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JSS会長より 
デービッド・池田

先にご案内申し上げましたJSSチ
ャリティー・コンサートが大変
成功裏に終わりましたことをご
報告いたします。2016年9月24日
Glenn Gould Studioにて開催され
たこのコンサートは、著名なピ
アニストの渡辺規久雄・寺田悦
子ご夫妻をお招きし、お2人の演
奏をお楽しみいただきました。

今回のコンサートはJ S S史
上初めての大規模なチャリテ
ィー・イベントでした。この
イベントを成功に導いたファ
ンドレイジング理事の山本順子
氏と、委員会のみなさまに感
謝するとともに、イベントの成
功を共に喜びたいと思います。

山 本 氏 は 素 晴 ら し い リ ー
ダーであり、目標達成のため
コンサート当日まで委員会を
牽引し、スポンサーや寄付者
の 方 々 に イ ベ ン ト へ の 協 力
を呼びかけて下さいました。

渡辺・寺田ご夫妻の御従姉妹で
いらっしゃるSachiko Kagitomi氏に
も感謝申し上げます。Kagitomi氏
は山本氏にコンサートを通じたフ
ァンドレイジングのアイデアを下
さり、チケットの売り上げに大き
く貢献して下さいました。トロン
ト日本商工会の久保恵一氏には、
商工会メンバーの方々にコンサー
トを御宣伝いただくとともにイベ
ントスポンサーをご紹介いただき
ました。JSSのイベントに商工会
メンバーの方にこれほど積極的に
関わっていただいたのは今回が初

めてではないでしょうか。Anthony 
Liliefeldt氏は持ち前のクリエィ
ティビティを発揮し、広報・販促
用品とプログラム作成を担当して
下さいました。Marion Yanase氏は
関連文書全般の編集にご尽力いた
だき、またコンサート運営に携わ
って下さいました。新理事である
Michelle Chibba氏は、コンサート
運営全般とGlenn Gould Studioと
の折衝という非常に困難な業務に
当たって下さいました。私の父親
であるシド・池田氏もチケットの
売り上げに貢献してくれました。

コンサート当日、またイベン
トの宣伝とチケット販売におい
て多くのボランティアの方にお
手伝いいただきました。私には
あまりなじみのないFacebookなど
新しいプラットフォームを使っ
た広報には驚かされました。ボ
ランティアと広報をお手伝いい
ただいた、B Nationの皆様、あり
がとうございました。通常業務に
加えて、初めての大規模なファン
ドレイジングイベントの企画や予
算運営にあたっていただいたJSS
スタッフにも感謝しております。

最後に、コンサートにご来
場いただきJS Sをご支援いただ
きましたすべての皆様に感謝
いたします。期待を遥かに超え
た素晴らしい演奏であったとの
感想を各方面からいただきまし
た。日本からお越しいただき素
晴らしい演奏を披露いただいた
渡辺・寺田ご夫妻に、改めて感
謝の意を捧げたいと存じます。

J S Sスタッフ、理事会、
ボランティア、クライアン
トの皆様に代わりまして、
心より感謝申し上げます。

カウンセラーより
公家孝典　JSSカウンセラー

JSSが日英の両言語でカウンセリ
ングとコミュニティープログラム
を提供する社会福祉機関として活
動を始めて以来、30年が経とうと
しています。トロントだけでなく
オンタリオ州全体で見ても、こ
のようなサービスを提供している
非営利慈善団体は設立当初から
現在にいたるまでJSSしかありま
せん。そのため、JSSに持ち込ま
れる相談内容は極めて多岐にわた
ります。さらに、例えば精神疾
患のある相談者が病院の管理下に
入ったあとも、治療のための通
訳や相談者の日本にいる家族と
の連絡役としてJSSが継続的にケ
ースに関わる場合など、日本語
の通じる専門機関および専門家が
非常に少ないために、英語しか
通じない専門機関・専門家にケー
スをつないだ後も、JSSが引き続
き言語や文化的な面でのサポート
を提供することが多くあります。

精神疾患の代表的なものに“
うつ病”がありますが、糖尿病と
か胃潰瘍が「病気」であるよう
に、“うつ病”も単に「憂うつで
ある」とか「落ち込んでいる」
というような気分的な状態を指す
のではなく、脳内の化学物質のア
ンバランスが原因で起こるれっ
きとした「病気」です。臨床的な
鬱病は深刻な状態になると希死
念慮（自殺願望）を伴うことが多
く、まさに命にかかわる病気で
す。そのような重い鬱病のケース
がJSSに入ってきた場合、その相
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談者のファミリードクターか緊急
を要する場合には病院の救急室に
つなぎ、精神科医の診察や治療が
受けられるように手配します。残
念ながら、カナダの医師免許を
持ち治療にあたることが可能な精
神科医で日本語の話せる方はGTA
には一人もおられないようです。
そのため、そのようなケースの
大半は、JSSがカウンセリングだ
けでなく、病院での診療や退院後
のプランを話し合うためのミーテ
ィングなどで通訳などのサポー
トを提供することになります。ま
た、ワーキングホリデーで滞在中
の若者や短期留学生などで、OHIP
も無くファミリードクターもいな
いケースも少なくなく、そのよう
なケースではJSSにかかる負担は
さらに大きなものになります。

カウンセリングはJSSのもっ
とも主要なオペレーションの一
つです。「カウンセリングのゴ
ールは何ですか？」と問われた
ら、“カウンセリングによるサポ
ートですべての相談者が最大限の
元気と笑顔を取り戻すこと”と
答えたいですが、これはカウン
セラーの私から見てもあまりに
理想的な目標です。しかしなが
ら、やはりこの理想に向かって精
進していくことが大切なんだろ
うな～、とJSSのカウンセラーと
してきた10年を振り返ってみて改
めて感じる今日この頃です。 

オンラインのレント 
詐欺に注意！

高野 千恵

JSSには様々なレントに関する
トラブル相談が相次いで入っ
てきます。同じ手口の被害報告
が複数寄せられているケースも

あり、今回はそのひとつを相談
者の同意を得てご紹介します。

ネット上のクラシファイド
（Kijiji、Craigslistなど）で写
真付の物件をみた人が記載されて
いるメールアドレスに連絡をする
と「自分は英国で医師として働い
ているため、デポジットを送って
くれれば鍵を郵送する」と返事が
きます。指示に従いMoneygram（
送付人と受取人の名前、レファレ
ンス番号のみで銀行を通さずに
お金の送金ができるシステム）で
デポジットを送ると、相手から「
デポジットを受取ったので鍵を送
る」という連絡が来るも、鍵は結
局届かないというものです。JSS
に報告されているケースでは、「
大家」の男性の名前も、実在の
DFS Worldwide社のスタッフを装
った人物が「仲介業者」として登
場し信頼できる取引にみせるとい
う手口も同じでした。うち一件で
は実際に英国内でお金が受け取ら
れていることが判明しています。
オンライン取引に関わらず、相手
が信頼できると感じても第三者に
一度相談してから契約や支払をす
るなど、十分注意してください。

JSSでは、Downtown Legal 
Servicesの協力を得て、賃貸
人の権利を学べるセミナーを
11月20日（日）午後にトロン
ト大学構内で実施します。申込
み：Chie（416-385-9200, jss.
o u t r e a c h @ g m a i l . c o m）

年末恒例のホリデー
ドライブ

トロント在住のサポートを必要
としている日本人や日系カナダ
人の皆さんが少しでも楽しく歳
末を過ごせるよう、今年もぜひ

皆様のご協力をお願いします。
腐らない食品、新品のおもちゃや
防寒衣類等を、各地域団体や店舗
等に設置しておりますドネーシ
ョン用の箱に１１月１２日～１
２月１１日の間にお入れ下さい。
利用者のニーズにより多く答え
るため、今年は特に寄付金を歓
迎します。ホリデードライブ用
と明記し、小切手を直接JSSま
でお持ちいただくか、表紙記載
のJSS住所迄送付下さい。どう
ぞよい年をお迎え下さい。 

JSSのウェブサイトでは更に多く
の情報が掲載されております。

http://www.jss.ca と
Facebook(Japanese Social 

Services)を御覧ください。
新しいオンラインJSS便り
もWebから閲覧可能で

す。”English”をクリックして下
さい。 

http://jss.ca
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