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米系スーパーを
使いこなせ！

ちらほら…。

20

何となく買って 何となく消 費す
るのはもったいない！ 今 号 は 、
人気スーパーの特色や、使ってみ
たい便利サービスを紹介。

アンケート実施期間＝2月6日〜15日／回答総数＝96件

情報収集は当たり前！
読者のマル秘買い物術

30

域の読者からは、
ショップラ
イト、
そしてストップ＆ショ
ップへのラブコールも多く
聞こえた。

お得に買い物するための
コツも聞いてみた。「店頭チ
ラシを見る」「ウェブサイト
でセール情報を確認する」
「スーパーのアプリでクー
ポンを入手する」
などは、
も
はやスーパー常連読者にと
っては常 識の域のよ う。中
には、「各エリアのマネジャ
ーやスタッフと日ごろから
親しくすると、問題発生時
の対応度が格段に違う（
代）
」
という強者のアドバイ
スも。「なるべく週明けの午
前 中 。良 質の品 がある（
代）
」も耳寄り情報だ。
アプリ利用では、「
『 Fetch
』というレシート
Rewards
を撮影するだけのアプリで
ポイント稼ぎをしています
』
でキャッ
（ 代）
」
「『 Ibotta
シュバック商品をチェックし
ます（ 代）
」という声があ
ったので、
参考にしよう。

よく利用する米系スーパー

米系スーパーの利用頻度

日本との違いはどこ？
長所と短所は紙一重
そ ん な 米 系スーパーの
良いところは「安い」
「大き
い」「内容量が多い」
！ ただ
し１人暮らしの人にとって
は、
この内容量が逆に不便。
小分けで冷凍保存するか、
使う分だけこまめに買いに
行くかで解決している人が
多いようだ。また日本に比
べてオーガニック品が手に
入りやすい、
と感じる人も。
一方で不 満 な 点 は、
「品
質 が悪い」
「店 内の衛 生 や
陳列の見た目が気になる」
「接 客 サ ー ビスが 悪い」な
ど。
一概には言い切 れない
が、「安かろう悪かろう」を
実感する。レジの遅さや混
雑具合にイライラしている
人も結構いた。そして、「日
本食品がない」と嘆く声も
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ご回答ありがとうございました！

63

米系スーパーについての読者アンケート・結果発表
今回のアンケートでは、
回 答 者の７ 割 近 くがパー
ト ナーや 家 族と 同 居 して
おり、少なくとも週１回は
米系（日系特化ではないロ
ーカル）
のスーパーを利 用
していることが分かった。
編集部は日系スーパーと
の使い分けに注目していた
が、基本的には生鮮食品や
乳製品など、毎日食べるも
のはなんでも米系で買うと
いう層が多く、そこで手に
入らないものは日系で調達
する人 が多い様 子 。また 、
洗剤などの日用品も安いと
いうことで、スーパーでま
とめ買いしているようだ。
人気ランキングは、トレ
ーダー・ジョーズ
（ ・５％）
とホールフーズ・マーケット
（ ・５ ％ ）が ほ ぼ 独 走 状
態。オーガニック品やオリ
ジナルブランドへの需要が
うかがえる。会 員 制のコス
トコを除く人気トップ４の
詳細な解説は、
次ページに。
ただし今回はマンハッタン
在住者の回答が多く、他地
61
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賢く使い分けよう! 読者行きつけの米系 4 スーパー
トレーダージョーズ

ホールフーズ・マーケット

独自性が光る美食がずらり

オーガニックの牙城で、健康志向第一

邦人社会では
「トレジョ」
の愛称で親しまれている同店の魅力と

全米一のナチュラルとオーガニックの専門スーパー
「ホールフ

いえば、お手頃な価格だろう。通常米系スーパーが1店舗平均5

ーズ」
の利点は、やはり年間を通じて鮮度と質の高い肉野菜類が

万点の商品をそろえるのに対して、
トレジョはわずか4000点。し

購入できることだろう。自社の品質基準を満たさないアイテムは

かもその8割が自社ブランド商品。店内デザインや商品棚のポッ

有無を言わさず突き返すポリシーは、食の安全を案じる消費者に

プ書きもセンス良く、日本でも大人気のエコバッグを始め、オリジ

は実に頼もしい。こと精肉に関しては、産地や肉質、育て方に至

ナル生活グッズ類も充実。
トレジョの買い物は楽しい。

るまで、詳細な解説がついている。自宅で加熱するだけで、白身

商品はしっかり自然志向で、味付けや栄養にも気配りがある。

魚のムニエルや子羊のグリルなど、高級レストラン並みの豪華な

肉や野菜も新鮮だが、お買い得は加工品や基本食材。例えば、

創業＝1967年
本社＝カリフォルニア州モンロヴィア
全米店舗数＝530
NY市内店舗数＝12

一皿が堪能できる
「半調理製品」
は、お祝い事などに好適。

「ヒマラヤン・ピンク・ソルト」
はナチュラル岩塩をグラインダー付

同店の強みは
「フードバー」
ではなかろうか?
（※コロナ禍で一

きの小瓶に入れて、たったの1ドル99セント! 調味料や食用油、小

部休止中の店舗あり）オーガニック食材のみを使い、温・冷製、ア

麦粉、パスタ…いずれも質が良く、日々の必須食材は全部トレジ

ジア、イタリアンとジャンル分けされていて、好きなだけ選んでレ

ョでもいいくらい。冷凍食品は中華料理の宮保鶏丁
（鶏肉とナッ

ジで量り売り会計。これが、野菜や穀物のうま味を最大限に引き

ツの炒め物）
や小龍包
（ショーロンポウ）
、インドのサモサ、果ては
てんぷらまでアジア料理がずらっとそろう。いい意味でアメリカ
ナイズされた癖のない仕立てで、意外に美味。デリバリーに飽き
たら一度
「ジャケ買い」
で試してみては?

創業＝1980年
本社＝テキサス州オースティン
全米店舗数＝500
市内店舗数＝16

ウェグマンズ

（豆、鶏肉、鮭）
、クランチ
（ナッツやチーズ）
、
ドレッシングから最
低1種類を選んで混ぜると、失敗がないそう。

フードバザール

地産地消を掲げて人気ナンバー1

国際色豊かなニューヨークの市場

2000年にブルックリン区ネイビーヤードに市内第1号店をオ

ニューヨーク市を中心にチェーン展開するローカルスーパーは

ープンしたウェグマンズは、州北部ロチェスター近郊で105年前

いくつもあるが、中でも同店は日本人に使い勝手がいい。アルゼ

に創業した、家族経営の地元密着型スーパーだ。市内の知名度

ンチンの小売業で大成功した韓国系実業家が経営するスーパー

こそまだまだだが、全米では業界ランキングのトップを総なめ。働

だが、韓国食材のみならず、世界各国の食材や加工品が一堂に

きたい職場ナンバー1にも輝いている。特徴は、州内で同社が傘

並ぶのが特徴。例えば、日本のみそ・しょうゆ、麺類、乾物など基

下に抱える近郊農家や牧場からの、オーガニック製品の直接入

礎食材は全部ある上、中華、アジアはもちろん、
フランスやイタリ

荷。夏のグリーンマーケット同様、作り手の顔が見え、
レベルの高

アのおしゃれなオイルや菓子類、缶詰、ポーランドのスープや漬

い鮮度と品質が年間を通じて堪能できる。

物まで手に入る。ご丁寧に各国別に棚を分けてくれているので、

おすすめは、値段がお手頃な生鮮野菜、ウェグマンズ印の肉類

創業＝1916年
本社＝ニューヨーク州ゲイツ
全米店舗数＝105
市内店舗数＝1

出す仕立てで、どれも破格にうまい。チョイスに目がくらむが、実
はコツがあって、緑色葉野菜をベースに、野菜・果物、プロテイン

眺めるだけでも楽しい。

（牛やポークの薄切りもあり）
、自家製ハムなどなど。店内にベー

また、精肉コーナーでもアジア嗜好
（しこう）
に合わせて、
しゃぶ

カリーを備えているので、パン・ケーキ類も焼き立てだ。特に
「サ

しゃぶ用の超薄切りや煮物に最適な豚バラブロックも用意して

ワードウブレッド」
は、外皮パリパリ、中しっとり・ふっくらで、日本

いる。まるでラテンアメリカの市場のような活気にあふれる野菜

人の舌によく合う。値段はホールフーズほどではないが、やや高
め。ただし店内は
「ややグルメ」
と
「ファミリー」
の2エリアに分かれ
ており、後者は自社ブランドのスナック、コーヒー、ペーパー類が
お買い得だ。駐車場完備で、大量購入が好きな人にもおすすめ。

創業＝1988年
本社＝ニューヨーク州ニューヨーク
全米店舗数＝26
市内店舗数＝19

売り場も要チェック。野菜・果物の鮮度はよく、キャベツ、白菜、大
根はいつも良質。値段も手頃で、欲しいだけ買っても財布は痛く
ない。IDNYの証明書カードがあれば金曜日は5％引き。コストコ
ンシャスな消費者にぴったりの、ニューヨーク版
「市民市場」
だ。
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それでも手に入らないものは日系スーパーで!
Sunrise Mart
sunrisemart.com
Midtown
12 E. 41st St.／TEL: 646-380-9280
East Village
4 Stuyvesant St.／TEL: 212-598-3040
SoHo
494 Broome St., #2213／TEL: 212219-0033

Dainobu
dainobu.us
East 47th St.
129 E. 47th St.／TEL: 646-838-9904
West 56th St.
36 W. 56th St.／TEL: 212-707-8525
Greenwich Village
498 6th Ave.／TEL: 212-645-0237
Midoriya
midoriyanyc.com
11 E. 17th St.／TEL: 917-639-3359
Yamada-ya
facebook.com/yamadayainc
450 6th Ave.／TEL: 646-609 2199

Bro ok l yn
Sunrise Mart
sunrisemart.com
934 3rd Ave., Brooklyn, NY 11232／
TEL: 347-584-4579

Q ue e ns
Family Market
familymarket.us
2915 Broadway, Queens, NY 11106
／TEL: 718-956-7925
Sakura-ya Japanese Mart
sakura-yajapanesemart.com/ja

73-05 Austin St., Forest Hills, NY
11375／TEL: 718-268-7220

We s tch e s te r
Maruichi Japanese Food & Deli
facebook.com/maruichiscarsdale
816 White Plains Rd., Scarsdale, NY
10583

米系スーパーの
デリバリーサービスの利用頻度

Daido Market
facebook.com/DaidoMarket
522 Mamaroneck Ave., White Plains,
NY 10605／TEL: 914-683-6735

サー ビスを 利 用 する人 も
増えている。
実 際に今 回の読 者を対
象にしたアンケートでは、
・ ％の人が
「ローカルス
ーパーのデリバリーを利用
したこと がある」と 回 答 。
利 用 頻 度においては上 位
から「週に 〜 回」が
％、「月に 回」が ％、「月
に 〜 回 」が ％ と 続
き、多い人に至っては毎 週
必 ず 利 用 していること が
分かった。野菜や果物など
新 鮮な生 鮮 食 品を手 軽に
安全に入手できるデリバリ
ーや代行サービスは、
この
コロナ禍を乗り切るために
は欠かせないツールとなっ
ているようだ。

Katagiri
katagiri.com
Grand Central
370 Lexington Ave.／TEL: 917-4727025
59th St.
224 E. 59th St.／TEL: 212-755-3566

米系スーパーデリバリーサービスに注目
大手スーパーマーケット
は、コロナ禍でもなるべく
外 出せ ずに日 々の食 料 品
や日 用 品 を 安 全に買いそ
ろえることができるよう、
デリバリーサービスに続々
注力している。
オンラインとはいえ実店
舗に劣らない品ぞろえで、
人との接 触 を 避 けながら
買い物 時 間や労 力を節 約
できるのがデリバリーの魅
力だろう。配達員と接触し
なくて済 むよ うに玄 関 先
に置いてくれる、非接触宅
配といったサービスがスタ
ンダードとなっており、感
染 対 策の観 点からも心 強
い。また 、自 分で店 舗に行
かなくて済 む 買い物 代 行

Manhattan

使って便 利 !
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Lo n g Is la n d
Shin Nippon Do
shinnippondony.biz
63 Mineola Ave., Roslyn Heights, NY
11577／TEL: 516-625-1814

1

1
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Hanamaru Japanese Mart
hanamarumart.us
140 Jericho Turnpike, Syosset, NY
11791／TEL: 516-921-0600

New Je rs ey
Mitsuwa Marketplace
mitsuwa.com
595 River Rd., Edgewater, NJ 07020
／TEL: 201-941-9113
Tawara Mart
tawaramart.com
55 W. Main St., Ramsey, NJ 07446／
TEL: 201-327-4555
Yasainet Plus
yasainetplus.com
490 Kinderkamack Rd., River Edge,
NJ 07661／TEL: 201-600-6727

O n l in e
NY Nojo Fresh
nynojofresh.com

Photo by Whole Foods Market

Photo by Fresh Direct

Photo by Instacart

Whole Foods Market

Fresh Direct

Instacart

アマゾン傘下のホールフーズもデリバリ
ーサービスを提供している。食品デリバ
リーでは、
新鮮さがウリのオーガニック食
材から量り売りの肉類まで、店舗で扱う
全ての商品が購入可能となっている。
ア
マゾン・プライム・メンバーなら35ドル以
上の注文で2時間配送の送料が無料。
注文後は最寄りのホールフーズ店舗か
ら発送され最短2時間で届く。
プライム
会員だけのセール品も見つけることがで
きる。チップはオンライン
で支払い可能。注文は
アマゾンのサイトからログ
インが必要になる。

2002年からニューヨーク近郊を拠点に
デリバリーサービスを行っているフレッシ
ュダイレクト。地元の農場で獲れるオー
ガニック野菜やグラスフェッドビーフなど
の食材が充実し、
ビーガン、ベジタリア
ン、
コーシャなどの幅広い食生活にも対
応する。価格も比較的手頃。デリバリー
パスの無料トライアルでは60日間配達
費が無料となり、
さらに5ドル割引クーポ
ンも利用できる。配達エリアが限られて
いるので、注文前にまず
はZIPコードで自宅が配
達可能エリアであるかどう
かの確認を。

グロッサリー代行サービスとして話題の
インスタカートは、
注文した商品をパーソ
ナルショッパーが実際にスーパーに行っ
て買い物してくれるというもの。北米では
500以上の小売業者と提携し、
ウェグマ
ンズ、
コストコ、
キーフード、
イータリーなど
の複数の店舗から同時に買い物ができ
るのが利点。アプリまたはウェブサイトで
商品を注文すると、近くにいるパーソナ
ルショッパーが自動的にマッチされ、
アプ
リ内のチャットで直接やり
とりもできる。35ドル以上
の注文で配達費は3.99
ドル
（2時間宅配）
。

wholefoodsmarket.com

freshdirect.com

instacart.com

オールバニ

クオモ知事に辞任要求
受けて先月 日、「迷惑な誘
惑と解釈されたかもしれな
い行為」
について謝罪したが、
「 不 適 切に触ったことはな

い」
と述べた声明文を発表。
知 事 室は当 初 、セ クハラ
疑惑の調査を行う外部の弁
護士選定について、同州のレ
ティシア・ジェームズ司法長
官に一任 することに抵 抗し
ていたが、
最終的にその要請
に屈した。また２日、 人目
のセクハラを告発する女性
が現れた。

マンハッタン

プライドマーチ
今年のテーマを発表
ニューヨーク市のプライ

ドイベントを企画・制作し
ている非営利団体「ＮＹＣ
プライド」
が、
今年の公式テ
ーマは
「戦いは続く」
と発表
した。先月 日付ＡＢＣ７
ニューヨークが伝えた。
「Ｎ Ｙ Ｃ プライド
２０２１」
のイベントは、６
月のプライド月間に開催さ
れる。主要なイベント、プラ
イドマーチが６月 日
（日）
にバーチャルや対面形式で
構成される予定。また６月
ニュージャージー

日（金）
には、さまざまな ジア・ラブ、
ホセ・トーマス、
講 演 者や活 動 家が参 加 す Ｇ・エクス ト ラバガ ンザ、
る、
「ザ・ラリー」が開 催さ クリシュナ・ストーン、リー
れる。昨 年 見 送 られた「プ ド・ジェファーソンなど、多
ライ ド フェス」や「 プ ライ くのクィア、トランス、ＢＩ
ド・アイランド」も、今年は ＰＯＣ
（有色人種）
のメンバ
開催が予定している。詳細 ーなどが登場している。
は後日発表。
ＮＹＣプライドはまた、
マンハッタン
今 年のビジュアルキャンペ
ーンも発表し、写真家のケ センチュリー
イト・オッペルマンが撮 影
コロナで閉鎖後に復活
した 同 キャンペーンには、

息子と母親が死亡
９１１に通報した。
モリス郡 検 察 官 代 理の
ロバー ト・キャロル 氏によ
ると、駆け付けた救急隊が
池に入る足跡を発見。遺体
は、川が流れ込む滝の頂上
で発見された。
サイード さん 家 族 を 知
るアブドゥル・ラジャ氏によ
ると、サイードさんの夫は
末期がんで入院しており、
また兄は２週間前に、妹は
事件の３日前にコロナウイ
ルスに感染して亡くなった
という。
モリス郡の保安官は、サ
イード さんが 食 料 品 や 髪
染めなどの買い物をしてい
たことから、
「 自 殺 とは 考
えにくく、事件の捜査を進
めている」
と話した。

池で一緒に発見される

知られているが、同事件が
アジア系コミュニティーに
対 する襲 撃の急 増と 関 連
しているという証拠は見つ
かっていない。

ニュージャージー

地元製造チーズに菌
ＦＤＡがリコール発表

ニューヨー ク市のビル・
デブラシオ 市 長 は 先 月
日 、記 者 会 見 で 大 手 デパ
ー ト チェーン「センチュリ
ー 」
の復活を明らかにし
た。同日 付 ａ ｍニューヨー
クが伝えた。
同 店 は １ ９ ６ １ 年にブ
ルックリン区ベイリッジ出
身のソニー・ジンディ氏と、
いとこのアル・ジンディ氏
が創 業。現 在はジンディ家
の息子のレイモンド氏とア
イザック氏らによる家族経
営で、全米に 店舗を展開
し、
マンハッタンに本社を置
くまでに成長した。
しかし昨年９月、新型コ
ロナによる影響で破産を申
請。ニューヨーク、ニュージ
ャージー、ペンシルべニア、
フロリダの 店舗の清算を
計画していた。
同市長の会見には、同店
のマー ク・ベニテス代 表 も
出席。顧客のために新たな
マイルストーンを達成する
と約束した。再オープンに
ついての詳細は不明。

染が確認され、計 人が発
症、入院患者は９人となっ
ている。
ＦＤＡは、
アブエリト・チ
ーズに加え、リオグランデ
とリオリンド銘柄のチーズ
も リステリ ア菌 汚 染に関
連しているため、
これら３
社のチーズの販売や購入を
避けるよう呼び掛けた。
リステリア菌は、免疫機
能が弱い幼児や高齢者、妊
婦 な どに対 して、重 篤 な、
時には致 命 的 な 感 染 症 を
引 き 起こ す 可 能 性のある
細菌である。

24

外部機関がセクハラ疑惑調査
力候補とみられていた同知
事の評 判は急 降 下し、政 治
生命が危うくなっている。
同知事はセクハラ疑惑を

市の上級顧問引き受け

27

25

マンハッタン

ビル・デブラシオ市長は
先月 日、ＮＹＰＤに 年
近く勤続したテレンス・モ
ナハン警察長が退職し、新
型コロナからの再生計画を
担 当 するた めに新 たに設
置された、市の部署で上級
顧問を務めることになった

25

社」の製 品。先 月 日に製
品を店頭から回収し、製造
を停止している。
コネティカット州の保健
当局が、同州の住民の入院
と食品汚染との関連につい
て調査を開始したのをきっ
かけに、
メリーランド州、
ニ
ューヨー ク州 、バージニア
州でもリステリア菌への感

21

25

23

ニュージャージー州モリ
ス郡で先月 日、母親と
歳の息 子の遺 体 が 池 か ら
発見された。同 日付ＮＢ
Ｃニューヨークが伝えた。
ワ ル ダ・サ イ ー ド さ ん
（ ）と 息 子 のウ ザ ー ル・
アフメド さん（ ）は 日
午後５時 分ごろ、ブーン
トンのグレース・ロード・パ
ークのアッパーポンド地区
の池で発見された。６歳に
なるサイードさんのもう
人の息 子 が 池のそ ばで母
親 を 呼 んで泣 き 叫 んでい
たため、通りがかった人が
35

ニュージャージー州パサ
イック郡で製造されている
チーズからリステリア菌が
見つかり、連邦食品医薬品
局
（ＦＤＡ）
が調査を行って
いる。先 月 日 付パッチが
伝えた。
リステ リ ア 菌 が 見つか
ったのは、同郡パターソンの
「エル・アブエリト・チーズ

Aromatherapy Massage

Physical Therapy

Shiatsu/Massage

13

11

11
23

1

ＮＹＰＤ警察長退職

ニューヨー ク州のアンド
リュー・クオモ知事からセク
ハラを受けたと告発する２
人目の元側近の女性が現れ
たことを受 け、州 議 会の少
なくとも３人の民主党議員
が、知事に辞任を求めた。先
月 日付ＮＢＣニューヨー
クが伝えた。
同知事はセクハラ疑惑だ
けでなく、高 齢 者 施 設での
新 型コロナウイルスによる
死者数を過少報告していた
問 題でも、連 邦 検 察が捜 査
を開 始し、窮 地に立たされ
ている。州議会議員からも、
言葉による虐待と脅迫を受
けたとして告発されている。
これらの問題により、
ほんの
数カ月前まで２０２４年の
大 統 領 選で、民 主 党の最 有

めて、ＮＹＰＤ刑事局長に
就任した。
ハリソン氏 は 、
「 市 内の
安 全 改 善に貢 献 していき
たい。それには住民の協力
が不可欠だ」
と述べた上で、
「平 和 的 な 抗 議 行 動 を 行
っている人々をＮＹＰＤが
保護するよう、確実にした
い」
と語った。

39

Chiropractic

ことを発表した。同日付Ｎ
Ｙ１が伝えた。
同 氏は、市の再 生・安 全
計画の上級顧問として、新
部署の責任者であるロレイ
ン・グリロ氏の下で働 くこ
とになる。
ロドニー・ハリソ
ン刑事局長が同氏の後任。
市内で育ったハリソン氏は
２０１９年、黒人として初
ブルックリン

強盗と格闘で４人死傷

1

ロングアイランド

運転手ら 人負傷

30

11

28

45

21

10

40

内部に突入して出火し、運
容疑者の男を逮捕
転 手 と 乗 客 は 車 内に閉 じ
ＮＹＰＤは先月 日、ブ 話を奪い、逃走を試みたと
込められた。
地 元 警 察と消 防 士が現 ルックリン区 サンセットパ ころ、賭博場経営者らが反
場に向かって消 火を行い、 ークの違法賭博場で起きた 撃したという。
容 疑 者 らと被 害 者の争
運転手と乗客を救出。トラ 強 盗 未 遂の間に、 歳の男
性を殺害し、他 人を刺し いを 止 めよ う とした 男 性
ックが 衝 突 し た 家 に 住 む
人は、搬送先の病院で死
母 親 と その息 子 は 安 全に たとされる 歳の男を、殺
人、
強盗、
暴行容疑で逮捕し 亡 。さ らに、 歳と 歳の
脱出した。もう１人の住人
たと発表した。１日付ＮＢ
男 性 が刺 されて入 院 した
は軽傷を負い、付近の病院
Ｃニューヨークが伝えた。
が、命に別状はなく安定し
に搬送された。
先月 日午後 時 分 ている。４人目の男性は、現
運 転 手は生 命に問 題の
ごろ、犠牲者のうち３人が 場で傷の治療を受けた。
ないけがを負い、病院に搬
同地区の歩道で横たわって
警察は、容疑者らがどの
送された。乗客は現場で手
ようにしてこの賭博場の存
当てを受けた後、警 察のヘ いるのが発見された。
警察の情報筋によると、 在を知ったのかを捜 査 中。
リコプターでストーニーブ
ルック大学病院に搬送され 容 疑 者 グルー プが賭 博 場 同 地 区は「ブルックリン区
に押し入って現金と携帯電 のチャイナタウン」として
たという。

19

3

3

42

25

家にトラック突っ込む

25

30

25

28

46

3

9

24

ロングアイランドのサフ
ォー ク郡で先 月 日 午 後
１時ごろ、小型トラックが
住 宅の正 面に突っ込み、３
人が負傷した。同 日付デ
イリーボイスが伝えた。
事 故 が 発 生 した 同 郡 リ
バーヘッドの警察によると、
フォードの小型トラックが
西メインストリートを走行
していたところ、運 転 手の
健康状態に異常が生じ、
ト
ラックを制御できなくなっ
たとみられている。
トラックは車道を離れて
盛土に衝突し、さらに空中
に 飛 び 出 してか ら 住 宅 に
衝突した。
ほぼ全体が住宅

26

28
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新型コロナウイルス 最新情報まとめ（3月3日付）
❖ ニューヨーク ❖

ンの効果はいまだに不明瞭なものの、症状の重症化や死
亡の確率を下げる効果はあるといわれている。

郵便配達員、
裁判員などの広範囲の市民に解禁される。
マ
ーフィー州知事によると、
ワクチンの接種開始からこれま

屋内飲食は定員の35％に

でで州内の200万人以上が接種している。

ニューヨーク市内の飲食業の屋内飲食は、
2月26日より人

市長がワクチンの対象者拡大を呼び掛け

数制限が定員の25％から35％に引き上げられた。
市内の

ニューヨーク市のデブラシオ市長は、
州政府に対し、
弁護

9月から対面授業を全面再開?

感染状況が改善されたことを受けての措置。
これまで、市

士や裁判官、
衛生局の従業員、
ライフガードなどの職種に

マーフィー州知事は2日、9月の新学期からは州内全域で

内の飲食業界からは、定員の50％を維持しない限りは利

対してワクチンを解禁するよう要請した。同州は現在、65

対面授業を再開できる見通しであると発表した。
教育関係

益が見込めないとする声が上がっていた。

歳以上や健康問題を抱える人、
一部のエッセンシャルワー

者へのワクチン接種が始まることを受けての発言。
遠隔と

カーにワクチンを提供している。
J＆Jのワクチンがまもなく到着

❖ ニュージャージー ❖

米食品医薬品局（FDA）が新たに承認した、
ジョンソン&
ジョンソン社のワクチンが2日、
ケンタッキー州の同社倉
庫から全米に向けて出荷された。
ニューヨーク州は毎週

対面を合わせた
「ハイブリット」
授業は、
9月の時点で減少
する見通しだという。

❖ コネティカット ❖

ワクチン対象者が15日より拡大

およそ16万4800個を受け取る予定。同社のワクチンは

3月15日
（月）
より、
次のカテゴリーの市民にワクチン接種

屋内飲食の規制を緩和か

従来のワクチンと異なり、1度の接種で効果を期待できる

が解禁される。

ラモント州知事は、
州内の感染状況が改善傾向にあること

という。
ワクチン接種に関する詳細は、
ウェブサイト
（am-

▷プリK〜12年生の教員およびスタッフ
（大学教育は含ま

を受け、飲食店での屋内飲食の定員を引き上げる可能性

i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov）
または電話

れない）

を示唆した。4日
（木）
の会見で、何らかの対応を発表する

▷登録・認可されたチャイルド・ケア・ワーカー

見通し。

（TEL: 833-697-4829)で確認できる。

▷NJトランジットおよびその他の公共交通機関の従業員
南アフリカからの変異株の感染を初確認

55歳以上にワクチン接種開始

（タクシーや空港関係者を含む）

2日、
ニューヨーク市内で初めて、
南アフリカからの変異株

▷これまで対象になっていなかった、
公共の安全に関する

3日、州内の教員および教育関係者、認可されたチャイル

ウイルス
（B.1.351）
の感染が2件確認された。
一方、
イギリ

その他の職種に従事している人

ド・ケア・ワーカー、55〜64歳の市民にワクチン接種が解

スからの変異株の感染確認は前週の59件から166件に急

▷特定の部族集落
（tribal communities）
に所属する人

禁された。
予約は州ウェブサイト
（portal.ct.gov）
または電

増。
南アフリカ、
イギリス、
そしてブラジルからの変異株3種

▷ホームレス、
またはシェルターで暮らすホームレスおよ

話（TEL: 877-918-2224、毎日午前8時〜午後8時）
にて

はリスクの急増を受けて、
市保健局からは
「懸念すべき変種

び家庭内暴力被害者

可能。

（variants of concern)」
とみなされている。
なお、
ワクチ

29日
（月）
以降は、
飲食業やホスピタリティー業の従事者、

数も低迷と残念な結果に。
そんな中、
ニュー
ヨーク市内は5日
（金）
から映画館もやっと再
開します。昨年夏、
ニュージャージーへ見に行
ったときは一人貸し切り状態だったので、果
たして客は戻ってくるのか? また後日、体験
報告をしたいと思います
（編集部・N）

マンハッタン

2月28日に行われたゴールデングローブ賞
授賞式。映画ファンにはおなじみの授賞式
ですが、今回は新型コロナの影響で初のバ
ーチャル開催。大作映画の延期もあり、
ノミ
ネートは小作品ばかり。オンラインと一部ス
テージ登壇を組み合わせたものの、視聴者

6

シカゴでチケットがすでに
完売しており、３月にサン
フランシスコ、５ 月にはロ
サンゼルスで開催される予
定。
ロサンゼルスでは、発売
してから１週間で、８万枚
以上のチケットを売り上げ
たという。
ニューヨークでのチケッ
ト 価 格 は ・ ド ルか ら
で、先月 日から発売され
ている。鑑賞に要する時間
は約１時間。時間を区切っ
ての入場制限など、新型コ
ロナ対策を行った上で開催
される。

約 1 年 近く閉 鎖
していた 米 大 手
シネコンチェーン
「 A M C 」も、5日
の 再 開 に 向けて
準備中

端のテクノロジーを使用し
たアニメーションとなり、
広
い会 場 に 大 き く 映 し 出 さ
れ、観客は作品世界を歩き
回るという試み。
展示には、
イタリアのデジタルアート
の巨匠、
マッシミリアーノ・
シカルディ氏が芸術監督を
務めている。
この展 示は、トロントと

編 集 ラ イタ ー 募 集 中 !

市内で 月から開催

今週の1枚

一風変わったゴッホ展

25

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

NYジャピオン編集部は、ニュ
ーヨークにまつわる街や人の物
語を取材して伝える、編集兼ラ
イターを募集しています。業務
は、コンテンツの企画・構成や
取材手配、そして取材・編集・
執筆など。担当ジャンルはグル
メ、カルチャー、ビューティー、
ビジネスなど多 岐にわたりま
す。経験がある人を歓迎!
興味がある人は、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。

世界的に評判となってい
る没入型デジタルアート展
「イマーシブ・ヴァン・ゴッ
ホ」が、
ニューヨーク市内で
６ 月 日（木）から開 催さ
れることになった。会 場は
未定。先月 日付ａｍニュ
ーヨークが伝えた。
「星月夜」、「ひまわり」な
ど、ゴッホの代表作が最先

編集日記
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バス・電車での治安悪化に注意
NYPDの安全対策を知ろう

京都で400年続く
「笑い」の芸
狂言解説と2作品鑑賞

在ニューヨーク日本国総領事館

能ソサエティー

在ニューヨーク日本国総領事館は、特に公共交通
機関での最近の治安悪化について、同館ウェブサイ
トで注意喚起を行っている。
地下鉄構内での突き落とし事件は2020年に24件
発生、前年比で30％増加した。
これを受けて、NYPD
は次の安全対策を行うよう指導している。
▷緑色のライトが点灯している、駅員駐在の地下鉄
出入り口を利用する
▷特にオフピーク
（通勤ラッシュ外）
時のプラットホー
ムでは、駅員ブースから見える場所で電車を待つ
▷車掌や運転手のいる車両の利用を心掛ける
▷背後の様子が分からない状態でヘッドホンを利用
しない
▷電車車両の中央側に座り、
ドア付近には座らない。
バスは前方に座るようにする
▷不審な人物・場所を直感したらすぐに立ち去る
警察・消防・救急の緊急時は、911に連絡すること。
「ジャパニーズ・プリーズ」
と伝えると、
日本語通訳サ
ービスを介しての通話が可能。
また、緊急事態で困っ
たことがある場合は、領事館の「邦人援護担当官」へ
連絡
（TEL: 212-371-8222）
することも可能。
その他
の最新情報については、同館ウェブサイトを参照。
www.ny.us.emb-japan.go.jp

特に夜間や人気がいない際の地下鉄利用には
気を付けるよう、NYPDは注意喚起を行っている

|
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能ソサエティーは10日
（水）
午後8時より、
オンラインイベント
「狂言〜京都400年の
笑い」
を開催する。鑑賞無料。
昨年、新型コロナ感染拡大に伴って延期されていたイベント。大蔵流狂言師の茂山
逸平さんをゲストに迎えた狂言解説の後、古典狂言「柿山伏」
と新作狂言「濯
（すす）
ぎ川」
を鑑賞する。2作品は本企画のために、京都の金剛
能楽堂で収録されたもの。質疑応答の時間も予定。主催
者は、
「古典から現代へとつなぐ京都400年の笑いを、
ど
うぞお楽しみください」
と話す。事前登録は以下から。
kyogen2021.eventbrite.com

10日より営業再開が決定
現役画家の無題墨絵を展示
ノグチギャラリー

バスや電車内の座席の位置にも注意したい

ノグチギャラリーは、10日
（水）
より営業を再開し、同時に特別展「Koho Yamamoto:
Under a Dark Moon」
を開催する。
ソーホーにある紅浦墨絵学校の設立者としても知
られる、画家の山本紅浦
（こうほ）
さんによる無題作品10点を展示。山本さんは99歳の
現在も創作活動を積極的に行っている。
同ギャラリーは毎週水〜日曜日の午前11時〜午後6
時に開館。事前予約制の時間別チケットが必要となる。
9-01 33rd Rd., Long Island City, NY 11106
noguchi.org/museum

航空券購入でPCR検査キット進呈
4月末までのキャンペーン実施中

日系の海外法人向けセミナー
メンタルヘルスを調える

IACEトラベル

パソナ

IACEトラベルは、ユナイテッド航空とコラボレーションした企画「日本里帰り応援キャンペーン」
を、
4月30日
（金）
発券分まで開催している。同社で航空券を購入した、8月31日
（火）
までにアメリカを出
発する便が対象。PCR検査キット
（13500円分、陰性証明書代と送料は含
まれない）
と、家族・友人に譲渡も可能な、
アメリカ国内線の往復航空券を
進呈する。検査キットは航空券手続き後、同社ウェブサイトから、
にしたんクリ
ニックのバナーをクリックして申し込む流れ。同キャンペーンのその他詳細
や申し込み方法については、
ウェブサイトおよび下記番号
（年中無休）
へ。
TEL: 877-489-4223／iace-usa.com

パソナは、2月26日から開催している全5回のオンラインセミナー
「パソナ
『メンタルヘ
ルスケアセミナー』」の第2回を、26日
（金）
午前2時より開催する。
日系企業の海外現
地法人向けだが、個人での参加も可能。
講師は株式会社セーフティネットの産業カウンセラー、藤掛弘美さん。6月まで毎月1
回開催予定で、1回限りの参加も可能。第2回のテーマは
「ケースで学ぶストレス反応
とメンタル不調」。各回定員100人。料金は1人2000円
（1回）
。詳細は下記URLから。
https://register.pasona.com.tw/pdata/global/mentalhealthcareALL_202102.
html
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屋内飲食が再開した今こそ、
食べてみたい or 行ってみたいグルメスポットを巡ろう!
ご予約はQRコードから♪

ジャピオン厳選

日系レストランガイド

寿司

対馬

特選ちらし

$44(a la carte), $46.50(dinner)
served with Miso Soup and Salad
210 E. 44th St.
sushi_tsushima

丼屋

男のだいどころ

焼肉

一人前$19
（2人前よりオーダー可）
253 W. 55th St.
donburi.ya

$58

辛味！ 白湯もつ鍋

Yakitori 39

Yakitori 39
（系列店）

1本 $3.10
252 DeGraw Ave.
Teaneck, NJ 07666
201-692-0700

$75
252 DeGraw Ave.
Teaneck, NJ 07666
201-692-0700

フリーレンジチキン レバー

寿司おまかせtogo ハンドロール付き

東兵衛

特選焼肉盛り 360g
253 W. 55th St.
yakiniku_tohbay

焼 き鳥 39 に隣
接する、テイクア
ウト専門の寿司
屋。月に数回の
寿司イベントを
開催してます。

RAMEN AZUMA

豚骨ラーメン

＄11
39 South Van Brunt St.
Englewood, NJ 07631
ramen.azuma
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困難に立ち向かい、今を全力で生きる
日本人ビジネスパーソン。名刺交換した
だけでは見えてこない、彼らの「仕事の
流儀」
を取材します。
※これまでのビジネスインタビューのアーカイブは、nyjapion.comで読めます。

ティファニー、
ボビー・ブラウン、
ディオールといった高級

ブランドで、何かを身に付けたり持ったりしている
「手」の

広告を見たことはあるだろうか? もしかしたらその手は、
永瀬まりさんのものかもしれない。

した働き方は、永瀬さんにとってプラスにも作用したよう

公私の目的地は
「マンハッタン外」
に
昨年、永瀬さんは住まいを、市内からウェストチェスター

郡に移した。
コロナ禍でも心の健康を保ち、
「なるべく家か

2016年

出身地

埼玉県

好きなもの・こと
特技

観葉植物
料理

手や足をはじめとしたパーツモデルとして日本で活躍後、2016年
に来米。
ブルックリンやマンハッタンの各所に移り住んだ後、昨年
よりアップステート在住。エレガントで上品な形の手を生かし、
ファ
ッションブランドや百貨店などの写真広告に多数出演する。
Instagram: @mari_handmodel

めに仕事も厳選しています」
と永瀬さん。
この自由度の増

だ。
もともと自身のキャリアをブランディングする目的で、
SNS運用に力を入れていたが、最近はインフルエンサー

としての依頼も増えてきた。
こちらはフリーランスかつオン
デマンド形態なので、
作業場所や頻度も自分次第だ。

過去に縁が深かった日本の企業からは、引き続きモデ

ルの仕事も受けている。
そして日本のメディアからの取材
依頼では、
ハンドモデルとしてだけではなく、
生き方などの

ら出ない生活」
を模索した結果、
ジムやプールを併設する

パーソナルな側面に脚光が浴びるようになってきた。

市内へはメトロノースで40分程度ということもあり、身構

芸術としての「手」

郊外の静かなアパートに行き着いたという。
ニューヨーク

来米年

しかし、
コロナ禍で身を守りながら生活していくために、

を極めた永瀬さん。
ステップアップを求め、2016年に単身
スのブランドで引っ張りだことなっている。

ハンドモデル

がいやキャリアバランスで考えていたんです」

「心苦しい時もありますが、最近は外出時間を減らすた

ニューヨークにやって来た。
今では前述のようなトップクラ

#08

リアを重ねてきましたし。
仕事の価値を料金ではなく、やり

「日本のハンドモデル業界の頂点」
ともいえるハンドクリ

ームブランド・アトリックスでモデルを務め、
国内のキャリア

永瀬まりさん

界人にSNS経由でコンタクトを取り、
人脈を築くことでキャ

えていたよりも不便は少ない。

「今まで撮影はマンハッタンで組まれることが多かった

商品を手に取る様子を収める撮影では、いわゆる物撮

のですが、
ソーシャルディスタンスやコスト削減の面から、

りの専門家が照明や色彩を調整し、
シャッターを切る。広

こうなると、
撮影場所によっては、
マンハッタンよりもアッ

が、永瀬さんは「いつかペインターやミュージシャンなど、

郊外の設備で組む企業も増えてきました」

プステートから訪れる方が早かったりするのだとか。
しか

し、撮影場所がマンハッタン外であることが一般的になる
日が来るとは、
予想もしていなかったという。

「これまで、
フォトグラファーやアーティストらと組んで行

う、無償のテストシュートなどにも積極的に参加していまし
た」
と永瀬さん。
「もともと、気になるフォトグラファーや業

告撮影では商品を完璧に見せるために自由度は低くなる
全然違うジャンルの人たちとも作品を作りたい」
と話す。
ど

こまで感情や世界観が表現できるか挑戦したいという。

「家に自然を取り入れたくて、観葉植物を増やしたんで

す」
と、家の中を見せてくれた永瀬さん。
その穏やかな笑
顔の背景には、自分にとって
「一番必要なこと」
を見極め

る強さがあるのかもしれない。
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直訳すると
「記念日反応」
です。
自分にとって

2年後と、
その日が近づくと記憶がよみがえ

の３月を思い出して不安に駆られたら、
友達

てください。

い仕事を無理にしないとか、
自分をいたわっ

がちです。
パンデ ミックを 元 気
に乗り切るコツは？
コツと言えるかは分
かりませんが、発 想
を柔軟にして、自分をいた
わってほ しいです。こ うい
う非常時には、自分に厳し
くするのではなく、「ゆるゆ
る」
で甘くいきましょう。
それから、人間は進歩を
感じたい生き物です。小さ
いことでいいので、何 かを
始めるのはとてもいいこと
です。クライアントの中に
は、「小さいプラントを育て
始めました」「初めてパンを
焼きました」という人もい
ます。（後編につづく）

を言います。
ニューヨーク州でパンデミック

による自宅待機命令が出てから丸１年。
去年

AQ

り、
心がざわついたり、
落ち込んだりすること

（前編）
◆パンデミック生 活 とメンタルヘルス

A Q

遠隔・登校・ハイブリッドの
どれにするかで夫婦で意見
が真っ二つに割れ、家 庭 内
でけんかが絶えなくなると
か、クラスメートのパーテ
ィーに呼ばれた高校生の娘
が、「親の許可が出ないのは
う ちだけだ」と、親 子の仲
が険悪になるとか。
または、
ニューヨークから日本に一
時 帰 国したいと思っても、
感 染 を 懸 念 する日 本の家
族から「帰ってくるな」と言
われ、落ち込んでいた人も
いました。
これらはいわゆる「パン
デミックあるある」
で、家庭
内だと意見の相違からの口
論や感情がヒートアップし

つらいことや悲しいことが起こると、
１年後、

テーマ

いのです。コロナ禍で学 校
が閉鎖されている間、彼ら
は「自分だけが学校に行か
ないのではない」という 安
心感を持つことができてい
ました。
同じ理由で、
うつや
不安症で職場への通勤がで
きないといった 成 人 も、み
んなが自宅待機するパンデ
ミック中は、逆に安心感が
増していました。
感染予防意識の温度
差によるトラブルも
あるのでは？
友人・知人の間での、
集 まる・集 ま らない
をめぐる意見の違いは、多
少の気まずさを伴っても、
大きなトラブルには発展し
ません。子供の誕生パーテ
ィーに呼ばれても、「マスク
もせずに大勢が集まる場に
は行けない」と思ったら、断
ればいいわけです。
問題は、家庭内で温度差
がある 場 合です。例 え ば、
子供の学校再開にあたり、

Anniversary Reaction

心理療法士、臨床ソーシャルワーカー。
ニューヨーク大学大学院ソーシャルワ
ーク修士課程卒業。
コミュニティークリ
ニック勤務を経て2008年開業。18歳
以上の大人を対象に、育児・夫婦・家
族・恋愛・人間関係に関する悩みや、気
分の落ち込み、不安、パニック、ストレ
ス、不眠、適応などの問題に応じる。相
互扶助団体・ニューヨーク日本人シング
ルマザーの会主宰。

カウンセラーも感じている
ことです。
特に昨 年 秋 ごろ か ら 相
談件数が増えています。主
な理由は、長引くパンデミ
ックによる疲 弊と、先が見
えない不安だと思います。
ニューヨーク周辺では夏
は 感 染 件 数 も 減 少 してい
ましたが、秋になってまた
増え始めたことによる脅威
もあったでしょう。日 照 時
間が短くなり、寒い冬に向
かう という 季 節 的 な 要 因
も大きいと思います。冬は、
た だでさえ気 分 が落 ち 込
む人が増える季節なのに、
今年はコロナ禍のために一
層閉塞感が深まりました。
秋の新学期で、学校が再
開 さ れることで落 ち 込 む
子供もいました。学生がみ
んな学校に戻りたいかとい
うとそうではありません。
自 宅 待 機と遠 隔 授 業の方
を好む、
もともと不登校気
味の子供は決して少なくな

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

に電話して話すのもいいでしょう。
やりたくな

現在遠隔カウンセリングのみ
NY、NJ、TX、IN州在住者対象
TEL: 917-531-0968
mail@kimiaokitherapy.com
kimiaokitherapy.com

【今週の英単語】
んに

青木貴美さん

青木さ た
聞い
（Kimi Aoki, LCSW）

人と交流できない苦しさ
自分をいたわり、
優しく
パンデ ミックが、
メン
タルヘルスにどう関わ
ってくるのでしょうか？
人 間 は 、人 とのつな
がり・交 流 を 求 める
ようにプログラムされてい
る「ソーシャルアニマル」で
す。
人間の脳は、
人と接して
いるときに活性化されるこ
とが、科学的にも証明され
ています。
ところがパンデミ
ック中は、感染防止のため
の自宅待機とソーシャルデ
ィスタンシングで、人と 関
わらずに生活することを強
いられました。
これは、「ソ
ーシャルアニマル」としての
人 間の本 能に反 する行 動
なわけです。当 然 、影 響 も
出てきます。
カ ウ ンセ ラ ー 視 点
で、
この１年を振り返
っての印象は？
パンデミック中を通
して 、カ ウンセ リン
グの件数が増えました。
こ
れは私だけではなく、他の
「パンデミック中、小さなプラントを育てるとか、室
内に大きな木を置いて野外感を演出するとか、
小
さな喜びを見つけることが精神的なリフレッシュ
につながります」
と青木さん

A Q

A Q
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期間限定掲載! 米国版・確定申告の季節が今年も到来だ。
初めてトライする人は、基礎知識を身に付けてから専門家に相談しよう。

今から学ぶタックスリターンの基礎知識
監修＝尾崎真由美／尾崎真由美会計事務所（1040me.com）

タックスリターン（tax return）とは

米国で就労している人が対象のため、社会保障番号こと

SSNは持っていることが大前提。新たに米国にやって来た

・申告締め切り＝2021年4月15日
（木）

人は、社会保障事務局に申請し、取得しよう。

たは市

いない状態で所得を得ている人は、移民局
（IRS）
が管理す

・申告先＝米国税務省（IRS）
および自身の住んでいる州ま
・対象者＝米国内で所得がある全ての人
日本でいう確定申告のこと。
過払いの税金を払い戻す、
あ

ただし、就労ビザの配偶者・扶養者などで、SSNを持って

るITIN（Individual Taxpayer Identification Number）

こと個人用納税者識別番号を申請することになる。

昨年春からのコロナ禍では、社会保障局とIRSが業務を

請される。

コロナ禍での各種保障
失業保険（Unemployment Insurance Benefit）
は所

得扱いとなり、課税対象だ。確定申告でしっかり手続きを
行おう。
自身の在住州から送られてくる、Form 1099-Gに
詳細が記載されている。

るいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぐ。昨

臨時停止してしまい、
どちらの番号も入手できなかったケ

長されたので、今回もイレギュラー事態の発生には注意し

会計士・税理士に個別に確認しよう。

を検討する際は、
お早めに。

得がある人には申告義務が発生する。
ただし、一部のF（学

間の収入と源泉徴収について記されている。万が一、紛失

人・世帯に、給付金（Stimulus Check）
が計2回支払われ

年は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、締め切りが延

たい。市民権や在住ステータスにかかわらず、米国内で所

ースが多発していた。現在もなお取得できていない場合は、
Form W-2は勤務先の企業から送付される書類で、1年

生）
・J（インターン）
ビザなどの保持者は、除外されるケース

した場合は発行元の企業に対し、再発行を申請しよう。一

国税局の指定した書類を用意して自分で申請することも

Form1099と呼ばれるものがW-2の代わりに発行される

もある。

方、
フリーランスや業務委託の形態で就労している場合は、

可能だが、
専門知識が必要なので、
会計ソフトウエアやオン

ので、
こちらを使用して申告しよう。

税理士に依頼する人が多い。

控除・クレジット

ライン代行サービスを利用するか、専門家である会計士・
万一締め切りを過ぎてしまった場合は、IRSよりペナルテ

ィーが科せられる恐れがある。遅延期間分だけ利子が算出

控除（deduction）
は諸経費を申告して収入から差し引

され、増税される可能性があるので、早めに会計士・税理士

き、
かかる税金を抑える制度を指す。交通費や、仕事に必要

限り、最大3年分さかのぼって申請することが可能だ。

て収入の10％以上の金額がかかった認可済み医療費など

に相談を。なおケース・バイ・ケースだが、納税義務がある

申請に必要なもの
・SSN（Social Security Number）
・Form W-2

2020年度はコロナ禍で失業者が激増し、失業保険の申

請についての相談も殺到すると考えられる。専門家に相談
なお、米国政府から昨年、年間所得額が一定以下の個

たが、
こちらは所得とは別に考えられているので、今回の課
税対象には入っていない。

転職・転居の場合
複数の企業から収入を得ていたり、20年中に転職し

た場合、全ての企業が発行したForm W-2（あるいは
Form1099）
が必要となる。

また、20年内に引っ越しを行い、別の市・州に転居した

な機材の購入費だけでなく、慈善事業団体への寄付、
そし

場合は、
それぞれの市・州で申請が必要となるので注意。
日

も控除に該当する。

申請の必要がある。

のものを減額できる制度。高等教育の学費（最大2000ド

能。
また、多くの会計士・税理士が、国外からの相談を受け

一方、
クレジットと呼ばれるものもあり、
こちらは税金そ

ル）、米国外での収入にかかる所得税、燃料電池自動車な

どが主に挙げられる。上限額があるが、控除と併用して申

本に永久帰国した際も、
その1年間に所得があったのなら
自身で海外から申請手続きを行う場合はオンラインで可

付けている。
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PICKUP①

シホさん

日本は全国的に
あたたかくて助かってます。
先日駅のホームで電車を
待ってた時・
・
・

「一時帰国中です」

食べてコミュニティーを応援! 市内最新グルメ情報
ジューシーな肉に多文化アレンジ!

MEAT + BREAD

※営業情報は予告なく変更される場合があります。

ジャンル

ハンバーガー

注文タイミング ランチ、
ディナー
所在エリア

ローワーイーストサイド

今年1月にオープンした同店は、
ピンクを基調とした、
ド派手な店内のウォールア
ートが印象的。
移民の歴史からさまざまな食文化の入り混じる、
地元ローワー・イ
ースト・サイドのカルチャーを色濃く反映している。
店名通り、
サンドイッチ、
バーガ
ー、
エンパナダなど、
パンと肉を使ったファストフードを多数用意しているが、
「マサ
ラソース」
「ベンガルBBQソース」
など、
やや聞き慣れない味のツイストを利かせて
いるのが特徴だ。

Photo from MEAT + BREAD

201 Allen St.／meatandbreadnyc.com／毎日正午〜午後9時に営業。
屋内飲食OK。
ウェブサイトからデリバリー&テークアウト注文可能。

あら
元気な鳥の
さえずり・
・
・
すっかり春
なのね！

PICKUP②
人気店のキッチンから直送!

Smillie Pizza

ジャンル

ピザ

注文タイミング ランチ、
ディナー
所在エリア

ノーホー

ホームのどこかに
鳥の巣が
あるのかな？

イタリア料理店
「Il Buco Alimentari & Vineria」
のキッチンから自宅にデリバリ
ーする、
新たなピザビジネス。
同店は自家製のハムや特製のエクストラ・バージン・
オリーブオイルでニューヨーカーをうならせてきた。
定番のマルゲリータをはじめ、
自家製チョリソやモッツアレラ&リコッタチーズなど、
奇をてらわないが確実なうま
さを届けるメニューがそろう。
ウーバーイーツのデリバリー範囲外だとオーダーが
難しいので注意。

Photo from Smilie Pizza / Instagram

53 Great Jones St.／instagram.com/smilliepizza／毎週火〜日曜の午前
11時30分〜午後8時45分にデリバリーのみで営業。
Uber Eatsで注文可能。

日本に慣れてないから
すっかりだまされちゃい
ました〜。

PICKUP③
老舗レストランがついに復活

Gage & Tollner

ジャンル

ステーキ、
アメリカン

注文タイミング ディナー
所在エリア

ダウンタウン・ブルックリン

1879年に創業し、
2004年に一旦閉店したこの店は、
実は昨年3月にリニューアル
オープン予定だった。
そして今年2月、
コロナ禍の荒波を乗り越えて、
ついに扉が開
かれた! とはいえまだ屋内飲食には慎重で、熟成リブアイのステーキとポークの
ディナーセットをミールキット
（要家庭調理）
として販売中。
同じビルにある姉妹店
「Sunken Harbor Club」
は、
春巻きや麻婆豆腐などのアジアテイストのフードメ
ニューをデリバリーしている。
2店から同時注文OK。

Photo from Emon Hassan / Gage & Tollner

372 Fulton St., Brooklyn, NY 11201／gageandtollner.com／水〜日
曜日の午後5時〜9時に営業。Toast経由でウェブサイトから注文可能。
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

6日
（土）
イベント上映

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Mr. & Mrs. Smith (2005)

6日
（土）

7日
（日）
イベント上映

The Muppets Take Manhattan (1984)

6日
（土）

Monthly Walking Tour Series: Early
Spring Bulbs and Ephemerals

〜14日
（日）

T. rex: The Ultimate Predator
American Museum of Natural History
(200 Central Park W. / amnh.org)
標本、化石などの展示を通じ、史上最強の肉食恐竜・
ティラノサウルスの生態を学ぶ
（一般$23、要予約）
© Sony Pictures Home Entertainment

The Stettheimer Dollhouse: Up Close

Tom Friedman's "Looking Up"
Sculpture
Channel Gardens, Rockefeller Center (5th Ave.,
bet. 49th & 50th Sts. / rockefellercenter.com)
使い捨てアルミホイル・プレートを再利用して作った、
約3ｍのステンレス製彫刻がそびえ立つ
（無料）

8日
（月）

SummerStage YouTube, Facebook, Instagram,
Twitch (SummerStageAnywhere.org)
国際女性デーを記念し、女性の強さ、美しさ、パワー
を、音楽とダンスで表現・称賛するイベント
（無料）

〜14日
（日）

〜19日
（金）

Queens Botanical Garden
(43-50 Main St., Queens / queensbotanical.org)
早春、つぼみがほころぶ園内の球根植物などの花々、
季節の見どころを、知識豊富なスタッフが案内
（一般
$10）

Rising Tides, The International
Women’s Day Celebration

3/6▶12

The Museum of the City of New York
(1220 5th Ave., at 103rd St. / mcny.org)
1916年から25年かけて完成。デュシャン他が贈ったミ
ニチュアアートが飾られている
（$20、要予約）

舞台

【出演者】
ジム・ヘンソン、
フランク・オズ
【上映場所】The New York Hall of Science（47-01 111th
St., Queens）
ブロードウェーを夢見てニューヨークへ来たカーミットや劇団
員が奮闘する姿を描く。車1台35ドル
（rooftopfilms.com）

アート

イベント
© 2005 Twentieth Century Fox.

14

The Rink at Bryant Park
(New York, NY 10018 / icetheatre.org)
期間中の火・木曜日、アイスダンサーたちが氷上を優
雅に舞う、
ポップ・アップ・コンサートを開催
（無料）

6日
（土）

Bandsintown PLUS (bandsintown.com)
80年代に
「ラ・バンバ」
が大ヒットしたチカーノ・ロックバ
ンドのライブを配信
（会員登録が必要）

|

Pop Up Performance by Ice Theatre
of New York

Blue Note Streaming Live (bluenotelive.com)
CM曲などで日本でも人気の、ハワイの日系父子バン
ドの次男が、癒やしのソロライブを生配信
（$20）

Los Lobos

Vol. 1095

〜25日
（木）

ALX Kawakami

【出演者】
ブラッド・ピット、
アンジェリーナ・ジョリー
【上映場所】Skyline Drive-in （1 Oak St., Brooklyn）
運命的な出会いから結婚したすご腕の殺し屋2人。同じ標的
を狙うことになったことから相手の正体に気付き、壮絶な殺し
合いに発展していく
！車1台$55
（skylinedriveinnyc.com）

|

〜21日
（日）

Projects: Garrett Bradley
The Museum of Modern Art
(11 W. 53rd St. / moma.org)
自身が撮影した、1900年代の黒人たちの姿を映した
白黒映像を使ったインスタレーション
（$25、要予約）

6日
（土）、7日
（日）

Nightly Opera Streams: Dvořák’s
Rusalka, Verdi’s La Forza del Destino
The Metropolitan Opera (metopera.org)
過去の公演を日替わりで配信。今週末はドボルザーク
「ルサルカ」
とベルディ
「運命の力」
（無料）
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明日への地図を探して

好きだった君へ: これからもずっと大好き

Amazon Prime Video

Netflix

（原題：Map Of Tiny Perfect Things）

（原題：To All the Boys: Always and Forever）

〈あらすじ〉
高校最後の年、
家族で亡くなっ
た母親の故郷、韓国へ旅行に行くララ・ジ
ーン。恋人ピーターと同じスタンフォード
大学へ行こうと思っていたララだが、大学
から不合格の通知が届いてしまう。
ピータ
ーに事実を言えないまま、
ニューヨークへ
旅行へ行くことになったララ。
そこで将来
を大きく変える出来事が待っていた。

※US・日本のアカウントを持つ人は、
日本語字
幕・吹き替え版で視聴可能

※日本のアカウントを持つ人は、
日本語字幕・吹
き替え版で視聴可能

©️Amazon Studios

©︎ NETFLIX

タイムループものといえば、
日本映画の代表作
「時をかけ
る少女」
や、米映画では
「バタフライ・エフェクト」
「アバウ
ト・タイム」、昨年、大ヒットしたHulu配信「パーム・スプリングス」
など、形を変えて
制作されている。
出会った女の子に恋をして幸せになろうと画策する、元の生活に
戻りたいが戻れない…と、
ありがちな設定も、今回は無名の若手俳優を主役に起
用したことで、
先入観なく見ることができる。
コロナ禍で生活が一変し、
自宅で過ご
す時間も増えて、以前のように活発に動けない今、
モチベーションも保てず淡々と
同じことを繰り返す、
われわれの方がタイムループ状態にも感じられる現状。
タイム
ループ脱出を模索する主人公に、
共感できるのではないだろうか。

韓国系アメリカ人である、
ジェニー・ハン原作のヤングア
ダルト小説の映画化。原作同様、映画シリーズも3部制
作された。1作目でうその恋から始まったララ・ジーンとピーターが、最終章となる
本作で高校を卒業し、恋愛と将来の進路に迷う、高校生ならではの悩みを描いて
いる。主役のラナ・コンドルとノア・センティネオは、今シリーズで大人気となったこ
とをきっかけに、
それぞれ
「X-MEN」
シリーズや
「チャーリーズ・エンジェル」
リブー
ト版など、話題の映画にも出演した。少しずつ大人の階段を上っていく主人公たち
の姿に、学生だったころの甘酸っぱい青春の記憶を思い出してしまいそうだ。
自身
の懐かしい思い出を振り返りながら、
最終章を見てほしい。

解説＆見どころ

©︎ Courtesy of Amazon Studios

©︎ Courtesy of Amazon Studios

解説＆見どころ

© KATIE YU/NETFLIX © 2021

© Katie Yu / Netflix

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〉
タイムループから抜け出せず、
何度も同じ日を繰り返していたマーク。何
か大きな出来事が起きるわけでもない、
短
調な一日を繰り返すだけだったある日、
マ
ーガレットという女性が突然現れる。2人
は街の日常で起こる小さな奇跡を地図に
まとめ、
タイムループから抜け出すヒントを
探そうとする。

編集部が勝手にオススメ！

キャスト
ラナ・コンドル、
ノア・センテ
ィネオ、
ジョン・コーベット、
他
監 督
マイケル・フィモナリ
脚 本
ケイティ・ラヴィジョイ
上映時間 115分

部屋で楽しむストリーミング

キャスト
キャスリン･ニュートン、
カイ
ル･アレン、
アル･マドリガル、
他
監 督
イアン･サミュエルズ
脚 本
ジャック・シェイファー
上映時間 99分

フォニックスは日本語の
「かな 五 十 音」に該 当 する
ものです。「Ａ＝ア」「Ｂ＝ブ
ッ」「Ｃ＝クッ」とアルファベ
ット 文 字の「音」を 教 え
ます。英語圏ではキンダー
ガーテン
（ ４ 〜 ５ 歳 ）から
同学習が始まります。
フォニックス指導には正
しい発音が要求されますの
で日本人の親にはハードル
が高いのですが、今はテク
ノロジーを活用すれば家庭
で教えることができます。
で「 phonics
」と
YouTube
検 索してみましょう。する
と、たくさんの動 画を見つ
けることができます。
また、
スマートフォンやタブレッ
トアプリでも、
無料のフォニ
ックスゲームを楽しむこと
ができます。
これらのテク
ノロジーを活用して、家庭
でフォニックスに取り組ま
せてください。

スラスラと読めるようにな リーディングの入り口は
フォニックス」
れば、子どもは読書を通し 「
て、独学で英語の全技能を
向上させていくことができ
ます。
でも子どもにリーディン
グ力を身に付けさせるには
どうしたらいいのか？ 多く
の親 は 何 か ら 手 を 付 けれ
ばいいのか分かりません。
そんな 方は日 本 語の文 字
学 習 を 思い出 してく だ さ
い。日本語が「かな五十音」
→「漢字」→「本読み」と進
むように、英語の文字学習
にも「順序」があります。そ
れが次の３ステップです。
フォニックス
（ひら
Step1:
がな）→英単語の正しい発
音を教える
Step2:サイトワーズ（漢
字）→頻出単語の読み方を
教える
リーディングフルエ
Step3:
ンシー（ 本 読み）→ 多 読で
読解力を鍛える

日米で25年以上にわたり英語教育を実
践、ハーバード、
イエール、ペンシルべニア
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付け、世
界で活躍する子を育てるノウハウを紹介す
る一冊。書店、
オンラインで発売中。

ニューヨーク育英学園のFort Lee(NJ)ブランチ

英語教育を成功させる、
たった一つの方法

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、ペンシルベニア大学など
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）
。

26

世界で活躍する子の
〈英語力〉の育て方

その

船津徹（ふなつ・とおる）

子 どもの英 語 教 育を成
「『英 語を英 語のまま理 秘訣を伺うと、以下の答え
功させる唯一無二の方法は、 解できる力』を身に付ける が返ってきました。
「 リ ー ディング 力の育 成 」 こ と がで き たのが 最 大 の
「
『読解力』
が全てだと思
です。
いくら英会話が流ち 理由だと思います。日本の います。息子が音読するの
ょうにできても、英 語の本 学校に通いながら『英語を を横で聞いて、読み終える
を読み解く力が育っていな 英 語 のま ま 理 解 す る 力 』 と「すごいね！」と大げさに
ければ、高度な英語力の獲 を向上させていく手段は、 褒めてあげたのが良かった
得は期待できません。
『 日 々 、英 語 を 読 むこ と 』 のだと思います。英 語の本
だと思います」
は 少 し ずつ内 容 を 難 し く
中学３年生で
しつつ、大 量に与 えること
小学５年生で
「英検１級合格」
を心掛けました。単語は本
「英検準１級合格」
や 動 画 な ど か ら 覚 えてし
中 学 ３ 年 生で「 英 検 １
まうようで、特に教えるこ
小 学 ５ 年 生で「 英 検 準 とはありませんでした。レ
級」に合 格したミユちゃん
１級」に合格したタカシ君 ベルに合 う 本 を 選 んで与
（ 仮 名 ）。１ 次（ 筆 記 ）は
％、２次（面接）
は ％の得 （仮名）。幼児期から、英語 えたからでしょうか、
今でも
点 率 という 余 裕の合 格で の歌 や 動 画に触 れて育 ち 『 英 語 は 簡 単 』と 言ってい
した。
でもミユちゃんは、帰 ました。母 親は、
「フォニッ ます」
国子女ではありません。ま クス」
のワークブックや短い
た、英会話学校に通ったこ 絵本を与えて、英語が読め リーディング力を
ともありません。家庭学習 るよ うになる「環 境 作 り」 身に付ける順序
だけで、小学６年生で英検 を心掛けました。母親の努
ミユちゃんとタカシ君の
準 １ 級、そして、中 学 ３ 年 力が功を奏して、タカシ君
生で英 検 １ 級 合 格を勝 ち は自分の力で単語が読める 例から、そして私の指導経
取ったのです。
ようになり、５ 歳のころに 験からも断言できますが、
英 語 習 得の秘 訣をお 母 は短い絵本を一人で読むよ 英語を身に付けるには、「リ
ーディング力の育 成」が最
さんに聞いたところ、以下 うになっていました。
の答えが返ってきました。
お 母 さんに英 語 習 得の 高の方法です。英語の本を
85

99
77
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12 星 座 占 い

3 月5日～3月18日

3月21日〜4月19日

4月20日〜5月20日

5月21日〜6月21日

6月22日〜7月22日

おひつじ座

おうし座

ふたご座

かに座

「やってみたいこと」
「心を満たすものは何
か？」
「どのような人間関係を育むか？」
な
ど、自分の内面に焦点を当てたい時期。
自己との対話から具体策が見えてきそう。

リーダーシップを発揮することでチームプ
レーがうまくいき、確実な仕事ぶりが評
価されそう。来期契約の更改など、条件
アップの交渉は15〜18日の間にトライ。

仕事面で活躍が期待される期間。勘が
さえて持てる能力をフル稼働させながら
仕事にまい進していこう。先走りや勘違
いのないようチェックは怠らずに。

対人関係の刷新が起こるかもしれない
が、前向きに捉えて◎。専門的な学びや
研究は成果を出せたり、出版や海外に関
する仕事はビッグチャンスを掴めるかも⁉

7月23日〜8月22日

8月23日〜9月22日

9月23日〜10月23日

10月24日〜11月22日

しし座

おとめ座

てんびん座

さそり座

積極的に人と関わることで人のいいところ
をたくさん吸収できそう。仕事面はこれま
でのやり方にこだわらず、新しい手法も取
り入れると思わぬ成果が得られるかも。

公私共に近しい人との関係がより濃密
に。互いの距離を保ちながら、助け合え
ると◎。職場では地道かつ精力的な仕
事ぶりで評価されそう。頑張って！

仕事面がクローズアップされる期間。正
しさよりも楽しさに注力した方がスキル
アップの近道に。恋人とは互いに価値観
を押し付けないことが円満のカギ。

創造性を発揮すること、子どもに関する
こと、趣味で充実しそうな期間。パートナ
ーとはこだわりを持ちすぎず分かち合い、
柔軟な考え方で接するとうまくいく。

11月23日〜12月21日

12月22日〜1月19日

1月20日〜2月18日

2月19日〜3月20日

いて座

やぎ座

みずがめ座

うお座

生活の基盤を整えることに注力しよう。好
きなものに囲まれ安らぐことで対人関係
が落ち着く。変化の多い仕事運も周囲へ
のフォローに注力すると乗り切れそう。

高木悠凪（たかぎ・はな）

「こうしないといけない」
というとらわれや
思い込み、常識の殻を打ち破っていきた
いとき。いつもと逆の思考法、コミュニケ
ーションの取り方を意識してみると◎。

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

“

遊びや趣味の中から新しい芽が見えてく
るかも。自分のビジョンや価値観に沿う
ものであれば、積極的に取り組み習得し
てみよう。お金の運用は手堅くが大事。

スポットライトが当たるこの期間、自己実
現に向けて精力的に取り組みたい。13日
ころ、温めていたことをスタートさせたり、
さらなる進展など動きがありそう。

ニューヨークへご自身の可能性にチャレンジしに来たり、転勤や家族に帯同など、さまざまな理由
でここにいらっしゃると思います。海外移動をしたことで新たに加わる自分の資質をどうこなすか？
今どういう時期にあるのか？ 自分の在り方、自分を満たす自己表現の方法、ビジネスチャンス、
パートナーシップ、人間関係、子育てなどをより良くするお手伝いができればと思っています。

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

診療科目

”
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President
新谷哲士

見積無料・保険サービスあり。
週末課金なし、格安
www.tarzianmoving.com
tarzianmoving@gmail.com
6154 162nd St Floor 3,
Fresh Meadows, NY 11365
☎917-776-3680
------------------------------------------------------------------------------

Tetsuji Shintani

COO / Publisher
丸田尚輝
Naoki Maruta
Chief Editor
南 あや
Aya Minami
Editor
長浜寛子

Motoko Nagahama

Contributing Editor
佐々木香奈 Kana Sasaki
Chief Designer
須藤幸子
Sachiko Suto
Contributing Designer
豊田美穂
Miho Toyoda
Sales
佐藤直樹

NY州登録建築設計事務所。
アパートメント、タウンハウス
等の新築・リノベーションのデ
ザイン、設計監理、申請まで行
います。日本語で。
www.taktarch.com
☎718-339-2475
------------------------------------------------------------------------------

遠近／大中小／東西南北
どんなタイプもリーズナブルに
お手伝い！ 誠実・丁寧・迅速が
弊社のモットー。
ＮＹ/ＮＪ/ＦＭＣＳＡ公認ライセ
ンス、全保険加入済で安全安
心。ローカル、長距離、米国内
のお引越は今すぐ日本語でお
見積り。
UMEX MOVING & STORAGE,
INC
791 Paulison Avenue.
Clifton, NJ 07011
☎800-209-3189
------------------------------------------------------------------------------

JERSEY SHOREの大型店
舗でフルタイムの寿司シェフを
募集しています!
【給与・勤務時間】
未経験$17〜／時給
※経験者は優遇いたしますの
で、
ご相談くださいませ。
週40時間以上でover timeが
時給1.5倍になります。
大体週50時間程度の勤務。
夏の繁盛期10週間は週60時
間〜の勤務になります。
☆アパート完備しております!
$700／月☆
takaasburypark@gmail.com
に履歴書をご送付願います。
ご不明な点は、☎︎732-2215950 平井
（Hirai）
までご連絡
くださいませ!
TAKA Restaurant Asbury
Park
660 Cookman Ave.
Asbury Park, NJ 07712
-----------------------------------------------------------------------------
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住宅リフォーム専門
（コンド、
コープ、アパート、一軒
家まで）
この 機 会にご自宅をより良い
環境に変えてみませんか？
バス、キッチン・床・一般内装・
外 壁・屋 根などの 住 宅 改 善・
改 装・増 築 。事 務 所 、店 舗 の
設計・施工。
在 宅 勤 務 中 の 作 業も可 能で
す。お見積りは無料ですので、
お気軽に日本語でご連絡下さ
い！ 保険あり。
www.ljrenovation.net
L&J工務店
28-14 14th Street
Astoria, NY 11102
☎718-216-3959 エイカ
-----------------------------------------------------------------------------

丁寧で安心のお引っ越し！
経験豊かな日本人女性による
梱包・開梱・お掃除サービス
大切なお荷物を確かな技術と
真心で運びます。見積無料。
米国内引越。保険多種完備。
エイコームービング
222 W. 72nd St.
New York, NY 10023
☎212-595-2874 内藤
------------------------------------------------------------------------------

お引越はターザンムービング
！1992年創業安心と丁寧がモ
ットー。ライセンス、梱包・掃除・

ヘアサロンレントチェア募集
ミッドタウン5 6 丁目、5 番 街の
近く。ラグジュアリーな待 合や
バーカウンターあり。
タカラのyumeシャン使用。先
ずはメールでお問合せください。
info@yukiebeauty.com
YNNY Salon
39 W. 56th St.
New York,NY 10019
----------------------------------------------------------------------------オフィススペースレント
ドクター、針 灸 師 、カウンセラ
ー等の医療関係分野で部屋を
レント致します。
治療ベッド込み。週一から可。
E. 53 ウェルネス
211 E. 53rd St.
(bet. 2nd & 3rd Aves.)
☎212-980-4211
e53wellness@gmail.com
-----------------------------------------------------------------------------

Weekly Lifenesia (Indonesia)

Weekly SingaLife (Singapore)

Weekly Plecome (Philippines)

レストラン＆オフィスの清掃
清掃時間と内容は柔軟にご対応
適正価格 保険加入 見積無料
アンバサーデ・クリーニング
Info.ambassade-cleaning@
gmail.com
☎︎332-323-2380 山本
（やま
もと）
------------------------------------------------------------------------------

クロネコヤマト 1名募集
パートタイム倉庫スタッフ
出荷業務、棚卸業務
返品処理、顧客対応
9AM～4PM（残業無し）
週に30時間以下の勤務
要就労ビザ、経験不問
藤田までお問合せ下さい
yujifujita@yamatoamerica.
com
Yamato Transport U.S.A., INC.
East Rutherford, NJ 07073
-----------------------------------------------------------------------------ニュージャージーにあるJPW
DENTAL【歯科医院】
です。
現在、パートタイムの受付/歯
科助手を募集しております。
働きやすい環 境の職 場で、未
経験者の方も歓迎です。
丁 寧にトレーニングします。ご
応募はnjdentistjob@gmail.
c o mにメールしてください。又
は☎︎201-736-5228にお電
話お願いします。
1625 Anderson Ave.,
Suite 302
Fort Lee, NJ 07024
-----------------------------------------------------------------------------医療施設のアシスタント
フルタイム/パート募集。
明るくて人と接することが好き
な方。未経験者可。
履歴書をdrmika0322@gmail.
com迄
Ishitani Health Center
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
-----------------------------------------------------------------------------スーパーの鮮魚部門・総菜部
門のスタッフ募集です。
経験者歓迎。パートでも可。
健康保険、401K制度有。
要VISA・要SSN。
☎︎914-263-4248
s.inaba@daidomarket.com
INABAまで
Daido Market
522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
------------------------------------------------------------------------------

フロアスタッフ／キッチンス
タッフ募集
東 京目黒の焼き鳥 名 店「 鳥し
き」分 店「 鳥えん」で働いてみ
ませんか？
フロアスタッフ/キッチンスタッ
フを募集しております。
要 就 労ビザ 。履 歴 書をh i @
torien-nyc.com迄、送付お願
いします。
又は☎︎646-669-9946 小野
迄、
ご連絡ください。
TORIEN
292 Elizabeth St.
New York, NY 10012
☎︎646-669-9946
------------------------------------------------------------------------------
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Art Studioアシスタント
（正
社員）募集
アート制作、手仕事が好き、得
意な方。要美大卒（BFA）/労
働ビザ/永住権/体力に自信が
ある方。
履歴書をこちらにお送りください。
e-mail:studiofe324@gmail.
com
210 E. 5th St. NYC, NY 10003
----------------------------------------------------------------------------歯科衛生士（米国の資格をお
持ちの方）
歯科助手（要経験）
お電話ください。
Yamagata Dental PC
☎︎212-867-1188 Ext #2
----------------------------------------------------------------------------歯科事務・受付募集
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
-----------------------------------------------------------------------------

NJの医療機関。
院内業務のアシスタント
（パー
トタイマー）
を募集しています。
働けるVisaをお持ちの元気な
方。☎︎201-678-1900まで連
絡して下さい。
リバーサイド健診センター
401 Hackensack Ave., 5th Fl.
Hackensack, NJ 07601
担当：河野（かわの）
------------------------------------------------------------------------------

