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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。
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。
７月号は、
『ふれいざー』が創刊されてから 30 周年記念号で
した。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。www.thefraser.com
『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

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

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

ジブリ商品も
入荷中！
犬猫好き
必見♡

小児から大人までご家族の
トータルケアをいたします。
診
療
時
間

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

日本語対応は水・木・金・土

Tel: 604-936-8022
158-1960 Como Lake Avenue, Coquitlam B.C.
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( モール内駐車場をご利用頂けます )
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ストーリーにて新商品を更新中 !
スキャンして Check →

GIFTS AND THINGS

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

WHISTLER SMILE GIFT

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

We are 30 years old!

from

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

Kimono Rental
&

Dressing

2007 年「つぐない」でアカデミー賞助
演女優賞にノミネートされたシアーシャ・
ローナンが、その実力を存分に発揮して
難役「ラブリー・ボーン」のスージーに
挑んだ。しかし役作りのために原作を読
むことはなかったと告白する。
「実は原作の存在は本作の企画を聞かさ
れるまで知らなかったの。でも、原作が
あるって分かっても、映画が完成するま
では読まなかった。すごくへビーな作品
だって聞いていたから、まだ私は幼すぎ
て読めないと思ったから。本当にすごい
原作で、そんな作品をピーター（・ジャ
クソン）は、とても素晴らしい映画にし
たわ。そんなワケで撮影の時は、脚本を
頼りにしたの。ものすごく良く書けてい
る脚本だったから、ブルースクリーンの
前での撮影でも特別なことは何も必要な
かったわ」
原作にあるレイプや殺害シーンは、映
画版では明示されず、観客の想像力に委
ねられているが、それでも殺人鬼ジョー
ジを演じたスタンリー・トゥッチの醸し
出す雰囲気には身の毛がよだつ。当時 13
歳のローナンにとって、共演シーンは辛
かったのではないだろうか。
「撮影の前、私たちはあまり会話をしな
かったの。スタンリーがそうしたくなかっ
たみたいね。ジョージがスージーを地下
室に誘い込むシーンは、本格的な撮影が
始まる数カ月前にやったの。スタンリー
はおろか、クルーのこともよく知らなかっ
たから、かなり不安だったけど、脚本に
すべての答えがあったし、ピーターがす
ぐ側にいて、安心させてくれた。ラッキー
なことに、スタンリーと私は、一緒にい
てなぜか居心地の良さを感じた。とても
緊迫したシーンを撮る上で、彼とウマが
合ったのは本当に助かったわ」

和装

一生忘れられない
思い出に
大切な日を
輝やかせてくれる
着物

☎ケイ 604-544-3579

Kimonovancouver@shaw.ca

www. kimonovancouver.com

www.thefraser.com

Photo : Megumi Torii（Hollywood News Wire）
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Saoirse Ronan

シアーシャ・ローナン

1994 年４月アイルランド人の両親のもとに、ニューヨークに
生まれる。９歳からアイルランド TV シリーズに子役として出て
いたが、"The Christmas Miracle of Jonathan Toomey" で映画
デビュー。同年公開された "Atonement"（邦題「つぐない」
）で
13 歳の若さでアカデミー助演女優賞にノミネートされた。同時に
ゴールデングローブ賞助演女優賞と、英国アカデミー賞助演女優
賞にもノミネートされている。2010 年に公開された「ラブリー・
ボーン」では、殺害されて天国から家族を見守る少女の役を演じ、
放送映画批評家協会賞若手俳優賞を受賞した。2015 年「ブルッ
クリン」
、2017 年「レディ・バード」
、2019 年「リトルウィメン」
では１2 の賞と８つのノミネート、アイルランドアカデミー賞で
は史上最多となる９度受賞している。
エービック

ABIC 移民＆ビザ事務所
カナダ政府公認 ICCRC#R421895

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

ABIC 代表

テリー

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

Web: www.ABICanada.com

Suite1617-409 Granville St., Vancouver, BC V6C 1T2
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バンクーバー総領事館からのお知らせ
７月１４日、カナダ公衆衛生庁は、カナダに入国する渡航者に対
する国境措置に関し、入国時の義務的な無作為検査を空港外での
実施として再開する旨発表しました。
https://www.canada.ca/en/public-health/news/2022/07/
government-of-canada-is-re-establishing-mandatory-randomtesting-offsite-of-airports-for-air-travellers.html
● 2022 年７月 19 日より、バンクーバー、カルガリー、モントリ
オール及びトロントのカナダ主要４空港に空路で入国し、ワクチ
ン接種を完了（※ブースター接種を含まない従来の定義）した渡
航者を対象に、入国時の義務的な無作為検査を再開する。
●空路による渡航者の入国時検査は、接種完了者及び一部接種者
または未接種者ともに、一部の検査機関や薬局での対面での検査、
または自身によりスワブ（拭い）を行うバーチャル検査によって、
空港外で実施される。
●ワクチン接種を完了していると認められ、無作為検査の対象と
なった空路による渡航者、及びワクチン接種を完了していると認
められない空路による渡航者には、税関申告終了後１５分以内に
Ｅメールで通知が送られる。当メールには、各地域の検査機関へ
の検査の手配に役立つ情報が記載されている。

●到着検査の結果が陽性であった場合、検査結果の判明日から 10
日間自己隔離する連邦政府の要件に従わなければならない。たと
え州及び準州において自己隔離の期間がより短くても、10 日間の
自己隔離が必要。

【感染症危険情報】サル痘にかかる感染症危険情報の発出
７月 23 日、世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長が、サル
痘の世界的な感染拡大が「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急
事態（PHEIC）」である旨認定したことを受けて、外務省では、25
日、全世界に対してサル痘にかかる感染症危険情報レベル１を発
出しました。WHO によれば、これまでにサル痘の感染は 75 か国・
地域から累計で 16000 人以上の感染症例（うちアフリカ地域から
死亡５名）が確認されています。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
PC ⇒ www.anzen.mofa.go.jp/info/
			
pchazardspecificinfo_2022T069.html
携帯⇒ www.anzen.mofa.go.jp/m/mbhazardinfo_2022T069.html

出発前には海外安全ホームページをチェック！ www.anzen.mofa.go.jp

在バンクーバー日本国総領事館

yoshi & yoshimi

電話：1-604-684-5868

www.facebook.com/mauvehair
Like us on Facebook
Richmond:Suite120 - 8033 Saba Rd.
Richmond, BC Tel: 604-370-6519
Burnaby: 5305 lane St. Burnaby BC
		
Tel: 604-292-6598
スタイリスト募集中

BMO
●

Saba Rd

Buswell St

No.3 Rd

Westminster Hwy

メール：consul@vc.mofa.go.jp

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

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

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

H
F

引っ越しました！
ご用命はお電話で。

はなもフローリスト
Tel: 604.

685. 3649

日本他、海外にもお花を送れます。

www.hanamoflorist.ca

info@hanamoflorist.ca

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

We are 30 years old!
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from Hollywood Saoirse Ronan シアーシャ・ローナン
領事館からのおしらせ
目次
My Favorite Things THE BAG.CA
New CD music freak
コミュニティ・イベント
トピックス
カナダのニュース「防犯ブザーを議員に 脅迫や嫌がらせ頻発で」
世界のニュース「『破産』宣言のスリランカ 民衆の暴動激化、大統領は国外に逃亡」
BC 州からのお知らせ
＜カナダ日系社会 145 年史＞セミナーをズーム開催
オーマイガー・サイエンス 「オオカミはいつ頃イヌになったのか」

日本の企業社会 中根 雅夫
知っておかなければならない「アメリカで起こっている共和党アジェンダが人権を脅かす」
ニコニコ生活・小統計 阿部山 優子
バンクーバー歴史散歩「110 年前の旅行案内（２）
」 飛鳥井堅二
Healthy Life / 世直しボクサーから子どもたちへ Round 19
イベントレポート 「お国自慢 I Love My Hometown 山形編」
BETTER HOUSE BETTER LIFE「身体にいい水の話」
■遺言書 ■委任状 (Power of Attorney)
■不動産登記 ( 不動産売買時等 )
■居住証明 ■サイン証明 など

Happy Parenting ＝多文化社会の子育て 水田 愛 / 今日は何の日？
自然と生きる「記憶に残る野生との出会いー２」 高橋 清
自分ちでほろ酔い気分 お勧めカクテル＆モクテル

* 日本の司法 / 行政書士業務とは異なる場合がありますので

コミュニティイベントニュース・お知らせ
特集：Escape from Pale Blue Dot 2 ―天文学新時代の幕開け―

ご確認ください。

吉田ノータリーパブリック

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

ミューラルアートの力
窓を開ければ港も見える「海を渡る工業製品」 阿川 大樹
めぐる夢 第二章『とまどいのあとさき』（１） 島本 妙
そうだ！ 起業しよう ! ―誰でもできるカナダでの起業 How To ホリンジャー・アンジェラ
神々の民 アイヌ文化伝承「アイヌ二等兵」
御伽草子「梵天国（44）」 広滝 道代
「僕の Onsen Quest Story」（９） 佐々木

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

豪

星の話 小笠原 行秀
Great Cinema Alley 映画会再開のお知らせ
わたしからあなたへ――投稿のページ

隣組からのお知らせ
ワタシは白系日本人番外編「８月―お盆法要」ランメル・チャック / 娘と私のおにぎり日記
クラシファイド
コミュニティ掲示板 /
コミュニティ ズーム・イン
「次の停車駅は？ 最高の列車映画」レイモンド・トムリン
トロント映画記「Connecting the Dots」Kaori Gavrilovic
私の渾身の一枚

にゃいん・わんわん・かんぱにー「歴史的快挙 4,000 頭のビーグル犬救出」

隙間川柳
日本語チェック ( 答え P.54)
sudoku break( 答え P.51)
熟語遊び ( 答え P.54)

47
51
54
54
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My Favorite Things

ここ数年 SDG's が話題。同時に日常生活でエコバックは欠かせません。
今回は「Rethink Plastic」がモットーのおしゃれで環境に優しい Market
Bag ブランド、THE BAG.CA をご紹介します。
オーナーのアンジェリカさんが THE BAG.CA をスタートしたのが 2018
年。きっかけは溜まったプラスチック袋を幾度リサイクルしても直ぐ
同じ状態になることや、本来もっと美しくあるべき San Andres Island
Colombia の海辺に、流れついたプラスチック袋が散乱した光景を見て落
胆したから。彼女に共感する方も多いのでは？
通気性や保温性に優れ、耐久性も高いジュート（黄麻）生地使用の
Market Bag は、そのナチュラルな質感とレザーハンドルがスタイリッシュ
だと大人気です。バッグの内側はラミネート加工され飲み物をこぼしても
簡単に拭き取れるし、型崩れしないので普段の買い物もビーチやプールへ
のお出掛けにも使えます。
Vancouver、Toronto、Montreal、Whistler 、Tofino、Yaletown 等 カ
ナダの都市や町の名前がプリントされた Market Bag は、Mini、Pettie、

THE BAG.CA

Tote、Large の４サイズ（＄35 ～＄50）でナチュラルとブラックの２色。
自分が住んでいる都市や訪れたい場所の名前を選んだりと楽しめます。
ショッピング用のエコバック以外にインテリアとしても使ったり、プレゼ
ントを入れてバッグごと贈るリピーターさんもいます。
Big Poppas（$35）は荷物多めのお出掛けデーにピッタリなトートバッグ。
ヨガやジム、ピクニックに必要な荷物が全部入る便利なビッグサイズです。
新作の The Wine Bag は仕切り付きが欲しいお客さんのリクエストから誕
生しました。パーティーにワインを持ち寄る時にも使えますね。
好きな都市名を選べるカスタマイズは 2022 年末又は 2023 年にスター
ト予定。
去年は売り上げの一部を Mossom Creek Salmon Hatchery に寄付しま
した。今年の夏は Friday Night Shipyards (North Van)、Khatsahlano Day
(Vancouver) 、Harmony Arts Festival (West Van) に参加しています。
“It is time to Rethink Plastic.”
				
		
（H.J.）

www.thebag.ca
の

サーモンコラーゲン基礎化粧品
乾いたお肌対策・潤い・美白に

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

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

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

August

“BORN FOR THIS MORMENT”
Chicago

“18”

Jeff Beck and Johnny Depp

結成が 1967 年と聞

これは奇跡の共演だ

い て、 本 作 が 通 算 38

と、メディアがこぞって

作目と聞いて、そして

報じるのは、共同名義で

今なお第一線と聞い

リリースした、伝説のギ

て、人はどんな感想を

タリスト、ジェフ・ベッ

抱くだろう。ロックに

クと俳優ジョニー・デッ

ブラス・セクションを

プによるスタジオ・アル

取り入れ、ブラス・ロッ

バム『18』だ。デップ

ク・バンドとして半世

と言えば、映画スターと

紀にわたって世界中の

してだけではなく、アリ

ファンを虜にし続けて

ス・クーパーやエアロス

きた音楽界の伝説的存

ミスのジョー・ペリーと

在、シカゴ。創立メン

組んだバンド、ハリウッ

バーは実に 70 代だ。

ド・ヴァンパイアーズの

さて、新曲全 14 曲を収録した 2 年半ぶりのオリジナル・アルバム

シンガー兼ギタリストとしても活躍していることから、この共演はさほど

『BORN FOR THIS MORMENT』は、シカゴというバンドの異次元とも

驚くことではないかもしれないが、やはり超ビッグスターのコラボには注

言えるさらなる進化を見せつけてくれる、可能性と創造性に溢れた一

目が集まる。

枚だ。創立メンバーの一人、リー・ロックネインが語るように、「再

本作にはデップのオリジナル２曲のほか、ロックやソウルを中心に

生ボタンをオンにした瞬間から、予想もしていなかったサウンドが聞

した多数のカバー曲が収録されており、二人による全13曲が堪能でき

こえる」わけだが、1 曲目の表題作、2 曲目の先行シングル『If This Is

る。例えば初のコラボ作として2020年に配信されたジョン・レノンの

Goodbye』
、3 曲目の情熱的な『Firecracker』と聴き進めるにつれ、彼

「Isolation」やヴェルヴェット・アンダーグラウンドの「Venus In Furs」、

らの才能が無限であることを改めて思い知らされることになる。

エヴァリー・ブラザーズの「Let It Be Me」、マーヴィン・ゲイの「What’s

一方で、ロバート・ラムが「僕たちはみんな同じ人間で、同じよう

Going On」など。このほか、ビーチ・ボーイズのカバーなどもあり、ベ

な痛みや歓びを経験している。未来のリスナーが僕たちの音楽を聴き

ックのギターとデップのアーティスティックな感性が余すところなく楽し

ながら、こういった感覚を感じ取ってくれたら最高だね」と述べてい

める1枚となっている。

るように、進化とともに普遍性にも切り込んだ世界観に注目したい。

二人の付き合いは５年以上。デップはベックの英国ツアーにもゲスト出
演しているといい、相性の良さが伺える。

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。

www.thefraser.com

Cheena

お届け先 1 件につき
お買い上げ商品
金額 $150.00 以上で

送料無料！

Email: mail@cheena.com

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

Great Cinema Alley
グレート・シネマ・アレイ

再開第２回

日 時 ：８月 23 日（火）5:30pm 開場 6:00pm 開演
場 所： 隣組 Tonari Gumi
（42 W 8th Ave #101, Vancouver, BC）
料 金：ドネーション
お問合せ：Tel:604-939-8707
e-mail：info@thefraser.coom
上映作品：『ひまわり』
（ I Girasoli ）
・1970 年
・フランス / イタリア / ソビエト連邦 / アメリカ合衆国

詳 細：本誌 41 ページを参照
この映画が撮影されてから半世紀。舞台となったウクラ
イナの悲劇が再び甦ります。一面に広がるひまわり畑とヘ
ンリー・マンシーニの美しくも切ないメロディは、いつま
でも心に残っていることでしょう。ソフィア・ローレン、
マルチェロ・マストロヤンニ、リュドミラ・サベーリエワ
らの極めつけの名演と共に映画の醍醐味を堪能しましょう。
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We are 30 years old!

トピックス

新型コロナ感染症の 4 回目ワクチン接種

内縁関係の夫婦が増加

オンタリオとケベック州で新型コロナの第七波が確認される中、州に

2021 年に実施された国勢調査で、カナダの家族形態は、かつて主流だっ

よっては４回目のワクチン接種を受けられる年齢を引き下げるところも

た核家族が枝分かれし、子供のいない内縁関係の夫婦が増加していること

出てきている。６月末に予防接種に関する国家諮問委員会は、秋のブー

が分かった。具体的には、一緒に住んでいるカップルのうち 23% が婚姻

スターキャンペーンのガイドラインを発表したが、カナダでは３回目の

状態にないことが判明しており、この数字は、G ７の中でトップであった。

ブースター接種を受けていない人は約 51% に上っている。感染症の専門

カナダ統計局は 40 年前の 1981 年から「内縁関係の夫婦」について記

医は、
「最もリスクの高い人達には４回目、まだ３回目を受けていない一

録を取り始めたが、その数は急激に増加しており、40 年の間に５倍になっ

般の人達には３回目の接種を受けることを強く勧める」と話している。

ていると言う。一方、同期間で結婚している夫婦の数は緩やかに増加、

州別の接種可能なカテゴリーは次のとおり (7/14 現在）
。

25% の増加に留まっていた。カナダ統計局の上級分析官は、
「これは、カ

From
: Stan歳以上で前回のブースター接種から６ヶ月が経った人全て（秋に
W - Escapes.ca 604-685-6885 ext 528, stan@escapes.ca Ad run date : n/a
BC：12
Date : 26 April 2016
File name :
Title
:
Dimension 歳
: n/a
接種することを奨励）
。70 歳以上の高齢者、高齢者施設の入居者、55
ublication :
Colour Type : Colour

ナダの社会変化、潜在的にはカナダ文化の宗教からの分離が原因だろう。
子供のいないカップルが内縁関係の夫婦であることが多い」と分析してい

以上のファーストネーション、免疫不全の人に接種奨励。アルバータ：

る。内縁関係の夫婦が多いのはケベック州で、カナダ全体の内縁関係の夫

70 歳以上、65 歳以上のファーストネーション、メティス、イヌイット。

婦の 43% がケベック州に住んでいる。

Pantone 314 C
Pantone 313
サスカチュワン：前回の接種から少なくとも４ヶ月経った
50C 歳以上の人。

Pantone
1505
C
一方、
少子化も進んでおり、
1981 年には 64% のカップルに子供がいたが、

マニトバ：50 歳以上、30 歳以上のファーストネーション、メティス、イ

2021 年には 50% に減少していることも分かった。2020 年のカナダ統計局

ヌイット、高齢者施設の入居者、18 歳から 49 歳までの中等度・重度の

のデータによれば、女性一人が産む子供の数の平均は 1.4 人となっている。

免疫不全の人。オンタリオ：少なくとも５ヶ月前に３回目接種を受けた

skyland.ca サービスカナダから返金要請の E メール

18 歳以上。ケベック：18 歳以上、優先順位は 60 歳以上、疾患やコロナ

に罹患すると合併症のリスクが高い人。ニューファウンドランド＆ラブ

サービスカナダからだという E メールを開けた途端、警戒信号が点滅し

ラドール：全ての 50 歳以上（7/20 以降）
。ニューブランズウィック：最

たと話す人が増加中。政府のロゴがおかしい、文字が黒ではなくグレーで

後の接種から５ヶ月以上経った全ての 18 歳以上。ノバスコシア：最後の

書かれている、英語でなく仏語が最初に書かれている、等々。メールに書

接種から 168 日以上経った 50 歳以上、高齢者施設の入居者、55 歳以上

かれているのは、
「あなたは最初に認められた以上のベネフィット (CERB)

のファーストネーション、
50 歳以上の免疫不全の人。PEI: 全ての 12 歳以上。

を受け取っています！」そして、リンクと 1-800 番号の記載もある。

Your Travel Specialists
カナダ中央銀行大幅な利上げ

以上が詐欺監視機構にこの E メールの報告をしていると言う。しか

これは、また新種の詐欺か？と思うのも無理はない。事実、150 人
Your Travel Specialists

カナダ中央銀行は、インフレが予想以上に進んでいることを受けて金

し、これは詐欺ではない。サービスカナダは、2020 年３月以降、EI-AE.

利を１% 引き上げ 2.5% にしたと発表、1998 年以来 24 年ぶりの大幅引き

ServiceCanada@canada.gc.ca というメールアドレスから 2620 万件のメー

上げとなった。この背景には、ウクライナの戦争や、未だ解決されない

ルを配信しており、月約 2000 ドルの給付金 CERB の支払いに関するメー

サプライチェーンの問題、そしてカナダの国内市場における需要過剰な

ルも含まれている。サービスカナダは、170 万人にこのメールを送付して

どがあると中銀は報告している。今年５月にカナダの消費者物価指数は

おり、メールには「30 日以内に記載のトールフリーの電話番号に電話す

Your Travel Specialists

Your Travel Specialists

7.7% に到達、インフレを２% 程度に抑えたい中銀は、政策金利の度重な

るかリンクをクリックして情報を記入し、政府に返金すべき金額の確認を

る利上げの実施に踏み切ったが、
「インフレは一段と高く持続的になって

することが必要」と書かれている。

いる」と判断し、更なる利上げが必要との見解を示した。中銀のマック

カナダ不正防止センターでは、
「サービスカナダの返金要請を語る詐欺

レム総裁は、
「利上げは今年一杯続き、
３% を超えるだろう」と話している。

がいくつも発生しているので警戒することは必要だ。サービスカナダも、

また中銀は、2022 年度の GDP 成長率を 3.5%、2023 年度は 1.75% と予

通知方法を E メールではなく、より安全な手紙にすることを検討すべきだ」

想しており、借り入れ金利の上昇に伴い、住宅市場は、2022 年度後半か
Your Travel Specialists
ら 2023 年度前半にかけて縮小すると見ている。

と話している。

Your Travel Specialists

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

Your Travel Specialists

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

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

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

www.thefraser.com

Your Travel Specialists

E-mail: info@skyland.ca

アルカディアホームズ

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

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

・フレーミング・ドライウォール・ペイント

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

・作りつけ棚

その他、一般大工仕事

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

電話：604-996-1270

( 後藤 )

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

防犯ブザーを議員に

脅迫や嫌がらせ頻発で

カナダでは近年、国会議員への脅迫や嫌がら

叫び、何かを投げる様子が捉えられている。ト

シン氏は後日この件について、
「キャリアの

せが頻発している。深刻化するこうしたハラス

ルドー首相は後に、投げられたのは小石だった

中で最も激しく、
脅迫的で侮辱的な攻撃だった」

メント問題を受けて、緊急事態に遭遇した場合、

と述べている。

と述べた。周りのスタッフも安全でないと感じ

警察に通報できる防犯ブザーが議員に配布され
ることが明らかになった。

トルドー氏をめぐっては、昨年の選挙前に、

同じく NDP のヘザー・マクファーソン議員

防犯ブザーの導入は、自身も殺害予告を受け

の公衆衛生措置に対し激しい怒りを示す数十人

は家族の安全を懸念していると語り、ペットの

たことのあるマルコ・メンディチーノ公共安全

の抗議集団がトルドー氏の遊説先を追いかける

犬の殺害予告を受けたこともあると述べた。

相によって発表された。メンディチーノ氏は
「オ

という事態に発展しており、この投石事件の一

自由党のジュディ・スグロ議員は、抗議行動

ンラインに散見される非常にネガティブで有害

月前にも警備上の理由から、イベントが中止さ

が活発化されやすい昨今は、
多くの政治家が
「身

な投稿」に深い懸念を抱いていると述べ、防犯

れていた。

の危険を感じている」と話している。自身は防

ブザーは政治家の安全を確保するための一助と
なると説明した。

また、2020 年には、銃で武装した男がトルドー

犯ブザーを携帯していなかったが、誰かが自宅

首相と家族が暮らす住宅の門をトラックで突き

までついてくるということを経験してからは、

また、議員には自宅に設置するカメラや警報

破って侵入。男は首相と話したいと主張したが

考えを改めたという。
「女性は攻撃されやすい

機などの防犯装置も提供され、暴力沙汰となる

逮捕され、後に有罪を認めた。男は SNS で陰謀

と感じる」と語り、
「残念ながら今の社会は困

可能性の芽を摘むための訓練も用意されるとい

論「Q アノン」について投稿していたという。

難な時期にあるため、怒りと不満でいっぱいの

う。その上で議員にとっても国民にとっても
「暴

さらに今年 5 月には、ブリティッシュコロン

言や身体的な暴力、その扇動や殺害予告などを

ビア州で自由党の政治献金イベントに出席する

一切介するすることなく、活発な議論ができる

予定だったが、会場の外での抗議行動が加熱す

場が必要」であると強調した。

る恐れがあったため、出席をとりやめた。

人々が沢山いる」とも述べた。

議員への攻撃はイギリスでも
議員に対する暴言、脅迫、迷惑行為はイギリ

メンディチーノ氏自身も今年 5 月、個人が拳

今年の 2 月と 3 月に、ワクチン義務化に反対

スでも問題となっており、議員の 5 人に 1 人

銃を所有することを全面的に凍結する法案を議

するトラック運転手らの「フリーダム・コンヴォ

が「攻撃の対象となったことがある」
、
「身の危

会に提出した後、脅迫を受けていた。

イ」やデモ隊がオタワを占拠し、抗議が繰り広

険を感じている」
と回答したという調査もある。

一部の政治家からはかねてより、王立カナダ

げられた際には、トルドー首相と家族は安全を

一方、多くの議員は自身が攻撃されることは

騎馬警察（RCMP）が議員の安全を守ることを

確保するために非公開の場所に避難していたと

ある程度想定できるとしても、家族や事務所の

任務としながらも、嫌がらせの懸念を深刻に捉

報じられている。

職員が危険にさらされることに大きな懸念を

えていないと批判する声が出ていた。

トルドー首相は投石の被害に
政治家の中で、最も嫌がらせや脅迫の矢面に
立たされることになるのは、首相かもしれない。

抱いており、これが原因で辞職を考える議員も

不安にさらされる議員ら

いる。

シーク教徒であり、初の非白人連邦党首となっ
たインド系のジャグメート・シン NDP 党首も嫌

実際に殺害事件も起こっている。
2016 年には労働党の女性下院議員ジョー・
コックス氏が地元で有権者との対話集会を開

がらせの対象になることが多い。

ジャスティン・トルドー首相は昨年の総選挙

シン党首は 5 月、オンタリオ州ピーターボロー

の際、遊説先のオンタリオ州ロンドンで抗議集

でのキャンペーンに訪れていたとき、腹を立て

団から小石を投げつけられた。SNS に投稿され

た抗議者から嫌がらせを受けた。動画では、暴

また、昨年は保守党のサー・デイヴィッド・

た映像には、集会を終えて SP らに囲まれバス

徒がシン氏に向かって「裏切り者」と叫び、
「死

エイメス氏がこちらも地元選挙区で有権者と

に乗ろうとするトルドー氏に対して抗議集団が

ねばいいのに」との暴言を吐いている。

懇談会で、刺殺された。

開講クラス（2022 年 9 月〜）◆

幼児クラス、総合クラス、会話クラス、個人レッスン、アニメクラブ
◆ 毎週月曜日・水曜日 ◆
時間 4:30pm 〜 6:10pm、6:20pm 〜 8:00pm

◆

お気軽にお問合せください
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みえ

email general@surreyjls.com
web https://surreyjls.weebly.com
住所：10167 148 Street, Surrey, BC

――森下

◆

あなたの心の隙間に

◆

隙間川柳の会

サレー日本語学校

転移性癌だと笑う濡れまつ毛

日本語教師 ＆ 生徒募集
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たという。

新型コロナウイルスワクチンの義務付けその他

催していたところ、繰り返し銃弾を浴び、その
後数回刺されて死亡した。

604-267-9500

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

#100-8206 Ontario St,
Vancouver, BC

www.dogsmart.ca

日本語による，
個人授業及びサポート。
お問い合わせ
masumi@dogsmart.ca

We are 30 years old!

世界の出来事

「破産」宣言のスリランカ
1948 年にイギリスから独立して以来、最悪
の経済危機に直面するインド洋にある島国・ス

民衆の暴動激化、大統領は国外に逃亡
一族支配が招いた混乱

しようとする「真珠の首飾り戦略」を展開し

国を破産に追いやったのは、
「ラジャパクサ一

ており、こうした地域の政治的に不安定な国

リランカでは、
ウィクラマシンハ首相が 7 月 5 日、 族」による政治の私物化がそもそもの原因である

に対し、積極的に貸し付けを行っているが、

議会で破産を宣言した。

スリランカもその対象国の一つだった。

と指摘されている。

同国は急激なインフレや貧困、原油不足、停電、

スリランカでは 2005 年より、今回国外に逃亡

ただ、対外債務に占める中国の割合は 1 割

物流の停滞などに見舞われ、3 月ごろから国内

したゴタバヤ氏と首相を辞任したマヒンダ氏が兄

程度で、日本の割合と変わらず、破産はこの

各地で大規模なデモが頻発していた。こうした

弟で首相、大統領、大臣という地位を歴任し、国

ほかさまざまな要因が重なり合ってのことだ

中で追い討ちをかけるような破産宣言に国民の

政を支配。さらに他の親族や身内に近い人物らで

とされる。

怒りは頂点に達し、7 月 9 日には 10 万人規模の

内閣、州知事、国有企業の主要ポストを独占支配

デモ隊が大統領公邸に乱入、占拠した。また首

し、汚職に歯止めが効かなくなっていた。

相の自宅には火が放たれた。ゴタバヤ・ラジャ

独立以降、民主主義国家を維持してきたものの、

コロナとウクライナ侵攻と農業
このほかの要因としては、新型コロナウイ

パクサ大統領は軍用機で国外に脱出、モルディ

一族による独裁政治は 15 年以上に及び、政官財

ルスにより主要産業の観光業が長期間打撃を

ブに逃亡した後、辞表を提出するという前代未

は腐敗しきり、同時に返せないほどの借金をして

受け、海外にいる出稼ぎ労働者からの送金が

聞の事態に陥った。

まで国民にとって無用のインフラ整備に莫大な資

減り、外貨が入手できなくなったことや、そ

金を投入するなど、無謀な政策が今回の深刻な経

こにロシアのウクライナ侵攻で食料や原油の

済危機を生じさせたとされる。

価格上昇に拍車がかかり、首が回らなくなっ

危機的状況、長期化は必至
スリランカは昨年 6 月の消費者物価指数が前
年同月比で 54.6％上昇するという急激なインフ

たことが挙げられる。

膨張した対外債務

原油はシベリア産の 9 万トンが 5 月に購入

レに喘いでいる。ウィクラマシンハ首相はイン

スリランカは 2000 年代、シンガポールのよう

された後、外貨が底をつき、スリランカ国営

フレ率について「今年の年末までに 60 〜 70％

な金融港湾都市を目指し、対外債務を膨らませな

の石油会社も多額の負債を抱えていることか

に達するだろう」とも述べており、現在の危機

がら開発を進め、ラジャパクサ一族の地元である

ら、燃料の輸入ができない状況。国内すべて

的状況は長期化が避けられないとみられている。

南部ハンバントタのインフラ整備にとりわけ力を

のガソリンスタンドではガソリンや軽油の入

入れた。

荷が未定で、休業を余儀なくされている。ま

また、極度の原油不足により運輸コストは
128％、食料品は 80％上昇するなど、市民の生

一方で大幅な減税を実施。野党や経済専門家の

たガスも不足しており、レストランも休業を

活は完全に麻痺状態に陥っている。とりわけガ

意見には耳を傾けず、国際通貨基金（IMF）に支

強いられている。一般家庭は薪を使用するな

ソリン不足は深刻で、炎天下のなか長蛇の列の

援を要請することにも消極的だったといい、破産

どして、その場をしのいでいる。

給油所で自動車に乗って数日間並んでいた 60 歳

時の債務は約 500 億ドルに達していたとされる。

さらに農業も、もう一つの大きな要因とし

の男性が 5 日、車内で亡くなっているのが発見

対外債務の相手国の一つが中国だったが、中国

て挙げられている。スリランカは 2021 年に

された。さらには 1 日に 10 時間以上も停電が続

への借金の返済が不可能になったことで、借入時

化学肥料と農薬が全面禁止となり、無農薬・

くなど、市民の怒りが爆発するのは避けられな

に担保にしていた南アジア最大の港ハンバントタ

有機農業への強制的な切り替えが行われた。

い状態。

港が中国の国有企業に 99 年間リースされること

これにより、農業の生産力が激減し、自給自

になり、スリランカは外資調達の頼みの綱を失っ

足にも困難が生じるようになった。紅茶や米、

た。

野菜などの栽培が盛んな国内東部では、トウ

責任を取るかたちで 5 月にマヒンダ・ラジャパ
クサ前首相が辞任したが、状況が改善される見込
みはなく、新首相によって破産が宣言された。

中国は南シナ海からマラッカ海峡を経て、イン
ド洋、ペルシア湾に至る海上交通路を整備、拡大

モロコシの生産は６分の１に、コメの収穫も
半分以下になっていいるという。

気持ちよく、きれいに洗える

Kawa
Renovations

爽快シャワー
MADE IN JAPAN
バンクーバーで最も安い価格

www.showertoilet.ca

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

Tel: 604-899-8001

#1623-4500 Kingsway(@Willingdon) Burnaby, B.C.

kawarenovations@gmail.com
－－－－－小さな仕事から改装まで－－－－－

電気工事、バスルーム、キッチン改装、ラミネート、
タイル、ハードウッドフロア、内外装ペイント、デッ
キ防水加工、フェンス、ドア、コンクリート補修、
水道、かべ補修、棚、キャビネット、畳小上がり

Open Mon-Sat, 11am - 6pm

www.thefraser.com
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カナダ BC 州政府からのお知らせ

教育・育児省
2022 年 6 月 29 日

反人種差別に関する討論会で行動計画への声が一層高まる
［ビクトリア市］― 40 余りのコミュニティ団体を始め権利保持者、

Against Racism〕プログラムの支援、人種差別反対や多様な文化的な

先住民パートナー、教育パートナー、生徒らが教育分野における反

歴史についての指導支援に教育者のためのガイドの作成、そしてユー

人種差別への取り組みに関する大臣主催の第３回コミュニティ討論

ス対話シリーズの開催などが含まれています。

会に参加しました。

2020 年と 21 年には BC 州民は不寛容さ、不公平、人種差別など多

パートナーの面々は討論会の席上で教育制度内における人種差別

発する深刻な事件を経験しました。カナダだけでなく世界中で様々

についての現状と対策を協議し、同時に州のＫ -12 反人種差別行動

な形で差別や憎悪を露わにしたり、言動が増えたことなどで同様の

計画作成の参考資料となるように最終的なフィードバックを行いま

ことが明らかとなりました。COVID - 19 によるパンデミックは、BC

した。

州を始めカナダ全国を通じて人種差別を受けてきたコミュニティが

「一丸となって取り組むことにより、私たちは微妙な人種差別か

直面してきた傷つきやすさや不公平をより深刻化させました。

ら明らかな差別まで様々な差別の撲滅に向けて前進しています」と

人種差別を予防し終止符を打つために一人ひとりが力を合わせる

語るジェニファー ･ ホワイトサイド教育・育児相は、さらに「反人

中で、政府並びにそのパートナーは BC 州における差別の影響につい

種差別に関するコミュニティ討論会は、各人にとって参加の機会の

て若い世代を教育し、また人種差別の対応に必要な知識とスキルや

みならずストーリーを始め個々の内省や考えから学ぶ機会となって

態度を育成できるように支援することにより、先頭に立ってインク

います。過去に起こったことは変えられませんが、歴史的でしかも

ルーシビティとすべての民族の人々を受け入れる未来のリーダーの

現存する不正と不公平を認め、そこから得られる教訓を学び、そし

世代を育成しています。

てそれらについて教えていくことにより、私たちは人種差別を容認
しない未来を創造するために力を合わせて改革を行っていくことが
できます。この場をお借りしまして参加者の方々の貴重なご意見に

早わかりファクト

お礼を申し上げます。いただいたご意見により、教育・育児省が長

・ BC 州の 60 の教育学区並びに私立校すべてに、安全な学校にする

期にわたって、反人種差別戦略の方向付けするための参考になりま

ための調整役が配置され、BC 人権規約に沿った行動規範、方針が
整備されています。

した。今後すべての児童生徒やスタッフ、そして父母を始めご家族
の方々にとって自分の居場所があることを実感できる文化を形成し

・ これらの行動規範と方針は人種、皮膚の色、先祖、出身地、宗教、
既婚・未婚の別、家族状況、身体もしくは精神障害、性別、性的指向、

ていくために役立てます」と述べています。

性自認または性表現、年齢、階級に対して学校では全く差別のな

討論会には分科会セッションと参加者がフィードバックを提供す

いことを確約したものです。

るために意見を共有できるグループも設けられました。アジェン
ダには州全体からの生徒らとホワイトサイド大臣との間で今年初

・

BC の ERASE（Expect Respect And a Safe Education〔互いを尊

めに開催された教育大臣のユース対話シリーズ〔Minister's Youth

重する安全な教育を求める〕）戦略は、事件の通報を匿名で行える

Dialogue Series〕を通じて話し合われた事柄や推薦された事柄につ

オンライン通報ツールなど多くの方法を用いていじめ対策、人種

いての生徒によるプレゼンテーションも行われました。

差別、他のあらゆる事情による差別を含む有害な行動に対処する

「学校など我々の制度は植民地政策による偏見に根差しており、今

ものです。2021 年にＥＲＡＳＥの Web サイトは、幼稚園児から

もなお先住民を始め黒人、有色人種の人たちに苦痛を与えています」

12 年生までの児童生徒をはじめ、教育者、父母や家族の方々向け

と切り出したラチナ・シング BC 州反人種差別イニシアティブ担当

に人種差別の見極め方についてより詳しい内容を提供するために

政務官は、また「人種差別に関するコミュニティ討論会を通じて、

拡充しました。このアップデートには成人やあらゆる年齢層の子

何世代にも亘って人々を抑圧してきた障害要素を取り除き、我々の

供向けの書籍リストやリソースが含まれています。

子供や未来の世代に人種差別に断固として反対するより良い州を作
り上げることができます」と語っています。
この２年に亘り教育・育児省は継続中の取り組みに積極的に関与

詳しくは下記へ

し、人種差別に対処するためのイニシアティブを発表しました。こ

人種差別を ERASE

れには反人種差別に関するコミュニティ討論会の開催、BC ライオ

反人種差別対策データ収集法 engage.gov.bc.ca/antiracism

www2.gov.bc.ca/gov/content/erase/racism

ンズとの提携による人種差別に団結して立ち向かおう〔Team Up
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We are 30 years old!

＜カナダ日系社会 145 年史＞セミナーをズーム開催します
今年は日系カナダ人が強制収容された 1942 年から数えて 80 周年目になります。また、日系移民第 1 号と
される長崎県出身の永野萬蔵がカナダに上陸してから、2022 年で 145 年目。わたしたち戦後の新移住者の
家族はすでに３世代を擁し、総勢 12 万人（2016 年）といわれる日系カナダ人の約半数を占めています。
でも、戦前の日系人が刻んだ歴史をわたしたちはあまり知りません。日系遺産の次代の担い手となるべく、カ
ナダ日系 145 年の歴史を学んでみませんか。今年９月から月に１回の割合でズームによるセミナーを開講します。
ご存知でしたか？ 1977 年、萬蔵がカナダに来てからちょ
うど百周年を記念して、BC 州に Mt. Manzo Nagano と命名さ
れた山が誕生しました。（写真は曾孫 Steve Nagano 提供）
そして、21 世紀、カナダ・フィギュアスケート界で活躍した
萬蔵の玄孫（孫の孫）、Keegan Messing の美技を世界大会の
TV 中継で見た人も多いでしょう。こうして、血脈は繋がれて
きました。
一方、戦前の日系社会は常に人種差別に抗いながら、主に
農林水産業でカナダと日本の経済発展に寄与し、戦後はカナ
ダ多民族・多文化社会の人種平等の旗手となってきました。
日本とカナダを往来しながら築かれてきたカナダ日系史を自分史の一部としていきませんか。

カナダ日系社会 145 年史 セミナー（全 10 回）概要：
１．永野萬蔵とその末裔５世代を追う
２．1880 年代に始まる出稼ぎから定着へ
３．BC 州沿岸部での日系コミュニティの形成（1920 年まで）
４．1920 〜 1930 年代 二世の成長と「白主日従」の時代へ
５．こうして日系社会は第二次世界大戦に飲み込まれていった
６．戦中疎開地での人間模様と分散定住
７．戦後の日系社会の再興
８．リドレス運動の勃興と政府との合意
９．1990 年代：朝日野球チームと都市伝説
10．リドレスから 30 年：戦後移住者から未来世代へ
			

日
程：
登録方法：
主 催 者：
講
師：

＊		

＊ 		

＊		

＊

第１回９月 24 日 ２回 10 月下旬 第３回 12 月初旬 （４回目以降は TBA）
受講料 無料
NAJC 移住者委員会（JNIC）
田中裕介（元日系ボイス編集者）：参加者との Q ＆ A・ゲスト対談コーナー有り

＊参加希望者は登録が必要です。９月号のコラムを見ていただくか、田中に直接問い合わせていただければ、
後ほど登録リンクを送付いたします。Email: <yusuketanaka446@gmail.com>
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マイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！ オーマイガー！オーマイガー！オーマイガー！

エンス

サイエンス

サイエンス

サイエンス

サイエンス

サイエンス

小型化した理由

オオカミはいつ頃イヌになったのか
オオカミとイヌの種がどのように分岐していったかについては、常に

カナダ・アルバータ大学の研究チームが、シベリア犬は 400 年前には

論争の対象となっており、多くの場合は 1 万 5000 年前後と考えられて

小型化して人に餌をもらっていたことがわかったという研究結果を、サ

いた。

イエンス・アドバンス誌に発表した。

しかし最新の DNA 分析による研究結果にでは、DNA 分析によって最
初にイヌがオオカミから分岐したのは約４万年前であることがわかった

餌は魚、貝類や海洋哺乳類で、イヌたちを手名付けた人間は彼らを家
畜番や狩猟、そり引きなどに利用していたと考えられる。

と、米ストーニーブルック大学を中心とする研究チームがサイエンス誌

研究者は、1 万 1000 年前まで遡ってそれぞれ約 200 匹の古代のイヌ

に発表した。この研究は、ドイツで発掘された 7000 年前、及び 4700

とオオカミの骨を集め、コラーゲンを採取して蛋白質を分析した。さら

年前の新石器時代の化石から採取された DNA に基づいて行われた。

に、骨の大きさからわかるイヌのサイズに基づいて餌の種類、量などを

オオカミとイヌの分岐は、人間との接触によっておきたものであると

割り出した。その結果、7000 年〜 8000 年前には、かなり小型化してオ

研究チームは考えている。オオカミが餌を求めて狩猟して獲物を食する

オカミの能力を失っていたということがわかった。つまり、オオカミは

人間に近付いたのが始まりだろうとい

自分よりも大きい獲物を狩ることができるが、イヌは

う。
そうやってイヌ化していった彼らは、

それができずに小さな獲物や死肉を食糧とするように

２万年前までには東アジア犬種と欧州

なっていたという。また、アザラシなどの大型哺乳類

やアジア中南部、アフリカなどの犬種に

だけでなく魚や貝類など、イヌが自分では獲ることが

２分されていったものとみられている。

できないものも食べていたらしいということがわかっ

その結果、約 7000 年前までには世界中

た。しかも、半年以上も河などが凍るシベリアにおい

に分布していったという。また研究チー

ても、イヌは魚等を食べていたということも判明した。

ムは、現在生存する犬種の大半は、欧州

一方でオオカミは、現在と変わらず群れで狩りをし、

系のイヌから派生したと考えている。

シカなどの大型哺乳類を食糧にしていたということが
分かっている。

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

Financial Health for 100 Year Life

人生100年に備えての資産管理
年に備えての資産管理

お家の修理なんでもご相談ください！
その他、
大工仕事・電気工事・塗装
などのご利用もお待ちしております。

水廻りのお仕事 おまかせください！
サンチェス
東)祥子
祥子
サンチェス(東

平井アンディ

郭クリス

佐藤結以

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

604-257-7291

＊SAVE & INVEST
ファンド投資・定期預金
SHOKO.SANCHEZ@RBC.COM
＊RETIREMENT
745 Thurlow St 20th Floor
老後資金・RSP/RIF
老後資金・
Vancouver BC V6E 0C5
＊ESTATE
WWW.RBCDS.COM/CHRIS.KWOK
相続相談
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蛇口、シンク、バスタブ、シャワー、トイレな
どの修理、交換／排水口、パイプの詰まり／水
漏れ／ディッシュウォッシャー、ガスレンジ、
ウォッシュレット、洗濯機などの取付け工事／
ホットウォータータンクの交換／水道、ガス配
管工事／下水道管のカメラ映像点検、プラミン
グホームインスペクション など

プラミング＆ガスのライセンス所持
信頼できるサービス

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

We are 30 years old!

！

日本の企業社会

がコミュニケーションです。これに関連して、

ロシアに起因する資源エネルギーの急騰等によ

(271)

伝達」がほとんどで、
「動物たちが鳴き声で交わ

る物価高、さらに新種の変異ウィルスの拡散に

中根 雅夫

しているのは、具体的な情報というより、仲間

してきてもいます（この点に関しては、拙著『地

る場合が多いのに対して、人間の無駄話はこれ

域の「つながり」とコミュニティ・メディア』
（ス

に相当し、互いに敵意はなく好意があると伝え

ラヴァ書房、2021 年）を参照ください）
。

合っているのが大事だとする見解があります。

世界的レベルでコロナ禍やロシアのウクライ
ナ侵攻など、一方で国内にあっては安倍元首相
の突然の死去、一向に止まる様相にない円安、

よるコロナ第 7 波への強い懸念など、私達は大
きな問題に直面しています。
ここで必要なことは、国内外での強い協力関
係の構築です。それには、多様性を受け入れる
姿勢が不可欠となります。

コミュニケーションには「内容の伝達」と「意
図の伝達」からなり、動物の世界では「意図の

であることの確認とか、自分の資質の誇示であ

加えて、冒頭で述べたように世界的レベルで

人的なつながりが構築されるのは、上述のよう
な普段の何気ない語らいが欠かせないようです。

ちなみに宇宙飛行士のメーガンは、地球を故郷

それらの解決が決して容易ではない大きな諸問

と呼んで、
「自分のものでないたくさんの言語や

題に直面しているわけですが、さらに重要とな

ちなみに CAF（コーチアプローチファシリテー

文化」にむかって心を開き、そこからより良く

るのは、他人の意見に無闇に左右されず、客観

ション）は、自分の価値観を脇に置き、他人の

生きるための秘訣を学ぶことを提唱しています。 的なデータに基づいて自分で物事の本質を考え

考えを素直に聴くことを大切にして、
「自分の価

そうした意味からも、より具体的にはコミュ
ニティの重要性を改めて認識すべきでしょう。

値観に気が付き、他人の価値観を認めることが

る姿勢です。

たとえば、
『ファクトフルネス』のなかでは、 できる能力のことを「人間力」と名づけて重視

コミュニティを、
「生活の場において、市民とし

世界はどんどん悪くなっていると思い込みたが

しています（マネジメントにおける人間力につ

ての自主性と責任を自覚した個人および家族を

る「ネガティブ本能」
、誰かを責めれば物事は解

いては、拙著『マネジメントと「人間力」
』
（ス

構成主体として、地域性と各種の共通目標を持っ

決するという「犯人探し本能」
、いますぐ手を打

ラヴァ書房、2022 年）を参照ください）
。

た、開放的でしかも構成員相互の信頼感のある

たないと大変なことになるという「焦り本能」

集団」と位置づける考え方もあります。

が指摘されています。

さらには、ボランティアやＮＰＯなど、地域
を限定することなく、特定の目的・テーマのも

さらには、企業体にとっては企業倫理の確立
が求められます。ここで企業倫理とは、企業行

要は、
科学的な根拠に乏しい先入観（バイアス） 動とそれを実現する企業内における人間の行動
に関して、意思決定の根幹となるもので、自然

に注意する必要があります。

とで「志」をもって活動をおこなう地域づくり

また、ディスインフォメーションに対しても

の担い手が増加して、その活動が徐々に活発化

注意が必要です。ここでディスインフォメー

人の倫理にあたるものです（ウィキペディア）
。
企業は社会的責任を果たすことが最重要であり、

ションとは、国家や

社会のルールに反する組織行為や従業員の不正

企業、特定の個人な

行為を防ぐコンプライアンス経営が求められま

どの信用失墜を目的

す。高い企業倫理意識をとおして従業員に誇り

に故意に流す虚偽の

を持たせモラルを高めます。このように、企業

情 報 を 意 味 し ま す。 倫理重視姿勢の経営をおこなうことで、企業を
SNS の 普 及 で 簡 単

取り巻く株主・投資家、従業員、取引先、消費

に情報が拡散される

者、地域社会など幅広いステークホルダーに信

ようになって、ネッ

頼され選ばれる企業となります。その結果とし

ト上でのディスイン

て、経営の持続可能性が高まることになります。

フォメーション活動

利益至上主義を優先するのではなく、高い倫理

が現実社会にも大き

観や地域社会への貢献で人々から尊敬されると

な影響を与えるよう

いった優れた企業文化を構築しないと、消費者

になっています。

からも顧客からも認められないことになります。

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

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

お墓、納骨堂、お葬式、生前予約。

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

奥山 清太 604-724-7986
SEITA OKUYAMA

www.thefraser.com

seita.okuyama@dignitymemorial.com
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知っておかなければならない
アメリカで起こっている共和党アジェンダが人権を脅かす
1973 年、人工妊娠中絶をめぐる Roe v. Wade（ロー対ウェード）裁判において、米国連邦最
高裁判所は「中絶は憲法で認められた女性の権利」だとする判決を下した。しかし共和党裁判
官が多数を占める 49 年後の今年 6 月 24 日、この判断は覆された。同法は、米国史上、共和党
と民主党が最も論争の対象としてきた議題の一つだ。半世紀近くにわたって守られてきた女性
の権利が覆されたことによって、長い闘争の末に勝ち取った同性婚（LGBTQ の権利）、異人種
間結婚など、他の人権も共和党アジェンダによって脅かされるのではないかと危惧されている。

アメリカ合衆国の共和党と民主党
プラットフォームの大きな差異

きだと答えている。
一方、ワシントン DC に本拠地を置く無党派

アメリカ合衆国の選挙で掲げられる両党のプ

米シンクタンク、ピュー研究所が７月６日に発

ラットフォーム（政治方針）を見ると、何十年

表した世論調査によると、Roe v. Wade 判決が

にわたって大きな相違がある基本的な 10 件に

覆された後、アメリカ国民の 62％が妊娠中絶は

は、人工妊娠中絶、同性婚はじめ（LGBTQ の権

合法であるべきだとの見解を示した。

利）、環境、イラン問題、移民政策、税金制度、
国民保険制度などがあげられる。両者は 180 度

同性婚

民主党：連邦最高裁が同性婚を合法化する判決
を下した功績をたたえた。

共和党と福音主義（キリスト教新
教正統派 Evangelical）の連携
アメリカ合衆国におけるビリーフ（信条、信
念、思い込み）の基盤は新教（プロテスタント）
やカトリックの教えが根強く影響している。前

違う信念を持っており、数十年間選挙のたびに

Obergefell v. Hodges 裁 判 の 判 決 が 導 い た

出の妊娠中絶や同性による婚姻は、聖書に書か

繰り返し議論されている。現在、女性の人権に

2015 年の同性婚合法化についても、両党の見

れている許されない「罪」を意味する。白人の

とどまらず “政治的” 議論の沸点に達している

解には大きなギャップがある。オバーゲフェル

祖先、その昔迫害を逃れ新天地を求めてメイフ

人工妊娠中絶については、今に始まったことで

氏は長年連れ添ったパートナー、アーサー氏が

ラワー号にのりやってきたピューリタンの信仰

はなく、1976 年からプラットフォームに織り込

重篤な状態になると結婚することを望み、同性

で あ る。Organization of American Historians

まれている。同性婚に関する議論にいたっては、 婚がすでに合法化されていたメリーランド州で
1993 年にハワイ最高裁判所で行われた Baehr v. 結婚の法的な手続きをとった。パートナーが病

( アメリカ歴史学者協会 ) によると、アメリカ合
衆国における新教正統派の政治的影響力が顕著

Miike 裁判において、同州が同性婚を認めない

気になった場合、家族ではないと病院で付き添

になり始めたのは、遅くとも 19 世紀だという。

ことは違憲の可能性があるという判決を下して

えなかったり、様々なサポートが得られないな

その後歴史的に新教徒を保守的な共和党に引き

以来続いている。以後度々見解が分かれたが、 ど、ゲイカップルにとっては辛い状況に直面す
2004 年にマサチューセッツ州がアメリカで初 ることが度々起こる。人によってはゲイのパー

寄せたさまざまな事件があった。しかし大多数

めて同性婚を合法としたことから、次々と他州

トナーを認めない家族に面接を拒否されること

アフリカ系アメリカ人が平等な基本的人権を求

もそれにならった。そして 2015 年アメリカ合

もある。結婚してまもなくアーサー氏は長年在

めた「公民権運動」の活発化であった。

衆国政府が同性婚を合法化した。

住していたオハイオ州で死去した。しかし同州

1954 年、最高裁が Brown v. Board 裁判にお

ここで、現在最も注目を浴びている前出２点

は同性婚が認められていなかったため、州政府

いて、公立学校における（アフリカ系アメリカ

について、共和党と民主党の意見の違いをみて

によって、死後夫の死亡証明書にオバーゲフェ

人）人種隔離政策が憲法に反するという判決を

みたい。

ル氏を「生存配偶者」として記述することが却

下し、黒人児童が一般の公立学校に通学するこ

下されてしまった。そこで彼はオハイオ州でも

とが可能となった。その結果、白人新教正統派

メリーランド州で認められた同性婚が認知され

コミュニティが騒然とし、対抗措置に「反人種

る権利を主張し訴訟を起こした。2015 年６月

融合」を掲げる白人児童のみを受け入れる私立

すべき。どのような状況、妊娠週数においても

26 日、連邦最高裁は 5 対 4 で米国の各州が同性

小学校・高校を設立した。

妊娠中絶は違法とされるべきだ。保守党支持者

愛カップルに結婚許可証を発行するよう求める

1964 年に公民権法案が成立すると、税務局は

および保守寄りの国民の 70％は今回の最高裁の

判決を下した。これによって、それまで同性婚

そうした白人の反人種融合私立学校に対して、

判断を支持している。

の合法化に抵抗していた最後の保守的な 13 州

直ちにその体制を改めない場合は免税資格を取

民主党： 多数のアメリカ国民が支持している

をも強制的に認めさせるものとなった。

り上げるとした。続く 1965 年、ジョンソン大

ように全ての女性には、クオリティの高い「性

共和党：連邦最高裁の判決を非難。国民が選出

統領が提唱した「偉大な社会」確立に向けて、

と生殖に関する健康」に関するケアサービスに

しておらず民意を反映していない 5 人の弁護士

社会福祉政策、投票権法など、次々と黒人や貧

アクセスする権利がある。それには安全かつ合

が、3 億 2 千万人の国民が信じている婚姻の定

人工妊娠中絶
共和党： 胎児にも人権があり、その命を尊重

法的な妊娠中絶手術も含まれる。民主党支持者
および民主党寄りの無所属 82％が合法であるべ
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の白人新教徒を共和党にした決定的な原因は、

しい移民を庇護する政策が打ち出された。それ
義、
「婚姻とは " 男女” によるコミットメントだ」 はアメリカでの白人の優位性、ヒエラルキーを
という神聖なものを冒とくするものだ、とした。 揺るがし、白人新教正統派コミュニティを震撼
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させた。
やがて、社会福祉のための連邦政府による財
政援助や公民権運動に応え、人種差別是正政策

一方で、当時施術代の高額な人工妊娠中絶は、 LGBTQ+（＋には２Spirited、Queer、Asexcual,
主に裕福なアングロサクソン系プロテスタント Pansexual などが含まれる）の権利
の女性が受けていた。このような状況の中で、 １．同性間のインティメシー（ここでは性的な

が施行され始めると、アメリカの人種構造が変

カトリック系移民の台頭に対抗すべく打ち出され

わる。人種間平等を党のプラットフォームとし

た WASP の子孫を生めよ増やせよという政策が、

ている民主党に黒人の票が急激に集まった。こ

人工妊娠中絶禁止のベースとなったのである。

関係の在り方という意味）
2003 年 テ キ サ ス 州 に お い て、Lawrence v.
Texas の判決が下され、同意の上でゲイのカッ

れに対して、白人至上主義である白人新教正統

1970 年代にカトリック教徒がアンチ妊娠中絶

派は、アフリカ系アメリカ人やラテン系人種を

の運動を活発に展開したころから、次第に両者

肯定的に庇護する民主党が、黒人を白人に対抗

が足並みを揃えるようになった。アイルランド

２．同性婚

させていると非難した。

系カトリックのケネディが大統領となったこと

性と生殖に関する健康とその権利

で、アイルランド系カトリックに対する差別は

１．人工妊娠中絶

鳴りを潜めた。そして、白人国粋主義者や白人

２．経口避妊薬

国民の感情を巧みに利用

プルが行っている性的な行為は犯罪に値しない
とした。

至上主義者、KKK のような過激な人種差別グルー

1960 年に開発された初の経口避妊薬は FDA

党である。共和党はアンチ公民権運動を展開し、 プは、カトリック教徒の代わりに、次第に増加

( アメリカ食品医薬品局 ) によって認可されてい

南部の白人至上主義者や白人新教正統派コミュ

していたアジア系やラテン系移民、ナチスの迫

たが、法律によって使用を禁止された。しかし

ニティを取り込んで共和党の時代となった。後

害から逃れてきたユダヤ系移民をターゲットと

５年後の 1965 年に、最高裁は女性の経口避妊

にリチャード・ニクソンは、徐々に勢力をつけ

していった。

薬の使用を認めた。

そのネガティブな感情に目を付けたのが共和

てきた黒人のパワーに対する白人の恐れや時代

しばしば白人男性が仕事に行き詰まり生活に

のシフトに対する拒否感を大いに利用した戦略

窮すると、（特に活躍しているユダヤ系に）仕

アメリカ合衆国では 1967 年、Loving v. Virginia

を打ち出して選挙に挑んだ。

事をとられる。自分たちの生活が向上しないの

判決によってようやく異人種間結婚が合法と

３．異人種間結婚

一方で民主党は、大きな政府、社会福祉政策、 は彼らのせいだと考え始めた。2017 年にシャー

なった。1958 年、異人種間結婚が禁止されて

マイノリティの有色人種をサポートする政党と

ロッツビルでネオナチの若者たちが「ユダヤ人

いたバージニア州在住の黒人の女性と白人男性

いうアイデンティティを確立した。1960 年代初

には俺たちをリプレースさせない」と唱えなが

が、異人種間結婚を認めるワシントン DC で結

頭には、公民権運動を支持するアイルランド系

ら松明を持って街を練り歩いた異様なイメージ

婚した。しかし婚礼後バージニア州の自宅に帰

カトリックの若きジョン・F・ケネディが民主

は記憶に新しい。

るとすぐ、白人男性と結婚したとして、妻は逮

党大統領候補となった。今でこそ “白人” とし
て認められているが、その昔白人とはアングロ

捕された。夫婦は「州外退去命令」を受け、や

開けられたパンドラの箱

むを得ず結婚が合法であるワシントン DC に移
住した。そして異人種間の結婚を禁止する州法

サクソン系やドイツ系アメリカ人のことで、ア

1973 年以来、反妊娠中絶運動が白人国粋主

イルランド人やイタリア人は「白人」として同

義者や白人新教正統派信徒によって活発に行わ

等に扱われていなかった。このことから、アイ

れるようになった。そして今年、何度チャレン

ルランド系のケネディが大統領になったことは

ジされても連邦最高裁判所の確固とした判決が

最後に：我々にとっては隣国のことではあるが、

前代未聞の偉大な功績だったのである。

覆されることはないと信じられていた神話が

とりわけ 2016 年以降、アメリカ合衆国の社会

崩された。この事実の意味することを、民主党

的動向に世界が強い影響を受けている。国粋主

白人至上主義者の持つ危機感
アメリカの白人至上主義者にとっては、アン

寄りの国民は危惧している。妊娠中絶法同様、 義、人種差別、白人至上主義はここカナダにも
判決が覆される恐れがあるもののリストには、 堂々と拡大しつつある。これから自由の国アメ

グロサクソン系およびドイツ系のみが純潔な上 「LGBTQ の権利」と「性と生殖に関する健康と
級国民である。彼らは 1950 年代以降アメリカ

は憲法に違反するとして州政府を訴えた。

リカは我々をどこに導いていくのだろうか。

その権利」がある。

における優位性と存在意義が脅かされていると
信じ、様々な形で反撃を始めた。その一つが、
人工妊娠中絶の廃止・違法化である。
そもそも人工妊娠中絶は、1900 年初頭まで
は合法であった。その後の経緯を、男性白人至
上主義研究所所長、アレックス・ディブランコ
氏は以下のように語る。

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
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ります。この国籍剥奪に関して、現在日本国内で訴訟が行われて

19 世紀に “非白人” と認識されていた主に

います。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 条に矛盾してい

アイルランド人やイタリア人のカトリック移民

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、現在は東京高等裁

が（敬虔なクリスチャンで子だくさんであるこ

判所において「国籍剥奪条項違憲訴訟」が行われています。

とから）増加し、アングロサクソン系アメリカ
人でプロテスタント信者（WASP White Anglo-

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」であるとして請求が棄
却されましたが、原告側が控訴し、９月６日に控訴審第４回が行われます。

Saxon Protestant）は移民の人口増加により自

この件に関する記事を、本誌７月号において掲載した中で、最高裁の判決が年内に出ると

分たちの社会的位置を置換されるのではないか

見られていると書きましたが、これは高等裁判所の間違いです。お詫びして訂正いたします。

と脅威を覚え始めた。カトリック教会では聖書

この裁判の動向は随時本誌上にてお知らせしていきます。

の教えに従い避妊および中絶が禁止されている
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初心者とシニア
の為の

タブレット
スマホ
パソコン

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

tel: 604-307-4408 山内タカシ

留守の際はメッセージをお願いします。

e-mail: japanpctutor@gmail.com



日本語チェック



「朝令暮改（ちょうれいぼかい）
」の意味は
どれか。

ニコニコグループホーム

ニコニコ生活・小統計
ニコニコ生活・小統計
阿部山 優子

Happy BC Day ！ 夏も真っ盛りとなってきましたが、如何お過ごしでしょうか？ 私に
とってもパウエル祭、ニコニコ恒例のピクニック、第 11 回脳の運動教室も終了し、ちょっ
と一息つける８月です。そんな中待望の新プロジェクト、グループホームの建設が始まりま
したのでその報告をします。
構想は数年前からありましたが、Covid で市からの許可が出るまでに時間がかかり、やっ
と Go サインを頂けたのが 6 月。そこから地鎮祭を行い、掘り始めて、あっという間に地下
の土台が出来上がりました ( 写真参照 )。10 床のみの施設ですが、日本食を一緒に作り、日
本語を話し、日本文化に触れ、笑顔が溢れる場所を目指します。
多くの方が高齢になった時の医療介護について不安を抱えています。その中でカナダの医
療を理解しながら、日本の思いやり在宅介護を実践してきたニコニコですが、ここで新たに
施設というオプションが加わる事は本当に＜奇跡＞であり＜感謝＞です。
まだ建設が始まったばかりですが、ふれいざーの読者の皆さんと一緒にこの奇跡の過程を
追っていきたいと思っています。どんな建物になるか、そしてその建物で行われるケアがど
のように高齢者の方にお役に立てるか。是非その生き証人として目を光らせて（輝かせて）
ください。カナダにて新しい施設の在り方を追求していきます。詳細ご希望の方は nikoniko.
ca よりお問合せください。						
( 続く )

①法律や規則を定めたと思うとすぐに変
わって一定しない。
②いったん下した命令も、誤っていると気
が付けばすぐに改めるべきである。
③朝下した命令が正しく行われているかど
うか、夕方に調べる。すぐに点検する。
解答・解説は 54 ページ

弁護士:森永正雄
 遺言書など家庭で必要
な様々な契約

 民事訴訟（ビジネス・
保険・,&%&・その他）

 行政不服申立
カナダの法律を私が

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

kami insurance agencies ltd.
創立 1959 年

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

上高原保険代理店

Tel: 604. 876. 7999

E-mail: info@kamiinsurance.com

www.kamiinsurance.com
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110 年前の旅行案内（2）
前号でトリップ・ナンバー１としてビクトリア

山々も雪を頂き、それが見る見

からフレイザー河中流のイェールまでの船旅を掲

るうちに朝日に輝き美しかった。

載したが、今回は、トリップ・ナンバー３～５と

湾の両岸は海沿いの一部の開拓

して、バラード湾、ナナイモ、ポート・ムーディ、 地、原住民の住居地等を除くと、
サニッチ半島（グレーターバンクーバー・アイラ

一面の原生林で、すばらしいダ

ンド）についての記述を紹介する。なお、
トリップ・

グラス・ファーやシダーなどの

ナンバー２はいわゆるキャリブー・ロードを経て

大木が船上から眺められた。後

バーカービルなどのゴールド・ラッシュでにぎわ

で聞くと、
直径 42 インチ
（約１メートル 10 センチ） インレットの最深部にあるポート・ムーディを船

う地帯を訪れ、さらに南に下って、農業開発の進

長さ 120 フィート（36 メートル）もある大木があっ

上から眺めるだけで、直接上陸することはできな

むオカナガン・バレーを探訪しているが、これに

たという。

かった。

ついてはいずれ稿を改めて述べさせていただくつ

ポート・ムーディ

船が湾内を進むにつれ、タグボートが行き交い、
木材を運搬する貨物船が何隻も南北の波止場に停

もりである。

バラード・インレットーとナナイモ
ニュートンは汽船アレクサンドリア号で 1882

結局、彼はニュー・ウエストミンスターまで迂
回して、陸路６マイル（10 キロ）の道程をポート・

泊していた。バラード湾の北側にムーディビル、 ムーディに向かった。
南側にヘイスティングス・ミルの両製材工場があ

ポート・ムーディは一面を海に、他の三面を熊

り、大型の円盤ノコやプレナーなどの装置を備え、 やマウンテン・ゴートなどが棲む山に囲まれてい
る。大陸横断鉄道の終着駅と決められたために、

年 11 月９日の夕方、ビクトリア市外エスクワイ

ピュージェット・サウンド以北では最大の規模で

モルト港を出発し、翌日の夜明け前にポイント・

あった。木材はアメリカ西部、中南米から中国、 目下、工兵隊の手で建設が進められている。

グレイと（現在ライトハウス・パークのある）ポ

日本、オーストラリアまで輸出されている。

イント・アトキンソンの海峡を、バラード・インレッ
トへと入っていった。
ちょうどそのとき、遥かに見えるマウント・ベ
イカーのあたりから朝日が昇り壮観だった。北の

先ず、埠頭の建設が着手されている。将来、内
陸部の産物が鉄道輸送され、この港から世界各地

ナナイモ

に輸出される日も遠くないだろう、と結んでいる。

船はここで折り返し、バンクーバー・アイラン （彼がこの案内記を出した時点では、まだバンクー
ドのディパーチャーベイにあるナナイモに向かっ
た。ナナイモには、ＢＣ州の
政治家ダンズミュアーの経営
する炭鉱もある。ナナイモは

全く考えられなかった。
）

サニッチ半島

バンクーバー・アイランドで

現在のバンクーバー・アイランドのフェリー・

最大の炭鉱で、質の良い石炭

ターミナルのスワーツ・ベイからビクトリアに向

を１年に 21 万トン産出して

かう幹線道路のあるサニッチ半島はすでに開発さ

いる。
（現在は全て廃坑となっ

れており、ビクトリアの後背地として、農業生産

てしまったことを考えると感

が盛んである。
（現在の天文台の近くに昔のままの

銘が深い。
）

開拓部落が残っている。
）半島を縦断する南北２本
の道路は今もそのままである。サニッチ・ウェイ

ポート・ムーディ

の木の間越しに海の見える描写など、今の観光案

チッテンデンはバラード・
サニッチ半島

バー市の存在が浮上しておらず、鉄道の延長など

photo: Tourism Victoria

内にそっくり当てはまるのではないか。
		

（文： 飛鳥井 堅二）

2 歳から大人まで誰でも学べる学校

普通科 毎週水曜日 4:00pm～6:00pm
幼稚科、小学科、中・高等科

体験入学、中途入学随時受付中！

基礎科（英語での授業）

毎週水曜日 6:15pm～7:45pm
Grade K～12

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

email : info@vjls-jh.com

487 Alexander St., Vancouver www.vjls-jh.com
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心のきらり 本当の自分への旅
＝ なりたい自分＝

心理カウンセラー

やっと夏らしい気候を迎えました。皆さんは自
然を楽しまれていますか？ 朝早くから聞こえる

心 のケ ア

カサクラング 千冬

験できません。ですが頭の中では過去にも未来に

幸せになりたい、楽しい毎日を過ごしたい、成功

も想像の世界にも一瞬で移動できます。

したい、最高の自分になりたい、など色々あると

鳥の鳴き声。木洩れ陽の中の散歩。時間によって

「今」を経験して楽しむのではなく、常に過去や

思います。まずは、
「なりたい自分」を今から練習

は熱いとも感じられるビーチの砂。水平線の向こ

未来に意識を向けている人が沢山います。例えば

してみて下さい。俳優が役になりきるように、
「な

うに沈んでいく太陽。子供達の笑い声が響き、周

子供達と遊んでいる間に午前中にできなかった家

りたい自分」になりきって生活してみて下さい。

りにいる大人達の笑顔が平和で穏やかな時間を感

事のことを考え、すぐに夕食の献立を考えます。 できなくても自分を責めず、常に「なりたい自分」

じさせます。世界のあらゆる問題を見て見ぬふり

そして１週間前の誕生日パーティーで楽しかった

なら今どう考えるか、どう行動するかを念頭に置

をしろ、とは言いません。ですがこの素晴らしい

ことを思い出し、かと思えば次は１ヶ月先の旅行

いて「なりたい自分」を毎日演じて下さい。練習

時間は私達に与えられ感謝すべきこと。決して当

に必要な物を頭の中でリストにしています。その

あるのみ。失敗すればそこから学びまた練習する

たり前ではなく、同じ瞬間は二度と戻りません。 間、子供達と遊んでいるつもりでも意識は自分の

だけ。この練習をただただ楽しんで下さい。自分

どうせなら、たった一度きりのこの瞬間を楽しみ、 中の記憶や考え、計画などにほとんど向いていま

を責めず、貶さず、一生一代の自分が主役の素晴

感謝して過ごすようにすれば、自分の人生の中に

す。特に今までの自分を振り返り思い出し、これ

らしい映画を作るような気持ちで「なりたい自分」

喜びが増えていくと思いませんか？

迄に身につけた習慣や考え、思考パターンなどを

を毎日楽しみながら演じてみましょう。気が付け

繰り返すことがほとんどです。これが「今までの

ば、あなたがなりたい自分になっているはずです。

自分」を続けている原因です。

皆様が望む通りの自分を手に入れることができま

人間は「時間」を作り出しました。１分を 60
秒として１時間 60 分。１日には 24 時間あり１年
には 365 日。過去に起こった出来事を記録したり

もちろん、これが大好きな自分であればそのま

未来の計画をするために時間はとても役立ちます

まで十分ですが、
「これからなりたい自分」がある

が、私達は実際には「今」
、つまりこの瞬間しか経

のならその自分にどうやってなるのでしょう？

すよう心から願っています。
次回のテーマは「今までの自分、これからの自
分」です。本来の自分とは？ 今までの自分がど
こまで本来の姿に沿っているのか、これからの自
分、なりたい自分になるにはどうすればいいのか

【世直しボクサー】エイジ

Boxers without Borders

をお話していきたいと思います。今回のセミナー
では、数秘術や遠隔ヒーリングなど多才なジュネ

世直しボクサーから子どもたちへ

まゆみさんをお招きしています。どうぞお楽しみ

Round 19

に。では、皆様にお会いできますことを楽しみに

カナダのバス。降車時は、乗客が “Thank you !”、運転手は “Have a great day !” とさわやか。

しております。

日本であちこち貼ってあるポスター「あいさつ運動」
「ありがとうって言えるかな ?」の意

８月 13 日（第二土曜日）午後 4 時「今までの自分、

味を海外の人にきかれて説明したら「Why? なんでそんなポスターが要るの ?」と。
「小さ

これからの自分」

な親切運動」もやってるけど、大きな親切はダメ？ 100 年くらいやってる「あいさつ運動」

www.sadecounselling.com

「親切運動」の効果はどう？ あいさつを「運動」にしなきゃいけない悲劇。

chifuyu@sadecounselling.com

雨のバンクーバー、
日本のゴミ袋の３~ ４倍大きい袋を二つ持ってバスに乗込むおばあさん。
空缶を集めて日々を乗切る人に運転手も乗客も協力して、ドアの幅よりも広い袋を二つ載っ
けて、みんな安心。５～６分はかかったが文句言う人はゼロ。降りる時もみんなが協力し
てまた７～８分。空缶おばあちゃんのひとり、ジア・トランさんが「大変な人たちに幸せ
になってほしい」と「ガン基金」に 25 年間渡し続けた寄付は約 200 万円。ズタズタのゴミ
袋をかつぐ理由はピカピカのゴールドのハート。
社会の改善点を指摘すると「日本人は賢くて真面目なんだ ！」って怒る人が多い。自分
どうすれば治る？」って、すがりつくのに、世を正そ

うとすると、自分に不都合だから、指摘する人を叩くことで自分の非正義を正当化。社会
を改善する人は体制派が迫害。
「次は、なんでも揃う小宮電気前の本町二丁目」金もうけのための宣伝テープを延々と流
しながら、車椅子も乳母車も乗れないバスは黙りこくって、きょうも市内をグルグルまわる。
『偉大な精神は、低俗な人々から強い反発を。因習に勇敢に挑む人は彼らには理解不能』
						

――アインシュタイン
（YouTube ➡️世直しボクサー吉川英治）
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陶板浴

Boost Your Immune System

コロナウイルス発生からすぐに、バス代は無料に。
が病気だと「先生、お願いです！

抗酸化

COVID-19 Special Price

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

Tel: 604-687-3319

Toubanyoku Wellness

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

We are 30 years old!

コミュニティイベント・レポート

山形に 10 倍行きたくなる

お国自慢 I Love My Hometown

山形編

「やまだがださ、ござっとごえ！」高校・大学生が大活躍
サクランボ、芋煮、上杉謙信、銀座温泉、紅花、 には『上杉公園』と呼ばれて
『泣いた赤鬼』……山形の魅力をどれだけご存じだ
ろうか。

います」と中川さん。また公
園内の上杉鷹山の彫像や上杉

日本各地のリアルな姿を英語で紹介するオンラ

謙信を祀った神社の映像を丁

インイベント「お国自慢 ― I LOVE MY HOMETOWN」 寧に見せながら「上杉鷹山は
（お国自慢実行委員会・日加商工会議所共催）
。６月 『なせば成る なさねば成ら
11 日開催の第 12 回目の山形編は、日本最古の公立

ぬ何事も 成らぬは人のなさ

高校・米沢興譲館高校在学中の中川梓さんと同校

ぬなりけり』と語った人物で、

出身の寇語倩
（こうゆうちぇん）
さんがプレゼンテー

当時赤字だった上杉藩を黒字

ターとなって山形の見所や楽しみ方をぎっしりと

に立て直した質素倹約な人物

紹介した。

として知られています。上杉

関心のトップは山形の食べもの

謙信は戦国最強の武将として
語り継がれていて、70 回の

冒頭で紹介したのは５、６月が旬のさくらんぼ。 戦で、負けたのはたったの２

中川梓さんは実際にさくらんぼを食べ 「より多くの人々に自然豊かな山形
る姿を見せて美味しさを伝えた。プレ を訪れてほしい、という思いで参加
ゼンテーションを終え、
「国境を超え させていただきました。高校の自慢
て山形の魅力を発信し、多くの方々に の後輩と共に、山形の魅力を発信で
出会えたことを、とても嬉しく思いま きたことを大変嬉しく感じていま
す。ツアーガイドになりたい私にとっ す。まもなくバンクーバーで学ぶこ

山形は全国生産量の 70％を占め、
「ひと粒で１万円」 回。彼の強さにあやかって開

て、本当に貴重な経験になりました。 とを楽しみにしております」とバン

運招福、諸願成就、さらには

ありがとうございました！やまがだ クーバー留学の抱負を本誌に語って

と高価な品もあるという。
山形のソウルフードと言えば外せないのが「芋

学業成就や商売繁盛のご利益

煮」である。里芋、大根、豆腐、こんにゃく、長

があるとされるパワースポッ

ネギなどを楽しむ鍋料理であるが、北部では豚肉

トです」と説明を続けた。

さ、ござっとごえ！」と本誌に所感を くれた寇語倩さん。
語ってくれた。

を入れて味付けは味噌が一般的。南部では牛肉を

特に力の入っていたのは「紅花」の紹介だ。古く

入れて醤油で味付け。そして芋煮の残りにはカレー

からの山形の特産でありながら、第二次世界対戦

粉とうどんを入れて「カレーうどん」にするのが
お決まりの食べ方だと中川さんは語る。

今年９月には UBC に留学し、カナダの移民の子ど

もたちの教育体制などを学ぼうと計画中だ。また
中に生産を禁止されて途絶えてしまった紅花栽培。 中川さんはバンクーバーの英語学校にオンライン
その紅花を山形に再び取り戻し、守り継ぐ姿が映画 留学した縁からお国自慢の企画とつながり、
「日本

面白い食べ物も登場した。庄内地方・鶴岡市に

化され、
今秋公開予定だという。
（
『紅花の守人』
監督：

ある加茂水族館では 50 種類もの「クラゲ」が展示

佐藤広一、語り：今井美樹）
。中川さんはこの映画

からの質問に中川さんは「特別な味は感じないけれ

てくれた。鮮やかで深みのある紅染を仕上げる工

の魅力をオンラインで発信するツアーガイドにな

りたい」との思いから、山形県の紹介を担当した
されており、
館内では「クラゲ入りアイスクリーム」 に登場する染師・新田克比古さんに直接取材を行い、 という。ちなみに二人の留学は文部科学省が展開
が食べられる。
「どんな味でしたか？」との参加者 歴史語りや紅染を行う様子までも撮影して紹介し する「トビタテ！留学 JAPAN」の制度を活用して
いる。

ど、
こんにゃくのような感触が楽しめます」と回答。 程は、日本の伝統文化の素晴らしさを十分に印象
今回も視聴者の質問は食べ物に集中。そうした関
心に応えるように、次に紹介する松が岬公園でも
ウコギ入りジェラート、どんどん焼きなどの “食レ
ポ” が盛り込まれていた。

＊

付けるものだった。

＊

＊

学業の傍ら充実した内容を準備し、英語で素晴

プレゼンターたちのカナダとのつながり

らしい山形紹介をやり遂げた二人に、視聴者を代

会の中盤には寇さんが登場し、自身の愛する山

表して司会のウィットレッド太朗さんと日加商工

形の四季の魅力を紹介した。
寇さんは中国に生まれ、 会議所会長サミー高橋さんが賛辞を贈った。

山形の歴史にも触れて
米沢城の跡地・松が岬公園は、武将の上杉家ゆ
かりの遺品展示の施設のあることから「地元の人

８歳から山形で育ったという背景から、現在東京

「お国自慢 I Love My Hometown」のメンバー

外国語大学で学びながらマイノリティの子どもた

たちは、カナダに住む日系の人たちの日本のふる

ちを支援をする任意団体「Belong」を主宰している。 さとへの愛着と誇りが高まり、日系コミュニティ
活動に意欲的に関わる人が増えることを願って精
力的に開催を続けている。活動への参加希望者は
bc.japan.event@gmail.com まで連絡を。
以下から今回と過去のお国自慢が視聴できる。

https://okuni-jiman.blogspot.com
（＊冒頭タイトルの「やまだがださ、
ござっとごえ！」
左からどんどん焼き、こんにゃく玉、
米沢牛の串焼き

www.thefraser.com

実際に中川さんが野外で
芋煮会を行ってレポート

紅花栽培から紅染までの流れも
丁寧に紹介された。

は「山形にいらっしゃい！」の意味）
。
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建友会とは建築・建設およびその周辺産業
に従事する者の集まりで、2012 年 11 月に
カナダ・バンクーバーで設立されました。

＜身体にいい水の話＞
皆さん、海外旅行で泊まったホテルで、飲めな
いほど「不味い水」を経験されたことがあるので
はないでしょうか？ まずいだけならまだしも、

硬度、残留塩素、臭気、有機物濃度、遊離炭酸、 があります。これらは前述の浄水器も含めて、
フィ
水温などで数値化しています。

ルター交換や電極の清掃など、きちんと決められ

水道水を貯水池から家庭まで安全に届けるため

たとおりにメンテナンスをしなければ、かえって

それで体調を崩したら旅行は台無しなので、その

に塩素が欠かせませんが、その残留塩素が一般に

逆効果になることもありますので、注意が必要で

場合はどうしてもボトルドウォーターに頼ること

言われるカルキ臭となって、おいしい水の大敵と

す。

になります。その点、
私たちの住んでいるバンクー

なっています。また飲む水ほどではありませんが、

バーの水道水は、安心して飲むことができるので、 毎日顔を洗う、お風呂に入るなど、肌や髪、目な

家中のどこの蛇口からも、いつも美味しく、身
体にいい水が出てくれば最高ですよね。今や全館

できればエコのためにも、家庭では水道水を飲ん

どにも残留塩素は影響があると言われています。 冷暖房の住宅と同じように、水道管の元栓に、セ

でいただくのがよいと思います。

濃度の差こそあれ、プールから上がった後、髪が

ントラル浄水器やコンバーターを取り付けること

ゴワゴワ、肌がカサカサ、目がシパシパという記

で、
「全館いい水」の住宅も実現可能です。初期コ

憶があるのではないでしょうか？

ストやメンテナンスコスト、そして一番には自分

ただいかに安全な水とはいえ、
塩素臭のないもっ
とおいしい水、身体にいい水を飲みたい、という
方は多いのではないでしょうか？同じ水であって

家庭で一般的に使われている浄水器は、活性炭

が美味しいと感じる水であることを考慮して、選

も、
味に違いがあったり、
安全できれいであっても、 や中空糸膜フィルターで水道水をろ過し、塩素や

択しましょう。水質検査で数値を確認することは

身体によい水とは限らないなど、水の性質は多岐

不純物などを取り除くものです。フィルター方式

できますが、自分が美味しいと感じる水こそが、

にわたり複雑です。

に含まれる RO 水（逆浸透膜）というのも知られ

身体にいい水であると言われています。

WHO や Health Canada では、安全な水のガイ

ていますが、これは海水を飲み水に変換するよう

ド ラ イ ン と し て、
” Guidelines for drinking-water

な技術で、ほぼ混ざりけのない純水を作ることが

（文：吉武政治

Cascadia Ecohomes Ltd.）

quality” を発行しており、含まれている微生物、 できます。さてここでの問題は、混じりけのない
放射性物質や、化学的、物理的な側面から、様々

純水や蒸留水が美味しいか？身体によいか？とい

な基準を設けています。もちろん日本でも水道法

う疑問です。

に基づく水質基準が定められており、厚生労働省

キッチンで使うだけのものでしたら、さらに進

では「おいしい水の要件」を、ミネラル含有量、 んで電解水素水やアルカリイオン水を作る整水器

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

不動産売買

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

Cell: 416-894-6049

tokoliu@bosleyrealestate.com

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

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

吉村

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

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

Quickbooks 初心者向け講習 随時受付中
公認会計士 入谷いつこ

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

604-312-5159
yoshimura@shaw.ca

www.ie-van.com（日本語） www.fredyhome.com

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

103 Vanderhoof Avenue Toronto, Ontario M4G 2H5

Chartered Professional Accountant

家中の水がすべて飲めるクオリティに！

RE/MAX Crest Realty (Westside)

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

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

MACHIKO SHIROKI

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

Fraser Monthly

Tel: 604-374-6031

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

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

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

We are 30 years old!

不動産あれこれ
不動産あれこれ
トロント方面の住宅事情
2022 年 ６ 月 の ト ロ ン ト 地 区 全 域 の 全 物 件 タ イ プ の 平 均 価 格 は
$1,146,256 となり、昨年同月の $1,088,991 から +5.3% の伸びとなりま
した。まだプラスであるものの、2022 年はピークの１月から昨年同月
比の伸び率は連続して下がっています。特にカナダ中銀が利上げを実施
してからの下げ幅が大きく、マーケットへの直接的な影響を見てとれま
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。新規リスティング数は +1.0%、有効リスティング数は
+42.5% で、マーケットの動きが鈍く在庫が増加しています。平均売却

一戸建住宅、 ビジネス ・ コマーシャル物件、 投資物件、 不動産管理

日数は +41.2% でした。
物件タイプ別に平均価格を見てみますと、コンドアパートの +9.3%

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

( 市内 +7.4%、市外 +13.2%) をトップに、タウンハウスが +8.6% ( 市内
+9.1%、市外 +8.3%)、セミデタッチ ( 準戸建て ) が +6.4% ( 市内 +5.9%、
市外 +7.8%)、最後にデタッチ ( 戸建て ) が +3.5% ( 市内 +2.4%、市外
+2.4%) の順に並びました。伸び率は市内コンドを除いては全て一桁台
まで落ち込み、特に戸建てのそれが著しくなっていますね。
マーケットに下方修正が入ると、価格帯の一番高い戸建てが落ち込む
パターンは過去にも繰り返し観察された傾向で、これはある意味想定内
と言えるでしょう。
カナダ中銀はインフレを２% に抑る事を目標としていますが、この短
期間での複数回の利上げを経てもインフレは 7.7% と思ったほど下がっ
ていません。現状を受けカナダ中銀は今月にも 0.75% と比較的大きな利
上げを実行すると見られており、それだけ急激かつアグレッシブな利上
げの影響は経済成長のスローダウンと失業率の上昇、そして不景気まで
引き起こすリスクの可能性まで指摘されています。
しかしながら現在直面しているインフレを抑えるにはそこまでしなけ
ればならないと言うことでもあります。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が集まっています。
（文：bosleyrealestate D.H. Toko Liu（劉 東滉）
）

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

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

日系唯一の総合専門グループ不動産売買・管理専門

不動産売買
不動産マネージメント

則末 恵子

Keiko Norisue

NEW CENTURY
R E A L

E S T A T E Ltd.

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

604-250-4935

Email: keiko@new-c.com

お客様の夢を形に
住宅・商業・投資物件・賃貸斡旋

査定・ご相談は無料です。
不動産管理も行っております。

April Yoda 依田 敦子

日本語でお気軽にお問合せください。 Tel: 604.992.5080

a4yoda@gmail.com

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

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

セールス

セールス

セールス

中谷 太三

木村 翔

松田俊子

中谷陽里

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

www.thefraser.com

最善な価格と条件を提示
登記手続時

弁護士と連携した円滑な手続
不動産購入・売却が日本からも可能

SUTTON 不動産、在籍３０年
E メール

jmori@sutton.com
月刊 ふれいざー

森 ジェームス

携帯 : 604.290.3371

www.sanitec2000.com
Sutton - Centre Realty
3010 Boundary Road Burnaby,
BC. Canada. V5M 4A1
事務所 : 604-435-9477 since 1987
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愛の
Dr.

Happy Parenting
多文化社会の子育て
（6）

水田 愛

ライフガードの資格を取らないといけな

先立ってしまいます。あの朝、絶対に帰され

いことを知ったヴィヴィアン は自分がプー

るとわかっていながら、プールに時間通りに

ルでの実習に行けないのは百も承知でした。

向かい、同級生の前に姿を現したヴィヴィア

それでも当日の朝、サンセットビーチにあ

ンの勇気は素晴らしいと思いませんか。

る公共プール、クリスタルプールに向かい

第二の教訓は「不当に扱われている友人、

ました。クラスメイトが次々とプールに入っ

クラスメイトがいたら一緒に立ち向かう」こ

ていく中、案の定ヴィヴィアンはアジア人

との大切さです。半世紀以上経った現在のカ

であることを理由に入場を断れました。

ナダ社会でも不公正なことで溢れているのが

なりたい夢や就きたい職業がある。でも絶

しかしその時、ヴィヴィアンと共に教員

現実です。たとえ自分が差別の対象になって

対に無理だとわかっていたらどうしますか？

を目指して頑張ってきたクラスメイトたち

いなかったとしても、身近でそのような場面

子どもには「頑張れ！」と応援しますか。そ

が「ヴィヴィアンをプールに入れないのな

に遭遇したら、逃げずにバイスタンダーとし

れとも「諦めなさい」と諭しますか。

ら私たちもプールに入らない」と抗議した

ての責任、役割を実行する。親である私たち

のです。するとプールの係員も渋々ヴィヴィ

が、子どもにお手本を見せることも大切だと

アジア人がつける職が制限されていました。

アンの入場を認めざるを得なくなりました。

思います。

たとえカナダで生まれ育っていたとしても、

そしてようやく、バンクーバー教育委員会

ちなみにオンラインでも手軽に受けられる

医者、弁護士、エンジニア、薬剤師になるこ

に初めてのチャイニーズ系の教師が生まれ

バイスタンダーのトレーニングがあります。

とは禁じられていました。

たのです。

無料でオンラインで受けられます。８月も開

ブリティッシュコロンビア州では長い間、

皆様はヴィヴィアンのストーリーを知っ

時は 1945 年のブリティッシュコロンビア

催されるようなので、ご興味のある方は下記

大 学。21 歳 の ヴ ィ ヴ ィ ア ン（Vivian Jung）

てどんなことを感じましたか。バンクーバー

URL を覗いてみてください。

は教師になることを夢見て、勉学に励んでい

ではこの話を教訓として取り入れている学

www.advancingjustice-aajc.org/trainings-

ました。さて、教員免許を取るための必須条

校があるそうです。私は第一に「どんなに

address-anti-asianasian-american-

件の一つに「プールでライフガードの訓練を

困難な状況でもとにかく姿を見せる」こと

harassment

受けて資格を取る」というものがありました。

の大切さを学びました。カナダで暮らして

しかし当時、バンクーバー市の人種隔離政策

いるとよく、"Showing up is half the battle”

で公共プールでアジア系は白人と一緒にプー

という諺を耳にします。日本人の私は「失

ルで泳ぐことができませんでした。

敗したくない」「恥ずかしい」という感情が

今日 は 何 の 日？
８月２日

カレーうどんの日

カレーうどんをこよなく愛する「カレーうどん 100 年革新プロジェ
クト」が 2010 年に制定。６月２日が「横浜カレー記念日」、７月２
日が「うどんの日」なので８月２日を「カレーうどんの日」に決定。
「カレーうどん」と「カレー南蛮」の違いは南蛮人と呼ばれたポルト
ガル人らが好んだ長ネギ（南蛮）が入るから。大阪・難波で採れた
ネギを「ナンバ」と呼ぶので「カレーなんば」と呼ぶ地方もある。

８月８日

チャーハンの日

冷凍食品やレトルト食品などを手がける株式会社ニチレイフーズ
が制定。日付は美味しいチャーハンの特徴である「パラ（8）パラ（8）」
と読む語呂合わせ。夏場は食欲や体力がダウンしやすい時期、チャー
ハンでパワーチャージして元気に夏を乗り切ろう！ あなたはパラ
パラ派？ しっとり派？

８月 11 日

きのこの山の日

日付はチョコレートの部分を縦に２つ並べると「８」、クラッカー
部分を２つ横に並べると「11」になる事と、祝日「山の日」と商品
名を合わせ株式会社明治が制定。姉妹品「たけのこの里」の記念日
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は３月 10 日。これは「たけのこ」の旬が３月で「さ（３）と（10）」
（里）
と読む語呂合わせから。2020 年に行われた『国民大調査』では日本
で最もきのこ愛＆たけのこ愛が多かったのは千葉県でした。

８月 31 日

野菜の日

栄養たっぷりで美味しい野菜をもっと知って食べてもらう事が目
的、1983 年に全国青果物商業協同組合連合会が制定。「や（８）さ
（３）い（１）」と読む語呂合わせから。この日は農業協同組合やコ
ンビニでキャンペーンを実施している。ちなみに８月 24 日は「ドレッ
シングの日」。ドレッシングは野菜にかけるので週間カレンダーの「野
菜の日」の真上にくる８月 24 日に制定。

８月 27『男はつらいよ』の日

1969 年のこの日に監督 / 山田洋次、主演 / 渥美清の映画『男はつ
らいよ』第１作が公開された。テキ屋稼業「フーテンの寅」こと車
寅次郎が故郷の葛飾柴又に戻ってきては大騒動を起こす人情喜劇。
毎回旅先で出会った「マドンナ」に惚れつつも失恋する寅次郎の恋
愛模様を日本各地の美しい風景を背景に描いている。26 年 48 作に
も及ぶ世界最長の長編シリーズとなりギネスブックにも載っている。

We are 30 years old!

自然と生きる
高橋 清

記 憶 に 残 る野生との出会いー２

BC 州北部の旅
確か 1998 年前後、未だ愛犬 “権太”（柴犬）が若かった頃、北米西岸の、南
はメキシコ国境から、北は Northwest Territory の北極海に面した Inuvik まで、
Nissan Pathfinder を駆って旅をした。これらの旅の幾つかは本誌に載せた事が
あるが、今回はその自然旅行中に出逢った獣の話である。

１）熊との初対面が成らなかった旅
ある初夏、僕たちは権太を連れて、BC 州でも良く知られる金の採掘で歴史
を作った Barkerville という古い州中部の街を目指した。例によってハイウエイ
ではなく地元の人にしか知られていない林道を抜けて目的地に向かった。それ
は昔近郊で働く人の通った道であったようで、でこぼこの多い、車１台がやっ
と通れる荒れた道だった。時速 10 キロくらいの速さで走るうちに、目の前に
雷鳥の児が数羽、道を横切ろうとしていた。その時はそれが雷鳥とは知らなかっ
たが、突然母鳥が道の左側から若雛達の居る場所に戻って来た。そして車から
５メートルくらいの所でしきりに若鳥達を１羽１羽咥えて道の左の森に置き、

ムース

すぐ戻ってきて次の小鳥をくわえるという作業を数回繰り返し、こちらに挨拶
もしないで去っていった。その間僕は車から降り、脇に立ってその行動を楽し
んだ。車に戻ろうとして足元に、大きな握り拳ほどの糞がある事に気付いた。
近くに寄って見ると周囲に黒い毛が落ちていた。今ならそれが一目で解る熊の
ものである事を、その時初めて知った。
それから Barkerville に到着するまでのドライブは緊張を強いられた。黒熊
がこの辺りに多い事は知っていたが、それ迄は逢ったことも無い。若しその日
のうちに森を抜け出せなかったら、身近に熊の居る中でテントは張れない。夕
方、無事についた街の片隅にはキャンプ場があって、ほっとしてその古い Gold
Town を十分楽しむ事が出来た。

２）ワタリガラス（Raven) との出会い
我が家を自分の設計で思い通りに建て、悪化していた肺気腫もかなり回復し
てきた。改造中だったリバービュー・ホスピタルの近くに引っ越して間もなく、
勤務先の会社が解体し、それ
を機に 1998 年、僕は 58 歳で
職から身を引いた。
レーブンカラスの絵、嘴が大きい

会社を辞めると直ぐ、僕は
何かこの楽しく、多くの実り

を貰ったカナダの役に立てないかと思った。そこで、その巨大な裏庭に興味があって仕事の合間に
訪問していたバーナビーに今もある Wildlife Rescue Association で週２回、ボランティアーとして病
気やけがの野生動物の世話をした。
また、家の近くの 1000 エ－カーの土地に建つリバービュー・ホスピタルで、精神病患者の週 2 日
の世話のボランティアを始めた。精神病患者の世話はやり甲斐がある仕事だが、時に患者の状態が
悪い時などは僕自身がかなりのストレスを経験した。
仕事が終わると病院の裏庭の芝や大きな岩の上に寝そべって、暫く気分転換を図るのを常とした。
ある時、岩の上に寝そべっていると、近くで「クウ―」と言う低音のかなり大きな鳴き声がした。
普通のカラス（Crow）と違って気を沈ませる声。起き上がって見ると、近くの木に停まっていたワ
タリガラスが片足に何かを持っている事に気付いた。彼が飛び立つと、それはドングリと判った。
あんな固い殻がある実を食べられないだろうと思っていると、飛び上がった彼はそれをアスファル
トの路面に落とした。落として種を割るつもりのようだが、アスファルトの固さでドングリは割れ
ないだろう。彼はそれでも何度か試したが、ドングリはいつもコツン、コロコロと道の上に転がる
Ptarmigan と呼ばれる、日本雷鳥の親戚
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www.thefraser.com

だけだった。
月刊
August 2022
2022
月刊ふれいざー
ふれいざー August

Fraser Monthly

25

自分ちでほろ酔い気分
さっぱりなスイカドリンクで暑い夏を乗り切ろう！
＜今月のカクテル＞

＜今月のモクテル＞

夏用にアレンジしたソルティドッグ

お子さんと一緒に作れるお薦めサマージュース

Summer Salty Dog

Watermelon Juice

ウォッカ

スイカ

30ml

500 ｇ

スイカジュース（右記のレシピ参照）70ml
塩 スノースタイル
１）スイカを食べやすい大きさ
にカットしてふきんやガー

１）グラスのふちをスイカ

ゼ等で包む。

果肉でなぞる。

２）ボウルを下に置き、最初は

小皿に塩を入れて、グ
ラスを付けてスノース

布の上から手で揉み果汁を

タイルにする。

絞りきる。

２）シェイカーにウォッカ

３）氷を入れたグラスに注ぐ。

とスイカジュースを入

最後に塩ひとつまみを混ぜ
るとスイカの甘さが際立ち

れてシェイクする。

ます。

３）氷を入れたグラスに注
いで完成。

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会

――北
花子

まだそこに聞かれるほどの住みごこち

		

Fraser & Friends Presents

Great Cinema Alley
グレート・シネマ・アレイ

再開第２回

日 時 ：８月 23 日（火）５:30pm 開場 6:00 開演
場 所： 隣組 Tonari Gumi
（42 W 8th Ave #101, Vancouver, BC）
料 金：ドネーション
お問合せ：Tel:604-939-8707
e-mail：info@thefraser.coom
上映作品：『ひまわり』
（（ I Girasoli ）
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We are 30 years old!

櫻會がバンクーバーで新たなお神輿を製 作
＝日本文化と日系ビジネスへの感謝と応援＝

晴れわたるお天気と

担ぐ事も出来るシッカリとした神輿の方が良いと

なった今年のカナダ

いう話になりました。神輿がどの様に出来ているか

デー、バンクーバーの

知ってはいても、いざ自分で作るとなると大変で、 ラクター “おしん

サンセットビーチでは３年ぶりとなるお祭り姿と

２日がかりで作ったパーツを作り直したり、屋根

ちゃん” に扮して

元気な声が響き渡った。晩香坡櫻會 ( バンクーバー

は４回も作り直したりして、これは大変な事を初

登場した中川氏は

さくらかい ) による神輿担ぎだ。

めてしまったぞ……となりました。更に５月後半

浜松を代表する浜

にはバンクーバー日本語学校が所有し 20 年以上担

松 祭 り や 祭 用 品、

この日が初披露となった神輿は昨年春より準備

が行われ、ビール缶を素材にして製作された神輿。 がれなかった神輿で New Westminster Hyack Festival

Youtube を 活 用 し

制作した櫻會の清野健二代表は、
「コロナ禍で多く

のパレードに参加する事になり、その修復作業も

たビジネス、海外展開などユーモアを交えた多彩

の方々がご苦労をされていた中で、地域の皆様へ

重なったため、ここ３か月ほどは平均２，
３時間睡

な話で訪れた人々を楽しませた。
「お祭りは人々を

の感謝の気持ちを伝え、応援したい！という思い

眠で過ごす毎日でしたが、参加する皆さんの笑顔

元気にすると同時に地域の団結を強めます」と日

からこの企画がスタートしました。当初は展示用

を思い浮かべて頑張りました」と思いを語った。

本での災害時に祭りを通して繋がるコミュニティ

神輿を製作する予定だったのですが、どうせなら

製作された神輿は櫻會が所有する本神輿が５年

が助け合った話などを紹介。
「海外各地で行われる

前に行ったのと同日同所での初披露となり、御献

日本のお祭りに参加して感じるのは、お祭りを通

酒と榊奉納儀式の後、櫻會独自の “浜降り担ぎ” で

した地域の団結力です。ここバンクーバーも参加

お清めを行った後にウエストエンドエリアを巡行

された皆さんが笑顔になるとても素晴らしいお祭

し “北の家 Guu デイビー店” に寄贈。その後、こ

りでした。櫻會さんには今後共お神輿を通して日

の日に合わせて来加した静岡県浜松市にて 70 年以

系コミュニティの団結と盛り上げに頑張って頂き

上続く老舗祭用品店 “祭すみたや” 代表取締役社長

たいです」と語った。
サッポロビール社からは神輿製作への感謝の

の中川晋介氏が講演を行った。
中川氏はお祭り系人気 YouTube チャンネル “す
みたやチャンネル” を運営。チャンネル内でのキャ

www.thefraser.com

メッセージが読み上げられ、櫻會のカナダにおける
神輿を通じた文化活動への貢献が讃えられた。
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特集

Escape from Pale Blue Dot 2
―天文学新時代の幕開け―
昨年 12 月 25 日にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられてほぼ半年。160 万キロの旅を経て撮
影した画像が公開された。ハッブル望遠鏡に続くこの最新の宇宙望遠鏡は、これまで人類が到底観ることの
できなかった美しい深宇宙を、想像もできなかったほどリアアルに見せてくれた。何億光年も離れた深宇宙
の写真は、若かった宇宙の姿と同時に、人類の最大の疑問のひとつであった宇宙の誕生の謎までをも解き明
かす手がかりをあたえてくれる。今私たち人類は、まさに天文学の新時代への一歩を踏み出したのだ。
★ Pale Blue Dot とは 1990 年にボイジャー１号が撮影した地球が小さな青い点だったことからカール・セーガンが名付けた。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）から初めての写真が到着

本誌３月号で紹介した世界最大の宇宙望遠鏡、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（JWST）が初めて撮影し
た写真が公開された。その美しい画像は、人類が初めて目にする深宇宙の姿を鮮明に映し出している。

この写真は、りゅうこつ座の方向約 7600 光年先にある散光星雲
イータカリーナ星雲の、NGC 3324 という星形成中の比較的新し
い領域。巨大なガスのかたまりの淵の部分で、この山のように見
える盛り上がった部分の高さは約７光年あるという。このガス
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は、画像の上方にある高温の超巨大星からの強烈な紫外線と星風
によって、星雲から削り出されたものである。
画像は、ジェイムズ・ウェブ宇宙望遠鏡が赤外線で写し、送ら
れてきたデータを赤外線の波長によって着色したもの。

We are 30 years old!

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡
（※詳細については本誌３月号特集をご覧ください。
）

＜右の写真＞
ウェッブ初のディープフィールドの写真。銀河団
SMACS 0723 で、これまで赤外線で観測された中
で最も暗い天体が写り込んでいる。
＜下の写真＞
ステファンの五つ子と名付けられた５つの銀河。
この画像に収められている距離はおよそ月の直径
の５分の１にあたる。銀河の相互作用によって星
形成を引き起こす様子やガスのかく乱の様子を
詳細にみせてくれている。
「ステファンの五つ子」
のブラックホールからガスが流れ出る様子もはっ
きりと捉えられている。

199 年 か ら、 ア メ リ カ 航 空 宇 宙 局
（NASA）
、欧州宇宙機関（ESA）
、カナダ
宇宙庁（CSA）が主体となって共同開発
を進めたジェイムズ・ウェッブ宇宙望
遠鏡は、度重なる問題発生に頓挫しか
かりながらも、苦難を乗り越え現代科
学の粋を集めて完成した。総コストは
120 億ドルを超えた。
この宇宙望遠鏡は、今後 20 年間かけ
て、宇宙の神秘を解く手がかりを送り
続けてくれることになる。
ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の
ミッションは、誕生したばかりの宇宙の
混沌から星が生まれ、銀河となり、さら
には生命が誕生するという人類が長年
探求し続けてきた歴史の神秘を知る糸
口を作ること。ビッグバンによる宇宙誕
生から２億年後に輝き始めたと考えら
れている宇宙で最初に生まれた星を観
測することが使命である。
このプロジェクトが成功すれば、130
億年以上前に形成された天体の姿を
我々が知り、ひいては生命誕生の秘密
を解き明かすための手がかりを得る歴
史的快挙となる。
IMAGE BY NASA, ESA, CSA, AND STSCI）
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コロナ疲れで少しげっそりしているあなた！ 今年の夏は戸外の催しで思いっきり夏を楽しもう！

Ambleside Music Festival
amblesidefestival.com
場所：Ambleside Park in West Vancouver,
(1150 Marine Dr, West Vancouver, BC）
日時：８月 12（金）、13（土）、14（日）
12 日：2:30 ～ 10:00pm
雨天決行（傘を持ってくる場合は通常の大きさのものを。
ゴルフ用などの大きなものは NG）

チケット：Online: selectyourtickets.com
Telephone: (250) 762-5050
オンサイトでも購入可能
３day Pass：$245（子供６-12：122:50）
１日：$99.00
美しい山と海に囲まれたアンブルサイドで、バンクーバー有数の
野外コンサートを楽しもう。フードトラックもたくさん。一旦会
場を出てレストランへ行くことも可能。
（参加の際の注意）
・飲食物の持ち込みは禁止。空のペットボトル
または金属製の水筒のみ持ち込み OK。・ビーチ
パラソル、大型傘は持ち込み禁止。・サービス
犬以外の動物は NG。・業務用カメラ、録音機の
持ち込みは禁止。

Vancouver Mural Festival Street Party
@ Granville Promenade ８月４日から 14 日まで行われるバンクーバー・ミューラル・フェスティ
vanmuralfest.ca/events/street-party
場所：Granville Street between Smithe & Helmcken
900 Granville StreetVancouver, BC
日時：８月 14 日 1:00pm~7:00pm

バルの締めのパーティ。グランビルストリートの Smithe と Helmcken の
間の２ブロック全部を使って行われる。ライブミュージック、ダンス、
キッズアクティビティ、ドラァグクイーンのパフォーマンス、屋台等など、
家族全員で楽しめるストリートフェスティバル。

Vancouver Mural Festival
vanmuralfest.ca/festival
場所：バンクーバー市内
日時：８月４日～ 14 日
50 人の壁画アーティストによる新しい壁画が参加。
（vanmuralfest.ca/mural-artists）
バンクーバーの街を彩る美しい壁画をめぐるツアーも行われ
る。場所と日時は以下のウェブサイトを参照。
vanmuralfest.ca/mural-tours
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Jazz in Coal Harbour Park/
Music Series 2022

Fruit Beer Fest 2022

www.facebook.com/partofthetribecollective
場所： Coal Harbour Park
323 Jervis St, Vancouver, BC
日時： ８月３日（水）7:00pm ～ 8:30pm、
10 日（水）7:30 ～ 8:30pm
無料

場所：Swanguard Stadium in Central Park
3883 Imperial Street, Burnaby, BC
日時：８月 13 日（土）12:00–5:00 p.m.
チケット：$82.86
ウェブサイトにて fruitbeer.ca
※ 19 歳以上

７月から行われていた無料
ジャズコンサート。まだ間に
合う！椅子やブランケットを
もっていってリラックスして
ジャズを堪能しよう。

Guardians of the Garden
vandusengarden.org

fruitbeer.ca

大人気、大人だけのフェ
ス テ ィ バ ル。 ラ イ ブ
ミュージックやダンス
パフォーマンスを楽し
もう。
ピクニックシートを
も っ て い き、 グ ル ー
ヴィーなビーチミュー
ジックに浸りながら飲
み物やスナック片手に
リラックス。

Vancouver 3Quest Challenge
		
- Scavenger Hunt

場所：VanDusen Botanical Garden
5251 Oak St, Vancouver, BC
日時：８月３1 日（水）まで
費用：入園料＋ $5.00

www.3questchallenge.com

ヴァンデューセンガーデンで、針葉樹と私たちの関わりにつ
いて楽しみながら学ぼう。
６歳から 12 歳の子供向けになっているが、何歳でも OK ！
参加者はアクティビティシートをもらって指定されたルート
を歩く。ヴァンデューセンガーデンに行って、入場料に

スマートフォンにアプリをダウンロードして行う謎解きゲーム。スター
ト視点でテキストを送ってチェックインすると、チェックポイントが
送られてくる。そこへ行って手がかりを集めてパズルを解く。
約２時間のゲーム。家族や友だちと一緒に楽しみながらバンクーバー
の街で遊ぼう。
日にちを選んでチケットを買うのは下記から。

$5 ＋ TAX を払えば誰でもアクティビティのチケットを
貰える。（付き添いの大人の場合は $5 は必要ない。）

www.thefraser.com

場所：ホームベース：850 W Georgia St, Vancouver, BC
日時：８月３日（土）～ 21 日（日）10:00am ～９:00pm
チケット： $15.71/ １人

https://bit.ly/3PKIBsN
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2020 年、私たちを慰め、力づけてくれた

ミューラルアートの力

２年前 2020 年の春、COVID19 の蔓延によって、バンクーバーの街からは
人通りが消え、お店は軒並み閉鎖された。
死んだように静寂に包まれた街でパンデミックに苦しむ人々を慰めてくれ
たのが、店に貼られたベニヤ板を素敵な絵で飾ってくれたミューラルアート。
街が再び活発になると共に、こうした絵はすべて消えてしまった。
今年８月４日から 14 日までミューラルアート・フェスティバルが開かれ
る。
（本誌 p.30 参照）
。アーティストたちへの感謝と街が回復しつつある喜
びととともに、当時のミューラルアートのいく
つかを、ここに再び紹介したい。もっとたくさ
んのアートをご覧になりたい方は、本誌ウェブ
サイト Wwww.thefraser.Com のバックナン
バーから、2020 年６月へどうぞ。
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窓 を開

連載エッセイ

交信しない無線趣味
アマチュア無線を趣味の一つにしている。

こまで届くとは限らない。実際に電波の飛びを

免許も機器もある。でもほとんど電波は出さ

確認するには電波を発射してみなければならな

ず、誰かと交信することは希だ。

い。

実際に交信するよりも、どんな機材を組み合

高校生の頃、アマチュア無線をはじめた頃に

わせようか、どの点を改良したら使いやすくな

は、少しでも遠くへ電波を飛ばしたかった。少

るか、それを考えるのが楽しい。

しでもたくさんの国や地域の局と交信したかっ

港 も見

ければ

ベランダの狭いスペースにどんなアンテナを

た。時間のある日には、一日中、無線機の前に

設置するか。そこから気密性の高いサッシのわ

かじりついて、数年間で百ヶ国以上の国や地域

ずかな隙間にアンテナケーブルを通して室内ま

と交信した。

で持ってくるにはどうしたらいいか。無線機の

それから 50 年以上の年月が過ぎた。

ディスプレイを見やすい角度に傾けるエレガン

アパートメントのバルコニーに出した小さな

トな方法。どこか見晴らしの良い展望台まで移

アンテナでは大した成果は望めない。たとえ無

動して運用するときの電源確保にはどんなバッ

線機に何百万円のお金をかけても、アンテナと

テリーが最適なのか。

設置場所が悪ければ電波は飛ばないのだ。（無

そんなことを考えて実験する「システム構築」 線家にはアンテナを立てるために山を買って、
という趣味。

頂上にアンテナタワーを建てている人もいる）

える

実際にアンテナを設置してケーブルを無線機

ずっと昔に百ヶ国とやっているから無理をし

に繋いで、思った通りの動作を確認できると「よ

なくてもいい、と心に余裕がありすぎる。（笑）

阿川 大樹

しできた」とそこで満足してしまう。だって、

そんなある日曜日、高原にある仕事場にいて

それから先、電波を出せば一定範囲になら電波

たまには無線で遊んでみようかと思い立った。

が飛ぶに決まっているのだから、そこにたいし

車に無線機を積んで標高の高い見晴らしのよい

た興味は湧かないのだ。

駐車場まで行けば、けっこう電波も飛ぶだろう。

一方で、周波数によっては、日本にいたまま、

１時間ほど車を走らせて目指す駐車場まで

世界中のさまざまな地域と交信できる「可能性」 行ってみると、駐める場所を見つけるのが難し
がある。短波帯の電波は、空に向かって飛び出

いほど観光客が溢れていた。

したあと上空数百キロの高さにある電離層と呼

しばらく都会を離れていると、極端に人混み

ばれる場所で反射して地上に戻ってくる。さら

が苦手になる。あっというまに無線欲は萎んで

に地面や海面で反射し、また上空の電離層で反

しまって、早くその場を立ち去りたくなった。

射するという繰り返しで、はるか遠くまで届く
ことがあるのだ。ただし、電離層の状態は太陽
表面の黒点の数や、季節、時間などに左右され
る。無線家は遠くの局が聞こえてくるチャンス

さっさと帰って、次に試すアンテナのことで
も考えた方がいいや。
今日も無線機のスイッチを入れたけど誰とも
話さなかった。

を待ち、微弱な電波をどうやって捉まえるか、
そのために機材を整えて待つ。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

電離層の状態がすごくよければ、簡単な設備
でもはるか地球の裏側の電波が聞こえてくる。 『終電の神様
聞こえているからといって、自分の電波がそ

殺し屋の夜』
（実業之日本社文庫）８月５日発売

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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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』（２）
隣のクラスに、青春の
憂いに耐えかねて、北海
道の女子トラピスチヌ修
道 会 へ 入 っ た 人 が い た。
修道院や山の上の小さな
教会は、夢に見るほど私
も憧れた。が、彼女が修
道会での生活の厳しさに
負けて何日かして俗界に
戻ったと聞いた時、無知
の実行ほどおそろしいも
のはないと言ったゲーテ
の言葉をかみしめて、やっぱり、と思った。私
たちのクラスにも、他の男子校の生徒と仲良く
なって欠席がちな人が出た。が、受け持ちの先
生が、クリスチャンの愛情で彼女を包んで、み
んなのところに連れ戻した。その時私は、あの
先生は可哀想な娘ばかり可愛がっているとひが
んだ。
おかしくもあり哀れでもあった。母の高貴な

真っ黒に埋め尽くした長文。
何となくうっとおしいクラスの雰囲気が続く
うちに、世は昭和の御代になった。

「テンノウコウゴウ、リヨウヘイカ……メイ
ヲホウジ、フジンドウハン

「昭和だ、昭和だ、我らの時代だ……｣
ちちぶのみや

「秩父宮様、我らの宮様……｣

サシツカエナシ」

方々への関心と趣味は、やはり幻想（そう私は
考えた）に終わろうとしていた。

それは御所での観桜会へのご招待だった。
「フジンドウハン」はさすが！と感心した。

ある日の夕食後、母は珍しく打ち解けて、し

音楽室になっていた講堂から、威勢のいいリ

母は皇室の話、○○の宮とか、○○妃殿下に

ズムが学校中に響き始めた。私たちが、できっ

ついては生き字引だったから、これこそ絶好の

ちゃんと呼んだ近森出来治先生は、果たしてど

機会、棚からぼた餅だと私は思った。が、父母

ても、結局――｣

んな気分でこの時代宣伝歌詞をリズムに乗せて

は話し合いの末、父だけお受けしますとの返電

「誰のこと？

いたのだろう。音楽家らしからぬ風貌の、ロマ

を考えた。理由は幼い子がいるから、というこ

「そう、お酒で人生出直したよ。あんたも酒

ちかもりできじ

んみりともらした。
「裕福な育ち、美男子。神童、秀才と騒がれ
父さん？ ｣

ンの固まりのような心。音大からの恋愛結婚で、 とだった。私が野菜作りに夢中になっていた夏、 のみと結婚しなさんな ｣
子無し新婚生活が生涯続きそうだ。作詞作曲が

妹が生まれていたのだ。その妹の誕生の日、嬉

「それ、いつ頃？ ｣

趣味で生徒に歌わせてはご満悦。私も他の学友

しくて知り合いの家を走り回ったが、その時だ

「あんたが生まれる前まで ｣

と共に、先生の曲をうたわされたことがあった。 け。西も東も分からず泣いてお乳を吸うだけの

「最初の結婚はそれで失敗。傾いた家運を立

三人のうち一番背が高かった私が『お月様』で

赤ん坊に興味はなかった。かてて加えて、子が

て直そうと実業界に出たけど、前の奥さんは虚

デビュー。私はその時あわてて一部歌詞を間違

成長すると、厳しい母が赤子には目がないこと

栄心の虜で派手な生活に終始した ｣

えて歌ったらしい。終わってから友達に言われ

が分かった。泣きかけると、オオ、オオと言い

「子供は？ ｣

て初めて、みんながにやりとしたわけが分かっ

ながらばねのように動いた。私は赤ん坊を抱き

「娘二人 ｣

た。木村さんは「真っ赤な真っ赤な鳳仙花」と

もせず、おぶりもせずに万事こと足りた。ただ

「お祖母さんところのお姉さん？ ｣

可愛い澄んだ声で歌い、大迫さんの番がきて、 妹がよちよち歩き出すと、真新しい服を着せて
「月の砂漠を、はるばると……」と美声。朗々

連れて歩かされた。これは母が私を手作り子供

「あれは私の前の夫との子。その話は別の時
するよ。父さんの娘さんは向こうの両親がお金

とマイクもない講堂に響き渡った時、辺りは月

服ショーのだしに使ったのでは、と思えるほど、 持ちで善良な人たちで、望まれてまかせたらし

夜の砂漠なみにしーんとした。

頻繁に言いつけられた。一方の私はどこへ行く

い。ただ、父さんは『妙には色々言うな』って

にも黒い制服着たきり雀で、青春の日々は過ぎ

かねてから気にしているよ」

15 年間の大正ロマンが徐々に遠のく春休みの

た。

「なぜ？ ｣

ある朝、電報！の声に玄関に飛び出した。小さ

父が栄光の旅に立った後、私はつくづく母の

「自尊心。バーナード ･ ショーの通訳をした

なちゃぶ台で、母と向き合ってお茶をすすって

存在を意識した。またとない機会を惜しげもな

とか、大学に残れって勧められたとか、そんな

いた父に渡した。父がそれを開くと、頼信紙を

く逃がして赤子の側でごそごそしている母が、 話が大好きなのよ ｣
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くりやがわはくそん

その時、厨川白村の不慮の死を悼んだ時の父

おりの礼節の差を考えて、この肖像画をしまっ

面づらだけでものを言っている。だから、皆こっ

の表情が蘇った。あれは形は違っても、父自身

ていたのかも知れない。とにかく父さんは、私

けいに見えるんだわ。

の悔恨の情だったんだ。

の教会行きを反対したことは一度もない。それ

「妙に言うな」は、自分のそばにいる三女の
愛だけは無傷にしておきたかったからに違いな
い。そう思った私は誓った。
――父さん！

大丈夫。私の心はリヤ王の

コーディリアよ。

そこが母さんと最も違う。日曜毎に教会へ行
く私を、やれ教会なんか！と白い目で見る。つ

ら――周囲はそれを当然として期待していただ
ろうが――母さんとの再婚はなく、従って私は

脱がんとぞ思う』

賀川豊彦のこの歌を、母さんはどう思うかな？
まさか裸でいるより仕方がないとは言わない
でしょう。そうだ。お裁縫が得意で、衣装道楽

いこの前も出掛けに言い争った。
「どうして、行ってはいけないのよ？

その夜、自分の部屋で私は瞑想にふけってい

最後に残ったこの着物

神のためにはなお

だっ

たらなぜ、小さいときサンデースクールに行か
た。もし父さんが試練にあわず、成功していた

『一枚の

が何を意味するのか。

のお母さんの人生の前半を、是非知りたい！
翌日の夕食時、何気ない様子を装って母に訪
ねた。

せたのよ！」

「お母さん、若いときはおしゃれだった？」

「あれはお付き合いというものです」
おつきあいのつもりでなかった私は、タレン

「おしゃれもおしゃれ、時代の先端を歩いて
た」

トよろしく、両手を広げて詠った。

この世にはいなかった、ということが不思議で

「『原始のときから、我が君を吹き貫いている

ならなかった。父さんの人生の出直し、失意と

ことを、君は知らなければならない』とリルケ

悲しみ。そのあがきの中で、父は酒におぼれた

は申しました」

「どんな風に？」
「まだ大部分の子が、着物に帯で通学してい
たけど、私は紫のセルの袴をはいて、放課後は

のかも知れない。だが、それだけではないと思

「まるでキの字だよ。教会へ通ったって」

校庭でテニスをしたわ。小さな町だから、小野

う。父さんの本箱の中に聖書のコンコルダンス

「通ってるからこの程度ですんでるの」

小町がテニスをしているって、近所の人たちが

があった。人生、愛、忍耐、富などのテーマ毎に、
バイブルの語句を集めた水色の表紙の分厚い本
を見た。しかも、そのページの間にイギリスの

お茶を飲みながらにやにやしていた父さんが

見物に来たよ」
「小野小町みたいに歌が上手だった？」

「もういい。行っておいで」
それで大手を振って私は出かけたけど――。

「ちがう！

美人だったってことよ」

「ふーん。今でも少しね――」

肖像画家、レーノルスの描いた「幼きサムエル」

「神様、母さんをお許しください。何を言っ

の祈りの絵がはさまれていた。ベッドの側にひ

ているのか知らないからです」と心の中で叫び

「そう思うかい？

ざまずき、天をあおいで両手を合わせている男

ながら。

「鼻でしょ！

お前も、もう少しね……」

時々つまんでも、高くはなら

ないよ。それはそうと、お母さんの結婚の話、

の子に、私は見とれた。と同時に、「おやすみ

お母さんは貧民救済で知られる賀川豊彦のこ

なさい」と手をついて父母に挨拶する、羽織を

ともみそくそだった。「死線を越えて」のベス

着た少女の姿を頭に描いていた。修身の教科書

トセラーも何のその。「あれは肺病じゃないか」

「うん、うん。お母さんは一人っ子で、養子

にあった、しつけと行儀の教え、勅語の「親に

で一笑に伏す。救世軍の山室軍平たちが黒い制

を迎えたの。瀬戸内海の神島はうちの所有で、

してくれるって言ったでしょ？」

孝に……」の根本理念を示す道徳の挿絵だった。 服と帽子で、慈善鍋を提げて募金のために街角

小学校も建てたのよ。そのとき父さんが親戚に

私は西洋と日本の家庭の違いと、社会全体の思

あざわら

に立っている様子を、こっけいと嘲笑う。あの

した借金の証文がもとで金を何度も騙し取ら

想や習慣の相違を漠然と感じていた。父さんも、 人たちが廃娼運動や療養所設置でキリストの愛

れ、島までなくしてしまった。結局、期待した

祈りを通して教えられた敬愛と人間社会の型ど

ほどの財産もないし、姑とは折り合いが悪いし

はいしょう

を実践していることを深く知ろうともせず、表

で、主人は出て行ってしまったのよ。私と、二

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

隙間川柳の会ではみなさまの川柳を募集しています。

www.thefraser.com

お隙間ときに、お隙間だけ書いて、ふれいざー宛て

8475 Fraser Street, Vancouver, BC. V5X 3Y1

に郵送または電子メールにてお送りください。短歌

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

や俳句も是非どうぞ！ ※作品は、あちこちのペー

日本から空輸。
新鮮な日本の魚介類を毎週入荷！

ジの隙間に掲載させていた だきます。

魚介類、卸し売り

人の間にできた一人娘を捨ててね」
「ああ、それがお姉さん」
「そう。それから私は裁縫が趣味だったので、
資格をとって小学校で教えていた。23 のとき、
あんたの父さんが広島に来て、紹介されて結婚
したよ。年が 18 も違っていて、まあ、お爺さん！
と思ったけど――。それにまだ時々大酒呑んで、
困った、困った。そんなとき、妙ですよ、妙で
すよ、とあんたを抱かせると、にこにこしてお
となしくなったわ」
私は、自分の部屋に戻ると、こっそり泣いた。
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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

こんにちは！アンジェラです。
「Go Local!」から

Cash：現金の他に銀行にある Chequing 口座およ

月刊誌に引っ越してきました。どうぞよろしくお願

び Savings 口座に預けてあり、すぐに引き出せる現

いいたします。２月から６月まで Go Local、その後

金です。ちょっと面倒になりますが外貨を持って

は月刊誌でバックナンバーはウェブ www.thefraser.

いる場合もここに含まれます。＊外貨の exchange

置されていて、現金になっていませんでした。

com からダウンロードしてご覧ください。

rate やそこで発生するロスの計上方法等は会計の方

２．株の支払いを受けた

ビジネスプランは、ゴールを達成するための不

にご相談ください。

１．会計の紙面ではプロフィットが出ていたが、
Cash poor であった。
多忙で Accounts receivable（A/R）が何か月も放

諸事情で、取引していた企業からキャッシュ支払

可欠なツールになります。起業するにあたって大

Cash equivalents：必要な際、安易に現金に換金

いの代わりに株を受け取ったが、それはすぐには換

事なエクササイズとなります。

できるインベストメントのことを指します。という

金できなかった。昔ITバブルのころよくありました。

ことは短期、長くても 3 か月以内のインベストメン

３．大口の受注

Financial ( 財務 ) のセクションに挑戦

ト（例えば短期金融商品）に限ります。インベスト

良いことのように思えますが、それによって人を

メントの Term が 3 か月以上であった場合、それは

雇ったり、機器を仕入れたりする必要があり、Cash

今回も毎度おなじみ Financial セクションを引き 「Other investments」のカテゴリーになります。
続き見ていきましょう。
今回は経営者が一番気になる日々の資金繰り Cash

poor になりました。しかも顧客からの支払いが遅れ
てオフィスのリースの支払いが大幅に遅れました。

Direct Cash Flow Method

4．商品を扱っている場合インベントリーに注意

Flow Statement（Projection）について解説します。 Small business（個人経営、少人数の会社、あまり

インベントリーがあるということは、売れるまで

経営者として雨が降ろうが槍が降ろうが何があっ

複雑ではないビジネス）はこの方法が一番分かり

Cash が手元にないということ。よく Zara や H ＆ M

ても資金繰り。日々悩みどころ満載ですが、きちん

やすいと言われています。

などで 70％のセールをしています。ファストファッ

とエクセル表や会計ソフトでキャッシュの出入り

基本的には全ての受け取った cash、A/R、A/P、サ

ションで次々と新作を入れるので、棚を空けなくて

を一目瞭然にしておけば対応もしやすいです。

プライヤーへの支払い、顧客から受け取った cash、 はならないし、倉庫の経費も掛かるからですね。
賃金などをストレートに計算します。ここでは簡

Cash Flow Statement とは？

潔に分かりやすい下の表をご覧ください。

Cash Flow という言葉どうり、ビジネスへのお金
の流れのことを表します。Cash Flow は月ごとにま

先月お話した the income statement は企業の当期

問題があるといいます。そのためプロジェクト遂行

Cash Flow 気を付けたいこと

や受注が不可能となり、事業主は平均して＄28,885

アメリカの Small business サポートネットワー

の損失を被っているそうです。Cash flow の滞りが

ク 最 大 手 NPO、SCORE に よ る と、82 ％ の Small

起こる元凶は私も上記１．で経験のある、A/R の問

とめるのが一般的です。“Cash” は現金だけではな
く、“Cash equivalents” 現金等価物も含まれます。

会計ソフト企業の 2018 年レポートによると、カ
ナダにおける 64％の Small Business が cash flow に

business が失敗する理由が Cash Flow だといいます。 題です。37％の Small Busines が支払いの受け取り

純利益（最終損益）を表していますが、Cash Flow

その昔わたしの経験した失敗談を交えて説明した

に 30 日以上かかってしまっているそうです。お互

はビジネスがどのように収益を得て、どのように

いと思います。

いに気を引き締めてがんばりましょう。

お金が流れていくのかをより分かりやすく表して
います。

会社名：Gentle Hands Skin Care

Cash Flow statementに含まれるアクティビティ
Operations:
Accounts receivable（A/R 売掛金 )、accounts payable
（A/P 買 掛 金 ）
、wages（ 賃 金 ）
、merchandise
expenses（商品購入）rent、など運営に関わる経費
が含まれます。
Investments：
機器の購入、他に融資したローン、資産を売却し
たときの収入、利子などが含まれます。
Financing：
銀行のローン、株主から調達した資金、自分が投資
した資金、ローンの支払い、株主への配当金、会
社の株の売却なども含まれます。
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Projected Cash Flow Statement
		
Opening Balance

Fraser Monthly

August

September

October

November

December

5,000

5,250

7,010

11,010

21,160

Cash in					
Sales		

3,000

4,760

7,600

15,000

28,800

Total		

3,000

4,760

7,600

15,000

28,800
2,500

Cash out					
Material

850

900

1,200

2,000

Marketing

100

100

100

250

500

Wages		

1,800

2,000

2,300

2,600

3,500

Total		

2,750

3,000

3,600

4,850

6,500

Cash Flow

250

1,760

4,000

10,150

22,300

5,250

7,010

11,010

21,160

43,460

Closing Balance

Cash と Cash equivalents

製品名：「No meow itch shampoo」

We are 30 years old!

神々の民 ―― アイヌとカナダの先住民（76）

アイヌ文化伝承

～アイヌの昔話～

平取町アイヌ文化保全対策室、平取アイヌ協会青年部

アイヌ二等兵
この話は、著者の姉の夫である木村一夫氏

その頃母親は、木幡金五郎という３回目の亭主

の俺に平手でビンタをくわせたもんだから、は

の談話から取ったものである。氏は昭和 17 年

と一緒に暮らしていた。弟の正も小学校を卒業

ずみであんぱんが古年兵の顔にあたってしまっ

（1942 年）４四月１日に旭川第七師団に入隊し

して働くようになっていたし、俺が軍隊へ入る

た。俺は殴られて痛かったが、あれはとてもお

た。これはその当時のことであり、文中の「俺」 からといって、別に後の事はあまり心配ない訳
とあるのは、木村氏自身のことである。
おれの母親は、今年 81 歳で、まだ元気でい
るが、厚賀で生れたという。母親の結婚した相

かしかった。
初年兵時代はとにかく殴られ無い日は１日も

だった。
忘れもしないが昭和 17 年３月 29 日、俺が入

なかった。それでも俺の場合、少しは小気味の

営するため、荷負本村の部落の人達が俺の送別

良いこともあった。朝、起床ラッパで飛び起き

会をしてくれた。

ると、すぐ兵舎の近くの広場で銃剣術の練習が

その頃の俺の家はかやぶき屋根の小さな家

始まる。最初の頃、初年兵には基本だけを教え

あだ名はナタセと言ったそうだ。この人が俺の

だったので、隣の木村駒治さんという家の庫を

ていたが少し日が経つと、今度は本格的に防具

父親だそうだが、一度も逢ったことが無いうち

借りて中の物を片付けて、そこで盛大に送って

を身に着けて、毎朝円陣試合を始める。円陣試

に最近亡くなってしまった。

くれたものだった。

合というのは、大勢の兵隊が防具を身に着け、

手の男は、元田 ( もとだ ) 治太郎という名で、

俺が生まれて間もなく母親はこのナタセ親爺

一番嫌だったのは、出征兵士の俺が部落の皆

木銃を持って丸く輪になって立ち、勝負始めの

( おやじ ) と別れてこの荷負本村へ来たわけだ

さんに挨拶をしなければならない事だった。幸

号令がかかると、自分の好きな相手を選んで突

が、その時俺は二つだった。

い木村熊太郎という俺と同じ年の青年がいて、 きかかって行く。この時ばかりは古年兵であろ
この男は学校でよく勉強も出来たし、しゃべる うと上官であろうと突きかかっていって差支え

母親は再婚するために俺を連れてここへやっ
て来て、間もなく弟が生まれた。俺達が物心つ

のも達者だったので、挨拶はこの男に何回も教

いた時には弟の正の父親も居なくなっていた。 えてもらって、簡単なやつを一席ぶって終わり
俺は、母親と弟と３人で暮らしていたが、もち

ないので、日頃一番俺に目をつけて、虐めてい
る古年兵目がけて突きかかっていった。
俺は軍隊に入る前から銃剣術は好きだった。

にした。

在郷軍人のかなり腕の立つ人に、みっちり仕込

ろん母親の稼ぎだけで生きていたから、それは

まれていたので、銃剣術だけは自信があった。

ひどい生活だった。だから学校へも満足に行っ

入隊して、その日１日だけは俺達はお客さん

たことはない。母親も無頓着だったのか、とに

だった。赤飯に、きんとん、かまぼこなど御馳

だから毎朝この円陣試合にだけは必ず出て、に

かく俺は９才まで戸籍もなかった。だから学校

走が出て、軍隊もなかなかいい所だなあと思っ

くたらしい古年兵を次々にやっつけてやった。

に入ったのも遅かったし、勉強も遅れているか

た。思ったのはその日１日だけで、次の火から

勢いよく一突きして、いくらかよろめくところ

ら出来ないし、大体１か月に 10 日も満足に学

大変だった。誰でも軍隊へ入った者は経験した

を足払いをかけて、ひっくり返し、起き上がっ

校へ行かないから、字なんかも全く覚えようと

ことがあるはずだが、初年兵をいじめるのを生

てくる奴を、また突きまくり古年兵もへとへと

しなかった。

甲斐にしている古年兵がいて、毎日毎日がまる

になるまで突きまくってやった。

俺が 10 歳で小学校も終わらないのに少し物

で地獄だ。一人でも同じ内務班でへまをやらか

そのうちに俺の銃剣術は中隊中の評判になっ

の役に立つあたりから、荷負やヌキベツのあち

す初年兵がいたら、初年兵全員がやきを入れら

た。とにかく円陣試合だけは、自分より上官の

こち農家の雇い奉公に出されて、15、６才まで

れる。ビンタなんか平手でやられるのは大した

誰にでも徹底的にやっつける事が出来たから、

ずっと他人のメシばかり食ってきた。このあた

こともないが、営内靴でやられるのは、辛かっ

他の勤務についても古年兵どもが、いくらか加

りが一番辛かった。

た。それに帯革ビンタ、これも酷い。

減して俺をあまり虐めなくなった。

17 歳あたりから造材山へ働きに出た。材木を

朝６時に起床して、１日の勤務につくわけだ

こうして俺は銃剣術だけは成績抜群であった

人前にならなければこの会社では幅をきかせら

が、毎日毎日演習で休む暇もない。夜になって、 が、学科では本当に困った。自分の名前を書く
内務班へ帰って来ても、すぐ食事の飯あげや、 のも難しかった。夜になると、消灯までほとん

れない。一生懸命仕事を覚えて、18 から 19 才

古年兵のシャツ、靴下類の洗濯で一寸のすきも

ど毎晩のように学科をやる。しかし、字の読め

頃にはもう大人の誰にも負けない鳶の使い手に

ないほど忙しい。

ない俺は、何が何だかさっぱり解らなかった。

扱う鳶口 ( とびぐち ) の使い方を覚えて早く一

教官が、「おい木村」と言うので、俺は営内

なっていた。20 歳の頃はどこの山へ行っても

何より、飯の量の少ないのに閉口した。腹が

藪出しの鳶使いでは一流で、小頭の半てんをも

減ってかなわないから、ある時、酒保へ走って

も割れんばかりの声で、「はい木村忘れました」

らっていばっていた。

行って、あんぱんを三つほど買ってポケットに

と言ったら、「馬鹿者、まだ質問しとらん」と

軍隊へ入る前には、樺太の珍内という処へ流

隠しておいた。営内の廊下を掃除しながら、食

教官も苦笑したりして、いやはや大変だった。

送の出稼ぎに行った。このあたり仕事は誰にも

べようとして一つ口にくわえたとたん、古年兵

こうして毎日苦しい初年兵時代を過していた

おし負けくわなかった。

に見つかった。「こら木村、何を食っているか」 が、一期の検閲も近づいたある日、俺はとうと
と怒鳴りつけられて、びっくりしたので、口に う大事を起こしてしまった。

俺も数え年 21 才になって、兵隊検査で甲種
合格になった。昭和 17 年（1942 年）４月に旭

あんぱんをくわえたまま不動の姿勢をとったら

川の四部隊へ入隊することになったわけだが、 古年兵がそばへ来て、あんぱんをくわえたまま

www.thefraser.com
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御伽草子
梵天国
（その四十四）

広滝 道代

あれにつけこれにつけ何やらますま
りたいお気持ちになられる。

す 身 を 乗 り 出 し て、 続 き を お 聞 き に な

「お坊さま」
一方、羅刹国の人は、

羅刹国の人は、
と、 中 納 言 に 語 り か け て、 引 き 続 き し
「 お 坊 さ ま 、日 本 の 方 と お 聞 き し た だ け
でたいそうなつかしゅうございます」

みじみした物語をするのであった。
「聞いてくださいましな」
と、申して

ることは、珍しくうれしいこと）

（ あ あ 、こ の よ う な 内 証 事 を 伝 え て く れ

ただ一方、お心の中だけでは

と、まず、丁寧におっしゃる。

「はい。そうです」

一瞬、ためらわれたが、

（どのように答えてよいのやら…）

中納言は、

などと、尋ねかけるのであった。

ますか」

「 お 坊 さ ま の ご 出 身 は 、ど ち ら で ご ざ い

と、申して、中納言の方を向いて
「 わ た し も、 も と は 日 本 の 丹 後 の 国 の 者
なのです」
などと小声で申すのであった。
中 納 言 は、 羅 刹 国 の 人 の 言 葉 を ち ら
とお聞きになって
…）

（ ま さ か、 そ の よ う な こ と が あ ろ う と は
な ど と、 お 心 を 乱 し て し ま い そ う に な
り な が ら も 、す ぐ に お 答 え に な ら な い 。
気にかけていらっしゃるそぶりをお見
せになるまいとなさる。

な ど と、 お 思 い に な る け れ ど も、 羅 刹
国の人にこの気持ちを漏らすまいとお

羅刹国の人は、
「 実 は、 西 風 に 吹 き 流 さ れ て、 こ の 国 に

思いなので取り立てて大事にならない
「わたしは、筑紫の者でございます」

ように慎ましやかにおっしゃる。

たどりつき、住みついてしまったのです」
と、申すのであった。
中 納 言 は、 こ う い う こ と を お 聞 き に

な ど と、 表 面 を お お っ て い る 我 が 身 の

ら な い け れ ど も、 か と い っ て と り つ く

お心をおしずめになるのであった。

が、どうにもならないお気持ちになら

言 い た い こ と は、 た く さ ん あ っ た

「実は、世を逃れて出家いたしました…」

れて、

しまもないほどの物言いではなく、
と、心をこめておっしゃる。

「 こ の よ う な 旅 で ご ざ い ま し て、 こ の

世は夢や幻のようなものに思えます」

中納言は、少しご安心になって、

と、涙をふいてお隠しになる。

羅刹国の人は、中納言の話に耳をか

と、仰せになり、
「 宿 が な い ま ま に、 ど ん な と こ ろ で も

た む け て、 た い へ ん 哀 れ に 思 う の で

「修行する者なのです」

宿 と し て ま い り ま し た。 ど こ を 住 み か

あった。

中納言は、

と も 定 め ず に、 一 夜 を 過 ご し て、 何 度
夜 目 を さ ま す こ と で し ょ う（「 夢 を さ

今、この国に来てしまったのです」

な た の よ う に 悪 い 風 に 吹 き 流 さ れ て、

「 そ う し て、 そ の う ち に、 わ た し も あ

ます意とをかけているかもしれない）

などと、気を取り直したように心から

ま す 」 は、 夜 目 さ め る 意 と、 迷 い を さ
……」

			

（つづく）

仰せになるのであった。

などと、お心の内を仰せになる。
中納言は、お顔にはお出しで ないが、
恨 め し い と お 思 い の こ と に ふ れ つ つ、

メディアスポンサー

し

なると

活動はすべてボランティアで行われています。

う

ことをお伝えになりたいというお気持

http://tsudoivancouver.blogspot.com

ぞ

ないこともあったのだろう）

メール：tsudoivancouver@gmail.com 携帯：604-356-7325

ぎ

ぼ
ん
て
ん
こ
く

（ な る ほ ど、 思 い も か け な い つ ら く 情 け

すっかりくだけてしまおうとはなさ

最近、バンクーバーでも乳がんになる方、そのほか
のがんにかかる方が急増し、抗がん剤などの治療の際
のウィッグの重要が高まっています。無料貸し出しは、
乳がん患者に限らず、実地しておりますので、メール
あるいは電話などで気軽にお問合せください。
匿名でも結構です。相談内容についても秘密厳守い
たします。
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ちであった。

7 月 10 日（日）の日系センターでのフリー
マーケットは盛況の内に幕を閉じました。
大勢のご協力があり、おかげさまで多くの
売り上げを記録することができました。つ
どい一同深く感謝申し上げます。
売 り 上 げ を 使 っ て、 日 本 か ら 数 個 の
ウィッグを追加購入する予定です。

治療の際のウィッグを
無料で貸し出しています。

と

などと、お考えになる。

乳がんサポート「つどい」

お

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
（９）

佐々木 豪

英語で苦闘
海外で初めての仕事が始まり、僕は英語

学生時代、英語は一番苦手な教科で点数

はこういった用語を覚える必要もあった。

も全教科で一番悪かったのを覚えている。

に悪戦苦闘していた。ホテルでハウスキー

トランシーバーで一番苦戦したことは数

ピングとして働き始めるにあたって、オリ

字だった。英語を学び始めた時に最初に学

そんな英語を生活でここまで使うとは予想

エンテーションが開かれた。10 数ページも

んだものでもあり、数字は英語で理解する

もしていなかったが、英語を使えるだけで

ある英語の書類を渡されて規約や給料につ

ことができると思っていた。

たくさんの人とコミュニティケーションを
取ることができ、その分チャンスも広がる

いて話している様だったが、内容は全く理

ある日、お客様が部屋を移動することに

解できていなかった。僕の他に４人の人が

なり、その手伝いを依頼された。部屋番号

ことを実感した。今でも英語は苦手だが、

同じ日に働き始めるようで、カナダ人やロ

1222 から 252 への移動だった。トランシー

自分の価値観を広げられると思うと、学び

シア人、コロンビア人、トルコ人と国際色

バーでは 1222 to 252 と言っている。この

たい欲求はますます高まる。

豊かだった。最初は試用期間があるようで、

to が本当に紛らわしく余計英語を難しくさ

現在ホテルでは、トランシーバーは前よ

仕事は次の週から始まることはわかった。

せた。部屋数が 400 近くあるホテルでトラ

りは使われなくなった。数年前にホテル全

出勤初日、ホテルの裏側に入ると、働い

ンシーバー上では部屋番号が飛び交ってい

体のシステム変更があり、全従業員にス

ている人が流れる様に忙しく動き回ってい

る。数字の 2 の発音と to の発音はとにか

マートフォンが渡され、アプリ上でやり取

る。僕もその流れに乗って揉まれる様に動

く僕を混乱させた。部屋を間違えて入って

りが交わされる様になったのだ。その為、

いていく。世界各地から集まった人々が英

しまったらとんでもない事となる。特に、

今ではお客様の情報や部屋番号、そして写

語という言語で話しているが、人それぞれ

苦情の対応の際に何か小さなミスがあって

真まで添付できるシステムとなり、言葉で

アクセントは異なり、全く違う言語だと思

はならない。聞き漏らさないように真剣に

全てを伝えなければならないトランシー

う時もあった。

聞いた。そんな責任を伴う集中力がうまく

バーの苦労は無くなったのだ。

ある日、トランシーバーを持って仕事を

ますます便利になっていく社会だが、や

機能した。

する様になった。このトランシーバーはホ

トランシーバーを持ち始めて１ヶ月の間

はり便利というものは自分のエネルギー消

テル内のフロントデスク・セキュリティ・

は確認の為に至る所へ走り回っていたが、

費量を少なくする。自分の価値や成長とエ

コンシェルジュなどの様々な部署と繋がっ

気付いた頃にはトランシーバーのパターン

ネルギー消費量は釣り合っているのかもし

ている。お客様の要望や緊急対応をホテル

を掴む様になり、時々会話中に話される冗

れない。そんな思いを持ちながら働いてい

全体でシェアをするためのものだ。トラン

談も聞ける様になっていた。

た時期でもあった。
			

シーバーを渡された初日は、内容の 99% を
理解できなかった。英語そのものも難しい

仕事にも慣れ始めた頃、ある出来事が起

上に少し特別な用語を使うようだ。例えば、

こった。一人の同僚が、話があるからつい

相手の名前はエコー◯◯と番号で呼ばれる。

て来いと言ってきた。不思議な状況に戸惑

この番号を聞き逃してはならない。自分の

いながらも後をついていくと、別室に連れ

番号を呼ばれたら、注意深く聞き、内容を

て行かれ、部屋の中で５人に囲まれて話が

理解しなければならないが、ノイズが混じっ

始まった。最初僕は何か悪い事をしたのか

た音質は悪く、英語初心者の自分にとって

と恐れていた。彼女たちは「これからどの

は構える瞬間でもあった。聞こえにくいと

ように働きたいのか、なんでここで働いて

聞き直さなければならない。しかし、他部

いるのか」という質問をしてきた。それに

署の多くの従業員が聞いている中、自分一

対して答えると思いもよらない答えが返っ

人だけがオンラインの回線を独占できない。

てきた。ある従業員がホテルを退職しその

２回目に聞いてもわからない場合は、走っ

ポジションが空くという。僕はさっそくマ

てフロントデスクへ向かった。メッセージ

ネージャーの部屋に行き、新しいポジショ

を理解した場合はテン・フォー (10-4) と言

ンへ申請したいと伝えた。マネージャーは

い、聞こえずらかったり、理解していない

微笑み、一言、
「やってみるよ」と言った。

場合はテン・ナイン (10-9) と言う。また、

その結果１週間後にはそのポジションにつ

相手の居場所を知りたいときは What's your

くことができて正社員となり、福利厚生や

20

賃金アップにもつながった。

(What’ s your location) と 言 う。 ま ず

www.thefraser.com

（つづく）
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星の話

８月

小笠原 行秀

これは７月 11 日午前零時の観察です。月齢 13 夜。真夏日の長い

なって、うっかりそれに手を付けてしまいました。碁が終わってそ

のは結構ですが、空を眺めるのには一寸不便ですなー。北斗七星は

れに気が付いた仙人たちは、お百姓の息子が 19 歳の生命しかない

かなり急な角度で水を撒く寸前の構え。北極星を指す短針の角度は

所、寿命管理の手帖に

８時位にはなってますか。杓の右端から柄の端までは、北西から西

筆を入れて 91 歳にしてくれたそうです。

はは、よくある話ですなー。お国柄？ いえ、どっかの国にも……。

北西までになってますねー。よく目立ちます。夏の三角形、織女は
南東へ向って、殆ど頭の真上。牛飼いはそのまま真下で高度 45 度。
白鳥のしっぽは東北東。かなり高くなっています。東を向いて大き

北

な逆さまの三角形。小さい星は見えませんので良く判ります。北斗

★

七星の尾っぽのカーブの延長、Altair は、西南西 40 度というところ

Capella

ですかな。その先の Spica はお月さんが明るすぎて見えませんでした。
週極星（天の北極に近過ぎて地平線に沈まない星、例えば北斗七星）
の Casiopair と Capella は、それぞれ北東と真北の地平線の上でした。
夏の今頃当然見えるべき蠍の心臓 Antares は見えず。と言うべきと
ころ、帰り道でお月さんが木の陰になった所で、月の右斜め下ごく
近い所に見えました。月の光が明る過ぎて見えない筈の星 Antares が、
幸運な事でした。

★

★
★ ★
★
北斗七星 ★
★

★ Deneb

天頂

西

東

★ Vega

北斗七星があるなら、南斗何とか星があってもいいんじゃないか
と思っていましたら、 ありました !! 南斗六星といいます。これも

★ 北極星

★ Arcturus

★ Altair

夏の星です。さそり座の直ぐ上の所にある射手座の一部です。我々
の星の話ではさそりの心臓を狙っていますが、中国の神話では、北
斗と南斗はそれぞれ、北斗七星と南斗六星となっていて、人間の死
と生を司っています。

●月

★ Antares

それについてのお話。あるお百姓が、樹の下で碁を打っている二
人の仙人を見かけました。学者に教えられた通り、黙って食べ物と

南

お酒を持って行き、傍へ何度も運びました。仙人たちは碁に夢中に

『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した＝
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!

Fraser & Friends Presents

Great Cinema Alley

名作古典映画を観る会
グレート・シネマ・アレイ

グレート・シネマ・アレイ

『ふれいざー』は、2018 年４月から毎月、懐か
なったときに誰でもふらりと参加できるゆる～い

日時：８月 23 日（火） 5:30pm 開場 6:00pm 開演
場所：隣組 Tonari Gumi （42 W 8th Ave #101, Vancouver, BC）
料金：ドネーション
お問合せ：Tel:604-939-8707 e-mail：info@thefraser.coom

同好会で、上映後は感想を話し合って感動を分か
ち合いました。そのとき、その映画や出演者に関
する珍しい裏話など交えて解説してくださったの
がボクサーで映画作家の吉川英治さん。
2020 年３月からコロナで映画会ができなくな
とを受けて、７月から映画会を再開しました。

～第 24 回～
『ひまわり』
（ I Girasoli ）

1970 年。フランス / イタリア / ソビエト連邦 / ア
メリカ合衆国
監督：ヴィットリオ・デ・シーカ
脚本：チェーザレ・ザヴァッティーニ / アントニオ・

第 24 回

2020 年３月からコロナ禍でできなくなっていた映画会を、この度、BC
州のコロナ規制が緩和されたことを受けて、再開！ 上映映画は、数ある名
画の中からいつも、ふれいざーらしくてちょっとマニアックな最上級の映画
を選んでいます。あまり知られていない隠れた宝石をお楽しみください。

しの名画を鑑賞する会を催してきました。観たく

りましたが、BC 州のコロナ規制が緩和されたこ

再開第２回

♪ Imagine there's no countries

が、まだ序の口。今から 10 年後は、毎日が台風。

It isn't hard to do.

政府は「住宅、給料、メシも手当も山盛り、い

Nothing to kill or die for 国境をめぐって命が

いとこだよ！」と、獲物 ( 若者 ) をおびき寄せ、

奪われる♪

後ろ手にゲートを閉める。ウナギの罠同様、入っ

ジョン・レノンの『イマジン』は『ひまわり』 たらおしまい。いずれ自ら他国の庶民に銃口を
公開の翌年。戦闘シーンの背景にひるがえる国
旗。

向ける。
地平線まで黄金色に咲き乱れるウクライナの

片田舎の家の前でお母さんが洗濯物を干して

ひまわり畑のごとく、戦争以前は、人は光り輝

る .. もっとも日常で、もっとも映画にはならな

いていた。戦後は、ひまわりが重く首を垂れ、

そうなシーンで「戦争は最低」とわかる。庶民

悲しみは決して癒えない。

の心を描く天才監督ヴィットリオ・デシーカの

「夫はどこ？」政府の答えは「さあねえ」.. 堅
グエラ / ゲオルギ・ムディバニ（ロシア語版） 『自転車泥棒』(1949) は各地の映画学校での教材。
く冷たい役所をあとにする奥さん。ファシズム
音楽：ヘンリー・マンシーニ
「自国では犬扱いされて、今度は 1 万マイル にとって市民はただのアリンコ。だあれも”知っ
出演：マルチェロ・マストロヤンニ / ソフィア・ロー も飛んでって、罪なき農民を殺せだと。俺はゴ
たこっちゃない”。ソフィア・ローレン渾身の名
レン / リュドミラ・サベーリエワ
メンだね」.. 徹底して軍隊入りを拒否したモハ 演。ヘンリー・マンシーニのピアノスコア。
メド・アリの行動が ” 右へならえ” のボンクラ

「どっかの誰かが戦争を止める」と人は思っ

世界を揺るがせたのは作品の 3 年前。ゴミのポ

てるから戦争は繰り返す。戦争を止める力を一

イ捨ては違法だが爆弾投下は合法。ひとり殺せ

人ひとりが発揮しなきゃ、悪事の片棒担ぎ。

ば殺人罪でも千人殺せば英雄 .. 軍事賛美社会が、 ♪ You may say I'm a dreamer.
ジョーン・バエズ、ボブ・ディランらの歌声に

But I'm not the only one.

よって目覚め初めた時代に『ひまわり』は開花。 I hope someday you'll join us.
「これほど” 戦争は最低” って明らかだから、世

And the world will live as one みんなが口をつぐ

界は戦争をやめるだろう」と、当時期待した筆

むのをやめて、世界がひとつになれたらいいな♪

者は甘っちょろかった。今、世界は崖っぷちだ

隙間川柳の会

あなたの心の隙間に

――考える葦

八十の生きがい何かないかしら

		

www.thefraser.com

隙間川柳の会

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

あなたの心の隙間に

Walden St., Vancouver, BC

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

みえ

聖公会聖十字教会

――森下

4580

夏痩せはしない今年は水肥り

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

		

聖ペテロ記念庭園納骨堂

映写係【世直しボクサー】吉川英治

sudoku break

答えは p. 51
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私からあなたへ

投稿のページ

誰でもできる地球保全十ヶ条

エレベーターはなるべく乗らず、階段を使う。

＊本当に必要なもの以外は買わない。買い物

不二川 往来

＊紙の節約。トイレットペーパーは再生のも

私たちの住む星、地球ができたのは４６億年

のを使い、メモ用紙も使用済みの裏側を使うな

前と言われます。できた当時は灼熱の火だるま

にはバッグを持ち無駄な包装を断る。
＊買い替えなくてはならぬ時は、環境衛生に

ど工夫をする。

配慮した商品を選び、リサイクルショップも利

でしたが、数億年して陸と海が生まれ、３５億
年前にバクテリアなどの命が誕生しました。氷

＊簡素な生活。Recycle より Reduce Reuse を

河期を終えて細胞が生まれ、魚類が誕生したそ

心がけ、それでも出る空き缶、あきびん、プラ

うです。３億年前の恐竜時代を経て、鳥類、そ

スチックはリサイクルへ。

用する。
＊環境問題、生活改善の運動に関心を持ち、
学習会などに積極的に参加して考え合う。

して一億年前ごろ人類が誕生したと言われます。
しかし人間はあまりに賢すぎて、その上欲望

排水で川や海を汚さぬように。

＊電化製品の使い捨て、車の気軽な乗り換え

が強く、文明という名の下で機械の発明、石炭、 をやめ、修理できるもの、長く使えるものを選

合掌。

石油の開発などで今日まで自然環境が破壊され、 ぶこと。
地球の温暖化も進んできました。このままでは
私たちの住んでいる環境が破壊され、また人類
の滅亡へと向かうのではないかと懸念されてい

＊合成洗剤の使用をやめ、食器洗い洗濯には
自然に優しい石鹸を使う。

投稿について

ます。
20 年前に京都の本願寺では次のような「地球
保全十ヶ条」を宣言しています。

＊なるべく車の使用を控え、電車、バスを利
用し、近くは歩くこと。車のアイドリングをし
ない。

＊日頃より節電を心がけ、冷暖房はなるべく
使わず、不要な電灯、テレビはこまめに消し、

＊水の節約。使った水を浄化槽などを設け、

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

～生ける水のオアシス～

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

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

●礼拝と祈りの場所：
Bethel International Church
739 East 33 Ave.、
Fraser から１ブロック東へ。
礼拝時間は、
●日曜 礼拝とゴスペル：２PM
●祈りと解放の夕べ：毎週火曜日７PM
Women’ s Prayer time: 毎週木曜日 12PM

連絡先：牧師 かわい まりこ 604-984-0663

HOLY CROSS ANGLICAN CHURCH

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

（アリシア・グリーンフィールド）

聖書勉強会（日本語）火曜日午後 1 時
Zoom で行います。
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Mennonite Japanese Christian Fellowship
日曜礼拝 午後 3 時から
12246 100th Ave., Surrey
（Living Hope Christian Fellowship 内）
連絡先：牧師

住所 : 4580 Walden St. Vancouver
連絡先 : 604 - 879 -1344
holycrossjc@gmail.com
http://holycross.vcn.bc.ca
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メノナイト日本語キリスト集会

ジェラルド・ニュフェルド

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

Fraser Monthly

日本語でどうぞ

ノースショア日本語キリスト教会

" 人生の道・真理・命であるイエス・キリストに出会ってみませんか "

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

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

★

Mountain Hwy

North Shore Japanese Church

Crown St.

日系聖十字聖公会

www.lwpm-jcrc.com

We are 30 years old!

愛に呪われ、それでもわたしたちは生きていく。 傍若無人な怠け者にして、口達者なひねくれ者の
わたしは愛する男のために人生を誤りたい。本屋

30 歳崖っぷち問題児イグネイシャスは、どこに発

大賞受賞作『流浪の月』著者の、
心に響く最高傑作。 表するというあてもない論文を、子供向けレポー
芦沢 央著

ト用紙に書き散らしていた。全世界 200 万部超の

中央公論新社 ￥1650

ロングセラー＆ 1981 年度ピュリツァー賞受賞作。

■夜の道標

文芸
■紙の梟 ハーシュソサエティ

貫井 徳郎著

1996 年、
横浜市内で塾の経営者が殺害された。早々

■アイダホ

エミリー・ラスコヴィッチ著

文藝春秋 ￥1800

に被害者の元教え子が被疑者として捜査線上に浮

ここは、人を一人殺したら死刑になる世界。人間

かぶが、事件発生から 2 年経った今も、被疑者の

の無意識を抑圧し心の自由を奪う社会のいびつさ

足取りはつかめていない。慟哭の長篇ミステリー。 ち砕かれる儚さ、愛よりも深い絆、贖罪を、静謐な

を拡大し、白日の下にさらすのがこの小説。恐ろ

■ロンドン・アイの謎

東京創元社 ￥1900

しくて歪んだ世界に五つの物語が私たちを導く。
■残星を抱く

矢樹 純著
祥伝社 ￥1600

シヴォーン・ダウド 著

12 歳のテッドは、観覧車ロンドン・アイに乗りにで

白水社 ￥3600
記憶は消えても悲しみは消えない。日常が一瞬で打
筆致で鋭く繊細に描く珠玉のデビュー長篇。2019
年度国際ダブリン文学賞受賞作。
■ラスト・チェリー・ブロッサム わたしのヒロシマ

かけた。
「普通の人とはちがう」脳の仕組みを持ち、 キャサリン・バーキンショー著 ほるぷ出版 ￥1500

第 73 回日本推理作家協会賞短編部門受賞
『夫の骨』 大人顔負けの論理を駆使する少年テッドが謎に挑

昭和 20 年８月、１発の原子爆弾でユリコは全てを

の著者、受賞後初の長編ミステリ。罰を受けるべ

む！カーネギー賞受賞作家が贈る清々しい謎解き。

失った。日系アメリカ人著者が、被爆者である母の

きなのは誰。次々と身の回りで起こる不穏な出来

■長い長い夜

ルリ 著

体験をもとに執筆したフィクションの翻訳版。アメ

小学館 ￥1400

リカでは多くの学校で読まれ、国連の軍縮活動にお

日野 啓三著
小学館 ￥800

回（2021 年）文学トンネ子ども文学賞大賞を受賞。

事故で記憶をなくした男の “再生” 物語。見えな

地球で最後の一頭となったシロサイが、その懐で

いはずの物が見え、覚えているはずのことが消え

生まれたペンギンの子に、その最後の力をふりし

て何が悪い？ 近未来を舞台に、物質文明や人間の

ぼって伝えたかったこととは……。

陰陽を見事に描出した第 47 回読売文学賞受賞作。

■君という生活

筑摩書房 ￥1700
親密な関係なのに心がすれ違う「君」と「私」の

江戸は神田三島町にある袋物屋の三島屋は、風変

変奏曲。疎外された人々の視点から韓国社会を描

わりな百物語をしていることで知られている。語

いてきた著者の、胸に迫る傑作短編集。寂寥感と

り手一人に聞き手も一人、話はけっして外には漏

抒情が溢れる。

らさず、
「語って語り捨て、聞いて聞き捨て」
。

■キリンの首 ユーディット・シャランスキー著

■アナベル・リイ

河出書房新社 ￥2700

小池 真理子著
KADOKAWA ￥1800

ダーウィンの進化論を信奉する厳格な生物学教師

怯え続けることが私の人生だった。私は今も、彼

と、自然淘汰に晒される高校生たち。ある女子学生

女の亡霊から逃れることができないのだ。1978 年、 との出会いによって氷のような世界に綻びが生じ
悦子はアルバイト先のバーで、舞台女優の夢を持

る。世界 22 か国で翻訳されたベストセラー。

つ若い女・千佳代と出会った。

■愚か者同盟

■汝、星のごとく

ジョン・ケネディ・トゥール著
国書刊行会 ￥1800

凪良 ゆう著
講談社 ￥1600

1960 年代。さまざまな人種と階層の人間が行き交

ニューオーリンズ。無職、
肥満、
哲学狂、
その愛は、あまりにも切ない。正しさに縛られ、 う混沌の街、

熟語遊び

真ん中に漢字を入れて熟語を作りましょう。

歴

子

技

西

→

→

民

山
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80 歳の壁 和田秀樹
幻冬舎
マスカレード・ゲーム 東野圭吾
集英社
同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬
早川書房
N46MODEvol.2乃木坂 46デビュー 10 周年記念公式ブック
夢をかなえるゾウ（0） 水野敬也
文響社
70 歳が老化の分かれ道 和田秀樹
詩想社
20 代で得た知見 Ｆ
KADOKAWA
ジェイソン流お金の増やし方 厚切りジェイソン ぴあ
子宝船 きたきた捕物帖（2） 宮部みゆき PHP 研究所
マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 幻冬舎
物語 ウクライナの歴史 黒川祐次 中央公論新社
SPY × FAMILY 家族の肖像 遠藤達哉（原作）集英社
デスマーチからはじまる異世界狂想曲（25） 愛七ひろ KADOKAWA
数値化の鬼 安藤広大
ダイヤモンド社
人は話し方が９割 永松茂久
すばる舎
佐久間宣行のずるい仕事術 佐久間宣行 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
私が見た未来 完全版 たつき諒
飛鳥新社
もう一度、歩きだすために大人の流儀（11）伊集院静 講談社
87 歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良美智子 すばる

→

任大彬（イム テビン）牧師

みえ

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

――森下

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

隙間川柳の会

Vancouver Japanese United Church

あなたの心の隙間に

バンクーバー日系人合同教会

アイスクリーム バテた胃腸に毒と化け

カナダ合同教会

出版科学研究所調べ

→

KADOKAWA ￥1900

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

→

宮部 みゆき著

2022 年５月のベストセラー
総合

キム・ヘジン著

■よって件のごとし 三島屋変調百物語八之続

ける推薦図書にも選定されている。

→

■光

子どもに伝えたい、命の尊さと愛。韓国で第 21

→

事に、刑事の妻・柊子は追いつめられていく。

外
August 2022

軍

答：54 ページ
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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
＝８月

ランメル チャック

覧迷留

茶句

年中行事にはそれぞれに意味があり、惰性で生活しがちな人間の気持ちを新鮮にしてくれ
ます。私が日本にいた頃感じた年中行事に対する体験や所感を書いてみたいと思います。

お盆法要＝

家がすべてごちそうしているとわかりました。

日本中の人々がお盆休みをとって故郷に帰省する八月、新幹線のプラット

カナダでは、先祖を敬い墓参りをするという習慣はあまりありません。ラ

ホームは電車を待つ人々の行列が続きます。彼らはお土産の入った袋を両手

ンメル家の墓はというと、墓石は土の下に埋まり、周りは芝生が伸びていて

に持ちきれないほどいっぱい持っています。日本人特有の手土産を持って人

「はて、どこだろう？」と探すのにちょっと戸惑います。日本から帰宅した

を訪れる習慣は、今もって続いていますし、ここカナダにいる日本人の間で

当初は、日本の習慣を取り入れて姉妹たちに墓参りをしようと提案しまし

もこの習慣は受け継がれているようです。私もお盆になると東京から妻の実

た。しかしそれも１回きりでした。それでせめて墓地の近くをドライブして

家の広島に行きました。実家が一族の本家で、そこには叔父、叔母、姉妹、

いるときくらいは、
先祖に挨拶する気持ちで想いを馳せることにしています。

従兄弟たちが集まり、お坊さんにお経を上げてもらった後に大広間で食事が
始まります。当時は男性天国の日本、特に地方に行くと、男の人たちはお風

＝盆踊り＝

呂に入った後、座ったまま次々と運ばれてくるごちそうを食べるのが役目で

日本にいる時、盆踊りの太鼓の音が遠くから聞こえてくると、外国人の私

す。女の人たちはお盆を持って台所と客間を行ったり来たり走るように動い

でも胸騒ぎがして、とっておきの浴衣を着て盆踊りに出かけました。踊らな

ています。彼女たちは交代でそそくさと食事をしています。

くても踊りを見ているだけでも楽しく、夜店が出て大勢の人の集まっている

日本料理は小さな器に少ない量を美しく盛り付けてあるので皿の数が多

雰囲気は夏の夜にぴったりです。バンクーバーでも、毎年仏教会の近くで日

く、テーブルの上がすぐいっぱいになるので、さっさと食べて次の料理が出

系人主催の盆踊りが行われています。私は十代の頃仏教会で盆踊りの練習に

てくるのを待ちます。アルコールは、コップが空になる前に誰かが気を利か

参加しましたが、もともとダンスが苦手なので、いまだに上手に踊れません。

せてついでいきます。この集まりで私は
「お兄さん」
とか
「チャックおじさん」

バンクーバーで盆踊りに行った帰りにハイウェイを走っていたら、パト

と呼ばれたりします。親戚兄弟すべてファーストネームで呼び合うカナダで

カーに止められました。スピード違反の取締りでした。窓を開けると浴衣姿

育った私は、お兄さんとかおじさんとか呼ばれると、とても名誉に感じられ

の私を見たその警官は意外そうな表情をしています。免許証を見せるように

て嬉しくなり、家族への親しみがいっそう沸いてくるのでした。

言われるのだと思っていましたら「君はどこの国から来たのか知らないが、

真夏の太陽が照りつけるなか、本家と親戚の墓参りに一族郎党ぞろぞろと

カナダではハイウェイは時速 90 キロだから、
今後は気を付けなさい」と言っ

出かけます。行く先では他の親戚とばったり出会って立ち話。暑さでぐった

て放免してくれたのです。その間、私はひと言も言葉を発せずにいました。

りした後は、ちょうちんのたくさんぶら下がったビアガーデンに寄って、汗

そして最後に「サンキュー・ベリーマッチ」と日本語なまりの英語でお礼を

をふきふき冷たいビールを飲んで帰ります。墓参りの後の食事で私はお金を

言いました。浴衣を着ていたために、ラッキーにも罰金を取られることなく

払ったことがないので、誰がどのように払っているのかと思っていたら、本

見逃してもらったのです。それともこれは仏様のお慈悲でしょうか。

７月。初夏の日差し

愛戸 のぞみ

7 月に入ってから、段々暑くなって来た。冷夏の予報は、外れ
た。明日は、35 度になる予報だ。朝から日差しが強い。
ふれいざー主催の映画上映会に久しぶりに行って来た。コロナ
感染のため、２年以上上映会ができなかったが、また再会されて

き、誰もがそれを欲しいと思う。自由と希望の象徴。学校や家で
抑えつけられている子供達は、いつも風船と一緒に自由に空を飛
び回って行きたいと願う。風船を追いかけて走る子供達の真剣な
表情が印象に残った。

良かった。二本立てだったが、『赤い風船』が心に残っている。こ

コロナ菌との戦いの中で、先の見えない疲れ切った人達が絶望

の映画は、1956 年にフランスで作られた。戦争が終わり、自由に

感で命を絶っている。サル痘やオミクロンの変異株、自然災害、

外出できるようになり、子供達は学校で学んだり、近所の子供達

物価高、おまけに今日警報アラームが出た銃乱射事件。こんな世

と遊んでいる。たくさんの子供達が、１人の子に従ってついてく

の中、何を希望とするのか。自由に外出できるすばらしさを、規

る赤い風船を取りたがり、追いかけて行く。30 分の短い映画だっ

制されたことから実感した。家族や友人と祈って励まし合う事が

たが、日本で見た時、大きなきれいな赤い風船が男の子の周りを

できる幸せ。人々と昔見て感動した映画を味わえる幸せ。この一

飛び回っていたのを憶えている。今見ると、その赤い風船は、自

瞬がいつまで続くかわからないからこそ、この時を感謝して味わ

由と男の子を導く希望の光を表していると感じた。風船と共にど

いたい。上映者と上映会場の隣組に感謝する。たくさんの人に見

こでも自由に走り回れるすばらしさ。赤い色の持つ刺激的な魅力。

てほしい。次回は、何かな。

大人は風船を無視をするが、風船を見つけた子供達の目の色が輝

www.thefraser.com
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『ふれいざー』を作るためにご協力いただいているス
ポンサーの皆様から読者の皆様への、
自由な伝言板です。
広告だけでは伝わらないことをこちらで。ちょっと道
草をくって書いていただく月替わりの伝言板です。

両親や祖父母のスーパービザは
最長２年までの滞在が５年に延
長されました。
ABIC カナダ移民＆ビザ事務所
６０４－６８８－１９５６
www.ABICanada.com
P.3
自動車保険は強制保険、任意保険など
さまざまなものがあります。経験豊富
なスタッフがわかりやすくご説明致し
ます。お気軽に日本語で御相談下さい。

上高原保険代理店

www.kamiinsurance.com
日本語担当：西尾 真美
mami@kamiinsurance.com
P.16

しかし、聖霊があなたがたの
上に臨まれるとき、
あなたがたは力を受けます。
使徒の働き１：８
Japanese Christian リバイバルセンター
P.42

続くインフレと金利の上昇から
資産を守れていますか？
お気軽にお問い合わせください。

日本語直通 : 604-257-7291 shoko.sanchez@rbc.com
CA.RBCWEALTHMANAGEMENT.COM/CHRIS.KWOK
P.14

ゴスペルナイト！！
９月 10 日 ( 土 )

6:30pm 開場、7:00pm 開演

入場無料

P.23

「金利の上昇で不動産市場の活況
度が落ちたと同時に今度は賃貸市
場が活況です。優良物件には入居
申請が複数入り激戦状態です。周
到な準備と即決が鍵です。
」

依田 敦子
P.23

バンクーバー日系人福音教会
P.42

８ 月 の 診 療 日 は、8/5、8/12、
8/19、8/26 となります。ご予約制
となっておりますので、ご登録／
ご予約の上ご利用ください。

ベテルメッドクリニック
info@bethelmed.ca
778-807-3224

藤井公認会計事務所

６０４－７３１－１４００

P.22

604-992-5080

暑い日が続きますが、楽し
い夏をお過ごしください。

オークウエスト不動産株式会社

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

セルマック不動産

www.gnvancouver.com
www.jpgospelchurch.com

P.5

“Keep your face
always toward the
sunshine – and
shadows will fall behind
you.” ～ Walt Whitman

苺、ブルーベリー、ラズベリー、ズッ
キーニ、グリーンピース、トマト、
パプリカ・・・地元の野菜や果物がたっ
ぷり食べられるこの季節はとてもあ
りがたいです。

604-812-7139

日本へのお中元に
カナダの人気グルメを
送りませんか。

www.cheenashop.com

9291 Shaughnessy St. Vancouver, BC V6P 6P4
TEL: 604-648-0008
P.7
ニコニコニュースレター
は始めました。カナダの
「介護事情」について毎月
お知らせ予定です。ご興味ある方
は Nikoniko.ca の Home 下、
ニュー
スレター希望欄にご登録ください。

ニコニコホームケア
778-960-4735
P.16

P.18
アクティブに過ごす夏。お料理も手を
抜いてご自宅でお刺身をカットなさる
のはいかがですか？ 鮪、
ぶり、
鮭、
帆立、
タコ、鯵、紋甲イカ、とびこ、甘海老な
どなど多数ご用意しております。
（ご好
評の土曜日お刺身セットは勝手ながら
８月中はお休みさせて頂きます）

シーボーン
604-261-2230 www.seaborn.ca

引っ越しました。
ご用命はお電話をどうぞ。
マグカップやカラフルな豆
小皿・丼・ティーポット
など続々入荷中！
S H O P O N L I N E AT M U R ATA . C A

P.26

Manulife Bank
1 年定期預金 3.50%、2 年定期預
金 4.25%、3 年定期預金 4.35%
4 年定期預金 4.46%、5 年定期預
金 4.56% 口座開設は超簡単！

秋の不動産シーズンが 9 月
から始まります。年内に売
買をご検討の方、お早目に
ご相談ください。

小林ひろこ 604-727-2320

リマックス不動産 フレッド吉村

moxeyh@telus.net

RE/MAX Crest Realty 604-312-5159

P.55
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P.6

はなもフローリスト
Tel: 604. 685. 3649
P.4

夏の間に頭皮の毛穴の汚れを落とし
て、様々なトラブルから頭皮を守りま
しょう！完全個室で、リラックスでき
るスキャルプクレンジング。ヘアカッ
トとご一緒に、ヘッドスパ 30 分コー
スもご用意しております。
ぜひお試しください！

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

P.22
Fraser Monthly

We are 30 years old!

野菜作り仲間募集。無農薬、 有機栽培の野菜作

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

教えます

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

あげます
ピアノ。カナダ製。 鍵盤はアイボリー
604-929-7081
本。三浦綾子著他、 沢山の良書差し上げます。
604-324-8952

売ります
日本の小説売ります。 本の写真を送ります。
naomit21@gmail.com までメール下さい。

無料聖書講座 バンクーバー日系人福音教会で
は、 随時、 無料聖書講座を開催しています。 聖書
にご興味のある方は、 下記までご連絡ください。 ご一
緒に世界一のベストセラーである聖書を学びましょう。
jpgospelchurch@gmail.com

604-273-1621 Email: rvan2@hotmail.com

アルバイト
出張にて車をピカピカにします。お手入れ

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

仲間募集
森で焚火 GoldennEars の森の中に、 据え置き型

【クラシファイド お申し込み方法】

メノナイト日本語キリスト集会のクリスチャンが
あなたのためにお祈りします。 リクエストがありましたら、
匿名で構いませんので下記のアドレスへご連絡下さい。
内容は一切公開しません。 inoriMJCF@gmail.com

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

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

日 / 英ズームチャット このグループは英語と日本
書道教室 大人、子供。師範免許有。通信講座。 語を混ぜてコミュニケーションを取ります。 この集会の目

手品を時間とお金をかけずに習う方法書を売ります。
MagicJo 山下 webarts3000@yahoo.com
又は text 604-983-0732.
www.magicjos.magix.net/public

★物品の売買は横書き１行 22 字で４行まで無料。
★アルバイト・教えます・求人・住宅情報は１回１行
につき $2.00。チェック送付先は本誌最終ページに。

北海道人会 今後のイベントなどをご連絡しますので、

の大型 Camping トレーラー持っています。 快晴の夏
の日に、 一緒に行ってくれる人を探しています。 私は
年配の男性です。ご夫婦でも男性のみでも歓迎です。
kayryo58@gmail.com

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

的は、 英語や日本語のスキルを向上させたいが、 言
語能力が不十分であるために話し合いの最中にイライラ
したくない人々に、 安全で協力的で便利な環境を提供
することです。 ー緒に日本語と英語を語り合ってみませ
んか、 興味のある方はどうぞ。
毎月の第 4 火曜の夜 8 時から 9 時です。
778-809-1133 Email: lal86419@gmail.com

同志社大学出身の皆様へ お問合せ ： 松本 / ジン
604-688-1956/doshishavancouver@hotmail.com
日本大学ＯＢ，ＯＧ集まれ！！ 発起人 ： 久保
克己、 小茂田勝政、 和田健治 事務局 ： 和田健治
604-862-7216 email:vickomoda@yahoo.co.jp
関西大学出身の皆様へ 。 ☎ 604-685-6521 ext.
348 コミナミまで tom.kominami@f55f.com

中 京 大 学 同 窓 会 野原誠治☎ 604-347-7995
noppaseiji@hotmail.com

ソフィア会からのお知らせ 連絡先 ： ☎ 604939-8707 宮坂 mari@thefraser.com

はなしの箸やすめ
人さまざま

ケ

ニアに住む農場経営者のベンは週末に畑を見回っていたとき、

家畜を襲おうとしていたニシキ蛇を見つけた。蛇はベンに巻きついて
木の上まで引っ張り上げた。ベンは蛇と数分間戦った挙句、ついに蛇
に噛みついて勝った。

ケ

ベックのあるタウンハウスで火災報知器が鳴ったので、消防隊

員が動物ショーのマネージャーのととろに行き、２羽のインコ、３匹
の犬、４匹の子猫、10 匹の猪と１匹の豚を地下室から救助した。家
は無人だったが、近所の人の話では、動物の臭気を除去するために一
年中ファンを回しているので、その過熱で火事が起きたのだろうと
言っている。54 才になるマネージャーは４匹以上の動物を家の中で

無愛

想子

コ ロラドに住むケリーは豆腐が大好きで、豆腐が健康食である

から、みんなに知ってもらうために彼女の車のナンバープレートを
「ILVTOFU」に変更しようとしたが、この表示は人々の誤解を招く
という理由で許可されなかった。

ニ ューヨークの空港で飛行機に来客の荷物を積み込む仕事をし

ていた 21 才の男は、ボストンのローガン空港で荷物を降ろしてい

るとき、荷物の間で眠っているのを発見された。別にけがもしてい
なかったし、犯罪を犯したわけでもないので罰金も科せられず釈放
された。男はどんなところでも寝てしまうのだった。

50 才になるサウジアラビアの男は裁判の結果、ようやく９歳に

飼ってはいけないという市条例に違反したので 1000 ドル以上の罰金

なる花嫁と離婚することに同意した。裁判ではこの男に、彼女が結

を科せられた。

婚適齢期になるまで近づいてはいけないと宣告した。

www.thefraser.com
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コミュニティ
掲

示

★秋の講演会のお知らせ★
10 月 13 日 ( 木 ) 6pm ～ 8pm 入場無料
会場 ： リステルホテル 1525 Robson St, Vancouver
当会会員、 国光愛と浜野ハイディによる講演会を行い
ます。 詳細は来月お知らせ致します。 お楽しみに！

日本語認知症サポート協会
「オンライン de Cafe・笑いヨガ」

「笑顔の力」 を引き出そう
～ 「笑いヨガ」 で、 コロナに負けない体づくり～
毎月、 「笑いヨガ」 を行っています。 自宅にいながら参
加できる、 オンラインでのセッションです。
興味のある方、まずはお問い合わせを。 初心者大歓迎。
日時 ： 2022 年 8 月 18 日 （木） 午後８時～９時
会場 ： Zoom
参加費 ： 初回無料、 ２回目からドネーション
（e-Transfer、 PayPal または小切手にて）
申し込み締め切り ： 2022 年 8 月 16 日 （火）
申込みリンク ： https://forms.gle/Do7bBrrct4aBWumV9
* お申し込みの方には後ほど参加方法をご案内します。
お問い合わせ先 ： orangecafevancouver@gmail.com
主催 ： 日本語認知症サポート協会
（Japanese Dementia Support Association)
www.japanesedementiasupport.com

日系ホーム 新プログラム
オープンドアプログラム （新見日系ホーム）
チェアーエクササイズ 火曜日 ・ 午前 9:30 ～ 10:15
チェアーダンス 火曜日 ・ 午前 10:30 ～ 11:15
アウトファイト ・ パーキンソン症のためのボクシングエクサ
サイズ 火曜日 ・ 午後 1:00 ～ 1:45
ビーフィット 火曜日 ・ 午後 3:00 ～ 3:45
詳細 ・ お問い合わせは KWLInstructor@nikkeishc.com
または 604-777-5000 （ひろみ） まで

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

脳の運動教室
脳の運動教室、 第 12 期が教室とオンラインの Hybrid
で９月から始まります。
９月９日 ( 金） 朝 10 時より。 規則正しい生活リズムを
継続し少し曇りがちな記憶にメスを入れましょう！
詳細ご希望の方は eriko@wchealthymemor.com まで

バンクーバー日系人福音教会
毎週日曜日朝１１時＆午後 2 時、 教会堂にて礼拝が
行われています。
＊オンラインのライブストリーミングでの礼拝は引き続き
行われます。 教会ホームページよりご利用ください。
＊８月２１日 ( 日 ) は教会行事の都合上、第一礼拝 ( 朝
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＊洗礼式特別礼拝

日系文化センター・博物館ニュース

板

日系女性企業家協会

礼拝へのご案内

１１時 ) のみとなります。 第二礼拝 ( 午後２時） はお休
みとなりますので、 お間違えのないように！

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

８月２８日 ( 日 ) 朝１１時 洗礼式＆ケーキを囲んでの
祝会が行われます。 どなたでも大歓迎！

＊ Gospel Night 2022 "GN22"

９月１０日 ( 土 )6:30pm 開場、 7:00pm 開演
Michael J. Fox Theatre(7373 MacPherson Avenue,
Burnaby) 入場無料！ 日本人に贈るゴスペルの祭典！
（プログラムは全て日英バイリンガルで行われます )
一緒にゴスペルを楽しみましょう！
詳細は www.gnvancouver.com

＊ Zoom での無料英会話クラス開催中！！

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

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

バンクーバー日系人合同教会
教会日曜日日本語礼拝の案内

毎週日曜日午前 11 時より。 礼拝の後、親睦の時を持っ
ています。 7 月１７日から 4 週間、 特別説教者をオンラ
インでお招きしています。
８月７日 杉本茂謙牧師 ： 礼拝は教会礼拝堂および
Zoom （ID5662538165、パスコード1225）で参加できます。

日英バイリンガル礼拝案内

州保健局の規定に伴い、 公共の屋内でのマスク着
用は不要となりまので当館もそれに準じた体制になり
ます。 体調が悪い場合はご自宅に留まり、 オンライ
ンにて是非 「ご来館」 ください。 プログラムの詳細は
centre.nikkeiplace.org にて。

日系ガーデンファーマーズマーケット

地元で採れる新鮮野菜や地元アーティストのクラフト
品など販売される２年目のマーケット。 ８月にはスイ
カやマスクメロンも登場予定です。 旬の野菜、 水菜、
小松菜、 そら豆、 しし唐、 ナスなどもお求めいただ
けます。 キッズブースやコミュニティブースでクラフト
などがお楽しみいただけます。 ご家族揃ってお立ち
寄りください。 ベンダーリスト等詳細はウェブサイトで。
centre.nikkeiplace.org/events/nikkei-farmers-market

シニアラウンジ

8 月 28 日｜ 10 ａｍ～ 2pm ｜無料
日系センターでシニアラウンジがスタートしました。 同
世代の仲間とお茶を飲みながらパソコン、 タブレット
やスマートフォンの便利な機能を学びましょう。 遠く
離れた家族や友人と繋がりたい、 Wi － Fi のことを
教えてなど、 元ボクサーで、 チャリティー活動などで
ご活躍されている吉川英治さんがゆっくり楽しくボラン
ティアとともに教えます。 ご自身のパソコン、タブレット、
スマートフォンをご持参ください。
日系祭り｜ 9 月 3 日＆ 4 日｜ 11am ～ 7pm
日系祭りは今年で、10 周年！詳しくはウェブサイトで。
https://nikkeimatsuri.nikkeiplace.org/
ボランティア募集開始 ： 興味ある方はこちらのリンク
にてお申込みを。 http://bttr.im/v0peb 8 月 27
日にボランティアオリエンテーションが行われます。

展示：Washi 和紙

2023 年 2 月 25 日まで｜火～土｜ 10am ～ 5pm
日本古来の製法により手作りされてきた和紙。 木版
画を印刷する紙としても使用されています。 カナダ人
版画家、松原直子と芸術家 Alex Hatanaka の作品展。
西洋と東洋、 異文化技術の融合により生み出された
作品をお楽しみください。 この展示は CSAA(Canadian
Society for Asian Arts)、 BC Arts Council、 Deux
Mill 基金の協力により開催されています。

８月 14 日 ( 日 ) 午前 11 時より 野外礼拝を教会斜め
向かいにある Brewers Park （4175 Victoria Dr） で行わ
れます。 礼拝後 BBQ 食事会があります。
シニアラインダンス ８月から再開します。 土曜
日午前 11 時から 12 時 会費 ＄１
教会バザー案内 ８月 27 日 （土） 11am ～ 2pm
物品寄付のお願い ー地域コミュニティー食品棚、
Downtown Eastside のストリートピープルに配る、 ドライフー
ド、 Box ジュース、 水の寄付を集めています。 ご協力に
感謝します。
お問合せ ： 604-618-6491 （テキスト可）、
vjuc4010@yahoo.ca 牧師 イムまで
住 所 ： 4010 Victoria Dr, (Between 23rd and
25th Ave East), Vancouver

ミ ュ ー ジ ア ム シ ョ ッ プ ： メ ン バ ー 10 ％ オ
フ！お買い物は直接日系センター、 もしくはオンライ
ンでお楽しみいただけます。 お探しのものが見つから
ない場合はご連絡ください。 jcnm@nikkeiplace.org |
604.777.7000 ext.109 | https://nnmcc.square.site

Northwood 合同教会

ブックストア

日本語会衆

礼拝

日本語礼拝案内 第 3 日曜 ２pm ～ （8 月は 21 日））
住所 ： 8855 156 St, Surrey, BC V3R 4K9
お問い合わせ ： 604-618-6491 （テキスト可） イム、
kuniokazaki98@gmail.com 岡崎まで

Fraser Monthly

常設：
「体験：1877 年からの日系カナダ人」
2 階入場無料

毎週火曜 ・ 木曜 ・ 金曜 ・ 土曜の午前 11 時から午後
3 時までオープン。 ｜ファーマーズマーケットの第 2 と
第 4 日曜日は 10 時から午後 2 時オープン
本のドネーションも受付中！本はブックストアが開店して
いる間にお持ちください。 時間やドネーション受付に関し
て詳しくは、 ウェブサイトにてご確認下さい。

We are 30 years old!

https://centre.nikkeiplace.org/japanese-book-store

オンライン：ファミリーヒストリー個別相談

家族の歴史をたどってみませんか。 リサーチ及びアーカ
イブの専門家のリンダ・カワモト・リードが個別にお手伝い。
centre.nikkeiplace.org/family-history-one-on-one

チャールズ門田リサーチセンター

NIKKEIMUSEUM.ORG にて 31,000 点を超える所蔵物
をご覧ください。 リサーチセンターはご予約のみの受
付。 研究調査についてのお問い合わせはリンダ ・ カ
ワモト ・ リード lreid@nikkeiplace.org。 寄贈に関するお
問い合わせはコレクション ・ マネージャーのリサ ・ ウエ
ダ luyeda@nikkeiplace.org までご連絡ください。 戦後
補償特別委員会からのご支援に感謝申し上げます。

ポッドキャストシリーズ Sounds Japanese
隔週水曜日にリリースされ
Canadian to Me

る新しいエピソードをお楽しみください。 日系センター
のウェブサイトもしくは、 アップルやグーグルのポッド
キャスト、Spotify、Stitcher にてお聴きいただけます。

日系文化センター・博物館会員

会員を随時募集。 会員になるとミュージアムへの入
場が無料になるほか、ミュージアムショップでの割引、
特定のイベントやプログラムなどで割引特典がありま
す。 また会員は年次総会に出席することができます。
詳しくはウェブページにてご確認ください。 https://
centre.nikkeiplace.org/support-us/membership/
会費収入は施設の維持や感染防止対策、 展示、 イベ
ント、 プログラムなどを充実させるために使用されます。

日系文化センター・博物館をサポートする方法

・ メンバーになる ・ 博物館ギフトショップとオンライン

ズームイン

ショップ https://nnmcc.square.site でお買い物をす
る ・ 毎月のご寄付にお申込みいただく ・ オンラインプ
ログラムに登録していただく ・ 会員特典を提供する。
詳細は、 日系プレース基金にお問い合わせ下さい ：
604-777-2122 又は gifts@nikkeiplace.org。

BC 州認可こどものくに
７月のサマーキャンプも楽しく終わり、 ８月にもまた運動会、
本読み会、 カレーライスづくりなどなど楽しい企画いっぱいの
キャンプが行われます。 夏を安全にたのしくすごしましょう！
９月 10 日は入園式です。 皆様にお会いできますのを保育
士一同楽しみにしております。
９月からこどものくにでこども達と共に遊んで学んでいって下さ
る保育士を募集しています。 こども達の可能性を信じ、 こど
も達と共に楽しんでくださる方！是非ご連絡下さい。
連絡 ： 園長 芳賀満 604-254-2551 （102） cw@vjls-jh.com
◆エマージェントカリキュラムというこども本位の教育方
針でこども達の想像力や考える力を育てます。
◆手洗い、 ソーシャルディスタンス、 消毒等など、
COVID19 と上手に付き合っています。。
◆施設の広さ、 莫大な教材、 登降園時の安全性、 保
育士資格などの全ての基準を満たし、 BC 州認可の日
本語環境プリスクール、 トドラークラス、 デイケアです。
◆幼児期に本当に必要な事は何かをじっくり考え、 情緒
豊かで自分の意志を持った子どもに育てる事が目標。
◆豊富な教材、園庭、大ホール、教室など贅沢なスペー
スを是非見にきてください。

バンクーバー日本語学校（VJLS）

★８月のサマーキャンプ、 まだ間に合います。 ８月８
日からの２週間。 新小学２年 2015 年生まれから新
Grade ９。 月曜から金曜までの 9 時半から 1 時半まで。
日本文化を体験しながら、 遊んだり勉強したりするプロ
グラムです。 料金は 1 週間 180 ドルです。
★上記と同日程で、 サマースクールも開催。 国語や算
数など勉強を中心に取り組み。 ２時～４時。 料金は、
１週間 $100。サマーキャンプ、あるいはサマースクール。
両方に参加する方は 1 週間 250 ドルの割引特典あり。
詳細は学校の website で。 まだ空きがあります。
★ 2022 年９月新学期のお申込みは、 学校の website
から。 キンダー午前クラスは締め切りましたが、 午後に
はまだ空きがございます。 https://vjls-jh.com/register
★夏休み中 日本語プライベートレッスン常時受け付け
★９月から平日に放課後学習クラブを始めます。 おもっ
と日本語を学習させたい、 だけど集中が続かない。 そ
ういった悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか？
現在のサマースクールをパワーアップして開講！バン
クーバーではなかなか見ることのできない教材を使用し
てお子さんに自学自習の習慣を身につけてもらいます。
日時 : 火木の 4 時から 6 時 ( 人数や希望数によっては
他の曜日も開講予定 )
対象年齢 :Grade １～９ (Grade10 以上は要相談 )
科目 : 国語、 算数 ( 数学 )、 社会
月謝 : 週 1 日 2 時間 $100、 週 2 日 4 時間 $150
お問い合わせ : バンクーバー日本語学校 Naoyori
Murata nmurata@vjls-jh.com
487 Alexander St. Vancouver BC V6A 1C6
604-254-2551 Email: info@vjls-jh.com

コミュニティ・サービス

勤労家庭への家賃援助 (RAP) プログラム
今回は BC ハウジングの提供する賃貸生活者に
対する家賃援助プログラムをご紹介しよう。
家 賃 援 助 プ ロ グ ラ ム（RAP: Rental Assistant

・カナダ国税庁から精神または身体の障害者の
認定を受けていれば年齢は不問。
◆保有資産の合計額が $100,000 未満であること。

Program）の目的は、BC 州居住者で低所得の勤労

◆毎年所得税を申告していること。

者の家賃支払いを援助すること。資格要件を満た

◆世帯月収の 30％以上を自宅の家賃として支払っ

した人は、RAP から毎月家賃援助金を受け取るこ
とができる。受給資格認定後も毎年再申請する必
要がある。

資格要件は？
◆世帯収入の一部、あるいはすべてが勤労収入で
あること。
◆年間の世帯収入の合計（税引き前）が $40,000
以下であること。

◆家主とキッチンやバスルームをシェアしている。

援助金の見積もりができる
BC ハウジングのウェブサイト（bchousing.org）

ている。

の Rental Assistant Program のページにある [Renta
Assistance Program Calculator] を使って援助金額の

◆申請時までの 12カ月間継続して、
ブリティッシュ・
コロンビア州に居住であること。

見積もりができる。

申請に必要な書類は？

除外条件は？

オンラインでダウンロード可能な RAP の申請書

次のいずれかに該当する場合は家賃援助の資格

のほかに以下の書類が必要だ。

を得られない。

・援助金直接入金のための銀行口座情報

◆ BC 雇用支援法（BC Employment and Assistance

・カナダの居住者であることを示す身分証明書

Act）または障がい者雇用支援法（Employment

・家賃の証明書

◆一人以上の扶養中の子どもがいること。

and Assistance for Persons with Disabilities Act）を

・資産の証明書

◆扶養中の子どもは、未婚、継子、養子もしくは

通じて所得援助を受けている。
（ただし医療サー

・収入の証明書（タックスリターン）

ビスのみの援助は除く）
。

・その他の収入に関する書類

法律上の被後見人で、主に申請者本人によって
サポートされていること。
◆扶養中の子どもは以下のいずれかの条件を満た

◆本人または家族に RAP 申請の居住者の要件を満
たさない人がいる。

問い合わせは下記へ

していること。

◆ 補助金を受けている住宅に住んでいる。

BC Housing ー Rental Assistant Program

・19 歳未満である。

◆共同住宅の出資者である。

101– 4555 Kingsway, Burnaby BC V5H 4V8

・25 歳未満で中等教育機関、大学、職業訓練校

◆ 民間のスポンサーシップを受けてカナダに来て、 電話（フリーダイヤル）：1 800 257-7756

の正規学生であること。
（教育機関は、卒業証
書、修了証書、学位を授与する公認の教育機
関が対象）
。

www.thefraser.com

まだそのスポンサーシップが効力を持っている。 電話（メトロバンクーバー）：604 433-2218
◆毎月の総収入と保有資産が上記の条件金額を超

Web サイト：www.bchousing.org/RAP

えている。

（取材
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平野香利）
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brief encounter

before sunrise

casablanca

europa

murder on the orient express

runaway traini

snowpiercer

映画評論家

Raymond Tomlin
次の停車駅は？
映画と列車はこれ以上ない組み合わせだ。強力
なタッグで我々を別の場所に運んでくれる。そし
てそこにロマンスやサスペンスの要素が加われば、
比類なき現実逃避が体感できる。
『カサブランカ』の涙をためた大きな瞳が物語る
別れの決意、
『逢びき』の道ならぬ恋、
『逃亡者』の
列車衝突シーン、
『キートンの大列車追跡』の追跡シー
ン、
『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離（ディ
スタンス）
』の運命的な出会い……列車の出発と到
着は、比喩的に、そして文字通り、発着というダ
イナミズムを映画に与えるために用いられている。
その人気ゆえ、ストーリーそのものの舞台が列
車がとなることもしばしばだ。登場人物は列車と
いう空間に閉じ込められ、列車は物語を前進させ
る起爆剤としての大役を果たす。
それではここで、アクション・スリラーから社
会的階級の回顧録、犯人探しのミステリーまで、
列車が舞台の作品を紹介しよう。あなたも以下の
列車に乗車したいと思うかもしれない。
『バルカン超特急』 The Lady Vanishes (1938)
おそらくはアルフレッド・ヒッチコック監督が
製作したイギリス映画の中ではダントツの 1 本。
ヨーロッパ大陸を旅する若い女性が突然、年上の
旅の友が姿を消したことに気づき……果てしのな
いどんでん返しの連続と第二次世界大戦前の諜報
活動も盛り込まれた本作は、イギリスのマンネリ
ズム研究や、1930 年代の列車旅行の研究など、知
ることの多い素晴らしい要素に溢れている。
『トレイン・ミッション』 The Commuter (2018)
アクション映画と言われるが、ジャウム・コレッ
ト＝セラ監督の列車スリラー『トレイン・ミッショ
ン』
は驚くほどの深みも備えた作品。リーアム・ニー
ソンが元警官で、解雇されたばかりの保険のセー
ルスマンを演じ、ストーリーの大部分は、マンハッ
タンからタリータウンへの通勤列車の中で展開さ
れる。スリル満点のアクションシーンの連続であ
りながら、本作は社会経済学的な深さも併せ持っ
た、ニールソンの代表作とも言える 1 本だ。
『アンストッパブル』 Unstoppable (2010)
物語の中心である列車と同様に、高速で轟音で
容赦のない展開が魅力の『アンストッパブル』は、
ポップコーンを頬張りながら鑑賞するにはもって

source code
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こいの作品であり、トニー・スコット監督のまさ
に代表作。有毒化学物質を積載した貨物列車が無
人走行する事態に陥り、
ベテラン機関士（デンゼル・
ワシントン）と新米車掌（クリス・パイン）が時
間と戦いながら列車を停止させるべく奮闘する。
『オリエント急行殺人事件』 Murder on the Orient
Express (1974)
シドニー・ルメット監督のエージェントは本作
を「バカげた列車映画」と呼んだが、
エルキュール・
ポアロ役のアルバート・フィニーや容疑者役のロー
レン・バコール、ショーン・コネリー、ゴン・ギー
ルグッド、オスカーで助演女優賞を受賞したイン
グリッド・バーグマンらキャスト陣は、高級なチョ
コレートが詰まった箱のようなミステリーだと形
容している。
「スタイルとしては陽気さに満ちたも
のでなくちゃいけなかった」とルメット監督。
『ミッション：8 ミニッツ』 Source Code (2011)
アクションを根底で支えるのは、ヒューマン・
ストーリー。ダンカン・ジョーンズ監督と魅力たっ
ぷりのジェイク・ギレンホールが紡ぎあげる聡明
で満足度の高い SF スリラーでは、米軍パイロット
のスティーブン大尉が別人の体で目を覚まし、自
身がシカゴの列車爆破事件の犯人を探すミッショ
ンに参加していることを理解する。
『ヨーロッパ』 Europa (1991)
ラース・フォン・トリアー監督が 1945 年のドイツ
の列車を舞台に、第二次世界大戦後のヨーロッパの
不安を緊張感の張り詰めた独特の手法で表現する。
目も眩むような視覚効果とともに、ナチスのテロリ
ストとそれに加担する上司と戦う列車の車掌の物
語は、閉所恐怖症を促すほど過酷な鉄道の旅に我々
を誘う。
「ドグマ 95」の運動はすぐそこに。
『ビフォア・サンライズ 恋人までの距離（ディ
スタンス）』 Before Sunrise (1995)
リチャード・リンクレイター監督の「ビフォア」
シリーズは 20 年にわたって展開される。全てはブ
ダペストからの列車の旅で始まった。この長距離
列車でジェシー
（イーサン・ホーク）
はセリーヌ
（ジュ
リー・デルピー）に声をかけ、ウィーンに到着した
ら、
彼が翌朝米国行きの飛行機に搭乗するまでの間、
街の散策に誘う。セリーヌがジェシーの魅力に落
ちていなかったら、我々は映画史上最もチャーミ
ングな三部作を楽しむことはできなかっただろう。
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Fraser Monthly
Monthly
Fraser

the fugitive train

最高の列車映画

『暴走機関車』 Runaway Train (1985)
アンドレイ・コンチャロフスキー監督による超現
実的な恐怖が描かれる本作は、脱獄後に機関車に乗
り込んだ囚人を演じたジョン・ヴォイトとエリック・
ロバーツがアカデミー賞ノミネートされた。1966
年に黒澤明監督が共同で書いた脚本を基にしてい
る。
『スピード』の列車版とも言えるハード・ボイ
ルドなアクションスリラーで、間違いなく一級品。
『スノーピアサー』 Snowpiercer (2013)
ポン・ジュノ監督が世界滅亡後の世界を描いたス
リラーも列車が舞台。2031 年、世界は地球温暖化
を阻止するためにばらまかれた化学薬品によって
全ての陸地が雪と氷で覆われていた。生き残った
人類が暮らしていたのは永久機関によって動き続
ける列車「スノーピアサー」の中。そこははっき
りとした階級社会に分かれ、前方車両の裕福層が
全てを牛耳り、最後尾の貧困層は悲惨な生活を強
いられていた。Netflix でも人気ドラマとしてシリー
ズ化されたが、シーズン 4 で終了することを発表。
『見知らぬ乗客』 Strangers on a Train (1951)
ファーリー・グレンジャーは列車に乗り合わせ
た見知らぬ乗客ロバート・ウォーカーから交換殺
人を持ちかけられる。そしてこの見知らぬ男はグ
レンジャー演じるテニス選手の妻を殺してしまう。
監督はアルフレッド・ヒッチコック。有名なクラ
イマックスシーンでは、遊園地のメリーゴーラン
ドが暴走し、
そこで二人は圧巻の格闘を繰り広げる。
『キートン将軍』 The General (1926)
リュミエール兄弟の『ラ・シオタ駅への列車の
到着』
（1895 年）以来、映画は列車との相性の良さ
が知られているが、この作品が南北戦争を舞台に
したアクション・コメディ『キートン将軍』のわ
ずか 30 年前に制作されたとは驚きに値する。
『キー
トン将軍』は、恋人を乗せた機関車を列車ごと北
軍に奪われた主人公バスター・キートンのこよな
く愛情を注ぐもの、つまり恋人（マリアン・マック）
と列車を奪還するための大奮闘が描かれる。
リュミエール兄弟は間違っていなかった。機関
車には疑いようもなく映画的な何かがある。列車
の旅といえば、
誰が乗り合わせているかわからない。
つまりミステリーとスリルが存在するのだ。

the general

the lady vanishes

tori and lokita

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

トロント映画記

Kaori Gavrilovic

ハリウッドの向こう側で
Connecting the Dots
人は線ではなく点でできている。物心つい

真家 Edward Burtynsky の新作「In

た頃、大人からそう聞いた。人の体は目に

The Wake of Progress」を見ている

見えないほど小さな細胞という点が何億も

のだ。Luminato 開催中は広場に建

集まって作られているのだと。話を聞いただ

つ巨大スクリーンを全て利用して

けではどういうことかよく分からなかった。

無料上映される。砂漠から海岸へ

じっと自分の腕や足を見てみても一枚の肌

無限に表情を変えながら続く大地、

で覆われているようにしか思えなかった。

そこに生成されては消費されてい

六月。毎夏恒例のストリートフェスティ

く膨大な数の命。彼が捉えるイメージは常

上映が終わり、周囲が一瞬だけ暗くなる

バル「Luminato」の出し物を見るためダン

に世界の規模と俗世の奥行を見せてくれる。

と大きな歓声があがった。広場の中央で私た

ダス駅に降り立つ。モールの地下でコーヒー

振り仰げば街は青々とした森の映像と低く

ちはしばらく半導体が輝く夜空を見上げてい

を買い、しばし街をそぞろ歩く。日没が近

ゆっくりとした音楽に包まれていた。その

た。さっきまであらゆる地球の映像を映し出

いものの看板や広告で溢れたダンダス・ス

水々しい光景に思わず何人か詠嘆の声を漏

していたスクリーンの後ろにはガラスとセメ

トリートは常に眩しい光を放っている。広場

らす。しかし心を癒す美しい森は突然の工

ントに覆われた都会だけが存在している。広

に人だかりができているのを見つけ、中身

業地帯と機械音によって遮られる。何万と

場に設置されたカウンター席には皮肉にもプ

が残っている状態のままカップをゴミ箱に

いう重機に開発され、姿を変えていく土地。

ラスチック製の植物が置かれていた。遠くか

放る。いつも捨てた後になってスリーブは

自動で繰り返される掘削のため大地には均

ら見れば一つの球体である地球だが、実際に

リサイクルできることを思い出すが、どう

等な縞模様が浮き上がっている。そう遠く

は無数の小さな人間が生活のために繰り返す

することもできない。広場に着くと人々が

ない昔、多くの生き物が家と呼んだであろ

採取、製造、加工、消費、そして廃棄と忘却

みな空を見上げていた。圧倒的な映像の力

う土地はもう命を養うことができない形に

のプロセスによって作られている。Burtynsky

を行使し環境問題を浮き彫りにしてきた写

なっていた。

の映像はその証拠であり、未来の地球に思い
を馳せる予知夢のようだった。
たまたま通りかかった父子が私の
隣で見ていた男性に話しかける。ど
んな企画なのかと聞く若い父親に、
祖父ほども年の離れた男性は熱心に
解説する。父親の手を握る幼い息子
にはどれだけ理解できただろうか。
この子が大人になり、線と点の違い
が見えるようになる頃、彼を癒し育
める風景がどれだけ世界に残って
いるだろうか。

詩
い

生

ち

命

の

いのち

		

いのち

朝顔の生命

私の生命

お

わずかな間の

ごえん

御縁です

なが

別れを惜しんで

眺めています

こんなに美しく

そして

川路 広美

こんなにはかなく……

すがた

次はいつの日

どこで

あ

どんな姿で

ま

逢えるのでしょうか

つか

いのち

たった一度の

むじょう

束の間の

いのち

無常の生命の

とわ

ふれあいに

永遠の生命を

見つめています

かわじひろみ・元本派本願寺ハワイ別院輪番

問題は p.41
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わたしの

渾身の一枚

街で見かけた車。今の車にはない美しい色だったので写しました。
（Ｉ．Ｍ．
）

散歩してて出会ったヒッチハイカー（おっちゃん）

バンクーバーにて （おのぼりさん）

ニャロメの午睡（白塚不二子）

朝日に輝く庭の花 （杉田 伸）

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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We are 30 years old!

歴史的快挙 4,000 頭のビーグル犬救出
今年７月、約 4000 頭に及ぶビーグル犬が動物
実験のために犬を供給していた繁殖施設から救

「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）

そこから養子縁組先を探すことになります。現在
ウエブでも里親募集を始めています。

済されました。これは実に歴史的な快挙になり
こうした動物実験施設は何十もの製薬会社から

ます。
この施設は米国バージニア州カンバーランド

資金援助を受けていますが、米国動物愛護協会を

にあります。所有する Envigo 社に対して、今年

始め多くの動物愛護団体は、動物

５月、米司法省が提訴したことを受け、司法省

実験の残虐性、非人道性や、信頼

に要請された米国動物愛護協会の主導で実現さ

性が低いことなどを訴えて、動物

れました。

実験に替わるより高度で信頼性の

これらのビーグル犬たちは、目に余る劣悪な
環境におかれていました。政府の検査官による

高い手段に置き替えるべく活動し

ビーグル犬は攻撃性が低く社交的な性
格。やんちゃで甘えん坊で非常に頭が良
いため、以前は数を覚えさせる芸などを
仕込んで“学者犬”などと呼ばれたりし
ていた。スヌーピーのモデルになった犬。
多産で小型、扱いやすいため古くから
動物実験によく使われている。

ています。

と、餌にはウジやカビなどが含まれ、授乳中の

医薬品は、動物実験で毒性が観

母犬は餌を与えられず、病気や怪我の治療もな

察されなかったものを今度はヒ

されないまま過密な状態におかれていました。 トで実験していますが、医薬品の
また２カ月で 25 匹の子犬が凍死していました。

90％はこの人による実験で失敗し

このレスキュープロジェクトのために、多く

ています。つまりヒトによってのみ毒性が出た

わらせるため、いくつもの国や州で議員たちが

のローカルのシェルターやボランティアが協力

と考えられます。このような無意味な実験のた

行動を起こし始めています。

して行われました。

めに、犬だけではなく、霊長類やブタやマウス、

これらの救出されたビーグル犬たちは、医療的
処置やリハビリテーションを施された後、各地の
動物愛護団体や支援団体のシェルターに送られ、

今回は、Warner 氏及び Kaine 氏という２人の

ウサギなど、何十万もの動物たちが苦しみの中

上院議員が連邦政府に要求したことで、連邦政

で生き、死んでいくのです。

府が敏速に対応しました。３月に、この繁殖・

こうした前近代的で非人道的な動物実験を終

研究施設で重大な動物福祉法違反があったとし
て動植物衛生検査局による即時行動を要求した
ことを受け、連邦政府は中でも深刻な虐待状況
に置かれた 446 頭のビーグル犬を押収し、この
施設の繁殖、販売の一時禁止令を発動しました。
この２人の上院議員はまた、犬の繁殖業者に
対して適切な大きさと環境の檻や、きちんとし
た食事と充分な運動をさせるべき「子犬保護法」
の制定をめざして活動を続けています。
なお、この施設に対する仮処分命令が出された
後、Envigo 社及びその親会社はこの施設を永久閉
鎖することに同意しました。

Animal Advocates Society of BC

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

animaladvocates.com

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

www.thefraser.com

●

健康診断・予防接種

●

避妊・去勢手術、マイクロチップ

●

一般診療（外科・内科・歯科）

●

証明書発行、帰国手続き

●

各種処方食

●

ペットホテル

●

ピックアップ・
ドロップオフサービス

●

グルーミング

（火曜日～土曜日

要予約）

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

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

West Vancouver Veterinary Hospital

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

West Vancouver

Veterinary Hospital
月刊 ふれいざー

August 2022

Fraser Monthly

53

先日、イングリッシュ・ベイの花

やたらに感動してしまったのだ。普通はどんな

日本語チェック！（解答）

火に行ってきた。もう20年以上行っていなかった

パフォーマンスでもショーでも、演じた人が挨

（出典：「日本語力」樺島忠夫編）

と思う。子供が小さいころはよく行っていた花火

拶をしたりお辞儀をしたりして喝采をもらう。

P. 16 答：① 法律・命令・規則・方針な

だが、息子が友達と行く年齢になると、現地まで

ところが、この飛行ショーというやつは、さん

どが頻繁に変わる状態を非難をこめていう

歩くのが大変とか人混みがいやとかで足が遠のい

ざんパフォーマンスをした後で何事もなかった

てしまっていた。

ようにすーっと空の彼方へ消えて行ってしまう

【編集後記】

久々に目前で見る花火は、やはり圧巻だった。

のだ。やったぜ！という得意そうな顔も見せず

天気もよく、適度に風もあったので煙が払われ、

人々の喝采を聞くこともなく、黙って消えてい

絶好のコンディションだった。あっという間に終

く……なんてカッコいいんだ！

わってしまったように感じたが、30分は続いてい

感動されたって、それしかしょうがないんだか

たらしい。この日は“日本”だった。以前、日本が

ら――とパイロットは言うかもしれない。それ

来た時に見た花火は「わびさび」を意識したとか

でも、することだけを成し遂げて得意顔もせず

で少々地味で物足りなかったが、今回は（選曲に

に退場するというのがとてもスマートに感じら

多少謎の部分もあったが）適度に派手でとても素

れた。そんなことを言うと通常のパフォーミン

敵だった。

グアーツをする人にアンフェアかもしれない。

そんなことに

今回、早く現地に行ったことでボーナスがあっ

勿論、演奏なり演技なりが終わったあとの挨拶

た。飛行ショーを観ることができたのだ。実は私

は当然すべきものなのだから。ことさら今回の

は乗り物が好きで、中でも飛行機は高校時代に飛

飛行ショーでそんなことを感じたのは、たぶ

行学校へ行こうかと思ったこともあるほど気に入

ん、自慢げに自分のしたことを語ったりショー

っている。昔はアボッツフォードの飛行ショーに

オフしたりする風潮に少々うんざりしていたか

も取材にかこつけて何回か行ったことがあった。

らだろうか。

飛行機に対する気持ちはもうずっと忘れていたの

ちなみに、このときのパイロットは、15歳で

だが、今回の飛行ショーで子供のころのワクワク

飛行機を操縦し始め、17歳ではすでに曲芸飛行

した気持ちを思い出した。

をして18歳では他人に教えるまでになっていた

この日曲芸飛行をしたのは１機だけだったが、
何度も上空からくるくると落ちてきて水面すれす
れで上がっていく様子を、首が痛くなるまで眺め

らしい。どこの世界にも天才というものはいる
ものだ。
＊		

言葉。「朝令暮変」ともいう。

＊

ていた。実は、このエアーショーで一番気に入っ

今年の夏は涼しいと思っていたら、突然熱

たのは、演技が終わってからだった。この飛行機

波がやってきた。昨年のような悲惨な事態にな

はピットメドウズの飛行場から来たそうで、ひと

らないことを願う。皆様水分をたくさん補給し

通り曲芸飛行が終わるとそのまま東の空へと消え

て、くれぐれもお気をつけてお過ごしください。

ていった。当たり前のことなのだが、私はこれに

（エディター：宮坂

まり）

熟語遊び

P. 43（解答）

遊

投稿、ご意見その他ございましたら
下記までお送りください。
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ふれいざー・主な寄稿者（五十音順）
○愛戸 のぞみ（あいと のぞみ）
： 新潟生まれ。日本で 10 年中学校の教員、
カナダで 10 年高校の教員として勤務。
○阿川 大樹（あがわ たいじゅ）
： 日本推理作家協会会員。東京生まれ横
浜在住。劇団「夢の遊眠社」創立メンバーのひとり。第 16 回サントリーミス
テリー大賞優秀作品賞、第 2 回ダイヤモンド経済小説大賞優秀賞を受賞。
著書に『覇権の標的』
、
『Ｄ列車でいこう』等。公式サイト agawataiju.com
○阿部山優子 MA, BSN（あべやま ゆうこ）
： 日本とカナダの Registered
Nurse ( 正看護師）
。カナダの病院 ( 外科）に 6 年勤務。外科看護歴７年。
ニコニコホームケア代表。
〇小笠原行秀（おがさわら ゆきひで）
： 1933 年生まれ。幼少期は台北、台
中で過ごし、その後長野県飯田で育つ。神戸商船大学卒業。航海士として
海上勤務の後 1968 年に渡加。以後港湾関係の仕事に従事。
○川路 広美（かわじ ひろみ）
： 1934 年鹿児島市生れ。中央仏教学院予科・
本科を経て龍谷大学入学。25 歳で浄土真宗ハワイ開教区に赴任。ハワイ本派
本願寺別院の輪番を勤めて引退。キングレコード作詞大賞受賞。ハワイ在住。
〇佐々木 豪（ささき ごう）
： 1990 年愛知県生まれ。大学卒業後、就職後、
岐阜県で温泉個室運営開始。2017 年渡加。ホテルマンをしながら会社 Onsen
Go Enterprise Inc. を設立し北米の温泉調査を行っている。
〇島本 妙（しまもと たえ）
： 岡山県生まれ。1928 年津田塾大学入学。
1931 年米国キャンサス州ウイチタ大学入学、1936 年卒業後帰国。翻訳業、高
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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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美味しい日本のお米
美味しい日本のお米

山形県産
はえぬき

宮城県産
ひとめぼれ

日本産ならではの高品質な味と香りを
ご堪能下さい
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ご購入はこちらのお店で！

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

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

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

編集・翻訳 日⇔英

小説・自分史・エッセイ・論文（分野による）・詩集
記念誌・絵本・漫画・映画字幕・その他

ページデザイン・自費出版

www.kaiseki.ca

rsvp@kaiseki.ca

投資・保険
資産運用のご相談

万一への生命保険

老後への資金プラン

RESP（学資プラン）

家の売却金
相続資金
日本からの資金
節税対策

Retirement Plus
RRSP、TFSA
法人グループ RRSP

病気保険
海外旅行保険
ビジター保険
グループ保険

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

無料
。

投資アドバイザー

小林ヒロコ

お気軽にお問い合わせください。

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

www.thefraser.com

日本、英国、カナダで 35 年の
金融、投資スペシャリスト

TEL: 604. 727. 2320

マネープランの
マネープランの
ご相談
ご相談
いつでも
いつでも
どうぞ
どうぞ

moxeyh@shaw.ca
www.canadaeinvest.com
www.canadae invest.com moxeyh@telus.net

JACA
Financial Group
IDC Worldsource
Insurance Network
1810
West Georgia
St., Vancouver
BC V6E 3C9
#2338–- 1075
666 Burrard
St, Vancouver,
BC, V6C 2X8
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FRASER CALENDER

TUESDAY

MONDAY

SUNDAY

August ８月
WEDNESDAY

THURSDAY

2022

FRIDAY

SATURDAY
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19

20
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

ご自分のスケジュールをご記入ください。

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

カット AOIドライカット

たくさんのお客様に支えられ20年
一人ひとりのお客様の好みを把握し、安心して任せられる確かで、高い技術で
すべてのお客様に、満ち足りた幸福感と心に残るサービスをお届けします

再生ヘアカラー ヘナ

上質なおもてなしで、優雅なひと時をお過ごし下さい

日本製パーマ 縮毛矯正

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

再生トリートメント

いただいておりますので安心してご来店ください

オンブレ バレイヤージュ

皆様のお越しを心よりお待ちしております
(完全予約制

シュワルツコフプロダクト

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

スタジアム駅から徒歩２分

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

P

West Pender St

Beatty St

１F ヘアサロン

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

Dunsmiur St
アリーナ

