
福岡カナダ協会では会員を募集しています。お知り合いに、カナダにご興味のある方、
カナダへの留学・滞在経験者の方、福岡在住のカナダ人の方がいらっしゃいましたら
ご紹介ください。
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▲ 貫会長ご挨拶

▲ 鎌田名誉領事・バーニー大使・貫会長・
クレメンツ参事官

▲ 山笠の扇子を見て

▲ イアン・バーニー大使乾杯ご発声 ▲ 懇親会の様子

平成29年度  理事会・総会・懇親会が開催されました
タカクラホテル福岡
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これが
私です

　皆さんこんにちは、サディアです。今回は、私が体験した日本舞踊
について記したいと思います。
　日本舞踊を教える西川先生と出会ったのは、福岡に来て間もない頃
でした。先生は日本舞踊を学ぶ留学生を探していらして、お誘いが
あったので、私はすぐに、「やります」と返答しました。こうして10
月から始まった日本舞踊の教室には、タイ、イタリア、イギリス、中
国、カナダと国際色豊かな学生が揃い、毎週金曜日の夜に、藤娘とい
う長唄を習いました。西川先生は、留学生だからということで妥協は
せず、扇の持ち方、身体の動かし方、頭と目線の動作など細かく教え
ていただきました。それらを全てこなすのは本当に難しく大変で、教
室から帰った後はさすがに疲れましたが、美しい踊りと音楽で心は満
たされていました。
　私たちの発表会は5月の連休中にありました。本番では、色とりどりの着物を着て、藤の花飾り
を着け、京都から来た方に着付けとメイクをしていただきました。準備が整った時、まるで自分で
ないようで不思議な気持ちがしました。舞台では、観客の皆さんが楽しんでいる様子が分かり、嬉
しく思いました。私たちの日本語の先生も見に来てくださって、とても感動したとおっしゃってく
ださいました。この体験で、日本文化を身近に感じることができました。また機会に恵まれたなら
ぜひやってみたいです。
　一方で、私の出身地の伝統的な踊りは、リゴドンというもので
す。これは、フランス南部から伝わり、ケベックで植民地時代に
その様式が確立されたもので、音楽はフランスとアイルランドの
ものが混ざったようなスタイルです。比較的速いテンポで演奏さ
れ、楽曲にはバイオリンとハーモニカ、木製のスプーン楽器が使
われます。大勢の人が輪になって踊るもので、振り付けも簡単で

楽しい踊りです。小学生の頃に学
校で習いますが、今ではあまり見
かけなくなってしまいました。そ
れでも、新年などのお祭りなどで
踊ることがあり、カナダの伝統を感じることができる風習のひとつ
です。踊り一つをとっても日本とカナダはそれぞれ全く違う文化が
ありますが、こうした違いを見つけ、それぞれの良さを知ることは
とても楽しい発見でした。
　最後になりましたが、会員の皆さま、これまでのご支援をありが
とうございました。この日本での経験を今後に生かしていきたいと
思います。

サディア・エンドイュ さん

西南学院大学に在籍

ダイヤモンド秀巧社印刷株式会社
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ケベックの伝統的な踊り「リゴドン」
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　5月19日(金)、タカクラホテル福岡にて、平成29年度の理事会・総会・懇親会を
開催しました。
　理事会・総会では、平成28年度の事業報告・収支決算報告及び平成29年度の
事業計画・収支予算について審議を行い、すべて原案どおり承認されました。
　当日は、在日カナダ大使館からイアン・バーニー駐日カナダ大使とアンドレア・
クレメンツ参事官にもご臨席いただき、総会の後に開催された懇親会では、バー
ニー大使よりご挨拶と乾杯のご発声を頂戴しました。
　懇親会には総勢80名の方にご参加いただき、カナダビールやカナダワイン、カナダ産の食材を使った料理を囲みながら
親睦を深めていただきました。
　また、鎌田在福岡カナダ名誉領事より在福岡カナダ名誉領事館のご紹介、西南学院大学のカナダ人留学生であるサディ
ア・エンドィユさんからは、留学生活の振り返りと今後の抱負についてスピーチをしていただきました。
　最後は、当協会の佐藤副会長のご挨拶で閉会しました。

　平成28年９月に着任されたイアン・バーニー駐日カナダ大使の、平成29年度福岡カナダ
協会懇親会でのご挨拶をご紹介します。

　今年、2017年はカナダ建国150周年にあたります。福岡でも様々なイベントが開催されますので
ご紹介します。

　また、カナダ国内でも様々な祝賀イベントが開かれますが、福岡ご出身の方が運営されるイベント
をご紹介します。カナダへ行かれる機会があれば、足を運んでみてはいかがでしょうか？

日　時　2017 年 7 月1日（土）15:00 ～ 22:00
場　所　福岡市中央区長浜 1-1-12　天神モノリス

主催：フクオカ・ナウ、協賛：チャイナエアライン、協力：NITTOSHOJI LTD.、
エスフーズ、平田産業、天神モノリス、後援：カナダ大使館

　カナダ人のステージパフォーマンスやMC、カナダのヒットソング、カナダのトリビアクイズなど
カナダづくしの１日をお楽しみに！

　貫会長、ご出席の皆さま、こんばんは。本日は、福岡カナダ協会の年次総会へお招きいただきありがと
うございます。皆さまにお会いでき大変嬉しく思っております。
　私は、福岡を訪問するのは今回が初めてですが、この街の活気に満ちた雰囲気と人の温かさに深い感
銘を受けています。
　私は、日本に来られたことをとても嬉しく思っていますが、それは二つの理由があります。ひとつは、幼
いときに８年近くを過ごした国に戻ってこられたという個人的な理由、そしてもうひとつは、非常に大きな
可能性を持つ日加関係をさらに発展させるために働けるという職業上の理由です。
　カナダと日本の結びつきをより強化することは、カナダ政府が最も重要と位置付けている課題のひと
つです。昨年、首相をはじめ、閣僚や州首相、下院議長たちが日本を訪問したことは、この国を重視する
姿勢の表れです。
　私たちカナダ大使館も、貿易、投資、イノベーションの分野でカナダと日本のつながりをより強くするた
めの取組みを続けていきます。また、経済連携協定をはじめ、両国がより豊かになるための、実効性のあ
る政治的な枠組みをつくる活動も積極的に行っています。福岡カナダ協会の活動をはじめとする全国各
地の日加友好団体のネットワークは、日加間の人と人のつながりを大切にし、さらに発展させる上で重要
な役割を果たしています。
　ご存知の方も多いと思いますが、今年はカナダ建国150周年という、国の節目となる重要な年です。カ
ナダ国内でも、ここ日本でも、様々な記念イベントが行われます。皆さまもこの機会にぜひカナダにお出
かけになり、賑やかなお祝いの雰囲気をお楽しみいただければと思います。

イアン・バーニー駐日カナダ大使のご紹介

福岡カナダデーパーティ2017

福岡カナダ協会懇親会ご挨拶  抜粋

平成29年度 理事会・総会・懇親会
カナダ建国150周年記念イベントのご紹介カナダ建国150周年記念イベントのご紹介

日本・カナダ商工会議所協議会に入会しました日本・カナダ商工会議所協議会に入会しました

詳細は▶ http://www.fukuoka-now.com

( )

日　時　2017 年 7 月1日（土）12:00 ～ 14:00
場　所　SUiTO　FUKUOKA

主催 : ノーザンライツ楓の会、共催 :SUITO FUKUOKA、
協力 : カナダ政府西日本通商事務所

　カナダ建国150周年を記念した軽食パーティ。カナダの話題で楽しいランチタイムをお楽しみください。
最後にカナダロゴ入りグッズが入った景品が当たる抽選会も予定されています。

Canada Day, 150th Anniversary! Brunch Party!

詳細は▶ http://suito.inboundhub.jp/

( )

日　時　2017 年 8 月 26 日（土）12:00 ～ 23:00
　　　　2017 年 8 月 27 日（日）11:00 ～ 19:00
場　所　オンタリオ州ミシサガ市  Celebration Square

主催：Japan Expo Canada Inc.

Japan Festival CANADA 2017 「日本から祝う建国150周年」

詳細は▶ https://japanfestivalcanada.com/jp/

　平成28年度より日本・カナダ商工会議所協議会へ入会しました。日本・カナダ商工会議所協議会は、日本・
カナダ両国経済界相互の理解と親善を深め、両国間の貿易、投資、技術協力、観光、文化、人材交流等を促
進することを目的とした協議会です。
　協議会へ入会したことにより、今後、さらに詳しいカナダの情報を入手できるようになりました。今後の当協
会の活動へ活かし、福岡とカナダの交流を一層深め、両国の理解と親善をさらに進めていきます。
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