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Photo by Lincoln Center’s Summer For The City

や「ティファニーで朝食を」
など、クラシックでアイコニ
ックな作品を鑑賞しよう。
また、車で乗り付けて車
中 か ら 映 画 を 鑑 賞 するの
は、ブルックリンのウィリア
ムズバーグにある「スカイ
ライン・ドライブ・イン」だ。
車 内 から 見る映 画はまる
でプライベー トシアター。
映画館や他の屋外シアター
とは違った雰囲気を味わえ
る。駐 車スペースは数に限
りがあるた め 早 めに場 所
取 りを することを お す す
めしたい。
ブルックリンサイ
ドから見るマンハッタンビ
ューは絶景。車がなくても、
アウトドアシートも用意さ
れているので安心だ。

ニューヨークは夏の日差しに包まれ、街の人々は
太陽の季節を楽しんでいる。夏だからこそ楽し
みたい屋外アクティビティーを攻略し、
アクティ
ブな時間を過ごそう。
（取材・文／菅礼子）

Photo by Skyline Drive In

夏本番
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外広場では、大人たちが楽 景色を楽しみながらの
しめるディスコイベントや 映画も最高
ダンスイベント、ジャズコン
サートにコメディショーな
屋 外 映 画 鑑 賞 も夏なら
ど、
さまざまな演目が用意 では。
マンハッタンやブルッ
された「サマー・フォー・ザ・ クリンで行われるパブリッ
シティー」が好評だ。同イベ クビューイングの映画はニ
ントは 月 日 まで行 わ ューヨ ー ク ら しい 景 色 も
れている。
堪能できる。
ミッドタウンの
リトルアイランドでも
「ルーフトップ・シネマ・ク
月から 月まで、「ウィーク ラブ」はその名の通り、ビル
リーシリーズ」として音楽 の屋上でサンセットから夜
や ビジュアルアー ト、ダン 景 までを 満 喫 しながら 映
スなど、子供も楽しめるイ 画を見ることができる。
ベントがめじろ押しだ。
特 別なシチュエーション
ニューヨークの公園で世 で映 画に没 頭 すること を
界トップレベルの国際色豊 コンセプトにしたこの場所
かな芸術に触れることがで で、パーソナルヘッドフォン
きるのはニューヨークの夏 を付けてデックチェアに座
のだいごみといえる。
り、「ロミオとジュリエット」

◀︎ブライアントパ
ークはアクセスも
しやすく気軽に
参加できる
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屋 外 ア ク ティビティーー をを
楽 しも う

れている。
このイベントはブ
ライアントパークの芝生に
座って
「ニューヨーク・シティ
ー・オペラ」
や
「カーネギー・
ホール・シティーワイド」と
いった、普 段は鑑 賞 するに
は高値のチケットが必要と
なる芸術を無料で見ること
ができるため人気がある。
同様にセントラルパーク
でも 月より「サマー・ステ
ージ・フェスティバル」がス
タート。１９８６年より続
く歴史のある屋外イベント
で、チケットを購 入 すると
つの行政区の公園で行わ
れる１００以上の無料コン
サートを支援することにも
つながる。
リンカーンセンターの屋

Skyline Drive In
⃝ 開催期間: 開催中
⃝ 料金：$19.50
（1人）〜
⃝ skylinedriveinnyc.com
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Lincoln Center’s Summer
For The City
⃝ 開催期間：〜8月14日
⃝ 料金: 無料
⃝ lincolncenter.org

Rooftop cinema club
⃝ 開催期間：開催中
⃝ 料金：$21.50〜
⃝ rooftopcinemaclub.com
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Central Park Summerstage
Performance
⃝ 開催期間：〜10月1日
⃝ 料金：無料
⃝ centralpark.com
Bryant Park Picnic
Performances
⃝ 開催期間：〜 9月17日
⃝ 料金：無料
⃝ bryantpark.org

▲ニューヨーク
市では珍しいド
ライブインシアタ
ーで非日常感を
味わう

!!

大人もはしゃげる屋外
のディスコイベント
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鉄板はニューヨークを感じられる
屋外アクティビティー

NYCを満喫できる

ニューヨークの夏は短い。
冬が長い分、人々は屋外に
出て思い切り楽しむのがこ
の季 節 だ。今 回は夏のニュ
ーヨークで、少し足を伸ば
して自 然 を 満 喫できる 屋
外アクティビティーを紹介
する。
まず、遠出をせずともニ
ューヨーク市内で楽しめる
屋外アクティビティーは山
ほどある。大都会の中での
自然や、世界屈指の芸術を
屋外スペースにて無料で楽
しめるのはここニューヨー
クの特権だろう。
昨 年 に 引 き 続 き 、ブ ラ
イアントパークで行われる
「ブライアント・パーク・ピ
クニック」は 月から行わ

夏のアクティビティー
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アップステートには広大な自然が広がり、緑に囲
まれた川下りや山登りが楽しめる。

モントリオールにほど近いアディロンダッ
ク山地は豊かな自然に囲まれた保護地区
でさまざまなアクティビティーがある。
ハド
ソン川上流に位置するインディアン川は急
な流れで全米トップ10に入る本格的なラフ
ティングを体験できる。
ラフティング時間は3
〜4時間で大自然を十分に感じられる。
その
他、
キャンプやカヤックも人気だ。

ラフティング

Information

大都会のニューヨークだが、海へのアクセスは意外と
容易で、アクティビティーも充実している。

ロッカウェーにあるNSSIA（National Surf
Schools & Instructors Association）認定のサー
フスクール。現在は2時間$100〜を基本に、個人
レッスンも充実したサマー・サーフ・スクールもあ
る。
また、月〜金曜の午前9時〜午後1時、午後12
時45分〜4時15分のサーフクラスや、
スケートボ
ードのクラスが取れるキッズ・サーフ・キャンプも
行われている。

Photo by Adirondack Adventures

スリーピーホローのカヌーツアーはハドソン
川の景色を眺めながら1883年建築の歴史的
な灯台やタッパン・ジー・ブリッジを巡るなど、
見どころも満載。
ガイド付きツアーのため初心
者でも安心して参加することができる。
他にも
タリータウンやクロトン・ポイント・パーク、
ライ
ビーチのロケーションも選べ、
それぞれの魅力
がある。

Locals Surf School
Beach Front Rd. and Beach 69th St., Queens, NY
347-752-2728
11692
localssurfschool.com

ジェットスキー

Information

Hudson River Recreation Sleepy Hollow
Riverwalk Center, Kingsland Point Park,
Kathryn Wasserman Davis,
Sleepy Hollow, NY 10591
914-682-5135
kayakhudson.com

ニューヨーク州北部のフィンガーレイクスに程
近いタガノック滝州立公園でトレッキングも楽し
める。
ナイアガラの滝よりも高いと言われる落差
65メートルの滝がある公園で、夏場の水辺のトレ
ッキングはとても気持ちがいい。森林浴をしなが
らのトレッキングを楽しんだ後は、
フィンガーレイ
クスに点在するワイナリーを訪れるのもおすすめ
だ。
マンハッタンから車で4〜5時間でプチ旅行気
分を味わえる。
Information
Taughannock Falls State Park

1740 Taughannock Blvd, Trumansburg,
607-387-6739
NY 14886

ニュージャージー州のリバティーステート
パークにあるジェットスキーレンタル。
オーナ
ーは12歳からニューヨークの海をボートに乗
っているという。ジェットスキーは1時間$169
〜。エリス島や自由の女神をジェットスキー
で回ることができる夏ならではの体験を提供
する。ホットタブに浸かりながら、ボートツア
ーを楽しむサービスもあり、のんびりしたい
派はボートツアーをチョイスしてみては?
Information

Photo by Sea The City

トレッキング

Photo by Locals Surf School

クラシックなデザインのクリッパーシテ
ィー号で巡るニューヨークの海。ロウワー
マンハッタンのサウスストリート89番地の
ピア17から出航している。
まるで映画の世
界にでも迷い込んだようなノスタルジック
なムードに包まれるサンセットセール（$45
〜）は人気のコース。
ワイン＆ジャズクルー
ズなど、シチュエーションに合わせて選ぶ
ことができる。

Sea The City
84 Audrey Zapp Dr., Jersey City, NJ 07305
201-335-2732
seathecity.com

セーリング

Information

Manhattan by Sail
89 South St. (Pier 17)
212-619-6900
manhattanbysail.com

Photo by Manhattan by Sail
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あなたは海派？ 山派？ 大自然の中で新鮮な
空気を吸ってパワーチャージしよう。

Photo by Hudson River Recreation Sleepy Hollow

サーフィン

Information

Adirondack Adventures
4659 State Route 28, North River,
518-251-2802
NY 12856
adkadventures.com

カヌー

海で遊ぶ
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太陽の下でリフレッシュ

動物と触れ合う

公園で行うヨガも暖かい季節限定だ。
太陽の下で行うヨガはリフレッシュ効果も絶大！

ホエール＆ドルフィンウォッチング

ヨガ
ブライアントパークでは無料のヨガクラスが8月24日まで週2回で行わ
れている。
クラスは火曜の午前10時と水曜の午後6時から各1時間のプロ
グラムで行われるため、違った雰
囲気が味わえる。ベーシックなク
ラスなので初心者でも安心。
都会
のど真ん中で行うオアシスのよう
な時間として、出勤前や出勤後に
参加するのもいいかもしれない。

Bryant Park
bryantpark.org

Photo by Bryant Park

広い空間でゆっくりとヨガを楽しみたい人には、セントラルパークもお
すすめだ。1クラスが75分で、12月まで行われている。参加費は1クラス
$20、その他、複数回パッケー
ジもある。9月3日～10日に開
催される
「Rejuvenating Italy
Yoga」に参加すると10回分のク
ラスが無料になる。7月15日ま
で予約が可能だ。

Central Park
centralpark.com

番外編!

Photo by Central Park

暑さ逃れてスポーツ
アイススケート

Photo by Chelsea Piers

チェルシーピアにあるスケー
トリンク「Sky Rink」も年中ウ
ィンタースポーツが楽しめる。
1969年にオープンしたニューヨ
ークはメジャーのアイススケー
トリンクで人気がある。一般向
けに開放されたアイススケート
の時間から、子供向け、
ユース向
け、
アダルト向けのレッスン、
フィ
ギュアスケートのクラスもあり、
幅広い年齢層が訪れている。

Chelsea Piers
chelseapiers.com

家族連れにも人気の動物と触れ合うアクティビティーなら、
癒し効果も得られそうだ。

ニューヨークでホエール＆ドルフ
ィンウォッチングができることをご存
じだろうか? ブルックリンのシープス
ヘッドベイにあるピア3から出航し、
クジラやイルカに出合えるツアー。
ピ
アからローワー湾の沖合の方に出
ると体長約45フィートで体重は約40
トンほどあるクジラに出合えるかも
しれない。3時間30分の充実したプ
ログラムで人気がある。

American Princess Cruise
americanprincesscruises.com

Photo by American Princess Cruise

2001年にショーン・グラハムがスタートし、現在では自
身が育てた馬をラスベガスのショーに出場させるまでに
育てた。
ニューヨーク北部のロデオとしては実績を重ね、
多くの賞を受賞している。
ロデオの種類も豊富で馬に乗
ったホースライド、おなじみの牛に乗るブルライドの他、
さらに複雑なルールを持つステアレスリングなど、競技
性の高いものも多い。
ロデオ観戦だけでなく、本格的な
南部バーベキューを味わえる場所やバーも用意されて
いる他、子供向けのイベントも豊富なため家族連れにも
人気のスポットになっている。
ニューヨークにいながら南
部さながらの本格感を味わえる。
シーズンチケットは$65
〜、ロデオ+バーベキューのチケットも$42〜（大人）とリ
ーズナブルなところもうれしい。

Painted Pony
paintedponyrodeo.com

ホースライディング
ジャマイカ湾沿いの400エーカーある自然
豊かな野生動物保護区でホースライディング
が楽しめるクラブ。
海沿いということもあり、夏
はホースライディングで浜辺を歩きながらその
まま海に入ることのできるプランもある。ガイ
ド付きの乗馬指導やホースセラピー、
サマーキ
ャンプ、
ホースショーなども行われている。

Jamaica Bay Riding Academy
horsebackride.com

ロデオ

Photo by Painted
Pony
Photo by Jamaica Bay
Riding Academy

ここでは番外編の屋内アクティビティーを紹介する。暑い夏だからこそ、あえて涼を求める
アクティビティーとして、避暑地的な感覚で楽しめそうだ。

アイスホッケー

Photo by Chelsea Piers

アイススケート同様、
チェルシー
ピアでレッスンを受けることがで
きる。大きな2つのリンクがあり、
レ
ジャーでアイススケートを楽しめる
だけでなく、各種ウィンタースポー
ツの育成プログラムも充実してい
る。
アイスホッケーはユースと大人
向けアイスホッケーリーグ、大人向
けのランチタイムホッケー、夏と休
日のキャンプなど充実したプログ
ラムだ。

Chelsea Piers
chelseapiers.com

スキー＆スノーボード
1年中屋内でスキーやスノーボ
ードが楽しめる施設。
施設内には
ゴンドラもあり、本物のスキーリ
ゾートに来た感覚になる。
キッズ
専用のクラスやビギナークラスも
あり、冬に向けて夏から練習する
のもいいかもしれない。シングル
チケットで$69.99〜$89.99。
スキ
ーだけでなく、誕生日パーティー
プランも行うことができる。
Photo by Big
Snow American
Dream

Big Snow American Dream
bigsnowamericandream.com
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Ｆ Ｂ Ｉ は 先 月 日 、投
資 家 から 億 ドル以 上 だ
まし取ったとして、ルジャ・
イグナトバ容 疑 者（ 歳 ）
を最 重 要 指 名 手 配 犯 人
に加 えた。同日 付ニューヨ
ークポストが伝えた。同容
疑 者は２ ０ １ ４ 年にブル
ガ リ アに「ワンコイ ン」を
設 立。世 界 中で、当 局が詐
欺 だとする仮 想 通 貨を売
り込み、「クリプトクイーン
（ 仮 想 通 貨の女 王 ）」と 呼
ばれた。 年 月にニュー
ヨーク南 部 地 区 連 邦 地 方
裁判所に起訴される直前、
自 身 がＦ Ｂ Ｉ や 国 際 的 捜
査 対 象 だという 情 報 を 得
たと思われ、行方をくらま
せた。ＦＢＩは同被告逮捕
につながる情 報 提 供に、懸
賞 金 最 大 万ドルを支 払
うとしている。

ＦＢＩが指名手配

仮想通貨の女王

マンハッタン

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック
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ブルックリンの連邦裁判
所は先月 日、若い女性や
少女の性的人身売買で、歌
手のＲ・ケリーことロバー
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３ 日 、サフォー ク郡ファ
イヤーアイランドのスミス
ポイントビーチで、訓練に
参加していたライフガード
がサメに襲われた。同日付
ゴッサミストが伝えた。
年の経験を持つザック・ギャ
ロさんが被害者役を演じて
いたところ、体 長 約 ５フィ
ートのサメに襲われ、胸と
手を負傷した。訓練のため
に救急隊員がその場にいた
おかげで、ギャロさんは迅
速に手当てを受け、病院に
運ばれた後、順調に回復し
ている。「危険な海洋生物の
活動」
があったカップソーグ
ビーチカウンティパーク同
様、その日 同 ビーチは一日
中遊泳禁止となった。

訓練中にサメが襲う

ライフガードが怪我

ロングアイランド

——————————
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1
リケートな場所」での銃の 女 子 は 須 藤 美 貴 さ ん（
ニューヨークシティー
携帯を禁止。許可証申請者 歳 ）が 個 食べ、８ 度 目の
新型コロナ検査会場 には、射撃場での 時間の 栄冠を手にした。同日付Ｎ
陽性判定後に薬を処方 訓 練や面 接、ソーシャルメ Ｂ Ｃ ニューヨ ー クが 伝 え
ディアのアカウントや同居 た 。男 子の部の最 中 、ネイ
ニューヨーク市のエリッ 人の連絡先の提示、３年ご サ ンズの豚 肉 供 給 業 者に
ク・アダムス市長は先月
との免許更新、毎月の身元 抗議するデモ隊が乱入。チ
日、新 型コロナウイルス対 確認を求める。また所有者 ェスナットさんは１人を取
に禁
策で「テスト ＆ ト リー ト」 が「銃 歓 迎」の看 板を掲 げ り押さえ競 技に戻ったが、 ト・ケリー被告（ 歳）
プログラムを開始すると発 ていないビジネスへの銃持 昨 年 更 新した 自 身の世 界 錮 年を言い渡した。同日
「アイ・
表した。１日付ａｍニュー ち込みを重罪とする。
記 録 個 には 及 ば な かっ 付パッチが伝 えた。
ヨー クが伝 えた 。
このプロ
た。須藤さんは２０２０年 ビリーブ・アイ・キャン・フラ
——————————
グラムでは、特定の移動式
に
個 半 を 食べて女 子 世 イ」などのヒット 曲で知 ら
検 査 会 場で陽 性と判 定さ
界記録を樹立したが、昨年 れる同被告には長年、名声
マンハッタン
や お 金 を 利 用 した 性 的 虐
れた市民に、常駐する臨床
は出産で欠場した。
待疑惑が絶えなかったが、
医が必要に応じて「パクス ＤＶ元カレを逮捕
—————————— 昨年９月に児童への性的虐
ロビド」など新 型コロナウ
赤ん坊連れの母を銃殺
待 な ど ９ 件の容 疑で有 罪
イルス用抗ウイルス薬を処
オールバニ
評決を受けるまで、罰を受
先 月 日 夜、
マンハッタ
方する。
これは全国初の試
けることはなかった 。この
みで、当 初の３ 会 場 から、 ン区アッパーイーストサイ 州知事予備選が終了
判決は、ジェフリー・エプス
７ 月には最 も 影 響 を 受 け ドのレキシントンアベニュ
民主党はホークル知事
タインが未成年の少女らに
ている 地 域 を 中 心 に カ ーと ストリートで、生後
先 月 日、ニューヨーク 性 的 虐 待 を 加 えるのを 助
所以上に拡大する。会場は ３カ月の赤ん坊を乗せたベ
で検索で ビーカーを押していたアジ 州 知 事 選の予 備 選 挙が行 けた罪で、ギレーヌ・マック
nyc.gov/covidtest
きる。また 歳以上は複数 ア・ジョンソンさん（ 歳 ） われ、民 主 党 現 職のキャシ スウェル被告が禁錮 年と
の治療薬が利用でき、無料 が後 頭 部 を 撃 たれて死 亡 ー・ホー クル州 知 事 が、ト なった翌日に出された。
で自宅に配達される。
した 事 件で、警 察は１日、 ム・スオッジ下院議員と市
——————————
赤 ん 坊の父 親で元 交 際 相 政監督官のジュマーン・ウィ
—————————— 手のアイザック・アルグロ容 リアムズ氏に勝利した。
ブロンクス
疑 者（ 歳）を殺 人と銃 不 日付ＡＢＣ７ニューヨーク
オールバニ
法所持で逮捕した。同日付 が伝 えた。共 和 党は、ド ナ 部屋から大量の麻薬
銃の携帯を厳格化
ＦＯＸ５ニューヨークが伝 ルド・トランプ元大統領の
２４００万ドル相当
リー・ゼルディン下院
ジョンソンさんの母親 盟友、
法案に知事が署名 えた。
先月 日、麻薬の隠し場
ロブ・アストリーノ
によると、同容疑者は暴力 議員が、
ニューヨーク州のキャシ 的で、
ジョンソンさんはスト 元ウェストチェスター郡行 所となっていたブロンクス
ー・ホ ー クル 州 知 事 は １ ー カーの被 害 を 何 度 も 警 政長官、
実業家のハリー・ウ 区マウントホープのアパー
日、銃の携帯に関する新し 察に訴えており、事件当日 ィルソン氏、ルディー・ジュ トから、約２４００万ドル
い規制法案に署名した。同 は近くの家庭内暴力シェル リアーニ元市長の息子のア 相当の麻薬が押収された。
日付ＰＩＸ が伝えた。
日付ＮＹ１が伝えた。９月 ターに滞在していた。幸い、 ンドリュー・ジュリアーニ氏
１日に発効する同法案は、 赤ん坊に怪我はなかった。
を退けた。同州の登録民主 部 屋から、複 数のバッグに
タイムズスクエアやデモ会
党員は共和党の倍以上で、 入った約 １ １ ３ キロのヘロ
—————————— ２ ０ ０ ２ 年に再 選された イン、フェンタニル、コカイ
場、学校、政府庁舎、医療・
宗教・公共施設、公共交通
ジョージ・パタキ元 知 事 以 ン、メタンフェタミ ンな ど
ブルックリン
のほか、オキシコドンに似
機関、バー、劇場、
スタジア
来、
共和党知事はいない。
た５ 万 〜 ７ 万 ５ ０ ０ ０ 錠
ム、美術館など、多くの
「デ ホットドッグ早食い
——————————
の
偽薬が発見された。室内
世界記録保持者が優勝
にいたジュリオ・モタ・プラ
ブルックリン
センシア被 告（ 歳 ）が麻
児童の性的人身売買
薬
密
売の罪で逮捕、起訴さ
マンハッタン刑事裁判所
Ｒ・ケリーに禁錮 年 れ、
に出廷後、保釈なしで勾留
されている。麻薬取締局に
よると 、ニューヨー ク市の
麻薬過剰摂取死の ％はフ
ェンタニルによるそう。
15

独立記念日の４日、ブル
ックリン区コニーアイラン
ドのネイサンズ旗 艦 店 前
で行われた「ネイサンズ国
際ホットドック早食い選手
権」で、 分 間に 個 食べ
たジョーイ・チェスナットさ
ん
（ 歳）
が 回目の優勝、

55

11

39

20

78

10

29

95

22

38

10

30

30

27

06

|
Vol. 1160

|
Friday, July 8, 2022

07

|

Vol. 1160

|

Friday, July 8, 2022

NYジャピオン厳選！

音楽

映画

8日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Thor: Love and Thunder

9日
（土）

〜28日
（木）

Hulu Theater at Madison Square Garden
(4 Pennsylvania Pl. / msg.com)
4枚目のミニアルバムがビルボード入りしたK-POPアイ
ドルTXTの、初めてのワールドツアー
（$755〜）

Pier I in Riverside Park South
(W. 70th St. / nycgovparks.org)
毎週木曜日の朝、7歳までの子供を対象に、音楽や読
み聞かせ、
シアターパフォーマンスを行う
（無料）

10日
（日）、12日
（火）、13日
（水）

〜8月15日
（月）

Tomorrow x Together World Tour
<Act: Love Sick>

【出演者】クリス・ヘムズワース、ナタリー・ポートマン
【ジャンル】
アクション／冒険
（PG-13）
「アベンジャーズ／エンドゲーム」の激闘後、戦いを避けるよ
うに宇宙に旅立った雷神ソーに、全宇宙の神々の滅亡を誓う
「神殺し」のゴアが襲いかかる！
（movies.disney.com）

Summer on the Hudson: Children’s
Performance Series

5 Seconds of Summer: Take My
Hand World Tour

11日
（月）

Scandal World Tour 2022 “Mirror”

13日
（水）、14日
（木）特別上映

Sony Hall (235 W. 46th St. / sonyhall.com)
結成15年目の大阪出身ガールズロックバンドが、2年
ぶり10枚目のアルバムをファンに聞かせる
（$40〜）

The Deer King (2021)

14日
（木）

Bastille Day: A French Festival in
Central Park
Rumsey Playfield
(69th St. & 5th Ave. / newyork.consulfrance.org)
フランスの革命記念日を、伝統曲やジャズ、古典喜劇
作家モリエールの戯曲上演で祝福する
（無料）

13日
（水）〜16日
（土）

Sway’s Bloom!

©2021「鹿の王」製作委員会

Lower Plaza, Brookfield Place
(230 Vesey St. / bfplny.com)
高さ14フィートのゆらゆら揺れるポール上で、地球や自
然などがテーマのパフォーマンスを行う
（無料）

Bryant Park
(New York, NY 10018 / bryantpark.org)
毎週月曜夜は、
ブランケットやシート持参でピクニック
しながら、大スクリーンで映画を楽しもう
（無料）

〜22日
（金）、19日
（火）〜8月26日
（金）

Nam June Paik: Art in Process: Part
One, Two
Gagosian
(555 W. 24th St., 821 Park Ave. / gagosian.com)
韓国出身「ビデオ・アートの父」のキャリアを通じた作
品を、2部構成で同ギャラリー2カ所で紹介
（無料）

舞台

上橋菜穂子の小説「鹿の王」
をアニメ化。山犬に噛まれると
感染する、謎の病を生き延びた血のつながらない父娘と、治
療法を探す医術師らの姿を描く
（fathomevents.com）

イベント

【出演者】堤真一、竹内涼真
【ジャンル】
アニメ／冒険
（R）

Movie Nights presented by Paramount +

アート

PNC Bank Arts Center, Pier 17
詳細はウェブサイト参照 (5sos.com)
YouTubeから世界的人気となった、オーストラリアの
ポップ・ロックバンド、5SOSのライブ
（$29.75〜）
Photo by Jasin Boland/Jasin Boland
© Marvel Studios 2022

7/8▶7/14

11日
（月）〜16日
（土）

American Ballet Theatre: Romeo
and Juliet
Metropolitan Opera House
(30 Lincoln Center Plaza / abt.org)
イタリアが舞台の悲劇の恋物語を、プロコフィエフの
音楽とケネス・マクミランの振付で公演
（$30〜）

〜24日
（日）

MOMIX: Alice
The Joyce Theater (175 8th Ave. / joyce.org)
「不思議の国のアリス」
をベースにした、振付師モーゼ
ス・ペンドルトンの冒険あふれる最新作
（$10〜）
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気 になるネタを紹 介！ ニューヨーク トピックス
第21回東和エッセイコンテスト
中高生から日本語での作品募集中

オンラインサマースクール追加募集
自宅でも伸び伸び学べるプログラム

フィラデルフィア日本人会

ニューヨーク育英学園ニュージャージー キャンパス

【日時】
締め切り8月31日
（水）
必着
【場所】
応募要項はこちらから T.ly/cz8d
（要グーグルアカウント）
【料金】
応募は無料
【お問い合せ】
TEL: 215-840-0817／info@jagphilly.org
フィラデルフィア日本人会は中学、高校生を対象にしたエッセイコンテストを開催する。中
学生部門「難民の子供たち」、高校生部門「国境を越えて─21世紀を考える」
をテーマに、
1500字～2800字の作品を募集。全員に参加賞品、最優秀賞ほか、受賞者には賞金も贈呈
する。詳しくはQRコードより。

【日時】
6月27日
（月）
〜8月12日
（金）午前9時〜午後12時
【場所】
8 W. Bayview Ave., Englewood Cliffs, New Jersey 07632
【料金】
詳細はウェブサイトより
【お問い合せ】
TEL: 201-947-4832／onlinesummer.nyikuei
@gmail.com
ニューヨーク育英学園ニュージャージーキャンパスでは、
オンラ
インサマースクールの追加募集をしている。プログラムは午前中
に開催され、子どもたちの好奇心を刺激する内容となっている。

グループ展「DECAGON」開催
期待の日本人アーティスト10名による作品展

親子教室ひよこ組で体験参加者募集
日本の歌や遊びを通して日本語に触れる

新宮大史、小中寛顕、鈴木拓良、金和司、増田裕士

ニューヨーク育英学園マンハッタンキャンパス

【日時】
7月22日
（金）
〜8月21日
（日）
【場所】
Mika Bushwick
（25 Thames St., Brooklyn, NY 11206）
【料金】
無料
【お問い合せ】
admin@matzu.net
ブルックリンにあるアートスタジオに所属する日本人アーティスト
10名が、
グループ展覧会を実施する。週末のワークショップやイベ
ントに加え、7月22日
（金）
の午後6時から9時まで、
オープニングレ
セプションを開催する。

【日時】
毎週火曜 午前10時〜11時30分
【場所】
310 W. 103rd St.
【料金】
$60/1回
（月謝制）
※教材・設備費を含む
【お問い合せ】
TEL: 212-935-8535／friends.nyikuei@
gmail.com
ニューヨーク育英学園フレンズアカデミーは、毎週火曜日
に保護者参加型の教室を開催している。
日本の歌や遊びを通して日本語に触れ、集団の楽し
さも経験できるプログラムを用意している。対象は1〜3歳未満、定員は親子6組程度。

NY在住の現役アーティストによるアートスクール
日曜日のブルックリンでサマーワークショップを開催！

第11回健康オンラインセミナー
水と健康、発酵人参の効果的な飲み方について講演

Artuta Art School

One Heart International Inc.

（日）
午前10時～11時
【日時】
①7月10日
（日）
午前10時～11時 ②7月24日
【場所】
10日はProspect Park Carousel、
24日はBrooklyn Arts Exchange
【料金】
①参加生徒1名あたり$20 ②参加生徒1名あたり$30
（追加生徒 $20）
【お問い合せ】
https://www.artuta.org/2022-summer-workshop-series
現役アーティストによるお子さま向けアートレッスン。お子さまの想像
力や表現力を育むことを目的としたレッスンを実施。絵のスキルに関わら
ず、
どなたでも楽しめる内容となっている。①実物大の怖かわいいモンス
ターをスケッチ ②オリジナルTシャツづくり、申込みはウェブから可能。

【日時】
7月15日
（金）
午後8時〜
【場所】
オンライン
【料金】
無料
【お問い合せ】
TEL: 212-719-1433
（Yoko）
／us02web.zoom.us/meeting/register/tZUk
deirrTgtHN2kDWoxiOYIX42PsOOoJ6RS
One Heart International Inc.は、人々の健康と美しさを保つことを目的とした健康オンラ
インセミナーを開催する。アドバイザーの灰原憲一郎氏を招き、健康管理や予防など、
日常生
活に活用できる内容についても講演する。申し込みは上記URLもしくはQRコードより。

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

診療科目
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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

不動産(あらゆる売買・賃貸)

ニュージャージー ジョージワシントン橋から1ブロック！

胃がん・大腸がん
早期発見センター

胃腸・肝臓・胆囊専門

Thomas Li, M.D.

25年の
経験

ブラウン大学医学部卒業 米国協会認定内科・胃腸科専門医

専門 胃痛／胃潰瘍／大腸ポリープ
治療 便秘／血便／肝・胆道系疾患
●最新式の胃腸カメラをオフィスで行っています

※病院にいかなくてOK

●完全無痛 ●麻酔医在中 ●痔の治療にも対応

各種医療保険に対応。詳しくはお問い合わせください。日本語対応
（保険をお持ちでない方にはディスカウントのサービスも実施）

201-944-1008 月・火・木: 9AM-5PM
2231 Lemoine Ave., Fort Lee, NJ 07024

Friday, July 8, 2022
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写真は「NAGOYA WING
（4本入り$9.95〜）」はこっ
てりと甘辛くてクセになる味

唐揚げ専門店がオープン
揚げたてをグルテンフリーで
イーストビレッジにオープンした、揚げたての唐揚げを味わうことができ
るトリビエン。看板メニューの唐揚げの他にも、名古屋風手羽先やおにぎ
り、
たこ焼きなど、
ほっとする料理がメニューに並ぶ。
唐揚げは作り置きせず注文が入ってから揚げるため、
いつも熱々が食
べられる。
またグルテンフリーにこだわり、小麦粉ではなく片栗粉で揚げ、
たまり醤油を使用しているそうだ。一つ一つ大きくてジューシーで、食べ応
えたっぷりなのにもかかわらず、
ころもが軽くてサクッと食べられてしまう。
ランチには
「唐揚げおにぎり弁当」
や、大きな唐揚げをまるごと贅沢には
さんだ
「唐揚げサンドイッチ」、
「 唐揚げカレー弁当」が人気だという。
おに
ぎりは日本のコンビニで売っているような、海苔がパリパリのまま食べら
れる工夫がされているが、
コンビニおにぎりと違って食材がすべて無添加
なのがうれしい。
また、
カレーには唐揚げに使わなかった部位を煮込んだ
鶏がらだしを使用し、
フードロスにも配慮しているそう。
こだわりが詰まっ
たトリビエンに懐かしの味を求めて訪れてみては。
All Photos by Aya Kishimoto

TORI-BIEN
220 E 9th St.
TEL; 929-946-0789
info@toribien.com
toribien.com／@toribien_nyc

「 唐 揚げおにぎり弁
当」
に付くおにぎりは、
ツナマヨ、
高菜、
梅、
サ
ケ、明太子、煮卵チャ
ーシューなどから2つ
選べる

医者さんは、
風邪の患者さんにすぐ抗生物質

のですが、
そもそもウイルスが原因の風邪に抗

（antiviral）
があります。
インフルエンザのタミ
生物質は効きません。
ウイルスには抗ウイルス剤

いどころを見極める必要がある薬です。

剤も、
誤って使うと耐性ができてしまうので、
使

に 悪いイメ ー ジが 植 え 付
けられ、
いまだに正確な情
報が拡散されていません。
厚労省のフォローも十分だ
とは思えません。結果とし
て、子 宮 頸がんは罹 患 率・
死亡率ともに、日本は他国
に比べて圧倒的に高いこと
は、恥 ずべきことではない
でしょうか？
子 宮 頸 がんは感 染 症で
す。不確かな情報に自分と
周りの人の命を懸けていい
のか、今一度考えてほしい。
そ して子 宮 頸 がんの原 因
ＨＰＶは、性交渉時に男女
間で感 染 するので、アメリ
カではＨＰＶワクチンの接
種対象は男女両方です。

の注射を打ったり、
飲み薬を処方したりしたも

（後編）
◆知って得する 感 染 症の豆 知 識

抗生物質、
抗生剤のことです。
抗生物質は、
バク

子宮頸がんのワクチ
ンについては？
子宮頸がんを引き起
こすヒトパピローマ
ウイルス
（ＨＰＶ）は、ワク
チンで ％ 以 上の感 染 を
未 然に防 ぐこと が 可 能で
す。日本の接種率が世界最
低レベルであることは、感
染 症 専 門 医 としてとても
残念です。
接種開始当初、
日本では
大手メディアがレアな副反
応を取り沙汰しました。世
界 保 健 機 関（ Ｗ Ｈ Ｏ ）、米
疾病管理予防センター
（Ｃ
Ｄ Ｃ ）をはじめ、世 界 的に
安全性が確認されているの
に、誤情報により日本国民

テリア感染症にしか効きません。
昔の日本のお

感染症専門医。DO＝Doctor of Osteopathic Medicine。MDと共に米国の医師
学位。東京外国語大学フランス語学科
卒業後、住友商事入社。米国駐在員を
経て、米国医科大学院入学。ニューヨー
クで内科レジデンシーと感染症フェロ
ーシップ修了。現在ニュージャージー
州Hackensack Meridian Healthで感染
症指導医、同医科大学院（Hackensack
Meridian School of Medicine）助教授。

テーマ

ンについても前編で説明し
た通りです。近年は自己免
疫疾患や、がん治療などで
免疫が低下している人が多
く、
ワクチン接種は自分だ
けでなく、周 りのへの感 染
リスクを優先的に考えるこ
とが重要です。
Ｃ型肝炎は、
ワクチンは
あり ませんが 極 めて有 効
な 治 療 方 法 が確 立 されて
お り、２ 、
３ カ 月の投 薬で
完治可能です。Ｂ型肝炎に
は安全・有効なワクチンが
あり、アメリカでは母子感
染 を 防 ぐた めに妊 婦 さん
に必ず検査をし、生まれた
赤ちゃんにはすぐに接種す
ることが義務付けられてい
ま す。未 接 種の大 人は、今
からでも接種されることを
お勧めします。Ｂ／Ｃ型肝
炎は肝がんに発展するリス
クが高く、特にＢ型は慢性
化 し た 場 合に完 治 が 難 し
いので、予防接種を強くお
勧めします。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Antibiotics

90

【今週の英単語】
Takashi Saito, DO

フルーは抗ウイルス剤。
抗生物質も抗ウイルス

Hackensack Meridian Health
19 Davis Ave., Fl. 6
Neptune, NJ 07753
TEL: 732-897-3995
hackensackmeridianhealth.org/en

AQ

先 生に
聞 いた

斎藤孝先生

歳以上（持病によりもっ
と早く）
に接種が奨励され
ており、破傷風ワクチンは
年に１回の奨励です。
ウイルス感染にはど
んなものが？
今回の新型コロナウ
イルス、
インフルエン
ザ、Ｂ ／ Ｃ 型 肝 炎、子 宮 頸
がん
（ヒトパピローマウイル
ス）
、ＨＩＶ（ヒト免疫不全
ウイルス）
、麻疹、百日咳な
どがあります。身近ではな
いですが、黄熱病やエボラ、
ポリオ
（小児麻痺）
、ジカウ
イルス感染症なども。天然
痘 は 世 界 的に根 絶に成 功
した感染症です。今話題の
サ ル 痘 は 同 類のウイ ルス
で、天然痘ワクチン接種者
には感染はほぼないと考え
られます。
身 近 なウイルス感 染 症
には、ワクチンがあるもの
が少なくありません。イン
フルエンザは毎年１回、新
型コロナウイルスのワクチ

「アメーバや寄生虫、バクテリアによるレ
アな感染源が、自然の中にはたくさんい
ます。川や池、湖で泳いだり遊んだりす
るとき、アメリカでは親が子どもに『水
に飛び込むときは鼻をつまめ』
と指示し
ますが、あれは、水中に生息するある種
のアメーバが鼻から体内に入ると、脳に
たどり着き、確実に死に至るからです。
自然を甘く見ないように」
と斎藤先生

AQ

10

65

新 型コロナ、子 宮 頸がん他
予防にワクチン接種を奨励
細菌（バクテリア）性
の感染症とは？
ペスト
（ペスト菌）
、
コ
レラ（コレラ菌 ）、結
核（結核菌）、肺炎（肺炎球
菌 ）、扁 桃 腺 炎（ 溶 連 菌 ）、
梅毒（梅毒トレポネーマ）、
破 傷 風（ 破 傷 風 菌 ）、食 中
毒（ 腸 管 出 血 性 大 腸 菌 Ｏ
１ ５ ７、サルモネラ菌 他 ）
など、挙げたらきりがあり
ません。
ペストとコレラは、北 米
で感染するリスクは低いと
考 えられますが、結 核、肺
炎、破 傷 風は、北 米 在 住 者
も要注意。子どもの頃に受
けた 結 核の予 防 接 種 Ｂ Ｃ
Ｇ は そ も そ も 効 果に疑 問
があり、成人後の予防効果
はほぼないと考えられてい
ま す。ニューヨー ク市でも
結 核 患 者はま だ ま だいま
す。治療薬はありますが副
作用が強いので、感染しな
いことが第一です。
肺炎球菌のワクチンは、

AQ
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メリカは学校が夏休
みに入った 。も う 学
校を卒 業して４ 半 世 紀 以
上経つのにいまだに７月
日が来るとワクワクしてし
まう。待ち遠しい夏休みが
ようやくやって来たあの感
じが心に焼き付いているの
だろう。
思い返すに夏休みの宿題
を初日に一気に終わらせて
休みを気楽に遊ぶタイプの
子どもと、ダラダラと最後
まで宿 題 を 残 してしま う
タイプの子どもがいたよう
に思う。僕は後者のタイプ
で、８月も終わりに入り９
月が近づいてくるといつも
「まだ宿題がたくさん残っ
とる」と憂鬱な気持ちにな
った。９ 月 １日の新 学 期の
登校日の朝に、「そういえば
まだ工作の宿題があったか
な？」と爆弾発言をして両
親を慌てさせるような、ボ
～ッとした子どもだったの
です。

ア

21

いテレビ番組を見ていたの
だ。今の子どもたちはゲー
ムやフェイスタイムをしな
がら画面の片隅でコンテン
ツを２倍速で見て物語の情
報 だ けを 脳の片 隅に詰 め
込んでいる。僕の映画作品
を他のことをしながら画面
の片隅で倍速で見られるぐ
らいなら見てもらわないほ
うがいい。制作する側は誰
でもそう思うだろう。

Pan’s Labyrinth
悲しくすがすがしい涙

公

開 2006年
監

督 ギレルモ・デル・トロ

出 演 イバナ・バケーロ、セルジ・ロペス、ダグ・ジョーンズ

音

楽 ハビエル・ナバレテ

信 Hulu、Amazon Prime他
配

を乗り越えろと伝える。
「シェイプ・オ ブ・ウォー
ター」
でアカデミー賞を受
賞したデル・トロ監督の作
品の中で僕が一番好きな作
品です。不思議な迷宮にオ
フェリアを導く妖精たちの
世 界が暴 力に満 ちた 現 実
の世界との対比でより悲し
く美しく輝いて描かれてい
る。輪廻（りんね）転生を素
直に受 け 入 れられる 僕 た
ち日 本 人 を 悲 し くも す が
すがしい涙に導いてくれま
す。絶対に倍速で見るんじ
ゃねえぞ。

1944年のスペイン、
独裁政治を強いる国民戦線軍と激
しい抵抗を繰り返すゲリラ軍との闘争の中、
10歳のオ
フェリアは不思議な妖精に導かれ迷宮に迷い込む。
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。

夏 休 みの映 画の思い出
といえば「東 映まんがまつ
り」とか「東宝チャンピオン
まつり」というのがあった。
ゴジラなんかの怪獣映画を
短 く 編 集 したメイン映 画
と、もうすでに放送された
仮 面 ライ ダーや 天 才 バカ
ボンなんかのテレビ番組を
数本集めたプログラムだっ
た。今の若い読者は
「なんで
もう放送されたテレビのコ
ンテンツをわざわざ入場料
を払って映画館に見に行く
んだ」と思ったかもしれな
いが、ビデオ デッキもイン
ター ネット も Ｙ ｏ ｕ Ｔ ｕ
ｂｅもなかった僕の子ども
時代には一回放送を見たら
同じ番組を見る機会がいつ
やってくるかわからなかっ
たので、もう一度人気番組
が見られるのはとてもうれ
しかった。
そ う 思 え ば 僕の世 代の
子 ど も た ちは ものす ごい
集中力で一度しか見られな
13

めた 。しかし、 歳 以 下の
子どもを持つ読者は子ども
にこっそり隠れてでも見て
ほしい作品だ。
１ ９ ４ ４ 年のスペイン、
激 しい内 戦の末に独 裁 政
治を治めたフランコ率いる
国民戦線軍の将校、ビダル
は各地でくすぶっていた人
民 戦 線 軍のゲリ ラ兵の掃
討 作 戦のた め 山 奥の作 戦
本部に身を寄せていた。ビ
ダルと 再 婚 し 妊 娠 中のカ
ルメンと 歳になるカルメ
ンの娘オフェリアは危険な
体にも関わらず山奥への移
住を強いられた。オフェリ
アは不 思 議 な 妖 精に導 か
れて作戦本部の近くに古く
か ら 横 た わる 石 造 りの迷
宮に導 かれ、ファウンとい
う 人 間 と ヤ ギの姿 をした
不思議な生き物に出会う。
ファウンはオフェリアが地
底の王国から地上に憧れて
記憶を失った王妃モアナの
魂の生 まれ変 わり だと 告
げる。そして姫として王国
に戻りたければ３つの課題
10

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

（邦題: パンズ・ラビリンス）

夏 休 みの子 ど も 向 けの
ファンタジー映画を紹介し
よ う と 大 好 きなこの映 画
を紹介したいと思い立った
が、久しぶりにこの映画を
見て
「あかんがや、子どもに
見せれえへんて」と名 古 屋
弁でつぶやいてしまった。暴
力の描写がリアルなのだ。
「大人の不思議な国のアリ
ス」と 言 われる ゆ えん だ 。
僕も小学生の娘と一緒に見
よ う と レンタルし た け ど
も、子どもに見せるのを諦

鈴木やす

映画監督・鈴木やすさんが、
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ジャピオンのウェブサイトではバックナンバーも充実。

これまでの巻頭特集から新しい発見があるかも？
詳しい内容はこちらからチェック！

www.ejapion.com/backnumber

夏はまったり、
フィラデルフィアで。

（2018年7月6日発行・974号）

ニューヨークから行くからこそ分
かるフィラデルフィアの魅力。大人
も子供も楽しめるスポットや観光
名所など、夏を満喫できるスポット
をお届け。

1日で学べる！
変わり種ワークショップ

（2018年7月20日発行・976号）

こんなことがニューヨークで習え
るの!? という変わり種のワークシ
ョップが市内にはたくさん。1日で
作品作成や技術を学べる単発クラ
スを紹介。

NYの橋を渡る

（2018年7月13日発行・975号）

毎日の通勤・通学で利用し、目にし
ていてもただ通り過ぎることが多
い橋。
この号では実際に5つの橋
を渡り、あらためてその魅力にフォ
ーカス!

飛び入り! in NY

（2018年7月27日発行・977号）

プロ・アマ問わず飛び入り参加が
できる
「オープンマイク」。
世界のエ
ンタメの中心、ニューヨークで挑
戦するさまざまな日本人にインタ
ビュー!

|
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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
水際対策が大幅に緩和されている。日々更新される渡航に必要な最新情報をチェックしよう。
（※2022年7月6日現在）

アメリカから日本への渡航の流れ
入国時

渡航前の準備
● 出国前72時間以内のPCR検査の証明書
● MySOSなどアプリの登録

ワクチン接種の有無に関わらず、
以下の対応が不要
● 入国時検査

● Wifi、スマホのレンタル

● 入国後の自宅待機
● 誓約書、ワクチン接種証明書の提出

必要書類
ワクチン接種証明書

×

出国前72時間以内のPCR検査の証明書

◯

Ba

入国時の検疫措置
到着時の検査

×

自宅待機

×

ck to USA
詳細はこちら

（厚生労働省）

日本からアメリカへの
渡航の流れは？

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

※出発の1日以内に受けた検査結果（陰性証明証）の提示は不要
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アルファベットまじりの日本語の由来
～Ｔシャツ、Ｙシャツ、Ｔ字路～

友だちから聞いたんですが、Ｔシャツって、形がアルファベット
のＴの形をしてるからなんですね。でも、Ｙシャツは、どこが「Ｙ」
の形なのか、わからないんですよ。博士は知っていますか？

日本語は、漢字、ひらがな、カタカナだけじゃなく、アルファベッ
トまで取り込んでしまう懐の深い言語なだけに、ややこしいね。
実は「Ｙシャツ」は、明治時代、西洋人が「white shirt（ホワイト
シャツ）」と言っているのを「ワイシャツ」と聞き取ったことに始ま
り、音が同じ「Ｙ」の字をあてるようになっただけで、Ｙの形とは関
係ないんだ。

では、片方の道が突き抜けてない交差点
を「Ｔ字路」というのは、道が「T」の形をし
ているからというのは正しいですか？

伊東七彩さん
職業: メイクアップアーティスト／学生
撮影場所: ニューヨーク近代美術館

そう思っている人が多いけど、実はあれは「丁（てい）字路」が
正しいんだよ。形もほとんど同じだし、Ｔを、
「ティー」ではなく「テ
ー」と発音したりする人もいるので、だんだんと「丁」と「Ｔ」が混同
されていったんだろうね。
今はどちらの言い方も認められているけど、一応、道路交通法上
は「丁字路」となっているぞ。

「MoMAは私がNYに来て初めて行ったミュージアムで、
よく通っ
た思い出の場所です。いつかMoMAで撮影やファッションショー
のメイクの仕事をするのが夢です！」Instagram：@nana7se
（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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日本人スタッフ常駐
土曜日も一日中診療
米国各種保険／日本国民・社会保険
コロナ感染対策は徹底しておりますので、
安心してご来院ください！
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記事・写真提供＝デイリースポーツ

スポーツ

CLASSIFIED
シッター募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】NJ
【募集内容】週1-2日で小学生の日本語学
校の宿題の手伝いと簡単な家
事代行(料理)を手伝って頂ける
方を探しております。車必要で
す。是非ご連絡お待ちしており
ます。
【応 募 先】njmama2010@gmail.com
石谷まで
【会社情報】

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）

治験参加者募集

ジェネラルマネージャー募集

【雇用形態】単発
【勤 務 地】イギリス・ロンドン
【募集内容】健康な日本人男女を募集中。
謝礼金＋ロンドンへの渡航費、
滞在中の宿泊費を補償。日本語
でご案内します。
【応 募 先】japanese@richmondpharma
cology.com または、
「リッチモ
ンド 治験」で検索。お気軽に
問い合わせください
【会社情報】リッチモンド・ファーマコロジー
1A Newcomen St., London
Bridge, London SE1 1YR

【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

職員募集

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】401 Hackensack Ave.
Hackensack, NJ 07601
【募集内容】医院で働くことに興味のある
方、是非一緒に働きませんか？
履歴書を下記のアドレスにメー
ルしてください。
【応 募 先】kenshincenternj@gmail.com
【会社情報】リバーサイド健診センター
Continental Plaza 5th FL #502
401 Hackensack Avenue
Hackensack, NJ 07601

受付／事務全般／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】 寿司シェ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
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サーバー／キッチン／寿司シェフ及びヘルパー募集
【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

寿司シェフ募集
【雇用形態】 パートタイム
【勤 務 地】 Midtown East
【募集内容】 5日間勤務／1PM-10:30PM
給与は技術力次第、時給$25
〜$30
（チップ込み）
。健康保険
相談可。要ソーシャルセキュリ
ティカード。
【応 募 先】 ☎212-983-0525
info@sushiryusei.com
【会社情報】 Kaishou Inc.
216 E. 39th St.
New York, NY 10016

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

仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

おまかせ寿司シェフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 アッパーイーストサイド
【募集内容】 おまかせのみのお店になりま
すのでおまかせ経験者優遇。週
休２日制、夏、冬、
１週間バケー
ション有り。給与：月給＋チップ
【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

寿司シェフ／寿司ヘルパー募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 USTA Billie Jean King National
Tennis Center (Flushing)
【募集内容】 USオープンテニスレストラン及び
プレイヤーラウンジ。
８月1日〜9
月16日：
８:00AM〜10:30PM。給
与は技術力次第、時給$25〜$3５
／勤務時間相談可。要SSN。
【応 募 先】 ☎646-645-0911
omae@orimotorestaurants.com
【会社情報】 MM Management LLC
110 W. 40th St. Suite 205,
New York, NY 10018

NY日本人教育審議会事務局職員募集

バーテンダー／サーバー／マネージャー募集

フロアレディ／バーメイド／ウェイトスタッフ募集

【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】New Rochelle, NY
・勤務日：月
【募集内容】一般事務（フルタイム）
～金（９時30分～5時）
・時給：年収
30,000〜31,800ドル
（経験等考
慮）
、ベネフィット有。委細面談
【応 募 先】jei@jeiny.org
【会社情報】ニューヨーク日本人教育審議会
56 Harrison St. #505,
New Rochelle, NY 10801

【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

【雇用形態】 要応談
【勤 務 地】 320 E. 49th St.
New York, NY 10017
【募集内容】 週1日〜短期、未経験OKです。
ダブルワークも可能です。高収
入可能！友達同士での応募も可
能ですので、お気軽にお問合せ
ください！時給$25～up可！
【応 募 先】 ☎212-935-2002
info@clubusagi.com
メール又はお電話にて、午後6時以
降お気軽に問い合わせください。
【会社情報】 クラブ うさぎ

パートタイムスタッフ募集

トラベルコンサルタント募集

寿司シェフ募集

キッチンシェフ募集

【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

【雇用形態】フルタイム
【勤 務 地】自宅/NJ Office
【募集内容】JTB USAではレジャー事業を担う
トラベルコンサルタントを募集し
ています。「Perfect moments,
always」のスローガンのもと、お
客様に感動と喜びを提供しませ
んか。
【応 募 先】☎︎310-303-3748
Human Resource Department 迄
hr@jtbamericas.com
【会社情報】JTB USA, Inc.

【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

【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

【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
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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

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

配達スタッフ募集
【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

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】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

幼稚園教諭・日本語教師大募集

日本食料品店スタッフ募集

【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

【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

紀伊国屋店員パートタイム募集

歯科助手募集

【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

【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

編集スタッフ募集

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

nyjapion .com /clas sif ie d_
o ve r v ie w/f or m

求人ならNYジャピオン

事務受付募集

【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

【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
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