Friday, June 19, 2020

|
Vol. 1061

|
03

20

（壁
た、「 The Mural Project
画プロジェクト）
」が始動し
た。
このプロジェクトは、ベ
ル サ ー チな どの広 告 キャ
ンペーンのデザインを担当
していた、デザインスタジ
オ「テレサ・リベラ・デザイ
）
」が、
ン
（ theresarivera.com
市への恩返しとして協力。
本 来は、
ハイラインが通

▶臨時休業中
の 店 頭 前で作
業を行うスタッフ
たち

り、買い物、飲食など、地元
住民から観光客まで、さま
ざ まな 人 が 集 う 場 所 とし
てにぎわっている地 区 だ 。
以前から、窃盗や略奪対策
として店 頭に貼 られた 板
を活用し、カラフルな色使
いで描かれた絵は、「希望、
喜び、団結」をテーマとして
いる。
ま ず 初 めに描 かれたの
は、同地区にある化粧品チ
ェーン店「セフォラ」
の外壁。
「街 が急 速に陰 鬱（いん う
つ）な 暗 闇に変 わったこと
を感じる歩行者に、少しで
も明るい気持ちになっても
らえれば」
と、同デザインの
担当者は考えたという。
このプロジェクトはニュ
ースでも取り上げられ、他
の小 売 店 も 次 々 と 同スタ
ジオに依頼。他の地区など
でも描かれ、抗議活動が行
われる中でも、彼 らの絵に
落 書 きをする参 加 者は少
ない。アー トは 店 を 守 り、
人々を励まし続けている。
また同スタジオは、
この
制作によって得た収益の一
部を、
フードバンク非営利
団体の
「フィーディング・ア
メリカ」と高 齢 者への食 事

流行に敏感なニューヨー
クならではといえるのが、
感染拡大と共に増えた、
マ
スクを 付 けた 医 療 従 事 者
や女性、子供が描かれた作
品だろう。
最 近では、ペンステーシ
ョンを 出 た 番 街 と 丁
目角に、
ニューヨーク、パリ
な ど 世 界 中で活 躍 するア
ーティスト、トリスタン・イ
ートンさんが描いた『 Now
（写真扉）
』
があ
and Forever
る。
この作品は、
モンテフィ
オーレ病院とトリスタンさ
んが協力。最前線で活躍す
る看 護 師 た ちを 称 えてお
り、
「コロナに負 けるな」と
いう力強い作品となってい
る。
こうしたアートは今、
街
のあちこちで見掛ける。
次ページからは、
コロナ
から抗議活動へ。変化する
街にメッセージと共に描か
れる、アート作品を紹介し
ていく。

コロナに負けるな
マスク壁画が増加

サー ビスの団 体「シティー
ミ ー ル ズ・オ ン・ウィー ル
ズ」
に寄付している。

新型コロナウイルス感染症、抗議活動……ニューヨークはいま、
目まぐるしい変化が起きている。通りで見掛けるウォールアート
にもその変化の波は押し寄せている。
メッセージを発信し続ける
アーティストたちの作品を紹介しよう。
（取材・文／音成映舞）
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アートから見る
ニューヨークのいま

オモ州知事による行政命令
（ Ｐ Ａ Ｕ Ｓ Ｅ ）によ り、自
粛生活を余儀なくされた。
街から人が消え、ほとんど
の店は臨時休業となり、恐
ろしいほどニューヨークは
静まり返った。
そ んな 中 、マンハッタン
区 ミ ー ト パッキ ング 地 区
の小 売 店の外 壁 を 活 用 し

▲プロジェクト
最初期に描かれ
た、
ミートパッキ
ング地区の「セ
フォラ」
の壁画

コロナ禍で見た
アートの変化
今年１月、中国から発生
した新型コロナウイルス感
染 症（ 以 下 、コロナ）は、瞬
く間に世 界に広がり、ニュ
ーヨークにも感染の波が押
し寄せた。 月 日、
ニュー
ヨー クのアンド リュー・ク
3

抗議活動で描かれるウォールアート
いたフィギュアや Ｔシャツ
などのグッズ販売にも力を
入れた結果、おかげさまで
即 完 売したり、ファンにも
好評でした」

ニューヨークで活躍する日本人アーティスト、
ドラゴン さんに現在の活動について聞いた。

Dragon76さん

作品のコンセプトは
）
」
「共存
（ coexist

©︎Dragon76

ユニオンスクエア駅
構内などにあるキオ
スク
「New Stand」。
イーストサイド旗 艦
店では、黒人と白人
が握手したメッセージ
が描かれている。
【場
所】306 Bowery／
newstand.com

自粛生活中の変化

▲さまざまな人種、性別の
人々を描いたドラゴンさんの
作品「HOPE」

1

©︎Dragon76

「最初の頃は、
自分のテン
ションを上げていくことが
難しかったですね。でも途
中から、自分ができること
をやろうと思い、家にこも
って新しい作 品の制 作や、
筆のタッチを進化させた新
たなスタイルを開発しなが
ら過ごしていました。
また、
年半くらいかけて作って

◀フロイドさんの写真をベー
スに描いた壁画。
【 場所】on
1st Ave., at 13th St.／「一
番亭」
角
ノーホーの
「Kith」旗艦店。店全体を板で覆い、
故ネルソン・マンデラ大統領の言葉を掲載して
いる。
【場所】
337 Lafayette St.／kith.com

憧れの街、
ニューヨークへ
の移 住 という 夢 を 叶 えた
ド ラゴンさん。作 品のコン
セプトは、まさに今の時代
にぴったりな
『共存』
だ。
「さまざまな人 種、性 別
を問わず、人 類と自 然、テ
クノロジー との共 存 な ど
を大きなテーマにしていま

す。そこに、
ニューヨークら れなくて。描ける場所を探
しさを織り交ぜながら、
い していたところ、以 前にも
ろんな人から受けたインス 壁画の仕事をしたことがあ
ピレーションも織り交ぜる った『一番亭』さんに相談し
ことで、新しいものが生ま たら、空いたスペースを提
れ出てくる。ポ ジティブに 供いただけました」
なれるよう、暖色系の色を
ドラゴンさんが描いたフ
よく使って描いています」
ロイドさんの壁 画 前では、
写 真 を 撮る 人 が 今 も 後 を
フロイド事件から
絶たない。
派生した抗議活動
「フロイドさんの事 件を
きっかけに、人 種の違いを
コロナによる世界的不安 超 え た 、尊 敬 し 合 える 未
が人 々を襲 う 中で突 然 起 来が来ることを願っていま
きた、ジョージ・フロイドさ す。
そのために、今後もさま
んの事件。ドラゴンさんは ざまな場所で、僕なりにメ
自分の思いを発信した。
ッセージを発信し続けなが
「僕 自 身、作 品を制 作し ら描いていきたいですね」
ている中で、
ブラックカルチ
ャーやヒップホップなどの
影響を多大に受けています
し、仕 事 を 通 して、本 当に
出会いにも恵まれました。
白 人、黒 人、ヒスパニック、
アジア人 、皆 、本 当にやさ
し く素 晴 らしい人 た ちも
多くて、友達がたくさんで
きました」
そんな中で、自分もこの
問題に対してポジティブな
何かを発信できないかと考
えたという。
「各地で略奪や窃盗も起
きていて、本来の抗議活動
とは別の問題にとても悲し
くなり、
いてもたってもいら
1976年滋賀県生まれ。2016年来米。移
住後、参加した
「アートバトル・イン・ニュー
ヨーク」
で2回連続優勝。
「共存」
をテーマ
に、街中で作品を描いている。2019年6月
には、NYで初の個展「coexist
（共存）
」
を
ブロンクスのcompoundにて開催。オン
ラインで、
オリジナル商品の販売を手掛
けるなど、精力的に活動中。
dragon76art.com／IG：dragon76art
ダリル・ロス劇場を覆う壁に描かれた
「BLM」
とフロ
イドさんをはじめ、亡くなった人々の名前が書かれて
いる
（ペインター不明）
。
【場所】
101 E. 15th St.

ニューヨークに移住して
年半。昨年は、ブロンクス
のギャラリーで初の個展も
開催。まさに順調に活動し
ていた 中で、
コロナが拡 大
し、外での制作活動もでき
ず、自粛生活を余儀なくさ
れたというドラゴンさん。

ミネソタ州で起きた、白人警官らによるジョージ・フロイドさん
の殺害事件を契機に、街中は「Black Lives Matter」のメ
ッセージが増え、
アーティストだけでなく、企業も伝えようとして
いる。抗議活動はいつまで続くか分からないが、
こうしたアー
トは今しか観れないかもしれない。人々の思いを感じよう!

76

ブルックリン区ウィリア
ムズ バーグ の 通りに
ある、Chris Tuortoさ
んの 作 品 。抗 議 活 動
に 賛 同 を 示 す 、掲 げ
た握り拳が印象的だ。
【 場所 】at 2 4 t h S t .
（on N. 5th St.）
／IG:
christuorto_artis
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抗議活動で現れた新アート
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街で観られるウォールアート

自粛生活の中で、
買い物や散歩も自宅近隣しか歩かないという

人も多いだろう。
ニューヨークの街には壁、道路、店舗の外壁、

入り、街は少しずつ動き出した。明るい兆しはまだ先かもしれ

さまざまなところにアートが溢れている。
市内はフェーズ１に

リトル・イタリー／チャイナタウン

その他エリア
▲IG: queenandreaone
の作品は、
フラットアイア
ン地区「Culb Monaco」
◀▼共にコブラの作品。
左はイーストビレッジ、
右は
「Empire Diner」上

ないが、
アートを観るだけでも心は少し踊るかもしれない。
ほん

▶ウィリアムズバーグにある
「Joe's Pizza」
の横に描かれたアートには、
モハメド・アリが
描かれている。
【場所】on bedford St.
（at
N. 5th St.）
／IG: brolga

の一部だが紹介していこう。

ブルックリン
▲◀︎「ブッシュウィック・コレクティブ」
と呼
ばれるアート通り。普段はアートツアーもあ
り、観光客が集う。人通りの少ない今こそ、
外の美術館として楽しく散歩できそうだ。
【場所】
LラインJefferson St.駅すぐ

バワリーから少し入った道
端に小さな標 識で 案 内が
出ている、隠れ家レストラン
「Freemans」は、店にたど
り着くまでの両壁に、
さまざ
まなアートが描かれている。
食事を楽しむ前にアート鑑
賞ができる憩いの場だ。現
在、デリバリー、テークアウト
で営業を続けているが、
カク
テルやソフトドリンクも店頭
で販売しているので、鑑賞と
共に購入がオススメ。
【場所】
end of Freemans Alley／
freemansrestaurant.com

ローワーイースト

アッパーウェスト
チェルシー

▲アインシュタインを描
いた、コブラによる壁画。
ニューヨーク愛が 感じら
れる。
【 場 所 】o n 2 1 t h
St.（at 8th Ave.）／IG:
kobrastreetart
▶バンクシーに影響を与え
たといわれる、ニック・ウォ
ーカーの作品。
【場所】on
17th St.
（at 6th Ave.）
／
IG: nickwalker_art

抗 議 活 動に関 連
した新作が話題と
なった、バンクシー。
「Hammer Boy」
を描いた今 作は、
2 0 1 3 年から街 の
人 々に 大 切 に 保
存されている。
【場
所】
on 79th St.
（at
Broadway）／IG:
Banksy

▲ 3 ペ ージでも紹 介したトリスタンさん の
「Audrey of Mulberry」は、オードリー・ヘッ
プバーンをモチーフに描かれた作品。
【場所】
385 Broome St.（Mulberry St.側）／IG:
tristaneaton
◀ソーホーの星島日報ビルに描かれた、
スティッ
クによる作品。
【場所】
188 Lafayette St.／IG:
stikstudio

オールバニ

州知事、市民に不満を語る

ックリン区のレストランで
は、屋外のテーブルで飲食
する人々の姿も見られた。
知 事 は、
「歩 道での飲 酒
は法律違反であり、地元警
察 が 取 り 締 まりを 行 うべ
きだ」
と述べ、ガイドライン
に従 わ ないバー や 飲 食 店
は、酒類販売許可の取り消
しもあり得ると警告した。

アップステート

コロナと類似症状
マダニ媒介で感染拡大
ニューヨーク州アップス

テートで、新 型コロナウイ
ルス感 染 症と 似 た 症 状 が
見られる、
マダニを媒介と
する感 染 症「アナプラズマ
症」
の患者が増加している。
日付ＣＢＳニューヨーク
が伝えた。
草 木が茂る場 所や森な
どの屋外でマダニにかまれ
てから数日後に、発熱や頭
痛、筋肉痛や下痢などの症
状が出る。少なくとも初め
のう ちは、インフルエンザ
ブロンクス

クイーンズ区アストリア
のベーグル店で６日、客に
故 意に咳 をされた 女 性 が
テレビ出演をして、その経
験を語った。 日付ＡＢＣ
７ニューヨークが伝えた。
アベニューとブロード
ウェーに位置する
「ニューヨ
ーク・シティー・ベーグル＆
コーヒーハウス」
で、アリソ
ン・グッドバウムさんが買
い物をしていたところ、客
の一人がマスクを着用せず
にアリソンさんへ近 づき 、
顔に向けて咳をした。アリ
ソンさ ん が 従 業 員に苦 情
を述べると、咳をした女性
が「私は抗体があるからマ
スクをする必要がない」と
言って、
アリソンさんに向け
て咳をした。
別の男性客がこの様子を
撮影した動画が、ＳＮＳで
拡散された。
故意に咳をした女性は、
昨年末までマンハッタン区
のワイル・コーネル医 療セ
ンターに勤務。同センター
は、女性の行為を非難した
声明を発表した。

や川崎病と同様、
コロナと することは困難。アナプラ
似た症状が出る。アナプラ ズマ症感染者は、同州全体
ズマ症は、
マダニを媒 介と で約 １ ０ ０ ０ 人が確 認さ
して感染するライム病やエ れており、州 北 部のアディ
ー リ キ ア症 と も 同 様の症 ロンダック地域や北東部で
状が出るという。
特に増えている。
これら三つの感染症の治
療は全て、抗菌薬ドキシサ
クイーンズ
イ クリンの投 与 が 効 果 的
で、治 療 開 始が早 ければ、 飲食店で故意に咳
大 半の患 者はす ぐ回 復 す
マスク不使用の女性
る。だが、初 期 段 階でアナ
プラズマ症とコロナを区別

逮捕時に少年へ暴行か
などを負傷し、聖バルナバ
病院に運ばれた。
警察によると、略奪を受
けたＴモバイルの店舗にリ
ーチさんが出入りし、店の
近くの通りでゴミに火をつ
けよ う と 試みる姿 を 捉 え
たビデオが残されていると
いう 。しかし、逮 捕 時にリ
ーチさんは盗品を所持して
いなかった。
一方、家 族によるとリー
チさんは抗議行動を見てい
ただけで、略奪行為などに
は参加していなかったとい
う。また未成年を警棒で殴
り、テーザー銃を使用した
ことを問題視している。
ビル・デブラシオ市長は
事 件を重 視し、「真 実を確
認 するため、調 査を行 う」
と述べた。

家族がＮＹＰＤに抗議

必要だ」
と述べた。
原 告が所 属 する労 働 組
合は、患者の個人情報開示
やＦ Ｄ Ｎ Ｙに不 利 益な発
言は、
一切ないと述べた。

字に加え、米国内で人種差
別的な殺人の被害者となっ
た人々の名前が、多数描か
れた。
彼らに敬意を表して、地
元 市 会 議 員は、フルトン・
ストリートの数ブロックを
歩行者天国にするよう、政
府に働きかけている。
９日には、市庁舎付近を
はじめと する市 内 ５ 区 全
区の路 上に、「ブラック・ラ
イブズ・マター」
の文字を描
く市の計画を、
ビル・デブラ
シオ市長が発表している。
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経済再開で２万５０００件苦情
だ再開第１段階で、飲食店
はデリバリーとテークアウ
トのみ営業が許可されてい
るが、
マンハッタン区やブル

警察の不正行為が公に

ニューヨーク州議会は９ た 抗 議 活 動 が全 米で続 く
日、警察官の懲戒処分記録 中、州議会は警察改革関連
を一般市民に開示すること 法案を相次いで審議してい
を阻む現行法を廃止する、 る。８ 日には、警 官 が容 疑
新法案を可決した。 日付 者の首 を 圧 迫 して拘 束 す
ＦＯＸニュースが伝えた。
る行 為 を 禁 じる法 案 を 可
ジョージ・フロイドさんの 決した。
暴行死事件と、それを受け
９ 日に可 決 された 法 案
は、州市民権法の
「 Ａ項」
を廃止する内容。
同知事は、
マンハッタン

ブロンクス区で抗議デモ
に参 加 した 歳の少 年に
Ｎ Ｙ Ｐ Ｄ がテー ザー 銃 を
使用し、警棒で殴打したと
して、少年の家族が抗議し
た。 日 付 Ｎ Ｂ Ｃニューヨ
「これまで主にメ ディアの ークが伝えた。
１日夜、デモから派生し
要請により開示されていた
警 察 官の懲 戒 処 分の記 録 た略奪行為の起こったフォ
が、
一般市民にも開示され ーダムロード沿いを歩いて
る事になる」
と述べた。教師 いたジャメール・リーチさん
など他公務員の記録は、す （ ）は 、略 奪 お よ び 放 火
でに一般に開示されている。 の嫌疑を受け、ＮＹＰＤに
アンド リュー・クオモ知 拘束された。リーチさんは
事は 日、同法案に署名し 警 官 らが逮 捕 時に使 用し
た 警 棒 やテー ザー 銃で顏
て法案を成立させた。

州議会で
「 Ａ項」廃止

ニューヨーク州のアンド 持せずに歩道にたむろする
リュー・クオモ知事は 日、 様子を撮影した画像が、
ソ
経 済 活 動 再 開 ガイド ライ ーシャルメディアにあふれ
ンの違反が「横行」している た。ニューヨーク市 内はま
ことに不満を表明し、地方
自 治 体 が住 民にガイド ラ
オールバニ
インを順守させることがで
きない場合は、再開日程を
遅らせると警告した。同日
付ＮＢＣニューヨークが伝
えた。
再開ガイドライン違反に
ついての苦情は、 日現在、
州 全 体で２ 万 ５ ０ ０ ０ 件
寄せられており、その大半
はマンハッタン区とロング
アイランドのハンプトンズ
だという。 日と 日の週
末 は 天 候に恵 まれたこと
もあり、
マスクを着用しな
い人々が、社会的距離を保

ロングアイランド

病院に爆発物を持参

救急隊員らが市を提訴
インタビューで罰を受ける

ブルックリン

路上に
「ＢＬＭ」
描く
新たな市計画も発表
同 地 区にある、ビリー・
ホ リ デ イ 劇 場 のイ ン ディ
ラ・エトワルー芸術監督が
まとめ役となり、芸術家や
地元ボランティア数十人が
フルトンストリートに集ま
って、 日から 日の週 末
に制作を行った。
この制 作 では 、
「 ブラッ
ク・ライブズ・マター」の文

30

10

ブルックリン区ベッドフ
ォード＝スタイベサントの
路上に 日、「ブラック・ラ
イブズ・マター
（黒人の命は
大 切 だ）」と黄 色で大 き く
描かれたパブリックアート
が出現した。路上に描かれ
たものではニューヨーク市
初となる。 日付ＮＢＣニ
ューヨークが伝えた。

13

16

の日にテレビ局のインタビ
ューに応 じ た 医 療 技 術 者
は、１カ月の無給停職処分
を受けたと主張している。
原告４人全員が、
これら
の処 罰 は 警 告 なしに行 わ
れ、弁解する機会も与えら
れず、言論の自由を侵害す
るものだと主張。将来メデ
ィアに向けて発言した職員
の処 罰 を 防 ぐ措 置 を 求 め
ている。
市は、
これらの処罰を行
ったことを認め、「言論の自
由と患者のプライバシー保
護の間の慎重なバランスが

14

50

ＦＤＮＹ救急隊員４人
が 日、新 型コロナウイル
ス感 染 症 治 療の最 前 線 勤
務へのインタビューに応じ
た た めに処 罰 さ れた と し
て、減給に対する損害賠償
などを求 め、ニューヨーク
市を提訴した。 日付ＮＢ
Ｃニューヨークが伝えた。
４ 月にＡ Ｐ 通 信の取 材
に応じた原告の１人は、イ
ンタビュー後、患 者の治 療
や超過勤務、制服の着用を
禁じられ、他の原告２人も
業 務 内 容を制 限されたと
主張している。４月の非番

14

10

16

15

犯人の男を非番警官が拘束

10

16

4

10

理班と警察犬が出動。バッ
クパックから３個の爆発装
置を発見した。
当局が捜査を行う間、同
病 院にいた 人 々 は 避 難 し
たが、負傷者は出なかった
という。Ｎ Ｙ Ｐ Ｄはツイッ
ターで、「ビリグマイヤーさ
んの発見により、大惨事を
免れた」
と称賛した。
当局は 日、同郡マステ
ィックビーチにあるローデ
ン被告の自宅から、さらに
５ 個の爆 発 装 置を発 見し
た。同郡警察はＦＢＩと協
力して、現在も捜査を行っ
ている。

12

15

14

50

11

13

ロングアイランドの病院
に爆 発 装 置を持 ち込んだ
とされる男が、武器不法所
持、裁判所侮辱、規制物質
不 法 所 持 な どの罪で起 訴
された。同日付ＡＢＣ７ニ
ューヨークが伝えた。
９日夜、非番のＮＹＰＤ
警官サルバトーレ・ビリグ
マイヤーさんは、サフォー
ク郡ストーニー・ブルック
大学病院で、軍用ベストを
着たロバート・ローデン被告
（ ）が大型バックパックを
持っているのを 発 見 し、大
学警察に通報した。
被告は身柄を拘束され、
同 郡 緊 急サービス爆 弾 処
33
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保健局がガイドライン設置
布製のフェースカバーの着
用 や 健 康 診 断の実 施 が義
務付けられている。
また、
屋
内外で実施されるキャンプ
は可能な限り、同じ参加者
や職員での実施を推奨。
コネティカット

黒人歴史を無料受講
イエール大学が提供
警 察の暴 力や人 種 差 別
に対 する抗 議 が全 米に広
がる中、
コネティカット州の
イエール大学が、黒人の歴
史についての無料講座を提
供している。 日付ＦＯＸ
５ニューヨークが伝えた。

マンハッタン

月から再開予定

ＮＹフィル年内中止へ
来年
マンハッタン区アッパーウ
ェストサイドのリンカーン
センターを本拠とする、ニ
ューヨーク・フィルハーモニ
ックは 日 、新 型コロナウ
イルス感 染 症の流 行 を 受
けて、来年１月５日までに
予定されていた全ての公演
を取り止めると発表した。
同日付ニューヨークポスト

が伝えた。
同楽団のデボラ・ボルダ
最 高 経 営 責 任 者 兼 会 長は
声明を発表し、観客や演奏
者、スタッフの安 全を守る
ために、
「公 演 中 止 は 非 常
に残念だが、他に選択肢が
なかった」
とし、「ニューヨー
ク州の規 制と 医 療 専 門 家
の助 言に従って、休 演を決

1
ラ イタ ー 募 集 中

ニュージャージー

ニュージャージー州のフ
ィル・マーフィー知事は、７
月６日からのサマーキャン
プ開 設を許 可 する行 政 命
令に署名した。９日付ＮＢ
Ｃニューヨークが伝えた。
行 政 命 令の中では児 童
のスポーツプログラムも許
可しているが、参加者が感
染 したり 拡 散 するのを 回
避するため、健康安全基準
が設けられた。
サマーキャンプはＣＯＶ
ＩＤ運営・実施計画を作成
し、同州の保健局が承認す
れば６日にオープンするこ
とが許可される。
計 画には職 員と参 加 者
の健康と安全を守るため、
10

編集日記

定した」
と述べた。
同楽団は、来年１月６日
からの公 演 再 開 を 目 指 す
が、可能であればそれまで
に小規模のコンサートを開
催 するなど、プログラムの
変更を検討している。
近隣では、同楽団の並び
に位置するメトロポリタン
歌劇場も休演中で、
こちら
は 大 みそ かの公 演 再 開 を
目指している。ブロードウェ
ーの 劇場は、少なくとも
９ 月 ６ 日（日 ）までの公 演
休止を発表している。

41

と話していたものです。ずっと
「どこにあるの
だろう？」
と思っていたのですが、3カ月経過し
てやっと本物を入手することができました。
ス
プレータイプのサニタイザーは、匂いが少し
独特ですが、皆さんも機会があれば、
もらえる
かもしれません。
（編集部・N）

ニューヨーク市は、8日からフェーズ1に入り
ました。
タイムズスクエア駅の改札前を通る
と、MTA職員がハンドサニタイザーとマスク
1枚を無料配布している現場に遭遇。サニタ
イザーはクオモ州知事が記者会見で、
「ニュ
ーヨーク州刑務所の囚人たちが作っている」

クイーンズ

手にひらサイズで
持ち運び用として
は重宝しそうな、ハ
ンドサニタイザー

NYジャピオンでは、街とコミ
ュニティーに関する最新情報を
読者に届ける、ライターを随時
募集しています。ジャンルはグル
メ、カルチャー、インタビュー、
ビジネスなど、さまざま。媒体は
問いませんが、ライターとしての
執筆経験がある人を歓迎してい
ます。
街で取材に出たい人も、在宅
での仕事に興味がある人も、履
歴書とサンプルライティングを
添えて、reader@nyjapion.com
までご連絡ください。

今週の1枚
紙面に関するご意見・ご感想は
reader@nyjapion.com までどうぞ。

10

億ドル投じて近代化

米国日本人医師会
TEL: 212-351-5038／www.jmsa.org

12

ニューヨーク日系人会
TEL: 212-840-6942／www.jaany.org

80

11

日米カウンセリングセンター
TEL: 212-349-3724
www.hamiltonmadisonhouse.org

10

10

21

ニューヨーク市は、新型コロナウイルス感染症
のテストを無料で受けられる施設を、
ウェブサイト
にて案内している。
市は、症状があるかどうか、
または感染リスクが
高いかどうかに関係なく、全てのニューヨーカー
が今すぐ検査を受ける必要があるとしている。
また、最初のテストが陰性であった場合でも、
「人混みに長時間いた」
「感染者と接触があっ
た」
などの不安な出来事があれば、再度テストを
受けることも可能だ。
検査は、鼻腔・口腔スワブ、
または唾液のサン
プルを使用して行う。
詳細は、
ウェブサイト
（www1.nyc.gov/site/
coronavirus/get-tested/covid-19-testing.
page）
を参照。同サイトでは、郵便番号を入力す
ると、
自宅の最寄りの検査施設情報を確認する
ことができる。

12

日米ソーシャルサービス（JASSI）
TEL: 212-442-1541／www.jassi.org

サマーキャンプを許可

ール・コースの一環。
同講座はヒューレット・パ
ッカード 社のウィリ アム・
ヒューレット氏が設立した
慈 善 団 体「ウィリ アム・ア
ンド・フローラ・ヒューレッ
ト 財 団 」が 資 金 援 助 を し
ている。また、「南北戦争と
保健局のガイドラインで
復 興 時 代 、１ ８ ４ ５ 年 〜
は、参加者グループ同士の
１８７７年」と題したコー
交わりも制 限を推 奨して スでは、南北戦争の原因と
いる。さ らに、接 触 を 伴 う
結果を探り、個人または国
スポーツ、グループ間の大
家 的 な 問 題 としての奴 隷
会も禁止されている。
制、人 種、奴 隷 解 放の影 響
を教える。
「アフリカン・アメリカン
の歴史」というこの講座は、
マンハッタン
１ ８ ６ ３ 年から現 在に至
る までの黒 人 史で主 要 な 市が無償提供
出来事を網羅している。
低所得高齢者にエアコン
同講座は同大学のジョナ
ニューヨーク市は、低 所
サン・ホロウェイ元 教 授 が
講師を務め、２０１０年に 得の高齢者にエアコンを無
収録されたもの。同大学の 償提供する、新たなプログ
著 名な学 者が教 える数 多 ラムを開始した。 日付Ｐ
くの入門講座に無料でアク ＩＸ が伝えた。
今月末までに、公営住宅
セスできる、オープン・イエ
を中 心に７ 万 ４ ０ ０ ０ 台
しいアートに出迎えられ、 の配 布 を 目 指 し、ビル・デ
ブラシオ市長は、「全体の３
チェックインには最 新の技
術を使 用している。古いラ 分の１ を 市 住 宅 公 団の住
宅に住 む 高 齢 者に配 布 す
ガーディア空港とは一線を
る予定」
と述べた。
画している」
と話す。
日時点、市は配布対象
同局によると、旧ターミ
者２万５０００人のうち、
ナルＢの建物は、およそ６
すでに４ ５ ０ ０ 台の設 置
カ月で更地になる予定だと
を終え、うち１９００台以
いう。
米国では四半世紀の間、 上が市住宅公団の住宅へ設
済みだという。
新 たな 空 港 建 設は実 施 さ
一方、市の公 共サービス
れていない。今 回の改 装 計
画が完了すると、ラガーデ 委員会は、低所得世帯の電
ィア空港がこの四半世紀で 気 料 金に対 しての補 助 金
を倍増するという市の申請
初の新空港となる。
を承認した。

在NY日本国総領事館
TEL: 212-371-8222
www.ny.us.emb-japan.go.jp

80
「COVID-19」無料テスト実施中

ミナルＢの改装から始まっ
た 。工 事のた めに、お よ そ
億ドルが費やされた。
新 ター ミナルは４ 階 建
て、約７万９０００平方メ
ー トルの広 さに、ニューヨ
ークを象徴するレストラン
も備えるという。
港湾局のリック・コットン
理 事は、「利 用 客は素 晴 ら

困ったときの連絡先

空港に新ターミナル

13

ニューヨーク州のアンド
リュー・クオモ知事は 日、
日から一般公開される、
ラガーディア空港の新ター
ミナルＢを見学した。 日
付ＦＯＸ５ニューヨークが
伝えた。
老朽化した空港を、 世
紀に対応する施設へと変貌
させる新空港計画は、ター

診療科目
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「ポペノ・メソッド」英語発音矯正
ビデオ・eラーニングを提供

popenoemethod.com

Vol. 1061

製水器とシャワーを10%引き
マスクも10ドル引きで提供

ポペノメソッド

日本人に特化した発音矯正メソッド
「ポペノメソッ
ド」
を展開している英語講師のジョシュア・ポペノさ
んが、26日
（金）
午後9時〜、
オンライン講座「アメリ
カ英語発音ワークショップ」
（90分）
を開催する。
ポペノメソッドの基礎となる、自然な英語を話す
ために必要な四つの要素を紹介。母音、子音、
リズ
ム、つながりの全てがどのように連携して英語の発
音を改善するかを体験する。
対象となる人は、英語の発言がなかなか通じなか
ったことがある、
ネーティブスピーカーの英語がなか
なか聞き取れない、正しく発音できない言葉をどう直
したらいいのか分からない人など。
参加無料。下記のウェブサイトの参加申し込みフ
ォームから事前登録する。ワークショップの前日に、
ZOOMへのビデオリンクをEメールで送る。
他に、
オンラインコースの「英語発音矯正ビデオ・
コース」
（有料）
もあり。同コースは105本のビデオか
らなる独習で、発音のしくみや基本要素、練習の仕
方、正確な英語になぜ発音記号が必要なのかを説
明したビデオからスタート。全ての母音と子音の指導
と練習のビデオ、
そして音節を単語へ、単語をリズミ
カルで正しい英語のパターンへと展開する方法を
示す、
リズムと接続法に関連するさまざまなビデオに
続くという内容。
日本で16年間の在住歴があるポペノさんは、
「日
本人はとても頭が良いですが、恥ずかしがり屋で、喋
るのがなかなかうまくならなくて、
もったいない」
と指
摘。
日本人が日本語を話すときに行っている無意識
の口の動きのパターンが、
あなたの英語の発音を決
定しているという。
「発音は身体で覚える肉体的なス
キルです。英語の物理的な口の形、動き、パターン
などを習得すれば、
自分の英語を理解してもらおう
と苦労することなく、誰でも英語でコミュニケーション
が取れるようになります」
と話す。

|

パイウォーター

ジョシュア・ポペノ先生は、
日本語の発音や日本人
が発音で悩むポイントについて詳しい

クラス
（現在はオンラインで展開中）
では体を使った
リズムの習得などを、
ポペノ先生と行う

パイウォーターは30日
（火）
まで、同社
のシャワー
「バイオ・キッスシャワー」
を207
ドル
（通常価格230ドル）
、製水器を522
ドル
（通常価格580ドル／卓上&シンク
下タイプ）
で提供する。
同シャワーは、水道水の有害物を取り
除くだけでなく、免疫力を高めて肌や髪
にうるおいや艶を与えるとされる製水器
は飲料や料理用、洗顔用、ペット用に最
適という。パイウォーターは体内のエネル
ギーを高めるとされ、医療分野、農業、畜
産、美容分野などに応用されている。
また30日まで、米国食品医療品局
（FDA）
承認のマスク
「モースプロテクシ
ョン」も89ドル（通常価格99ドル／1袋
50枚入り）
で販売している。
詳細は下記の電話かEメール宛てに
問い合わせること。
TEL: 877-259-6716
contact@pi-water.com
pi-water.com

抗酸化力のある水が手軽にできるという卓上タ
イプの製水器

シンクタイプの製水器。新陳代謝を促進する体
に良いとされる水を提供

来院患者に医療用マスクを進呈
日本に在住経験ある院長が診察
メイザー歯科グループ
オンラインビデオの様子
（実際のビデオより）

メイザー歯科グループは、診療を受けた患者に医療用マスクを進呈している
（無くな
り次第終了）
。診療時間は月、水、木、土曜日の午前９時〜午後５時。要予約。詳細は
下記まで問い合わせること。同院のエリック・メイザー院長は、ユニ
バーシティ
・オブ・メディスン＆デンティストリー・オブ・ニュージャージー
を卒業後、
コロンビア大学歯学部で研修。
日本に在住経験がある。
595 River Rd., Edgewater, NJ 07020
（ミツワマーケット別館2階内）
TEL: 201-945-2420／maserdentalgroup.com

|
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リセ・ケネディ日本人学校

TEL: 212-681-7929／manhattan@lyceum
kennedy.org／jp.lyceumkennedy.org

7月13日
（月）
～8月7日
（金）
の平日に、
オンラ
イン・サマースクールを実施。小・中・高生対象
だが、
一部は大人も参加可能。
コースは個別
指導とグループ指導に分かれ、
主に日本語力
と数学力の向上を目指す。申し込みは28日ま
でにウェブサイトで。

TEL: 914-705-5434／tokyo-info@frost
valley.org／ymcatfv.org

〜8月21日
29日
（月）
（金）
に、年長～小学6
年生対象のオンラインプログラム
「フレンドシッ
プサマー2020」
を実施。1日約3時間半、体
操やゲーム、
クラフトなどを楽しむ。5日間のセ
ッション
（定員各30人、
100ドル）
を6回実施。

14

TEL: 718-309-3763／akio777@live.com
／smjleonia@gmail.com／smjgny.org

6

40年以上続く小中学生対象のバイリンガル
サマーキャンプは、
一部バーチャルで実施。聖
書の話やアクティビティーを通じて喜びを分か
ち合い、友情を育む。期間は7月13日
（月）
～
17日
（金）
の午前10時より約2時間。無料。

あおぞらコミュニティ

TEL: 347-721-3521／programs@aozora
community.org／aozoracommunity.org

日英バイリンガル教育を行う幼稚園。7月6日
（月）
〜8月28日
（金）
に、0〜10歳対象のオ
ンライン・サマープログラムを実施する。友達と
のつながりを深め、楽しんで過ごすことを目的
としたさまざまなプログラムを開催。120ドル〜
（先生とのチャッ
トは1セッション18ドル）
。

同学園のサマープログラ
ムは２ターム制で、かつ午
前・午後の２部制。
クラスに
よっては、
いつでも視聴可能
な映像・音声などの配信も
行う。
第１タームは、従来のサ
マーキャンプ的アクティビ
ティーを中心とした日本語
／ 英 語のプログラムで、第
２タームはアカデミックな
内容が中心。幼児クラスで
は日 本の行 事・文 化・言 語
な どを 取 り 入 れた日 本 式
の保育、小学生以上は１学
期の復習を中心としたプロ
グラムとそれらの発展・応
用編の２クラス。
その他、９月に始まる現

東京-フロストバレーYMCAパー
トナーシップ

スペシャル・ミニストリー・トゥ・ジ
ャパニーズ
（SMJ）

リスニング、
会話、
読解、
語彙
（ごい）
、
ライティ
ングの総合学習カリキュラムを提供するEJラ
ーニングは、9月からの新年度に向けて英語
のスキルアップを目指し、
オンラインでマンツ
ーマンレッスンを行う
「オンラインサマーキャン
プ」
を、7月6日
（月）
より開始する。TOEFLや
SAT、英検を含む試験対策も行う。料金は1
時間あたり70ドル。

▶︎第1ターム＝6月29日
（月）
～7
月31日
（金）
、
土日休み。幼児部親
子クラス
（1～3歳の未就園児）
、
幼児部（3歳以上の未就園児〜
年少・中・長）
、
小学部
（1～6年）
▶︎第2ターム＝8月3日
（月）
～9月3
日
（木）
、土日休み。幼児部親子ク
ラス
（1～3歳の未就園児）
、幼児
部
（3歳以上の未就園児〜年少・
中・長）
、小学部
（1～6年）
、中学
部
（1～3年）
、高等部
（1～3年）
、
英語プログラムなど
▶デイキャンプ（追加開催決定）
＝7月13日
（月）
〜31日
（金）
、
土日
休み。幼児部・小学部
（各定員20
人ずつ）
※学齢は日本のものに準拠

地校への入学・編入をサポ
ー ト する クラスも 開 講 予
定だ。

2016年に始まった日本語プログラムは、今
年はバーチャルキャンプとして、
29日〜8月21
日に開催する。週3日
（1日1時間）
、
遊びや運
動、
アクティビティーを通して、先生や他の子
供と交流しながら日本語を学ぶ。対象は5歳
〜9歳11カ月。1週間135ドル
（非会員）
。

TEL: 914-574-5916／ejlearning@live.com
／ejlearning.com

自分だけの時間割で学ぶ

EJラーニング

TEL: 646-592-1045／rpaucar@ymcanyc.
org／ymcanyc.org
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分だけの時間割を作成。午
後は１コマ２時間の１週間
プログラムで、例えば「ユー
チューバーになろ う」とい
うテーマなら、
動画の撮影、
編 集、アップロード 方 法な
どを学ぶ。
授 業 以 外にも子 供た ち
が楽しめる活動を企画中。
蛍狩りやキャンプファイヤ
ーなどの特別イベントのラ
イブ配 信 も 行 う 予 定 だと
い う 。地 域 、州 、国 を 問 わ
ず、必 要な環 境が整ってい
ればどこからでも参加でき
るのがうれしい。
この夏も、
自宅で楽しく過ごそう！

Long Island City YMCA

TEL: 201-947-4832
nyikueionlinesummer.com

幼児クラスは「画面の向
こう 側に、
いつもの幼 稚 園
がある」をコンセプトに、少
人 数 制で日 本 語にた くさ
ん触れ、日本語で話ができ
るようになるよう、通常に
近い保育を目指す。
小学生以上は、午前は３
コマ各 分で、体育、音楽、
芸術、プログラミングなど
から好きなものを選び、自

ニューヨーク育英学園

特別特集記事

まだまだあるぞ 夏の特別プログラム

子供のサマーキャンプもオンライン化！

日本語による幼小一貫教
同 学 園 で は 現 在 、オ ン 輝（ひかる）先生は、子供の
育を行うニューヨーク育英 ラインで授業を行っている。 表 情 や 動 きは 見 え づらい
学園は、５月 日に夏恒例 「先生が話すだけの一方的 が、
一方でオンラインでより
のデイキャンプの中止を発 な授業ではなく、子供同士 効 果 的に使 える映 像 や 教
表。代 替 措 置として、双 方 で話し合ったり、積 極 的に 材も多いという。
向型ライブストリーミング 発 言 している」と 、小 学 部
によるオンライン・サマー 第１タームディレクターの 盛りだくさんの２ターム
スクール＆キャンプを 月 中村健人先生。
幼児部第１
日
（月）
より実施する。
タームディレクターの竹山
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スキャンダルの火消しに追われるも、支持率は安定しているバイデン氏

© Pix_Arena / Shutterstock.com

▽共和党員
「おそらく本当
（ ％）
」
「おそらく本当ではない
（
％）
」
▽無党派
「おそらく本当
（ ％）
」
「おそらく本当ではない
（
％）
」
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43
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が ％（ 月 日 発 表、
エ
コノミスト調べ）
と、バイデ
ン氏がリードしている。
月下旬、黒人男性のジ
ョージ・フロイド 氏が白 人
警 官に取 り 押 さ え られて
殺害された事件をきっかけ
（黒
に、「 Black Lives Matter
人の命は大 切 だ ）」と する
抗議運動が、全米中に広が
った。
これに対し、トランプ氏
が国を一つにまとめようと
いう姿勢を示さなかったこ
とが、支持率低下の原因と
されている。
しかし、バイデン氏側も
問 題 が山 積みだ 。
コロナに
よる自宅待機が始まって以
来、
自宅にスタジオを作り、
そこからストリーミングの
記者会見を行っている。
それは、テレビに出ない
ことには存在感がないから
だろう。
そんな中で、
スキャ
ンダルが次々に浮上し、む
しろその否定でテレビに出
演しているという状況だ。

ジャーナリスト。
「アエラ」
などにニューヨーク
発で、米社会、経済について執筆。
フェイス
ブックのマーク・ザッカーバーグCEOなどに
インタビュー。近書に
「現代アメリカ政治とメ
ディア」
（ 東洋経済新報社）。2014年より
長崎市平和特派員。元共同通信社記者。

という結果で、各党派通し
て、
彼女に分がある。
セクハラや性的暴行につ
いては、共和党が民主党に
対し怨念を抱いている。
それは、心理学の女性教
授が高校時代、現在の連邦
最 高 裁 判 事のブレット・カ
バノー 氏に性 的 暴 行 を 受
デン氏は「はっきり言って、 けたと、カバノー氏がトラ
そんなことは一切、決して ンプ氏 に 指 名 さ れる まで
起きなかった」
と、
ＭＳＮＢ の過 程 で 告 発 している か
Ｃに出演し、
否定した。
らだ。
この問題は連邦議会
二つ目に、ウクライナ疑 が、カバノー氏と教授を証
惑に絡み、バイデン氏の息 人に呼ぶまでに発展した。
子ハンター氏に関する調査 そのため、カバノー氏は上
をする召 喚 状について、上 院の承 認 を 得て判 事に就
院国土安全保障外交問題 任したが、
この時の民主党
委員会で、共和党がリード
の
攻
撃を共和党は忘れてい
して可 決。
ハンター氏が勤
な
い
。
めていたウクライナのエネ
一方で、トランプ氏と共
ル ギ ー 会 社 周 辺の洗い出 和党にも懸念材料はある。
しが始まる模様だ。
２０１８年中間選挙の際、
さらに 月 日、バイデ 民 主 党は「打 倒 ト ランプ」
ン氏が黒人パーソナリティ で団結し、下院で 議席を
ーのラジオ番組に出演中、 も ぎ 取 り 、多 数 派 を 取 り
「自 分に投 票 するのか、ト 戻した。 議席増というの
ランプ氏にするのかを決め は、過去 年で 番目の大
かねているのなら、君 らは 逆転だったという。
黒人じゃない！」
と、失言す
今 年は、下 院 議 員（全 議
る場 面があった。
これに対 席改選）
で 年にトランプ
し、
同日中に謝罪し、
テレビ 氏が勝利し、 年に民主党
は 日中、失言を繰り返し 議 員が勝 利した 選 挙 区
流した。
のう ち、
「当 選」
「当 選の可
能性」
「当選に傾いている」
勝利を手にするには、
とする議席が 、
「激戦」が
国民の調査結果も重要
となっている。
また、
コロナ拡 大による
経 済 危 機で、失 業 率は ・
％となった。景気が低迷
している際、現職には不利
である。
まとめると、現在のとこ
ろバイデン氏は、露出が少
ない割に支持率は安定して
いる。あとは、
スキャンダル
に対するトランプ氏の攻撃
をどうかわすかだ。

津山恵子
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第１０ 回 バイデンはどこにいる？

49

41

5

スキャンダル問題は
性 的 暴 行 の疑いについ
事実か否かが鍵か
て、米 国 内のマンモス大 学
は、
「リード さんの話 は 本
まず一つ目は、
スタッフの 当だと思うか」という調査
一人 だったタラ・リード さ を 実 施 した 。その結 果は、
ん（当時 ）が、バイデン氏 次の通りだ。
が 年 生 上 院 議 員 だった
１９９３年に、議事堂内で ▽民主党員
性 的 暴 行を受 けたと告 発 「おそらく本当
（ ％）
」
している。 月 下 旬になっ 「おそらく本当ではない
（
て新たな証人が現れ、バイ ％）
」

13

3

6

28

4

迷走する米大統領選
安定した支持率が鍵
3

米国で起きているさまざまなニュースは、市民
の生活にも深く関わっている。ニュースの背
景や深層、
そしてわれわれの生活への影響
を、気鋭のジャーナリストが解説する。
20

9

月 日の米大統領選・ た。今後の選挙の見通しは
投開票日まで、半年を切っ どうなるのか？
た。民 主 党の予 備 選 挙は、
新 型コロナ ウイ ルス 感 染 バイデン氏の支持率
症（以 下、
コロナ）
の拡 大で 棚ぼたで安定？
一時 中 断。その間にバーニ
ー・サンダース上院議員が
直 近の世 論 調 査による
候補から降りたため、ジョ と、有権者の支持率はバイ
ー・バイデン前副大統領が デン氏が ％に対し、共和
事実上の大統領候補となっ 党 候 補のト ランプ大 統 領
11

10
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を電子顕微鏡で見ると、
表面に突起が多く
に見える白光」
のことです。
コロナウイルス

前流行った
「SARS-Cov」
というコロナウイ

れ、
一般的には
「COVID-19」
（Coronavirus

disease 2019）
として知られています。

気を配ってほしいです。
人 類はコロナ ウイル
スとの闘いに勝てる
でしょうか？
今 世 界 中で 、コロナ
ウイルスとその治療
法の研究が進められていま
す。今 後はウイルスをコン
トロールし、共存する時代
になるのではないかと思い
ます。
今 世 界の医 療で最 優 先
されているのがコロナワク
チンです。インフルエンザ
同様、毎年流行する型を予
測してワクチンを作ること
で、管理可能になる日が１
日も早く来ることを祈って
います。

見られ、
それが王冠や太陽の光冠
（コロナ）

うです。今回の新型コロナウイルスは、以

A Q
のように見えることから、
こう命名されたそ

健康のための

「Corona」
とは
「皆既日食のとき太陽の周囲

ことが、感染後の重症化を
避ける鍵です。糖尿病は管
理 不 十 分 だと炎 症が毛 細
血 管に及 び、腎 臓や心 臓、
足先の壊死など、全身に影
響 する疾 患なので、
コロナ
感染で追い討ちをかけると
重症化してしまいます。し
かし、日頃から管理状態が
よく健康状態を保っていれ
ば、感染しても回復する可
能性は高くなります。
感 染 が 怖いか ら 病 院に
行きたくないと、主治医と
の定期検診をキャンセルせ
ず、ビデオ診療などを利用
して続けてください。健康
な人も、
コロナ予防と並行
して、日頃から健康管理に

ルスの新型なので、
「SARS-CoV-2」
ともいわ

Mount Sinai Hospital
Endocrine Associates
5 E. 98th St., 11th Fl.
(bet. Madison & 5th Aves.)
TEL: 212-241-3422
mountsinai.org

Coronavirus

内分泌内科専門医師（Board Certified）
。
糖尿病や甲状腺疾患が専門。マウント
サイナイ・アイカーン医科大学教授、国
際医療教育日本部門監督、東京女子
医科大学招待教授。米国日本人医師会
（JMSA）会長。感染対策の情報共有の
ために時事通信社のトップセミナーや
日本医師会有識者会議のウェビナーで
講演。JMSAコロナウイルス参考HP＝
jmsa.org/category/covid-19

◆前 線の医 師に聞く今 後のコロナ対 策

AQ

けることです。５月末から
のプロテストでは、それが
おざなりになっているので
とても心配です。
職 場 復 帰の安 全 対 策の
基本は、
マスクを必ず着用
し、出勤前と職場到着後に
手を洗うこと。キーボード
や机の表 面、作 業 具、ド ア
ノブなどもこまめに拭きま
す。共有エリアの定期的な
殺菌も必須です。
社内で感染者が出たら、
できれば １ 日 空 けて殺 菌
します。その間社員は自宅
勤 務の方が良いでしょう。
１日空けるとウイルスの数
も減るので、殺菌作業をす
る人の感染リスクを下げる
ことができます。社 内の濃
厚 接 触 者は２ 週 間の自 宅
勤務をお勧めします。
持病の管理について
教えてください。
糖尿病や高血圧など
の持 病 がある 人 は、
それらをしっかり管理する

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

【今週の英単語】
Robert T. Yanagisawa, MD

手 袋は、病 院では二
重に着 用 しま す。用
事 を 終 えた らま ず 外 側の
手 袋 だ けを 外 してごみ箱
に入れ、内側のきれいな手
袋をした状態で、ガウンや
フェースシールドを脱ぎ、
マ
スクを外します。最後に内
側の手 袋も外しごみ箱へ。
そしてさらに手洗いという
順番です。
日常生活では、手洗いの
方が重 要です。手 袋で誤っ
た 安 心 感 を 抱 き 、手 袋 を
し た 手で顔 を 触 ら ないよ
う注 意してください。
マス
クを外すときは、耳から外
し、外側の表面に触らない
よ うに。
マスクを 触った 後
も手洗いをお忘れなく。
第二波を防ぐために
市民は何をすべきで
しょうか？
マスク、手 洗い、
ソー
シャルディスタンシン
グで、感染者数は大幅に減
りました。今後もそれを続

柳澤貴裕先生

第１回
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第二波を防ぐためにも
予防と、
持病の管理を
病院のコロナ病棟で
の治療体験について
聞かせてください。
３ 月 下 旬から２ 週
間 、勤 務 するマウン
トサイナイ病院で、緊急構
成されたコロナ対策チーム
に配属されました。３人１
組 の医 療 チ ー ム が チ ー
ム、 時間シフトで勤務し
ました。
コロナ感染は肺だ
けでな く 多 臓 器にわ たる
病気なので、さまざまな専
門 医 が連 携 して治 療に当
たり、内分泌内科専門の私
も、糖 尿 病のコロナ患 者は
重症化リスクが高いため、
現場で貢献できました。
現場の医療従事者は、自
分を含め家族への感染を恐
れ、帰 宅 するとシャワーを
して別 室にこもり、
ひと寝
入 り し た ら ま た 起 きて病
院へという生活でした。
病院でのガウン、
マス
ク、手 袋 着 脱のプロ
トコルとは？
３月下旬マウントサイナイ病院のコロナ病棟で。
コ
ロナ対策チームは３人１組で、左から柳澤先生、
研修医、
フィジシャンズ・アシスタント

A

A Q

A Q
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Disney+

Netflix

※Disney+のサービスは、
アメリカのみ。本作の
み、
日本語吹き替え版で視聴が選択可能

※日本のアカウントを持つ人は、
日本語字幕で
視聴可能
©️ Netflix

「スター・ウォーズ」
シリーズでカイロ・レンを演じたアダ
ム・ドライバーと、
「アベンジャーズ」
シリーズのブラック・
ウィドウ役で知られるスカーレット・ヨハンソンが、夫婦を演じている。監督は映画
「イカとクジラ」
のノア・バームバックで、監督自身の離婚体験を基に制作されてい
る。
注目は、
今年の各賞レースで助演女優賞を総なめにしたローラ・ダーン。
スカー
レットの弁護士役を演じているが、主役の2人よりもコミカルで忘れられない存在
だ。
またアダムが切なくも力強く歌を披露する、
後半のシーンは、
低音ボイスの美声
に思わず酔いしれるだろう。
パートナーへの愛情、
憎しみ、
我慢、
葛藤…。
「夫婦とは
? 結婚とは?」
を考えさせられる。
夫婦やカップルでは見ない方がいいだろう。

解説＆見どころ

©️ Wilson Webb

©️ Wilson Webb

自粛生活で登録した人も増えたストリーミングサービス。
オリジナル作品を見どころと合わせて、紹介します。

〈あらすじ〉女優のニコールと、監督・脚本
家として活躍するチャーリーは、1人息子
との3人家族。忙しくも幸せな日々を過ご
していたある日、
ブロードウェーの舞台を
チャーリーが演出し、
主演女優にニコール
を迎え、仕事上もパートナーとして組むこ
とに。
家でも職場でも一緒の時間を過ごす
うち、
2人の心は次第にすれ違っていく。

編集部オススメ！

キャスト
スカーレット・ヨハンソン、
ア
ダム・ドライバー、
ローラ・ダーン、
レイ・リオ
ッタ、
他
監督/脚本 ノア・バームバック
上映時間 137分

〈あらすじ〉
バウンティハンター
（賞金稼ぎ）
のマンダロリアンは、
ブローカーから、
莫大
（ばくだい）な報酬の仕事をあっせんされ
る。渡されたものは追跡装置と、
「獲物」
が
50歳という情報のみ。果たして、
マンダロ
リアンは「獲物」
を生きたまま確保できる
のか。

©️ "The Mandalorian" from Disney+

荒木勝也さん
コスメプラウドUSA社長。大
手化粧品会社での勤務を
経て、
2005年に同社設立。
10年より日本、18年より韓
国でも事業を展開。
自らの知
識と経験を生かし、毎年、美
容セミナーを開催している。
cosmeproud.com
（米国）
cosmeproud.co.jp
（日本）

部屋で楽しむストリーミング

キャスト
ペドロ・パスカル、
ジーナ・カ
ラーノ、
ニック・ノルティ、
他
脚 本
ジョン・ファヴロー
監 督
タイカ・ワイティティ、
ブライ
ス・ダラス・ハワード、
他
シーズン シーズン1〜

©️ "The Mandalorian" from Disney+

アンコール掲載！

（原題：Marriage Story）

「スター・ウォーズ」
エピソード5、6など、過去作品にしば
解説＆見どころ
しば登場したバウンティハンター、
マンダロリアンを主人
公に描いている。
製作総指揮・脚本は
「ライオン・キング」
の監督で、
俳優としても活
躍するジョン・ファヴロー。
各エピソードの監督には、
「マイティ・ソー バトルロイヤ
ル」
のタイカ・ワイティティや、
「ジュラシック・ワールド」
シリーズのブライス・ダラス・
ハワードも参加。
また、
タイカは暗殺ドロイド、
IG-11の声も担当している。
マンダロ
リアンを演じたのは、Netflixのドラマシリーズ
「ナルコス」
で注目を集めた、
ペドロ・
パスカル。
「掟」
に背きヘルメットを脱ぐシーンがあるかも気がかりだが、
やはり注目
は謎多きベイビーヨーダだろう。
シーズン2は10月から配信予定。

30

マリッジストーリー

（原題：The Mandalorian）

©️ "The Mandalorian" from Lucasfilm

12

今さら聞けない肌の悩みに

マンダロリアン

の一番の原因ですからね！
そして化 粧 水は蒸 発 しや
すいので、油 分の多いクリ
ームで上から
「ふた」
をする
ことが重要です。
同 時 に、洗 顔 後 は 皮 脂
のバリアの力が弱まってい
るので、美容成分が肌に最
も浸透しやすく、ターンオ
ーバーを 促 す 絶 好の機 会

街で見つけた安くて便利なプチ生活便利グッズ、おすすめコスメ、
キッチ
ングッズなどを、
ジャピオン紙上でみんなに紹介しよう
！ お名前、性別、商
品名、購入した場所、お気に入りの理由、おすすめポイントなど、可能であ
れば写真を添えて、
メールでご応募下さい。
Email: reader@nyjapion.com「こんなもの」係まで。

とし）もそうですが、
一つの
商品で多くの役割ができる
ことをうたった商 品は、総
じて肌への刺激が強い傾向
があるので、よく考えて使
ってください。
米国は、化粧水をあまり
使わない文化ですよね。そ
もそも西洋の美容文化は、
体 臭 を 消 すた めの香 水 が
始まり。歳を取るのは当然
と考える人も多いです。肌
を若く見せることは、まだ
なじみが薄いのかもしれま
せん。日本人が美肌に敏感
過ぎるだけで、それが普通
なのかもしれませんが。

【購入サイト】Custom Ink

|

です。ただ、クリームに入っ
ている オイ ルは 分 子 が 大
きく、バリアを通過しませ
ん。
オイルの入っていない化
粧水には、肌を柔らかくし
て、美容成分を肌に入れや
すくするという効果もある
のです。
化 粧 水 と クリームの効
果 が 合 わ さった「 ２ ｉ ｎ
１」と呼ばれる種類の商品
がありますが、
これは化粧
水での下 準 備 が 完 了 する
前にクリ ー ムの成 分 を 肌
に入れようとするものなの
で、
非効率的です。
浄化剤
（洗顔料や化粧落

【価格】16ドル99セント
（3個入り）

重要なのはターンオーバー。

【製造元】Custom Ink（stores.customink.com）

塗 る 順 番に は

【商品名】Touchless Door Opener

© LightField Studios/ Shutterstock.com

意 味 があ り ま す ！

イルスの接触感染が怖くて、外出では手袋や殺菌スプレ
ーが手放せない! という人も多いだろう。
しかし、
とっさの外
出や屋内での部屋移動などでは、予防グッズを常に抱えて移動
するのも難しい。
こちらのドアオープナーは、
ノブやバーに引っ掛
けてドアを開けたり、突起部分でエレベーターのボタンを押したり
できる優れものだ。手のひらサイズで収まりもよく、普段はキーチェ
ーンなどに取り付ける他、
ポケットに入れて持ち運ぶと便利かも。
本体は亜鉛合金製で、頑丈なのもポイント。

● この記事は２０１９年に掲載したものです。

ウ
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女性の美と健康を 年以上研究している、
コスメプラウドの荒木
勝也さんが、
素朴な肌の疑問や悩みに効くヒントを紹介します。

前 週 解 説 し た 通 り 、肌
は普段、皮脂のバリアで守
られています。洗顔で余分
な皮脂を取り除いたら、そ
の分、化粧水で肌を潤す必
要があります。乾燥が老化

Photo by Custom Ink

なんとなく 使っている 化 粧 水と 美 容ク
リームには、
そもそもどんな効果が？

美肌のキーワードは「タ
ーンオーバー」。肌の新陳代
謝を促し、新しい肌を作っ
ていくことが重 要です。そ
こで、化粧水とクリームの
出番です。

指で触らずにボタンも操作!
今欲しいドアオープナー

|
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HALL by Odo

オススメの時間帯: ランチ／ディナー
最寄りのスポット: フラットアイロンビル

34th St

The Thyme Bar

オススメの時間帯: ディナー
最寄りのスポット: フラットアイロンビル

28th St

3

話題の味、
もう試した?

15 E. 28th St.

Big Booty Bread Co

オススメの時間帯: ティータイム
最寄りのスポット: コリアタウン

通常だと広い店内が満席になる、人気の韓国系カフェ。
ピックア
ップでは、今年日本でも人気を博している
「Dalgona Coffee」
（$6
〜）
が暑い季節にぴったり。牛乳の上に泡立てたコーヒーが乗って
いて、食感も見た目もふわふわ♪ ドリンクのお供には、
「 Basque
Cheesecake」
（$5.99）
や「Vanilla Cream Puff」
（$4.49）
も。デリ
バリーでは、夏期の新作ドリンクも提供中だ。

261 W. 23rd St.
TEL: 212-414-3056

右のマップのオンライン版もチェック!

Madison
Square
Park

23rd St

フラットアイロン
ビル

USHIWAKAMARU
362 W. 23rd St.
TEL: 917-639-3940

20th St
HALL by Odo
17 W. 20th St.

17th St

14th St
このQRコードから飛べます。散歩や通勤のお
供にどうぞ!（地図アプリとうまく連動しない場合
は、
ブラウザから閲覧してみてください）

The Thyme Bar
20 W. 23rd St.

bygracestreet.com／毎日営業中（時間は要確認）
で、
ピックアップ
のオンラインオーダー可能。遠方デリバリーは受付日時に指定あり

※今号で掲載している
「レスト
ランリスト」含め、情報は随時
更新されます。注文前に、営
業状況を必ず各店舗に確認
してください。

26th St

y
dwa
Broa

Grace Street

メニュー充実度:ドリンク&デザート

15 W. 28th St.
TEL: 347-594-5940

Bourke Street Bakery

thymebarnyc.com／カクテルのみなら日〜水曜日の午後5時、
フードあ
りなら木〜土曜日の午後7時30分まで営業

PICKUP

2 W. 32nd St.
TEL: 212-695-0888

KazuNori

メニュー充実度: カクテル&バーフード

地球に優しいドリンク&フードをモットーとする、今年オープンしたば
かりのバーは、計算抜かれた繊細な味わいのカクテルが売り。
ジン
ベースでさっぱりかつフルーティーな
「Thyme Is A Circle」
（$16）
が
看板商品だ。いわゆるスピークイージー
（隠れバー）
で、
パティスリー
「Chanson」の地下にある。
ピックアップオーダーも
「Chanson」
と
共同なので、
スイーツとカクテルを合わせてみても面白いかも?

Abiko Curry

ay

こだわりカクテルで乾杯

adw

2

17 W. 32nd St.
TEL: 917-745-2125

32nd St

hall.nyc／毎日午前11時〜午後9時、Grubhubで、テークアウト／デ
リバリー営業中

PICKUP

Grace Street

Bro

バーガーが自慢のバーが「HALL」、
その奥にある日本食レストランが
「Odo」。オーダーでは二つの店のメニューが同時に楽しめる、
うれ
しい仕様になっている。ガツンとアメリカンな気分の日は、繊細な味
わいが魅力の「U.S Wagyu Burger」
（$8.50）
と
「House French
Fries」
（$6）
のセット、
さっぱり行きたい日は
「Regular Sushi Box」
（$23）
を試してみよう。

グラマシー&
チェルシー

Park Ave

和と洋がミックスしたメニュー!

〈今週のエリア〉

メニュー充実度: バーガー&すし

5th Ave

1

週替わり・お散歩グルメマップ

5th Ave

PICKUP

から

Madison Ave

し
気 は おい い 外 食

6th Ave

元

|

7th Ave
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9th Ave
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Union
Square

その

を継続できる精神＝メンタ
ルタフネスを大きく育てて
おくことが大切です。
メンタルタフネスを発達
させるには、習い事が一番
です。
スポーツ、音楽、アー
ト、ダンス、将棋、何でも構
いません。子どもが人に負
けない
「強み」を持つことが
できれば、少々の困難や逆
境にビクともしない、タフ
な精神を手に入れることが
できます。
たとえば、「溺れる者はワ
ラをもつかむ」ということ

わざがあります。溺れそう 要です。も ちろん、中 学 生
になっている時 、危 急の時 以上でも「強み」を持つこと
には、人はワラにでもすが は可能ですが、技能レベル
りた くなるものです。
この が高くなりますから、子ど
よ うな 子 どもが困 難に直 もに多くの努力と時間を強
面した時に、「ワラ」
の役割 いることになります。
たとえば、小学校を通し
を果たしてくれるのが「強
てサッカーをしてきた子ど
み」
なのです。
もと、中学からサッカーを
「強 み 」は 小 学 校 時 代 に 始めた子どもの間には埋め
育てるのが理想
難い「差」が生じています。
小学校時代に
（受験勉強と
「強み」を持たせるには、 同時に）「強み」を育み、
コツ
小 学 校 時 代に習い事に真 コツと実践することによっ
剣に取り組ませることが必 て、中学、高校と、その分野
で突き抜けていくことが可
能になるのです。
勉 強と 習い事 を 両 立 し
てきた子どもには、簡単に
は諦めない粘り強さが備わ
るのです。
コツコツと単純な
練習を継続してきた経験、
敗 北や挫 折を乗り越 えた
経験、恐怖心に打ち勝って
立ち向かう経験は、将来の
子どもを支えてくれる「強
み」
になるのです。

受験で燃え尽きる子どもたち

日 本の都 市 部 を 中 心に
脇 目 もふら ず 勉 強 して
人気が高まっているのが中 志望校に合格したものの、
学受験です。大学付属中学 さ らに激 化 する競 争 や 難
や中高一貫校を中心に、教 易 度 が 上 がる 授 業に心 が
育 熱 心 な 家 庭の間で中 学 折 れてしま う。また 、長 く
受験が過熱しています。
苦しい受験勉強が終わった
中 学 受 験の勉 強を始 め ことで緊張の糸がプツリと
る 歳前後の子どもは、ま
切
れ
て
、
勉
強
に
対
す
る
「
や
る
だ 自 分で人 生の大 きな 選 気」をなくしてしまう。
この
択をすることが難しい年齢 ような状態を「燃え尽き症
です。当 然 、中 学 受 験に挑 候群」
と呼びます。
戦するかどうか、また学校
難関といわれる中学に進
選択についても「親の希望」 学すれば、学習レベルは高
によって決めることが多い くなります。クラスメート
と思います。
は誰もが一番を目指して勉
強に励 んできた 優 秀 な 生
徒たちですから、そこでト
ップに入ることは並大抵の
努力では達成できません。

TLC for Kids代表 教育コンサルタント
1990年明治大学経営学部卒業。大学
卒業後、金融会社勤務を経て幼児教育
の権威、七田眞氏に師事。
しちだ式教
材制作に従事。2001年ハワイ州ホノ
ルルにてグローバル教育を行う学習塾
TLC for Kidsを開設。2015年にTLC
for Kidsカリフォルニア州トーランス校開
設。2017年上海校開設。アジア諸国か
らの移民子弟を中心に4000名以上の
バイリンガルの子どもの教育に携わる。
イエール大学、ペンシルバニア大学など
米国のトップ大学への合格者を多数輩
出。著書に「すべての子どもは天才にな
れる、親
（あなた）
の行動で。」
（ダイヤモン
ド社）、
「 世界で活躍する子の〈英語力〉
の育て方」
（大和書房）
。

親に言われるがまま受験
すると…

燃 え 尽 き 症 候 群 にし な
いためには

船津徹（ふなつ・とおる）

中学受験に関わらず、受
験 後の「燃 え尽 き症 候 群」
を防ぐには、困難や逆境に
直面した時に
「絶対に負け
ないぞ！」と諦めずに努力

日米で25年以上に渡り英語教育を実践、
ハーバード、
イエール、ペンシルバニア大学
など、世界トップ大学合格者を育ててきた
著者が、堅固な英語力を身につけ、世界で
活躍する子を育てるノウハウを紹介する一
冊。全国書店、
オンライン書店で発売中。

74

子 ど もが 自 分の意 思で
中学受験をするのでしたら
いいのですが、親から言わ
れて、あるいはクラスの皆
が 受 験 するか らという 他
人 本 意の理 由で受 験 を す
ると「燃 え尽 き 症 候 群」に
陥りやすいので、注意が必
要です。

世界で活躍する子の
〈英語力〉の育て方

10
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「マスクあれこれ③」
マスク嫌悪だった
ここの人達が一斉に
マスクをしはじめて・
・
・
俺はすっごく
助かってます
‼

蚊と蜘蛛と蜂の慣用句
～虫たちで状況を説明する～

学校で、宿題を忘れた友だちが小さな声でもごもご言
い訳していたら、先生に「そんな蚊の鳴くような声じゃ聞
こえない。はっきり言いなさい！」と怒られたんです。でも、
蚊って、鳴かないですよね？

ははは……そういうことじゃないんだよ。
「蚊の鳴くような声」と
いうのは、蚊の羽音みたいに「小さくて、弱々しい、消え入りそうな声」
をたとえて言う慣用句なんだよ。

今までは酷い
花粉症で
副作用も大きく
薬飲めず

マスクしたくても
文化的にここでは
出来なかった俺！

学校でも使える虫を使った慣用句だと、こんなのも
ありますよね。
「こっそり居残りしてたら先生が現れ
て、みんな、蜘蛛の子を散らすように逃げた」とか、
「席
替えの結果を見て、クラス中が蜂の巣をつついたよ
うに大騒ぎになった」とか。

今では堂々と
マスク出来る！

マスクの習慣
このまま
根づいて
欲しいです！

お、よく知ってるね。
「蜘蛛の子を散らす」とは、大勢が四方八方
に散らばって逃げる様子を表す慣用句だ。蜘蛛は袋状に作った巣の
中に卵をたくさん産んで、その袋が破けると、小さな蜘蛛の子がわ
～っと四方八方に散っていくんだ。その様子からできた言葉だね。
「蜂の巣をつついたよう」は、収拾がつかないくらい大騒ぎになる
という意味だね。蜂の巣はつつかれるなどして攻撃されると、蜂が
巣の中からどんどん出てきて、巣の周りで羽を鳴らして威嚇するんだ。
蜂たちの動きも音も、ずいぶんと騒々しくなることから生まれた慣
用句だね。でも、実際に蜂の巣をつついてはいけないよ！

（公財）
日本漢字能力検定協会ホームページ
「どれだけ知ってる? 漢字の豆知識」
より。
「漢検」
「漢字検定」
は、
日本漢字能力検定協会の登録商標です。
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６月

人との価値観の違いがクローズアップ。相手
が間違っていると批判したくなるけど、いいと
ころを見つけることに注力できると、自分自身
が成長できてGOOD。

友人や知人との交流から有益な情報をゲット
できるかも。6月末からエネルギッシュに動け
るけど、家庭を犠牲にしないように気を付けな
いとモメそう。気を付けて。

7

月

家庭内で行き違いなど、不穏な空気が漂うか
も。自分を正当化したくなるのは分かるけど、
先に相手の言い分を聞いてあげよう。そこか
らいい循環が始まるだろう。

日〜

19

日

2
金銭的な交渉は自分の価値を知らしめなが
ら、根気よくトライしよう。感情のまま吐き出し
たくなることはグッとこらえて、おうちでリフレ
ッシュが吉。

友達や職場の仲間とは、相手に寄り添うとや
り取りが活発になり楽しくなりそう。仕事は臨
機応変、柔軟な対応を心掛けると、成果が出
せて高評価に。

引き続き堅実な仕事ぶりで活躍の予感。周囲
と考えが合わずモヤっとする時は、自分と他
者は違って当たり前と一歩引いて見ると、気
持ちがラクになりそう。

楽しみの追求から、仕事への意欲に気持ち
が向く。営業やプレゼンは、押しの強さで効
果的な提案を。相手ありきのスタンスでニー
ズをくみ取れれば、完璧に。

仕事ではアイデアがあれこれ湧いてきて、発
展的な展開が期待できそう。これまで温めて
きたプランを一気に進めたくなるけれど、穴
がないかよくよく見直すと吉。

社会で自分を全面に押し出すことから、得意
なことでどう社会貢献できるか？に考えがシフ
ト。協力してくれる仲間が一緒だとできること
が増えて楽しくなりそう。

「愛されたい」
ではなく、
「愛せるか？」がテーマ
の時。心の中を内観する時間を持つことで、
大切なことが見えてきそう。自分を素直に表
現できるよう心がけましょう。

趣味のブラッシュアップや資格の勉強にいい
時期。恋愛は、相手とギクシャクしそうな注意
報が。こういう時はまず自分を愛せているか立
ち返ってみて。相手は自分の鏡。

いよいよスポットライトを浴びるチャンス到来。
目いっぱい活動できるけど、気付かない間に
オーバーワークになりがち。いつもの8割くら
いでちょうどいいかも。

高木悠凪（たかぎ・はな）
東京都在住。うお座・O型。2010
～17年までの7年間、アストリア
（クイーンズ区）で過ごす間に出
産・子育てを経験。占星術とコー
チングを学び、
「アストロコーチン
グ」開始。ホロスコープのリロケ
ーション図を駆使したセッション
で好評を得る。hanatakagi.com
悠凪さんは「私自身や家族をはじ
め、お客様の海外移動図をたくさ
ん観てきました。移動したことで新
たに加わる自分の資質をどう使い
こなすか？のお手伝いができれば
と思っています」
と話す。
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エイコームービング
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キッチンシェフと
スシシェフを募集！
寮有り、営業夜のみ。
☎631-523-9093
大崎まで電話下さい。
Sushi 1
210 mill road Westhampton
beach, NY 11978
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ブックキーピング
次の様なお手伝いいたします
◎日常、月次・年次決算業務
◎会計業務の改善と明瞭化
◎決算の理解と事業への活用
長谷川 ☎917-686-1003
hhasegawa@booksavers.us
.com
-----------------------------------------------------------------------------

New York, NY 10005
☎212-431-9970
------------------------------------------------------------------------------

パート・フルタイム募集
接客が好きな方、基本的な事
務処理できる方。英会話程度
の英語力要。経験不問。履歴
書drmika0322@gmail.com迄
石谷ヘルスセンター
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
☎201-302-9993
-----------------------------------------------------------------------------NJにある歯科医院で現在パ
ートタイムの歯科助手を募集。
働きやすい環 境の職 場です。
未 経 験 者も歓 迎 。丁 寧にトレ
ーニングします 。応 募 の 方は
njdentistjob@gmail.comに
履歴書を送ってください。又は
201-736-5228にお電話下さい
Fort Lee, NJ 07024
-----------------------------------------------------------------------------受付・事務 募集 PT/FT
要ビザ。未経験者可。勤務地は
Westchester (Harrison)
履歴書をojfd@live.com
海外邦人歯科クリニック
47 Halstead Ave. #101,
Harrison, NY 10528
☎212-751-5648
ojfd@live.com
-----------------------------------------------------------------------------ヘアスタイリスト・
アシスタント・受付を急募
米国滞在ビザサポートします
９時～６時まで週1から可。
お気軽にお問合せ下さい。
Salon de voeu
☎914-725-7755
info@salondevoeu.com
Scarcedale, NY 10583
------------------------------------------------------------------------------

お引越はターザンムービング
！1992年創業安心と丁寧がモ

Weekly Vetter (Vietnam)

クラシファイドのお申し込みは
毎週月曜日午前11時まで

Weekly Lifenesia (Indonesia)

Gari Columbus (UWS)
370 Columbus Ave
New York, NY 10024
☎212-362-4816
Sushi of Gari 46
347 W 46th St
New York, NY 10036
☎212-957-0046
Sushi of Gari TriBeCa
130 W Broadway
New York, NY 10013
☎212-285-0130
Sushi of Gari (UES)
402 E 78th St.
New York, NY 10075
☎212-517-5340
-----------------------------------------------------------------------------

NJフォートリー近辺で小学生
のシッターを探しています。
週1-3回ほど。平日午後又は土
曜日早朝から数時間の方希望
njmama2010@gmail.com迄
メール送信お願いいたします
----------------------------------------------------------------------------

Weekly SingaLife (Singapore)

お申し込みはウェブサイトから

ejapion.com/classified_over view/form/

Weekly Plecome (Philippines)

一般修理・板金塗装

セイロモータース
定期的なチェックアップで安全運転を

40年以上の経験と信頼で

自信を持ってお車をお預かり致します!

ドライビングシーズンです！

オーナー 高橋

夏のチェック
アップ

オイル
チェンジで

エアコン
チェック

無料！

広告持参8月末まで
点検中もお買い物ができちゃう好立地!
ミツワ
徒歩5分

480 Old River Rd.
Edgewater, NJ
201-840-0010

d
er R
Riv

徒歩1分

Edgewater Commons

売レストラン（NYC）
寿司バー・リカー有り
$15万（相談応ず)
Best Place Realty
☎917-332-8402 吉田
-----------------------------------------------------------------------------

日本語を教えてみませんか？
土曜日に日本語を教えてくれ
る教員を募集しています。
要米国就労ビザステータス
詳細とお問い合わせは下記へ
ブルックリン日本語学園
525 Court St.
Brooklyn, NY 11231
nihongogakuen@bjafa.org
-----------------------------------------------------------------------------

ＮＹジャピオンでは、契約ラ
イターを募集しています。一
緒にNYの最先端の情報を発信
し、新しいトレンドをつくっ
ていきたいという意欲のある
人を募集しています。
■業務内容
取材、原稿執筆、写真撮影な
どをプロジェクトベースで行っ
ていただきます。

Weekly MTOWN (Malaysia)

お得な長期連載割引あります！

歯科アシスタント募集
パートタイム、NYミッドタウン
勤務。経験者優遇、履歴書を
ssato@nihonshikagroup.com
までご送付ください。
日本歯科グループ
36 West 44th Street, Suite
905
New York, NY 10036
-----------------------------------------------------------------------------歯科アシスタント募集
ミッドタウンとウェストチェ
スター
要 就 労ビザ、経 験 不 要 。
やる気優先。
Shunzo Ozawa, D.D.S.
New York, NY 10017
☎917-952-9621
shunzo3@live.com
------------------------------------------------------------------------------

Sushi of Gari Group人材募集
創造性豊かな若者大歓迎!!!
要就労ビザ、SSN、US Photo
ID、ビザサポート応相談
＊寿司職人
（経験者優遇）
＊FOH
ご興味のある方は、Resumeを
employment@sushiofgari.com
担当:松村迄、お送りください
www.sushiofgari.com

■応募方法
日本語の履歴書、職務経歴書、
ライティングサンプルをE-Mailに
てお送りください。経験者、車で
郊外の取材に対応できる人歓
迎。送り先は南
（minami@nyja
pion.com）
まで。
■応募資格
要労働許可
■活動場所
ニューヨーク市内および近郊
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他 Curry-Ya Hell's Kitchen（カレー）

麺 Naruto Ramen Upper West Side（ラーメン）

746 9th Ave., New York, NY 10019
646-998-4810
nycurry-ya.com
Mon-Sat: 12pm-6:30pm

2634 Broadway, New York, NY 10025
212-222-0229
narutoramenex.com
12pm-9pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 TsuruTonTan（うどん）
64 W. 48th St., New York, NY 10036
212-575-2828
tsurutontan.com
Mon-Wed / Sat&Sun: 12pm‐8:30pm、
Thu&Fri: 12:30pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Zen Ramen & Sushi（ラーメン）
150 W. 36th St., New York, NY 10018
646-870-7509
zenramensushi.com
12pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

焼 Yakiniku Tohbay（焼肉）
253 W. 55th St., New York, NY 10019
917-261-2165
tohbay.com
5:30-11pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

鳥 Yakitori Totto（焼き鳥）
251 W. 55th St., 2nd Fl., New York, NY 10019
212-245-4555
tottonyc.com
12pm-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Donburiya（日本食）

★デリバリー&ピックアップ

366 W. 52nd St., New York, NY 10019
917-388-3281
gogocurryamerica.com
Mon-Fri: 11am-8pm、Sat&Sun: 12pm-8pm

244 W. 72nd St., New York, NY 10023
212-799-1278
sushikaito.net
Tue-Sun: 12:30pm-8pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

焼 Gyu-kaku Times Square（焼肉）

寿 Sushi Yasaka（すし）
251 W. 72nd St., New York, NY 10023
212-496-8460
yasaka.nyc
12pm-3pm／5-8:30pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

213 E. 45th St., New York, NY 10017
212-867-5454
aburiyakinnosuke.com
11:30am-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Bow Ramen（ラーメン）
212 E. 45th St., New York, NY 10017
917-261-4868
bowramennyc.com
12pm-9:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

他 Go! Go! Curry East 53rd（カレー）
235 E. 53rd St., New York, NY 10022
646-678-5259
gogocurryamerica.com
Mon-Fri: 11am-8pm、Sat&Sun: 12pm-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

焼 Gyu-kaku Midtown（焼肉）
805 3rd Ave., #2, New York, NY 10022
212-702-8816
gyu-kaku.com
12pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

237 E. 53rd St., New York, NY 10022
212-588-9788
jukainy.com
Mon-Sat: 1-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Kagetsu / Kokage（日本食）

125 E. 39th St., New York, NY 10016
212-228-4873 ext 0
kajitsunyc.com
Tue-Sun: 11am-2pm／5-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Kaoru（日本食）

306 E. 46th St., New York, NY 10017
212-867-0874
kaorunewyork.com
11:30am-8pm
※屋外営業日は未定

居 Lucky Cat（居酒屋）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

グルメ
リスト

訂

版

現在営業中の日系飲食店を、一挙掲載! ロー
カルビジネスを食べて応援しよう! ピックアッ
プの際はマスク着用を忘れずに。
（情報は店舗により変更が加わる場合がありますので、
ご注意ください）

★デリバリー&ピックアップ

麺 Hide-Chan Ramen Hell’s Kitchen（ラーメ

314 W. 53rd St., New York, NY 10019
212-969-0066
hidechanusa.com
11am-10pm

居 Izakaya MEW（居酒屋）

★デリバリー&ピックアップ

寿 Nobu 57（すし）

★デリバリー&ピックアップ

和 Ootoya - Times Square（日本食）

141 W. 41st St., New York, NY 10036
212-704-0833
ootoya.us
11:30am-8pm

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

麺 Tabata Ramen 2（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

麺 Mei Jin Ramen（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

麺 Milk & Hops Ramen Bar（ラーメン）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

和 Momokawa（日本食）

1466 1st Ave., New York, NY 10075
212-256-0403
momokawanyc.com
Tue-Sun:12pm-8pm、Sat&Sun Brunch: 8:30-11:30am

麺 Terakawa Ramen（ラーメン）
885 9th Ave., New York, NY 10019
212-307-0170
terakawaramenny.com
11:30am-11pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Tonchin New York（ラーメン）
13 W. 36th St., New York, NY 10018
646-692-9912
tonchinnewyork.com
Mon-Fri: 11:30am-2:30pm／5:30-10pm、Sat: 12pm10pm、Sun: 12pm-9pm

★デリバリー&ピックアップ

鳥 Torishin（焼き鳥）
362 W. 53rd St., New York, NY 10019
212-757-0108
torishinny.com
<Lunch> 11:30am-2:30pm <Dinner> Mon-Thu: 4:30-9pm、
Fri&Sat: 4:30-9:30pm、Sun: 4:30-8:30pm

他 Go! Go! Curry Harlem（カレー）
567 W. 125th St., New York, NY 10027
646-833-7143
gogocurryamerica.com
Mon-Fri: 11am-8pm、Sat&Sun: 12pm-8pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Jin Ramen West Harlem（ラーメン）

寿 Inase（すし）
1586 1st Ave., New York, NY 10028
212-628-1238
Tue-Sun: 5:30-10:30pm

1159 1st Ave., New York, NY 10065
212-758-5588
Instagram: mhramenbar
2-8pm

540 9th Ave., New York, NY 10018
212-290-7691
tabatanewyork.com
11:30am-10:30pm

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

時間は要問い合わせ

※屋外営業日は未定

麺 Churutto Ramen & Pork（ラーメン）

1574 2nd Ave., New York, NY 10028
212-327-2800
meijinramen.net
Mon-Fri: 12pm-3pm、Sat: 12pm-9:30pm（デリバリーは
-9:45pm）、Sun: 12pm-9:15pm（デリバリーは-9:30pm）

358 W. 46th St., New York, NY 10036
212-956-2429
hagi46.com

※屋外営業日は未定

110th St.より北

※屋外営業日は未定

居 Sake Bar Hagi 46（居酒屋）

※屋外営業日は未定

Hudson Heights-Harlem

1534 3rd Ave., New York, NY 10128
212-828-3699
Mon-Thu: 11:30am-10:30pm、Fri-Sat: 11:30am-11:30pm、
Sun: 11:30am-10pm

40 W. 57th St., New York, NY 10019
212-757-3000
noburestaurants.com
4:30-8:30pm

※屋外営業日は未定

Upper East
110th St.〜59th St.／東側

★デリバリー&ピックアップ

3183 Broadway, New York, NY 10027
646-559-2862
jinramenwestharlem.net
11:30am-3:20pm（テークアウトは-3:30pm）
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Rai Rai Ken Uptown（ラーメン）
1467 Amsterdam Ave., New York, NY 10027
917-639-3342
rairaiken-ny.com
5-11pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 ROKC（ラーメン）
3452 Broadway, New York, NY 10031
332-217-8755
rokcnyc.com
12pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Tampopo Ramen（ラーメン）
1 Bennett Ave., New York, NY 10033
212-923-0575
tampoporamennyc.com
12pm-10pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Naruto Ramen Upper East Side（ラーメン）
1596 3rd Ave., New York, NY 10128
212-289-7803
narutoramenex.com
12pm-9pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

寿 Sushi Noz（すし）
181 E. 78th St., New York, NY 10075
917-338-1792
sushinoz.com
12:15pm-8pm
※屋外営業日は未定

Upper West
110th St.〜59th St.／西側

★デリバリー&ピックアップ

麺 Jin Ramen Upper West Side（ラーメン）
462 Amsterdam Ave., New York, NY 10024
646-657-0755
Instagram: jinramenuws
11:30am-3:30pm／5-11pm

★デリバリー&ピックアップ
TsuruTonTan

※屋外営業日は未定

Midtown West
59th St.〜34th St.／5 Ave.以西
＝Hell's Kitchen、Times Square含む
麺 Azuma（そば）

寿 MakiMaki（すし）
360 Lexington Ave., New York, NY 10017
212-557-5733
makimaki.nyc
11:30am-3pm／5-9pm

Japion Gourmet List
は何食べる
日
今

改

★デリバリー&ピックアップ

232 E. 53rd St., New York, NY 10022
212-838-5333
hinomaruluckycat.com
12pm-10:30pm（ピックアップは12pm-10pm）
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ン）

※屋外営業日は未定

和 Jukai（日本食）

※屋外営業日は未定

|

6月17日更新

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

321 W. 44th St., #103, New York, NY 10036
646-692-9115
gyu-kaku.com
11:30am-9pm

※屋外営業日は未定

和 Aburiya Kinnosuke（日本食）

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

寿 Sushi Kaito（すし）

※屋外営業日は未定

Midtown East

370 Columbus Ave., New York, NY 10024
212-517-5340
sushiofgari.com
3-8pm

他 Go! Go! Curry Hell's Kitchen（カレー）

53 W. 35th St., Basement, New York, NY 10001
646-368-9384
mewnyc.com
Mon-Thu: 11am-3pm／4:30-9pm、Fri&Sat: -10pm、
Sun: -9:30pm

59th St.〜34th St.／5 Ave.以東
＝Murray HillやKoreatown含む

★デリバリー&ピックアップ

寿 Sushi of Gari（すし）

253 W. 55th St., New York, NY 10019
212-980-7909
donburiyany.com
Mon-Fri: 11:45am-9pm、Sat: 4:30-9pm、Sun: 4:30-8pm
※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定
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麺 Totto Ramen Hell's Kitchen（ラーメン）
464 W. 51st St., New York, NY 10019
646-596-9056
tottoramen.com
12pm-7pm

|

251 W. 55th St., New York, NY 10019
917-262-0540
sobaazuma55.com
11:30am-8:15pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

麺 Kitakata Ramen Ban Nai（ラーメン）
267 Amsterdam Ave., New York, NY 10024
212-721-1000
Instagram: kitakataramenbannai
11:30am-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

寿 Mido（すし）
612 Amsterdam Ave., New York, NY 10024
212-877-0033
midojapanese.com
12pm-10:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ
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East Village
14th St.〜Houston St.／B’
way以東
＝Alphabet City含む
和 AOI Kitchen（洋食）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

他 Blue Ribbon Fried Chicken（フライドチキン）

★デリバリー&ピックアップ

West Village
14th St.〜Houston St.／B’
way以西
＝Greenwich Village、NoHo含む

214 E. 10th St., New York, NY 10003
212-995-2877
https://curryya.square.site
5-8pm

128 W. Houston St., New York, NY 10012
929-399-5853
barmoga.com
Thu-Mon: 4-9pm

和 DokoDemo（鉄板焼き）

麺 E.A.K Ramen（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

231 Thompson St., New York, NY 10012
212-505-2555
gogocurryamerica.com
11am-8pm
★デリバリー&ピックアップ

435 Hudson St., New York, NY 10014
212-647-9196
enjb.com
12pm-9pm

居 Katana Kitten（居酒屋）

焼 Gyu-Kaku East Village（焼肉）

531 Hudson St., New York, NY, 10014
212-243-3007
katanakitten.com
3-8pm

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

和 Ichibantei（日本食）

和 Nami Nori（日本食）

401 E. 13th St., New York, NY 10009
646-927-1702
Mon-Sat: 11am-3am、Sun: 11am-12am

★デリバリー&ピックアップ

寿 Kanoyama（すし）

★デリバリー&ピックアップ

230 Thompson St., New York, NY 10012
917-261-6297
karakatta-com.webs.com
Mon-Sun: 11am-10:30pm
★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

14 Christopher St., New York, NY 10014
212-367-2067
omakaseroom.nyc
Wed&Thu: 4-8pm、Fri-Sun: 2-8pm（注文は各日1pmまで）
★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

56 3rd Ave., New York, NY 10003
212-353-5088
kotobukirestaurants.com
Tue-Sun: 4:30-9pm

和 Shuraku（日本食）

★デリバリー&ピックアップ

47 8th Ave., New York, NY 10014
212-807-0010
shurakunyc.com
3:45-9:15pm（ピックアップは-9:30pm）
※屋外営業日は未定

麺 Menkoi Sato（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

寿 Sushi Katsuei（すし）

7 Cornelia St., New York, NY 10014
212-727-1050
11:30am-9pm
★デリバリー&ピックアップ

麺 Minca（ラーメン）

357 6th Ave., New York, NY 10014
917-965-2888
sushikatsuei.com
Mon-Fri: 5-10pm、Sat: 12pm-2:45pm／5-10pm
※屋外営業日は未定

536 E. 5th St., New York, NY 10009
212-505-8001
newyorkramen.com/minca
12pm-11:30pm
※屋外営業日は未定

321 Bleecker St., New York, NY 10014
212-729-0636
omakaseroombymaaser.com
<Lunch> Tue-Sat: 12pm-3pm <Dinner> Tue-Thu: 5-10pm、
Fri-Sat: 5-11pm

寿 Omakase Room by Tatsu（すし）

寿 Kotobuki（すし）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Karakatta（ラーメン）

※屋外営業日は未定

33 Carmine St., New York, NY 10014
646-998-4588
naminori.nyc
12pm-10pm

寿 Omakase room by Maaser（すし）

175 2nd Ave., New York, NY 10003
212-777-5266
kanoyama.com
5-9:30pm

他 Abiko Curry（カレー）

和 MIFUNE / AMANE（日本食）

245 E. 44th St., New York, NY 10017
Amane.Mifune.Delivery@gmail.com
（電話応対なし）
mifune-restaurant.com
3-7pm（ピックアップは4-7pm）※日付指定あり

★ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Ajisen（ラーメン）

和 Restaurant Nippon（日本食）

155 E. 52nd St., New York, NY 10022
212-688-5941
restaurantnippon.com
Mon-Fri: 12pm-2:30pm／4-7pm、Sat: 4-7pm

★デリバリー

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

136 W. 28th St., New York, NY 10001
646-638-0888
ajisenramennyc.com
11:30am-7:30pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Momosan Ramen & Sake（ラーメン）

2 W. 32nd St., New York, NY 10001
212-695-0888
abikocurryrestaurant.com
Mon-Thu&Sun: 11am-3pm、Fri&Sat: 11am-5pm
※屋外営業日は未定

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

342 Lexington Ave., New York, NY 10016
646-201-5529
momosanramen.com
11:30am-3pm／5-11pm

34th St.〜14th St.
＝Nomad、Kips Bay含む

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

34 Cooper Sq., New York, NY 10003
212-475-2989
gyu-kaku.com
Mon-Thu: 11:30am-11pm、Fri&Sat: -12am、Sun: -10pm

※屋外営業日は未定

和 Matsunoya（日本食）

Gramercy & Chelsea

和 EN Japanese Brasserie（日本食）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

他 Go! Go! Curry Washington Square Park（カレー）

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

469 6th Ave., New York, NY 10011
646-863-2027
eakramen.com
11:30am-11pm

※屋外営業日は未定

焼 Yakiniku Gen（焼肉）
250 E. 52nd St., New York, NY 10022
212-602-1129
yakinikugennyc.com
12pm-9pm

131 E. 45th St., New York, NY 10017
646-692-8143
matsuyafoods-usa.com
11:30am-7:30pm

89 E. 4th St., New York, NY 10003
917-261-5228
dokodemonyc.com
Mond-Sat: 11:30am-10:30pm、Sun: 12pm-9:30pm
※屋外営業日は未定

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

和 Bar Moga（洋食）

和 Curry-ya（カレー）

※屋外営業日は未定

★デリバリー

※屋外営業日は未定

327 Lexington Ave., New York, NY 10016
212-447-1212
wokuninyc.com
11:30am-8pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業なし

Bow Ramen

和 WOKUNI（日本食）

362 W. 23rd St., New York, NY 10011
917-639-3940
ushiwakamaru.nyc
Mon-Sat: 4-8pm

28 E. 1st St., New York, NY 10003
212-228-0404
blueribbonfriedchicken.com
Mon-Thu: 4-8pm、Fri-Sun: 1-8pm
※屋外営業日は未定

麺 Udon Izakaya West Midtown（うどん）
150 E. 46th St., Ner York, NY 10017
212-922-9677
udonwestny.com
Mon-Sat: 12pm-7:30pm

寿 Ushiwakamaru（すし）

320 E. 6th St., New York, NY 10003
646-454-0084
Instagram: aoikitchenny
Tue-Sun: 1-7:30pm
※屋外営業日は未定

寿 Shuraku（すし）
47 8th Ave., New York, NY 10014
212-807-0010
shurakunyc.com
3:45-9:15pm（ピックアップは-9:30pm）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Basta Pasta（パスタ）

寿 Sushi Yasuda（すし）

37 W. 17th St., New York, NY 10011
212-366-0888
bastapastanyc.com
Mon-Sat: 4-9pm

204 E. 43rd St., New York, NY 10017
212-972-1001
sushiyasuda.com
Mon-Fri: 11:30am-8pm、Sat&Sun: 4-8pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Ennju（日本食）

麺 Tenho Ramen（ラーメン）

20 E. 17th St., New York, NY 10003
646-336-7004
ennju.com
Tue-Sat: 12pm-6pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

542 3rd Ave., New York, NY 10016
646-781-9025
tenhoramen.com
Wed-Sun: 12pm-8pm

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

他 Go! Go! Curry Chelsea（カレー）

麺 Teppen Ramen（ラーメン）

144 W. 19th St., New York, NY 10011
212-255-4555
gogocurryamerica.com
11am-8pm

159 E. 55th St., New York, NY 10022
212-355-2974
http://rinah3.wixsite.com/teppen
12pm-8:30pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Totto Ramen Midtown East（ラーメン）

和 Hall / Odo（日本食）

248 E. 52nd St., New York, NY 10022
212-421-0052
tottoramen.com
12pm-8pm

17 W. 20th St., New York, NY 10011
hall.nyc
11am-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Tomi Jazz（洋食）

249 9th Ave., New York, NY 10001
646-852-6787
junmenramen.com
Mon-Sat: 11am-9pm

239 E. 53rd St., New York, NY 10022
646-497-1254
tomijazz.com
11am-10pm

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

寿 Mizu Sushi（すし）

寿 Tsushima（すし）

29 E. 20th St., New York, NY 10003
212-505-6687
mizunyc.com
Mon-Thu: 11:30am-10:30pm、Fri: 11:30am-11pm、
Sat: 4:30-11pm、Sun: 4:30-10:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Jun-Men Ramen Bar（ラーメン）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

210 E. 44th St., New York, NY 10017
212-207-1938
tsushimanyc.com
12pm-8pm
★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

このリストに掲載する飲食店
まだ
まだ
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和 SakaMai（和食）

麺 Kogane Ramen（ラーメン）
76 Henry St., Brooklyn, NY 11201
718-875-2828
12pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Koko（ラーメン）
375 Marlborough Rd., Brooklyn, NY 11226
347-425-8511
Mon-Fri: 5-9pm、Sat&Sun: 1pm-9pm（デリバリーのみ）
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Menya Jiro Brooklyn（ラーメン）
306 Gold St., C2, Brooklyn, NY 11201
 718-855-0988
menyajiro-ny.com
12pm-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Momo Ramen（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

居 Sake Bar Shigure（居酒屋）

※屋外営業日は未定

276 5th Ave., Brooklyn, NY 11215
718-832-1111
narutoramenex.com
Sun-Thu:12pm-10pm、Fri&Sat: 12pm-11pm

★デリバリー&ピックアップ

麺 Ramen Danbo（ラーメン）

他 Go! Go! Curry WTC（カレー）
12 John St., New York, NY 10038
212-406-5555
gogocurryamerica.com
Mon-Fri: 11am-8pm、Sat&Sun: 12pm-8pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

145 Duane St., New York, NY 10013
212-571-1830
takahachi.net
<Lunch> Fri-Sun: 12pm-2:30pm
<Dinner> 4:30-9pm
★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

麺 Samurai Mama（うどん）

Blue Ribbon Sushi

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Samurai Papa（ラーメン）
594 Lafayette Ave., Brooklyn, NY 11216
718-398-8181
samuraipapabk.com
12pm-9:30pm

545 Lorimer St., Brooklyn, NY 11211
718-486-0200
suzumebk.com
Thu-Sat: 2-8pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Tanoshii Ramen（ラーメン）
7718 5th Ave., Brooklyn, NY 11209
201-482-7958
Mon: 12pm-8pm（デリバリーのみ）、Tue-Sat: 12pm-8pm、
Sun: 12pm-8pm（ピックアップのみ）
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Umai Ramen（ラーメン）
6320 18th Ave., Brooklyn, NY 11204
917-930-9369
umairamenbrooklyn.com
Mon-Tue&Thu: 10:30am-9:30pm、Fri: 10:30am-10:30pm、
Sat&Sun: 12pm-10:30pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

寿 Uotora（すし）
1075 Bergen St., Brooklyn, NY 11216
718-513-0724
uotorabk.com
Tue-Sat: 4-9pm、Sun: 4-8pm
※屋外営業日は未定

Karazishi Botan

★デリバリー&ピックアップ

居 Izakaya Juraku（居酒屋）

22 Wyckoff Ave., Brooklyn, NY 11237
718-821-3900
dockasianeatery.com
12pm-9pm（ラストオーダーは8:45pm）
※屋外営業日は未定

和 Secchu Yokota（天ぷら）

199 E. 3rd St., New York, NY 10009
212-777-1124
secchuyokota.com
Wed-Sun: 1-8pm
（電話注文は12pm-8:30pm、
ピックアップのみ）
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Souen East Village（日本食）

326 E. 6th St., New York, NY 10003
212-388-1155
souen.net/souennoodlemenu.html
4-8:30pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Ivan Ramen（ラーメン）

他 Suki（カレー）
86 E. 7th St., New York, NY 10003
917-999-6672
sukicurry.com
12pm-10pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 JUKU（日本食）

寿 Sushi by M（すし）

時間は要問い合わせ

75 E. 4th St., New York, NY 10003
347-688-8101（テキスト）
sushibym.com
Wed-Mon: 12pm-4pm／5-8pm

32 Mulberry St., New York, NY 10013
646-590-2111
jukunyc.com
★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Kuu Ramen（ラーメン）

麺 Tatsu Ramen（ラーメン）

20 John St., New York, NY 10038
212-571-7177
kuuramen.com
12pm-9:30pm

167 1st Ave., New York, NY 10003
929-284-7088
tatsuramen.com
11am-11pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Menya Jiro FIDI（ラーメン）

麺 Udon West（うどん）
150 E. 46th St., New York, NY 10017
212-922-9677
udonwestny.com
12pm-8pm

★デリバリー

※屋外営業日は未定

★ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

123 William St., New York, NY 10038
646-946-1616
menyajiro-ny.com
Mon-Fri: 11:30am-5pm、Sat: 11:30am-7:30m

★デリバリー&ピックアップ

和 Uminoie（沖縄料理）

170 Allen St., New York, NY 10002
212-254-1508
mrtakaramen.webs.com
11:45am-9:30pm

86 E. 3rd St., # 2, New York, NY 10003
646-654-1122
facebook.com/Uminoie-155573207813232

★デリバリー&ピックアップ

時間は要問い合わせ
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

172 Delancey St., New York, NY 10002
212-614-1810
nakamuranyc.com
5-9pm
※屋外営業日は未定

和 Gen（日本食）

659 Washington Ave., Brooklyn, NY 11238
718-398-3550
genbrooklyn.com
4-9pm
★ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

和 Nobu（和食）

195 Broadway, New York, NY 10007
212-219-0500
noburestaurants.com
Wed-Sun: 4:30-8:30pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

和 Hibino Brooklyn（日本食）

333 Henry St., Brooklyn, NY 11201
718-260-8052
hibino-brooklyn.com
<Lunch> Mon-Fri: 12pm-2:30pm
<Dinner> Mon-Sat: 4:30pm-8pm

和 Raku（日本食）

★ピックアップ

和 Japan Village（日本食）

934 3rd Ave., Brooklyn, NY 11232
347-584-4579
japanvillage.com
11am-6:30pm

★デリバリー&ピックアップ

麺 Karazishi Botan（ラーメン）
255 Smith St., Brooklyn, NY 11231
347-763-1155
karazishibotan.com
Mon-Wed: 4-8pm、Thu&Sun: 12pm-8pm、
Fri&Sat: 12pm-8:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Nakamura（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

25 Clinton St., New York, NY 10002
646-678-3859
ivanramen.com
Mon-Sat: 11:30am-8:45pm、Sun: 11:30am-8:30pm

※屋外営業日は未定

和 Dock Asian Eatery（日本食）

※屋外営業日は未定
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※屋外営業日は未定

麺 Mr.Taka（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Chuko Ramen（ラーメン）
347-425-9570
565 Vanderbilt Ave., Brooklyn, NY 11238
chukobk.com
5:30-9pm

和 Suzume（日本食）

※屋外営業日は未定

★デリバリー

※屋外営業日は未定
★デリバリー

※屋外営業日は未定

296 Grand St., Brooklyn, NY 11211
718-384-7770
bozubrooklyn.com
4-10pm

★デリバリー&ピックアップ

麺 Setagaya（ラーメン）

※屋外営業日は未定

寿 Bozu（すし）

※屋外営業日は未定

34 St. Marks Pl., New York, NY 10003
212-387-7959
setagayany.com
Mon-Sat: 12pm-9pm

※屋外営業日は未定

Brooklyn

麺 Ramen-ya Samurai Edition（ラーメン）
133 W. 3rd St., New York, NY 10012
212-254-8828
ramenya.nyc
5-11:45pm

居 IZAKAYA（居酒屋）

※屋外営業日は未定

205 Grand St., Brooklyn, NY 11211
718-599-6161
samuraimama.com
12pm-9:50pm

★デリバリー&ピックアップ

326 E. 6th St., New York, NY 10003
917-697-7162
theizakaya.nyc
Tue-Sun: 12pm-8pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Setagaya Williamsburg（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

121 Ludlow St., New York, NY 10002
212-477-0100
izakayajuraku.com
Tue-Sun: 11:30am-9pm

★デリバリー&ピックアップ

280 Bedford Ave., Brooklyn, NY 11249
718-218-8508
setagayany.com
Mon-Tue／Thu-Sun: 12pm-8:55pm、Wed: 12:30pm8:55pm（ピックアップは12pm-8:55pm）

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

麺 Ramen Thukpa（ラーメン）

73 Thompson St., New York, NY 10012
212-925-1613
hirohisa.nyc
Mon-Sat: 12pm-9pm

28 Grand St., New York, NY 10013
917-675-0771
takeshisushiny.com
12pm-10pm
※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定
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70 7th Ave. S., New York, NY 10014
212-929-2088
Mon-Sat: 11:45am-10pm、Sun: 12pm-10pm

寿 Hirohisa（すし）

760 Manhattan Ave., Brooklyn, NY 11222
718-809-2527
Delivery: 3:30pm-8:45pm（ピックアップは3pm-）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

寿 Sushi Azabu（すし）

麺 Ramen Spot（ラーメン）

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

428 Greenwich St., New York, NY 10013
212-274-0428
sushi-azabu.com
Wed-Sun: 12pm-9pm

52 7th Ave., Brooklyn, NY 11217
718-783-0150
ramendanbo.com
Mon: 11:15am-3pm／5:10-10pm（ピックアップは11:15am3pm／5:15-10pm）、Tue-Fri: 11:15am-3pm、Sat&Sun:
11:15am-10pm
※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

|

129 2nd Ave., New York, NY 10003
212-677-4825
misoyanyc.com
12pm-8pm

435 Hudson St., New York, NY 10014
212-647-9196
enjb.com
12pm-9pm

寿 Takeshi Sushi（すし）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定
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麺 Ramen Misoya（ラーメン）

29 Kenmare St., New York, NY 10012
212-226-1262
cocoronandgoemon.com
Tue-Sun: 12pm-3:15pm／5:30-10:45pm

和 EN Japanese Brasserie（和食）

277 Church St., New York, NY 10013
212-965-0200
shigurenyc.com
12pm-8:45pm

※屋外営業日は未定

麺 Naruto Ramen（ラーメン）

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

寿 Takahachi（すし）

78 5th Ave., Brooklyn, NY 11217
718-622-4813
momoramenny.com
11:30am-10:30pm
※屋外営業日は未定

和 Cocoron / Goemon（和食）

157 Ludlow St., New York, NY 10002
646-590-0684
sakamai.com
5-9pm

|

★デリバリー&ピックアップ

48 MacDougal St., New York, NY 10012
212-228-1324
rakunyc.com
Tue-Sun: 12pm-10pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Rabbit House（和食）

41 Essex St., New York, NY 10002
646-448-4022
rabbithouse.nyc
Sun&Tue: 12pm-10pm、Wed&Thu: 12pm-11pm、
Fri&Sat: 12pm-12am
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

Lower Manhattan
Houston St.以南＝SoHo、Lower East Side、
TriBeCa、Finaicial District含む
麺 Ajisen Chinatown（ラーメン）
14 Mott St., New York, NY 10013
212-267-9680
ajisenramennyc.com
Sat-Thu: 11am-7:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

寿 Blue Ribbon Sushi（すし）
119 Sullivan St., New York, NY 10012
212-343-0404
blueribbonrestaurants.com
Wed-Sat: 3-9pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ
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麺 Hokkaido Ramen Santouka（ラーメン）

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

38-01 31st St., Long Island City, NY 11101
718-472-3778
suzukishokudo.com
Mon-Sat: 12pm-3pm／5-7:30pm

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Ramen Azuma（ラーメン）

麺 Tamashii Ramen（ラーメン）

39 S. Van Brunt St., #A, Englewood, NJ 07631
201-567-1283
azumaramen.com
11:30am-9:30pm

29-05 Broadway, Astoria, NY 11106
718-278-5888
tamashiiny.com
12pm-9:45pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

10-70 Jackson Ave., Long Island City, NY 11101
718-392-5190
hibino-lic.com
<Lunch>11:30am-2:30pm <Dinner> Mon-Thu: 5:30-9pm、
Fri&Sat: 5:30-9:30pm、Sun: 5-8:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Hinoki Japanese Restaurant（日本食）

71-37 Austin St., Forest Hills, NY 11375
718-261-2838
11:30am-8pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Three Bowls Noodle House（ラーメン）

麺 Hinomaru Ramen（ラーメン）

6328 Roosevelt Ave., Woodside, NY 11377
718-406-9907
threebowlsnyc.com
11am-11pm

3318 Ditmars Blvd., Astoria, NY 11105
718-777-0228
hinomaruramen.com
12pm-2:30pm／4:30-8:30pm

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

103-01 Metropolitan Ave., Forest Hills 11375
718-575-4033
katsunorestaurant.com
Tue&Thu-Sun: 12pm-6:30pm（ピックアップは5:30pm-）

Upstate New York

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

焼 Gyu-Kaku White Plains（焼肉）

和 Kondo（日本食）

159 Main St., White Plains, NY 1060
914-358-5206
gyu-kaku.com/white-plains
12pm-9pm
★デリバリー&ピックアップ

2913 Broadway, Astoria, NY 11106
347-617-1236
kondorestaurant.com
1-7pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 KYURAMEN（ラーメン）

和 Wasan（日本食）

440 Bergen St., Brooklyn, NY 11217
347-725-3550
wasan-ny.com
時間は要問い合わせ
※屋外営業日は未定

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Batten Ramen（ラーメン）

麺 Shuya Cafe de Ramen（ラーメン）

243 Main St., Fort Lee, NJ 07024
201-592-0020
batten-ramen.com
11:30am-9:30pm

4213 Broadway, Astoria, NY 11103
718-777-0430
Wed-Mon: 12pm-8pm
★ピックアップ

※屋外営業日は未定

★ピックアップ

麺 Ajisen（ラーメン）
136-20 38th Ave., #1, Flushing, NY 11354
718-395-8119
ajisenramennyc.com
11:30am-7:30pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Ariyoshi（日本食）

41-13 Queens Blvd., Sunnyside, NY 11104
718-937-3288
ariyoshiny.com
Mon-Thu: 11:30am-10pm、Fri-Sat: 11:30am-11pm、
Sun: 11:30am-10pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

麺 Fujiya Ramen（ラーメン）
136-11 38th Ave., Flushing, NY 11354
929-264-2950
fujiyaramenny.com
11am-9:30pm

133-42 37th Ave., Flushing, NY 11354
917-285-2332
kyuramen.com
11am-11pm

New Jersey

★デリバリー&ピックアップ

Queens

7128 Roosevelt Ave., Jackson Heights, NY 11372
718-255-1120
fukunyc.com
12pm-9pm

★デリバリー&ピックアップ

※屋外営業日は未定

※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

和 Katsuno（日本食）

※屋外営業日は未定

621 Manhattan Ave., Brooklyn, NY 11222
718-383-3139
wanpakubk.com
Mon-Thu: 12pm-3:30pm／5-9pm、
Fri: 12pm-3:30pm／5-9:30pm、Sat: 12pm-9:30pm、
Sun: 12pm-9pm

和 Izakaya Fuku（日本食）

麺 Tamashii Red（ラーメン）
71-34 Austin St., Forest Hills, NY 11375
718-261-0725
tamashiiny.com
12pm-11pm
※屋外営業日は未定

麺 Wanpaku（ラーメン）

和 Hibino LIC（日本食）

和 Suzuki Shokudo（日本食）

595 River Rd., Edgewater, NJ 07020
201-941-1004
santouka.co.jp
11am-5:30pm

★デリバリー&ピックアップ

★ピックアップ

※屋外営業日は未定

麺 Fuyu Ramen（ラーメン）
4617 Queens Blvd., Long Island City, NY 11104
718-786-2200
Mon-Wed: 12pm-3pm／5-10:30pm、Thu-Sat: 12pm-3pm
／5-11pm、Sun: 12pm-3pm／5-10pm
※屋外営業日は未定

★デリバリー&ピックアップ

自炊の時は日系スーパーがお助け!!
✽ 利用時は引き続き、マスク着用の上、ソーシャルディスタンスに気を付けましょう ✽
Current Opening Hour

Delivery

212-598-3040

4 Stuyvesant St. (bet. 2nd & 3rd Aves.)

OK

SoHo

212-219-0033

494 Broome St., #2213 (bet. Wooster St. & Broadway)

OK

646-380-9280

12 E. 41st St. (bet. Madison & 5th Aves.)

OK

Brooklyn

347-584-4579

934 3rd Ave., Brooklyn, NY 11232

OK

East 47 St

646-838-9904

129 E. 47th St. (bet. 3rd & Lexington Aves.)

OK

212-707-8525

36 W. 56th St. (bet. 5th & 6th Aves.)

OK

212-645-0237

498 Ave. of the Americas (bet. 12th & 13th Sts.)

OK

午前10時〜午後11時

917-639-3359

1 E. 17th St. (bet. Broadway & 5th Ave.)

午前10時〜午後8時

917-472-7025

370 Lexington Ave. (bet. 40th & 41st Sts.)

OK

59 St.

午前10時〜午後7時

212-755-3566

224 E. 59th St. (bet. 2nd & 3rd Aves.)

OK

Market

午前10時〜午後9時

718-956-7925

2915 Broadway, Queens, NY 11106

午前10時〜午後7時

718-268-7220

73-05 Austin St., Forest Hills, NY 11375

OK

午前9時〜午後7時

914-472-1468

816 White Plains Rd., Scarsdale, NY 10583

OK

午前9時30分〜午後6時30分

914-683-6735

522 Mamaroneck Ave., White Plains, NY 10605

午前9時30分〜午後8時

201-941-9113

595 River Rd., Edgewater, NJ 07020

Mart

● Dainobu

Midtown

West 56 St

午前11時〜午後7時

午前8時〜午後9時

West 13 St
● Midoriya

NY

● Katagiri
● Katagiri

● Sakura-Ya
● Maruichi
● Daido

Address

East Village
● Sunrise

● Family

Contact

Japanese Mart

Japanese Food & Deli

Market

● Mitsuwa

Marketplace

※営業状況は予告なく変更される場合があります。

い
た
け
つ
を
力
抗
抵
て
栄養を取っ

！
か
ん
も
負ける

今、この時期のだからこそのマルチビタミン

1日1錠

