
u1

Little Tokyo 
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リトル東京サービス
センターの社会福
祉部では、ニュース
レター「春夏秋冬」
を年に4回発行して
います。無料購読を
ご希望の方は、電話
213-473-3035

またはＥメール
socialservices@
ltsc.org にご連絡

ください。
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Approximately 30 participants, including 

Keiko Morijiri who has been taking care 

of Mr. Miyata for some time, friends, ex-

coworkers, supporters, and donors, came 

together to celebrate with Mr. Miyata before 

leaving to Japan. The party was friendly and 

Farewell, Mr. Miyata!

Mr. Miyata, center, and his supporters: From left, Kyung Joon Suh and Jessica Kanai of LTSC, 

Keiko Morijiri, and Keith Hamm. 宮田さん（中央）と支援者。左から、LTSCの徐慶準とジェシカ金井、
森尻佳子さん、ショートフィルムを手がけたキース・ハムさん

A farewell party for Mr. Miyata, a formerly homeless 

Japanese man, was held in June 2016 at the Far East 

Lounge in Little Tokyo. The party was organized by 

Keith Hamm, creator of a short film about Mr. Miyata. 
 

路上で生活していた宮田満男（86）さんのショートフィルムを手が
けたキース・ハムさん主催のもと、宮田さんの日本帰国を祝したお
別れパーティーが6月、リトル東京のファーイースト・ラウンジで開

かれました。 

パーティーには、宮田さんのそばで長い間お手
伝いをしていた森尻桂子さんをはじめ、宮田さ

んの旧友や元同僚、そして動画を通して支援を申し
出た支援者の方々総勢約30人が出席し、日本への
旅立ちを祝いました。パーティーはとても和やかな雰
囲気の中で進められ、訪れた人々がそれぞれ宮田さ

宮田さん、日本へ帰国



welcoming, and each attendee shared their memories 

of Mr. Miyata.  

    Mr. Miyata became homeless after being evicted 

from his apartment in 2009 after the recession. He 

did not have family in the U.S. or anywhere to go after 

losing his home. However, Mr. Miyata never became 

despondent and found other ways to survive by making 

a living collecting and recycling cans and bottles 

every day. One day, Keith talked to Mr. Miyata who 

was passing by in front of his house with a shopping 

cart. Keith recalled that he was touched by Mr. Miyata 

although he could not communicate with him in English. 

     Just like Keith, the first meeting between Mr. Miyata 
and Keiko was accidental. Keiko happened to get 

to know Mr. Miyata by speaking to him in front of her 

apartment, where he usually took a break along his 

daily route. 

     Eventually, Keith and Keiko got to know each other 

through Mr. Miyata. Keith, who worried about Mr. 

Miyata’s situation, contacted LTSC to ask for assistance. 

We met Mr. Miyata immediately and started providing 

him with services. We helped him connect with Asian 

Pacific Health Care Venture to address his health care 
needs, and provided him with counseling from our 

staff. We also coordinated with the Consulate General 

of Japan to search for any surviving family members 

in Japan. Meanwhile, Keith, who is a filmmaker, made 
a short film about Mr. Miyata, asking for donations for 
financial support. After Keith uploaded the film to the 
internet, some donations were made by people who 

wished to help Mr. Miyata.  

     For many years, Mr. Miyata was hesitant to go back 

to Japan, but recently thought, “I want to go back to 

んとの思い出を語り、彼の生き様に敬意を払いました。 
　宮田さんは、2009年に経済的な事情でやむなく住んでいたアパ
ートを引き払い、ホームレスになりました。家を失った宮田さんは、
落胆することなく毎日空き缶や空き瓶を集め、生計を立てていまし
た。休むことなく毎日ショッピングカートを押しながら自分の家の
前を通る宮田さんを見ていたキースさんは、ある日宮田さんに声を
掛けました。言葉は通じませんでしたが、彼の姿に何か心打たれる
ものを感じたそうです。 
　森尻さんとの出会いもキースさん同様、偶然でした。歩き疲れた
宮田さんがひと休みする場所がたまたま森尻さんのアパート前だ
ったため、ある日彼女が声を掛けたのがきっかけでした。やがて、宮
田さんを通じて２人も知り合い、 宮田さんの状況を案じたキース
さんがLTSCに連絡してくれました。私たちは直ちに宮田さんと会
い、Asian Pacific Health Care Ventureで必要な治療を、また
LTSCでカウンセリングのサービスを提供しました。 
　映画の仕事に携わるキースさんは、宮田さんを助けるためにショ
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Mr. Miyata, center, surrounded by supporters at his farewell party held at the Far East Lounge in June. ６月にファーイース
ト・ラウンジで開かれた宮田さんの送別会に集まった支援者たち

One supporter, left, wishes Mr. Miyata good luck in Japa-

nese. 宮田さんに日本語でメッセージを読む男性（左）



Understanding Delusion
妄想の症状を理解する
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my home country after all,” and decided to return early 

this year. The donations collected through the short film 
were designated for helping Mr. Miyata begin his new 

life in Japan. 

     At the farewell party, he said, “I am now looking 

forward to going back to Japan. Taking a bath is one 

of the things I would like to do after my return.” Mr. 

Miyata expressed his gratitude to all participants for 

their support saying, “I couldn’t return home without 

everyone’s help. Thank you very much.”  

     Keith shared his happiness saying, “It seems that 

many things happened to Mr. Miyata, but I am so glad 

that he can finally return to his home country in good 
health.” Steven Kamifuji, who got to know Mr. Miyata 

through the short film, said, “I am inspired by Mr. 
Miyata’s self-reliant, strong, and humble way of life in 

spite of having a homeless life. I wish him the best of 

luck in Japan.” 

     With everyone’s support, Mr. Miyata safely returned 

to Japan in June. He has started his new life in Tokyo 

with the help of a local social services agency. 

ートフィルムを作りインターネットで配信すると、彼を救いたいと願
う人々から寄付が集まりました。それまで日本への帰国を悩んでい
た宮田さんが今年の初め、「やっぱり帰りたい」と決心し、森尻さん
の友人を通して日本での生活に必要な住宅や生活補助金の申請
手続きを済ませ、このほど帰国が決まりました。キースさんのショー
トフィルムを通じ集められた寄付金は、宮田さんの日本での生活費
に充てられるそうです。 
　宮田さんは、「帰るのが楽しみ。帰ったらお風呂に入りたい」と帰
国を心待ちにし、お別れ会に来てくれた方々に対し、「皆さんのお陰
です。本当にありがとうございます」とお礼を述べました。キースさ
んは、「色々ありましたが、宮田さんが元気な姿で日本に帰ることが
できて、本当に嬉しく思います」と喜びました。また、キースさんのフ
ィルムを通じ宮田さんを知ったスティーブン・カミフジさんは、「ホ
ームレスの生活を送りつつも人に頼らず、たくましく、そして謙虚に
生きてきた宮田さんの生き様にとても感動しました」と、宮田さんに
エールを送りました。 
　宮田さんは６月、無事に日本へ帰りました。現在は、地元の福祉
団体の協力を得て、東京での生活を始めています。

Mental Health

Sometimes we hear people express peculiar, 

irrational, and unrealistic beliefs and feel confused 

when they hold onto illogical claims despite evidence 

to the contrary. The person may be experiencing a 

delusion caused by an illness such as depression, 

dementia, or schizophrenia. 

     If depression is left untreated, some may experience 

a delusion like, “I’m suffering from an incurable 

disease,” and have a difficult time in performing normal 
daily activities.  

     Delusions could also occur as a symptom of 

dementia, characterized by compensating for forgotten 

memories. For example, one forgets where their wallet 

was and then believes someone must have stolen it.  

     Schizophrenia is another cause of delusions. A 

person may become paranoid and believe, “I am being 

targeted by an unknown assailant,” or, “Someone is 

going to kill me,” without any facts.  

     If you know anyone who suffers from delusions and 

has some trouble with their daily lives, please contact 

Little Tokyo Service Center (213-473-3035).  

妄想とは、内容が非合理的・非現実的で訂正不能な思い込み
のことで、一般的な常識で考えれば明らかにありえないこと

にも関わらず、本人がそのことに固執して論理的に説明してもそれ
を信じて疑わない思い込みのことです。この妄想の陰には、精神衛
生上いろいろな病気が隠れている場合があります。例えば、うつ病
や認知症、統合失調症などです。 
　うつ病を治療せずに放っておくと、中には「自分は治らない病気
にかかっている」などと妄想が強くなり、日常生活を送ることが困
難になる人もいます。また、認知症のひとつの症状としても妄想が
あります。忘れた部分を妄想が埋め合わせるという特徴を持ち、例
えば、お金をどこに置いたのか忘れてしまったために、「誰かに取ら
れた！」と思い込んでしまうのも症状の一つです。さらに、「自分は狙
われている」「殺されてしまう」など、被害妄想が統合失調症の症状
の一つにもなっていることも上げられます。 
　ご家族、またはお友達で妄想が強く、日常生活に支障が出てい
る方がいらっしゃいましたら、リトル東京サービスセンター（213-
473-3035）までご相談ください。
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Domestic Violence

HISTORY: Domestic Violence Awareness Month 
(DVAM) evolved from the “Day of Unity” held in October 
1981 and conceived by the National Coalition Against 

Domestic Violence. The goal was to connect advocates 
across the nation working to end violence against 

women and their children. The activities have the 

following common themes:

• Mourning those who have died because of DV

• Celebrating those who have survived

• Connecting those who work to end the violence

FACTS: 41-61% of Asian women report experiencing 

physical and/or sexual violence by an intimate partner 

during their lifetime. This rate is higher than a national 

study reported by Whites (21.3%), African Americans 

(26.3%), Hispanics of any race (21.2%), people of 

mixed race (27.0%), and American Indians and Alaskan 

Natives (30.7%).

Children’s Exposure to Family Violence

     70% of Cambodians, 61% of Chinese, 80% of 

Koreans, 79% of South Asians, and 72% of Vietnamese 
men and women reported being hit regularly as 

children. Research shows that children who witness DV 
show more anxiety, low self-esteem, depression, anger, 

and temperament problems than their peers. They are 

at greater risk for abuse and neglect as children, and 

becoming abusers themselves as adults.

ACTION: Wear purple (the color of DVAM) during the 
month of October. Use this as a way to tell others why 

ending DV is important. 
     Talk with a friend, family member, colleague, or 

neighbor about domestic violence. Talking about DV 
helps erase stigma and shows survivors that they are 

supported. 

HELP: You are not alone and never feel ashamed if you 

are in a DV relationship. Please call 213-473-3035. 

October is DV Awareness Month
10月は家庭内暴力認識月間です

歴史： 家庭内暴力認識月間は、1981年10月の「調和の日（Day 
of Unity）」から発展し、女性や子供に対しての暴力に終止符
を打つために活動する団体や個人が協力し合うことを目的
に、National Coalition Against Domestic Violenceにより創
設されました。主な活動内容は：

• DVにより亡くなった人を悼む

• DVから立ち上がった人をたたえる

• DV撲滅に向け活動する人同士のつながりを強化する

統計： 41－61%のアジア系女性が、一生のうちに肉体関係のあ
るパートナーから身体的/性的暴力を受けたと報告しています。
この割合は全米調査で報告されている白人（21.3%）、アフリカ系

（26.3%）、ヒスパニック（21.2%）、混血（27.0%）、アメリカ先住
民とアラスカ先住民（30.7%）よりも高くなっています。

子供に対する暴力の影響

　カンボジア人の70%、中国人の61%、韓国人の80%、南アジア
人の79％とベトナム人の男性と女性は子供のころに叩かれた経験
があると報告しています。 
　調査では、家庭内暴力を目撃した子供は同じ年齢の子供より不
安があり、自尊心が低く、うつや感情の起伏が激しくなることが分
かっています。彼らは子供の時は虐待や育児怠慢、大人になれば虐
待者になる危険が高いことも分かっています。

行動： 10月は紫色（DV認識月間の色）を身につけ、家庭内暴力撲
滅を訴えましょう。 
　この期間、友人や家族などと家庭内暴力について積極的に話を
しましょう。DVについて話をすることで、「恥」「不名誉なこと」とい
った風潮を拭い去り、被害者に支援の力を差し伸べましょう。

支援： あなたは独りではありません。もし今、あなたが家庭内暴力
の被害に遭っているのでしたら、213-473-3035まで、お電話下
さい。　

Source 参照 
http://www.nrcdv.org/dvam/DVAM-history 

http://www.api-gbv.org/files/Violence.against.API.
Women-FactSheet-APIIDV-6.2012.pdf 

http://nnedv.org/getinvolved/dvam.html



The first day of fall, September 22nd, has been 
designated National Falls Prevention Awareness 

Day. According to the U.S. Centers for Disease Control 

and Prevention, falls are the leading cause of injury 

among older adults, but here are a few tips you can do 

to reduce the risk of falls.  

 

     Talking With Your Doctor to identify and treat 

medical problems that might lead to falls. This 

includes discussing any previous falls with 

your primary doctor, reviewing all the 

medications, and checking your vision, 

hearing, and feet regularly. 

     Regular Physical Activity either 

in a class, in the community, or at 

home. Exercise, especially work on 

your lower body, helps improve your 

balance, strength, flexibility, and 
endurance. 

     Identifying Fall Hazards and 
Making Changes in your home, such as 

removing throw rugs, adding supports in 

the bathrooms, and improving lighting. Also, 

when you are outside, try to walk in well-lit and 

well-maintained areas and wear comfortable footwear. 

 

     There are many different health professionals 

who can help you reduce your fall risks. Ask your 

health care provider for referrals to: a Pharmacist 

(medications), Optometrist (vision), Podiatrist (shoes, 

feet), Occupational Therapist (home safety check and 

improvements), and Physical Therapist (exercise and 

physical activity).

Preventing Falls: One Step at a Time

9月22日は秋の始まりです。英語で転ぶの「Fall」と、秋の「Fall」
が同じであることから、全米でこの日は「転倒防止を呼びかけ

る日」として認定されています。米疾病管理予防センターによると、
高齢者の中では「転倒」が怪我の主な原因となっています。今日は、
転倒の危険を少なくするためにできるいくつかの秘訣をお知らせ
します。 
 

　医師と話をしましょう：病気や身体的問題で転倒
しやすくなっている可能性もあるため、まずは

主治医に検診してもらいましょう。現在服用
している薬を見直したり、視力や聴力、足

や膝などを定期的にチェックしてもらっ
てください。 
　体を動かしましょう：地域で提供さ
れている体操クラスや、自宅でも簡単
にできる規則的な運動を心がけてくだ
さい。特に下半身の運動は、体のバラン

ス、体力、柔軟性や耐久力の向上につな
がります。 

　足元を整理しましょう：床に置いてあるエ
リアラグなどに足を引っかけたりしていません

か。転倒につながるような危険なものを床から排除
し、バスルームの壁に手すりをつけたり、部屋の照明を明るくする
などし、足元を見えやすくしてみましょう。 
 
　転んでしまうリスクを減らすため、われわれの身の回りには多く
の専門家がいます：薬剤師（薬）、眼科医（視力）、足治療医（靴や
足）、作業療法士（家の安全チェックと改善）、理学療法士（運動や
身体的アクティビティー）など。これら専門家からアドバイスをもら
い、健康な秋を過ごしましょう。

秋は全米転倒予防月刊です
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Fall Prevention

LTSC would like to thank Caring and Sharing 

of South Bay for supporting two students we 

work with through academic scholarships. 

Caring and Sharing is a non-profit 
organization whose mission is to provide 

financial assistance to individual families and/
or charitable organizations. To learn more 

about the organization and their work, please 

visit www.CaringSharingSoBay.org

「ケアリング・シェアリング・サウスベイ」の皆さま、こ
の度は、LTSCが関わった２人の学生に奨学金を提供
してくださり、ありがとうございました。「ケアリング・シ
ェアリング・サウスベイ」は、個人や家族、非営利団体
などを対象に、財政的支援を提供する活動を行って
いる団体です。同団体の活動内容の詳細を知りたい
方は、ホームページ www.CaringSharingSoBay.
orgをご覧下さい。



A Welcoming Space 

Last October, a poetry/prose reading event 

was held at Far East Lounge (FEL) as a 

culmination of the 10-week Poetry and Journal 

Writing class taught by award-winning writer 

Amy Uyematsu. One of the students in the class, 

artist Nancy Uyemura, thought it would be nice 

to hang art pieces to accompany her poems. 

The artwork would also enhance the ambience of 

the space, so she volunteered to hang beautiful 

canvasses she had produced in time for the 

reading event. 

     A long-time Little Tokyo resident and designer 

of “Harmony,” the fan-shaped entry way to our 

very own Casa Heiwa building, Nancy allowed 

us to keep her artwork up on the walls for several months after the gathering 

so many more FEL participants could admire and enjoy Nancy’s art and 

poetry that was relevant to Little Tokyo and the spirit of FEL. We are grateful 

to Nancy for helping create a welcoming space for all the participants and 

classes held at FEL for so long. Thank you! 

     FEL would like to support local artists and display various works of art on 

a rotating basis. We welcome ideas and suggestions. Please contact FEL@

ltsc.org or call us at 213-621-4158. 
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快適な空間を

In 2008, “Harmony,” the fan artwork outside Casa Heiwa, was refurbished and 
rededicated to the neighborhood. From left, Assembly Speaker John Perez, ar-
chitect Glenn Togawa, Nancy, Councilwoman Jan Perry and Bill Watanabe. カサ
平和の入り口に設置された扇子「ハーモニー」の前で写真に納まる（左から）ジョン・
ペレツ議長、グレン・トガワさん、ナンシー・ウエムラさん、ジャン・ペリー議員、ビ
ル・ワタナベ所長（当時）＝2008年撮影

Nancy Uyemura’s artwork and poetry displayed at Far East 

Lounge. ファーイースト・ラウンジに飾られたナンシーさんの絵画と詩

Nancy Uyemura, a third 

generation Japanese 

American artist, was 

born and raised in Los 

Angeles, and lives 

and works in the Arts 

District of downtown Los 

Angeles. She received 

her BA from UCLA in 

Art and MS from USC in 

Education, then studied 

in Japan and at Otis Art 

Institute. Her background 

in Art and Education 

has led her to work both 

in the educational and 

the corporate arenas. 

Currently painting, 

writing, doing feng shui 

consulting, and space 

clearing, she is active in 

the downtown community 

and with the Little Tokyo 

Historical Society.



受賞作家のエイミー・ウエマツさんが10週間におよ
び指導した詩と日記の書き方クラスの集大成とし

て昨年10月、ファーイースト・ラウンジ（FEL）で詩と散文
朗読のイベントが催されました。その日、同クラスの生徒で
アーティストのナンシー・ウエムラさんの提案で、ウエムラ
さんの絵と詩が飾られ、イベントに花を添えました。 
　長年リトル東京に住むナンシーさんは、リトル東京サー
ビスセンターの事務所が入るカサ平和ビル入り口の扇子

「ハーモニー」をデザインしたアーティストでもあります。
イベントが終了した後も数カ月間にわたり作品を飾ってお
いてくれたため、FELを利用する多くの人がナンシーさん
の素晴らしい作品を楽しむことができました。ありがとう
ございました。 
　FELでは、皆さまの作品を交代で展示しております。リ
トル東京をはじめとする地元コミュニティーの人が多く利
用するFELにふさわしい作品やアイデアがありましたら、
ぜひご連絡ください。電話番号は、213-621-4158です。
メールでのお問い合わせは、FEL@ltsc.orgまでお願いし
ます。
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Nancy with her artwork at FEL. ファーイースト・ラウンジに飾られた自身の作品と写真に納まるナンシーさん

日系三世のナンシー・ウエムラさんはロサンゼルスで生まれ
育ち、ダウンタウンのアーツディストリクトでアーティストとし
て活躍しています。UCLAで芸術の学士、USCで教育の修士
を取得後、日本とOtis Art Instituteで学び、教育現場やビ
ジネス分野でも活躍。現在は、絵画、執筆、風水のコンサルテ
ィング、スペースクリアリング（空間浄化）に力を入れ、リトル
東京歴史保存委員会をはじめ、ダウンタウン・ロサンゼルス

のコミュニティーで活発に活躍されています。

Poetry and Journal Writing class teacher, Amy Uyematsu, second 

from left, and her students. 詩と日記の書き方クラスを指導したエイミ
ー・ウエマツさん（左から２人目）と生徒の皆さん
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At LTSC, we often receive questions about how to 

help loved ones manage their finances. In many 
cases, unless a person has enough income or assets to 

hire a professional fiduciary, a family member or trusted 
friend may step in to help with paying bills and making 

sure other financial needs are met.  
     Over the years, we’ve noticed many people are 

unaware of legal tools that might be useful (and 

necessary) to help with financial management and to 
protect themselves from complications. 

     Adding someone to a bank account might seem 

like an easy solution, but can be problematic for many 

reasons. Joint account holders have full access to the 

money in an account. This means one person could 

potentially empty the account without the consent of 

another account holder, which could be a big problem 

if the person you share the account with misuses the 

funds.  

     Even if the person you share the account 

with is trustworthy, there are still risks. 

Since the joint account holder has full 

access to the funds, that money is also 

available to their creditors. If they 

happen to get a divorce, get sued 

in a car accident, or fall into debt, 

every account with their name 

on it would be considered in the 

settlement. 

     Conversely, there are risks for 

the person who is being added to 

the account. If they are currently 

receiving SSI or Medi-Cal benefits 
(or plan to apply in the future), the 

funds in the jointly held account could 

put them over the asset limits and 

jeopardize their eligibility.  

     In one case, when a person overdrew their 

checking account, the caregiver who had been added 

to the account was told by the bank to pay or risk 

having the negative balance and unpaid overdraft fees 

affect their credit score as well. 

     People don’t like to talk about these kinds of 

problems, especially Japanese Americans who 

consider it hazukashii, but they are not uncommon. 

Some painful situations could be avoided with 

advanced planning and other tools available through 

LTSCでは、「高齢の家族や友人の財政管理をどのように助けあ
げたらいいか」という質問をよく受けます。財政管理の専門家

を雇える資金がある人を除き、大抵の場合は、家族や信頼のおけ
る知り合いが手伝い、しかるべき支払いがきちんとなされているか
確認しているのが現状のようです。こういった対応をする中で、多く
の人が財政管理にまつわるリスクや問題、また身を守るための法
律をあまり認識していないことが分かりました。ここで少し例を挙
げて説明します。 
　高齢の人が自分でお金を管理するのが難しくなった場合、共同

名義として管理を手伝ってくれる人を自分の口座に加える
のが一番簡単な解決策のように思えますが、これには

多くの問題が隠れています。共同名義として加えら
れた人は、あなたの口座に入っている全てのお

金にアクセスすることができ、極論をいうと、許
可なく勝手に残高をゼロにすることもできる
のです。 
　例え共同名義として加えた人が信頼のお
ける人であったとしても、やはりリスクは伴い
ます。あなたのお金は、共同名義に加えた人
だけでなく、その人の債権者も利用できるか

らです。例えば、共同名義に加えた人が離婚し
たり、車の事故で訴えられたり、多額の借金を

重ねてしまった場合、この人の名前が載っている
あなたの口座のお金も、すべてこれらの支払いに充

てられてしまうのです。 
　また逆に、共同名義に加えられることで伴うリスクもあり

ます。将来、あなたが生活保護（SSI）や低所得者向け医療費補助
制度（Medi-Cal）に申し込む予定があったり、現在すでにサービス
を利用していた場合、名義に加えられた財産も自身の財産に加算
されるため、申し込みができなかったり、これらのサービスが途中
で打ち切られてしまう可能性もあります。 
　さらに、口座の持ち主が何らかの理由で口座に入っている以上
のお金を使ってしまったり、小切手を切ってしまった場合、共同名
義に加えられたあなたにもその支払い義務が生じ、期限までに支

財政管理について
Managing Your Finances 

Finances
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the bank or using simple legal forms.  

     Adding an authorized signer on a bank account 

is an alternative that offers more protection than 

sharing a joint account. Everyone should also consider 

completing appropriate power of attorney documents 

to designate someone to manage some or all of your 

finances under conditions you choose. 
     LTSC offers educational programs on financial 
topics from time to time. We hope you can join us at 

a workshop or have your questions addressed by our 

staff through a phone call (213-473-3035) or referral.

払いができなかった場合は、あなたのクレジットスコアにも影響を
及ぼすことになります。 
　多くの人は、こういった財政問題について話し合うことを「恥」と
思ってしまいがちですが、このような問題は決して珍しくありませ
ん。大きなトラブルを避けるためにも、 事前に銀行や法律の専門家
などに相談して計画することをお勧めします。自身の財政管理を専
門的に依頼する代理人を指名するなど、委任状の作成を済ませて
おくのも大切です。 
　LTSCでは、このような財政に関する教育プログラムも行ってい
ます。興味のある人は213-473-3035にお電話ください。

Volunteering

As we enter this season of giving thanks, 

we would like to extend our heartfelt 

appreciation to the many individuals who 

generously volunteer their time and resources 

to our programs. Your warmth, enthusiasm and 

compassion enables us to serve thousands of 

seniors, children and families each year. 

     To recognize and celebrate all the 

contributions volunteers have made, the Social 

Services Department hosted a Volunteer 
Appreciation party on Friday, September 30. 

We were delighted that over 35 volunteers 

were able to attend the party and be 

recognized for the contributions to LTSC. If you 

would like more information on our volunteer 

program, please contact Yo Wakita.

Heartfelt Thanks

心から感謝
１年を振り返り、さまざまなことに感謝の気持

ちを表すホリデーシーズンが近づいてきまし
た。私たち社会福祉部は、LTSCおよび地域社会
のために惜しみなくボランティア活動を提供して
くださるボランティアの皆さまに心から感謝して
おります。皆さまの温かい思いやりの気持ちが、何
千人もの高齢者やお子さんのいる家族に対する
支援を可能にしています。 
　日頃のお礼と感謝の気持ちを込めて、社会福祉
部では9月30日（金）に「ボランティア感謝祭」を
催しました。35人を越えるボランティアの方にお
集りいただき、とても賑やかなイベントとなりまし
た。 LTSCでのボランティア活動に興味のある方
は、脇田洋までお電話ください。
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Health Care

Open Enrollment period for Health Insurance
医療保険の申請期間が始まります

Open enrollment for Medicare Advantage and 
Medicare prescription drug coverage is from 

October 15, 2016 to December 7, 2016. Some things 

you can do during this time: 

 - Change from Original Medicare to a Medicare  

   Advantage Plan. 

 - Change from a Medicare Advantage Plan back  

   to Original Medicare.  

 - Switch from one Medicare Advantage Plan to  

   another Medicare Advantage Plan.  

 - Make changes regarding drug coverage. 

2016年10月15日から2016年12月7日は、メディケア・アドバ
ンテージ・プランとメディケア処方せん薬の申請期間です。 

　この期間中にできる事は： 
 -　オリジナル・メディケアからメディケア・アドバンテー 
     ジ・プランに変更する 
 -　メディケア・アドバンテージ・プランからオリジナル・メ 
     ディケアに変更する 
 -　メディケア・アドバンテージ・プランから別のメディケ 
     ア・アドバンテージ・プランに変更する 
 -　処方せん薬カバー（パートD）の変更

カバード・カリフォルニアを通じた個人医療保険加入の申請
期間は、2016年11月1日から2017年1月31日です。 

　この期間中は、医療保険のプラン変更、または新規登録ができ
ます。医療保険加入の資格があるのに登録しない場合は、ペナルテ
ィーが課されます。2017年のペナルティーは、（１）所得の2.5％、
または（２）大人1人につき＄695、子供1人につき＄347.50、ひと
家族につき最高＄2,085に、生活費調整（COLA）が加算されたた
額で、（１）（２）どちらか額が多い方がペナルティーとして適用され
ます。 
　しかし、結婚、出産、他州から加州への引っ越し、医療保険喪失、
市民権取得などといった特別な理由がある場合は、登録期間外で
も登録の資格があります。一方、Medi-Calの登録に関しては、特別
な登録期間なしに1年中いつでもできます。 
　LTSCのスタッフは、これら医療保険加入のお手伝いや選択肢の
説明ができるほか、必要に応じて資格のあるエージェントに照会が
可能です。お気軽に、213-473-3035までご連絡ください。

Open enrollment for private health coverage 
through Covered California is from November 1, 

2016 to January 31, 2017. This is the time to change 

or enroll in a plan. If you are eligible for insurance and 

choose not to sign up, the annual penalty for 2017 is 

2.5% of the consumers’ income OR $695 per adult and 

$347.50 per child, up to $2,085 per family, plus cost of 

living adjustment, whichever is larger.  

     However, please note that you may be eligible for 

special enrollment if you have a qualifying life event, 

such as getting married, having a baby, moving to 

California from out of state, losing your health insurance, 

gaining citizenship, etc. Medi-Cal enrollment is also 

year-round with no specific enrollment period.  
     LTSC staff may be able to assist you with your 

options or refer you to a certified agent to address your 
health insurance needs. Please call 213-473-3035.

10/15/2016 ~ 12/7/2016

Medicare

	 	 メディケアは

11/1/2016 ~ 1/31/2017

Covered California	
	 	 	 	 カバードカリフォルニアは
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Enjoying 

The Little Tokyo Senior Residents Association conducts 

field trips throughout the year to explore Los Angeles. 
On June 9, they took the newly opened Metro Expo Line to 

Santa Monica. It only took 50 minutes from Downtown and 

the ride was surprisingly comfortable. The seniors enjoyed 

shopping, dining, and the ocean breeze. With the Expo 

Line, you don’t need to worry about traffic or parking.  
     On August 9, the seniors had the opportunity to 

enjoy a Mozart concert at the Hollywood Bowl thanks 

to a generous donation by LA County Supervisor Hilda 

Solis. They really enjoyed the music, atmosphere, and 

great company. Thank you, Supervisor Solis!

インは思っていたより早く、とても快適でした。是非一度、皆さんも
乗車してみてください！ 
　また8月9日には、ロサンゼルス郡参事のヒルダ・ソリス氏よりハ
リウッドボウルのチケットと往復のバスを提供していただき、住民
会の皆さんとモーツァルトのコンサートへ行きました。持参したお
弁当でピクニックを楽しんだ後、約2時間にわたり、クラッシックの
夕べを楽しみました。ソリス郡参事、ありがとうございました！

リトル東京に住む高齢者の会「リトル東京シニア住民会」では、
さまざまなアクティビティーを催しています。6月9日には、5月

に開通したばかりのメトロ・エキスポラインに乗ってサンタモニカ
まで遠足に出かけました。ダウンタウンから50分ほどでビーチに到
着。桟橋やショッピングなどを楽しんで帰ってきました。エキスポラ

The Little Tokyo Senior Residents enjoyed the Expo Line ride to Santa Monica. サンタモニカまで電車の旅を満喫したリトル東京
住民会のメンバー (Photo by Bear Guerra)

The Senior Residents spent a great evening at the Holly-
wood Bowl. ハリウッドボウルでクラシックを聞きながら優雅な
夕べを過ごした住民会のメンバービーチ散策とクラシック音楽 

　ロサンゼルスを満喫！ 

Los Angeles!



vOnline Security and Protecting Yourself from 
Identity Theft  
Saturday, Nov 19 from 2:00pm - 3:30pm 

Gardena Valley JCI (1964 W. 162nd St., Gardena)  

Fee: Free (donations appreciated) 

     Matthew Kobata from American Century Investments 

will help demystify the tactics scammers use and how 

we can protect ourselves from their fraudulent schemes. 

To RSVP, please visit LTSC.org or call the Social 

Services Department at 213-473-3035.  

     Free bulk shredding truck will be stationed from 

1:00pm to 3:00pm. Please bring your old documents for 

a safe disposal. 

vOshogatsu in Little Tokyo 

Sunday, Jan 1 from 11:00am - 3:00pm 

Tentative three locations: Weller Court (123 Onizuka 

St.), Japanese Village Plaza (335 E. 2nd St.), Frances 
Hashimoto Plaza (Azusa St. and 2nd St.)  

     Japanese Chamber of Commerce of Southern 

California and Japanese Chamber of Commerce 

Foundation will host its 19th Annual Oshogatsu in Little 

Tokyo. Join in the New Year’s festivities at the three 

sites for exciting entertainment and food tastings. Many 

shops and restaurants will also be open during the day.

v無料ワークショップ：オンライン上での情報保護となりすまし
詐欺から身を守る方法 

11月19日（土）午後2時から午後3時半 
ガーデナ平原日本文化会館（1964 W. 162nd St., Gardena） 
費用：無料（寄付受付） 
　アメリカンセンチュリー投資会社からマシュー・コバタ氏を迎え、詐
欺師のだまし方や、企業ぐるみの詐欺からどう身を守るかなどについて
お話いただきます。講義には、日本語の同時通訳がつきます。参加希望
者は、LTSC（213-473-3035）までお電話ください。または、ウェブサ
イトLTSC.orgから申し込みも可能です。 
　当日はまた、午後1時から3時まで、会場外にシュレッダートラックが
参ります。不要になった書類がありましたら、無料で処理いたします。

vお正月イン・リトル東京 

1月1日（日）午前11時から午後3時 
３カ所（予定）：ウェラーコート（123 Onizuka St.）、ジャパニーズ・ビ
レッジ・プラザ（335 E. 2nd St.）、フランシス・橋本・プラザ（アズサ通
りとセカンド通りの間） 
　南加日系商工会議所と日系商工会議所基金が主催する新年の恒例
イベント「お正月イン・リトル東京」。今回で19回目を迎えます。当日は、
リトル東京内３カ所で日本のお正月が体験できるイベントやエンター
テインメントが盛りだくさんです。この日は多くの地元レストランが営業
する予定で、来客を迎えてくれます。この機会にぜひ、お越し下さい。

Social Services Department

231 E. 3rd St., Suite G-106

Los Angeles, CA 90013

(213) 473-3035 / www.ltsc.org

Upcoming Events / イベント・スケジュール　　　　　　　　　　     For details, 詳細は213-473-3035


