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緊急最終号担当

長石

おわび：
前号までの担当者が体調を崩し、コンピュータ
も不調となった為、戴いた原稿を掲載出来ません
でした。ここに謹んでお詫び申し上げます。

えてからの頑張りには目を見張るものがありました。
毎日、協会の電子メイルでのやり取りが飛び交い、そ
の動きを追いかける事さえ大変な作業でした。
彼女たちの献身的、且つ睡眠を削っての校正編集作
業のお陰と、印刷、製本業者からの協力を得て、お正
月会の前日、終に記念誌は完成したのです。この“ト
ロント新移住者協会創立３０周年記念誌”の完成にご
協力いただいた寄稿者の皆様、広告掲載をご快諾戴い
た皆様、ご寄付を戴いた２、
３の方々、そして、原稿、広
告の収集、校正、編集、印刷
と製本業者との交渉等々に尽
くして戴いた方々、何れが欠
けてもこの記念誌は実現しな
かったことを思うと感謝し切
れない気持ちです。皆様、本
当に、ご苦労様でした。そし
て、本当に、ありがとうござ
いました。これからもよろし
くお願い致します。

３０周年記念誌完成のお知らせ
皆様、ご無沙汰しておりました。昨年の４月に開催
された２００６年度第一回目の理事会で創立３０周年
記念誌を発行することが議決されて以来、寄稿依頼を
開始すると共に記念誌を発行するための資金を作るた
めに記念誌への広告掲載依頼や寄付依頼を理事、役員
手分けして開始しました。
しばらくして数多くの祝辞、随想や広告等が集まっ
てきました。あらかじめ編成されていた校正委員が直
ちに随時、校正作業に取り掛かったことは勿論ですが
いざ編集作業に入ると思いのほか困難かつ時間の掛か
る作業であることが判りました。校正作業にしても当
初の校正員４名が目を通した後、編集を終えて、再度
最終校正作業を試みるとまたまた修正箇所がゾロゾロ
出てくるという具合で何時になれば印刷所に持ち込め
るのか全く見当がつかない状況になってしまったのが
正月休暇明けの事でした。
そこから、われ等が自慢の記念誌女性編集軍団の大
活躍が始まったのです。もちろんそれ以前にも皆さん
の頑張りはすばらしいものでしたが１月２８日のトロ
ント新移住者協会のお正月会を記念誌完成の目標にす

３０周年記念誌の概要
それでは、この記念誌の概要を箇条書きにしてご紹介しましょう。
• 日本政府機関、交流団体代表者からよせられた祝辞／随想
• トロント新移住者協会プロジェクト紹介－日本語教育３０周年記念座談会等
• 加盟団体紹介－日修学院卒業生２０周年記念座談会、国語教室／日加学園 生徒作品集等
• トロント新移住者協会に寄せられた随想
• 資料―年度別日本からのカナダ移住者数、トロント新移住者協会のあゆみ、
トロント新移住者協会加盟団体年表、プロジェクト年表、役員理事３０年総覧

記念誌の入手方法
トロント新移住者協会の会員の方には１冊を無料でお渡しいたします。毎週、土曜日午後１時から４時まで日系
文化会館の２階で開設される「かえで文庫」の担当者に会員証を提示の上お受け取り下さい（４月末まで）。亦、
今後、協会および加盟団体が開催する、年次総会、BBQ パーテイー、歌声喫茶および JCCC のイベントに出店する
日本玩具売り場でもお渡しすることが出来ます。
会員でない方で記念誌を入手されたい方は１冊当たり１０ドルでご購入いただけます。
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トロント新移住者協会 活動紹介
上述しましたが、トロント新移住者協会は２００６年度、創立３０周年を迎えて記念誌を発行できる活動を続け
てきたわけですが、未だに“トロントイジュウシャキョウカイ”って何なの、何をやってんのと思っておられる方
も多くないと指摘されることが理事の中からさえ聞こえてくることがあります。それにはひとつ大きな理由が考え
られますがそれについてここに書くことは後回しにして、そういったご意見が出てくる一番の理由は多分、協会の
イベントに参加されたことが全くないか、参加されても協会が主催するイベントであることを知らないことがある
のではないかと思っています。
トロント新移住者協会は考えてみると極めて特異な団体なの
かもしれません。以下に協会が行ってきたプロジェクトと協会
を形作るいわゆる加盟団体を今回発刊した“トロント新移住者
協会創立３０周年記念誌”の資料編から一部抜粋して、協会が
如何に日系社会の前進を念頭において活動を行ってきたかをご
紹介したいと思います。これらの事実から、協会が時には加盟
団体が進める活動の車軸の役目を果たし、時には加盟団体が協
会活動の原動力となってこの３０年の長きにわたって活動を続
けることが出来たのであって、協会は何をする団体なのと尋ね
られても一口で答えることは難しいことをご理解いただけると
思います。トロント新移住者協会という団体は考えてみれば魔か不思議な団体だと思います。多分、他を探しても
あまり例が無いのではと思っております。
今、トロント新移住者協会は新たな、若い力を必要としています。皆様の積極的なご参加を期待しております。

NJCAプロジェクト３０年
便利帳・残務・会員名簿
新春芸能大会
新年・新春バラエティショー
運動会
新移住者麻雀大会
緊急プロジェクト・友愛基金
花嫁プロジェクト
ファン・ラリー大会
NJCA 教宣活動
新移民法研究
カエデ文庫
NJCA 機関紙
日本文化紹介・日本事情紹介
日本語ラジオ放送
日系人ピクニック
一世との懇談会
教育タスクフォース・日本語教育
講演会・講習会
NJCA 会員会費制・合理化
日本語学校スポーツ・スキー教室
NJCA 法人化
ラッフルと歌謡ショー(ラジオ放送)
座談会
新移住者を囲む年忘れパーティー
ホームステイ制度
移住者の歴史編集・10 周年企画
カエデ・プロダクション
全加新移住者協会幹部研究会
トロント紅白歌合戦(含 紅白歌祭）

NJCA加盟団体３０年
団体保険
ブラジル工業移住者協会との交流
BBQ パーティー
日系ファミリーサービス(現JSS)
共同墓地購入・葬儀代積み立て
生活・移住相談
20 周年記念誌発行・シンポジウム
シニアプロジェクト・緊急連絡網
ユースプロジェクト
アーチザン・日系芸術家展示会
語り
日本伝統玩具
海外日系人協会大会・交流
ACCESS JAPAN・在外選挙協力
訪加団体との懇談
ディナーショー
お正月会
NJCA e-Board
トロント日系社会連絡会
25 周年記念行事
夏祭り・盆踊り
日系社会電子掲示板・ニュース発信
日系社会ボランティアネットワーク
NJCA ホームページ
30 周年記念行事・記念誌発行
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日系人野球連盟
日加音楽協会
JC カップ・ゴルフクラブ
NC‘７３ゴルフクラブ
狩猟クラブ
ヤング・ジャパン/フリーランスの会
新生会
琴友会
スキークラブ
国語教室
伝統文化の会AJC
日加学園
楽団JC スターズ
トロント日本民謡会
アマチュア無線クラブ
NJC ゴルフクラブ
セントラルテック日本語学校
ピールボード日本語学校
ハーモニー・インターナショナル・
クラブ
日修学院
インターネット情報交換会
語りの会
マミーズ
浮き舟の会
池端ナーサリー
トロント歌声喫茶の会
ベビー/ファミリー・トークス・
フォーラム

トロント新移住者協会２００６年度年次総会開催のお知らせ
トロント新移住者協会の２００６年度の活動を締め括る年次総会を下記により開催いたします。
総会を成立させる為、亦協会の将来に皆様のお考えを反映させるためにも会員の皆様の積極的な
ご参加をお願い致します。
記
日

時：

２００７年３月３０日

（金曜日）

午後６時半
午後７時半

会
総

食
会

場 所：
委任状：

日系文化会館 会議室
会員の方で総会当日出席出来ない方は添付の委任状に必要事項をご記入の上
郵送して頂くか下記へファックスして下さい。
総会を成立させる為、亦協会の将来に皆様のお考えを反映させるためにも
ぜひ委任状をお送り戴きたますようお願いいたします。

お願い：

印刷物、食事を準備する都合上、出席される方は電話、ファックス、または
電子メイルで３月２６日までに必ずご連絡下さい。
以上

トロント新移住者協会／連絡先
電子メイル：
ファックス：
電
話：

nobbym@idirect.ca (三浦)
４１６－６４４－１２４１（長石）
４１６－６４４－１２４０（長石）

トロント新移住者協会会員更新と入会のご案内
会員の皆様、如何お過ごしですか？
トロント新移住者協会はお陰さまでその創立以来３０年になりました。これまでの３０年間、協会はト
ロントにおける移住者と日系社会が日本語と日本文化を共通項として共に歩めることを願って活動を続け
てきました。近年の日系文化会館を見て下さい。協会と会館が共に求めた成果が現れてきています。協会
は来るべき将来に向けて何が出来るかを立ち止まって考える時が来ています。その為に、多くの方に会員
になって頂き、共に考え、共に歩んでいただきたいと思っています。
亦、今、新しく会員になっていただくと会員証と共に記念誌を入手して頂けます。どうか我々に続く二
世、三世の日系人としての誇り、日本文化への誇りの為、よろしくお願い致します。
会費は年間２０ドル（家族あるいは個人）、有効期限は支払い月に関わらずその年の４月から翌年の３
月までとなります。引き続き会員として、トロント新移住者協会へのご支援、ご協力をして下さる方、新
たに会員となっていただける方は、下記の申込書にご記入の上、小切手と共に協会宛にお送り下さい。
２００７年度の会員証を折り返しお送りいたします。
次のページに会員更新／入会申込書と年次総会へご出席頂けない方の委任状ならびにそれらをお送りいただくための
送付先のラベルがありますので適宜ご活用下さい。
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２００７年度トロント新移住者協会
（

２００７年４月～

会員更新/入会申込書

２００８年３月

）

氏

名

：

Mr. Mrs.

住

所

：

___________________________________________________________________

Miss.

Ms. ____________________________________________

___________________________________________________________________

Postal Code : _____________________ E-Mail : __________________________
電

話

：（

）________________________ 会員番号：________________________

下記の New Japanese Canadian Association 宛に小切手＄２０と共にお送り下さい。

_____________________________________________________________________________

委

任

状

トロント新移住者協会会長
長石芳尚殿
私は２００６年度の年次総会に出席出来ませんので
会議の決定権を委任致します。
署

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏に

名

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

会員名

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿会員番号

住所

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電

話

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ご意見

：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

E-Mail

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TO

：

NEW JAPANESE CANADIAN ASSOCIATION
C/O JCCC／6 Garamond Court , Don Mills
Ontario, CANADA M3C 1Z5
会員更新／入会申込書、委任状在中
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