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新年のご挨拶 会⻑ 瀧澤ゆうか
お正月会にはどんなものがあるの？お正月会にはどんなものがあるの？お正月会にはどんなものがあるの？お正月会にはどんなものがあるの？

獅子舞 元気いっぱいの獅子が子供達の間を練り歩きま

す。頭をかんでもらおう。

お屠蘇の紹介 これがなきゃ～。

餅つきや振る舞 今年はお父さんと一緒に杵を持って、お餅をつい

い餅 てみよう。

手品のパフォーマ 何が飛び出すでしょうか？

ンス

古典舞踊 情緒たっぷりの舞。

三味線 津軽三味線、躍動的です。

琴演奏 ぐっと和風にお正月気分。

子供ミュージカル お正月会の人気者。

パントマイム 子供達、さぁ、皆集まって～。

羽根つき 和風バトミントン？

コマ回し コツをつかめば、誰でもすぐにできます。

手作りカルタ遊び 日本語学校の生徒さん達の心のこもった手作り

カルタ。彩りが美しい！

将棋や囲碁 プレイコーナーで挑戦してみよう。

モノ作り 木製素材を使って、玩具を自分で組み立ててみよ

う。

書初め 手本を見ながら書初め。

絵手紙 自由に描くのって楽しい。心をこめて。

こんなお正月を行っている新移住者協会ってどんな協会なの？こんなお正月を行っている新移住者協会ってどんな協会なの？こんなお正月を行っている新移住者協会ってどんな協会なの？こんなお正月を行っている新移住者協会ってどんな協会なの？

日本語で話してみたい、日系人と友達になりたい、日系社会で自分

が出来る力を発揮したりヴォランティアをしてみたい、育児、教育、生活

一般に関する情報や経験を日本語で話し合い助け合って行きたい、女

性ビジネスネットワーク（女性には仕事と家庭の間に起こる悩みや葛藤

があります）を通して公私の両面で支え合いたい、カナダの多様文化主

義を身を持って体験したい、そんな思いはありませんか？新移住者協会

はそんなあなたのための団体です。

新移住者協会ニュースレターの読者の

皆様、明けましておめでとうございます。

何年カナダに住んでも、日本を語る時

は、熱がこもります。昨年１２月５日～８日ま

で、衆院選の在外投票のお手伝いをさせ

ていただきましたが、たった４日の投票期間

にもかかわらず、１７０名近い在留邦人が在

外選挙の投票をし、邦人の方々の政治へ

の関心度の高さが伺えました。２０１３年夏

には参院選も行われ、日本の政治は本格的な政界再編期を迎えること

になりそうです。尖閣諸島問題、憲法改正の是非、社会保障や雇用、消

費税、日本の財政危機など新政権が着手する問題は山積みになって

います。

３月１１日が来れば、あの東北大震災から２年目を迎える事になりま

す。亡くなった方への悼む気持ちを忘れることなく、これから新しい一年

新しい日本ととして前よりも飛躍するために、様々な困難があっても、ひ

たすら前に進み、今日を力強く生きたい！ですね。

２０１３年の幕開けは、新移住者協会・日系文化会館共催のお正月

会（ニューイヤーズパーティ）です。カレンダーにマークしておいて下さい、

１月２７日（日）です。

新春を日本の伝統的な風習と和やかや雰囲気の中で、御一緒に

祝いましょう！

入場したら、神社に直行し、ジャランと鈴を鳴らして、お参り。

お巫女さんに御神籤もらって今年の運勢を占ってみよう！

あなたの２０１３年の運勢は大吉? それとも中吉？ それとも……。

先着１００名の子供さんにはお年玉のプレゼント！があります。

が、急いで帰ってみると私は真っ暗な部屋で一人すやすやと眠ってい

たという。まさしく「ホームアローン」だったのである。想像するだけでなん

とけなげなしい私ではないか。何も知らずにすやすやと眠っていたので

ある。

「確かにあなただったと思う。」といささか曖昧ではあるが、「確かに」

が付けばまさしく私だったのだろう。「あ～あ、私って存在感がなかった

のね…」と、それでも…「本当に私だったの？」と聞いてしまった。

今は「台風娘が帰ってきた…」と言われる事があるが、しかし、幼い

頃は、見知らぬ人が家に来るとさっさと隣の部屋に隠れてしまう。そし

て、そっと戸の隙間から覗くという、そんな私を思い出した。

ホームアローンの経験をした私であるが９３歳になる母にもう一度本

当に私だったのか問いただして見ようと思う。冬の夜長にフッと思い出

した母の話である。

「…居並ぶ 子どもは 指をおりつつ 日数かぞえて 喜び勇む

囲炉裏火は とろとろ 外は 吹雪♪」

ホームアローン 中山あつ子
「灯火ちかく 衣縫う 母は 春の遊の

楽しさ語る…♪」小学唱歌「冬の夜」が流れて

いる。

１１月の寒い冬になると故郷では恒例の祭りが催しされていた。小学

生になる頃はお祭りの日に手まりを買ってもらうのがとても楽しみだっ

た。そして、その日は遠くから親戚がたくさん集まり、夕方になるとみん

なで明かりのついた祭りにいそいそと出かけたものだ。

「今だから言える…」と母は思ったのか突然話し出した。私がまだ赤ん

坊の頃だったという。祭りをその日に控え、親戚で賑わう我家で、私は

隣の部屋ですやすやと眠っていたらしい。母は、親戚の接待と祭りの

準備で忙しくしていたはずである。とは言え、母は祭りの場所に着いて

初めて誰かが足りないと思ったらしい。そう、母は私を家に寝かせたま

ま出かけてしまったのだ。慌てて一目散に帰って行ったのか分からない
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2012年度紅⽩歌合戦２年ぶりに開催
トロント紅⽩歌合戦 運営部⻑ 中山あつ子

１９７７年・・・この年代に遡ると懐かしい時代として様々な事が蘇る方

がいるのではないだろうか。

カナダでは、トロントブルージェイズが誕生し US １＄＝２５０円の時代であ

る。その年にトロント紅白歌合戦が誕生した。トロント紅白歌合戦は、その

頃、新移住者や日系三世の若者を中心に組織された「日系人野球連

盟」が資金集めの為に始めたのがきっかけだった。娯楽の少なかったそ

の頃、紅白は徐々に名をあげて広く知れ渡るようになった。この長い間の

過程で紅白はチャリティーショーとして日系社会に還元するまでに成長し

た。過去には、日本経済新聞や NHK の取材を受けるなど、話題のイベン

トとして１２月が来ると「トロント紅白歌合戦」は年末の行事として楽しまれ

るようになる。

今回は、３年ぶりの開催になり出演者を中心に多数の新人ボランティ

アスタッフを向かえ、２月に準備委員会、そして３月には実行委員会を立

ち上げ本番に向けて日夜の準備が進められてきた。５回のリハーサルに

も熱気と力が入り１４０人のボランティアスタッフの姿にも徐々に盛り上が

って行くのがわかった。

１２月１５日、本番・・・緊張したスタッフ達のお互いの励まし合う言葉が

心を繋いでいく。長い準備期間を掛けてきた紅白の幕が上がった。同時

にそれぞれの持ち場での担当者達が機敏に動く。音響室や舞台を繋ぐ

スタッフ達は Q シートの細かい時間を見つめながら油断ができない。照

明の光が舞台に静かに流れていく。舞台の袖では、控え室でヘヤーやメ

ークや着付けの人達によって見違えるように変身した出演者が進行係が

見守る中で緊張した趣で出番を待っている。

会場も３６０人を越える拍手や掛け声が止まない。

ボランテイアの奉仕により支えられ継承していくことの素晴らしさ、そし

てそれは会場と舞台と裏方が一体となったという達成感が次に繋がって

いくように思う。長い歴史を紡いできた紅白も徐々に徐々に若い世代へと

繋がれていく。

今年も盛況のうちに終えることができたのもトロント紅白歌合戦を応援

をしてくださっている会場の皆様やプログラムの広告にご協力頂いた広

告主の皆様、そして１４０人のボランティアの奉仕のお陰だと心から感謝を

申し上げたいと思う。

日本語研修に参加して
日加学園 ジョンソン さくら

今回研修生として日本に行っ

てきました。

トロント代表に選ばれたときは

うれしくて思わず飛びあがって喜

びました。

カナダ出発の日とても緊張し

ました。

日本にはモントリオールから

研修生に選ばれた山城くれもん

君と一諸に行くことになってい

たので空港で会うことになっていました。

最初話しかける時はすごく緊張しましたが、くれもん君はとても優しい

人で話しているうちに、だんだん緊張がとれていきました。

ＪＩＣＡにつきカナダからきた人達とは英語で話しましたがほかの国か

らきた人達はスペイン語で話していました。ルームメイトになった沖愛香

さんは日本語が上手でお互いに日本語で話しました。

授業は次の日から始まりましたが皆、時差ぼけで大変でした。みんな

とはすぐ友だちになれました。

チームの名前は「カネドメ」。これは、カナダ、メキシコ、ドミニカ共和国、

ベネズエラの四つの国の名前の一字を取りつけました。

中学の体験入学では、中学３年のクラスに入りましたが数学がカナ

ダより進んでいて学校では習ってなかったので苦労しました。部活では

演劇部にはいりました。お昼は学校の売店で買って食べました。

中学の体験入学は忘れられない思い出です。友だちもすぐできまし

た。

ホームスティでは神奈川に行き森さんという方のお家に、ドミニカから

きたお友だちとおじゃましました。滞在は二泊三日でした。森さんの息子

さんがプラネタリウムなどいろんな所につれて行ってくれました。藍染も

初めてしました。

私は日本の生活習慣を難しいとは思いませんでしたが、一緒にホー

ムスティしたお友だちは日本の生活習慣をあまり知らなくて私やホーム

スティ先の人達といろいろ教えました。とても楽しかったです。

大阪、京都、神戸にも行きました。

大阪ではパナソニックセンターに行って「エコの世界」について習いま

した。たこ焼き、お好み焼きを食べました。おいしかったです。

京都では、金閣寺、清水寺、平安神宮に行って日本の昔の文化につ

いて学びました。また、京都大学の学生食堂でお昼を食べました。

神戸では移住についての博物館、昔、神戸であった大きな地震の後

を見て、地震について学びました。

今回の研修で日本の歴史や文化についていろいろ学び、とても勉

強になりました。

一ヵ月間の日本での研修で日本の歴史、文化を学び日本を今まで

以上に近くにかんじるようになりました。

この研修で知り合った友だちとは今でもお互いに連絡をとりあって

います。

私にとってこの研修はこれからの進路に大きな影響を与えると同時

に、研修で学んだことを将来に生かしていきたいと思います。

これから、もっともっと日本のことについて勉強しようと思っています。
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娘のダンス 原 あんず
うちの娘は８歳です。上にお兄

ちゃんがいる２番目の女の子。

今はダウンタウンのモダンダン

ススタジオで、１週間にバレエ、タ

ップ、モダンと合計で８時間踊っ

ています。今年の夏は、３週間朝

から晩までぶっ続けの稽古、あげ

くのはてに、あこがれの先輩のダ

ンスを見に行くために、ニューヨ

ークまで行かされてしまい、夏の思い出無くしたまま秋を迎えてすぐに、

大きな舞台のオーディションに受かり、さらに週末の稽古が増え、そし

て再来週の公演期間１週間は学校もいけず、ますます成績が落ち込

むのではないかと心配で胃が痛みます。ここ最近の冬の寒さに、夏か

らの疲れもいやされず、心身、財布共にボロボロです。

もともと娘にはダンスではなく、ピアノを弾いてほしかった…。私はピ

アノを弾くので、ピアノを習わせようとしたことがきっかけで、なぜか、弾

くより、それに合わせて踊ってしまった、ということです。当時はまだ３歳

だったので、また来年、また来年と思っている知らないうちに、いつしか

ダンス一本になってしまい、肝心のピアノは“ねこふんじゃった”しか弾

けません。

娘のダンススタジオは面白いです。長い歴史があり、すごくよくオー

ガナイズされていて、社長のデボラは厳しく美しい女性。スタジオも週

のクラスももちろんありますが、娘は最年少にして Young Apprentice

Program といういわゆるエリートプログラムのオーディションに受かり、

現在も所属しています。それは、この先高校卒業まで続き、高校生レベ

ルまで残れると、自分たちで公演もでき、その後はプロや、大学奨学

金の道へ進みます。そこで繰り広げられるいろいろなドラマ。私は、自

分の娘よりも、よく他の母娘の観察をしてフムフム関心したり、驚いた

りしています。

強いて言えば、ここのエリートコースに娘が入ってから、なんとも恐ろし

い女の世界に足を踏み入れてしまったようなもので、今でもシーンを

目のあたりにするとやはり体が凍ります。

こういうエリートコースにいる娘を持つ母親というのは、日本で言え

ば“ステージママ”って言うのかな？自分もダンスやテレビ関係に携わ

った青春をおくり、その果たせなかった憧れと夢を娘に託す。うちの娘

の場合は、我が家が心身、財布共にギリギリなので、ダンス一本とし

ていますが、他のお嬢さん達は、モデル、テレビ出演のオーディション、

演劇、ピアノ、とまあ舞台という舞台はすべて日常茶飯事です。

私の息子はサッカーをしますが、チームワークというスポーツとはま

たメンタリティーが大きく異なり、とにかく、他人は関係なく自分の娘

だけの問題なのです。その鋭い嗅覚と言ったら、野生動物にも勝る恐

ろしき感覚で、時々私は、ゾッとするときがあります。私の場合は、娘が好

きな事やりたい事を見つけ、それに打ち込む姿で大満足であるのに対

して、他のママ達は、もはや娘よりも自分が打ち込んでいるようにも見え

る。表立った意地悪やいやみがあるわけではありません。みんなとてもフ

レンドリーなのですが、スタジオに立ちこめるあの異様な雰囲気。母の

視線の先にはいつも娘。娘を見る目は輝きに満ちている。娘達のレッス

ンが終わった後、私と娘の会話は、「おなかすいたね、早く帰ろう。」だけ

れども、他の母娘たちは、「今日は何踊ったの？」「あそこのジャンプが甘

いわね」など、ダンス話が先。そして、母親自信もその前後にダンスレッ

スンを受けている場合がかなり多い。私のように踊れないし、チンチクリ

ンだし…っていう母親はめずらしいかもしれない。皆さんとても美しく、人

によっては娘より輝いている母親もいる。外見もモデルさんのような母

親が多く、ありんこのように小さい私は時々肩身が狭いのです。

そんな日々が続いてもう数年です。娘が３、４歳の頃は、まだ週に２回

程度のレッスンだったからあまり気にならなかったけれど、ここ数年のダ

ンススタジオは私にはとてもストレスです。娘は魂をかけて踊っています

から、私もここで自分に負けるわけには行かないのですが、来週、再来

週、また悪魔のステージが続くことに、心底落ち込んでいます。

今年のプログラムの一部で、スカラシップに選抜され、イギリススタン

ダードのバレエのテストでは、スタジオ１の高得点で賞を取り、冬のステ

ージでオーディションに受かった、これらの娘の努力の成果、親として本

当に心から誇りに思いますが、息子のチームがトーナメントでチャンピオ

ンになるのとは違うこの複雑な気持ち、やはり、このステージの世界、“

主役は私一人！”これ、なんとかしてほしい…。
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ゆったり元気に楽しく迎えましょう、２０１３年
認定自然医師 石井真美

2012 年も残すところ、あとわずかになりました。 12 月は

お師匠さんでも走らなくてはいけないぐらい忙しい月、と

いうことで師走とも言われています。そんな中でやはり気

をつけたいのは健康面。忙しくできるのも健康な体と心が

あってこそですが、忙しすぎると今度は本当に大切なこと

を忘れがちになってしまいませんか？字のごとく心を亡くし

てしまっては元も子もありませんよね。そんなときこそ基本

に戻って私達に本当に大切なものを見つめなおしてみま

せんか？

わたしは自然医師として病気や症状の改善だけを目標とするのではなく、皆さんに

普段の生活を充実して過ごして頂けますよう包括的にサポートすることをライフワーク

としております。自然医学とは現代医療と伝統医療を融合し、健康回復と促進をサポ

ートに重点を置いた総合医療です。私達が元来持っている自然治癒力を引き出すお

手伝いとして一人ひとりとじっくりとお話を伺わせて頂き、栄養学、植物医学、東洋医

学と鍼灸、ホメオパシー、水療法、身体療法（マッサージや整体）、カウンセリングなど

を組み合わせながら治療を進めていきます。そして精神科医の監修のもと心の健康

に焦点を当てながら、さらに音楽療法、催眠療法、レイキ・ヒーリングを取り込み、体、

心、精神、人々・社会とのつながりを大切にしたホーリスティック医療を目指しておりま

す。

それでは健康とはそもそも何でしょう？ 1946 年の世界保健機構(WHO)による「健康

の定義」以前は、健康は疾患の不在である、とされていました。ですから病気の原因・

リスクの究明と除去を目標に現代医学は発展してきました。しかしその後、人間は身

体的側面だけでなく、精神的、心理的、社会的、文化的側面を持つ存在であると捉

え、健康とは、ダイナミックに変化し自らのコントロールによる改善の過程において、人

として自分らしい幸福感が実感されること、ということが強調されています。これは‘医

は仁術なり’と江戸時代に説いたことで知られる貝原益軒の「養生訓」に繋がるところ

があります。「養生訓」の思想の基本は気の考え方を重視し、こころの養生とからだの

養生、つまり心身ともに健康を自己責任において保つことを説いています。ただ長生

きするのではなく、人生を味わい、自分のしたいことをするために元気でいることが大

切なんですね。日本人は本来養生を基本として心豊かな生き方・暮らし方を大切にす

る民族ですから、現代の医療で力説されている健康づくりにつながるこのような生活

の基本は日本人にとって容易に取り入れることができるでしょう。

ということで、この師走を元気に乗り切り、さらに輝く 2013 年につなげるシンプル養

生ケアの提案があります。それは．．．呼吸をすること、です。え？そんなのいつもしているよ

～、と突込みが入りそうですね(苦笑) でも、この当たり前の自然の体の作用、どれだ

けの方が普段から意識して呼吸をされているでしょうか？私は、忙しい～！！という時は

知らぬ間にいらいら、どきどき、そして呼吸が浅くなり、さらにはほぼ止めている（！）こ

とにはっと気付く事があります。人間の心のあり方とその呼吸の仕方をセットとした呼

吸観はインドの精神身体文化のヨガや中国においての気功法・太極拳などにおいて

も培われてきました。深くゆったりとした呼吸で体は疲れにくくなりリラックスし、集中

力が高まり、心は穏やかに安心感に満たされます。明治大学教授、斎藤孝先生著『呼

吸入門』によりますと、体と心をつなぐ「道」である息を、すうっと３秒鼻から吸い、２秒ぐ

っとお腹に溜めて、１５秒かけてゆっくりと吐き出し、これを２分間計最低６回続ける呼

吸法を薦められています。簡単であっという間でしょう？一日の生活の中で、このような

呼吸法を実践されてはいかがでしょう。

是非皆さんでゆったりと道を築きながら楽しく元気に歩んでいきましょうね！心より

愛と希望と感謝の気持ちをこめて。

℡ 647.883.8622 www.mydeliciousmoments.com mydeliciousmoments@gmail.com

住宅ローンセミナーを終えて
モゲージマネージャー 内藤洋子

はじめまして。スコシァバ

ンクで、住宅ローンの担当

をさせていただいている、

内藤洋子と申します。

去る１１月１０日に、新企

会、女性ビジネスの会のス

ポンサーのもと、日系文化

会館にて、「カナダでの住

宅事情」および「モーゲー

ジの基本知識」について、日本語でセミナーを行いまし

た。

セミナーは初めての試みでしたが、想像を越える人数

にお越しいただき、大盛況に終えることができました。長く

カナダに生活していてこれから投資目的で物件を購入し

ようとしている方、まだカナダに来たばかりで今現在は賃

貸しているがモーゲージ金利が低い今住宅購入を考え

ている方などに参加いただき、質疑応答の絶えないセミ

ナーとなりました。

特に関心を集めたのは日本とカナダでの住宅購入の

違い、これからの住宅価格、モーゲージの金利の動向で

した。トロント在住の日本人がどのような情報を求めてい

るのかを知るためのとてもいい勉強になりました。

今カナダにおける住宅ローンは歴史的に低い金利と

なっています。うまく Prepayment option を利用して返済期

間を短縮することによって、最終的な利息負担の軽減が

可能になります。不動産マーケットもモーゲージの規定も

変化するものですから、今現在の最低金利にこだわるの

ではなく、ご自分の生活スタイルや将来計画に合ったモ

ーゲージプランを立てていただくことによって、より早く確

実にモーゲージの完済をしていく方法があるのです。皆

様にその方法をお伝えすることができればと願っていま

す。

次回は「初めてカナダで住宅購入を考えている方」へ

のセミナーを、１月１９日に予定しています。講師は私と服

部江里子さん（ Royal LePage にゅうすれたぁ１２４号 P4投

稿）です。興味のある方はぜひお越しください。

日系文化会館ヒロコ・バラル・ルームにて。

午後６時半から８時半。参加費無料。

ご予約、お問い合わせは下記までご連絡ください。

内藤洋子

（ yoko.naito@scotiabank.com 、 647-680-0239 ）

または服部江里子

（ hattori@rogers.com 、 416-371-0224 ）

FTF ⼥性ビジネスの会
� www.ftfbw.com
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「コスミック茶話（さわ）」続編
サンディちゃん、やってくれたね 三浦信義

10 月下旬に花の大都市ニューヨーク

（ NY ）を襲ったハリケーン・サンディ。その

莫大な被害状況は皆さんご存知なので

説明を省く。この嵐を「コスミック茶話」の

角度から眺めてみよう。

◆人の記憶は短くて・・・◆

昨年 8 月末に NY を襲ったハリケーン・イレーン。ハドソン川が氾濫し

NY 市の一部が水浸しになった。皆さんもう覚えていないだろうね。イレー

ンはそのまま北東に進みカナダ東部州にも被害をもたらした。この時気

象学者達は NYや北米東部はこのような嵐に備えるべきと警告した。

理由は、何を隠そう、地球温暖化。

地球の平均気温はこの 100 年で約 1 度上昇した。ん？、たった 1 度？

と思うなかれ。この一見無邪気な温度上昇は台風に広島原爆 500個

分の追加パンチを供給する。

一見何も見えない海面からは実は膨大な量の水蒸気が立ち昇って

いる。それを見たかったら厳しい寒気が流れ込んだ初冬にオンタリオ湖

へ行ってみると良い。夏の間に十分温まった湖面から発散する水蒸気が

寒気に当たって空気中で霧となり、オンタリオ湖全体が湯気が昇る温泉

のように見えるよ。台風は上陸すると威力が衰えるのは海からのこのエネ

ルギー供給が途絶えるからである。

地球温暖化は海水の温度上昇を促し、台風に威力を与えている。そ

の傾向は 1980年代から現れている。

北米東岸には黒潮に匹敵するメキシコ湾流が流れ、暖かい南の水を

北へ深く引き込んでいる。イレーンもサンディもこの海流からエネルギーの

供給を受け進んできた。この夏の異常高温がこの海流の気温を平年よ

りも高くしていた可能性があると思うがそのデータは今、手元にない。

さらに地球温暖化の追加要素がある。水は温度が上がると膨張する。

海も同様だ。過去 100 年に海面は 20 センチ上昇した。そのうち 18 セン

チは温度上昇による海面膨張の為である。

◆サイコロの目が合ってしまった◆

今回の災害はこの地球温暖化による嵐の威力増強、海面上昇の影

響に、追加要素がかち合った。

北米東岸を北上して来る「北東っ子」と呼ばれる嵐は通常そのまま海

岸に沿って北東に流れて行ってしまう。昨年のイレーンもそのひとつ。

ところが今回はサンディの到来時に大陸の西から深い気圧の谷が東

進し、サンディはそれに吸い込まれて NYの南で進路を 90度北西に急転

した。

これは災害増加に追加要素をもたらした。

サンディと気圧の谷が結合、この緯度では史上最低気圧 943 ミリバー

ルを記録、「スーパーストーム」となった。

進路の 90 度転換も被害を大きくした。海上での威力を維持したまま

陸地を直角に直撃、縦断した。

台風の進路の東側は左回りに渦巻く風速に台風の前進速度が加算

され暴風となる。 NY がまさにこの暴風圏に入った。強力な風が海から陸

地に吹きつけ高波が海岸に押し寄せた。悪いことにこの暴風到来時海

は満潮となった。さらに 10 月末は満月で、満潮は通常より高かった。こ

れに地球温暖化による 20 センチの海面上昇である。これらの組み合わ

せが 4 メートルもの高波を起こし大洪水被害となった。

◆人災◆

2005 年のハリケーン・カトリーナの災害は人災であった。私はそれを

自分の目で確かめてきた。

フレンチ・クオーターと呼ばれる旧市街は洪水の被害に会わなかっ

た。ニューオーリンズを創設した昔の人達はその近辺では唯一の丘に町

を作った。やがて町が大きくなるにつれ昔の人達の知恵は失われ海面よ

り低い湿地帯に町は広がって行った。洪水被害は起こるべきして起こっ

た。「天災」ではない。自然を無視した「人災」である。

静かな海は美しい。その魔力に引かれ、北米東岸、マイアミなどに見

るまでもなく、世界の海岸は一等地となっている。海には怒りもあること

を忘れてはならない。

世界の自然災害の被害者の数が毎年増加している。人類は世界の

隅々まで広がった。住むべきでないところにいかに多くの人達が住んで

いることか。今やどこで何が起ころうとも被害者が出る。保険会社がそれ

に危機感を感じている。

◆ ◆ ◆

ハリケーン・サンディは多くの人に教訓をもたらした。それは NY 市長

の声明にはっきり現れている。

「 100 年に一度の稀な嵐が 2 年に 1 度来ることに備えなくてはならな

い」

これが現実であること、サンディちゃんは目に見える形で教えてくれた。

★「コスミック茶話」が本になりました★

見上げてごらん、夜の星を・・・。 100 冊を越える「コスミック茶話」が売

れました。感謝します。定価$18 （税込み）。問合せ・購入は三浦まで：

nobbycosmic@yahoo.co.jp

について 古川 勳
Google Mapを使って初めて行く所への所要時間や地図をみたり、プリ

ントしてその紙を持って車の運転によく使います。

最近、身近に起こった Googleについて書いてみようと思います。

車のラジオと時計がはたらくなりました。私は自動車のメカニックではあ

りませんが Google のサーチ・エンジンを使いまして、どこにフューズ・ボッ

クスがあるかを調べました。うまく壊れたフューズをみつけ、そのフューズ

を取り替えてラジオと時計が久しぶりに動き出したときの喜びは今でも

忘れられません。

次の出来事は長年使っていたガラージドアのオープン装置が壊れて

しまいました。 Home Depotで新しい装置を購入しました。テクニシャンに

取り付けてもらいましたが数日使用していたら、ドアが閉まらなくなりまし

たが なんとかひとつのボタンを押してしまりました。ドアを開けるのに別

のボタンであけることができました。ガラージの入り口についているボタ

ンは全然はたらかなくなり、車にあるリモートのボタンもはたらかなくなり

ました。この装置のマニュアルを探しましたが、見つかりません。あとでわ

かったことはマニュアルを読まずに色々なボタンを押したことが原因だと

わかりました。また車が車庫にあるときには棒を使ってボタンを押しまし

たが、そのときに触っていけないボタンを押してしまったようです。新しい

装置は複雑に作られており、車にあるリモート のボタンにはコンピュー

タ・コードが入っておりそれが装置のコードと一致しなければ働きません。

それが使うたびにコードが変わることをあとで知りました。この装置を作

っている会社を Google で探し出しました。そこには購入した装置のマニ

ュアルがありました。そのマニュアルを読んで何とか装置の故障を直すこ

とが出来ました。このときも Google を使わなければ、またテクニッシャアン

をよばなければいけませんでした。

毎日コンピューターを使うたびに Google にはお世話になっておりま

す。
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国語教室 2012年作品集より

おかあさん 村瀬 隆奎
ぼくのおかあさんは、やさしいけど、おこるとこわいです。

でも、まいにちまいにちあさごはんとランチとゆうしょくをつくってくれま

す。あと、おせんたくやかいものもしてくれます。

ぼくのおかあさんは、まいにちはたらいて、たまにやすみます。

ぼくは、おかあさんがすきです。

わたしのこと 江崎 舞
こんにちは。わたしは えざき舞です。

二人いもうとがいます。すしは だいすきです。

いぬが ほしいです。でもおかあさんは、いらないといいます。

いもうとの名前は、「えみ」と「まり」です。すきです。

ありがとう。おわり。

治栄のいもうと カネジャ治栄（ジェイ）
ぼくのいもうとの名前はケイラちゃんです。三さいです。 すきなたべも

のは、チョコレートです。

すきなえいがは、ドーラです。

ケイラちゃんはベンの学校に火ようびと木ようびにいきます。

ケイラのたんじょうびは、 2 月 17 日です。うまれた年は 2009 年です。ケ

イラちゃんがだいすきです。

⽇本の不思議ベストテン ⽥中 睦⼦

①日本の牛乳はどうして濃いの？

②日本のトイレにはどうしてボタンがあるの？

③東京に住む人はどうして歩くのが早いの？

④日本の女子高生はどうしてメークが好きなの？

⑤日本の高校生はどうしてボランティアしなくていいの？

⑥日本の学生はどうして携帯を二つ持ってるの？

⑦日本人はどうしてすぐに文句を言うの？

⑧日本の食べ物はどうしてあんなに美味しいの？

⑨日本人はどうして長生きなの？

⑩日本の物はどうして高いの？

日本語と私 ブラボー 桃
私は小さい頃から日本語を学び続けてきました。初めはつみきに通っ

たり、お母さんや祖父母と話したり、アンパンマンやいろんな日本のアニ

メを観たりして日本語を習っていました。

ある日いつの間にか日修学院に入学していました。幼稚園や小学校

低学年の頃の事はほとんど覚えていません。けれど、毎週宿題を沢山も

らったり、先生に本を読んでもらったり、友達といっぱい遊んだり、日本語

の音楽を習ったり、お母さんに金曜日の夜に叱られた事は覚えています。

小３から小６の時までやっていた習字が一番好きでした。中学の頃は、ク

ラスのみんなで騒いで先生に怒られる事が多くて、あんまり勉強した覚え

はありません。日修学院で日本語を学んだ上に、楽しい友達との思い出

が出来てよかったです。

それ以外に、日本語を学んでよかったと思ったことも色々あります。祖

父母との楽しい会話、日本への旅行、小２と小４に日本の小学校での体

験入学、日本語能力試験の合格、日本の映画やドラマ、ＪポップやＪロッ

クなどです。

これからもアドバンスクラスに通って、もっともっと日本語を勉強して、

色んな事に挑戦し、たくさんの思い出を作りたいと思います。将来は、まだ

何をやりたいかはっきりしていませんが、憧れの日本の大学を卒業して、

日本語を使う仕事をしたいと思います。

冬休み
わたしは、友だちとスノーボードのクラスをとりました。きょ年よりじょう

ずになりました。クラスのあと、お父さんと高いヒルに上ってすべりました。

とても高いヒルでさいしょはこわかったけれど、すべりだしたら楽しかった

です。またスノーボードがしたいと思います。 （木村花）

十二月十九日からマイアミへいきました。ホテルの中はとてもきれいで

した。プールと海にいって、海できれいな貝をひろいました。弟が走ってい

るあいだにころびました。でもなきませんでした。かいものへいって、シェガ

ストンで食べほうだいしました。 （小川純紗）

一ばん楽しかった冬休みの思い出はクリスマスイブです。クリスマス

イブのよるにわたしと弟のマシューはパソコンでサンタがどこにいるかしら

べました。サンタがどこにいるかわかることができてうれしかったです。そし

てサンタがわたしのいえにくるとわかってもっとうれしかったです。

（寺田花）

今日は、ボクシングデーです。わたしとお母さんとお兄さんは、ペットス

トアにいきました。なぜなら私のハムスターがしんだので、新しいハムスタ

ーをかいにいきました。新しいハムスターは、テディベアハムスターの赤ち

ゃんです。しんだハムスターにそっくりで、毛が長いです。名前はシナモン

二せいです。 （近藤翔子）

ただいま・おかえりなさい
わたしは、二年前に日本にひっこして、埼玉県の城南小学校で四年

生と五年生をしました。日本では、たくさんの友だちをつくりました。日本

の学校では、家庭科のじゅぎょうがおもしろかったけど、きゅう食とトイレそ

うじはいやでした。四月二日にカナダに帰ってきました。また国語教室の

友だちに会えて、とてもうれしいです。 （生井澤エリカ）

クリスマス
わたしとさいちゃんは、ししゅう糸でクリスマスツリーを作りました。星の

スパンコールでかざりました。それから、ママと三人で、水ぞくかんに行きま

した。 （後藤ポーシャ）

動物の商売
「ねこのスパ」あなたの手と足をなめてあげます。マッサージし

ます。一かいにつき、ミルク一ぱい。 （後藤ポーシャ）

ぼくのおかあさん マルカムソン 冬馬
ぼくのおかあさんは、とてもたいへんです。

なぜなら、ぼくのおとうさんといっしょにしごとをして、ぼくたち四人の子

どものせわをして、いつもあっちこっちはしりまわってます。

週に二回朝からエクササイズに友だちと行き、人のせわが大すきです。

いつも、なにか新しいことにチャレンジすることがすきです。そんなお母

さんがだいすきです。

ぼくの大好きなこと デビッチ 賢造
ぼくはホッケーが大好きです。世界中で一番好きなスポー

ツです。

二つのチームに入っています。一週間に二〜三回します。

冬馬と同じチームです。

ボールホッケーでは最下位のチームに入っています。どうし

てホッケーがすきかと言うと、チームスポーツで、友だちがたくさんできるこ

とと、スケートをしながらスティックでパックを取り合うスピードが好きで

す。

大きくなったらホッケー選手になりたいです。
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国語教室 2012年作品集より
日本人 村瀬 裕威
僕の父と母は日本人なので、僕も日本人だ。そして僕は日本が好きだ。

だから僕は日本人でよかった。でも日本人でいやな事もある。正確に言う

と、他の人がどう日本人を見るかだ。まずは日本人に向けられるステレオ

タイプ。ステレオタイプとは他の人について偏見をもつことだ。ステレオタ

イプはたくさんあり、日本人とアジア人に対してもいっぱいある。ぼくがけ

っこうむかつくのは、｢アジア人は数学が得意｣というステレオタイプだ。

これは本当だけど本当ではない。頭が良い日本人もいれば、バカな日本

人もいる。それに、数学が上手じゃなくても、他の事が上手な日本人もい

っぱいいる。 「アジア人は数学が得意」というこのステレオタイプは、日本

人は数学だけ上手だと言っている感じがする。また、数学が得意じゃない

アジア人は変という感じもする。

去年、 僕は十年生の数学を落としてしまった。三十八点しか取れなか

った。他の人に数学はどうだったかと聞かれると、みんなからこういうリア

クションが返ってきた。 ｢何だと！？数学を落した？そんなばかな！どうして？

アジア人は数学が得意なはずだ！｣ みんな同じリアクションをした。バカに

された感じがしてむかついた。でももっといやなのは、僕と同じアジア人

（日本人）に同じことを言われたことだ。すげえばかにされているみたいだ

った。今は数学では八十点以上とれているから安心だけど。

あともう一つ言いたいことがある。日本と言えばマンガがある。僕もナル

トやブリーチ、名探偵コナンなどのマンガを読む。でも他の人は僕が日本

人だからマンガを全部知っていると思っているのだ。マンガはいっぱいある

し、いろんなタイプのマンガがある。ある日、僕は学校の図書館で本を読も

うと思っていたら、突然となりにいた男が僕に話しかけてきた。話の途中

で、彼は僕が聞いたことがないマンガの話を始めた。僕はマンガを読むけ

ど、マンガおたくじゃない。

いろいろ書いたけど、他の人が日本人をどう見ていても、僕は日本が

好きだ。僕は日本人でよかった。

乗り物 高橋 恵美
車があった。しかし窓の代わりに船窓があったので船のようにも見え

た。前からは小鳥たちがひもを使って引っ張っていたので、船ではなかっ

た。

ワゴンが二つあったので、電車だったかもしれない。しかしそれには車

輪がなかった。その代わりハムスター達が透明な二つのボールの中で別

々に走っていた。

上にはプロペラが見えたのでヘリコプターだったのかもしれない。けれ

どガソリンの代わりにシャボン玉が使われていた。

内側には魚がいた。その魚はエラの代わりに象の鼻がついていた。彼

がこの乗り物を運転していた

人生のメリーゴーランド デール ジャスミン

私の友達はみんな「ハリーポッター」の本を全部読み、映画も見てい

ます。そして「本は全然読んでないし、映画もまともに見てない」と言い出

した私にみんなはショックを受けていました。子供向けの本だし、今更読

んでもしょうがないと思ってあまり興味がなかったのです。

しかし一週間前、昼休み中に学校の図書館へ行った時、「ハリーポッ

ターと賢者の石」を友達が勝手に借りて、私に渡してきました。もう借り

てしまったし、読まなかったら失礼だし、第一巻くらい読んでもいいかと思

い、読み始めました。すると２日間で読んでしまい、結局二巻も借りてしま

いました。金曜日の夜に終わらせてしまい、月曜まで三巻を借りられな

いので、もう我慢できなくなってきたところです。

この本を読んで学校もそんなに悪くないかもと改めて思いました。も

ちろん勉強も宿題もたくさんあって大変なときもありますが、新しいこと

を習うのが好きだから学校は楽しいと思います。毎朝「学校面倒くさい

な、もうちょっと寝ていたかったな」と思いながら起きますが、行かないわ

けにはいかないです。それは両親に怒られるからではなく、義務教育だ

からではなく、自分が行きたいからです。もちろん夏休みになるととてもう

れしいですが、やっぱり学校は卒業するまで通いたいです。

皆さん、何回も聞いたことはあると思いますが、世界中で学校に行け

ない子供たちがたくさんいるので、毎日学校に楽しんで行ってください。

私のシャーペン サミミファ 紗羅

私の趣味は日本の文房具を集めることです。中でも、シャーペンが大

好きです。今までいろいろなシャーペンを集めました。ですから、シャーペ

ンに関してはちょっとうるさいです。

私は日本のシャーペンしか使いません。なぜかと言うと、カナダのシャ

ーペンはすぐこわれるし、グリップがあまりよくないので、書いているとすぐ

手が疲れます。私は４年生ぐらいから日本のシャーペンを使い始めまし

た。そのシャーペンはすぐにこわれなかったのでとても気に入りました。で

もまだその頃はもっと良いシャーペンが日本にあるなんて知りませんでし

た。

三年前日本へ行った時、シャーペンをいっぱい買いました。日本のデ

パートに行った時に、今まで見たことのないシャーペンを発見しました。グ

リップがすごくやわらかくて、ジェルみたいでした。値段は高かったのです

が、学校で使った時すごく書きやすくて、手も全然疲れなかったので、私

のお気に入りのシャーペンになりました。このシャーペンを使い始めてか

ら三年経ちますが、今もこの文章を書くのにこのシャーペンを使っていま

す。いまでも私の一番お気に入りのシャーペンです。

カナダの学校システム 中⻄ 樹李亜

カナダでは高校三年生になると、選べる授業のコースがたくさんあり

ます。でも、高校三年生は８つのコースだけ選択できます。普通、理系の

勉強をしたい人は歴史や地理の勉強をやめ、理系の勉強（生物学、科

学や物理など）と数学を勉強します。私はそこで迷っています。私は理系

の勉強は好きだけど、歴史と心理学も大好きです。音楽、美術とフラン

ス語も勉強したいし、今年私は科学、物理、英語、フランス語、心理学、

音楽、美術と数学を勉強しています。でも、来年からは７コース以上勉強

ができないので、社会科学のコースは選択できません。

私の現地校の先生がしきりに言うことは、大学に行くと専修科目を

自分で選べるということです。私はカナダの高校でも、誰もが自分の好き

な専修科目を選んで、自由に勉強できるようになれば良いなと思いま

す。高校でさまざまな分野のより多くの知識を得ることができると、大学

で勉強する専攻を選びやすくなると思います。これは大学生みんなの利

益になると思います。
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トロント総領事、⽇本語教育の４団体を表彰
国語教室・⽇加学園・⽇修学院・⽇本語弁論⼤会実⾏委

写真提供

山本栄二トロント総領事は在外公館長表彰としてトロント地域の日本

語学校３校とオンタリオ州日本語弁論大会実行委員会に対して総領

事表彰することを決め、その表彰式が 10 月 30 日、総領事公邸で行わ

れた。山本総領事はスピーチで、「長年にわたり当地における日本語教

育に貢献してこられた日本語学校３校の関係者のご苦労に感謝しま

す。また、これらの活動を支えてくださった多くのスポンサー、ボランティア

の皆様方にもお礼を申し上げます。言葉を学ぶことはその国の文化を

理解するいちばんの早道です。今後ともますます発展するよう期待しま

す」と述べた。

トロント国語教室 木田美智子
この度は、栄誉ある賞を頂きあ

りがとう御座いました。

トロント国語教室は、今年、創

立３６年目を向かえました。多くの

人達が関わり、今日に至りまし

た。ご尽力を尽くされた先駆者の

皆様は、創設当時は大変なご苦労をされたことでしょう。ボランティア精

神で支えてくださった多くの保護者や教師の皆様、頭が下がる思いで

す。

総領事館、国際交流基金には、多くのサポートをして頂いています。国

語教室と同時に誕生した新移住者協会とは、創設当時から深く関わっ

ていています。感謝の気持ちを込めて御礼を申し上げます。

これからも、現保護者、教師共々、力を合わせ国語教室の為に、日本

語教育促進の為に、尽力を尽くすつもりです。今後とも、宜しく御支援、

御協力をお願い申し上げます。

日加学園 浜場真喜子
この度、日加学園は総領事表

彰を受け大変光栄なことと学園

関係者一同感謝致しますと同時

に責任の重さを感じています。

今回この栄誉ある賞をいただ

き今後はこの賞の名に恥じない

ような継承語日本語学校として、また、日加学園の教育方針でもある

「日本語を学ぶことに誇りを抱かせ日本へのより深い興味と理解を持

たせ、日加親善に貢献するカナダ市民を育てる。」を受け継ぎ子供たち

により優れた環境と内容を与えるよう努めてまいりたいと思います。

創立以来、常に日加学園を温かく見守り続けて下さっいる大勢の方々

に,あらためてお礼申し上げると共にさらに前進していく覚悟であります
のでこれからも宜しくお願い致します。

日修学院 カーン伸江
このたび、継承日本語学校とし

て、山本総領事より「総領事表

彰」いただくことになりまして、学校

関係者一同、大変感謝しておりま

す。当校は、 1986 年（ 26 年前）に

初代宮沢理事長、初代鳥居校

長、当時の理事会の皆さんにより創立されました。現在も、理事会と教師

会、そして父兄の皆さんの日本語教育に対する暖かい思いとチームワー

クにより支えられています。教育理念は、創立時と同じように 10 年間の

一貫教育、日本語を学びながら日本文化に触れる機会を設けています。

日系コミュニティーとの絆を深める中で、国際的な視野を広め、幅広い心

豊かな人間性を育てられるように日々努めております。次世代をになう子

供達が、カナダ市民として誇りを持って日本文化を継承し、日加交流を

通じてカナダと日本をつなぐ「要」として育つように、これからも日本語教

育に努めていきたいと考えております。今後とも皆様の協力により、次世

代へ日本語教育の夢が継続しますように尽力いたしたいと思います。

世の中の流れ、ついていけないことが多いね
森貞一弘

男はいくつになっても少年である。どんな時も、

好奇心だけは旺盛で、他人（特に女性）から見れ

ば理解できない超アホらしいものにでも、そこから

自分だけの空想の世界へと没頭してしまう。ちょう

ど僕が小学生の頃、買ってもらった金ピカのシャー

プペンシルを飽きもせず眺め、正義の味方、マグマ

大使（手塚治虫原作）が火山から出動する場面を連想していたようなも

ので、実際、いつまでたっても無邪気なものだ。

はてさて、年末になると、ショッピングモールは、どこへ行っても人混み、

あてもなくブラブラすることが多くなる。変わったガジェット（おもちゃ）を見

ると夢が膨らみ、触ってみたくなる。家電量販店のセールスマンは歩合制

なのだろうか、どうでもいい製品仕様の数値を丸暗記し、すごいスピード

で語りかける。「ふ～ん、この製品、なかなか面白い発想だね。開発担当

のエンジニア達の苦労話が聞こえてきそうだね」と夢のある話をすると、相

手をしてくれなくなる。（やっぱり、解ってくれないよね？）

窓８号が発売され、表示画面に触れること（タッチパネル）によって操作

するパソコンが目に付く。「おぉ～すごい…！」と一応、感激したふりをして、

セールスマンを喜ばすのだが、内心では『とんでもない…』と冷めた僕が

いる。昔、３歳にもなっていない頃、我が家にテレビが来た。当時は高価

で、見ないときにはカーテンがかけてあった。人間が扮している鉄腕アトム

の実写版がとても好きであったが、「近づくと爆発するから、畳２枚分以

上、離れて見なさい」という母親の言葉に忠実だったこともあって、近づく

ことも、まして画面を指で触るなんて、思い切りの御法度なのである。

ある日、とても暇だったので、トロント市内の図書館に行った。幼稚園児

ぐらいの少年が恐竜の図鑑を眺めていた。そして、一生懸命に紙面を指

で撫でていた。「ママ～、この絵、大きくならないよ！壊れてるよ～」。「おい

おい、お前、世間知らずだな？」と思ったが、ひょっとしたら…間違っている

いるのは、世の中の流れの方かも？と思った。やれやれやれ…（苦笑）
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トロント同窓会 江口祐香
みなさん、こんにちわ！！

日系コミュニティグループの

『同窓会』の代表をしている江口

祐香と申します。

同窓会は、トロントに居る日本

人同士がもっと協力して、日本と

カナダで貢献できないかという気

持ちから始まりました。

同窓会はトロントに英語を勉強しに来ている人、トロントですでに

仕事をされている人、移民を考えている人などなど、そういった日本

人の方たちで交流していただき、お互いトロントの情報を交換し合

い、みなさんがより良いトロント生活を送れるようサポートをするボラン

ティア団体です。

私たちは毎月第一水曜日にダウンタウンにあるＡＬＩＯというバーを

貸し切り、交流会を行っています。同窓会は 2011 年 7 月に発足以

来、これまでに 18 回（ 2012 年 12 月現在）開催し、延べ 900 名以上

の方にご参加いただいています。会場内には掲示板、トロント地図、

インフォスペースがあり、掲示板では、参加者が告知、趣味の仲間募

集等のなんでも掲示板となっており、それを見たほか参加者との話

すきっかけのひとつともなっています。トロント地図では、参加者のみ

なさんがおすすめするお店や場所を、地図上に書き込んでいただき、

もっとトロントの街を知っていただき有意義にトロント生活を送ってい

ただこうというものです。また、インフォスペースでは、トロントの生活を

サポートする情報のチラシ等が置いてあります。また、会のなかで、トロ

ントクイズを行っており、トロントに関したクイズとなっており、トロント

の知識を楽しんで学んで頂こうというものです。こちらは出身地対抗

戦となっており、地元が近い参加者同士で話が盛り上がったり、クイ

ズの答えを協力し合って考える事によって、さらに参加者の交流を

深めるものとなっています。また、不定期ではありますが、パフォーマン

スがしたいけど発表する場所がないという方に、私たちは発表の場

の提供もしており、今までに８回ほど弾き語りやバンド等のパフォーマ

ンスを行っていただきました。また、特設会場も不定期で設けており、

実際にネイリストや美容師の方にお越しいただき、格安で体験いた

だけます。

また、同窓会では、スピンオフでどなたでも参加できるイベント（お花

見パーティーや BBQ パーティー）や帰国者、海外で働きたいという方

に向けて、キャリアセミナーも行っています。毎回、やる気と希望に満

ちた人たちにたくさん参加いただき、毎回好評頂いております。

私たち、同窓会はまだまだ若いグループではありますが、発足以来、

たくさんの方からのサポートをいただきながら、これまで毎月開催させ

ていただいています。同窓会に参加した事でたくさんの人にいいきっ

かけを与え、もっとたくさんの方に参加していただけるイベントを目指

していきたいと思います。トロントの日系コミュニティを皆さんと一緒に

盛り上げていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

E-mail:dosokai.toronto@gmail.com

ケベック⾷便り 新年のミートパイ
ケベック州⽇系料理⼈協会会⻑ 鈴⽊喜信

トロント新移住者協会のニュースレター

に普段のケベックの生活の様子「ケベック

便り」を書く事になった。が、さてさてどん

な事柄が「便り」として面白いのか？カナダ

ではケベック以外で暮らした事が無いの

で見当がつかないのだが、フランス料理

の料理人としてやはり料理にまつわる事

に偏ってしまう。よって「ケベック食便り」と

した。

私の住むシャルルボワ（ Charlevoix ）は、ヨーロッパからフランス人が初の

移民として住み着いた土地で此処がフレンチカナディアンのルーツである。

三大ケベック人のトランブレー（ Termblay ）、シマール（ Simard ）、ブシャール

（ Bouchard ）の姓を持つ家族が今でも多く住んでいて、殆どの人がこの家

族の親類でもある。

ケベック市を抜けてロレンシャン山脈に入る。緑の大地を信号も無い一

本道の州道 138 号線が続く。４０分程車を走らせるとやっと町に辿り着く。

一年の約半年雪のある地域である。今でこそケベック市まで 100 ｋｍからな

る 138 号線の除雪は行届き自家用車でも冬の行き来が出来るがその昔は

完全に雪に閉ざされてしまっていた。雪の無い季節でも隣の集落を訪ねる

のでさえ容易ではなく食料物資の流通も厳しかった。といった環境下もとも

とジビエを食べる習慣のあるフランス系移民がこの大自然に生息するジビ

エを摂らないわけが無い。小麦粉で作るパンやパイは彼らの主食である。こ

れとジビエを加えて作ったパイが一般的に作られるようになったのも至極自

然な事である。これがトゥルティエー（ Tourtiére ）というミートパイの一種であ
る。

その昔トゥルティエーは大きな鉄鍋をポエル(Poêle ＝ス
トーブ)と呼ばれる調理と暖房に併用されていたオーブン

や、暖炉にぶら下げて調理された。一日中暖炉に火が入

る冬の食べ物である。赤身肉、白身肉、ジャガイモ、玉葱、

これらを同じサイズのダイスに切り肉の出し汁で合わせ

る。鉄鍋の内側全体にパイのドウを厚く敷き詰めたら合

わせた肉類を詰めさらにパイで蓋をし一昼夜じっくり時間を掛けて包み焼

きにする。赤身肉は牛肉、白身肉は豚肉か鶏肉というのがベーシックだが、

そこに鴨肉やムース（大鹿）、七面鳥、雉（キジ）、兎、変わった所では針鼠な

どのジビエの配合具合によって各家庭の特徴が出される。今ではスーパー

マーケットなどで出来合いの 9 インチくらいの物が売られているが、年行事

の節々には各家庭に伝わる自慢のレシピーのトゥルティエーが今でも作られ

る。サイズも大鍋ほどではなくても、 20~30人分の大きなものが作られる。行

事でなくても冬の永い夜をワインを飲みながら楽しく過ごすのが大好きなケ

ベック人は何かと理由をつけ、理由の無い時はただトゥルティエーを作った

からと集う。トゥルティエーは雪国ケベックの冬のコミュニケーションに大きな

役割を果たす大切な物なのである。

クリスマスには秋に森で獲ったムースの入った物が作られる。男達の狩

りの自慢話付である。二ューイヤーにはさらにクリスマスで残った七面鳥が

入る。クリスマスに集まった家族や新しく増えた家族の近況報告が付く。職

場の新年はそんな笑顔と一緒に各自自慢のトゥルティエーで賑わう。パイに

欠かせないケチャップも夏の間に採れた野菜で一年分を作るホームメイド

が付く。私のケベックの新年はこうして積み重ねてきた。しかしこのトゥルティ

エー、ケベック何処でもあるものではない。モントリオールではひき肉の入っ

たいわゆる普通のミートパイが主流で、中身の肉は調理してからパイで包ん

で焼くが、トゥルティエーは材料が生の状態から焼き始める。モントリオール

より東のヌウベールフランス地方でないとあまり見ることが無い。ガスペ地

方まで行くとイギリス系カナディアンが多くなりパイの名前もシーパイと変わ

る。パイの生地をつくる際に海水(Sea Water) を使う事、パイの中身を 6

（ six)層にすることから名付けられたと聞く。ケベックを訪ねる際の楽しみの

一つに加えてみてはいかがでしょうか。

今年は何処のトゥルティエーが一番かな？
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親子で学ぼう世代を繋ぐ日系史
レポート・裏話 伊東あいこ

２年ほど前、 FTFの共同管理者の原と私の（いつもの）長電話の中、ふ

と、「私たちって、日系人の歴史ってあまり知らないよね。」という話になっ

た。私たちの中高時代の歴史の教科書には全く書かれていなかったし、

子どもたちも、少数民族のカナダ人がたどった歴史は、あまり深く学校で

学ぶ機会がない様子。そこで、「親子共に日系史を知る機会があると良

いのにねえ」なんて言っていた。

その会話の直後、 JCCC で「日系史研究会」（元日系ボイス、田中裕介

氏講師）が始まるということを知った。何と言う良いタイミング。即二人で

参加登録。８ヶ月にわたる研究会で「日系史を知ることは、過去と現在の

つながりを見つけ学んでいくこと」であり、そして、それが自分、家族のみ

ならず、「カナダで暮らす多様な人々のルーツを同様に理解していくことに

もつながる」ということを知り、子どもと是非学びたいと実感。 JCCC と企

画について具体的に話し始めたのが、約１年前。

そしてついに、去る 10 月 20 日の

日曜日、 JCCC と Family Talks Forum

（ FTF ）共催のワーク シ ョ ッ プ

「 Walking into a Picture 親子で学ぼ

う世代を繋 ぐ日系史 」が、 JCCC

Wynford Roomで実現した。会場の椅

子が、定員 40 人を越える参加者で埋め尽くされるのを見て、企画会議に

加わった一人として、手ごたえを感じた。

当日の話の中心は、やはり第二次大戦中の日系人家族が受けた差

別、強制収容所経験などに集中。ただ、メディア、写真、対話やディスカッ

ションなど、変化に富んだアクティビティーのおかげで、こういった繊細なト

ピックが、皆にとって近づきやすいものになったようだ。

一つ気がついて面白いな、思ったこと。戦争を経験したパネリスト（カナ

ダ生まれ日系二世）の人たちは、戦時中は幼児、少年少女、もしくは青年

で、当時の経験を話される時、皆さんの多くが、その時見て感じたままの

視点で話をしてくださっていた、という点だ。このワークショップが、大人が

子供に教える学校での歴史の授業とは全くことなる理由はここにある。子

どもの時に投げかけられた差別発言、それに対抗してくれた近所の白人

のおばちゃんの思い出エピソード。収容キャンプでのお年頃の少年青年

の恋心。遊び。トイレ事情…。こんなお話は、授業ではめったに聞かれな

いだろう。

また、このワークショップを通じて私が改めて感じたのは、日系社会の

多様性だ。このワークショップは、主に FTF 家族（小・中・高校生のカナダ

生まれの子ども、日本人移住者一世の親、その配偶者や祖父母）をター

ゲットに企画された。 FTF の国際結婚の急増と家族の成長を反映し、当

日は、日本人と国際結婚をした様々なバックグラウンドのパートナーの参

加が目立ち、お孫さんを連れた人も見られた。また、ワークショップの企

画、 MC を務めた JCCC ヘリテージ委員会のジャン・ノブトさんとキャサリ

ン・ヤマシタさんは、日系三世。さらに、パネリストは日系二世。そしてディ

スカッションの進行役は、日系四世が勤めた。数えてみると、実に６つの

日系世代が集まっていた、と言うことになる。こうして日系社会に関わるた

びに、コミュニティー内の多様性を一人一人が理解することが、共通点を

探るための第一歩なのかもしれないな、と思う。

また、休憩時間やワークショップ後に会場のあちらこちらで見られた、

世代やルーツ、言語の壁を越えた和やかな会話の様子に、新たな繋がり

の誕生を感じた。

個人的な話になるが、参加していた１１歳の長女は、最近、日本語学

校の宿題に追われたり、日本に毎年体験入学することの意味につい

て、疑問を持つようになった。この日に、パネリストの帰加二世（カナダで

生まれ、日本で教育を受けたあと、再びカナダに帰った二世）の方に、

休憩時間にちらりとその話をしたところ、その方が、ワークショップ後、

娘と話をしてくださった。後で娘にどんなことを話したのか聞くと、「いろ

いろ」との返事。でも彼女曰く、「その時間が一番“嬉しかった”」そうだ。

私も、二世の女性が、「日本人移住者一世として、カナダで暮らすって

どういう感じ？私の親は、苦しいことはあまり話さなかったから、知りたい

の」と話しかけてくださった事が嬉しかったのを覚えている。もちろん、戦

時中一世の親と新移住者一世の親を「同じ日本人移民の親」として

括るのは無理があるし、そのつもりもないが、会話の中、今までのカナダ

生活の緊張感が一気に解けていくような不思議な安心感を感じた。

また、ある二世の男性が、休憩時間、トイレの中で新二世（ FTF キッ

ズ）の男の子が良い質問をくれた、「 Good Conversationをした！」と喜ん

でいらしたのも、なぜか印象に残っている。

今回のワークショップは好評のうちに幕を閉じた。現在、第二回目の

ワークショップの計画が進行中だ。子どもの年齢制限の問題や、今回

の参加者からあった「戦後の日系人の発展についてもっと知りたい」、

「当時の毎日の生活についてのエピソードももっと聞きたい」という声を

手がかりに、さらに良いものにしていきたい。次回も、沢山の方々のご参

加をお待ちしています。

日本語教育プロジェクト講演会の予定
2013年 1月 26日（土）

デジタル教科書（光村図書国語３年生）の紹介、、活用例と結果

報告

2013年 2月 23日（土）

日本語授業新たな試みのプレゼンテーション（実施対象授業１２

歳生徒）

指導は JSS 伝法清先生、実践教育は日加学園 渡辺勝先生

お問い合わせ・お申し込み 長石芳尚まで

yoshi.nagaishi@gmail.com
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脈が触れてきます。指が押し上げられる強さはどうでしょう・・・脈は太

い？細い？ 1 分間の数はどのくらいでしょう・・・脈が早い？遅い？一般的

に平常脈拍数は大人の場合 1 分間 60 ～ 85 ですが、これも個人差が

あります。自分の平常をよく知っておくと、脈の弱さやリズムの乱れ（不

整脈）に気づくことができるでしょう。

高血圧は自覚症状がなく、静かに深く進行することが多いので要注

意！家庭用の血圧測定器を備えて、午前と午後の一定した時間に測

りましょう。まず、朝起きて排尿や洗面を済ませ、食事前に測定します。

下（拡張期血圧）の値が 90 ㎜ Hg 以上、上（収縮期血圧）が 140mmHg

以上であれば、高血圧と考えられます。午後の測定は生活に合わせて

一定の時間を定めたらよい、と思います。なぜ、家庭で一定の時間に

測ることが大事かというと、種々の要因で血圧は変動します。特に、医

療機関で医師・ナースによる測定が行われると、緊張して高い値にな

ってしまうこと（白衣高血圧症）があります。家庭での平常値を医療者

に提示することにより適切な治療方針を導くことができます。つまり、あ

らゆる角度から情報を与えることが自身を守ることに繋がります。「患者

自身が賢くあること」が大事です。血圧についての詳細は別の号でまた

取り上げましょう。

あなたは尿や便の量・色・においに関心を持っていますか？健康な

便は 1日に 150 ～ 200 グラム。黄褐色で 20 センチくらいのものが理想

的。大きめのバナナ 1 本程度でしょうか。大腸・直腸に留まっている時

間が長くなると色が濃くなり、臭いも生じてきます。血便、タール状や鉛

筆状の便などは病気の存在が疑われます。私の場合、通常は途切れ

ることなく 20～ 25センチほどの形の良い便なのに、旅に出ると日程に

追われて便秘がちとなり、便が固く小さくなってしまうことも・・・。規則正

しい排便習慣が大事ということがよくわかりますね。尿は多くの病気を

発見するための重要なシグナルです。日頃の回数（日中と夜間の傾

向）、量（約 1 ～ 1.5 リットル）と色（多少の濃淡はあるものの、淡黄褐

色で透明）を観察しましょう。赤い、白い、濁る、果物が熟れたような特

有のにおいがあれば、尿検査が必要です。

皮膚を観ることも大事です。発疹やじんま疹、色素班ができた、急に

ホクロが大きくなった、こぶやしこりができた・・・こんな時は放っておかず

に受診しましょう。皮膚のトラブルは外から観察できるものなので、写真

に撮っておくのも１つの方策。写真を皮膚科医に持参し、経過を判断

する際に役立った経験があります。説明するより一目瞭然ですから。

上記に述べた健康状態を把握していくために、ぜひ健康記録ノート

を作ることをお勧めします。続ける秘訣は、基礎データとして一定期間

はそれぞれの値や観察事項を書きますが、その後は「あれ？おかしい

な？」と思ったら書きとめます。これならば負担にならずに続けることが

でき、受診が必要になった際にとても役立ちます。

今回の話の中から何か１つでもあなたのお役にたてれば幸いです。

（医学博士、日本登録看護師）

参考文献：水野肇監修、いきいき健康ライフ、文部科学省共済組合

自分のからだの主治医になりましょう！
マーナ豊澤英子

このニュースレターをお読みになっている皆

様の大半が中高年の方々ではないでしょう

か。そう言う私も早や還暦を過ぎ、ますます健

康な生活に興味関心を増しています。また子

育てに明け暮れている若い皆さまにも、やが

て来るシルバーライフを健やかに過ごすため

にきっとお役に立つのではないかと思い、このシリーズを始めることにし

ました。決して難しいことをお話しするというわけではありません。私の知

識や体験、そして日々実践していることを通して、健やかな老年期を迎え

る準備について皆さまと共に考えることができれば、と願っています。

日本でクリニカルナースとして経験を重ねるにつれ、「何といってもま

ず変調に気づくのは患者本人。日頃とどう違うのか（異常）に早く気づ

いて、身体の発するシグナルをうまく医師に告げることができれば、自身

を守ることになる」と強く感じるようになりました。日本の３分診療といわ

れた診療体制において、医師が一人ひとりの患者の状態をどのくらい

的確に把握できるかは疑問だったからです。このことは、現在も続く課題

と言えるでしょう。オンタリオにおいても待ち時間は長く、英語を母国語と

しない私たちにとって医療現場の壁は高い、と感じています。なるべく医

療のお世話にならないように、そして、ただ長生きするのではなく健康に

長生きするために、自分の身体は自分自身で守りましょう！あなたには

身体からの小さなシグナルが聞こえていますか？見えていますか？

まずは定期健康診断を受けましょう。もちろん 20 代から実行するのが

望ましいですが、少なくとも 40 歳になったら一度はチェックしましょう。カ

レンダーの誕生日前後に記載しておくとよいのではないでしょうか。なぜ

なら、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病は 20 代から密かに始まり、

10 ～ 20 年かけて進行するからです。ご存じのように、最近では子供の頃

から問題になりつつあります。日本では職場、市町村、保健所や人間ド

ックで健康診断がうけられます。当地ではかかりつけ医（ホームドクター）

をもち、データを把握しましょう。データの正常値は健康を査定するため

の目安であることは確かです。しかし、健康的な人の平均的数値です。

個人の値はその日の体調、測定法、体質などによって多少の変化はあ

ります。また、平均値そのものがどのような対象（民族、体格、年齢層な

ど）のデータによって基準化されたかなども気になります。 1 回の検診だ

けではなく、数年、数十年の過程でどのように変化しているかを知ること

がとても大事です。私の場合、 20~30 代の頃は日本で病院勤務だった

ため、法的に 6か月（放射線部など特定部署）あるいは 1年ごとに定期

健診を受けてきました。自分で個人健康フｱイルを作成し、それらのデー
タを保存しており、読み返すといろんなことがわかります。家系的にコレ

ステロール値が高い傾向にあるのですが、 20 代のデータは正常範囲内

の上部に、現在はそれよりもやや低くなっています。年齢とともに高くな

っていくというのが一般的でしょうから、私がこの値を維持するために相

当に努力しているという証拠の１つですね！このことについては、別の号

でまたお話ししましょう。

さて、次に大事なことは自身による毎日のチェックです。誰でもが家庭

で簡単にできることですね。せっかく鏡を必ず覗くのですから、顔色の変

化、目の充血や腫れ、舌の色と荒れ、口の中（特に歯茎）の色や痛みに

注目してみましょう。気付いたことがあったらメモしておくことが大事。も

し、その症状のために受診しなければならなくなった時、始まり（オンセッ

ト）とその経過を医師に伝えることができます。

あなたは日頃の体温（平熱）を知っていますか？平熱は幼児では高く、

高齢になると低くなります。一般的に 37 度を超すと微熱がある、と言い

ます。しかし、高齢者では平熱が低くなり、体温調節能力が低下するの

で、ただその値だけで判断すると大事なシグナルを見落としてしまうこと

になりかねません。ぜひ平熱を把握してみてください。

脈を診ることは普段なかなかしないものです。両手首（掌側）の親指

の付け根あたりに大きな動脈が走っています。右手首の脈を診る時は、

そこに左手の人差し指、中指と薬指の３本を静かに当ててみてください。

健やかなシルバーライフのために ①
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「遠野物語」第 99話・津浪篇に寄せて
田中裕介「語りの会」

明治 29 年 6 月 15 日午後 7 時 32

分。福二は子どもを寝かしつけてから、

寄り合いに出向いた妻京子を待って

いた。不意に地鳴りとともに地震がき

た。「津波が来る！」 咄嗟に子ども二

人を抱えて高台に向かって突っ走っ

た．濁流が足下まで押し寄せてきた。

「あっ、京子？」振り向いた闇に月が震えていた。

それから 1 年後、死者・不明者 2 万人の中に妻の名前があっ

た。「せめて遺体の一部、浴衣の帯でもいい、浜に上がっていな

いものか」。福二は船越近辺の浜を歩き続けた。

お盆の初日、夕暮れの浜を歩く男女とすれ違った。ふと女の

香が鼻腔をよぎった。「京子？」 福二は二人の後を追い、躊躇

いがちに声をかけた。振り向いた女は正しく妻京子だった。だが、

男と一緒だ。誰何すると、夫だという。京子は「自分はもう死んだ

身だ。あの世で初恋の男と再会し夫婦となった」と告げるなり、

茫然自失の福二を残して闇に消えた。

実話として記された「遠野物語・第 99 話」はここで終わってい

ます。何これ？と気になり、次に、福二はその後どうなったのかとい

う疑問が湧きました。子どもに会いに来たのなら、男まで連れて

来ることないだろう、とも思います。でも、もしかしたら「自分はあの

世で満ち足りているから心配しなくていい、福二さんも仕合せに

なってほしい」と妻は告げに来てくれたのではないかな・・・そう考

えると、その後の福二の行動がすんなりと見えてきたのです。

僕はそれを英語の物語にして、先日の語りの会「 People From

the Sky 」で演じてみました。末尾に「涙の河を徒ち渡る我が同胞

の震える肩に月はかかりぬ」（ A River of Tears/ Wading Across

My People in Shivers/ Moon Glows on Their Shoulders ）と付してみ

ました。すると、前触れもなく命を断たれた人たちと、最愛の人を

失った方たちの無念さが想われて、涙が込み上げてきました。僭

越ですが、この物語を災害で愛する者を失った全ての人に捧げ

たいと思います。生き残った者の務めは、亡き人のことを覚えて

いてあげること、そして、己が歩みを続けることだと思います。

でも何故、僕は「遠野物語」にこだわるのか。一つ理由がある

のです。学生時代に、この先どうやって生きていけばいいのかわ

からなくなったことがあります。現実から自分を引き離してみよう

と、闇雲に旅に出ました。真夜中の北千住駅から、国道 4 号線を

歩き始めたのです。仙台を過ぎてから 45 号線を、概ねヒッチハイ

クで三陸海岸沿いに北上し、宮古の民宿に泊まりました。早朝、

高台に上がると田老町の大防潮堤が見えました。（あれが昨年

の 3 ・ 11 で無惨に瓦礫と化したとは信じられません）。そして、新

地の山道を歩いていると、篭を背負ったおばあさんとすれ違いま

した。互いに小さく会釈した途端に、僕は疑問が解けたのです。

ここでこうして篭を背負って野良仕事をし、子どもを産み育てて老

いてゆく。日常という繰り返しを受け入れ、土を愛し、海に感謝し

ながら死んでゆく。それが生きるということの意味だった。岩手県

宮古で、僕は生き直すことを決めたことがあったのです。

2013 年 3 月の国際交流基金でのイベントで、「語りの会」も 20

回を数えます。民話は人の生き死にが語り継がれながら自然に

物語となったものです。人生の三分の一を一緒に歩んで、語りも

僕の血肉となって凝縮されていくのを感じています。ご支援感謝

します。

写真キャプション：

1896 年の津浪後の被災状況（岩手県釜石市港内）石黒敬章氏所蔵

【編集後記】 編集責任者 森貞一弘
衆議院選挙があった。結果は…（僕は政治の話はしません）。

理想を語るのは誰にでも出来るけれど、計画を実行に移すには、リーダー

シップと多くの優秀な人材がそれぞれの能力を発揮し、うまく協調しあうことが

必要ということを感じさせてくれた３年３ヶ月だった。

冬です。今のところ、温暖ですね。外は雨が降っています。この「にゅうすれた

ぁ」が届く頃には春が待ち遠しい～なんて気持ちになっているかも知れませ

ん。次号は４月初旬発送の予定です。身近でおこった小さな変化にも、繊細な

感覚で捉えて、自分の言葉で綴ってみてください。きっとそこには驚くようなドラ

マがありますよ。原稿の締め切りは３月１０日です。それでは、お正月会でお会

いしましょう。

� njcanews@live.jp

2013 年
ふれてみよう日本のお正月

トロント新移住者協会 ２０１３年のお正⽉会です！
先着１００名のお⼦様に、お年⽟プレゼント！

日本の伝統と現代がブレンドされた新年を祝うパーテイです。

ヨサコイダンスでオープニング！！•

臼と杵でつく餅つきデモンストレーション。•

できたてのふるまい餅、食べてみて。おいしいよ～！

御屠蘇の紹介（御屠蘇とは？ はてな。。。）•

獅子舞の実演・練り歩き（獅子に頭を獅んでもらって、賢くなろう！）•

書初めをしよう！（書初めの句を沢山用意しています）•

囲碁や将棋を体験してみよう（経験者に教えを囲う）。•

舞台では、日本舞踊、子供ミュージカル、お琴、舞舞・太舞、津軽三味線のパ•

ーフォマンス。

ハワイアンのウクレレとのどかで優ハなハワイアンダンス。•

さあ、手品の始まり、始まり～～。子供達は寄ってらっしゃいー。•

パントマイムショーがある よ～。どんな、マイムが見られるかな～。•

歌のコーナーで、モダンな日本の歌、歌ってる。•

羽根つき、コマ回し、福笑い。羽羽会コートは子供達の遊び場に変身。•

とても可愛らしい巫女さんの居る神社へ参とし、おみくじを…。•

本邦初の若い女御本（みこし） by FTF女性ビジネスの会本思い切りはりき•

って心身ともに準備しています。子供達も行列に参加して下さい。

楽しいもの珍しい物、昨今の日本では見られない物、ほらほら、ドーンと出てく

る。

日系文化会館共催
2013 年１⽉ 27（日）
午前 11時から午後 5時まで。
場所：日系文化会館

⼊場料：
トロント新移住者協会/日系文化会館会員 $5 、会員家族 $12 （大人 2 人に 12

歳以下の子ども 3 人まで。子供＝（６～１２歳。）,非会員 $7 、非会員家族 $16 、シ

ニア/子供(6 ～ 12 歳) $4 、 6 歳以下の幼児は無料。

詳細・問い合わせ：
瀧澤： 416-621-5960 yuka_cosmic@yahoo.co.jp

森貞： 905-456-2710 njcanews@live.jp

(ブース申し込み)

原： 416-476-3163 anzu.hara@raku.ca

＊ボランテイア募集中
ボランティアに加わってイベントをもっと楽しもう！
瀧澤まで是非、連絡下さいネ。


