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ニューヨー クの
バレンタ イ ン を 攻 略 し よ う ！
バレンタインももう目前。
アメリカのバ
レンタインは、日本のバレンタインとは
ちょっと勝手が違うことは知っている
人も多いだろう。今回はアメリカ式を
勉強して大切な人たちと素敵な時間を
過ごそう！
（取材・文／菅礼子）

バレンタインデー宿泊プラ
ンなどといったものはあま
りなく、日本の方が商業的
なにおいが強い。

男性の腕が試される
バレンタインの演出
日 本とは逆で男 性 が女
性をもてなす 月 日は、
男性が思い思いの演出で女
性をもてなしてくれる。
こ
の時 期のロマンチックな演
出の高級レストランは、予
約が困難になるほどだ。家
で手 料 理 を 振る 舞 うのも
定 番のスタイル。近 年では
プレゼントも環境に配慮し
たサステナブルな商品の人
気が高い。また、カップルで
セ クシー な 下 着 を 選 びに
行くのは、日本ではなかな
か見られない光景だ。人気
のランジェリーショップはバ
レンタイン限定の下着を発
売するため、男性がお店の
前で女性を待つ姿や一緒に
選んでいる姿も見られる。
特 別 な 演 出で二 人の時 間
を過ごしたり、プレゼント
を渡したり、女性が喜ぶ内
容を考える日。男性の腕の
見せどころにもなる。
2
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ホワイトデーも
義理チョコもなし

・ホワイトデーは存在しない

アメリカ式バレンタインってどんなもの？

14

・義理チョコ文化はない

3

・チョコレートやバラを贈る

確 かめ合い、カップルでな
い 人 は 意 中 の人 に 告 白 を
する日でもある。家族や友
人に感謝を伝えることもあ
り、キッズのバレンタインデ
ーは推奨されている。小学
校などでは、キッズた ちが
クラス全員分のキャンディ
ーを持ち寄り、みんなでお
菓 子 や カード な どを 交 換
したりもする。

・大切な人に感謝を伝える日

基本的に男性が女性を
もてなす日

豆 知 識

上 司や同 僚に女 性が贈
る義理チョコ文化はアメリ
カにはない。あくまで大 切
な 人に感 謝の気 持 ちを 伝
えるものであるが、世界共
通
（？）
シングルの女子たち
が集まってバレンタインデ
ィナーやドリンクなどをす
ることはある。また、バレン
タインにチョコレートをも
らった男性が、 月 日に
お 返 しを するホワイ ト デ
ーの習慣はアメリカにはな
い。
日本では、製菓会社のマ
ーケティング的な要素も多
いといわれている。
アメリカ
でもバレンタインは盛んだ
が、ホテルやレスト ランの

・男性が女性をもてなす

ちろん 女 性 が男 性 をもて
なし、愛と感謝を伝えるこ
とも珍しくはないが、基本
的には男 性 が女 性に料 理
を 作ったり、レスト ランを
予約したりする。
チョコレー ト は も ち ろ
ん、花束やカードを渡すこ
ともあり、そうした商品が
一年で最もよく売れるシー
ズンでもある。
ジュエリーなどを贈るカ
ップルも、
もちろん多い。実
際、
バレンタインデーの日の
ニューヨー クでは、花 束 や
ワインを持って歩いている
男性をよく目にすることが
できる。
大切な日なのでミシュランスターのレストランもカッ
プルでにぎわう。写真は
「Aquavit NYC」

日 本 との決 定 的 な 違い
は 男 性 主 体で女 性 を もて
なすということだろう。も
Photo by Emily Thompson Flowers

日本とは
こんなに違う！

日本では女性がチョコレ
ートを用意し、意中の男性
に想いを告白するのがバレ
ンタインだ。
バレンタインの
前になると限定チョコレー
トが市場に出回り、上司や
取引先への
〝義理チョコ〟
や
友達への
〝友チョコ〟
、自分へ
のご褒美としてチョコレー
ト を 買 う 人 も 見 受 け られ
る。
アメリカのバレンタイン
はというと、日本とは多く
の点で異なることを覚えて
おこう。
アメリカでは大前提とし
て、バレンタインは愛 する
パー ト ナーに愛 と 感 謝 を
伝える日。カップルは愛を
花束のプレゼントは鉄板。人気ショップのものはさ
らに喜ばれる
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Peak
30 Hudson yards 101st Fl.
peaknyc.com

隠れ家バーでしっぽりと一杯

人気のレストランを予約してのデ
ィナーもバレンタインの定番の過ご
し方と言える。
有名レストランがひし
めき合うニューヨークでも新店舗は
人気が高い。特にニューヨークの摩
天楼が見渡せる新スポット、
Edgeに
できたレストラン
「Peak」
はバレンタ
インにふさわしい。
多くの会話がなく
ても息を呑むマンハッタンの景色が
いい雰囲気を作り上げてくれる。
も
ちろん料理も評価が高い。
ライブミ
ュージックもあり、最高の気分に浸
れるレストランだ。

Thyme Bar
20 W. 23rd St., Celler
thymebarnyc.com

ニューヨークの中心で愛を確かめる

Love in Times Square
詳細はウェブ参照

timessquarenyc.org

スピークイージーのバーは、秘密
基地に二人で忍び込むような感覚
が味わえる場所だ。
ゆっくりとディナ
ーを楽しんだ後に、他の人が知らな
いような空間へ行くワクワク感が、
二人の絆をより強固にしてくれるだ
ろう。そこで振る舞われるカクテル
は、
エンターテインメントに富んだパ
フォーマンスでサーブされる特別な
ものが多い。
そのためサプライズを
大切な人に届けることができる。
カク
テルを味わいながら、
ゆっくりしたひ
とときを。

マンハッタンの夜景にうっとり

タイムズスクエアで話題となって
いるのが愛をテーマにしたパブリッ
クアートだ。
バレンタインの季節にな
ると出現する。
今年は
「Love Letter」
と題された作品が選ばれ、
タイムズ
スクエアの中心にある広場に飾られ
ている。
同作品は虹色に反射する装
飾と、
4つに分かれた個室のように入
れるスペースがあるユニークなデザ
イン。
毎年パブリックアートは変わる
ため、毎年愛を確かめに訪れてみる
のもいいかもしれない。
こちらの作
品は3月10日まで飾られる予定だ。

NYC VALENTINE’S DAY
AND DINNER CRUISE
詳細はウェブ参照

skylinecruises.com

バレンタインクルーズも人気のデ
ートアクティビティーだ。
バレンタイ
ン間近になるとデータイム、
ナイトタ
イムのクルーズが登場。人気はマン
ハッタンを一望できるナイトタイム
クルーズだ。DJの音楽と共にダンス
フロアでパートナーとダンスを踊る
という非日常の体験。
3コースのディ
ナービュッフェも用意されている。
な
んといってもロマンチックな夜景が
参加者の気持ちを最高潮にしてくれ
る。
3時間のクルーズなので食事にお
酒にダンスに、
十分に楽しめる。

2人の仲を刺激してさらにラブラブに!?

Museum of Sex
233 5th Ave.
museumofsex.com

バレンタインにオススメしたいデ
ートスポットと言えば
「Museum of
Sex」
（セックス博物館)だ。
博物館名
だけ聞くとドキッとしてしまうが、人
類の進化などについて展示されたコ
ーナーや、
ゲームができるフロアもあ
り、
エンタメ感満載なのでカップルで
行っても十分楽しめる。
一階のギフトショップでは大人の
おもちゃやちょっとエッチな形をし
た小物なども売っている。
お土産選
びにもおすすめの場所だ。
マンネリ
化してきたカップルには最適かも?

冬の定番デートで距離を縮めよう

The Rink Rockefeller Center
Rockefeller Plaza
(bet. 49th & 50th Sts.)
rockefellercenter.com

アイススケートもおすすめだ。
極寒
のニューヨークならではのウィンタ
ーデートは、観光名所でもあるロッ
クフェラーセンターのアイススケー
トリンクがロマンチックな演出をし
てくれる。
スケートデートは慣れない
相手の手を取りながら滑るもよし、
上級者同士は一緒に気持ちよく滑る
も良し。
インドアにこもりがちな冬の
デートに新鮮さを与えてくれること
間違いなし。滑り終わったあとは暖
かい飲み物を飲みながらゆっくりと
二人の時間を過ごすのもおすすめ。
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ロマンチックなプランで特 別な 夜 を 演 出！

定番は絶景を見ながらの食事

Vol. 1139

アメリカ人男性に直撃! リアルなバレンタインをレポート

ュエリーが好きなので、
いつ
もそういったものを探して
います。

バレンタインにやっては
いけないことは？

バレンタインを忘れるこ
と！ 忘れてはいけません
よ！ 何も計画をしないこ
とが一番危ないことだと思
います
（笑）
。

は
どんなバレンタインを企 お互いにどう感じたのか、
っきりとわかったことです。
画しますか？
お互いがいかに愛され、感
バレンタインデーをとて 謝され、気遣われたかが分
も真剣に受け止め、花やチ かりました。素晴らしい料
お互いのこと
ョコレート、高級レストラン 理と会話で、
でのディナーなど、とても だけに集中できたた夜でし
手の込んだスペシャルな計 た。携 帯 電 話や深 夜の仕
何も気を散らすも
画をして期 待に胸を膨ら 事など、
ませている人がいますが、
私 のはありませんでした。
はそういったタイプとは違
バレンタイン前にやるべ
います。
レストランに行 くより、 きことは？
家で特別な料理を作る方
が好きなんです。恋人の好
完璧なバレンタインデー
きな花を買い、
オーガニック のためのリストにチェック
フードマーケットで素 敵な を入れることは、
自分自身
食 材を買い、美 味しいワイ に大きなプレッシャーを与
ンを１本 買う。シンプルだ えることになります。レス
けど上質な食事で、
お互い トランや映 画 館に出 掛け
の時 間 を 楽しむことがで たり、
ロマンチックな場所を
きるのです。私にとっては、 散策したり、
パートナーにと
お互いの時間を過ごすこと ってどう すれば特 別 な 日
が一番大切です。
になるのか聞いてみましょ
う。時にはおいしい家 庭 料
理を食べてお互いに充実し
た時間を過ごすだけでも、
素晴らしい夜になります。
あなたにとって思い出に
残るバレンタインは？

Nathanさん(30)

彼 女の好きな花とワイ
ンを買って、
ステーキを２枚
ハート型に焼きました。演
出も素敵でしたが、
あの夜
の特別な思い出といえば、

どんなバレンタインを企
画しますか？

普段から計画的に行動
するタイプなので、今年は
まだ行ったことのない素敵
なレストランを予約してお
こうと思います。あとは、
妻が以前から欲しいと言っ
ていたプレゼントを買って
みようと思っています。

今までのバレンタインで
一番喜んでもらえたの
は？

ある年、妻にプレゼント
した三角形のイヤリングが
とても気に入ってもらえま
した。可憐なゴールドのジ

バレンタインの
日を忘れることが
1番のホラー！

シンプルでもいい
2人だけの時間を
楽しむことが重要
Neilさん(36)

05

|

Vol. 1139

|

Friday, February 4, 2022

ミシュラン二ツ星のフレンチレストラン「Gabriel
Kreuther」
のチョコレートショップ。
ジュエリーボックス
のように敷き詰められたフランスのエスプリを感じさせる
チョコレートは、
もらった人なら誰もが心躍るはず。塩バ
ターキャラメルやジンジャーブレッド、
オートミールクッキ
ーなどさまざまなフレーバーのボンボンショコラが詰ま
っている。
バレンタイン限定のピンクや赤のマカロンもあ
り、
売り切れ必至だ。Valentine's Day Signature Chef's

クイーンズのフォレス
トヒルズにあるAigner
は1930年創業。家族経
営でチョコレート作りの
伝統を継承し、現在は夫
妻が店を切り盛りしてい
る。
イースター、
サンクス
ギビング、
クリスマス、
ハヌカなど、
一年中、
イベントごとに
限定のチョコレートが売り出されるのも注目だ。
バレンタ
インはハート型のチョコレートはもちろん、
リップ型やバ
ラの花束チョコレートなど、
ユニークなデザインも多い。
ト
リュフなど、
クラシックなラインナップも 充実している。

Selection- 48 PC／$135

MANHATTAN
Bryant
Park

QUEENS

❹❺

❻

SOHO

❷

❸

Jaques Torres

Forest
Park

❶

BROOKLYN

I Love You Square／$13.50

Cocoa Store

世界中のさまざまなチョコレートブラ
ンドを扱うショップ。熟練された職人に
よるチョコレートブランドを扱い、各ブ
ランドの異なるテイストやブランディン
グに見ているだけでワクワクしてしまう。
バレンタインに販売されるラズベリー
やシャンパンのフレーバーのチョコレー
トバーは以前から人気の商品。
シャンパ
ンを染み込ませたチョコレートは大人の味わいだ。
他にも
チョコレートのパンなどに塗るスプレッドなども豊富にそ
ろえている。
チョコレートで世界旅行ができそうだ。
Ritual "The Apres" Sparkling Wine infused and Dried
Raspberries 70% Bar／$12

❶ Aigner
103-02 Metropolitan Ave.
Queens, NY 11375
TEL: 718-544-1850
aignerchocolates.com

❹ Kreuther Handcrafted Chocolate
1114 6th Ave.
TEL: 212-201-1985
kreutherchocolate.com

❷ L.A. Burdick
156 Prince St.
TEL: 212-796-0143
burdickchocolate.com

❺ Jacques Torres
107 E. 42nd St.
(Lexington Passage Way)
TEL: 929-427-0988
mrchocolate.com

❸ FINE & RAW
70 Scott Ave.
Brooklyn, NY 11237
fineandraw.com

❻ Cocoa Store
873 Broadway, 6th Floor
TEL: 212-982-8113
cocoastore.com

FOR

KIDS

キッズの
バレンタインスイーツ

アメリカ
の定番！

アメリカの小学校などで古くから
交換されるバレンタインスイーツが
「Sweethearts」
だ。
ハートの形のラムネのようなお菓
子で味はあまり美味しくないという
噂も…。
それでも定番のスイーツで、
今でもさまざまなラインナップがあ
る。
一度試してみてはどうだろう?
Sweethearts

spanglercandy.com/our-brands/
sweethearts

L.A. Burdick
1987年に創業。
創業
当時のアメリカにあっ
たチョコレートはクオリ
ティーの低いものが多かった
中で、スイスで修行を積んだ創業
者のヨーロッパの職人技が光るチョコレートブランドだ。
繊細なものづくりに定評があり、可愛らしいネズミの
形のチョコレートが入ったシグニチャーのチョコレート
ボックスが人気。
バレンタイン限定の
「Signature Heart
Assortment」
には、
シグニチャーのネズミをはじめ、
すべ
て手作業で作られたチョコレートが入っている。
Signature Heart Assortment／$58

FINE & RAW
2007年にブルックリンのウィリアムズバーグで創業。
ミッションに
「Save the world through silliness and
chocolate.(おバカとチョコレートで世界を救
え)」
を掲げている同店はユーモアに溢
れた取り組みをしている。
ベリーズとエクアドルのサプライヤー
から届いた高品質な有機農法の素材を
使い、
フェアトレード以上の賃金を払うこ
とを保障している。
常に透明性を持ち、
オ
ーガニック素材を厳選し、
チョコレート作
りをしている新しい世代のチョコレートブ
ランドだ。
Valentine’s Sea Salt Chocolate Bar／$10

アメリカでも、バレンタインといえばやっぱりチョコレー
ト。
限定商品もめじろ押しなので、
早めにチェックしよう。

南フランス出身のジャック・トレスがスタートしたシ
ョコラティエ。ニューヨークの有名店でエグゼクティブ
パティスリーシェフを務めた後、2002年にブルックリン
に自身のショップをオープンした。2020年まで30年間、
International Culinary Centerのペストリーアート学部
長を務めるなど、
権威がある。
バレンタイン限定チョコレート
はボックスに詰められたボンボ
ンショコラから“I LOVE YOU”
がシンプルに愛を伝えられるチョ
コレートバーまで、
選ぶのが楽し
くなる。

A Box Of Hearts／$120

気になるショップをチェック

Aigner

やっぱり！ バレンタイン
にはチョコレート

Kreuther Handcrafted Chocolate
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

4日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Moonfall

Passage

Broadway Plaza
(bet. 39th & 40th Sts. / garmentdistrict.nyc)
20の光の輪からなるインタラクティブなトンネル形のパ
ブリックアートは、絶好の写真スポット
！（無料）

9日
（水）

Adam Pendleton: Who Is Queen?

〜21日
（月）

The Museum of Modern Art
(11 W. 53rd St. / moma.org)
黒を貴重に抽象性とアバンギャルドを追求した、床か
ら天井まで届く巨大インスタレーション
（一般$25）
舞台

5日
（土）／10日
（木）

5日
（土）、8日
（火）、10日
（木）

Maisel Skate Night / Kilt Skate

Masters At Work: Balanchine &
Robbins

Bank of America Winter Village at Bryant Park
(New York, NY 10018 / bryantpark.org)
氷上で「マーベラス・ミセス・メイゼル」
とスコットランド
の世界を体験する
（スケート靴レンタル$15）

David H. Koch Theater
(20 Lincoln Center Plaza / nycballet.com)
クラシック、
コンテンポラリー、
コメディーが融合した、同
団創設時の振付師2人による4作品を上演
（$38〜）

6日
（日）

10日
（木）〜12日
（土）

Bank of America Winter Village at Bryant Park
(New York, NY 10018 / bryantpark.org)
獅子舞やランタン装飾、願いを書いた赤い短冊をつる
したウィッシングツリーで旧正月を味わおう
（無料）

BAM Howard Gilman Opera House
(30 Lafayette Ave., Brooklyn / bam.org)
パム・タノウィッツ振付で、T・S・エリオットの長編詩「四
つの四重奏」
をニューヨーク初公演
（$25〜）

Lunar New Year Celebration

Photo Credit: Sean Cliver
© 2021 PARAMOUNT PICTURES

〜13日
（日）

Beacon Theatre / New Jersey Performing Arts
Center
詳細はウェブサイト参照 (pearljam.com)
オルタナティブロックの伝説バンド、パール・ジャムの
ボーカルが、
ソロ新作アルバムを披露
（$199.50〜）

Stern Auditorium / Perelman Stage
(881 7th Ave. / carnegiehall.org)
1998年チャイコフスキー国際コンクールで優勝以来、
世界各地で演奏する人気ピアニストの公演
（$19〜）
イベント

愛すべきおばか集団が過激な挑戦やいたずらを繰り広げる、
MTVのカルト的番組の映画シリーズ。歳を取っても懲りない
面々が、再び笑いの渦を巻き起こす！
（jackassmovie.com）

Celebrate Lunar New Year at
Hudson Yards

Denis Matsuev, Piano

Jackass Forever

【出演者】
ジョニー・ノックスビル、
スティーボー
【ジャンル】
アクション／コメディー
（R）

2/4▶2/10

The Great Room, Level 1, Hudson Yards
(20 Hudson Yards / hudsonyardsnewyork.com)
毎土曜の午後1時、3時、5時に行われる獅子舞や龍
舞のほか、各店舗で買い物イベントを開催
（無料）

Eddie Vedder And The Earthlings

4日
（金）公開

06

Madison Square Garden
(4 Pennsylvania Plaza / msg.com)
カントリー音楽のジャンルを超えて活躍する、男女の
人気若手シンガーが、
ガーデンで公演する
（$89.51〜
/ $92.75〜）

4日
（金）、6日
（日）

Photo Credit: Reiner Bajo

|

〜13日
（日）

アート

謎の力により軌道から外れた月が、地球に衝突するまで残り
数週間。地球滅亡の危機を救う危険な任務に挑むために月
に向かったチームは、衝撃の事実を知る
（moonfall.movie）

Vol. 1139

5日
（土）／9日
（水）、10日
（木）

Kacey Musgraves / Morgan Wallen

【出演者】ハル・ベリー、パトリック・ウィルソン
【ジャンル】
アクション／冒険
（PG-13）

|

Four Quartets

Friday, February 4, 2022
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おとり警官に銃販売

ブロンクス

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック

ジュリー・ディボーノと従業
員のマリッサ・ウラロ両被告
は、去年 月から先月まで

29

26

ニューヨークシティー

の承 認 な しでの決 定 は 非
合 法 だと する判 断 を 下 し
たが、州が控 訴し、取り下
げの一時差し止めが認めら
れることとなった。同 知 事
は、「感染力の強いオミクロ
ン株の広がりは減少傾向に
あるが、感染率を押し下げ
るため、 週間ベースで判
断していく」
と説明した。

——————————
マンハッタン

1
2 85

公立学校の隔離期間

24

7
40

殉職した警察官

25

５日間に短縮

10

26

12

34

ニューヨーク市教育局は
先月 日より、市内の公立
学校に通う新型コロナウイ
ルスに感染した職員と、幼
稚 園 児 以 上の生 徒の隔 離
期 間を、
これまでの 日か
ら５日に短縮した。同日付
ＡＢＣ７ニューヨークが伝
えた。Ｃ Ｄ Ｃ（米 疾 病 予 防
管理センター）
と州の指針
90

発 達 した 低 気 圧ノーイ
ースターが 先 月 日 か ら
アメリカ北東部を襲い、ジ
ャージーショアの一帯に暴
風雪をもたらした。先月
日付ＣＢＳニューヨークが

73

34

10

に沿った措置で、生徒は
５人の患者に臓器提供
時 間 発 熱がなければ感 染
ハーレムで職務中に銃撃
の６ 日 目 から 登 校 が可 能
になる。ワクチン未 接 種で され重体となり、先月 日
濃厚感染者となった場合の に亡くなったＮＹＰＤの警
隔 離 期 間 も 同 様に５ 日に 察官ウィルバート・モラさん
短縮されるが、５歳以下の （ 歳 ）が 、臓 器 提 供 を し
子 供は 日 間のまま 変 わ て５ 人の命を救った。先 月
日付ＦＯＸ５ニューヨー
らない。市の感 染ケースは
過 去 数 週 間で劇 的に減 少 クが伝えた。キーシャント・
し、陽性率は先月の 分の スーウェルＮＹＰＤ本部長
は、警 察 官の道を選 び、人
１に留まっている。
を守るために犠牲になり、
—————————— ドナーとしてさらに人命を
救った彼を「３度の英雄」
と
オールバニ
呼 ん だ 。モ ラさんの心 臓 、
マスク着用義務
肝臓、膵臓（すいぞう）
と２
月 日まで延長 つの腎 臓 は、ニューヨー ク
州の３ 人 と 州 外の２ 人に
ニューヨーク州のキャシ 移植された。臓器調達団体
ー・ホー クル州 知 事は、先 「リ ブ・オン・Ｎ Ｙ」のレオ
月 日、
ワクチン接種証明 ナルド・エイケン代表は、臓
を求めない屋内施設でのマ 器 提 供という 英 雄 的 な 贈
スク着用義務を、期限とし り 物 をしたモ ラさんと 遺
ていた ２ 月 １ 日 か ら ２ 月 族をたたえた。
日まで、
一時的に延長す
——————————
ると発 表した。同日 付ニュ
ーヨークポストが伝えた。 ロングアイランド
マスク着用の義務化につい
ては、
ロングアイ ランドの ワクチンカード偽造
州地裁が先月 日、州議会
看護婦２人が荒稼ぎ

11

偽 造の接 種 カードと 引 き
大学生が起訴される
換 えに大 人 から ２ ２ ０ ド
ブロンクス 区 の ダ ー セ
ル、子供から ドルを受け
ル・クラーク検事とキーシ
取っていた 。 人 がワクチ
ャント・スーウェルＮ Ｙ Ｐ
ン未 接 種の覆 面 捜 査 官に
偽の接種カードを書いたこ 伝 えた。オーシャン郡では Ｄ本部長は先月 日、ブロ
インチの積雪が観測され ンクス 区 出 身でテ ネシー
とで不正が明るみに出た。
ディボ ー ノ 被 告 の自 宅 で た。雪の重みで屋内スポー 州の大学生シャコア・ ロド
１ ５ ０ 万ドル以 上の詐 欺 ツ施設のドームが押し潰さ リ ゲスを ３ ０ ４ 丁の銃 不
利益を記した帳簿と、現金 れ、関係者は冬季陸上競技 正 取 引で起 訴 したと 発 表
シーズンへの影響を懸念し した。同日付ＮＹ１が伝え
万ドルが発見された。
た。モンマス郡では風 速
た。同被告は２０２０年
—————————— マイルの突風が吹き、同郡 月から２０２１年 月に、
の保安官は「停電は４００ 銃 丁と大 容 量の弾 倉
ニューヨークシティー
件ほどだが、強風が止むま 本 を ブロンクスとマンハッ
コロナ治療薬
で電 力 復 旧 は 望 めないだ タンで取引、市の覆面警官
感染者へ無料で配送 ろう」と述べた。ニュージャ に販 売して捕まった。銃は
ージー州のフィル・マーフィ ダッフルバッグに入れバス
ニューヨーク市のエリッ ー州知事は、海岸は特に吹 で運ぶなど、被告が南部か
雪が酷い状態であるため、 ら持 ち込んでいた。ニュー
ク・アダムス市長は先月
日の記者会見で、新型コロ 人 々に屋 内に留 まるよ う ヨーク市のエリック・アダム
ナウイルスの検査結果が陽 注意喚起をした。
ス市 長は、
「銃の流 入 地 点
性で重 症 化 する リス クの
となる駅やバスターミナル
—————————— の取り締まりを強化する」
高い市民に向けて、市が無
料で抗ウイルス薬を自宅へ
と述べた。
クイーンズ
配送すると発表した。同日
——————————
付 ゴッサミストが伝えた。 ラガーディア空港
抗ウイルス薬には、ＦＤＡ
ターミナルＢ工事終了
マンハッタン
（連邦食品医薬品局）が承
億 ドルをかけた ラガ 「オペラ座の怪人」
認 したファイザー 製の「パ
クスロビド」とメルク製の ーディア空港ターミナルＢ
主役に初の黒人女優
ニ
「モルヌピラビル」の２ 種 の大改修工事が終わり、
先 月 日に公 演 周 年
類があり、どちらも５日間 ューヨーク州のキャシー・ホ
を迎えたブロードウェー一
の服用で体内のウイルス量 ークル州 知 事 らが先 月
を 減 少 させ症 状の悪 化 を 日 、新 しいスカイブリッジ 番のロングラン作 品「オペ
防 ぐ。処 方 箋が必 要 だが、 とコンコースを祝う式典で ラ座の怪 人」が、１ ９ ８ ８
かかりつけの医者がいない テープカットを行った。同 年に幕 を 開 けてか ら 初 め
（ 212- 日付ＣＢＳニューヨークが て、主 役のクリスティーヌ
場合、 212COVID19
伝えた。２ ０ １ ４ 年、当 時 役に黒人女優エミリー・ク
）
で相談できる。
258-4319
のジョー・バイデン副 大 統 ア ー チュー さ ん を 起 用 し
——————————
領
が
「
第
三
世
界
」
と
酷
評し、 て公演を行った。同日付Ａ
老朽化した空港は、
スカイ ＢＣ７ニューヨークが伝え
ニュージャージー
ブリッジ、
コンコース、 の た。オミクロン株の拡 大で
ノーイースター
ゲート、販売店などの設備 ショーが中 止される中、同
ジャージーショア襲う を 整 えた 近 代 空 間に生 ま 作 品 は一度 も 休 演 せ ずに
れ変 わった 。同 市のエリッ 続けてきた。怪人役を演じ
ク・アダムス市 長 が「発 着 るベン・クロフォードさんは
陸 だけの場ではない。われ 「 年ショーが続いてきた
われの市の玄関口だ」と述 ことに感 謝 している。キャ
べた ラガー ディア空 港は、 ストに感染者が出ても、過
ター ミ ナル Ｃ も 今 春に改 去のメンバーを代役にして
修を終える予定。
継続できた」
と語った。
21

40

2

サフォーク郡検事は先月
日、
ワクチン接種記録カ
ードの偽造とニューヨーク
州のデータベースに偽の情
報を入 力した看 護 婦 ２ 人
を逮捕したと発表した。同
日付ＮＢＣニューヨークが
伝えた。小児科医院経営の

50

27

35

10

25

10

2
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30
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31

28
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今週の

気になる情報をお届け

トピックス

令和３年度外務大臣表彰式開催
ニューヨーク日系人会事務局長
野田美知代さんが受賞

注目

Vol. 1139

|

気になるネタを紹介！ ニューヨーク トピックス

野田美知代さん
大阪赤十字病院看護師
フロアマネージャー、
マン
ハッタン子供クラブ代表
を経て、ニューヨーク日
系人会事務局に勤務。
2002年より、同会事務
外務大臣表彰される野田さん
（左）
、
山野内勘二在ニューヨーク総領事大使
（右） 局長を務める

在ニューヨーク日本国総領事館・大使
公邸にて1月27日
（木）
、ニューヨーク日系
人会
（JAA）
事務局長の野田美知代さん
に対する、令和3度外務大臣表彰式が行
われた。野田さんの家族やスタッフ、ボラ
ンティアを含め約40人もの人々が出席
し、終始和やかな雰囲気で式が執り行わ
れた。
外務大臣表彰は、諸外国との友好親
善関係の増進に貢献する人の中で、特に
顕著な功績のあった個人および団体の
功績を称え、活動に対する一層の理解と
支持を得ることを目的としている。
野田さんはJAA事務局に勤続して今年
で３5年目となり、同会の各種行事を通じ
てニューヨーク近郊に住む在留邦人や日
系人の福祉向上、教育や文化活動の促
進に尽力し、
日米友好親善に貢献した。
1980年代、同会の活動範囲は限定的
だったが、野田さんの尽力により飛躍的に

|

拡大。小規模な敬老会が1、2カ月に1度
開催される程度だったのが、90年代半ば
からは福祉に重点が置かれ、医療・福祉
の専門家による相談室が定期的に開催さ
れるようになった。
2005年には、在ニューヨーク日本国総
領事館との協力の下、高齢者問題協議
会を設立することにも尽力。在留邦人や
日系人の声に熱心に耳を傾け、2007年に
はＪＡＡ創立100周年記念行事の一環とし
て、秋のシニアウイークを開催。春のサク
ラ・ヘルス・フェアと共に、各種行事や支
援活動を行った。
コロナ禍では、高齢者や
フロントワーカーへの日本食弁当配達の
実施に中心的役割を果たした。
表彰を受けて野田さんは
「これまでずっ
と、同じコミュニティーの人々を助けたい
という気持ちでやってきました。
これからも
『助け合って100年』
をモットーに頑張っ
ていきたいと思います」
と話した。

アッパーイーストのレストランで絵画展
日本画と写真の特徴を取り入れる
小中寛顕
アーティストの小中寛顕
（こなか・ひろあき）
さんは、
アッパーイーストサイドにあるジャパニー
ズフュージョンレストラン、NRにて展覧会「Untethering faint」
を開催する。
小中さんは人工と自然の関係性をテーマに、
日本で学んだ日本画
と写真的特徴を取り入れながら作風を確立してきた。作品に使われ
る箔や絵の具は時間や光とともに変化し、
うつろいを楽しむことので
きる作品となっている。営業時間は日曜から水曜が午後5時から11
時、木曜から土曜が午後5時から午前0時まで。
339 E. 75th St.
nr-nyc.com

教科書無償配布の申込開始
対象配布者を確認しよう
在ニューヨーク日本国総領事館
在ニューヨーク日本国総領事館は、2022年度の前期用教科書の申し込み受付を開始して
いる。
教科書の無償配布対象者は、
日本国籍を有し、将来日本に帰国して進学、
あるいは就労す
る意思のある義務教育学齢の子女で、同館管轄地であるニューヨーク州、ニュージャージー
州、ペンシルべニア州などに居住し在留届を提出している人となっている。申し込みの締め切
りは28日
（月）
まで。申込書のダウンロード方法や対象者の詳細は下記のURLかQRより。
TEL: 212-371-8222
www.ny.us.emb-japan.go.jp

METの見どころを紹介するセミナー
オンラインで開催
JASSI
JASSIは17日
（木）
午後8時から9時15分まで、
オンラインセミナー
「アートへの誘い メトロポ
リタン美術館の見どころ」
を開催する。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で美術館に行くことをためらってしまうという人たちに
向けて、
メトロポリタン美術館にある名画の数々を紹介し、
その作品の背景や作者の生い立
ちなどを説明し、美術館の楽しみ方を紹介する。講師はフリーキャスターでメトロポリタン美術
館公式ガイドの吉川
（きっかわ)淳子さん。ZOOMでの開催。参加費は20ドル。申込は下記の
URLまたはQRコード、
その他問い合わせは下記のメールアドレスから。
info@jassi.org／eventbrite.com/e/19jassi-tickets-254600606267
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転倒による手首のけが、靭帯（Ligament）

や骨のひびなどが該当します。理学療法士

（Orthopedic Surgeon）
による手術の後の

リハビリを主に担当します。

（前編）
◆パンデミックによ る 体の不 調 と 対 策

や、筋組織の損傷（Muscle Tear）、骨折

もいいでしょう。
高 さを 調 節できる机 な
ら、
時々高さを変えて、
立っ
たり座ったりして仕事をす
るのもおすすめします。立
った ままか、座った ままか
のどちらかなら、立ったま
まの方がいいでしょう。
バランスボールに座って
仕事をするのはどうかと聞
かれることがありますが、
８時間の勤務時間中ずっと
バランスボールに座るのは
疲れます。姿勢を変えるた
めに短時間使用するならい
いと思います。ホームエク
ササイズは、左 上のイラス
トを ご覧 ください。（ 来 週
は、
鍼治療について）

けがのことを言います。
関節炎
（Arthritis）
や、

30

と、
骨・骨格、
筋肉の３つの要素が絡む症状や

ほ ぼ 毎 日 来 院 さ れま し た
が、徐々に通院回数を減ら
し、数週間後には随分症状
が改善しました。
デスクワークをする
人にアドバイスは？
オフィスでも自 宅で
も 、１ 日 中 デスクワ
ー クを する 人 は 、 〜
分に一回は、姿 勢を変える
よう心 掛けてほしいです。
時々立ったり、首を回した
り、肩 甲 骨をストレッチす
る運動をしたり、ごく短時
間でいいので、体を動かす
ことを習慣化しましょう。
デスクワークだと肩が前方
向に固定されがちなので、
両腕を広げ、胸を開くなど

整 形 外 科 のことです。整 形 外 科 的 症 状

15

（Orthopedic Condition）
というのは、
関節

テーマ

AQ

特に増えた首と腰の痛み
頻繁に体を動かし予防を
40

院の日 課です。肩に激しい
痛みを 訴 えて来 院 した
代の女 性の治 療 例 を 紹 介
しましょう。
この女性は、１
年間のブランクの後にスポ
ーツジム通いを再 開。パン
デミック前の感覚で一気に
運動したところ、肩に急激
な痛みが走ったそ うです。
症 状 か ら 、理 学 療 法 が 適
していると判断し、私が治
療担当になりました。しか
し、痛みがあまりにも激し
く、運動療法ができる状態
ではなかったため、まずは
痛みの緩和のために最初の
１週間は、
鍼治療を導入。
２週間目に入り、痛みが
緩 和 した 時 点で改 めて診
察すると、激痛の原因は肩
だけではなく、肘から首に
かけての問題であることが
判明しました。その段階で
カイロプラ クター も 介 入
し、専門家３人によるコラ
ボ治療が始まりました。
こ
の女性は、最初の１週間は

Orthopedic

理学療法士、理学療法学博士。カーネ
ギーメロン大学卒業、
コロンビア大学メ
ディカルセンターで理学療法学の博士
号を取得。ニューヨークプレスビテリア
ン病院、マウント・サイナイ・ウェストで
研修。NY・NJ州で開業経験も持つ。整
形外科系・神経系のけがや症状の治療
が専門。マッサージセラピー、運動療法
他を提供。2020年から石谷ヘルスセン
ター勤務。

あり合わせの環境で前かが
みの状態で首を固定し、長
時間コンピューターで作業
をしては、首も腰も痛くな
って当然です。
頭 痛 を 訴 える 人 もいま
す。運動不足で体液の循環
が悪くなることもですが、
多くの場合、頭痛は首から
きます。
つまり、
頭痛も姿勢
の悪さの副産物であること
が多いのです。
また、パンデミックで休
止していた運動を急に再開
したことによるけがも非常
に多いです。
理学療法の治療例を
紹介してください。
私が勤務する石谷ヘ
ルス セ ンタ ーで は 、
カイロプラクター 、鍼（ は
り）
・灸（きゅう）
・漢 方 医、
栄養士、それに理学療法士
である私がチームで治療に
当 たりま す。毎 朝 、個 々の
患 者の治 療 計 画 を 全 員で
話し合って決 めるのが、当

【今週の英単語】
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（PT=Physical Therapist）
は、
整形外科医

Ishitani Health Center
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
TEL: 201-302-9993
ishitaniHealth.com
ishitaniclinic.com
（日本語）

AQ

Hoon Choi, PT, DPT

50

❶ 壁に背をつけ、膝を少し曲げ、両足は壁
から15〜30cm離して立つ。
❷ 壁に後頭部、腹部・下腹部、骨盤を押し付
けるようにして腹筋を締める。
❸ 顎を軽く引き、背骨を伸ばすイメージで。
❹ 肩の力を抜く
（力んで肩を上げないこと）
。
❺ 両腕を約90度に曲げ、肘と手の甲を壁に
つける。
❻ ゆっくり腕を上げ、体でＹ字を作る。その
際、頭、腹部、下腹部、腕、手の甲
を壁にピッタリつけ、肩甲
骨は下げて行う
こと。
❻
❼ ❻ の動きをゆっ
➡
➡
くり、コントロー
➡
ルした動きで、何 ❺
度か繰り返す。

30

デスクワークで固まった首、腰を伸ばし、胸を
開き、腹筋を締め、上半身の筋肉をほぐす運
動。動かすのは両腕だけ。簡単そうで、正しく
行うのは結構難しい。

先 生に
聞 いた

フーン・チョイ先生

パンデミック中に、特
に増えた症状は？
首と腰の痛みで来院
する患者さんはもと
もと多いのですが、パンデ
ミックが始まってから特に
増えた印象があります。自
宅勤務が続いている、働き
盛 りの年 齢（ 〜 代 ）の
患者さんが多いです。男女
は問いません。
ほとんどは、
仕 事 環 境 が整 わない自 宅
での勤務による姿勢の悪化
が原因です。
職場では、業務用にデザ
インされたコンピューター
デスクと椅子で仕事をして
いた 人が、急に自 宅のキッ
チンカウンターや、ダイニ
ングテーブルでラップトッ
プとにらめっこすることに
なったので、姿 勢が悪 くな
るのは避けられません。自
宅のダイニングチェアやバ
ースツールは、長時間の着
席には適していません。
このように、机も椅子も

チョイ先生が勧める

AQ

壁を使った 両腕 の 上下運動
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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

専門的な学びを加えることで、物事を刷
新できそうな時期。リーダー的な役割で
仲間にアイデアを募り、検証しながら進
めていくと成果を出せそう。

誰かのためになること、社会に貢献できる
ことの追求が、自分の世界を広げてくれ
そう。いろんな方面から声が掛かるかも。
まずはオープンな姿勢で聞いてみると吉。

引き続きパートナーとの関係性に目が向
く時。価値観が合わないと思う時は、静
かに距離を置いてみると良いかも。ゆっく
りと休める時間を持つのはGOOD。

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

職場環境の変化や、細々と面倒な作業
で忙殺の予感。プロに任せるなど、丁寧
に解決させていくことが大事。そこをクリ
アできたら自分の独壇場にできるかも。

好きなこと、やりたいことの時間をどう捻
出するかがポイントの時。仕事面では必
要最低限の成果を見せ、あとは自分のた
めにエネルギーを注ぐと吉。

快適な自分のスペースを得ることで、新
たな創造性が湧いてきそう。仕事の方向
性も広がりを感じられ、充足感を味わえ
るかも。仲間を増やしていく活動は◎。

対人関係が活発になりそう。情報量が増
えるだけに、必要なものだけを取り入れ
ることが大事。創造性が高まるので、考
えを積極的にアウトプットすると吉。

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

金銭面や経済活動が活発になりそう。資
産運用を検討している場合はチャンスか
も。また、自己投資として学びを得ること
は未来につながるのでトライの価値あり。

高木悠凪（たかぎ・はな）

否応なくフル稼働せざるを得なくなりそう
な時期。この際に人や物事の断捨離を
決行しよう。一旦リセットすることで、新た
な出会いや活動がしやすくなるかも。

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. 1139

2 月4日～2月17日

3月21日〜4月19日

ボスのOKがスムーズに出にくいなど仕事
や社会面で我慢強さが必要な時。単独
で解決しようとせず、チームでの活動や
切り口の変更で活路を見いだせるかも。

|

自分が主役となり、責任者としての顔を
発揮していきたい時。見えなかった問題
を一つずつクリアしていきながら、今着手
していることをやり切ると明るい未来へ。

人との関わり合いの中から協力者が見つ
かるかも。自分から気になる人に連絡し
てみて。話が弾み希望が膨らんでいきそ
う。仕事のオファーは前向きに考えて◎。

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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未来につながるインタビュー▶︎▶▶

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。

佐々木由紀さんが日本語学園に携わるようになったの

験が影響しているという。
両親の転勤に伴い、
マレーシア、

参加したことがきっかけだった。日本と変わらぬ運動会を

期を過ごしてきた。自身のルーツに悩むこともあったが、

は、来米直後、BJAFAが主催する運動会に子供と一緒に

目の当たりにし、
「まさかブルックリンで見られるなんて」
と
感動し、2015年ごろから事務局員として手伝うようになっ

たのが始まりだ。

土曜日だけ開校する同学園の運営は、教員やスタッフ

も日本人の父母が務める保護者参加型。
そんな先生と保

護者をつなぐ連絡業務に加え、
授業に向けた教科書や資

料の準備など、
平日も佐々木さんのやることは尽きない。

未来に咲くかもしれない種をまく
当地で生まれ育った子供たちに向けて作られた同学

園の教材やカリキュラムは少し特殊だ。例えば、家庭でし

か日本語話者と話すことがない子供たちにとっては、日

佐々木由紀さん
「ブルックリン日本語学園」理事
来米年

2014年

出身地

神奈川県

好きなもの・こと
特技

#38

泳ぐこと、料理すること
寝ること

親の転勤に伴い、幼少期はさまざまな国や都市で過ごす。日本に
帰国後、アーティストを抱えるマネジメントオフィスで14年間勤務。
2014年、家族と共に渡米。娘のプリKへの入学を機にコミュニティ
ースクールのブルックリン日本語学園に携わる。18年、同校の母
体となるBJAFAの理事に就任。bjafa.org/nihongogakuen

本語の「ふわふわ」や「ざらざら」の感覚がわからないこ

大阪、台湾、
イタリアなど5年周期で住む国が変わる幼少

日本でマネジメント事務所に14年間勤務した中で、
初めて

「自分の居場所」
を実感したのだそう。

「娘や子供たちにとってここが一つの居場所になれば

という気持ちが強くあります。人って絶対的な居場所があ
ると頑張れますよね」
。

プリKから高校生までを預かる同学園では、成長ととも

に学園を辞めてしまう子供もいるが、
将来彼らが自分のア

イデンティティーで悩む時、
ここでの時間を心のよりどころ
として思い出してもらえることが佐々木さんの願いだ。

天職だと気付いた“調整役”の仕事
アーティストをマネジメントしていた日本での仕事同

様、
再びプレーヤーをサポートする職に就いた佐々木さん。

とも。
また、
こたつを見たことがなかったり、豆腐が大豆か

「自分が前に出るというよりも、裏方で支える方が性に合

は、実際に触って感覚を学べる本を制作したり、豆腐作り

にスムーズに授業できるかを調整するのが楽しいという。

らできていることを知らなかったりもする。
そこでクラスで

をしたりと、教材に向かうだけでなく、一つ一つの言葉を

っているんです」。先生と保護者の双方に耳を傾け、いか

コロナ禍では、校舎に気軽に訪れることができなくな

分解していく作業を重視しているという。

り、保護者の委員会活動が制限されたことで連絡役であ

手や書道など文化体験も大事にしています。今は興味を

再開し、
授業に使う教材のセットアップも毎週行うように。

「日本語の読み書きの習得はもちろん大切ですが、空

持たなくても、いつかそれが才能ややりたいこととして咲

くかもしれない。咲くタイミングは子供たちに任せて、
まず
その種をまくことが私たちの仕事だと思っています」
。

また、
佐々木さんが子供たちに寄り添うのは、
自身の経

る佐々木さんの出番も増えた。
昨年9月からは対面授業を
自身も異国の地で娘を育てつつ慌ただしい日々を送り

ながらも、
「保護者の方たちと一緒に子育てしてきた感覚
です」
とほほ笑む佐々木さんは、
今日もまた、
子供たち、
先
生、
保護者の思いに寄り添いながら仕事に向かう。

〜第

回〜

宮戸川

5

5

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。

20

31

したんだろうと思っている
と、「私、落語のグループに
入ってるけど大 丈 夫？」と
年 前に別 れた 元 彼 女 か
らＬＩＮＥが来ました。そ
う、メーン州のお弟子さん
と元彼女は同じ名前で、ア
ルファベットでＨＩＲＯＭ
Ｉと登 録されているので、
僕は勘違いしてグループに
元彼女を招待していたので
す。それでは反 応はないは
ずです。

20

東三楼さんは、現在子供たち
や学生、大人へ落語のグルー
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。

5

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。落語のオンライ
ンレッスンあり、詳細はウェブサ
イトへ。
zabu.site

ウェブでも読めます。nyjapion.com

にも留めず、彼女のＬＩＮ ような気がして、自分の気
Ｅアカウントを知っている 持ちと向き合いたくないの
でしょう。不 思 議でズルい
ことすら忘れていました。
そして、
このた びのグル 感情です。 年前に彼女が
ープＬ Ｉ Ｎ Ｅ、僕は「ごめ 結婚したいと言った時に修
ん、間違った」とだけ送って 業中だからと断ったのは僕
そのままでしたが、彼女か なのに、今、「もしもあの時」
らは
「新年おめでとう」
のメ という違う靴を履いて想像
ッセージがスタンプで来ま しています。そして自 分が
した。それにも返信してい 傷つかないよ うに、彼 女に
ません 。しかし。なん だ か 返信をしていません。
古 典 落 語の「宮 戸 川」の
ど うに も 彼 女 が 気 に な り
ます。彼女はその後どうな ように若く清々しかった僕
ったんだろうか、
そして、独 たち。 年たって、今はどの
よ うな姿なのでしょうか。
身のままなのだろうか。
少なくとも僕は汚れてしま
自分勝手なずるい感情 ったよ うに思います。それ
とも「もしもあの時」彼 女
その彼女はＳＮＳの類は と 結 婚 していた ら 自 分 が
一切していません。僕が知 汚れていなかったとでも言
らないだけかもしれません うのでしょうか。
が、僕は彼女の情報を得る
自分に優しく、自分に都
術はありません。彼女はき 合の良い自分、それは修業
っと僕の状 況は知っている を 理 由に彼 女の気 持 ちを
でしょう。
そのアンバランス 考えなかったあの頃から変
の中で、
こういう場合はど わっていないようです。
彼女
のように探ったら良いか浮 にどう答えたらいいんだろ
かびません。それは若い頃 う、
こういう時に効く落語
に抱いた恋愛感情でもない ってなんだっけ。それがいつ
し、当たり前のように友達 もワカラナイのです。
に近況を聞くニュアンスと
も違うからです。特に下心 【次回予告】
はありませんが、心のどこ 次号は、柳家東三楼さんの
かに「彼 女は独 身でいてほ エッセー第 回をお届けし
しい」という気持ちがある ます。

子供、学生、大人向け
落語レッスン開講中！

彼女との出会い、別れ

柳家東三楼

3

ークルを回っているうちに
親しくなり、付き合うよう
になりました。僕にとって
も彼女にとっても交際は初
めてで、その関係は僕が噺
（はなし）家になって 年、
２ツ目になる直前まで 年
以上続きました。お互いの
両親や兄弟も十分に知り、
周囲からはいつか結婚する
のだろうと言われていまし
たが、２００２年のバレン
タインデーに別れました。
その後も数年はお互いに恋
人 が 出 来ても 年 に 数 回 は
二人で会い、食事をしたり
映 画 を 見 たりと 親 しい友
人としての交流はありまし
たが、
いつしか一緒に所属し
ていた大学の野球部の集ま
り以外では会わなくなって
いきました。
数年前のある日でした。
突 然 彼 女が落 語 会に現れ
て終演後の楽屋口で「話が
あるの」と真剣な眼差しで
僕を見ます。
ああ、
これは結
婚の報告だなと思いました
が、
そのある報告に、どうに
も答えられずに、それ以来
彼女には会っていませんで
した。
こんなに長い期間そ
の彼女に会わないことはな
かったのですが、移 住やら
なんやらでそんなことは気

お 知 ら せ

20

その彼 女 とは 大 学の入
学 式で出 会って、
一緒にサ

（やなぎや・とうざぶろう）

30

現在オンラインで落語の
お稽古をするクラスが つ
あるのですが、 月 日に
Ｚ ｏ ｏ ｍで発 表 会 を する
ことになり、
これまでのＥ
メールに加えて、グループ
Ｌ Ｉ Ｎ Ｅでも連 絡や質 問
ができるようにしました。
そして、そこで問題は発
生しました。金曜日に開い
ている大人のクラスのグル
ープＬＩＮＥを作り、クラ
スの皆 さ ん を 招 待 し ま し
た。しかし、普 段から個 人
での返 信 は き ち んと 早 め
に 返 して く だ さるメ ー ン
州の方 が グル ー プでは 何
の反応もありません。どう
2
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テネ メント博 物 館 で、
１９００年代の移民女性の
暮らしを知ることのできる
ツアーに参加した。この博
物館が異なる人種の移民
の住宅だったことは先週書
いた通りだ。「テネメント」
とは長屋のことで当時は
家族が共同生活していた。
長屋を見ると思い出す
のが文化住宅。
高度経済成
長期に近畿地方を中心に
建てられた木造モルタル
階建て、瓦ぶき、風呂無し
の長屋のことだ。
大阪南部
や奈良に現存し、
筆者の大
阪の実家近くにも何軒か
残っている。
風呂無しとはい
え近くに銭湯があり、
そこ
に住むおっちゃん、
おばちゃ
んたちは、
不自由なく暮ら
していたように思う。
風 呂 無 しどころかトイ
レも無く、屋外に作って共
有 していた同 博 物 館 の長
屋には当時、
ユダヤ系移民
が住んでいた。
彼らが食べ
られるのは聖 典 で指 定 さ
れたコーシャフードのみ。
た
だでさえ通常より高価な
コーシャ肉は、
何度も値上
げされ人々に苦しい生活
を強いていた。そこで立ち
上がったのが家事に育児、
家 業 の手 伝 いに大 忙 しの
女性たち。街中のブッチャ

ナイルちゃん

スケートリンク

お気に入りスポット

お肉

好きな食べもの

こんな子

© Tenement Museum

ーにボイコットし、近所の
人々に肉を買わないよう
指示。
家々を渡り歩いては
肉を買ってないかチェック
したという。
彼女たちの努
力が実を結び、
コーシャ肉
の値段は落ち着く。
このボ
イコットは、移民女性たち
の市民権を得る一つのきっ
かけとなったそうだ。
文化住宅の多くは地震
で倒壊してしまったが、
ニュ
ーヨークの長 屋 は改 築 を
重ねて残されているものが
多い。
この街をつくった移民
の暮らしを想像しながら
歩くと、
いつもの道も違った
見え方がするだろう。

●2歳●メス●白柴犬●

日本からやって来た、
とってもシャイで犬より人間が大好
きな女の子。病気での危篤状態から、手術と６カ月の闘病
を経て元気になった、
家族のアイドル。

20

2

編集部員A■外国語学部を卒業し、写真専門学
校へ。某新聞社系出版社の写真部を経て、フリー
ランスのカメラマン兼ライターに。現在、弊紙編
集部で書いて撮って編集を担当。趣味は映画鑑
賞と犬の散歩。食べること、飲むことが大好き。

NYジャピオンでは
「うちの子 こんな子」
に登場してくれるペットを
募集しています。
自慢のかわいいペットのプロフィールと写真を添
付の上、
下記のメールアドレスまでお送りください。
editor@nyjapion.com

テネメント博物館
103 Orchard St.
TEL: 877-975-3786
tenement.org

かわいいペットを大募集しています！

Tenement Women: 1902 ②
読者のかわいいペットをご紹介!

９ ９ １ 年は僕の人
生で一番 激 動の年
だった 。 月にニューヨー
クに渡ってきて 月には近
所の日 本 食 レス ト ランで
働き出した。英語もままな
らなかったけれど、働かな
ければホームレスになって
しまう。客はアメリカ人で
も、働いているウェイターは
日 本 人 だろ うから 多 分 大
丈夫と甘く考えていたら、
僕以外のウェイターは全員
中国人だった。接客も仕事
を習 うのも全て英 語。
この
一緒に働いていた中国人の
兄 妹が、ニューヨークで最
初の友 達になった。銀 行口
座を開くのを手伝ってくれ
て、
フラッシングまで格安の
テレビを買うのにもついて
来て交渉してくれた。みん
な性格は荒っぽかったけれ
ど、毎日一緒に働きながら

1

6

9

ま まで 年 分の経 験 をし
たような時間だった。そし
て久しぶりに本当の家族の
ように接してくれた優しさ
に触れてうれしかった。あ
れから 年が経ち、心がさ
さくれ立つようなこともい
っぱい経 験したけれど、あ
の時 の思 わ ず 溢 れ た 涙 を
忘れることなく、
これから
も生きていきたいな。

文化交流のためイスラエルにやって来たエジプトのア
レキサンドリア警察音楽隊。
空港には迎えもなく、
自力
で目的地を目指すが、
別の街に到着してしまう……。

91

レビューの感想や、紹介してほしい作
品などの情報をお待ちしています。
editor@nyjapion.comまでお寄せ
ください。

10

敵対する民族

督 エラン・コリリン

出 演 サッソン・ガーベイ、ロニ・エルカベッツ、サーレフ・バクリ

音

楽 ハビブ・シェハーデ・ハンナ

信 Amazon Prime、Apple TV他
配

も通じないイスラエルの砂
漠の村でポツンと取り残さ
れた映像だけでそのギャッ
プに笑ってしまった。
見終わ
った映画館の暗闇で温かい
余 韻に包 まれながら 年
のしらじらと明けていくク
イーンズでのクリスマスの
朝を思い出していた。
人生は短い。近隣諸国の
人 々 と 憎 み 合 うにはあ ま
りにも短い。立 ち止 まって
目を見つめ合い、同じ人間
同 士である 事に心 を 通 じ
合わせたいと願う。
ＰＥＡＣＥ

開 2007年
監

✌

思い出の映画作品を、鑑賞当時の

6

僕には心底親身に接してく
れた。
その年のニューヨークで
の初めてのクリスマスは彼
らの家で過ごした。クイー
ンズのアパートで親族全員
が 暮 ら す 大 家 族でにぎや
かな クリスマスだった 。も
ち ろん 中 国 語 はわ か ら な
かったけれど、山のような
ごちそうを大勢で囲んでみ
んなで笑い転げた。
酔っ払っ
て窓際のソファーに寝かせ
てもらった僕は 日のクリ
スマスの朝、まだ誰も起き
ていない明け方に目が覚め
た。
ソファーに横になったま
ま窓からしらじらと明けて
いくクイーンズの通りを眺
めていた時、自 分が泣いて
いるのに気が付いた。名 古
屋の実 家 から 言 葉 も 通 じ
ない外国に飛び出して カ
月、
メーターが振り切れた
8

公

来るように命じる。カーレ
ドはブロークン英語でチケ
ットを買 うかと思いきや、
案 内 係の女 性にマイ・ファ
ニー・バレンタインをささ
やくように歌い始めナンパ
を始める始末。
案の定、目的地だとバス
か ら 降 ろさ れたのは ネ ゲ
ブ砂漠にある一字違いのベ
イトハティクバという辺境
の村。仕方なく訪れた食堂
で聞くと村にはホテルもな
ければ次のバスも明日まで
来ないという。アラブ人の
バンドの一行はイスラエル
の辺境の村で散り散りにな
って一晩を過ごすことにな
る。
アラブ人とユダヤ人、敵
対 する 民 族の赤の他 人 同
士 は 恐る 恐る ぎこ ち な く
も、
一晩の触れ合いに打 ち
解け始めていく。
このハードになりがちな
テーマを映画はゆる〜いペ
ースで観客を笑いに包む。
青い制服にビシッと身を包
んだ 人の誇り高きアラブ
の警察楽団員たちが、言葉

診療科目

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

8

映画監督、俳優。1991年来米。
ダ
ンサーとして活動後、
「 ニューヨ
ーク・ジャパン・シネフェスト」設
立。短編映画「Radius Squared
Times Heart」
（ 2009年）で、
マ
ンハッタン映画祭の最優秀コメ
ディー短編賞を受賞。短編映画
「The Apologizers」
（19年）
は、
クイーンズ国際映画祭の最優秀
短編脚本賞を受賞。俳優として
の出演作に、
ドラマ
「Daredevil」
（15〜18年）、
「 The Blacklist」
（13年〜）、映画「プッチーニ・フ
ォー・ビギナーズ」
（ 08年）など。
現在は初の長編監督作品「The
Apologizers」
に向けて準備中。
facebook.com/theapolo
gizers

The Band's Visit
エジプト か ら 来 た 人
編 成の警 察 音 楽 隊の一行
は、演奏公演のためイスラ
エルの空 港に降 り 立った 。
ペタハティクバという都 市
にあるアラブ文化センター
で演 奏 する予 定の一行は、
空 港で迎 えの車 を 待 ち 続
けるが車はいっこうに現れ
ない。しびれを切らした団
長のトゥフィークは自力で
会 場 とホテルに向 かお う
と、若くてハンサムだが女
癖の悪い楽団員、カーレド
にバスのチケットを買って

鈴木やす

（邦題: 迷子の警察音楽隊）
30

思い出を絡めてゆったり紹介します。
25

映画監督・鈴木やすさんが、
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スイーツラボラトリー
こだわりの詰まったスイートな一品
ひとくち食べて、
ご機嫌に
嫌なことがあった日でも、
ここへ来てご機嫌になって帰ってほしい、
そう
いった思いで店をオープンしたオーナーの藤原さんは、
自分の機嫌は自分
で取れる人たちを応援したいと話す。
そんな人たちの背中を押すようなメ
ニューには、見ると思わず頬がゆるむ、色とりどりのスイーツが並ぶ。
注目したいのがパフェ。甘くて重いイメージがあるパフェだが、
こちら
のものはレアチーズケーキのような、
レモン風味のクリームで仕上げら
れており、全体的にさっぱりとしている。
コーヒーテイストの「Meant To
Bean」
には、苦味がキリッと立ったコーヒーゼリーやレモンゼリー、
フルー
ツがたっぷりと。
カリッ、
サクッ、
とろっ、
もちっ、
すくうごとに異なる食感で
飽きずに最後まで楽しめるのだ。
デートや女子会にぴったりだが、
お一人さまも大歓迎。周りに気を使わ
ずにゆっくりできるよう、壁に沿って席がいくつも設けられている気遣いが
うれしい。
いいことがあった日も、辛い思いをした時も、おいしいスイーツ
をたらふく食べて多幸感いっぱいで家に帰りたい。

写真左から
「Matcha Made In Heaven（$19）」
、
「Speak It Into Fruition（$17）」、
「 Meant
To Bean（$18）」。
それぞれにフルーツやゼリーがた
っぷり入っている

All Photos by Aya Kishimoto

Sweets Laboratory
143 W. 29th St.
(bet. 6th & 7th Aves.)
TEL: 212-695-5533
sweetslaboratory.com

o.d.oグループ レストランウィーク

右の韓国発のスイー
ツ、
クロッフルはクロワ
ッサンをワッフル仕立
てに焼いたもの。外は
サクサク、中はモチモ
チでふんわりと香ばし
い香りが広がる
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4月18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

・Form W-2

・申告締め切り＝2022年4月18日
（月）

SSNは持っていることが大前提。新たに米国にやって来た

・申告先＝米国税務省（IRS）
および自身の住んでいる州ま
たは市

・対象者＝米国内で所得がある全ての人、米国の市民権・
永住権を持っているアメリカ国外在住者

日本でいう確定申告のこと。過払いの税金を払い戻す、

米国で就労している人が対象のため、
社会保障番号こと

人は、
社会保障事務局に申請し、
取得しよう。

ただし、
就労ビザの配偶者・扶養者などで、
SSNを持って

いない状態で所得を得ている人は、
移民局
（IRS）
が管理す

どが主に挙げられる。上限額があるが、控除と併用して申
請される。

コロナ禍での各種保障
今年度（2021年度）
のタックスリターンに限り、新型コ

るITIN
（Individual Taxpayer Identification Number）

ロナウイルス政策の一環で、控除やクレジットの上限が拡

一昨年からのコロナ禍では、社会保障局とIRSが業務

of 2021）
。
これらの政策を有効に活用し、
節税につなげた

こと個人用納税者識別番号を申請することになる。

大されているものがある
（American Rescue Plan ACT

あるいは不足分を納税することで、追徴税や罰金を防ぐ。

を臨時停止してしまい、
どちらの番号も入手できなかった

い。
詳しくは会計士、
税理士に相談しよう。

め切りが延長されたので、今回もイレギュラー事態の発生

は、
会計士・税理士に個別に確認しよう。

は所得扱いとなり、
課税対象となるので注意が必要だ。

年間の収入と源泉徴収について記されている。万が一、紛

人・世帯に、給付金（Stimulus Check）
が1回支払われた

昨年、一昨年と新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、締

には注意したい。市民権や在住ステータスにかかわらず、

米国内で所得がある人には申告義務が発生する。
ただし、
一部のF（学生）
・J（インターン）
ビザなどの保持者は、除外

されるケースもある。

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
オンライン代行サービスを利用するか、専門家である会計
士・税理士に依頼する人が多い。

万一締め切りを過ぎてしまった場合は、IRSよりペナル

ティーが課せられる恐れがある。
遅延期間分だけ利子が算

ケースが多発していた。現在もなお取得できていない場合

Form W-2は勤務先の企業から送付される書類で、1

失した場合は発行元の企業に対し、再発行を申請しよう。
一方、
フリーランスや業務委託の形態で就労している場合

は、Form 1099と呼ばれるものがW-2の代わりに発行さ
れるので、
こちらを使用して申告しよう。

控除・クレジット
控除（Deduction）
は諸経費を申告して収入から差し引

出され、増税される可能性があるので、早めに会計士・税

き、
かかる税金を抑える制度を指す。
交通費や、
仕事に必要

ある限り、
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

理士に相談を。
なおケース・バイ・ケースだが、納税義務が

申請に必要なもの
・SSN
（Social Security Number）

な機材の購入費だけでなく、慈善事業団体への寄付、
そし

また失業保険
（Unemployment Insurance Benefit）
なお、米国政府から昨年、年間所得額が一定以下の個

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、21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Form
1099）
が必要となる。

また、21年内に引っ越しを行い、別の市・州に転居した

場合は、
それぞれの市・州で申請が必要となるので注意。

日本に永久帰国した際も、
その1年間に所得があったのな

も控除に該当する。

ら申請の必要がある。

のものを減額できる制度。高等教育の学費（最大2500ド

可能。
また、多くの会計士・税理士が、国外からの相談を受

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

自身で海外から申請手続きを行う場合はオンラインで

け付けている。
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新型コロナウイルスの影響に関する最新渡航情報
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、渡航に必要な手順が日々更新されている。
アメリカから日本への渡航、日本からアメリカへの再入国に関する最新情報をチェックしよう。
（※2022年2月2日現在）

アメリカから日本への渡航の流れ
航空券の手配

到着後のハイヤー・
ホテル・スマホの
手配

渡航の72時間以内
にPCR検査

一括手配できる旅行会社
HIS（エイチ・アイ・エス）
IACE TRAVEL（IACEトラベル）
Amnet （アムネット）

航空券の手配からPCR検査の予約代行、隔離期間中のホテルなどを一括
で準備したい人は、旅行会社に依頼するのがおすすめ。

●

おすすめの会社
●ハイヤー
VIPハイヤー配車、らくらくタク
シー、木の子交通株式会社
●ホテル
Assist14、unito、一時期国.
com
●スマホ、WiFi
アメリカ携帯屋、HanaCell、
Wifiレンタルどっとこむ

帰国後は7日間の隔離期間があり、宿泊施設への移動に公共交通機関を
利用できないため、ハイヤーやレンタカーを手配しておこう。
●日本のキャリアのスマホがない場合、スマホかモバイルWiFiのレンタル、
または日本のSIMカードを事前に購入する必要がある。
●

到着後、検疫所に「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要。
原則、検査証明書の様式は厚生労働省によるフォーマットを使用する。
●

日本の検疫が求める検査証明
に対応している医療機関
Japanese Medical Care
（Ｊメディカル）
Anshin Medical
（安心メディカル）

フォーマットはこちらから▶︎

検査方法
real time RT-PCR法、LAMP法、TMA法ほか
●検体採取方法
鼻咽頭ぬぐい液、唾液、鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合
●

英語での記載、その他
の検査方法・検体採取
方法はこちらから▶

質問票の回答、
アプリの登録

証明書はPDFでもいいの？

よくある質問は
こちらから▶

2つのアプリを登録
アプリは事前にダウンロードし、基本設定
しておくと安心。

乗り継ぎがある場合の検
査時間は？

●

MySOS▶︎

健康居所確認アプリ

質問票をWEBで回答
入国後の健康状態を確認するため、検疫時に日本国内で
使用できる連絡先を質問票にて提出する必要がある。
所定の質問票にWEBで回答し、QRコードを作成すること。
QRコードはスクリーンショットを保存、または印刷して検疫
所に提示する。

COCOA▶

接触確認アプリ

●

降機から到着後

隔離期間

質問票へのアクセスは
こちらから▶︎

事前に準備した質問票のQRコード、陰性証明書、指定のワクチン2回以上の接種証明書を提出
アプリ登録確認（スマホがない場合はその場でレンタル可）
↗️結果が陽性→政府指定の隔離施設へ
●抗原検査を実施
↘結果が陰性️↗宿泊施設あり→ハイヤーまたはレンタカーの手配（家族の送迎可）
↘宿泊施設なし→ホテル、ハイヤーまたはレンタカーの手配
●
●

ワクチン接種証明書の有無に関わらず、入国後、検疫所が確保する宿泊施設での6日間
の待機が必要。
●併せて、入国後7日目までの自宅等での待機、公共交通機関の不使用、位置情報の保存・
提示と、接触確認アプリの導入等が必要となっている。
●指定の宿泊施設での待機中、2度の検査（3日目と6日目）が求められる。
●

※詳細は、厚生労働省のホームページまで。

Ba

おすすめの会社
A travel（Aトラ
ベル、ハイヤー
付き宿泊施設を
提供）

ck to USA

日本からアメリカへの
渡航の流れは？

出発の1日以内
に受けた検査結果
（陰性証明）の提示

ワクチン接種証明
の提示

米国滞在時の
連絡先情報の提供

▲

渡航に関する詳細はこちら
（厚生労働省）

19

|

Vol. 1139

|

Friday, February 4, 2022

Friday, February 4, 2022

|

Vol. 1139

|

20

21

|

Vol. 1139

|

Friday, February 4, 2022

CLASSIFIED
オフィス・セールスサポート募集
【雇用形態】フルタイム 9-17 M-F
【勤 務 地】2050 Center Ave., #575
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】コミュニケーションスキルに長
け、長距離運転に問題がなく、
長期で働ける方希望。詳細は面
接にて。要SSN、就労ビザ、英
語・日本語要
【応 募 先】info@nalauto.com 片岡迄
【会社情報】Nippon Auto Leasing Inc
2050 Center Ave., #575
Fort Lee, NJ 07024

在アメリカ合衆国日本国大使館現地職員募集
【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】2520 Massachusetts Ave.
NW Washington DC 20008
【募集内容】在 アメリカ 合 衆 国 日 本 国 大 使
館ホームページの新着情報「営
繕班現地職員募集のお知らせ」
URL：https://www.us.embjapan.go.jp/itprtop_ja/
index.html を参照。
【応 募 先】eizen2016@ws.mofa.go.jp
営繕職員採用担当
【会社情報】在アメリカ合衆国日本国大使館
2520 Massachusetts Ave.
NW Washington DC 20008

看護師募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】120 E. 79th St.
New York, NY 10075
【募集内容】岩原医院では、看護師を募集し
ています
【応 募 先】連絡は、電話か下記メールでお
願いします。
☎︎212-879-2328
iwahara.naika@gmail.com
【会社情報】Makoto Iwahara, M.D.,P.C.
120 E. 79th St.
New York, NY 10075

土曜課程校指導者募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】225 E. 43rd St.
New York, NY 10017
【募集内容】2022年4月より勤務開始。幼
児、小・中学クラス担任。要就労
ビザと指導経験。日本語教育に
興味がある方
【応 募 先】日本語・英語の両履歴書と自己
紹介文
（日本語）
をお送りくださ
い。E-mail:
HR@lyceumkennedy.org
【会社情報】リセ・ケネディ日本人学校
225 E. 43rd St.
New York, NY 10017

会計監査／税務スタッフ募集

日本人学校教員募集

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】Hackensack, NJ 07601
【募集内容】要就労ビザ。会計監査、税務ス
タッフ募集。経験者及び会計、
税務知識のある方優遇。未経
験者相談可。
トレーニングいた
します
【応 募 先】☎201-836-3710
Email: hr@eosllp.com
Atsuko迄
【会社情報】EOS Accountants LLP
Hackensack, NJ 07601

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】225 E. 43rd St.
New York, NY 10017
【募集内容】2022年4月より勤務開始。土曜
課程小・中学生クラスの担任、平
日の校務及び幼児クラス補佐。
上級レベルのPCスキル、教員免
許、指導経験必要。要就労ビザ
【応 募 先】日本語・英語の両履歴書と自己
紹介文
（日本語）
を
HR@lycemkennedy.org迄
【会社情報】リセ・ケネディ日本人学校
225 E. 43rd St.
New York, NY 10017

セールスコンサルタント募集

事務職募集

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】57 Warren St.
New York, NY 10007
【募集内容】日本の包丁、器、
レストラン用品
全般をショールームで販売する
セールスコンサルタントを募集
しています。要英語力、要就労
ビザ、販売経験者優遇
【応 募 先】kei@korin.com 川本宛
【会社情報】Korin., Inc.
(https://www.korin.com/)
57 Warren St.
New York, NY 10007

【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】NY校
（Harrison）
または
NJ校
（Fort Lee）
【募集内容】勤務詳細は平日4日
（午後シフ
ト）および 土 日 い ず れか の 勤
務。要就労ビザ、受付、一般事
務、経理。本社ミシガンを始め、
全米にて全5校を展開
【応 募 先】s-komura@sundai-kaigai.jp
小村迄
【会社情報】Sundai USA, Inc.
47 Purdy St.
Harrison, NY 10528
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ジェネラルマネージャー募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 Korean town
【募集内容】 大型回転寿司のレストランをオ
ープンするのに際し、経験のあ
るジェネラルマネージャーを募
集しています。高給優遇
【応 募 先】 ☎914-843-6498
岡崎まで
【会社情報】 Group KFF Inc.
33 W. 32nd St.
New York, NY 10001

ウエイトスタッフ、キッチンスタッフ募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【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

歯科スタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】2460 Lemoine Ave., #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., #101
Fort Lee, NJ 07024

産婦人科受付募集
【雇用形態】フルタイム／テンプ
【勤 務 地】マンハッタン
【募集内容】ミッドタウンの産婦人科にて日
本語、英語を話せる受付を募集
します。経験者優遇、未経験者
も歓迎です
【応 募 先】☎347-852-5852 履歴書は
billing@nymidtownobgyn.
com迄
【会社情報】NY Midtown OB/GYN
800 2nd Ave., #815
New York, NY 10017

店舗スタッフ募集

店舗スタッフ募集

受付事務員/フィジカル・マッサージセラピスト募集

【雇用形態】フルタイム/パートタイム
【勤 務 地】1019 Central Park Ave.
Scarsdale, NY 10583
【募集内容】店内業務一般、精米、梱包など。
パートタイム：時給＄14〜詳細
は面接時にお話いたします
【応 募 先】info@trf-ny.com迄
レジュメをメールでください
【会社情報】the rice factory NEW YORK
(Wakka USA)
1019 Central Park Ave.
Scarsdale, NY 10583

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】Soho Manhattan
【募集内容】４５Rは日本の洋服のブランド
です！2000年にSohoにお店を
開け、USAには今NYとSFに２
店舗お店があります。
お洋服が好きな方々、接客が好
きな方々はぜひ履歴書を送っ
てください！
【応 募 先】☎917-237-0045 園子迄
【会社情報】sonoko@45r-usa.com
45R NY
169 Mercer St.
New York, NY 10012

【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】211 E. 53rd St.
【募集内容】ドクターズオフィスにて受付事
務員募集、日英バイリンガル。
同時にフィジカルセラピスト、
マ
ッサージセラピストも募集。医
療、美容関係で週一回からの部
屋のレンタルもあります
【応 募 先】英文履歴書を
e53wellness@gmail.com 迄
【会社情報】E53 WELLNESS
211 E. 53rd St.
New York, NY 10022

仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

サーバー／キャッシャー募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 81 W Allendale Ave.
Allendale, NJ 07401
【募集内容】 サーバー、キャッシャーの募集。
勤務時間は要相談
【応 募 先】 ☎︎201-934-6616
masaabe81@yahoo.com
安部迄
【会社情報】 masa sushi and grill
81 W Allendale Ave.
Allendale, NJ 07401

キッチンスタッフ募集
【雇用形態】 パートタイム
【勤 務 地】 Lower East Manhattan
【募集内容】 キッチンスタッフ募集。勤務時
間応相談。時給+チップ、要SSN
【応 募 先】 ramenishida@gmail.com
まで履歴書を送付ください
【会社情報】 Ramen Ishida
122 Ludlow St.
New York, NY 10002

キッチン／フロント募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 595 River Rd., Edgewater,
NJ 07020
（ミツワ内）
【募集内容】 週1日〜、要就労ビザ、日本語・
英語の簡単なコミュニケーシ
ョンができる方。勤務時間は要
相談
【応 募 先】 nj.santouka@gmail.com
【会社情報】らーめん山頭火
595 River Rd., Edgewater,
NJ 07020
（ミツワ内）

急募 寿司シェフ募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 West Village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
【会社情報】 SUSHI KATSUEI
West Village, Manhattan
357 6th Ave.
New York, NY 10014
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歯科助手募集

引越しやリフォームのお問い合わせは
ジャピオンのクラシファイドで探そう！

遠近、大中小、東西南北のお引越し

【雇用形態】
【勤 務 地】230 PARK Ave., #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., #525
New York, NY 10017

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
18 Passaic Avenue, Unit 2, Fairfield, NJ 07004
☎︎973-287-6659

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、申請、監理を日本語で行います。
Studio TAKT Architecture PLLC
195 Montague St.,14th Floor, Brooklyn, NY 11201
☎718-339-2475
www.taktarch.com

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
ターザンムービング
6154 162nd St., Floor 3, Fresh Meadows, NY 11365
☎917-776-3680
tarzianmoving@gmail.com
www.tarzianmoving.com

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。
L&J工務店
28-14 14th St., Astoria, NY 11102
☎718-216-3959 エイカ/www.ljrenovation.net

丁寧で安心のお引っ越し！

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】1625 Anderson Ave., #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., #302
Fort Lee, NJ 07024

紀伊国屋／簿記パートタイム募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】1073 6th Ave.
New York, NY 10018
【募集内容】NY本部、週4、英語、就労ビザ
※経験者優遇
【応 募 先】HRNY2@kinokuniya.com
【会社情報】紀伊國屋書店 NY本部
New York, NY 1001

医療施設のアシスタント募集
【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 石谷迄
【会社情報】Ishitani Health Center
1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024

事務受付募集
【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、要就労ビザ、優遇あり
【応 募 先】☎212-758-9965迄
【会社情報】Ozawa Shunzo DDS
425 Madison Ave., #403
New York, NY 10017

紀伊国屋店員パートタイム募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】 NY／NJ
【募集内容】NY・NJ店、週3-4、日本語・英
語、要就労ビザ
【応 募 先】hrny2@kinokuniya.com
【会社情報】紀伊國屋書店 NY本部
New York, NY 10018

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
a-comoving.com

【For Sale】物件の買取者 募集中

レストランYOSHI SUSHIの物件買取者を募集しています。
金額：$50,000
総面積：1,200sqf
詳細は、お気軽にテキストでご連絡下さい！
YOSHI SUSHI
640 London Rd., #5, Latham, NY 12110
☎518-410-7294 (お電話で折返し致します)

小さなレストラン売ります！

ウエストチェスター郡ブライアークリフマナーにある小さなレストランを売ります。夫婦で
経営をしている日本料理と日本仕込みのフレンチスイーツを目玉にした、評判の良い成功
したレストランです。1000sqftのお店にキッチンと寿司カウンターとスイーツの販売スペ
ースと客席テーブルが4つ。コロナ渦にあっても常連客の応援で健全経営と営業を続けて
きたのですが、一身上の都合（病気により）経営を断念する事にしました。とても残念なの
ですが志のある方に居ぬきでお譲りしたいと思います。価格は交渉に応じます。
☎914-355-1867（日本語）、jiki0524@gmail.com山口、☎914-261-6472（英語）平野
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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
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Weekly Vetter (Vietnam)

Weekly Lifenesia (Indonesia)

Weekly SingaLife (Singapore)

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】43 Edward Hart Dr.
Jersey City, NJ 07305
【募集内容】セールス、魚の仕入れ、ウェア
ハウスでの魚の加工される方
などを募集しております。経験
は問いません。お気軽にお問い
合わせください！
【応 募 先】☎201-433-3888
oshima@yamaseafood.com
【会社情報】Yama Seafood, Inc.
43 Edward Hart Dr.
Jersey City, NJ 07305

アシスタントマネージャー候補

Alliance Media
Coupon Magazine KAUKAU (USA)

President
新谷哲士

セールス／仕入れ担当者／その他募集

求人ならNYジャピオン

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】New Jersey, Edgewater
【募集内容】カフェ、もちドーナツビジネス
運営と将来独立に興味のある
方。活発で柔軟、責任感と体力
のある方。要就労ビザ、英語・日
本語要、経験不問
【応 募 先】masakawai@aol.com
Masa迄
【会社情報】KAI SWEETS
595 River Rd., Edgewater,
NJ 07020
（ミツワ内）

