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名倉学さん

MAXコンサルティンググルー
プ代表取締役社長

75

アップステートＮＹは、米国フライフィッシ
ング発祥の地。今週は、その魅力とフライ
フィッシングに最適なニューヨーク近郊のス
ポットを紹介する。（取材・文／加藤麻美）

55

バックパッキングによるソロ
キャンプ歴は1984年から。
91年からはニューヨークで
キャンプと釣りを開始。92
年からフライフィッシングを
開始して以降、
モンタナ州
に頻繁に釣行。趣味はバイ
クと釣りとキャンプ。

メージです。

―ニューヨーク近郊でおす
すめの釣り場は？
フライフィッシングの
「大
物」ブラウントラウトを釣
りたいなら、ルート をハ
ンコックへ。同地周辺のデラ
ウェアリバー西 支 流はニュ
ーヨー ク市 近 郊で最 も 大
物かつワイルドなブラウン
が釣れる場所です。

westbranchresort.com

※ウェスト・デラウェア・ア
ングラー・リゾート

「初日から釣れると思う
な」
ですね。
フライの選び方
や作り方、
リールの扱い方、
キャスティング
（投げ方）な
ど、根気よく練習を重ねる
ことが大切です。
一からフライフィッシング
を始める場合は、専門のク
ラスを取って基礎からしっ
かり学んだ方が早いと思い
ます。
スクール、宿泊施設、
レストラン、ガイドサービ
スと、至れり尽くせりのリ
ゾート
（※）
もありますよ。

―初心者にアドバイスを
お願いします。

17

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)

不動産(あらゆる売買・賃貸)

離婚問題・商業訴訟

フライフィッシング入門

30

繊細で極めて戦略的なスポーツ
フライフィッシングを始めてみよう

3

1

は落ちるようです。
そして、 レゼンテーション
（フライの
産 卵 前の秋にも 食 欲 旺 盛 水中、水面への流し方。釣り
になりま す。季 節によって 糸が引きずったら＝ドラッ
食べる虫の種類や時間が異 グ＝、魚は偽物と察知して
清流の中で体と頭の鍛 しか生きられません。生存 なるため、フライのパター 食い付かない）しないとい
錬が同時にできるフライ に適した 水 温は華 氏 ～ ンもそれに合わせて変える けない。加えて川や湖・渓流
フィッシング。その道 年
度で、 度以上になると 必要があります。
で、腰 まで水に浸かって
の達 人 、名 倉 学 さんにフ 息ができなくなり死んでし
要するに、場所、季節、時 日を過ごすと、知らない間
ライフィッシングの魅力を まいます。汚染された川や 期、時間帯、天候、水温、虫 に体を相当動かすことにな
聞いた。
海にトラウトはいないし、 の生態系の変化、釣り人の ります。
いい運 動になりま
川の中でも生息できる場所 スキルなど、タイミングが すよ。
―フライフィッシングの魅 は限られています。
全てマッチしない限りトラ
力とは？
また、餌となる虫が流れ ウトを釣り上げることはで ―どんな釣り方があるの
一言で言えば「清流で頭 て来る場所でないといけま
ですか？
き
な
い
の
で
す
。
繊
細
か
つ
極
と体、技術を駆使して挑む せん。ト ラウトにはフィー
フライフィッシングでの
め
て
戦
略
的
な
ス
ポ
ー
ツ
で
、
スポーツ」です。
フライフィ ディングパターン
（餌を食べ それが一番の魅力ですね。
釣りは３つの方法がありま
ッシングの世界では、
フライ る習慣）というものがあり
雨が降って川の水が汚れ す。１つ目は水面で釣る方
（ 針の付いた 疑 似 餌 ）のサ ます。冬の間に何も食べて ると釣れないし、自然環境 法です。
これは、ライズ（魚
イズ、色、形、
これら全てが いないトラウトは、春にな を 全て把 握 した 上で釣 り が水面にある虫を食べるた
マッチしない限り魚を釣る って虫の活動が活発になっ 人はベストなコンディショ めに、水面に頭を突き出す
ことはできません。
ここで てきた時期に、流れてくる ンを見つけ出して、それに こと）
を狙って、水面にフラ
はフライフィッシングの代 幼 虫 や 成 虫 をむさ ぼるよ 合わせてフライを選 び、プ イを浮かべ、糸がド ラッグ
表的な魚、トラウト（マス） うに食べ始めます。
しないようにフライを流す
を例にお話ししましょう。
夏になると 水 温 が 上 が
方 法です。２つ目は水 中で
トラウトはまず、清流で り過ぎて、トラウトの食欲
釣る方 法です。
この方 法で
はニンフという虫の幼虫に
似 せたフライを 使 用 し ま
す。
これ以 外に、水 面 下 ぎ
り ぎりで、ニンフが上 がっ
てふ化 する瞬 間 を 狙 う 方
法もあります。 つ目はス
トリーマーというルアーの
代わりにフライをつけるイ
●お話を聞いた人●

ティティカス・リザボア・アウトレットでフラ
イフィッシングをする名倉さん
（後ろ姿）

写真提供: 名倉学
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ニューヨーク州で
釣れるトラウト

Photo by U.S. Fish and Wildlife Service Northeast Region

Rainbow Trout ニジマス

Brown Trout クロマス

太平洋岸が原産。1870年代にニューヨーク
の水域に導入された。小川、川、湖、池に生息
し、
ブラウントラウトと同様、
ブルックトラウトより高
い水温に耐えることができる。写真はティティカ
ス・リザボア・アウトレットで名倉さんが釣り上げた
レインボートラウト。

1880年代にヨーロッパから持ち込まれ、
現在
ではニューヨーク州全土の小川、
川、
池、
湖に生
息し、
ブルックトラウトよりも高い水温に耐えるこ
とができる。
ブラウントラウトは警戒心が強いこと
から、釣り人から
「釣りがいのある魚」
と呼ばれて
いる。写真は名倉さんがリトル・ポンド・キャンプ・
グラウンドで釣り上げたブラウントラウト。

Brook Trout カワマス
ニューヨーク州原産の魚。ニューヨーク州の
州魚でもある。中小規模の小川、湖、池など、華
氏72度以下であればどこにでも生息。
レインボー
トラウトやブラウントラウトよりも冷たい水を好む
傾向があり、川の源流域に生息していることが
多い。ただし、名倉さんによると、
ニューヨーク市
近郊で見ることは
「まずない」
とか。

ニューヨーク州環境保全局（DEC）は毎年、約230
万匹のブルックトラウト
（カワマス）、
ブラウントラウ
ト
（クロマス）、
レインボートラウト
（ニジマス）など
を州内の約300の湖や池、およそ3100マイルに及
ぶ小川に放流。
これらの小川の多くには野生のトラ
ウトも生息している。小川の多くには釣り人が水辺
に立ち入れる公共釣り地役権（パブリック・フィッシ
ング・ライツ： PFR）が設定されており、通常「Public
Fishing Stream」
と書かれた黄色の標識が掲示され
ている。DEC info Locatorでは、PFRの場所、駐車場、
ストリーム・リーチ・カテゴリーを確認できる（5Pの
囲みを参照）。

Willowemoc Creek

Delaware River

キャッツキル山地北東部にあるハドソン川の支流。ニュ
ーヨーク市の水源として利用されているエソパスクリーク
は、
水質の良さと野生のブラウントラウトやレインボートラウ
トが豊富に生息していることで有名だ。エソパスクリーク
はダムでせき止められてアショカン貯水池となり、同貯水
池からフェニキアまでの間には、巨大トラウトが生息してい
る。アショカン貯水池にもブラウントラウトが放流されてお
り、
毎年秋になると、
産卵のために上流に向かう。

26マイルにわたって流れるウィローモッククリークは、
ロ
スコー村でビーバーキル川に合流する。上流は渓流で、
合
流地点では広い小川になる。放流と野生のブラウントラウ
トが豊富に生息し、上流に行くほど野生の割合が高くな
る。春と並んでブラウントラウトが産卵のために遡上
（そじょ
う）
する秋がピークシーズン。ベストスポットは、
リビングスト
ンマナーからジャンクションプールのビーバーキル川との合
流点までの低地。州道17号線がこの下流域を横切ってお
り、
複数の釣り人用駐車場と数キロに及ぶPFRがある。

デラウェア川西支流、
特にキャノンズビル貯水池から東
支流への合流点までの12マイルはトラウトの最高の釣り
場。
この区間ではトラウトの放流が行われていないため、
釣れるのは全て野生のトラウト。DECは、
キャノンズビルダ
ムすぐ下流にあるデポジット村とその周辺に、1マイル以
上のPFRを設置。
また、
キャノンズビル貯水池北のデラウ
ェア川西側にも広大なPFRがある。デラウェア川東側に
は、
ペパクトン貯水池から30マイルに及ぶ区間に放流魚
と野生のブラウントラウトが共存するエリアがある。

エソパスクリーク

どうしてもトラウトを釣りたいなら、
ここ！

Connetquot River State Park Preserve

コネコートリバー州立公園保護区

Photo by Víctor Manuel Ramos

釣り・公園情報：parks.ny.gov

マンハッタンから約50マイ
ル、
ロングアイランドにある
州立公園で、初心者でも
必ずと言っていいほど釣れ
ます。釣りのできる場所を
選ぶのは早い者勝ちなの
で、前日から車内泊をした
り、早めに行くのがおすす
めです。
（名倉さん）

Neversink River

デラウェアリバー

Beaver Kill River

ネバーシンクリバー

ビーバー・キル・リバー

ネバーシンク貯水池からの放流水によって夏も水温が
涼しく保たれる、
テールウォーターリバー。質の高い野生の
ブラウントラウトが生息しており、毎年5000匹以上のブラ
ウントラウトも放流されている。
「ドライ・フライ・フィッシング
の父」
として知られるセオドア・ゴードンが伝統的なイングリ
ッシュフライを改良し、
ネバーシンク川の昆虫の羽化に合
わせて改良したことから、
同川は
「アメリカにおけるドライ・フ
ライ・フィッシングの真の発祥の地」
とされている。

デラウェア川東支流の主要な支流であるビーバーキル
川は、
キャッツキル山地を代表するトラウトストリーム。野生
のブラウントラウトが川全域に生息し、野生のブルックトラ
ウトはビーバーキル上流
（ロスコー村の北）
でよく観察され
る。
その数は上流に行くにつれて増えていく。DECは毎年
1万8000匹以上のブラウントラウトを放流しており、
ビーバ
ーキル川下流に何キロにもわたりPFRを設けている。
ちな
みにロスコー村は
「トラウトタウンUSA」
と呼ばれている。

米国のフライフィッシング発祥
の地、キャッツキル山地には東
海岸有数のトラウトストリー
ムがいくつも流れている。

名倉さん
おすすめ

ウィローモッククリーク

トラウト釣り
＠キャッツキルマウンテン

Esopus Creek
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フライフィッシング実践編

知っておきたい 渓流でのエチケット

ニューヨーク州のトラウトシーズンは毎年4月1日から10月15日
まで。
ただし、
キャッチ＆リリースのトラウトフィッシングは、
ほとん
どの水域で年間を通して許可されている。

気分良く釣りをするためには、
エチケットを守ることが大切だ。
■ 先に釣っている人と一緒にならない
よく釣れているポイントに出くわしたら、魚が食べるのを止めないように、離
れた場所で立ち止まり、釣り人から離れた流れの別のポイントに移動しよう。

１

■ ポイ捨てをしない

ライセンスと
パーミットを
取る

清流でないとトラウトは生息できないので、北米では環境保護のためにもト
ラウトが生息できる水質を保つことが重要とされている。釣りの終わりには、
釣りを始めたときと全く同じような環境であるようにしたい。自分が出したご
みや他のごみを見つけたら必ず持ち帰ろう。
また、釣り具を清潔に保ち、ディ
ディーモ*のまん延を防ごう。

● ニューヨーク州フィッシングライセンスの購入：dec.ny.gov

■ 釣り人と友好的になろう

● 釣りをする川のレギュレーション：dec.ny.gov

少し話をすることで、その日どのようなパターンがベストなのかが分かった
り、何かしらヒントが得られたりすることもある。

■ トラウトに敬意を払おう
トラウトは釣り人の良き挑戦者。キープするなら、食べるものだけを残し、そ
れ以外はリリース**しよう。

*ディディーモ（Didymo、別名：岩の鼻くそ）
外来種の侵入藻類で、川底に厚い茶色のマットを形成し、環境を汚染する。ブー
ツ、釣り道具、
ウェーダー、ボート、
トレーラーなどに付着し、下流に流れていくこと
で広がる。釣り具を清潔にすることは、ディディーモのまん延を防ぐのに役立つ。

2

道具を購入し
情報を集める

5

**キャッチ・アンド・リリース
生存率を高めるために、釣り上げた魚は必要以上に遊ばせない。手指が乾いてい
ると、
トラウトの粘液のコーティングが剥がれてしまうので、
リリースする魚に触れ
る前は必ず手を濡らすこと。その際、エラには触れないようにする。
ランディングネ
ットを使用すると、生存率がさらに高くなる。

釣り場、
キャンプ場や
が
ラ
どんなト ウト
が
か
の
釣れる
一目瞭然！

ニューヨーク州環境保全局が提供する

DEC info Locator

gisservices.dec.ny.gov/gis/dil
フライフィッシングとキャンプの達人、名倉さんも
びっくり。
「アウトドアが好きのニューヨーカーが
このサイトを見たら、
もうドキドキものです!」

ニューヨーク州内で淡水釣りをするにはまず、
ライセンスを取得しなければ
ならない。キャッツキル山地を含むニューヨーク市管轄の貯水湖で釣りをす
る場合は、通常のフィッシングライセンスと共にDEPが発行するアクセスパー
ミットの取得が必要だ。
ライセンスはDECのウェブサイトから購入できる。名
倉さんによると、川や湖によって釣っても良い魚の種類やサイズ、釣りの方法
などが細かく決められているので、事前にレギュレーションをしっかり読んで
出掛けること。違反すると、罰金を科されるほか、釣り具やパーミットを没収さ
れることもあるという。

3

フライフィッシング
の道具が
買える店

フライフィッシングの道具

1

①ベスト、ネット、
フライロッド
は1本では持ち運びできない
ので、通常2〜8本に分割した
ものをつなげて使う
②川に向けて用意した釣り具
③ドライフライ
（川によって異
なる特殊なフライもある）
④ニンフ（水の中に沈めるフ
ライ）
⑤ストリー マ ー（フライの 1
種。川の上流から投げて引き
上げるタイプ。ルアーフィッシ
ングに似ている）

3

名倉さんのおすすめ
はこの2店。
フライフィ
ッシングに詳しいスタ
ッフが釣り具や装備
の整え方を教えてくれ
る。フライフィッシン
グクラスの 情 報 など
もゲットできる。

ORVIS

489 5th Ave.
orvis.com

2

4

Urban Angler

381 5th Ave., 2nd Fl.
urbanangler.com
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24
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10
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先月 日にブロンクス区
キャッスルヒルで非番のＮ
Ｙ Ｐ Ｄ 警 官が強 盗に襲わ
れた事 件で、悪 名 高いギャ
ングメンバーで同区出身の
オショーン・ローガン容疑者
（ 歳 ）が 日に逮 捕され
た。 日付ＡＢＣ７ニュー

23

26

14

25

25

21

62

ジョコビッチが欠場

10

20

27

ワクチン未接種で
７月のウィンブルドン覇
者のノバク・ジョコビッチは
先月 日、新型コロナウイ
ルスワクチンを接 種せず、
全 米 オー プンを 正 式に欠
場するとツイートした。同
日付ニューヨークポストが
伝えた。Ｃ Ｄ Ｃ（米 疾 病 予
防管理センター）
は、
アメリ
カ 人 以 外のワクチン未 接
種 者の入 国 を 禁 止 する方
針を維持している。
ジョコビ
ッチは１月の全豪オープン
も、
ワクチン未接種で国外
追放となり、出場できなか
った。ジョコビッチ欠場で有
力選手がいない中、
ラファエ
ル・ナダルが優勝候補の筆
頭であり、優勝すればグラ
ンドスラム勝利数が で、
セリーナ・ウィリアムズと
並ぶ。

頭の里親募集

救出されたビーグル

ウェストチェスター

——————————

23

先月 日、動物実験用の
犬を大量繁殖していたバー
ジニア州の研 究 施 設 か ら
保 護された 約 ４ ０ ０ ０ 頭
のビー グル 犬のう ち 頭
が、ウェストチェスター郡ブ
ライアクリフマナーの動物
愛護団体「ＳＰＣＡウェス
トチェスター」に移 送され
た。 日付ＰＩＸ が伝え
た。動物愛護団体「ＰＥＴ
Ａ」の潜 入 調 査で、痛みを
伴 う 医 学 実 験や多 くの犬
が死亡するなど、非人道的
な状況が指摘された。動物
福 祉 法 違 反が 件 以 上 報
告され、司法省が犬の保護
を命令した。動物愛護協会
が全 国で約 ４ ０ ０ ０ 頭の
引 き取り手を探 す 調 整を
している。

10
24

1
48

23

19

14

70

クイーンズ

週 間のＮＹ 近 郊の話 題 をチェック

14

24

25

25

25
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ハーバード大学は先月
日、ビル・デブラシオ前ニュ
ーヨーク市長を今学期、客
員 研 究 員に迎 えると 発 表

11

11

け、市移民局のマヌエル・カ ヨークが伝えた。 日午前
オールバニ
時前、
モハメッド・チョー
ストロ局 長は、
「移 民 を 人
州の予備選が終了
間 以 下の扱いにしている」 ド リー巡 査（ 歳 ）がオル
選挙区割再編成後 と 非 難 し た 。同 局 長 の 話 ムステッド・アベニューをジ
では、多くの人が他 州でバ ョギング中、車から降りて
ニューヨーク州では先月 スを降りたかったが、追 跡 きた 男 ３ 人に頭 を 殴 られ
日、州最高裁が選挙区割 を恐れて降りなかった。現 た上、携帯電話、車の鍵、財
案の再編成を命じたことで 在 、市 内のシェルターには 布を盗まれ、頭蓋骨骨折と した。同日付ＣＢＳニュー
６月から延期された、連邦 ７ ０ ０ ０ 人 以 上の移 民が 脳出血で病院に運ばれた。 ヨークが伝えた。デブラシ
下 院と州 議 会 上 院の予 備 収容されている。
警察は、同容疑者はこの事 オ氏は、同大学ケネディ行
「さまざまな議
選挙が行われた。 日付ゴ
件を含む、市内で起きた同 政大学院で
——————————
イベント、プログラミン
ッサミストが伝えた。その
様
の
強
盗
事
件
件
以
上
の 論、
結果、
民主党州上院議員９
主 犯の１ 人であり、３ 、
４ グ」に参加すると共に、Ｔ・
オールバニ
人は全員再選。接戦となっ
人以上の共犯者がいるとみ Ｈ・チャン公衆衛生大学院
でリーダーシップと公共サ
た民 主 党 連 邦 下 院 第 区 学生ローン返済免除
ている。
ービスを教える。２０１４
では、ダン・ゴールドマン氏
融資業者に増員要請
—————————— 〜 年 まで市 長を務 めた
が勝利宣言したが、
ユーリ
同氏は、 年大統領選の民
チャック・シューマー上院
ン・ニュー州 下 院 議 員は全
ニュージャージー
主 党 候 補 指 名 争いから撤
ての票が集計されるまで敗 多数党院内総務は、学生ロ
退した後、今 年はニューヨ
北を認めない姿勢。新しい ーンの債 務 免 除 申 請 開 始 遊園地で 人負傷
ー ク州 知 事 選 出 馬 をほの
区 割 りと なった 民 主 党 連 に備え、融資業者に人員を
ジェットコースター事故
めかしたり、ブルックリン
邦下院第 区では、在職期 増やすよう要請した。先月
先 月 日 、ニュージャー の自 宅 がある 選 挙 区 か ら
日付ＮＹ１が伝えた。ジ
間 が州 １ 、
２ 位のベテラン
ジー州のシックスフラッグ 連邦議会議員選への出馬を
現 職 ２ 人が同じ選 挙 区と ョー・バイデン大 統 領は
なり、ジェロルド・ナドラー 日に１〜２万ドルの学生ロ ス・グレートアドベンチャー 表明後、短期間で撤退して
下院議員がキャロリン・マロ ーン債務免除を発表。上院 で、ジェットコースター「エ いた。
ニー 下 院 議 員 を 大 差で退 院内総務は、 月の申請開 ル・トロ」が故障し、乗客
——————————
始に向け、連邦教育省にも 人が負傷した。同日付ＮＢ
けた。
融資業者への職員の雇用と Ｃニューヨークが伝 えた。 ロングアイランド
—————————— 訓 練の奨 励を求めた。ニュ 同園によると、閉園前の午
終点到着前 消防車両で逃走
ーヨークの学生ローン利用 後７時 分頃、
マンハッタン
者 ２ ２ ５ 万 人の半 数の債 に軽微な事故があり、数人
衝突事故を起こした後
バーコード付き腕輪 務が免除される推算だが、 が背 中の痛みを訴 え、首、
先 月 日、
ロングアイラ
口、
舌の軽い怪我で病
テキサス州が移民に ま だ 借 金 が残る人には追 背中、
加の救済措置を取り、教育 院に運ばれた５人を含む、 ンド高速道路上で、消防車
マンハッタン区 ミッドタ 省の新規則で、借り手は毎
人の負傷者が出た。
エル・ 両 を 盗 んで逃 走 した 男 が
ウンのポートオーソリティ 月の支 払い限 度 額 を 現 在 トロは時速 マイルで国内 逮 捕された。 日 付パッチ
ー・バスターミナルに到 着 の収 入の ％ か ら ５ ％に 随一の落 差を誇る、世 界で が伝えた。サフォーク郡警
した、テキサス州から移送 下 げる返 済 計 画 を 申 請で 最も高く最速の木製ジェッ 察によると、午後６時 分
された 移 民の一部が、バー きると話した。
トコースターの一つ。同園で 頃ニューハンプシャー出 身
コード 付 き 腕 輪 を 着 用 し
は昨年にも別の木製ジェッ のハイメ・アレクサンダー・
—————————— トコースターが脱線する事 ブレイトン被告が、ヤップハ
ていた。先月 日付ＦＯＸ
５ニューヨークが伝 えた。 ブロンクス
故があったが、怪 我 人はい ンク付 近 を西 向 きに走 行
中、複数の車を巻き込む衝
日に２ ３ ７ 人 、 日に
なかった。
突事故を起こした。
ハイウ
２ ２ ３ 人の移 民 が到 着 し 強盗犯の一人を逮捕
——————————
ェ
イ・パトロールや警官、消
たが、その際 、同 州 職 員 が
非番警官を襲撃
防署員が駆けつけたが、同
バーコード をスキャンし、
ブルックリン
容疑者は消防署のピックア
腕 輪 を 外 していたのを 受
デブラシオ元市長
ップト ラックに乗 り、制 止
ハーバード大学に しようとした警官の腕を傷
つけ逃 走。ホルツビルの出
口 近くで逮捕され、第２
級暴行、第３級重窃盗、車
両で警 官 から 違 法に逃 亡
した罪で起訴となった。
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NYジャピオン厳選！

音楽

映画

2日
（金）公開

WEEK
K LY CAL
L ENDAR

Gigi & Nate

〜4日
（日）

7日
（水）〜18日
（日）

Randalls Island Park
(1 Randalls Island Park, New York, NY 10035 /
electriczoo.com)
レイバー・デーの週末恒例のエレクトロニック・ミュー
ジックの祭典に一流DJが集結
（$109.99〜）

Little Island, Pier 55 in Hudson River Park
(W. 13th St. / littleisland.org)
あらゆる年代向けのさまざまな物語を、いろいろな形態
で語りかけるイベントを開催
（値段はウェブサイト参照）

6日
（火）

Vinyasa Yoga with Chelsea Piers
Fitness, Sunset Yoga with Abhaya Yoga

Storytelling Festival

Electric Zoo

【出演者】チャーリー・ロウ、
ジョセフィン・ラングフォード
【ジャンル】
ドラマ／家族
（PG-13）
事故で四肢麻痺となった青年ネイトの基本的ニーズを満た
すよう、介助動物のサルのジジがネイトの希望を見出す手助
けとなる。実話に基づく物語
（gigiandnate.com）

〜25日
（日）、〜27日
（火）

Seventeen: Be The Sun World Tour

Honk for Jesus. Save Your Soul.

【出演者】
レジーナ・ホール、
スターリング・K・ブラウン
【ジャンル】
コメディー
（R）

かつて数万人の信徒を有した南部バプテスト派のメガチャー
チが大スキャンダルで閉鎖された後、再建を目指して牧師夫
妻が奮闘する姿を描く風刺コメディー
（focusfeatures.com）

イベント

2日
（金）公開

4日
（日）

Summer on the Hudson: West Side
County Fair

Pier 6 Liberty Lawn, Pier 3 Central Law
詳細はウェブサイト参照 (brooklynbridgepark.org)
毎週日曜朝と火曜夕方に、
ヨガの1時間クラスを開催
（無料、
ウェブサイトでの事前登録とマットが必要）

〜5日
（月）

In America: An Anthology of Fashion,
A Lexicon of Fashion
The Metropolitan Museum of Art
(1000 5th Ave. / metmuseum.org)
ファッションの歴史に焦点を当て、
アメリカ人デザイナー
の作品や、建国以来の変遷を2部制で展示
（大人$30）

Pier I in Riverside Park South
(W. 70th St. / nycgovparks.org)
バンドのライブや大道芸、
カーニバルライドやゲーム、
フードなどのベンダーが集まる夏祭り
（無料）

〜18日
（日）

〜5日
（月）

New York, New Music 1980-1986

West Indian American Day Carnival

Museum of the City of New York
(1220 5th Ave. / mcny.org)
ランDMC、
トーキングヘッズ、マドンナなどを通じて当
時の多様な音楽や文化シーンを探求
（大人$20）

〜18日
（日）

Dear Evan Hansen

NYC Broadway Week
詳細はウェブサイト参照 (nycgo.com)
ブロードウェー公演のチケットが2枚で1枚分の値段に
なるキャンペーン。人気のショーは早めに予約を！

Dr. Jeﬀrey M. Ahn

舞台

詳細はウェブサイト参照 (wiadcacarnival.org)
レイバーデーパレードをメインに、
ジュニアカーニバル
やスチールドラム演奏など、
カリブの文化を体験！（無
料）

6日
（火）〜25日
（日）

Photo by Steve Swisher
© 2021 Pinky Promise LLC

アート

Prudential Center
(25 Lafayette St., Newark, NJ. / prucenter.com)
デビュー7周年を迎えた韓国の13人組ボーイズグルー
プ「セブチ」の「カル群舞」
に注目！
（$59.50〜）

© TEMPO LIMITED

9/2▶9/8

診療科目

Music Box Theatre
(239 W. 45th St. / dearevanhansen.com)
2017年トニー賞の6部門を受賞し、21年には映画化も
されたミュージカルを終了前に鑑賞しよう
（$74〜）
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気 になるネタを紹 介！ ニューヨーク トピックス
ニューヨークまぜ御飯本舗のMaze−Maze
ブライアントパークでポップアップビストロ開催中

9月限定、秋の特別キャンペーン
全商品特別価格にて販売

Maekawa’s Kitchen

コスメプラウドジャパン株式会社

【日時】
9月16日(金)まで 毎週金曜午後4時30分～９時
【場所】
Bryant Park
【料金】
チキンタツタまぜ御飯
（小）
$8〜
【お問い合せ】
maekawaskitchen.com

【日時】
9月1日
（木）
～9月30日
（金）
【場所】
オンライン
【料金】
詳細はQRコードから
【お問い合せ】
info@cosmeproud.co.jp 担当：堀井、
久保

オーガニックブラウンライスを使ったまぜ御飯を販売するMazeMazeは、夏のBryantParkのイベントに合わせ、毎週金曜に出店している。ノンオイルのマゼ
マゼソースをかけて食べるメニューは、
チキンタツタや豚生姜に加え、
ビーガンやこだわりのグ
ルテンフリーも販売中。
メニューの詳細は上記QRコードより。

コスメプラウドジャパンは、9月限定で秋の特別キャンペーンを
実施する。全商品特別価格で販売され、$200以上の購入で日本
からの送料が無料となる。QRコードから購入可能。詳細、お問い
合わせは上記メールアドレスより。

オンライン説明会を実施
帰国生中学・高校入試の情報を提供

和色絵アーティストによる個展
日本古来からの伝統色彩で作品を描く

米日教育交流協議会

魚田昌美

【日時】9月11日
（日）
午後1時～2時
（中学入試・編入の部）
（日）
午後1時～2時
（高校入試・編入の部）
9月18日
【場所】
オンライン
（詳細は参加予約者宛に実施日の2～3日前に連絡）
【料金】
無料
【お問い合せ】
ujeec.org/
米日教育交流協議会は、帰国予定の中学・高校生に向けたオンライン説明会を開催する。
帰国時、中学や高校への進学に必要な帰国生入試の仕組みを、
日米両国で指導経験が豊
富な講師が分かりやすく解説する。海外滞在中にしておきたい対策も説明予定。

【日時】
9月7日
（水）
〜9月25日
（日）
水曜から土曜は午後12時〜6時まで
（予約必須）
【場所】
Artifact
（84 Orchard St.）
【料金】
無料
【お問い合せ】
TEL: 212-475-0448／info@artifactnyc.net／artifactnyc.net
和色絵アーティストの魚田さんは、9月より個展「Moment of
brilliance」
を開催する。同展は京都の嵐山から受けるエナジーがテ
ーマとなっており、
日本の伝統色がもつ色彩にこだわった作品が楽し
める。
オープニングレセプションは9月7日
（水）
午後5時から7時まで。
© 2022 Masami Uota

個展「Borderline」開催
人と世界の境界面をテーマに描く

多摩美術大学校友会ニューヨーククラブ展
永野みき個展も同時開催

松下竜也

多摩美術大学校友会ニューヨーククラブ

【日時】
8月15日
（月）
〜9月18日
（日）
【場所】
Café Grumpy Faison District
（200 W. 39th St.）
【料金】
無料
【お問い合せ】
TEL: 646-499-8747／admin@matzu.net, office@
matzu.net
アーティストの松下竜也さんは、8月15日
（月）
〜9月18日
（日）
の期間
に個展「Borderline」
をカフェ・グランピーにて開催する。
自我から生ま
れる葛藤や、外の世界への興味をテーマにした作品が楽しめる。

【日時】
2022年9月21日
（水）
〜10月4日
（火）
午後12時〜6時
（月–木）
／午
後12時〜3時
（土）※金・日曜日は休館
【場所】
Tenri Gallery
（43A W. 13th St.）
【料金】
無料
【お問い合せ】
tamabiny.com
多摩美術大学校友会ニューヨーククラブは、今年で第18回目となる展覧
会を開催する。同展覧会では、20名の参加アーティストの作品が楽しめ、
それぞれの作品や
活動への理解促進を目的としている。開館、閉館レセプションも実施する。
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9月2日
（金）〜9月30日
（金）

NYジャピオン RAMEN WEEK 開催
ニューヨーク・レストラン・ウィークは終わったが、

クーポンの使用方法

食欲の秋はまだまだこれから。
そこでNYジャピオ

① QRコードを読み取る

ンが
「NYジャピオンRAMEN WEEK」
を開催！

② お会計時に10%オフクーポンを提示

10%
OFF

期間中は参加店舗で、
いつでも・どこでも・何度で

③ 質問に答え、
フォームを送信する

も10%オフのクーポンが利用できる。
クーポンは
QRコード、
またはNYジャピオンのInstagramや

クーポンの使用条件

LINEから取得が可能。

① 1杯以上のラーメンの注文で合計から割引
② 店舗でのみ使用可能
（オンライン・テイクア
ウトは不可）

期間中思う存分ラーメンを食べて、
ニューヨーク
のラーメン通になろう！

※多店舗展開の場合は参加店舗にご注意ください

クーポンはこちらから

Midtown East / Hell's Kitchen

Totto Ramen

Midtown East

Hide chan Ramen

自慢の鶏白湯やヴィーガンも

とんこつベースが人気NO.1

鶏白湯スープをベースに、
スパイシー、みそ白湯
メニューなどを展開。昆布、
しいたけベースのベ
ジタブルラーメンは、
ヴィーガンやヘルシー志向
の方にもおすすめ。

本格派とんこつに加えて、坦々麺やかつおだしで
作る濃厚なだしラーメンもおすすめ。
好みに合わ
せて麺の種類と硬さを選べて、
スープの種類も豊
富！おつまみも多いので居酒屋利用にも最適！

店から一言！

店から一言！

さっぱりとしながらコクがある鶏白湯スープに中細ス
トレート麺を合わせたTOTTO ラーメンをぜひ！

日本で食べるラーメンをNYでも！という方なら是非
ひでちゃんへ！落ち着いた空間でごゆっくりどうぞ

Midtown East
248 E. 52nd St., 1st Fl.／212-421-0052
● Hell’s Kitchen
464 W. 51st St.／646-596-9056

248 E. 52nd St., 2nd Fl.
TEL: 212-813-1800
Instagram @hidechan_ramen

●

West Village

E.A.K. Ramen

※9月9日、10日、11日は10%オフ適用外

横濱家系ラーメンを世界に

Union Square

Kyu Ramen

日本3大ラーメンを世界で展開

一 番 人 気のメニューは、
「とんこつしょうゆ」
（$17)。
ラーメン好きには定番の、
スープにのり
をつけてライスと一緒に食べる、
この食べ方が家
系ラーメンの醍醐味。
ぜひ試してみて。

2014年の開店から、
現在世界に126店舗以上を
構える人気店。
日本のラーメンを研究し尽くした
同店では、
日本の3大ラーメンである九州塩、
東京
しょうゆ、
北海道みそが食べられる。

店から一言！

店から一言！

1号店であるウェストビレッジ店のみが対象です。
ぜ
ひ、
食べにお越しください！

美味しさの秘密は黒にんにくとこだわりのチャーシ
ューにあり！ユニオンスクエア店で待ってます！

469 6th Ave.

210 E. 14th St.

TEL: 646-863-2027
Instagram: @eakramenwestvillage

T EL: 646-692-4120
Instagram: @kyuramen.usq

※対象はウェストビレッジ店のみ

※対象はユニオンスクエア店のみ

ジャピオンのInstagramやLINEからもクーポンを取得できます！
【NYジャピオン公式Instagram】
ニューヨークにある日本食やアジアン
フードを紹介。
アジア料理を探す際は、
ぜひ弊社のアカウントをチェック！

気になる方は
今すぐフォロー☆

【NYジャピオン公式LINE】
公式LINE限定のクーポンや、
お得な情報
を配信！気になるニュースやヘルスケア、
求人情報などもすぐにチェックが可能。

スキャンして
今すぐ友達登録！
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Lower East Side

Lower East Side

Ivan Ramen

Zest Ramen

こだわりは丸鶏とだしのWスープ

ラーメン以外のサイドメニューも充実

2007年に東京の世田谷で開店したのが始まり。
こだわりは開店当初から変わらない、
大阪で作っ
ているだしと丸鶏を合わせたWスープ。
ダイナース
タイルの店内で、
ビールやワインも楽しめる。

日本のラーメン、
オイスターバー、
お酒が楽しめる
お店。
たこ焼きや餃子、
牡蠣フライなどのサイドメ
ニューも充実している。豚骨ラーメンやみそラー
メンのほか、
ベジタリアンラーメンも販売。

店から一言！

店から一言！

世代にとらわれずに子供から大人まで誰でも楽しめ
る、
「居心地の良いお店」
がコンセプトです。

驚き価格の美味しいラーメンを食べにぜひお越しく
ださい！7時前にはハッピーアワーも開催中。

25 Clinton St.
TEL: 646-678-3859
Instagram: @ramenjunkie

112 Eldridge St.
TEL: 212-226-2801
Instagram: @zestramen

© Daniel Krieger

Chinatown

Upper East Side

Shinka Ramen & Sake Bar

名人ラーメン

ラーメンコンテスト優勝店

ニューヨーク初の牛だしラーメン

2019年のジャパン・フェス国際ラーメンコンテス
トで優勝の経験があり、
世界に誇る牛骨髄ラーメ
ンの本場と自負する。
マンハッタンのチャイナタウ
ンに構える店内には、
バーカウンターも併設する。

ニューヨークに初めて牛だしラーメンを持ち込
み、開店当初より地元に愛され続けるお店。代表
的なメニューは、
「名人味噌ビーフラーメン」
。
丼ぶ
りや巻き寿司など、
メニューの種類が充実。

店から一言！

店から一言！

「LIVE RAMEN. LOVE RAMEN.」
私たちのラーメン作りは愛で溢れています。

今まで食べたことの無いほど最高な、
当店の牛だし
ラーメンをお楽しみください！

93 Bowery.
TEL: 212-343-8111
Instagram: @shinka_ramen

1574 2nd Ave.
TEL: 212-327-2800
Instagram: @meijinramenofficial

Sunnyside

Woodside

FUYU RAMEN & SAKE

THREE BOWLS RAMEN

2019年に開店以来、
新鮮な食材を使用しつつも、
低価格での提供に努める。
日本人ならラーメン、
韓国人なら丼ぶりなど、
それぞれの馴染みや好み
に合わせたメニューを用意する。

日本産の食材を使用し、
日本・韓国にインスパイ
アされたさまざまなコンフォートメニューを提供
する。
2017年にオープン後、
その本格さから世代
を越えて愛され続けるお店。

店から一言！

店から一言！

つけ麺や坦々麺など種類が豊富

寺川麺を使用する本格ラーメン

ラーメン＋小サラダ＋丼ぶり
（$16〜$18）
のランチス
ペシャルがおすすめです！

お店に一度来たら、笑顔で満足になること間違いな
し！あなたのお気に入りのラーメンとなるでしょう！

46-17 Queens Blvd.
SunnySide, NY
TEL: 718-786-2200
Instagram: @fuyu_ramen

6328 Roosevelt Ave.
Woodside NY
TEL: 718-406-9907
Instagram: @threebowlsnyc
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治 験 参 加 ま で の ス テップ
1. ボランティア登録

まずは治験グローバル.com
でボランティア登録。18歳以
上の健康な日本人であれば
誰でも登録が可能。

6. 治験終了・

協力金の支払い

治験後には、事後検診を
行うことで、健康に支障
をきたしていないか確認
を行う。治験終了後には
治験協力金が支払われ、
その額は治験期間や種
類によって異なる。

2. 適性チェックと電話問診

登録後にメールで健康状態や既往歴
について確認。問題がなければスタッ
フからの電話問診にて、治験の参加規
約やサポート条件が説明される。引き
続き参加を希望する場合、事前検診参
加希望者に登録をする。

5. 治験参加

治験中は治験薬の決められた用法、
用
量を摂取し、その効果や吸収、排泄ま
でを測定する検査が行われる。施設に
は日本人スタッフも勤務し、入院中の
食事も支給される。Wifiが完備され、
空き時間にはそれぞれ好きなことをし
て時間を過ごす。

12

治験について知り、
理解を深めよう

「治験」
と聞いてなにを思い浮かべるだろうか。怖い、怪し

い、不安など、ネガティブなイメージを持つ人も少なくない

だろう。今回多くの人にとって未知の世界である治験に関

して、治験のトータルコーディネートを専門とする会社、

まに必 要な情 報 が全て与えられ

って構成されるグループで、皆さ

治験グローバル
（ＵＫ治験）
に詳しい話を聞いてみた。

治験とは？

ているかを確認しています。治験

Ｑ

新しい薬や、より良い治療

Ａ

利、安全と福祉が守られているか

行われているか、また皆さまの権

を監視し、万が一人に害を引き起

の安 全 性や検 査 等 がどのように

験を行うことです。皆さんが普段

こしている場合は、治験を中止す

法を開発して多くの人々に

使 用している薬は全て治 験を通

届 ける ため 、人 を 対 象に臨 床 試

して生 まれ 、新 薬の有 効 性 や 安

報酬について

教えてください。

治験参加によって支払われ

る報酬は、独立機関である

ることができます。

Ｑ

Ａ

倫理委員会もしくは公正取締委

員会が、治験の種類と治験により

全 性 を 正し く 評 価 、検 討 するこ

とを目的としています。治験を通

して開 発 された 新しいアイデア

学の進歩へとつながります。

やアプローチの結果が、医学や科

安全性は？

被る拘束や不便を加味して金額

Ｑ

全ての臨床試験は、独立し

Ａ

お問い合わせ：
admin@ukchiken.com

治 験 薬の量やリスクを表すもの

治験なくして、
新しい薬が誕生することはありません。
治験は社会に
必要不可欠なものです。皆さまも治験に参加して、社会に貢献しま
せんか？ 治験の手続きはとっても簡単！ まずは以下のQRコードも
しくは治験グローバル.comからボランティア登録。
それぞれに合った治験を紹介していきます。

の承 認 を行っています 。決して、

治験グローバル
（UK治験）
から皆さまへ

た 倫 理 委 員 会 に よって 承

ではありません。

治験グローバルはUK治験LTDと提携をし、
海外で日本人やアジア人を対
象とした治験ボランティアの募集を行う治験コーディーネート会社。
その豊
富な経験と知識を活かし、
長年にわたりヨーロッパや米国など、
世界各国
の治験施設と協力して、
アジア人対象の治験の実施を可能にしている。
治験グローバルを通して治験に参加することで、
被験者は日本人スタッフ
によるフルサポートが受けられる。

認されています。倫理委員会は、

医療専門家と非医療関係者によ

治験グローバル
（UK治験）
とは？

|

3. 事前検診

現地の治験施設に到着後、事前
検診を実施。
この検診では、
過去
の病歴の聴取・身長と体重・脈拍・
血圧・体温・心電図を確認し、
尿と
血液の検査を行う。

4. 治験内容の説明・同意

事前検診に問題がなければ参加が
可能。実際に治験を始める前に、医
師や看護師が同席の元、
参加する治
験内容の説明が行われる。十分に理
解した上で参加の意思を決定し、
イ
ンフォームド・コンセント
（説明と同
意）
を行う。

PR
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出ている精神障害をanxiety disorder
（不安

障害）
と呼びます。
不安は本来、
自己防衛機能

でないものにまで不安や恐怖を感じ、
日常生

回避します。
ところが不安障害になると、
危険

活に支障を来します。
突然理由もなく動悸や

不安発作
（panic attack）
が起こるパニック障

害
（panic disorder）
も、
不安障害の一種です。

特に男性はこれが苦手なの
で、②身体化と③行動化に
注意して自己観察しましょ
う。例えば、②は肩が凝る、
頭 痛がする、不 眠など。子
供が学校で嫌なことがある
とお腹が痛くなるのもこれ
です。③は、酒の量が増える
と か、突 然 ギャンブルにハ
マるとか、普 段とは異なる
行動を指します。ふさぎ込
む、逆にハイパーになるな
ども③に該当します。
本人もですが、家族同士
でお互いのストレスのサイ
ンに気を付けると、治療が
必要なうつ状態になること
を避けられるかもしれませ
ん。（後編につづく）

の一つで、
不安を感じることで危険を察知し、

（前編）
◆長 引くコロナ禍でのメンタルヘルス

「不安」
。
不安により日常生活に著しい影響が

精神科医師。東京医科歯科大学医学部
卒業。横須賀米海軍病院、同市立うわま
ち病院で初期研修修了。来米後、NY市
マウントサイナイ医科大学ベスイスラ
エル病院精神科で精神科専門医研修
修了。同病院精神科救急部部長・指導
医を経て、現在マウントサイナイ医科大
学精神科助教授・同医科大学モーニン
グサイド病院精神科救急部の指導医。
一般外来・ビデオ遠隔診療を提供。

Anxiety

対処できても、それがたま
って慢性化・長期化した状
態に弱いのです。
ストレスがたまったサ
インとは？
人間はストレスがた
ま る と 、３つのパタ
ーンで表現します（左上表
参照）
。①言葉にする
（言語
化 ）、② 身 体 症 状として現
れる
（身体化）
、③行動とし
て現れる
（行動化）。自分で
ストレスを自覚できない人
が多いので、
これらのストレ
スサインを意識して、自分
の心の状態の変化を観察し
てはどうでしょうか。
最 も 成 熟 した 表 し 方 が
① 言 語 化ですが、日 本 人、

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

テーマ

逆に、
ストレスを感じや
すい人はつらいときはすぐ
に休息を取り、人に助けを
求める傾向にあるので、長
期的には強いと言えます。
柔らかい柳の枝はすぐに曲
がるけれど折れにくく、硬
い枝は曲りにくいが折れや
すいのと同じように、心の
問題については、強さ・弱さ
ではなく、
しなやかさが鍵。
ストレスを感じている自分
を受け入れ、認めてあげる
ことから始めましょう。
そ も そ もスト レス反 応
とは、心 身に負 荷が掛かっ
たと きの動 物の本 能 的 な
防衛反応です。例えば他の
動物に襲われそうになった
ときに不安を感じ、危機を
察 知 するのもス ト レス 反
応。ただ、野 生 動 物の世 界
ではストレスは瞬間的なも
ので、慢 性 的なストレスに
さらされる続けることはあ
りません。人間も動物なの
で、瞬間的なストレスには

【今週の英単語】
Takashi Matsuki, MD

めまい、
窒息感、
吐き気、
手足の震えといった

● 5 W. 86th St., #1A
TEL: 201-809-3508
● 1 Bridge Plaza North, #675
Fort Lee, NJ 07024
TEL: 201-809-3508
takashimatsukimd.com

AQ

先 生に
聞 いた

松木隆志先生

ストレスサ インを 観 察
柔軟に助けを求めよう

米国日本人医師会、
日本クラブ共催の医療ウェ
ビナーから
＜ウェビナーリンク＞
https://youtu.be/gB2Aj6ghlps

った 外 部の
″ 急 性のストレ
ス〟に気 を 取 られ、内 面 的
なストレスにまで気が回ら
なかった分、精神科の外来
患者は減りました。ところ
が、しばらくして急激に増
え始め、長期化するコロナ
禍のメンタル面への影響が
いかに大きいか、今も実感
しています。
コロナ禍で精神の健
康を保つには？
コロナ禍に限らず、
メ
ンタルヘルスの最 大
の敵は本人の自覚の乏しさ
です。
ストレスをため、不安
を感じている自分をまず受
け入れましょう。特に日本
人は、強くあること、
ストレ
ス・不安に耐えることを美
徳として育つので、注 意し
てほしいです。心が強いと
自負している人こそ実は危
ないからです。そういう人
は、限界までストレスを我
慢するため、ある日突然心
が折れてしまいます。

行動化

• 他人に対して攻撃的になる
• 過剰に働く
• 飲酒・喫煙の量が増える
など

11
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身体化

• 頭痛
• 肩凝り
• 腰痛
など

• 腹痛
• 吐き気
• めまい

15

体の症状として現れる

AQ

行動の変化として現れる

長 引 く コロ ナ 禍 の
メンタル面への影 響
は？
当 初は、高 齢 者のメ
ンタル面への影 響が
最も心配されましたが、結
果的には若年層の方がずっ
と 大 きな 影 響 を 受 け まし
た。
日本のデータですが、
国
立 成 育 医 療 研 究 センター
の調査で、２０２０年 月
の時点で小学生の ％、中
学生の ％、高校生の ％
にうつ症状が見られたとの
ことです。
仕 事を引 退した年 齢 層
や高 齢 者は、
コロナ禍の緊
急 事 態 宣 言 下でも そ う 大
きく生活が変わらなかった
のですが、子どもたちは学
校が閉まる、労働年齢層は
在宅勤務になるなど、生活
が一変してしまったことが
その理由でしょう。
臨床現場から見ると、
コ
ロナ禍突入当初は、みんな
が感染への恐怖や警戒とい

言語化

•「○○がしんどい」
•「○○の△△なところが嫌だ」
など

24

言葉として現れる

A Q

感情・ストレスの現れ方
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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。

社会貢献活動から得る学 び

【 今週の語り手： 橋詰 】
Ｎ Ｆ Ｌでは毎 年 月にピ
ンクリボンの取り組みを行
います。乳がんの周知を高
めるため、選手やチアリー
ダーがピンクのものを身に
まとい、
試合に臨みます。
そ
こからヒントを得て、今回
のプログラムでは、「アウェ
アネスリボン」について考
える機会を設けました。

自 分に何ができ るかを
考える

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。

チアリーダーと言われて
思い浮かべるのは、
フィール
ドでポンポンを持って踊っ
ている姿ではないでしょう
か？ 実は、チアリーダーは
試合中にパフォーマンスを
して会 場 を 盛 り 上 げる だ
けではなく、チームの顔と
して、多くの社会貢献活動
を 行っていま す。その活 動
は、学校訪問での子供たち
との交流や老人ホームへの
訪問、海外にある米軍基地
への慰 問など、多 岐に渡り
ます。

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。

とコメントをもらい、チア
を 通 して誰 かを 元 気にす
るという経験を得ました。
物事の考え方や、意識が変
わるきっかけとなったので
はないかと思います。
生徒たちはアウェアネス
リ ボ ンの意 味 を 知ること
で、世の中で起きているさ
まざな問題に対して、些細
なことでも行動したいと話
をしてくれました。今回の
プログラムを通して、生徒
一人ひとりが自分のために
踊るのではなく、「誰かのた
めに踊る」というチアリー
ダーマインドを持つことが
できていたら、大変嬉しく
思います。
今回のサマーキャンプに
とどまらずに、今後もチア
リーダーとして、子供たち
が社会問題に目を向け、自
ら行動を起こすきっかけと
なるようなプログラムを実
施していく予定です。

橋詰あずさ

は、アメリカ社会に強く根
付いています。
大学進学時、
ボランティア経験も重要視
される項 目の一つとなって
おり、多くの子どもたちが
小さい頃からボランティア
の活動を継続して行ってい
ます。
Ｙ Ａ チアダンスでも
月 末 の小 学 校 高 学 年 、中
学生対象のサマーキャンプ
で、社会貢献活動に目を向
けるプログラムを取り入れ
ました。導入の背景として
は、チアリーダーは踊るだ
けではなく、周りの誰かに
貢献する存在であることを
認識し、他の国の状況や社
会の問 題を知って、些 細な
ことでも自分に何ができる
かを考えて欲しいと思った
ためです。

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。

理 由 を 発 表 しても らいま
した。
ある生徒は、行方不明の
子供を表す緑を選び、「自
分と同じよ うな子 供が親
か ら 無 理 やり 引 き 離 され
たり、命を落とすことを考
えるだけで辛い。みんなに
は、自分の身の安全を第一
に考えてほしい」と話して
くれました。また、身 内が
肺がんで亡くなった経験か
ら、肺がんを表す白を選ぶ
生徒がいたりと、みんなそ
れぞ れの経 験 や 抱 く 想い
か ら 真 剣にリ ボンの色 を
選び、自分に何ができるの
かを考 える時 間を過 ごす
ことができました。
アウェア ネ ス リ ボ ンに
加えプログラムの一貫とし
て、それぞれの生徒が身近
な人のために踊ったダンス
動画を撮りました。ある生
徒は乳がんと闘 う 祖 母に
送ると、「楽しさが伝わって
きて、
こっちも元気になる」

講師プロフィール

河田侑子

10

プロ野球球団東北楽天イーグルスのチアスクール、
「楽天イーグルス・アカデミーチアダンススクー
ル」
の皆さん向けてレッスンを行いました。振り付け
をしたダンスは、9月11日
（日）
の楽天イーグルスの
試合で披露予定です。YAチアダンスでは、外部のス
クールや、プロのチアチームにも振り
付け、指導をしています。詳細やお問
い合わせは、URLもしくはQRコードか
ら。yacheerdance.com

アメリカで 根 付 く 奉 仕
の精神
この奉仕の精神というの

外部のチアスクールにレッスンを行いました

アウェア ネ ス リ ボ ンと
は、特定の社会問題への理
解や支援、またメッセージ
を表明するシンボルとして
用いられています。例えば
ピンクは乳がん、オレンジ
は飢 餓に苦しむ人 々を表
します。生徒にはさまざま
なアウェアネスリボンの中
から一つ選んでもらい、
その

YAチアダンス

7

NFLチアリーダー時代に参加したピンクリボンイベント
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曖昧なやり取りで、ぎくしゃくすることが
あるかも。連絡事項は小まめな確認を心
掛けて。見えないところでのサポート的
役割から、新たな芽が見えてきそう。

周囲からの情報で、お金の運用に関心
が向きそう。一旦立ち止まり、先に今ある
ことの段取りをしよう。仕事は頑張り時。
フィールドの幅を広げていくと◎。

家族や身内的存在との関係がクローズ
アップされるかも。一緒に問題解決し、
居心地の良い状態を作ることに時間を費
やしていくと、自分へも好影響が。

高みに向けた学びの挑戦で、未来への
扉が開かれるかも。学べば学ぶほど必
要なことが見えていき、自分のあるべき
姿までの道のりが明確になりそう。

自分の価値をどう知らしめるか、周囲か
らの期待と併せて取り組みたい時。戦略
的に伝えることで、仲間との連携がより
効果的に、パワフルに進んでいくかも。

堂々と我が道を爆走していけそうな時。
上司などから横やりが入っても、やり抜
いて結果を出せば勝ち。ビジョンを共に
できる人と、妥協せずに取り組むと吉。

周囲の期待と内なる声との間で葛藤が
あるかも。専門的な学びをしたり、自分
の考えを書き出してみたり、ちょっと遠出
をするなど、気分転換を図るとＧＯＯＤ。

交友関係が活発になりそうな時。いつも
よりちょっと大げさに演じるくらいの自己
表現が周囲を引き付け、自分のやりたい
ことを叶える特効薬となるかも。

自分のペースで仕事や社会活動ができ
そうな時。パートナーや仲間と対話を重
ねることで、活路が見えてくるかも。10
日前後は一旦休憩して英気を養おう。

これまでのやり方の見直しや、学び直し
に良い時期。スキルの習得や知見を深
めておくと、今後の飛躍に大いに役立ち
そう。仲間と一緒だとよりはかどるかも。

趣味や創造性を発揮するような場面でハ
ッスルできそうな時。用意周到さよりも、
思い切り重視が◎。ダメならサッと引くな
ど、自分に忠実な姿勢が幸運を呼ぶ。

パートナーシップや身内問題に注力した
い時。分析・解決策と、相手にどうスポッ
トライトを当てるかに意識を向けてみて。
物事のスタートは10日前後が◎。

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。

”
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CLASSIFIED
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

シッター募集
【雇用形態】パートタイム
【勤 務 地】NJ
【募集内容】小学生のお世話をしてくださる
方探しております。放課後から
数時間、簡単な家事と近郊の送
り迎えです。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】

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

旅行手配アシスタント募集
【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】535 8th Ave., #801
New York, NY 10018
【募集内容】旅行手配のサポート業務。1日
4時間、週20時間以上勤務可能
な方、OPT（フルタイム）
も可。
詳細は当社採用ページを確認
ください。
【応 募 先】jinji@iace-usa.com
【会社情報】IACE TRAVEL
535 8th Ave., #801
New York, NY 10018

日本食料品店スタッフ募集

治験参加者募集中

【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

【雇用形態】単発
【勤 務 地】NJ州 ニューアーク
【募集内容】9月から始まる治験
（10泊11日＋外来訪問15回）
に参加できる健康な日本人男
女を募集します。治験協力金は
$21,000です。
【応 募 先】admin@ukchiken.comまで
「アメリカ治験について」の題名
でお気軽にお問合せください。
【会社情報】UK治験
www.ukchiken.com

パートタイムスタッフ募集

治験参加者募集

【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】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

歯科助手募集

秘書募集

【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

【雇用形態】フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】ニュージャージー州ハッケンサック
【募集内容】社長・役員秘書を募集。主な業務は
資料作成・スケジュール管理・調整
業務。英語・日本語を話せる方、ビ
ザ・労働許可をお持ちの方。健康保
険等の福利厚生も充実しています。
【応 募 先】☎201-218-0439 菅原迄
ksugawara@mitsubishi
ingredients.com
（履歴書）
【会社情報】Mitsubishi International Food
Ingredients, Inc.
411 Hackensack Ave. Suite 901
Hackensack, NJ 07601
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高級日本食店「Jōji」複数ポジション募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 グランドセントラル駅近く
【募集内容】 板前、寿司職人、給仕長、販売員、
ソムリエ、サーバー、ホストを至
急募集。助成医療保険、歯科/ビ
ジョン、マッチング401K、有給休
暇、通勤手当てなどの高待遇。
【応 募 先】 カバーレターをつけて履歴書
をwhuang@danielboulud.
comまで。
【会社情報】 The Dinex Group
16 E. 40th St., 5th flr.
New York, NY 10016

寿司シェフ募集

仕事探しは
ジャピオンの
クラシファイド

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】 Brooklyn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】 ☎︎718-788-5338
sushikatsueinyc@gmail.com
【会社情報】 SUSHI KATSUEI
210 7th Ave.
Brooklyn, NY 11215

【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
ヤマザキ迄
【会社情報】 Chef Omakase

メキシコ高級リゾートにて鮨責任者募集

「つるとんたん」にてキッチン社員募集

【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 Mexico Tulum
超高級ホテル内
【募集内容】 メキシコ高級リゾートTULUM
にて高級鮨開店のため鮨責任
者急募。
１２席カウンター、6席
テーブル、お任せ寿司中心メニ
ュー。詳細はまずお話から。
【応 募 先】 ☎︎917-453-8302 小野迄
onotadashi5@gmail.com
【会社情報】 La Dozena Group,
Guadalajara, Mexico

【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 マンハッタン／ボストン
【募集内容】 フレキシブルスケジュール
給与：$65K～$75K／要SSN／
ビ ザ サ ポ ート相 談 ／ 福 利 厚
生／有給休暇／ボーナス制度
【応 募 先】 履歴書を
joji@di-usa.com 植松迄
【会社情報】 Tsurutontan New York
21 E. 16th St.
New York, NY 10003

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。高級待遇、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

キッチンシェフ／へルパー／サーバー募集
【雇用形態】 フルタイム／パートタイム
【勤 務 地】 11 W. 51st St.
New York, NY 10019
【募集内容】 キッチンシェフ、へルパーおよ
びサーバーを募集中。経験者
優遇。まずはお電話、
またはEメ
ールをお願いします
【応 募 先】 ☎︎516-880-4050 Paul Song
または下記まで
hamasushi51@yahoo.com
【会社情報】 HAMA SUSHI＆SAKE
11 W. 51st St.
New York, NY 10019

店頭スタッフ募集
【雇用形態】 フルタイム
【勤 務 地】 Midtown East
【募集内容】 10時～19時（休憩一時間）
日本の厨房機器、陶器、包丁等
の販売店です。フルタイム販売
員を募集しています。
（ 要SSN,
就労ビザ。医療保険、401K制
度有り）
【応 募 先】 tomoko@mutual.us
【会社情報】 MTC Kitchen
(NY MUTUAL TRADING)
711 3rd Ave.
New York, NY 10017
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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】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

カイロ/PTオフィスアシスタント募集
【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

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

【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

NY Japion Classified Ad

編集スタッフ募集
【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

事務受付募集

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
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■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
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