電車でいける市内のリゾート

シティーアイランドってどんなところ？

ーバダイビングやカヤック、
貸 し ボ ー ト で釣 り を し た
り、さまざまなマリンスポ
ーツが楽しめる。
そしてシティーアイラン
ドといえばシーフードが有
名で、
シティーアイランド・
アベニューの両 脇にはロブ
スターやキングクラブ、オ
イスターが堪能できるレス
トランが並ぶ。カキの養殖
も盛んだったシティーアイ
ランドでは、島で生まれた
人をクラムディガー、島の
外 から 移 住 してきた 人 た
ちをマッスルサッカー
（ムー
ル貝をすする人）
と例える
ほどだ。海に浮かぶヨット
を眺めながら、デッキで新
鮮なシーフードに舌つづみ

を打つのが醍醐味だろう。
隣接するペルハム・ベイ・
パークには、三日月の形を
した砂浜が広がり、海水浴
が楽しめるオーチャードビ
ーチもある。またパークの
森 を 馬で 散 策で き る 乗 馬
クラブや一人からでも気軽
にプレーできるゴルフコー
スなども人気だ。
天気の良い日に日帰りで
行ける近場のシティーリゾ
ート。子 供から大 人 まで、
家 族はも ちろん友 人 同 士
やカップルで、夏のアクティ
ビティーを楽しむのに最適
といえる。

マンハッタンから出かけ
てみよう

15

シーフードが名物
これからの季 節 、スキュ

海に関連したグッズが並ぶアンティークショップも

散歩するのにちょうどいい。 イーンのココ・ペルもここで
生まれたという。
長い歴史を持つ島
この島は第 ２ 次 世 界 大
戦までは造船業でにぎわっ
ていたが、現 在は主にレク
リエーション用のボート遊
びが盛んだ。小さな島には
ハーレム・ヨット クラブを
含め、
４つのヨットクラブが
あり、夏になると周辺の海
はヨットやボートが所狭し
と浮かぶ。

レストラン所有のマリーナ。たく
さんのヨッ
トが停泊する

シティーアイランドは氷
河期の終わりに誕生したと
いわれている。珍 しい青い
粘土で覆われているのが特
徴で、最新の国勢調査では
島の人口は現 在 ４ ７ ０ ０
人ほど。住民は作家や芸術
家、弁 護 士、公 務 員とさま
ざまだが、有名なところで
はマフィアのガンビーノ一
家のフランク・スカリスや
コメディアンでド ラッグク

シティーアイランドへ行
くには、
地下鉄が便利だ。
マ
ンハッタンからは緑のライ
ン、６ 番 線のブロンクス側
の最終駅、
ペルハム・ベイ・パ
ークで下 車し、駅 前のバス
停から市バスＢＸ シティ
ーアイランド行きに乗車す
れば 分で到着する。もち
ろんハイウェーのＩ -を利
用 すれば、車でのアクセス
も便利だ。
29
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シティー
アイランド

ニューヨーク市内の喧騒
を逃れ、週末にのんびり過
ごすのにぴったりのシティ
ー アイ ランドは、ブロンク
ス 区 北 東に浮 か ぶ 小 さ な
島だ。
マンハッタンからも日
帰りで訪れることができる
アクセスが人気で、市内最
大のパーク、
ペルハム・ベイ・
パークから橋で結ばれてい
る。島の中心を縦断するシ
ティーアイランド・アベニュ
ーは長さ ・ マイルで、小
さなアンティー クショップ
やビンテージのおもちゃ屋
をのぞきながら、ぶらぶら

ハート
アイランド

1
5

ペルハム・ベイ・
パーク
オーチャード
ビーチ

ブロンクスにあるシティーアイ
ランドは、
シーフードやマリンス
ポーツをはじめ、のんびり散歩
も楽しめるという魅力的な海辺
の街。知る人ぞ知るリゾート地
なだけに、訪れたことがないと
いう人も多いかもしれない。そ
んなシティーアイランドの見所
をたっぷりご紹介！
（取材・文／
キム・クンミ）
© alexat25 / Shutterstock.com

ちょっと
そこまで

魅惑の
シティー
アイランド
ブロンクス
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ザ・オリジナル・クラブ・シャンティ

シーフードを堪能した後は、
楽しくてか
わいいショップにも訪れてみよう。

239 Play
店内をのぞくだけでも楽しいビンテージ
のおもちゃ屋が
「239 Play」
だ。
水色とピン
クの外観はキッチュなおもちゃ箱を連想さ
せる。店内にはピンバッジやヒーローがプ
リントされたグラス、
バービー人形、
ブリキ
のおもちゃ、古い車のナンバープレートな
どがぎっしりと並んでいる。
同店では、笑顔がすてき
な店員のタイガ―さん
がいろいろ教えてくれ
る。
「名前のスペルは違
うけどね、
ガオー！」
。

シティーアイランド・ロブスターハウス

ロブスターの甘みを引き立て
るバターソースをたっぷりと

ペルハム・ベイ・パークからシティ
ーアイランド橋を渡るとすぐ左に見え
るのが
「シティーアイランド・ロブスタ
ーハウス」
だ。
席につくとガーリックブ
レッド、
チーズとオリーブ、
サラダなど
がまずテーブルに並ぶのに心が踊る。
甘みがあって風味豊かなメイン産の
ロブスターが店の看板メニューで、
他
にもスノークラブレッグやダンジネス
クラブレッグ、熟成アンガスビーフの
ステーキが人気だ。
店のシグネチャー
カクテルである、
ロングアイランド・ア
イスティーならぬシティーアイランド・
アイスティーは、
５種類のライトな酒
がミックスされ、
コーラとレモンの風
味が爽やかなのどごしが楽しめる。
ア
ウトドアデッキでは、
同店所有のマリ
ーナを見渡せ、
ヨットやボートを直接
桟橋に付けておくこともできるので、
ボート遊びの休憩にもおすすめのレ
ストランだ
（要予約）
。

ジョニーズ・リーフ

シー・ショア

「ジョニーズ・リーフ」
は、
75年の歴史を持つカジュ
アルなカフェテリアスタイ
ルのレストラン。季節限定
でオープンしている同店は
昨年の夏、パンデミックの
影響で営業を中止していた
が、今年３月にスロッグス
ネック橋やロングアイラン
ドの北海岸を望めるオープ
生のハマグリは
ンデッキを改装し、営業を
もちろん、
シーフ
再開した。
メニューは、
シー
ードはどれも鮮
度抜群
フードをカウンターのフラ
イセクションかスチームセ
クションで注文し、新鮮な
生のカキやクラムは、
クラムセクションで注文できる。
シーフードはフ
レンチフライとコールスローサラダ付きなのがうれしい。
またニンニ
クたっぷりのガーリックブレッド
（３ドル）
も格別だ。
バーセクション
ではソーダ、
ビール、
カクテルの他にデザートも用意されている。今
年登場した新メニューのシュリンプロール
（14ドル、
フレンチフライ
付き）
もぜひ試してみよう。

ウォーターフロントに
位置した「シー・ショア」は
1923年創業、
もうすぐ100
年を迎える。150人まで収
容可能な広い店内は、
アウ
トドアデッキの席もそろっ
ている。
天気の良い日には、
美しい夕日をバックにフロ
ーズンドリンクを片手に記
念撮影をすればきっといい
ヨットを眺めるア
思い出になるはず。マリー
ウトドアデッキは
ナを併設するレストランで
潮の香りが心地
いい
は、無料で船を停めるドッ
グも完備している。
また、
こ
このクラムチャウダーのお
いしさには定評がある。
すべてのメインディッシュには焼きたてのコ
ーンブレッド、
マッシュルームのマリネ、
チーズやピクルスが食事の
前に提供される。
どのメニューもボリュームがあるので、
数人でシェ
アする、
または少し控えめにオーダーするのがいいだろう。
CNNの
人気番組
「アンソニー・ボーディン：パーツ・アンノウン」
では、
同店の
「蒸したキングクラブレッグが最高」
と紹介されている。

|
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シティーアイランドに行ったら外せないのがシー
フード料理だ。
海に浮かぶ白いヨットを眺めなが
ら、
新鮮なシーフードをたらふく食べよう。

Lickety Split
アイスクリームショップの
「リケッティ・ス
プリット」
は、
まるで童話から出てきたよう
な小さな木造のコテージ。
メニューはソフ
トクリーム、
ジェラートなど20種類以上で、
シングル
（４ドル～）
のアイスクリームは、
こ
れでシングル？と思うほどたっぷりとすくっ
てくれる。屋外パティオに
は日除け付きのテーブ
ルが用意されているの
で、散策に疲れたらア
イスクリームで一息い
れるのはいかが？

２人では食べきれないフォー・
ツー・メニューがお得

天井の高いこの建物は、
1900年初
頭は無声映画館、
その後はシティーア
イランド郵便局として長く利用されて
いたが、77年に現在の「ザ・オリジナ
ル・クラブ・シャンティ」
となった。
創業
当時から働くスタッフやウエートレス
もいるということからも、
アットホー
ムな雰囲気が伝わってくる。
シティー
アイランドのレストランでよく見られ
る
「フィエスト・フォー・ツー」
というメ
ニューのカテゴリーは同店が考案し
たものだ。
ウォーターフロントではな
いが、量が多く、値段を安く工夫した
メニューでウリで、
コンボメニューは
家族や友人たちと分け合って食べる
のにピッタリだ。
人気のイタリアン・フ
ィエスト
（106.99ドル）
は、
２ポンドの
パスタの上に、
ロブスター1匹丸ごと、
ムール貝、
アサリ、スノークラブレッ
グ、
ハードシェルクラブがのせられて
いる一品。
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街の散策におすすめスポット
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シティーアイランド・アベニューに面し
た釣り専門店「ジャックス・ベイト・アン
ド・タックル」
でモーターボートをレンタ
ルして、
ロングアイランド海峡に乗り出し
てみるのも刺激的だろう。釣り愛好家た
ち御用達の同店は、1945年創業で、
ロッ
ドやリールを扱う傍ら、
ボートやチャータ
ー船のレンタルを行っている。
モーターボ
ートは普通乗用車の運転免許があれば
運転可能だ。早朝6時から夕方4時まで、
4人乗りのグラスファイバーボートを平日
120ドル、
週末と祝日は150ドルでレンタ
ルできる。
ボートのレンタルは午前中のみ
受け付け。

レンタルモーターボート

❷Jack's Bait & Tackle
551 City Island Ave., Bronx, NY 10464
TEL：718- 885-2042
jacksbaitandtackle.com

ペルハム・ベイ＆スプリット・ロック・ゴルフコース
ペルハム・ベイ・ゴルフコースとスプリッ
ト・ロック・ゴルフコースは、
市内で唯一の
36ホールのゴルフ施設だ。
1901年にオー
プンしたペルハム・ベイ・コースは6480ヤ
ード、
スプリット・ロック・コースは6682ヤ
ードあり、前者は初心者にもやさしい広
いフェアウェーと起伏のあるグリーンが
特徴。
姉妹コースのスプリット・ロックは、
チャンピオンシップクラスのコースだ。
ス
キルアップしたい人や難しいコースにチ
ャレンジしたい人にも最適なプレーが楽
しめる。平日は午前は68ドル、午後は58
ドルから、
週末と祝日はそれぞれ78ドル、
68ドルでプレーできる。

ブロンクス乗馬センター

ゴルフ

❸Pelham Bay & Split Rock Golf Courses
870 Shore Road, Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-1258
pelhamsplitrock.com
乗馬

海水浴

ネイチャートレイル

オーチャードビーチ
ブロンクスで唯一のパブリックビーチがオーチャ
ードビーチだ。
およそ115エーカーのビーチには、
全
長1.1マイルのプロムナードに三日月形の白い砂浜
が広がる。敷地内には南と北に広大なピクニックエ
リアがあり、
パビリオン、
スナックバー、
2つの児童公
園、
バスケットボール、
バレーボール、
ハンドボール
用のコートが26面も併設されている。
六角形のタイ
ルを敷きつめたプロムナードとオープン当時に建設
されたバスハウス
（現在は閉鎖）
は、
2006年にニュー
ヨーク市のランドマークに指定されている。
さらにビ
ーチからは地質学のサンクチュアリに指定されてい
るハンター島のネイチャートレイルを散策でき、
野生
のシカにも出会える。
また、環境保護団体「ウォータ
ー・プロテクション・フォア・セーブ・ザ・サウンド」
が
2年ごとに実施している今年のビーチレポートでは、
オーチャードビーチがロングアイランド海峡にある
およそ200以上のビーチの中でトップ10にランクイ
ンしている。
過去8年間も継続してＡ評価を獲得して
いることも、
このビーチが人気を博していることの理
由の一つだ。
もう今年はすでに過ぎてしまったが、5
月頃の早朝のビーチに行くと、
運が良ければ産卵に
やってきた絶滅危惧種のカブトガニに遭遇できるこ
ともある。
2
4

ペルハム・ベイ＆スプリット・
ロック・ゴルフコース

ブロンクス
乗馬センター
❹Bronx Equestrian Center, Inc.
9 Shore Rd., Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-0551
nychorse.com

ジャックス・
ベイト・アンド・
タックル

1 オーチャード

ビーチ

3

シティー
アイランド

シティーアイランドは 海 水 浴 、釣
り、ゴルフ、乗馬といったアクティ
ビティーも満載だ。

ペルハム・ベイ・パークの中にあるブロ
ンクス乗馬センターは、児童からシニア
まで楽しめる乗馬コースが用意されてい
る。
初心者から上級者、
ウエスタンスタイ
ル、
ブリティッシュスタイルとあらゆるレ
ベルの乗馬レッスンを提供しているので、
初めてでも安心。子供はポニーライドや
ふれあい動物園が体験でき、
ポニーライ
ドは予約なしで1人3回５ドルで利用可
能。
乗馬レッスンは15分25ドル、
30分40
ドル、
1時間65ドルと時間が選べる。
広大
なペルハム・ベイ・パークの森の中を馬で
行くトレイルライドは65ドル
（所要時間1
時間、
要予約）
。

釣り

シティーアイランドで楽しめるアクティビティー

ジャックス・ベイト・アンド・タックル

シティーアイランド

シティーアイランド・
ロブスターハウス

1

シー・ショア

2

リケッティ・
スプリット

ザ・オリジナル・
クラブ・シャンティ

3
6
5

239プレイ

ジョニーズ・リーフ

4

❶City Island Lobster House
691 Bridge St.
Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-1459
cilobsterhouse.com

❹Johnny's Reef
2 City Island Ave.
Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-2086
johnnysreefrestaurant.com

❷Sea Shore
591 City Island Ave.
Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-0300
seashorerestaurant.com

❺239 Play
239 City Island Ave.
Bronx, NY 10464
TEL: 917-596-0320
dansparentshouse.com

❸The Original Crab Shanty
361 City Island Ave.
Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-1810
originalcrabshanty.com

❻Lickety Split
295 City Island Ave.
Bronx, NY 10464
TEL: 718-885-9654
Instagram: @licketysplit__
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気になる
ネタを紹介！

ニューヨーク トピックス

ウェブサイトをリニューアル
８月からは対面面談も再開
JASSI

日米ソーシャルサービスのJASSIは、
ウェブサイトをリニューアルした。
同団体は、新型コロナウイルスの影響によりオフィスを閉鎖し、遠隔勤務のスタッ
フが電話やEメールで利用者の相談に応じていたが、
８月から面談での対応が必要
な緊急のケースなどの相談内容によって、
オフィスでの対面面談を再開する。完全
予約制で随時予約を受付する。
生活情報などのホットラインの対応は、
月曜から金曜の午前10時から午後5時ま
で。詳しくはウェブサイトまで。
100 Gold St., Lower Level／TEL: 212-442-1541
（内線1番）
info@jassi.org／jassi.org

企業にIT、AI技術の運用法指南
日本語講演のウェビナー開催
日本クラブ

日本クラブは22日
（木）
午後4時から、Zoomによるウェビナー
「業務とITにまたがる
運用の自動化」
を開催する。
同セミナーでは、
日本Tata Consultancy Services
（ TCS）
デリバリー・ヘッドの川
端勇央
（いさお）
さんとジャパンignioリーダーの佐藤遼さんを講師に招き、企業変革
に向けたデジタル技術や運用について解説。
コロナ後の問題とIT運用の動向、IT運用とデモンストレーションの革新、
自動化と
認知自動化、
ケースとデモンストレーションの４つを議題に進行する。参加は無料。
日
本語講演。
info@jcciny.org／nipponclub.org

ジャズトリオによるライブ
ボサノバなど懐かしの映画音楽も演奏
伊東友子

ジャズボーカリストとして活動する伊東友子
（ゆうこ）
さんは23日
（金）
午後7時30分
から10時まで、
イーストビレッジにあるミドルイースタン料理店、Nomad Restaurant
NYでライブを開催する。
メンバーは、
ピアノの福森道華さん、ベースのスティ
ーブ・ウィップルさんと編成する、伊東さん率いるジャズ
トリオ。同ライブでは、
ブラジリアンジャズを中心に、
ボ
サノバ、
サンバ、懐かしの映画音楽などを演奏する。
78 2nd Ave.
TEL: 212-253-5410／nomadny.com

|
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ニュース ダイジェスト
〈マンハッタン〉

ジャビッツセンターのワクチン会場が閉鎖
感染の落ち着きを節目に

ニューヨーク州のワクチン展開に合わせて設置された
ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンション・センターの大型接
種会場が９日、半年に及ぶその役割を終え閉鎖された。
７日付パッチが伝えた。同州知事室によると、同会場で
は州内のどこよりも多い64万8000人を超えるニューヨ
ーカーに接種を行ってきた。今後は規模を縮小し、
ワク
チンが必要な地域に焦点を絞る方向へシフトするため、
ロングアイランドのサフォーク・カウンティ
・コミュニティー・
カレッジ、州北部のニューヨーク州立大学アルスター校
内の２つの大型会場も同日共に閉鎖となった。
〈マンハッタン〉

ニューヨーク市長選の予備選挙
アダムス候補が勝利宣言

エリック・アダムスブルックリン区長が7日、ニューヨー
ク市長選の予備選挙において、民主党候補者指名とし
て当選確実となり、僅差で2位に付けていた前ニューヨ
ーク市衛生局長のキャサリン・ガルシア候補は敗北を認
めた。同日付NBCニューヨークが伝えた。民主党穏健派
で元警察官であったアダムス候補は、選挙のキャンペー
ンで治安の改善を公約に掲げてきた。11月の本選挙で
共和党候補のカーティス・スリワ氏に勝利すれば、
ニュー
ヨーク市にはデイビッド・ディンキンス元市長に続く、
２人
目の黒人市長が誕生することになる。
〈スタテンアイランド〉

スタテンアイランドの競泳選手
ドミニカ共和国代表でオリンピックへ

スタテンアイランド区で生まれ育ったクリスタル・ラー
ラさんは、小学校の卒業アルバムに書いた夢を叶え、
23日に開幕する東京オリンピックに父の母国、
ドミニカ
共和国の競泳選手として出場することになった。
７日付
NY1が伝えた。23歳のクリスタルさんは６歳で水泳を始
めると頭角を現し、
ノースウエスタン大学の水泳チーム
に奨学金全支給で受け入れられた。オリンピックでは、
自らのルーツを認識して誇りを持つドミニカ共和国を代
表して、背泳ぎ100メートルと200メートルで世界に挑む。
「ベストを尽くし悔いのないようにしたい」
と語った。

〈ロングアイランド〉

高層ビルの点検義務付け
サウスショア管轄の上院議員が要求

先月フロリダ州で起きたコンドミニアムビル崩壊の惨
事をきっかけに、ニューヨーク州のトッド・カミンスキー上
院議員は管轄区であるロングアイランドのサウスショア
の高層ビル群の点検義務付けの必要性を訴えた。7日
付FOXニューヨークが伝えた。同上院議員は
「高層ビル
の構造的完全性の点検は任意であるべきではない」
と
述べ、主要な工事が行われた時のみ必要とされる現在
のガイドラインの見直しを建築基準法評議会に求めて
いる。ニューヨーク州務省は、審議を行わなくとも数週間
から数カ月で新たな規定の決定が可能となっている。
〈ニュージャージー〉

母子行方不明事件
母親の遺体がテネシー州で発見される

ニュージャージー州の母子が行方不明になっていた
事件で10日、2歳の息子がテネシー州で父親といるとこ
ろを保護されたが、母親のヤスミン・ウィアーさんはのち
に遺体で発見された。12日付ABC7ニューヨークが伝え
た。警察は父親のタイラー・リオス容疑者が妻と息子を
アパートから拉致したと見ており、検察官は容疑者の身
柄をニュージャージー州へ引き渡し、息子の誘拐罪で起
訴すると述べた。妻の死に関連した余罪については保
留になっている。ヤスミンさんの家族によると、
タイラー容
疑者には妻への暴力で接近禁止命令が出されていた。
〈マンハッタン〉

ニューヨークシティー・レストランウィーク
7月19日から８月22日まで開催

ニューヨーク市のレストランウィークが復活し、市内５
区のおよそ530件のレストランが参加して19日から5週
間開催される。12日付ABC7ニューヨークが伝えた。同
市広報機関「NYC&カンパニー」のフレッド・ディクソン
代表は、
「 人々が食事に出かけ、ニューヨークの多様な
食文化を満喫してもらえるのをうれしく思う」
と述べた。
レ
ストランウィークのメニューは、
２コースのランチ、
ブラン
チ、ディナーが21ドルか39ドル、
３コースかそれ以上を含
む新メニューは125ドル
（共に土曜不可）
。テークアウト
やデリバリーに対応するレストランもある。
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

16日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Space Jam: A New Legacy

18日
（日）

The New York Botanical Garden
(2900 Southern Blvd., Bronx / nybg.org)
エキセントリックで遊び心のある、ユニークなダンスを
屋外上演
（大人$25〜35、入場券事前購入を推奨）

20日
（火）

Philharmonia Baroque Orchestra:
English Baroque with Rowan Pierce

〜8月1日
（日）

Naumburg Bandshell, Central Park (Terrace Dr.
near W. 72nd St. / naumburgconcerts.org)
古楽器を使う古典派オーケストラとソプラノの新星
が、
イギリス人作曲家のバロック作品を演奏
（無料）

Queens County Farm Museum (73-50 Little Neck
Pkwy., Queens / queensfarm.org)
たくさんの花で飾られたタクシーや花のアーチなど、セ
ルフィースポットが盛りだくさん！
（一般$20）

16日
（金）公開

Escape Room: Tournament of Champions

The Floral Escape

アート

Roc Marciano & Stove God Cooks
ft. Pink Siifu

© 2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

〜31日
（土）

Light Leaks by Thousand Deep

イベント

Sony Hall (235 W. 46th St. / sonyhall.com)
3年ぶりに4枚目のスタジオアルバムをリリースしたラッ
パーが、新鋭ラッパー2人と共演
（大人$28〜75）

City Point (445 Albee Sq. W., Brooklyn /
citypointbrooklyn.com)
数多くの光とディスコボールが作り出す無限の空間を
感じる、体験型アートインスタレーション
（$10）

17日
（土）

〜8月2日
（月）

Kaufman Courtyard, Museum of the Moving
Image (36-01 35th Ave., Queens / movingimage.
us)
DJによるヒップホップと、最新のオーディオビジュアル
技術を使った音楽ビデオをミックス
（一般$15）

The Solomon R. Guggenheim Museum
(1071 5th Ave. / guggenheim.org)
抽象表現主義後の1960〜70年代に制作された、
アー
ティスト6人の同館所蔵立体作品を展示
（一般$25）

Hip Hop Video Mix Party with DJ Wiz

Queens Recreation Mobile Unit
Pop-Up

詳細はウェブサイトを参照 (nycgovparks.org)
子供向けゲームやアクティビティーを提供するモバイ
ルユニットがクイーンズ各所の公園を巡る
（無料）

Knotted, Torn, Scattered: Sculpture
after Abstract Expressionism

舞台

20日
（火）、21日
（水）、27日
（火）〜29日
（木）

Photo by Courtesy of Sony Pictures
© 2021 CTMG, Inc.

Contemporary Dance Series:
Pigeonwing Dance

Coney Island Amphitheater (3052 W. 21st St.,
Brooklyn / cityparksfoundation.org)
ラテングラミー最優秀サルサアルバム受賞者の「サル
サのプリンセス」
が、女性DJと共演
（無料）

22日
（木）

【出演者】
テイラー・ラッセル、
ローガン・ミラー
【ジャンル】
ホラー／アクション
（PG-13）
閉じ込められた男女6人が謎解きをし、命がけで脱出を試みる
ゲームを描いたヒット作第2弾。前作の生存者2人が黒幕を突
き止めるために再びゲームに立ち向かう
（sonypictures.com）

17日
（土）、18日
（日）、24日
（土）、25日
（日）

La India DJ Bembona

【出演者】
レブロン・ジェームズ、
ドン・チードル
【ジャンル】
アニメ／冒険
（PG）
実写アニメ
「スペース・ジャム」の続編。NBA最強プレーヤー
が誘拐された息子を取り戻すため、ワーナー・ブラザースの
人気キャラにe-スポーツバトルを挑む
（warnerbros.com）

7/16▶7/22

17日
（土）、18日
（日）

Nightly Opera Streams: Puccini’s La
Rondine, Turandot
The Metropolitan Opera (metopera.org)
過去の公演を日替わりで配信。プッチーニ特集の今
週末は
「つばめ」
と
「トゥーランドット」
（無料）
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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。

イベントプロデューサーやアーティストのマネジメント、

書き手として幅広く活躍する河野洋さん。ニューヨークで

競合として立ちはだかるが、
しかしオンラインだからこそ、

ベンションなど数々のイベントにも携わる。

ことができることは後押しとなった。

ともとはギタリストです。
こう見えてヘビーメタルの血が流

画がある中で、いかにメッセージ性をもってキュレートされ

いくつもの顔を持つ河野さんに「本業は?」
と聞くと、
「も

才能を発掘し、
ニューヨークというトレンド発信の地で日本

と真剣だ。
また、日本人映画監督にとって英語のハードル

野さんのミッションだ。

もある。
そんな中で日本国内の映画祭とコラボレートする

伝えたいのは“日本の文化”
「子供の頃の僕にとってのヒーローはスティーブ・マック

来米年

1992年

出身地

愛知県

好きなもの・こと
特技

人と話すこと
ギター、物書き

名古屋市出身。1992年に来米。2003年にレコード会社「Mar
Creation」
を設立し、08年からライブ、
イベントのプロデュース、ア
ーティストマネジメントを行う。12年に
「ニューヨーク・ジャパン・シネ
フェスト」
を設立。米国NPO法人CUPA副代表理事、NY愛知県
人会代表としても活動する。marcreation.com

河野さんが今年見た映画はすでに265本。
「無数に映

た映画祭であるかが重要です。日本映画を初めて見る外

の文化や日本人アーティストに脚光を浴びせることが河

「Mar Creation」代表、
イベントプロデューサー

劇場に行けない人が時間や場所を気にせず気軽に見る

れてるんです」
と笑う。

原点である音楽家の道から転身した現在は、
まだ見ぬ

#21

は、
YouTubeやNetflixといった大手動画配信サービスが

は数少ない日本の映画祭の一つ、ニューヨーク・ジャパ

ン・シネフェストの立ち上げをはじめ、桜祭り、
アニメコン

河野洋さん

からこそ実現できた企画だと振り返る。
オンライン映画祭

イーンやブルース・リーでした。わが道を行き、孤独ながら

も人生を謳歌する生きざまに憧れを抱いていました」
と語

る河野さんが、
日本映画をきちんと見始めたのはニューヨ
ークに渡ってからだった。

3.11の震災を受け、
「海外から日本を応援しよう」
という

国人もいるので作品の選考はいい加減にはできません」
は想像以上に高く、海外進出への予算がないという課題

など、
自ら日本の作品にリーチすることにも力を入れる。

垣根を超えて人と人をつなぐ
2003年に立ち上げたレコード会社「マークリエーショ

ン」
が次第にイベント事業に変化したのは、
「レコードとは

違い、
ライブは一期一会」であることに目を付けたから

だ。
またどんなイベントにおいてもコンテンツを決め、会場

を決め、
宣伝、
集客するといったプロセスは全て共通であ

スローガンと共に2012年に旗揚げしたニューヨーク・ジャ

ることから、音楽以外のイベントも手掛け始めた。
それが

回る巡業型映画祭として10年目を迎える。

トから他のさまざまな分野のコネクションに広がったり、
新

パン・シネフェストは、今ではボストン、
ワシントンDCなどを
さらに今年5月には、中西部では初となる日本の映画

祭、
シカゴ日本映画コレクティブをオンラインでスタート。
通常なら劇場公開を前提とするため、ニューヨークから

わざわざ携わることはなかったかもしれない。
コロナ禍だ

今の映画祭運営にもつながっている。
「映画や音楽イベン

たな企画に発展することも多いので楽しいです」
。

好奇心を原動力にしながら、人生の指針や感動を与え

てくれた音楽や映画に恩返ししたいと語る河野さん。
今後

も多くのアーティストの未来を切り開いてくれるのだろう。
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女 性のヘルスケア
女性のがん患者に寄り添うジャパニーズ・シェアがお届けする連載。
アメリカで暮らす女性に役立つ最新医療情報を発信する。

私たちはこれまで、それ
ぞれの方に合った答えを出
すためのお手伝いをしてき
ました。
皆さんの経験は、
こ
れからの患者さんを助ける
た めの貴 重 な 情 報 源にも
なります。
今 後 はこの連 載 を 通 し
て、乳がん、卵巣がん、子宮
がん 治 療の選 択 肢 や日 米
での医 療 制 度の違い、抗が
ん剤治療の乗り越え方のヒ
ントなど、役立つ情報をお
届けしていく予定です。病
気が回復して元気になるま
でお互いに助け合えるよう
に活動を広めていきたいと
思います。

もっと知りたい骨粗鬆症
～女性の健康の秘訣～

7月24日
（土）
午後８時〜９時30分開催！

Japanese SHAREの臨床アドバイザ
ーで産婦人科専門医の鈴木幸雄先生
を招いたウェビナーを開催。参加者か
らのリクエストも多い女性の「骨粗鬆
症」
についてお話しします。参加費は
無料です。参加方法と詳細は、以下の
ウェブページをご覧ください。

1

Japanese SHARE
代表

4

2 0 0 1年 に 乳 がん を 経 験 。13 年 より
米 国 非 営 利 団 体「S H A R E C a n c e r
Support」に日本語プログラムを設立。
これまでにサポートした日系 人の数は
900人を越える。ICF認定ライフコーチ
／アーキタイプ・コンサルタントとしても
活躍中。
alliswellcoaching.com

私たち Japanese SHARE ます。
たとえば、
乳がんに関
は、アメリカの非営利団体 しては 化 学 治 療 だ けでな
を く分子標的薬が開発され、
SHARE Cancer Support
母体とし、２０１３年より ステージ のがんは転移が
アメリカ在住の乳がん、卵 んと呼ばれるようになり、
巣がん、子宮がんの患者さ 末期がんとは区別されてい
んとサバイバーさんとその ます。今では多くの方がサ
ご家族を、
がん経験者が日 ポートミーティングなどに
本 語でサ ポ ー ト していま 参加することで、お互いを
す。
支 え 合いな が ら 毎 日 を 明
また、患者さんとサバイ るく過ごしています。
バーさんのサポートだけで
また、遺伝子の研究が進
なく、アメリカの医 療シス み、早期発見のがん患者さ
テムについてのセミナーや、 んが化 学 療 法を受 けた 方
女性のがんについての知識 がいいか否かまで、わかる
を深めていただくための啓 ようになりました。
発活動も日本語で行ってい
このように、現 在のがん
ます。
治 療は、昔のテレビド ラマ
のような恐ろしいイメージ
日々進化する
を持ったものではなくなっ
がん治療の選択肢
ています。それに伴い、私た
ちも その変 化 を 知る必 要
私 が活 動 を 始 めた ばか があります。
りの頃と比べると、多 くの
私たちはこれまで「医師
新 薬 の 研 究 が 実 を 結 び 、 に言われるがままの患者」
次々と認可され、患者さん ではなく「自分のために自
は治療の選択肢が増えてい 分の健 康 を 自 分で守 れる

●セミナー情報●

第

かりで、
「自 分は外 国で独
回 女 性 の が ん 患 者 を 日 本 語 でサ ポ ー ト
りぼっちだ」と孤独感を覚
える方もいます。
患 者」になれるよ う、セ ミ
そんな時は、どんなに長
ナーや勉強会を実施し、最 く外国生活をしていても消
新 医 療 情 報の発 信 な どを えることのない日本人とし
してきました。
しかし、
たと ての価 値 観 や 気 質 を 共 有
え日本でがんと診断された できる人が、自分の思いを
としても、すぐにその現実 聞いてくれたらどれだけ心
を受け入れることはとても 強いでしょう。
困難で、医師が治療方針を
私 た ち日 本 人は他のア
説明してくれても、その場 ジア人とは違い、家族と離
で全てを理解するのは難し れて単身で来米するケース
いことだと思います。
が多いように感じます。留
学、起 業、結 婚など理 由は
異国でがんと向き合う
さまざまですが、家族全員
不安をサポート
で移民してきたという人は
まれではないでしょうか。
アメリ カに住 む 私 た ち
私たちは、アメリカで病
は、
さらにその
「受け入れが 気になった 時 、
一人で辛い
たい」
という感情や「理解の 治 療に向 き 合 わな くても
難しさ」を日本語で吐露で 済むようなネットワークを
きる相手がいないというこ 作る活 動をしています。
こ
とと も 向 き 合 わね ばな ら れまで多 くの方 々 を サ ポ
ないのです。自分が思ってい ートする中で、皆さんに共
たよりもアメリカの生活に 通 する 悩 みも 見 えてき ま
対応できていなかったと落 した。
ち込むかもしれませんし、
たとえば、病院や医師の
一人で向き合っていかなけ 決め方、医療保険について、
ればならない不安は募るば 想定外の請求書の扱い、支

Japanese SHAREは、アメリカに住
む、乳がん、卵巣がん、子宮がん患者
さんを日本 語でサポートする非営利
団体です。
TEL：347-220-1110（日本語ヘルプ
ライン）
Email: admin@sharejp.org
Web: sharejp.org

ブロディー 愛子

がん治療に
必要な情報を共有

払いができない時の対 処、
仕 事 と 家 庭 との両 立の問
題、まだ小さい子供や日本
にいる高齢の親にどのよう
に自分の病気を伝えればよ
いのか、そんな中で自 分は
病 気とどう 向 き合 えばよ
いのか、
などです。

URL: sharejp.org/sche
dule/2021/7/24

知って
おきたい
今週の執筆者

12

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

30

30

ウェブでも読めます。nyjapion.com

子供向け落語
レッスン開講中!

【次回予告】
次号は、
Ａｋｏさんのエッセ
ー第４回をお届けします。

東三楼さんは、現在子供たち
へ落語のグループ稽古を提供
しています。落語と共に、日本
語や日本の文化を一緒に学び
ましょう!
落語レッスンに参加したい人
は、tozaburo.rsv@gmail.
com宛てにメールでご連絡く
ださい。

２０１１年の夏でした。
大 震 災 の 年 、８ 月 の 暑 い
中、東北で家から家財や土
砂を出すボランティアをし
ていました。その地域は震
災の復興もままならない時
に土砂災害もあり、僕は友
人数人と行っていました。
スコップでせっせと泥を
かき出しながら僕は「泥か
き 屋 さ ん 、ご 精 が 出 ま す
な」
と友人に言いました。
そ
の友 人 た ちは 僕の落 語 会
も開催していたので
「青菜」
を知っています。「泥かき屋
さん、ご精が出ますな」。そ
う言うと友人の一人は、「ね
え、
この暑さで『青 菜』やっ

いう 分の演 目ですが、落 た ら 超 リアルな『 青 菜 』に
語の基礎となる教わったこ なるんじゃん」
と、
そう返さ
とを真似して失敗するとい れました。
う構造で、
この
「青菜」はそ
僕はすかさず「青 菜」を
のおうむ返しの構造にせり 続けてみました。「こらどう
ふの装 飾が施され、 分の も、旦 那」。スコップで泥を
大作になり、真打ちがトリ かきながら、またはお宅か
で演じる噺になっています。 ら冷蔵庫を運びながら「青
夏を代表する噺は幾つもあ 菜」を喋ってみました。汗だ
りますが、
暑さの表現、
おう くの上、
息は切れ切れ。
今で
む 返 しと 言 う 基 本 的 な 構 も「青 菜」をやる時に設 定
造で飽きずに 分聞かせな の邸宅や縁側、長屋よりも
ければならないのです。
福島の会津のあの炎天下が
頭をよぎります。ピカーっ
頭をよぎるのは
と脳天に直射日光が当たっ
福島の炎天下
ているイメージで「植 木 屋
さん、ご精 が出 ま す な」と
言ってみる。芸はしたこと
ないことを想像して演じる
ものとは分かりながら、炎
天下を想像してしまう。そ
して今は先日フラッシング
で食べた青菜の炒め物も想
像している。
今 年 も 青 菜の季 節 がや
って来ました。果たして僕
の
「青菜」は成長しているの
か。期間限定のネタは毎年
出来に振れ幅があるので、
今年の出来が楽しみでもあ
り、
怖くもあります。
15

お 知 ら せ

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。

柳家東三楼

か菜葉を思い浮かべていれ
〜第 回〜 青 菜
ばそれが正解ですし、噺の
中の旦那だって植木屋だっ
「植 木 屋さん、ご精が出 されている方から東京の噺 て青い菜だったら何だって
ますな」
。
家にアンケートが届いたこ いいと考えているかもしれ
このフレ ー ズで 始 ま る とがありました。「落語『青 ません。
ここらへんの感 覚
「青 菜」という 噺（はなし） 菜』
の青菜は何の菜だと思 が落語らしいですね。
は落語の世界では夏の代名 いますか」という質 問でし
詞です。ゆだるように暑い た 。そ う 言 われてみると 、 「青菜」の難しさは
夏のある日。お屋敷の庭で 青菜がほうれん草なのか、 暑さの表現
植 木を手 入れする植 木 屋 または小松菜なのか、大根
に屋 敷の旦 那 が 珍 しいお の葉っぱなのか、何 なのか
「青菜」
を演じるときに難
酒とさかなでおもてなし。 考えたことがありませんで しいのは、夏の暑さの表 現
縁 側での二 人の会 話に奥 した。楽屋での師匠方の反 です。「植木屋さん、ご精が
さまが呼ばれて「菜のおひ 応は大体、「そんなの何だっ 出 ま す な」の最 初の一言で
たし」
はないかと。奥さまは ていいんだよ」という 感じ 暑さを一瞬で表現をしなけ
「旦 那さま、鞍 馬から牛 若 でした。僕 も そ う 思ってい ればならないと師匠から何
丸が出まして、その名を九 ます。
度も言われています。
郎判官（くろうほうがん）
」
しかしながら、その菜葉
落語は演じ手の最初の一
と返す。そのわけは、ぜひ一 に香りがあるのかとか歯応
言でその人の実力が分かり
度「青菜」を聞いてみてくだ えとか、聞かれてみると気 ます。声で人物同士の距離
さい。
になります。
この質 問に正
感、親 密さ、状 況を表 現し
一度 大 阪で落 語 を 研 究 解はありません。演者が何 ま すが、最 初の一言でどの
くらい実力があるかが分か
ります。そしてこの「青 菜」
に関して言うと旦那の気遣
いや奥さまの上品さとその
反 対の長 屋でのガサツさ、
そして氷を食べた時の冷た
さで暑さも表現する難しさ
です。
落 語 家 は 最 初 にお う む
返 しという 種 類の噺 を 前
座のうちに学びます。「道灌
（どうかん）
」や「子ほめ」と

（やなぎや・とうざぶろう）
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12 星 座 占 い

7 月16日～8月5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

夏休みは楽しいことに専念したいおひつ
じ座。試行錯誤を楽しめるくらいの気持
ちで取り組むと思わぬ収穫があるかも。
オンオフの切り替え上手が幸運を呼ぶ。

落ち着く拠点、居場所が確保されること
で、今取り組んでいることの成果を出して
いけそう。24日頃は仕事・社会面でこれま
でのチェック・修正をすると次へつながる。

23日から盛り上がりを見せていきそうな
仕事運。ネットを使っての情報収集から
耳よりな情報が。忙しくなる分、心身の
バランス、体調コントロールに注力を。

「今後こうなっていたい」
と思う像に思いを
巡らせて策を練りたい時期。そのために
必要なもののピースを集めていこう。お
金を動かす契約は24日頃がおすすめ。

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

23日以降、自分の思う通りに着々と進め
ていける時。仕事のパートナーとはぶつか
り合う局面もあるけど、自分の考えを押し
付けず柔軟な対応で乗り切るのが吉。

公私とも建設的な対話を心がけるとパー
トナーシップを深めていけそうな時。今後
どうしていきたいかを整理しておくと、今
後の活動がスムーズに。

対人面での断捨離をすることで、本当に
大切な仲間やチームでの活動が活発に
なりそう。楽しさを追及することで仕事へ
つながるアイデアも湧いてくるかも。

身の回りの環境やパートナーシップの在
り方の変化がありそう。職場では先頭に
立つなど頑張り時。余計なことは手放し
て必要なことに専念しよう。

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

資格取得や語学、専門的な学びに全力
投球したい時期。前からやってみたかった
ことはぜひこの機会にトライを。集中力を
持って取り組むと成果を出しやすい。

高木悠凪（たかぎ・はな）

活発になる対人運。人との関わり合いか
ら情報・知識も増えそう。金銭面は気が
大きくなりがち。自分にとって本当に価値
が見出せるものに使おう。

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

“

24日はこれまでの取り組みの見直しの時
期。21年後半に向けて、公私ともパート
ナーと役割分担や関係性など軌道修正を
しておけば、よい流れを作っていけそう。

まだ決めかねている気がかりを、27日ま
でにクリアにしておきたいところ。見えな
い未来を不安に思うより、こうありたいに
集中することで運気上昇。

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。

”

20

移民英語の重点は
「読み書き力」の習得

90

その

学は移民家庭に対して
「毎
日 分のリーディング」を
提 唱 していま す。これは 、
正 しい言 語 発 達の順 序に
のっとって、毎 日 分のリ
ーディング練習を行うこと
で、どの子 も学 年レベルの
リーディング力を短期間で
身に付けられるというもの
です。
ロサンジェルス・タイムズ
紙は「９歳までに読書力を
身に付けよう
（ Reading By
）
」
9という活動を１９９８
年から行っています。移 民
子弟が多い南カリフォリニ
アを 中 心に、家 庭で「読 む
力をサポートすること」の
重 要 性 を 父 兄に普 及 させ
ることが目的です。
年に発 足した 非 営
利 団 体 T h e C h i l d r e n ’s
は「小
Reading Foundation
学３年生までにリーディン
グ力を身に付ける」
ことを
目標に掲げ、親子で毎日
分の読書活動を啓蒙してい
ます。
90

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。

90

96

世界で活躍する子の
〈英語力〉の育て方

１７００年代から「移民の 金が交付されており、移民
ための英語教育」が研究さ 英 語 教 育の中でも 注 目 さ
れ実践されてきました。移 れている分野です。
民の英語教育は、アメリカ
一昔前の移民英語教育は
社 会に安 定 と 発 展 を も た 「バイ リンガル」す な わ ち
ことに
らす土 台です。そのような 「２カ国語が話せる」
ニーズを背景に発達したア 焦 点が置かれていました。
メリカの移民英語教育は、 しかし、最近は「バイリタラ
世界で最も進んだ、実績あ シー」すなわち「２カ国語で
読み書 きができる」ことに
る英語教育と言えます。
アメリカでは移民の英語
重点がシフトしています。
移 民 子 弟 がアメリ カの
教育をＥＳＬ（ English as
）
、
または 学校に適応し、アメリカ社
Second Language
ＥＬＤ（ English Language 会で成功していくためには
）
と呼びます。 「リタラシー ／ 読 み 書 き」
Development
アメリカの多くの総合大学 がカギを握ることが多くの
には、移民英語教育を専門 リサーチによって明らかに
的に研究する学部があり、 なっています。日本では「英
現 在 も 活 発にリサ ー チが 語教育＝会話力」と考える
行われています。
傾向が強いですが、移民の
フロ リ ダ 州 立 大 学 は 、 国アメリカでは
「英語教育
２００２年に、 Florida Center ＝読み書き力」
が主流とな
と呼ば っています。
for Reading Research
れる研究所を設立し「リタ
ラシー／読み書き」に特化 毎日 分間のリーディン
した 研 究を行っています。 グ練習
この研究所にはアメリカ政
前 述のフロリ ダ 州 立 大
府から毎 年 億 円の助 成

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。15年にTLC
for Kidsカリフォルニア州トーランス校
開設。17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）
。

「どうしたら英語が身に 要です。
付くのか？」
。
英語教育に熱
移 民 子 弟が日 本 語で苦
心な父兄たちが探し求めて 労する理由は単純です。日
いる答 えは、アメリカの移 本 語の文 字 を 読 む 訓 練 が
民英語教育にあります。ご 足りないからです。日本人
存知の通り、アメリカは移 の子どもであれば、学校だ
民の国です。世界中のあら けでなく、家庭や地域社会
ゆる言語を話す人たちがコ
で
日
本
語
の文字に触れて育
ミュニティーを形 成してい ちます。
でも移民子弟は家
ます。多様な言語が混在す 庭 や 地 域 社 会での日 本 語
る社会において、
人々のコミ サ ポー トをほとん ど 受 け
ュニケーションを円 滑にす ることができないのです。
る柱が移民英語教育です。
移 民 家 庭では両 親 も日
本語の読み書きが得意でな
日 本 でも 移 民 の国 語 教 いケースが多いですから、
育が求められている
子 どもに日 本 語の文 字 読
みを教えたくても教えるこ
国 際 化の進 展によ り日 と ができないのです。その
本でも 移 民 子 弟の日 本 語 結果、文字を読む練習が足
教育が社会問題となってい りずに、日本語で書かれた
ます。彼らが日本の学校で 教科書や本をスラスラと早
要求されるレベルの日本語 いスピードで読み解く力が
を獲得していくには従来の 身に付かないのです。
「日 本 人 向 けの国 語 教 育」
では対応できません。移民 バイリンガルからバイリ
子 弟 が 学 習 レベルの日 本 タラシー教育へ
語を身に付けるには「移民
移 民 のアメ リ カで は
のための日本語教育」が必

船津徹（ふなつ・とおる）
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チャマ・ママ
オリジナルスパイスでほっこり
ジョージアの家庭料理
地下鉄の赤（1、
２、
３）
ラインの14ストリート駅から数メートル圏内にあ
る
「チャマ・ママ」
は、2019年にオープンしたジョージアンレストラン
（ジョ
ージア州ではなく国の方）。昔はグルジアと呼ばれていた旧ソビエト連邦
から独立したジョージアは、周辺をコーカサス山脈に囲まれている、
ヨー
ロッパとアジアの境にある国。
すでにヨーロッパでのジョージア料理の人
気は高いそうだが、
ニューヨークではまだ希少だ。
ジョージアのオリジナルスパイスを使用した伝統的な料理の数々は、
ピ
リっとした辛さではなく、鼻にツーンときた後、
じわじわと舌を攻めてくる
独特の刺激がありつつも、
やさしい味が魅力。小籠包風の
「ヒンカリ」
や伝
統のチーズパン
「アジャルリ」など、見た目も味も初めてのワクワク感があ
るのもうれしい。
さらに、
オーナーのタマラさんのセンスが光る、
クレイポッ
トや食器類も料理とバランスが合う。
厨房にある大きな窯で焼かれた自家製パンと共に、
ジョージア料理を
楽しもう。

Chama Mama
149 W. 14th St.
（bet. 6th & 7th Aves.）
TEL: 646-438-9007
chamamama.com

「Lobio in a Clay pot with Fermented
Vegetables（$16）」
は、
豆とオリジナルスパイ
スのシチュー。ふた代わりのコーンブレッドやピクル
スは自家製。体の芯から温まるやさしい味

チーズ 、卵 、バター
をかき 混 ぜる 店 員
のパフォーマンスが
人 気 の「 A d j a r u l i
Khachapuri
（写真中
央）」
は、
ジョージアの
伝統料理

※この記事は2020年1月31日の記事を再掲載しています。
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おう
週末に日帰りで
いいね〜 ナイアガラの滝に
行こうよ
車あるから

夏期講習中、
大学の友人が

留学生
なのに車
持ってた
のか・
・
・

「夏の思い出」

お金も人生もセイサンする
～「精算」と「清算」の違い～

当日

博士、頼まれてたガムテープ、買ってきましたよ。お金は
立て替えておいたので、あとでセイサンしてくださいね。

ゴミ
車
！
？

YO!

乗れよ
上に座った！

あいつ
普通に
スナックゴミの

すげえいい
車じゃん！
！

でかい〜
美しい〜！
お前らの

しろよな・
・
・

周りもきれいに

あそこ
！
きれい〜
きれい〜

おつかいありがとう。ところで悠一くん、今言った「セイサ
ン」は「精算」と「清算」、どっちかわかるかな？

ええっと、今の場合は、かかったお金などを
こまかく計算するという意味だから、
「精算」で
すよね。
「清算」は、貸し借りなどをきれいに処
理するときに使うんでしょ？

そうだね。
「精」の字は、玄米をついてきれいな白米にすることを表
していて、細かい、詳しい、という意味になるぞ。一方、
「清」は水がす
みきっている状態を表していて、清める、きれいにする、という意味な
んだ。精算は「乗り越し料金を精算する」「送別会の参加費を精算す
る」などお金についてしか使わないが、清算は「借金を清算する」の
ほかに、
「これまでの生き方を清算して就職する」など人間関係や過
去の行いに対しても使われるぞ。ちなみに「算」のつく「セイサン」は
もう１つあって、成功する見通しを意味する「成算」だ。
「彼に勝つ成
算がある」
「その計画では成算が立たない」などと使うぞ。

虹！
虹！

（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。

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

診療科目
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Current Opening Hour

Sunrise Mart

Address

Vol. 1113

Delivery

East Village

午前11時〜午後9時

212-598-3040

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

OK

SoHo

午前11時〜午後8時

212-219-0033

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

OK

Midtown

午前10時〜午後8時

646-380-9280

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

OK

Brooklyn

午前11時〜午後8時

347-584-4579

934 3rd Ave., Brooklyn, NY 11232

OK

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

East 47th St.

Dainobu

Contact

|

West 56th St.

午前9時〜午後10時

Greenwich Village
Grand Central

午前8時〜午後9時

917-472-7025

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

OK

59th St.

午前10時〜午後7時

212-755-3566

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

OK

Yamadaya

午前9時30分〜午後9時30分

646-609-2199

450 6th Ave. (bet. 10th & 11th Sts.)

Midoriya NY

午前10時〜午後8時

718-599-4690

167 N 9th St., Brooklyn, NY 11211

Family Market

午前10時〜午後10時

718-956-7925

29-15 Broadway, Queens, NY 11106

Maruichi Japanese Food & Deli

午前9時30分〜午後7時30分

914-874-5290

816 White Plains Rd., Scarsdale, NY 10583

Daido Market

午前9時30分〜午後7時

914-683-6735

522 Mamaroneck Ave., White Plains, NY 10605

Mitsuwa Marketplace

午前9時30分〜午後8時

201-941-9113

595 River Rd., Edgewater, NJ 07020

Katagiri

OK

|
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日本食料品店スタッフ募集
【雇用形態】パートタイム／フルタイム
【勤 務 地】522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605
【募集内容】レジ、グロサリー、青果、精肉、
鮮魚、惣菜など。要SSN,就労ビ
ザ。医療保険、401K制度有り
【応 募 先】☎︎914-683-6735
s.inaba@daidomarket.com
稲葉迄
【会社情報】NIPPON DAIDO, INC.
522 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10605

家事お手伝いさんを募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】
【募集内容】週２－３回、家事手伝いをしてく
れる方探しております。簡単な
料理洗濯、近所へ子供の送り迎
えなどです。平日午後数時間で
構いません。
【応 募 先】njmama2010@gmail.com
【会社情報】

歯科助手募集
【雇用形態】
【勤 務 地】230 PARK Ave., Suite 525
New York, NY 10017
【募集内容】要経験。明るく責任感ある方。
【応 募 先】☎212-867-1188
日本語ラインext#2迄。
【会社情報】山縣歯科医院
230 PARK Ave., Suite 525
New York, NY 10017

メディカルアシスタント募集
【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】ミッドタウン及びPurchase, NY
【募集内容】メディカルアシスタント急募。
土 曜日を含 み 、フルタイムの
方。Purchase院は週1-2日。要
ビザ。
【応 募 先】レジメをkaneko-y@jmedical.
comまで。
【会社情報】Japanese Medical Care PLLC
315 Madison Ave., Fl 17
New York, NY
3010 Westchester Ave., Ste 206
Purchase, NY

歯科スタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】2460 Lemoine Ave., Ste 101
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】要日本語・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。
【応 募 先】☎201-947-3777
【会社情報】レモイン歯科
2460 Lemoine Ave., Ste 101
Fort Lee, NJ 07024

Friday, July 16, 2021
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キッチンシェフとスシシェフを募集

寿司シェフ募集

【雇用形態】
【勤 務 地】210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978
【募集内容】寮有り、営業夜のみ。
【応 募 先】☎631-523-9093
大崎迄
【会社情報】k.sushi,inc dba/sushi1
210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978

【雇用形態】 フルタイム／日給＄300【勤 務 地】 Manhattan
【募集内容】 新業態 格安おまかせSushi
Barシェフ募集。新規ビジネス
成功のために一緒に汗をかい
ていただける方、新しいチャレ
ンジがしたい、人生のセカンド
チャンスを探していらっしゃる
方、是非一度ご連絡ください。
労働ビザ要。
【応 募 先】 ☎︎917-355-6835
sushiwny@gmail.com
担当者迄
【会社情報】

仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

医療施設のアシスタント募集

各店舗にて板前募集中

寿司シェフ/キッチン/ウェイトスタッフ募集

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】明るくて人と接することが好き
な方。未経験者可。
【応 募 先】履歴書をdrmika0322@gmail.
com迄
【会社情報】Ishitani Health Center
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024

歯科助手募集
【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】マンハッタン／ハリソン
【募集内容】マンハッタンとハリソンのオフ
ィス・未経験者可・やる気優先・
要就労ビザ
【応 募 先】☎212-758-9965迄
【会社情報】Ozawa Shunzo DDS
425 Madison Ave., #403

看護師募集

【雇用形態】
【勤 務 地】 各店舗
【募集内容】 各店舗にて板前募集中！お気軽
にお電話ください。
【応 募 先】 ☎212-343-0404 カズ迄
kaz@blueribbon-sushi.
com
【会社情報】 Blue Ribbon Sushi
119 Sullivan St.
New York, NY 10012

寿司シェフ/キッチンシェフ/ウェイトスタッフ募集
【雇用形態】要確認
【勤 務 地】17 E. 48th St.
New York, NY 10017
【募集内容】要就労ビザ。ビザサポートも手
厚くフォローいたします！
経験者・未経験者どちらも大歓
迎です！創業46年の老舗寿司
店で一緒に働いてみませんか？
【応 募 先】☎212-355-3345
hatsuhana48@gmail.com
【会社情報】初花寿司レストラン
17 E. 48th St.
New York, NY 10017

寿司シェフ/キッチンシェフ/ウェイトスタッフ急募

【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 West Village店とPark Sloe店
【募集内容】 要SSN。
責任感があり元気な方。
【応 募 先】 ☎︎212-462-0039
sushikatsueinyc@gmail.com
SUSHI KATSUEI
【会社情報】 West Village, Manhattan
357 6th Ave.
New York, NY 10014

寿司シェフ＆キッチンスタッフ募集
【雇用形態】 パートタイム
（月曜定休日）
【勤 務 地】 63 Cooper Sq.
New York, NY 10003
【募集内容】 寿司シェフ、キッチンスタッフ募
集。パートタイム可。
【応 募 先】 ☎212-228-4152
Email: ise49@verizon.com
【会社情報】 ISE Restaurant
63 Cooper Sq.
New York, NY 10003

サーバー・フロント・寿司＆キッチンシェフ募集

【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】120 E. 79th St.
New York, NY 10075
【募集内容】看護師を募集しています！
【応 募 先】☎212-879-2328
岩原医院の吉田迄。
【会社情報】Makoto Iwahara, M.D.,P.C.
120 E. 79th St.
New York, NY 10075

【雇用形態】要確認
【勤 務 地】175 2nd Ave.
New York, NY 10003
【募集内容】やる気のある方、是非鹿の山レ
ストランで働いてみませんか？
お問い合わせお待ちしており
ます！
【応 募 先】☎︎646-279-9205 のぶ迄。
【会社情報】鹿の山レストラン
175 2nd Ave.
New York, NY 10003

【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 169 E. Park Ave.
Long Beach, NY 11561
【募集内容】 サーバー、
フロントキャッシャー
（夜のみ）寿司シェフ、キッチン
シェフ
（ヘルパー可）
【応 募 先】 ☎516-551-6136 山本迄。
【会社情報】 長浜レストラン
169 E. Park Ave.
Long Beach, NY 11561

9月からフルタイムの乳母を募集

ウエイトスタッフ、キッチンスタッフ募集中

サーバー・寿司シェフ・キャッシャーの募集

【雇用形態】
【勤 務 地】26 S Central Ave.
Hartsdale, NY 10530
【募集内容】ウエイトスタッフ、キッチンスタ
ッフ募集中
【応 募 先】☎914-428-1203
田島又はEduardo迄
【会社情報】Fujinoya Restaurant
26 S Central Ave.
Hartsdale, NY 10530

【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 81 West Allendale Ave.
Allendale, NJ
【募集内容】 サーバー、寿司シェフ、キャッシ
ャー の 募 集 、勤 務 時 間は要 相
談。各ポジション時給＄15以上。
【応 募 先】 ☎201-934-6616
masaabe81@yahoo.com
安部迄
【会社情報】 masa sushi and grill
81 West Allendale Ave.
Allendale, NJ

【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】Westchester County
【募集内容】アメリカ人家族のフルタイム
の乳母を探しています。2人の
子供：年上の女の子は3歳で、
新しい男の子です。週に4日、8
時〜18時迄。要：車の運転・英
語 力 。家 族 はアメリカ人 です
が、父は長年日本で商売をして
いて、少し日本語が話せます。
9月頃から始められる方を探し
ています。
【応 募 先】paj10paj10 at yahoo dot
com Paul迄
【会社情報】
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歯科助手と受付募集 PT/FT

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
お申し込みはウェブサイトから

【雇用形態】パートタイム／フルタイム
【勤 務 地】47 Halstead Ave., #101
Harrison, NY 10528
【募集内容】要ビザ。未経験者可。勤務地は
Westchester(Harrison)
【応 募 先】☎212-751-5648
ojfd@live.com
【会社情報】海外邦人歯科クリニック
47 Halstead Ave., #101
Harrison, NY 10528

nyjapion.com/classified_overview/form

紀伊国屋店員P/T急募

パートタイムの受付/歯科助手募集

【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】595 River Rd.
Edgewater, NJ 07020
【募集内容】NEW JERSEY店／週3-4
日本語／英語／就労ビザ
【応 募 先】☎212-869-1700
HRNY2＠kinokuniya.com
【会社情報】紀伊國屋書店 NY本部
New York, NY 10018

【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】1625 Anderson Ave., Suite 302
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】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。
【応 募 先】☎551-501-8383
njdentistjob@gmail.com
【会社情報】JPW DENTAL
1625 Anderson Ave., Suite 302
Fort Lee, NJ 07024

レストラン＆オフィスの清掃をリーズナブルな価格でご提供

NY Japion Classified Ad

清掃時間はフレキシブルにご対応いたします。ご希望の清掃内
容をお選び頂けます。
お見積もりは無料ですので是非、お気軽にお問い合わせくださ
い。保険加入。
アンバサーデ・クリーニング
info.ambassade-cleaning@gmail.com
☎︎332-323-2380

必ずお読みください

NOTICE
掲載広告に関しては、NY Japion（Trend Pot NY, LLC）は一切の責任を負いかね
ますのでご了承ください。広告の内容によっては、弊社にて編集、リライト、また掲載
をお断りする場合がございます。
■締切後のキャンセル・返金は一切お受け出来ません。ご注意下さい。
■不動産・引越業者、指圧・マッサージ師の方には、ライセンスの提示を求めること

遠近、大中小、東西南北のお引越し

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

があります。ご提示いただけない場合は掲載をお断りすることがございます。ご了承
NY州登録建築設計事務所

下さい。

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、申請、監理を日本語で行います。
www.taktarch.com
☎718-339-2475

Trend Pot NY, LLC assumes no financial responsibility for errors or omissions.
We reserve the right to edit, rewrite or refuse any ads.
■ No cancellation or refund is accepted after deadline.
■ We may request a U.S. official license/certificate for the following businesses: real

estate agency, moving service, acupuncture, and massage therapy. Please note that we
may refuse to print your ad if you fail to provide a valid license/certificate.
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Weekly Vetter (Vietnam)

Weekly Lifenesia (Indonesia)

Weekly SingaLife (Singapore)

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・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

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 St., 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

