物をご覧ください！リサーチセンターは安全対策を強
化し、 ご予約のみの受付。 研究調査についてのお
問い合せはリサーチ ・ アーキビストのリンダ ・ カワモト ・
リード lreid@nikkeiplace.org まで、 寄贈に関するお
問い合せはコレクション ・ マネージャーのリサ ・ ウエ
ダ luyeda@nikkeiplace.org までご連絡ください。 戦後
補償特別委員会からのご支援に感謝申し上げます。

プ https://nnmcc.square.site でお買い物 ・ 毎月の
ご寄付にお申込み ・ オンラインプログラムに登録。
ご寄付に関する詳細は、 日系プレース基金まで。
604-777-2122 又は gifts@nikkeiplace.org。

ポッドキャストシリーズ――Sounds Japanese

オンラインからの入園申し込みを受け付けます。 席に限りが
ありますのでお早めにお申込みください。 連絡先 園長 芳
賀満 604-254-2551(102) cw@vjls-jh.com
◆エマージェントカリキュラムというこども本位の教育方
針でこども達の想像力や考える力を育てます。
◆手洗い、 ソーシャルディスタンス、 消毒等など、
COVID19 と上手に付き合っています。。
◆施設の広さ、 莫大な教材、 登降園時の安全性、 保
育士資格などの全ての基準を満たし、 BC 州認可の日
本語環境プリスクール、 トドラークラス、 デイケアです。
◆幼児期に本当に必要な事は何かをじっくり考え、 情
緒豊かで、 自分の意志を持った子どもに育てる事が保
育目標です。
◆豊富な教材、園庭、大ホール、教室など贅沢なスペー
スを是非見にきてください。

Canadian to Me ： 隔週水曜日にリリースされる新しい
エピソードをお楽しみください。 日系センターのウェブ
サイトもしくは、 アップルやグーグルのポッドキャスト、
Spotify、 Stitcher にてお聴きいただけます。

日系文化センター・博物館会員

随時募集。 会員にはミュージアムへの入場が無料、
ミュージアムショップでの割引、 特定のイベントやプロ
グラムなどで割引特典があります。 年次総会に出席
可能。 詳しくはウェブページにて。 https://centre.
nikkeiplace.org/support-us/membership/
会費収入は施設の維持や感染防止対策、 展示、
イベント、 プログラムの充実などに使用されます。

日系文化センター・博物館をサポートする方法

・ メンバーになる ・ 博物館ギフトショップとオンラインショッ

ズームイン

BC 州認可こどものくに
2022 - 2023 年入園申し込みについて：

バンクーバー日本語学校（VJLS）
★ 2022 年９月に小学校入学を予定されている方を対
象に Open House を行います。 ４月９日 （土） 午前９
時から 10 時半まで。 会場は当校 4 階の 416 教室。
★７月４日から２週間と８月８日からの２週間にわたり、
サマーキャンプを実施。 対象新キンダー （2017 年生
まれ） から新 Grade9 まで。 月～金の９時半から１時半
まで。 日本文化を体験しながら、 遊んだり勉強したりす
るプログラムです。 料金は、 $180 info@vjls-jh.com
★上記と同じ日程で、 サマーキャンプに引き続いて、
サマースクールも開催。 国語や算数など勉強を中心に
取り組みます。 ２時～４時。 料金は $100 サマーキャ
ンプあるいはサマースクールだけのご参加も承ります。
★プライベート、 セミプライベート、 グループプライベート
レッスン、 常時受け付け。 お申し込みは、 website から。
★土曜日の朝 9 時半から 10 時半まで大人向けの
書道教室を開催しています https://vjls-jh.com/
japanese-cultural-program/caligraphy/
487 Alexander St. Vancouver BC V6A 1C6
604-254-2551 Email: info@vjls-jh.com

コミュニティ・サービス

自分の先祖をたどるサポート 日系文化センター・博物館提供

ファミリーヒストリー：ワン・オン・ワン
「自分のルーツを知りたい」
「子孫に家系図を残

料は調査前の予備知識、家系調査時のチェックポ

Japanese Residing in Canada』(1929 年発行 ) には、

したい」
。そんな思いに応えて日系文化センター・

イント、家系調査に有益な情報源、日本の古い戸

カナダに移住した日本人の出身地や子どもの氏名

博物館は、日系カナダ人家族の歴史調査のガイド

籍の見方、和暦年号の一覧などで、日本にルーツ

の記録があり、漢字の氏名も併記されている。
「漁

とサポート「ファミリーヒストリー：ワン・オン・

を持つ家系調査の有力なサポート情報だ。

師には漁師関係の記録があり、オカナガンのケロ

ワン（Family History: One on One)」を実施している。
形式はオンラインでの対面個人セッション。担当

家系調査の難関とサポート

は公文書、古文書の資料管理・調査の専門家であ

セッション当日の内容は個々のニーズによって

るリサーチ・アーキビスト歴 40 年のリンダ・カ

さまざまだが、
「事前に利用者から質問が寄せられ

ワモト・リードさんだ。

ている場合は、一つ一つ質問に回答する形で進め

セッション前を始める前に

ていきます」
（リンダさん）
。

ウナやバーノンに居住していた日系移民であれば、
その地域の名簿があります。同館所蔵のこうした
資料や多くの自伝も家系調査に役立ちます」
また家庭からアクセスできるデータベースとし
て有用なのはウェブサイト Ancestry.ca だと言う。
「アンセストリーでは世界の人々の出生届け、死亡

日系カナダ人の家系調査での最大の難関は戸籍

届けの情報等を、無料会員でも２週間検索できま

リンダさんは事前に利用者に「どの先祖の歴史

謄本の取得である。そのためリンダさんはこう強

す。同館はアンセストリーの年間会員のため、セッ

を調べるのか」といった目的・目標を確認すると

調する。
「できるだけ親戚縁者に声をかけて、日本

ションの場でお調べすることもあります」

同時に各種資料を利用者にメールで送付する。資

語で書かれた書類を探してくれるよう頼んでくだ
さい」
。もしそこから戸籍謄

リンダさん自身は厳しい人生を歩んだ自分の日

と前進する。だが戸籍謄本が

本人の先祖への興味関心から、看護師という本職

見つからなくても手立てはあ

の傍ら、
ジェニオロジー（系譜学）の勉強を開始し、

る。必要資料を揃えることで

資料を集めや調査を行い、日加を結ぶデータに精

同館を通じて日本から戸籍謄

通していったという。最近は本セッションの申し

本の入手の手続きが可能だ。

込みがカナダ全土の若い世代から増えていること

だがそもそも戸籍謄本取得

を喜んでいる。
「とてもこの仕事を楽しんでいます」

に必須な調査対象者の漢字

と語るリンダさんとのセッションからは、家系調

氏名が不明な場合もある。そ

査の醍醐味が伝わってくることだろう。
（＊セッ

んな場合に有効なのが同館所

ションはすべて英語で実施）
。			

有の資料である。例えば 800
家系調査を通じて先祖の人生に思いを馳せてみてはどうだろうか

日系カナダ人の歴史資料に精通

本が見つかれば、調査はぐん

			

（取材 平野香利）

ペ ー ジ に 及 ぶ『Directroy of

（写真提供：日系博物館「An Outdoor Group Portrait of the Kawamoto Family; Port Hammond, BC」）

www.thefraser.com
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