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NYの物件事情

知って得する！

ポストコロナの今、ニューヨークで生活を
していると、
インフレの影響もあって物価の
高騰を実感せざる得ないだろう。もちろん
不動産の価格も上がり続けている。
物件探
しのコツをつかんで、いい住まいを早めに
押さえよう！
（取材・文 / 菅 礼子）
ＮＹの 物 件 事 情はコロナ
前と 比べてど う変わりま
したか？
パンデミックが起こった
のが 年 月で、 月末ま
ではインパーソンで家を見
せられませんでした。売買
に関しては、皆が様子見と
いった 感じで動 きがなく、
賃 貸 も 月 までは市 場 価
格の変動がありませんでし
た 。その後 、人 が動 き 始 め
たのですが、
ニューヨーク市
は空 き 物 件 が増 えて借 り
る人も減少。大家さんが家
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ポストコロナの物 件 上 昇
は ど こ まで続 くのでしょ
うか？
売買に関しては、インフ
レの影響などもあり、予想
がつかないですね。
賃貸につ
いては、
このところ家 賃 価
格は上 昇 傾 向にありま す
が、そろそろ落ち着くので
はないかと思います。

35

ＮＹで賢く 家 探しをする
コツは何でしょうか？
賃 貸 も 売 買 も 競 争 が激
しいので、家を探すと決め
たら書類をそろえ、早めに
準備をしておくことが重要

2

池上奈津子さん
ウィスコンシン大学卒業後、
ロヨラ大学シカゴ校でMBA
取得。銀行、金融機関勤務
を経て、2008年より不動産
エージェントとして ニューヨー
クの物件を扱う。16年にブ
ローカー資格取得。18年に
「C O M PA S S 」入社。日本
語や英語での不動産セミナー
も開催していた。
compass.com/agents/
natsuko-ikegami
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購入しようと思ったら行動に
移す

20

25

ポストコロナの物件はどう選ぶ？

不動産屋、
弁護士など、
いい
チームを見つける

とにかく早く動く

賃貸と購入ではどちらが
オススメですか？
私は断 然 購 入 をオスス
メします。日本と違い、
ニュ
ーヨークの物件は、資産価
値がどんどん上がっていき
ます。
インフレの影響もあっ
て、賃貸物件の家賃は上が
りますが、持ち家ならトー

賃を下げて下げて一時期は です。そして気に入った 物 タルコストが変動しないこ
プロに聞く！
〜 カ月フリーレントな 件 を 見つけた ら 早 く 行 動 ともオススメする理由の一
あとは、
家探しを つです。
んて特典を付けたりして。 すること。
手伝ってくれるいい専門家
また、会社員であれば家
とにかく 年 月 から
新型コロナウイルスによ
パンデミックによって急 年の春 までは 概 算で 〜 を探 すことがコツですね。 を買うことは節税対策にも
賃貸ならいいエージェント、 つながります。
その上、将来
％下がっていましたね。
って２０２０年 月に起こ 落 した 物 件の価 格は今 年
やっぱりドカンと下がれ 売買なら住宅ローンオフィ の資 産 形 成にもなり ま す
った世界的なパンデミック に入ってから急 上 昇し、パ
エージェン よね。住 む、貸 すに関 わ ら
で、
ニューヨーク市はホット ンデミック前以上の高騰を ばその後ドカンと上がるん サーや 弁 護 士 、
その後、徐々に上がり トな どを 探 す 必 要 があり ず、５年以上所有すると決
スポットとなるほど大きな 見せている。
こうした時 期 です。
マーケットに出た ら まっているのであれば、私は
打撃を受けた。多くの人々 にどうやっていい物件を見 始め、今 年に入ってから約 ます。
〜 ％は上がったんじゃ その日に決めるぐらいのス 買うことを強くオススメし
がマンハッタンから流出し、 つければいいのだろう？ 金
企業はワークフロムホーム 融業界のキャリアを持ち、 ないでしょうか？ というこ ピード感がないとニューヨ ています。
家って、買 お うと思った
に切り替えたことで一時は 不動産好きが高じ、ニュー とはパンデミック前より高 ークでいい家は見つけられ
時が買い時です。私も物件
ゴーストタウンのように静 ヨークで不動産ブローカー くなっているという状況で ないですよ。
価格が高いといわれた時期
まり返った。
ポストコロナの として高 級 物 件 を 取 り 扱 すね。
に 件 家 を 購 入 しました
今、
この街には徐々に人が う、池上奈津子さんに話を
が、買わずにずっと家賃を
戻ってきたよ う だ。パンデ 聞いた。
払い続けているよりも断然
ミックで同市を離れた人は
トクしてますよ。私の周り
完全にこの場所に戻っては
で人生を楽しんでいる人も
いないものの、新たに移り
皆、不動産を持っています。
住んできた人も多い。
行動できないと一生家は買
えないので、
まずは行動、思
った時が買い時ですよ！
NYCでいい物件を購入するコツは？
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■タウンハウス
日本で言う
「一軒家」
のことを指す。
庭付きのビルを丸ごと所有すること
ができる

Renting

賃貸

■コンドミニアム
日本でいう
「分譲マンション」。
個々
の居住者が所有する独立したユニ
ットを持つ物件

■ブローカーフィー
物件を紹介してくれた不動産ブロ
ーカーに支払う費用のこと

▲85階建ての 432 Park Aveの高層アパートは遠くか
らでも目立つ存在
Photo by 432 Park Ave
◀︎マンハッタンビューを見ることができ
るのはブルックリンの高層アパートの
特権
Photo by 11 Hoyt

スターツニューヨーク

日本でも信頼を得るスターツのニューヨー
ク不動産会社
https://www.startsnewyork.com/

●すぐに引っ越しができる
フレキシブルさがあるため、
現在住んでいる家が気
に入らない場合、
通常1〜2カ月前に退去を告げれ
ばいい。
●リペアやメンテナンスをする必要がない
水漏れやドアが閉まらないなど、
古い家では発生し
がちなリペアやメンテナンスは、大家が行うことが
多い。
●初期費用を抑えられる
売買の際にかかってくる初期費用が抑えられる。
通
常、入居時にデポジットとして一カ月分を支払うこ
とが多い。

NAMI New York

ニューヨークで最も愛される不動産屋を目
指す
https://nami-newyork.com/

タイチ不動産

短期滞在者向け物件も充実
https://www.taichirealty.com/

Rentingのデメリット

FOR
RENT

●更新時の家賃の引き上げ

通常、
1〜2年で更新があるが、
その際に家賃が引き
上げられる。
個人オーナーなどの場合は交渉がし
やすい。
●ランニングコストが高い
売買は頭金の準備などがもちろんあり、初期費用
がかかるものの、
長い目でみると賃貸の方がランニ
ングコストが高くつく傾向にある。
●税制上の優遇措置を得られない
家を購入することで得られる、税金の優遇措置＝
減税が賃貸では受けられない。
長い目でみると大
きな差となる。

ニューヨークでの物件の購入は資産価値が上がるという期待がある反面、
莫大な
資金がかかることも事実。購入費用の検討、弁護士の選定、大量の申し込み書類
の準備など、
慣れない作業も多くなる。
それでもニューヨークにマイホームを持つ
という選択は贅沢であり、
多くの人が憧れることでもある。
信頼のできる不動産屋
を見つけることでいい物件に出会える他、
スムーズな流れになる。

Buying

購入

Buyingのメリット

Buyingのデメリット

日本と違い、物件の価値が上がるアメリカ。
とりわ
け、
ニューヨーク
（マンハッタン）
は資産価値が上が
っていく。
●家賃高騰の心配がない
更新時に家賃の引き上げがある賃貸に対し、
マイ
ホームとなってしまえばその心配は不要だ。
●税制上の優遇措置が得られる
FOR
住宅ローン利息控除、住宅ローン保
SALE
険料控除、
住宅売却益の非課税など、
さまざまなメリットが得られる。

家が気に入らなくなったり、
気分転換にすぐ引っ越
せたりする賃貸とは違い、
流動性が低くなる。
●メンテナンスフィーがかかる
長く所有することで発生するメンテナンスフィーは
オーナーがまかなうため、
自ら負担しなければなら
ない。
●購入手続きが煩雑
購入に関する書類や弁護士との契約など、賃貸に
比べて圧倒的に書類の準備や踏むべきステップが
多くなる。

●資産価値が上がる

▶︎窓からは自由の女神が見える
というスペシャル感
Photo by 1 Wall Street
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アパートのオーナーに対して契約した家賃を毎月払うシステム。
アパートの一世帯
丸ごとを貸し切るタイプから、
家賃の高いニューヨークではアパートの一室を借り
るルームシェアのタイプもよく見られる。
アパートの一世帯を借りて自らがリースホ
ルダー（アパートの契約者）
となり、
ルームメートを入れることもできるが、
その際は
大家さんへの確認が必要になる。

Rentingのメリット

■コープ
あくまで所有者はオーナーで、購入
後に家に住む権利を得ることがで
きる物件

アメリカ最大の日系不動産会社
https://www.redacinc.com/Index.aspx

Vol. 1155

Buying or Renting? 双方のメリット、
デメリットは？

不動産用語マメ知識

やっぱり頼りになる！日系不動産
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●フレキシビリティのなさ
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それぞれの魅力があるから面白い！ ニューヨークのエリアマップ
Hell’s Kitchen

ミッドタウンウェストに位置
するヘルズキッチンはお洒
落なレストランやバーが立
ち並ぶが、
マンハッタンの中
では手頃だともいわれる。

Upper Westside

アッパーイーストサイドと並
ぶ高級エリアで、
緑豊かで落
ち着いた雰囲気がある。
リン
カーンセンターなど、
芸術へ
のアクセスも容易だ。

MIDTOWN
HELL’S
Grand
KITCHEN
Central
おしゃれな人々が行き交い、
最先端のファッションや注目
のレストランで食事を楽しめ
るエリア。
石畳の景観も情緒
がある。

Chelsea

ハイラインやチェルシーマー
ケット、多くのアートギャラリ
ーがあり、新興のラグジュア
リー高層アパートメントも多
い人気の高級地区。

CHELSEA Empire State

ニューヨーク証券取引所の
あるウォール街など、
昼は活
気があり、夜は落ち着いた
雰囲気。
シーポートも近くさ
まざまな楽しみ方ができる。

Tribeca

洗練された大人なレストラ
ンも多く、ブラウンストーン
が立ち並ぶ人気の地区。昔
ながらの街並みのアパート
も高級で人気だ。

QUEENS
Midtown

ブライアントパークやグラン
ドセントラルなどがあるマン
ハッタンの中心地。
どこへ行
くにもアクセスが良く、日系
のオフィスが多い。

Washington
Square Park

SOHO

DUMBO

Street Easy

売買と賃貸の両方を探すことのでき
る、ニューヨークで使用されている
有名なサイト。好みの物件を保存し
ておくと、似た物件が出た際に通知
がくるのもうれしい。
streeteasy.com

Williamsburg

若者にも人気のブルックリ
ンのヒップなショッピングエ
リア。
ブルックリンの人気に
火がついたエリアでもあり、
レントも高騰中。

WILLIAMSBURG

BROOKLYN
Zillow

使える
物件検索サイト

Harlem

アフリカ系などをはじめ、食
や文化が色濃い地区。
ヒップ
ホップ、ジャズやゴスペルク
ラブが多いので、
音楽好きは
注目したい。

ASTORIA

Building

TRIBECA
FINANCIAL
DISTRICT

Financial District

マンハッタン随一の高級エ
リアで、古くからの資産家た
ちも好む。
セントラルパーク
に近く、高級ブティック、美術
館も多い。

UPPER
Central
WESTSIDE Park UPPER
EASTSIDE

MANHATTAN

Soho

Upper Eastside

HARLEM

売買と賃貸の物件両方を取り扱う、
大手不動産サイト。
掲載物件は一億
以上ともいわれていて、全米各地で
広く使用されている。
zillow.com

Localize

人工知能技術を利用し、探している
地区の犯罪率やトップクラスの学校、
公園などのデータを割り出している。
詐欺の検出機能もあり、安心して使
用できる。
localize.city

Dumbo

ブルックリンブリッジのたも
との地区。ダンボは「Down
Under the Manhattan
Bridge Overpass」の略。
豪
華なスカイラインが見れる。

Astoria

クイーンズの人気地区とし
て知られる。落ち着いた雰
囲気の街並みに、多国籍な
料理が楽しめるレストランや
バーも多い。
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テキサス州の小学校で先
月 起 きた 銃 乱 事 件 を 受 け
て、２ ０ １ ２ 年、 人が銃
の犠牲となったコネティカ
ット州サンディフック小 学
校の生 存 者 や 議 員 らが銃
規制を呼びかけた。先月
日 付パッチが伝えた。同 小
学 校の司 書で事 件 を 体 験
した 女 性は、
「国 が 銃 規 制
をする前に、何人の子供が
命を落とすのか」と問いか
けた。事件翌年からライフ
ルの免許やバックグラウン
ド 調 査の規 制 が強 化 され
たコネティカット 州のネッ
ド・ラモンド州知事は、「変
化を起こすことはできる。
我 が州の銃 規 制 がど う 効
果を上 げているのか、連 邦
政 府は見 極 める必 要 があ
る」
と述べた。

人を起訴

巨大万引き組織

クイーンズ

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック

——————————
ブロンクス

汚 職 罪で起 訴され辞 任 レジオネラ症感染
したブライアン・ベンジャミ
ブロンクスで死者
ン前副知事の後任として、
ニューヨーク市保健局は
民主党のアントニオ・デル
ガド下院議員が先月 日、 先 月 日、ブロンクス区で
人のレジオ ネ ラ症 感 染
ニューヨーク州副知事に就
任し宣誓を行った。同日付 を確 認し、８ 人が入 院、
ＮＢＣニューヨークが伝え 人が死亡したと報告した。
た。州で初のラテン系ルー 同日付ＦＯＸ５ニューヨー

ラテン系初の副知事

デルガド氏が就任

オールバニ

30

ニューヨーク州のレティ
シア・ジェームズ司 法 長 官
とＮＹＰＤは先月 日、大
規 模な万 引 組 織を首 謀 す
るクイーンズ区在住の質屋
のオーナー、
ロニー・ルビノ
フ被 告 と 組 織の 人 を 起
訴した。同日付ＡＢＣ７ニ
ューヨークが伝 えた。ルビ
ノフ被 告は、金に困ってい
る 麻 薬 常 用 者 らにブルー
ミングデールズやライトエ
イドなど、市内の販売店か
ら 売 れ筋 商 品 を 指 示 して
盗 ませ、オー クションサイ
トのイーベイで販売をして
いた。同区フラッシュメドゥ
にある 被 告の自 宅 倉 庫 か
ら 押 収 された 盗 品の総 額
は、３８０万ドル相当に及
んだ。

41
26

ニューヨーク市のエリッ
ク・アダムス市長は、
市内の
公立学校でアジア・太平洋
諸国系アメリカ人（ＡＡＰ
Ｉ）
の歴 史や文 化について
教える新たなカリキュラム
を導入すると発表した。先
月 日付ＣＢＳニューヨー
クが伝えた。指導手引きに
基づき、秋から全学年で授
業に取り組む。同市のＡＡ
Ｐ Ｉ 人口は１ ０ ０ 万 人を
超えるが、多発するアジア
系へのヘイトクライムの背
景には、彼らの伝統に無知
で教育が足りていないこと
を、クイーンズ区のドノバ
ン・リチャーズ区 長は指 摘
している。
市は教員のフィー
ドバックを分 析しながら、
２０２４年までにカリキュ
ラムの充実を目指す。

学校授業に取り入れ

ＡＡＰＩの伝統教育

ニューヨークシティー

——————————

40

1
料イベントで、参 加 時のマ ツを持つ副知事となり、秋
ニューヨークシティー
スク着用やワクチンの接種 の知 事 選ではキャシー・ホ
戦没将兵を追悼
証
明
の
提
示
は
不
要
と
し
て
い
ー
ク
ル
州
知
事
の
ラ
ンニ ン
ハーバー
イントレピッドで式典 る。ブライアントパークコ グメイトとなる。
ーポレーションのダン・ビー ド大学の法学位を取得し、
先月 日、２年ぶりにイ ダーマン会長は
「
『ムービー 弁護士になる前はラッパー
ントレピッド海上航空宇宙 ナイツ』は最も長く続く企 も目指していた同氏は「異
博物館でメモリアルデー記 画の１つで、 周年記念を なる２つのキャリアで得た
念 式 典が行われ、ニューヨ 祝うこの夏に従来通りの形 経験は、考えの溝を埋める
ーク州のキャシー・ホーク で実施できて嬉しい」と述 のに役立つ」と述べ、人々の
ル州知事とニューヨーク市 べた。
声に耳を傾け、接点を見出 クが伝えた。保健当局によ
のエリック・アダムス市 長
し、効率的に仕事に取り組 ると 、同 区のハイ ブリッジ
——————————
地区にある４つの冷却塔か
が何 百 人 もの軍 関 係 者と
む
こ
と
を
誓
っ
た
。
ら、肺炎の症状を引き起こ
共に参 列した。同日 付ニュ
ロングアイランド
—————————— すレジオネラ菌が検出され
ーヨークポストが伝えた。
た。冷 却 塔が放 出した、菌
知事らはアメリカ軍のサー 航空ショー開催
ブルックリン
を 含 ん だ 蒸 気 を 吸い込 ん
ビスに感 謝し、軍 人た ちへ
ジョーンズビーチ
発砲音で大パニック だことでレジオネラ症感染
のサポートを誓った。式 典
ジョーンズビーチで先月
は１週間にわたってニュー
バークレーズセンター が広がったとみられ、設 備
の消毒を指示した。人から
日、
メモリアルデー恒例
ヨーク市で開催していた海
先 月 日、ブルックリン 人へは感染せず、抗生物質
「ベスページ航空ショー」
軍、海兵隊及び沿岸警備隊 の
の推 進 週 間「フリートウィ が行われた。同日付ＣＢＳ 区のバークレーズセンター での治療が可能。基礎疾患
ーク」
に続いて行われた。
ア ニューヨークが伝 えた。毎 で行われたボクシングの試 がある人などは、インフル
メリカ艦隊総軍のダリル・ 回 万 人 もの観 客 を 集 め 合後、銃撃音のような音が エンザのような症状が出た
カーデル海軍大将は、軍人 る人気イベントは、悪天候 鳴り響き、センターは一時 ら、医師の診察を受けるよ
に向けた市民からの温かい のため前日のショーを中止 騒 然となった 。同 日 付ニュ う呼びかけている。
この日は早 朝 ーヨークポストが伝えた。
歓迎に感謝の意を表した。 していたが、
——————————
から集まった人々がビーチ 監視ビデオには人々が慌て
—————————— を埋め尽くした。アメリカ て逃 げる様 子 が映 し出 さ
コネティカット
陸軍の
「ゴールデンナイツ」 れ、負 傷 者も出た。Ｎ Ｙ Ｐ
マンハッタン
と海軍の
「ブルーエンジェル Ｄは銃 が発 砲 された 事 実 銃規制強く訴え
上映作品名を発表
ズ」が３ 年 ぶりにパフォー はないと報告したが、最近
銃撃事件の生存者ら
パラシュ のニューヨーク州バッファロ
ブライアントパーク マンスを披露した。
ート部隊とアクロバット飛 ー 市 と テ キ サス 州で起 き
行に魅了された人々は「航 た銃 乱 射 事 件を受け緊 張
ソーシャルメデ
空ショーは、軍 人と国のた が高まる中、
めに命を落としたヒーロー ィアには銃撃との誤報が駆
に敬 意 を 示 す 素 晴 らしい け回った。ボクシング観 戦
に来ていたテニス選手の大
イベントだ」
と述べた。
坂なおみさんも、ツイッタ
—————————— ーに騒 動の恐 怖 を 書 き 込
んでいた。
24

ブライアントパークは先
月 日、夏の野外映画上映
会「 ブライ アント パー ク・
ムービーナイツ」の上 映 作
品のラインアップを発表し
た。同日付ＰＩＸ が伝え
た 。映 画は６ 月 日の「イ
ンディ・ジョーンズ／ 最 後
の聖戦」を皮切りに８月
日までの 週間、毎週月曜
日夜８時より上映する。無
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

3日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Crimes of the Future

4日
（土）、5日
（日）

8日
（水）〜8月6日
（土）

BRIC Celebrate Brooklyn!

Coldplay: Music of the Spheres
World Tour with H.E.R.

【出演者】ビゴ・モーテンセン、
レア・セドゥ
【ジャンル】
ドラマ／ホラー
（R）

デービッド・クローネンバーグ監督作品。人類が人工的環境
に適応し突然変異をとげる中、アーティストが自身の臓器変
容を見せる前衛的パフォーマンスを行う（neonrated.com）

6日
（月）〜8日
（水）

Lena Horne Bandshell in Prospect Park (9th St. &
Prospect Park W., Brooklyn / bricartsmedia.org)
夏の間、地元や国内外のアーティストを招き、屋外コン
サートや映画上演を開催
（詳細はウェブサイト参照）
アート

MetLife Stadium (1 MetLife Stadium Dr., East
Rutherford, NJ / coldplay.com)
イギリスのバンドが、全公演で再生可能エネルギーを
使い、チケット1枚で1本の植樹を約束
（$39.50〜）

Ringo Starr And Hits All Starr Band

Francis Picabia: Women: Works on
Paper 1902-1950

Machine Gun Kelly

イベント

連続殺人犯が街を歩き回る中、ボーイフレンドと街に引っ越
してきたばかりの若い女優ジュリアは、通りの向こうから自分
を見ている謎の人物の姿に気付く
（ifcfilms.com）

〜19日
（日）

〜11日
（土）

Andy Warhol: Revelation

Contemporary Dance

Tribeca Festival

詳細はウェブサイト参照 (tribecafilm.com)
映画やTV番組上映、
トーク、ゲーム、没入型体験など、
さまざまなエンターテインメントを提供
（$5〜）

Brooklyn Museum (200 Eastern Pkwy., Brooklyn /
brooklynmuseum.org)
生と死、権力と欲望、女性の役割と表現など、ポップ
アート界の旗手の作品テーマを考察する
（大人$25）
舞台

Bryant Park
(New York, NY 10018 / bryantpark.org)
２週にわたる金、土曜に、
さまざまなジャンルのコンテン
ポラリー・ダンス団が舞台に登場する
（無料）

8日
（水）〜19日
（日）

Photo by IFC Films

Michael Werner
(4 E. 77th St. / michaelwerner.com)
ニューヨーク・ダダのメンバーだったフランス人アーティ
ストの作品40点以上を展示
（無料）

Beacon Theatre, Madison Square Garden
詳細はウェブサイト参照 (machinegunkelly.com)
昨年、ポップパンク・アルバムで全米一位を獲得、3月
に最新アルバムを発売したラッパーの公演
（$46〜）

Watcher

【出演者】
マイカ・モンロー、
カール・グルスマン
【ジャンル】
ホラー／スリラー
（R）

Andreas Gursky

〜18日
（土）

9日
（木）、28日
（火）

3日
（金）公開

〜18日
（土）

Gagosian (541 W. 24th St. / gagosian.com)
世界的な情報の流れや、古来の秩序への欲求とせめ
ぎあう現代生活の混沌を映し出す写真家の個展（無
料）

Beacon Theatre
(2124 Broadway / ringostarr.com)
7月に82歳になるスーパースターが、大物ミュージシャ
ンを集めたバンドと共にツアーを行う
（$119〜）

© Serendipity Point Films 2021

6/3▶6/9

8日
（水）〜11日
（土）

English National Ballet: Giselle
BAM Howard Gilman Opera House
(30 Lafayette Ave., Brooklyn / bam.org)
イギリス人著名振付家アクラム・カーンの斬新な解釈
で絶賛を浴びた作品が、
ニューヨーク初公演
（$35〜）
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気 になるネタを紹 介！ ニューヨーク トピックス
JCAT オンライン個展開催
グループ展のテーマは「BLUE」

ニューヨーク日本語教会にて特別講演
子育てについての講演を開催

JCAT（Japanese Contemporary Artists Team）

打木希瑶子

【日時】
6月5日
（日）
〜7月4日
（月）
【場所】
オンライン
【料金】
無料
【お問い合せ】
info@jcat-ny.com
（ヨコタマリカ迄）

【日時】
6月19日
（日）
午前11時45分〜
【場所】
270 Ardsley Rd., Scarsdale, NY 10583
【料金】
入場無料、
ドネーション要。
オンライン参加可。※入場制限がある
ため、来場者は事前に問い合わせをすること。
【お問い合せ】
TEL: 914-902-0300／nyjc.org/contact

ＪＣＡＴは
「アートを生活の一部にすることで、人と地球を本来あ
るべき姿に戻す」
という理念を基に、
アートでしか実現できない形
で人々の心のケアを行っている。
また差別や環境破壊など、社会
問題に対する人々の関心を高める活動や情報を発信している。

打木さんは
「合唱のように子育てはみんなで」
をスローガンに、2011年
からゴスペル音楽イベントを行ってきた。子育て中のお父様は勿論、将
来子どもを持ちたいと考えている男性に向けた内容となっている。

NAMI South Bay JSSG主催 無料オンラインセミナー
精神障害「心の病」について知る

「宮本和子: 挑む線」展
JSギャラリーで開催中

NAMI South Bay JSSG

ジャパン・ソサイエティーギャラリー

【日時】
6月30日
（木）
午後6時30分～8時
【場所】
Zoomまたは電話参加
【料金】
無料
【お問い合せ】
TEL: 317-410-9004
（フタミ迄）
／namistaff2022@gmail.com
（セミナースタ
ッフ迄）

～7月10日
（日）
【日時】
4月29日
（金）
【場所】
333 E. 47th St. (bet. 1st & 2nd Aves.)
【料金】
一般12ドル、
シニア・学生10ドル、JS会員・16歳以下・障が
い者および付添者は無料。※各時間帯に定員を設けております。
【お問い合せ】
TEL: 212-832-1155／japansociety.org

ナミサウスベイ日本語サポートグループは、6月30日
（木）
午後6時30分〜8時に宮下麻子
講師を招き、
「食から心に栄養を与える」
をテーマにオンラインセミナーを開催する。お申込み
は上記問い合わせ欄より。

本展は、男性を中心に発展を遂げたミニマリズム運動に独自の
表現法で挑み、風穴を開け続けながら同運動に貢献をした宮本さ
んのキャリアを辿る。展覧会の開催期間は7月10日
（日）
まで。

オンライン個展の開催
日本文化に見受ける「闇」を考察

幼児部と小学部でサマースクール開催
日本の伝統文化をテーマに学ぶ

河原康佑

ニューヨーク育英学園フレンズアカデミー

【日時】
5月12日
（木）
〜6月19日
（日）
【場所】
オンライン
【料金】
無料
【お問い合せ】
rainraingallery.com
アーティストの河原康佑さんは、
リニューアルを経て新しくスタートす
るニューヨーク拠点のギャラリーRAINRAINにて、6月19日
（日）
まで個展
「INTO ULTRABLACK」
を開催する。日本文化のネガティブな物事な
ど、闇という概念を多角的に考察した作品が楽しめる内容となっている。

© Courtesy of the artist and
Zürcher Gallery, New York/Paris

【日時】
7月5日
（火）
〜8月26日
（金）
【場所】
310 W.103rd St.
【料金】小学部
（年長、1〜2年生）
：1週間625ドル、幼児部
（3歳以上）
：1週間600ドル
【お問い合せ】TEL: 212-935-8535／friends.nyikuei@
gmail.com

Max Yawney

ニューヨーク育英学園は、
日本の伝統文化をテーマにしたサマースクールを開催する。
日本
のあそびが体験でき、一週間から参加可能。申込み期限は参加希望週の2週間前まで。
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ロングアイランドにある

ダイキンのショールームに行ってみた！

小林菜摘さん

──────

を設立しました。

お話を聞いた人

エアコンを近くの家電
量販店で気軽に買うこと
ができる日本と違い、ア
メリカで空調機器を購入
するのは少し勇気がいる
もの。しかしダイキン・
コンフォート・デザイ
ン・センターを訪れるこ
とでそんな不安も解消で
きるだろう。エアコンに
ついて日本語でも相談で
きるので、一度足を運ん
でみてはどうだろうか。

▲︎トレーニングルーム。
実際に機器に触れなが
ら講座が受けられる

いただけると思います。
─────────── 「ダ イ キ ン ・ コ ン フ ォ ー
また、ダイキンのエア
ショールームを訪れるメ ト・プロ」をご紹介する
ことも可能です。皆さん
コンと連携できるサーモ
リットを教えてください
のご相談やご不明な点に
スタット「 Daikin ONE+
───────────
」
お答えし、サポートさせ （ 写 真 左 ）を 触 っ て い た
ていただきます。
だくことができます。
では温度や
Daikin ONE+
湿度が調整できるだけで
───────────
ショールームのおすすめ なく、携帯端末などの位
置情報と連携させること
ポイントは？
で、自動でエアコンのオ
───────────
ンオフを切り替え、在宅
時にいつでも快適に過ご
せるような機能を備えて
います。

ダイキンショールームに来ると…

レクチャーする技術研修
を開講しています。実際
に機器に触れながら実習
に参加できるトレーニン
グルームと、座学で研修
を受けることができるレ
クチャールームを併設し
ています。
据付業者の中には、不
十分な知識で作業をして
しまう人たちも少なから
ずいます。機器 トラブル
のもとになってしまうこ
ともあるため、ダイキン
が持つノウハウを地元の
業者の方々へ無償で提供
するトレーニングルーム

商品を実際に見て体験してから、信頼できる据付業者を紹介。
お客様と業者をつなげる手続きやサポートをしてくれる！

───────────
トレーニングルームが併
設されている？
───────────

アメリカ

まず据付業者を探し
その業者が紹介する
商品を購入

ショールームに隣接す
るトレーニングルームで
は、据付業者の方々を対
象に、空調機器とそれら
を制御するコントローラ
ーの取り付け方について

日本

家電量販店で
直接購入

ダイキン・コンフォート・デザイ
ン・センター
817 Sunrise Hwy
Lynbrook, NY 11563
daikinlynbrook.com
▶︎スマートサーモ
スタットの「Daikin
ONE+」

実際に稼働している機
器をご覧いただき、ダク
トを使った全館空調シス
テムが主流なアメリカで
も、コンパクトサイズの
エアコンが取り付けられ
るということを体験して
いただけます。既存のダ
クト を活かして、冷暖両
用のエアコンをアメリカ
でも取り付けることがで
きるんです。皆さんのご
自宅事情をお伺いし、ど
のように設置できるかな
どについてご説明させて

日本とアメリカのエアコンの買い方の違い

2020年8月に渡米。
ショールーム
で顧客へのサポートをおこなう傍
ら、
テキサス州の本社と連携しマ
ーケティングにも携わる。
▲︎座学で学ぶレク
チャールームも

PR

ダイキンショールーム
では実際に機器に触れ、
体験することができま
す。アメリカでエアコン
を購入する場合、日本の
ように商品を店頭で見て
選ぶのではなく、まず据
付業者を探し、彼らが紹
介する機器を購入するの
が一般的です。ですが、
私たちのショールームに
来ていただければ、機器
のラインナップを詳しく
ご案内するのはもちろん
のこと、お客様のニーズ
に合わせて自宅に取り付
けられるエアコンの選択
肢をご提案することがで
きます。
また気になる商品が見
つかった場合に、ダイキ
ンが提携する据付業者

ショールームの内観。実際に触れて体感することができる

10
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眼科、
眼科学。
眼科医師は
「Ophthalmologist」

「20/20」
は、
「twenty-twenty」
と発音します。

eyes.
（私の視力は両目とも20/20）
」
といったよ

で、
口語では
「I am nearsighted.
（私は近視で

20

20

は
「astigmatism」
です。
老眼は
「presbyopia」
、

25

老眼鏡は
「reading glasses」
。

90

50

うに使います。
近視は
「nearsighted (myopia)」

80

「I have twenty-twenty vision in both my

（前編）
◆子 どもの近 視 と 矯 正・進 行 抑 制 方 法

です。
視力は
「eyesight」
「vision」
。
正常視力の

テーマ

20

20

に遺伝要因は大きく、両親 する頃には、近視の比率が
または親のうち一方が近視
～ ％になると 考 えら
の場合、子供も近視になる れています。２０２０年の
可能性が高いことは事実で 世界の近視人口は約 億人
す。しかし、現 在 は 遺 伝に （ 世 界 人 口の３ 分の１ ）で
加えて、生活環境なども影 したが、２０５０年までに
響しているという認識に変 は推定 万人（世界人口の
わっています。遺 伝 要 素は 約半分）
になると推定され
全く同じはずの一卵性双生 ています。
児 １ ８ ２ 組の視 力の変 化
な ぜ東 アジア諸 国で近
を調べた研究で、双子の視 視が多いのかは明らかにな
力に「Ｄ ３・５ ～ ５・５」の っていませんが、遺伝要因、
違いがあることが示されま 社会環境要因、
生活習慣要
した。
因など、さまざまな要因が
さらに、日本を含む東ア 関係していると報告されて
ジアは、全年齢層で他の地 います。（後編につづく）
域より近視の比率が高まっ
※ＮＹすくすく 会ウェビナー
ています。東 アジア諸 国で
「 子どもの近 視 」の遊 馬 先 生
の発表内容から。
は、今の子どもたちが成人

Ophthalmology

眼科専門医師（Board Certified）。ニュー
ヨーク州立大学（SUNY）
ダウンステー
ト医療センターで眼科研修を修了。専
門は、白内障、緑内障、糖尿病網膜症、
網膜剥離、加齢黄斑変性症、
ドライア
イ、アレルギーなどの目の病気と症状
の治療、
メガネ、コンタクトレンズの処
方など。
レーザー照射による近視矯正
手術（LASIK、PRK、LASEK）、角膜移
植、角膜内皮移植（DSAEK）の特別訓
練を修了。SUNY臨床助教授。

17

供は遠 視です。なぜかとい
うと、子供は体も頭も小さ
い分、眼球のサイズも小さ
く、外から眼球（水晶体）
を
通して入る光の焦点が網膜
の裏に合うため、遠くは見
えますが近くはボヤッとか
見えないのです。焦 点が網
膜に合うようになるのが、
４、
５歳くらいからです。
こ
の時 期に、大 体みんな「正
常視力」
になります。
近視になり始めるのは小
学校に入るくらいの年齢か
ら。小３～６年生で進行が
速 まり、 、 歳で少し減
速します。 代半ばで進行
は止まるといわれますが、
代になっても進行する人
もいます。ＬＡＳＩＫなど
の近 視 矯 正 手 術 を 受 ける
場合は、
考慮が必要です。
近視の原因は？ 近視
は増えていますか？
以 前は、近 視の原 因
は遺 伝 要 因 だけだ
と思われていました。確か

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

す）
」
。
遠視は
「farsighted (hyperopia)」
。
乱視

Apple Ophthalmology
8 W. 38th St., #201
(bet. 5th & 6th Aves.)
TEL: 212-500-1148
www.appleophthalmology.com

【今週の英単語】
Kichiemon Asoma, MD
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20

20

D –0.5
D –0.75
D –1.0
D –1.25
D –2
D –4
D –8
D –10
D –20

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.05
0.04
0.02

30

AQ

20

A Q

コンタクトレンズの度数

視力
（日本表記）

先 生に
聞 いた

遊馬吉右衛門先生

５歳 く らいまでほぼ遠 視
近視は遺伝と環境が要因

※「あくまでも目安。
このまま処方されることはありません
し、
コンタクトとメガネでも度数は異なります」
（遊馬先生）

アメリカでの視力度 「 ／ 」から命 名された
数の表し方は？
ものです。
ご存 じのよ うに、日
関連ですが、
コンタクト
本とアメリカでは度 レンズやメガネの度数を表
数の表し方が違います。日 すときの単位は「ダイオプ
）
」で、頭文字
本 から 来 られた 人 がよ く ター（ diopter
「Ｄ」で表記されます。そ
混乱されるのがこの視力表 の
」が遠視
記です。日 本では「１・２」 して、「＋（プラス）
」が近
とか「０・５」というふうに 用で、「―（マイナス）
表しますが、アメリカは分 視用。左上の表はあくまで
この通りに処方
数表記です
（左表参照）
。ア も目安で、
メリカ表 記の分 子 を 分 母 されるわけではありません
で割ると、日本の表記に変 が、視 力が日 本 表 記で０・
コンタクトレ
換されます。例えば、「 ／ １の場 合は、
１ ０ ０」は「 ÷ １ ０ ０ ＝ ンズの度数は「Ｄ―（マイナ
ス）
４」
となります。
０・２」
となります。
子どもの成長と視力
アメリカでの
「正常視力」
の発達について教え
は「 ／ 」
で、日本の
「１・
０」
に相当します。
アメリカ てください。
生まれたばかりの赤
では検 眼 時に正 常 視 力 な
ちゃんの目 は 、ま だ
ら、それ以上は測定しませ
ん。余 談ですが、１ ９ ７ ８ 十分に見えていません。生
年から続いている米テレビ 後３カ月くらいから物にピ
局ＡＢＣの報道番組「 ／ ントが合うようになり、４
」
は、「
（報道するトピック ～ ６ カ 月 く らいで色 が 分
に）
フォーカスする」という かるよ うになり ま す。４ 、
意味で、視力度数の正常値 ５歳までは、ほとんどの子

コンタクトレンズ度数の目安
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元ＮＦＬチアリ ー ダ ー が 、海 外 に
住 む 子 育 て 世 代 の 読 者 に 向 けて 、
ポ ジティブなマインド セット を 養
うメソッドを紹介する連載。

自ら動く大切さ「 好き 」を主体性につなげる

海外での子育てに関する相談や、
チア教室についてなど講師への質問
を大募集。問い合わせは editor@nyjapion.com まで。

第

5歳よりクラシックバレエを習い、高校でバレ
エ留学する。大学卒業後、IBM BigBlue
Cheerleadersに在籍。2016年に来米し、
NFL Washington Redskins Cheerleaders
で活動。現在、
夫と息子とタイで3人暮らし。

たことではなく、全て自ら
考えて行動した結果です。
「好きこそものの上手な
れ」とはよく言ったもので、
好きなことを通じて主体性
が身に付いていくのだと実
感します。ＹＡチアダンス
ではレッスン後 、復 習 用の
動画を生徒たちに送るので
すが「絶対に動画を見てお
きなさい」とは強制しませ
ん。
けれども、ダンスに熱心
な生徒たちには、毎週その
動画を見て自分で練習し、
次週のクラスに臨む子がた
くさんいます。

橋詰あずさ

やる気を高める
周りのサポート

6歳から新体操、高校からチアダンスを始め
る。日本代表として出場した全米チアダンス
大会で準優勝。大学卒業後、NFL Dallas
Cowboys Cheerleadersで活動する。現在、
夫と息子とアリゾナに在住。

河田侑子

講師プロフィール

また頑張ろう！」という気
褒めるようにしています。
持ちになれるのでした。ま
その上で成 長 度 合いを 見
た、生徒を前向きな気持ち
ながら、ダンスを少しだけ
に持っていくだけでなく、 チャレンジングなレベルに
的確にアドバイスをくれま
設定し「必死だったけど楽
すし、わからない動きや振
しかった ー！」と 思っても
り付けがあったときに質問
らえる内容にしています。
すると、
いつも丁寧に教え
てくれるのでした。彼女は 自己肯定感を
先生でありながら、私を応 上げるために
援してくれる、
まさに
「チア
アメリカでは、良いとこ
リーダー」のような人だっ
ろを褒 めて伸 ばす 教 育が
たのです。
主流です。しかし日本では
私 も普 段からそのよ う
どうしてもへりくだること
なクラス作りができるよう
が多いため、「自分なんて」
に心掛けています。ある意
と自 己 肯 定 感を下 げてし
味、
私にとってレッスンを教
まいがちなのかなと感じる
えることは、試合の本番の
ようなものです。それほど ことがあります。アメリカ
の意気込みと熱量をもって にいるからこそではないで
すが、先生も親御さんもみ
教え、私自身が生徒のみん
「チアリ
なの
「チアリーダー」
になっ んながお子さんの
ーダー」となり、お 子さん
て、ポジティブな雰囲気作
に強制するのではなく、寄
りができるようにしていま
り添い、ポジティブにサポ
す。そしてレッスン中に生
ートする存在になれるとい
徒の良いところに気付いた
ら、ちょっとしたことでも いなと思います。

現在小学6年生のMちゃん。YAチアダンスで、2
年生の頃から指導をしています。レッスン後に必
ず復習するほど熱心な彼女は、自らの意志でNFL
チームの子供向けサマーキャンプに1人で参加し
ました。1年前に日本に帰国したMちゃんは受験
勉強で忙しいのにもかかわらず、オンラインクラ
スに参加し続けています。彼女のチアダンスに対
する強い思いと行動力に、日々私たちが刺激を
受けています。

のポジティブな声は、
本人の
「好 きな 気 持 ち」そのもの
と同じくらい重要だと思っ
ています。
私にはＮ Ｆ Ｌ チアリー
ダーに挑戦する際、お世話
になったダンスの恩師がい
ました。
日本人でＮＦＬチ
アリー ダーや Ｎ Ｂ Ａ ダン
サ ーにな り たいという 人
は、みんな彼女の下で指導
を 受 けるよ うな 指 導 者で
す。ダンスが素 晴 らしいの
はもちろんのこと、
一人一人
の良いところを見つけてし
っかりと褒めてくれる先生
で、レッスン中はこち らが
気 持 ち良 く踊れるよ うな
盛 り 上 げ 方 をしてくれま
す。彼女のクラスを受ける
と、とてもポジティブな気
持ちになれる上に、たとえ
踊 りが難 し くて踊 れなく
ても、「あー、楽しかった！

頑張る生徒を紹介！

子 供た ちの主 体 性を育
むことにおいて、彼 らのモ
チベーションを支える周囲

YAチアダンス

【 今週の語り手： 橋詰 】
本当に好きなこと、叶え
たい目標があると、人は信
じられないほどのモチベー
ションをもって主体的に動
くことができます。
私にとって好きなことは
「ダンス」
で、掲げた目標は
「ＮＦＬチアリーダーにな
って活躍すること」
でした。
この目標のためなら海外営
業の仕 事 をしな が ら日 本
のチアチームに所属し、連
日ダンスレッスンに通うこ
とも苦ではありませんでし
た。ビザ取得準備のために
何 十 通 もの推 薦 状や自 分
の経歴を翻訳し、何度もア
メリカに行ってＮＦＬチア
チームが開 催 する練 習 会
などに参加しました。
これ
らは誰かに言われたからし

一年前に日本に帰国し、
受験勉強の傍らオンラインクラスに参加するMちゃん
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活発に物事を進めていけそうな時期。積
極的な発信で、自分のビジョンに共感し
てくれる人が増えていくかも。14日頃ま
でにまとめ上げ、プランを発表すると◎。

密かに進めていることが佳境を迎え、説
得力を持って周囲を動かしていけるか
も。交渉事は15日までに。分かち合える
仲間との活動が、金運を呼びそう。

交友関係が広がり、活発になりそうな時
期。自分にとって必要なことや、ビジョン
を共有できるかを重視して見極めよう。
14日頃に見直しをするとGOOD。

仕事や社会活動で、忙しさは増す一方
かも。周囲との協力関係を重視し、行け
るところまで走っていこう。敷居が高いと
思うようなオファーは、挑戦の価値あり。

学びや研究を通した交友関係が広が
り、活気に溢れそう。楽しさやエンタメの
要素を加えると、さらに盛り上がるかも。
夏のリトリートなどの計画は◎。

公私ともにパートナーとの関係性や、約
束など重要な出来事があるかも。そうで
ない場合も、自分にとって何が必要かを
考え、軌道修正をすると幸運を呼ぶ。

面白い！と思うことをとことん追求し、学び
と創造にまい進できるかも。14日以降は
交渉事を進めやすくなりそう。どう着地し
たいかをイメージしておくと吉。

仕事面はやった分だけ成果を出せ、影響
力が高まるかも。我を通そうとせず、臨
機応変な対応が幸運を呼ぶ。生活面で
は悪習慣を止める好機！試してみて。

仕事面では当たり前としていたことが本
当に好ましいのか、見直し時。周囲とじっ
くり話し合いの場を設けるといいかも。好
きなことは最高に楽しめそう。

家の中でじっとする時間がないほど、レジ
ャーや楽しいことが目白押しになりそう。
家族や仲間と十分に楽しむことで、仕事
へのヒントを得られるかも。

これまでの自分とこれからの自分。一人
で考えるのもいいけど、身近な人との対
話を持ってみると◎。質の高いコミュニケ
ーションが、心の栄養となりそう。

金運が活発になりそうな時期。副業や運
用など、色々な方法を考えてみて。信頼
できる人との交流から、情報を得られる
かも。14日前後は夢が広がりそう。

高木悠凪（たかぎ・はな）

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

“

ご自身の可能性にチャレンジしたり、転勤や家族に帯同したりと、さまざまな理由でニューヨー
クにいらっしゃると思います。海外へ移動したことで、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。

”

|

16

型コロナウイルス感
染が世界中で爆発的
に広がって間もなく、
フェイ
スブックで知人がある情報
を掲載していた。２０１８
年にノーベル生理学、医学
賞を受 賞した京 都 大 学 名
誉 教 授、本 庶 佑 博 士が、
コ
ロナウイルスは人間が遺伝
子 操 作 を しな け れ ば あ り
得ないウイルスであり中国
の研究所でこれに似た怪し
い研究が行われている現場
を目撃した、
との見解を発
表したという情 報 だった。
僕も気になって検索をした
ら２回のクリックで京都大
学の正式声明を見つけた。
「 本 庶 佑 教 授 の名 前 を か
たり情報が拡散されている
状況を遺憾に感じている」
とあった。
ニセ情報だった。
以 前にも書いたが、ピュ
ー リッツァー 賞 を ３ 度 受

新

な 虚 偽 情 報 を １ 回 目のビ
デオでは受け流せても 回
目のビデオでは、「そういう
こともありうる」と信じて
しまう。そうやって僕た ち
の社会はズタズタに分断さ
れてしまった。別の意 見を
持った者同士が職場で、バ
ーで、パーティーで、親戚の
集まりで混じり合って熱い
議 論 を 交 わ しな が ら も 最
後はハグして、また明日か
ら一緒に生きていくという
以前は当たり前だったこと
がとても難しい世の中にな
ってしまった。

（邦題: 大統領の陰謀）

ジャーナリストの姿勢

督 アラン・Ｊ・パクラ

出 演 ロバート・レッドフォード、ダスティン・ホフマン、ジェイソン・ロバーツ

音

楽 デヴィッド・シャイア

信 Hulu, HBO Max, Amazon Prime
配

に対してでさえも、情報提
供者の証言の裏付けが取れ
るまでは頑なに記事の掲載
を許可しなかったジャーナ
リストとしての姿勢だ。事
実を元にしたジャーナリス
トを描いた映画をこのコラ
ムで何度も紹介してきた。
安 易に作 られＳ Ｎ Ｓ 上で
簡単に手に入り拡散されて
いる情報と、分厚い事実検
証 を 通 り 抜 けた 確 かな 情
報 との違いを Ｓ Ｎ Ｓ が 手
放せない今の若い読者にぜ
ひ理解してほしいと願うか
らだ。

1976年、
ウォーターゲート・ビルに侵入した4人の窃盗
犯が逮捕。強盗と思われた事件が、後にニクソン元大
統領失脚につながるスキャンダルへと発展する……。
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。

思い出の映画作品を、鑑賞当時の

思い出を絡めてゆったり紹介します。

賞したジャーナリストでコ
ラムニストのトーマス・フ
リードマンが言ったように、
「フェイス ブックは 情 報の
どぶ川」だ。流れからすくっ
た 面 白 そ う な 情 報 が 誰に
よって、どんな目的と意図
を持ってアップされている
のかが見えない。ＹｏｕＴ
ｕ ｂ ｅのビデオも 最 近 は
編集ソフトがかなり発達し
て素人でも面白いビデオが
簡単に作れる。表現の自由
を盾にして多くの人たちを
都合の良いように信じさせ
て陽 動 すること が 比 較 的
容易に可能なメディアでも
ある。そしてその人にとっ
て興味深い情報をアルゴリ
ズムで目の前にずらりと並
べて見せて気がつかないう
ちに僕 た ちの砂 糖 漬 けさ
れた 脳は正 常で公 正 な 感
覚を失っていく。荒 唐 無 稽

開 1976年
監

トンポスト紙の若手記者、
ボブ・ウッドワードはただ
の窃 盗 に しては 装 備 が 最
新 鋭である 事 を 不 審に思
い、その中の一人がＣ Ｉ Ａ
に関わっていたことを突き
止める。敏 腕 先 輩 記 者、カ
ール・バーンスタインと共
に取材を始めるが、政府機
関の分厚い壁に阻まれ、編
集 主 幹のベン・ブラッド リ
ーからは情 報 提 供 者の証
言の裏 付 けが不 十 分 だと
して掲載を却下される。し
かしディー プ・スロー トと
呼 ばれる謎の情 報 提 供 者
からの助言を元にしぶとく
取 材を続 けていき、
ついに
時のニクソン政権の選挙の
不 正 行 為を告 発 する記 事
を掲載するに至る。
これは二期目のニクソン
大 統 領 を 辞 任に追い込 ん
だ 実 際の出 来 事を丹 念な
考 証 を 基にして作 られた
映画だ。特に注目してほし
いのはジェイソン・ロバーツ
演じる編 集 主 幹が命 懸 け
で取 材 を 続 ける若 手 記 者

公

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

All the President’s Men
１ ９ ７ ２ 年 ６ 月 日の
夜、首都ワシントンＤＣの
ウォーターゲート・ビルの
警 備 員 がド アに不 審 なテ
ープが貼られているのを発
見し警察に通報、民主党本
部のオフィスに侵入してい
た５人組が逮捕される。裁
判所で審理されている５人
組の取材をしていたワシン

鈴木やす
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映画監督・鈴木やすさんが、
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全種事故(自動車・転倒・医療)
会社法(設立・契約)

刑事訴訟(逮捕・飲酒運転)
離婚問題・商業訴訟
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この機会にご自宅をより良い
環境に変えてみませんか？

コンド・コープ・アパート・一軒家まで!
住宅リフォーム専門
お見積り
バスルーム・キッチン・床・一般内装・ 無料!!
外壁・屋根などの住宅改善・改装・増築。
事務所、店舗の設計・施工など。

在宅勤務中の作業も可能です。
まずは日本語でお気軽にご連絡下さい!

保険あり

コロナ感染予防対策徹底しています。

L&J 工務店

ホームサービス

28-14 14th Street, Astoria, NY 11102

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

診療科目

詳細はこちらから▼

 718-216-3959
yyl1027@gmail.com www.ljrenovation.net

CLASSIFIED
キッチンサポート／キャッシャー募集

オープニングスタッフ募集

バーテンダー／サーバー／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】 ユニオンスクエア近隣
【募集内容】 キッチンサポート。要就労ビザ、
調理経験歓迎！キャッシャーも
同時募集。日本最大規模 Food
Tech企業TGALの米国初進出
です。5月初旬に開業予定です！
https://jskitchen.nyc
【応 募 先】 numajiri@tgal.jp
【会社情報】 TGAL NEW YORK INC.
11 E. 128th St., #2
New York, NY 10035

【雇用形態】 正社員/パートタイム
【勤 務 地】 2024 Center Ave., #G
Fort Lee, NJ 07024
【募集内容】 5月に新規開店するラーメン屋
で一緒に働いて下さる方を募
集いたします。経験豊富なスタ
ッフが丁寧に指導しますので、
飲食未経験の方も歓迎です。
【応 募 先】 310-569-5600 石山迄
tishiyama@tokyo-shokudo.com
【会社情報】 Thumbs Up World inc
(Thumbs Up Ramen）

【雇用形態】 フルタイム/ パート
【勤 務 地】 43 W. 24th St.
New York, NY 10010
【募集内容】 Chelseaにある日本食レストラ
ンNorikoHが、事業拡大のため
スタッフ募集します！ 週１日～勤
務可能！ 初心者の方も大歓迎！経
験に応じて給料応相談。要SSN。
【応 募 先】 norikoh4324@gmail.com
Kristina Pan迄
【会社情報】 NORIKOH
43 W. 24th St.,
New York, NY 10010

日本人特許事務経験者を募集

ウエイトスタッフ／キッチンスタッフ募集

日本食及び寿司シェフ募集

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】リモートワーク
※アメリカに在住者のみ
【募集内容】応募資格は以下の条件を全て
満たしている方。①アメリカ在住
（又は近々アメリカ在住予定）
の日本人の方（日本語ネイティ
ブ）②アメリカにおける就労資
格がある方③特許事務経験が
5年以上ある方（日本の特許事
務所における経験で構いませ
ん）
④特許事務に必要な英文ラ
イティングができる方
【応 募 先】y.masutani@masuvalley.com
【会社情報】Masuvalley and Partners

テレビニュース番組のリサーチャー／取材D募集
【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】ミッドタウン(NYC)
【募集内容】テレビニュース番組のリサーチ
ャー、取材D日米語必須
【応 募 先】info@gazetausa.com
【会社情報】GAZETA USA INC.
1330 Ave. of the Americas
Suite 23A, NY 10019

受付／事務全般／スタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】Fort Lee, NJ
【募集内容】週３日～6日
（週末できる方希望）
午後2時～午後7時（平日）、午前
11時～午後7時（週末、応相談）
受付業務、事務作業、清掃、その他
【応 募 先】s-komura@sundai-kaigai.jp
小村迄
【会社情報】駿台ニュージャージー校
2011 Lemoine Ave., ＃205
Fort Lee, NJ 07024

倉庫スタッフ募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】Closter, NJ
【募集内容】E-commerce倉庫にて、ラベ
ル、梱包、出荷準備スタッフを
募集中。真面目な方、多少の力
仕事もできる方歓迎。スケジュ
ールは応相談。
【応 募 先】jobs@kaizeneight.com
【会社情報】Kaizen8 LLC
50 Railroad Avenue UNIT
B, Closter, NJ 07624

【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

寿司シェフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 350 Lenox Ave.
New York, NY 10027
【募集内容】５年以上経験があり、お店を任
せることのできる寿司シェフを
募集中です！英語力は問いませ
ん。お気軽にお問い合わせくだ
さい。※キッチンとホールスタ
ッフも各１名募集しています。
【応 募 先】 info@yuzunewyork.com
YUZU team迄
【会社情報】 YUZU Premium Sushi New York
350 Lenox Ave.
New York, NY 10027

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

寿司店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】 West Village店
【募集内容】 寿司店でのウェイトスタッフを
募集しています。
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

【雇用形態】 パートタイム
【勤 務 地】 Manhattan／Manhattan近郊
【募集内容】 フリーランスのプライベートシ
ェフを募集中。日にち・時間にと
らわれず、好きな時に働けます。
週1回〜でも可。時給$50〜
【応 募 先】 ☎︎646-612-7790
info@chefomakase.com
ワタナベ迄
【会社情報】 Chef Omakase

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】 アッパーイーストサイド
【募集内容】 基 本 的にフルタイム火 曜 〜 土
曜。10時am〜3時pm、4時半
pm〜8時半pm。相談可。小さい
定食屋のロール、丼物、仕込み等
を担当。経験者優遇、未経験も歓
迎。給与は面接時にお伝えします
【応 募 先】 ☎︎917-375-5651
tanoshisushi1372@gmail.com
履歴書送付またはお電話下さい
【会社情報】 Karen Inc.(Tanoshi sushi sake bar)
1372 York Ave.
New York, NY 10021

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）

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。給料$80,000／
年、日本語と英語を話せる方、
ビザサポート有り。
【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
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仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

キッチンシェフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978
【募集内容】 週給$1300、寮あり、SSN必
須。夜のみ営業しています。
【応 募 先】 ☎︎631-523-9093 大崎迄
kimi267@optonline.net
【会社情報】 K. Sushi Inc (Sushi1)
210 Mill Rd., Westhampton
Beach, NY 11978

サーバー／キャシャー／キッチンヘルパー募集
【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】 ディナーのみ。未経験の方でも
可能です！ 是非、お気軽にお問
合せください！
【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

テイクアウトスタッフ募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 Midtown East
【募集内容】 テイクアウトのオーダー受注とパ
ッキングを出来る方募集。オンラ
インオーダーをPOSでオーダー
しパッキングをします。それに伴
い必要なものの在庫確認。その他
ヘルプ。時給＄18～、週3～6日、
4：30pm～10ｐｍ、未経験歓迎
【応 募 先】 ☎212-983-0525
info@sushiryusei.com
【会社情報】 Kaishou Inc.
216 E. 39th St.
New York, NY 10016

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】 821 Carman Ave.
Westbury, NY 11590
【募集内容】 サーバー、キャッシャーを至急
募集しています！
【応 募 先】 ☎︎516‐850-7785
Taka迄。電話又はTextにて
【会社情報】 Taka sushi
821 Carman Ave.,
Westbury, NY 11590
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営業／配達スタッフ募集

事務受付募集

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】76 Apollo St.
Brooklyn, NY 11222
【募集内容】弊社の生鮮品・冷凍品をNYC
の日系レストランに営業してい
ただく方、配達していただく方
を1名ずつ募集しております
【応 募 先】☎718-782- 2049
taguchi@oceanprovidence.
com 電話又はメールにて田口
迄ご連絡ください
【会社情報】Ocean Providence New York, LLC
76 Apollo St.
Brooklyn, NY 11222

【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

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
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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

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

紀伊国屋書店／受注出荷作業
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】1073 6th Ave.,
New York, NY10018
【募集内容】NYオフィス
週3日
（火、木、+1日）
日本語／英語／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

必ずお読みください
NOTICE

幼稚園教諭・日本語教師大募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】ブルックリン
【募集内容】校舎拡大につき、8月より新規
教員スタッフを大募集。担任、
アシスタント、アフタースクー
ル等複数のポジションにて募集
しています
【応 募 先】hr@aozoracommunity.org
【会社情報】あおぞらコミュニティ
535 Clinton Ave.
Brooklyn, NY 11238

パートタイムスタッフ募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】Secaucus, NJ
【募集内容】日英バイリンガルで、コミュニ
ケーション力の高い、就労ビザ
をお持ちの方を募集しており
ます。
新卒でもOKです。
【応 募 先】mic@maruzenusa.com
【会社情報】Maruzen International Co., Ltd.
Secaucus, NJ

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・就労可能ビ
ザ所持者、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
gregorycolbert.com

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
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■ No cancellation or refund is accepted after deadline.
■ We may request a U.S. official license/certificate for the following businesses: real estate agency,

歯科スタッフ募集

日本食料品店スタッフ募集

【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】トレーニングがありますので、
未経験者でもＯＫです。明るい
オフィスです。お気軽にお電話
ください
【応 募 先】☎201-947-3777
【会社情報】レモイン歯科
2460 Lemoine Ave., #101
Fort Lee, NJ 07024

【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

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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求人ならNYジャピオン

【雇用形態】フル／パートタイム
【勤 務 地】315 Madison Ave., #3018
New York, NY 10017
【募集内容】NYジャピオンの巻頭特集をは
じめとしたコンテンツの企画・
構成、ライターへの取材依頼、
スケジュール管理など。自身で
取材や執筆も行います。
【応 募 先】maruta@trendpot.com
TEL: 917-304-1099（丸田)
履歴書とサンプルライティング
を添えてご連絡ください。
【会社情報】Trend Pot NY, LLC

