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ンタウンにあるユニオン駅
の他、海 外にいる候 補 者の
ために、
ロンドン、
パリも会
場（場所不明）
に加え、同伴
者 人と限 定して小 規 模
で開催する予定だ。
同授賞式のプロデューサ
ーには、
ロックダウン直後に
話 題となった、ウイルスを
題材にした映画「コンテイ
ジョン」の監督、
スティーブ
ン・ソダーバーグが務める。
授賞式は 日
（日）
、ＡＢＣ
にて世界中に中継される。

月オープン
アカデミー映画博物館

Todd Wawrychuk / ©A.M.P.A.S.
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アカデミー賞の進化

て開 催 されたこと が 奇 跡
のように思われる中、今年
も 対 面 式での開 催 を 計 画
する同協会は、開催時期を
の歴史は長く、今年で第
月 から 月に変 更 して
回を迎える。
近年、男女雇用均等の権 様 子を見ていた。ワクチン
運動」、「白 接種も拡大し、昨年 月よ
利や、「 #Me too
すぎるオスカー」などの人 り閉鎖中だったロサンゼル
種多様化問題などもあり、 スやニューヨークの映画館
約 年ぶりに再開。
会 員 数は９ ６ ０ ０ 人を超 も、
先 月 日にノミ ネー ト
えるほど増加した。
が発表されると同協会は、
「対面式での開催に変更は
コロナで変わる授賞式
ない」と発表。
ハリウッドに
あるドルビー・シアターに
加 え、
ロサンゼルスのダウ

今月25日に開催される、
「第93回 アカデミー賞授賞式」。
新型コロナウイルスの影響で、同授賞式も例年と異なる
形で開催される予定だ。俳優のスピーチや衣装など、何か
と話題になる同授賞式の見どころを、徹底紹介していく。
（取材・文／音成映舞）
同施設内は、展示スペー
ス 、シアター 、教 育スタジ
オ、特別イベントスペース、
カフェ、店舗などを含む、
階建てで構成。特徴的な球
体空間は、ガラスの橋を介
してサバン・ビルと接 続し
ており、１０００席あるシ
アターと、
ハリウッド・ヒル
ズを一望できる屋上のファ
ミリー・テラスを併設。
その
他、映画産業のリーダーを
招いたパネル・ディスカッシ
ョン、ギャラリーツアー、映
画 上 映 、ワー クショップの
他、教育プログラムなども
予定。あらゆる年齢層が楽
しめる空間となっている。
また、
オープニングには、
「宮 崎 駿 展」が 決 まってお
り、宮崎氏の全ての作品を
日本語、英語字幕、英語吹
き替え版で上映。作品の絵
コンテ、背景画、ポスターな
ど、約３００点以上を展示
する、北米初の展示会とな
る。映画好きなら興味をそ
そ られる 博 物 館 となり そ
うだ。
次ページからは、今年の
主要ノミネートについて詳
細を伝えていく。

アカデミー賞
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ん延で、昨年 月に辛うじ
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授賞式とは別に、同協会
が「映画の芸術と科学に特
化した世界最高の施設」を
目指して建設したという、
「アカデミー映 画 博 物 館」
が今年 月 日（木）
、オー
プンする。
建築家にはプリツカー賞
を受賞した、
レンゾ・ピアノ
を起用。
ロサンゼルスのウィ
ルシャー大通りとフェアファ
ックス通りの角にある、歴
史的なサバン・ビルを修復
し、博物館として生まれ変
わらせた。
「となりのトトロ」
など、
宮崎作品の貴重な展示物を見ることができる
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© 1988 Studio Ghibli
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© Academy Museum Foundation

映 画 界の最 高 賞 と も
いわれる、
「アカ デ ミ ー 賞
）」。同
（ Academy Awards
賞 は 、米 映 画 の 発 展 を 目
的に、俳 優や監 督、衣 装や
音 響 な ど 制 作に関 わった
スタッフなどを表 彰し、そ
の成果を讃えるため、映画
芸 術 科 学 アカデミー協 会
）主 催で 行 わ れ
（ AMPAS
る映画賞である。別名、「オ
）
」とし
スカー
（ The Oscars
てもよく知られており、そ

「アカデミー映画博物館
（academymuseum.org）
」
外観の様子
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〈主演女優賞〉

ヴィオラ・デイヴィス

〈主演男優賞〉

「サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ-」

アンドラ・デイ

チャドウィック・ボーズマン

ヴァネッサ・カービー

アンソニー・ホプキンス

フランシス・マクドーマンド

ゲイリー・オールドマン

キャリー・マリガン

スティーヴン・ユァン

「私というパズル」
「ノマドランド」

「プロミシング・ヤング・ウーマン」

作品賞

リズ・アーメッド

「マ・レイニーのブラックボトム」
「The United States vs. Billie Holiday（原題）」
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「マ・レイニーのブラックボトム」
「ファーザー」

「Mank／マンク」
「ミナリ」

「ファーザー」

戯曲の映画化。認知症の
初老男性を演じた、
アンソ
ニー・ホプキンスの演技が
絶賛されている。
©︎ Sony Pictures Classics

「Judas and the Black
Messiah（原題）」

「Mank／マンク」

「サウンド・オブ・メタル
-聞こえるということ-」

©︎ Netflix

韓国からアメリカへやって
きたある一家の苦労と成
長を、監督自身の物語を
基に描いている。
©︎ A24

実在の人物を演じた俳優は受賞しやすい傾向にある、
アカデミー。主演女優で
は2人、主演男優では１人いるが、強烈な印象を残すほどの演技を披露したか
というと、今年は少し弱い。すでに受賞経験のあるベテラン俳優から初ノミネー
トの若手俳優まで、黒人、アジア系などを含め、人種を問わず幅広いラインナ
ップとなっている。

助演女優賞・助演男優賞
〈助演女優賞〉

マリア・バカローヴァ

「続・ボラット 栄光ナル国家だったカザフス
タンのためのアメリカ貢ぎ物計画」

グレン・クローズ

「ヒルビリー・エレジー 郷愁の哀歌」

アマンダ・サイフリッド
「Mank／マンク」

〈助演男優賞〉

サシャ・バロン・コーエン
ダニエル・カルーヤ

「Judas and the Black Messiah（原題）」

レスリー・オドム・ジュニア
「あの夜、
マイアミで（原題）」

ポール・レイシー

「サウンド・オブ・メタル -聞こえるということ-」

ユン・ヨジョン

「Judas and the Black Messiah（原題）」

「ミナリ」

原作「ノマド： 漂流する高
齢労働者たち」
を基に、
現
代社会の低所得高齢者
たちの姿を描いている。
©︎ Searchlight Pictures

平凡な主人公には、実は
別の顔が…。予想を覆す
仕掛けアリの復讐劇。
©︎ Focus Features

突然、耳が聞こえなくなる
主人公と、障害者の交流
を描く感動作。
© Amazon Studios

「シカゴ7裁判」

ベトナム戦争反対の抗議
運動を企て起訴された、7
人の男たちの裁判を豪華
キャストで描いた実話。
©︎ Netflix

「シカゴ7裁判」

オリヴィア・コールマン
「ファーザー」

「ノマドランド」

ラキース・スタンフィールド

主演同様、国際色豊な俳優陣らがノミネート。
「Judas and the Black Messiah
（原題）
」
からは2人ノミネートしているが、
ラキース・スタンフィールドは主人公を
演じていたのに、
ここがアカデミーの面白いところ。
グレン・クローズは今回で、
主演・助演合わせて8度目のノミネートでいまだ無冠。悲願達成となるか⁉

ノミネート作品は、すでに全てストリーミング※で鑑賞できるという点が今年ならでは。莫大な予算で
制作された大作もなく、話題を呼んだ作品もないが、
どの作品も評価は高い。アカデミーの好きな、
実話、伝記ものもあるが、
オリジナルストーリーの小作品も選出されている。
※一部作品は、
別料金がかかる場合もある

監督賞
トマス・ヴィンターベア 「Another Round（原題）」
デヴィッド・フィンチャー 「Mank／マンク」
リー・アイザック・チョン 「ミナリ」
クロエ・ジャオ 「ノマドランド」
エメラルド・フェンネル 「プロミシング・ヤング・ウーマン」

女性監督、アジア系の監督
など、例年に比べバラエティ
ーに富んだ選出となってい
る。鬼才、デヴィッド・フィンチ
ャーは本作で3度目のノミネ
ートだが、一度も受賞してい
ない。他4人は、今回が初の
ノミネートとなる。

04

新型コロナの影響で、劇場公開がほとんどなかった。
ノミネートされた作品、

「プロミシング・ヤング・
ウーマン」

© Warner Bros. Pictures

「ミナリ」

俳優、監督など、例年と違う今年ならではのノミネートの傾向とは？

ブラックパンサー党にスパ
イとして潜入した、
ある黒
人男性の実話を映画化。

映画「市民ケーン」の共
同脚本家である、ハーマ
ン・J・マンキーウィッツの伝
記映画。

|
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主演女優賞・主演男優賞
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ノミネート作を映画館で観よう!
先月5日より再開した映画館。大手シネコン
「AMC」
をはじ
め、
ミニシアター系の劇場も約1年のブランクを経て再開して
いる。館内のスタッフはもちろん、場内も新型コロナガイドラ
インに沿って、安全・清潔に気を配っている。チケットはオンラ
インで予約可能。自動的に前後左右に他者が予約できない
ようシステムに組み込まれていたり、座席を絞って販売され
ている。
どの劇場も昔と違い空いているのもうれしいが、やは
り大きなスクリーンで観れることが醍醐味だ。

Angelika Film Center
18 W. Houston St.
angelikafilmcenter.com/
nyc
CINEMA 123
BY ANGELIKA
1001 3rd Ave.
angelikafilmcenter.com/
cinemas123

Regal（一部のみ再開）
regmovies.com

作品賞は、ほぼ確定!?

Cobble Hill Cinemas
265 Court St.
Brooklyn, NY 11231
cobblehilltheatre.com

Film at Lincoln Center

（4/16〜再開予定）

来年の候補作も上映?

今年の傾向

AMC
amctheatres.com/movietheatres/new-york-city

Nitehawk Cinema
nitehawkcinema.com

VILLAGE EAST
BY ANGELIKA
181-189 2nd Ave.
angelikafilmcenter.com/
villageeast

70 Lincoln Center Plaza #4
filmlinc.org

〈協力してくれた人〉大作よりアート系作品の買い付け中心。
日本の配給会社に勤務 Y／オリ
ジナルストリーミング作品多数、大手配信サービス会社勤務 T／年間、映画100本以上の鑑
賞は当たり前! エンタメライター M

●コロナで劇場公開が少ない中、
配信作品が特に多い。米国人はマ
イノリティー病かと思うほど、何か忖度が働いている気がする。無理に
対面式じゃなくてもいいから、
映画館を盛り上げるために、
映画館で授
賞式が観れるイベントを世界的にやったらいいのにと思う
（Y）
●時代の流れや多様性の尊重がいかんなく発揮され過ぎて、
忖度を感
じるノミネートだが、
過去が不公平過ぎたので、
今年のような年もあって
よいと思う。人種や国籍、
配信と劇場といった対立を超え、
映画文化に
携わる者たちが一丸となって、
コロナによるニューノーマルに挑むメッセ
ージを授賞式では期待したい
（T）
●例年、作品がどんどん地味になっているが、
コロナによる映画館閉
鎖の影響でさらに地味になった。
オンラインをなるべく使いたくないとい
う授賞式のプロデューサーたちが迷走中だが、
どうやって各地をつなげ
るか気になる。恒例の華やかなレッドカーペッ
トにも期待したい
（M）

営業中の映画館
IFC Center
323 6th Ave.
ifccenter.com

業界で働く3人に、前ページで紹介した今年のノミネート主要5部門を予想してもらった。

復活したミニシアター

映画祭に行こう!

米同時多発テロからの復興の一環として、俳優、
ロバート・
デニーロらが共同設立した
「トライベッカ映画祭」
は、今年20
周年を迎える。屋外会場を中心に実施予定。来年の賞レー
スで話題となる作品が、観られるかもしれない。
〈開催期間〉
6月9日
（水）
〜20日
（日）
tribecafilm.com

※チケット販売などは、
ウェブサイトを
確認

▶︎2019年の様子。人気俳優や監督の
トークショーも行われる

有力・
・
・
「ノマドランド」
次点・
・
・
「シカゴ７裁判」
期待・
・
・
「ミナリ」
●作品賞は手堅く
「ノマドラ
ンド」
かと思うが、
ラストの爽
快感がいい「シカゴ７裁判」
にも期待したい
（M）
●「ミナリ」
が本当に良かっ
たので、本当は作品賞を獲
ってほしい！
（Y）

アカデミー直前のSAG
（俳優組合賞）
で
はアンサンブル賞を獲得した、
「シカゴ７
裁判」© 2020 Netflix, Inc.

ほぼシナリオ通り?の監督賞

有力・
・
・クロエ・ジャオ
次点・
・
・リー・アイザック・チョン
●やはり各賞レースで受賞している、
クロエ・ジャオは強い！
（T）
●次回作に
「君の名は。」
のハリウッドリメイクを控えている、
リー・アイザ
ック・チョンの可能性も捨てきれない
（M）

誰がとってもおかしくない。混迷する主演女優賞

有力・
・
・ヴィオラ・デイヴィス、
アンドラ・デイ
次点・
・
・キャリー・マリガン
●体当たりの演技でビリー・ホリデイを演じた、
歌手のアンドラ・デイか、

“ブルースの母”と称される、
マ・レイニーを演じたベテラン、
ヴィオラ・デイ
ヴィスか、
2人の熱演に票が分かれそう
（M）
●SAGを獲った、
ヴィオラが有力な気がする。
だが主演女優賞はサプ
ライズが起きやすいので、
キャリー・マリガンの可能性もあるかも!?
（T）

主演男優賞は、大御所か急逝した人気俳優か?

有力・
・
・チャドウィック・ボーズマン
次点・
・
・アンソニー・ホプキンス
期待・
・
・リズ・アーメッド
●「羊たちの沈黙」以来、
30年ぶりのアンソニー・ホプキンス
（83歳）
が
本来は有力だが、
流れができているチャドウィック・ボーズマンだろう
（T）
●チャドウィックが獲るだろうが、
「サウンド・オブ・メタル」
のリズ・アーメッ
ドの演技も素晴らしかったので、
わずかな可能性に期待
（M）

韓国初の受賞となるか⁉︎
助演女優賞

有力・
・
・ユン・ヨジョン
期待・
・
・オリヴィア・コールマン、
マリア・バカローヴァ
●親しみやすいおばあちゃんを
演じ、魅力全快だったユン・ヨジ
ョンがやはり最有力だろう
（T）
●安定の演技力を披露した、
オ
リヴィア・コールマンも素晴らしか
った
（Y）

移民家族の姿を描く
「ミナリ」。祖母
役のユン・ヨジョンの助演女優賞受
賞に注目
Photo by Josh Ethan Johnson,
Courtesy of A24

演技派同士が接戦を繰り
広げる、助演男優賞

有力・
・
・ダニエル・カルーヤ
次点・
・
・サシャ・バロン・コーエン
期待・
・
・レスリー・オドム・ジュニア
●サシャ・バロン・コーエンの存
在感は抜群。
「ボラッ
ト」
と異なる
演技も良かった
（Y）
●ダニエル優勢だが、
「あの夜、
マイアミで」
のレスリー・オドム・ジ
ュニアにも期待したい
（M）

実話を描いた
「あの夜、
マイアミで」。
ミュージカル「ハミルトン」
で知られる
レスリーが、
サム・クック役で助演男
優賞にノミネート
Photo by Patti Perret
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気になる
ネタを紹介！

ニューヨーク トピックス

無料見学・保育授業体験
幼児部・小学部が対象
ニューヨーク育英学園

ニューヨーク育英学園NJキャンパスのサタデー・サンデー補習校およびアフター
スクール部門は、25日
（日）
と5月2日
（日）
の各日午前10時30分〜11時30分に、幼児
部・小学部対象の無料見学・保育授業体験を実施する。
対象は2021年度の年中〜21年度小学６年生
（09年4月2日～17年4月1日生まれ）。参加無料。
各回の前日の金曜日正午までに、下記の電話かＥメ
ール宛てに申し込む。
TEL: 201-947-4832／satnj.nyikuei@gmail.com
japaneseschool.org

オンラインで終活フェア
日本でのセカンドライフ
ライトハウス

ライトハウスは、20日
（火）
と21日(水)の各日の午後９時～11時30分に、ZOOMに
よるオンライン終活フェア
「日本でのセカンドライフ」
を開催する。
対象はリタイア後に日本への帰国を考えている海外在住者。帰国手続き、不動
産、相続の専門家による帰国準備ガイダンスや、帰国者を積極的に受け入れる日本
の住宅・シニア向け施設によるプレゼンテーションを行う。講師は、
日本ライフパート
ナーズ協会代表理事の東向勲さん、
アライドインベストメント代表の和田一之さん、
石上、石上&越智公認会計士事務所代表の石上洋さん。
参加無料。要予約。申し込みは下記のサイトから。
bit.ly/shukatsu21／seminar@us-lighthouse.com
（渡辺）

３日間のファッションイベント
ショーをデジタル配信
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ニュース ダイジェスト
〈マンハッタン〉

ニューヨーク市、
5月29日に海開き
市営プールは6月26日から

ニューヨーク市のビル・デブラシオ市長は7日、パンデ
ミック以前のスケジュールに戻って、今年はメモリアルデ
ーの週末の5月29日に、市の8カ所のビーチをオープンす
ると発表した。同日付NY1が伝えた。
ライフガードが午前
10時から午後6時まで常駐し、
ソーシャルディスタンスの
維持や入水時以外のマスクの着用規制が取られる。ま
た、改修中の五つを除く48カ所の市営プールは、午前
11時から午後3時、午後4時から7時の時間帯で、6月26
日からオープンする。
〈ブルックリン〉

コニーアイランドが息を吹き返す
遊園地が1年半ぶりに開園

パンデミックのため閉鎖を余儀なくされていたコニーア
イランドの遊園地、
「 ディノズ・ワンダーホイール」
と
「ル
ナパーク」
が9日、1年半ぶりに再開した。同日付NBCニ
ューヨークが伝えた。入園者数を33％に制限し、マスク
着用などを義務付ける州のガイドラインに加え、園内で
は、アクリルガラス、サニタイザー、非接触型カードリー
ダーの設置など、独自の安全対策も講じてこの日を迎え
た。
また当日は、施設近辺で働く100人のエッセンシャル
ワーカーに向けた無料搭乗も提供された。メモリアルデ
ーまでは週末のみ 、
それ以降は週７日の営業になる。オ
ンラインによる事前予約が可能。
〈クイーンズ〉

バンクーバー・ファッション・ウィーク

客の荷物から、
巨大カタツムリ
JFK国際空港で押収

バンクーバー・ファッション・ウィークは、16日
（金）
〜18日
（日）
の３日間、
カナダのブ
リティッシュ州バンクーバー市よりデジタルシーズンを開催する。同ショーは午後６時
からデジタル配信され、下記ウェブサイトや各SNSなどで観覧できる。
今回で第36シーズン、第2回目となる同イベントは、北米ではニューヨーク・ファッシ
ョン・ウィークに次ぐ2番目の規模を誇り、25都市以上から国際的に受賞歴のあるデ
ザイナーを選出している。
日本からはALÇA、ISXNOTが出展する他、各国から多数
のデザイナーブランドが参加、最新コレクションを身近な形で届ける。
なお、バンクーバー・キッズ・ファッション・ウィークも17日
（土）
と18日に開催。
vanfashionweek.com

税関・国境警備局は4日、
ガーナよりJFK国際空港に
到着した男性の荷物から、巨大カタツムリ22匹を発見、
押収した。7日付ゴッサミストが伝えた。
これらは雑食性で
極めて繁殖力の高い侵略的外来種で、寄生虫を介して
人間に髄膜炎を引き起こすこともあり、国内持ち込みが
禁止にされているカタツムリ、
アフリカマイマイだった。同
局報道官によると、
この男性はカタツムリを税関申告し
ていたため罪には問われず、
カタツムリも農務省に引き
渡されて事なきを得た。

〈ウェストチェスター〉

ラッパーのDMXが50歳で死去
緊急搬送から１週間後

2日に自宅で心臓発作を起こし、生命維持装置に繋が
れていたラッパーのDMX
（本名アール・シモンズさん)が
9日、ニューヨーク州ウェストチェスター郡のホワイトプレ
ーンズ病院で亡くなった。死因は、薬物の過剰摂取によ
るものと見られる。同日付FOX5ニューヨークが伝えた。
同郡ヨンカース出身のDMXは、7枚のアルバムをリリー
ス、
グラミー賞候補にも3度選出されるなど、世界のラッ
プファンを魅了し続けてきた。家族は声明で、
「追悼の詳
細は追って発表する」
と伝えた。
〈マンハッタン〉

MTAブリッジズ・アンド・トンネルズ
11日に利用料金を値上げ

MTAブリッジズ・アンド・
トンネルズは、運営する市の7
本の橋と2本のトンネルの料金を11日から引き上げた。
同日付CBSニューヨークが伝えた。新料金はE-Zパス利
用で、ヘンリー・ハドソン橋が$3、
クロスベイ橋とマリー
ン・パークウェー橋が$2.45、
ロバート・F・ケネディ橋を含
む残り4本とトンネルは$6.55。
また、正しく取付けておら
ずスキャン不可能なE-Zパスには、新たに導入された
「ミ
ッドティアトールレート」の額を請求する。各料金はウェブ
サイト
（new.mta.info/agency/bridges-and-tunnels/
tolls-2021）
を参照。
〈マンハッタン〉

NYPD、
市内の落書き一掃に着手
ボランティアがペンキで壁塗り

NYPDによる
「グラフィティ・クリーンアップ・キャンペー
ン」
が10日、ニューヨーク市で始まった。同日付ABC7ニ
ューヨークが伝えた。昨年1年間で、NYPDに6000件を
超える落書きの苦情が寄せられていた。ボランティアは、
届けが出された場所へ出向き、地元企業が寄付したペ
ンキで落書きを塗り消す作業を行なった。ダーモット・シ
ェアNYPD本部長は、
ボランティアや警察官ら全ての参
加者に感謝の意を表した。NYPDは、
「この取り組みは、
捜査目的での落書きの識別にも、街並みの改善にも共
に有益だ」
と述べている。
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NYジャピオン厳選！

Moffie

20日
（火）

Redman vs Method Man

【出演者】
カイ・ルーク・ブルマー、
ライアン・デ・ヴィラーズ
【ジャンル】
ドラマ／ロマンス
（18）
1981年、アパルトヘイト政策下の南アフリカ。同性愛者であ
る青年が2年間の兵役中に経験した同国の負の歴史を描
き、数々の映画賞にノミネートされた作品
（moffiefilm.com）

アート

音楽

映画

公開中

WEEK
K LY CAL
L ENDAR
Verzuz Instagram, Apple Music (verzuztv.com)
対決型配信ライブで、
ウータン・クランのメンバーとデ
フ・ジャムのアーティストがラップで勝負
（無料）

Iggy Pop at Sydney Opera House

Goya’s Graphic Imagination
The Metropolitan Museum of Art
(1000 5th Ave. / metmuseum.org)
スペインの巨匠の想像力と、社会や政治の激動期に
ドローイングや版画に込めた思いを探る
（一般$25）

21日
（水）

In the Earth
イベント

【出演者】
ジョエル・フライ、
リース・シェアスミス
【ジャンル】
ホラー
（R）
危険なウイルスの治療法を探る中、森の奥深くに分け入った
科学者やパークスカウトたちは、暗闇の中で森に潜む精霊た
ちに囲まれ、
その恐怖に直面する
（neonrated.com）

〜25日
（日）

Hollywood Dogs

17日
（土）、18日
（日）

Nightly Opera Streams: Puccini’s
Turandot, Rossini’s La Cenerentola
The Metropolitan Opera (metopera.org)
過去公演を日替わり配信。今週末はプッチーニ
「トゥー
ランドット」とロッシーニ「 チェネレントラ」
（無料）

〜21日
（水）

Ayodele Casel: Chasing Magic (digital event)

American Kennel Club Museum of the Dog
(101 Park Ave. / museumofthedog.org)
ワンコが出演する映画のポスターやアニメの絵コンテ
などを展示。バーチャルツアーも開催
（大人$15）

The Joyce Theater (joyce.org)
NY出身タップダンサーがアルトゥーロ・オファリルとコ
ラボした、世界初上演作品を期間限定配信
（$25）

〜30日
（金）

〜22日
（木）

Carnegie Hall (carnegiehall.org)
15日にわたり、
コロナ危機下で人々に力を与える音楽
と芸術イベント100以上を開催
（ウェブサイト参照）

New York City Ballet homepage, YouTube
(nycballet.com)
3週間のレジデンシーバブルの中で、同団のために創
作した作品と制作過程ドキュメンタリーを配信
（無料）

Voices of Hope (online)

© My True Fairytale LLC

舞台

Moment House (official.tameimpala.com)
オーストラリアのサイケデリック・バンド結成10周年を
祝い、デビューアルバム全曲演奏を生配信
（$10）

16日公開

Selections from the Department of
Drawings and Prints: New York Inspired

〜5月2日
（日）

DICE (iggypop.com)
今年74歳になる、過激パフォーマンスで有名なロック
シンガーの誕生日に合わせて、2019年シドニー公演を
世界に配信
（$15）

© IFC Films

〜26日
（月）

The Metropolitan Museum of Art
(1000 5th Ave. / metmuseum.org)
ニューヨークの歴史や都市開発、象徴的な建物やスカ
イラインなどを描いた収蔵品77点を展示
（一般$25）

21日
（水）

Tame Impala: Innerspeaker - Live
from Wave House (Global Streaming
Event)

4/17▶4/23

Kyle Abraham World Premiere: When We Fell
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春爛漫！ 今年も桜を見に行こう
4月中旬から5月上旬にかけて、ニューヨークの桜は見頃のピークを迎える。

例年のイベントを行う場所は少なくなっているが、今年も市内には美しい桜が楽しめるスポットが数々ある。
ソーシャルディスタンスを安全に保ちながら、春の訪れを感じてみよう!

BROOKLYN

桜が見られるスポットMAP
i ve

r

⑨

nR

ニューヨーク植物園

dso

Bronx

チェリーウォーク

Hu

サクラパーク

マーカス・ガー
ベイ・パーク

⑤
④

⑧

③
セントラル
パーク

⑥

Manhattan

ルーズベルト島

Queens
クイーンズ
植物園

⑩
⑪

フラッシングメドウ
ズ・コロナパーク
スナグ・ハーバー・
カルチュラル・セン
ター・アンド・ボタニ
カルガーデン

⑫

Staten
Island

③セントラルパーク
• Pilgrim Hill
East Side at 72nd St.
• Cherry Hill
Mid-Park at 72nd St.
• The Glade
East Side from 74th to 77th Sts.
• Metropolitan Museum of Art
East Side at 82nd St.
centralpark.com
（リバーサイドパーク内）
④チェリーウォーク
From 100th to 125th Sts.
along the Hudson River
riversideparknyc.org

⑤サクラパーク
3916, 500 Riverside Dr.
nycgovparks.org/parks/sakura-park
⑥ルーズベルト島
Roosevelt Island
nycgo.com/boroughs-neighborhoods/
manhattan/roosevelt-island

②

① ブルックリン植物園

グリーンウッド墓地

Brooklyn
写真
（上）
（下）
はセントラルパーク内
で撮影。すでに満開となっている。同
パークでは、
ソメイヨシノとカンザンの
2種類の桜が楽しめる

②グリーンウッド墓地
500 25th St., Brooklyn
green-wood.com

MANHATTAN

ランドールズ・
アイランド・パ
ーク

⑦

①ブルックリン植物園
990 Washington Ave., Brooklyn
bbg.org

Jamaica
Bay

●アート・イン・ザ・ガーデン
【場所】
ブルックリン植物園
【期間】4月17日（土）〜5月9日（日）※期間
内の土日のみ
今年は毎年恒例の「桜まつり」は中止だが、
春の到来を祝うイベントを実施。桜を見な
がら伝統的な踊りや音楽などを観覧する。

⑦ランドールズ・アイランド・パーク
20 Randall’s Island Park
randallsisland.org
⑧マーカス・ガーベイ・パーク
Madison Ave, E. 120 to 124 Sts.
nycgovparks.org/parks/marcus-garveypark

BRONX
⑨ニューヨーク植物園
2900 Southern Blvd, Bronx
nybg.org

QUEENS
⑩クイーンズ植物園
43-50 Main St., Flushing
queensbotanical.org
⑪フラッシングメドウズ・コロナパーク
Between Grand Central Pkwy and Van
Wyck Expy
ny c g o v p a r k s. o r g / p a r k s / f l u s h i n g meadows-corona-park

STATEN ISLAND
⑫スナグ・ハーバー・カルチュラル・セン
ター・アンド・ボタニカルガーデン
1000 Richmond Terrace, Staten Island
snug-harbor.org

イベント

工芸品やダンスパフォーマン
情報
スを楽しめるイベントを開催
予定。詳細はフェイスブックページへ。

facebook.com/events/central-park/cherry-blossomfestival-nyc-2021/640431326776487
●桜の祭典ウィーク

bbg.org/visit/event/art_in_the_garden_spring_ 【場所】ランドールズ・アイランド・パーク
【期間】４月26日
（月）〜5月2日
（日）
weekends

●桜まつり NYC 2021
【場所】セントラルパーク
【期間】4月25日
（日）
・26日
（月）
NYCイベントアンドパーティーら主催で、手

「桜の祭典ウィーク」では、バーチャル桜ツ
アーやパフォーマンスを配信。5月1〜2日
は、パーク内でのアクティビティーも開催。

randallsisland.org/events/cherr y-blossomcelebration-week

55

遺伝子素材を使ったワクチンです。DNAの

め、DNAワクチンは冷蔵保存できますが、

mRNAワクチンは冷凍での保存が必要です。

通 常 、ワ クチンとい
えば何十年もかけて
開 発 されま す。しかし、今
回は世界規模の感染だった
ため患者数が多く、短期間
で大量のデータを取得でき
たことが、
スピード開発が
可 能になった理 由です。そ
れを 可 能に するた めに莫
大 な 先 行 投 資 も さ れま し
た。数万人単位のワクチン
研 究 データは、質・量 共に
信頼性が高い、安全なもの
です。
同時に、短期間のデータ
しかないのもまた事実。抗
体の持続期間など、はっき
り分かっていない部分もあ
ります。（後編につづく）

ョンソン＆ジョンソン製がDNAと、
いずれも
ルナ製の新型コロナワクチンがmRNA、
ジ

A

（リボ核酸）」
の略です。
ファイザー製とモデ

13

「messenger」
、
RNAは
「Ribonucleic Acid

（前編）
◆新 型コロナワクチンを 知 ろ う

DNA は「Deoxyribonucleic Acid（デ

30
オキシリボ核酸）」の略。mRNAの「m」は

AQ

12

ナワクチンは、接種後に感
染・発 症しても、重 症 化を
防ぐことが最大のポイント
だからです
（注：４月 日
現在、血栓の報告を受けて
ジョンソン＆ ジョンソン製
は接種を一時中止）
。
参 考 までに、インフルエ
ンザワクチンの予防率は
〜 ％です。それと比べて
も、３ 社の新 型コロナワク
チン予 防 率 は 相 当 高いで
す。どのワクチンがいいか
と悩まず、接種対象になっ
たら、
こだわらずに受ける
のが賢明だと思います。
短期間に開発された
ワクチンは本当に安
全でしょうか？

DNA と mRNA

内科・小児科専門医師。ニューヨーク市
で地域医療に従事するコミュニティー・
ヘルスケア・ネットワークのブロンクス
診療所メディカルディレクター。
クリーブ
ランドクリニック付属ケース・ウエスタ
ン・リザーブ大学医学部卒業後、ベイラ
ー医科大学で内科・小児科研修修了。
専門は小児科・内科・婦人科・HIV/エイ
ズ・薬物依存症など。米国日本人医師
会理事、子育て家族をサポートするニ
ューヨークすくすく会理事。

テーマ

ナウイルスの一部 Ｄ Ｎ Ａ、
突起部分のｍＲＮＡ、それ
によって体内で作られる突
起 部 分のタンパク質は、全
て 数 日 のう ちに 体 内 か ら
消滅します。後に残るのは
ワクチンの刺激を受けてで
きる免疫
（抗体）
だけです。
三つのワクチンの効
果に差は？
ファイザーとモデル
ナの 治 験 デ ー タに
は、若干の違いがあるだけ
で、その予防効果に大きな
違いは見 られません。ファ
イザーは世 界 中で約 ４ 万
人（ 〜 歳）
、
モデルナは
同３万人（ 〜 歳）を対
象に治験が行われ、
いずれ
も 予 防 率は ％ 程 度と 報
告されています。
ジョンソン＆ ジョンソン
製は、感染予防率はファイ
ザーとモデルナよりも低い
と言われますが、重症化の
予防率が ％と高いことは
注 目に値します。新 型コロ

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

方がmRNAよりも構造的に安定しているた

Community Healthcare Network
975 Westchester Ave.,
Bronx, NY 10459
TEL: 718-320-4466
chnnyc.org

【今週の英単語】
（Satoko Kanahara, MD）

85

18

95

85

50

Q

先 生に
聞 いた

金原聡子先生

遺伝子使用のコロナワクチン

CDC
（米疾病管理予防センター）
が
「mRNAのメ
カニズム」
を解説したフライヤー
（cdc.org）

ＲＮＡを使用。
これを投与
し、体に
「突起部分のタンパ
ク質を作りなさい」と伝達
します。伝 達を受 け、突 起
部分のタンパク質が体内で
形成されると、人間の免疫
細胞がそれを認識し、抗体
を作るという仕組みです。
ジョンソン＆ ジョンソン
製はＤＮＡワクチンで、新
型コロナウイルスのごく一
部のＤＮＡを投与すること
で、体内で突起部分のｍＲ
ＮＡが形成され、その後は
ファイザーとモデルナのワ
クチンと同じプロセスで抗
体ができます。ＤＮＡワク
チンの方が１ステップ多い
だけで、メカニズムはｍＲ
ＮＡワクチンと同じです。
接種によりウイルス
の遺伝子が体内に残
りませんか？
よく聞かれる質問で
す が 、残 ら ないので
心 配 無 用です。ワクチンに
よって体内に運ばれたコロ

A Q

接種後体に残るのは抗体だけ
新 型コロナワクチン
はどんなワクチン？
ま ず ワ クチンには 、
生ワクチンと非生ワ
クチンの二つがあります。
生ワクチンは、生きたウイ
ルスを弱毒化したもので、
麻疹（はしか）
・おたふく風
邪・風疹の混合ワクチンな
どがそれに当たります。
一方の非 生ワクチンは、
文 字 通 り 生 き た ウイルス
は使っていません。例えば、
ウイルスを完全に殺した不
活 化ワクチン
（インフルエ
ンザワクチン他）
や、タンパ
ク質ワクチン
（肺炎球菌結
合型ワクチン他）がありま
す。Ｆ Ｄ Ａ（米 食 品 医 薬 品
局）
から緊急使用許可が降
りている新型コロナワクチ
ンは、遺伝子素材を使った
非生ワクチンです。
ファイザー製とモデルナ
製 はいず れも ｍ Ｒ Ｎ Ａワ
クチンで、新 型コロナウイ
ルスの突 起 部 分 だ けのｍ

AQ
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人気キャラクターのフィギュアが集結！

5番街のポップアップ・ショップに潜入
５番 街 沿 い の 4 8 丁 目 、ロックフェラ ー

入り口には、
先月全米公開されたばかりの映画

セ ン タ ー の 目 の 前 に 現 在 オ ー プ ンし て

「Godzilla VS Kong」
の巨大立像や劇中使

い る の は 、日 本 の 玩 具 を 製 造・販 売 す る

用された小道具も展示され、フィギュア好き

BANDAI SPIRITSによるフィギュアブランド

ならずともわくわくする仕掛けが満載だ。

「TAMASHII NATIONS
（ 魂ネイションズ）
」
のポップアップ・ショップだ。

ンライン予約も受け付けており、ファン垂涎

インイベントが続いていた中で、今回は満を

のフィギュアを先取りで楽しんだり予約する

持してリアルショップの上陸、さらに同ブラン

ことができるのはうれしい限りだろう。

ドでは米国内初のポップアップ・ショップ開催

日本製の世界最高峰クオリティーのフィギ

となったことで、アニメファンからの注目度も

ュアを現地の店舗で購入できる、またとない

高いとの噂を聞き、今回は編集部が実際に潜

チャンス。4月25日
（日）
までの期間限定なの

入してみた。

で、今までフィギュアを買ったことがない人も

来店客が目立ち、通りすがりの入店や男性の
みならず女性やカップル客も多く見られ、ニ
ューヨークでのアニメ人気を肌で実感した。
さらに足を踏み入れると、
ドラゴンボール、
ガンダム、ゴジラ、スターウォーズ、セーラー
ムーン、カウボーイビバップといった不朽の
作品から話題のアニメ
「鬼滅の刃」
まで、日本
が誇る幅広い人気キャラクターのフィギュア

TAMASHII NATIONS
POP-UP SHOP IN NYC

期間：4月25日
（日）
まで

やプラモデルがずらりと並ぶ圧巻の光景が。

住所：605 5th Ave.
（bet. 48th & 49th Sts.）
営業時間：午前11時～午後7時
tamashiinations.com/popup/ny2021/

式通販サイト
「プレミアムバンダイUSA」
のオ

コロナ禍によりフィギュアの展示もオンラ

店舗を訪れてみると、店内にはローカルの
「ドラゴ ンボ ー ル 超
ブロリー」
に登場する
ブロリー のアクショ
ンフィギュア（左）が
一番人気だという

また、今後発売予定の商品の先行展示や公

世代や性別を問わない、至高の
アクションフィギュアがそろう

近くを通った際にはぜひ一度足を運んでみて
はいかがだろうか?

長屋の花見

異なるジャンルで活躍する当地の日本人が、
不定期交代で等身大の思いをつづる連載。

いていました。
名 前 や 店 名 が筆で書 か
れたちょうちんの薄い灯が
照らす桜の美しさは、大人
の世界をのぞいているよう
でした。僕はワクワクしな
が ら 顔 を 上 げて桜 を 見て
は、周りのカップルが寄り
添ったり、何かをささやい
たりしているのを恥ずかし
い気 持 ちを 抑 えな が ら 楽
しみました。
浅草の墨堤は今後「子別
れ」
の回でも書きますが、
下
町 生 まれ、下 町 育 ち、そし
て噺家になった僕にはたく
さんの思い出があります。
こうしてニューヨークに
移住して桜をセントラルパ
ークやアメリカ各地で見る
ようになって、僕の「花 見」
の記憶は塗り替えられてい
きます。そして、家 族 以 外
の女 性 と 夜 桜に行 くよ う
になってしまった父の思い
出も、土地と時代が変わっ
て、そして夜 桜の美しさの
おかげで、なんだか脳が良
かった思い出に変えつつあ
るようにも思える春です。

ウェブでも読めます。nyjapion.com

【次回予告】
次 号は、Ａ ｋ ｏさんのエッ
セ ー 第 １ 回 を お 届 けしま
す。

日 本 の 落 語 を 、世 界 の
「RAKUGO」へ！ 東三楼さん
の取り組みがいよいよスタ
ートします。まもなく、クラウ
ドファンディングも開 始 予
定。支援に興味がある人は、
メール（us.rakugo@gmail.
com）で東三楼さんにご連絡
ください。

鮮度が命の演目
「長屋の花見」

全米落語協会、発足！

が、なぜか「花見」は好きに （はなし）は、地味ではある
ものの実に落語らしい発想
なれません。
理 由 をよ く 考 えてみる で成 り 立っていて、３ 月 を
と、まずは「花冷え」がある 迎えると噺家は寄席でこぞ
ように思います。少し暖か って高 座にかけ出し、桜の
くなって、外に出よう、花見 季節が終わる少し前になる
しようという頃にちょうど と「も う 花 見って感じじゃ
寒さがぶり返して、寒さに ないなあ」と早々に演目の
震えながら桜を見て、冷た リスト か ら 外 そ う としま
いビールを 飲 ん だ 経 験 が す。呼ばれて行く営業の落
ある人は僕以外にもいらっ 語 会 やホ ール 落 語 会では
しゃるでしょう。それと、花 ４月中はやるものの、５月
見で有名なスポットは人出 になるとパタッとかからな
鮮度が命の噺です。
が多く、宴会がそこかしこ くなる、
で行われていて、
せっかくの
美しい花が、酔った人 々の 父との思い出、桜
声 や ど う か すると カ ラオ
ケの設備まで持ち込んでい
て、奇麗な雰囲気が台無し
になっているからでしょう。
子供のころに、世間で花
見の声が聞こえてきてうれ
しかったのは、普 段は夜に
遊び歩いて帰宅の遅い父が
早く帰ってきて、浅 草の隅
田 川 沿いに夜 桜 を 見に連
れて行ってくれたことです。
父は浅草が好きだったよう
で、夜桜や浅草寺のほおず
き 市の時 は 必 ず 夜に家 族
で行く、と決めていたよう
です。祖父の生まれが対岸
の向島で、浅草で仕事をし
ていたので、父も同じよう
に祖父との楽しい記憶があ
ったのかもしれません。僕
の浅草での真打ち披露でも
浅草演芸ホールの客席で泣

お 知 ら せ

僕が生まれ育った東京の
東の下町、桜を見る時には
上野公園は一番有名で人出
がありました 。落 語の「長
屋の花 見」の舞 台にもなっ
ており、ずいぶん昔から名
所だったようです。
上 野 近 辺の貧 乏 長 屋の
住 人に大 家 さ ん が 声 を か
けて花見に行く、そんな春
の一瞬を切り取ったこの噺

東京都出身。1999年に3代目・
柳家権太楼に入門。2014年3月
に真打昇進、3代目・東三楼を襲
名した。16年に第71回文化庁芸
術祭新人賞を受賞。19年夏より
クイーンズ在住 。演出家、脚本
家、俳優、大学教員（東亜大学
芸術学部客員准教授）としても
活動。紋は丸に三つのくくり猿。
出囃子は「靭（うつぼ）猿」。現
在、オンラインでの全米公演ツ
アーを敢行中。落語の無料オン
ラインレッスンあり、詳細はウェ
ブサイトへ。
zabu.site

名詞を動詞化するように、
「花 見 する」という 動 詞 を
生み、みんなでワイワイと
酒 席 を 催 して仲 を 深 める
アクティビティーにしてい
ます。桜の季節が日本では
新年度の幕開けにあたり、
新 しい人 間 関 係 を 作 ろ う
というのにぴったりだから
かもしれません。
今では 会 社の先 輩 や 上
司が新 入 社 員に場 所 取り
をさせるのはパワハラに当
たるかもしれませんし、そ
ういう会社内の親睦会はう
っとうしいと思う人も多い
でしょう。僕もお酒を飲む
のも桜を見るのも好きです

柳家東三楼

〜第３回〜

日 本 人 が花 見という 時
は必 ず「桜」を 見るという
暗 黙のル ールが あ り ま す
ね。ネモフィラでもチューリ
ップでも紫陽花（アジサイ）
でも 良 さそ うですが、桜 、
しかもソメイヨシノにだけ
は特別の思いがあり、桜を
除いて
「花見」
とは言いませ
ん。そして「花見」という言
葉には「見る」以上に
「屋外
で」「木の下で」「酒を飲む」
という 意 味 も 存 分に含 ま
れているように感じます。
友人はたいがい「花見に
行こうよ」とは言 わ ず「花
見しようよ」
と言います。
そ
う、日本人は「ググる」など

（やなぎや・とうざぶろう）
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5月17日
（月）
が申請締め切り

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5月17日
（月）

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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寿司遊
昭和のぬくもりを感じつつ
新たな時代にほっとする場所を
ミッドタウンイーストにある
「寿司遊」
は昭和の雰囲気が色濃く感じられ
る店だ。
コロナ禍で営業日や時間を変更しつつも、現在も変わらず営業を
続けている。
静岡出身の店主のおすすめは、
「お寿司、
お刺身のおまかせ」
と静岡の郷
土料理である
「イワシのはんぺんフライ」
だ。
ニューヨークではほとんど見
かけないかもしれない「はんぺんフライ」は、
サクサク衣なのにさっぱりし
つつもボリューミーで満足度は高い。
まさに酒のさかなにちょうどいい。
また、店内カウンター奥のテレビには1970〜80年代の映像が流れ、壁
にはこれまで来店したプロレスラーや野球選手などのサインもずらり。
ここ
までアットホームな雰囲気を出しながら大人の隠れ家のような落ち着き
も醸し出しているのは稀有だ。
この不思議なバランスが、国籍問わず、地元の人に愛される理由かもし
れない。
ぜひこの居心地の良い雰囲気を感じに訪れてみてはどうか。

Sushi You
246 E. 51st St. (bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 212-752-2987
Thur&Sat: 6-10pm
Fri: Noon-2pm, 5-10pm
sushiyou.com

「おまかせの刺身（$40〜50）」
は、
その日に入る
新鮮な魚を人数や予算に合わせて店主が用意して
くれる。時期に応じて価格が変動するので、
あらかじ
め確認するのがおすすめ

現在月曜日はウェスト
チェスター方面への
デリバリーも行ってい
る。今後は隔週月曜
日でクイーンズやブル
ックリンへのデリバリ
ーも予定しているそう
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12 星 座 占 い
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

21日以降活気に満ちてくる星回り。自分
が主役とばかりにしっかり前に出ていこ
う。やりたいことは遠慮せず攻めの姿勢で
交渉してみて。27日頃に反応あるかも。

新年度の疲れなど出やすい時。メディカ
ルチェックをしたり、じっくりと必要な学び
に投資など動き方を工夫すると吉。直接
人と会うよりネットが気楽でおススメ。

普段単独行動してる人も何かチームに加
わるかも。最初はアドバイザー的な役割
でも24日以降は自分が先頭に立つこと
も。楽しい！と思えるかどうかを基準に。

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

仕事面にスポットライトが当たりそう。自分
のやるべきことかを見極め、早めに見通し
を立てておくと吉。27日近辺はこれまで
頑張ってきたことの成果が見えてきそう。

24日までは的確にこなす仕事運。強い目
的意識を持ちやすいだけに、自分の考え
に固執せず仲間を巻き込んでいった方が
うまくいく。気持ちを合わせていくと◎。

いよいよ仕事のエンジンがかかってきそ
う。金運も上向き、運用に気持ちが向きそ
うだけど、パートナーとは納得いくまで話
し合うことが前提。27日近辺が狙い目。

これまで一緒に取り組んできた人が、プ
ライベートのパートナーとなったり、身内
的な存在になるかも。反面、公私のメリ
ハリをしっかりつけてバランスを取ろう。

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

じっくりと取り組む仕事運。いつになく
粘り強く頑張るがゆえ、バテないよう注
意。24日以降はスキルアップの勉強など
に取り組むと、成長を感じられそう。

高木悠凪（たかぎ・はな）

これまでの努力が報酬となって現れるか
も。笑いや遊び心、創造性がテーマの時
期なので、面白いことだけに集中。27日
近辺は友達と遊びに出るのがおススメ。

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

“

Vol. 1101

4 月16日～5月6日

3月21日〜4月19日

仲間との関わり合いは盛り上がりを見せ
るも、まだ着手できてないことは21日まで
にスタートを。4月後半からはお金の使い
方や増やし方へ意識が向いていきそう。

|

自分のホームとなる場の充実を図りたい
時期。人が気軽に出入りでき、コミュニケ
ーションできるような場を作ることで新し
いリーダーシップの在り方が見えてくる。

新しい人間関係、立場の違う人との交流
から、多くのものを得られそう。水面下で
重要なことの調整が進んでいくので、大事
なことの決断は27日が過ぎるまで待って。

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。

”

|
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「おうちで仕事」
リモート勤務の
運動不足で太って
膝が痛いです・
・
・

マサミさん・会社員

パソコンを開き
分マウスの動きがないと
「仕事サボってる」と
ＡＩが判断
するので

マウスを
やたら細かく動かす
クセがついてしまいました。

10

油と脂はどう違う？

～音も意味も同じ漢字をきちんと使い分ける～
今、調理実習のレポートを書いてるんですが、サラダ
油とは書いても、サラダ脂とは書きませんよね。
どちらも同じ「あぶら」なのに、何が違うんでしょうか？

簡単に言うと、常温で液体のものを「油」、固体のものを「脂」と書き分
けるんだよ。
「油」は主に植物性・鉱物性のもので、幅広い場面で使える
ぞ。一方、
「脂」は動物性のものに使われ、月（にくづき）に旨（うまい）と
書くように、こってりとして旨みが感じられるときにも使われるんだ。

そして家電の多いこと！
に登録しても
Do Not Call
かかってきます。

「脂」と書くほうがなんだかグルメっぽいイメージが
あるのは、そのせいなんですね！
じゃあ、
「足」と「脚」や、
「歌」と「唄」、
「陰」と「影」
にも、使い分けの基準はあるんですか？
「私の足」と「モデルさんの脚」みたいに、なんとな
く後者のほうのイメージがいいように感じるんです。

この表示・
・
・
セールス側も工夫すれば
いいのに・
・
・
これじゃ誰も絶対に
とりませんよね〜

「足」と「脚」は、厳密に区別するなら、足首から先が「足」、足首から上が「脚」と言わ
れているぞ。そこから、
「脚」のほうが長くて「足」のほうが短い、というイメージが生ま
れ、沙織さんが言ったことにつながるのかもしれないな。とはいえ、広い意味では「足」と
書いていれば、まず問題ないよ。
「歌」と「唄」は、“メロディやリズムに乗せて発せられることば”を指す漢字が「歌」、仏
を賛美する「うた」を表すための漢字が「唄」だよ。基本的には「歌」を使うが、日本的な
ものや、素朴な感じを強調したいときには「唄」が使われがちだね。
「子守歌」より「子守
唄」のほうが、懐かしい印象がするだろう？
「かげ」の区別はもう少しはっきりしていて、物にさえぎられて光が当たらない暗い場所
を「陰」、光が当たったことでできた暗い部分を「影」と使い分けるんだ。つまり、
「陰」は
「見えない」こと、
「影」は「見える」ことに重点が置かれていて、
「物陰」
「陰口」
「草葉の
陰」、
「人影」
「影絵」
「影も形もない」という使われ方をするわけだね。

（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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大切なお荷物を確かな技術と
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！1992年創業安心と丁寧がモ
ットー。ライセンス、梱包・掃除・
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
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Alliance Media

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
------------------------------------------------------------------------------

Coupon Magazine KAUKAU (USA)

Weekly Vetter (Vietnam)

Weekly Lifenesia (Indonesia)

Weekly SingaLife (Singapore)

Weekly Plecome (Philippines)

to help create a dynamic
team environment with excellent customer service in
a fast-paced environment.
Candidates must be flexible,
dependable, and able to
work on weekends. Customer service an absolute must,
Foodservice and /or retail
experience preferred. Interest in tea and Japanese culture a plus! Hourly rate- $12.
See the contact info. below:
伊藤園は、NJ Mitsuwa内にあ
るMatcha LOVE店でスタッフ
を募集しています。プロフェッシ
ョナルで頼りになる人、チーム
内で働ける人 。ペースの速い
環境では、
カスタマーサービス
も必 要です。フードサービスで
の経験、お茶と日本文化の知
識があれば尚可！要英語。週末
のシフトで働くことが出来る人
を募集しています！
Matcha Love By Ito En
（Mitsuwa Market Place内）
595 River Road,
Edgewater, NJ 07020
Email resume: cnuno@itoen.
com
☎︎201-941-1301
-----------------------------------------------------------------------------熟練の寿司シェフ急募
マイアミのマコトレストランにて
寿司シェフ募集
レジメをお願いします。
Makoto.Chefs@starr-restau
rant.com
STARR-RESTAURANTS
------------------------------------------------------------------------------

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
-----------------------------------------------------------------------------

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
------------------------------------------------------------------------------

丁寧で安心のお引っ越し！
経験豊かな日本人女性による

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
-----------------------------------------------------------------------------

パーソナルシェフ募集
勤務地 マンハッタン内
実働1日3-4時間より
お好きな日にちで働けます
要 経 験 者 /日本 食またはその
他料理も歓迎
レジュメをinfo@chefomakase.
com
Chef Omakase
☎︎212-935-3171
----------------------------------------------------------------------------各店舗にて板前募集中。
気軽に連絡下さい。
カズ kaz@blueribbon-sushi.
comまで
☎︎212-343-0404
Blue Ribbon Sushi
119 Sullivan St.
New York, NY 10012
-----------------------------------------------------------------------------

NJ Leoniaの日本食寿司レ
ストラン中原にて、
ウェイトスタッフ・寿司ヘルパー
を募集しています。
ご応募は☎201-482-4358
中原まで、
ご連絡ください！
299 Broad Ave.
Leonia, NJ 07605
☎201-482-4358
-----------------------------------------------------------------------------フルタイムもしくはパートタ
イムの寿司シェフ、ヘルパーさ
んを募集しています。
Fort Lee, Heartsdales, Jericho
の３エリアのHマート内のテイク
アウトのお店です。
詳しくは下記の電話番号、
斉藤千暢（ちのぶ）
までお願い
します。
World Sushi
203 Livingston St.
Northvale, NJ 07647
☎︎201-988-9519
-----------------------------------------------------------------------------Matcha LOVE Retail
Store Staff:
ITO EN, a global Japanese
tea & beverage company is
seeking entry-level part-time
matcha LOVE®Retail Store
Staff to be based in our
New Jersey location, inside
the Mitsuwa Market. Seeking energetic part-timers

連絡下さい。
Njmama2010@gmail.comまで
-----------------------------------------------------------------------------NJ, LAで縫製経験者急募
（初〜中級者可）
洋服の検品・修正業務の会社
です。
希望勤務地を明記の上、履歴
書をtouka2@toukatechno.
comまで送付
又は347-668-4164まで連絡
ELI FASHION INC.
121 Christie St.
Newark, NJ 07105
3828 S.Santa Fe Ave.
Vernon, CA 90058
-----------------------------------------------------------------------------歯科スタッフ募集。パート。
要英語。
トレーニングがあるので、未 経
験者OK。
明るいオフィスです。お気軽に
お電話ください。
レモイン歯科
2460 Lemoine Ave.
suite 101
Fort Lee, NJ 07024
☎︎201-947-3777
-----------------------------------------------------------------------------歯科助手と受付募集 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
-----------------------------------------------------------------------------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）
-----------------------------------------------------------------------------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
------------------------------------------------------------------------------
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歯科の受付募集
英語と日本語が話せる人を希
望 。2〜3 年の歯 科の受 付 経
験が必要。
パートタイムとフルタイムのポジ
ションあり。
履歴書をメールしてください。
Madison Dental Loft.
30 E 40th St., Suite 602
New York, NY 10016
☎︎646-687-7898
info@madisondentalloft.com
----------------------------------------------------------------------------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
----------------------------------------------------------------------------歯科助手募集 要経験
明るく責任感のある方
お電話下さい。
山縣歯科医院
230 PARK Ave., Suite 525
☎︎212-867-1188
日本語ライン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。
週数日の放課後です。是非ご

OP Fish Market

opﬁshmarket.com

ニューヨーク育英学園のFort Lee(NJ)ブランチ

