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Little Tokyo 

Service Center’s 
Social Services 

Department  

publishes the 
newsletter, 

Through the 

Seasons, four 
times a year.  

If you would like 
to subscribe, 

please contact 
us at 213-473-
3035 or email 

socialservices@
ltsc.org

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。

Mr. Miyata is a Japanese 
elderly homeless man who 

lives in Los Angeles. For quite 
some time, he has been living 
on the streets and has caught 
the attention of many concerned 
citizens. He tirelessly collects 
cans and bottles every day 
and takes them to the recycle 
center to trade in for cash 
since he has no other source 
of income. He walks into fast 
food establishments within 
his community with a warm 
welcome from the employees 
who often provide him with 
coffee. Strangers see him and wonder how 
they can help. 
     This year, a documentary about Mr. 
Miyata was created by one of his many 
supporters to help share his story, and has 
been circulating the Internet and social 
media widely. (www.elderstreets.org/) 
     Since he speaks very little English, it 
is not through spoken language that he 
draws the attention of so many people. 
There are a number of reasons why people 
feel compelled to reach out to this man. 

ロサンゼルスに住む宮田さんは、日
系の高齢ホームレスです。長い間

路上暮らしをしていますが、最近にな
って、周辺の住民から注目されるよう
になりました。 
　宮田さんは休むことなく、毎日空き
缶と空き瓶を回収してリサイクルセン
ターで現金化して生活しています。彼
が近くのファストフード店に入ると、
従業員らは彼を笑顔で温かく迎え、コ
ーヒーを振る舞います。多くの人は彼
を見て、どうしたら彼の役に立てるの
かと考えます。 
　今年、宮田さんを紹介するドキュメ
ンタリー映画が制作されました。彼を
支援する１人が立案し、今やインタ
ーネットやソーシャルメディアで広
く知られるようになりました。(www.
elderstreets.org/) 
　宮田さんはほとんど英語を話しませ
ん。言葉が通じなくとも、多くの人が
「この男性に手を差し伸べたい」とい
う気持ちになったのには、いくつか理
由があります。それは、自身の置かれ

Inspiration: インスピレーション

Mr. Miyata pushes his cart, a scene from the documentary 

film. ロサンゼルスの路上でカートを押して歩く宮田さん。ド
キュメンタリー映画のワンシーンから
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Despite his age and circumstances, he works very hard 
every day to help sustain himself. He never lets his 
physical ailments stop him, embodying the importance 
of gaman (perseverance). For this reason, we hear his 
story and he is a source of inspiration for many of us, 
which may be why many people are drawn 
to this man.  
     For those raised with the Japanese 
values of enryo (to be reserved) and haji 
(shame), they often find it difficult and 
hesitate to receive. Even when help is 
necessary, we may resist, insisting we 
can solve all of our problems on our own. 
However, he is willing to receive help 
when help is needed and extended.  
     In this manner, this man teaches us an 
important lesson about life. Work hard and 
persevere, despite the difficulties you may face, yet be 
open to receiving help. Extend your hand to the caring 
hands of others when necessary.

た厳しい状況にもかかわらず、彼は毎日よく働
き、病気をしても決して休まず、「我慢」の大切
さを体現していたからでした。彼のこのひたむき
な姿勢は、地元住民のインスピレーションの源と
なり、多くの人の心を引きつけたのです。 

　また、「遠慮」「恥」という日
本の価値観のもとで育った人にと
って、支援を受け入れることはと
ても難しいことです。窮地に立た
された時ですら、「自分たちの問
題は自分たちで解決する」と抵抗
する人も多くいます。しかし宮田
さんは、助けが必要な時に差し伸
べられた手をしっかりと握り、支
援を喜んで受け入れました。 
　このように、彼は人生の大切な
教訓「困難に直面しつつも辛抱強

く働き、支援を受けることに対しても心を開く」
を、教えてくれているのです。助けが必要にな時
には支援を受けましょう。

Earlier this year, the California Southland Chapter 
of the Alzheimer’s Association separated from 

the national organization. The nonprofit is now called 
Alzheimer’s Greater Los Angeles (ALZGLA) and 
covers the same area of Los Angeles, San Bernadino, 
and Riverside counties. All services will continue but 
with a new agency name, logo, website, and hotline 
number.  
     LTSC has collaborated with the organization 
for many years to provide resources, information, 
education, support, and services, in particular to the 
caregivers of those with Alzheimer’s disease and 
other related dementias. LTSC will continue the 
relationship, especially through the Asian Pacific 
Islander (API) Dementia Care Network, which is a 
collaboration with ALZGLA and other organizations 
to provide linguistically and culturally sensitive 
services to the API community. 
     ALZGLA’s new phone number is 844-HELP-ALZ 
(844-435-7259). You can find more information at 
www.alzgla.org/about.

アルツハイマー協会の南加支部は今年の初
め、全国的な組織から離脱し名称を「ア

ルツハイマーズ・グレーター・ロサンゼルス
（Alzheimer’s Greater Los Angeles: ALZGLA）」と
改めました。管轄する地域はロサンゼルス郡、サ
ンバナディーノ郡、リバーサイド郡で、名称と連
絡先、ウェブサイトが変更になるほか、今まで提
供されていたサービス内容に一切変更はありませ
ん。 
　LTSCは長い間同団体と協力し、アルツハイマ
ー病やその他認知症の介護にあたるケアギバーに
リソースや情報、教育、支援、さまざまなサー
ビスを提供してきました。LTSCは今後も、Asian 
Pacific Islander (API) Dementia Care Networkを通
じ、これら団体との関係を強化しながら認知症の
問題に立ち向かうアジア系コミュニティーに対し
言語と文化を理解したきめ細やかなサービスを提
供していきます。 
　ALZGLAの新しい電話番号は、844-HELP-
ALZ（844-435-7759）です。詳細はウェブサイト
をご覧ください。www.alzgla.org/about

「ALZGLA」として独立
アルツハイマー病のためのリソースNew Name: ALZGLA

Local resource for Alzheimer’s disease

Caregiving
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Volunteering

National Volunteer Week is an annual celebration in 
April, established in 1974. Also known as Volunteer 

Appreciation Week, we show appreciation for our 50+ 
volunteers currently helping LTSC by providing various 
services. They are essential to our organization and we 
truly appreciate our volunteers who selflessly give their 
time and share their skills to help make life better for 
everyone in the community.. 
     During National Volunteer Week, many organizations 
host special events to help encourage their local 
communities in volunteering and bring awareness to new 
volunteer opportunities. LTSC will be hosting a volunteer 
training for those who would like to get involved in the 
community.  
     The in-depth training will take place over five 
Saturdays (April 23, 30, May 14, 21, and June 4) from 
9:30am to 3:30pm at LTSC. It includes sessions on 
the history of Little Tokyo and Japanese Americans in 

Southern California, current social service issues in the community, an overview 
of the laws and resources, and discussions to better equip volunteers for positive 
experiences. Pre-registration for admission to the volunteer training program is 
required. To register, please visit the website www.LTSC.org and sign up, or call 
LTSC at 213-473-3035.

アメリカには毎年
4月に「National 

Volunteer Week」と呼ばれる祝賀
週間があります。これは、1974
年に制定されました。「Volunteer 
Appreciation Week」とも呼ばれ、
奉仕活動をしているの人に感謝す
る週として知られています。LTSC
は現在、50人以上のボランティア
に支えられ活動しています。皆さ
んの協力なくしては成り立たない
団体です。心から感謝申し上げま
す。 
　この祝賀週間には奉仕活動を普
及させるために各地でさまざまな

イベントが行われます。LTSCでも奉仕活動に興味のある方を
対象にボランティアトレーニングを行います。トレーニングは4月23日から6月4日の毎週土曜日 (5
月7日、28日を除く) 、午前9時半から午後3時半までで、リトル東京のLTSCオフィスで行われます。 
　内容は、LTSCの歴史とサービス、南カリフォルニアの日系人とリトル東京の歴史について、日系
コミュニティーにおける社会福祉の問題、人を援助するための法律やリソースの概略などについて
のワークショップをはじめ、ボランティアがクライアントとの適切な距離を保ち奉仕する方法など
が含まれます。ぜひ参加してみませんか？電話（213-473-3035）で事前登録をお願いします。

National Volunteer Week

Appreciation for Your Community Spirit 
奉仕精神に感謝

Last year’s Kokoro volunteer training participants with 
Director of Social Services, Yasuko Sakamoto (back 
right). 昨年の心ボランティアトレーニングの参加者。右上
は社会福祉部部長の坂本安子

全米ボランティア週間

Volunteer, Junko Ashida, and 
Volunteer Coordinator, Yo Wak-

ita. ボランティアの芦田殉子さん
と、ボランティア・コーディネー
ターのワキタ Volunteer receptionist, Yoko Namiki. 受付ボ

ランティアの並木陽子さん
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Domestic Violence

LTSC has been very 
fortunate to have many 

generous volunteers who 
care about our community. 
Over the years, numerous 
supporters have helped 
us carry out our mission: 
Positive Change for 
People and Places. Last 
year, one of our longtime 
supporters, the Buzy Q’s, 
announced that they were 
disbanding their group, 
after 16 years of donating 
their beautiful handmade 
quilts to domestic violence 
survivors. To honor and 
thank them for their 
dedication, LTSC’s Social 
Services Department 
wanted to share their 
history. 
     The Buzy Q’s were 
started on March 3,1999 
by Harumi Nakao and her 
longtime friends, Eleanor 
Igawa, Joyce Ouchi, 
Kazuko Tatsumi, Gladys 
Yokota, Ruthe Petty, Reiko 
Katsuki, Linda Inoue, 
and Debbie Takashima. 
After they all retired from 
work, they gathered twice 

a month at Harumi’s 
residence in Gardena 
sharing the same 
passion: giving back to 
the community. 
     “I like the feeling 
of helping and doing 
something for someone. 
When I learned about 
LTSC through my 
nephew, who used to 
volunteer wrapping 
Christmas presents 
for the organization, 
I thought it would be 
perfect to donate our 
quilts to DV survivors, 
giving them warmth and 
comfort,” said Harumi.  
     Their gatherings 
started at 9am with 
a social hour and 
refreshments of tea and 
home baked pastries. 
As the years went by, 
the social hour became 
longer... for a good 
cause. According to 
Harumi, they were 
“solving” the world’s 
problems, sharing 
recipes, discovering 
new, easier, and efficient 

ways to 
quilt, and 
discussing 
many 
other 
ways to 
help more 
people 
during this 
important 
time.  
     With 
the help 
of quilting 
experts, 

Buzy Q’s: “Giving is Pleasure” 
Sending warmth and comfort to survivors of domestic violence 

confidentiality. The 
thank-you letters from 
the recipients gave us a 
warm feeling, and I really 
appreciate that they took 
time to write a note for 
us,” said Harumi. 
     After 16 years of 
dedication, Harumi 
decided to disband the 
group, not because they 
would stop helping 
others, but because 
they are going to focus 
on more direct help. 
“Giving is pleasure,” as 
Harumi describes. The 
Buzy Q’s volunteerism 
and dedication to the 
community will continue 
to grow even stronger.

Buzy Q’s members enjoyed the final gathering at Harumi’s 
residence. Front row, from left: Harumi and Gladys. Back 
row from left: Joyce, Eleanor, and Kazuko. ハルミさん宅で
最後の集まりを満喫するBuzy Q’sのメンバー。前列左からハ
ルミさんとグラディスさん。後列左からジョイスさん、エレ
ノアさん、カズコさん

Harumi’s books that contains Buzy Q’s 16 
years of dedication. Buzy Q’s の16年間におよ
ぶボランティア活動を記録した日記

Linda and Eleanor, 
the Buzy Q’s donated 
almost 1,000 beautiful, 
comfortable quilted 
blankets to DV survivors 
at LTSC’s Kosumosu 
housing as well as  
battered women’s 
shelters at the Center for 
the Pacific Asian Family 
and SuCasa. They also 
donated their work to 
other organizations 
such as the Gardena 
Japanese Valley Cultural 
Institute, South Bay 
Keiro, Gardena Buddhist 
Church, the Girl’s Scouts 
for a homeless program, 
and to Tohoku disaster 
relief efforts. 
     “I always wanted 
to know how the 
survivors were doing, 
especially children, but 
I understand there’s 
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リトル東京サービス
センターは発足以

来、 多くのボランテ
ィアに支えられ現在
にいたります。LTSC
の活動ならびにコミュ
ニティーを思う彼らの
支援と理解なしには、
われわれの使命である
「人と地域社会の前向
きな変化」を全うする
ことはできません。数
多くいるサポーターの
一組で、 家庭内暴力
（DV）の被害者に手
作りキルトを寄贈し続
けた「Buzy Q’s」がこ
のほど、16年間の活動
に終止符を打ち、解散
すると報告がありまし
た。 社会福祉部では、
長年にわたるボランテ
ィア精神と貢献に感謝
の気持ちを込め、彼ら
の活動を紹介します。 
　Buzy Q’sは1999年3月
3日、ハルミ・ナカオさ
んと、長年の友人であ
るエレノア・イガワさ
ん、ジョイス・オウチ
さん、カズコ・タツミ
さん、グラディス・ヨ
コタさん、ルース・ペ

ティーさん、レイコ・
カツキさん、リンダ・
イノウエさん、デビ
ー・タカシマさんによ
り発足。「コミュニテ
ィーに恩返しを」との
共通の思いを胸に、ハ
ルミさん宅に月２回集
まりました 。 
　「誰かのために役立
つことのが好きなん
です」とハルミさん。
「LTSCでクリスマスギ
フトを包装するボラン
ティアをしていた甥っ
子を通じてLTSCの活動
を知り、DV被害者に私
たちの作ったキルトブ
ランケットをプレゼン
トすることで、ぬくも
りと癒しを提供できた
らと思ったのが、始ま
りです」 
　Buzy Q’sの集まり
は、朝9時のお茶と手作
り菓子を囲んだソーシ
ャルアワーから始まり
ました。回数を重ねる
ごとにソーシャルアワ
ーの時間が徐々に長く
なりましたが、ハルミ
さんいわく、メンバー
はこの時間に世界の様

家庭内暴力の被害者に 

「ぬくもり」と「癒し」

Buzy Q’s members enjoy reading thank-you letters from the 
recipients. お礼状を読むBuzy Q’sのメンバー

々な問題を「解決」し
たり、お料理のレシピ
を共有したり、新たな
キルトの作り方を勉強
したり、どうしたらも
っと多くの人に手を差
し伸べることができる
かなど話し合っていた
といい、貴重な時間だ
ったといいます。 
　キルト作りの経験者
だったリンダさんと
エレノアさんのおか
げで、Buzy Q’sは今ま
でに約千のキルトブ
ランケットを作り上
げ、LTSCが運営する
DV被害者のための自
立支援施設「コスモ
ス」をはじめ、Center 
for the Pacific Asian 
FamilyやSu Casaが運
営する緊急シェルタ
ーに寄付してきまし
た。Buzy Q’sはこの他
にも、ガーデナバレー
日本文化会館やサウス
ベイ敬老、ガーデナ仏
教会、ガールズスカウ
トのホームレスプログ
ラム、また東日本大震
災支援団体にも協力し
てきました。 

　ハルミさんは、「被
害者、特に子供たちが
その後、どうしている
のかいつも気になって
いますが、守秘義務が
あり詳しいことを知れ
ないのは分かっていま
す。キルトを受け取っ
た方々からお礼状が届
くたび、わざわざ時間
を割いてくれたことが
うれしく、とても暖か
い気持ちになります」
と話してくれました。 
　16年間におよぶ地域
社会への貢献を経て、
ハルミさんは解散を決
意しました。人助けを
やめたのではなく、
もっと直接的な支援を
するための準備とし
て決断しました。ハル
ミさんが一連のボラン
ティア活動を「差し伸
べる喜び」と表すよう
に、Buzy Q’sのコミュ
ニティーへの貢献とボ
ランティア精神は今後
もさらに大きく、そし
て力強く続いていくで
しょう。

Buzy Q’s 
手作りキルトを寄贈して16年

A thank-you letter from Kosumosu residents. 
コスモス居住者から届いたお礼状
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Yasuko Sakamoto, front center, with the Social Services Department staff members. 坂本安
子（前列中央）と社会福祉部のスタッフ

Photo Coutesy of Stella Kalinina

     In the summer of 1976, a Japanese woman from 
a small town in Fukushima prefecture moved to a big 
city, Los Angeles. Her name is Yasuko Sakamoto. In 
an environment unlike her hometown in every way, 
Sakamoto encountered the deep history of Japanese 
American pioneers who rebuilt the Nikkei community 
with integrity and met Nikkei activists on a mission to 
preserve their proud heritage. The community welcomed 
this inaka-born newcomer. Together with Bill Watanabe, 
the founder of Little Tokyo Service Center, and Evelyn 
Yoshimura, a community activist, Sakamoto devoted herself to 
improving human services in the community.  
     Just as LTSC grew from a three-person staff to a multi-service 
agency with over 100 employees, Sakamoto also thrived: from 
a case worker to social worker, counselor to director of LTSC’s 
Social Services Department, she has become a prominent leader 
in both the Nikkei and Asian Pacific Islanders communities. She 
has assessed needs, educated the community, collaborated 
to secure resources, and provided services to those in need. 
With the great support of her community, clients, volunteers, 
foundations, and agencies, Sakamoto’s 36 years of service have 
been filled with valuable life lessons… 

Yasuko’s Journey with 
     the Nikkei Community 

Please join us at Yasuko Sakamoto's retirement luncheon. 
Date & Time: Saturday, May 7 from Noon (Check-in at 11:30am) 
Location: Los Verdes Golf Course 
      7000 Los Verdes Dr., Rancho Palos Verdes  
Ticket: http://yasuko.ltsc.org or call Julie Itahara at 213-473-3027. 

=== 
     Sakamoto will be retiring in June. To preserve her 

legacy, the Social Services Department has asked her to 
write a memoir of her history with LTSC. The booklet will 

be distributed at her retirement luncheon and will be made 
available for download on LTSC's website after the event. 
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Yasuko Sakamoto, front center, with the Social Services Department staff members. 坂本安
子（前列中央）と社会福祉部のスタッフ

日系社会とともに歩む 

    坂本安子
　1976年の夏、福島県いわき市出身の女性が、ひとりロサン
ゼルスへやってきた。彼女の名前は、坂本安子。故郷とは、文
化も風習もスケールもまったく異なったここアメリカの大都市
ロサンゼルスで彼女が出会ったのは、過酷な差別を乗り越え、
誠実さと努力で地元日系社会を再建させたパイオニアの歴史
と、その誇り高きコミュニティーを思い、継承していく日系活
動家たちだった。彼らは、日本からの新参者である坂本を受
け入れ、日系社会での福祉向上を目指しともに奔走した。中で
も、LTSCを立ち上げたビル・ワタナベと、コミュニティー活
動家であったエベリン・ヨシムラとの出会いは、当時ケースワ
ーカーであった坂本の人生にとって、大きな財産となった。 

　3人でスタートしたLTSCが130人の従業員を抱える社会福
祉団体に成長する中、坂本もケースワーカーからソーシャルワ
ーカーへ、カウンセラーからLTSCの社会福祉部を率いる指導者
へ、そして日系社会のみならず、アジア環太平洋系社会で活躍
するリーダーへと成長する。日系社会内のニーズを把握し、社
会福祉の必要性を教育、周囲の理解を得てリソースを獲得し、
サービスを必要としている人に優しく寄り添った。コミュニテ
ィーに支えられ、クライアント、ボランティア、財団、そして
政府機関らと歩んだ坂本のその36年には、人生の学びが詰まっ
ていた…。 

ぜひ、坂本安子の退職祝賀昼食会にお越し下さい。

日時：5月7日（土）正午から（チェックインは午前11時半） 
場所：ロスバーデス・ゴルフコース 
 7000 Los Verdes Dr., Rancho Palos Verdes 
費用：45ドル。http://yasuko.ltsc.org/または、213-473-3027のイタハラまで

＝＝＝ 

　坂本は６月にLTSCを退職します。彼女の歩んだレガシーを継
承するため、 社会福祉部は坂本に、36年間を振り返る思い出を
小冊子にまとめてもらいました。５月に開かれる坂本安子の退
職祝賀昼食会で無料配布します。祝賀会開催後には、LTSCのウ

ェブサイトでもダウンロードが可能になります。
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Mental Health

Children & Family

How do you manage your children when they 
have a rebellious attitude? Do they display any 

particular pattern? If you are tired of this behavior, the 
following steps may be helpful: 
     1. Think about prevention: Predict situations 
where rebellious behavior may occur (time, place, and 
person), and help children deal with the problem. For 
example, display an easily comprehensible illustrated 
daily schedule on the wall and inform your 
children with specific information for their 
preparation. (e.g. Instead of saying “Get 
ready”, say “We are going out in 10 
minutes, so change your clothes.”) 
     2. Empathize with your children 
and stay within your boundaries: 
First, let your children know you 
acknowledge their feelings. Next, 
gently inform them about boundaries 
and limits of things that they are 
allowed to do and not to do.  
     3. Avoid conflicted messages: Do 
you unintentionally ask your children 
permission? Asking questions that 
children could easily answer with “yes” 
or “no” provides them with the opportunity 
to say “no.” It is wise to avoid  these kinds of 
questions if “yes” is the only “right” answer.  
     LTSC holds free parenting classes for parents with 
children from 0 to 6 years old. For the schedule or 
more information, please call 213-473-3035.

お子さんが反抗的な態度を取るとき、皆さん
はどのように対処していますか？　子ども

に反抗的な態度を取られる時、何か決まったパ
ターンはありますか？　子供たちの反抗的な態
度に疲れている方は、以下のステップを考えて
みるといいかもしれません。 
 ①予防法を考える：反抗的な態度が出やすい状
況（時間、場所、人など）を予測し、子どもが
問題をうまく解決し対処できるよう助けてあげ
ましょう。例えば、日々のスケジュールを絵で
描き貼っておく。また、準備を具体的に知らせ

る（例：「出かける準備をしなさい」と言
う代わりに、「10分後に出かけるから着
替えなさい」） 
 ②共感を示し、限度を決めて貫く：
子どもの気持ちを認め伝えましょ
う。そして、物事には限度があるこ
とを伝えます。その際、簡潔に、優
しく、親が許せるできる範囲を教え
てあげましょう。 
 ③矛盾したメッセージを避ける：
「Yes」「No」で応えられる質問を
していないか。言葉の最後に「い
い？」と子供に許可を得るような聞
き方をしていないかを考えます。こ
れらの質問や問いかけは、子どもに

「No」という選択肢があると思わせてし
まうため、もし「Yes」が好ましい回答で

あるのであれば避けるのが賢明です。 
 リトル東京サービスセンターでは、0歳から6歳
までのお子さんを育てている方々を対象とした
無料の子育て教室を開催しています。日程など
の詳細は、213-473-3035までお電話ください。

Tips for rebellious attitude 
  反抗的な態度の対処法

When asked about New Year’s resolutions, many 
say they would like to exercise and lose weight. 

We all know exercise is important for our physical 
health. However, it is equally important for the 
maintenance of our mental health.  
     Studies have shown that regular exercise can help 
reduce stress, prevent cognitive decline, increase 
happy moods, and alleviate anxiety. It also helps us 
relax so that we can sleep more soundly.  
     There are many ways to exercise—one can join a 
local gym and attend exercise classes or work with a 
trainer. There are also alternative forms of exercise 
such as yoga and tai chi classes, or simply take a walk 
outside in the beautiful LA sunshine. Let’s exercise! 

新年の抱負を聞かれた時、多くの人は「運動
して体重を減らしたい」と言います。体を

動かすことが健康維持に大切であるのは周知の事
実ですが、運動は、私たちの精神衛生にとっても
大切なのです。 
　とある調査結果によると、定期的な運動はスト
レスレベルを下げ、認知機能低下を防止し、幸せ
な気持ちになれ、不安な気持ちを緩和させると言
われています。また、心身ともにリラックスさせ
てくれ、より良い睡眠を促す働きもあります。 
　運動には色々な方法があります。 近くのジム
で１人、またはトレーナーと運動をしたり、ヨガ
や太極拳のようなグループで行う運動もありま
す。美しいロサンゼルスの日を浴びながらのんび
り散歩を楽しむのもいいでしょう。ぜひ、定期的
な運動を心がけましょう。

Exercise and  

      Mental Health

運動と精神衛生



Little Tokyo Service Center opened an office in the 
South Bay on Friday, February 19th. It is located 

on the second floor of the Gardena Valley Japanese 
Cultural Institute, 1964 West 162nd Street. Over 120 
community members attended the Open House to 
welcome this new initiative.  
     LTSC has provided bilingual services to seniors, 
caregivers and families with young children in the 
South Bay for more than 20 years. The new South 
Bay office will expand accessibility to better serve 
the needs of the large South Bay Nikkei community. 
To support its new outreach effort, LTSC will 
also conduct a needs assessment to have a better 
understanding of what kind of social services would 
be appropriate for South Bay residents.  
     General office hours are 10:00 AM to 12:00 PM on 
Mondays, Tuesdays and Thursdays. Appointments are 
highly encouraged and additional appointment hours 
may be available by request. Please call 310-819-8659 
if you have questions or to make an appointment with 
our social workers. We look forward to serving you.

South Bay Office

South Bay Office is Now Open! 
       サウスベイオフィスがオープン！

Ribbon cutting ceremory at the newly opened South Bay office. サウスベイオフィス開設を記念したリボンカッティング

リトル東京サービスセンターは2月19日、ガ
ーデナバレー日本文化会館内２階（1964 W 

162nd St）に「サウスベイ事務所」を開設しまし
た。オープン当日は、120人を超える人がお祝い
に駆けつけてくださいました。 
　LTSCはこれまで20年以上にわたり、サウスベイ
地区でも高齢者、介護者、小さな子供を持つ家庭
に対し、主に日本語・英語のバイリンガルサービ
スを提供してきましたが、事務所開設により、よ
り身近に、そしてより積極的に対応することがで
きます。これからスタッフやボランティアがサー
ビスを提供していくと同時に、多様化したサウス
ベイ日系社会のニーズ調査も行います。 
　営業時間は月・火・木の午前10時から正午で、
要望に応じて時間外の対応も可能です。まずはお
問い合わせください。番号は310-819-8659です。 
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Morning Café participants enjoyed Bonenkai at the end of last year. 
The Morning Café is open on 1st and 3rd Fridays from 10am-noon.
モーニングカフェの忘年会に集まった参加者。カフェは、第1と第3金
曜日午前10時から正午までオープン。

Making New Friends!
交流の場を広げよう！

When we first opened the Far East Lounge 
two years ago, one of the things we 

hoped to see was participants making new 

friends and connections. As FEL enters its sec-

ond year, we’re happy to report that our dreams 

are becoming a reality. 

     Many people who visit FEL on a regular ba-

sis have built a new circle of friends that they 

continue to cherish. Studies show that being so-

cial helps you live longer, reduce stress, boost 

your immune system, keep your brain sharp, 

and so much more.

Selfie with Gentle Exercise class members. The class is on 
Mondays from 10-11am.　優しい体操クラスの参加者による自
撮り画像。クラスは、毎週月曜日午前10時から11時まで開催し
ています。

     If you have never visited us at the FEL, please 

stop by! For the complete class schedule, please visit 

our website at fel.ltsc.org

　まだファーイースト・ラウンジに来られたこ
とがない方も、しばらく来られてない方も、ど
うぞお気軽にお越し下さい。最新のクラス情報
は、ホームページで。fel.ltsc.org/ja/ 

353 E. First St., Los Angeles, CA 90012

Phone number/電話：213-621-4158

たくさんの方にご利用をいただき、ファ
ーイースト・ラウンジは２年目を迎え

ました。人と人との繋がりの希薄化や、高齢
化の流れの中で、地域の方々が気軽に集える
場所が必要だと考え、ファーイースト・ラウ
ンジは誕生しました。
　人と会っておしゃべりしたり、新しい習い
事をすることによって、交流の場が広がるだ
けでなく、生活にリズムが生まれたり、脳が
活性化されるなど、さまざまなメリットが期
待できます。ファーイースト・ラウンジに来
られる方々の多くは、交流の輪を広げ、クラ
スに来ることを楽しみにしています。

Participants gathered at Mahjong Class Bonenkai. The 
class is on Thursdays from 10:30am-1pm.　忘年会に集ま
った麻雀クラスの参加者。クラスは、毎週木曜日午前10時半
から午後1時まで開催しています。
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Itadakimasu

Yasuko’s Stamina Lunch

安子のスタミナ弁当
Ingredients: Serves 6 people

3 cups of mixed rice (1 1/2 

cups of regular rice, 1/2 cup of 

pressed barley, oshimugi, and 

1/2 cup of brown rice)

4 cups of French green beans 

(parboiled)

1 cup of bacon (sliced thinly)

3 cloves of garlic (crushed)

4 cups of mushroom (sliced)

1/2 slab of fresh salmon (cut 

into 6 pieces)

1 lemon (cut into 12 slices) 

To taste Garlic salt or salt and 

Black pepper

材料：6人分
3カップ　ミックスライス（普通の 
 　米1-1/2カップ、押麦1/2 
 　カップ、玄米1/2カップ）
4カップ　フレンチいんげん 

 　（半茹）
1カップ　ベーコン（薄切り）
3片　ガーリック（つぶしておく）
4カップ　マッシュルーム 

 　（薄切りに切っておく）
1/2　生鮭のフィレ 

　　（６切れに切っておく）
1　 レモン（薄切り12切れ）
適量 ガーリックソルトまたは  
 塩と黒こしょう

 

  Cooking Directions

Rice:

1. Wash and cook.

Vegetables & Bacon:

1. Cut French beans in half, parboil, rinse in   

 cold water, and drain.

2. Warm up pan, sauté bacon and crushed 

 garlic for 10 minutes on low heat.

3.  Add sliced mushroom and cook for an 

 additional 10 minutes on medium heat

 stirring occasionally (salt & pepper to taste).

4.  Add parboiled French beans and mix them   

 in gently for 2 minutes.

Salmon:

1. Pre-heat oven to broil for 10 minutes.

2. Coat both sides of salmon with garlic salt (or salt) and black-pepper.

3. Place aluminum foil on pan and rub with olive oil.

4. Place salmon (skin side down) and broil for 12 minutes. 

5. Turn over salmon and broil for 6 minutes or until skin gets crispy, and 

let it rest in the oven for a few minutes after turning off the oven. 

作り方
お米：
1. 洗って炊いておく

野菜とベーコン：
1. フレンチ・ビーンを半分に

切って半茹でにした後、冷
水にとり水気を切る

2. フライパンを温め、ベーコ
ンとつぶしたガーリックを
10分低い温度でソテーする

3. 薄切りのマッシュルームを
２に加えてさらに10分中温
で炒める（好みで塩と胡椒
を加えよく混ぜる）

4. １のフレンチビーンを加
え、2分ほどよく混ぜる

鮭：
1. 10分ブロイルしてオーブン

を熱くしておく
2. 鮭の両面にガーリックソル

ト（または塩）とブラック
ペッパーで調味する

3. ベーキング皿にアルミフォ
イルを敷いてオリーブオイ
ルを塗っておく

4. 皮を下にして鮭を乗せ12分
ブロイルする

5. 鮭をひっくり返して6分焼
く。または皮がかりかりに
なるまで焼き、オーブンの
スイッチを切った後も2分ほ
どそのままオーブンにいれ
ておく

To Serve

1. Place rice in a big bowl. 

2. Place one slice of the broiled 

salmon on top of the rice. Place  

French beans, mushroom, and 

bacon next to the salmon.

3. Put two slices of lemon on 

salmon. Serve with green tea.

盛り付け
1. 器にごはんを盛る
2. 鮭を1切れごはんの上に乗

せ、隣にフレンチビーン、マ
ッシュルーム、ベーコンをそ
れぞれ乗せる

3. 鮭の上に2切れのレモンを添
え、緑茶と召し上がれ
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Upcoming Events / イベント・スケジュール　   For details, 詳細は213-473-3035

vFree Caregiver Training 
Saturday, April 9 from 8:30am - 1:00pm 
LTSC (231 E. 3rd St.) RSVP required 
     The training is mandatory for those interested in being 
on the LTSC Caregiver Registry, but also open to anyone 
who wants to learn about basic caregiving skills.

vFeng Shui Workshop 
Wednesday, April 20 from 2:30 - 4:00pm 
Far East Lounge (353 E. 1st St.)  
Fee: $15, RSVP required 
     Laura Cerrano, certified expert, will teach you the basics 
of Feng Shui. Call 213-621-4158 to RSVP. 

vLong Term Care in Relation to Retirement Planning 
Saturday, June 4 from 2:00 - 3:30pm 
Gardena Valley Japanese Cultural Institute      
(1964 W. 162nd St. Gardena)  
    A representative from UnionBank Investment Services 
will address your concerns in choosing the perfect Long 
Term Health Care plan for you. Call LTSC to RSVP.

vNavigating the New Retirement  
Saturday, June 18 from 2:00pm - 3:30pm  
Gardena Valley Japanese Cultural Institute  
    A representative from Merrill Lynch will help address 
your questions regarding health care and financial planning 
for the retirees of today. Call LTSC to RSVP.

vケアギバー無料トレーニング 
4月9日（土）午前8時半から午後1時（要予約) 
LTSC（231 E. 3rd St.） 
　ケアギバー（介護人）登録に興味のある方（必須）
および介護の基礎を学びたい方を対象に行われるトレ
ーニングです。日本語の通訳付き。

v風水ワークショップ 

4月20日（水）午後2時半から4時（要予約） 
ファーイーストラウンジ（353 E. 1st St.） 
参加費：15ドル、予約は213-621-4158まで 
　公認インストラクター、ローラ・セラノさんから風
水の基本と活用法を学べる機会です。

v退職後計画における長期介護ケア 
6月4日（土）午後2時から3時半（要予約） 
ガーデナバレー日本文化会館 
(1964 W. 162nd St., Gardena） 
　退職後計画における長期介護ケア保険について、ユ
ニオンバンク投資サービスの担当者が説明します。日
本語の通訳付き。

vリタイアメント後の準備 
6月18日（土）午後2時から3時半（要予約） 
ガーデナバレー日本文化会館 
　リタイアメント後の健康保険や財政計画について、
メリルリンチの担当者が分かりやすく説明します。日
本語の同時通訳付き。

Social Services Department

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

Los Angeles, CA 90013

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


