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新任のご挨拶

会⻑ 滝沢ゆうか

この度、中山前会長から会長の
役目を引き継ぐ事になりました新会
長の滝沢ゆうかです。１９７６年トロン
ト 新 移 住 者 協 会 (以 下 Ｎ Ｊ Ｃ Ａ )発
足、そしてそれ以前の会、１９６７年
発足の新移住者連絡協議会を合
わせますと、戦後移住者の４５年の
歩みが集大成されていることにな
り、歴史の重みをヒシヒシと感じま
す。これからのＮＪＣＡは、過去よりず
っと受け継いできたもので大切に
残しておきたいものは保持しつつ、
しかし、従来通りのやり方に囚われず、新しいアイデアを恐れること
なく取り入れ挑んでいく組織でありたいとの思いがあります。明るく
希望に満ちた新移住者協会として、強靭さと柔軟性のバランスを
とりながら、進んで行きます。これからも、当協会を温かく見守って
下さり、ご支援いただけますようお願い申しげます。
ところで、新移住者教会ってどんな組織なの？と、よく問われま
す。長年、ご協力くださっている方々の中にも、総会にご出席下さる
機会が少ない為、組織の活動状況詳細が伝わっていないようで
す。この場を借りまして、簡単に紹介させていただきます。
まず、ＮＪＣＡのホームページ（ www.torontonjca.com)をご覧になっ
て下さい。そして、日系社会コミュニテイーニュース.日系社会電子
掲示板（ TNF ）にて、ＮＪＣＡ，その加盟団体、新企会、日系文化会
館、その他の日系組織、日系社会一般の主要行事等のお知らせ
に目を通して下さい。さらに、移住者達の清清しい生活の匂いを
お届けしている年４回発行の「にゅうすれたー」は絶対にお見逃し
のないように。日本語学校(国語教室、日加学園、日修学院)とＮＪ
ＣＡが連携しながら進めてきた日本語教育プロジェクトはＮＪＣＡの
重要なプロジェクトの一つです。このプロジェクトでは、日本語教育
/文化の継承とその振興、日本語を通して将来日本とカナダの架
け橋となるような人材育成に努力を注いできました。忘れてはなら
ないのは、加盟団体中最も長い歴史を誇るＡＪＣの存在です。カナ
ダの子供達に、日本の文化を正しく知ってもらいたいと願う新移住
者の主婦の有志が集まって発足し、日本語紹介プログラムは３５年
目に入りました。これだけではありません。趣味を謳歌するグループ
だってありますよ。楽しくプレイしながら、好きなゴルフを思う存分楽
しみ、かつ、友人を誘い合って友好を深めるＮＪＣゴルフクラブ。歌
声全盛時代復活！とばかり、かつての思い出を懐かしむ世代の人
達が中心になり、歌声を知らない世代や異文化の人達も一緒に
なり、歌を通して輪を広げている｢歌声喫茶の会｣は集い(年４回)
の度に熱気をムンムン発しています。まだまだあります。ファミリート
ークスフォーラム(以下ＦＴＦ)は、インターネットで、妊娠、お産、育児、
生活一般に関する情報や経験を日本語で自由に交換し、話し合
い、助け合う組織として１１年前に設立され、加盟団体中１０００家
族を超える最大会員数を記録しています。その創立主旨である相
互援助.情報共有を守り、各地域でのリーダーシップの成長につ
れ、その形態は変遷してきました。育児や子供達の成長に情熱を

かける池端ナーサリーから、カナダでのびのびと成長する子供達が
カナダ社会にとけ込み、日系新２世の時代を先導しています。池端
ナーサリーはＮＪＣＡの Nest （巣）と言えるでしょう。現在、総領事館
が進めている有事の為の日系緊急連絡網と平衡して進めようとし
ているＮＪＣＡの緊急連絡網というプロジェクトがあります。老人の
一人暮らし（社交的ではなく、あまり外に出る機会のない人）が対
象です。戦後新移住者先駆け世代の方々は、このような年齢層に
なりました。これから、 NJCA が取り組んでいかなければならない深
刻な問題です。変わったプロジェクトとして、日系人共同墓地.葬儀
代積み立てプロジェクトがあります。いずれは土に返る日の準備と
して、生前にお墓の積み立てをしておくと安心です。残された親族
が慌てることもないようです。ちなみに、私もお墓購入済みで、将来
の隣人興味津々とばかり、散歩がてら、お墓を見に参ります。
以上、親しみ易い様々な話題から協会を身近に感じていただけ
たでしょうか？日系社会内での当協会のユニークさもご理解いただ
けたと思います。長年の悲願でありました部屋（新企会･新移住者
協会共有）、ヒロコバラルルームをＪＣＣＣ内に持つ事ができ、皆様を
温かくお迎えする事ができるようになりました。お時間のある時に、
是非、お立ち寄り下さい。 JCCC ２階の奥の部屋です。
最後になりましたが、 NJCA 主催の夏の親睦会大 BBQ パーテイ
ーが８月２６日（日曜日）に開催されます。楽しいですよ。笑いのはじ
けるパーテイです。ご期待下さい。では、８月２６日、 BBQ パーテイで
お会いしましょう！！

トロント新移住者協会

２０１２年役員

２０１２年度、トロント新移住者協会では、新しい役員が就任しました
のでここにご連絡させていただきます。

【会長】
【副会長】
【書記】
【会計】
【会計監査】
【相談役】
【名誉顧問】
※写真、向かって左より
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滝沢ゆうか
原あんず、 森貞一弘
澤原こずえ
川邉正子
池田輝美
三枝与一、 中山あつ子
石河省三
三枝、川邉、澤原、原、滝沢、森貞、中山

無事勤めを終えて

中山あつ子

１年の任期を越えて２
年を務めました NJCA 会
長職を無事終えることが
できました。最初は、私で
務まるだろうかという不
安の中でお引き受けを
しましたが、目まぐるしく
日々が過ぎ、夢中で駆け
抜けた２年間であったよ
うに 思い ます。様 々なイ
ベントの中では、緊張とそしてそこには必死で乗り越えよ
うとする力が生まれますが、それらは又、反対に蓄積する
物も生まれ、そのバランスをうまくこなす事の大事さを知
ることができました。心身に齎す物を早くに排除すると言
うことも自然に身につきますが、それら全てを簡単に取り
除く事も難しいということにも気づかされます。
業務を行いながら手元にいつも離さずに持っていた
一冊の小雑誌があります。「トロント新移住者協会 創
立１５周年記念誌」です。これは、当協会が１９９１年に特
集号として発行された会報のにゅうすれたぁですが、その
にゅうすれたぁにはちょうど、私が会長職に就任した年
辺りの展望などがそれぞれの見方で掲載されているの
に感動し、時にはその記念誌を開いては、今の協会の
事を考える事もありました。そして、それらを読み返すこと
によって、やる気を起す要因にもなり、当時ご活躍されて
いた方々に励まされているような思いにもなりました。
そして、この２年間で１０年、２０年分の体験をしたよう
に思います。それらは、会長と言う大事な役職について
いたからこそ、体験できたという思いがあります。そう思う
時、役員、理事そして会員の皆様に支えられた２年間は
私の一生の宝物です。この場をお借りいたしまして心か
ら感謝を申し上げたいと思います。
ここに新体制が設立し、無事バトンをお渡しする事が
できましたが、これからの協会は、時代の流れと共にその
時代に平行しながら少しづつ進化していくものと思われ
ます。合わせて、その時代を担う次世代が当協会に興味
を持っていただくような体制が整い始めた手ごたえを感
じています。
これからは、新体制の活動を陰ながら見守る役として、
応援支援をしていく所存です。

ゴローさんと
オンタリオ・ボランティア・サービス・アワード
⻑⽯芳尚
ゴローさん、こと川口五郎さんが２０１２年５月１６日静かにお
亡くなりになりました。私がゴローさんとお会いしたのはこれまで
に数えるほどしかなく、私の記憶にある姿は褐色の満面に笑み
を浮かべた無口な方で車椅子に腰掛けておられました。ゴロー
さんは日系社会、日系文化会館に長年に亘って数々の静かな
貢献をされてきたことは池田シド清さんからそれとなく聞いたことがある他、以前日
系文化会館の理事の末席を汚していた時代に時折報告の中にその名を聞いた
ことがあるに留まり今回ゴローさんについて書くことになって調べてましたが詳しい
記録は見つかりませんでした。真にゴローさんはご自分の信念、心情に照らした一
生を静かに確実に生きた方であったと今更ながら納得したことでした。私が知るゴ
ローさんからの日系社会への遺産について書いて見ます。
ゴローさんのカレドン・プレイスへの思い入れは長年に
及び、深かったようです。大昔日系文化会館にオンタリオ
州政府から支援金が与えられたことがあったらしく将来
の活用目的は未定のまま購入したのがカレドン・プレイス
だったと私は聞きかじりの断片をつなぎ合わせて理解し
ています。ゴローさんは建設業を営む傍ら持ち前のブルド
ウザーと仕事好きをフル回転して何時の頃からかカレドン・プレイスの整地等に取
り組んでこられ、旧会館から新会館への移転に際し当時の会館理事会がカレドン・
プレイスの売却をあれやこれや検討していた時点でゴローさんが時価で購入され
た上、日系社会の無償利用を提供されたと私の会館理事退任後風の頼りに聞き
ました。これはゴローさんの静かな葬儀に列席したときに確認できました。無口のゴ
ローさんといえばこんな話を葬儀で聞きました。ゴローさん８０歳のお祝いと感謝の
パーテイの席、促されてマイクをとったゴローさんですが笑みを浮かべていますが言
葉は出てきません。いっとき置いて後ゴローさんが口を開いて出した言葉は「サンキ
ュウ！」だったそうです。
トロント新移住者協会もその誕生以来３６年になります。この長い年月多くのみ
なさんが協会をかたちづくり、ささえ、うごかしてきました。全てボランテイアです。ゴロ
ーさんのように口数少なく行動する人、口数多く行動少ない人、口八丁手八丁の
人、いろいろです。

私が１０数年間、毎年今年こそと思い続けてきたことの１つが終に覚書から消え
ました。それは NJCA として始めてオンタリオ・ボランテイア・サービス・アワードに推
薦者を７名出すことができたことです。特にゴローさんのような口数少なく黙々とボラ
ンテイアを続けてこられた方をそれぞれの組織が見つけ出して毎年、順々に推薦し
て行きたいと願っています。昨年度は言い出しべえとして私が音頭を取り NJCA 理
事会が承認するかたちを採りましたが今年はどうするのか理事会で検討することに
なるでしょう。いずれにしても皆さん、周りを見回してすばらしいボランテイア精神に
あふれる方々を見つけ出してください。因みにこのアワードの対象となるのは継続
的にボランテイア活動をされた方で下記に分類して顕彰されます。
１．ユース・ボランテイア
24 歳以下で 2 年以上の活動（１名）
２．アダルト・ボランテイア 5, 10, 15, 20, 25, 30+, 40+, 50+, 60+ 年の活
動（６名）
昨年 NJCA から推薦し６月１８日
（月曜日）午後７時半からダウンタウ
ン・アーカデイアン・コートで行われ
る顕彰式で表彰される下記の７名
の方々には心からのお祝いと感謝
を申し上げます。
ユース： イング・カトリーナ
アダルト： 浜場真喜子（３０年）、馬場和子（３０年）、
結城ちえ子（２０年）、カーン伸江（５年）、
鈴木美知子（３０年）、加藤真利子（３０年）
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⼥性ビジネスの会

⼥性とビジネス

カレドンという田舎の小さな町へ東
京から越して来て今年で９年になりま
す。子育てをしながら学校に通い、自
宅でウェブサイトデザインのビジネスを
するようになり５年が経ちました。子供も
手が離れてきて、さてこれから自分のビ
ジネスをどのように展開させていこうか
と、自分の将来の目標について考えて
みました。地元の競合会社やフリーラ
ンスのデザイナーなど常にチェックを入れてきましたが、ここ３、４年
の間に突如として現れた新しいデザイン事務所があるのです。そこ
はプログラマーやグラフィックデザイナー、営業や SEO のスペシャリ
ストなど８人を抱えた事務所でさらに最近は人員も募集しているよ
う。明らかに地元で伸びている企業です。しかし、自分はその会社
に競合すべく人を雇い企業化し、ビジネスを大きくしたいかと自問
すると、そうではないのです。なんというのでしょう、自分の目指すと
ころはなんとなく違うのです。デザイン事務所はトレンディーでクール
な印象ですが、自分はそうではないし、そうゆうものを目指している
訳ではない。大きくすれば必然的に今の値段をあげなければなら
ないでしょう。私はフリーランスのままひとりひとりのお客様にを大
事にしながら大量生産でない行き届いたサービスを提供したい。
値段をあげすぎることなく、暖かい関係を築きたい、そんな風に考え
ていました。
それを夫に話すと「典型的な女性ビジネスの考え方だね。」と言
われました。女性のビジネスは他との繋がりを大切にし、値段を高
くつけすぎず、できるだけ摩擦のないようにし、なんとなく自分を実
際よりも少し低めに評価し、自分が仕事できることを周りに感謝
し、家庭と子供と仕事のバランスを考えながら幸せな生き方を模
索する。
Facebook の COO のシェリル・サンドバーグが女性の企業におけ
るリーダーシップについてのスピーチを社内でしたそうです。スピー
チの後ある女性が、「今日のスピーチは勉強になりました。手をあ
げることですね。」と言ったそう。サンドバーグが「どうゆうこと？」と聞
いたら、「あなたは質問を後二つだけ受け付けますといいました。す
ると、手をあげていた女性は全て手を下ろしましたが、手を下ろさな
い男性の質問はみんな受けていたからです。」と言ったそうです。女
性を励ますスピーチで、自分でも気づかない女性の本質的事実に
気づかされたのだそうです。
いろいろな価値観があるだろうと思います。女性としてビジネス
をしていくことや働くこと、その「成功の意味」といものに多様性を
感じるのです。トロントおよび近郊のメーリングリスト FTF （ Family
Talks Forum) が三浦さんと数名のママたちによって発足して１０
年。現在は１０００家族以上が登録する大きなコミュニティーに発展
しました。その FTF メンバーの中からもビジネスを始める女性がとて
も増えているそうです。これら女性のビジネスを支える「 FTF 女性ビ
ジネスの会」が発足されました。ネットワークや自分の宣伝を兼ね
て、また自分と同じような気持ちを持った人との出会いを求めるた
め、興味のある方はぜひ参加していただきたいと思います。 FTF の
会員である必要はありません。全ての女性に。詳しくは FTF 管理
人、原さんまでご連絡ください。(Email: ivanzu03@gmail.com ）
ウェブサイト： http://ftfbw.com
DESIGN YOKO

⽢いもの好きの⽢〜い選択

レイノルズ洋子





www.ftfbw.com

山崎ゆき

初めてカナダに来て、感動し
たスイーツは、なんといっても
『キャロットケーキ』と『シ○ボ
ン』です！！ 日本ではニッキで
知られるシナモン系。ハマりまし
た…
最初の頃は友達と半分コし
ていたシ○ボン、すっかり一つ
を完食 出来るようにな ったこ
ろ、お友達のホームステイ先でのパーティに呼ばれ、キャロットケー
キとの衝撃的な出会いを果たしました（笑）
初めて食べる、何とも甘酸っぱくて癖になる白いクリームと、キャ
ロット＆ナッツたっぷりの、しっとりしたスポンジ。
滞在６ヶ月経つ私は、すっかりカナダの甘さに慣れてしまって、ペ
ロリ！ その美味しさに感動して、ホストママにレシピを教えてもらい
ました。
キャロットたっぷりでヘルシーだな～フフン♪とお代わりまでしてし
まったキャロットケーキでしたが、そのレシピを見て愕然！
信じられない量の砂糖と油～～！！ こんなに？？！ ガーン…
その後、シ○ボン（大）は１０００キロカロリーあるらしいと聞き、更に
ガガーン！知ってしまったら食べられない…（涙） 知らなきゃよかっ
た（本心）
その頃には、ちょっぴり（？）ふっくらしてきて、痩せなくては！！とい
ろんなダイエットに励んだものの、大好きなスイーツをガマンしては
ストレスでドカ食い（涙）
これではイカン！とダイエット＆健康情報を調べるほどに、情報が
飛び交っていて混乱・・ それならいっそ、最新情報を学校で学ぼ
う！という単純思考の末、前から気になっていたホリスティック栄養
医学を学ぶことにしました。
学校でいろんなことを学べたのは本当に良かったのですが、更に
ストイックになってしまい、一時期はビーガン（完全菜食主義）にまで
行きつきました。
それでもスイーツはやめられず、ヘルシー食材店でいろんなスイ
ーツをいろいろ食べましたが、味はそこそこ＆ベタ甘！！ ちょっと奮
発して、高級オーガニックスイーツを買おうと、材料表示をチェックす
ると、白砂糖やコーンシロップがたっ～～ぷり！ 安心して食べられ
るスイーツが見つからない…でも、食べたい！『じゃあ、自分で作るし
かない！（単純）』と、白砂糖類を使わない身体にやさしいスイーツ
を作り始めました。
糖尿病の知人がいるので、彼らでも食べられるよう、血糖値を急
激に上げない甘味料を使ったスイーツをはじめ、小麦粉アレルギー
の友達の為にグルテンフリーのスイーツにもトライ！ 作っては食べ
てもらい、改良を重ねて、味も格段にグレードアップ♪ モットーは
『ヘルシーだから美味しくなくても仕方ない』ではなく、『美味しい上
にヘルシー♪』
おうちで作るママご飯が一番美味しいように、大切な人の為に愛
情込めて作ったスイーツはまた格別です。材料もバッチリ把握し、甘
さも調整可！
なんといっても出来たてはサイコーです♪
今年の夏はちょっぴり贅沢に、安心＆身体にやさしい『おうちスイ
ーツ』してみませんか。
Shizen Café

http://designyoko.com
-3-



http://ameblo.jp/shizen-cafe

日加学園８組 11 〜 12 歳（話し方発表会の原稿より）

ぼくのおすすめのレストラン｢ブタゴリラ｣
清澤 龍馬

よう

レベディンスキー 耀

ブタゴリラは、洋風のレストランです。
最初にお店を見た時は、看板に豚とゴリラのキャラクターがま
ざったデザインで、すごくかわいかったです。
場所は、京都の河原町の少し入った静かな所にあります。
ブタゴリラのメインの料理は、トンカツです。そのトンカツは、ミ
ルフィーユじょうになっていて何まいもお肉が重なっていて、ころも
はサクッとしていて、中のお肉は口の中でとろけるようにやわらか
かったです。
横についてくるキャベツの千切りと木のおひつに入った麦ご飯、
または白いご飯は食べ放題です。沢山食べる人には、すごくお得で
す。飲み物は、温かいお番茶が出てきます。
お店のふんいきは、すごくにぎやかで、あったかい感じがしまし
た。そして、ご主人夫婦は、優しくてすごく温かくもてなしてくれ
ました。
最後に、ぼくのこのレストランの感想は、トンカツのタレがものす
ごくオリジナルでおいしかったことと、キャベツがすごくシャキーッ
としていて新せんで、超細く切ってあったこと、そして、ドレッシング
がゆず味とごま味でキャベツとすごくよくあうことが印象にのこ
りました。ぜひ,あなたもブタゴリラに行ってみてください。

ぼくのおすすめの本

ぼくは、本「アークエンジェル」について紹介します。
アレックスは、十四才のスパイです。
ある日、アレックスは何者かに打たれ、病院に行きました。病院
でアレックスがお金持ちの人の子どもを助けたので、お金持ちの
人がアレックスを家にまねきました。その時、アレックスが、お金持
ちの人が悪いことをしたことに気が付きました。そして、アレック
スは悪いお金持ちの人をころしました。お金持ちの人をころした
あと、アレックスはうちゅうに行ってダイナマイトを止めたので、
USA は、ばく発しませんでした。これは、ぼくの本のようやくです。
この本は、アドベンチャーの本です。ぼくのひょうかは、４．３で
す。そして、ぼくはこの本がもっと長くなればいいなと思います。も
し、ぼくがアレックスだったら、お金持ちの家でリラックスします。

ぼくの好きなレストラン

スナイダー ハリソン

ちん

あ や か

ぼくの好きなレストランは、アジセンラーメンです。アジセンラーメ
ンは、日加学園から近くて、ワーデンとスティールズの交差点にあ
ります。
レストランには、色々な種類のラーメンがあります。ラーメンを
注文した後、少し時間がかかりますが、店員が子どもに水、おと
なにはお茶を持ってきてくれます。ほかの飲み物がほしかったら、
おすすめはラムネです。
ぼくの好きなラーメンは、｢アジセンラーメン｣です。このラーメン
はとんこつスープで、チャーシューと味つけゆでたまごが入っていま
す。｢アジセンラーメン｣は、レストランの目玉のラーメンです。ぼく
は、このラーメンが一番すきです。
このレストランの中は日本風で、お客さんが中に入ると店員が
日本語で｢いらっしゃいませ。｣ と言います。そして、壁に大きなお
すもうさんの絵がはってあり、壁の周りにはどんぶりが飾ってあり
ます。日本のラーメンが食べたくなったら、皆さんも一度行ってみ
てください。

わたしのおすすめの映画

陳 綺佳
｢ヒックとドラゴン｣の映画は、とてもおもしろいです。
弱虫な少年のヒックは、父さんみたいに強いバイキングになりた
い。でも、現実は、ヒックはドラゴンがとてもこわくて戦えない。
ある日、ヒックは、けがをして飛べないドラゴンの「ウース」と出
会った。このドラゴンを助けて、だんだんなかよくなるにつれて、ヒ
ックはドラゴンが大好きになった。でも、ヒックの父さんは、ヒックが
ドラゴンをころすことができると信じていた。ヒックの父さんは、ウ
ースのそんざいを知らない。
さて、ヒックとウースに何が起きたのか？この映画は冒険と友
情にあふれておもしろく、れきし的なファンタジーでもあります。
わたし自身は、ウースが一番好きです。また、映画の中のバイキ
ングがちょっと不思議だと思いました。
わたしは、ヒックがウースを訓練するところが一番好きなシーンで
す。それは、とても音楽のリズムがよく、それにつれてヒックとウー
スの友情も深まり、飛行もどんどん上手になっていくのです。
もしわたしがヒックなら、このドラゴンにのってどこでも行きた
いところへ行きます。
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わたしのおすすめのレストラン
みん

ほ う み

閔 鳳美

わたしは、おすすめのレストラン「わさび」について紹介します。
食べものがとてもおいしいです。日本料理と中か料理がありま
す。おすし、手まきずし、みそしる、うどん、ぎょうざ、からい野菜
などがあります。そのお店は、リッチモンドヒルにあります。そのレ
ストランは、いつも人がいっぱいで、とてもにぎやかです。
わたしは、サーモンのおすしとアイスクリームをおすすめしま
す。なぜなら、両方ともとてもおいしいからです。
飲み物は、お茶、コーラー、お水、ジュースと、いろいろなお酒が
あります。
デザートは、フライドポテト、ケーキ、果物、おもち、ビスケット、
アイスクリームなどがあります。
どうしてこのレストランをおすすめするかというと、食べ物がお
いしいし、食べ放題だからです。
わたしの弟のたん生日に、弟がそのレストランに行きたいと言っ
たので、家族で行きました。私はいっぱい食べたかったから、朝ご飯
を食べずに行きました。そして、わたしはおなかいっぱいになるま
で食べました。一番好きなのは、マンゴアイスクリームです。
みなさんも行ってみてください。

ぼくのおすすめのレストラン
渡辺 マイケル

ぼくは、レストラン「ワイルドウィング」についてしょうかいしま
す。ワイルドウィングは、チキンウィングのレストランです。このレス
トランは、オンタリオに八十以上あります。ぼくは、バリーとオリ
リアとナイアガラのたきのワイルドウィングに行ったことがありま
す。
レストランのふんいきは、カントリースタイルで、カントリーミュ
ージックが流れています。
おすすめは、ハニーガーリックとスパイシーウィングです。なぜな
ら、とてもおいしいからです。ナチョスもチリがかかっていて、おいし
いです。
きょ年の六月十五日に、ぼくのお父さんとお母さんの結こん記
ねん日で、ワイルドウィングに行きました。その日は、スタンリーカ
ップのファイナルでした。ぼくのおとうさんは、「絶対にバンクーバー
は負けるぞ。」
と言いました。急いで家に帰ってテレビでゲームを見ました。や
っぱり、バンクーバーが四対〇で負けました。そして、バンクーバー
のダウンタウンで大きなぼう動が起きました。だから、その日のこ
とをわすれません。
ぜひ、ワイルドウィングに行ってください。

わたしのおすすめの映画はスマアフです
重石

美紀

こと

山田 琴

この映画は白いぼうしをかぶった青い色の小人たちのお話で、
パパスマアフ、スマアフェト、そして四人の男の子、クラミジイ、グラ
ウチイ、グレイニイ、ガッティが小さな村に住んでいました。でも、ガ
ガメルという悪者に子どもを取られるという心配がありました。
ある日、クラムジイがたきに落ちてしまいました。たきには、ニ
ューヨークへとつづくトンネルがありました。スマアフ家族は、クラ
ムジイを助けるために、みんな、たきに飛びこんでニューヨークへ行
きました。そして、どうしたら村に帰ることができるか、考えまし
た。
スマアフの家族は、パトリックウインスローという化しょう品会
社の人と出会って、その人の手伝いをして、ブルームーンという広
告を出しました。ブルームーンはフルムーンの二番目の月で、その
広告を出したその日にブルームーンになって有名になりました。ブ
ルームーンはたきを開いていて、スマアフたちは、もとの村に帰るこ
とができました。この映画はいろいろなぼうけんがあって、最後は
みんな幸せになりました。
私の好きな場面は、ブルームーンが出たときです。それはとても
美しいからです。私がスマアフだったら、ニューヨークを見物して楽
しみます。

わたしのおすすめの映画

わたしは、映画「平成たぬき合戦ぽんぽこ」について紹介しま
す。
映画の種類は、アニメーションです。
自然を人間がはかいして都市開発が進んでいく中、住み家を
なくしたタヌキが、人間をこらしめるために、いろんなものに化け
て、ていこうする話です。
好きな場面は、タヌキ達がゆうれいに化けて町中をパレードし
て、人間をこわがらすところです。タヌキの化けた首長女や、一つ
目こぞうのゆうれいがかっこよかったです。
映画の話もおもしろいですが、この場面が好きです。それから
タヌキが人間を化かすところも楽しいです。
もし、私がタヌキだったら、友だちみんなで計画をして、森を守
ります。人間が木を切った時に木のお化けになって、「いたい、いた
い」と泣いておどかします。
人間が自然を大切にしないと、動物が死んでしまったり、世界
のかんきょうがおせんされます。人間だけでなくて、皆の自然を
大切にしたいです。
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キューバは楽しいーきゅうば （休場） だよ

Canada Revenue Agency のこと

江⼾⾦⼋

古川

勲

皆様は Benjamin Franklin のかの有名な言葉を
ご存知だと思います。””この世の中で確かなこと
は死と税金である”。”死と税金は確かであるが、
我々は毎年死ぬことはない”という言葉もありま
す。
ここでは最近身近で起こった CRA のことを書きます。
結論を述べますと、 CRA から 2011 年の税金を２度も払えとのこと
です。皆様は２０１１年度の税金の払い込み、払い戻しはもう終わって
いることと思います。皆様も税金はなるべく少なく、遅く期限ぎりぎり
に払うように努めていることと思います。

皆なさーん、お久しぶり、えっ！あっしのこと知らねー、って、あんた
お若いね－、さーて、今回はいいことづくめのキューバの「お話」。去
る三月の８日間あっしら１７人シニア団体割引で得しちゃいました。あ
っ中山会長はまだ５０代でしたね失礼。（あの時はね）
まずはトロントからたったの二時間半、バラデーロっていうリゾート
地に高級ホテルが立ち並んでいてさ、ホテル専用ビーチに出ると、今
まで見たこともないようなエメラルドグリーンの海（ウッソー）本当だっ
てばー、沖は濃いブルーと緑の横しまもようになっててサイコー、人間
なぜか海を見ると気持ちが安らぐつーか、いいよねー。
ヤシの葉のパラソルの下に１７個デッキチェアー並べちゃったら、周
りの新婚さん皆んなどいちゃって（ごめんねー）泳いだりスノーケル
したりで、皆んな年寄りなので日光浴は避けて、でも、あっしなんか
日焼けしちゃいました。
ホテルの中庭はヤシの木と小川
と池と丸いプールが橋で繋がってい
て、午後はホットジャクージーが温泉
気分で皆んな騒いじゃって、えっ！素
っ裸はダメですよ。
あっし一人がプールサイドでサン
バのダンスレッスンに加わって楽し
ーい。皆んなはカードゲイムに夢中
でしたがね、そうそう喰物、飲物、こ
れがまたいいーの、朝昼晩バフェーで種類が豊富なだけでなく肉魚
卵など好みに焼いてくれて、皆んな毎日喰いすぎだよー。別に三軒
のレストラン、イタリアンなどがあってね、三晩予約して「おばちゃま
達」はドレスアップなどして行き、生バンドの演奏もあり料理もサイコ
ーざーました。
あっ、ここで特筆しておかなきゃなんないのが、全食事は勿論、全
酒類を含む飲物がすべて宿泊料金に含まれてたのは、目ん玉が落
っこちるほど驚きでしたー。
オプションツアー（別料金）で首都ハバナまでの日帰りバス旅行と
キャタマランヨットでのアイランドツアーとバラデーの町までの買物ツ
アーなどホテル外に三日行ったので退屈する暇はなかったーですよ。
それから忘れちゃいけないのが、毎夜星空の下で繰り広げられる
ナイトショーではプールでのシンクウォーターショーや中庭の屋根つ
きステージで繰り広げられるミュージカルショー、お客もステージに
上がりサンバやサルサを若いダンサー達と夜が更けるまで踊り狂っ
て、 寝る のが 惜し いぐ らい 楽しい 楽しい 毎日でし た。ビバ ・キュー
バ！！！
これで航空、宿泊、食事すべて入れてたったの＄１０００ドルちょっと
でした。ウソだーと思うなら旅行会社に聞いてみなさーい。
じゃーまたね、アディオス
（前島タック）
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コンピューターのソフトを使い、２０１１年分の税金申告を４月下旬
に Netfile を使って CRA へ 送りました。税金を払わないといけなくな
りましたので、翌日近くの銀行の窓口に並んで、税金の払い込みを
しました。ところが CRA から最近になって Notice of Assessment を受け
取りました。それには銀行で払った金額を受け取っていないとのこ
と。滞納分の利息も加算されておりました。 CRA へ電話して調べても
らいましたが、入金がなく、銀行へ行って trace をしてこいとのこと、な
るほど銀行で私の SIN#を間違えていたら、別の人に入金もあるかと
思い調べてもらいました。
幸いにも銀行では間違いがなく、払い込みがされた日の書類のコ
ピーをもらってきました。又 CRA へ電話しましたら、４月末に払いこん
だ領収書をつけて Tax Centre へ手紙を書けとのことでした。手紙を
送ってもう３週間になりますが、まだ CRA から何の返事もありません。
税金を２度も要求されるのは困ったものです。銀行の窓口で３０分
も待たされて、払い込みの領収書をなくさずにとっておきましたことは
貴重なものでした。皆様も同じような経験がおありだと思います。
Ufile という Income Tax Return のソフトは２台までのコンピューター
に導入できて、８人分の Tax Return を計算して Netfile が可能です。こ
のソフトは＄２０＋税金で購入できます。我々は家族一同および、 in
law も含めて、８人分の Tax Return をしました。 Netfile で Tax Return を
しますと、約２週間くらいで CRA から Notice of Assessment の手紙が送
られてきます。その際に払い戻しのチェックも送られてくるか、銀行へ
入金があります。
Tax Return を CRA から発行されている用紙に記入して送りますと、
返事に３週間以上もかかります。
もし何か質問或は問い合わせは下記の e-mail のところに連絡
下さい。
ifurukawa@rogers.com

わたしの故郷

わ が町 、 明石

プレストン桂子

一年を通して穏やかで
青い海、その向こうには淡
路島を望む明石が私の生
まれ育った町です。兵庫県
の神戸の西隣に位置し、
日本の標準時を示す時計
の ある天文科学館、その
隣には明石城の跡、高校野球の兵庫予選が行われる明石球場な
どがある明石公園が明石駅の北側に。南側には魚の棚（ウォンタ
ナ）という魚屋さん中心の商店街があります。魚の棚では釣ったばか
りの魚、イカ、たこが売られています。去年、二歳と五歳の子供を連
れていきました。生きたイカやたこが箱から出て地面を這っているの
を子供たちはおっかなびっくり見ていました。彼らにとったらまるで水
族館のようです。その周辺には明石焼きの店があちこちにあります。
明石焼きというのは卵焼きのようなふんわりしたタコヤキです。下駄
のような板に乗ってやってきて、温かい出し汁でいただきます。熱いも
のを熱い汁でいただくので、急いで食べたら大変なことになります。
一度仕事の途中で上司のおじさんと一緒に食べにはいり、「もう時
間や、いくでー」といわれ涙を浮かべながら明石焼きを流し込んだ思
い出があります。喉元すぎても熱いものは熱いです。そんな魚の棚を
さらにいくと港があります。その横に市役所があり、学生のころアル
バイトをしたことがありました。その当時、明石（実際は神戸市なので
すが）と淡路を結ぶ明石海峡大橋の建設がはじまりました。市内で
も一番展望のいいところで、毎日土台となる大きなコンクリートの塊
が少しずつ引っ張ってこられるのをみていました。数年後、大橋は完
成し淡路島まで車で行けるようになりました。それまではというと市役
所横の港から「たこフェリー」という大きな赤いタコの絵のあるフェリ
ーが唯一の手段でした。大橋の完成とともに利用客は減り赤字経
営に、そして 2010 年秋に航路廃止となりました。廃止になるとは知
らず、その年の春に子供たちと乗ることができたのは後ではできない
思い出となりました。
明石駅前にはダイエー、ボーリング、明
石銀座、大人向け映画館などがあります
が、なんにでもタコをネーミングにつけよう
とするもっさい（田舎くさい）雰囲気があり
ます。なので仕事、学校、ショッピング、気
合のはいったデートは神戸にむかいます。
神戸までは電車で十五分ほどです。海沿
いを電車は走っていきます。ある日、小学校以来の友達とひさしぶり
に電車であい、話し込んでいました。すると話の途中で彼女が「ちょっ
とごめん。」と窓のほうをみるのです。ちょうど大橋が見えるころでし
た。三十秒ほどして彼女は話の続きにもどりました。「電車に乗った
ら海と橋は一目見とかなあな。」と。なるほど私もそして多くの人が海
側に座っていようが、山側に座っていようが橋が見えるころには海側
の車窓をチェックしているのです。たこフェリーの仇ではある明石海
峡大橋ですが、あの姿の美しさは明石人にとってはもうなくてはなら
ないのでしょう。昔、淡路の政治家が橋を作ると言ったとき、みんなが
笑ったそうです。すぐそこに見える淡路島、距離にしたら短いのです
が、潮の流れは激しさ、行きかう船の多さで泳いで渡るのは無理。橋
を渡すのも無理と言われていました。でも立派に橋はできあがりまし
た。夜はライトアップされなかなか素敵です。昔、海岸線をドライブ中
に「ナポリの夜景だよ。」と言った人がいましたが、ほんまかいな？ナポ
リ行ったことないやんって言いつつも心の中ではキレイやなって思っ
ていました。その後は笑いのネタとしてこの台詞をつかわせてもらい
ました。

春になると主婦たちがイカナゴを買占め、あちこちの台所からイカ
ナゴをクギ煮にする匂いがします。お正月には明石鯛を塩焼きに。
一家に一台たこ焼き器があります、明石焼きではなくたこ焼きが
つくられますが。お隣りの神戸にはお洒落度では負けてしまいます
が、生まれ育った町というのは離れていると特にその町並み、風景、
匂いなど懐かしく、見たい、感じたいと思われます。ここトロントでも明
石の風景をどこかに求める時もあります。たこフェリーはなくなりまし
た。天文科学館の時計は阪神淡路大震災のときに発生時の時をさ
したまま止まってしまいましたが、今はちゃんと動いてます。いつまで
も、そこに残っているものもあれば、壊れても新たな形でよみがえるも
の、そして姿を消してしまうものもあります。いつでも帰ったらそこに思
い出と同じもの、人々が迎えてくれる、これほど幸せなことはないと思
います。わが町、明石いつまでもかわらずにいてくだい。でももしでき
るなら神戸に住んでみたいな。

⺟の村、奈義より BBQ 必修アイテム

森貞一弘

５月、金環日食の日、ふとしたきっかけで母
親（７７歳、健在です）の生まれた村に２０年ぶり
に一人で出かけることになった。新幹線で大阪
から西へ一時間、岡山駅に着くとそこはすでに
別世界である。皆、岡山人の顔をして岡山弁を
喋っている。そこからさらに単線 JR で１時間半北へ、信じられないぐ
らい何も無い村で、これと言って美味しいものも…いや失礼、村の
人達は祭りや何かに理由つけて集まって、少々見た目のグロい鯖の
押し寿司を美味しそうに食べるのだが…（ちなみに里芋
のゆるキャラもあるし…でも可愛くないね…）
本家を継いでいる末っ子の叔
父に、あることをダメ元でお願い
することにした。
BBQ の道具なのだが、うちは超自然派なの
で（要するに、貧乏なので）木炭を使って焼く
ことに執着している。これが中々、風流で、サン
マなど、近所迷惑を承知でモクモクと煙を上げて炭火で焼くと、めち
ゃくちゃ美味しいのです。（あっ、お隣はインド人の家族なんだけれど
申し訳ないが…気にせず牛ステーキもジュージュー焼いてますけど
…） 「叔父さん、お願いがあるんだけれど…」「何や？一弘？」「この
辺り、竹がいっぱいあるね？」「おぉ、他に何も無
いけれど竹なら敷地内にいっぱいありゃ～する
ぞ！」「火吹き竹って知ってますか？」「知らんな～
伯父さん、アホじゃけんな～」「ほれ、大昔、時代
劇なんかでお風呂を沸かすとき竹でフ～フ～し
てるやつやん…」「おっ、火熾（お）き竹ってこの辺じゃ言うんじゃ…ほ
んなもん、何にすんなら？」（片手には痛風症の人でも飲めるというプ
リン体 99%カットの缶ビールを…僕と同じ…やっぱり遺伝かな？）
という具合に身近な生活の話題に会話がはずみ、なんと…３本も
作ってくれた。実はこれは我が家での毎年恒例の BBQ パーティで火
を熾す役の山形県出身のイラストレータ N 氏の提案だった。（古くか
らの生活の知恵をよくご存知な人です。） 「又、きんさいよ～」と短
い時間だったが、やはり血が繋がっているせいだろうか、全く違和感
なく「又、来ますね」と津山駅まで快く見送ってくださった。
無事、空港での荷物検査（竹って X 線には写らないですね）もカ
ナダの税関も通り抜けて、今、手に持って眺めている。フムフム…よく
観察するとやはり田舎の人は手が器用なのがわかる。うまく竹の節
をぶち抜いて、使いやすいように、怪我しないように、隅々まで気配り
が感じられる。夏本場、あの奈義町を思いだしながら、この新兵器で
炭焼き BBQ を存分に楽しもうと思う。
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遠野便り

ギャロウェイ容子

す。これらの活動が、これからの街作りのそれぞれの核となって広がっ
て行くのを皆が望んでいます。

東日本大震災のボランティア
活動地域の状況を調べていた
時に、拠点として「 TONO 」とい
う名前が目につき、なぜだろうと
疑問に思っていました。実際に
３ヶ月の予定で、今年の４月下
旬に当地に来てみて、その理由
がわかりました。「遠野」は、昔か
ら海と山とを結ぶ交易の拠点
で、大槌、釜石、大船渡や陸前高田などの沿岸の被災地とは峠をひと
つ隔てただけの近隣の街だったのです。遠野物語でも知られ、心のゆ
りかごの様な優しく、且つ厳しい自然に囲まれた所で人々が触れ合う
街であり、奥ゆかしさのある街です。今回の東日本大震災の時には、
跡形もなく消え失せた沿岸の街の支援にいち早く駆けつけた街でし
た。そして、被災地の為にも支援の拠点を作り、行政も沿岸地帯の復
興を応援しています。

余興やイベント・趣味の事を考え始めたり、地元ではなくても、仮設
のある場所で仕事を見つけたり、それぞれの一歩一歩がうれしいニュ
ースとして伝わって来ます。ただ、財政的な問題は、多々残っています。
ローンを組んでいた人たち、生涯現役が奨励されつつも、年齢が６５歳
以上で再起のためや事業用の融資を受けられない人たち、家を建築
するめどがつかないなどの例もあります。

もしもトロントの街並が、ブロアー通りから南は、湖畔沿いに消えてし
まったとしたら、その光景を想像出来ますか。平屋建ての建物はすべて
流されて、辺り一面を少し小高い所から見るとダウンタウンや所々に高
層ビルが見えるだけで、その他は跡形もなくなったといった状況は、想
像を絶する事です。
一年三ヶ月前に見た大津波の映像は、見たもの皆の脳裏に焼き付
いていると思いますが、実際に現地に入ってみるとその被害の大きさが
改めて胸にどしんと来ます。我が子や兄弟、親子の行方が分からず遺
体を探して歩き回るつらさとはどんな体験だったのか。生身の遺体をみ
るという一番つらい体験をして来た人たちが今本当にどんな気持ち
で、つらさを乗り越えて前へ進もうとしていられるのか。大きな悲しみを
背負った方々のやるせなさや無念さ、よるべなさは、今も癒える事は無
く、言葉では表し難い身体の奥が張り裂けるほどの痛みを伴う事があ
ろうかと思います。
大きな瓦礫が撤去され、崩れ落ちそうな建物は取り壊されて再建さ
れた所もあるものの、見渡す限り「きれい」になってしまった街には、もう
以前の生活の基盤もコミュニティーもありません。市街地の商店の街
並を示す道路もなく、家が流され、生活の糧が流され、仮設住宅に住
んでいる人たちが我が身にむちうちながら立ち上がって行くのは、本当
にこれからです。皆が頑張らなければと思い続けてやっと今日まで来
たけれど、明日が見えないという方々は、沢山いらっしゃいます。そういう
方々に「よりそう」事が、今一番必要とされているようです。
ボランティア活動団体では、日常生活を組み立てるところからお手伝
いしている所があります。心のケアの大切さを認識しているグループも
沢山あります。色鮮やかな花々を地元の人たちと協力して、被災地の
あちらこちらの花壇一杯に植えたり、交流の場所を作ったり、支援物
資を配布したり、お茶会や活動の場所を作り、被災者たちが自発的
に、積極的に自立してサークルなどを作って行く下地作りのお手伝い
をしています。皆の笑顔が少しずつ増えていくのが狙いです。
毎朝起きて、挨拶を交わし、ご飯を作ったり、食べたり、それから四方
山話をしたり、土いじりや花を育てたり、手芸をしたり、身体がなまらな
い様に散歩に行ったり体操をしたり、知り合いを訪ねたり、その一つ一
つが大切です。炊き出しとか林の木の伐採など日常の助け合いの行
動の中から商売につながる事を考えて、レストランを始めたり、伐採所
を開いたり、ハーブ園を作ったりなどの活動が少しずつ生まれて来てい
ます。ホタテや牡蠣の養殖の資材や筏などがすべてなくなってしまった
漁業関係者も、再起動するために着実にステップを踏んで再生に努
力しています。 朝市や商店街も仮設ながら、要所要所に作られていま

現在仮設住宅に住んでいる人たちは、住居の延長が発表されてい
ますが、高台への防災集団移転促進などまだまだ問題が山積みされて
いるようです。新聞によると、被災３県の災害公営住宅の用地確保は、
まだ一割未満で、地形の制約などによる土地不足や自治体の復興計
画が定まっていないなどの理由で、２０１５年までにそろうとされた完成
時期がさらに遅れる可能性が大との事です。従い、かなりの人たちに
とっては、現在の仮設住宅やみなし住宅などでの暮らしが、長期化する
事が必致のようです。
子供たちの無邪気な会話の中にも大津波の爪痕は、見え隠れしま
す。教育の現場でも「ふるさと科」をカリキュラムに特設して、生き方を
基盤とした教育内容や、地域や自分の生き方を見つめて将来の復興
発展に貢献出来る人材の育成や地域の活性化を考慮した教育活動
を推進しているとの事です。震災後から今も、子供たちの置かれている
環境整備、公園や遊び場等の公共空間がまだまだ確保されていない
のではないかと懸念されています。限られたスペースに多くの人たちが
いる場所、または住居が散在している場所では、子どもが遊ぶ十分な
スペースを確保できなかったりしているのが現実です。
子供たちの心のケアの方はどうなっているのだろうと懸念しつつ、様
々な団体が子供たちの居場所を確保しようと動いています。仮設住宅
での中で、子どもたちは、狭いスペースで遊んでいるものの、遊びその
ものよりも、友だちと触れ合ったり、体を動かすことを求めているようで
す。それになによりも、見知らぬ新しい友達たちとも気軽に遊べるよう
になりたいのです。学校の運動場が仮設住宅になっていて、休み時間
も外に出て駆け回ったりできない子供たちもいます。家がなくなり、親
兄弟・親戚や友人を失くし、住む場所も学校も違い、居場所の感覚が
つかめないでいる子たちもいるのです。こういう逆境の中、周りを思い
やりながら目標を決めて育っていく東北の被災地の子供たちは、きっ
と以前にもましてたくましく、毅然とした優しい人たちに育って行く事で
しょう。
長い避難生活、長い行列。整然とした秩序。お年をめされた方々の
気丈夫な中に現れるつつましやかな態度と感謝の気持ち。世界が感
動しましたが、あの時わたしは、いつかあの人達のところへ行こうと思い
ました。何もできなくても、ただそばにいて手をにぎって肩を触ってあげ
られたらと。そしたら、あの人達の暖かさや強さが私にもきっと伝わるに
違いないと感じたのです。 来てよかったと思います。今私は、大事な人
に「今伝えたいことがあるなら、すぐに伝えよう。」心を平穏に保つため
にも、我が身の廻りを整理して日常生活を整えよう、「心の規律」を大
事にしようと改めて思います。
大槌を支援するためのポスター・シリーズの中に、「大笑いできるそ
の日まで・・・」と言うポスターが目に留
まりました。「風化が懸念されています。」
被災地の外の人々がこの大震災と被
災地の事を忘れてしまう事です。「忘れ
てなんかいません。あきらめないで下さ
い。あなたの笑顔がみたいです。」と「寄
り添う」気持ちが今こそ、そしてこれから
も求められています。希望の種です。
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にゃんだーガード

武藤妙子

“被災者”と耳にして、今一番に頭に浮か
ぶのは、東日本大震災の事ではないでしょう
か？
私は地震の二日前まで長年暮らしていた
関西から、生まれ育った福島県に滞在してい
ました。なぜなら当時、すでに数日後に迫った
渡加のために地元の友人や家族と過ごす時
間を設けていたわけです。
その二日後に地震が起きました。父親は当時仙台市に滞在し
ており、その日から三日間音信不通の状態が続き、私は数日後
に迫った留学をキャンセルしました。しかしキャンセルした夜、父親
が生還したと、母親から連絡があったのです。父親は当時ビルの
６階で仕事をしており、命は助かったものの連絡の手段が無く、
そこから自力で帰ってきたそうです。
私は母親に留学をキャンセルしたことを打ち明けました。
「地元がこんな状況で、逃げるように海外に行くわけにはいかな
い」と。今も、母親の言葉が時々蘇ります。
「真っ暗闇だ、小学校に今６００人批難してる、でも妙子は自分
のチャンスをのがしてなんねぞ。カナダさいってけろ。唯一の光だ、
こっちは何とかなる」 普段口数の少ない母親の振り絞ったよう
な声でした。私は留学を決めました。
私は今カナダに居ます。被災地から遠いから何も出来ないな
んて事はないのです。私が出来ることは沢山あります。
その一つに、今年三月に一時帰国した際に、住み込みで数日
間参加させていただいた、福島の動物保護施設のボラティア団
体への応援です。
福島県三春町にある主に犬や猫の為の“にゃ
んだーガード”というシェルターです。ここに居る動
物たちも被災者です。例えば、飼い主が仮設住
宅での生活を強いられて、共に過ごすことが出来
なくなった命。また、原発危険区域付近で、保護
された命。境遇は様々ですが、それは人間も同じです。ただし大き
く異なるのは、動物は、言葉を発することも、助けを求めることも
出来ないです。
まして、あの日何が起きたのかなど、想像も出来ないでしょう。
地震は天災です。しかし、原発は人間が作ったものです。

２０１２年度トロント紅⽩歌合戦

歌の祭典『２０１２年度トロント紅⽩歌合戦』
１２月１５日に開催
２年間、休演をしておりました「トロント紅白歌合戦」が日系各界各層
からの熱望により復活いたします。
今年度の開催は１２月１５日（土）午後５時３０分開演と決定され、推
進母体となる実行委員会はすでに活動を開始いたしました。
この催しは、娯楽と日系人融和の場を求める観客の幅広い支持と
人気を得ながら、根を下ろし定着したトロント日系人社会の恒例年中
行事として、継続に力を注いで参りました。
味と色を添えた新企画の中で、多くの新人歌手に、おなじみのベテ
ラン歌手を加えての熱唱をぜひお楽しみください。
皆様のご来場を心よりお待ちいたしております。
２０１２年度トロント紅⽩実⾏委員会

２０１２年度トロント紅⽩新⼈募集
１９７７年１２月にチャリティーショーとして誕生した日系人親睦の「トロ
ント紅白歌合戦」が２年の休演の時を越えて蘇ります。伝統イベントの
一つとして出演者、裏方をはじめすべてボランティアによって開催され
ます。あなたも一緒にステージの上で思い出をつくってみませんか。
＊ 公演日時：２０１２年 １２月１５日（土）午後５時半開演
＊ 会場
：日系文化会館 小林ホール
＊ 応募資格：経験、年齢、性別、エスニックバックグランドの制限は
ありません。
＊ 歌唱曲、歌謡曲、演歌、ポップス、クラシック歌曲、民謡など新旧
ジャンルは問いませんが原則として日本の曲を歌唱していただき
ます。
＊ 応募方法：デモ CD 、テープを下記宛までご送付ください。
TORONTO KOHAKU c/oJCCC 6 Garamond Court Toronto M3C 1Z5
＊ 応募の締め切り：８月１日（水）までに必着。
＊ 採否は８月末日までに電話、 E メール等によりご連絡します。
＊ お問い合わせ：電話 西川ボブ（ディレクター） 416-984-4111
E メール 中山あつ子（運営） atsukocanada420@yahoo.co.jp

このシェルターはもともと古い旅館でした。私が訪れた際も、言
うまでも無く昭和を思い起こすような壁紙で、地震の影響もあっ
て床も所どころ歪んでいました。それをボランティアの全国から集
まったスタッフ達が、手作業で修理をしている状態でした。もちろ
ん私も参加させてただきました。まずは環境をしっかりと整えるこ
とが大事なんです。もちろん、動物への対応はしっかりとしていま
した。
この施設には現在７７匹の犬や猫が居るそうです。今もなお、
危険区域には取り残された動物が居て、施設から供給される食
料で命を繋いでいます。それも全ては寄付によるものです。しかし
ながら、事実、ボランティアの人数が徐々に減少していることと、
寄付による食糧が不足しているとのことです。
そこで、現在私はこの施設へのチャリティーイベントを企画して
います。現在は一人での活動ですが、仲間が見つかると信じてい
ます。もしも何かを感じていただければ、 Facebook'Nyandargard
Canada'をご覧いただくか、 nyandargard.canada@gmai.com までご
連絡来ただければ幸いです。
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命の重み

男性の和服について

マーナ豊澤英子

母ミツエの初海外旅行は大
分からハワイへ。「傘寿（ 80 歳）
の祝いは何がいい？」と尋ねる
と、「生まれて一度は海外旅行
とやらに行ってみたいなぁ」と
即答。友人とそのご両親にも
声をかけて、こども組 3 人とお
や組 3 人の珍道中となりました。その当時のエコノミー・サービス
はけっこう良くて、日本酒の熱燗に友人の親父さんが大満足！お
や組は英語などものともせずに、ウエイターやウエイトレスと堂々
と渡り合って旅の日々を満喫・・・こども組はその勢いに圧倒さ
れていました（笑）。数年前に他界された友人の親父さんは、何
かにつけその旅を懐かしく語っていたそうです。
“生まれて初めての、そして、最後の海外旅行”と、母は（私も）
思っていました。ところが神のみぞ知る・・・私がカナダ人の John
と結婚することになり、 82 歳の時ハワイより更に遠いトロントへ。
そして 3 年後（ 85 歳）、「娘の住むミシサウガの家を見たい」と、
姪たちと一緒に再びやってきました。実際のところ、娘としては来
てもらいたいと思う一方、年齢とともに心臓病や血圧の管理は
次第に難しくなっており、時差や環境にうまく適応し、長期滞在
できるのかがとても心配でした。実家の兄・義姉と母も交えて、
「万が一、体調不良に陥り、それが原因で重大な身体状況にな
ることも覚悟の上で、母の希望を受け入れてカナダへ送りだすか
どうか」を話し合いました。私たちは、人生をどう生きるか、質の高
い生き方とはなにかについて、そこで確認をしあったのです。 5
週間の滞在期間はとても思い出深いものだったようで、母はこの
春に永眠するまで、「また、ミシサウガに行きたいなあ」と言い続け
ていました。
93 歳 5 か月。寝ついてわずか 10 日、自宅で家族に看取られ
ながら、苦しむことなく旅だったのですから、本当に大往生でし
た。「英ちゃん、お休み」の優しい言葉が、この世での最後の言葉
となりました。最後の夜を母と語りあえた感謝と安堵感で、大分
にいる頃はほとんど涙を流すことはなかったのですが、こちらへも
どり、 John と夕食を囲んでいたら、ミシサウガで過ごした母との思
い出が急に蘇ってきて、思わず泣いてしまいました。祖国にもう母
はいない・・・これから寂しさを感じるようになるのでしょう。
歌上手で笑顔いっぱいだったミツエさん。貴女に頂いた沢山
の贈りもの、そして命を大切に歩いていきます。貴女の娘に生ま
れて本当に幸せでした。ありがとう！

ハリー川邉

私は和服に大変愛着を持っております。何故
だかは解りませんが和服を着るとすごく気持ち
が締まり、日本人であることのアイデンティティー
を再認識する縁（よすが）となっているようです。
そこで男性の着る着物について少し調べてみま
したので、皆様にも知って頂けたらと思い、筆
（？）をとりました。
特に女性の場合がそうですが、和服を着るに
ついては大変多くの決まりごとがあるようです。
けれどもごくフォーマルな場合を除いて自分の
感覚、季節感とか暑さ寒さで着物を選ぶのが現実的でしょう。日常
生活を楽しむための和服としての普段着、外出着やおしゃれ着とし
ての和服、そして正装としての和服として礼装と略礼装などが上げ
られます。
普段着は素材によって異なりますが、ほぼ、春、秋、冬の３つの季
節を通して着られる、木綿やウールの着物たちで、安くて、丈夫で長
持ちし、しかも手入れが簡単なところが理想的です。木綿といっても
浴衣とは違った種類の生地による着物です。糸の太さや織り方で
色々な種類がありますが、木綿の利点は肌触りのよさと簡単に洗
濯出来るため、必要以上に汚すことを恐れないで気軽に着られるこ
とでしょう。ウールの着物は暖かくて着易いうえに、皺にもなりにくい
ので大変重宝です。他に絹が混じったもの、化繊が入っているもの
などがあります。普段は長着の下には長襦袢を着ますが、半襦袢と
ステテコなどでも十分です。和服の着付けの大事なことは紐を使っ
て要所要所をしっかりと留めることでしょう。そうすれば着崩れも防
げます。夏は浴衣をはじめとする木綿の着物や麻の単（ひとえ）の
着物などが向いています。麻は通気性が良く肌にひんやりとした感
触もあるのでおすすめです。木綿や麻の単の着物、作務衣とか麻と
化繊の単衣の着物なども夏の着物として快適ですが、化繊１００％
の絽（ろ）の着物は炎天下で汗をかくとべた付くために始末におえ
ないようです。外出着としては、一般にはお召や袖の着物が良いと
言われていますが、自分の好みや感覚で普段着よりはほんの少し
良いってとこでしょうか。別に良いといっても高価なものとかでなく、
普通のものでも、自分が良いと思ったものを選び、自分なりの和装
をマスターすべきです。袴（はかま）を着けるのは改まった外出の時く
らいで普通は着流しに羽織りだけで十分でしょう。帯はやはり角帯
がお勧めです。改まった席に出るとき以外は季節を把握して自分の
自由な感覚で取り合わせや着こなしを楽しむと良いでしょう。
和装の礼装、略礼装にはウンザリするほど多くの決まりごとがあ
りますが知識として知っていた方がベターですが、その全部を取り入
れる必要は無いでしょう。礼装、略礼装の絶対条件としては、必ず紋
入りであることです。正式礼装には、５つ紋ですが、略礼装では一つ
でも三つでも構わないと思います。正式には染め抜きの紋をつけま
すが、最近ではつけ紋、縫い紋が一般でしょう。日本の家紋の殆ど
全てが、その専門店などで購えますし、もし無い場合には割合安価
で注文できます。第一礼装（正礼装）は、黒羽二重、染め抜き五つ
紋付の長着、羽織に仙台平の袴をつけた服装です（紋付羽織袴）。
男性の場合、これを喪服にも用います。羽織の紐は丸組み又は平
打ちで色は白ですが、不祝儀にはグレーか黒にします。袴は仙台平
の縞柄で紐は十文字に結びます。履き物は畳表の草履で慶事には
白鼻緒、それ以外は黒鼻緒とします。また足袋は白足袋を履きます。
そして最後に式を問わず竹骨の末広（白扇）を必ず持ちます。略礼
装は、パーティ、お茶会、友人の結婚披露宴など、何らかの紋服（羽
織だけでも）が必要な時に着るものと考えてよいでしょう。この場合、
紋が一つでも三つでも良いわけです。
以上、男性の和装について概略ですが、山野流着装、館野智津
講師の講義を参考にしました。和服を楽しんで下さい。
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息子のサッカー

原 あんず
今、ユーロカップで大盛り上
がりのサッカー。私の息子１０歳
も、サッカーに燃えています。今は週に
４回の練習と試合をこなしています。し
かし、勉強もちゃんと両立していて、親
の私からみても、文武両道で、器用な
男だなといつも関心してしまうくらいで
す。

そう、問題はこの息子のサッカー。と
にかく、私の生活の大部分を占めています。それは、送り迎えなどの
フィジカルな部分だけではなく、疑問や怒り、葛藤など、精神的にも
かなりあります。特に一番気になるのは、彼のスポーツマン精神に
ついてです。
息子のクラブは年に２度ほどアメリカへ遠征に行きます。そこでは
必ずと言っていいほど、アメリカのスポーツマン精神に打ちのめさ
れ、うちのチームのカナダの子達がどれほどあまちゃんかということ
を思いしらされ、このままスポーツを続けさせていくことに疑問すら浮
かびます。とにかく、勝つことに対する執念がなさすぎて、負ける事に
対しても冷静、マナーはいいが、おとなしい。オオカミのようなアメリ
カの選手にくらべて、羊のようにかわいらしい。五分刈り頭のアメリ
カの選手に比べて、 Justin Bieber ばかりのカナダの選手。恥ずかし
いやら腹立たしいやらで、アメリカから帰ると怒り狂ってすぐに髪の
毛を切らせます。そしてなぜかアメリカ人選手の方が日焼けしてい
る。練習量がそれほどまでに違うのだろうか。週に４回のサッカーの
練習でも、親は送り迎えとその体調管理に四苦八苦だ。親の私たち
の気合いもアメリカ人とは違うのだろうか。試合中にコーチにどなら
れ、“ Yes, Sir ”と答えたアメリカの選手。１０歳にして、彼の精神はま
さに、アメリカを代表するスポーツ選手の雰囲気を備えている。うち
のカナダのチームと言ったら、負けてすぐに、『プール行こうぜ』とな
る。コーチは、『今、１０歳にしてあまりに勝ち負けの精神にこだわって
しまっては、１２歳にもなれば、サッカーを辞めてしまう可能性が高い』
という。『大事なのは、今１０歳でその技術とテクニックをしっかり高
めて固める事』だと言う。それにしても、お金を払ってアメリカへ行き、
惨敗して、アメリカ人のスポーツマン精神を見せつけられると、カナ
ダのスポーツマン精神って一体何？って思います。
子供にスポーツをやらせることは、しつけやスポーツマン精神によ
り、何か大事なものを学んでほしいからであり、１０歳の頃に、技術を
高めて、将来はプロになってもらうためでもないのではないかと、最
近私の中では葛藤がある。昔はただ運動のためにやらせていたサッ
カー、今はどんどんレベルが上がってきて、遊びの範囲を超えている。
夏はどこへも行けない。サッカーを休ませられないからだ。しかし、チ
ームメイトの中には、２ヶ月まるまるどこかヨーロッパの別荘へ行って
しまう子もいる。腹立たしいけれど、コーチは、『１３、４歳にもなれば、
自分から行くのを嫌がり、練習を休みたがらないものだ。』と言う。お
そらくアメリカは、強制的に夏はどこへも行かないようになっている
のだと思うけれど…。

カナダ・デー

JC ピクニック 滝沢ゆうか

35 回目の日系コミュニテイー・ピクニックがカレドンプレースで開
催されました。今年も抜けるような青空を仰ぐ好天に恵まれ、多くの
日系人の参加のもと、活気に満ちたプログラムの内容の数々とのん
びりマイペースでゆったり一日を過ごす伝統スタイルが上手くブレン
ドされた行事として、参加者の心に残る思い出の一日となりました。
どのようにして一日を過ごすの？
と思われる方の為に、この日の出
来 事 を 紹介 し まし ょ う。 午 前に は
JFT(トロント日系サッカーチーム)に
よるスキルワークショップがあり、 8
～ 16 歳までの子供達が、指導を受
けました。午後は、ほぼ全員が参加
するゲームに興じ、ムカデ競争で足
並の揃わないチームの転倒を目撃し、恒例の靴投げゲームでは、今
年は電線に引っかかったまま落ちてこなかった靴やサンダルがなくて
ほっと一安心したのです。
エンターテイメントではヨサコイダンサー
ズによるパーフォーマンスがありました。見
る側もとっても“元気！”になります。パーフ
ォーマンス後、大汗をかいたダンサー達は
NJCA ボランテイア達が担当するカキ氷ブ
ースで、宇治ミルク金時を堪能しました。
マイペースで、自分のやりたいよ
うに過ごす人もいます。釣り好きは、
一日のほとんどを池端で過ごし、大
物を狙いますが、たまに、虹鱒が釣
り糸の先でピクピク体をうねらす事
があります。ちょっと“可愛そう。。。”
だけれど、カッカと火のおこった、ＢＢ
Ｑグリルにポンと乗せ、ジリジリと焼
けたところで、焼き魚一丁上がり。好奇心に満ちた子供達は、探検
ごっこが大好きなようです。雑草からトンボがつ～っと飛びが出してき
て、驚きのあまり尻餅ついたり、人の足音に驚くカエルが慌てて池に
飛び込むのを追いかけ一緒に池に飛び込んだり、野兎を追いかけ
回したりと、自然と一体化し、時を忘れてしまっているかの様。
子供も大人も、一度参加すると懐かしくなるのです、この日が。

スポーツマン精神とは一体何で、何を目指して何を目的に私は
息子にサッカーを続けさせているのか、時々本当にわからなくなる。
しかし、それでも彼がサッカーを好きで、文武両道にやれているので
あれば、後は結局、家庭での教育になるのかな。カナダのスポーツ
マン精神というより、カナダ社会がそういうところなのだと最近思う。
我が家には我が家のスポーツマン精神があり、それを息子にきちん
と教え、自覚を持って、今のサッカーのレベルを続けられるようにして
もらおうと決めた。というのが最近なんとか見つけた応急処置のよう
な答えです。シーズンが始まったばかりですが、すでに身も心もボロ
ボロに疲れているサッカー mom です。
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ヒロコ・バラル ルーム便り

中山あつ子

トロント新移住者協会・日系文化会館 共催

夏の親睦大 BBQ パーティ！
８月２６日 11 時半～ 3 時
トロント新移住者協会は、毎年恒例の盛大な BBQ パーティーを行いま
す。
焼き肉、ゲーム、商品、ブースや売店が沢山。
移住者社会、日系社会の皆さん、夏の一日を仲間と一緒に楽しみましょ
う。

お会いする方々に「ちょっとお立ち寄りください・・・」という
のが口癖になりました。やはり口頭でお誘いすのが一番心に
伝わりますから。それに私も広い部屋にポツンといては寂しく
て、時には習い始めたウクレレをポロンポロンと消え入りそうな
音で練習をしたりしていますが、ドアに人の気配があると思わ
ずパッと目がそちらに行ってしまいます。そして、「こんにちは・・
・」という声が聞こえてきますともう、体中で嬉しさを表現したく
なるほどです。水曜日は、いつもそんな思いで皆様のお越しを
お待ちしています。
ご遠慮されるように入って来られる方も、トロントに来て短い
とおっしゃる方も、もう１５分もあればあれやこれやと盛りだくさ
んのお話が、何十年来の友達になったような親しみを覚えま
す。情報もた～～んとありますから、話はつきませんので話好き
の私もついついおしゃべりが弾みます。
「お茶にしますか。コーヒーのどちらが良いでしょう・・・」とすっ
かりそこはおしゃべり喫茶に早代わり。日本には「漫画喫茶」
とか、何とか喫茶とかご盛んですが、ここ HBR も「将棋」や「碁」
「健康マージャン」「トランプ」「花札」などなど日本の文化を誇
るお遊びがご用意できますので、この記事をお読みの皆さん、
HBR にぜひお出かけ下さい。
毎週水曜日、午前１０時３０分から午後４時３０分までドアは
開いております。

一鉢の盆栽

原田のぶ

佐々木成喜さんがお亡くなりになって今日（７月７日）で３ヶ月に
なりました。近所で親しくおつきあいしていたこともあり、この世に
いなくなったという事が、まだ実感としてピンときません。
特に我が家の 2 階の陽のあたる所にある、一鉢の盆栽を見る
たびに、佐々木さんのことを思いだします。それは、モクセイ科イボ
タノキ属のトウネズミモチ（ FLOWERING LIGUSTRUM ）の小さな盆
栽です。盆栽といってもー年中室内における、カナダではよくみか
ける ハウスプラントを盆栽風に仕上げたものです。旅行好きな、
佐々木さん夫妻は毎年数回、日本や世界各地に旅行されまし
た。その度ごとに、ハウスプラントを我が家が預かりました。そして、
その都度、他のプラントは枯れてもいいけれどこのプラントは枯ら
さないでくれよと言われました。もう 10 年近く前、理由は、はっきり
しませんが移住者協会から頂いたのだそうです。 それが、昨年の
10 月日本に行かれるため預かったとき、もうこれは返さなくていい
よと言われました。そういうわけで我が家にずっとあります。

【場所】 日系文化会館
6 Garamond Court, Toronto
地下鉄 Eglington 駅又は Broadview 駅
か ら 100 番 バ ス で Wynford Dr の
「 Gramond 」で下車。ドンバレー高速道
路の西側。
【日時】

【参加費】

８月 26 日（日） 11 時半～３時
（食事１２～２時。デザート２時～）
協会および会館会員
大人＄８ 家族＄２０ シニア・子供 ＄５ 幼児無料
非会員
大人＄１０ 家族＄２５ シニア・子供 ＄６幼児無料
※家族＝大人２人に子供３名まで、子供＝ 6 ～１２歳
※当日受付で会員になれます。年会費＄２０（個人または家族）
※ビール有料、その他の食べ物・飲物は無料（売店販売は除く）
※ドア・プライズの賞品の寄付をお願いします。当日持ってきて下
さい。

【ブース/売店】 （暫定）日本語学校、クラブ紹介、散髪、指圧、まんじゅう、
日本食料品各種、かき氷、書籍販売、日本玩具、クラフトなど、いろいろ
※ブース・売店申し込受付中。
連絡: 長石 647-618-2734 yoshi.nagaishi@gmail.com
BBQ 参加申込不要。問い合わせは：
滝沢 416-621-5960 yuka_cosmic@yahoo.co.jp
【編集後記】
編集責任者 森貞一弘
高さ６３４ｍ（武蔵）、新しく出来上がった「スカ
イツリーを眺めるツアー」というのが、はとバスの
コースの中にある。所要時間約１時間で１５００
円、東京駅・丸の内側より出ている。やっぱ大阪
人やからね、東京には行きたくないっていう意地
は、あるけれど…いざ乗車してしまうと、周りの人
と意気投合して、お上りさん丸出しで、カメラを片手にシャッターチャンスを狙
うスリルは、めちゃくちゃ楽したっかですよ。皆さんも夏の間にあった楽しかっ
たことを自分の言葉で表現してみてください。
次回は１０月初旬発送、原稿締め切りは９月１５日です。 njcanews@live.jp

そして佐々木さんがサニーブルックホスピタルの、 PALLIATIVE
CARE 棟に移った頃、ー房の小さな無数の甘い香りの花を咲かせ
ました。 10 年近くで初めての花です。毎日甘い香りを漂わせてい
ましたが、その花はお亡くなりになった頃、しおれてしまいました。
何か不思議な感じがします。
私は、どういうわけか、この盆栽を満天の星と呼んでいました。
4 月 7 日、佐々木さんのお葬式の日の夜空には満天の星が輝い
ていました。
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