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Local Day of Remembrance:  
Commemoration of Executive Order 9066

This year commemorates the 75th anni-

versary of the signing of Executive Order 

9066, which resulted in the unjust incarcer-

ation of over 110,000 people of Japanese 

ancestry living on the West Coast. As LTSC 

board member, Kathy Masaoka, observes, 

“The Day of Remembrance has played an 

important role in educating others about the 

impact of EO 9066 as well as in reminding 

our own community of the importance of 

standing up for others. We have lost our Is-

sei and many of our Nisei who could speak 

from first hand experiences which makes 
the Day of Remembrance even more sig-

nificant in asserting the ‘truth’ of America’s 
concentrations camps and how easily con-

stitutional rights can be violated if others do 

not speak up.”  

     In Little Tokyo, a Day of Remembrance 

(DOR) event was held at the Japanese 

American National Museum (JANM) on 

February 18th. Participating in the event 

were speakers State Assemblyman Al 

Muratsuchi; former Congressman Mike 

Honda; and representatives from Muslim, 

Jewish, Latino and African American com-

munities. A separate DOR event took place 

at the Gardena Valley Japanese Cultural 

Institute (GVJCI) on February 25th, which 

featured the screening of Konrad Aderer’s 
film, “Resistance at Tule Lake” and a panel 
discussion of Nikkei who were incarcerated 

at Tule Lake. 

     Both events were well-attended and 

Exclusion Order posted in San Francisco 

directing removal of all persons of Japanese 

Ancestry from the city. サンフランシスコに張り
出された日系人排除命令のポスター
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西海岸在住の11万人以上の日系人がアメリカ
政府によって不当に強制収容所に送られるこ

とになった「大統領令9066号」がルーズベルト大統
領（当時）に署名されてから、今年で75年目を迎えま
す。LTSC役員の1人キャシー・マサオカさんは、「追
憶の日は、大統領令9066号について学び、我がコミ
ュニティーのために立ち上がる大切さを思い出す重
要な役割を果たしています。体験者である一世が亡
くなり、経験を共有できる二世も少なくなりました。
ゆえに、アメリカの強制収容の事実と、声を上げなけ
れば憲法で保証された人権は簡単に侵害されてしま
うということを訴えていくために、この日は今後さら
に意味深いものになっていくのです」と、追憶の日の
重要性を訴えています。 
　今年が75周年に当たることから、全米日系人博物
館（JANM）では2月18日、アル・ムラツチ加州下院
議員やマイク・ホンダ前連邦下院議員をはじめ、イス
ラム教やユダヤ教、ラテン系、アフリカ系コミュニテ

日系人強制収容「大統領令9066号」から75年

 Continues on page 6
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Consulate-General of Japan in Los Angeles and Little 

Tokyo Service Center co-conducted a workshop 

about the Hague Convention on March 18th. Nearly 

30 people attended and learned about it from a staff 

member of the Ministry of Foreign Affairs of Japan. 

     The Hague Convention is an international treaty 

that addresses the secure, prompt return of children 

wrongfully removed to or retained in any participating 

country, called a Contracting State, and ensures that 

rights of custody and access under the laws of one 

Contracting State are effectively respected in the other 

Contracting States. This is also known as the “Convention 

on the Civil Aspects of International Child Abduction.” 97 

countries in the world have signed onto the Convention 

as of March, 2017. 

     The increasing number of divorces has resulted 

in many serious cases. For example, a parent took a 

child from Japan after the break-up of a marriage and 

refused to let the other parent meet the child; a divorced 

Japanese parent living in a foreign state was not 

allowed to make a temporary return to Japan with their 

child because Japan had not signed on to the Hague 

Convention yet. 

     Japan joined in 2014 making it possible to use 

international cooperation to undertake procedures for 

the return of children from foreign states and to secure 

opportunities for parent-child access. The Convention not 

only targets cases of international marriage or divorced 

couples, but also couples within the same nation.  

     A parent can apply for assistance concerning the 

return of and/or access to their child at the Central 

Authority (the government department that has 

jurisdiction in his or her own nation or in the country to 

which the child was removed). The Central Authority 

will screen the application, locate the child and provide 

assistance towards an amicable solution. The court, 

upon petition, makes a judgment on whether the child 

should be returned to the country of his or her habitual 

residence.  

     In Japan, 232 applications have been accepted and 

35 children have been returned to their own states, and 

31 cases of visitation have been admitted since the 

Convention came into effect. 

     As the preamble to the Convention states, 

“Intercountry adoptions shall be made in the best 

interests of the child and with respect for his or her 

fundamental rights...”—it was made for the sake of 

children. No matter what the conflicts between the 
parents, children are not responsible. 

Hague Convention: Its History and Principles

LTSCは3月18日、在ロサンゼルス日本国総領事館と「ハー
グ条約説明会」を開催しました。当日は30人近くの参加者

が集まり、インターネットを通して日本外務省職員からの説明
に耳を傾けるとともに、活発な質疑応答が行われました。 
　ハーグ条約とは、正式名称を「国際的な子供の奪取の民事面
に関する条約」といい、国境を越えた子どもの不法な連れ去り 

（例：一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させ
ること）や、留置（例：一方の親の同意を得て一時帰国後，約束
の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと）をめぐ
る紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の
居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交
流の実現のための締約国間の協力などについて定めた条約で
す。2017年2月現在、97か国が締約国です。 
　近年、国際結婚や海外で生活する人が増えたことで、結婚生
活が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ずに子を
自分の母国へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった 

「子の連れ去り」が問題視されるようになりました。また、日本
が同条約を未締結であることを理由に、外国で生活する日本人
が子と日本へ一時帰国することができない問題も生じていまし
た。 
　日本が2014年にハーグ条約を締結したことにより、双方の
国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子
を連れ戻すための手続や親子の面会交流の機会の確保のため
の手続を進めることが可能になりました。同条約は、日本人と外
国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去りなどに限ら
ず、日本人同士の場合も対象となります。 
　子供の返還要求や面会の申請に関しては中央当局（子供が
元居た国、あるいは連れ去られた国）に援助を求めることがで
きます。それぞれの国の中央当局が申請書の吟味、子供の所在
の確認や、和解に向けたサポートを提供します。 その後、裁判所
での裁定を経て子供が元の居住地に返還されます。日本での発
効後の申請件数は232件あり、これまでに35件の返還がなさ
れ、31件の面会交流が認められています。 
　同条約は前文で「子の利益が最も重要であることを深く確信
し」とあり、「子どもの幸せを第一に」と考える条約です。すなわ
ち、夫婦間でどのような葛藤があろうと、それはあくまで夫婦間
の問題であり、子どもに責任はないという前提にたっています。

ハーグ条約説明会：日本外務省職員が分かりやすく説明

Reference 参照 

Japanese foreign ministry 日本国外務省 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/

Department of States in the U.S. アメリカ国務省  
https://travel.state.gov/content/childabduction/en/

legal/law-and-regulations/hague.html
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Children & Family

The addition of a new child by birth or by adoption 

can be a life changing experience for families, 

especially for children. An older child who used to 

do things independently, like go to the bathroom by 

themselves, may be suddenly uncomfortable doing it on 

their own and want parents to help. 

     The change in 

behavior is known as 

“regression.” Parents 

might be frustrated 

because of this 

regression, however, 

having a younger 

sibling can be the most 

important event in a 

child’s life.  
     Shifting attention 

from a single child 

family to a bigger family can be a difficult adjustment 
for a child. It is very important for parents to understand 

and accept the child’s fear. Rather than saying “you 
must act like a big brother/sister,” pamper the child 

when he or she needs. Also setting aside quality time 

between the older sibling and parents regularly is very 

important to help the child recognize that they are 

loved. 

     Regarding sibling fights, don’t scold a big brother/
sister just because they are older, but explain what is 

right and wrong. This kind of support will help build a 

good relationship between siblings. 

     Little Tokyo Service Center offers free parenting 

workshops in Little Tokyo, Marina Del Ray, and 

Gardena. Please contact 213-473-3035 (Jade or Hiroko) 

for more details.

When a New Sibling Comes Along

家族が増えることは、生活の中に大きな変化をもたらします。
特に子供たちにとっては、下の子が産まれる前から行動に

何らかの変化が表れることがほとんどです。例えば、以前は一人で
できたトイレができなくなったり、甘えん坊になったりすることもあ
るでしょう。 
　こういった行動の変化は俗に言う、「赤ちゃん返り」です。親として
は「前はできたのにどうして？」と焦りを感じることが多いのではな
いかと思います。しかし子供にとっては、自分よりも小さな弟や妹が
できることは人生の一大事なのです。それまで独り占めできていた
親からの愛情やアテンションを今後はシェアしないといけなくなる
のですから、不安になるのも無理はないのです。 
　さてそんな時、親はどう対応すべきでしょうか。子供の不安を理
解し、受け止めてあげることが大切です。「もうお兄（姉）ちゃんなん
だから」と言わず、甘えたいときには甘えさせてあげましょう。また、
上の子とだけ過ごす時間「Quality Time」を定期的に持ち、上の子
に親からの愛情を確認するため
の時間を作ってあげることも大
切です。 
　きょうだい喧嘩も、上の子だ
けに我慢をさせるのではなく、
下の子が駄目なことをしたとき
はきちんと言い聞かせるように
しましょう。こういったサポート
が、スムーズなきょうだい関係を
作ることを助けてくれるのです。 
　LTSCでは、無料子育て教室
をリトル東京、マリナデルレイ、
ガーデナの３カ所で開催してい
ます。詳細は213-473-3035の
ジェイドまたは寛子までお電話ください。

Do you ever think “It would be nice if I 

could lower my monthly phone or utility 

bills?” The TEAM Collaborative (Telephone) 

and CHANGES (Utilities) are free programs 

funded by the state. These programs are 

designed to help consumers, especially 

non-English speaking consumers, with their 

bills. For more information, please contact 

Yasue Katsuragi at 213-473-1649.

月々の電話料金や公共料金を節約したいと思いませ
んか？ TEAM Collaborativeでは、通信料金の割

引プログラムへの加入、またCHANGESでは、公共料金の
支払い支援プログラムへの申請などをお手伝いします。両
プログラムは、カリフォルニア州公益事業部の英語を母国
語としない消費者向け支援プログラムで、サービスは無料
です。お問い合わせは213-473-1649の桂木靖恵まで。

Telephone and Utilities Discount Programs

電話や公共料金の割引申請をお手伝い

新しい弟や妹ができた時



National Alliance on Mental Illness (NAMI) is a 

grassroots organization composed of people with 

mental illnesses and their family members committed 

to raising awareness and providing support and 

education about mental health issues. NAMI South Bay 

has provided a support group for Japanese-speaking 

individuals since 2012. The group meets monthly at the 

UCLA Wellness Center in Torrance every 2nd Tuesday, 

and is open to anyone regardless of their residence. 

     The Japanese-speaking family support group 

(JSFSG) was established to support family members 

who care for those with mental illnesses, such as 

schizophrenia or bipolar disorder. They share their 

concerns and struggles with each other in Japanese. 

They often invite professional advisers to the meetings 

and learn about mental health issues and support 

systems in America. 

     Chiaki Ueki, the founder and representative 

of JSFSG, has a son who was diagnosed with 

schizophrenia when he was 18 years old. Since the 

diagnosis, Ueki went through various challenges with 

him physically and emotionally. Her son, who is now 38 

years old, lives in a board and care home in San Diego. 

Through her own struggles, she felt the importance of 

having a Japanese-speaking support group. 

     Ueki said, “Mental illnesses haven’t been widely 
understood by the general public yet. My main goal is 

to support and help one another through this Japanese-

speaking support group. I want the participants to 

feel ‘I’m not alone’ ‘Never give up’ and ‘Have hope for 
the future.’ I also want the group to be able to help 
individuals with mental illnesses to find themselves.” 
     The group currently has 48 members, and they 

attend NAMI’s events. For more information about the 
support group, please leave a message at 310-372-

0981. Ueki will return your call. 

全米精神疾患患者家族会（NAMI、本部バージニア州アーリン
トン）のサウスベイ支部内に2012年、日本語による家族サ

ポートグループが発足し、毎月第2火曜日午後2時から4時まで、ト
ーランスのUCLAウェルネスセンター（21730 S. Vermont Ave. 
#210）でミーティングを行っています。関心のある人は、居住地に
関わらずどなたでも参加できます。 
　同会は、統合失調症や躁鬱（そううつ）病などといった精神障害
者の家族をサポートする目的で発足し、参加者同士互いに抱える
悩みや困難を日本語で分かち合い、支え合っています。ミーティン
グには専門のアドバイザーを迎え、アメリカにおける精神障害に関
する情報についても学んでいます。 
　同会の発起人で代表の植木チアキさんは、自身の息子さんが18
歳の時に統合失調症と診断され、以来、親子共々さまざまな出来
事を経てきました。38歳になった息子さんは現在、サンディエゴに
あるボーディングケアホームで生活しています。現在にいたるまで
の経験を踏まえ、日本語によるサポートグループの必要性を痛感し
たといいます。 
　植木さんは、「世間一般の人たちにあまり理解されていない精神
障害を持つ家族の人たちが、会に参加して悩みを分かち合うことで、

『ひとりではない』『決してあきらめない』『将来に希望を持つ』とい
う生きるエネルギーと知恵を持っていただけること、そして、障害を
持つ本人が希望を見出していけるように、家族と公共のサービスで
支えることを目指しています」と話しています。 
　現在会員は48人おり、NAMIのイベントなどにも積極的に参加
しています。同会に関する詳細は、310-372-0981にメッセージを
残してください。植木さんが折り返しご連絡いたします。

サウスベイでミーティング

精神障害者の家族を日本語でサポート

Meeting　ミーティング 

Every 2nd Tuesday of each month  毎月第２火曜日 

From 2pm to 4pm  午後2時から4時 

UCLA Wellness Center 

21730 S. Vermont Ave. #210 

Torrance, CA 90509
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季節の変わり目は体調を崩しやすいものです。しつこい鼻水や
咳、目のかゆみ、皮膚のトラブルなどで困っていませんか？

今回は、これらの症状を引き起こすアレルギーについてお話します。 
　アレルギー性疾患の正体は何でしょう？花粉症や突然発症する
蕁麻疹などは、日常よく経験するアレルギー性疾患です。喘息やア
トピー性皮膚炎、アナフィラキシーショックなども含まれます。これ
らは、我々の免疫システムが、外的物質に対して過剰反応すること
で引き起こされるため、外的物質と接触しやすい、皮膚や粘膜が侵
されることが多いのです。 
　アレルギーを起こす外的物質のことを「アレルゲン」と呼び、植物
の花粉や分泌液、ダニ、埃、化粧品や薬の成分、食品などが含まれ
ます。アレルゲンに対する我々の免疫反応が過剰に働くことで、ヒス
タミンなどの物質が放出されて皮膚や粘膜にかゆみやはれの症状
を引き起こすのです。通常、この反応は急性で、数時間から数日以
内におさまりますが、アレルゲンが大量に、また持続的に存在すれ
ば症状が長引きます。また、身体が慢性の免疫反応を起こせば、放
出される物質も複雑になり、なかなか治らなくなります。 
　アレルギー性疾患を予防、緩和、そして治すには、まず、アレルギ
ーを認識することです。食べ物や化粧品など、生活の中に症状と因
果関係を見つけることが大切です。身体がアレルギー反応を起こし
ているかどうかは、症状、血液検査、皮膚のパッチテストなどを組み
合わせて判定できます。原因となるアレルゲンを避けることで、予防
もできます。花粉症の時期に、外出後シャワーを浴びたり、生理食
塩水で鼻を洗ったりして、アレルゲンを除去することも効果的です。 
　また、体調を整えることも大切です。我々の身体には、過剰な免
疫反応を抑える働きが元々備わっていますが、この働きは、ストレス
の影響を受けることが解っています。疲れた時な
どに、アレルギーの症状が強くなるのはそのため
です。身体に負担をかけることを避け、規則正し
い生活を送れる様に工夫しましょう。

Allergy Season Has Come! 

アレルギーの季節ですSpring is here! While warm climates can be good for 

our health, we often feel under the weather when 

seasons change. Are you having a persistent cough, 

nasal discharge, itchy eyes or skin troubles this season? 

Allergies may affect our health in many ways. 

     Allergic reactions, such as hay fever and hives, 

are common. However, allergies also include asthma, 

eczema and anaphylaxis. Allergic reactions are induced 

by an overreaction of our immune response to foreign 

substances.  

     Substances that cause allergies are called 

“allergens.” The skin and mucous membranes that line 

our mouths and noses are often affected since they are 

easily exposed to allergens such as pollen, mites, dust 

and components in cosmetics, medicines and foods. 

Allergic reactions may include rashes, itchiness and 

swelling through the release of chemical mediators 

like histamines. The reactions normally subside within 

several hours to days. Allergies involving chronic 

immune responses may be more complicated.  

     The first step to prevent, alleviate or treat an allergic 
disease is to figure out what are causing the reaction. 
Your doctor might be able to help identify them by 

integrating your symptoms, blood tests and patch tests. 

Once identified, you can prevent reactions by avoiding 
things that include those allergens. For example, 

washing nasal passages with salt water and taking 

showers after going outside during hay fever season 

can help control allergic symptoms. 

     Maintaining your health is also important when 

you have allergic diseases. Chronic stress impacts 

the body’s function of regulating excessive immune 
responses. This is why we tend to have allergic 

reactions when we are exhausted. Therefore, we should 

make sure we get good rest.

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 be an American 
Board certified physician. His life focus is living a life of  gratitude.   

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。 
大切にしたいこと：感謝の生き方。 

Dr. Fukata
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timely, in light of recent executive orders by the new 

administration (which have been temporarily blocked 

by federal appeals court judges) to impose travel bans 

against citizens of seven Muslim-majority countries. 

DOR means a lot not only to the Nikkei families directly 

affected by internment, but also to later Japanese immi-

grants, the Shin or “new” Nikkei, and others who are not 

even of Japanese ancestry, such as Muslim Americans. 

Here are some thoughts shared by those in attendance 

at the DOR events: 

     Kyoko Takenaka is a Shin-Nisei artist and graphic 

designer who is originally from Boston. She designed 

the brochure for the Day of Remembrance and sang “If 

We All Wait,” a self-composed song about Asian Amer-

icans’ struggles. Takenaka first heard about the event 
when one of the planning committee recruited her after 

her performance at a Chinatown event. After attending 

several board meetings and talking with the event orga-

nizers, Takenaka wanted to become more involved. She 

felt a connection while learning about the concentration 

camps because, “Being Japanese American—no mat-

ter what generation—means we owe everything to the 

folks who have spent decades building and uplifting our 

roots. It means never underestimating their struggle and 

their fight for justice, and making sure that our lives are 
used as an extension to their voice. As Shin-Nikkei’s, 
we cannot enjoy the fruits of their labor without investing 

back into the community.”  

     Kahllid Abdul Al-alim is an African American Muslim 

activist based in Los Angeles and a strong supporter of 

bridging the Muslim and Nikkei communities. Abdul Al-

alim was impressed with the event at JANM  and its ef-

fort to show ethnic solidarity. “Absolutely, the more that 

we get to know one another’s culture and history, the 
better our movement will become. My children are here 

with me; It’s for them. I speak to them about history.” 
     Masako Miki is a Shin-Issei and the Deputy Editor 

in Chief of the Lighthouse, a free Japanese publication 

based in Torrance. She heard about the GVJCI Day of 

Remembrance event through the UCLA Asian American 

Studies Center newsletter. She came to the GVJCI event 

because she wanted to learn more about Tule Lake. 

Recently, Miki has become more active in the Nikkei 

community by volunteering at the Japanese American 

National Museum. She is thankful to the Nikkei commu-

nity and states, “I feel that I owe something to the Nikkei 

community because when I immigrated to America, I 

was not discriminated against. I can live peacefully here 

due to their legacy.” 

     Christine Chiba is a Shin-Nisei from Gardena. Since 

her son is active in the GVJCI sponsored Boy Scout 

Troop 638, she attended the Day of Remembrance 

event. Even though Chiba’s relatives were not interned 
in the camps, she felt a connection to the story and 

wanted her family to learn more about the Japanese 

American history and experience. Chiba shared, “I feel 

thankful and respectful for the Japanese Americans. 

They paved the way for the Shin-Nikkei. If it weren’t for 
them, I don’t think any of these Japanese corporations 
could have prospered and I don’t think the Shin-Nikkei 
would have had a chance at settling here.”  

     Sharing these perspectives not only helps to pre-

serve the rich history, legacy and activism of the Nikkei 

community, it also brings diverse people together. It is 

important to bridge the deep-rooted Japanese Amer-

ican community with newcomers from Japan and the 

other diverse communities that make up our broader 

society. Outreach and educational programs are key, 

but learning from individual conversations can also be 

an enlightening experience. 

     If you missed the JANM Day 

Of Remembrance event, a video 

is posted online at: http://tiny.cc/

JANMDOR.

Group picture of all guest speakers at GVJCI DOR event. ガーデナ平原JCIで催された
DORイベントに参加したゲストスピーカー

LTSC is fortunate to have a 
long-standing relationship with 
UCLA’s Asian American 
Studies Program and their 
service-learning program. Interns 
placed at LTSC this quarter have 
participated in various programs 
that advance their understanding 
of  community based organiza-
tions and community involvement. 
Emily Isakari, one of  this year’s 
interns, writes about her partici-
pation in Day of  Remembrance 
events.

 Continued from page 1
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ィーから各代表者が出席し、追憶の日のイベントを催しました。ま
た25日には、ガーデナ平原日本文化会館（GVJCI）でもイベントが
催され、コンラッド・アデル監督による映画「Resistance at Tule 
Lake」が上映された他、ツールレイク収容所に収容された日系人
によるパネル討論会が行われました。 
　両イベントとも多くの参加者が集まり、新政権によるイスラム圏
7カ国からの入国を制限する大統領令が出されるなど（連邦地裁
が一時差し止めを命じました）、 時宜にかなったイベントとなりま
した。また、新日系とイスラムコミュニティーが手を取り合いイベン
トを行うことで、社会に民族連帯を示しました。私は、この意義深い
イベントに参加した新日系とイスラム系の方々にインタビューして
きました。 
　ボストン出身の竹中響子さんは、新二世のアーティスト兼グラフ
ィックデザイナーで、全米日系人博物館で行われた追憶の日のイベ
ント用パンフレットをデザインしました。この日竹中さんは、アジア
系アメリカ人の苦悩について歌った「If WE All Wait」でギターを
演奏しながら参加。同イベントについては、チャイナタウンで演奏し
ていた彼女の姿を見たJANMの理事メンバーが声をかけたことに
より知ったといい、その後理事ミーティングに参加し、企画内容に
ついて話を聞くうちに、深くイベントに関わっていきたいと思ったそ
うです。竹中さんは、日系人強制収容の事実について学んでいくう
ちに強いつながりを感じたといい、「世代に関わらず日系人である
限り、長年にわたり日系社会を築き上げてきたパイオニアに感謝し
なければならないと思います。彼らの経験した苦労と正義をかけた
戦いを決して過小評価せず、現在の我々の生活は彼らの声の延長
であるべきなのです。新日系として、日系社会に貢献せずしてパイオ
ニアの方々が築き上げてきた社会を満喫することはできないので
す」と話してくれました。 

　ロサンゼルス在住のアフリカ系アメリカ人、
カーリド・アブドル・アルアリムさんはイスラム
教徒の活動家で、日系社会とイスラム教徒をつ
なぐ活動を支持している１人です。JANMのイ
ベントと、そこで発信される民族連帯のメッセ
ージに感動したといい、「お互いの歴史と文化
を学べば学ぶほど、われわれの活動はより良い
ものになっていきます。今日、私の子供たちも一
緒に来ました。このイベントは彼らのためのも
のです。彼らには歴史についていつも話をして
います」と話しました。 
　トーランスに拠点を置く無料情報誌「ライト
ハウス」の副編集長を務める新一世の三木昌
子さんは、UCLAのアジアン・アメリカン学部
が発行するニュースレターで、GVJCIで開かれ
た追憶の日のイベントについて知り、ツールレ
イク収容所についてもっと知りたかったために
このイベントに参加したと話してくれました。最
近、JANMでボランティアを始めたという三木
さんは日系社会に感謝しているといい、「アメリ

カに移住して以来、差別を感じたことはありません。パイオニアの
方々のお陰で、私はこの地で平和に過ごすことができるのです」と
述べました。 
　一方、クリスティーン・チバさんは、ガーデナ出身の新２世です。
チバさんの息子さんがGVJCIのボーイスカウト638団に所属して
いることから同イベントを知り、この日参加しました。チバさんの親
族は収容所に収容されることはなかったそうですが、日系人として
その歴史とのつながりを感じ、この日はさらに日系史を学ぶために
家族とともに参加しました。チバさんは、「日系人に感謝しています。
われわれ新日系のために道を開いてくれました。パイオニアがいな
ければ、日系企業や新日系がこの地に住むことはなかったと思いま
す」と話してくれました。 
　追悼の日のイベント取材を振り返り、参加者にインタビューでき
たのは私にとってとても有意義なものでした。アウトリーチと教育
を通じ、新日系と日系社会のつながりの大切さを学びました。今後
さらにこれら連帯を強化させるためには、日英両語でイベントにつ
いての情報を発信するパンフレットやメディアの協力が必要です。
もっと広くアウトリーチすることで、新日系人は日系社会の歴史を
学ぶことができるでしょう。 
　JANMのイベントの様子は、下記のリンクにあるビデオで閲覧可
能です。　http://tiny.cc/JANMDOR 

Japanese Americans lined up before being sent to the camps as soldiers look 

on. アメリカ兵が監視する中、強制収容所に送られるため列に並ぶ日系人

LTSCは長年にわたり、UCLAのアジアン・アメリカン学部と長
い間良い関係を築いています。今年も同プログラムからイン
ターンを受け入れ、LTSCの活動を通じコミュニティーについ
て学ぶ機会を提供しました。その1人飯盛エミリーさんが、リ
トル東京とガーデナで開かれた「大統領令9066号」署名か
ら75年を記念する式典に参加し、記事をまとめました。

1ページから続く
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April is sexual violence awareness month. Let’s learn 
about what it is and what we can do to prevent it.  

Sexual violence is any type of unwanted sexual contact. 

The types of sexual violence are:

• Sexual harassment - unwelcome sexual 
advances.

• Exhibitionism - exposing one’s genitals or 
naked body to others without consent. 

• Voyeurism - being viewed, photographed, 
filmed without consent.

• Stalking - a course of conduct directed at 
someone that involves repeated physical 
proximity, non-consensual communication, or 
verbal, written threats that would cause a person 
to fear.

• Fondling - unwanted touching.

• Obscene Communication - offensive or 
indecent phone calls, texts or emails.

• Attempted Rape and Rape. 
 
 

1. Sexual violence affects people of all genders, 
ages, races, religions, ethnicities and socio-
economic level.

2. Nearly 1 in 5 women in the U.S. and 1 in 71 
men have experienced rape or attempted rape 
some time in their lives. 

3. Victims often know the person who sexually 
assaulted them—friend, coworker, neighbor, 
even family members. They are usually trusted 
individuals of the victims.

4. In 2005-2010, about 55% of rape or sexual 
assault happened at or near the victim’s home.  
Another 12% happened at or near the home of a 
friend or relative. 
 
 

 

     A person may use force, threats, manipulation or 

coercion to commit sexual violence. It does not matter 

what someone is wearing or how they are acting. An 

absence of injuries does not indicate the victim gives 

consent. 

4月は性的暴行認識月間です。
性的暴行とは何か、それを防

ぐためにできることは何か学びま
しょう。 

性的暴力とは、いかなるタイプの
望まない性的接触のこと。例えば：

• 性的嫌がらせ：望まない性的な
誘いかけ。

• 露出症：了解なく自分の性器や裸身
を他人に見せる。

• のぞき見：了解なく見られる、写真を撮
られる、撮影される。

• ストーキング：怖がらせる、繰り返しの接近、了承なしの交信、ま
たは話かける。

• 愛撫：望まない身体的接触。

• わいせつな会話：不快または下品な通話、テキストやメールを
送る。

• 強姦未遂、または性的暴行。 
 
 

1. 性的暴力はいかなる性別、年令、人種、宗教、民族的背景や社
会経済レベルの人に影響する。

2. アメリカでは、女性の約5人に1人、男性の約71人に1人が一
生のうちに性的な暴行を受けたり、受けそうになった経験が
ある。

3. 被害者の多くは知り合いや信頼していた人から暴行を受けて
いる（友人、職場の人、家族など）。

4. 2005年から2010年に発生した性的暴行のうち、55％が被
害者の家や家の近くで起きている。12％は友人や親類の家ま
たはその近くで起きている。 
 
 

　加害者は、暴行するために脅しや威圧を加えているかもしれませ
ん。よって、被害者がどのような服装をしていたか、またどのように
振る舞っていたかは問題ではないのです。怪我がなかったからとい
って、被害者が性的関係に了承したことにはなりません。

What is Sexual Violence? 

Domestic Violence

FACTS

Victims Are Never To Blame

事実

被害者は責められるべきではありません

性的暴力とは？
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It is no exaggeration when we say LTSC would not 

be able to provide services to clients without our 

volunteers. We currently have over 70 volunteers and 

they play an important role in the Little Tokyo community 

and Nikkei community at large. Thank you to our 

volunteers for supporting LTSC on daily basis! 

     Under the new, current political climate there 

are many unknowns that may impact the population 

we serve, so the contribution of volunteers from the 

community will be increasingly important. At LTSC, 

we would like to maximize volunteers’ experiences 
and knowledge by getting their ideas and opinions. 

We strive to provide high quality and fair services with 

respect and competence to people who need help in 

accordance to LTSC’s philosophy and goals. 
     LTSC is always recruiting volunteers such as 

receptionists, translators, office worker and case 
aides for helping social workers. The value of current 

volunteers in these positions is beyond measure.     

Would you like to join LTSC as a volunteer? Please call 

Yo Wakita at (213) 473-3035. 

April is Volunteer Appreciation Month

４月はボランティア感謝月間

LTSCには現在、70人以上のボランティアの方々がおり、日々彼
らの奉仕に支えられて活動を続けています。LTSCは、まさにボ

ランティアなくしては成り立たない団体といっても過言ではありま
せん。またボランティアの存在は、リトル東京コミュニティーおよび
日系社会にとっても貴重な存在です。この場を借りまして、ボランテ
ィアのみなさんの日頃のご協力に深く感謝を申し上げます。 
　政権が変わり、社会福祉事業やマイノリティーへの風当たりが強
くなる中、地元コミュニティーにおけるボランティアの存在はさらに
重要になり、そのニーズも今後増え続けるでしょう。 私たちは、ボラ
ンティアの方々の持つ経験や知識を活かし、 彼らのアイディアや意
見を取り入れながら、 LTSC創立当初に掲げた私達の理念とゴー
ルである、助けを求める人に対し、尊敬の念を持ち、きめ細やかで
質の良い、分け隔てないサービスを提供し続けて参ります。 
　LTSCでは、常にボランティアを募集しています。ボランティア内
容は、受付、翻訳、事務業務、ソーシャルワーカーを補佐するケース
エイドなどがあります。皆さん和気あいあいと楽しく活動していただ
いています。 
　社会福祉部でボランティアしませんか？興味のある方は、ボラ
ンティア・コーディネーターの脇田まで気軽にお電話(213-473-
3035)ください。

 

 

• Create a culture of empathy, respect and equity

• Believe survivors when they disclose and 
challenge victim-blaming attitudes

• Model healthy relationships

• Speak up when you hear sexist and racist, and 
homophobic comments 

    

     There are local sexual assault centers that provide 

help. Please call us at 213-473-3035.  

 

• 共感、尊敬、公平の文化を築きましょう

• 被害者がつらい経験を話し始めたら、信じてあげましょう。そ
して、被害者を責める態度を取る人には意義を唱えましょう

• 健全なリレーションシップのモデルになりましょう

• 性差別や人種的偏見、また同性愛者を非難するようなコメン
トを聞いた時にははっきりと自分の意見を伝えましょう  
 
 
 
　被害者に支援を提供するセンターがあります。詳細
は、213-473-3035にお電話下さい。

It’s Preventable. What You can Do? 性的暴力は防げます。あなたができること

Help is Available ヘルプはあります

Source/出典： Prevention is Possible, Sexual Assault Awareness Month, National Sexual 
Violence Resource Center 2016 & Center for the Pacific Asian Families

Volunteering
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Itadakimasu

Kimchi Pancake by Jess Wang
ジェス・ワンさんのキムチパンケーキ

Ingredients
1 cup kimchi (age depends on your 
taste, but old is recommended)
2 tablespoons fine cornmeal 
1/4 cup sweet (glutinous) rice flour
1/2 teaspoon salt
1/4 cup scallions, chopped 
1-2 tablespoons natural oil

材料　
1カップ　キムチ（好みの古さによるが、古漬け
がお勧め）
大さじ2　コーンミール（トウモロコシ粉末）
1/4カップ　もち粉
小さじ1/2　塩
１/4カップ　細かく切った細ねぎ 
大さじ1〜2　中性オイル

Directions (Serves 2 people as a snack)

1. Squeeze the kimchi over a bowl to release as much juice 

as possible. Top this liquid with water to measure about 

1/2 cup total. Roughly chop the kimchi to pieces no larger 

than1/2-inch bits. 

2. Whisk together the kimchi liquid, flours and salt. Let 
stand at least 5 minutes until slightly thickened. Fold in the 

kimchi and scallions and let stand a few more minutes until 

the batter is cohesive. You can also make this batter ahead 

and refrigerate for use the following day. 

3. Heat 1 tablespoon oil in a 10-inch skillet over medium-

high heat. Transfer the batter into the pan from a close 

distance so as not to splatter the oil, and use a spatula 

to quickly flatten it out into an even, thin round, about 
1/3 inch thick. Lower heat to medium and cook until the 

bottom is browned and crispy, 3-4 minutes. Flip and cook 

2-3 minutes longer for 

the batter to set. Cut into 

wedges with scissors and 

serve hot.

ジェス・ワンさんは元菓子職人で、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、健康のためのライフスタイルを求めるようにな
り、自身のコミュニティー内でも同スタイルの増進に努めてい
ます。ワンさんはまた、地域に根付いた農業プログラム（CSA）
を通じ、ロサンゼルスの人々にアジアの家族農家から環境に
優しい生鮮物を届ける非営利団体「アジア環太平洋系肥満防
止同盟 (APIOPA)」でボランティアもしています。

Jess Wang is a former pastry 
professional who identifies as 
a food preserver. Wang is working and 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. She volunteers with the Asian and Pacific 
Islander Obesity Prevention Alliance (APIOPA), a 
nonprofit organization that brings sustainably grown produce 
from Asian family farms to LA neighborhoods through Roots 
Community Supported Agriculture (CSA). 

作り方 （2人分のスナック）

1. ボールの上でキムチをしっ
かり絞り、汁をとっておく。その
汁に水を加えて全体で1/2カッ
プにし、キムチを1/2インチ以下のサイズに切る。

2. キムチの汁、もち粉と塩をかき混ぜ、5分ほど置いてとろっとさせ
る。キムチと細ねぎを加えて粘りがでるまで数分待つ。前日にこれを
作り、冷蔵庫に入れて翌日に使う。

3. 10インチのフライパンに大さじ１のオイルを入れ、中高温に熱す
る。油がはねないようにバターを流し込み、ヘラで1/3インチの厚さ
で平らに丸くする。火を弱くし、下側に焦げ目が付いてカリカリにな
るまで3、4分焼く。裏返して2、3分焼く。ハサミで楔形に切り分け、熱
いうちにいただく。

Massages are 

available: Do you 

have pain in your 

head, shoulders, 

lower back or legs? 

15 minute massages 

are available at FEL on 1st and 3rd Fridays, 

10am-2pm with a minimum donation of $5. RSVP 

is required. Please contact Shoko Helm at 661-

942-2588. 
 

マッサージのお知らせ： 頭、肩、腰、足など痛くありませ
んか？ 第1と第3金曜日の午前10時から午後2時まで、フ
ァーイースト・ラウンジで15分のマッサージを＄５のドー
ネーションで受けられます。予約が必要ですので、Shoko 
Helmさんまでお電話ください。661-942-2588です。
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Gardening

There are many things in our daily lives that can 

help calm us, and flowers we receive for a special 
occasion can certainly fit into this category. Wouldn’t it 
be great if you can make them bloom year after year? 

     Poinsettias, which are said to originate from a 

Mexican tribal legend, are thrown away as soon as the 

Holiday Season is over. They lose leaves and often 

die due to unfavorable environmental conditions in the 

house. One way to save them is to cut the stems back 

and plant them in a warm spot by the house away from 

cold winter drafts. They will produce many smaller 

“flowers.” We mistakenly think that the enlarged bracts 
are flowers petals, but the actual flowers are small and 
clustered at the center of the flower.  
     Easter lilies are very easy to bloom year after year. 

After blooming, you can keep them in pots or plant them 

in the ground. Cut the stem down 2-3 inches above the 

soil level when the leaves become yellow. The bulbs 

should be planted where there is shade and no rain or 

irrigation water that collects.  

     If you decide to plant them in the ground after they 

bloom, you do not have to dig up and replant them in 

the spring. If you decide to take the bulbs out to protect 

them during winter, keep them in a dark and cool spot 

in the garage, possibly in a plastic bag with a little 

moisture like sawdust or moss. Plant them early in the 

spring with some starter fertilizers. They do not like hot 

and dry conditions, so avoid direct sun and keep the 

ground cool and moist all the time by mulching heavily 

with organic materials. Then, you will be rewarded with 

beautiful flowers in the early summer. 
     Tulips can be a bit tricky for the novice gardener. 

You have to chill the bulbs for an extended period of 

time before planting. Since we lack cold, dry winters in 

Southern California, the bulbs should be placed in the 

vegetable compartment of the refrigerator for about 6 

weeks before planting. If we want to grow them again 

the following year, the flower stems should be cut to 
divert nutrients into the new bulbs. 

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

How to Bloom Seasonal Flowers Year After Year

季節ものの花を毎年咲かせるためには

日常生活の中で気持ちを和らげてくれるものはいろいろとあり
ますが、特別な機会や季節に贈られる花もその代表的なもの

でしょう。観葉植物と違い、これらは花が咲いている期間を過ぎる
と捨てられてしまう傾向にありますが、少し工夫をすれば素人でも
まずまずのものを作ることができます。今日は、ギフトとしてもらうこ
との多いポインセチア、イースターリリー、チューリップを翌年も咲
かせるコツについてお話します。 
　まず、メキシコの神話に根ざすと言われているポインセチアです
が、温室の中で調節されて育てられてきたため、普通の家庭内に置
いておくと少しずつその品格を失い、捨てられる頃は葉も少なくな
り、みすぼらしくなります。しかし、それを切り戻し、暖かい明るい戸
外で育てると、その次の年に萼（がく）である小さな「花」を沢山つけ
てくれます。そういう結果を出すには日当たりのいい、寒い風のあた
らない場所で育てることがカギです。水と肥料の管理を忘れずにや
ると、切り戻したところから出る数本の枝に、小さい花が咲きます。 
　イースターリリーもよく見かける花のひとつです。毎年咲かせる
には、まず、花が終ったら花だけを切り捨て、鉢を半日陰に移しま
す。それを茎が秋に黄色になるまで育て、茎を2、3インチ残して切
ります。その後は水が溜まらない涼しい半日陰のところに直接植え
るか、水を切らさないように鉢で育てるか、あるいは取り出して少し
湿り気のあるプラスチックの袋に入れ、涼しいところで春の植出し
まで保管してもよいでしょう。 
　土に植えた場合は、目印用の棒を立てて保護します。春先になる
と多くの小さい葉と共に立派な茎が出てきますが、これらに咲く花
はもらったときのものと同じくらいに立派です。半日陰で育て、春先
にバランスのとれた化学肥料をあげ、地表を涼しく、また土の水分
を保つために粗い材料の表皮材（マルチ）で覆って管理します。花
が咲くのはイースターの時より遅く、初夏になります。 
　チューリップもよくギフトとしてもらう花ですが、翌年にも花を咲
かせるためには少し手間がかかります。チューリップの球根は植え
る前に涼しいところに保管しなければならず、温暖な気候の南カリ
フォルニアでは、球根を冷蔵庫の中で約6週間保管したり、球根を
太らせるために花を切り捨てる必要があります。



Upcoming Events / イベント・スケジュール　　　　　　　　　　     For details, 詳細は213-473-3035
vIku Kiriyama’s “Box Presentation” 

Saturday, Apr 8 from 10:00am - 12:00pm 
Location: San Fernando Valley JACC 
 (12953 Branford St., Pacoima)  
     Iku Kiriyama will teach you how to be more prepared 
when unexpected life events hit by keeping your 
important documents organized and accessible in one 
place or “box.” 
 
vSouth Bay Nikkei Needs Assessment Community 
Feedback Workshop 

Friday, April 14 from 10:00am - 12:00pm 
Location: Gardena Valley JCI (1964 W. 162nd St.)   
     LTSC will report on the needs of the Nikkei 
community in the South Bay area followed by a panel 
and small group on various issues. The panelists 
are UCLA Professor Tritia Toyota, GVJCI Executive 
Director Alison Kochiyama, Okinawa Kenjinkai Former 
President Shingi Kuniyoshi, and Bridge USA Publisher 
Yoshihiro Ishii. The event will be held both in English 
and Japanese.  
 
vHow to Raise Financially Aware Children 

Saturday, May 6 from 2:00pm - 3:30pm 
Location: Gardena Valley JCI (1964 W. 162nd St.) 
     One of the many challenges of parenting is teaching 
children about money. Matt Kobata, CFP of American 
Century Investments, will share some tips to help your 
children appreciate the value of a dollar. You will also 
learn about Long Term Care insurance for parents 
 
vLTSC Caregiver Registry Training 

Saturday, May 20 from 8:30am - 1:00pm 
Location: LTSC (231 E. 3rd St.) 
Limited to 20 people 
     LTSC will provide the basic caregiving skills training 
to those who are interested in becoming a caregiver on 
the LTSC’s Caregiver Registry. For more information, 
please contact Jun or Kiyoko at 213-473-3035.  
 
vHow to Choose a Good Emergency Alert System 

Saturday, June 10 from 2:00pm - 3:30pm 
Location: Gardena Valley JCI (1964 W. 162nd St.) 
     Ards Shubin from Healthcare and Elder Law 
Programs Corporation (H.E.L.P) will discuss the 
elements of a good emergency alert system. 

vキリヤマさんによる「書類整理」ワークショップ 

4月8日（土）午前10時から正午まで 
サンファナンドバレー日系コミュニティーセンター 

（12953 Brandford St., Pacoima） 
　イク・キリヤマさんが、箱を使ったいざという時に役立つ簡単書
類整理法を伝授します。講義は英語で行われますが、日本語の通
訳が付きます。

vサウスベイの日系ニーズ調査に関するコミュニティー・フィード
バック・ワークショップ 

4月14日（金）午前10時から正午 
場所：ガーデナ平原日本文化会館（1964 W. 162nd St.） 
　LTSCが昨年行ったサウスベイ地区の日系ニーズ調査の結果を
報告し、日系社会を代表するパネリスト：トリーシャ・トヨタUCLA
教授、アリソン・コチヤマGVJCI所長、國吉信義・北米沖縄県人会
前会長、石井義浩・ブリッジUSA代表からそれぞれ意見を伺い、参
加者を交えて討論します。イベントは日英両語で行います。

v財政管理のできる子を育てる 

5月6日（土）午後2時から午後3時半 
場所：ガーデナ平原日本文化会館（1964 W. 162nd St.） 
　子育てをする上で直面するチャレンジの一つに、お金についてど
う子供に教えていくかがあります。アメリカン・センチュリー・インベ
ストメントのマット・コバタさんが、そのコツを説明してくれます。当
日はまた、長期介護保険の説明も予定しています。

vLTSCのケアギバーレジストリー・トレーニング 

5月20日（土）午前8時半から午後1時 
場所：リトル東京サービスセンター（231 E. 3rd St.） 
先着20人まで 
　ケアギバーまた、LTSCのケアギバーレジストリーへの登録に興
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。
予約および詳細は213-473-3035のジュンまたはキヨコまで。

v緊急警報システムの選び方 

6月10日（土）午後2時から午後3時半 
場所：ガーデナ平原日本文化会館（1964 W. 162nd St.） 
　Healthcare and Elder Law Programs Corporation 
(H.E.L.P)のArds Shubinさんが、良い緊急警報システムの選び方
について説明してくれます。

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 / www.ltsc.org

All events are free, but donations are appreciated. イベントはすべて無料ですが、寄付を受け付けています。


