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新任のごあいさつ

会⻑

一歩。「次世代育成活動」。日本人移住者が増え、その子供も増え
ている中、どう次世代リーダーを育てていくかが今後 NJCA の発展
に掛かっているのではないでしょうか。そのためには、移住者世代
と、日系カナダ人との繋密なコミュニケーションが必要で、それには
新移住者が、日系人の体験した苦難の歴史を知り、理解して語り
継ぐことがとりわけ重要と考えています。

新移住者協会（以下 NJCA ）はそ
の誕生から 35 年が過ぎ、 1970 年
代の創立当時のメンバーとその子
孫、 1990 年代の移住者のメンバー
とその子供、そして最近の新移住
者という 3 世代をまたぐサポートを
行う大きな組織に成長しました。
現在、お正月会、日本語教育プ
ロジェクト、そして子育て、女性ビジ
ネス、シニア向けグループの発展な
ど、多様化した移住者の活動を支
えており、３世代にわたる日系移住者のニーズに幅広く答える団体
として発展しています。

次に、今までトロント内で行われていたイベントを、その枠を超え
て周辺地域にも広げる「アウトリーチ活動」。郊外に増えつつある
移住者の声に対応していく形です。たとえば、 20 年の経験と歴史
をもつ NJCA 日本語教育プロジェクトはその第一歩を踏み出しまし
た。今月初めてウオータールーでのワークショップを実現させまし
た。今後も、様々な講演会やワークショップを、各地域で展開する
予定です。

次の 40 周年目に向けて、 NJCA は、その３世代がさらに気軽に参
加／交流でき、そして新移住者の間だけでなく、広く日系社会に貢
献できるような活動を企画していきたいと思っています。

このように、 多様化し広がって行くだろう日系社会の未来のた
めに、世代を超えて、過去、現在、未来を繋げる努力をしていきた
いと思っています。
皆さん、一緒に考えて行きませんか？ご協力よろしくお願いしま
す！

たとえば、 2012 年秋に行われて大盛況だった日系文化会館との
共催イベント「 Walking into a Picture - 世代を繋ぐ日系史」はその第

夏が来れば思い出す

原あんず

子供達が夏休みになると帰国する事が多かったが、祖母達の方

中山あつ子 言に触れると日本語も方言で覚える事があった。子供達にとって

夏休みに書いた絵日記が出てき
た。それも小学校４年生の時のもの
だ。毎日、朝起きてラジオ体操に行
くことから始まっている。ラジオ体操
といえば規則正しい日課であるが
それが日記に規則正しく書いてある
のだから子供ながらこの日課を規
則正しく書く事しかなかったのか、と笑ってしまった。それよりも、日
記の中に時々方言が出てきて一人で大笑いしてしまった。しかし、そ
の頃の担任の先生も大らかなものでそこを標準語に直す事なく誉
め言葉を捜すように評価が毎日の絵日記に添えてある。子供を伸
び伸び育てる事の見本のように見える。
今、ＮＨＫの朝の連続テレビ小説で「じぇ、じぇ」という言葉が話題
になっている。舞台は東北、北三陸の小さな町であるがこの言葉は
驚いた時に使うらしい。流行語になりそうな言葉だ。この言葉で思
い出したのだが、宮崎には「じゃが、じゃが」という方言がある。「じ
ぇ、じぇ」とちょっと似ているような感じだが、この「じゃが、じゃが」は
「そうだ、そうだ」と同意する時に使う。「じゃが、じゃが、じゃっつよ」と
なると「そうだ、そうだその通りよ」という意味になる。

は未知の言葉であるはずだが、長く過ごすと何となく使い方も解っ
てくるのだろう。そして、その頃ラジオをつけると有名な名場面を宮
崎の方言で流していた。「ロミオとジュリエット」「金色夜叉の寛一と
お宮」「湯島の白梅のお蔦と主税」などおもしろくてその番組を録
音して持ち帰ったものだ。そして今、宮崎では方言の温かさが見直
されている。
こうして、方言の事を書いていたら朝日新聞の天声人語に方言
の記事が載った。このような偶然が今までも多々あったが、その記
事の中に「ふるさとの方言は、よく使い込まれた道具のように心を
語る。今、グローバル化が席巻する時代である。土地土地にこんもり
茂っていた『方言の森』が枯れてしまえば日本語は何となく平べっ
たくなる。」
夏がくれが思い出す・・・。一冊の
絵日記から、遠い昔の宮崎のギラ
ギラと輝く夏が懐かしく思い出さ
れ、時々方言でメールを送ってくれ
る友人の名文に心が解される。そし
て、子供達が日本語学校の夏休み
などに書いた絵日記や作文を大事に保管しているが、子供達にも
私のように笑いながら読む日が来るはずである。
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日本語教育プロジェクト
カナダにおける子供の日本語教育を考える

「北国でパパイアは育つか？」

嘉納ももさんを講師に招きセミナー開催

「カナダにおける子供の日
本語教育を考える～北国でパ
パイアは育つか？」と題するセミ
ナーが、５月 26 日（日）午後、ト
ロント日系文化会館（ＪＣＣＣ）
ヒ ロ コバ ラルル ーム で 開か れ
た。講師はトロント大学エスニックスタディーズ研究科事務局長、嘉
納もも・ポドルスキーさん。セミナーには予想を上回る多数の人が参
加、大盛況であった。ＦＴＦ特別企画、トロント新移住者協会日本語
教育プロジェクト共催。
嘉納ももさんは、父親が駐在員だったことから、幼少時代をイギリ
スとフランスで過ごし、 15 歳で日本に帰国。日本で高校、大学、修
士課程を修了してトロント大学に留学、エスニックスタディーズを専
攻、博士号を取得した。博士論文のテーマは「トロントにおける駐在
員家庭の調査」。トロント大学で研究助手を経て、 2001 年京都女子
大学現代社会学部に就任、家族と日本で６年間過ごした後、 2007
年トロントに戻る。 21 歳の長男・良（りょう）さんと 17 歳の次男・章
（しょう）さんの２人の息子の母親。
○

○

○

【セミナーの内容・要旨】
まず、「北国でパパイアは育つか？」の意味について。寒い所でのパ
パイアは不自然で育てるのは至難の技、工夫も時間も必要となる。
おまけに結果の保証はない。しかし、カナダに住んでいて、親が子供
に日本語を話してほしいという願いを持つのは当然だが、子供にと
っても家族にとっても良い結果をもたらすその方法を模索してほし
い。
そこで、問題提起としていくつかのことがらを挙げる。親の意思で、
子供は生まれる前あるいは生後ほどなく移住が行われるわけで、移
民の子供の社会化、そして社会化の仕組みを理解することがヒント
となる。文化・言語を習得・保持するには「必要性」と「環境」が重要
だが、これらが揃っていなくても「本人のやる気」があれば、可能とな
る。

日本語の勉強をめぐって親子げんかが絶えない家庭の話を聞く
ことがある。その一例。毎週土曜日、母親が子供に日本語学校に
行かせようとすると、子供は「アイスホッケーをやりたいのに・・・」と
不満を言う。「お母さんイコール日本語」「日本語イコール嫌い」とな
ってお母さんが嫌いになることもあり得る。日本語を話すことに親が
固執して子供に不安や疑問を抱かせる。 日本語学習をめぐって両
親が険悪なムードになることもある。国際結婚の場合はもっと深刻。
日本語を勉強するかしないかは、父母のどちらかを「立てる」ことに
つながるからだ。
このような拒否反応は家庭内の人間関係にストレスが生じる原
因となる。やる気にさせるのは大変なことなのである。子供にやる気
を起こさせるには、年齢に合った方法がある。それはマイノリティー
（少数民族）文化が主流文化として共有されている場を子供に体
験させること。また、「日本語で話すのは楽しいね」と、マイノリティー
文化や言語の習得を親との「絆（きずな）」として印象づける。そして
親が率先して二つの文化、二つの言語を操る手本を見せることが
大切である。
やる気を起こさせる特効薬として、子供に日本で暮らす体験をさ
せる手がある。日本語・日本文化が主流である状況を体感させるこ
とが必要。長期間は無理としても、夏休みか春休みなどに１カ月と
か２週間とか日本の学校に体験入学する方法もよいだろう。または、
カナダで日本語学校・日系文化会館など他の家族と共有できる場
所に行かせてみる。「子供が、これだ！ と感じるようになれば、しめ
たものです」。
子供がやる気を持続させるには、あまり精魂詰めないで、場合に
よっては中断することも必要。それが後になってやる気の「復活」に
つながるからだ。
最後に、「北国でパパイアは育つか？」の答えを申しましょう。
「北国でパパイアは育ちます。しかし、元の環境で育ったものとは
見た目、中身は違うことを覚悟してください。日本語の習得を日本
人としてのルーツを持つ人間のアイデンティティー形成の一部とし
てとらえると、取り組み方も変わります」
○

○

○

セミナー終了後、同席していた嘉納さんの次男・章さんが自らの
日本語学習について語り、セミナー参加者からの質問に流ちょうな
日本語で答えるなど、貴重な体験談を聞かせてくれた。
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（ 2013 年５月 30 日号より掲載）


浪越先⽣の話と FTFBW に⼊会して
大藤 亜希子

www.ftfbw.com

浪越先生が、心身が常に健康で快調であるための五原則を謳って
います。
１：快食 ２：快眠 ３：快通 ４：快働 ５：快笑

Tokyo Shiatsu Clinic で指圧セラピ
ストをしております、 Mia-Akiko Ohto
と申します。トロントには昨年 3 月に
来ました。それまでは、バンクーバー
に 6 年程住んでいました。初め、ノー
ス バ ン ク ー バ ー に あ る Canadian
College of Shiatsu Therapy に学生とし
て来加し、カナダで日本の伝統手技
療法の指圧を学びました。指圧の仕事を海外でしていきたいと思
い、卒業後はバンクーバーにある Japan Shiatsu Clinic と卒業校で
働かせて頂きました。トロントには、カナダの他の街がどんな感じな
のか見たくて、引っ越してきました。

バランスのとれた栄養価が高い食生活、どんな治療法・薬物にも
増して疲労回復に肝心な睡眠、健康のバロメーターにもなる便通、
仕事・運動・遊びを楽しむ、そしてお腹の底から大きな声で笑う！ 浪
越先生は、笑う会会長だったそうです。
どれも、簡単・当たり前の事ですが、今、何処か体に不具合を感じ
る人は、この５つのバランスが保たれていないかもしれません。この健
康長寿の 5 原則を提唱し浪越先生は 94 歳まで長生きされました。

カナダの指圧学校に入校し、欧米においての指圧と日本の指
圧事情が違う事を知りました。指圧について詳しいカナダ人の
Client に、「あなたは何 Shiatsu をするの？」と聞かれる時があります。
欧米だと、 Namikoshi Shiatsu, Zen Shiatsu, Tao Shiatsu, Macrobiotic
Shiatsu … など色々なスタイルの指圧があります。日本では、指圧
の資格は国家試験を受けて取得するものなので、統一というか一
つしかありません。指圧は指圧です。欧米では、日本で国資を取っ
た指圧師が海外へ行き、指圧プラス何か他の理論（例えば、東洋
医学の経絡、食事療法など）を取り入れた指圧を始め、その後色
々なスタイルが派生していきました。

話は、 FTFBW:女性ビジネスの会に移りまして、私は、トロントに越し
て、女性ビジネスの会があるとメンバーの方から聞き、入会しました。
初めは、女性実業家の集まりで敷居が高そうなイメージを持っていま
したが、メンバーの方々は、子育てされながら、カナダ社会で活躍して
いる、年齢層も自分と同じ年代の方が多く、初めて Meeting に参加し
た時は、とても元気な会という印象でした。実際、定期的に参加して
いる Meeting で、皆さんのエネルギーをもらっています。

私の習った指圧は、いわゆる欧米でいう
ところの Namikoshi Shiatsu です。 30 代以上
の日本人でしたら、ご存知かもしれません、
浪越徳治郎先生は創始者です。指圧療
法を日本の手技療法として法的に確立さ
せ、厚生大臣認定の初の指圧学校を設立、その後、テレビに出
演、モハメド・アリ、マリリン・モンローなど著名人に指圧を施した
など、、、指圧を日本に定着させた先生です。

カナダ特にトロントでは、 Shiatsu という言葉を結構知っている方が
多いと感じました。今後も指圧を通じて、トロント日系社会・カナダコミ
ュニティの健康維持の助けをして、同時に、指圧普及に繋げていきた
いと思います。

色々な業種の集まりなので、お互いの情報交換や協同でイベント
を行う事も出来るのでいい事だと思います。先日、 4 月には女性対
象にしたイベントを布ナプキン販売の Hidamari さんが行い、一緒に参
加させてもらいました。そのイベントでは、カナダで看護士をされている
日本人女性の方にもご協力して頂き、カナダの病院事情・女性なら
ではの体の悩みなど解説して頂きました。そして、 Hidamari の Shiori さ
んによる布ナプキンの事や昔の女性の風習などのお話しの後、私も
家で出来る自己指圧を紹介させて頂きました。
今後も、健康に関するイベントや日本に関するイベントなどなど色
々な機会でまたメンバーの方々と協賛していければと思います。
www.tokyoshiatsu.com , Phone: 416-488-8414
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トロントの園芸日記

Koji Nakamura
私は、昨年の十二月からトロント
に住み始めました。
現在住んでいる場所が、アパートの
28 階という、地上から離れているため
か、緑が恋しいのか、窓辺で、鉢で栽
培出来る園芸を始めてみることにしま
した。

Sweet Pea （スイートピー）、 Morning Glory （朝顔）、 Forget Me Not
（忘れな草）、 Four O'clock （おしろいばな）と、気がつけば何処か、日
本の雰囲気を漂わせる花ばかりです。
日本にいた頃は、身近で栽培されており、花屋さんでも見かけた
ので、あえて自分で栽培しようとは思わなかった花ばかりです。それ
どころか、日本では園芸は、まだまだ先の趣味と考えていました。
ひ ま わ り
主役のような大輪の向日葵やガーべラも素敵ですが、街の花屋
さんのでもよく見かけますので、私は、種から栽培し、ひっそりと淡い
色で咲いているような、清楚な花に心惹かれます。
何処かで、母国を忘れたくないという深層心理なのかもしれませ
ん。
私は、鉢は、買ってきたものもありますが、大抵は、ヨーグルトの容
器や、カットフルーツの透明な容器を使用しています。ヨーグルトの
容器はプラスチックながら丈夫ですし、透明な容器は、根の張り方
が分かり、楽しめます。ちょっとした理科の栽培です。
ぐんぐんと成長しているスイートピーを見ていますと、ジャックの豆
の木を想い出します。

これから種を植える予定ですが、コスモスは英名でも Cosmos で
す。 Cosmos と銘打たれた種のパッケージを見たときに、嬉しくなり
ました。
花には花言葉の他に、神話もあります。
たとえば、忘れな草とホウセンカにはこんな神話があります。
忘れな草… ドイツの伝説で、ドナウ川の岸に咲くこの花を恋人
ベルタに贈ろうとして、誤って川に落ちて死んでしまった
騎士ルドルフの物語からきている。その後ベルタはその
言葉を忘れず、この花を一生髪に飾り続けた。
ホウセンカ… オリンポスの宮殿で開かれた神々の宴の時に、客
へのプレゼント用に用意していた黄金のリンゴが１個
なくなった。そのとき給仕をしていた一人の女神に、
盗みの疑いがかけられてしまう。女神は、オリンポスか
ら追放されてしまうが、本当は無実だったのだ。彼女
は疑いをはらすため、血眼になって地上で真犯人を
探したが、とうとう力尽き、哀れな最期をとげた。その
悔しさが、死んだあとでもなお続き、自分の屍をホウ
センカの花に変えたのだとされている。熟した実にほ
んの少し触わっただけで、勢いよくはじけて中の種を
飛ばすのは、「私は何も盗んでいない、無実である」と
示していることの表れだという。
こういったギリシャ神話を知ると、より園芸が楽しくなりません
か。
追伸；

花は平和の象徴です。きっと多くの国でそうでしょう。 私は種や
球根から栽培することで、より強く、花は平和の象徴という言葉を実
感できます。種を蒔き、芽吹くのを待つ間、葉が出て、蕾が出来、開
花し、種が出来るのを見ている時間は、とても優しく流れ、平和を感
じます。
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その後、 Balsam 、 Touch me not （ホウセンカ）の種もホーム
センターで見つけ、蒔きました。そしてコスモスも芽吹きまし
た。

オタワの思い出

古川

勲

オタワで生まれたわけではありませ
んが、約２年間の生活は今でも忘れら
れません。
一番大きな出来事は長女がオタワ
で生まれました。それも１２月末の大雪
の降った翌日、もし出産日が大雪だったら、スノーモービルでしか病院へ
はいけませんでした。幸いにも当日は除雪されており、普通の車で病院
へ行きました。
その次の出来事は日本の父が一人で初めてオタワまで来加してくれ
たことです。バンクーバーで乗り換えて、英語もわからずに迷わずに来てく
れました。その時、夏の休暇をとり、父と一緒に始めてのカナダ東海岸へ
車で旅行しました。車には寝袋やテントを積んで、 キャンプ場で泊まった
り、モテ ルへ泊 まって２週間の旅をしました。プリンスエドワード島で初
めて食べたロブスターの味が忘れられず、また翌日にも食べたことです。
ノバスコシアのハイウエイでは車が止まってしまい、その頃は携帯電話も
なく、歩いて近くの農家の電話を借りてメカニックを呼んで車の故障を
修理してもらいました。ガソリンを送るポンプが故障しており、メカニック
がそのポンプをたたいたら、ポンプも動きだし、無事に予定の所まで運転
ができました。
そのメカニックはお金も取らずに修理してくれました。帰宅してから夜
の趣味の自動車修理コースで勉強し、色々な工具も買い求め、パンクの
際のタイヤの交換は何度もやりました。チューンアップも出来るようにな
りました。

新移住者協会と日系文化会館

若⼿リーダーの交流会

照岡敏介

６月 ６日に 日本
総領事官邸にて山
本栄二総領事、山
本良子総領事夫
人の主催により、
日系社会での若
手リーダーを支える為の交流会と言う主旨の元、 Reception が
開かれ JCCC から招待された日系社会で活躍されている方々
と新移住者協会の３０代、４０代の会長と理事が招かれ参加し
ました。新移住者協会から参加したのは原あんず会長、レイノ
ルズ洋子さん、呉美紀さん、服部恵理子さん、そして私、照岡
敏介。
交流会の始めに山本総領事より,「世代を超えての日系コ
ミュニティーの親睦をこの場を通して深める事が出来れば…」
との挨拶、その後、特殊音響師の小山

吾郎さん, Classical

FM 96.3 ラ ジ オ ホ ス ト の Kathleen Kajioka さ ん 、 Assistant
Concertmaster の Etsuko Kimura さん、 NJCA 会長の原あんずさ
んが紹介された。次に JCCC 理事長ゲーリー川口さんの挨拶
では「 JCCC は NJCA の若手とベテランとの協力体制に一目

日本大使館の自宅に新年の挨拶に伺ったのも一つの思い出です。
例の９月１１日事件の前でもあり、わずかな日本人ないし日系人しか住
んでいなかったからかもしれませんが、お正月のおせち料理をおいしく頂
きました。オタワでしか経験できない思い出です。
オタワには商社の人々も少なく、参加した中に白人の方が多かった記
憶があります。有難うございました。

おき、今後の JCCC(日系 3 ， 4 世)と NJCA(移住者)との関係を

仕事場はリドー運河（ユネスコ世界遺産）
の近くでした。冬に運河が凍ると長いスケート
場に変わり、昼休みや休日にはそこで滑りま
した。冬の屋外の健康な運動でした。たくさん
の大人や子供達が滑っておりました。

などと和洋食を用意しその日の交流会参加者の腹を満たし“

５月の中旬ころはオタワで最も人気のあるイベントのチューリップフェ
スティバルがあり、沢山のチューリップがこのリドー運河の両側に植えら
れております。それが満開になりますと、とてもすばらしいものです。
そのチューリップの数は数百万株ともいわれております。今年のチュ
ーリップフエスティバルは終わ っておりますが、将来行くときは(613)
567-5757 へ電話で連絡して予定日とその行事を調べてみてください。

夜になった。

国会議事堂はただ見るだけでなく内部の見学ができるガイド付きツア
ーも行われており、国会が開かれておれば議論をみることも聞くこともで
きます。夏の議事堂前の広場では衛兵交代式（１０時～１０時半）もあり、
大勢の観光客で一杯です。詳しいことは（ 613) 993-1811 へ連絡して下
さい。

の頃になると、参加者全員がお互いの仕事や趣味などが分

深め、協力体制としていきたいと願っている。」領事館の意向
も同じものであり、「日本の繋がりが同胞に良きものとなる事
を切に望んでいるとのことで、領事館としては協力体制を惜し
まない」との事でした。交流会での会食では Fine Japanese
Dining EDO のシェフが寿司、照り焼きチキン、キノコのリゾット
おいしい”の言葉が官邸に響いた。交流会の始まりで新移住
者は新移住者と日系２世、３世、４世は日系人と話をしている
所が目立ったが、会食後の交流では一転し新移住者と日系
が情報交換、世間話になりあちらこちらで笑い声が絶えない
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交流会半ばの９時ごろのはプロフェッショナル・アングラー
（釣り師）の Bob Izumi さんが奥様の Sandy さんと共に交流会
に合流、釣り好きの山本総領事、吉本首席領事と話しに花が
咲いた。サインを求める人は少なくなかった。交流会の終わり
かるほどになって再会の約束や趣味の情報交換などの約束
をしている場面も見え、世代を超えた交流会は成功に終わっ
た。最後はみんなで集合写真、その夜１１時頃、その日の交流
会はお開きになった。

トロント国語教室

６年生のなかまたち

読書感想 文
「よわむしの日記 」を読んで
久保木 恵 理

舞

あ る男 の子が、むしばができた の
で、はいしゃへ行きました。
だけど、はいしゃでみたポスターが
とてもこわかったです。
はいしゃさんが、じぶんのはをぬこ
うとしたときに、はいしゃさんの手を
ガブリとかんでしまいました。

わたしのこと
江崎
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。

ぼくの大好きなこと

ぼくのおかあさん
マルカムソン 冬馬

おかあさん
村瀬

舞

ぼくのおかあさん

カネジャ ジェ イ

村瀬

隆奎

ぼくのおかあさんは、やさしいです。
なぜなら 、ぼく のよ う ふく とた べも の
を、いつもかうからです。
でも、ときどきこわいです。なぜなら、
いつも 「 百円、百円」ばっかり言 っている
から です。ぼくのた いどがわるいと「 百
円。」と言 って、おこづかいの六百円から
百円ひきます

ぼくのすきなも の

始業 式 の日に「今までとはクラスの
雰 囲気 が違 う。うまく行くかなぁ…。」
と七年 の教 師 生 活 で初 めて感 じま し
た。でもみんなとの時 間を重ねるにつれ
そんな 不 安 は吹 っ飛 び、一緒 の時 間 は
いつも楽 しかった。
素 晴 ら しい思 い出をあり がとう。今
後 の皆 さんの成 長 を 心から 願 っていま
す。

担任 プライス睦 子

ぼく のひとつのすきなも のは、ラップ
隆奎 トップです。
ラップトップでは、ゲームができます。
ほかのいろんなことも できます。じかん
をみるとかができる。でも、いちばんや
くにた つのはインターネットです。
インターネ ットでは、いろいろな こと
をしらべることができます。ビデオやゲ
ームやメールができるから やくにた ち
ます。

デビッ チ 賢造
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。

ぼくのおかあさん

江崎

わたしのおかあさんは、やさしいとお
もいます。
わたしのおかあさんはりょうり がじ
ょうずです。わたしのほしいも のをいつで
もかってくれます。
わたしのおかあさんは、へびとあり と
ねずみとくも とむしと大きなおとがき
ら いです。でも 、おかあ さんだ いすきで
す。

おかあさん

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
マルカムソン 冬馬
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。

ありがとう。
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
治栄 のいもうと
カネ ジャ治 栄 （ ジェ イ） 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
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 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
も のは、チョコレートです。すきなえ
ことがすきです。そんなお母さんがだいすき
いがは、
ドーラです。
ケイラちゃんはベンの学 校 に火よ です。
うびと木ようびにいきます。
ケイラのたんじょうびは、二月十
七 日です。う ま れた 年 は 二０ ０ 九
年 です。ケイ ラち ゃんがだ いす き で
す。
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「コスミック茶話（さわ）
」続編

ナイアガラの滝

三浦信義

夏が来れば思い出す、遥かなナイアガラ、遠い道・・・。
トロント近郊にお住いの方は夏ともなればナイアガラ参りが始まる。
日本からの訪問客を連れ、何度も何度も通った道を走ってく・・・。
どうせ行くならナイアガラの滝を別の角度で見ることをお勧めする。
「コスミック茶話（さわ）」の角度である。思いがけなく新鮮なナイアガラ
の滝が見えますよ。
◆なぜ滝が出来たのか◆
この付近は先の氷河期には何キロもの厚さの氷の下だった。その重
みで大陸そのものが沈んでいた。この付近は今でもそれから回復する
為に少しずつ隆起している。
氷河期が終わり「雪が解けて～川となって～山を下り～谷を走り
～」ナイアガラ半島の断崖を越えて水が流れ落ちた。ナイアガラの滝の
誕生だ。１万２０００年前のことである。
ナイアガラの滝発祥の地は、滝から遥かに下ったクイーンストンハイ
ツ。断崖の上の見晴し台のあるところだ。深いナイアガラ川の急流がそ
こでオンタリオ湖へ続く平原に出、洋々とした大河となるのが良く分か
る。
滝は１万２０００年の間にここから上流へ１１キロ進んだ。平均速度は
年１メートルである。ヨーロッパ人が滝を最初に記録に残した１６７８年
以後もかなり進んでいる。（イラスト参照）。
今は速度は年に３センチに落た。滝の幅が広がってしまったこと、発
電に水が取られていることなどでその掘削力が弱まったからだ。ドード
ーと轟音を立てて落ちて行くカナダ滝も、いずれはアメリカ滝のように
滝壷に岩が溜るようになり、やがて滝と言うよりは激しい急流になるだ
ろうと言われている。
◆滝の垂直掘削機構◆
滝が掘り進んでいる地層は、上から苦灰岩（くかいがん）、頁岩（けつ
がん）、石灰岩、また頁岩、という順に堆積しているそうだ。苦灰岩と石
灰岩（大理石）は硬く、頁岩はシェールとも呼ばれボロボロ崩れる。
滝が断崖の上から始まった時、水は柔らかい頁岩をえぐって行った。
その結果、上の苦灰岩層と真ん中の石灰岩層が突き出る。それらはや
がて下からの支えを失いドサッと崩れる。この繰り返しが滝を垂直に保
っている理由だそうだ。
苦灰岩・石灰岩はサンゴ礁、頁岩は海底の土が源と言う。シェールか
らは大昔の海中生物の化石が豊富に産出する。この付近が大昔、暖
かく浅い内海であったことがうかがわれる。
これらの層が露出しているのがオンタリオ州の真ん中を縦断してい
るナイアガラ断崖である。（断層ではない）。水平に堆積・岩盤化した大
地はやがて地殻変動で斜めに傾き、オンタリオ湖の前身の太古の湖
の寄せる波にその縁が浸食され、ナイアガラの滝の垂直な断崖が出来
たのと同じ作用で、あの延々と続くナイアガラ断崖が出来たと言う。

◆古代の滝との遭遇◆
滝からナイアガラ川に沿って下
るとその川が９０度折れたワールプ
ールがある。ゴンドラがその上を往
来している。
なぜあそこで直角に曲がってい
るのか。
今のナイアガラの滝は先の氷河期が終わった時に出来たことは述
べた。今は間氷期で、あと１０万年もすると次の氷河期がやってくること
になっている。（本当かなあ）。
先の氷河期の前に別の氷河期があった。その後にはイーミアン間氷
期と呼ばれる現在に似た間氷期もあった。ナイアガラの滝もやっぱりあ
った。１３万年前のことである。この古代ナイアガラの滝は今の滝とは別
の所から始まった。
古代ナイアガラの滝は今の滝同様上流に掘り進んだ。やがてやって
来た次の氷河は滝を止め、深く刻まれた古代ナイアガラ川は土砂に埋
もれてしまった。
１９５０年代にオンタリオ電力公社（何を隠そう、私が勤めていた会
社）のアダムベック第二水力発電所の建設が始まった。あの大きな花
時計がある発電所である。滝の上流で取水し、地下トンネルで下流の
貯水池へ誘導、そこから一気に水を落として発電する。
このトンネル建設中、固い岩盤を掘って行ったところ、土砂が堆積し
た短い区間に遭遇、掘削に苦労した。長年眠っていた古代ナイアガラ
川にぶつかったのだ。
クイーンストンハイツから崖の下を西へ４キロ行くとセント・デイビッド
の村がある。そこから南へ高速４０５号線の下をくぐりワールプール方向
へ崖を上って行く道がある。このくぼみが古代ナイアガラ川の名残であ
る。
今のナイアガラの滝が上流に掘り進んで行った時、この古代ナイア
ガラ川の跡に直角にぶつかった。それがワールプールの地点である。ナ
イアガラの滝はそこで９０度方向転換、土砂の柔らかい古代の川の跡
に沿って進み始めた。
ワールプールの９０度の角の外側の大きく崩れた部分を見てご覧な
さい。古代の川の顔が見えますよ。
◆

◆ ◆

水力発電所を見るまでもなく、滝の縁を越えて落ちて行く水のエネル
ギーは膨大なものだ。このエネルギーは他ならぬ太陽のエネルギーで
ある。落ちた水を水蒸気として持ち上げ、雨として上流に持って行く。地
球上のエネルギーの殆んどはこうして太陽から与えられている。
太陽。宇宙では平凡な星。我々に一番近い星。しかし太陽は地球上
の生命の絶対的な保護者だ。昔の人達が太陽に感謝し「神」とあがめ
たことは自然のことであると思う。
見上げてごらん、夜の星を・・・。 140 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
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あの日から半年…

原田のぶ

孫のアダムがこの世に別れを告げて、あの世へと旅立ってから６
月３日で半年がたちました。この半年というのは長いような短いよう
な、言葉では言い表せません。
主人が１９７０年の夏にカナダにきて翌年の春に私がきました。
二人とも６５歳になり、そろそろお墓をどうするかを決めねばなら
ないと思っていました。でも毎日の生活に追われ、のばしのばしに
なっていました。
それが昨年の１２月３日アダムの急死によって、すぐにお墓を決
めなければならない立場になってしまいました。
アダムの母親がマレーシア出身で一応イスラム教徒なので、でき
るだけ早く埋葬し、土に帰してやらなければならないというのです。
そこで家からも近く、以前墓地内にグリーンハウスがあったころはよ
くいっていたヤング通りとシェパード通りの北西にあるヨークセメタ
リーに急遽きめました。
１２月５日は、ものすごく冷える日で、急だったにもかかわらず、３０
０人以上の学校の友達、先生、両親や私達の友人らに見送られ、
最愛の孫アダムは土に帰って行ってしまいました。
あれから半年、モニュメント（墓石）もたち、短い期間咲いて、散っ
てしまう日本人が愛する桜の花びらをデザインして彫ってもらいまし
た。
千の風になっての歌には、「私のお墓の前で泣かないでくださ
い。そこに私はいません。眠ってなんかいません。千の風になって
…。」という歌詞がありますが、私の足は、いつのまにかアダムのお
墓にむいてしまっています。
周りをみるとカナダらしく、日本、中国、韓国、ギリシャ、ロシア、オ
ーストリアなどと名前が多国籍です。積もった雪に、指で「 I MISS
YOU 」とかいてあったり、時には誰が供えてくれたのかキャンドルや
花やゲーム，詩、缶ビールなどもあります。
アダム１７年間の沢山の思い出をありがとう。
そして、私達家族を暖かく見守って下さる皆さんにありがとう。
若い人に先立たれるほどつらく悲しいことはありません。

世界最大の豪華客船の旅

タックおじさん

『わぁ～ものすご～く、贅沢そうな
旅』と思うあなた。イェイェ、日本
往復の飛行機代程度の料金で
した。カリブ海一周８日間食べ放
題の豪華な食事と毎日違うミュ
ージカルショーから３ D 映画など
など、大人も子供も我々老人にとっても本当に楽しい旅でしたョ。！
驚いたのは六千人の乗客だと聞いていましたが、混み合って待た
されるとか、手違いで自分の荷物が届かないなどイヤな思いすること
がありませんでした。（但しトロントからフロリダまでエア・カナダの安い
便なので出発・帰国の空港着が夜中になりました）
我々は昼頃に乗船しました。その日すぐに色々なショーとツアーの
予約しておきます。この巨大客船は１８階建てで８階から船の中心部
が船尾まで中庭のコートヤードになっていて中庭に面した各キャビン
にもベランダがあるのです。我々のキャビンは７階で窓なしでしたが、ち
っとも窮屈ではなかったですョ。
朝食や昼食は１６階のバフェに行きましたが、そのほかにバーガー
ショップ、スナック軽食喫茶、私はピザハウスでよく食べました。それに
日本食店、高級レストランもありましたが、夕食は３階吹き抜けのメイ
ンダイニングで我々十三人は一つのテーブルで毎夜異なるメニューで
色々選べるだけでなく、とてもチャーミングなウェイターが頼まない前菜
やメインコースなども余分に出してくれたり、至れり尽くせのサービス
でした。
毎日盛り沢山の催物予定表が配られ、それを見て今日はどこと、
どれに行こうか決めます。二千人も入る大劇場ではブロードウェイのミ
ュージカルやシルクドソレイユのようなショーもあり、６階船尾のオープ
ン・ウォーター劇場はプールデッキの床が上下して、高い所からの飛
び込みは見ごたえがありましたね。その客席の後方にロッククライミン
グの壁まであり、私は高所恐怖症なのでしませんでしたが、１５階のプ
ールデッキには六つのプールとジャクジーがあり、私も泳いだりつか
ったりしました。アイススケート劇場のショーも素晴らしかったですョ。
子供劇場、コメディ小劇場、各階にゆったりしたカクテルラウンジ、ジ
ャズクラブには毎夜行きましたし、カラオケクラブまであり、私も得意
な曲を歌いました。えっ！演歌ではありませんけどね、５階のプロムナー
ドメインデッキ広場の真ん中には楕円形のステージのようなバーラウ
ンジがそのまま８階まで動くしかけになっているのには驚きました。その
周りには色々な店屋があり、日替わりセールで私は時計とサイフと T
シャツなんかを買いました。あっ、そうそう、カジノも勿論ありましたが、
私はちっとも勝ちませんでしたョ。
そして船はハイチ、ジャマイカ、コズメルの島々に寄港して、別料金
で三つの島巡りのツアーにも行き、バーベキューランチやビーチのデッ
キチェアーで居眠りしたりして、おみやげも沢山買いました。
今年も皆んなで楽しい楽しい旅行をたのしみました。是非あなたも
一生に一度はこのボートクルーズに家族や十数人の友人達と行くこ
とをお勧めします。じゃ～また来年。
（前島タック）
-8-

健やかなシルバーライフのために ③

身体を⽣かすも殺すも食⽣活しだい?!

マーナ豊澤英子

日頃、私たちはあまりに
も沢山の健康情報に接し
ています。それだけについ
つい難しく考えてしまいが
ちです。健康の基本は栄
養と運動と休養。この 3
本柱について、あなたは
どのくらい意識して生活していますか？意識することが大事なのです。
今回は、栄養（食生活）から話題に取り上げてみたいと思います。
それだったら私にもできる・・・難しいことでなく、そういったことから一
緒に考えてみましょう。
まずは、肥満にならないための食生活が大事でしょうか。肥満は
いろんな病気の誘因になることが明らか。 20 代に比べると基礎代
謝が変わってきたと感じている 30 代の皆さま、まだまだ若いと油断し
てはいけませんよ。健やかな老後を過ごすために今から気をつけて
いきましょう！
私の場合、最初に意識したのが 30 歳の頃。その当時、クリニカル
ナースとして救急外来で働いており、食べられるときに食べておかな
いと干上がってしまうことになるので、「腹が減っては戦さができぬ」と
ばかりに早食いが得意になりました。ところが体重が徐々に増加し
始めました。これはいけないと思って、家ではゆっくりと噛んで食べる
ようにし、食事が終わってから水分をとる習慣だったのを改め、途中
で何回かお茶などの水分をとるようにしました。それだけで４ヶ月で３
キログラムの減少！満腹中枢が感じる前にたくさんの量を胃に送り
こんでいたのが解消され、自然に体重減少したのです。そう言えば、
最近の研究はよく噛むことの効果について「よく噛むとノルアドレナ
リン分泌が高まり、全身の細胞が活性化してアンチエイジングにつ
ながる」ことを明らかにしています。
子供の頃から３食きちんと摂っています。特に朝食を大事にしてい
ます。活動開始のエネルギー源となるからです。そして 3 食とも腹八
分目を心がけています。夜のメニューは、朝と昼に食べた内容を思
い出しながら、栄養のバランスを考えて決めます。肉しか食べていな
ければ夜は魚介類を、野菜が少なければ野菜の煮物やサラダを、と
いった具合に・・・厳格に考えるわけではないですが、意識することに
意義があると思っています（笑）。記念日や特別な場合を除いて、夕
食は少なくとも 8 時までに済ませます。それ以降は水分のみでほとん
ど何も食べません。夫 John は食後に甘いものがほしいタイプなの
で、「 Eiko 、クッキーはどう？アイスクリームは？」と声をかけてくれます
が、その誘惑には乗りません（笑）！有難いことに、それが習慣になる
と口寂しいということがなくなるのです。昼間も間食をあまりしないの
で、いただいた菓子類がいつまでも残り、賞味期限が切れてしまうこ
ともしょっちゅう。こうして標準体重を維持しています。体重増加は、
高血圧や下肢トラブルの誘因になるので注意しています。標準体重
はＢＭＩ｛体格指数：身長（ｍ） ² ｘ２２｝で求められます。自分自身のＢ
ＭＩは体重（ｋｇ）÷ 身長（ｍ） ² で計算し、 19.8 以上 24.2 未満が普
通、 26.4 以上が肥満と判定されます(25 以上を肥満とみなす場合
も）。 週に一度は体重を記録しましょう。カレンダーの決まった曜日

に書き入れるのも一つの方法。結果には一週間の生活が反映されま
す。増加気味と思えば、次の週には自然と気をつけるようになります。
シリーズ➀で述べたように、記録することは健康に対する意識づけに
とても有効ですよ。
次に、心がけているのは塩分の摂取量。料理の際はなるべくうす
味、そして素材の味を活かすようにしています。焼き魚を食べる際、醤
油は使わずにポン酢あるいはレモンを、醤油を使う場合はほんの少し
にし、ワサビを併用。特に、サーモンには醤油とワサビがよく合います。
ハム、ベーコンあるいはソーセージと野菜を炒める場合は、肉類の塩
分を活用し、香辛料のみ。最後に、香りづけのために醤油を鍋肌に
少々回しかけます。
うす味の料理を美味しくするために香辛料は有効。ニンニク、ワサ
ビ、ユズコショー、ショウガ、トウガラシなどの、生と乾燥品をうまく使い
分けます。 20 年前から塩分を抑えるための隠し味（助け舟）として積
極的に使ってきたのですが、それらのすばらしい効能が次第に明らか
になってきました。ショウガは辛味部分のジンゲロールが血行をよくす
るだけでなく、生活習慣病の予防効果のあるホルモン分泌を促しま
す。トウガラシは成分のカプサイシンが交感神経を刺激し、中性脂肪
を燃焼させるのです。また、我が家では日頃あまり使ってないのです
が、カレー粉に含まれるウコンにはポリフェノールが豊富。今後はぜひ
取り入れていきたい食材です。それにしても、昔からいろんな国で香
辛料が使われてきた理由がよくわかります。昔の人の知恵はすごい！
科学的根拠が明らかにされつつある昨今、心からそう感じます。
生野菜にはドレッシングをかけません。かけるとしても少量だけ。レ
ストランでは別の容器に入れてくれるようにお願いします。サラダに塩
をかける、漬物に醤油をかける、握りずしにたっぷりと醤油をつける・・
・これらの習慣がある方は、まずはその量を少な目にすることをお勧め
します。また、うどんやラーメンをお店で食べる時は美味しくても汁を飲
み干さないこと！塵も積もれば何とやらですから、麺類が好きな方、ど
うぞ心がけてください。特に、高血圧の人は１日の塩分摂取量６グラム
未満を目指したいものです。
料理に塩分を加える時、「このひと匙、ひと振りが血管をボロボロに
していく」と思えば、その手が一瞬とまるかもしれませんね。それくらい
の認識をもちましょう！
（医学博士 日本登録看護師）（イラスト：絵本作家 後藤礼子）
参考文献：白澤卓二さんが提案する 100 歳までボケない 101 のレシピ,
Dr. クロワッサン, 2012 年 4 月号.
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わたしの故郷

日本

北海道はでっかいど〜①

北村りか

「北海道には文化がない。」時々こんなことをお
っしゃる方がいる。定かじゃないけど、日本書紀に
も北海道が出てきた記憶がないし、百人一首で北
海道で読まれた歌などなかったように思う。だいた

こんな環境で、新しいことや、他と違っていることに抵抗が少ないか

い北海道で、雪はひらりひらり舞うような曲線では

らか、北海道の人たちは、自分自身で判断することが比較的自然に

降らないから、そこで一句なんて歌でもひねっている間に凍死してし

やれているのかもしれない。良いことか、悪いことか、なんともいえな

まうかもしれない。だから、この人たちが言うところの、たぶん平安朝

いけれど、昔から(今ではめずらしいことでもないが)北海道の離婚

あたりの、そういった文化は確かに育たなかっただろう。日本の歴史

率は高い。

の流れから見ても、大和朝廷が出来る頃の北海道は確か、縄文ぐら
いだったんじゃなかっただろうか。文化と言う言葉が何を指すのかは
定かでないけれど、そういった意味から考えると、文化は遅れていた
と思われる。文化はない、すなわち野蛮人、そこまで行かなくとも、よ
く言って無知な田舎者くらいの意味だろうか。
さて、実際はどうだろう？北海道もカナダと同じ（？）移民の土地で
ある。いろいろな文化が溶け合って、古い概念にとらわれにくい、な
んとも住みよいところである。開拓時代は同じ出身地のものたちだ
けで固まって、よそ者とは交流があまりなかったそうだが、２世３世に

会話も簡単。悪く言えば繊細さがないのだが、まず言いたいこと
から始まる。自分の言いたいことが通じて、人の言いたいことが分か
れば、それで言葉の裏まで考えなくていい。言葉の裏を読まなくては
ならない土地があるらしいが、大変だろうとお察し申し上げたい。
言葉自体にも勢いがあると思う。「この空き瓶、なげて！」って、どう
いう意味だか分かります？１００ M 飛ばして、とかいう意味じゃないん
ですよ。「この空き瓶、捨てて！」の意味です。なんだかゴミ捨ても楽し
そうでしょ？

なってくると、分け隔てがなくなったそうで、それもカナダに似ているよ

高校のクラスメートには、曾おじいさんがアイヌだったと言う人が

うに思われる。ちょっと古い話になってしまうが、北海道での私の経

いた。まつげが長くて、顔のパッチリしたかわいい子だった。短大の

験を思い出してみたい。

友達は、たぶんロシア人がまじっているらしいと言うことで、目元がく

まずお正月のお雑煮が面白かった。父方のお雑煮は昆布だし、丸
餅、濃いしょうゆ味。母方のは角餅を焼いて角を取り、鶏肉、野菜を
入れた薄口、かつおだし。友達の家に行けば、そこは味噌味。おじい
さん、おばあさんの出身地の違いで、ちがった雑煮が出てくるから、

ぼみ過ぎていて日本のビューラーは形が合わないとぼやいていた。
就職先の上司は金さんだった。みんな楽しくやっていたし、私も楽し
かった。こんなことも問題になる土地があるなんて、随分後になって
から知ったことだった。

年始まわりで、日本一周食べ歩きが出来る土地柄。それで嫁入り先

さて、北海道は田舎である。本州方面から出張でくると、テンポが

で大慌てしたと、おばさんの苦労話も聞いたこともあるけれど、、、。

おそくてびっくりするらしい。北海道に移動になってくると、冬は給料

ちょっと話しはずれるけど、食べるもの
って言えば、ジンギスカン。北海道以外
でも羊の肉を食べるところはあるけれ
ど、味付け肉を販売したのは、滝川本
店の松尾が最初だそう。実はここは実
家のすぐ近くで、これまた近くの北海道

のほか、暖房手当てがでるのに驚かされるし、歌舞伎役者も余りや
ってこない。（嵐は来てくれるらしくて、従妹は喜んでいた。）昔なが
ら、日本の中心は北海道から遠いから、何時までたっても田舎、偏
狭の地であるのかもしれない。でも、どんなもんですか北海道。こん
なに伸び伸びした良い土地、他にないと思いませんか？土地も人の
心もでっかいぞー、これが北海道の立派な文化だと思います。

畜産試験場に、子供の頃はよくピクニックに出掛けた。かわいい羊
を見ながら、そのまん前で、ジンギスカンを食べたりして。今考えると、
「羊さん、ごめんなさーい。」なんですが。
いろいろあって面白いと言えば、お年寄りの昔話も興味深かっ
た。出身地も暮らしも違うから、本当にいろいろな話を聞くことができ
た。大阪でマリアと言う名の喫茶店をやっていた話しとか、戦争当
時、樺太では家の中に水道、セントラルヒーティングがあった暮らしを
していたとか、親戚の家には忍者落としと言って、忍者を谷川に落
とす仕組みになっている廊下があった、などなど全国各地、それぞれ
まったく違う内容の昔話も聞こえてきた。
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 (416) 922-1272

軌跡

バラル 博子
JCCC は 今 年 で 50
週年を迎え、この 7 月
末に はその 祝賀 会が
盛大に行われる、と聞
いた。
JCCC が設立されて
以来、半世紀が過ぎ、

その間一世、二世の方々が借財の返還に追われながらも、数々の
苦労の末、 50 年のお祝いをするに至った、という経緯を最近になっ
て、新築になった階下のオフィスで川口氏、ヘロン氏から伺った。え
っ、半世紀も！！なに、驚くほどのことでもあるまい。私もあと 3 年もす
れば、在加 50 年ということになるのだから。
私がトロント空港に降り立ったのは 1967 年の 7 月 16 日のことで
あった。出発の羽田空港に私を見送りに来てくれた人々は黒い紗
の着物を着込んだ何処とはなく異様とも思える姿の私、泣きぬれて
母にすがりついている私に、声をかけられない雰囲気を感じたらし
い。
トロントの時は夏、これも単身で泊まった YWCA の人々が私の着
物姿を、生まれた始めて見た東洋の女（あのころカナダ人には日
本、中国、韓国人の区別はつかなかった）を物珍しそうにジロジロ眺
めていた。外に出て、日傘をさしていたら、車を止めて、一点の雲も
ない青空を指さして笑っている男たちもいた。

「英語を喋っている

ささや

よ」などというまわりの 囁 きも聞こえていた。
しばら

暫 くして、 YWCA で日系の文化会館が北の方にあると聞き、地

図を片手に、 Summer Hill の駅から、 Finch で降り、バスで延々と、い
つ着くとも知れない、長旅の果てに旧 JCCC にやっと着いた。その
建物は私には眩しく、大きく、そしてやたらと遠い、異国に着いたよう

暑さに極端に弱い私にはカナダの夏は天国、山が見えない不満
「私は神戸育ち」はあったものの、広い、美しい、市内中にある公園で、
日本で面倒をみていた姪や甥たちを連れてきたい、と何度思ったこと
だろう。北の湖にボートを浮かべて、綺麗な水の中でニンフにでもなっ
たつもりで泳いだり、 BBQ を楽しんだり、移住をしてきたことを、人生至
おくめん
る所青山あり、などと、ハガキに臆面もなく書きまくって、東京の独身の
ひんしゆく
友人たちに顰 蹙をかったいたりしていた。
しかし、秋が足早に訪れて、あっという間に街が落ち葉に覆われる
ころ、冬中セントローレンス川は凍結される、と仕事がない、ということ
に気がついた時の驚き、しかも「そんなことも知らずにこの北国に移住
してきたのか？」とロンドンから来た下町訛りのボスに言われて、涙もで
ない。「半年、本でも読んで、編み物でもして暮らすさ」と、他の社員に
は言われた。世界中の港には、輸出入製品の検査機関がある、その
検査会社から、東京→トロントへ転任の形で移住してきたのだから、ま
ず 3 年は働くつもりであったのに、エスキモーが住んでいて、一年中雪
が降っているなどという中傷にもにた話を東京でアメリカ人が言って
いるのを一笑に付していたことが、悔やまれた。
まさかと思っているうちにシンシンと雪が降り積もり、本格的北国の
冬の到来となった、しかしまだその冬の長さが信じられないほどの期
間であることなぞ、考えてもいなかったのだから、自分以外の誰を責め
ることができただろう。帰りたかった、母に会いたかった、別れてきた恋
人に、何度やるせない想いの手紙を書き続けたことか、その彼が結婚
したことも知らずに…。しかし、神戸の家族たち、東京のアパートの家
へ い り
具、全ての持ち物を弊履のごとく捨てて、新生活を夢見て、遥々来てし
まったのだ、どんな顔をして帰ることなぞ出来ただろう。。
お ざ わせ いじ

しかし、翌年の夏、その頃 29 才の小澤征爾さんがトロントシンフォニ
ーの指揮者として堂々のデビユー、美しいミキ夫人と私が住んでいた
ルーミングハウスの近くに移り住まれてきた時は、どんなに嬉しかった
ことか。。日本人であることを誇りに思えるようになったきっかけを作っ
てくださった。そしてその頃から、少しづつ、日本の優秀な車、電気製品
が出回るようになった。移住者たちの数も増え、 JCCC の存在も広く知
られるようになり、集まる人達の表情も次第に明るくなってきたようだっ
た。

な気分であったことを覚えている。そこで耳にしたた一世、あるいは
二世の人達の日本語に度肝を抜かれ、唖然となってしまった。ユー
が、ミーが…。ま、ここまでは、納得できるものがあったものの、「モンデ
ー 、 （ Monday ） 、 タ キ シ （ Tax ） ,

ウ ッ ト コ ノ ブ ラ ザ ー ガ ヨ （ My

Brother ）..何なんだよこれ！」と遠く JCCC まで来たことを後悔して、直
ぐに YWCA に戻った。
しかし、彼等、一世、二世の人達は私たち新移住者「すなわち新
人類」を温かく迎えてくださった。

「あんた、一人でこんな所まで、来

日本から持ってきた US$5,000 は（当時、 US ＄が 360 円、カナダ＄が
365 円という空前絶後のレート換算ではあったけれど）まだ物価も安
く、家賃も安く、週に＄ 85 という収入でも、東京にいる時よりは豊かに
暮らすことが出来るようになった。そのうち、ヨーロッパからの技術移住
のためにトロントに押し寄せてきた若者たちのグループに我々日本女
性達は、異常なほど、モテル、ようになった.。そしてその頃から、あの胸
きり
の中を錐で刺す痛みのような望郷の思いがが少しづつ氷が溶けるよ
うに、薄くなってきた事は確かだった。

ほ

て、仕事までしているの、えらいよね」と心から褒めてくださったり、涙

その後結婚して、家庭と仕事に、とそれまでの人生とは全く違った
がでるほど嬉しい、カレーライス「らしきもの」を振舞ってくださったり 長い道を歩くことになるになるのだが、そのころからの事はまたいずれ
した。あの頃、日本商社の社員達、領事館の人達は冷ややかな態 書くチャンスもあるだろう。しかし、今回は 50 年の軌跡を刻んだ JCCC
3 年で半世紀を迎える「か、どうかは神のみぞ知
度を私達、特に独身女性たちに隠すこともなく、あなた達が日本人 にちなんで、私もあと
たど
る…。」、私が辿った「行先も判らず小さな船で漂ったような…。」軌跡
の評判を落とすのだ、みたいなことを言っていた。
のほんの一部を記しておきたい。
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HBR 便り
中山あつ子
日が長くなり太陽と戯れる時間が多くなりました。仕事やミーティ
ングを終えた後に太陽が大地を照らしていると何だか徳（得）をした
ような気分になります。そして、長い厳冬の日々を思いますと、明るく
お天気の良い日にバスを待ったりドライブをするのも苦にならなく
なるのもこの夏時間の良さとも言えます。そして、野外活動が盛んに
なるこの時期の HBR での室内での楽しみも変わることなく、夏でも
明るい賑やかなルームになっています。
月曜日も水曜日と同様に親睦を目的にオープンする事になりま
した。この日は、ちょっと趣向を変えて、 DVD で邦画、洋画など映画
を観賞する日に致しますので、毎週月曜日、皆様のお越しをお待ち
しています。
HBR が開設されて３年目に入りすっかり定着した感じですが、トロ
ント新移住者協会と新企会が使用した回数も例年を上回って２０１
２年度は１０７回になっています。これからも、皆様からのご意見を頂
きながらより幅広くそしてより多くの活用を目ざしていきたいと思っ
ています。
＊月曜日
＊水曜日
＊金曜日

１２時～１６時
１０時半～１６時半
１２時半～１６時半

《 PC （ windows のみ）、デ
ジカメ、 IT 関係など
の無料相談》

また、 HBR では寅さんシリーズ全巻とドラマをご用意して貸出を行
っています。詳細は以下の通りです。
貸出日
月、水、金
貸出期間
１週間
貸出本数
２本まで
※貸出ノートがありますので必ずご記入をお願いします。
尚、月曜日、水曜日及び金曜日は都合により変更がありますの
で以下までご連絡をいただきご確認をお願い致します。
中山あつ子  416-721-4713  atsukocanada420@yahoo.co.jp
日系社会電子掲示板
http://torontonikkeiforum.2forum.biz/f1-toronto-nikkei-forum

トロント新移住者協会 2013 年度役員
トロント新移住者協会 2013 年度役員が５月３日の理事会で選
出されました。
会長
原あんず
副会長
森貞一弘
相談役
中山あつ子
会計
レイノルズ洋子
書記
澤原こずえ

大分県人会に参加しよう！
(大分県より使用許可を得た温泉ロゴマーク）

大分県出身の移住者、駐在員、留学生やワーキングホリデーの方
々を対象に「第１回オンタリオ大分どげえ会」を開催します。ＢＢＱを
囲みながら、故郷大分の話や当地での様々な経験を語り合いまし
ょう。夜には庭や林で美しいホタルの観賞が期待できます。
日時： 2013 年 7 月 27 日（土) 午後 3 時～ 9 時
場所： マーナ 英子 ＆ John の自宅
参加費 無料
連絡先：発起人 マーナ豊澤英子 sawaeika@rogers.com

トロント新移住者協会 BBQ パーテイ廃止のお知らせ
トロント新移住者協会では、
１９８８年から２５年にわたり開
催して参りました BBQ パーテイ
を廃止することを５月の理事会
にて決定いたしました。
このイベントは、年に一度、会員と新しい移住者が集い親睦を目
的にスタートし、歴代会長、役員理事達から受け継がれながら協会
恒例の一大イベントとして育んで参りました。「時の流れ」と言えばそ
れまでですが、参加者の７割が非会員であることを考慮し、準備なら
びに当日のボランティアの方々の献身的な膨大な時間と労力に支
えられながら継続してまいりましたが、毎年、赤字決算ということもあ
り、今までとは異なったイベントを通して、日系社会へ貢献して参りた
いと思います。
合わせて長年ご支援とご鞭撻を頂きました会員の皆様をはじめ、
総領事館、日系文化会館、各交流団体、各メデイア、ボランテイアの
皆様に心から厚くお礼を申し上げます。
なお、これからも、皆様からの新たな要請に耳を傾け新規イベント
に取り入れていく所存ですので引き続きご支援のほどをよろしくお願
い申し上げます。
写真提供

【編集後記】

編集責任者 森貞一弘
毎年５月に帰国するのだが、いろいろな圧力を感じ
ながらも、せっかく大金と年休を費やすのだから、思い
存分、自分たちのための観光旅行もすると割り切って
いる。神戸～明石、東京、金沢～輪島、別府～由布院
～阿蘇、宮島（厳島神社～弥山）と行ったのだが、最
後の弥山（パワースポットらしい）はかなりきつかった。
普段、テニスで鍛えているとはいえ、山登りとは使う筋肉が違うよう
だ。（石につまずいて転んでカメラが壊れた…）下山後、途中にある風
流な茶店のもみじ庭園で、「宇治ミルク金時」（かき氷）を食べながら、
何事も健康でなければ楽しめないと実感した。
皆さんも夏の間にあった身近な出来事など、自分の言葉で表現し
てみてください。次号の発送は１０月初旬、原稿の締切は９月１５日で
す。
 njcanews@live.jp
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