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ニューヨークのジャズを解説

日 本 とは少 し 違 う？

ジャズを聴いて

コロナ禍のジャズシーンに
ついて教えてください。

日本との違いは？

ニューヨー ク 在 住 の サ
ックス奏 者 、作 編 曲 家 。
2 0 1 1 年 より来 米し1 5
年 に ニュー ヨ ー ク 市 立 大
学シティカレッジ音楽学部ジャズ科を
卒 業 。1 9 年に自身 のリー ダ ーアル バ
ム"Continuation"を発表。18年にギ
タリスト・金 澤 悠 人さんとのアル バム
"Utopia"21年に"Imaginably"をリリー
ス。yutomitomi.com／@yutomitomi

気軽に入れるジャズクラブが数多くある
ニューヨーク。この街で活動するジャズ
ミュージシャンたちに、現在のジャズシー
ンとその楽しみ方について聞いてみた。
今号を読んでジャズについて知り、ジャ
ズクラブに足を運んでみては？
三富：ニューヨークのジャ
ズクラブは日 本 よ り も 敷
居が低く、誰でも気軽に入
れる雰囲気があります。友
人と 会 話 を 楽 しみながら
演 奏 を 聴 く 人 をよ く 見 掛
けますよ。演奏開始時間が
遅く、早くても午後 時半
から、遅いと 時スタート
のステージもあり、仕事終
わりや 食 事の後にも 演 奏
を聴くことができます。
三上：日本と比べると、ミ
ュージックチャージが安い
印象があります。値段の割
に、レベルの高い演 奏が聴
けるんです。
また、予約をせ
ずに飛び込みで入れる店も
多いですよ。

ブルックリン在住の学生ド
ラマー、パーカッショニス
ト、作曲家。2016年より
ニューヨークに移住し、コ
レクティブ音楽学校に入学。
19年より奨学金を取得し、ニュ
ースクール・フォー・ジャズ＆コンテンポ
ラリー・ミュージックに入学。linktr.ee/
rintaromikami／@rintaro_mikami

ＮＹでのジャズの楽しみ方
いる姿がとてもかっこよく
を教えてください。
て、
今でも覚えています。
三上： 初心 者なら難しく
考えず、まずは一度演奏を
三富：ジャズは予備知識が
聴いてみてください。そし
なくても感じることのでき
て演者が何を考え、どう演
る音 楽です。なのであまり
奏してるのかを知るとより
気 負 わ ずに楽 しんでくだ
さい。ジャズクラブでは演 一層 楽しめると思います。
ジャズの曲は基本的にイン
奏を聴くだけでなく、周り
トロ、テーマ、アドリブソロ
を見てみるのも面白いです
で構成されます。テーマは
よ。僕が初 めてニューヨー
メインとなるメロディーの
クのジャズクラブを訪れた
際に、隣にいたおじいさん ことで、テーマを弾いた後
に そのコー ド 進 行に合 わ
がとても印象的でした。彼
せて各プレーヤーがソロを
は店に現れるとお酒を一杯
取っていき ま す。ソロが 良
頼み、リラックスした様子
で鑑賞していたと思うと、 ければ拍手してもいいです
よ。良い音楽は聞き手の心
バンドメンバーのＭＣと楽
に無 条 件に響 く ものなの
しそうに絡み、演奏後にさ
っと 帰って 行ったので す。 で、純粋な気持ちで楽しん
音楽が日常の一部となって でほしいと思います。

三上麟太郎さん

お話を
聞いた人

三富悠斗さん

心も体も温まろう!
を完全予約制にしたり、チ
ャー ジ料 を 値 上 げ し た り
と 試 行 錯 誤 を 重 ねな が ら
営業している様子でした。
で演奏を配信する
Youtube
店も増えましたね。
演 奏 を 通 して感 じ たの
は、パンデミック前よりも
チップが多かったことです。
またニューヨークで活動す
るミュージシャンへの助 成
金制度があるなど、アーテ
ィスト、そして生 演 奏に対
してリスペクトがある街だ
と改めて実感しました。演
奏活動を続けられているの
は、
この街のおかげだと思
っています。
10

寒い冬こそ
三 富 ： ニュー ヨ ー クで は
２ ０ ２ ０ 年の夏から屋 外
に限り、飲食店の営業が再
開されました。僕 自 身、秋
から活動を再開しミッドタ
ウンにあるトミジャズとい
うジャズバーの外で演奏す
る機会を頂きました。冬に
なっても屋内営業が全面解
禁にならず、
寒空の下、
店の
外で演 奏 した日 々は印 象
深いものとなりました。
年 春 からは屋 内で演
奏できる 店 が 増 え 始 め 、
市 内 のジャズ ク ラ ブは 席

7

地下鉄のホームや道端など、
ニューヨークでは
あらゆる場所でジャズの演奏が聴ける

21

老舗ジャズクラブのブルーノート
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ホテルの地下にある穴場のジャズクラブ

高級感あふれる歴史の詰まった店

ローカルミュージシャンの息遣いを感じる

トライベッカのロキシーホテルの地下にあるジャズクラブ。れ
んがのむき出した壁に囲まれた、
おしゃれな店内はまるで隠れ
家のよう。バーカウンターが併設され、
テーブルで食事を楽し
むこともできる。正統派ジャズからビッグバンド、
歌ものなどの
華やかな演奏まで、
さまざまなジャンルの音楽が聴ける。

ミッドタウンにある、1949年創業の広々としたジャズクラブ。
高級感あふれる店内で、食事をしながらハイレベルな演奏を
聴くことができる。地下には、本店の半分ほどの人数を収容で
きるバードランド・ジャズ・シアターもある。店名はジャズサック
ス奏者、
チャーリー・パーカーの愛称に由来する。

グリニッジビレッジの地下にあるこじんまりとしたジャズクラ
ブ。客席は椅子が並べられただけのシンプルな造りで、
しっか
りと演奏を聴きたい人におすすめ。ステージと客席との距離
が近く、演者の熱気を感じることができる。地元のミュージシ
ャンの演奏が多い。カバーチャージが手頃で、
初心者でも安心
して入れる雰囲気だ。

The Django

食事あり しっかりジャズ

Birdland Jazz Club

食事あり しっかりジャズ

2 6th Ave.／TEL: 212-519-6649
info@thedjangonyc.com／thedjangonyc.com

SmallsLive Jazz Club

ドリンクのみ しっかりジャズ

315 W. 44th St. (bet. 8th & 9th Aves.)
TEL: 212-581-3080／birdlandjazz.com

気軽

183 W. 10th St.／TEL: 646-476-4346／smallslive.com

気軽に幅広いジャンルが聴ける

NPO団体が運営する

レジェンドたちが通った老舗のジャズクラブ

グリニッジビレッジにある半地下のジャズバー。ジャズクラブ
というよりカジュアルなバーのような雰囲気で、気負わずに入
ることができる。若手からベテランまで、地元で活動するミュ
ージシャンの幅広い演奏を聞くことができる。ジャズ以外にも
ロックやパンク、
フュージョンなどいろんな音楽が演奏される
ので、
サイトで事前に確認してから足を運ぼう。

非営利団体によって運営されているジャズクラブ。ビルの5階
にあり、席はパイプ椅子だが面白い演奏が聴けると評判だ。ミ
ュージックチャージが他店と比べてリーズナブルで、若手のロ
ーカルミュージシャンの演奏を中心に、
実験的な音楽が聴ける
ことも。ニューヨークの今を感じられる場所となっている。

1935年創業。マイルス・デイビスやビル・エバンスといったレ
ジェンド級のアーティストたちが演奏を行い、そのライブ音源
が名盤として残る歴史あるジャズクラブ。地元のミュージシャ
ンから世界各国をツアーで回るアーティストまで、幅広い演奏
が楽しめる。
しっかりとジャズを聴きたい人におすすめ。

ドリンクのみ

1160 Broadway, 5th Fl.
info@jazzgallery.org／jazzgallery.org

The 55 Bar

多ジャンル

気軽

55 Christopher St.／TEL: 212-929-9883／55bar.com

The Jazz Gallery

食事・ドリンクなし 多ジャンル

Village Vanguard

ドリンクのみ しっかりジャズ
178 7th Ave. S.／TEL: 212-255-4037
178vanguard@gmail.com／villagevanguard.com

前項でお話を聞いたジャズミュージシャンの三富さんと三上
さんに、おすすめのジャズクラブを紹介してもらった。

©️ The Jazz Gallery
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おすすめジャズクラブを紹介！

© Roxy Hotel
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【公開】2014年【監督】デイミアン・
チャゼル【主演】マイルズ・テラー、
J・K・シモンズ【配信】Hulu、VUDU、
Amazon Prime

© Daniel McFadden - Courtesy of Sundance Institute

【あらすじ】名門音楽大学に入学したニーマンは、
伝説の鬼教師フレッチャー教授のジャズバンドに
スカウトされる。ここで成功すれば偉大な音楽家
に一歩近づくと喜んだのもつかの間、待ち受けて
いたのは完璧を求められ、
わずかなミスも許され
ない狂気のレッスンだった。

「La La Land 」
(ラ・ラ・ランド)

【公開】2016年【監督】デイミアン・
チャゼ ル【 出 演 】ライアン・ゴ ズリ
ング、エマ・ストーン【配信】Hulu、
Apple TV、Amazon Prime

©️ Dale Robinette

【あらすじ】舞台はロサンゼルス。カフェで働くミ
アは、
女優を目指してオーディションを受けるが落
選が続く日々を送る。一方ジャズクラブの経営を
夢見るセブは、
ピアニストとして働いていた店を
解雇される。偶然が重なり出会った二人の、夢に
向かって進む姿を描いたミュージカル映画。

【あらすじ】
ジャズサックス奏者、チャーリー・パー
カーの伝記映画。生まれ育ったカンザスシティー
での少年時代、チャン・リチャードソンとの結婚生
活、
34歳で亡くなるまでの人生の各場面をコラー
ジュしてストーリーが展開される。題名はチャーリ
ー・パーカーの愛称
“Bird”
から。

「I Called Him Morgan」
(私が殺したリー・モーガン)

【公開】2016年【監督】
カスパー・コ
リン【出演】
リー・モーガン、ヘレン・
モーガン【配信】Netflix、Amazon
Prime

【あらすじ】天才ジャズトランペット奏者、
リー・モ
ーガン殺人事件の真相に迫るドキュメンタリー。
1972年、
リーはイーストビレッジのジャズクラブ
で射殺される。犯人は内縁の妻ヘレン。彼女が死
ぬ間際に残したインタビュー音源や、友人、関係
者たちの証言、
リー本人の映像で構成される。
All poster photos by IMDb

Maria Schneider Orchestra（2004年発売）

“The Thelonious Monk
Orchestra at Town Hall”

三富さん
推薦

Thelonious Monk（1959年発売）

ピアニスト、
セロニアス・モンクのアルバム。録音されたの
は1959年2月28日のニューヨーク。現存し、
今もなおミッ
ドタウンで営業しているThe Town Hallでのライブ録音
である。冬のニューヨークで録音された、熱気にあふれた
演奏を楽しんでもらえたら。

© Capitol Records, Inc.

©︎ Concord Music Group, Inc.

“Undercurrent”

Bill Evans & Jim Hall（1962年発売）

1962年にニューヨークで録音された、
ビル・エバンスの
ピアノとジム・ホールのギターのみで演奏されるデュオア
ルバム。寒い日の夜、寝る前に聴きたいしっとりとした曲
が並ぶ。モダン・ジャズ・カルテットのジョン・ルイスが作曲
した
“Skating In Central Park”
といった、ニューヨーク
にちなんだ曲も。

“My Song”

Keith Jarrett（1978年発売）

三上さん
推薦

ピアニストのキース・ジャレットがヤン・ガルバレク
（サック
ス）
ら北欧出身のメンバーと結成した通称
「ヨーロピアン
カルテット」
によるベストセラーアルバム。ヨーロッパジャ
ズならではの空間を生かした演奏が心地良い。空気の澄
んだ冬の空のような、
透明感のある楽曲が並ぶ。
©︎ ECM Records GmbH

三上さん
推薦

©︎ Blue Note Records

“Perceptual”

Brian Blade（2000年発売）

ドラマーで作曲家のブライアン・ブレイド率いるフェロー
シップバンドのアルバム。寒くて家にこもりがちな毎日を
抜け出したくなるような、
自由で広々とした世界観が感じ
られる。ブライアン・ブレイドの、
まるで歌っているかのよ
うなドラムと、ギターで参加のカート・ローゼンウィンケル
の素晴らしいサウンドに注目。

寒い日が続くこの季節にぴったりのアルバムを厳選！

(バード)

【公開】1988年【監督】
クリント・イー
ストウッド
【主演】フォレスト・ウィテ
カー【配信】
Youtube
（有料）
、Apple
TV、VUDU

© Maria Schneider Inc.

“Concert in the Garden”

作編曲家で指揮者の、マリア・シュナイダー率いるビッグ
バンドのアルバム。一つ一つの音の繊細さ、
積み重なる音
の面白さを絶妙に表現できる彼女は、
2000年以降のジャ
ズ作曲家たちに多大な影響を与えた人物の一人である。
同バンドの演奏は迫力があるだけでなく、繊細で美しい
旋律に魅力がある。寒空にぴったりの楽曲がそろう。

三上さん
推薦

ジャズってちょっと敷居が高い…。
そんな人は、映画でジャズを身近に感じよう！

「Bird」

三富さん
推薦

冬に聴きたいジャズ名盤

(セッション)

おすすめジャズ映画を紹介

「Whiplash」

オールバニ

マスク着用義務撤廃
学校では継続
ニューヨーク州のキャシ
ー・ホ ー クル 州 知 事 は ９
日、新 型コロナウイルス感
染者数の減少を受けて、
日から州内の学校、公共交
通機関、病院などを除いた
屋内でのマスク着用義務を
撤廃すると発表した。同日
付ＡＢＣ７ニューヨークが
伝えた。学校での着用義務
が解除されないのは 歳以
下のワクチン接種率が伸び
ていないためだが、同知事
は、早ければ３月初旬に再
検討の可能性があるとして
いる。企業は独自の判断で
マスク着用の有無を決定で
き、ニューヨーク市では引
き続きレストランや劇場で
ワクチン接 種 証 明 を 確 認
し、
マスク着 用とワクチン
接種を推奨していく。

——————————
ニューヨークシティー

接種を拒んだ職員
１４３０人が解雇

すでに無給の休職扱いにさ
れている人 だったが、通 知
後に多 くが 接 種 を 受 け た
と市長室は伝えている。解
雇 された １ ４ ３ ０ 人の
％は教育部門の職員で、教
職 員 組 合は解 雇の阻 止 を
訴 えたが、裁 判 所は 日、
市に寄 り 添 う 判 決 を 出 し
た 。連 邦 最 高 裁 判 所 も
日、教育省の職員の控訴を
退けている。

——————————
クイーンズ

「アセラ」
電力損失
クイーンズで足止め
ボストン発、アムトラッ
クの特 急 列 車「アセラエク
ス プ レス 」が 日 の 午 前
８時 分、クイーンズ区の
ハンタ ー ズ ポ イ ント で 停
まって動かなくなり、乗 客
１０６人が長時間に渡って
足止めされた。同日付ＣＢ
Ｓニューヨークが伝 えた。
アムトラックの発表による
と、原因は電車の電力が失
われたため。乗客には乗務
員 か ら 食べ物 と 水 が 配 ら
れたが、長くトンネル内に
留まったことから煙臭さへ
の不安や、早々に電車を降
りる手配がされなかったこ
とに疑問の声も上がってい
た。電車はその後、
レスキュ
ー機関車に引かれ、７時間
遅れの午後 時にペンステ
ーションに到着した。

——————————
ニューヨークシティー

１ ３ ５ 人 以 上のデザイ
ナーが参加するＮＹファッ
ションウイー クが 日 、ワ
クチン接 種 証 明の提 示 と
屋内でのマスク着用を奨励
し、対 面イベントで始 まっ
た。同日 付 Ｃ Ｂ Ｓニューヨ
ークが伝 えた。ショーの開
催 場 所の大 部 分 を 占 める
トライベッカのスプリング
スタジオ以外にもさまざま
な場所が利用され、
これま
でとは異なる多様な日程で
の開 催となった。アメリカ
ファッション協議会のスティ
ーブン・コルブさんは、今回
若い黒人デザイナーが多く
参 加 したことを 挙 げ、
「異
なる人種や文化を持つデザ
イナーがランウェーで表現
する事は国をより固く結び
つける」
と語った。

ファッションウイーク

再びライブで開催

マンハッタン

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック

体ＳＯＭＯＳの会場で、今
月 日までに接種すると、
１００ドルのプリペイドカ
ード（使 用 期 限 ３ 月 日）
が贈呈される。対象は１回
目の接種、または追加接種
を受 けた 人。市 長は「より
多くの人がウイルスから身
を守れば、より早くパンデ
ミックから抜け出せる」と の 流 れ を 見 直 す よ う 、強
呼び掛けた。前市長が昨年 く促した。同日付ａｍニュ
コンエ
７月に同プログラムを開始 ーヨークが伝 えた。
して以来、 万枚のカード ジソンは、原因は天然ガス
が贈られ、１回以上の接種 の価 格 上 昇 にあると して
いるが、卸 値の急 騰と冬の
率が ％増えている。
消費電力の増加で、 月の
——————————
請
求
額は２ 〜 ３ 倍に高 騰
し、
一部の企業や家庭では、
ロングアイランド
３００％も値上がりした。
芸術スクールに寄付 公 益 事 業 委 員 会 は、卸 価
格はコントロールできない
ビリー・ジョエル氏
が、調達と請求の方式を改
グラミー賞受賞ミュージ 善して劇 的な価 格 変 動を
シャンで、
ロングアイランド 減 ら すよ う 取 り 組 むこと
在住のビリー・ジョエル氏の を要求した。知事は州の救
財団が、
ロングアイランドハ 済金を増やし、対応すると
イスクール・フォー・ザ・ア 発表した。
ーツに１５０万ドルの寄付
——————————
を約束した。 日付ＦＯＸ
５ニューヨークが伝 えた。 ニュージャージー
パフォーマーや舞台関連の
仕 事を目 指 す 生 徒が学 ぶ ＮＪトランジット
芸術専門学校は、２０１６
２階建て新車両購入
年の閉 鎖の危 機 も、ジョエ
ル 氏 の 寄 付 に よって 救 わ
れた。教 頭は、今 回は機 材
など、設備の充実に役立て
るとしている。ジョエル氏は
「学 校のビジョンに感 化さ
れて今後も支援を続けてい
く。次 世 代のアーティスト
たちに貢献できるのを誇り
に思う」
と語った。
31

——————————
オールバニ

10

10

ニューヨーク市は、期 限
を 日としていた新型コロ
ナウイルスワクチンの接種
義 務に従わなかった、市の
職 員 １ ４ ３ ０ 人を解 雇し
た。 日付ＦＯＸ５ニュー
ヨークが伝えた。市は１月
下旬、未接種の４０００人
に対して、最低２回の接種
を 証 明 しな け れ ば 解 雇 す
ると通知。その４分の３は

接種で１００ドル

28

25

電気代急騰に悲鳴

——————————
ブルックリン

ルーカス候補を支持
州司法長官が表明
ニューヨーク州のレティ
シア・ジェームズ司 法 長 官
は、ブルックリン区、州議会
第 地 区を代 表 する議 員
の特別選挙で、民主党ニッ
キ・ルーカス候補の支持を
表 明した。 日 付ニューヨ
ークポストが伝えた。同候
補は、前任のチャールズ・バ
ロン氏の議 席 を 、バロン氏
が支 持 する労 働 家 族 党の
キ ーロン・オ ー レン候 補 、
共 和 党のマービン・キング
候補と争う。ジェームズ司
法長官は、同区出身で地域
社 会 活 動 家として 年 経
験があるルーカス候補を、
「医 療 や 住 宅 を 手に届 く
ものにし、地域の活性化と
安全を守る人物」と述べて
後押しした。
60

64

11

奨励プログラム再開

25

ニュージャージートラン
ジットは、新しく 両の２
階 建て車 両「マルチレベル
Ⅲ」を購入し、ラッシュ時の
乗 客 輸 送 能 力 を 増 や すた
め、車 両 増 備を行 う。 日
付ＡＢＣ７ニューヨークが
伝 えた。 両の内 訳は、制
御 車 ５ 両、客 車 両、トイ
レ付きの客車３両。同社の
ケビン・コーベット 最 高 経
営責任者は「新車両の購入
は、『ポータル・ノース・ブリ
ッジ・プロジェクト』が目指
す乗客キャパシティーの増
加を達成する重要な要素。
同様に大切なのは、ＵＳＢ
充 電 ポー トや 最 新 情 報 通
信システムなどを通して、
快 適 さと 信 頼 性 を 乗 客に
提供することだ」
と述べた。

1

25

17

11

1
11

11

30

40

ニューヨーク市のエリッ
コンエドに見直し要求
ク・アダムス市 長は 日 、
電 気 料 金の急 激な値 上
新型コロナウイルスワクチ
ン奨励プログラムを再開す がりを 受 けて、ニューヨー
ると発表した。同日付ＮＢ ク州のキャシー・ホークル
Ｃニューヨークが伝 えた。 州 知 事 は 日 、電 力 会 社
市 運 営の会 場か非 営 利 団 コンエジソンに請 求の一連

13

14

4
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11
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12 星 座 占 い

2 月18日～3月3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

仕事や社会活動で責任の重い役割につ
いたり、やることが多くなりそう。早い段階
で仲間と手分けしてスムーズに。ネット環
境を充実させ、情報収集が幸運を呼ぶ。

仕事面では自ら挙手してポジションを取っ
ていきたい時。チームメートとの円滑な協
力体制が吉。勉強や研究などの取り組み
は、充実感を感じ成果も得られそう。

20日以降、今やっていることに広がりを
感じそう。学びたい意欲も湧いてきて、
得た知識を仲間と一緒に取り組むと、一
人では成し得ないことができるかも。

パートナーとギクシャクしていた人も、こ
の期間はロマンチック感を取り戻せるか
も。相手が得意なことをリクエストし、頼
って感謝すると、関係が深まりそう。

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

仕事や対人関係で何かとリクエストされ
るかも。先方からの要望が理不尽だと思
ったら主張してみて。改善されない場合
はそこに居る意味を考えてみるのも◎。

仕事は重要な役割で頑張り時なだけに、
オフ時は楽しいことに全力投球を。メリハ
リのある生活を心掛けるとハッピー。パ
ートナーとの時間は充実するかも。

自分のスペースが心地よく、趣味などの
楽しみが増えそう。クリエーティブ系やエ
ンタメ系の人は、オーディションにチャレ
ンジすると創造性を発揮できるかも。

コミュニケーションが活発になりそうな時
期。創作意欲も高まりやすいので、行動
範囲を広げて自分の考えや作品を発信
していくと、ビジネスにつながるかも。

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

金運が活性化する時期。これまでの学び
や知見が活きてきて、求めていた役回り
や収入アップが期待できるかも。自分か
らやります！と、声を上げることが近道。

高木悠凪（たかぎ・はな）

この期間は何かと忙しくなりそう。対人
関係が広がり、仕事のオファーも増えて
きて、いろんなことが同時進行でスタート
するかも。ペース配分が幸運の鍵。

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

“

静かに進めてきた準備がいよいよ着地し
そうな時期。温めてきたプランの集大成
にエネルギーを注ごう。質の高さの追求
が、この後の流れにつながりそう。

20日以降、イメージしていたことが具現
化する兆しが見えてくるかも。知識や技
術、情報を持ち寄りながらチームで取り
組むと、発展性の高いものになりそう。

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

”
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気になるネタを紹介！ ニューヨーク トピックス
短編フィルムアニメ上映会
テーマは「バレンタインの後始末」

ブッシュウィックで3人展開催
異なる手法の作品が共鳴し合う

Cartoon On Films

金和司さん、大槻素子さん、松下竜也さん

Cartoon On Filmsは18日
（金）
午後7時から、Society of Illustratorsにて16mmフィルム
アニメの上映会「Valentine’s Day: The Aftermath」
を開催する。
テーマはバレンタインの後始末。1920〜50年代のクラシック作品から、専門家がよりすぐっ
た短編アニメをアナログフィルムで上映する。上映後には質問コ
ーナーを設ける。入場料は20ドル。問い合わせは下記のメールア
ドレス、申し込みは下記のウェブサイト、
またはQRコードより。
128 E. 63rd St.
TEL: 917-476-1294／kogulele@gmail.com
（小暮）
societyillustrators.org

アーティストの金和司
（かなわ・つかさ）
さん、大槻素子さん、松下
竜也さんは24日
（木）
から、
ブルックリンにある3rd Ethos Galleryに
て3人展「Intersection」
を開催する。
生まれ育った環境や境遇、
これまでのアーティスト人生の歩み、経
歴の違う3人がニューヨークで出会い、交錯し
（intersection）
、相対
し、
それぞれの作品が展示会場で一同に共鳴し合う。オープニング
レセプションは24日の午後6時から9時まで。詳細は下記URLから。
154 Knickerbocker Ave., Brooklyn, NY 11237
info@3rdethos.com／3rdethosgallery.com

米国教育機関についてのウェビナー
公立職業訓練校を通して現状を知る

池内友次郎作品のコンサート
講演会も同時開催

ジェトロ

ミュージック･フロム・ジャパン

©︎ Tommy José Stathes

ジェトロは24日
（木）
午後6時より、在米日系企業の人材採用支援ならびに大学などとの多
角的な関係構築を支援するため、米国の教育機関の現状を学ぶウェビナーを開催する。
同ウェビナーでは、オハイオ州中部デラウェア郡の公立職業訓練校、Delaware Area
Career Center
（DACC）
を紹介。同校の概要や地元企業との連携状況を説明する他、
エン
ジニアリングクラスの教員を迎え、
カリキュラムや授業内容、
どのような工作機器などを使用
して実演授業が行われているかなどについて具体的に説明する。参加申し込みは、下記の
URLまたはQRコードより。
jetro.go.jp/form5/pub/cgo/dacc2022

オンライン展覧会と個展
「RED（赤）」がテーマ

ミュージック･フロム・ジャパンは3月5日
（土）
午後7時からと6日
（日）
午後5時から、
スカンジナ
ビアハウスのビクター・ボージ・ホールにて2022年ニューヨーク音楽祭を開催する。
初日は
「最近の日本の音II」、2日目は
「池内友次郎
（いけのうちともじろう）
とその門下」
と題
し、作曲家、教育者として日本の音楽界に多大な影響を与えた池内友次郎の作品と、
その影
響を受けた作品を、彼の孫でチェリストのクリスティーナ・レイコ・クーパーさんの演奏を通して
紹介する。若手作曲家によるコンサートや、講演会なども開催。前売り券は各コンサート25ドル
（当日券は30ドル、現金のみ）
両コンサートは40ドル。詳細は下記のURLかQRコードより。
58 Park Ave. (bet. 37th & 38th Sts.)／musicfromjapan.org

無料のオンライン医療相談
精神カウンセリングサービスも

JCAT

在ニューヨーク日本国総領事館

JCATは3月4日
（金）
まで、
オンライン展覧会「RED」
とオンライン個展を開催している。
同展は
「RED
（赤）
」
をテーマに、赤色と自分たちとの深い関係について探る展示となって
いる。オンライン展覧会には日本画家の榊原伸予さんや画家
の北嵜
（きたざき）
葉子さんなどが参加し、
オンライン個展には
スプレーアーティストのAsuka.Ripplesさんや、画家のHaruna
Endoさんが参加している。ウェブギャラリーの観覧は、下記の
URLかQRコードよりアクセスできる。
jcat-gallery.com

在ニューヨーク日本国総領事館は3月31日
（木）
まで、在留邦人を対象に無料のオンライン
医療相談・精神カウンセリングサービスを実施している。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、病院へのアクセスが制限されるなど健康面
での不安を抱える人々に向けて、24時間日本人専門医によるオンラインでの医療相談・精神
カウンセリングが利用できる。事前予約制。下記のURLかQRコードより予約を受け付けてい
る。
また同事業に関する質問は、Medifellowにて受け付けているので、下記のメールアドレス
まで問い合わせる。
dr-fellow-contact@medifellow.jp／doctorfellow.net/MOFA
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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。

角の生えた黒の覆面姿に、
「牛」の字がひときわ目を引

くキャラクター、
その名もWagyuman。
そんなWagyuman
に扮し、A5ランク和牛やトロを全米48州の一般家庭に届

けるオンラインストアを運営するのが、
ダイ守屋さんだ。

起業家として和牛の魅力を全米に伝えることをミッショ

ンに掲げながら、男気溢れる熱い素顔をマスクの下に隠

2007年

出身地

京都府

好きなもの・こと
特技

料理
肉磨き

大手総合商社で鉄鋼資源の国際貿易事業に携わり、2007年に
同社のアメリカ法人本社のニューヨーク支局に赴任。13年、同業
他社の米系会社に転職後、19年に全米の家庭に和牛、
トロなど
の高級食材を配達するEC事業「WAGYUMAN Inc.」
を設立。22
年には全米向けの卸業もオンラインで開始。wagyuman.com

「どの農家さんも誇りを持って仕事しているプロですか

件に厳しく選定しますが」
と語るその表情は真剣だ。

思うんです。
ただもちろん品質が良いものであることを条

日本人の誇るべき産業だからこそ、
ただ自社の利益を

求めるのではなく、供給者に寄り添うビジネスのやり方を

という守屋さん。
出張で50カ国も飛び回る商社マンだった

するのが守屋さんのポリシーだ。

るため、当時の部署に自らニューヨーク支局をつくり、念

大人もヒーローを求めている

その後同業の米系企業を経て、5年後に起業すると同

来米年

んの日本人としての思いがあるそう。

日本人が誇るべき産業で戦う

願の当地での駐在生活を始めたのが2007年だった。

「WAGYUMAN Inc.」CEO

「日本全国の農家の人たちを応援したい」
という守屋さ

ら、海外市場に出すならブランド関係なくフェアでいいと

が、
入社当初から宣言していたニューヨーク勤務を実現す

#40

っている中で、同サイトはあえて銘柄を表示していないが

（配達される商品には産地情報が添えられる）
、
そこには、

しつつ、
自ら広告塔としても活躍している。

もともとは日本で鉄鋼資源の国際貿易に従事していた

ダイ守屋さん

競合他社が「宮崎牛」
「近江牛」
といったブランド牛を売

華々しいキャリアを持ちながらも、
奇抜な覆面キャラクタ

時に、
未知の食品業界に足を踏み入れることとなった。
食

ーに扮する理由を聞くと、
「これだけ物が溢れている世の

え、
「これだけテクノロジーが発達している中で、食品産業

い。
それに、
『マーベル』映画を見ればわかるように、大人

品業界に目を付けたのは、
もともと興味があったことに加

は物流一つ取ってもまだまだアナログ。深掘りすればきっ

とビジネスチャンスがあるはず」
と感じたからだそう。

中、何かを売るなら売り子が前に出て覚えてもらう方が早

だってどこかでヒーローを求めていますから」
と守屋さん。
そんな新たなヒーロー像を目指しつつ、最近は自ら肉

今でこそ和牛の認知が広まってきたが、当時はトップシ

を切ることも始めたという。
「頭で考えるより、
まずは手や

いい、当初はニューヨークのシェフから売り込んでいった

リカ在住歴15年になるが、
アメリカにいればいるほど日

から、
「全米をマーケットにするなら、
まずは“川下”となる

有名になるかより、業界が盛り上がってくれればそれでい

ェフでさえ和牛を理解しているアメリカ人は少なかったと
守屋さん。
だが、商社マン時代に養ってきたビジネス感覚

一般消費者からアプローチしていかなければ」
とボトムア

ップ方式に切り替え、
今のBtoC業態が生まれた。

足を動かすタイプです」
と笑みを見せる守屋さんは、
アメ
本人としての心が強くなっているという。
「Wagyumanが

いです」
と目を細める彼が、日米の和牛業界に欠かせな
い立役者になる日はきっとそう遠くないだろう。
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アプリでショップを選ぶと、
すぐに
オーダー画面に移動する

コーヒーのサブスクリプション
月額8ドルで週3杯楽しめる
ローカルショップのスペシャリティーコーヒーを、
月額8ドルで週に3杯
飲めるサブスクリプションサービス
「CoffeesUP」
がスタートした。使い方
は簡単で、
まず「CoffeesUP」
のアプリをダウンロードし、
コーヒーショッ
プを選んでオーダーする。
出来上がりの予測時間が表示されるので、
それ
に合わせて店頭に出向き、
コーヒーを受け取るだけ。列に並ぶ時間が省け
るので、短い休憩時間の利用にもおすすめだ。
ローカルのコーヒーショップを支援するために作られたこちらのアプリ。
ブルックリンでスタートしたサービスは、
ニューヨーク市内にとどまらず、
全国に提携店を増やしている。
この日は金融街にある
「ワトルカフェ」
のコ
ーヒーをオーダーしてみた。
ナッツ風味の香ばしいミディアムローストで、1
日のどのタイミングに飲んでも良い、
バランスの取れた一杯だった。
「ワトルコーヒー」
のスタッフはアプリとの提携後、客足が増えただけで
なく、幅広い層の人々が足を運ぶようになったと話す。今なら14日間の無
料トライアルを実施中とのことなので、
ぜひこの機会に試してみてほしい。
All Photos by Aya Kishimoto

CoffeesUP
coffeesup.com
Wattle Cafe
19 Rector St.
TEL: 646-490-5020
wattlecafe.com

店長こだわりのスペシ
ャリティーコーヒー
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

18日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Uncharted

18（金）、19日
（土）、22日
（火）

19日
（土）〜26日
（土）

Billie Eilish: Happier Than Ever The
World Tour

【出演者】トム・ホランド、マーク・ウォルバーグ
【ジャンル】
アクション／冒険
（PG-13）

Kids Week

Intrepid Sea, Air & Space Museum (Pier 86, W.
46th St. & 12th Ave. / intrepidmuseum.org)
NASAプログラムを含む体験型ワークショップやショー
などを通じ、科学や技術を学んで楽しむ
（大人$33）

Madison Square Garden, Prudential Center
詳細はウェブサイト参照 (billieeilish.com)
グラミー賞最年少受賞歌手がセカンドアルバムを引っ
さげ、約8カ月のワールドツアーを行う
（$100.50〜）

人気アクションアドベンチャーゲームを実写映画化。ネイト
は消えた兄サムを知るサリーに誘われトレジャーハンターとな
り、財宝50億ドルを探す旅に出る
（unchartedmovie.com）

〜3月6日
（日）

20日
（日）、21日
（月）

Bumper Cars on Ice

John Mayer: Sob Rock Tour 2022

24日
（木）

Photo by Clay Enos
© 2020 CTMG, Inc.

Clairo: The Sling Tour with Arlo
Parks

18日
（金）公開

Dog

陸軍レンジャー隊員ブリッグスは、
ワシントン州からアリゾナ州
までの太平洋岸を、調教師の葬儀に間に合うよう軍用犬ル
ルを連れて行く任務を負う
（unitedartistsreleasing.com）

The Metropolitan Museum of Art
(1000 5th Ave. / metmuseum.org)
ディズニーのセル画など150点と、作品に影響を与え
た18世紀ヨーロッパ装飾芸術60点を展示
（大人$25）

詳細はウェブサイト参照 (betterchinatown.com)
恒例の旧正月パレードが今年は復活！ 獅子舞や龍舞
らがチャイナタウン各所をにぎやかに練り歩く
（無料）

Hulu Theater at Madison Square Garden
(4 Pennsylvania Plaza / sesamestreetlive.com)
体験型ショーで、セサミストリートの仲間と一緒に新作
音楽に合わせて飛び跳ねよう
！
（$15〜）

舞台

Photo Credit: Hilary Bronwyn Gayle/SMPSP
©2022 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc.

Inspiring Walt Disney: The
Animation of French Decorative
Arts

24th Annual Chinatown Lunar New
Year Parade & Festival

Sesame Street Live! Let’s Party!

Banksy: Genius or Vandal?

〜3月6日
（日）

20日
（日）

19日
（土）、20日
（日）、26日
（土）、27日
（日）

〜27日
（日）

Banksy Exhibition
(526 6th Ave. / banksyexpo.com)
正体不明の社会派イギリス人ストリートアーティストの
作品80点以上を展示した世界巡回展
（大人$29.50）

Radio City Music Hall (1260 6th Ave. / clairo.com)
YouTubeでブレイク、ベッドルームポップという独自の
スタイルで知られる若きスターが登場
（$45〜）
イベント

【出演者】
チャニング・テイタム、
ジェーン・アダムス
【ジャンル】
コメディー
（PG-13）

Bank of America Winter Village at Bryant Park
(New York, NY 10018 / bryantpark.org)
氷上にバンパーカーが戻ってきた! ぶつかりあって、
滑って、
くるくる回り、楽しい時間を過ごそう
（$20〜）
アート

Madison Square Garden
(4 Pennsylvania Plaza / johnmayer.com)
ローリングストーン誌が選んだ「現代の三大ギタリス
ト」のテクニックと、表現力豊かな歌声を聴く
（$59.50
〜）

2/18▶2/24

22日
（火）〜27日
（日）

L-E-V

The Joyce Theater (175 8th Ave. / joyce.org)
愛に関する3部作の最終章で、著名振付師シャロン・
エイアルが、誰にも予想できない心の傷の癒やし方を
探求
（$10〜）

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。

落語で遊ぼう

だそうです。落語はやはり
年 齢 が 進 むほ ど 理 解 も 親
しみも深まる芸ですが、そ
の芸を孫が演じるというの
は喜 びでしょう。
一門の皆
さんの日常の親子の会話に
まず落語があります。

遊びながら学べる新た
なメソッド

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

【次回予告】
次 号は、Ａ ｋ ｏさんのエッ
セ ー 第 回 を お 届 けしま
す。
10

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。

回〜

柳家東三楼

僕のクラスでは落語をす
る時に、まず初めに役柄を
一人一役で演劇や朗読の手
法で人物を掘り下げるとこ
ろから始めます。
これはこ
れまで長く続いてきた落語
の長い歴史では無かった手
法で、僕が今作っている「落
語で遊ぼう」
という、
皆で遊
びながら落 語、日 本 語、そ
して日本の文化を身に付け
ようというメソッドの一環

子供、学生、大人向け
落語レッスン開講中！

〜第

（やなぎや・とうざぶろう）

です。
レッスンで演じた小噺 た 人 情」を表 現、需 要でき
（こばなし）や 落 語の役 は る教授法です。人間の気持
兄弟や家族でもできます。 ちの機微に笑いや悲しみ、
お 母 さんやお 父 さんが相 親 子の情 や 男 女の駆 け 引
手役になって一緒に落語が きな どを 重 ね 合 わせな が
楽しめます。絵本の読み聞 ら、知 的な、そして体を使
かせなどは親が子供に与え った遊びを作ることができ
るという一方向ですが、「落 る、それが落 語の持つ新し
語で遊 ぼ う」ですと 、何 人 い側面だと考えています。
でも一緒に笑いながら、役
この日本の独自の伝統芸
を変 えながら、
「今 度は私 の落 語を、新しいイノベー
が与 太 郎やる！」といった ティブな手法で世界に伝え
ように遊びとしていろいろ 広げるのが僕の人生の使命
なことを学べます。ですか です。子 供 も 大 人 も、そし
ら、落語は世代を超えるの て国も何もかも超えて、皆
です。
で「落語で遊ぶ」。その活動
今僕が作っているプログ が僕 が行っている「日 本の
ラムは日本語のみならず、 落 語を世 界の落 語へ」の活
英語や他の言語で落語を一 動です。
人で、または数人で遊びな
今回、みかんちゃんとす
がら演じることで、「笑いを いかちゃんの間に生まれた
作る一人芸」または
「伝統芸 落語を通しての交流は、僕
の中の人 物 か ら 抽 象 化 し のミッションにとってとても
大きな喜びであるだけでな
く、
これからの自信、
そして
指針になります。
読 者の皆 さんも 落 語 を
通して世界の人々とつなが
りませんか。
「落 語で遊 ぼ
う」
。
これが合言葉です。

お 知 ら せ

32

前回書きました、ざぶと 落語は国も州も年齢を
ん亭一門で最年少のすいか も超える
ちゃんと 、
一番 お 姉 さんの
みかんちゃんのお話の続き
今 回の一門の発 表 会 を
です。
通して改めて感じ入ったの
なんと今 月 誕 生日を迎 は、落語が世代を超えると
えるみかんちゃんにすいか いうことです。
ちゃん が お 手 紙 を 書 き ま
例えば、大人と子供が同
した。
こうやって文 字 だけ じ目標に向かって何かをす
で「すいかちゃんはみかん るということは、なかなか
ちゃんにお手紙を書きまし 見つかりません。知識の差
た」
って読 むと 、
「シロヤギ も体力の差もあり、等しく
さんがお手紙食べた」みた 楽しむ、競うというのは難
いな 童 謡 と かおと ぎ 話 と しいです。ビデオゲームも
かに聞こえますね。日本で ある 程 度 以 上の年 齢の方
はみかんは冬、すいかは夏 は目が辛かったり、
指がつい
の果 物なので、その対 比も ていかなかったりするでし
面白いです。
ょう。今回の落語の発表会
実は日 本のクラスに「い では 歳をはじめ小学生、
よかん」ちゃんがいて、彼女 中学生からみかんちゃんの
は最 初「みかん」を 希 望で 世 代 まで幅 広 く参 加 しま
し た が、僕 が「みかん ちゃ した。州をまた ぎ、国をま
ん」
はもういらっしゃるんで たぎ、年齢差を超えて皆で
すよねと 言 う とお 母 さま 「覚えた落語を頑張ってや
が「じゃあ、
いよかんでいい ろ う」
「落 語で人 を 笑 わせ
んじゃない」と言い、
「それ よ う」
「落 語 を 楽 し く 演 じ
でいいです」
となんともあっ よう」との合 言 葉で頑 張っ
さり「いよかん」
になりまし たわけです。
た。僕の同期で古今亭いち
アメリカにいる子供たち
五
（現在五代目古今亭志ん （ 孫 た ち ）を日 本にいるお
好）
がいましたが、
果物の名 じいちゃん、お ばあちゃん
前は親しみが湧きます。
や親戚が見て、大変に喜ん
4
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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。

期治療をすることで、今ま す。 年 前に、日 本のがん
での生活を取り戻すことが 患 者 会が中 学 生を対 象に
十分に可能です。治療しな 行った、がん教 育の授 業に
がら仕事を続けている方も 立 ち 会 う 機 会 がありまし
たくさんいます。
た。保護者から寄せられた
最近、乳がんと診断され 声を不 安 視し過 ぎて協 力
て患者ミーティングに来ら 的でない学校もあれば、生
れる方には、「良い時代に乳 徒 た ちの心に気 を 配 りな
がんと診断されましたね」 がらサポートをしてくれる
などと冗談を言えるくらい 学校もあり、受け入れられ
になりました。
このように、 方はさま ざま だと 感 じま
みなさんが今の医療の進化 した。
を知ることで、がんのイメ
宗 教の影 響なのか、
一般
ージを変えることができる 的にアメリカでは生まれて
と思います。
死ぬということに関して、
日 本 人より自 然に受 け入
がんに対する正しい認識 れられているように思いま
のための取り組みも
す。
ホスピス
（終末期患者の
ケア医 療 ）だ けでなく、病
院内に教会があったり、牧
師 さ ん が 来て く れた り な
ど、文化の違いを大きく感
じるところもあります。
人に 人 ががんと 診
断されるといわれるこの時
代。治療方法が大きく変わ
っていく中で私たちのがん
に対 する考 え方 や 付 き 合
い方も変えていかなければ
ならないと感じています。

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。

【毎月第１木曜日：午後8時〜】
卵巣がんと子宮がん

【毎月第２金曜日：午後7時〜】
乳がん

時間や参加方法などの詳細は、下記の
URLかQRコードをチェ
ックしよう。

1

3

2

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

50

URL: sharejp.org/
support-meeting

日 本では、
マンモグラム
検 診 を 受 けても ら うた め
に ク ー ポ ン券 の提 供 まで
していますが、検診率は
％にも満たず、早期発見が
困 難になっていま す。そこ
で、「大人に検診に行っても
らえないのなら、子供から
教 育していこう」という取
り組みが始まり、がんに対
する認識向上を図っていま

【毎月第４木曜日：午後4時〜】
乳がん

早期発見で早期治療

●サポートミーティング 情 報 ●

検 診 方 法 も 進 化 してい
ます。がんは早 期 発 見、早

【毎月第３土曜日：午後7時〜】
転移がん患者限定

回 「 がん」
のイメージを変えるには

Japanese SHARE
代表

さもあるでしょう。
なぜ、
こ っている現 在、治 療 方 針も
のようなことが起きるので 以前とはずいぶん変わって
きています。既存の治療方
しょうか。
法が、患 者によって効 果 的
進化している治療方法
かそうでないかなども検査
でわかるようになり、手術
をするタイミング、術式、治
療処方薬、
副作用抑制方法
なども以前とはかなり異な
ったものになっています。
ま た 、い わ ゆ る オ ー バ
ー ト リ ー トメント といわ
れる治療は、患者のＱＯＬ
（ クオリティー・オブ・ライ
フ）を 下 げることにつなが
ってし ま う とい う 懸 念 か
ら 、現 在 は 治 療 中 や 治 療
後に起こる 副 作 用 を 薬で
治すのではなく、統合医療
）
で
（ Integrative Medicine
緩 和 する 方 法に移 行 して
きているようです。

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
9 0 0人を超える。I CF認 定ライフコー
チ、アーキタイパル・コンサルタントとし
ても活躍中。
alliswellcoaching.com

第

ブロディー 愛子

一つは、がんは長 らく不
治の病だとされていたこと
や、がん治療をしても体が
抗 が ん 剤 に 耐 え 切 れ ずに
亡 くなってしまうなど、
い
まだに昔のネガティブなイ
メージを引きずっている人
の多さも挙げられます。
生きたいと願う患者は、
それでも治療に挑むわけで
すが、苦しむ姿を見るのが
辛いと思ってしまう家族も
いま す。また 、精 神 的にも
大きなショックを受けるが
んの告知は、患者自身が受
け 入 れられるか ど う か 家
族の意見を仰ぎ、それを優
先する場合もあります。
新 しい治 療 法 や 新 薬の
おかげで、
これまで治らな
かった病気も治るようにな

女性のがん患者とサバイバーのため
の、定期サポートミーティングをオン
ラインで開催中! 参加費は無料。

８

本 人の「知る権 利」を尊
重するアメリカでは、医師
が患者に
「がんである」とい
うことを伝 えるのは、
一般
的なことだと思います。
しかし、移民の集まりで
あるこの国では、異なる文
化やモラルを持った国や地
域で生まれ育った人や、そ
のような親に育てられた人
も多く、本人にがんと伝え
ることを良しとしない人た
ちも少なからずいます。
一
昔前の日本でも、患者にが
ん告知をするかどうかは、
家族の判断に任されていま
した。今でも場 合によって
は 家 族に判 断 を 委 ねるこ
とがあるようです。
患者にがんであることを
伏せながら 治 療 を 行 わな
け れ ばな ら ない状 況 下で
は、治療方針をストレート
に話し合うことができない
という難点が生じます。真
実 か ら 離 れた 言 葉 を 用い
なければならないもどかし

今週の執筆者

写真美術館、
フォトグラ
フィスカで開催中の展示に
ついて先週書いたが、今週
は美術館の魅力について書
きたいと思う。
館内に入る
と、
右手に写真集やインテ
リア雑貨が陳列され、
左手
にはバーカウンター、角で
ＤＪが曲をかけている。驚
くのは、購入したドリンク
を持って展示会場を回れる
こと。
午後 時まで営業し
ており、
食事の後や仕事終
わりにも立ち寄れるのだ。
最上階の展示場にはソ
ファーや椅子が並べられ、
カーペットが敷かれている。
アートとして鑑賞するのは

Fotografiska New York
9

もちろん、
写真をインテリ
アとして見ることができ、
作品を身近に感じられる
仕 組 みが 施 されているの
だ。この日は、アンディー・
ウォーホルやサラ・ムーン
といった有 名 どころから、
韓国出身のファッションカ
メラマン、
チョ・
ギソクや先
週触れたジェリー・
シャッツ
バーグなど、
華やかな作品
が並んでいた。
ただ額を並
べるだけでなく展示方法に
こだわり、
空間を楽しめる
ように工夫されている。
日本でもよく写真美術
館を訪れたが、
写真学生や
カメラが 好 きなおじさん

たちが集まる地味な空間
というイメージがある（そ
れはそれで好きではある）
。
しかし同館は、
写真おじさ
んの域を超え、
鑑賞者の幅
を広げることに成功してい
るといえるだろう。写真の
魅力を伝えるには「
写真の
ことはよくわからない」と
いう人にも間口を広げる
べきで、そのためには展示
空 間 そのものに魅 力 を感
じさせるように仕 掛 けを
作る必要があるのだ。
写真
作品についてわからない人
も、
空間そのものを楽しみ
に行くような気軽な気持
ちで足を運んでほしい。
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。

「この辺りにはジャズのライブハウスがたくさんあります。“The
Center of Jazz”といわれるこの街、
そして絶えず変化する文化の
中で、
自分自身を磨いていきたいです。」Instagram: @hina_oikawa

フォトグラフィスカニューヨーク
281 Park Ave. S.
TEL: 212-433-3686
fotografiska.com/nyc
及川陽菜
（ひな）
さん
職業: サックス奏者／大学院生
撮影場所: グリニッジビレッジ

14

|
Vol. 1141

|
Friday, February 18, 2022

15

|

Vol. 1141

|

Friday, February 18, 2022

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16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6日間の強制隔離と7日目までの自宅等での待機があり、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

自主隔離期間

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）
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「困った体質」

己、已、巳の覚え方

～ほんの数ミリの差で大違い～

リサイクル
ゴミ

あ、
実は
9月からコロナで
入院してて
まだ病院で・
・
・

そして去年の秋・
・
・

Hi! 最近お父さん
見かけないけど元気に
してる?

→

去年の夏・
・
・

うちの大家、
いつもマスク
してないよな・
・
・

Hi
Ted!

Hi
Maki!

え〜〜〜っ!!

また父がコロナでERに
行ってICUに
3週間入って、
今回結構やば
かったけど今は
家で休んでるから
大丈夫・
・
・

已然形は、すでにそうなっている状態を表す活用だね。
そこで使われている「已」は「すでに（已に）」とも「やむ（已む＝終わる）」とも
読む漢字だ。
「巳」は十二支の6番目にあたる字で、干支ではへびを表すとされている漢字、
「己」は、古くから方角や暦を表すときに使われてきた十干（じっかん）の一つで
もあるね。このとき「己」は「つちのと」と読むんだ。

漢和辞典を引いてみたら、
「已」は先の曲がった木の農具で、
「己」は土器の模様、
「巳」は頭と体ができかけた胎児をあら
わすと、それぞれ成り立ちは違うんですが、全部同じ部首に
まとめられているから、ますますこんがらがってしまいます！

そして先日・
・
・

コロナにかかりやすい体質

うん、
大変だった
けどもう大丈夫。
ワクチンも打ったし。

去年の年末・
・
・

だけどやっぱり

・
・
マスクしないんだな・
・
・ ってあるんでしょうか・

Oh!
Hi Maki!
Ted!
8、
9月と入院
してたって息子
さんから聞いたよ

古文の活用に
「已然形
（いぜんけい）」というのが出てきますが、
「已」の字をちゃんと書かないと×になるので、みんな気をつけ
ているんです。
突き出しが少ないと「己（おのれ）」だと言われるし、上の横
画にくっついてしまうと
「巳
（み）」だと言われるし……。だんだん、
どれがどれかわからなくなりそうです。

読者からのストーリーを募集！自分のニューヨーク体験をマンガにして
もらいたい人はeditor@nyjapion.comまで。

よく似た已、己、巳を並べた「已己巳己」という言葉があるぞ。
「いこみき」
と読み、互いに似ていることをたとえる言葉なんだ。人名の「たつみ」の書き
方にも、
「辰巳」と「辰己」があり、昔から混同されてきたんだろうね。
そこで、こんな歌も作られているくらいなんだ。
「巳（み）は上に、己（おの
れ）己（つちのと）下に付き、半ば開ければ已（すで）に已（や）む已（のみ）」
覚えておくと、役に立つかもしれないぞ。

（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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CLASSIFIED
歯科助手募集
【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

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

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

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

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

店舗スタッフ募集
【雇用形態】フルタイム
【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。
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

アシスタントマネージャー候補
【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）

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

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】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

産婦人科受付／メディカルアシスタント募集
【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、メデ
ィカルアシスタントを募集しま
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
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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

アートスタジオ／アシスタント募集
【雇用形態】正社員／パートタイム
【勤 務 地】イーストビレッジ
【募集内容】所属アーティストのアート作品
の制作。手作業が出来る事必
須。電動ノコギリ等のハードウ
ェアをこわがらずに使う事が出
来る方。
美大卒業、永住権所持者、長期
勤務できる方
【応 募 先】mobyc210@gmail.com
（やまだ）
に志望動機、履歴書、
作品のポートフォリオ
【会社情報】Moby Studio

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】マンハッタン
【募集内容】フルタイム：土曜課程小中学部
の 担 任 含 む 週 5日の 勤 務 。要
日本の教員免許・指導経験、要
PCスキル。パートタイム：土曜
日勤務。幼・小・中担任。要指導
経験。どちらも要就労ビザ
【応 募 先】HR@lyceumkennedy.org
志望動機
（日本語）
と日・英の履
歴書
【会社情報】リセ・ケネディ日本人学校
225 E. 43rd St.
New York, NY 10017

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

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

アシスタントマネージャー募集
【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】 経験不問、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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紀伊国屋／簿記パートタイム募集

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！

【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

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

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
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

会計監査／税務スタッフ募集
【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

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
a-comoving.com

【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

NY Japion Classified Ad

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／yyl1027@gmail.com
www.ljrenovation.net

セールス／仕入れ担当者／その他募集

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。ご了承下さい。

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.

【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)
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