
Social Services 

Department  

publishes the 

newsletter, 

Through the Sea-

sons, four times 

a year.  

To subscribe, 

please call 

213-473-3035 or 

email at  

socialservices 

@ltsc.org 

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、213-473-

3035またはメール
socialservices@
ltsc.org にご連絡

ください。

u1

Little Tokyo Office 

213-473-3035 
M-F/ 月〜金 

9:00am~5:00pm

South Bay Office
310-819-8659  

M-Th/ 月〜木
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Many Japanese and Japanese 

Americans have been brought up to 

respect elders and value family bonds. 

Naturally, we want to care for our parents 

and other family members. Even with this 

graceful acceptance of responsibility, we 

may need support from time to time. The 

most important rule is not to feel guilty 

about asking for help! Sometimes we feel 

like we’re letting our loved ones down when 

we turn to an outsider for help. But hiring 

someone to take care of everyday tasks 

can provide family members with valuable 

time and energy for the things we really 

want with our families: quality time and long-

lasting memories. 

     When you’re ready to ask for help, don’t 

just settle for anyone. The two main options 

are to hire someone directly or go through a 

caregiving agency. Get the level of help that 

fits your needs. 
 

     If you hire a care provider directly:  

     You technically become 

an employer with all the 

responsibilities and 

liabilities. Depending 

on how many hours 

they work for you and 

how much they earn, 

care providers may 

be entitled to certain 

benefits. At the very 
least, it’s important to 

follow basic labor laws about 

Hiring Help in the Home
自宅でケアギバー（介護人）を雇うには

日系社会の文化では家族同士のつながりが強
く、家族の面倒はできる限り家族で助け合うの

が習慣です。しかし、時として外からの助けを必要と
することがあります。大切なのは、ケアギバーを雇うこ
とに対して罪の意識をなくすことです。自分で介護を
しないことで責任放棄していると感じる人もいるかも
しれませんが、ケアギバーを雇うことで、家族で有意
義な時間を過ごすことができるのです。	
　ではケアギバーを雇うと決めた場合、まず、自分で
誰かを探して雇うか、紹介所に依頼するかを決めな
ければなりません。それぞれの状況によってどちらが
適しているか違ってくるため、自身の置かれた状況に
合った方法を選びましょう。	
	
　自分でケアギバーを雇うと決めた場合： 
	
　事実上、あなたが全ての責任と債務を負う雇用主
となります。ケアギバーが働いた時間や給料によっ
て、特定の補助手当を支給しなければならないかも
しれません。例えケアギバーが自分で税金申告する

場合でも、少なくとも基本的な労働法や最
低賃金などの知識を持っておく必要
があります。また、あなたの住宅
保有者保険や賃借人保険証
書に従業員をカバーする労
働者災害保険が含まれて
いるかを確認することも
必要です。	
　次のことにも気をつけま
しょう：

1.	 仕事の内容を明らかにし
ましょう。ケアギバーに望む仕事
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minimum wage and overtime even if the person will 

be taking care of their taxes on their own. Also, check 

your homeowner or renter insurance policy to see if it 

includes workers compensation coverage for household 

employees. 

 

     These are some important tips: 

1. Develop a job description. You should have a 

clear idea of what services and skills are need-

ed. A written document will make it easier for 

candidates to understand your expectations.

2. Interview multiple candidates. Caregiving is very 

personal. A person may have the right skills, but 

everyone will suffer if personalities don’t mesh.

3. Ask for job-related references, not just character 

references.

4. Conduct background checks. This may include 

things such as a criminal background check 

with the Department of Justice or FBI, DMV 

records (especially if the care provider will be 

driving your loved one on errands), and credit 

reports (to see if someone’s financial situation 
might make them susceptible to temptation). 

You must receive signed consent from the pro-

spective employee in order to check records, 

and each report has a processing fee. 

     For example, you can get a copy of a pro-

spective employee’s driver record by submitting 

form INF 70 by mail or in-person with the DMV 

for $5. (If the prospective care provider has 

lived in other states, you may want to request a 

National Driver Register Record Check through 

the DMV using form INF 1301A). A criminal 

background check typically costs $20 or more 

depending on the extent of the search you re-

quest. 

    If you don’t like the idea of having to piece 

together multiple reports, you can consider con-

sulting with your lawyer or hiring a private inves-

tigator to conduct a comprehensive search and 

give you a full report.

5. Don’t rely on just one provider to meet your 

needs. It’s always good to have back-ups in 

case your provider is not available when you 

need them. Also, it’s not a good idea to be the 

primary source of income for any one person. 

It may lead to dependency and sometimes our 

cultural values cause us to feel guilty if we need 

to terminate the arrangement later.

6. Have a written agreement. It’s much easier to 

や能力をはっきりと書いておくと、候補者にも何が要望さ
れているかが分かります。

2.	 何人かの候補者と面接をしましょう。介護はとてもパーソ
ナルな仕事です。優秀なケアギバーであったとしても、相
性が合わなければ問題が起きることもあります。

3.	 候補者の友人や知り合いからだけではなく、仕事関連の
信用照会を受けましょう。

4.	 身辺調査を行いましょう。司法省、FBI、DMVの記録（特に
ケアギバーが介護される人を車に乗せる場合）やクレジッ
トレポート（経済状態が悪いと悪い誘惑にのりやすい）な
ど。これらの記録を確認するには候補者からサインした承
諾書を貰うべきです。また、これらには手数料が発生する
ことも覚えておきましょう。＄5を支払って、INF	70（ドライ
バーの運転記録証明願）を郵送、またはDMVに直接提出
して候補者の運転記録のコピーを入手できます（候補者
が他州に住んでいた場合は、INF	1301Aの書類をDMV
に提出してNational	Driver	Register	Record	Check		
を要求できます）。犯罪歴の確認には通常＄20かかり、ど
の程度の確認を望むかによってそれ以上かかることもあ
ります。このような書類の入手が面倒であれば、弁護士や
探偵社に頼むという方法もあります。

5.	 一人のケアギバーだけに頼るのは避けましょう。緊急時に
備えて予備を持っておくことは必要です。またケアギバー
の仕事が唯一の収入源という人は仕事に依存しすぎる可
能性があるので避けたほうが無難です（契約を途中で終
了する場合に罪悪感を感じることがあります）。

6.	 必ず書面で同意書を交わしましょう。最初から要望を全
部明確に書いておくと、後での取り扱いが容易になりま
す。双方の合意のもと、同意書の変更はいつでも可能です
が、その際も必ず書面で更新しましょう。また、労働時間
と支払いの記録も必ず記録しておきましょう。

　	ケアギバーを紹介してくれる代理店を利用すると決めた場合：

　上記に上げた注意点も重要ですが、代理店を使う利点は代理店
があなたに代わって給料の支払い、給付金、税金、保険、予定表な
どの管理をしてくれることです。これは、ケアギバーがその代理店の
従業員である場合のみなので必ず事前に確認しましょう。介護の
時間が多ければ多いほど、これらの管理的な仕事はより重要にな
ってきます。	
　代理店が面接して従業員を管理してくれるとしても、自分や家族
と相性の良い人を選ぶためには、あなたも候補者と面接するといい
でしょう。その候補者を以前雇っていた人と話ができるか代理店に
聞くこともできます。また、代理店がどのような身辺調査をしている
のか確認することも必要です。	



u3

deal with issues later if the expectations are 

clearly spelled out from the beginning. You can 

always modify things with mutual agreement, 

but always make updates in writing. You should 

also keep a record of work time and payments.

     If you hire a care provider through an agency:

     The tips above apply when hiring a provider through 

an agency as well. The advantage of using an agency 

is that they handle payroll, benefits, taxes, insurance, 
scheduling, etc. for you. (But this is only true if the 

provider is an actual employee of the agency, so always 

check!) The more hours of care needed, the more 

important these administrative functions become. 

     Although agencies conduct interviews and manage 

their employees, it’s still a good idea for you to interview 

Direct Hire　個人雇い Agency　代理店
Taxes and liabilities
税金、債務

You, the employer, are responsible. 
個人の責任

The agency is responsible. 
代理店の責任

Cost　賃金 Negotiate cost with the caregiver but you must 

meet minimum wage and overtime rules.

最低賃金と残業手当の折り合いがつけば、ケアギバ
ーと直接交渉。

Cost is more than hiring directly, since you will 

also pay the agency to handle taxes, liabilities, 

accounting, etc.

ケアギバーと一緒に税金、債務、会計などを担う仲介
者を雇うことになるので割高。

Job description 
仕事内容

Decide what kind of help you want, how 

often, and for how long. List the skills that are 

important for the help you need.

仕事内容、訪問回数、時間などを決める。ケアギバー
に求める必要なスキルのリストを作成する。

Agencies will often assess your needs to find a 
match. Prior to agency assessment, prioritize 

your needs and type of care provider you are 

looking for.

代理店があなたに代わり適任者を探してくれますが、
あなたにとって何が大切か事前に決めて伝えておく。

Interviews　面接 Come up with your own questions and 

interview multiple candidates to find a good fit.

直接、本人に聞きたいことを聞くことができる。また
適任者を選ぶために複数の候補者と面接できる。

Ask the agency if you can interview multiple 

candidates to find a good fit.

適任者を選ぶために複数の候補者と面接できるように
代理店に頼む。

References　照会 Ask for job-related references, not just 
character references. 

本人の性格だけでなく、仕事関連の信用照会も依頼
する。

Ask if you can speak with other clients being 
served by the caregiver.

その候補者の他の雇い主と話ができるか聞く。

Background checks 
身辺調査

Get written consent from the prospective care 
provider for you (or a paid representative) to 
request records. 

あなた（あるいは法的調査代理人）が介護人の記録
を調べるために、候補者からサイン入りの同意書を
もらう	。

Find out what types of background checks the 
agency conducts and discuss any concerns you 
have if there are gaps in their history.

代理店がどんな身辺調査をしたのか聞き、何か疑問や
相違があれば話し合う。

Written agreement 
書面による同意書

Create an agreement to facilitate 
communication about expectations and avoid 
misunderstandings about wages, hours, etc.

お互いの意志や要求を明確にし、給与、勤務時間な
どについて誤解を避けるために同意書を作る。

Review the agreements between yourself and 
the agency, and the agency and its employee 

before signing.

あなたと代理店、そして代理店と介護人の間で交わさ
れた同意書の内容を検討し、サインをする。

candidates from the agency to make sure they are a 

good fit. You can also ask the agency if you can speak 
with other clients who are being served by the provider. 

You may also want to ask the agency about what types 

of background checks they conduct.

リトル東京サービスセンター
では、介護人登録簿の管理を
はじめ、家族や友人などを介
護しているケアギバーを対象
としたさまざまな支援サービ
スを提供しています。詳しい内
容については、LTSCまでご連
絡ください。

LTSC offers a variety 

of supportive services 

for family caregivers, 

including respite funds 

and a registry of pre-

screened care providers 

for direct hire. Please 

contact us about our 

programs for caregivers.

Caregiving
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During Little Tokyo’s Annual Nisei Week Festival,Far 

East Lounge hosted a Transformation themed 

workshop. Cosplay (“costume play”—to transform into 

a story character through clothing or performance), 

which started in Japan, has become a worldwide 

phenomenon. This workshop was intended for people to 

experience “transformations” through petit Cosplay like 

face painting and wearing a yukata. 

     A young boy whose face was tumed into Pikachu’s 

was so pleasantly surprised by his transformation that 

he almost fell backwards when he looked at himself in 

a mirror. A teenage girl transformed into her favorite 

anime character and admired herself by taking many 

photos. Families dressed together in yukata and 

posed happily for photos. Children who were shy at 

first flourished into their favorite characters, almost as 
though they were different people. We hope all the 

participants were able to experience a positive change 

through these activities.  

Collecting cranes

FEL is collecting paper cranes like in the photo to 

the right for an upcoming exhibition. We will also 

conduct workshops to create these cranes. If you know 

someone who makes or has those paper cranes, please 

contact Hiromi at 213-473-3035.

リトル東京恒例の行事・二世ウィークの間、ファーイースト・ラウ
ンジで子どもと家族向けのイベント「トランスフォーメーショ

ン」を2日にわたって開催しました。	
　トランスフォーメーションとは変身のこと。日本で始まった「コス
プレ」（物語に登場するキャラクターに衣装や演技でなりきること）
は、今では世界共通の現象になりました。会場ではフェイスペイン
トや浴衣体験などのプチ・コスプレを通じて、「変わること」への勇
気ときっかけを体験してもらいました。	
　ピカチュウに変身した自分の姿に驚いてひっくり返ってしまった
男の子、お気に入りのアニメキャラクターになりきって写真を撮る
10代の女の子、浴衣に着替えてグループ写真に収まる家族など。
最初はおっかなびっくりお気に入りのキャラクターに挑戦した子
どもたちが、いつもとは違う自分に満面の笑顔になったり、子ども
と大人が一緒に塗り絵に熱中したりと、多くの人が変化を楽しみ
ました。

鶴を集めています！

ファーイーストラウンジでは写真の
ような折り紙の鶴を集め、展覧会

を企画中です。同時進行で折り鶴制作
も行っています。折り鶴を作る方、また
は持っている方をご存知の方は、213-
473-3035の博美までご連絡ください。

Transformation  変身 at Far East Lounge
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Mental Health

You have all probably met at least one person in 

your life that has made you wonder, “Are they 

a hoarder?” Do you know someone whose home is 

cluttered and they cannot seem to let go of anything? 

You may have even wondered that about yourself.  

     Research has shown that 2% to 5% of Americans 

meet the criteria of hoarders. People with hoarding 

disorders may also experience other mental disorders 

such as depression, anxiety, or obsessive compulsive 

disorder. Hoarding behavior can damage family 

relationships, put the person’s safety and health at risk, 

and even affect neighborhoods. People who hoard may 

face eviction, suffer from feelings of depression and 

isolation, and live in unsanitary conditions. They may 

be aware of their problem which often causes feelings 

of shame, or they may be oblivious that they have a 

problem.   

     Many of us tend to accumulate “stuff” over the 

years, especially if we feel it’s mottainai to throw away 

usable items. However when the amount of items 

becomes excessive and gets in the way of our regular 

daily functioning it is considered “hoarding.” People 

who have hoarding problems usually do not seek help 

on their own and it is often a very difficult disorder to 
treat. They may not seek help until they are “forced” to 

do so by an apartment manager or concerned family 

members. Symptoms of hoarding include the following:

     1) Accumulation of things that are not needed.

     2) Difficulty throwing things out and deciding    
         what is not needed.

     3) Clutter is built up to the point where rooms are  
         unusable.

     4) Feeling everything has a sentimental value  
         and they have a personal attachment to the items.

     5) Relationship/family issues, and social isolation.

     People with hoarding problems often have other 

family members who are hoarders and tend to have 

indecisive personalities. Others develop symptoms 

after a stressful life event such as the death of a loved 

one, divorce, or loss of a home. If you or anyone you 

know suffers from hoarding, it is important to seek 

treatment as soon as possible. There are professional 

organizations that help individuals organize and 

“declutter” homes. LTSC provides mental health and 

care management services as well. Please contact 

Ayumi Omoto at 213-473-3035 for more information.

皆さんは今まで
に、「あの人は

物を溜め込む人だな
あ」という人に会った
ことはありませんか。
家は散らかり放題、
でも何もする様子も
ない人をご存知です
か？ひょっとしたら、そ
れが自分のことなの
かもしれません。	
　とある調査によると、アメリカ人の２〜５％が物をため込む傾向
にあることが分かっています。ため込む習性は、うつ、不安または強
迫性障害のような精神的不調からきているかもしれません。また、
それら習性は時に家族関係にダメージを与え、人の安全と健康の
リスクを生み、近隣の人にも大きく影響を及ぼします。ため込む人
はアパートの立ち退きに直面することも多く、社会から孤立してし
まうことも多々あります。それら問題を認知している人もいれば、問
題を抱えていることすら認識していない人もいます。	
　大抵の人は長年のうちに物をため込んでいきますが、余分なも
のの量が半端なく多く、それが日々の生活の一部となっている場
合、ホーディング（ため込み）とみなされます。ため込みの問題を抱
える多くの人は自分から助けを求めず、通常、アパートのマネジャ
ーや心配した家族により「強制」されるまで行動を起こさせないた
め、その改善はとても困難です。ため込みの症状には下記のことが
含まれます。

1.	 	必要のない品物のため込み。

2.	 いつかまた必要かもしれないと感じ、物を捨てられない。

3.	 部屋が使えないほど散らかっている。

4.	 全てのものにセンチメンタルな価値があり、愛着がある。

5.	 人間関係や家族問題、社会的な孤立を引き起こす。

　ため込みの問題のある人は家族の誰かがため込む人であったこ
とが多くあり、優柔不断な性格を持つ傾向があります。愛する人の
死、離婚、家の喪失のようなストレスのかかる出来事の後に症状が
起きることがあります。もし自身もため込む習性がある、悩んでいる
人を知っているのでしたら、できるだけ早く治療することが大切で
す。個人に指導して家を片付けるのを手伝う専門的な団体もありま
す。LTSCは精神衛生とケア管理のサービスを提供しています。詳
細は、213-473-3035のアユミ・オモトまでご連絡ください。

More Than Just Clutter...
物をため込みがちですか？
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Terasaki Budokan, a $26 million project of Little Tokyo 

Service Center (LTSC), is a sports and activities 

center in Little Tokyo that will be completed in the 

spring of 2019. A 2-court gymnasium will be the main 

feature, but the facility will also have an outdoor plaza 

for gatherings of up to 300 people. It will also have a 

children’s playground, walking/jogging path, community 

garden, and spaces for quiet reading and exercises. 

     But why is a social services agency like LTSC 

building a sports facility?  

     Back in 1980 when LTSC was formed, our goal was 

to provide social services to the people of Little Tokyo 

and the broader Japanese American community. In the 

1990s, LTSC began building affordable housing units 

for seniors and families with low incomes. Early projects 

included San Pedro Firm Building, Casa Heiwa and Far 

East Building in Little Tokyo. 

     Little Tokyo began in the 1880s, and at one time in 

the 1930s there were more than 30,000 Japanese and 

Japanese Americans in the neighborhood. Since then, 

the community faced a series of disruptions. During 

World War II, the mass incarceration of “persons of 

Japanese ancestry” left Little Tokyo a virtual ghost town. 

     In the postwar years, Los Angeles itself was growing 

rapidly and the expanding city government demolished 

an entire block of Little Tokyo to build the Los Angeles 

Police Department headquarters. At the same time, 

because of the Civil Rights Movement, housing 

discrimination became illegal, making it possible for 

Nisei, Sansei and other minorities to live in suburbs that 

were for “whites only.” Shin-Issei (postwar Japanese 

immigrants) settled in communities like the South Bay 

and Orange County and never had the chance to 

develop connections to Little Tokyo.  

     Yet, for many Japanese Americans, Little Tokyo has 

been the traditional gateway for immigrants and their 

historic and cultural center in Southern California. “The 

importance of ‘place’ embraces the rich multi-cultural 

diversity of a unique neighborhood that is represented 

by people from all over the world. “Promoting the 

vibrancy and richness of diversity strengthens Little 

Tokyo,” explained LTSC Executive Director Dean 

Matsubayashi. “We want Budokan, along with JACCC, 

the museum, and other stakeholders, to play an active 

role in building a sustainable and dynamic Little Tokyo 

for years to come.” 

     As the Japanese American community has 

become more geographically dispersed and 

demographically more diverse over the past 50 years, 

sports (and basketball in particular) have remained a 

popular activity for youth and a way for families and 

communities to maintain a bond. The completion of 

Budokan will fulfill a 40-year old dream of the Little 
Tokyo community to build a facility to bring back youth 

for whom sports, in particular basketball, have played 

a central role in their lives. Budokan will also fulfill a 
need of local youth, especially low-income, living in 

Downtown Los Angeles, an area in which there is a 

paucity of green space and recreational centers. 

     “As a major community-inspired building, Budokan 

will not only have interior décor and exhibits that 

provide historical perspective on the role of sports in the 

Japanese American community, it will also have rules 

of conduct and programs that promote educational and 

character-building values and sportsmanship,” said 

Mike Murase, the director of the Budokan campaign.

Terasaki Budokan Will Belong to All of Us
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リトル東京の多目的スポーツ施設「テラサキ武道館」は、総工費
2,600万ドルにおよぶリトル東京サービスセンター（LTSC）の

事業で、2019年の春に完成予定です。施設には、バスケットボール
やバレーボールが行えるコート２面の他、300人まで収容できる
屋外プラザ、また子供の遊び場やウォーキング/ジョギングができ
るトラック、読書やエクササイズができるコミュニティー庭園などの
スペースも含まれています。	
　なぜ、LTSCのような社会福祉団体がスポーツ施設を建設する
のでしょうか？	
　1980年、LTSCは日々の生活に必要な情報を得るのが困難な
高齢者をサポートすることを目的に設立されました。90年代には、
リトル東京や近隣地域における低価格住宅の建設の拡大に取り組
みました。初期のプロジェクトには、サンペドロ・ファームビルディン
グやファーイースト・ビルディングの改装、またシニアや低所得の家
族が孤立せずにコミュニティーに住むことができるよう、カサ平和
アパートの建設などに携わりました。	
　歴史的に見ると、1880年代からリトル東京は「日本人町」と呼ば
れ、1930年代には3万人以上の日本人と日系アメリカ人が住んで
いました。しかし第二次世界大戦中、「日本を祖先とする人」の集団
収容が始まり、リトル東京はゴーストタウンと化しました。	
　戦後、一部の日本人はリトル東京に戻ってきましたが、多くは戻
りませんでした。一方でロサンゼルス自体は急速に成長し、LAPD
本部建設のためリトル東京の一部の土地が失われるなど、コミュニ
ティーがその後、戦前の社会的地位や規模を再び取り戻すことは
ありませんでした。	この時期はまた、公正住宅法ができ、以前は「白
人オンリー」と考えられていた郊外にも日系二世や三世が住めるよ
うになりました。そして新一世（戦後日本からの移民者）は、サウス
ベイやオレンジ郡などに落ち着き、リトル東京との接点は全くあり
ませんでした。	
　しかし日系人、特に戦前の日系社会を知っている人たちにとっ
て、リトル東京は移民のための玄関口であり、また南カリフォルニア
における歴史と文化の中心でした。LTSCのディーン松林所長は、	
「『場所』には、その地域に根付いた多文化的な多様性を含んでい

ます。それら多様性を促進することによって、リトル東京が力強いも
のになっていくのです」と話し、また「この先も力強くリトル東京が
存続していくためには、日米文化会館や全米日系人博物館、また地
域に根付いた団体らとともに、コミュニティーには武道館が必要で
す」と締めくくりました。	
　過去50年間にわたり、日系社会は地理的に分散し、人種的に多
様する中、スポーツ（特にバスケットボール	）は、日系社会の若者の
間で家族やコミュニティーとの絆を保つ方法の一つとして高い人
気を保ってきました。武道館の完成は、バスケットボールをはじめと
するスポーツをする若者をリトル東京に呼び戻そうというコミュニ
ティーの40年におよぶ長い夢の実現であるのです。緑地のスペー
スやレクリエーションも兼ね備える武道館はまた、ダウンタウンに
住む（低所得の）若者のニーズを満たす役割も果たせるのです。	
　「スポーツは、日系社会で重要な役割を果たしてきており、施設
の建設案はリトル東京をはじめロサンゼルスの人たちから提案さ
れました。武道館には、スポーツがコミュニティー同士をどう結びつ
けてきたのかを紹介する展示をはじめ、スポーツマンシップや文化
的価値を推奨するプログラムを作っていく予定です」と、武道館キ
ャンペーンのマイク村瀬ディレクターは話しています。

テラサキ武道館はコミュニティーのために

Debra Nakatomi and Dr. Keith Terasaki color in the eye of a 

daruma, symbolizing a goal to be accomplished. LTSCのナ
カトミ理事長（左）と「テラサキ財団」のキース・テラサキ氏。

LTSC staff celebrating 

the Terasaki Budokan 

Groundbreaking on 

August 3, 2017.　 

8月3日に行われたテラ
サキ武道館の起工式を祝
うLTSCスタッフ



u8

The Consulate General of Japan in Los 

Angeles has reopened their Little Tokyo 

Satellite Office, offering passport application 
services by appointment only.

Location: Japanese American Cultural and 

Community Center (244 S. San Pedro St. 

#300)

Date & Time: Tuesdays & Thursdays (except 

in the case of consulate holidays) from 

10:00am – 12:00pm & 1:00pm – 4:00pm

Services: Passport application service only. 

Passport pick up or reissuance services (such 

as in the case of loss or theft) are not available 

at the satellite office.

**Please note that in the case of no 

reservations, the office will not be open. 
Please call 213-617-6700 for appointments.

在ロサンゼルス日本国総領事館からのお知らせ
Announcement from Consulate General of Japan in Los Angeles

在ロサンゼルス
日本国総領事

館は、パスポートの申
請受付業務専用（予
約制）のリトル東京
分室をオープンしま
した。

場所：日米文化会
館（244	S.	San	
Pedro	St.	#300）	

曜日と時間：火曜日と木曜日（総領事館の休館日を除きます）午前10時
〜午後12時、午後１時〜午後４時（予約制）

業務内容：パスポートの申請受付のみ。旅券の交付や再発給申請（紛失や
盗難の場合）は、分室では取り扱っていません。

＊予約のない場合は開館しませんのでご注意下さい。ご予約は、213-
617-6700まで。

Grand re-opening on Aug 11, 2017. 8月11日
に行われたオープニングセレモニー

WizStars, a hip-hop dance program of Japanese Speaking Parents 

Association of Children with Challenges (JSPACC), was the only 

group composed of children with intellectual disabilities and their 

siblings to perform at the DANCE DANCE L’ASIA. 

     DANCE DANCE L’ASIA was the first performance showcasing 
world-renowned dancers from Asia and Asian Americans in Los 

Angeles to bridge cultures and celebrate diversity. The event, 

sponsored by the Japan Foundation, took place on September 2nd 

at the MI Concert Hall in Hollywood, and was a great opportunity for 

the group to show that “nothing divides us - color, language, culture, 

country of origin, or abilities,” said Hiromi Ashmore of WizStars. 

     WizStars, which is funded through a grant from the Shirakiku 

Foundation, has performed at community events in public since its 

creation in February 2017. For more info, visit www.JSPACC.org.

in Hollywood

JSPACC’s WizStars

ハリウッドで
ダンス披露
-JSPACCの 
       ダンスグループ

障がいを持つ子供を育てる日本語を話
す親の支援グループ「手をつなぐ親の会

（JSPACC）」のグラントプログラムであるヒップ
ホップグループ「WizStars」は9月2日に、ハリウ
ッドのMI	Concert	Hallで行われた国際交流基
金主催のヒップホップイベント「Dance	Dance	
L’Asia」に出演しました。	
　同イベントは、アジア各国やロサンゼルスのア
ジア系ダンサーを集め、文化交流及びダイバー
シティーを祝うイベントとして初めて開催されま
した。	
　JSPACCの広美・アッシュモアさんは、「プロフ
ェッショナルや高度な技術を持つダンサー達に
混ざり、同じステージで障がいを持つ子供達が
踊ったことは、肌の色、言葉の違い、国の違いそし
て障がいの有無を超え、人間はこの地球上でみ
な一つであるというメッセージを伝える有意義な
ことでした」とイベントを振り返っています。	
　詳細はwww.JSPACC.orgへ。
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Dr. Fukata

Masayuki Fukata (MD, PhD) 
specializes in gastroenterology and 
immunology. He graduated from Jikei 
University School of Medicine in Tokyo, 
Japan, where he practiced medicine before 
coming to the U.S. in 2003 as a post-
doctoral fellow. He began his research 
career at Cedars-Sinai Medical Center in 
Los Angeles, then went to Mount Sinai 
Medical Center in New York and the 
University of Miami before returning to 

L.A. in 2013. Currently, he is a researcher at Cedars-Sinai and an 
Assistant Professor of Medicine at UCLA, and is completing the process 
to become an American Board certified physician. 

深田雅之医師（ふかた・まさゆき）：消化器内科
を専門に慈恵医大第三病院勤務。井上冬彦講
師から癒しの医療を学ぶ。日本内科学会認定
医。日本消化器病学会専門医。2003年、医学
博士号取得後に渡米。Cedars-Sinai Medical 
Center Los Angeles, exchange scholar, 
04年、Mount Sinai Medical Center New 
York, post-doctoral fellowを経て、07年に 
University of Miamiで、Assistant Professor of 
Medicineとなる。13年、Cedars-Sinai Medical 
Center Los Angelesに戻り、14年からUCLAで
Assistant Professor of Medicineに就任。現在
は、US internal medicine board certificationを
目指し修行中。

Most common colds are caused by viral infections, 

but there are also cases caused by bacterial 

infections. Viruses may infect people through post-nasal 

drip. The inflammation caused by a person’s immune 
system induces sore throat, runny nose, and phlegmy 

cough. Inflammation may spread to the bronchus 
and lungs or the gastrointestinal tract. The symptoms 

and severity of the cold depends on the combination 

between the type of viruses and an individual’s immune 

responses, but most cases resolve within ten days. 

     Prevention is important for the management of 

common colds because there is no medication that 

directly kills viruses. Maintaining your immune function 

and reducing exposure to viruses are imperative to 

preventing catching a cold. Take sufficient nutrients 
and rest, try to reduce stress, and avoid 

crowds and close contact with sick people. 

Washing hands frequently and gargling 

after getting home are all effective. 

Lastly, an influenza vaccine may be the 
most effective prevention during this 

season. 

     Be sure to drink a lot of fluids and 
get enough rest if you do catch a cold. 

Over-the-counter medicines will alleviate 

your symptoms but you should see a 

doctor if you experience continuous high 

temperatures, difficulty eating, worsening 
symptoms, or shortness of breath. In the case of 

the flu, you can expect to heal faster if you receive a 
prescription medication within 48 hours. Let’s overcome 

cold season with the appropriate prevention and 

management.

今回は風邪のお話をしま
しょう。風邪の多くは、

何らかのウイルス感染による
と考えられていますが、細菌
による場合や、ウイルスによる
風邪の経過中に細菌の二次
感染を起こす場合もあります。
いずれの場合も感染は鼻や
喉の粘膜から始まり、免疫反
応によって起こされた炎症は、喉の痛み、鼻水、咳や痰などの症状
を誘引し、その後、気管支や肺または消化管へと広がってゆくこと
があります。風邪の症状と重症度はその人の免疫力とウイルスの種
類によって異なりますが、合併症がない場合は10日前後で自然軽
快します。	

　　インフルエンザや細菌以外、原因となるウイルスに
対する直接治療は無く、風邪には予防が大切です。免
疫力を良好に保つこと、ウイルスへの暴露を減らすこ
とが予防のポイントです。十分な栄養と休息を取っ
て、ストレスをためないように心がけましょう。人混
み、特に風邪の症状がある人との接触をできるだ
け避け、こまめに手を洗い、帰宅後はすぐにうがい
をしましょう。そして、インフルエンザの予防接種は
最も効果的な風邪の予防と言えるでしょう。	
　　風邪をひいたら、水分を多く摂って十分な休息を

とりましょう。症状は市販の風邪薬である程度緩和でき
ます。しかし高熱が続く場合、経口摂取できない場合、症状が悪

化する場合や、呼吸困難を感じた時などは医師の診察を受けて下
さい。インフルエンザが疑われる突然の高熱の場合は、48時間以
内に医師による治療を受けると、より速やかな改善が期待できま
す。適切な予防と対処で風邪の季節を乗り切りましょう。

風邪の予防と対策
How to Prevent the Common Cold
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Itadakimasu

Cucumber, Carrot, and Seaweed Slaw
きゅうり、にんじん、わかめのサラダ

Ingredients 

2    carrots (grated/julienned) 
1    cucumber (julienned) 
1/2-1 teaspoon salt 
1/2 cup   blanched seaweed (cut into  
   2-inch long strips) juicy stems  
   work well 
2 cloves   fresh garlic (crushed and  
   coarsely chopped) 
3-4 tablespoons  Chinese black vinegar 
   (Balsamic okay as substitute) 
1 tablespoon  sesame oil 
1 1/2 tablespoons soy sauce 
2 tablespoons  spicy whole grain mustard  
   (optional spicy element)

材料　	

人参（すりおろすか千切りにする）	 	 ２本	
きゅうり（千切りにする）	 	 	 1本	
塩	 	 	 	 	 小さじ1/2-1 
わかめ（お湯に通し2インチに切る）		 1/2カップ	
ニンニク（潰して荒く刻む）		 	 ２かけ	
黒酢（中国の黒酢、バルサミコ酢も可）	 大さじ3-4	
ゴマ油	 	 	 	 	 大さじ1	
醤油	 	 	 	 	 小さじ1半 
スパイシー・ホールグレイン・マスタード	 大さじ2

Directions  

(Makes 3 cups, 6 servings as part of a course meal) 

1. Toss carrots and cucumber with ½ teaspoon salt and allow to sit, covered and 

refrigerated, for at least 20 minutes. Combine with seaweed, garlic, and vinegar followed 

by the remaining ingredients. Allow to marinate for at least 10 minutes.  

 

2. Taste and adjust with more salt if needed (this will depend on how salty your seaweed 

is). This slaw tastes best when prepared a day in advance and left to marinate in the 

fridge. Re-toss before serving. Crunchy, juicy, tangy, and served chilled, this dish is sure 

to be refreshing on a hot day. 

 

Note on seaweed: Seaweed is available in Asian grocery stores in frozen, fresh, salt-

packed, or dehydrated form. Different types vary greatly in salt content. Therefore, 

blanching the seaweed will help with drawing out the excess salt. 

作り方 （3カップ、コースの食事であれば6人分）

1. にんじんときゅうりを小さじ1/2の塩で軽く混ぜしばらく置いておき、	蓋をして20分ほど冷蔵庫に。わ
かめ、ニンニク、酢を混ぜ合わせ、残りの材料を加えたら10分ほどマリネする。

2. 味見して、必要であればもっと塩を加える（わかめにどれだけ塩分が含まれているかによります）。このサ
ラダは、前日に作っておくと味がベストで、残りは冷蔵庫に入れておけます。サーブする前にかき混ぜて下さ
い。歯ごたえがあり、ジューシーでピリッとした味。冷たくしていただくと、暑い日にリフレッシュできます。

わかめに関する注意：わかめはアジアのお店で冷凍、生、塩づけのパック、乾燥状態のものが手に入ります。
生わかめは冷蔵庫のあるセクションで見つけられ、普通は新鮮なうどんや豆腐の近くにあります。タイプに
より塩の量に大きな差があるので、気をつけてください。

ジェス・ワンさんは
luckypeach.comなどに
掲載するレシピをテスト
しています。2014年、糖
尿病前症と診断されて
以来、健康的なライフス
タイルを求めるようにな
り、地元地域社会でも同
スタイルの増進に努め

ています。

Jess Wang is 
testing recipes for 
publications like 
luckypeach.com. 
In 2014, she was 
diagnosed with 

prediabetes and has 
since sought a more 

intentional lifestyle for 
well-being, and seeks 
to promote wellness in 

her community. 
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Gardening

Now that the summer harvesting season is over, 

it is time for the planting of many fall vegetables 

and flowers. Those we plant in the fall give us a fresh 
sense of spring after the winter. This column focuses on 

strawberries. 

     Strawberries are usually best suited for cool zones. 

In Southern California, we see those strawberry growing 

areas in cool coastal zones as well as in Orange and 

Ventura Counties. 

     If they are planted in hot inland areas, they suffer 

from dry heat and produce poor quality fruit in small 

quantities. If you live in a hot dry area, try to place them 

in a cool, filtered, shaded area around your house. 
     Strawberries are known for getting fertilizer burn if in 

direct contact or close proximity to chemical fertilizer. 

Place the fertilizer away from the roots. The crown, 

which is a short-thickened stem, needs to be placed 

above the soil level.  

     Strawberries produce good fruit for two to three 

years. After two years, most strawberries will get smaller 

after picking all the strawberries. You can rejuvenate 

the strawberry plant by using new plants which grow 

on runners (stolon) that come out of 

the mother plant. You can lead these 

runners into pots with soil and pin them 

down for them to root. The runners can 

be seen while growing strawberries, 

but they need to be cut in order to grow 

healthy strawberries.  

     Strawberries are susceptible to 

mites in hot weather and can get fruit 

rot if the area is splashed with water. To 

prevent splashing, mulch the area with 

leaves, straw, or lay down a tarp. 

Gardening tips courtesy of:  

Southern California Gardeners’ Federation 
記事提供: 南カリフォルニア庭園業連盟 

333 S. San Pedro St. 

Los Angeles, CA 90013 

213-628-1595      info@scgf.org

イチゴを育ててみよう
夏物の収穫も終わり、来年の春に向けて草花や、野菜の植え

付けどきです。秋に植える草花は、春に新しい息吹を感じさ
せてくれるし、野菜ものでも新鮮な味わいがあります。今回は馴染
みの深いイチゴの育て方をお話しましょう。	
　イチゴは涼しいところで育てるのが一般的で、南カリフォルニア
では海岸沿いの涼しい場所、およびオレンジ郡やベンチュラ郡でよ
く見かけます。暑いところで育てると、イチゴは体内のエネルギーを
生存のために使い果たしてしまい、弱って乾燥したところを葉ダニ
などが攻撃してしまいます。もし暑いところに住んでいて、鉢植えな
どでイチゴを楽しみたい場合は、涼しさを確保するために木漏れ日
のある場所などを選んでください。一日中、カンカンと陽が当たると
ころではその管理、維持が大変です。	
　イチゴの性格として、固形の化学肥料などが直接根に当たると
肥料やけを起こす危険性もありますので、これらの肥料は株元から
離して置いてください。また葉が出ているクラウン（茎や花が芽吹い
てくるところ）は地面から出ているような植え付けにします。	
　イチゴは大体2年くらいが育てるのに適当な期間で、それ以上に
なると株が分化し過ぎてしまい、ひと株、ひと株のサイズが小さくな
り元気のいい花が少なくなります。もし続けて育てたい場合は、イ

チゴの実が終わった後に出てくるランナー
（株元から出て来る小さな苗）を小さな
鉢に埋めておくと新しい株が確保できま
す。実があるうちにもランナーは出てきま
すが、それらは栄養分が実に行くように
切ってしまいます。	
　病虫害としては暑くて、乾燥している時
に発生する葉ダニと水遣りの際、飛び跳
ねる土を媒介として起こる実の腐れるボ
トライチスがあり、土の表面にマルチを施
し水かけは丁寧にしましょう。

Strawberries in the Fall

Health Care News / ヘルスケアに関するお知らせ　　　　　　　　For details, 詳細は213-473-3035
     Open enrollment period for Medicare Advantage 

and Medicare prescription drug coverage is from 

October 15, 2017 to December 7, 2017. For private 

health coverage through Covered California, the 

enrollment period is from November 1, 2017 to 

January 31, 2018. This is the opportunity to enroll in a 

new plan or change your existing plan.  

     LTSC staff may be able to assist you with your 

options or refer you to a certified agent to address 
your health insurance needs.

　 2018年のメディケア・アドバンテージ（シニア専用のプラン）
とメディケア処方せん薬の受付期間は、2017年10月15日か
ら2017年12月7日です。また、カバード・カリフォルニアを通し
ての個人の健康保険のための受付期間は、2017年11月1日か
ら2018年1月31日です。これは、あなたの現在の保険プランを
他に変える、又は保険に入っていない人を対象とした受付けの
期間となります。	
　LTSCのスタッフもお手伝いできます。また必要に応じて資格
のあるエージェント情報を提供することができます。



Little Tokyo Office
231 E. 3rd St., Suite G-106

Los Angeles, CA 90013

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

South Bay Office
1964 W. 162nd St., 2nd Floor

Gardena, CA 90274

(310) 819-8659 

vOshogatsu in Little Tokyo 

Monday, January 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.)  

     The Japanese Chamber of Commerce of Southern 

California and Japanese Chamber of Commerce 

Foundation will host its 20th Annual Oshogatsu in Little 

Tokyo. LTSC will have a booth there. We hope you can 

join us!

vお正月イン・リトル東京 

1月1日（月）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。今回で20回目を迎えます。当日は、日本のお正月が体験で
きます。LTSCもブースを出します。この機会にぜひ、リトル東京にお越
し下さい。

vLTSC Caregiver Registry Training 
Saturday, October 14 from 8:30am - 1:00pm 

Location:  San Fernando Valley Japanese American 

Community Center (12953 Branford St. Pacoima, CA 

91331) Limited to 20 people 
     LTSC will provide basic caregiving skills training 
to those who are interested in becoming a caregiver 
for LTSC’s Caregiver Registry. RSVP required. Please 
contact Jun or Kiyoko at 213-473-3035. 

vLTSCのケアギバーレジストリー・トレーニング 

10月14日（土）午前8時半から午後1時	
場所：サンファナンドバレー日系コミュニティーセンター（12953 

Branford St. Pacoima, CA 91331）	先着20人まで	
　ケアギバーまた、LTSCのケアギバー登録簿への登録に興味のあ
る方を対象に、基本的なトレーニングを無料で提供します。事前予
約が必要です。213-473-3035のジュンまたはキヨコまで。

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


