ファー
ジは抗生物質に対する耐性菌を殺すことができる。さらに、バクテリア
は自分を抗生物質から守るため厚い層であるバイオフィルムを作るが、
バクテリアファージはこのバイオフィルムを消化することができる。
　これまでは、ペニシリンの台頭に加えて、バクテリアファージによる
治療に必要な量をはかる難しさや治療に要する時間の長さなど、いくつ
かの問題点もあった。また、その安全性や有効性に関するデータもほと
んどないのが実状であった。
　しかし現在はこのバクテリアファージが見直され、EU や米国などで
様々な臨床試験が行われており、いくつもの成功例が報告されている。
万能と言われた抗生物質が効かなくなってきている現在、バクデリア
ファージが次世代の救世主となる可能性も高い。

＝５月　子供の日＝
　大きく黒いお父さんの鯉、赤いお母さんの鯉、小さな赤い子供の鯉がカナダ
の青空を舞っています。それはウエスト・バンクーバーの海辺、私の両親の庭
でした。
　私は三姉妹と両親の６人家族です。その鯉のぼりは、日本人からお土産にい
ただいたものですが、以来両親は日本のお客様を迎えるときには歓迎の意をこ
めて鯉のぼりを立てるようになりました。冬のどんよりした曇りの日でも夏の
入道雲が出ている暑い日でも、鯉のぼり一家は海風に舞いながら泳いでいます。
　近所の人たちは、カラフルな魚の旗を見て「ああ、今日はランメル家に日本
からお客さんが来た」とわかり、庭で採ったばかりのイチゴやアップルパイを
差し入れてくれました。新しいニュースや刺激が全くない退屈なウエスト・バ
ンクーバーの郊外に鯉のぼりが上がると、周りから人があいさつに来て、我が
家がご近所の人たちのにぎやかな集いの場となるのでした。
　そんなのどかな日々の記憶はもう半世紀以上も前のことで、両親がその家を
売ってバンクーバー島に移ってからは、そんなこともなくなってしまいました。
　私はランメル家唯一の男子ですから、日本で言えば家系を継ぐ者なのです。
両親が家を売る前に子どもたちに相談しましたが、姉妹は誰も興味を示さず、
私も日本にいたので家は他人に売られました。
　あの頃は土地が安かったので、将来は私の方が両親よりもっと立派な家が建
てられると高をくくっていました。ところが次の持ち主が家を改築して再び売
りに出た時には、もう４億５千万円以上の値が付けられていました。もはや買
い取るゆとりはなく、ランメルの家は両親一代でなくなってしまいました。30
年前に引き継いでおけば良かったとは思うものの、果たして高い税金を払って
維持できたかと考えると諦めもつくというものです。これが日本であれば長男

が引き継ぐのでしょうけれど、カナダでは財産はすべて兄弟姉妹で等分す
るのが常識です。
　日本男児は男として生まれた瞬間から金の卵と喜ばれて大切に育てら
れ、端午の節句には鎧

よろいかぶと

兜と武者人形や鯉のぼりで祝ってもらったものだと
聞いています。それだけに、長男に生まれると家を継ぐ者としての責任や
プレッシャーも大きかったのではと思われます。現在ではそんな意識も少
なくなってきたでしょうが、日本からカナダに移住してきた私の友人の場
合は違うようです。
　彼は大きな夢を持って 30 年以上前にカナダに渡ってきました。日本の両
親の意向は、彼が日本で結婚して家を継ぎ、跡継ぎを作ることにありまし
た。そして親の面倒を看

み

ながら、本家の恥とならないような親戚付き合い
をして祖先を守ることを求めていました。しかしそうした親の思いを振り
切って、彼はカナダの女性と結婚してカナダに居続けて、こちらの生活習
慣にもすっかり馴染んでいるようでした。
　ところが先日久しぶりに会ってみると、彼の頭の隅には「本家の長男と
しての責任を取らなくては」との思いがあり、年を取るにつれてそれが重
く感じられると悩んでいました。それというのも、彼が生まれた時に上が
４人続いた女の子だったので、本家の祖父は「男の子が生まれた！」と大
喜びで、病院から家に帰る途中、彼のおちんちんを握って放さなかったと
いう話を家族から聞かされていたからです。
　カナダ人の私も同じく長男ですが、彼が持ち続けているような家に対す
る責任感と愛着を理解することは到底できません。
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オーマイガー！
　サイエンス
オーマイガー！
　サイエンス

問題は p.6答：35 ページ

■雌犬　　　　　　　　　  ピラール・キンタナ著
　　　　　　　　　　　　　 国書刊行会　￥2400
人間と自然の愛と暴力を無駄のない文体で容赦な
く描き切り、世界 15 か国以上で翻訳され物議を
かもしたスペイン語圏屈指の実力派作家による問
題作が、ついに邦訳！
■モーメント・アーケード　　　ファン・モガ著
　　　　　　　　　　　　　　　 クオン　￥1200
仮想現実空間内で他人の記憶データが売買される。
自分の惨めな人生と向き合いたくなかった「私」は、
アーケードで他人の記憶に夢中になり、かつて誰か
が感じた瞬間（モーメント）を手当り次第に疑似体
験していた。第 4 回韓国科学文学賞大賞受賞作。
■長距離漫画家の孤独　   エイドリアン・トミネ著
　　　　　　　　　　　　　 国書刊行会　￥4200

『サマーブロンド』『キリング・アンド・ダイング』
で知られるアメリカン・グラフィック・ノヴェルの
旗手による早すぎる自叙伝。ユーモア溢れるほろ苦
いタッチで描く傑作回想録が登場！
■柩のない埋葬　　　　　　　　　　　　   方方著
　　　　　　　　　　　　 河出書房新社　￥2750
記憶を失ったまま生きる一人の女性、その波乱の人
生をとおして記憶と忘却の意味を問いかける重層
的かつ壮大な物語。コロナ禍のドキュメント『武漢
日記』の著者による傑作長編。

文芸
■アカシアの声 ハンセン病患者の重監房投獄記
 　　　   丹　瑛太著　文藝春秋　￥1091
減食。酷寒。絶望。差別。この世の地獄のすべて
が草津の重監房にあった。ハンセン病文学に切り
拓かれた新たなる地平。耐え忍び、生きながらえ
たハンセン病患者の苦闘の半生を彫琢する。
■小さき王たち　第一部：濁流　　  堂場　瞬一著
　　　　　　　　　　　　　　 早川書房　￥1900
1971 年 12 月の新潟。新聞記者・高樹治郎と幼馴
染の政治家秘書・田岡総司は成功を誓い合う。新
聞記者と政治家。二つの家系の物語を壮大に描く、
大河政治マスコミ小説の新たな金字塔
■爆弾　　　　　　　　　　　　　　　　  呉　勝浩著
　　　　　　　　　　　　　　　　　    講談社　￥1800
東京、炎上。正義は、守れるのか。「ここから三度、
次は一時間後に爆発します」。警察は爆発を止める
ことができるのか。爆弾魔の悪意に戦慄する、ノ
ンストップ・ミステリー。
■夏が破れる                                      　　　　    新庄　耕著
　　　　　　　　　　　　　　　 小学館　￥1500
いじめをきっかけに不登校となっていた中学生の
進は、夏の 2 ヶ月を沖縄の離島で過ごす。中学生
の不登校率が過去最多となった今、我々が目指す
べき出口は、はたしてこの世界にあるのだろうか。
■ Y 字橋　　　　　　　　　　　  佐藤　洋二郎著
　　　　　　　　　　　　　　　 鳥影社　￥1600
約束。刻。記憶。澱……。忘却の淵から濾過され
てくるものは苦く、愛おしい。歳月に隠された傷
から、生きて在ることの秘密が明かされる。各文
芸誌に掲載された 6 作品を収録した至極の作品集。
■花散る里の病棟    　　　　　　　    帚木　蓬生著
　　　　　　　　　　　　　　　 新潮社　￥1800

「町医者」がぼくの家の天職だった。現役医師でも
ある著者が、地方に生きる医師四代の家を通じて、
近現代日本百年の医療の現場を描く感動作完成！
■布武の果て　　　　　　　　　　  上田　秀人著
　　　　　　　　　　　　　　　 集英社　￥1800
堺商人たちが辿り着いた、「本能寺の変」の驚く
べき真相とは――。茶室を舞台に繰り広げられる、
圧巻の戦国交渉小説。歴史時代小説の第一線を走
り続ける著者渾身の快作 !
■笙野頼子発禁小説集　　　　　　  笙野　頼子著
　　　　　　　　　　　　　　　 鳥影社　￥2000
発禁作家になった。「何も変な事も書いていない」「自
分が女である事を、医学、科学、唯物論、現実を守
るために書いた」。多くの校閲を経て現行法遵守の
元で書かれた難病、貧乏、裁判、糾弾の身辺報告。
■くるまの娘                            　　　　宇佐見　りん著
　　　　　　　　　　　　河出書房新社　￥1500
17 歳のかんこたち一家は、久しぶりの車中泊の旅
をする。思い出の景色が、家族のままならなさの
根源にあるものを引きずりだす。50 万部突破の『推
し、燃ゆ』に続く奇跡とも呼ぶべき傑作。
■あの図書館の彼女たち　ジャネット・スケスリ
ン・チャールズ著　　　　　 東京創元社　￥2200
1939 年パリ。オディールはアメリカ図書館の司書
に採用された。文学を愛する彼女は熱心に仕事に
取り組むが、ついにドイツと開戦。図書館は戦地
の兵士に本を送るプロジェクトを始める。
■すべての月、すべての年　ルシア・ベルリン作
品集　　　ルシア ベルリン著　　講談社　￥2400
魂の作家による 19 の短編。ロングセラー『掃除婦
のための手引き書』のベルリン、『掃除婦のための手
引き書』の底本である短編集 A Manual for Cleaning 
Women より同書に収録しきれなかった 19 編を収録

2022年２月のベストセラー
出版科学研究所調べ総合

１　塞王の楯　今村翔吾　                                                     集英社
２　ジェイソン流お金の増やし方　厚切りジェイソン ぴあ
３　２つの扉　高橋佳子 　　　  三宝出版
４　黒牢城 　　米澤穂信            KADOKAWA
５　人は話し方が９割 永松茂久                   すばる舎
６　メシアの法　大川隆法    幸福の科学出版
７　20 代で得た知見　Ｆ 　　　　　　　　  KADOKAWA
８　70 歳が老化の分かれ道　和田秀樹　            詩想社
９　ヒトの壁　養老孟司 　　　       新潮社
10　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
11　腎臓が寿命を決める　黒尾 誠 　　　　  幻冬舎
12　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
13　聖域　コムドット やまと                KADOKAWA
14　母の待つ里　浅田次郎 　　　  　新潮社
15　糖質中毒 痩せられない本当の理由　牧田善二　 文藝春秋
16　デスマーチからはじまる異世界狂想曲（24）　愛七ひろ　KADOKAWA
17　同志少女よ、敵を撃て　逢坂冬馬　　　早川書房
18　はじめての　島本理生ほか　水鈴社発行文藝春秋発売
19　六人の嘘つきな大学生　浅倉秋成　 KADOKAWA
20　ブラックボックス 砂川文次 　　　  　講談社

→

→

→
→ →→

→→
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熟語遊び
真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

本
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春の映画プレビュー

映画評論家 

Raymond Tomlin

dr strange multiverse

memory liam neeson men jessie buckleylightyear

jurassic world dominion

petite maman

　今年のオスカーもあっという間に過去のも
の。頬を撫でる風が優しい春が到来した。パンデ
ミックはエンデミックへと歩を進め、マスクやワ
クチンパスポートはもはや必需品ではなくなっ
た。この春は、スーパーヒーローもの（『Doctor 
Strange』）をはじめ、アート系（『The Northman』、

『 Men』）やエンタメ系（『Downton Abbey』）など、
どんな趣向のファンにも対応できる、ありとあら
ゆるジャンルが映画館にやってくる。
　今月の「ふれーざー」は、リアルな人々やリア
ルな動物たちについてがっつり取り組んだ、春の
オススメ映画を紹介する。

Fantastic Beasts : The Secrets of Dumbledore
（４月 22 日）：「ハリー・ポッター」シリーズの前日

譚作。前作同様、ジュード・ロウが若かりし日のダ
ンブルドアを演じ、エディ・レッドメインも魔法動
物学者ニュート・スキャマンダー役。ニュートたち
が魔法動物たちと巻き起こす騒動。

Duke（４月 27 日）：実話をもとに制作された故
ロジャー・ミシェル監督の長編遺作。1961 年、ロ
ンドン・ナショナル・ギャラリーでゴヤの絵画「ヴェ
リントン公爵」が盗まれた。犯人は、ジム・ブロー
ドベント演じる 60 歳のタクシー運転手バントン。
彼は絵画を人質に、英政府に身代金を要求した。
バントンの妻ドロシーは、ヘレン・ミレンが演じる。

Duke（４月 27 日）：ロバート・エガース監督の
最新ドラマは、10 世紀のアイスランドが舞台。ヴァ
イキングの王子アムレート（アレクサンダー・ス
カルスガルト）は、父のオーバンディル王（イー
サン・ホーク）が殺され、母親（ニコール・キッ
ドマン）が連れ去られたことで、復讐に乗り出す。
共演は、魔女役のビョークやウィレム・デフォーら。

Petite Maman（４月 29 日）：セリーヌ・シア
マ監督の新作は、少女が亡くなった祖母の家で子
供だった頃の母親と出会うファンタジー・ドラマ。
２人の少女を演じるのは、実際の双子、ジョセ
フィーヌ・サンズとガブリエル・サンズだ。
Memory（４月 29 日）：暗殺のプロ、アレックス（リ
アム・ニーソン）はモラルに反する依頼を断った

ため、犯罪組織と FBI の両方から追われる。追手
から発見される前に犯罪組織の依頼人を殺さなけ
ればならない。ストーリーのキモは？彼はアルツ
ハイマー病を抱え、記憶が定かではなかったのだ。

All My Puny Sorrows（５月３日）：カナダ作
品も見逃せない。トロント出身のマイケル・マッ
クゴーワン監督がトロント在住の作家ミリアム・
トーズのベストセラー小説を映画化。国際映画祭
で批評家を唸らせている１本だ。厳格なキリスト
教の教派メノナイトのコミュニティで生まれ育っ
た 2 人の姉妹が、父親の自殺を経て葛藤する。１
人は死ぬことに執着するコンサート・ピアニスト、
もう１人は自己探求にもがく児童書の著者だ。

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 
（５月６日）：ベネディクト・カンバーバッチ演じ

る主人公ストレンジは、元天才外科医にして時間
と空間を自由自在に操る魔術師。ベネディクト・
ウォンやレイチェル・マクアダムス、キウェテル・
イジョフォーらが再集結し、スカーレット・ウィッ
チ役のエリザベス・オルセンも加えて、無限の可
能性が存在する無数の壮大なパラレルワールドを
展開させる。マルチバーストとは？そしてパトリッ
ク・スチュワートの役どころは？見てのお楽しみ。

Firestarter（５月 13 日）：ドリュー・バリモア
主演でスティーヴン・キングの同名小説が映画化
されたのは 1984 年。そのリメイク。アンディ（ザッ
ク・エフロン）とヴィッキー（シドニー・レモン）
の２人は、もう 10 年以上も火を発生させる超能
力を持つ娘チャーリー（ライアン・キーラ・アー
ムストロング）を連れて、彼女の力を兵器に応用
しようとする政府の秘密機関から逃走する。

Men（５月 20 日）：アレックス・ガーランド監督
の最新作は、今年のアカデミー賞にノミネートさ
れていたジェシー・バックリーが主演するサイコ・
スリラー。夫を亡くし深く傷ついた若い女性が、し
ばらく静養することに決め、イギリスの田舎の邸
宅で過ごすが、周りで奇妙なことが起こり始める。

Chip'n Dale: Rescue Rangers（５月 20 日）：
実写と 2D、そして 3D の融合が見どころ。舞台は、
チップ（声・ジョン・ムレイニー）とデール（声・

アンディ・サムバーグ）が大成功を収めたアニメ
番組が打ち切られて 30 年が経った現代のロサン
ゼルス。チップは保険のセールスマンとして郊外
で暮らし、デールは CGI 整形手術を受けてかつて
のファンとのイベントで生計を立てていた。そん
な時、失踪した昔の共演者を救うため、チップと
デールは友情を修復し、再び冒険に飛び出す。

Downton Abbey: A New Era（５月 22 日）：
またダウントン・アビー？　もちろん！　18 世紀
初頭のイギリスを舞台に、ダウントン・アビーと
呼ばれる貴族の屋敷で繰り広げられるグランサム
伯爵クローリー家の人々を描いた映画版第 2 弾。
マギー・スミス演じるバイオレットの過去のロマ
ンスやゴージャスな南仏のヴィラの相続など、ど
こを切り取っても優雅だが、著名なプロデューサー
兼俳優がダウントンを訪れ、映画撮影が行われる。

Top Gun Maverick（５月 27 日）：延期に次ぐ
延期を経て、1986 年の『トップガン』の続編がつ
いに登場。主人公のマーヴェリックことピート・
ミッチェル役には、トム・クルーズがパイロット
養成機関「トップガン」の教官としてカムバック。
親友だった故グースの息子ルースター（マイルズ・
テラー）との感情のぶつけ合いが見所のひとつ。
本来なら 2019 年７月にプレミアが行われるはず
だった。３年近く待った甲斐のある待望作だ。　

Jurassic World : Dominion （６月 10 日）：
スティーブン・スピルバーグ監督が制作プロセス
に変革をもたらし恐竜に命を吹き込み、目玉の飛
び出るような興行収入を叩き出したのが 1993 年。
最新作ではシリーズ史上最多の新種恐竜が登場す
る。主人公役のクリス・プラットやブライス・ダラス・
ハワードの続投はもちろん、ローラ・ダーン、サム・
ニール、ジェフ・ゴールドブラム、ら、シリーズ
のレジェンドキャストたちもカムバックを果たす。

Lightyear （６月７日）：バズ・ライトイヤーがア
ンディに出会った時、自身の宇宙探検について語
るのをやめなかったことを覚えているだろうか。
やっとあの語りが何だったのかを目にすることが
できる。本作はバズのオリジナル・ストーリーだ。
クリス・エヴァンスがバズの声を担当する。

all my puny sorrows

the sound of music

chip n dale rescue rangers downton abbey new era fantastic beasts the secrets of dumbledore

the duke jim broadbent helen mirren top gun maverick tom cruise

firestarter

シートベルトの準備はいいかな？『トップガン　マーヴェリック』
から『ジュラシック・ワールド』まで、スリル満点の作品が目白押し。
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      Mini English Lesson

www.englishmatters.ca        
lorrain@englishmatters.ca

ハリウッドの向こう側で
Kaori Gavrilovicトロント映画記

Expressing Happiness　

Inside Out　緑色だった私へ
　子供の頃、家庭科の授業でする裁縫が億劫
だった。もちろん手先が不器用だというこ
ともあるが、何より嫌だったのは女子用には
ピンクの花、男子用にはブルーの宇宙といっ
た模様の生地が用意されていたことだ。選ぶ
手間を省くためだろうか。便利なものはい
つも私を不自由にした。稀に存在した三つ目
の色、それが恐竜や植物をあしらったグリー
ンだった。ピンクでもブルーでもない色。女
子でもあり男子でもある色。それでも幼い私
にとってプテラノドン柄の袋は選択という
より妥協にしか思えなかったし、自分がどこ
か例外になった気分さえしていた。
毎年５月後半から６月にかけてトロント
で開催され、夏の訪れを宣言する『Inside 
Out』は性的マイノリティを表す 2SLGBTQ+

（※映画祭が現在使用している通称）につい

ての認識を広め、そ
の多様性を探求する
映 画 祭 だ。91 年 の
発足以来、国内外の
作品に触れたり地元
アーティストを支援
する場を提供してい
る。また映画祭と連
動した『The Library』というサービスでは
教育に携わる人々に向け、身近な人々の姿
を捉えたドキュメンタリーや親しみやすい
アニメ作品などの無料公開も行っている。
内から外へ。裏から表へ。自由に生きてい
　るつもりでも、自分を表現するのは難し
い。現在『The Library』で公開中のドキュ
メンタリー「Passing」では性別移行を経験
した黒人男性たちが各々の変化を語る。一

人の男性は、性別移
行の本質とはトラン
ス男性という存在に
なることではなく社
会的に男性として認
められることだと強
調する。それは彼に
とって性の問題に留
まらず、反射的に黒
人男性を脅威と見な
すような偏見や差別
を受け止めることで
もあったという。数
ある選択肢を考証し

たり疑問視したりする機会は全ての子供に
与えられるべきだが、マイノリティであれば
他よりずっと早く課題と向き合うことにな
る。その学びのきっかけとしてもローカル
な視点やリアルな体験を大事にする映画を
もっと支援したり活用できる場を増やした
いと思う。
私は今でもよく緑色を身に付ける。妥協では
なく選択として。女性であることに誇りと喜
びを感じるし、性自認と性表現が別要素であ
るように、どんな外見を選んでも自分の女性
性を失うことなどないと学んだ。私を幾つか
の色に閉じ込めていたのは他でもない自分
自身だった。私の色は私が作ればいいし、あ
とから何度作り直しても良いのだから。暖か
い陽気に誘われて外に出てみれば、鮮やかな
青緑の若芽は既に伸びきって一人前の形を
整え始めているようだ。未だ不器用な私を奮
い起こすかのように千紫万紅と賑わう街に
はまだ名前も決まっていない色がたくさん
溢れている。

　

Did someone do something nice for you?  Would you like to express your happiness to them?
Please try using one of these idioms:

Thank you for your kindness. You really made my day.
I am tickled pink with your considerate gift.

Thank you for inviting us last week. We had a ball.
You put me on top of the world, thank you.

Your thoughtfulness sent me over the moon.

Now, make a reason to use this English, TODAY!

『Passing』

今年の上映作『Ripples』



34  月刊 ふれいざー Toronto     May   2022    Fraser Monthly Toronto         We are 30 years old!

　　　

34  月刊 ふれいざー Toronto     May  2022    Fraser Monthly Toronto         We are 30 years old!

North Toronto Cat Rescue
(905) 940-CATS (2287)

寄付をお考えの方は下記まで。（TAX レシートが出ます）
チェックの宛先： North Toronto Cat Rescue
郵送先住所： Fraser Journal Publishing
P.O.Box 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6
お送りいただいたチェックは責任もって North Toronto Cat Rescue にお渡しします。

所在地がわかると猫を捨てていく人がいるため、所在地は明らかにしないことをご了承ください。ご連絡はお電話にてどうぞ。

Registered Canadian Charity：Number 83607 9673 RR0001

ノース・トロント・キャット・レスキューはNo Killがモットー。現在約250匹の猫たちを収容し、
里親先を探しています。どんな猫たちも安全で思いやりに満ちた環境の中で幸せに生きる権
利があるという信念のもと、私たちは日々その理想を現実にすべく献身的に働いています。

里親募集！
ボランティア募集！

「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）

シェルターや動物園への援助
　動物愛護団体 IFAW では、ウクライナの動物園な
どに取り残されている動物たちのための救援活動
を行っている。
　Petting Zoo Kherson にいる 300 頭におよぶ動物た
ちをはじめ、Animal Park Kyiv、XII MONTHS PARK、
Feldman Eco-Park などで暮していた動物たちへの食
糧と医療品、そして世話をするスタッフたちに払
う人件費のための緊急助成金を送っている。また
Feldman Eco-Park はロシアとの国境に近く非常に危
険な状況にあるため、動物たちを順次他の施設に
移動させている。
　国境近くのウクライナ独立生態学研究所にはコ
ウモリのリハビリセンターがあり、戦争が始まった
時にはすべてのコウモリが冬眠状態だったが、現
在はほぼすべてが目覚め、スタッフによって近く
　　　　　　　　の森に放されることができたと
　　　　　　　　いう。

難民のペットたちのために
　ロシアとウクライナの戦争が長引くなか、人々
に対すると同時に動物たちにも、多くの国や団体
が救助の手を差し伸べている。
　現在はペットを連れて逃げる家族のためにヨー
ロッパの多くの国がペットを受けいれることを決
めている。通常、国境を越えるためにはワクチン
接種やマイクロチップの装着、一定期間の検疫が
必要になるが、ウクライナ難民と共に入国する動
物たちには様々な特別措置がとられる。国によっ
て決まりは多少異なるが、たとえばオーストリア
やベルギーでは予防接種や証明書なしでの入国を
許可し、ワクチンその他の必要な医療措置は入国
後に行われている。また、こうした動物は一旦受
けいれた後に検疫所等に隔離されるが、獣医の費
用などは管轄当局が一部または全額を負担し、狂
犬病ワクチン、マイクロチップなどを無料で提供
している。

ウクライナの動物たちを救いたい（２）

ウクライナとポーランドの国境を渡る人々。ペッ
トたちの医療ケアと暖かい服や食べ物をもらう。
Photo:Mike Zomer/©IFAW

爆弾で破壊されたウクラ
イナのシェルター。戦争勃
発の最初の５日間、救助が
間に合わず爆撃で死んだ
動物もいれば、壊れた壁か
ら逃げた動物もいる。

　また多くの国では一緒に入国するペットの数を
制限しているが、だいたい１家族当たり５匹まで、
入国を許可しているという。

救助されポー
ランドのシェ
ルターに入れ
られた犬たち

戦火を逃れポー
ランド国境にた
どりついてペッ
トたちと一息つ
く。

救出された動物たちはポーラ
ンドその他の国に送られる。

ウクライナの動物たちのためにドネーションを
IFAW（International Fund for Animal Welfare）
　http://thefraser.com/links/ifaw-ukraine
HSI（Humane Society International）
　https://donate.hsi.org/page/36521/donate

photo: IFAW
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【編集後記】　ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからすで
に２か月を超えた。ロシアはついに地雷まで使いだし、ウクライ
ナの人も故郷も殲滅しようとし始めた。戦火は一向に収まる気配
を見せず、大勢の民間人が犠牲になる中、嘘か本当かわからない
ニュースの応酬で情報は錯綜し、真実が見えにくくなるばかりで
ある。
　他国に侵略され、たくさんの市民が犠牲となっているウクライ
ナに同情が集まっているが、私としてはどちらの国が良いとか悪
いとかはあまり考えられない。悪いのはあくまで戦争につきすす
む指導者である。もちろんウクライナの悲惨さは聞くのも辛いも
のだが、情報操作されて自国の正義を信じたり、納得する間もな
いまま戦争に駆り出されるロシア兵たちも同じ戦争の被害者だと
思う。
　そもそも、よい戦争などあり得ない。
　ロシアからは30万人もの人々が国外へ出てゆき、その平均年齢
は32歳だという。あの豊かな伝統と文化を持った国を断腸の思い
で捨てる人も多いだろう。たくさんのロシア人が海外から反戦運
動をしているが、国内の反戦主義の人々とつながることの難しさ
を訴えている。
　ウクライナの人々の辛さは想像に余りある。義憤にかられて、
あるいは徴兵されて命をかけて戦いに挑む人も、その人達と別れ
なければならない家族や恋人、友人も、どんなにか辛いことだろ
う。一方、海外から祖国を守るために戦おうと帰ってくるウクラ

イナ人も30万人以上いるそうだ。
　ロシアとウクライナはほとんど兄弟のような国で、両国に家族親
族や友人がいる人が多い。国を守るために戦うということはそうい
う人たちに牙を向けることだ。どれほど複雑な思いがあることか。
個人的な恨みなどなくても、戦っているうちに命の危険にさらされ
たり仲間を殺されたりして憎悪の感情が生まれ、戦いへの感情が激
烈化することは想像できる。
　ウクライナ難民も500万人を超えたという。その90％は女性と子
供だというが、彼女たちは皆、愛する父や息子、夫たちを戦火の中
に置いて辛い別れをしてきている。そういう中で家を捨て逃れてき
た人々を利用した人身売買や性犯罪などもあるというのを聞くと、
人間という存在への一縷の希望すら絶たれてしまうようだ。

　こういう話を見聞きしていると、実際の戦争を知らない自分がど
れほど幸せか、春を楽しむ余裕のある生活をおくれることがどれほ
どラッキーなことなのか、つくづくと思い知るのである。
　先日、本誌の「すきま川柳の会」に常連投稿者の方が一句の川柳
を送ってきてくださった。「戦争ニュース　今はなんでも耐えられ
る」。本当に、今まさに同じ世界で起こっているあの恐ろしいこと
をニュースで目の当たりにすると、些細なことを不満に思う自分が
罰当たりに思えてくる。あそこでの生活を考えれば、何だって耐え
られる気になる。
 　  　　【エディター：　宮坂　まり】

日本語チェック！（解答）

（出典：「日本語力」樺島忠夫編）

P. 8　答： ③　「靴を隔てて痒きを掻く」と読み、靴の上からかゆいところをか

く、というのが本来の意味。転じて、要領を得ずもどかしくはがゆいこと。また、

物事の徹底しないようすをいう。「その解決策ではまだまだ不十分で、隔靴掻痒

の感じが免れない」

熟語遊び P. 31（解答）　土
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ふれいざー主な執筆者（五十音順）
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POBox 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC  Canada
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　今年創刊30年の『月刊ふれいざー』は、COVID-19の非常事態の間、公共施設等の
閉鎖により皆様のお手元に届ける手段を失ってしまいました。しかしながらウェブサ
イトには、これまで通りカナダの皆様に情報をお届けしたり楽しんでいただけるよう
アップしております。ウェブサイトでは過去10年分のバックナンバーをご覧になる
こともできます。

　基本月刊ではありますが、状況に応じて「号外」という形で随時小さなふれいざー
をウェブサイトにアップして参りますので、ときどきチェックしてください。

www.thefraser.com
twitter.com/monthlyfraser

○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

　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。


