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We are 30 years old!

from
言わずもがなの名優ロバート・デ・ニーロは 90 年のイタリア映画『みん
な元気』
のリメイクに出演した。妻に先立たれた夫が、
子供とのコミュニケー
ションは常に妻を介してだったことに気づき、家族の絆を取り戻す旅に出
るというストーリーだ。
Q：役を演じる際、自分の私生活が反映されることはありますか？
RD：私は大体いつも演じる役には私生活を反映させているよ。そうするこ
とで役をもっと自分のものにできると思う。今回演じたフランクには特に
共感する点が多かった。私自身も子供も、今では孫までいるからね。
Q：今回の役を演じるにあたり、自身と父親の関係、また子供との関係を
思い返すことはありましたか？
RD：私の父親は役者に関してもそうだけど、私がやりたいことは何でも制
限せずにやらせてくれた。ただ祖父は厳しくて、古風なタイプのイタリア
人という感じだったな。父親はそういうのから逃れたくてニューヨークへ
やって来て、それで私を自由に育ててくれたんだ。
人には皆やるべきことがあるけれど、私は自分の子供にはその点におい
てあまり厳しくしないようにしている。でも同時に、彼らにはそういうこ
とから逃げてほしくないという気持ちもあるんだ。だからできるだけ合理
的に子供たちと話し合うようにしているよ。
「おまえがこれをしなくても、
父さんは何も言わない。でもやるなら、今ちゃんとやること。でないとフェ
アじゃないだろ」という具合さ。議論がこじれるときもあるけど、まあ大
抵はこれで丸く収まってきたよ。
（インタビュー本誌 23 ページにつづく）

Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）

Robert De Niro   ロバート・デ・ニーロ
1943 年８月 14 日、ニューヨーク生まれ。父親は画家。２歳のときに離婚した
母の手で育てられる。アクターズ・スタジオで演技を学ぶ。ブライアン・デ・パル
マ監督の『Blue Manhattan』で主役を得る。
『ゴッドファーザー』のオーディショ
ンで落選したが、
フランシス・フォード・コッポラに演技力を認められ『ゴッドファー
ザー Part Ⅱ』で若き日のコルレオーネ役でアカデミー助演男優賞を獲得。役作り
のためにシチリアに行ってイタリア語をマスターした。その後犯罪映画で人気を得
るが、40 代からはコメディ映画にも出演し高い評価を得るようになる。徹底した
役作りは有名で“デニーロ・アプローチ”という言葉も生まれた。アカデミー賞を
とった『レイジング・ブル』ではボクサー役のために体を鍛えたり、引退後を演じ
るため体重を 20 キロ増やしたりした。また『タクシー・ドライバー』では、ニュー
ヨークで３週間タクシードライバーとして働いたり、
『アンタッチャブル』ではアル・
カポネを演じるために頭髪を抜いた話も有名である。
『レイジング・ブル』でもア
カデミー主演男優賞を受賞した。その他ノミネート６回。
2011 年カンヌ国際映画祭では審査委員長を務めた
トライベッカフィルムセンターを設立し監督としても活躍している。
２回結婚し４人の子供がいるが、映画以外で話題になるのを好まない。
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日本の国籍法第 11 条改正を求める訴訟
在住国の国籍を取得したために日本国籍を剥奪されることの是非を問う
現在、全世界に推定 360 万人の移住者、日系人がいるといわれている。
そのほとんどの人々は、日本を捨てたわけではなく、自身のルーツとし
ての日本を愛し、日本人としての誇りを持って外地で暮らしている。
しかし日本の現行法（国籍法 11 条）においては、外国籍を取得すると
同時に日本国籍は剥奪され、法的には日本人ではなくなる。
この国籍剥奪に関して、現在日本国内で訴訟が行われている。原告は
スイス在住の８名の有志で、現行の国籍法は日本国憲法 22 条に矛盾して

国籍法第 11 条
生活や権利を維持する上でどうしても必要があって在住する国の国籍
を取ることで、我々は日本人としての権利を奪われる。今後ますます海
外に出る日本人が多くなるであろう現代において、いかにも時代遅れな
この日本国籍法は、明治時代に作られた大日本帝国憲法を指針として制
定された重国籍を禁止する法律に基づいており、これまで一度も改正さ
れることなく続いている。

いるとして「国籍法 11 条改正を求める有志の会」を結成。訴訟を起こし、

海外に住んで仕事上などの事情で、日本国籍を喪失してしまうことを

現在は東京高等裁判所において「国籍剥奪条項違憲訴訟」が行われている。

知らずに在住国の国籍を取得してしまった人も多い。自己責任といえば

2021 年１月の東京地方裁判所において、現行の国籍法は「合憲」であ

それまでだが、多くの地域で国籍法 11 条の説明は全くなされない役所も

るとして請求が棄却されたが、原告側が控訴した。
この裁判は、９月６日に控訴審第４回が行われる予定で、高等裁判所
での判決は年度内に出るものとみられている。

もうひとつの訴訟

多いという。（蓮舫議員の国籍騒動以来、多くの在外領事館がこの件の告
知をし始めたとの報告もある。）

国籍法 11 条をめぐる国籍剥奪条項違憲訴訟の主眼点
この訴訟は、日本国に二重国籍を認めさせることではなく、国籍法第

一方、今年６月２日には、米国アリゾナ州の弁護士が、福岡地方裁判

11 条を、憲法 22 条に基づき、外国籍を取得した場合に日本国籍を保持

所に、国籍法 11 条１項の違憲と旅券不発給処分の無効を求めて訴状を提

できる、または日本国籍を放棄できる選択を可能にする条項に改正する

出した。訴訟を起こした近藤ユリさんは 71 年に留学のため渡米し、その

ことを求めて行われている。

後グリーンカード（永住権）を取得して日本と米国を行き来しながら弁
護士として働いていたが、米大統領選への投票その他の不都合から 2004
年に米国籍を取得した。その後も日本のパスポートは使用でき再発給も
できていたのだが、2017 年に更新手続をした際に日本国籍を剥奪されて
いたことを知った。近藤ユリさんは現在は福岡市の自宅にいるが、新型
コロナウイルス対策規制によって米国の自宅に帰れずにいる。

在外日系人・日本人に対する外務省の認識
外務省発行の「外交青書・白書 第 4 章 国民と共にある外交」には以下

＊

＊

＊

【訴訟の概要】
今回の訴訟は、日本人の両親から日本人として生まれ、日本人として育ち、
海外で暮らしている日本人の訴訟です。
原告らは、日本への思いを強く持ちながら、海外での生活のため、また国
内外での活躍の場を広げるために、外国の国籍を取得し、又は取得しようと
しています。そして、それがために、国籍法 11 条１項により、日本の国籍を
奪われ、又は奪われようとしています。原告らは、形式的に外国籍を取得し
たという理由で、日本の国籍を、自動的に根こそぎ奪われることになるのです。

のような記載がある。
「日本人の海外移住の歴史は 2016 年で 148 年となった。北米・中南米
を中心として、全世界に約 360 万人（推定）以上とも言われる海外移住

日本国籍は、我が国の構成員としての地位を定めるものであり、日本国憲
法上のあらゆる基本的人権の基礎となる極めて重要な法的地位です。

者や日系人が在住している。移住者や日系人は、政治、経済、教育、文

日本国民が、日本の国籍を選択しない、日本の国籍を離脱する、と決断を

化を始めとする各分野において各国の発展に寄与するとともに、日本と

しているわけではないのに、日本国民から日本の国籍を根こそぎ奪ってしま

各在住国との「架け橋」として各国との関係緊密化に大きく貢献してい

う。これは、国籍離脱の自由を保障する憲法 22 条２項に違反します。そして

る。」

自己決定権・幸福追求権などを保障する憲法 13 条に違反します。

しかし外務省のそのような認識とはうらはらに、私たち移民は、好む

また、憲法 14 条にも違反します。生まれながらに外国籍を持つ日本国民な

と好まざるとにかかわらず外国籍を取得した場合、日本国籍は剥奪され

どは、日本の国籍を選択したり、離脱したりすることについて決める機会が

ることになる。

あります。これに対して、原告らは、そのような機会が全く無いままに、自

最高裁判所裁判官への国民審査
最高裁判所裁判官がふさわしい人かどうかを決める国民審査において、
これまで海外在住の日本人は投票できなかった。「海外に住む日本人は数
が少ないので大勢に影響しない」という考えがまかり通っていたためで

動的に日本国籍を根こそぎ奪われます。この点で、法の下の平等に反し、憲
法 14 条に違反しています。
国籍法は憲法第 10 条によって憲法から委任を受けていますが、委任をした
憲法の条項に違反することは許されません。
したがって、国籍法 11 条１項は違憲であり、無効です。

ある。これに対してこれが憲法違反かどうかが争われていたが、今年５
月 25 日、最高裁判所大法廷において、15 人の裁判官全員一致で憲法違

この件に関しての詳細は以下のウェブサイトを参照。

反であるという判決をくだした。このときの最高裁は、「国民審査は選挙
権と同様に国民に平等に保障している権利であり、海外在住者が投票で

原告団ウェブサイト： http://yumejitsu.net

きないのは違憲である」と判決理由を述べた。

重国籍をめぐる日本国内の動きは以下のウェブサイトに：
https://wjwn.org/special/special-citizenship/v0815
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トピックス
エアカナダの乗客 25 人に降機命令

カリブ海に面したカンクンやトゥルム、マヤン・リビエラなどのメ
キシコのリゾート地では暴力事件が多発しており、現地警察は警戒

ビクトリアに住むカップルは、この件に関し、まだエアカナダか

を強めている。

ら説明を受けていないと話す。６月 20 日夜、英国ロンドンに出発
するフライトに搭乗したジョシュ・スラットコフさん夫妻は、突如、
機長からの降機命令で飛行機から降ろされ、24 時間の搭乗拒否を言
い渡され、モントリオール空港に取り残された。二人は、英国で妻

お金のストレスが増大：アンケート調査
Leger 社が 2000 人以上を対象に 4 月に実施したアンケート調査

の親戚の葬儀に参列予定だったと言う。

によると、インフレが進み物価上昇に歯止めがかからない中、カナ

ジョシュさんによれば、12:30AM、遅延待機中の飛行機に警察官

ダ人の一番のストレスとなっているのが「お金」であることが分かっ

が入ってきて、突然二人の乗客を飛行機から連れ出したことが始ま

た。

りだった。「斜め前の乗客も、70 代のカップルも次々と飛行機から

調査結果では、４人に１人の回答者が「お金」が一番のストレス

降ろされて、何が起きたのか全く理解できず呆然としていました。

になっていると回答しており、「健康 (21%)」や「仕事 (19%)」、「人

すると、エアカナダの客室乗務員が我々を指差し、警官から降機を

間関係 (18%)」を上回った。また、68% が食料費に関しては十分な

命じられました。理由が分かったのは、空港内のエアカナダのエー

予算を確保できていないと感じていると回答しており、深刻な懸念

ジェントから、機長が飲酒してマスクをしていない乗客に降機を

が広がっている。カナダの５月のインフレ率は 7.7% に上昇、1983

命じたことを聞いた時でした。納得できませんでしたね。私たちは

年１月以来の増加率となっている。「カナダ人は、牛乳代から住宅

N95 のマスクをしていました」

ローンまでお金の心配が絶えず、不安やうつ、精神衛生に悪影響を

夜中の２時に空港に取り残されたジョシュさんは憤りを隠せな

与えている。特に若い世代への影響が大きくなっている」と専門家

かった。エアカナダは、現在、事件を調査中で、無関係な乗客も降

は話している。

機させられていたとコメントしている。搭乗者のうち、計 25 名も

また、別の調査によれば、食料の値上げに伴い、５人に１人が

の乗客が降機命令を言い渡されていた。

2020 年３月から 2022 年３月までに少なくとも一度は飢えを実感し
たと回答しており、４人に１人がお金がなくて十分に食べられてい

メキシコでカナダ人二人が刺殺される

ないと回答していた。この数字は、年収５万ドル以下の世帯では倍

カリブ海に面したプラヤ・デル・カルメンのリゾートで、カナダ

になっている。さらに、国内の殆どのフードバンクでは、
「初めてフー

人二人が刺殺された。このうちの一人は、インターポール（国際刑

ドバンクに頼った」という人の数が増加、最大で 25% も増加して

事警察機構）に詐欺罪で指名手配されている男だった。カンクンな

いることが分かった。

ど有数のリゾート地をもつメキシコ、キンタナ・ロー州の検察官は、
この事件で男女二人が死亡、もう一人が怪我を負ったと述べた。

カナダ統計局は、１年前と比べ、消費者が支払う食費が 9.7% 増
加しており、これは 1981 年９月以来最大の増加率であると発表し

死亡した二人の詳細は発表されていないが、Global Affairs Canada

ている。この報告によれば、パスタの価格は 19.5%、シリアルが

は、カナダ人二人の死亡を確認しているとコメントしている。プラ

13.9%、パンが 12.2%、果物は 10% の値上がりとなっている。

ヤ・デル・カルメンでは、外国人を巻き込む暴力事件が横行しており、
今年１月にも、国際麻薬・武器密輸ギャング関連の事件で二人のカ
ナダ人が殺されている。３月には、４人の男の死体が建設現場で遺

オンタリオ州の救急救命室がパンク状態
オンタリオ州の医療関係者が、警鐘を鳴らしている。同州では、

棄されているのが発見され、ギャング関連の事件とみなされている。

患者数の増加とパンデミックによる看護師不足により、救急救命室
がパンク状態に陥っていると言う。救急救命室で最初の診断をして
もらうまでの待ち時間は、ほぼ２時間、これは１年前の同じ時期の
18 分から大幅に伸びている。また、入院するまでの待ち時間は平均

あなたの心の隙間に

花子

隙間川柳の会

――北

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

ご親切涙すること多き日々

・保険・投資・ＲＥＳＰ

20 時間で、１年前の 14 時間からこちらも大きく増加している。
オンタリオ州看護師協会の関係者は、グレータートロント地域の
病院は、収容限度容量の 300 から 400% の患者を 60% のスタッフ
で回していて、この状況は恐ろしいとしか言いようがない、と話し
ている。また、救急救命室の医師は、「パンデミック以前からキャ
パの問題はあり、そこにコロナ患者の来院、看護師不足、家庭医が
オンライン診療に切り替えて病院に患者を送ることが増えたことな
どが原因となっている」と述べた。
州政府は、この問題を解決するために、看護師や病院のベッド数
を増やし、病院の新築や改築などに取り組むと発表している。

3190 Steeles Ave., East Suite 210
Markham, ON, L3R 1G9（J town の隣）
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カナダのニュース

銃規制強化へ

個人による売買・所有・譲渡の禁止

カナダ政府は 5 月 30 日、個人による拳銃の

カナダの銃をめぐる現状

れることもある。

新規売買や所有の禁止など、銃規制を強化す

国境の南側、米国では 5 月、南部テキサス州

連邦政府によると、国内の拳銃登録者は過

る方針を発表し、法案を議会に提出したこと

の小学校で銃乱射事件が発生し、児童 19 人と

去 2010 年からの 10 年間で 71％増加し、約

を明らかにした。

教師 2 人が死亡しているが、トルドー首相が法

110 万丁の銃器が登録されている。使用許可

トルドー氏は記者会見で「スポーツ射撃と

案を提出したのはこの事件の 1 週間後だった。

証の保有者はオンタリオ州とケベック州の

狩猟を除けば、個人が日常生活で銃を必要と

憲法で国民の武器保有権が保障されていなが

在住者が多くを占め、アルバータ州とブリ

する場面はない」と述べ、「銃による暴力が地

らも、相次ぐ銃撃事件で、銃規制議論が何度も

域社会に悲劇をもたらしている。より安全な

加熱する米国より、カナダは銃器の所持は合法

未来を構築するため、対策を講じる必要があ

でありながらも、厳格な銃規制を実施している。

る。よって、我々はカナダ史上最も強力な対

例を挙げると、カナダではすべての銃器は未使

カナダでは 2020 年、ノバスコシア州で偽

策をとる」と強調した。

用時には弾を抜き、施錠して保管することが義

のパトカーを運転し、警官を装った男が複数

対策の中身は、銃の数がこれ以上増えない

務付けられているほか、銃器購入の際は身元調

の場所で発砲し、女性警官を含む 22 人が死

ように個人による拳銃の新たな売買を禁止す

査を受ける必要がある。また、発砲事件は米国

亡するという、同国史上最悪の銃撃事件が発

るほか、すでに所有している人が家庭内暴力

と比べると、非常に少なく、銃器による殺人の

生している。容疑者も死亡したが、RCMP に

やハラスメント、ストーカー行為などの犯罪

割合は、米国では 10 万人あたり 4.12 人だが、

よると、この銃撃犯は、銃の保有許可証がな

に関わった場合、所有許可証を没収するなど

カナダでは 0.5 人となっている。

いまま自動小銃を所持していたという。

ティッシュコロンビア州がそれに次ぐ。

カナダにおける最近の銃撃事件

の罰則を設ける。法案が成立しても、個人的

なお、銃を所有する目的については、カナダ

トルドー首相はこの事件から数日のうち

な拳銃の所有が即時に違法となることはない

では護身の割合は少なく、狩猟や娯楽射撃を目

に、ライフル銃「AR-15」など殺傷能力の高

が、個人による拳銃の売買や譲渡、国外で購

的とした銃の所有が多くを占める。

い銃器約 1500 種について、販売や使用など

入した銃のカナダへの持ち込みや輸入は違法
となる。

カナダで銃の保有資格を持つのは、18 歳以

を禁止することを発表し、即座に実施した。

上の国民。銃器取扱の安全講習を受け、合格す

政府による買い取りプログラムを推し進め、

また、ライフル銃など殺傷能力の高い銃は

れば保有許可証を取得できる。許可証は 5 年ご

狩猟が生活を支える先住民を除き、該当する

政府が買い取り、回収を進めるとした。ライ

とに更新する必要がある。また 12 歳〜 17 歳の

銃器を手放すよう保有者に促した。

フル銃は同時に 5 発以上装填できないように

未成年も許可証を取得すれば、狩猟やスポーツ

トルドー氏は、ほとんどの銃器所有者は法

する不可逆の改造を義務付ける。

射撃のために、ライフルや散弾銃などの銃器を

を遵守する市民だと認めながらも、軍が使用

借りたり、弾薬の購入もできるという。

するような銃器を一般市民が所有する意味は

さらに法案には、「レッドフラッグ法」の制
定も盛り込まれている。同法は、自分や他人

さらには 12 歳未満であっても、先住民家庭

なく、普段の生活には何の役にも立たないと

に危害をもたらす可能性のある人物が銃器に

の子供など、生活のための狩猟が必要な場合は、

述べた。その上で「これらは、最短時間でで

アクセスできない保護命令を裁判所に申請で

例外として銃器の使用が認められることがあ

きるだけ多くの人を殺害するという、たった

きるというもので、申請が認められれば、裁

る。先住民については、安全講習の場所が遠方

ひとつの目的を果たすためだけに設計された

判所はその人物に対して銃器を法執行機関に

であったり、費用の問題などで、講習が免除さ

武器だ」と強調した。

引き渡すよう要求することになる。現在のと
ころ、こうした権限を持つのは警察のみとい
う。

川路 広美

夕陽の彼方に

		

夕陽の彼方に

祖国があると

故郷を向いて

建てられている

草分け移民の

荒野の墓石

風雨に耐えて

名前は失せて

今は尋ねる

人影もなし
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直射に焼けて

たると指摘した。

苦難の日々を

案は財産権や個人の生活への多大な侵害に当

伝えてくれる

て政府による価値観の押し付けだと反発。法

悲しくつらい

一方、アルバータ州の銃器担当最高責任者
テリ・ブライアント氏は、政府の法案につい

想いで越えて

べきだとしている。

彼岸の浄土で

昨年カナダ国内で行われた世論調査による
と、回答者の 66％がカナダは銃規制を強化す

詩
再会したい

秋にも可決、発効となる見込み。

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

法案の早期実施を目指す公安相は、すでに
上下両院に規制改正法案を提出しており、今

We are 30 years old!

世界のニュース

米最高裁、49 年ぶりに中絶禁止を容認
米連邦最高裁は 24 日、人口妊娠中絶を憲法
上の権利と認めた 1973 年の判例を 49 年ぶりに

各地で激しいデモ

とともに、中絶賛成派に投票を訴えた。

術を受けることが認められる。ニューヨー

５ 月 に 米 国 で 行 わ れ た 世 論 調 査 に よ る と、 ク州では手術費用の保険適用やクリニック

覆し、州による中絶の禁止や制限を容認する判

64％が 1973 年の中絶の権利を容認した「ロー

断を下した。「憲法は中絶の権利を付与してい

対ウェイド判決」を「覆すべきではない」と答

また、最高裁の発表を受け、カリフォル

ない」とする最高裁の判断は、全米に衝撃を広

えた。ただ、回答を支持政党別に見ると、民主

ニア州、ワシントン州、オレゴン州という

げ、時代に逆行した女性の権利の否定は、各地

党支持者では 93％なのに対し、共和党支持者は

西部３州の知事が合同で中絶希望者への支

で激しいデモを引き起こしている。11 月の中間

34％だった。

援を表明。中絶に厳しい立場を取るテキサ

選挙でも与野党の主要な争点になることは必至
とみられる。

への財政支援を提供している。

ス州に本社があるテラスも、従業員が中絶

規制は各州に委ねられ

するための旅費を補助すると発表したほか、

訴訟では、妊娠 15 週目以降の中絶を禁じた

今後ミシシッピ州では中絶が行われることは

ミシシッピ州の州法の合憲性が争われた。その

なくなり、同州で唯一開業していた中絶クリ

中で最高裁は「憲法は中絶の権利について言及

ニックは、他州へ移転することになるという。

他の大企業も相次いで同様の支援を表明し
ている。
このように中絶を希望する女性は規制の

していない」と指摘。中絶を女性の憲法上の権

米メディアによると、全米でおよそ半分の州

ない州に足を運んで手術を受けることがで

利と認め、妊娠 22 〜 24 週目ごろまでの中絶を

が中絶を禁止するか、厳しい規制を設けること

きるが、南部や中西部に近い州では医療機

容認した 1973 年の歴史的な「ロー対ウェイド

を検討している。ケンタッキー州、ルイジアナ

関に予約が殺到し、希望者の全員が思うよ

判決」を始めとする過去の判例を覆した。最高

州、サウスダコタ州では、母体にリスクが生じ

うに中絶できない状態になっている。さら

裁は州ごとの中絶規制を認め、ミシシッピ州法

る場合を除いて中絶を禁止し、不法に中絶を行

には、低所得の女性は時に旅費の捻出が困

については「胎児の生命を保護することなど州

なった医師には刑事罰が科される。また南部や

難であり、望まぬ妊娠・出産によって、さ

にとって正当な利益があり、州法には合理的な

中西部の 13 州は、最高裁の判決次第で制限措

らに経済的打撃を受けることが懸念されて

根拠がある」とし、合憲と結論づけた。今後中

置を設ける州法を整えた。中絶問題に対して厳

いる。カリフォルニア大学は、毎年およそ

絶規制は各州に委ねられることになる。

しいことで知られるオクラホマ州では中絶手術

１万 6000 人の中絶希望者が他州よりカリ

米国では、与党・民主党が中絶賛成、野党・

の実施を重罪とみなし、最長 10 年の禁固刑を

フォルニア州に手術に訪れると予想してい

共和党が中絶反対という立場を取る傾向があ

科す方針で、テキサス州では中絶を行なった医

る。

る。現在、最高裁はロバーツ長官を含む９人の

療機関などに対し、住民が訴えることができる

判事のうち、共和党のトランプ前政権で任命さ

制度を設けた。レイプの被害者であっても中絶

れた同長官と他５人が保守派。ミシシッピ州法

が困難な州もかなりの数で存在する。

を合法としたのはこの６人で残り３人のリベラ
ル派は反対した。

全米各地で抗議デモ
最高裁の判決を受け、全米各地で講義デ
モが相次ぎ、ニューヨークでは２万人規模

中絶希望者への支援表明

のデモが行われた。カリフォルニア州やマ

判決を受け、バイデン大統領は同日、ホワイ

保守的な州が規制を強化する一方、リベラル

サチューセッツ州などでも大規模なデモに

トハウスで演説し、「最高裁は国民から憲法上

な土壌で中絶賛成派が多数を占める州では、中

多くの女性が駆けつけた。首都ワシントン

の権利を奪い取った」と批判。「今秋は、女性

絶を選ぶ女性の権利を保護する州法を定め、手

の最高裁前にも数百人が集まり、
「女性に対

の選択権を尊重する議員を選ばなければならな

術を行う医療機関を保護するための法制定を急

する攻撃だ」と憤りをあらわにし、「銃は

い」と述べ、中間選挙で争点化する意向を示す

務としている。こうした州では、今後も中絶手

規制しないのに、女性の体は規制するのか」
というプラカードを掲げる人もいた。最高
裁はデモを警戒して高さ 2.5 メートルのフェ
ンスを設置した。

自費出版

また、最高裁が半世紀前の歴史的判例を
覆した 24 日は、最高裁前に中絶容認派と反
対派がそれぞれ集まり、激しい口論を展開

自分史・記念誌・句集・詩集・教材・辞書・エッセイ・遺稿集・その他

する場面もあり、米国における価値観・宗
教観の違いがもたらす溝の深さを印象付け
た。

編集・翻訳・ページデザイン

信頼と実績の「月刊ふれいざー」 企画から製作までお手伝いします。
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Boxers without Borders

世直しボクサーから子どもたちへ
【世直しボクサー】エイジ

Round 18

広告の御用命は下記まで

toronto@thefraser.com
『月刊ふれいざー TORONTO』は、

虫や動物や困ってる人を助けるのはいいこと。これからも頼むね。
俺がガキンチョの頃、ベトナム戦争が 20 年も続いたからおったまげた。「ベト
ナム特需」って言葉があった。その前には「朝鮮特需」と言って、地元から何万
マイルも離れたベトナムや朝鮮の子供たちの村を焼き払ってたアメリカ軍の毒ガ
ス、爆弾、車両、燃料、死体袋等をドーッサリ供給してガーッポリお金を儲けて、
その勢いで 1970 年には万国博覧会も開いた。万博だの新幹線開通だの、めでたい
ニュースだらけで「戦争で大もうけ！」とは一度もテレビで言わなかった。同時期
に地震大国に、アメリカ全土の合計の半数にあたる 55 基もの欠陥だらけの原発も
作ってた。たったひとつの州、カリフォルニアよりもちっちゃい国に「非核三原則」
は軽く無視して。
今でも延々と戦争が続くのは、カーレースのピットインチームみたく手際良く世
話してくれる応援団がいるから。レースカーじゃなくて戦車でもお構いなし、金
になればウハウハ。国際法で禁止されてる残忍なクラスター爆弾に融資した日本
の大手銀行たちもボロ儲け。
お金、快適さ、楽チンさがうなぎのぼりの時は、どこかで子供たちの街が蒲焼
にされてる。やがて、そのツケは回って来る。

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。

人助けはいいこと。一体誰の何を助けてるのかによるね。

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。

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

解答・解説は 38 ページ

みえ

する。

――森下

る者同士。
③力量がつり合い、互いに競い合って向上

		

②自分が恋する相手を同じように恋してい

――ホワイト一女性

①命をかけるほど深い友情で結ばれた。

隙間川柳の会

交際関係か。

		

「刎頸（ふんけい）の交わり」はどのような

借金もうさも忘れて祭り笛



あなたの心の隙間に

日本語チェック

手を眺め波打つ皮膚に年輪を



お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

info@thefraser.com

sudoku break

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

投稿について

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

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

（YouTube ➡️世直しボクサー吉川英治）

答えは p.33
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  先だって、コロナ禍に見舞われてから初めて

日本の企業社会

一泊旅行をしました。久しく乗車していなかっ

は大量の外国人が押し寄せて ､2019 年の訪日

中根 雅夫

た在来線に乗って、同様に久しく利用していな

関連業界の期待は高まっているようです。
コロナ禍の前は ､ インバウンドに沸く日本に

(270)

（つまり、ほぼ 2 年以上ぶりに）
、家人と箱根に

外客数は過去最高を記録しましたが、厳しい水
際対策が取られると状況は一変して ､ 観光庁の

かったいくつかの乗り換え駅に降り立ちました。
小田原から目的地の仙石原までは送迎バスを

割」は決められた額の補助なので高額になれば

データによると ､2021 年に外国人観光客が日本

利用しました。小田原駅に着くと、私たちと同

割引率は下がり、GoTo の時よりも利用者は大幅

で消費した金額は 1208 億円と 19 年（4 兆 8135

様の旅行者の数が目立って多くなりました。お

に少ないが、宿泊プランをワンランク上げてく

億円）の 40 分の 1 に落ち込んでいます。
国土交通相は記者会見で ､｢ 訪日観光の再開に当

そらく多くが箱根行の旅行者だと思われました。 れる人もいると言っています。
あるホテルでは、宿泊客全体の２〜３割が「旅

たっては ､ 受け入れ地域の人々の理解や安心感

乗車すると、驚いたことにほぼ満席の状態でし

割」を利用しているようです。ホテル経営者も、

の醸成が必要 ｣ としたうえで ､｢ 感染拡大の防止

た。経験上これまでは平日ということで、わず

一定の効果は感じているが、GoTo の時ほど起爆

と社会経済活動のバランスを取りながら ､ 観光

かに数組の利用者がいるだけでした。

剤にはなっていないと語っています。

事業の回復にしっかり取り組んでいく ｣ と表明

送迎バスの発車時刻近くになったのでバスに

乗客の多くはシニア層のいわゆる「年金生活
者」がほとんどのようでした。

ある調査では、昨年箱根を訪れた人の割合は、
神奈川県内が 42％、
東京都内からが 30％でした。

しています。
ともかく、コロナ禍でヒトの移動が制限され

これは明らかに「
（神奈川）県民割り」の効果

既述のとおり、
「かながわ旅割」では東京都民が

ていた状況にあって、旅行客を迎える観光業者

です。コロナ禍の影響によって特に大きな打撃

対象外となっているものの、今後も県内からの

は言うまでもなく、旅行者の方も、自由に旅行

を受けた観光産業の早期回復を支援するための

観光は期待できるのではないかと期待を示して

することを待ち焦がれていたに違いありません。

事業で、神奈川県民・茨城県民・群馬県民・埼

います。

ちなみにある調査では、旅行を経験することに

玉県民・千葉県民・山梨県民の 6 県を対象として、

本稿を書いているタイミングで、国土交通省

身体機能の変化について、約 36％の回答者が身

旅行代金に対して最大 5,000 円が割引になる施

が、６月中の感染状況を見極めたうえで、全国

体機能の変化（向上）を実感しています。

策です（東京都民は対象となっていません）
。

を対象とした需要喚起策を７月前半より実施す

また、旅行経験者の約 81％が、旅行による健康

箱根町で利用可能な宿泊施設、小売店、飲食

ると通知しています（実施期間は当面８月末ま

増進効果が「期待できる」
、
「やや期待できる」

店などは約 220 で、湯本の老舗旅館では、２週

で（最繁忙期は除外）で、現在実施中の県民割

と回答しています。

間で「旅割」を利用した予約が約 150 件あった

の期間も 7 月 14 日宿泊分まで延長される）
。

実際、旅の効用は多くの指摘するところです。

また観光庁は、感染拡大で止まっていた訪日

多少大袈裟な表現をすれば、閉塞感にさいなま

受 付 担 当 者 は、 実 質 最 大 50 ％ が 補 助 さ れ た

外国人観光客の入国手続きが、6 月 10 日から約

れてそのストレスを発散するためにトラブルが

GoTo トラベル（コロナ禍によって経済的損失を

2 年 2 カ月ぶりに再開しています。当面、感染

生じたりする事態になり、またより深刻になる

被った旅行業界や国内旅行の再活性化をめざし

リスクの低い国・地域からの添乗員同行のパッ

と、健康を損なうことにもなりかねません。旅

て国が主導したキャンペーン）と比較すると、
「旅

ケージツアーに限定されていますが、それでも

行はそうした事態を緩和してくれます。

ようです。

はなしの箸やすめ
１年間に 300 回以上も 911 を呼んだ女性
ウィニペグに住む 62 歳の女性が昨年１月１日から 12 月 31 日まで
の間に 300 回以上も 911 に電話をした。その後また強盗が来たと電話
をしたので、警察が調べたところ、訴えを正当化するような証拠は何
もみつからなかった。これまでの電話についても、泥棒が入ったとい
う証拠はぜんぜんみつからず、公共に迷惑をかけたという理由で彼女
は起訴された。

もっとうわてがいる
モントリオールに住む女性 15 カ月の間に１万回以上の 911 を呼ん
だため、執行猶予７カ月の刑を宣告された。23 歳のこの女性は、さら
に３カ月の外出禁止と、朝７時から夜 9 時までの外出禁止令を破った
件で、18 カ月の保護観察期間が加わった。彼女の弁護士は、彼女は現
在精神科の治療を受けており、医師は彼女が急速に快方に向かってい
ると述べたことを明かにした。

www.thefraser.com

無愛

想子

警察犬

ジャーマンシェパードのロジーは６歳。サーニッチの警察で働くよう
になって３年で、全カナダ警察犬選手権大会において７種目中４種目で
優勝し、全カナダ最優秀警察犬としてトロフィーをもらった。もっとも
ロジー自身はゴムの玩具やおなかのナデナデのほうが嬉しいらしいが。
ロジーは非常に能力が高く、係官が自分に何を望んでいるのかを正
確に理解し、たとえば地中に埋めてある証拠品のピストルを探すとい
う大会の競技種目にもずば抜けた才能を発揮した。

ホテルドッグ
カルガリーのシェラトンビジネスホテルでは、黒ラブラドール犬を
スタッフの一員にした。クラレンスという名のその犬は、ホテル内に
自分のオフィス（犬小屋）と e-mail アドレスと名刺を持っていて、宿
泊客でこの犬を連れて散歩をしたい人やこの犬と遊びたい人の相手を
している。支配人によれば、お客もクラレンスも喜んでいるという。
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INVITATION

FROM

ウェブはタイムリー、
紙はタイムレス

HALLOWEEN 2014

ポタース・ハウス・オブ・ホロウ

特集

日時：10月10～31日 5-10pm (10月13日閉館)
場所：12530 72 Ave., Surrey, 604-572-7706
チケット： pottershouseofhorrors.com または入り口で

9,000スクエアフィートに作られたプロフェッショナルなホラーハウス

インタビュー

が、今年は２つになった！ セキュリティ上、コスチュームでの入場
は禁止。救急隊も常備しているけど、心臓が心配な人は要注意！

画化し、大き
監督が長年の準備期間を経て映 人、窪塚洋
黙」をマーティン・スコセッシ
ングされたお二
この度、遠藤周作の代表作「沈 の映画の重要な人物のキャストとしてバッティ
な話題になりました。今回は、そ タビューです。
介さんとイッセー尾形さんへのイン

７時以降は大人とティーンズの時間。かなり怖いから子ども達は昼間
のファミリーアワーに行こう。

ハロウィーンは、１年に１度、あの世とこの世の境目が開くとき。

「Silence」（2016

10月には、いつもは封印している恐怖の世界へ行ってみよう。

Happy Halloween!

ホーンテッド・バンクーバー・トロリー・ツアー
10月15～31日（日・月を除く）
集合場所： Canada Place ＠Waterfront, Vancouver
出発時間： 7:30pm, 8:30pm and 9:30pm
13歳以上。
チケット：＄40.00/１人。604.801.5515 ext 100
常に売り切れなのでクレジットカード支払いの予約が必要。

PROFILE
須賀市
1979 年、神奈川県横
生まれ。俳優、 レゲエ歌手、
「金
ミュージックビデオ監督。
田一少年の事件簿」で俳優と
しての活動を開 始。数々の
ドラマ出演を経て映画『GO』
で初主演、日本アカデミー賞
主演男優賞を最年少で受賞。
『ピンポン』でブレイクした。

ハロウィーン・ゴースト・トレイン

体が解剖されたバンクーバーポリスミュージアムの市で初めての死体置き場まで、トロリーツアー
が街のいわく付きのゴーストスポットに案内する。２時間半、世にも不思議な体験をしよう。
バンクーバー・トロリー・カンパニーとポリス・ミュージアムが毎年行う大人気のホラーツアー。

photos: Aaron Aubrey

10月10日（土）～11月１日（土）（10月13日は運休）
昼間の運転（パーフォーマンスなし）金・土・日：11:00am～5:00pm
チケット：＄６/1人 ２歳以下無料
夜の運転 金・土・日 5:00pm～10:00pm
チケット：＄11/大人 ＄７/３～17歳、シニア ２歳以下無料
場所：Stanley Park, Vancouver

チケットは売り切れになることがあるので早めに手に入れておく方がよい。

オン・ザ・デス・ドア
ゾンビ・シンドローム

スの不思議な庭。奇妙で不気味なマザーグースの歌から出てき

携帯のGPSを使って街を徘徊するゾンビたちを見つけ出し、蔓

人間的な”
、あまりに
es
“人間的な
enschlich
延を防がなければならない！
（参加は18歳以上のみ）

www.thevirtualstage.org
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店舗・オフイス 改装は

↓

プト。商店街、住居、職場、農場、公園など、生活に必要な施設
をすべてひとつの巨大な建物にまとめ、建物自体がひとつの街に
なる。電力や資源もできる限り持続可能な方法で建物内で調達し、
自然への影響を限りなく 0 に近づける。主に高層ビル型のデザイ
ンが多く、今の街の 2% 以下の土地の使用量で済む。それによっ
て物や人の移動量が減り、エネルギーの節約にもなる。極端な人
口増加への対応もデザインの前提であるため、混み合いながらも
便利な生活が送れることも目的にする。
発電方法は主に、太陽電池・風力・宇宙太陽光発電など。

1363 Mclean Drive,

www.thefraser.com
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マテレビ、ブラウン管、スマートフォンなど
2017 Fraser Monthly
February

強力な磁石 ⇒ 携帯電話、スピーカー、
マイク、モーター、エアコン、ハイブリッ
ド車、省エネ家電製品、電気自動車用モー
ター、風力・水力発電、MRI など
ガラス研磨剤 ⇒ 液晶パネル、
光学レンズ、
コンピュー
タハードディスク
発火合金 ⇒ ライター
工学ガラス ⇒ カメラ、顕微鏡、望遠鏡など

25 years old!
We are（17

www.thefraser.com

元素）
ハイテク製品に不可欠。

レアアースの語源

1794 年、フィンランド人学者 J. ガドリンが、スエーデンで見

つかった鉱物の中に未知の元素の酸化物を発見し、
「rare earth
＝希な土」と名付けた。

その後見つかった化学的な性質の似た元祖の混合物の総称を
「レアアース＝希土類」と呼ぶようになった。レアメタルの一
種類のことをいう。
20 世紀中期にレアアースの 17 元素すべてが発見された。

↓

特徴

１．特に重レアアースの含有量が高い。
２．海底に広く分布しており、資源量が膨大
３．地層として分布しているため探査が容易
４．放射性元素を含まない
５．レアアースの抽出が容易

ルテチウム

↓

2013 年から予定 ⇒カザフスタン、インド、ベトナム、
オーストラリア
2014 年から予定 ⇒カナダ（ノースウエスト準州）
（サスカチュ
ワン州）
、グリーンランド、オーストラリア

（EEZ：Exclusive Economic Zone）
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Enterprises Inc.
Vancouver, BC.

Vertical Farming 垂垂垂垂

August 2013
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Crystal Island

高さ 450 ｍ
モスクワで計画されたが、経済
事情で延期。完成すれば世界で最も巨大な建物になるはずだった。

29

Nudging Space
のデザイン。

アーコロジーという言葉を作った Paolo Soleri
25 万人

建物を必ずしも全部

地球から宇宙空間ま

畑にするというだけ

でゆくエレベーター。

ではなく、すでにあ

（NASA の構想）

40382 Tantulas Way., Galibaldi Restaurant
Highlands, Squamish

www.canadoo.ca
Tel: 604-687-6252
月刊 ふれいざー

る建物の一部を使う
という案もある。

NOAH（New Orleans Arcology Habitat)

ニューオーリン
ズのハリケーン被害を教訓とし、どんな自然災害にも耐えられる街
として考案された。４万人が住める。

↓

2012 年６月 南鳥島付近海底でレアアースを発見
2013 年３月 超高濃度で大量の埋蔵量を発見

自然界最強の素材。この素材が発見されたことで、巨大な建物の建造が可能にな
り、ここに紹介するような未来都市構想の引き金になった。炭素原始を六角形に
組み、それを筒状に並べた分子。組み方によって色や特徴も様々。宇宙空間まで
伸びる軌道エレベーターもこの素材で作れると考えられている。すでにバイクや
テニスラケットの強化などに微量に使われているが、大量生産が現在の課題。

www.automationone.ca

コピー・ファクス・プリンター・スキャナー

604-817-9910

Masdar City アブダビ 建設費 18.5 ビリオンドル。人口５万人

風力、太陽、地熱、廃棄物０、市内では車は一切使わない。どこか
らでも 200m 内に公共交通機関がある。2020-2025 に完成予定。

田端秀夫

htabata@automationone.ca
●

●

●

●

www.thefraser.com

新品機、及び中古機の販売、リース
迅速で親切なサービス
各メーカーのトナーの販売
各メーカーの機械の修理

事務の合理化と経費削減のお役に立ちたいと存じます !!
是非一度、お気軽に御連絡下さい !!
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May 2013
May
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った。

具箱がなくな

宇宙で使う道

Carbon Nanotube 垂垂垂垂垂垂垂垂垂垂

中国からのレアアース輸入が 50％以下に。他国での権益確保。

排他的経済水域

Hana - Lychee Flavored Sake

芸者の艶
星にコロニー
ライチの酒
Gaishya 's Favorite
2023 年に火
年６月から
金賞受賞の松竹梅の日本酒にライチを合わせた新感覚なお酒！
前は『Mars
社が、2012
ジェクトの名
。そ
オランダの会
た。このプロ
が 2023 年４月
移民を募集し
Sakura Day Fastival で一番人気のお酒。
に到着するの
い。この イベント後、リカーストアーでは即日完売するほど！
を作るための
が最初に火星
球には帰らな
。宇宙飛行士
われ
む。移民は地
One』
次は Eat Vancouver で飲めるチャンス！
作ることで賄
移民を送り込
• こんなお酒飲んだことない！
ィ・ショーを
理論 Eat Vancouver オフィシャル出展商品
の後２年毎に
でのリアリテ
ル賞受賞者の
• 開催日： 5 月 24・25・26 日
• おいしい！
移住地
ノーベ
経費は、この
の大使である
を探索する • 会場： BC Place Stadium
• フレッシュ！
。Mars One
、人類が宇宙
詳しくは：
SKU#21295
• フルーティー！
ることになる
ーフト博士は
は、完全なwww. dwaybeverage.com
$21.50/750ml
ラルト・トホ
る。この計画
物理学者ヘー
、と語ってい
る。
D Way Beverage Inc. 1239 Odlum drive, Vancouver, B.C. Canada V5L
の方法である
ップで行われ
3L8 Tel: 604-253-4339 Fax: 604-251-9707 e-mail: info@dwaybeverage.com
してい
夢実現の唯一
スポンサーシ
人以上が応募 28 月刊 ふれいざー
・非政府）の
May 2013 Fraser Monthly
、すでに 1,000
NGO（非営利
められてから
移民募集が始
われる。
選抜は今年行
る。先駆者の

火星移民募集

● レアアース非使用で同程度の性能を持った製品の開発
● レアアースのリサイクル技術の開発
● レアアースの備蓄増進
● 中国以外からのレアアース調達を促進

国際連合条約の海洋法により規定。

国の基線から 200 海里（約 370km）の範囲。
水産・鉱物資源の探査と開発、管理の権利がある。
海洋汚染防止の義務がある。
領海外の排他的経済水域での、通過や航行を規制・禁止す
ることはできない。

SUSHI SEN Japanese

設計・施工： CANADOO

↓

設計・施工 : CANADOO

わせ下さい。

「アーキテクチャー（建築）
」と「エコロジー」を合わせたコンセ

↓

29
29

Shimizu Mega-City 清水建設が提案した高さ 730 ｍの巨大ピラミッド。75 万人が住める。

コレ
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Fraser Monthly

時代とともに成長してきたふれいざー・特集のいくつか

ビター』
メイト・オー
ース・クライ
や大気中
星探査機『マ
に乗って気象
ところ
1999 年の火
50km の軌道
ずであった。
空高度 140-1
を測定するは
は、火星の上
によっ て破
炭素や水の量
い、大 気摩擦
た計算
にある二酸化
に乗っ てしま
ンド法を使っ
57km の軌道
、ヤード・ポ
が、高 度
った。これは
と
てしま
せよう
壊され
ル法で航行さ
ていた単
のままメート
行われ
れまで
ックは、
したため。そ
ぐため のチェ
。
位の混 同を防
かった
めに行われな
予算削減のた

た理
衛星が墜落し
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特集

↓

もいえど
宇宙船の中と

Maple Ridge

5

4

↓

レアアースって何？

街中の高層ビルで畑を作る。
土地のない場所でも食料の
自給自足が可能になる。運
送や農薬使用の必要がなく
なる。水の再利用などの効
率も高まる。グリーンハウ
スと同じように１年中、季
節に関係無く様々な野菜や
果物が採れることから、5-6 倍の収穫量になる。
30 階建てで５万人分の食料が採れるという計
算もある。

Sky City 1000

Ziggurat

ドバイのタイムリンクス社が発案した巨大ピラ
ミッド型の街。百万人が生活できる。カーボン・ニュートラルで、
ほとんどの電力は現地でまかなう。

www.thefraser.com

東京竹
中工務店が考える巨大建造
物の街。高さは 1000 ｍあり、
ディズニーランド 23 個分の
広さがある。３万６千人の
住人を含め、13 万５千人が
収容できる。

月刊 ふれいざー

January 2012

月刊誌になってからの特集のタイトルをみると、21 世紀の時代の流れが見えてきます。
ー
月刊 ふれいざ
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FraserMonthly
2013 Fraser
2013
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29
29

er.com
www.thefras

宇宙・科学
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も。

レアアースをめぐるこれまでの流れ

金属の種類
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に大量
星の第 ２衛星
るが、その下
NASA は、木
面は凍ってい
そこに は何か
きとめた。表
の水が あり、
あることをつ
るかもしれな
の有機体があ
２ビリ
年までに
い。2021
けて探査機を
オンドルをか
ている。この
送る予 定にし
レオ・ ガリレ
衛星は、ガリ
見されたもの
イによって発
ニメデ、カリ
で、イ オ、ガ
ガリレ オ衛星
トスと 共に、
。
れてる
と呼ば

28

レアアース発見！

6. Maan Farms

790 McKenzie Road, Abbotsford
Hwy1 Ext92 を南。Sumas
Way 最初の交差点を右。
Tel: (604) 864-5723
www.maanfarms.com

3. RBI Surrey Farms

5180 - 152nd Street, Surrey
Hwy10 の１ブロック南
Tel: 604-574-1390
www.surreyfarms.ca

ブルーベリーの

月刊ふれいざーの 30 年
特集

( オーガニック）

小動物たちとのふれあいも。

○イチゴ、ラズベリー、コーンなど

バレーの夏を、甘い香りにつつまれ
てベリーを摘んでいると、時の経つ
を忘れます。たくさん摘んだベ
の
リーは、
冷凍にしたりジャムにしたりして、
今年の夏は、
１年中楽しめます。
晴天が続いたせいでベリーの収穫が
早くなりました。ブルーベリーは早
クを迎え、場所によっては８月いっ
くもピー
ぱい持つかどうか・・・。ベリー摘
早めに計画しましょう。
みはいつもより少し

1992 年７月１日創刊。カナダ建国 125 年の誕生日にふれいざーも誕生し
ました。当時は、月２回、各 24 ページの小さな紙面でしたが、たくさんの
質の高いエッセイとニュース、生活情報が中心のコミュニティ誌でした。
1997 年の７月からは厚さを増して月刊誌として生まれ変わり、世界的な
事象などにもそれまで以上に目を向けるようになりました。以後、「Think
global, act local」をモットーに、発行努力を続けています。

ジュピターの

7500 光年か
地球か ら
球か
【写真 】
ナ星雲。南半
なたのカリー
にある。
（竜骨座）
長さ
ら見える Carina
から下までの
塊の部分の上
ある。
だけで３光年
ル宇宙
１日、ハッブ
2010 年２月
て撮っ
周年を記念し
20
が
望遠鏡
た。

さん

↓

」
球を見つけた
て、初めて地 の「地球の出」という写
｢ 月へ行っ
年に撮ったこ
と、歴史家は

者のミッションはゾンビになる伝染病から世界を救うこと！

Menschlich

イッセー尾形

5. Formosa Nursery

12617 - 203 St., Maple
Ridge
Lougheed Hwy(#7) を東に。
203rd St. を北へ。
Tel: 604-465-3359
www.formosanursery.com

2. Krause Berry Farms

6179 - 248th Street, Langley
Hwy1 で 264St.Exit。
Tel: 604-856-5757
www.krauseberryfarms.com

効用
○ ラズベリーもあるかも。
返しながら大事に
Richmond
●抗酸化作用は果実や野菜の中でト
です。シミュレーションを繰り
ッ
きくいかないですけれど、
ップレ
た井上が、監督や共演者やスタ
尾形 宗教とまでは大
ベル。老化防止、病気予防に効果が
4. DFG Blueberries ( オーガニック）
井上についてど
歳とは、 大事に育ててき
することで、思っ
ある。
るなと思いました。60
Q：役作りのためのリサーチで、
11071 Blundell Road,
60 を過ぎて神様はい
●ブルーベリーが青いのは皮だけ。
フと実際に現場で会って仕事を
さん
Richmond
した。翌日すぐに
自我、エゴの時代
この皮
出てくる。相手か
No.4 Rd. と No.5 Rd.
んな事が分かりましたか？
いたら、案の定、力が出せずで
人生を一回りした感じがあり、
の色素にあるアントシアニンは、目
の間 。
てもみなかった演技がいっぱい
んです。ぼく自身
で、実際は防衛大臣みた
との人生は、それ
Tel: 604-273-5829
「もう結構です」って言われ
て、
れを返してという
の疲
たいなことはあるのではと思う
尾形 井上は実在の人物
が終わったって思うんです。あ
思いますか？
れや視力を回復し、血管障害を改善
らいろんなものをもらって、そ
で、キチジロー 電話がかかってき
www.dfgblueberries.com
防のためにすごく
もう 1 回オーディ
っ
く価値がないって
Q：キチジローはどういう人物だと
させ
も今までずっとそれを感じてきたの
いな役職をしていたんです。国
たんです。それから２年後に、
ョンが実際に起きる。ぼくにと
以外のものじゃないと生きてい
る。
ん
ーはすごく醜くてずるく
身がより強くなる
か コミュニケーシ
です。それが本職
窪塚 原作のキチジロ
同じ役を探しているって聞いた
ミックなコミュニ
を全うするということは自分自
めるんですね。そうすると、何
精巧な日本地図を作った人なん
督 ションがあり、
●心臓や血液の病気の原因となる悪
く弱き者という存
に いう風に思い始
・
て、本作はどのシーンもダイナ
いる。それこそがスコセッシ監
るようになり、そ
したらまた同じキャスティング
て、身なりが汚らしく、とにか
リスト教を排除するために長崎
玉コレ
ことに繋がって
のの存在を考え
だった人が、キ
なんです。
で驚きました。そ
自分を超えたも
じるにあたり、
ステロールの生成を抑える。
ています。
そ ケーションの記録
ゃっていて……。
井上が主人公の『黄
在なんです。そんなキチジローを演
との仕事で得た財産でもあると思っ
なと……。キリストや仏とか、
赴いたんですね。遠藤周作は、
プロデューサーの方がいらっし
●癌を防ぐといわれる、エグラ酸、
が架かるかなと考
Q：日本の映画とは違う？
『沈黙』に登場 うなると神様か
to meet you」って
ですが、スコセッシとの仕事で
を超えたものが確
どうやったら彼とぼくの間に橋
葉酸を
英語でやるのとでは、ダ
金の国』という戯曲も書いていて、
出て Q：ご自身も監督
「あーっ！」と思ったら「Nice
ういうのじゃなくて、何か人間
含む。
え 尾形 日本語でやるのと
you」って言っ
を描いているんで
を
「イノセント」というキーワードが
とはありますか？
えたとき、
ぼくも「Nice to meet
た方が腑に落ちるんですよ。例
っ 成長したと思うこ
するフェレーラが棄教するまで
言われたんで、
違うんです。習った英語の発音
●大量の食物繊維が含まれ、便秘の
で、 イナミックさが
めて会った
原作の『沈黙』 かにあると信じ
と言ってもミュージックビ
イノセントゆえに人を裏切ってしま
改善に
きたんです。
ベリー摘み tips
ュニケーションが
窪塚 ぼく自身は監督
本作は何度も頓挫した作品です。
「これはラッキー！」って思って初
す。つまり『沈黙』の前日譚ですね。
て、
ば今回のこと。
効果がある。
それって裏を返す
きちんと実行することで、コミ
るようなレベルで
ション後、その人
ル上に合致した。
を読んだのがリサーチでした。
たり、弱くなってしまったり。
●コンテナを持参― 一般的なのは、手
秘密の鍵をぼくが
『黄金の国』
デオのディレクターをやってい
と戯曲の
ふりをしたんですね。オーディ
丁度その時にぼくがそのサイク
かなと。大人にな
できる。コミュニケーションの
だことの一つに、
提げのついた
ましたか？
・オーディショ
か
があるからかなと
と、心のピュアさだったりする
１ポンドのアイスクリームバケツ。
すが。スコセッシ監督から学ん
Q：英語以外でどんなことに苦労し
から「またすぐに呼ぶから、ビデオ
いて、間違えるとその鍵がどっ
そういうのも自分を超えた何か
な者が持っている
ファームによっ
うのがあります。
『もう、 口の中に持って
んです。そして、
つもないです。全部楽し
りきれなかった者、子供のよう
ては入れ物を支給してくれるところ
んとキープすると
が立ち合えたというのは、
カット割りを細かくしないとい
尾形 苦労したことは一
ンに来て下さい」って言われた
踏み絵を踏んでし
複 ……。そこに自分
デ
に行ってしまう。でも鍵をちゃ
もある。
トで繋いでいくの
ピュアさというのはある意味、
●日焼け止め。日よけ帽子。飲料水
しいから、井上をもっともっと
そのときはもう監督がぼくのビ
。日本語と英語で
て台湾で思いましたね（笑）
最近の映画のように細かいカッ
気
かったです。楽
また行ったら、
びが返ってくる
れ
これは神様だ』っ
同時に、あの空
た
。農場では通常
るにはどうしたら
か？ 社会 とてつもない喜
心の機微をきちんと、しかもそ
1980 年代から中国のレアアース採集本格化
まう弱さと言える。でもそれは
ョンを凄く気に入ってくれてい
より少し暑いと考えたほうがよい。
雑に面白く、チャーミングにす
とで、自由な底知れない楽しみ、
「それ以外」というのは何でしょう
の オ・オーディシ
き換えられる。 ではなく、人の
追 Q：
やりとりをするこ
オ・オーディショ
中国国内に鉱山会社やメーカーが乱立し、安価で輸
減で描くよう撮っていく。日本
。
●できれば、まだたくさんあって、
感の中で踏み絵を踏める強さにも置
考えていました。ハエを扇子で
アとかでしょうか？
出
う を絶妙なさじ加
いいだろうって
という経験でした
みたいです。で、３回目のビデ
活動、ボランティ
の
何が弱いかとい
デ
マー
涼しい朝に摘む
遊び場が見つかる
けど、五島列島
の時は、
、
だりというアイ
んですけどね）
そうなった時に、何が強くて、
るんですよ。言葉がつい
ほうがよいかも。家に帰ったらでき
自然と、今回撮影は台湾でした
（ホントは４回目な
い払ったり、頭を扇子であおい
演者兼脚本家として、スコセッ
ン、
尾形 それもエゴに入
ですね。本当にや
るだけ早く処
心の燃え方という
く Q：一人芝居の出
た。アドリブとい
った瞬間に「よし
供給過剰 ことを学びましたか？
のを超越するのではと思ったん
理しよう。スーパーなどで買うもの
自然の中で、人の心の揺らぎや
名付けられたものは、すべてぼ
アは、全部現場で思いつきまし
ティンが日本にいらしてて、会
っ
ちゃったもの、
る役でした。
シ監督からどんな
監
に
と違い、うれ
の姿を見て、や
てらえ、そして
丈夫だから、役
方です
名付けられていな
る気がみなぎる、取り組みがいのあ
たものを摘むのだから、すぐに処理
ものを表現している。そんな彼
うよりも、全身井上にならせも
カメラ回せ！ コイツはもう大
にとってはエゴなんです。まだ
や信じることな ｢ 日本には資源がない。だから、原材料を輸入し、高
自分と比べようもないくらい巨大な
するのがベス
、信念を持って貫
れて「もっとやろ
」って冗談を言っ
です。例えば、 尾形
い技術を使って製品を作り、それを海外に売って収
価格暴落
Q：ご自身も本作を通して、宗教観
ト。できないときは冷蔵庫に保存を
ぱりぼくらは自分の心に素直に
入を
督がぼくを全面的に信頼してく
、感じたことは作る喜びですね。
なっているから。カメラ回して
いもの。それがエゴ以外だと思うん
。
得るのだ」――というのが、私たちが日本という国
です。神社のこと
んです。
くださっていたん
イットリウム
く
入っている。で けど、一番学んだ
について教えられてきたことでした。
どを自問自答されましたか？
Driediger
ひときわ目を引
Farms
くというのは大切だと思ったん
うよ」っという空気を出してくれた
てくださるくらい、気に入って
井上は悪役というカテゴリーの中に
スコセッシ監督が現場に来ると
すが、
な仏教の家に育ったんで ところが、どうやらこのところ、なんだか様子が
だったりしますよ 違ってきています。次々と日本の周りの海底から
が、どんなこと
、複雑で捉えよう
中国以外の産地の鉱山閉鎖
ョンは 5 シーンあったんで
窪塚 ぼく自身は一般的
夢見ている人だか
すごいお
で言えば、お山とか岩がご神体
Q：井上は好感の持てる悪役です
Formosa Nursery
こ です。オーディシ
も、井上は一人の人間であって
んですね。誰よりもこの現場を
いうのは、今、
レゲエの公演で地方に行っ 宝が見つかっているではありませんか！
スカンジウム
てくださり、全部
が
領海と排他的経済水域を合わせると世界第六位の
ルを貼っちゃうと
すが ､ 神社が好きで、
海洋大国である に注意して演じましたか？
ね。そうした根本に立ち戻ると
１つ終わる毎にものすごく誉め
ものにするぞ。ここにいること
がない。それを悪役というラベ
ているんです。
ん
ら。素晴らしい
日本は、その海から、思いがけないプレゼントをい
い時代になってい ただいたようです。この恵みをどう使うかは、さて
中国がレアアース生産の
と薄っぺらい人物になっ
んですね。悪役と
97％を独占 、
た時には、その土地の神社巡りをし
「よし台湾で会おう」って言われた
・
・
・
・
の世界がそこに耳を傾けてもい
・。
尾形 単なる悪役をやる
終わったら、
ね。それは理屈や言葉を超えて
南鳥島
生きている人間がしぼんじゃう
っているんです。
。
そ、この映画が、
今、 楽しいんだって
海上保安庁ホームページより
た（笑）
る役でしたが、ぼ
（テレビウム、ジスプロシウムは
ん
2012 年は、パラダイム・シフトの年といわれています。今まで当然と考えられていた価値観や規範を大き
100％、その他は
ぼくは、宗教と信仰は違うと思
95％）
ハロウィーン・アット・
っちゃう。だからできるだけ、
ると思う。そんな時代だからこ
てしまうから、井上は追い詰め
ですが、連絡来たのは２ヵ月後でし
ちゃいますね。作るってこうな
悪 いう記号だけにな
「こういう風にして
り ただただ見とれ
いたキチジロー
した。本作は、
自
架け橋になればと思っています。
○ 2012
、新しい名詞な
年６月、南鳥島周辺の日本の排他的経済水域で発見
宗教には教義がある。例えば、
く変えることを迫られているこの時代。70 億人を超えた人類が直面する課題を解決するために、
世界中で様々
。
と よりよい明日への
ホテル・バンクーバー
くは悪役から逃げようと努めま
われる
Q：きっとスコセッシ監督が求めて
とに感銘受けました。そして、
流通している言葉は使わないで
ばいけません」
い
だなって、ほん
いと思
もっと深い、追
2006 年 中国政府によるレアアースの資源保護計画
○島の南西約
するとエゴから
教えて下さい。
310 キロ沖合い、水深約見し、作る。そう
いている時に、
はいけません」とか「しなけれ
5600 メートルの海底の泥に
な分野の学者や建築家たちがその持てる知識と想像力を結集して、これからの人間の生き方を考えています。
宇宙で最も古 10月31日
とか善とかだけの話ではなく、
「今 Q：出演の経緯を
を体現されていたんですね。
いくと、
８pm～２am
ビリオ
悪 形容詞なりを発
っ
分に問いかけました。次のネタを書
レアアース（希土類元素）
大もとをたどって
ョンは 7 年前でした。そ
「意外だった」
、悪役は単なる
信仰は、
ろ
最大約
んですよ。
1700ppm、平均約 1100ppm の世界最高濃度で含有。
球から 12
いうね。でも、
んじゃないかって思うんです。
込まれた人間の話。だからこそ
に喜びとともに作っているんだ
かった」 窪塚 最初のオーディシ
れ 窪塚 そうでもなかった
新年にあたって、今回は、数あるアイデアの中から新しい時代の新技術と、それが可能にした未来都市構
で 一歩外に出られる
ル
場所：Hotel Vancouver900
W. Georgia St.
日本の経済成長の鍵となるといわれる金属資源。
ぼくは彼のよう
大量の水が地
「ああ助かった良
出ると思ったん
2009 年 中国の輸出枠大幅削減発表
○国内の
たことは？
フのミスで、控え室として通さ
230 年分の消費量に当たる約んだこと、成長し
日も朝日が美しい」とか、
「こういうキチジローもいたの
。
680 万トンにのぼると分析
Maan Farms ではファーム
か？ってね（笑）
ブラックホー
だけじゃない方が作品に深みが
然と手を合わせ の時担当スタッ15 元素の、17 。まだスコセッシ て言われました
ベースメタル ジローだったん
だ
レアメタルの一種。性質のよく似た
うか？ 夢見ているだろう
想のいくつかをご紹介しましょう。
その時にやっ Q：俳優として学
貴金属
、
ン光年離れた チケット：$45/60/75
元素の総称。
されている。
の動物との触れ合いも。
いるといいですね。今回、
「ああ、ありがたい」という風に自
て「これがキチ
、これ は、
たところが本会場だったんです
す。ぼくはいろいろ役を演じますが
クトを教えて下さい。
った。
それがキチジロー
ら 尾形 ハハハ、成長して
自動車、携帯などの製品の性能向上に不可欠。
一般的な金属。 ってました。
ったんですが、 か」って。そし
ま Q：次のプロジェ
価格の急上昇（５年で約８倍になる）
演じたい。だか
希少価値があり腐食
考え方のベースになっているのは、できるだけ地球や他の生物に影響を与えずに多数の人間が快適に生き
○島の北約
180 キロでも 1000ppm を超える濃度の泥が見つかった。
付近に みつか www.hotelvancouverhalloween.com
たくなることなんじゃないかな。
監督は立ち会っていらっしゃらなか
ティングな経験をさせてもらい
、一人芝居の新作を発表
ぱり自分が魅力を感じる人物を
この酸化レアアースは、下水道の
な」っていうようなことをおっしゃ
前の水で、地
ている」という考
の すごくエキサイ
世界の埋蔵量は約
て、キャスティン
9,900 万トン（アメリカ地質調査所）
例： 督の第一印象は？
鉄、 鉛、 ア しにくい。
なりまし 尾形 今年は自分の本業
ったりして、そ
ン年以ゴーストスポット、ホテル・バンクーバー
○ 2013
年３月にはさらに、濃度が 6500ppm（中国は
劣化を探し出すために使われる。
ていく方法を探ること。先の見えない人間の未来を、今まで気づきあげた文明の利器を駆使していかに作り
の「踏んでしまった。でも信じ
他の野菜や果物を売って
500 ～
そのときぼくはガムを噛んでい
っては 6 年越しの作品に
12 ビリオ
突然、その場で何かがわき起こ
ます。
いるファームも多い。
ま Q：スコセッシ監
トリリ オ
。 した。ぼくにと
。彼は生涯、神を 15 万トン
世界の年間消費量約
しようと思ってい
な剣幕で怒られ
いですが、
Driediger
140
ルミニウムなど
月刊
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うやく、
くか分からない
はと思うんです
Farms
の
ふれいざー
2010 年４月 中国がレアアースの出荷の４割削減を通告
1000ppm）で、中国の鉱山の約 10 倍の埋蔵量が見つかった。
写真は RBI Surrey Farms
サーの方に結構
でのハロウィーン・パーティ。コスチュー えに繋がるので
August 2013 Fraser
7 年間いたセミがよ
こんなこと言ったらおこがまし例：金、銀、プラチナ
上げていくかが今の課題なのです。
瞬間瞬間、どうドライブしてい
Monthly
た。まるで地面の中に
球の全 ての水
弱いがゆえに、 グ・プロデュー
ができて 思いますし、ただ
Hasegawa
をやるの 窪塚
や
そのうち約半分を日本が消費している。
生成当時
演じました。
Interview by Izumi
○海底の表面から３ｍと表面に近く、採掘が比較的
ミンって鳴くよう
Wire Inc.
ム・コンテストも。有名なゴースト「赤い
の水は
な感じがするくらい、すごく穏
によって宇宙信じ続けていたと
「それでもビデオ・オーディション
容易である。
した。
/ Hollywood News
そういうのにスリリングさを感じて
実現可能ではないものもありそうですが、希望を与えてくれるアイデアの数々をお楽しみください。
地上に出てきて、木の上でミン
です」 親戚の人みたい
する罪悪感を持ち
し
、それほ
ン倍ある。こ 服の女性」他６つのボールルームで、それ
、ビッグバン
とを考え、自問
「そりゃまやりたい
鳴けたという感じ 2010 年９月 尖閣諸島中国漁船衝突事件
レアメタル
また若すぎるゆえに、それに対
張感を与えない
（31ような感じで接
鉱種） 出
か？」って言われたんで、
なる。つまり
ていたもので
「周辺には何千年かかっても使い切れないレアアー
Q：本作に関わった際、どんなこ
かで、相手に緊
に、潜伏期間があって、やっと
かなと。そう思う
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スが眠っている」
会場が” 沈黙” し
用途
February 2017
ということに
から保持され ぞれに趣向をこらしたパーティが行われる。
合わせていなかったんではない
た。普段持っている以上の力が
ふれいざー
例：ニッケル、クロム、コバルトなど
と言ったんですけど、それこそ
とになる。
てくれる人でし
。自答されましたか？
（東大大学院・加藤泰浩地球資源学教授）月刊
ン年後のもの
の信念に忠実では
Sub-Biosphere 2
いたんですよ、殺
ハイテク、エレクトロニクス製品
つはあったこ
中国政府によるレアアースの対日輸出禁止措置
ィングをしてくださる方です。
と自分を信じるというか、自分
から 1.6 ビリオ
流通、使用量の少ない非鉄金属。
ていましてですね、張り詰めて
デザイン : Phil Pauley (www.philpauley.com) 図 : Pauley Interactive (www.pauley-interactive.co.uk)
て せるようなセッテ
れる条件が一
いるかもしれない
、神は沈黙して
蓄電池
⇒ 自動車、ニッケル・水素充電池
らいね。これはマズいなと思っ
ら生物の生ま October 2014 Fraser Monthly
ど昔か
月刊 ふれいざー
か、天の助けみ 気すら感じるく
29 あればあるほど してくれるという
南鳥島沖のレアアース泥の
発光ダイオード ⇒ LED、水銀灯、蛍光灯、プラズ
日本の「元素戦略」
けれど、何か介入
レアアース＝希土類元素

↓

ゾンビ・シンドロームが再びバンクーバーの街を襲う。参加

October 2014

８月にブルーベリー U-PICK

今年はいつもよりベリーが早く終わ ができそうなファーム（ロウアー・メインラ
ります。U-pickの状況を電
ンドのみ）
話で確認してからお出かけください
。

1. DRIEDIGER FARMS

23823 - 72nd Avenue,
Langley
Hwy1 232nd St. を北へ
。
Tel: 604-888-1665
www.driedigerfarms.com

明るい青空、澄み切った空気、爽や
かな緑風――バンクーバーの夏は、
の不満を帳消しにして余りある、美
“名物の長雨”へ
しい季節です。
そんなフレイザー

↓

ロウィーンイベント。

日時：10月７日～11月２日
場所： バンクーバーの街
チケット：＄25/火・水曜
＄30/木・日曜 ＄35/金・土曜
10月７、14、21日はTwo-for-oneで
＄12.50/１人
10人以上のグループレートあり。

月刊 ふれいざー

PROFILE
市生ま
1952 年、福岡県福岡
れ。俳優、日本に於ける一人
『お笑いスター
芝居の草分け。
『意
誕生』で金賞をとった後、
地悪ばあさん』で巡査役を演
じてブレイクした。その後、
数々のドラマや映画に出演。
『Silende』では、ロサンゼル
ス映画批評家協会賞助演男優
賞にノミネートされた。

↓

スタンレーパークのハロウィーン、今年のテーマはマザーグー
たものたちが公園でうごめく。子供も大人も楽しめる人気のハ

28

年）

ン・スコセッシ
原作：遠藤周作 監督：マーティ
画化で、1991 年から度々
巨匠スコセッシ監督、念願の映
撮影。
014 年７月、台湾で
企画されたが頓挫していた。2
がかかりすぎるため、
17 世紀の日本を再現するのに費用
たとのことである。
経費を抑えられる台湾で撮影し
ップ 10」の５位。
タイム誌「2016 年公開の映画ト
指定。
過激な拷問シーンなどによりＲ
ガー
神父 ―アンドリュー・
キャスト：セバスチャン・ロドリゴ
父
・フェレイラ神
フィールド / クリストヴァン
/ キ
/ モキチ―塚本晋也
―リーアム・ニーソン
/ 井上筑後守―イッセー尾形
チジロー ―窪塚洋介

時代初期のキリシタン
17 世紀、島原の乱の少し後、江戸
形で選択を迫られた隠れ
弾圧を舞台とし、踏み絵という
、神、その前での人間の
キリシタンの姿を通して、信仰
を描いた本
「神の沈黙」という永遠の命題
懊悩を描く。
を与え、発表当時鹿児島
作は、カトリック教会にも衝撃
た。
県と長崎県では禁書扱いを受け
は遠
「同伴者イエス」というテーマ
その後「弱者の神」
。
藤周作の生涯のテーマとなった
第２回谷崎潤一郎賞受賞。
周作にファ
グレアム・グリーンが遠藤
世界 13 か国で翻訳。
文学で最
世紀キリスト教
「20
ファンレターを送る一方、
『罪と罰』などと並ぶ不朽のキ
も重要な作家」と称えた。
に遠藤周作の代表
『深い河』と共
リスト教文学とされる。
峰の一つとされる。
作であり、戦後日本文学の最高

3弾
第１

の 季節 Blueberry U-Pick

（1966 年）

窪塚 洋介

バンクーバーの一見普通の家や道に潜む怪しい影――。ショーネシーのゴースト邸宅から1万5000

特集

『沈黙』遠藤周作著

Fraser Monthly

環境

2000 年４月
2004 年９月
2006 年６月

My Home Planet
☜ Earth Day。地球温暖化
このままいけば…… ☜異常気象と地球温暖化
エコ・ドライブ、エコ・ライフ 自分でできる燃費対
☜空前のガソリン価格高騰を受けて
2008 年３月
拾う神になろう
☜リサイクル問題
2009 年３月
Walk The Talk もう待てない温暖化対策
2011 年６・７月 とにかく探せ！ 代替エネルギー
2012 年６月
エコな走りは人力、電力
当時 100 余りが確認されていた太陽系外惑星も、今では 2000
2012 年 11 月   火事場の馬鹿力
余となり、地球外生物の存在はもはや科学者の中ではほぼ当
☜温暖化を否定する科学者が極少になる
然の前提になっている。その歴史的な瞬間をフォーカスした。
2013 年４月      明るいはなし
☜ソーラーシステムについて
2013 年 11 月 他人ごとではない カオス化した世界の気候
2012 年８月
ヒッグス粒子発見！ 新しい時代に入った物理学
		
☜大災害の多発
前進する科学、後退する政治
2015 年１月
火事場の Denial（現実逃避） ☜温暖化の現段階
2013 年１月
人間的な、あまりに人間的な
☜宇宙へ・・・
2015 年９月
水の星の水不足
☜水不足
2013 年２月
これはもう SF じゃない 第三弾 ☜発展する科学
2015 年９月
あれから５年
☜ 311 から５年経った復興状況
2013 年５月
黄金の国ジパング
☜日本海域でレアアース発見
2016 年９月
地球が怒ってる！ ますますカオス化する気候
2013 年９月
…and the geek shall inherit the earth
2017 年 10 月    猛り狂う自然 ―これからはこれが「ノーマル」？
		
忙しい発明家イーロン・マスク
2018 年９月
2017 年 新しい気候の前哨戦
2014 年１月
これはＳＦじゃない 第四弾 加速する世界の変化
火と水の狂乱 ―これが New Normal になるのか
2014 年５月
氏か育ちかヒトゲノムか ☜エピジェネティクスについて 2018 年９月
2019 年８月
Our Home Planet
☜異常気象
現在爆発的に伸びている遺伝子学の真新しい分野を取り上げ、か
2020 年２月
地球の行方 二つの巨大森林火災
みくだいて解説した。一般読者や専門家からも特に好評を得た。
		
☜アマゾン、オーストラリア
2020 年 10 月    苦難にあえぐアメリカ
☜異常気象
2014 年 11 月   人類が巣立ちする日
☜地球外植民地計画
2021 年８月
熱波の残したもの
☜ BC 州山火事
2015 年２月
オート・オート 自動自動車
2021 年９月
No Way Out…？
2015 年 12 月   ロボットサンタは何をくれにやってくる？
2021 年 11 月    目を背けてはいけない
☜ COP26 結果
2018 年６ 月
Hi, Mr. Alien 2018 ―宇宙人はきっといる…けど…
2021 年８月
熱波の残したもの
☜ BC 州山火事
☜科学者の意見
2022 年６月
人類が生み出した もうひとつの諸刃の剣
2019 年１月
これからは宇宙へ行こう！
		
☜プラスチック害
2022 年３月
Escape from Pale Blue Dot
1999 年 10 月   これはＳＦじゃない――ここまできた科学
2000 年３月
０と１のミラクルワールド ☜コンピュータの発達
2001 年５月
火星へのオデッセイ ☜ NASA、Mars Odyssey 打上げ
2004 年３月
責任者出てこい！   ☜コンピュータウイルスの多発
2004 年６月
おお！ 大発見
☜ここ２年の珍発見発
2006 年 10 月   さよなら Pluto
☜冥王星が惑星から除外
2011 年 10 月   Hi, Mr. Alien!! ―宇宙人はきっといる

☜

☜

10

月刊
月刊 ふれいざー
ふれいざー Toronto
Toronto

July 2022
2022
July
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Monthly Toronto
Toronto
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We are 30 years old!
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社会
1999 年６月 なぜ少年たちは武器を持つのか
☜コロンバイン高校無差別銃撃で 13 人が死亡。
2000 年 2 月
Missing Children 受難の時代を生きる子供たち
☜子供の失踪の多発
2004 年２月
地震
☜昨年末イラン大地震で４万人以上が死亡
2005 年４月
ジャクソン被告 SAYS Ow!
☜マイケルジャクソンの濡れ衣報道

☜

ほとんどの世界中のメディアがジャクソンを袋叩きにしていたと
き、裁判記録から彼が無実であるということを確信して、メディ
アの醜い対応を批判した。

今では米国のほとんどの政治家が非を認めているイラク戦争だが、
当初からイラクが敵ではないことと、この戦争によって両方に悲劇
が起こること、テロが蔓延する危険などを主張し、戦争反対を訴えた。

2003 年３月
2003 年５月
2009 年５月
2006 年３月
		
2006 年８月
2012 年９月
		
		
2014 年７月
		
2015 年８月
		
2015 年 10 月
2015 年 11 月
2016 年３月
		
2016 年３月
		
2018 年 10 月
2018 年 11 月
		
2019 年９月
2019 年 11 月
2020 年１月
2020 年６月
2020 年 10 月

Anti War あなたはこの戦争を容認できますか？
そして、今…… ☜イラク問題
経済 われらが BC 州
☜世界不況の中の BC
カナダ新政権発足！ 政治も知ったらおもしろい
☜ハーパー政権誕生
いつになったら
☜世界の戦争
米国銃産業 カナダの法律に銃を向ける 知らな
いうちにアメリカ化するカナダ ☜政府が国民
の目を盗んでガン・コントロールの法律を変えた
どこへいく我が街の教育
☜教育費大幅カットと教師の長期ストライキ
大統領選に名乗り出た 73 歳の風雲児 バーニー・
サンダース
   この選挙、まとも？   ☜カナダの選挙と問題点
   カナダ総選挙 前進するための 2005 年への後退
世界の運命を決める奇妙なゲーム
☜アメリカ大統領選挙前哨戦
そのとき歴史がわかりづらくなった
☜米大統領選挙
   政府の意地と化したトランスマウンテン・パイプライン
   迫り壊滅をのんびり眺めるカナダ政府
☜カナダ議会の議員の意見
しょぼい民主主義 ―10 月カナダ総選挙
   Could've Been Worse, Could've Been Better
新しいアメリカ ☜米大統領選に向けて
Powder Keg America――爆発寸前の民主主義
   カナダの行く先 ３期目トルドー政権の動き

息抜き
2003 年４月
息抜きにちょっとバーチャル
2003 年 10 月   ハロウィーンの夜長には オバケよりこわいハルマゲドン
2005 年６月
疲れた頭のコーヒー ブレーク ギャグな事件
2012 年１月
daydream 未来都市

☜

www.thefraser.com
www.thefraser.com

1998 年 10 月 どうして？どうなる？知ってみよう、ホントは身
		
近な経済
☜日本円の急落を受けて
1999 年２月
EURO だ！
☜欧州連合の統一通貨ユーロの導入
1999 年５月
Kosovo Crisis 繰り返されるバルカンの悲劇
		
☜ NATO によるユーゴスラビア空爆
1999 年 11 月 東ティモールの憂い ☜民兵とインドネシア国軍
		
の 東ティモールでの大量虐殺
2001 年 10 月 同時多発テロ
2001 年 11 月 不幸な国アフガニスタン
		
☜アメリカによるアフガニスタン空爆開始
2010
2020
2002 年 11 月 アメリカとイラクのほどけない糸

☜

2005 年８月
60 years 1945-2005     ☜戦後 60 年
2005 年 9 月
カトリーヌの牙
☜ハリケーン・カトリーヌ
2005 年 11 月   気軽にウソがつける時代
☜インターネットの発達
2007 年９月
安心して食べたい
		
☜中国製品の安全性が大問題に
2008 年６月
危機に備える
☜ミャンマー、四川などの大災害
2009 年４月
大失業時代の資格選び
☜解雇が増えて社会問題に
2009 年６月
雨にも負けず H1N1 にも負けず
☜新型インフルエンザ蔓延
2011 年３月
激変する世界 ―アラブ世界を変えるソーシャル
メディアと民衆蜂起
2011 年４月
東日本大震災 写真特集
2011 年５月
底知れぬ不安――原子力発電
2011 年９月
ひろがるアラブの春
2012 年２月
暗黒化する情報化時代
☜ SOPA 法案に抗議して Wiki が１日閉鎖
2012 年３月
東日本大震災 １年は経ったが…
☜復興進まない東北
2012 年４月
ポテトな生活
☜世界中で起きている食料価格高騰
2014 年３月
人間も捨てたもんじゃない
☜殺人事件の減少など
2014 年６月
誰でも年を取る ☜加齢に関する社会的課題
2015 年２月
オート・オート 自動自動車
2016 年１月
ふれいざー流リサーチ術
2016 年３月
Unwanted Everywhere
☜増えるイスラム系難民
2017 年 4 月
北米 anime 事情
2017 年 9 月
壊滅を運ぶパイプライン / ハリケーンバービー
2018 年２月
インターネットがテレビ化する ?!
2018 年３月
There is no place like home ☜ホームレスについて
2018 年４月
環境と地元経済を燃やすパイプライン
2018 年５月
パイプライン、憲法をも危機にさらす
2018 年７月
パイプライン問題：BC 壊滅の危機を真剣に見つめる
2019 年２月
日加修好 90 周年
2019 年４月
イチロー：平成を駆け抜けたヒーロー
2020 年３月
新型コロナウイルス
2020 年４月
COVID -19 の影響で苦しむ人々への政府の救済措置
2020 年７月
フェーズ３でのアウティング
2022 年４月
ウクライナ―悲憤の歴史

政治・経済

技術の最先端と建築家・都市開発者の妄想をそのまま記事にしてみた。

2012 年 10 月
		
2015 年３月
		
2020 年６月

ヘンなはなし
☜不思議な話 ヴォイニッチ手稿、UFO 他
芸術界のボスモンスター
☜芸術的なコンピュータ・ゲーム
街を彩るアートの力
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いろいろあった 30 年
ふれいざーは、雑誌を発行するかたわら様々な活動を行いました。
ここにその一部をご紹介します。
阪神淡路大震災義援金募金

1995 年１月。印刷直前に日本の
筆者からの連絡を受けて急遽内容を変更し、
特集を組んでいち早く地震に関する詳細を報道す
る。その後、バンクーバーの数 10 か所に募金箱を
設けて、募金活動を行い、赤十字を通して被災者
に寄付。多くのカナダ人も募金をしてくれた。
これを機に、特集がコミュニティ以外の
内容にも広がってきた。

ボスニア難民救済

1993 年９月、多くのメディアが
沈黙する中、ボスニア・ヘルツェ
ゴビナ紛争による 150 万人といわ
れる難民に対する救済を
呼びかけた。

動物愛護活動

動物愛護のページの Rescue 911
（にゃいんわんわん）では、SPCA など
のレスキュー団体の支援や必要備品の
寄付を募り、多くの読者が寄付。回収・
配達などにグレーターバンクーバー中
を東奔西走した。

ホームレス救済映画会開催

2008 年 10 月、『音楽と映画の午後』
と称して、コンサートオペラ「なおみの道」
の上演と、ニューヨーク在住の日系人ホー
ムレス画家のドキュメンタリー映画『ミリ
キタニの猫』の上映を開催。収益はホーム
レス救済のために贈られた。
好評により第２回も行われた。

バスツアー開催

ふれいざー主催のバスツアーを
行い、1992 年 10 月には歴史の町
フォート・ラングレーへ、1994 年２
月にはシアトル・アート・ミュージ
アムへ、読者と共に見学に行った。
The leading Japanese Magazine in Canada

スポーツクラブ

「お知らせ・ふれいざー」を発行

活発に活動する日系コミュニティ団体やその他の情
報提供のため、1997 年から、
『お知らせ・ふれいざー』
を月２回の『ふれいざー』の他にも発行。2000 年か
らは『ふれいざー・ぱる』に名前を変えて 2002 年ま
で続けた。その後は『月刊ふれいざー』に合併。
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1999 年３月から、シリーズ
『地球人白書』を開始し、
日本人の知らない数奇な運命に
ある人々をインタビューして
話題になった。

R

FRAS

ER

S

「Spirit Bears」というチームを
作って、インドアサッカーと
フロアーホッケーで、遊び
ながらコミュニティ
のチームと対戦。

AR

他の文化圏移民
インタビュー

IT BE

地元の穴場観光地紹介

創刊以来、Outing Days というシリーズで
バンクーバー近郊の隠れた名所を紹介し、
当地の日本人たちがそれを頼りに東へ西
へと動き回るという現象が起きて
笑い話になった。

July
FraserMonthly
MonthlyToronto
Toronto
July 2022
2022 Fraser

We are
are 30
30 years
years old!
old!
We

東日本大震災被災者支援イベント開催

東日本大震災被災者支援・
フィリピン台風被災者支援コンサート開催

東日本大震災やフィリピン台風被災者支援のため、
2011 年４月に写真オークションと
ミニコンサートを開催。

東日本大震災やフィリピン台風被災者支援として、
2012 年４月『山岸ルツ子ピアノコンサート』、
2013 年５月『第２回山岸ルツ子ピアノコンサート』、
2014 年４月『岩永善信 10 弦ギターコンサート』、
2016 年 6 月『山岸ルツ子ピアノコンサート』、
日本から音楽家を招いて地元ミュージシャンと共に演奏会。
AMDA (Association of Medical Doctors of Asia）
、
Rose Charities と共同主催して行った。

BC 山林火災被災者支援イベント
2017 年 10 月、BC 州の山火事被災者支援
のために、当地出身の一流音楽家によるパ
イプオルガンとチェロ・クラリネット・ピ
アノの三重奏によるコンサートを開催。

西日本大洪水・BC 山林火災
被災者支援イベント

2018 年９月、西日本洪水と BC 州の山火事
被災者支援のために、岩永善信十弦ギター及
び当地出身の一流音楽家の三重奏による
コンサートを開催。

懐かしの名画会を毎月開催
Fraser & Friends Presents

Great Cinema Alley
グレート・シネマ・アレイ

ミールキット配布

『ふれいざー go Local』発行

August 2020
Vancouver, BC Canada

『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。

S

ウェブサイトにはこれまで通りアップしてまいりますので、
お手に入れられなかった方は是非そちらでご覧ください。

www.thefraser.com
www.thefraser.com

www.thefraser.com
www.thefraser.com

これまでどおり
『月刊ふれいざー』
もよろしく。

Supplement to Fraser Monthly

『月刊ふれいざー』は 1992 年の創刊以来 28 年間、
皆様の生活のお供としてコミュニティのお知らせ
や世界、カナダの情報をバンクーバーの皆様にお
届けしてきました。
しかしながら今年３月以降、COVID-19 の蔓延に
よる緊急事態宣言を受けて、４月号からはウェブ
サイト上のみでの発行を続けてまいりました。
この度、５カ月ぶりの印刷版発行に伴い、これ
まで以上に皆様に様々な情報を日本語でお読みい
ただくため、
『月刊ふれいざーに加えて』この『ふ
れいざー go Local』を発行することに致しました。
『ふれいざー go Local』は、ローカルに焦点を当て
て、ローカル経済、ローカルの文化をサポートし、
盛り立てていくことをコンセプトとしております。
本誌の発行は、これまで『月刊ふれいざー』を
支えてくださったスポンサーの皆様と、そしてこ
れから支えてくださるスポンサーの皆様によって
可能となります。
ローカルの発展はローカルの皆様のお力で。こ
れからも、ここに住む私たちの生活をより豊かに、
より実り多いものにするために、是非お力をお貸
しください。

F RA

コロナが始まった年の４月から７月までは通常の
紙面のままウェブ配信のみで発行。同年 2020 年８
月から 2022 年６月まで、コミュニティへの情報源
提供とローカルビジネスをチアーアップするため
に、『月刊ふれいざー』に加えて白黒の姉妹誌
『go Local』を発行した。
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月刊 ふれいざー go Local

August 2020

Fraser Monthly
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コロナにより生活が制限されて人々
が疲弊してゆく中、2020 年 11 月から
１年間、Kaiju Carts とコラボして、日
系・日本人の方々のご家庭の食生活を
少しでも楽に豊かにするため、
日本食食材をレシピと一緒
にご家庭に届けるサービ
スを開始。

K

2018 年５月、映画好きの友だちと一
緒にグレート・シネマ・アレイという
名前で月１回のクラシック
映画の上映会を始める。
2020 年３月にはコロナ禍で一旦休止
に。今年（2022 年）７月から再び開始。
（詳細は本誌 p.26、41 を参照）

M EAL
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配達用バン盗まれる！

1994 年４月、配達中のトヨタバ
ンをダウンタウンで盗まれ、
配達が大幅に遅れた！

令和三年度外務大臣表彰受賞
思いがけず外務大臣表彰を
いただき、コロナ規制が少
し緩んだ 2022 年３月、
バンクーバー総領事公邸で
表彰式をしていただいた。

ちなみにこのトヨタバンは、ふれいざー創刊から 15 年近
く取材や配達に走り回り、走行距離は 55 万キロを超えた。

創刊以来変らない立脚点 ―ウェブはタイムリー、紙はタイムレス
―15 周年の 2007 年 12 月号「編集後記」より―
今年、
「ふれいざー」は 15 歳を迎えました。
15 年前、月２回 24 ページの黒一色の雑誌を出していたころと比べ
ると、
「ふれいざー」もずいぶん変わってきています。
以前は月２回だったので、クリスマス号を出すときはすでに 12 月
に入っており、内容もクリスマス気分満載でした。その点、月に１回
の出版では、なかなかリアルタイムで街のクリスマス風景を反映させ
ることができません。毎年凝ったイルミネーションで楽しませてくれ
る家々も、12 月号の制作時には未だ飾りつけに着手しておらず、ご紹
介もできません。
先日、10 年以上も前から時々本誌に投稿してくださっていた方か
ら、
「締め切りを逃すと１ヶ月遅れになる月刊誌の速報性はサイバー
メディアに見劣りがし、そのトロさに落胆している」というメールを
いただきました。確かに、何事も速さが第一の時代、紙媒体というの
はそれだけでサイバーメディアには劣ります。まして月刊誌となれば、
トロいのなんのって、そりゃあもう牛車なみさ……と居直るしかあり
ません。ここで、速ければよいというものではないなどと言ってみた
ところで、所詮負け犬の遠吠えみたいなもので、空しくなるばかりです。
私自身、インターネットから多くの情報を得ているし、また楽しみ
も得ているわけで、決してサイバーメディアが嫌いではありません。
それでも、同じ活字媒体でも雑誌や本にはまた違った使命と魅力があ
ると思っています。かつてシンセサイザーというものが出来たとき、
いずれオーケストラが無くなり演奏家が職を失うことになると心配さ
れたことがあります。けれど、シンセサイザーは決してオーケストラ
を淘汰することにはなりませんでした。結局それぞれの場所でそれぞ
れの持ち味を生かした仕事をしながら共存しています。
同じように、たとえ世の中にインターネットがますます普及し、コ
ンピュータや携帯がもっともっとハバを利かすようになっても、本や
雑誌は決して無くならないと私は思っています。活字離れなどともう
何十年も前から言われていたような気がしますが、本は相変わらず数
多く出版され、人気作家が後から後から現れています。質はともかく
パッと流行るネット小説や携帯小説も、人気のあるものは結局は本と
なり書店の店頭に並びます。
文化論や社会学などから論じていけば、それなりに大きなテーマに
なりそうなインターネットと紙媒体の対決ですが、私自身としては、
紙に印刷された文字の温かみと、紙媒体ならではの便利さが好き、と
いう単純な結論になりそうです。ライバル社がネットにおされて時事
用語辞典のジャンルから撤退する中で、
「現代用語の基礎知識」を作り
続ける自由国民社の編集長の言、
「老舗はただ愚直に創刊の志を確認し
ながら、
コツコツ行くしかないのだろうな」という静かな矜持を、
ちょっ
と尊敬してしまう私なのです。
（チーフエディター：宮坂 まり）
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―『ふれいざー』創刊のことば―
雄大なフレイザー・バレーの恩恵を受けて、バンクーバーは
発展してきました。ここは、カナダでも最も住みやすい所では
ないでしょうか。
ほんの少しの間ここに滞在するという人も、或いはこれから
の一生をこの地で暮らすであろう人も、ここにいる間は誰もが
カナディアンです。美しい自然の恵みを受けて、大きく豊かに
実りたいものです。滔々と流れるフレイザー河のように、ここ
に住むすべての人々の営みもまた、淀みなく、美しいものであ
ることを願ってやみません。
「ふれいざー」は、そんな気持を込
めて名付けられました。この雑誌が、日本語を読む全ての人々
の情報交換の場となり、カナダで楽しく暮らしていくための一
助となればと願っております。

『ふれいざー』の信念
◆ Think global, act local をモットーとする。
◆平和・民主主義・環境保護（＆動物愛護）のた
めにペンをもってたたかう。
◆外地において正しい日本語を継承していくため
の一助となる。
◆紙媒体のよさを存分に発揮し、認識してもらえ
るように努力する。
◆本誌と広告主との間でレピュテーションを分け
合う。
どんなメディアもそうであるように、完全な中立というのは
ありえません。それでも『ふれいざー』は、事実の報道に関し
ては、できる限り正確であろうと努めています。ただ、民主主
義の尊重、環境問題への真摯な対応、反戦、それと動物愛護だ
けは、その立場を隠すことはしません。
実のある内容をめざしているため、読んでいて意見の相違を
感じる場合もあるかもしれません。本誌を読んでもし意見を述
べたい方がおられましたら、是非投稿をしていただきたいと思
います。これまでにも、いただいた投書を掲載し、またその反
論の投書が来たりして、誌上でディスカッションになったこと
もあります。いろいろな考え方を相互に交し合うことは、たと
え月一度でも、ある意味でメディアとして健全なあり方だと考
えています。
今後ともよろしく、
『ふれいざー』をご愛読ください。

We are 30 years old!

窓 を開

連載エッセイ

海を渡る工業製品
パソコンを買った。

ら、デスクトップ機にしたほうがいい。

「バッテリーのメンテナンスを推奨」と言われ

と い う わ け で、 完 全 に 動 か な く な る 前 に

るようになったから。ノートパソコンをメイン

MacBook Pro を新品のバッテリー代と同じ２万円

機にして、長時間、電源に繋ぎっぱなしにして

で下取りに出して、Mac Mini を買うことにした。

いたせいで、どうやら蓄電池が傷んでしまった
らしいのだ。

５月 24 日に注文した Mac Mini は上海から発
送され、10 日後に届いた。

昔、ノートパソコンが今ほど普通ではなかっ

初期設定を終え、バックアップ用のハード

港 も見

ければ

た頃、電源なしでは２時間かせいぜい４時間も

ディスクから環境を書き戻すのに一晩かかり、

使えれば上出来という時代があった。回路の低

それから軽く使い始めると……。

電力化が進み、バッテリーの性能が上がり、動

ん？

作時間はどんどん長くなって、いまや 10 時間

時々、画面が真っ暗になる。

動作するのも当たり前になった。

１秒ほどで戻る。15 分か 30 分か１時間、不

バッテリーは過充電に弱いから、電源につな

定期にブラックアウトしてはすぐに戻る。間欠

いだまま放置することで傷む。それを防ぐため

故障だ。１日、我慢して使って見た。症状は変

に、最近では充電を 80 パーセントまでで止め

わらない。

える

たり、最後はゆっくり充電するなどという「バッ

もう一台、長野の仕事場用の Mac Mini では

テリー保護機能」が装備された。80 パーセント

起こらないことを確認するのにさらに１日か

だって、１日の使用時間としてはは十分だ。（小

け、それから Apple に電話した。長い長いやり

説家を含むヘビーユーザーは時にパソコンの前

とりにより、コードレスフォンのバッテリーが

に 20 時間も座っていることがあるとしても）

切れかかってつなぎ直し、やっと返品交換に漕

その「バッテリー保護機能」を働かせていた

阿川 大樹

はずなのに「バッテリーのメンテナンスを推奨」
というメッセージが出た。

ぎ着けた。
さて、交換品はまた上海からの出荷だ。数日
後、やっと出荷を知らせるメールが届いた。「お

なんだよ。１年半前に、弱ったバッテリーを
一度交換しているのだ。リチウムイオン・バッ

届け予定日」はまだ、当分先だ。やれやれ注文
からちょうど１カ月。

テリーは充放電の回数を重ねることで段々劣化

去年の９月に買った新車も、エンジンからの

していくけれど、充放電サイクルはまだ 200 回

水漏れが見つかって、エンジンの在庫が日本国

ほど。むしろ電源アダプターに繋ぎっぱなしが

内にないということで、ディーラーの修理工場

良くなかったのだろう。バッテリー保護機能は

でエンジンを外されたまま２カ月が過ぎてい

何をしていた！

る。濃紺の車を買ったはずなのに、修理期間中

バッテリー交換には２万円の費用がかかる。 の代車として提供された、カタログ・カラーの
新しいマシンを買うよりずっと安いが、また１

黄色い試乗車に乗り続け、もう 1500 キロも試

年半で傷んでしまうのではかなわない。外で仕

乗している。

事をするためのノートパソコンはもう一台あ

ドイツ、ウォルクスブルク工場から積み出さ

る。そもそもデスクトップ機のように電源に繋

れたはずのエンジンはいま何処にいるのだろう。

いだまま大きなモニターを外付けして使うな

近ごろ、どうも高額商品の購入にツキがない。

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。

エ ッ セ イ・ 詩・ 短 歌 俳 句
自 伝・ 記 念 誌・ そ の 他
企画から製作までお手伝いします。
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田中 裕介
2022 Hot Docs International Documentary Film Festival

心頭滅却すれば「カラスは白い」
異教徒間結婚と親子関係。多民族社会におい

れと命ぜられた。

ては、メディアで取り沙汰されても家庭内では

幸運にも、アセンはその頃、延暦寺の詰所で

タブー視されがちなイシューである。「Crows

働く回峰行から何度も落ちこぼれた修行僧の

are White（カラスは白い）」は、その取り扱い要

リュウシンと出会った。京都の住職の息子・リュ

注意のトピックと正面から取り組んだドキュメ

ウシンは、寺を継ぐことを条件として、海外留

ンタリー映画だ。信仰の道からはみ出てしまっ

学するなど十代を謳歌し、英語を上手に操るこ

た二人の苦悩する若者の周辺を 5 年の歳月をか

とができる。だが、モラトリアム期を終えた後、

恋人に捨てられうつ状態になった。一方、寺を
“Crows are White”by Ahsen Nadeem (photo: Hot Docs)
間関係の磁場にビデオ・カメラを持ち込むと、 継ぐための僧としての過酷な修行には、到底つ
思わぬ方向へ次から次へと人を惹きつけ、引き いて行けない。それも道理。ヘビメタル音楽に
けて追いかけている。また、図らずも、ある人

離し、新たな展開へと導いていくというカメラ

ハマり、甘い食べ物への誘惑に克てない。親元

の特性を証明している。

で生活する限りなんの不自由もないが、それが
逆に彼を迷える子羊にしている。

生の欲望と苦悩

を一つひとつこなしてきただけです」だった。
ナディーム監督が期待したのは賢人の珠玉の
言葉だったろう。世界を駆け回るダライ・ラマ

アセンとリュウシンはすぐに意気投合した。 の饒舌さに親しんでいる身からすると、極めて

梅原猛著「地獄の思想」によると、釈迦は「性

この映画に真実味を与えているのが、どこにで

控え目な謙遜、あるいははぐらかしにも聞こえ

愛」と「友愛」を分けて考えていたようだ。性

もいるこの若者たちであり、欲望の解放を是と

る。だが、千年の秘境に鎮座する高僧に、凡人

愛は滅諦の一つであり苦の因果律だが、友愛は

する資本主義社会に生きるわれわれ全員が共有

が信仰の極意を問うのもどうかなと思う。

「生存への欲望」だという。友愛は苦を乗り越え

しうる苦悩である。煩悩を抱えて生きる庶民は、
欣求浄土を願ってひたすら阿弥陀仏の名を呼び

る因果律であると解釈できそうだ。

異教徒間結婚という性愛が生み出す苦悩は、 続けるのだ。ムシのいい話ではある。
その関係性に友愛を醸成させることで八正道（欲
望を滅ぼす正しい道諦）に導くことが可能かも

多文化社会は異邦人社会
他に、カナダという伝統的にキリスト教色の

しれない。
監督のアセン・ナディームは、最初は単に閉

強い社会で、モスリム家庭での一世の親と、ヒ

ざされた秘教の地、比叡山延暦寺の実体をカメ

ジャブ（スカーフ）をかぶるか否かで苦悩する

ラに収めようと来日した。結果、自分が抱える

二世少女たちを描いた「Between Allah and Me」

一方、数年後にアセンがリュウシンに再会し
た時、彼は見事に成長していた。既に父親とな
る身だったが、「一人ひとりが異なっていていい
のです」と檀家に語る彼の姿には、体験から滲
み出た温かみを感じる。超人的な高僧と生臭坊
主の両方がいてお寺は成り立っているのだろう。

嘘も方便
タイトルの「カラスは白い」は信仰の本質を

苦悩である異教徒との婚姻と、モスリムの戒律 （横間恭子監督・2015）という力作もある。また、 突いている。白を黒だと思い込むのが宗教だと
に厳格な両親と正面から向き合うことになった。 トロントでは、2010 年に父親がヒジャブをかぶ いう前に、すでに現代人は黒を白だと信じ込ま
そして、カメラは彼の苦の因果律を辿り、数十

ることを拒否した 16 歳の娘を射殺し、終身刑中

されているからだ。保身欲、金銭欲、名誉欲、

年ぶりに親元に回帰し告白させる。

に自死するという痛ましい事件もあった。

支配欲、性欲、あらゆる欲望を捨て去れば、黒

アセンはサウジアラビアのモスリム家庭で

異人種間結婚（インターマリッジ）の割合が

いカラスの中に「白」が見えてくる。それが信

育ったが、10 歳の時、湾岸戦争により家族でア

極めて高く、また、「無宗教」を名乗る人の多い

仰の究極の目的なのだと思う。そこに悟りの歓

イルランドに移住し、そこで教育を受けた。現

われわれ日系人にとっては、「スカーフなしでは

喜と恍惚の一瞬があり、自分の中の「飛べない

在は米国でライターとして暮らす。彼は親には

裸を晒しているような宗教的羞恥の感覚」は理

カラス」が舞い上がる奇跡があるのかもしれな

言えぬ秘密を背負いこんでいた。非モスリムの

解できない。カナダという多文化社会は、異邦

い。

アーティストの女性と結ばれていたのだ。だが、 人社会なのである。
ここで重要なのは、時間軸だろう。短兵急に
3 年経っても親には一切知らせていない。ひたす

つの答えを獲得したはずだ。告白の一瞬は拒絶

信仰の違いを絶対視せず、時間をかけて、互い

でも、両親はおずおずとアセンの妻に手を差し

そんな時に、彼は延暦寺で千日回峰行の撮影

の共通項を探し協調、妥協し合うことだ。親と

伸べた。今となってはアセンの母と妻はとても

を許された。地球を一周する距離を歩き、仕上

娘がともに、信仰の理想と現実との折り合いを

よい関係にあるという。

げの 9 日間の断食、断水、断眠、読経の間に挫

つける努力を続ければ、新たな信仰の高みが見

折し自死する修行僧も出るほどの、まるで地獄

えてくるのではないか。短兵急に「カラスは黒い」 の仕方を解いただけで、浄土や地獄のことなど

の疑似体験のような厳しい修行だ。その修行を

と断ずるのは間違っている。カラスの真の姿を

一切語ってはいない。だが、地獄のイメージは

完了し最高位についた 43 歳の僧から、「悟りと

求めれば、色の違いなど瑣末時ではないか。

既に民衆に浸透していたらしいのだ。そこで、

ら両親の拒絶が怖いのである。

アセンはこの映画の制作を通じて、確実に一

梅原猛によると、釈迦は現世の苦悩への対処

千日回峰行を終えた高僧に、ナディーム監督は

釈迦は真実を語るために、それを使っただけだ

と本質的な質問を突きつけた。返っ
込んだ。だが、撮影隊はあまりにナィーブ過ぎ 「悟りとは何か」
てきた答えは、
「自分はその都度課された修行課題
たようだ。即座に聖なる場所を穢した、立ち去

という。嘘も方便。カラスは白くも黒くもなり

はなにか」の答えを引き出そうとカメラを持ち
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We are 30 years old!

1992 年、『ふれいざー』創刊から「思い出の中にある古典」というシリーズでエッセイを寄稿していた新納基久氏は、
同年５号に載せたこの作品で、バンクーバーでは知る人ぞ知る名エッセイストとなった。

ほとほと死にき
その人の名も知らない。話し合った時間も

か。何年だ」

新納

基久

「それでその宅守はどうしたんですか」

僅か 15 分か 20 分に過ぎないというのに、な

「３年です」

ぜ今もその人のことを鮮明に覚えているのた

「そうか。まだ 15 だなあ」

うなったかわからん。いいか、俺が恋をし

ろうか。

「いえ、16 です」

ろって言ったのは、こんなように女に死ぬ

そのとき、昭和 20 年の５月、私たちは動

「そうか、16 か。戦争がこのままじゃあ

ほど好きと言われるような本当の恋をしろ

員学徒の失業者であった。その前の年の 12

キサマたちも二十〈はたち）まで生きられ

と言いたいんだ。 女に死ぬほど好きになら

月、中学２年で戦力の一員として学業を中止

んなあ」

れりゃあ、キサマだって女に死ぬほどホレ

「結局は許されたらしいが、二人の仲はど

して、動員させられた。動員先は戦争で休場

徴兵の年齢も１年下げられたし、既にク

中の有楽座で、風船爆弾の梱包が仕事であっ

ラスの中にも予科練に入った者や、新しく

「そうでしょうか」

た。しかし、３月に製造中止となり、有楽座

出来たばかりの海軍兵学校の予科に受験し

「そうでしょうかじゃあねえよ。死ぬほど

の仕事はなくなった。同じ学年の別のクラス

た者もいたから、自分自身もいつかは兵隊

好きにならなきゃ、いけねえって言ってん

が中央気象台に動員されていたため、私たち

に行かねばならないだろうという意識は

だ。 いいか、死ぬほどホレた人の命が危な

だけが学校に戻って勉強するわけにもいかな

あったが、そこまではまだ深刻に考えてい

かったら身をもってたすけねぇのか、キサ

かったのだろう。私たちは、明治神宮や麹町

なかった。しかし沖縄にまで敵が攻め込

マは」

区役所の焼跡監理や水道局の人夫等に断続的

んできた現在、いずれは本土決戦もまぬが

に使われたこともあったが、６月 25 日に海

れないということは厳然とした事実であっ

軍工廠（こうしよう）の大船分工場に行くま

た。ということは、私たちが戦場に立つ日

「そうだろうな。 ともかく、好きな人のた

で家庭待機の日々であった。

も程遠からぬということをあらためて感じ

めなら死ねるってことだけ、
覚えておけ。な、

とった。と、突然彼は大声で吟じだした。

戦争に行く前に恋をしろ。彼女のためなら

そのときは学校の崖下の土地の整理だっ
た。私の学校は平河町の高台にあった。道を
隔てた南の台地に日枝神社があり、東側の谷

「帰りける人来たれりと言ひしかば
ほとほと死にき君かと思ひて

間から坂を数百メートル上ると首相官邸だっ
た。その間に狭まれた住宅地域が強制疎開だ

るだろうな」

「ボクにはまだよく分りません。まだそん
なことは経験したことがないですから」

喜んで死ねる。国のためだとか、誰かのた
めだなんていったって、そんなに気安く死

（万葉集巻十五 三七七二）

ねゃしないだろうが、ホレた彼女のためな

いいか。 恋をするんだ。今の歌は知って

ら俺は笑って死ねるぞ。おっと下だらんこ

か空襲で焼けたかして、空地になっていたが、

いるかい。これはな、万葉集の狭野弟上娘

とを話してしまったな。いいか、帝国海軍

そこの整理にかりだされたことがあった。

子（さののおとがみおとめ）の歌だ。おと

の中にも俺みたいなのがいたということだ

めの恋人は中臣宅守（なかとみのやかもり）

け覚えておけ。じゃあ、体に気を付けてな」

空襲の焼跡は一見すべてが灰になったよう
に見えるが、現実には瓦やトタン、焼けぼっ

といってな、奈良時代の役人だったが、女

くいなとが全く無秩序にころがっているし、

のことで島流しになったんだな」

それに電線などがからまって片付けるのは容
易ではない。体力のない私は疲労が激しくな

「女ってその狭野のなんとかというおと
めのことなんですか」

「はい、そちらも気を付けてお国のため
じゃない、彼女のために頑強って下さい」
私はそれまで万葉集に恋の歌があること
を知らなかった。学校やラジオなどで教え

り、皆の目を盗んで作業場を離れ傍らのコン

「どうもそうらしいな。おとめっていうの

られた万葉集の歌は「大君のため」だとか

クリートの塀の陰に腰を下ろして休んでい

が宮中の女官でな、やたらに好きになって

「御民われ」だとか「醜の御楯（しこのみた

た。

はいけねえんだ。それで誰かの怒りに触れ

て）
」というような歌ばかりだったので、戦

て流された。それから月日がたって、島流

意を高揚させるような歌集だと思っていた。

配に目が覚めた。目の前に海軍の下士官が

しの人が戻って来たという話を聞いてな、

それを人もあろうに軍人精神の権化のよう

立っていた。塀のこちら側は海軍の施設だっ

大急ぎで会いに行ったんだ 。だけど人違い

に考えられていた海軍の下士官から恋の歌

た。慌てて立上がろうとした。

でがっかりしたときの歌らしい。
『ほとほと

のあったことを教えられるとは実に意外な

死にき』というのは、死ぬかとばかりとい

ことであった。

いつの間にか寝ていたらしい。ふと人の気

「まあいい。もう少し休んでいたらいい」
その下士官は技術二等兵曹だった。彼も私
と並んで腰を下ろした。
「疲れているらしいな。シャバは食い物が
悪いからなあ。キサマはあの丘の上の中学生

う意味だ。帰って来た人が着いたというの

戦艦大和が沖縄ヘ向けて特攻に出たのは

で、貴方のことだと思って死にたくなるほ

その頃だったと聞いたのは、戦後かなりたっ

ど嬉しくて嬉しくてたまらなかったのにと

てからであった。

いうんだ」
（1992 年 9 月初旬号掲載
【随想】思い出の中にある古典
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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。

第二章『とまどいのあとさき』（１）
母 が 機 嫌 が い い 休 日、
私たちはよく天保山の海
へ行った。家から歩いて
約 15 分のところに松林が
あって、それを通り抜ける
と海へ出る。午後遅く出か
けて夕暮れ近くまで潮風に
ふかれた。桜の花びらに似
た小指の爪ほどの桜貝を拾
い、砂浜に打ち寄せては引
く白波に、歓声をあげて足
先を躍らせてはしゃいだ。
疲れると、小高い丘の上の、数本群れる松の木陰
に腰を下ろして、皆で『砂山』を歌った。
海は荒海、向こうは佐渡よ
雀なけなけ、もう日は暮れた
みんな呼べ呼べ お星様でたぞ
暮りゃ砂浜、潮鳴りばかり

から４時の間には 40 度近くの熱がでる。それ

雀ちりぢり、また風あれる

が１週間も続いて、お医者は首をかしげはじめ、 だった。母がおがみやさんにお礼に行くと、あ

みんなちりぢり、もうだれも見えぬ

肺炎の怖れを言い始めた。母は思いあまってお

と何日かお参りしないと、何年か後弟は大病を

（北原 白秋）

がみやさんへ行った。おがみやさんは、弟が浜

するとのお告げだった。それを聞いた父は、

辺でおしっこをした場所が水神様の頭の上だっ
「お星様でた？

誰も見えなくならないうち

たのと、家の台所にある井戸に古い櫛が落ちて

翌日から熱は下がり、２時と４時の間も平熱

「もう、いいかげんにしなさい！」
と渋い顔をして母を止めた。

に

いて不潔だと、水神様のお怒りをかっているの

間もなく弟二人は平常どおり、炎天下を図書

帰ろうよ」

だという。その神様へのお詫びに、二つのこと

館へ通い始めた。目の不自由な兄の読書欲を満

と、上の弟がいつも先に促す。彼はその曲を、 をせよと言われた。一つは、甲突川に毎晩お神

足させるため、弟は陰になり日向になりして兄

お琴で弾いて楽しんだ。天保山には、佐渡のか
わりに桜島があり、ぐみ原のかわりに松林が
あった。が、数年後には、それらと共にくだけ
る波や砂浜も、弟の視界からは永久に消え失せ
ようとしていた。
女学校に入ってからは、この海がプールの代

酒を流すこと。今一つは、井戸がえをすること。 に付き添った。点字の本をいく冊も抱えて帰る。
「だってあの井戸には蓋がしてあるし、使っ
てないのに、どうして櫛が落ちるのよ」
「前住んでいた人のだって」

兄弟愛は美しく、二人が腕を組み、さっさ、さっ
さと飛ぶように歩く後姿に、一匹狼の私も感激
した。幼い頃、上の弟が柱にぶつかると、
「こら！

おがみやさんがそう言ったと母は言う。そし

どけ！」と叫びながら下の弟が柱を叩きに

てその晩から、母と私は表の川岸に通った。（い

走った。これが何年経っても、両親の笑いと自

ざという時いつも、母は私を子分のように従え、 慢の種だった。そして私にとってはこの二人の

用となった。水泳の先生にささえられながら、 私も戸惑いながらも従った。）

助け合い精神が、小学校時代の作文の種となっ

ぶくぶくばたばたと大騒ぎの私は、結局永久に

橋のたもとの巾４、５メートルの石畳をだら

ていたのだ。

かなづちで終わった。じっとしていれば自然に

だらっと降りて、母はしゃがみこみ、お銚子１

さて、園芸に始まった心の遍歴は、読書に移っ

浮くなんて嘘。

本のお神酒を流しながら、息子の病気がよくな

た。その頃、女学生の読書は小説が主と思われ

りますようにと拝んだ。一方、２、３日後に井

た。小説は『寝床や便所の中でこっそり読むも

それにある時は美しい青透明のクラゲに刺さ
れた。その痛さは、海水による日焼けのために

戸屋が来て、威勢よく水をくみ上げて流した。 のだった』と戦後派の高橋和巳でさえ書いた。

倍加した。海とは夢見るもの、詩うもの。身を

と、不思議なことに見たこともない女ものの茶

うべなるかな。まして戦前のこと。堕落と軟弱

焦がすものではないと悟った。

色の櫛が現れた。しかも、水かえの最中、それ

の象徴だった。

夏休みの或る日、水泳から帰った下の弟が、 まで寝たきりでふらふらだった弟は、台所の入

クラスに一人品行方正の文学少女がいて、小

突然発熱した。お医者の注射と薬で夜から朝に

口の敷居に腰掛けて、けろりとその一部始終を

説にとりつかれた。全科目の成績が落ちて進級

かけて平熱になったのだが、きまって午後２時

眺めていた。

できず、学年末の職員会議でまな板に乗せられ
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たが、学年主任の国語の先生に救われた。坂先

して新鮮なタッチで迫ってくる。教室で習う古

ハーンの表情が、どの幽霊よりもこわかった、

生という。皆が “おとっちゃん” と呼んだこの

典、
『つれづれ草』や『たけくらべ』などのうっ

とどこかで読み、文学者の作品への思い入れと

先生に、後日別の意味で私もお世話になること

とうしさに比べて、明るく、広い世界に眼を見

集中力に、今さらながらに感動した。

になる。しかし当面、私にとって女学生生活の

張った。【恋愛】という言葉を口にするのさえ

哲学者の中では、
「神は死んだ」と叫びながら、

１日は、小説の 50 ページよりも重い。私に才

ひかえた時代に、白村はこれを謳歌し、恋愛至

精神錯乱で人生を終えたニーチェを軽蔑した。

女の真似はできず、すぐに現実にもどってし

上主義を唱えていた。事実、【恋愛】の意味と

超人になれるという思い上がりと、自他の心に

まった。

その正体を、肯定的に教えてくれたのも白村が

不安しか残さない哲学はまっぴら。そして私は、

「ね、どうしてこんなに多くの教科を勉強し
なければならないの？」

始めてだった。夜更けまで夢中で読んでいると、 同じドイツの文学者ゲーテに熱をあげた。ニー
チェより百年も前に生を受けたゲーテの多くの

父がお茶をくんでくれた。

「色々な知識を身につけ、円滑な人格を養う
ため。興味の持てるものを一つ発見するため」
「 じ ゃ そ れ が 見 付 か っ た ら、 学 校 辞 め て い
い？」

「白村好きか？

その本、出たばかりだよ。 作品は、人に生きる力を授けた。７年後のボー

惜しいことをしたな。彼は関東大震災の時、鎌
倉の別荘にいて、津波で亡くなった。父さんよ
り９歳も若いのに……。43 歳かな？」

イフレンドのことを、母は
「机の上の写真の人に似てるね」
と言ったが、それは偶然のいたずら。

「専門学校に行くには中等教育の資格が必要」

すごすごと茶の間へ帰った父の後姿に、彼が

「月とスッポンよ」

平凡は私たちは、定置網のような学校教育を

何か言いたいことを言い残して去ったな、と感

「あんたは何なの」

じた。これは後日わかることになる。

「メスのスッポンよ」

課せられている。死んでも再び十代には生まれ
かわりたくないと思った。

私が学校の勉強をしていなくても、別段こだ
わらなかった父が、ただ一度ある夕べ。

定置網でがんじがらめになりながらも、多感
な青春は逃げ場を見出さないではおられない。

「バカ！

何を読んでるんだ！」

ゲーテの作品の中でも、詩劇ファウストを私
は好んだ。その中に出るサタン・メフィスト
フェレスがユニークで、お寺の絵で見た地獄の

お茶を運んでくれて、肩越しに机の上に眼を

鬼とは比べものにならない。ユーモラスなサタ

やり、きつく、重く沈んだ声でとがめた。私

ン。ファウストの魂を自分の方に引き寄せるの

進する萩原朔太郎、自由律俳句の荻原井泉水、 は虚をつかれて驚きながら、本から眼を離さな

にも、神の許しを乞う。主は、よい人間は暗い

それに芭蕉、牧水、一茶などの詩歌に心酔。小

かった。が、読み続けていたわけではない。な

衝動にかられても、正道を忘れないと言って許

説が長たらしくて時と反比例する時、詩は瞬間

んの事か、何という意味か、どうなっているの

される。この言葉は私の迷いにも希望を残した。

的に心に響く。まことに楽しい。だがそれだけ

か、ほとほと困り果てた。そこに現われた見慣

最後に天使たちがファウストの魂をもって空へ

では、あまのじゃくで理屈っぽい私の頭は落ち

れない漢字も、日本語なのかどうなのかも疑っ

上がった時、サタンは「おれの抵当に入ってい

着かない。偉人伝、桑木厳翼の哲学入門、そし

ていた。父に止められてそーっと閉じて表紙に

たあの上等の魂を、畜生、うまうまとさらって

て最も私の欲望を満たしてくれたものが、厨川

見入る。表紙は真っ黒。でもその単行本の内側

行きやがったな！」と嘆いた。

父の蔵書あさりが始まった。口語の自由詩を推

白村全集だった。これは女学校卒業まで続いた。 に、堅苦しい文字で性典と記されていた。結局

憂いがファウストに言った言葉も忘れられな

手当たり次第に同じところを何回でも読んだ。 何もわからないまま、私はそれを前にあったよ

い。「私は心を不安にする永遠の道連れで、来

第一巻の近代文学論に始まり、思想、宗教、文

うに本箱の最下段にすごすごと収めた。そして

いといわれることのない限り、いつもくっつい

芸、恋愛など、欧州やアメリカのそれらを網羅

その後二度とさわらなかった。

ているのです」

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

や俳句も是非どうぞ！ ※作品は、あちこちのペー

ジの隙間に掲載させていた だきます。

白村全集の文芸テーマの中に、特に私が心酔

憂いは思春期を好む。女学生たちは竹下夢二

したのは、小泉八雲 ( ラフカデイオ・ハーン ) だっ

の寂しげな美人画を持ち歩き、彼の作詞になる

た。アイルランドで育ち、フランスで学び、米

宵待ち草を口ずさんだ。

国で新聞記者をした末に、明治の中頃日本に住

待てど暮らせど

みつき日本の婦人と結婚した。日本の心の理解

宵待ち草のやるせなさ
今宵は月も出ぬそうな

者として多くの著書を著した。松江中学、熊本
五校、東大の文学部で教鞭を取った。白村は、
常に暖かい心でハーンを批評した。私も自分が
尊敬する白村の東大での恩師として、ハーンを
親戚のように感じていたのだからおかしい。後
日、英語のクラスで、｢ 耳なし芳一 ｣ がテキス

来ぬ人を

憂いは授業中もいる。昼食後の五時間目、昼
行灯のような顔が並ぶ。
「くさった鰯のような眼をして！

魂を入れ

なさい！ ｣
お茶の水女子大出の才媛、憧れの的の美人先

トになった。夜更けに辞書でひく怪談単語を文

生の声！

はっと目覚めると、化学の記号に化

に組み立てるのさえビクビク。しかし、ハーン

けた憂いの波間に、釣り餌ならぬ幻の点数がゆ

が怪談を執筆中、奥さんが見た振り返りざまの

れていた。
（つづく）
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御伽草子
ぎ

ぞ

梵天国

と

う

し

（ ど う や ら、 彼 ら は は く も ん 王 の こ と を

を重ねていらっしゃったが
は く も ん 王 は、 梵 天 国 に 行 か れ ま し た

奪 お う と お 考 え に な り ま し た 。そ こ で 、

「 主 の は く も ん 王 は 、梵 天 王 の 姫 さ ま を

と、話を切り出した。

ま の お 姿 を 保 た れ て、 話 の 続 き に 耳 を

中 納 言 は、 あ わ て ず 騒 が ず、 そ の ま

などとお思いになる。

…）

広滝 道代

強 く 隠 し も し な い。 な ん と か よ い 機 会

「 で も、 …… は く も ん 王 は、 葦 原 国

の者は敵と申して、この国には入れま
せん」

などと、きっぱりと申す。

「 よ く よ く お 気 を つ け て、 け っ し て

「ああ」

も

うにお胸に浮かんでくるのであった。

が、 ま ざ ま ざ と 目 の 当 た り の こ と の よ

中納言だけに心の底から姫君のご様子

な ど と、 お 聞 き に な る と、 感 じ や す い

なさっていらっしゃいます」

せん…。姫君が心細くお思いあそばし

（なんとも申し上げようもございま

と、結ぶのであった。

よ。お坊さま」

葦原国の者などとおっしゃいますな

観 音 様 の お 告 げ だ と 思 い、 筑 紫 か ら 旅

な ど と、 短 く た め 息 を つ い て い ら っ

「 姫 さ ま は、 こ の ご ろ、 母 君 の 後 世

「 は く も ん 王 は、 姫 さ ま を た い せ つ に

傾けられるのであった。

に結びつくかもしれない）
などと胸のうちでつぶやかれる。

を 続 け て、 こ こ ま で た ど り つ く こ と が

し ゃ っ た が、 恐 ろ し げ な 男 は 横 目 で 中

ているご様子もおいたわしゅう…）

夢 と も 現 と も さ だ か で は な か っ た が、

で き た こ と を 思 う に つ け て も、 最 後 の

納 言 の 様 子 を ご 覧 に な り な が ら も、 そ

を 弔 う た め と お っ し ゃ っ て、 別 に 内 裏

などと、思われてお心が乱れてしまう。

らも

中 納 言 は、 胸 の し め つ け ら れ る 思 い

（ そ れ に し て も、 羅 刹 国 の 人 は、 我

一方、

こ と が で き て、 神 通 力 を 得 る こ と が で

が身に、よくぞ教えてくれたこと…）

などと、お思いになる。

てご自身も姫君もお過ごしになれたは

思 い 出 さ れ る に つ け て も、 苦 労 も な く

かったのである。

えてくれたご恩を喜ばずにはいられな

ら ず、 親 切 な 物 腰 で

あの時この時のご様子などが次々と

ていらっしゃる。

で、すべてご想像なさって、真剣になっ
は、 牢 を 破 っ て、 梵 天 王 の 姫 さ ま を 奪

き ま し た。 幸 い な こ と に、 は く も ん 王

中 納 言 は、 話 を お 聞 き に な り な が ら

機会をお与えいただいたことがうれし

のまま世間話をするかのように思うに

を 建 て ら れ て、 そ こ で 千 日 経 を 読 ん で

中納言は、
（今度こそ絶対に不吉なことにならな
いようにしなければ…）
な ど と も お 思 い に な り、 涙 を 袖 で お 拭
つい考え込まれる中納言ではあった

いになって隠される。

ず の 世 を お 思 い に な り、 悔 し く て、 自

ら っ て い る う ち に も、 羅 刹 国 の 人 は、

中納言が胸打たれてご返事をため

（つづく）

こまごまと教
（ 本 当 に 、こ れ 程 ま で 思 い 出 し て く れ る

分一人に責任があることのように思わ

中納言は、羅刹国の人が見かけによ

もん王のことを口に出してくれること

とは…）

中納言は、

が 勿 体 な く て、 心 の 憂 さ の い っ さ い が

い、一の后になさってしまいました」

消え去るように思われるのであった。

れ る と は … こ れ は、 た だ こ れ だ け の こ

さらに

れるのであった。

次のように続けるのであった。

と で は な い だ ろ う。 姫 君 の、 い ま の ご

（ 何 と ま あ 、こ ん な こ と ま で 話 し て く

「 お 坊 さ ま、 お 聞 き く だ さ い。 あ る 年 の

恐 ろ し げ な 一 人 が 、中 納 言 に 、さ ら に 、

などと、お思いになる。

が、 こ の 国 が 羅 刹 国 で あ る こ と、 は く

中納言は、お気持ちを静められなが

く、 ひ と し お、 お 涙 も あ ふ れ て 止 ま ら

まかせて、果てもなく話し続ける。

おいででございます」

ないのであった。

「 と こ ろ が 、梵 天 王 の 御 殿 の 米 を 食 べ る

じ込められてしまいました」

が、 四 天 王 に か ら め と ら れ て、 牢 に 閉

中 納 言 は、 決 心 の し よ う も な く 辛 抱

（その四十三）

ぼ
ん
て
ん
こ
く

様子を聞かせてもらえるかもしれない

ことです」
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お

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。

＜エアコン – バンクーバーでも必須電気製品に ?! ＞
去年の猛暑は酷かったですね。会社でいつも

を、既に冷えている屋内の空気の冷却に使うの

を使っている人も多いでしょう。しかし、いく

エアコン設定 18 ℃のカナダ人たちは相当困っ

で、効率が良くなるのです。また無駄に頑張ら

ら電気単価が日本の半分以下とはいえ、冬の電

ていたようで、夜の気温が 20 ℃以上あったか

なくて済む分、静かになることも期待できます。 気代には響きますね。ベースヒーターやオイル

ら寝られなかった、とやつれていた同僚がいま

ポータブル型は、日本でいう「室外機」が部

ヒーターは、電気を意図的に、全部無駄にする

したし、中にはパティオで寝た、というツワモ

屋にあるのと同じなので騒音は考慮点になりま

( 熱損失させる ) だけの原始的メカですからしょ

ノも。僕が子供のころ (80 年代 ) のバンクーバー

す。

うがないのです。その点、エアコンは電気で圧

の夏はこんなに暑くなく、一般家庭でエアコン

持ち家で大掛かりな工事が可能な方の場合、 縮機を動かし、冷媒を凝縮させ、次いで蒸発さ

など見たこともありませんでした。しかし、今

日本タイプのエアコンを設置する人もいるので

せることで熱を出入りさせているわけで、冷た

はポータブル型を中心に売れているようです。

はないでしょうか。エアコンは冬の暖房にも使

さや温かさの「おおもと」は周囲や外の空気な

えますので、こんどは冬の話を。仕組みは夏の

のです。つまり機械自体が直接熱を出している

りません。どうしてかというと、エアコンは、 逆で、しんしんと冷えたカナダの外気を吸い込

わけではない ( もちろん多少の熱損失はありま

ただ、このポータブル型、能率が余り良くあ
冷気を作るときに発生した熱を、屋外に捨てる

み、そこから更に熱を奪い取ってしまうのです。 すが )。実際、消費した電気エネルギーの何倍

仕組みですが、ポータブル型は多くの場合、冷

冬の外気は大変冷たいですが、エアコンの冷媒

もの熱を出し入れできます。まさに thin air か

房中の部屋の空気を吸い込んで、それに使って

にとってはまだまだ熱が回収できる対象なので

ら有用な冷熱を絞ってくれる魔法のマシン。こ

しまうからです。せっかく冷やした部屋の空気

す。そうやって外から奪い取った熱を、屋内の

れはもう、ベースヒーターやオイルヒーターと

を、熱の捨て先に浪費してしまうのですね。こ

空気を温めるために使う、というわけです。

は次元の違うエリートぶり。冬の電気代が大変

れでは効率が良いわけがない。そこで、値段は

我が家のように古いアパートや家の場合、温

高いですが、熱を捨てるための空気を、外から

水ラジエーターが現役ですが、築浅の家やコン

という方は、この意味でもちゃんとしたエアコ

取り入れるタイプがお勧めです。これは日本の

ドでは、いわゆるベースボードヒーターという （文：高久英輔 Ph.D.

エアコンに近く、既に猛暑状態の外気にさらに

電気ヒーターが設置してあることが多いです

熱を押し付けることができ、それで得た冷たさ

ね。また、オイル充填のポーターブルヒーター

ンを検討されると良いでしょう。
    Synergy Semiochemicals Corporation)

私からあなたへ

投稿のページ

『ふれいざー』創刊以来初めての読者からの投稿。
（1992 年８月中旬・第四号掲載）

には 1720 ベージに約 68 万人の氏名と番号が掲載
されている。メトロ・ヴァンクーバーは地域的には

余暇の善用――電話帳調べ

ウエスト・ヴァンクーヴァーから東はメープルリッ
ジとオルダー・グローブまでの広域をカヴァーする。

長谷川 幹夫

かさの度合いに応じて分類が施されていた。例え

日本人名は、安倍加代子氏から座間豊氏まで、

天候に恵まれる夏のヴァンクーヴァーは旅行者

ば「鯨の交尾」編は 4B、
「風呂でしたおなら」編は

6,713 であった。この数字は一部推定を含んでいる。

の天国であることに異論はないが、当地は調べてみ

2B といった具合で、やや硬い話、
「電話帳で調べた

例えば、館またはタテの 20 パーセントを日本人名

ると、世界の諸聖人や君主の天国でもあった。メ

東京都の苗字トップテン」篇は 2H であった。鈴木、 に数えた。５人が電話を２台登録していれば、こ

トロ・ヴァンクーヴァーには、
『キリスト』が６人、 田中、中村、佐藤などが上位にランクされていた
『マホメット』が５人、何と、お『釈迦』様が少な

と記憶する。

人に１台なら 13,400 人、３人なら２万人という計
算が出来る。

くとも一人は住んでおられる。
『プラトン』と『シェ
イクスピア』はそれぞれ７人、
『アインシュタイン』

の地域に 16,800 人の日系人がいる計算になる。２

旅先のホテルで時間を持て余したとき、その土地

最多日本名は田中、
２位が山本、
３位鈴木、
以下西、

も一人、グレーター・ヴァンクーヴァーに住んで

の電話帳を繰るのは実に楽しいものである。殊に

井上、
牧、
森、
吉田、
高橋で 10 位が小林であった。ベー

おられる。いずれも生身の人間で、幽霊でもお化

カナダの各地には戦争中に強制移住させられた日

ジ数が最大のファミリーはスミス、ウォン（Wong）

けでもない、
殆どがカナディアンであるに違いない。 系カナダ人が散らばって往んでいる。カリブーロー
ただ、
『孔子』は一人居るようであるのだが、電話

ドを北上し、ワンハンドレッド・マイル・ハウス

は所有しているけれども、住所の登録がないのが

やプリンスジョージの町の電話帳に中村や鈴木の

不思議だ。

名前を発見した時の土地に対する親近感や喜びは

で、それぞれ９ページを占め、英国系と中国系と
いうのも興味ある結果であった。
機会があれば、上記の聖人に電話インタビュー
を試みたいと思っているのだが……。

格別であった。歴史的事情からなのだが、カナダ
30 年以上も前の事だが、夏休みのある日、市営

の多くの地方の電話帳に日本人名を発見できるこ

新発田図書館に受験勉強の真似ごとに出かけた。書

とは、旅先の楽しみの一つになっているのである。

架からカッパブックス風の１冊の本
『艶
（いろ）
鉛筆』
を引っ張り出して読んだのである。これは一橋大

夏休みになったので、ヴァンクーヴァーの電話帳

学の佐藤某先生が書いた随筆集で、各篇毎にそれ

を紐解いてみた。調べた結果の一つが冒頭の
「聖人、

ぞれ、2H、HB、2B、4B、の如く中身の硬さ、軟ら

君主の天国」の発見であった。1992 年版の電話帳

www.thefraser.com

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
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星の話

7月

小笠原 行秀

久し振りで夜空が眺められました。2022 年６月７ 日午後 11:45 分、旧

凝らして探すことになります。

暦５月９日。お月さんは南南西の方角、高さ 20 度それほど邪魔にはなり
ません。もともと地上の明かりが強過ぎるからです。北斗七星はすっかり

私が船乗りをしていたころの話です。選んだ星の高度を測るには、その

西へ動いて、北極星の西側で杓を真上にして突っ立ています。巴投げで投

星を分度器上で水平線（海面が空と接している遠くの真っ平らな線です）

げ飛ばされた柔道の姿ですなー。話はかなり脱線しますが、巴投げという

迄引き下ろして来て、その瞬間 ( 世界時で何月何日何時何分何秒と表しま

のは日露戦争の英雄広瀬中佐が、皇帝の御前試合で闘家を捨て身業で破っ

す ) の角度を図るのです。その時にぼやけた視覚の中で星を見るのには、

たと云う話です。話は古いですなー。

瞳の中で視野の中心で認識するか、それとも視野の端の方で見るか、それ

北極星を指す Merak Dubhe の２星は、ほぼ水平です。眼を東側に転じ

ぞれ各人の癖があります。必ずしも中心で見るとは限りません。皆さんも、

ましょう。夏の星たち、
織姫（Vega）
、
牛飼い（Altair）
、
白鳥の尾っぽ（Deneb）

視野のどの位置かはだんだん自分で気づかれることと思います。曇り空の

の大きな２等辺三角形が、北北東から真東にかけてその存在を主張してい

時に目指す星を見つけるのは少し

ます。

経験を要しますが、頑張って下さ

南南東低く、さそりの心臓 (Antares) も、もう登っています。Antares と

い。だんだん慣れては来ますよ。

いう名前は、惑星の火星 Ares に由来しています。もう一度北斗に戻りま

それにしても、今年の天気はど
うなんでしょう。Grouse には未だ

さらにその先に Spica が、南西の空 25 度と 20 度に見られます。

雪が残ってますし ( ６月 15 日現

けて下さい。
あ、それから Capella と Casiopair をそれぞれ北極星の左下、右下に探し

在 )、畠の豆は未だ芽を出していま

Deneb

せん。一昨年 2020 年には３月 18

★

読者の皆さん、これらが今月の空です。頑張って今挙げた星たちを見つ

Vega
★

しょう。今度はそのしっぽ、つまりそのカーブの延長に Arcturus（麦星）

日に出ていましたが。

Altair
★

て下さい。この星と星座は、天

北

西

球の中で北極に近く、地平線に

東

沈まないことになっています。
もっとも Grouse と Seymour の

Arcturus
★

山頂近くの地上の明かりにかな

★
Spica

天気予報が Clear の夜でも薄
雲には悩まされます。１等星２

Antarcs

★
★
★

等星でも本来の明るさになって
くれないことがしばしば。目を

★
★

★

り邪魔されますが。

★

★

Capella ★

南

北

南

『ふれいざー』の読者の皆さまへ
＝お知らせ：ふれいざーは７月からもとの形式に戻ります＝
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、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、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。
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
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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。
しかしながら、コロナ規制の緩和を受けて、７月号から『月刊ふれいざー』
はもとの形式に戻ります。
また、長く友好的に本誌を支えてくれていた印刷所から、コスト上昇のため
値段を上げざるをえないとの通知が届きました。コロナだけでなくウクライナ
戦争のあおりを受けインフレが最悪の状況となっているのです。
『ふれいざー Go Local』で掲載していた「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した特集やその他の go Local
のコンテンツは、引き続き月刊誌に移行して継続する予定です。
また、可能な限り漸次発行部数も増やしていくつもりです。
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

We are 30 years old!

カナダに来て５年目の若者の、夢にかける冒険譚。

僕の Onsen Quest Story
（８）

ホテルでの仕事

佐々木 豪

を考えていない上に、それを英語で伝えなけ

「次の面接の日程を後日改めて連絡する」と

ればならないのだ。頭が混乱しているうち

言われた。次の面接に進めるのは嬉しかった

知らずにワーキングホリデービザを取得し

に、とうとう人事部のオフィスへ到着した。

が、この緊張をまた体験することとを思うと

て渡ってきた。この特別ビザは、１年の間

目をパッチリとさせた女性が笑顔で挨拶を

気が遠くなるようだった。同じ間違いは繰り

勉強や仕事などなんでもできるビザだ。ど

してくる。僕も挨拶を返すが、頭の中はそれ

返したくなかった。そこで僕は次の面接のと

この国でも使えるわけではなく、日本と協

どころではない。そして頭の中が真っ白に

きにどのように対応すればよいかをその面

定が交わされている国のみで使うことがで

なった。

接官に聞いた。彼は笑いながら、次の面接の

2017 年５月、僕は永住権の事はほとんど

きる。カナダやオーストラリア、イギリス

とにかく正直に話そうと思った。まずはカ

等が日本との協定国となっていて、僕はカ

ナダに来た目的、そしてそれに必要なもの

ナダに到着してすぐに就職活動を始めた。

があるためこのホテルで働きたいと言った。

アドバイスをいくつか教えてくれた。
１週間後、面接のために再びホテルを訪れ

まずは北米のホテルのホスピタリティを

彼女は慌てて話している僕をみて優しく頷

た。ロビーで待っていると最初に人事部で顔

間近で見てみたいと思っていた。バンクー

いてくれていた。そして僕の話を聞き終わる

を合わせた女性が現れた。ハキハキとして

バーのホテルリストを作ると、履歴書を持っ

と、１枚の仕事申請用紙を出し、その紙に

いて、真っ赤な高いヒールの靴が印象的だっ

てホテルへ向かった。

情報を記入するようにと言う。そのときは、

た。一度会っているから少しは和んだ雰囲気

最初に向かったホテルはバンクーバーの

名刺をもらうよりもその紙の方がずっと嬉

で話せると思いきや、彼女は人が変わった様

中でも指折りの一流ホテルだった。僕はホ

しかった。しかし当たり前だが、紙を見てみ

に面接官という仕事をこなしていた。

テルに入り、フロントデスクに仕事を探し

るとすべて英語だった。人事部のオフィス

前回の面接官に聞いたアドバイスを押さ

ている旨を伝えた。フロントデスクに立っ

で、目の前には彼女が記入を終えるのを待っ

えていたおかげで、１回目の面接よりはス

ていた美しい女性は、チェックインのお客

ている。こんなところで携帯の辞書を開い

ムーズに終えることができた。

様と勘違いをして戸惑っていた。そして僕

て書類を判読することは到底できなかった。

は適当にあしらうようにホテルの名刺を渡

まずは記入できる情報を書いてみる。それ

され、インターネット上から申請する様に

は自分の名前と電話番号・住所のみだった。

言われた。

他の空白も埋めたかったが、僕にはそれがで

こうして、カナダに来て１ヶ月後にはホテ

きなかった。しかしどうしてもこの仕事が必

ルで働き始めていた。最初はハウスキーピン

要だった。

グの仕事から始め、システム化されたホテル

正直僕は、その名刺をもらった瞬間は感
動した。カナダへ来て初めてもらった名刺
は輝いて見えた。
その日はいくつかのホテルをまわったが、
全てのホテルで名刺をもらうという結果に

最後に、お金は必要ないからとにかくここ
で働きたい、ということを伝えてオフィスを

の掃除の仕方を大いに学ぶことができた。
また、仕事のプレッシャーの中で学ぶ英語
は授業で学ぶ英語とは全く違い、日に日に上

後にした。

達していくのを感じることができた。

なった。
家に帰るとすぐにインターネット上で申

そしてその面接から２日後、内定の連絡を
もらったのである。

数日後、電話をもらい面接をしてくれる旨

その時は永住権をとろうなどとは全く考

請をする。しかし、英語もままならなくホ

を告げられた。嬉しかったが英語が不安で、

えずに、ただ今自分に必要なことを一所懸命

テル勤務経験もない自分には、バンクーバー

すぐに面接対策を始めた。

こなしていた。

面接日、豪華絢爛なホテルロビーで面接を

そんな行動が永住権取得へと繋がり、カナ

それでも諦めたくなかった。その後もホ

待っていると、びしっとスーツをきめた男性

ダに来てから 10 ヶ月後には永住権申請の手

テルをまわり名刺をもらうが、良い回答は

が現れて、とうとう面接が始まった。始まっ

続きを始めたのであった。

もらえない。

てすぐにまた頭が真っ白になる。自分の頭

の一流ホテルは厳しすぎたようだった。

あるホテルで、仕事を探していると言わ

（つづく）

の悪さにうんざりしながら、

ずに人事部のマネージャに会いたいと言っ

再び正直に話そうと思った。

てみた。すると、なんと人事部のオフィス

話しているうちに面接官

に通してくれたではないか。今まで名刺を

は笑顔になっていった。何

渡されるのが普通だったのに、急にホテル

が面白いのかその頃の自分

の裏側に案内されて人事部のオフィスへ向

にはわからなかったが、そ

かう。あの時の緊張感は心地のいいもので

の笑顔を見て、面接はうま

はなかった。オフィスへ着くまでのたった

くいった様に感じた。

数分間が膨大な時間に思えた。何を話すか

                                                   

ところが面接終了間際に、
Canada Place

www.thefraser.com
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心のきらり 本当の自分への旅
＝ 今までの自分、これからの自分＝

心理カウンセラー

心 のケ ア

カサクラング 千冬

雨や曇りの多い中、ようやく暖かい日が訪れ

何もない自分です。赤ちゃんは自分の能力を全

から楽しんでいくためにあるものです。自分を

るようになりました。今年はもしかするといつ

く疑っていません。自分を貶すことも責めるこ

制限し、貶し、苦しみに耐えるためではありま

もより涼しい夏になるかもしれません。この記

とも一切しません。やりたいことがあればやり、 せん。経験から得る学びや気づきは、あなたを

事を読んで下さっている皆様は、今ご自分の人

疲れればやめ、素直に自分の興味や心地いい感

どんどん幸せにしていくためだけにあるはずな

生のどの過程にいらっしゃるでしょうか。20 年、 情に従って行動します。これが本来の私達の姿

のです。素晴らしい能力や才能に溢れたこの世

40 年、60 年、様々な人生の分岐点にいらっしゃ

です。その私達が人生の経験の中周りの行動や

界でたった一人しかいないあなたを素晴らしい

る皆様が今こうしてこの記事を読むために貴重

考え、世間でいう常識などにより決められたこ

あなたが歩んでいくにふさわしい道を示し導い

なお時間を割いていただいたことを心から感謝

とを取り入れてきました。やってはいけないこ

ていってくれる、それが経験から得る学びであ

いたします。

と、やらなければいけないこと、こうあるべき

り、あなたが自分を疑い制限し自分の価値を見

さて、今まで生きてきた人生の中、私達は様々

自分などを自分の捉え方でルールや習慣として

失うためではないのです。

な経験をしてきました。その経験の中で多くの

身につけていきました。その習慣やルールなど

あなたは「これからの自分」をどう考えます

学びや気づきを得てきたかと思います。同時に、 の全ては、あなたのためになっていますか？

か？本来のあなたを更に向上させ、その過程を

習慣、考え方、暗黙のルールなども身につけて

人と安全にそして平和に共存するために守るべ

心から楽しんでいきたいと考えますか？そのた

きました。ここで私が焦点を置きたいのは、生

き最低限の規則や守り事を除き、あなたが今心

めには、どの経験のどの学びがあなたを妨げて

まれてきた時の自分、今までの自分、そしてこ

の中で守っている規則や考えや習慣を考えてみ

いるかを見つめなおし、手放していく必要があ

れからの自分です。生まれてきた時の自分、つ

て下さい。本来のあなたが心から楽しんで能力

ります。皆様が本来の自分として心の声に従い、

まりそれはまだ経験も何もない自分。心の癖も、 を発揮するためにそのルールは役立っています

様々な経験を心から楽しめる毎日を過ごせるよ

固定観念も、先入観も、自分の中でのルールも

うに願っています。

か？私達の経験は自分の能力を伸ばし人生を心

自分ちでほろ酔い気分
ピクニックや BBQ パーティーにピッタリなドリンクで乾杯！
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

見た目も味も爽やかなサマーカクテル

定番レモネードを蜂蜜でよりヘルシーに

Blue Lagoon

Honey Lemonade（6 人分）
水

4 1/2 カップ

ブルーキュラソー（blue curaçao） 30ml

蜂蜜

1/3 カップ

レモネード

レモン果汁（4 から６個）1 cup

ウオッカ

レモン輪切り

30ml
120ml

レモン輪切り

飾り用

マラスキーノチェリー

飾り用
１）小鍋に 1 cup の水と蜂蜜 に入
れて弱火で蜂蜜が溶けるまで混ぜ

１）ウォッカ、ブルーキュラソー、

合わせる。

レモネードをシェイカーに入れ

鍋から移して少し冷ます。

てシェイクする。

２）レモンジュースと（１）をピッ

２）グラスにクラッシュアイスを入

チャーに入れる。

れて（１）を流し入れる。

３）残りの水５カップを（２）に注ぎ

３）レモンとチェリーを飾って完成。

ステアする。
４）冷蔵庫で冷やして飲む時にレモン
の輪切りをプラスして完成。。
＊甘めがお好みなら蜂蜜を 1/2 カップ入れます。
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ワタシは白系日本人 番外編
青い目が見た日本の年中行事

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。

＝ホタル狩り＝

＝７月の哀愁＝
七夕祭りと言いますと、平塚の７月７日を思い出します。日本に行って

青みがかった黄色のような光を放つ不思議な夜の昆虫・ホタルを見

最初に友達になった早稲田大学生・内田雄一君のホームタウン、平塚の七

たのは、池袋の椿山荘での「ホタル狩り」でした。日本庭園のこんも

夕祭りに招待された日、海の好きな私は一日中太陽の照りつける湘南海岸

りした木立の暗い空間で、ぼんやりと飛び交っていたのは「源氏ボタ

で雄一君と遊んだ後、お母様の手料理をごちそうになって七夕祭りに行き

ル」という普通よりずっと大きいホタルでした。
その時は女性と一緒でした。暗い庭を歩くと足元が危ないので、手

ました。
平塚の七夕祭りはとても華やかでにぎやかな地域を挙げてのお祭りで
す。私たちは夜店に立ち寄っては店の人と話をして人ごみの中をぶらぶら
と２、３時間歩き回りました。そこで生まれて初めてナマコを食べました。
笹の葉につるしてある短冊の色紙に人々の願い事が書いてあるのです

をつなごうかどうしようかと迷ったあげく、そっと手を取り、ホタル
の明かりに誘われるまま、そろりそろりと歩いたのでした。
２度目は妻の実家・広島に行った時です。
私たちが結婚して初めての里帰りの夜に、近所の人たちと小川へホ

が、私にはジャイアンツ・オクト

タル狩りに行きました。浴衣姿の帯の後

パス（大ダコ）の足がひらひらし

ろにうちわを挿した私はサムライ気分で

ているように見えました。そして

した。足元を懐中電灯で照らしながらあ

先ほどのナマコのことが思い出さ

ぜ道を歩いているうち、目が慣れてくる

れました。

と、草かげ、葉っぱの後ろなどに、小さ

雄一君から彦星と織姫の恋物語

なてんとう虫のような虫がいました。美

を聞いて、私は笹の葉の向こうの

しい星空の下でホタルは、ぽーっとやさ

夜空に目を向け、１年に１度の再

しく光っています。

会、もし雨が降ったら二人は来年

の中に露草を摘んで入れ、見つけたホタ

まで会えないのだという話に、ギ

ルを大事そうに中に入れて持ち帰りまし

リシャ悲劇とは違った哀愁を感じ

た。

妻は持ってきた籠

ました。

今日 は 何 の 日？
７月 7 日

カルピスの日

1919 年に日本初の乳酸菌飲料カルピスは、今年で誕生 103 周年
を迎えた。乳性炭酸飲料ブームの先駆けとなった「カルピスソーダ」
や薄めずに飲める「カルピスウォーター」、最近では「豆乳生まれ
のカルピス」も登場。世界中で人気があるが Cow Piss（牛の尿）と
聞こえるので海外では CALPICO（カルピコ）で販売されている。

７月 10 日

納豆の日

関西納豆工業協同組合が納豆の消費拡大を目的に関西地域限定の
記念日として 1981 年に制定。1992 年に全国納豆協同組合連合会（納
豆連）が全国的な記念日に制定。日付は「なっ（7）とう（10）」の
語呂合わせ。納豆連は別に「い（1）と（10）」と読む語呂合わせで
1 月 10 日を「糸引き納豆の日」に制定してる。

７月 14 日

Mac & Cheese Day

子供も大人も大好きな Mac & Cheese は茹でたマカロニに塩味
の効いたチェダーチーズースを絡めた北米やイギリスの家庭料理、
たっぷりのチーズソースにベーコン等を入れてオーブンで焼くタ

www.thefraser.com

イプも外せない。日本のグラタンとの違いは上部分だけでなくソー
スの中にもチーズが入っている点。この日の夕食はもちろん Mac &
Cheese で決まり！

７月 17 日

World Emoji Day

７月 31 日

Cool Japan の日

「Emojipedia」の主催者 Jeremy Burge が 2014 年に制定。日付は多
くのスマホカレンダーの絵文字が 7 月 17 日を表示してるから。日本生
まれの「絵文字」は 1999 年に NTT ドコモの携帯電話サービス「i モード」
に搭載され、2010 年に国際的な文字コードである「Unicode」に新た
に追加され、今では「Emoji」として世界中の人々に使われている。

外国人から見た日本をテーマにした NHK BS1「Cool Japan」第 1
回放送日が 2005 年 7 月 31 日。海外で Cool（かっこいい）と思わ
れる日本の商品や観光サービスを表わし、アニメ、漫画、ゲーム、
電気機器、食文化、ファッション等が挙げられる。日本政府も日本
の魅力を海外に発信する為に「クールジャパン政策」として事業を
展開中。
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日本語認知症サポート協会主催講演会

コミュニティイベント・レポート

アラフォーからの美肌づくり
美と安全の基礎知識をぎゅっと詰め込んで
コロナ規制の緩和でマスク生活から解放されて
嬉しい反面、手抜きだったスキンケアにジタバタ

プがある。
この前者のケミカルサンスクリーンに
「オ
キシベンゾーン（Oxybenzone）
」を含む製品がある。

する思いも――。

これは発がん性のある成分で、大手化粧品メーカー
「美肌作りで日々を明るく」と 5 月 29 日、
メイク、 は使用をストップしたが、まだ多くの製品に使用
エステ、ネイルケアの専門家 CHIKA さんを迎えて が見られるという。
開催されたオンライン講演会「 アラフォーからの

シワや肌のたるみ改善に効果的な成分「レチノー

美肌づくり 」
（日本語認知症サポート協会主催 ）に

ル」は使用方法に要注意。通常「継続使用は３カ

28 人が参加した。

月まで」といった注意書きがあるが、CHIKA さんが
３カ月を超えて使い続けたところ、皮膚に触れる

VCC 講師 CHIKA さん

だけで痛くなるほど一時的に極度な敏感肌になっ

CHIKA さんは日頃バンクーバー・コミュニティ・

てしまったという。またレチノールは妊婦や授乳
カレッジ（VCC）講師としてスキンケア、
ネイルケア、 中の女性は使用を控えたほうがよいとのこと。
メイクほかを教えている。今回の講演会では「基礎
講演会ではこうした化粧品選びや使用上のアド

のトラブルを抱えていることで、変わったことはた

化粧品の成分知識」
「メイクの基本知識」
「美肌に効

バイスのほか、自分に合うメイクの色選びのコツ

トックスやヒアルロン酸の注射を、年齢に関係なく

果のあるフェイシャルマッサージ」の３点にフォー

や “垢抜けたメイク” になるポイントを紹介。そし

体験している学生さんが多いです。そしてインスタ

カスした。

て肌のリフティングに効果的なマッサージを参加

グラムや YouTube にあふれている新しい美容技術

者が一緒にできるよう指導した。

や製品の情報を、つねに学生さんたちが提供してく

その製品は大丈夫？
スキンケアの基本は紫外線から肌を守ること。
「365 日、日焼け止めは欠かさずに」と CHIKA さん

QOL 向上に関わるメイク

くさんあります。エイジング対策と見られているボ

ださる点ですね。随分前のことですが、磁石で装着
できるつけまつげもそうした情報の一つです」

化粧療法（メイクセラピー）が認知普及する中、

は語る。そこで注意したいのが日焼け止め製品の成

同協会がスキンケアを通して「健康増進とともに

分だ。日焼け止めには、肌の中に浸透した紫外線

人生の質向上を」との願いも込めて開催した本講

と肌の中でメラニンと戦う成分が含まれるケミカ

演会。参加者からは「身体に害のある成分と良い

美容業界で 25 年以上、美容クラス講師は 19 年

ルサンスクリーンと、紫外線の皮膚への浸透を防

成分を英語名で教えていただいて良かったです」
「肌

の経験を持つ。現在 Vancouver Community College

ぐフィジカルサンスクリーンの大きく２つのタイ

色診断が興味深かったです」
「年を重ねた今後の美

のスキンケア、ボディケアコースの講師を務める。

にとても参考になるお話でした。サンスクリーン

オンコロジーエステティック（ガン患者専門のエス

やマッサージを続けていきたいと思います」など

テティシャン）の資格所有者。

と感想が寄せられた。
（日本語認知症サポート協会
主催 https://japanesedementiasupport.com/）

CHIKA さんプロフィール

「チャンスは一度だけじゃない」という思いで、
就職やビザ取得に奮闘するカレッジの学生たちを自
然と励ましている CHIKA さん。卒業時に学生から

＜ふれいざーからの質問＞
Q：CHIKA さんが感じる学生たちの美容意識の変
わらぬことと変化は？
A：学生たちの変わらない部分は、ニキビなどの肌

寄せられる
「人生が変わりました」
などの感謝のメッ
セージが CHIKA さん自身の日々の奮闘を支える力
になっている。
＊注意：記事中の情報は個人の責任と判断でご利用ください。
（取材 平野香利）
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自然と生きる
高橋 清

シ リ ー ズ 『 裏 山の 自 然 』 第 １ 回 （1992 年９月上旬号）より
高橋 清氏は、ナチュラリストとしてのその豊富な野生に関する知識や経験をもとに、1992 年９月から、
当時月２回発行されていた「ふれいざー」の第５号から、
「裏山の自然」というシリーズを書いてこられました。
今回は、高橋氏のほぼ 30 年にわたるエッセイの、記念すべき第１回目を掲載します。

コヨーテ（coyote)
我が家から道をへだてた向いの、リバービュー・ホスピタルの林の

近所の婦人が家内に、この林に住むコヨーテは独り者で、時々１キロ

中にコヨーテの母子が住む。家の正面に大きく造ったサンデッキを我

西にあるマンディ・パークからボーイフレンドが訪れると話したそうだ。

が家とする私の犬、
「ゴンタ J（芝犬）が一昨年の春、最初に気付いた。

人間風に解釈した作り話だ。しかしその気になって聴くと、春先や秋お

夜半近く、いつもと違った声で、
「ヤップ、ヤップ」と大きく小さく鳴

そくにコヨーテの憂いを帯びたなき声に、「あれ、ほんとかな」と思って

くゴンタに大目玉を喰らわそうとすると、同じ様なこわ音が向いのや

しまうから不思議だ。

ぶからも聞こえる。他の犬かと思ってよく見ると、ゴンタに似ている

実は、普通コヨーテのつがいは一生連れそい、平均４～５匹の子を産

が尾がだらりの、あごや胸の毛まで身体全体に灰褐色のけものは、コ

むと、３週間だけは父親を住み家に入れない。かわいそうな雄は、それ

ヨーテであった。ゴンタがどうしてこの会話を習ったかはわからない。

でもえさを戸口まで届け、近くで野宿とするという。離れていても、コヨー

万物の中で最も知能のすぐれている筈の人間としては、野性本能と説

テは 20 のなき方を使い分け、夫婦は会話を続ける。

明するのが妥当かも知れない。しかし私には、
必ずしもそうは思えない。

家から 100 メートル程先の、病院の金網の柵の下が少しめくれて、土
が掘りさげられているばかりか、人の踏みあとまで出来て、もぐり込む

大昔、未だ世間に憎しみも慾も存在しないし、大気汚染も無かった

と敷地内の広い砂利道に出る。時々セキュリティーの車がゆっくり通り

頃、
この地上は動物たちのものだった。コヨーテは本来寂しがり屋だが、

手を振るだけで、犬の運動にはもってこい。野鳥が豊富で静かな林だ。

その頃の生物の中では一番知恵にたけていた。寂しさをまぎらわす為

敷地内には「通行不許可」の看板が立つが、ゴンタは読めない。

にパーティを開く事を思いついたコヨーテは、先ず川の流れを変えて、

時々、自分の庭のつもりで飛び回っているゴンタを、遠くでコヨーテ

急流とよどみを交互にいくつも造った。急流は川床の石を洗って、鮭

が見ている。しかしうちの駄犬はかんが悪く、熊が追って来ても教えて

の産卵用の瀬を作り、よどみは、長い困難な旅を終えた鮭の一時の休

やらないと気付かないくらいだから、コヨーテを見えるわけがない。たっ

息場となる。そして谷の奥に大きな滝を作って鮭の執着駅とした。

た一度だけ、コヨーテと鼻をつき合せたが、平和の好きなコヨーテは、

秋が来、鮭が海から登って来て産卵を終る頃を見計らって、ある満
月の夜、コヨーテは声の限りに遠吠えをして森のけものに「さあ諸君、

次の瞬間走り去った。１、２ヵ月もコヨーテの声をきかないと、気にな
るこの頃である。

パーティ・タイムだぞ。集まらないか」と呼びかける。声を聞いて、
グリズリーベア、黒熊、狼、白頭鷲、からす、かわせみ等の森のいき

（追記

July, 2022：コヨーテ家族の終わり）

ものが集まって来た。川床には今産卵を終えた鮭が、その生命を兄弟

その後も良く出っくわしてきた中、10 年ほど経過し、その数が減って

の動物たちに与えようと、満ちていた月の欠ける頃パーティーを終っ

きた事が気になった。ある時、殆ど人に知られていない「けものみち」

たけもの達は、来年の再会を約束して山にもどって行った。

でよく新生児を目にした森を歩いた。根元が大きく穴になっている数百

これは、ネイティブの昔話である。

年の老木の前に来たとき、その穴の中に他界して未だ数時間と思われる
年老いたコヨーテがいた。僕は悲しみのあまり、そこを暫く離れる事が

コヨーテは、知恵と好奇心に満ちている事には定評があり、大昔か
ら他のすべての生き物と意志を通ずる事が出来たと言う。その特質が

出来なかった。以来、リバービューのコヨーテは急激に姿を消してしまっ
た。現代における野生界の悲劇の一端であろうか。

今に生きて、ゴンタと会話が出来たのではないかと、私は思う。
それ以来、春と晩秋には林の中でコヨーテがなく。長く尾を引く遠
吠えは、ややかん高く、春に子を産むと「ヤック、ヤック」とおしゃ
べりさえ聞こえる事がある。近所でも時々話題になり、私たちの知る
誰もが好意をもって彼らのなき声をきいている。あるローカルの新聞
に東部アメリカから引越して来た婦人が、
『散歩中にコヨーテやラクー
ン（あらいぐま）を見た。危険だから、役所は何とかするべきだ。』
と書くと、間髪を入れず翌週、市役所の環境課の人は、次のように書
いた。
『適当な注意をしさえすれば、彼らは人に危害は与えない。犬や猫
を夜、戸外に放して怪我をしたら、飼い主の責任。ここは元々彼ら野
生動物の住み家だということを忘れないで欲しい。』
全く同感だった。
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My Favorite Things

BBQ シーズン真っ只中、皆さん楽しんでますか？ 今回はフレーバー豊
かな最高品質の海塩『fleur de sel』が揃う Salt Spring Sea Salt をご紹介し
ます。
オーナーの Philippe Marill さんと Carolyn Kvajic さん夫婦が、フランス
から西海岸に引っ越したときに Salish Sea の海水の美しさに魅了されたお
２人は、フランス伝統的な製塩方法で fleur de sel を作り始め、2014 年に
Salt Spring Sea Salt をスタート。
fleur de sel は、濃縮した海水が結晶化を始める時に海水表面に徐々に成
長する姿が開花の様子に似ていることから、フランス語で flower of salt と
呼ばれてます。Natural Sea Salt も含め、どのソルトも野菜や卵、肉料理に
合うので最後の仕上げ「決め塩」として振りかければビシッと味が整います。
Smoked Mesquite や Rosemary Garlic は、牛肉、鶏肉、豚肉やポテトの
味付けに使えば家族や友人も唸る BBQ ディッシュの出来上がり。焦げや
すい BBQ ソースやスパイスミックスに比べて flower of salt は焦げにくく
肉の風味を存分に引き出してくれます。

Salt Spring Sea Salt

Lemon zest はシーフードやパスタ料理に、Balsamic はイタリアンビネ
ガーと混ぜてドレッシングにするとサラダでも温野菜ともマッチします。
Blackberry をメロン×プロシュートにふりかけたり、Chocolate をアッ
プルタルトやアイス、特にチーズケーキとのペアリングは最強！いつもの
デザートをランクアップ出来ます。
Jalapeno Lime、Lemon Zest、Blackberry はグラスのふちをスノースタ
イルにするマルガリータやブラディーメリーのカクテルにも使えます 。
PINOT NOIR や PORTER ALE 等お酒がインフューズされた珍しいソルト
もあるので色々なソースや料理と組み合わせてオリジナルレシピも増やし
ましょう。
数種類の fleur de sel と鉢や缶がセットになった Ten Pack Special は料
理や食べる事が大好きな方へのギフトにピッタリ。海外配送も OK、カナ
ダ国内 250 店舗でも販売してます。
Salt Spring Island の Saturday Farmers Market に 10 月まで毎週末参加
予定。詳しい情報は HP にアクセスして下さい。
（H.J.）

www.saltspringseasalt.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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We are 30 years old!

不動産あれこれ
不動産あれこれ
2022 年 6 月 の TREB 全 域 の 全 物 件 タ イ プ の

でした。物件タイプ別に平均価格を見てみま

内と言えるでしょう。

平 均 価 格 は $1,146,256 と な り、 昨 年 同 月 の

す と、 コ ン ド ア パ ー ト の +9.3%( 市 内 +7.4%、

$1,088,991 から +5.3% の伸びとなりました。ま

市 外 +13.2%) を ト ッ プ に、 タ ウ ン ハ ウ ス が

としていますが、この短期間での複数回の利

だプラスであるものの、2022 年はピークの 1

+8.6%( 市内 +9.1%、市外 +8.3%)、セミデタッ

上げを経てもインフレは 7.7% と思ったほど下

月から昨年同月比の伸び率は連続して下がって

チ ( 準 戸 建 て ) が +6.4%( 市 内 +5.9%、 市 外

がっていません。現状を受けカナダ中銀は今月

います。特にカナダ中銀が利上げを実施してか

+7.8%)、最後にデタッチ ( 戸建て ) が +3.5%( 市

にも 0.75% と比較的大きな利上げを実行すると

らの下げ幅が大きく、マーケットへの直接的な

内 +2.4%、市外 +2.4%) の順に並びました。伸

見られており、それだけ急激かつアグレッシブ

影響を見てとれます。

び率は市内コンドを除いては全て一桁台まで落

な利上げの影響は経済成長のスローダウンと失

ち込み、特に戸建てのそれが著しくなっていま

業率の上昇、そして不景気まで引き起こすリス

すね。

クの可能性まで指摘されています。

6 月 の 総 取 引 数 は 6,474 件 で、 昨 年 6 月 の
11,053 件 か ら -41.4% の 大 幅 減 少 で す。 新 規

カナダ中銀はインフレを 2% に抑る事を目標

リスティング数は +1.0%、有効リスティング

マーケットに下方修正が入ると、価格帯の一

しかしながら現在直面しているインフレを抑

数 は +42.5% で、 マ ー ケ ッ ト の 動 き が 鈍 く 在

番高い戸建てが落ち込むパターンは過去にも繰

えるにはそこまでしなければならないと言う事

庫が増加しています。平均売却日数は +41.2%

り返し観察された傾向で、これはある意味想定

でもあります。不動産マーケットもその影響を
免れるものではなく、今
後の動きには非常に注目

SCA（Supportive Care Assistant）

が集まっています。

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
先日 BC シニアアドボケイトのマッケンジーさんの講演を聞き
ました。2022年のBC州の高齢者
（65歳以上）
の人口は1,064,697人。

Bosley Real Estate Ltd

全人口の 20% で、カナダの平均 18%（2020 年）を上回り、今後
も増えていきます。他の参加者からもどんなサービスが高齢者に
あるのかと多くの質問が寄せられ、もっと私も公的、私的資源に
ついて現場の話をしていきたいなと思いました。
話をすると言えば先日 VCC(Vancouver Community College) で在
宅介護について話す機会を頂きました。これは SCA Program とい

D.H.Toko Liu

安心と信頼のサービス
不動産に関する事なら何でもご相談ください。

う新しいカナダ国の介護士アシスタント養成プログラムの実習先

■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

としてニコニコホームケアが選ばれたご縁からです。まだ介護、
看護の分野に入ったばかりの学生へのメッセージは何かなと考
え、最後は「心」が大事であり、経験はついてくることを強調し
ました。現在も二人の学生が実習中です。
日本語を話さない学生を受け入れることはワクワクでも不安で
もありましたが、今のところとても満足しています。クライエン
ト様も快く学生を受け入れ、ご家族もこの分野が人手不足だから
こそ、サポートしたいと前向きです。そして一緒に働く介護士も

お気軽に日本語でお問合せください。

教える立場になり、頑張って英語で指導をしています。他人に自

Sales Representative

分の行っていることをシェアする事は嬉しいものです。

D.H. Toko Liu（劉  東滉）

ニコニコが日系の皆様にも、そして日系外の地域の方にもお
役に立てるように少しずつ成長していることを嬉しく思いま

Cell: 416-894-6049

す。SCA の詳細はこちらです https://www.vcc.ca/applying/apply-

tokoliu@bosleyrealestate.com
www.tokoliu.com

now/info-sessionstours/supportive-careassistant/。
そしてニコニコニュースレター
を発刊します。バンクーバーの介護現場
の経験や在宅から施設の道などについ
てシェアする場を発信します。ニュース
レターご希望の方は info@nikoniko.ca ま
でご連絡下さい。

www.thefraser.com

BOSLEY REAL ESTATE LTD., BROKERAGE
103 Vanderhoof
VanderhoofAve.,Toronto,
Ave, Toronto,Ontario
ON M4G
M4G2H5
2H5
office: 416-481-6137
416-322-8000 Fax: 416-480-2548
www.bosleyrealestate.com
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そうだ！

起業しよう !

＝誰でもできるカナダでの起業 How To ＝
  （６）
ホリンジャー

アンジェラ

CeCan Business Development 社長

Cost of Goods Sold (COGS) とは？

こんにちは！アンジェラです。
「Go Local!」から

際得た知識を基に売り上げを推測できれば、The

月刊誌に引っ越してきました。どうぞよろしくお

income statement を作成できます。ここでは毎度お

急に Cost of Goods Sold とでてきました。製品の

願いいたします。

なじみ敏感肌を持つ犬猫さん用オルガニックシャ

製造にかかった費用のことをいいます。日本語で

ンプービジネスを例に、The income statement はど

は売上原価といいます。日本とカナダでは売上原

載しています。ビジネスプランは、ゴールを達成す

２月から妹誌上でビジネスプランについてを連

うやって作成できるのかご説明しましょう。

価をとらえる範囲が違ってきますが、大元の考え

るための不可欠なツールになります。ビジネスプ

会社名：Gentle Hands Skin Care

ランを書くにあたって、自分の考えた商売が果た

製品名：
「No meow itch shampoo」

方は同じです。
COGS に含まれる費用は次のようなものになりま

して利益を生むビジネスとして成り立っていくの

まず、この Statement を作成する前に、Gross

かを深く考察・検証していく必要があるので、起

Income ( 額面収入あるいは総収入 ) と Expenses

• Raw materials 原料

業するにあたって大事なエクササイズとなります。

を算出します。

• Work in process 作りかけのもの
• Finished products 出来上がった製品

Gross Income とは？

Financial ( 財務 ) の
セクションに挑戦

す。

• Supplies that physically become a part of the

Gross income とはビジネスで得た Revenue か

item 製品の一部となるもの、例えばシャン

ら cost of goods sold (COGS 売上原価 ) を引いた

プーの容器や、ボトルにつけるネコ型の可愛

今回も引き続き多くの経営者が「めんどい」と

数字のことです。そして、その Gross income は

チャーム、製品を入れる化粧箱、箱につける

感じる部分（わたくしも）Financial ですが、今月は

taxes、adjustments（引っ越し費用や外国に収めた

犬のシール、箱のふたをとめるセロテープ、

構成要素に挑戦します。

税金など、難しいところは税理士に相談したほうが

などもこれに当たります。例えばお店でディ

よいでしょう）
、exemptions（1000 ドル以下のギフ

スプレイする棚なども COGS に含みます。

カナダ企業 Shopify 社（e-commerce サイト、マ

ルチチャネルコマースプラットフォーム）
によると、 ト、外国で得た収入など）や deductions を引く以

• Labor 製品製造、配送のために雇う人件費。
製造のために使用する装置やパーツ、パーツ

Small business の 21％が会計知識に自信がなく、理

前の数字になります。厳密にいうとその中にも複

解していないと回答しているとか。銀行やインベス

雑な仕組みがありますが、それは会計ソフトや税

や装置をウェアハウスに配送する費用、コン

ターなど、第三者にあなたのビジネスケースを説明

理士のプロにご相談ください。なぜこんな面倒な

テナー費用、貨物費用、燃料サーチャージ含む。

するためにファイナンシャルプランを書くわけで

ことになるのかというと、税金を国に納める義務

すが、何よりもこのビジネスを成功させたいと願っ

があるからで、そのために様々なルールがあるか

フ、ソフトウェア、ハードウェア、オフィス

ているあなたのために、
重要なステップとなります。 らだと、
今更ながら納得してしまいました。
そのルー

レント代、光熱費など製造に関わるものなど。

起業家のアメリカンアイドルのようなテレビ番

ルも国や州によって違う場合があります。

組「シャークタンク」や「ドラゴンズデン」でも、

Sales Projection ？ 売上予測について

計算式は次のような形になります。

起業家挑戦者が「数字が分からなければ、ビジネ

Gross Income = Revenue（収益）– Cost of Goods Sold

スの成功はあり得ない」とインベスターのパネル

(COGS 売上原価 )

からよく言われていますね。

Gentle Hands Skin Care 社 の「No meow itch

($000's)

２．The Income Statement /The Profit and Loss

Revenue

Statement

Less:

The income statement あるいは The Profit and
Loss statement ( しばしば PL, P/L と表示されます。
通常ビジネス会話でフィナンシャルの話をしてい
て PL と耳にしたらこれです。)
先月スタートアップ時と毎月発生する Expenses

がこれから、何にどのぐらいかかるであろうと想像

  

して書くものなので、
適当な数字では無意味ですが、
  100
   Direct Costs

いわゆる” educated guess” 、きちんと調査した知
識のもとに出した予測であれば十分です。

   Cost of goods sold (COGS)

   -35

   人件費

   Labour expense

     20

    原料   

   Raw materials expense       10

紙面に収まらないので、ここでは半年分を表に

    減価償却（生産用機器など）
   Amortization expense        5

していますが、前出の Gross income 表に表したよ

について説明しました。毎月の予算と市場調査の

July 2022

表されていることに対して、スタートアップ時の

Gentle Hands Skin Care

Statement をご説明します。

月刊 ふれいざー Toronto

」とは違います。Accounting が過去を振り返って
Financial は Projection（予測）です。よって、全て

先 月 の １．Expenses の 次 は、The Income

30

スタートアップ時におけるビジネスプランの
「Financial セ ク シ ョ ン 」 は、 通 常 の「Accounting

shampoo」を例にしてみましょう。

Financial セクションの 内容

• Operations 製造に直接関わっているスタッ

Fraser Monthly Toronto

   Gross income

     65

次の表は Gentle Hands Skin Care 社の 6 か月間の
Sales projection を表にしたものです。

うに 1 年目の売上予測は＄100,000 です。
（分かり
やすいように）

We are 30 years old!

オ

2022

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Total

Estimated Web Traffic

200

1500

1700

1900

2500

3000

11800

Average %of site visitors
who purchase

5%

6%

7%

8%

10%

12%

Average number of site
visitors who purchase

60

90

119

152

250

360

1031

Average number of units
per purchase

3

4

4.5

5

6

8

       -

Average price per unit

      $10

      $10

     $10

     $10

Estimated sales

$1,800

$3,150

$4,760

$7,600    $15,000 $28,800 $61,110

いよいよ The Income Statement

2022
Sales Revenue

       $10         $10        -

この最後のマスの Net Income は “Earnings before

Operating Expenses を出しましたので、The income
* 会計ヒント：Revenue はお客さまが未払い

Cost of goods sold (COGS)

-$35,000

Gross Profit

  $65,000

Operating Expenses

こ こ ま で で、 初 年 の Sales Revenue、COGS、 Interest, Tax and Depreciation”、EBITA ともいいます。
statement を作成することができます。これ によっ

$100,000

Rent

     $2,400

Web hosting

     $7,200

Advertising

     $4,000

e-commerce expenses

     $3,000

Utilities

        $500

Office expense

     $2,000

Office supplies

        $600

Total Operating Expenses

-$19,700

Expenses の場合、例えば、ふれいざー９月号に

てビジネスの一定の期間（例えば月間、
四半期、
年間） でも製品やサービスを “売った日” に計上します。 広告を出すために、８月に支払いをしたとします、
における Revenue と Expenses が一目で分かります。 例えばペット屋さんが 7 月 1 日にシャンプーを

しかし Statement に計上するのは実際に広告が掲

次に表している簡易 The income statement の一番

載される 9 月となります。

１箱＄240 分オーダーしました。支払いは 3 日

下のマスを見ると数字はプラスです、
ということは、 後、Gentle Hands Skin Care がシャンプーをデリ
このビジネスは利益を出していける可能性がある

バーするときにチェックでと言われました。その

では、来月も引き続き Financial Plan について考

ということです。
（この時点ではまだ”予測“ですが） 場合売り上げの＄240 は７月１日に計上します。 察します。

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！オーマイ
サイエンス

サイエンス

サイエンス

ネコにマタタビ

サイエンス

サイエンス

サイエン

ほぼ半分ずつになることがわかった。

岩手大学、名古屋大学、英国リバプール大学などの国際共同研究チー

この研究の結果、猫がなめたり噛んだりすることでマタタビの葉が傷

ムが、猫がマタタビの葉をなめたり噛んだりする理由がわかったと

つくと、有効成分の量が増えて成分の比率がかわり、蚊などの虫の撃退

iScience に発表した。

に効果があるということがわかった。

ネコがマタタビを好むのはマタタビラクトン類という化学物質によ

それによって、猫がマタタビをなめたり噛んだりした後に身体をこす

ることが明らかになっていたが、なぜネコ科の動物だけが反応するの

りつけたりその葉の上を転がったりするのは、蚊などに対する防虫のた

か、どのような意味があるのかについては謎であった。

めではないかと研究者は考えている。

この度の研究で、ネコがマタタビの葉を噛むのは食べるためではな
く、ネペタラクトールという化学物質の防虫効果のためであると研究
者は説明している。
通常マタタビの葉はあまり臭いがしないが、ネコがなめたり噛んだ
りすることによって葉が傷ついて臭いを出し、それによって蚊などの
虫が寄らなくなるという。
また、ネコはシソ科のキャットニップにもマタタビに対するのと同
様の反応を起こすことから、研究者はマタタビとキャットニップの成
分を比較した。その結果、傷ついたマタタビは傷ついたキャットニッ
プと比べ有効成分は 40 分の１にもかかわらずキャットニップと同じ程
度の活性がみられた。また、通常無傷の葉は 80％がネペタラクトール
だが、傷ついた葉ではネペタラクトールとマタタビラクトンの比率が

www.thefraser.com

紙のように薄いスピーカー
米国マサシューセッツ工科大学（MIT）が、
紙のように薄いスピーカー
を開発した。もともとスピーカーとは、電気信号にした音をコイルに流
して磁場を生成し、それによって振動したスピーカーメンブレンが空気
を振動させて音を出すというもの。しかしこの度開発されたスピーカー
は、
PET（ポリエチレンテレフタレートと呼ばれる樹脂）のシートにレー
ザーで非常に細かい穴を開け、薄い圧電材料の膜を貼って作られる。
この薄いスピーカーは重さが２ｇ程度で、電力もごく少量しか消費し
ない。実用化されれば、部屋や自動車だけでなく、エンターテイメント
やスマートフォンなど、様々な面で使用が可能だと考えられている。
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music freak
“Proof”

July
“Harry’s House”

BTS
世界的な人気を誇

今世紀最大のポップ

る韓国のスーパーグ

グループと称されるワ

ル ー プ BTS が、 最 新

ン・ダイレクションのメ

アルバムをリリースし

ンバーとしてキャリアを

た。本作は、デビュー

スタートさせたハリー・

から９年の歴史をふん

スタイルズ。2017年のソ

だんに盛り込んだアン

ロデビュー後にリリース

ソロジーアルバムで、

された前２作はデビュー

これまでと現在だけで

以来連続で全米チャート

なく、未来に対するメ

初登場１位を記録した初

ンバーたちの思いも

の英国出身男性ソロアー

ぎゅっと詰まった多彩

ティストという歴史的快

な楽曲が並ぶ。キャリ

挙を成し遂げている。そ

Harry Styles

アの集大成、そしてこれからの展望も聴き込めるというわけだ。米ビ

して、今回約２年半ぶりに発売されたのが通算３作目となる本作だが、

ルボードのアルバムランキングでは当然のようにさらりと 1 位を獲得。

これまた当然のように初登場１位を獲得。併せてアメリカにおける今年

これで 6 回目の偉業となった。

最大の週間売り上げも記録した。

収録曲は、累計再生数５億回を突破している「Dynamite」や３億回

レコーディングは英国、ロサンゼルス、東京で行われ、先行シングル

突破の「Butter」といったこれまでのメガヒット曲に、リード曲「Yet

「As It Was」と新曲2曲を含む全13曲が収められた。80年代的要素が散り

To Come (The Most Beautiful Moment)」や「RUN BTS」など、３曲の

ばめられつつ、メインストリームとインディーを絶妙なさじ加減で調合

新曲を加えた計 48 曲。１枚目の CD には歴代アルバムのリード曲、２

し、双方のいいとこ取りをした曲調は、万人受けすること間違いなし。

枚目にはメンバー７人が直接選んだソロ曲とユニット曲、３枚目には

誰にでも勧められる良質な一枚に仕上がっている。

ファンへの感謝を表した楽曲が網羅されるという構成になっているよ
うだ。

アルバム・タイトルは、日本滞在中に聴いた細野晴臣の1stアルバム
「HOSONO HOUSE」にインスパイアされて決定したという。またアルバ

さて、アルバムを発売した数日後、ソロ活動に専念するためグルー
プは無期限で活動を休止すると報じられ大混乱となったが、実際は「ソ

ムの１曲目には「Music For a Sushi Restaurant」と題した曲を収録するな
ど、親日家ぶりが嬉しいところだ。

ロ活動に今よりも集中する予定」であり、休止ではないと所属事務所
が訂正している。

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

日本向け
宅配

チーナ

44年の実績！！
お届け日

指定できます

カナディアンメープルセット

ぜひご利用ください

スモークサーモン
キング・紅 150g x 各 1 枚

アイスワイン
白・赤共 375ml

メープルシュガー
バームクーヘン 250g

www.cheenashop.com
ご注文はオンライン、郵送、お電話で。
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お届け先 1 件につき
お買い上げ商品
金額 $150.00 以上で

送料無料！

Email: mail@cheena.com

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

We are 30 years old!

石田 衣良著 「トーチャン、音楽って言葉なんだ！」英語がわから

■禁猟区

文芸
■任侠楽団

今野 敏著

  集英社 ￥1700

ない父親と日本語がわからない娘が、オーストラリ

中央公論新社 ￥1600

結婚して初めての彼は、10 歳下の舞台俳優でした

アの地でつむぎ、響きあう、言葉と音楽の物語。

義理人情に厚いヤクザの親分・阿岐本雄蔵のもと

――。34 歳、ライターの文美子。夫との関係は冷

■血を分けた子ども オクテイヴィア・E・バトラー著

には、一風変わった経営再建の話が次々舞い込ん

え切り、娘はかわいいが保育園で問題行動を起こ

河出書房新社 ￥2350

でくる。そんな中、指揮者が襲撃される事件が発

していた。
『娼年』
『眠れぬ真珠』に続く恋愛長篇。 巨大節足生物の異星人と人間との特異な共存関係

生！警視庁捜査一課からあの刑事がやってくる。

■太宰治賞２０２２

筑摩書房編集部 [ 編集 ]

を描きヒューゴー賞、ネビュラ賞、ローカス賞の

大沢 在昌著

筑摩書房 ￥1000

三冠に輝いた表題作をはじめ、伝説のアフリカ系

双葉社 ￥1800

受賞作「棕櫚を燃やす」
（野々井透）と最終候補３

アメリカ人 SF 作家の名短篇集が待望の邦訳。

居酒屋店主の円堂のもとに、バブル時代、ともに

作品をすべて収録。選評（荒川洋治、奥泉光、中

■チェヴェングール アンドレイ・プラトーノフ著

荒稼ぎをした盟友の中村から電話が入る。20 億円

島京子、津村記久子）と受賞者の言葉なども掲載。

の車をめぐってバブルの亡霊たちが蠢き出す、大

■墜落

■晩秋行

沢ハードボイルドの新境地。
■オリーブの実るころ

中島 京子著

作品社 ￥4500

真山 仁著

愛と憂鬱の〈ユートピア〉
。
「もっとも謎めいて、
もっ

文藝春秋 ￥1800

とも正統的でないロシア作家」とも称されるプラ

貧困、基地、軍用地主……「沖縄の闇」に踏み込み、 トーノフの代表作にして生前に完成した唯一の長

講談社 ￥1600

知られざる本当の沖縄の姿をフィクションによって

篇小説。ロシア文学の肥沃な森に残された最後の傑

ある夫婦とコハクチョウの 30 年以上にわたる不

抉り出す問題作！入念な沖縄取材で明らかになった

作、本邦初訳。

思議な生活を描く「ガリップ」
、斜向かいに越し

暗部が、白日の下にさらされる。

■ロンドン・アイの謎

てきた老人の壮絶な愛の遍歴を綴った「オリーブ」 ■セカンドチャンス

シヴォーン・ダウド著
東京創元社 ￥1900

篠田 節子著

講談社 ￥1650 「ふつうの人とはちがう」脳の仕組みを持ち、大人

など、幻想的な六つの短編集。
■すこしずつの親友

森埜 こみち著

50 歳を過ぎても、敗者復活の大逆転！麻里、51 歳。 顔負けの論理を駆使する少年テッドが謎に挑む！

			

講談社 ￥1350

長い介護の末母親を見送った。婚期も逃し、病院

カーネギー賞受賞作家が贈る清々しい謎解き長編。

「親友って、どうやったらつくれるの？」わたしの

に行けばひどい数値で医者に叱られ、この先は坂

■華麗な復讐株式会社

問いに、伯母さんは「すこしずつの親友なら、す

を下っていくだけと思っていたが……。

ぐにでも出会えるわよ」と答え、これまでの旅の

■光

小学館 ￥600

令嬢イェンニからすべてを奪い、息子ケヴィンをサ

日本文藝家協会 [ 編集 ]

バンナに置き去りにしたのだ。そこには、マサイ族
の呪医がいた。ヨナソン最新作、笑撃の第５弾！

講談社 ￥4000

いはずの物が見え、覚えているはずのことが消え

日本文藝家協会が毎年編んで読者に贈る年間傑作

て何が悪い？ おれの記憶の中心には穴がある。そ

短篇アンソロジー。2021 年の１年間に文芸誌な

れが〈現実〉というもので、掛け値なしの現実は

どの媒体に発表された全短篇のうち 12 篇を厳選。 何と異常で気味悪く透明なものだろう。――
あらゆる境界線を相対化し、人間存在の根本を問
おうとする、この国の文学状況を１冊で俯瞰する。

■サウンド・ポスト

筑摩書房 ￥1700

熟語遊び

入

団
→

→

→

際

治

→

色

→

→

→

→

雲

煙

答：38 ページ

www.thefraser.com

2022 年４月のベストセラー

岩城 けい著

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

行

西村書店 ￥1500
画商ヴィクトル・アルデルヘイムは計画を実行した。

事故で記憶をなくした男の “再生” 物語。見えな

話を始めます。
■文学 2022

日野 啓三著

ヨナス・ヨナソン著

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

出版科学研究所調べ

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬
早川書房
マスカレード・ゲーム 東野圭吾              集英社
80 歳の壁 和田秀樹                                            幻冬舎
もう一度、歩きだすために大人の流儀（11）伊集院静 講談社
私が見た未来 完全版 たつき諒                                飛鳥新社
物語 ウクライナの歴史 黒川祐次 中央公論新社
20 代で得た知見 Ｆ
  KADOKAWA
本好きの下剋上 短編集（2） 香月美夜 ＴＯブックス
ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン ぴあ
人は話し方が９割 永松茂久                   すばる舎
70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹             詩想社
数値化の鬼 安藤広大
   ダイヤモンド社
メシアの法 大川隆法
   幸福の科学出版
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
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
樋口日奈 1st 写真集 恋人のように 前 康輔（写真） 光文社
香君（上・下） 上橋菜穂子
                 文藝春秋
佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間宣行 ダイヤモンド社
剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立    宝島社
現代思想入門 千葉雅也
  講談社
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apocalypse now

black orpheus

boy from heaven

broker starring

corsage

close

crimes of the future

decision to leave

映画評論家

Raymond Tomlin
第 75 回カンヌ国際映画祭 今年は通常開催
５月 18 日から 28 日の 11 日間という日程で開催

批評家から高評価を受けたのは、カナダ人監督

罪スリラーで、イランでの撮影は許されず、ヨルダ

された第 75 回カンヌ国際映画祭。今年はついに通

デヴィッド・クローネンバーグが８年ぶりにメガ

ンで制作された。エブラヒミは「全てイランでは公

常運転に復帰する運びとなり、21 本の国際色豊か

ホンを取った『Crimes of the Future』。作品はエ

にすることができないもの」
と作品を形容している。

な作品が、オスカーに次ぐ最も権威ある賞、パル

レガントで辛辣で、向こう見ずなアイディアに満

脚本賞は、
『Boy From Heaven』のスウェーデ

ムドールを競い合った。

ち溢れながらも、
想定外の柔らかさも持ち合わせる。 ン系エジプト人監督タリク・サレーの手に渡った。
人類が人工的な環境に適応しようとする近未来が エジプト・カイロのモスクが舞台の社会派ドラマだ。

俳優や監督が審査員を務め、芸術の本質につい
てそれぞれの価値観をぶつけ合い、ときに激しい

舞台。トランスヒューマニズムを捉えたこの驚愕

新人監督に授与されるカメラドールは、アメリ

議論を交わしながら、パルムドールが選出される

の映像は、すでに北米の映画館で公開されている。

カ人監督であり女優のライリー・キーオ（エルヴィ

が、1955 年に最高賞が「パルムドール」となって

映画監督でもあり、2015 年のカンヌで男優賞を

ス・プレスリーの孫）とジーナ・ギャメルに贈られた。

以来、それは受賞に預かる映画制作者にとって、 受賞した俳優ヴィンセント・リンドンが審査員長を

２人が共同監督で制作した『War Pony』は、アメ

権威の頂点を表す代名詞となった。カンヌは世界

務めた今年のカンヌは、芸術映画として地に足のつ

リカ先住民の居留地パイン・リッジ・リザベーショ

最高峰の映画群として存在感を発揮しており、同

いた全ての作品が受賞することになった。
『Triangle

ンで暮らす２人の若者の物語。

賞はまさにその最先端。映画史に脈々と受け継が

Of Sadness』
『
、Close』
『
、Stars At Noon』
『
、Broker』
、

れる特権クラブに、毎年勝者を招き入れている。
これまでにパルムドールを受賞したのは……

「ある視点」部門の最優秀作品賞には、フランス

『Holy Spider』
『
、The Eight Mountains』
『
、Decision

の作品『The Worst Ones (Les Pires)』が選ばれた。

To Leave』、『Boy From Heaven』、『Tori And

2 人の女性監督リセ・アコカとロマネ・ゲレの長編

Lokita』
。約２本に 1 本が受賞したことになる。

デビュー作となる。女優で同部門の審査委員長ヴァ
レリア・ゴリノによって手渡された。

1959 年の悲恋物語『黒いオルフェ』
。同作は 50

『Triangle Of Sadness』一つ取っても、観客を

年代後半のブラジル、リオ・デ・ジャネイロの魅

十分に惹きつけた。ベルリン国際映画祭でカルラ・

俳優陣で輝きを放ったのは、ルクセンブルク出身

力を見せつける。フランス人監督マルセル・カミュ

シモン監督の作品が最高賞の金熊賞に輝いたのに

の女優ヴィッキー・クリープス。最近絶賛された出

による永遠の愛を描いたこの古典は、完璧な形で

続き、今年の審査員は真っ当にその義務を果たし

演作には、
『Old』や『Phantom Thread』があるが、

「現代」を投影し、カーニバルで盛り上がる当時の

ていることが伺える。このリューベン・オストル

カンヌではマリー・クロイツェル監督の『Corsage』

ブラジルを舞台に、ロマンス、サスペンス、神話、 ンド監督の社会風刺作品は、今年のカンヌでパル

でオーストリアの伝説の人エリザベス皇后を優雅

ムドールを受賞。スェーデン出身の同監督がカン

かつポストモダンなバージョンで官能的に演じき

ヌで最も権威のある賞に輝いたのは、
2017 年の『ザ・

り、最優秀演技賞を受賞した。

音楽、ダンス、悲劇、その全てを映し出す。
イタリア映画界の巨匠フェデリコ・フェリーニ
監督がキャリア初期に発表した輝かしい傑作、
『甘

スクエア 思いやりの聖域』に続き２度目となる。

ある視点部門で審査員賞を受賞したのは、こちら

い生活』
（1960 年）
。戦後のローマを舞台に、豪奢

ウッディ・ハレルソンが遭難したクルーズ船の

も長編デビュー作ながら、観客から大きな喝采を浴

で退廃的な上流社会の不毛な乱痴気騒ぎが描かれ

船長を演じた同作では、孤島に流れ着いた人々の

びた『Joyland』
。カンヌ映画祭史上初めて上映され

る。モラルの欠如した人々のその場限りのアバン

ヒエラルキーの逆転が描かれる。嘔吐にまみれる

たパキスタン映画となる。サイム・サディク監督の

チュールや現実逃避に終始する生き方を、主人公

成金乗船客らを描写するなど、過激といえば過激。 優しく眩いショットが連なるこの一風変わったド
米配給会社 NEON が秋に公開を予定。オスカーも ラマでは、既婚男性が労働者階級のエキゾチックな

の堕落した生活を通して物語る。フェリーニ作品

にはおなじみの物憂さ、恐怖、憂鬱さに満ちている。 視野に入っており、国際映画賞に期待がかかる。

トランスジェンダーの女性ダンサーに溺れていく。

フランシス・フォード・コッポラ監督による『地

グランプリに輝いたのは、ルーカス・ドン監督

プレミアでスタンディングオベーションを受けた。

獄の黙示録』
（1979 年）
。ジョセフ・コンラッドの

の少年ドラマ『Close』とクレール・ドゥニ監督の

アレクサンドリュ・ベルク監督に監督賞をもた

小説『闇の奥』にインスパイアされた本作は、戦
時中のアメリカ心理に切り込んだ傑作だ。アメリ

ロマンチック・スリラー『Stars at Noon』の 2 本。 らしたルーマニア映画『Metronom』は、1970 年
男優賞は、是枝裕和監督の『Broker』に出演した韓 代の共産独裁体制にあるブカレストを舞台に、10

カ陸軍の将校（マーティン・シーン）が、マーロン・

国人俳優ソン・ガンホが、赤ちゃんポストに預けら

ブランド演じる正気を失った高位の元軍人を暗殺
するミッションに送り込まれる。エネルギーが炸

れた赤ん坊を売買するブローカーを演じ、
受賞した。 の世界でキャリアを積んできた同監督の長編デ
女 優 賞 に は、 ア リ・ ア ッ バ シ 監 督 の『Holy ビュー作。

裂する衝撃的な映像の数々に圧倒されるばかりだ。

Spider』でジャーナリストを演じたザール・アミー

今月紹介した作品はいずれもカナダでの公開が

今年は 2019 年以降初の通常開催とあり、カンヌ

ル・エブラヒミが輝いた。
イランの宗教的な町マシュ

決まっており、バンクーバーでは今年か来年初頭

ハドの売春婦連続殺人犯を描いた実話ベースの犯

にも上映される予定だ。

への期待は大きく高まった。

holy spider

34
34
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stars at noon

代の若者による抵抗が描かれる。ドキュメンタリー

the eight mountains

the worst ones

tori and lokita

We are 30 years old!

トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
浄化の宮殿に流れついた物語
クイーン・ストリートをゆっくりと西進する

ストリートカーを降り、小さな砂浜 Silver Birch
Beach へと続く坂を登っていくと、たちまち空
と湖の境目が消えて一面に青色が広がってい
く様子が見える。このところ雨続きだったせ
いか、芝生は太陽を謳歌する人々で溢れてい

重宝されてきた。その美しさとは裏腹にスク

しか言いようのない作品なのだが、映画の中と

た。つられて地面に座り込んでみると頭上を

リーンの中では病院や刑務所、秘密組織の拠

同じ荘厳さをもつ浄水場内に立ち、湖から水を

ガンの群れが横切っていった。空にきれいな V

点といった役を託されているのが面白い。有

引き上げては送り出していく様子を見ている

字を描くガンの隊列を見た大人たちが思わず

名なものではリメイク版『ロボコップ』や昨

と映画の核心に触れた気がした。物語には贖え

歓声をあげる。一方で子供たちは水切りのため

年公開の『ナイトメア・アリー』などがあるが、

ない影響力がある。キャラクターには記憶や感

の石探しに熱中していた。人々の何気ない仕草

浄水場の存在感を大いに発揮したのはジョン・

情を操作する力があり、プロットには日常を再

一つが私の心を軽くしていく。無辺の青いキャ

カーペンター監督のカルト作品『マウス・オブ・

構築する力が備わっている。一つの物語を終え

ンバス中央には大きな灰色の建物がある。まる

マッドネス』だろう。

ることによって観客もまたリセットされるプ

で自然の中に鎮座して人間の威厳を知らしめ
ているかのようだ。

サター・ケインという人気小説家が失踪し、

ロセスはまさに浄化といえるのではないだろ

残された原稿を探すことになった保険調査員

うか。数多に存在する主人公の一人、すなわち

オンタリオ湖を目前に建つ浄水場 R. C. Harris

トレントは小説の中にしか存在しないはずの

この私が持ち込んだ日々のしがらみは、たくさ

Water Treatment Plant はトロント周辺に水を供

物事に出会ううちに物語と現実の境目を見

んの物語を通して浄化され、新しい物語となっ

給するだけでなく住民が散歩ついでに訪れる

失っていく。世界がケインの好きな色である

て今この頁を読んでいる人の元に流れ着く。こ

密かな名所として親しまれている。建設当時に

青色に浸食され、人々が暴走し始める中トレ

の短い文章が湖のように広大な物語の一節で

は「浄化の宮殿」と呼ばれていたのも頷ける厳

ントが見つけたもの、それは自分が主人公の

あってほしいという私の願いはいつか読む人

かな外観や、時代を超えて愛されるアール・デ

物語であった。捉えどころのない映画を数多

の手によって叶えられていくのだろう、そんな

コ調の内装は映画やテレビのロケ地としても

く生み出しているトロントにおいても奇怪と

希望さえ持てる場所であった。

Mini English Lesson
Did you make a mistake? Please use these natural phrases to explain:
to goof up = to make a mistake

I'm sorry I kept goofing up yesterday. But I won’ t goof up today.
to mix-up = to make a mistake due to confusion.

I am sorry. I picked your mittens up because I mixed them up with mine. Please excuse me.
to put your foot in your mouth = to say something inappropriate or embarrassing.

Unfortunately, I put my foot in my mouth when I told Jean-Pierre that I don't like French wine.
Now, make a reason to use this English, TODAY!

www.thefraser.com
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「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）

３0 年前のこのコーナーから
にゃいん・わん・わんのコーナーは、30 年前にふれいざーが創刊さ

使用済みの切手などを寄付してくださいました。ふれいざーはそれ

れたときから現在まで、継続して動物愛護に関するニュースをお届け

らの回収のため、月に何回もグレーターバンクーバーを東奔西走し、

しています。

SPCA やシェルターに届けていました。

当初はローカルの動物たちのレスキューに関する話題や、どうやっ
て私たちが彼らをヘルプできるのかなどが中心に紹介されていました。
また、シェルターから養子にしたペットとその飼い主を紹介したり、

今回、創刊第２号、30 年前の 1992 年７月の 15 日号に掲載されたあ
る犬と飼い主のシェルターでの出会いのストーリーをご紹介します。

シェルターの動物たちを援助するための呼びかけなどを常に行ってい

今でこそレスキュー犬・猫をアダプトするのは一般的になりました

ました。具体的には、シェルターやドッグポンドからの養子縁組の推

が、当時日本人・日系人の中では、まだまだそのようにしてペットを

奨に加え、不要となった毛布やシーツ、タオルなどの、シェルターが

手に入れることは普及していませんでした。

必要とするものの寄付、使用済み切手の寄付などです。

シェルターでは、今でも多くの犬や猫たちが、新しい家族の出現を

それに応えて、多くの読者の方がご家庭にあるタオルや毛布、また

待っています。

出会い
マックスが保護されたのは、２月３日の昼過
ぎだった。車の急ブレーキの音と鋭い悲鳴を聞

食わずで放浪していたと思われた。

ど人に尾を振ることもなく、吠えたり、他の犬

シェパードと何かの雑種のようであったが、 に反応することもあまりなかった。それが本来

きつけて近所のＳ氏が外に出てみると、道路端

毛並みは荒れ、首輪はしていたものの鑑札もつ

の性格から来るものなのか、それとも辛い放浪

の芝生の上に犬が横たわっていた。はねた車は

いていなかった。SPC A は彼を、保護された道路

生活の結果の無表情なのか、あるいは事故によっ

そのまま走り去った様子で、先の角を曲る赤い

の名にちなんでマックスと名付けた。

て他者への不安を解くことを忘れてしまったの

色がチラと見えただけだった。激しく上下する

手厚い看護の甲斐があり、マックスは日に日

か、スタッフにはわからなかった。

犬の腹でまだ息があるのを見て取ったＳ氏は、 に元気を取り戻した。もともと健康な若い犬の
慌ててもう一度家に駆け込み、SPCA に通報した。 ことでもあり、傷が癒えるのにたいした時間は

マックスは、それでも犬らしく散歩を好み、ボ

ギブスをはずし、自分で歩けるようになった

SPCA の車が来るのに 10 分とかからなかった

要しなかったが、両後足を骨折した犬の世話は

ランティアの人が散歩に連れ出す時には少しは

が、目をとじて殆ど動かない犬の身を案じるＳ

想像以上に大変なものがあった。とりわけマッ

生き生きとしているように見えた。すっかり傷

氏にとっては、30 分程にも思えたという。駆

クスのような大型犬のトイレの世話は、並大抵

が癒える頃には肉もつき、毛艶もよくなって、

けつけたレスキュー車によって犬はすぐにバン

ではなかった。また、マックスはそれまでの空

無表情な様子がかえってどっしりとした貫禄を

クーバー SPCA 内のアニマルホスピタルに運ばれ

腹を取り戻すかのように食べ物を欲しがったが、 感じさせるようにすらなった。

た。

散歩の出来ない犬にとって食べ過ぎはとりわけ

その頃からマックスの里親探しが本格的に始

犬は後両足を骨折しており、またショックで

よくない。痩せこけた空腹の犬の欲しがる餌を

始まった。里子を欲して訪れる人が選んでくれ

脳震とうを起こしていたが、心配された内臓破

控えることは世話をしている人間にとっても辛

るのを待っているばかりでは、いつ里親が現れ

裂等はなく、命に別状はないということがわかっ

いものがあった。

るかわからない。スタッフは、飼ってくれそう

た。しかし犬はがりがりに痩せ、長い間食うや

マックスは非常におとなしい性絡だった。殆

な心当りをたずねたり、ボランティアの人を通

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

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

里親募集！
ボランティア募集！

寄付をお考えの方は下記まで。（TAX レシートが出ます）
チェックの宛先：North Toronto Cat Rescue
郵送先住所：Fraser Journal Publishing
P.O.Box 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6

お送りいただいたチェックは責任もって North Toronto Cat Rescue にお渡しします。

Registered Canadian Charity：Number 83607 9673 RR0001

所在地がわかると猫を捨てていく人がいるため、所在地は明らかにしないことをご了承ください。ご連絡はお電話にてどうぞ。
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じて宣伝したり、様々な手をうった。テレビの

会いだった。犬たちの部屋に入るとすぐ、シュ

うマックスをおいてシェルターを出るなんて考

里親探しにも出した。しかし、いかに温和で健

ルツ氏はマックスをみつけ、おお、と小さく叫

えられませんでした。

康とはいえ、すでにすっかり成犬となり、あま

ぶとまっすぐマックスのケイジに近付いた。そ

彼が長い間あそこにいたのも神の恵みです。
私を待っていてくれたんだと思います。

り愛嬌があるとは言えないマックスを欲しいと

してその時、スタッフは、めったに振られない

いう人は現れなかった。SPCA では毎日何 10 と

マックスの尾が大きく何度も揺れるのを見たの

今は、どこに行くにもマックスと一緒です。

いう動物たちが、主人をなくしてやってくる。 である。スタッフにはその時、マックスが笑っ

マックスはおとなしくてとてもやさしい犬です。

その全てを里親が現れ

たように見えたとい

ボール遊びが大好きで、私が腕が痛くなるまで

るまでキープして待っ

う。

投げても取って来るのをやめようとしません。

ている事は到底できな

シュルツ氏は６年前

それ程エネルギーに溢れているのに、散歩の時

い。彼等は、医師や専

に 17 年間飼っていた

は私の歩調に合せてくれ、けして私の歩みを乱

門家の判断によってあ
る一定の期間がすぎれ

犬をなくした。その後、 しません。前の主人との間に何があったか、な
どんなかわりの犬も飼 ぜマックスが放浪しなければならなかったのか、

ば安楽死させねばなら

う気がしないまま、奥

その事情は誰にもわかりません。今はただ、マッ

ないのである。それは

さんと２人で暮してい

クスを救ってくれ、私と巡り合わせてくれた S

SPCA にかかわる人々

た の だ が、 こ の ３ 月、 PCAC に感謝するばかりです」

にとってとても辛い事

その奥さんにも先立た

実である。まして病気

れた。

幸せそうに語るシュルツ氏の足元にはマック

や怪我を癒し長い間世

寂しそうな一人暮ら

スがゆったりと寝そべって、彼の語る声に耳を

話をしてきた犬を安楽

しを見かねた周りの

傾けている。満ち足りた二人の姿には、百年も

死させねばならないの

人々からは、また犬を

前から寄り添っていたような、静かな信頼感が

は、本当に心の痛むこ

飼うことを何度も勧め

溢れていた。

とであった。

られたが、やはり彼は
＊

他の犬を飼う気がしな

しかし、いつかは決

＊

かったという。しかし、

断を迫られる時が来
何を想うか、マックス

る。明日になれば誰か

日々身に染みるものが

が、 ま た も う １ 日 待

動物は、他の何物もできないような方法で、

一人暮らしの寂しさは

人々の心の琴線に触れることができる。
心の交流ばかりでなく、最近の精神医療では

てばきっと……そんなスタッフの気持の表れか、 あり、とうとう今度は猫を飼うことにしたのだ。
マックスは例外的に長くシェルターに留め置か

猫ならばインディベンデントな動物だし、昔の

動物の毛を触ることが精神安定の効果があると

れていた。

飼犬を思い出さなくてすむというわけだ。そう

もいわれ、病院や療養所などでもペットと共に

して、５月 17 日、シェルターに猫をもらいに来

入院できる所が徐々にではあるが噌えてきた。

そしてもうこれ以上は置いておけないと全て
の人が考え始めた頃のある日、一人の老紳士が
シェルターを訪れた。シュルツと名乗るその老
人は、猫をもらいたいと言う。スタッフは彼を

た時、マックスと出会ったのである。

SPCA のボランティアー達は時々、彼等のペッ
トと一緒に独り暮らしのお年寄りを訪問する。

シュルツ氏：
「マックスを一目見た時、私はとても驚きまし

ペットの世話ができない為に一人で暮らしてい

たか、彼はスタッフの指し示した部屋を素通り

た。昔飼っていた犬に瓜二つだったんです。目も、 るお年寄りと、楽しい時間と温かい思い出を共
毛の色も、大きさも、座りかたまで似ていました。 有する目的で、このボランティア活動は続けら

し、隣のシェルターに入ったのである。

そして私と目が合った時、笑ったんですよ、ニ

猫のシェルターに案内した。ところが何を思っ

それが、マックスと彼の新しい飼い主との出

れている。

コっと。本当ですよ。その瞬間から、私にはも

渾身の一枚
読者の皆さんが作るページを開設します。
一眼レフでしっかり狙って撮った１枚、スマホで何気なく撮った１枚、
景色、ペット、子供や孫など、被写体は何でもかまいません。
皆さんとシェアしたいと思った１枚をお送りください。
できればタイトルを一緒にお送りください。
本名でも匿名でもペンネームでもかまいません。ご希望をお知らせください。
送り先：  info@thefraser.com
※印刷用のため、撮ったものをそのままのサイズ、レゾリューションでお送りください。
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【編集後記】 今月号は、創刊30周年記念号として、特集でもこの30
年の流れを書かせていただいた。ある読者の方からお手紙で「企業は
30年で歴史を作ると言われます」というお言葉をいただいたが、ふれ
いざーもそれなりにひとつの歴史を作ってきたのだろうか。
こうして過ぎた日々を振り返った時、ふれいざーが経験したドタバ
タよりなにより、この30年の社会の変化にあらためて驚かされた。記
憶の片隅に置き忘れていたことが次々に甦り、なによりも30年という
年月の重みを実感させられる。
この変化の激しかった30年の中でも、最も変わったのは制作環境か
もしれない。最初はワープロとロットリング、それに糊と鋏の作業だ
った。タイトルなどに使う特殊な文字が欲しいときは、シアトルにあ
る写植屋に注文し、紙焼きを郵送してもらった。パソコンを導入して
からは多少楽にはなったものの、画面は小さな14インチ。それでも
当時のパソコンとしては大きなものだった。最初は１台だったので、
それがトラブルを起こしたり変なウィルスを入れられたりすると、も
う大騒ぎで、発行日に間に合うかどうかと胃の痛くなる思いだった。
原稿は郵便かFAXで送ってもらい打ち直す。締め切りギリギリで入
稿してくる人（特にさんざんお世話になった新納基久さん）の場合は
いつもぎりぎりなので電話口で読み上げてもらい、受話器を肩と頭に
はさんで聞きながらタイプした。おかげでタイプスピードが異常に速
くなったという利点もある。
携帯などもちろんなく、出かけるときは公衆電話用に小銭をいつも
持ち歩いていた。
初めてホームページを作ったのは1995年頃だったと思う。その
とき取得したドメインネームはwww.yahho.com。yahooではなく
yahhoヤッホーである。当初は世界中の人に呼びかけるとてもよい
ドメインネームだと思っていた。ところが、yahooと間違えた世界
中の人たちからの膨大な数のアクセスがあり、どれが読者でどれが

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

間違いかもわからず、嫌がらせも横行して、とうとうこのドメイン
は手放してしまった。
いろいろなドタバタの喜劇（と悲劇）を挙げればきりがない。ラン
ダムにバックナンバーを手に取って自分の書いた後記を読むと、あん
なこともあった、こんなこともあったと、様々な事象が鮮明に思い出
されてくる。
人間はもともと手に道具をとって発達してきた生き物で、画面で見
るだけよりも物理的な媒体のほうが身に付くとは多くの研究結果が示
している。また、ミレニアル世代は電子書籍よりも紙媒体を好むとい
う統計もある。どんどんネットに侵食されて本屋が街から消えてい
く昨今にあっても、ふれいざーはしつこく“タイムレス”に固執してい
る。おそらくまだ当分このままでいくことになるのだろう。
何度も言っていることだが、たぶんふれいざーほど多くの皆様にお
世話になった雑誌も少ないだろう。本当にたくさんの方々にお世話に
なった。一緒に立ち上げた夫を始め今はすでに鬼籍に入ってしまわれ
た方も多い。30周年を迎えた今、スポンサーやスタッフはもちろん、
これまで影に日向に支えてくれた方々に、そして読者の皆様に、改め
てありがとうと言いたい。
本当にお世話になりました。これからもよろしくお願い申しあげま
す。

【エディター：

宮坂

まり】
（ps：全くどうでもよいことだが、先月号の表紙は、あのワンコのも
の言いたげな眼力が気に入って作ったモナリザのパロディだったのだ
が、おわかりだっただろうか。バックの写真も似たような色合いのも
のをもってきたのだが……。）

日本語チェック！（解答）
（出典：「日本語力」樺島忠夫編）
P. 8 答：① その友人のためならば、たとえ首を切られるようなことになって
も後悔しないほど、深い友情で結ばれた友人関係のこと。「刎頸」は首を切り落
とす意。「2 人は飲み屋で議論を交わしたことがきっかけで、刎頸の交わりを結
ぶに至った」

熟語遊び

P. 33（解答）

水

投稿、ご意見その他は下記までお送りください。

FRASER JOURNAL PUBLISHING
TORONTO: 8000 Bathurst St. Unit 1, PO BOX 30054,
Thornhill ON L4J 0B8
				
Tel: 647-588-5355 E-mail: toronto@thefraser.com
VANCOUVER: P.O.Box 64060, Clarke Road, Coquitlam, BC V3J 7V6
Tel: 604-939-8707 E-mail: info@thefraser.com

郵送購読
U.S.A. 半年 $70.00 / １年 $130.00
カナダ半年 $45.00 / １年 $70.00
日本 半年 \7,000 / １年 \13,000

お気軽にお問い合わせください。

Tel: 1-604-939-8707
info@thefraser.com
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『ふれいざー』からのお知らせ
コロナ規制もゆるんだ久々の明るい夏、皆様楽しんでお
られますでしょうか。

における唯一の一般紙媒体を絶やさないための方
法を模索しながらも、内容を減らすことを極力避け
るため、月刊のページを増やして go Local のコン
テンツを入れています。
Toronto 版はこれまで通りの内容になりますの
で、引き続きご愛読ください。
今月号は、1992 年に『ふれいざー』が創刊され
てから 30 周年記念号です。いくつかのページに
掲載されている弊誌 30 年の歩みをご一緒にお楽
しみください。
『ふれいざー』はこれからもコミュニティの皆
様と共に歩んでいく所存です。読者の皆様、スポ
ンサーの皆様、今後共宜しくお願い申しあげます。
ふれいざースタッフ一同

2020 年８月以来、コロナによるローカルコミュニティ
の分断を少しでも解消するため、
『月刊ふれいざー』に加え
て毎月 15 日に『ふれいざー go Local』を発行してまいり
ました。
しかしながら、社会生活がかなり元に戻ってきたこと、
そして物価の異常な値上がりの中で出版の継続を可能にす
るため、２年間続けた『go Local』は一旦ここで区切りを
つけることに致しました。
物価の高騰に伴う印刷費の極端な値上がり、また紙によっ
ては 223％の値上がりという信じられない状況の中で当地

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会ではみなさ
まの川柳を募集していま
す。お隙間ときに、お隙
間 だ け 書 い て、 ふ れ い
ざー宛てに郵送または電
子メールにてお送りくだ
さい。短歌や俳句も是非
どうぞ！ ※作品は、あ
ちこちのページの隙間に
掲載させていただきます。

投稿規定
投稿は 2000 字以内でお願いします。事情により掲載されない場合、また、お送りい
ただいてもすぐには掲載できない場合もございますので、ご了承ください。筆者名は
実名、ペンネームいずれでもかまいませんが、お送りいただく際は実名とご連絡先の明
記をお願い致します。なお、投稿の内容は、弊誌の意見を反映したものではありません。
送り先 :

POBox 64060 Clarke Road, Coquitlam, BC Canada
または info@thefraser.com

ふれいざー主な執筆者（五十音順）
○愛戸 のぞみ（あいと のぞみ）
： 新潟生まれ。日本で 10 年中学校の教員、
カナダで 10 年高校の教員として勤務。
○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

www.thefraser.com

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。
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