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Little Tokyo 

Service Center’s 
Social Services 

Department  

publishes the 
newsletter, 

Through the Sea-

sons, four times 
a year.  

If you would like 
to subscribe, 

please call 
213-473-3035 or 

email at  

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。

===

I am so delighted to return to LTSC. My first 
day back after 13-years was in many ways, 

like attending a family reunion where familial 

ties and values transcend time. Family 

has always been part of my core identity. 

Growing up in a family of seven children 

with 67 first cousins and an extended family 
of 250+, these bonds and relationships are 

a huge part of my life. More than anything, 

it is this feeling of family and shared values 

that draws me back to LTSC.

Welcome Margaret Shimada!

Margaret, center, with Bill Watanabe and Yas-
uko Sakamoto in 2010.  ビル・渡辺さんと坂本安
子さんと写真に納まるシマダ新部長。2010年撮影

The new Director of Social Services, Margaret 

Shimada, is no stranger to LTSC or API communities as 

she has extensive work experiences in our community 
as a social worker. Please welcome Margaret! 

LTSC社会福祉部に新部長が誕生しました。ソーシャルワーカー
として日系のみならず、アジア環太平洋系社会で長い経験を持つ

マーガレット・シマダ部長を温かくお迎えください。 

リトル東京サービスセンターに戻ってこられたこ
とを心から嬉しく思います。13年ぶりに戻った

初日は、まるで家族のリユニオンに参加しているよう
でした。７人のきょうだい、67人のいとこ、250人以
上にもなる親戚とともに育った私にとって、「家族」は
私のアイデンティティーの一部で、人生の大きな部分
を占めています。LTSCにはこの「家族」という感覚が
あり、共通する価値観を分かちあえる場であることか
ら、再び引きつけられたのです。 
　坂本安子さんの後を引き継ぐことは、莫大な責任
の伴う名誉です。安子さんの誠実さや仕事に対する
高い勤労モラル、また高齢者や低所得者のための絶
え間ないアドボカシーに並ぶものはありません。安子
さんに匹敵する人はいないのです。仕事仲間として、
そして友人として、安子さんのレガシーを引き継いで
いくことが、私の望みです。 
　ソーシャルワーカーという職業もまた、私のア
イデンティティーの一部です。今までに、Asian 
American Drug Abuse Program, Asian 
Pacific Counseling and Treatment Center, 
Chinatown Service Center, Keiro Services, 
Koreatown Youth & Community Center, 

ようこそ、シマダさん！



     I recognize that following in the footsteps of Yasuko 

Sakamoto is a privilege that comes with enormous 

responsibility. Yasuko’s integrity, work ethic and 

ceaseless advocacy on behalf of seniors, low-income 

residents of Little Tokyo and the broader Japanese 

American community are unparalleled. She is 

irreplaceable. As a colleague and friend, my hope is to 

continue Yasuko’s legacy of service to our community. 

     My profession as a social worker is also a part of 

my core identity. In my early days, I was fortunate to 

have had the opportunity to work with various programs 

in the Asian and Pacific Islander communities:  
Asian American Drug Abuse Program, Asian Pacific 
Counseling and Treatment Center, Chinatown Service 

Center, Keiro Services, Koreatown Youth & Community 

Center, Asian Pacific AIDS Intervention Team and the 
Center for Pacific Asian Families. I also worked with 
LTSC from 1995-2003, first as a board member and 
then as the Director of Development. Working with 

seniors, youth, domestic violence survivors, substance 

abusers and those in crisis has helped shape my belief 

in the power of community organizations to create 

meaningful change. 

     On a personal note, my own experience as a 
caregiver has offered me insight to some of the tough 

challenges of our “sandwich” generation as we balance 

family life, careers and caring for our parents and 

others. These challenges are uniquely personal and 

often difficult. I am honored to work with a team of 
dedicated, committed, compassionate social workers 

at LTSC to provide the case management support and 

counseling needed for our seniors and their caregivers. 

     LTSC’s social services team also offers shelter and 

support for survivors of domestic violence, children 

and family counseling, Alzheimer’s caregiver support 

groups, assistance with activities of daily living, 

information and referral, translation services (Japanese, 

Korean, Spanish, Mandarin and Cantonese) and mental 

health counseling services. We will continue to nurture 

these programs while expanding our services to reach 
those in need. 

     I am so proud to rejoin LTSC as we continue our 

efforts to create Positive Change for People and Places. 

I look forward to meeting you and working together with 

our partners to serve and to strengthen our community.

Asian Pacific AIDS Intervention Team, Center for Pacific 
Asian Familiesといった、アジア環太平洋系のコミュニティーで数
々のプログラムに関わってきました。また1995－2003年までは
LTSCでボードメンバーとして、そして地域開発部部長としても働き
ました。高齢者や若者、DV被害者、薬物中毒者などとともに働いて
来た経験から、意味ある変革を作り上げていくにはコミュニティー
の力が必要であると学びました。  
　個人的な経験では、親の介護と自分の家族の世話、そして自身の
仕事との狭間に立たされる「サンドイッチ世代」にも直面しました。
このとても困難な経験があったことから、献身的に、そして思いやり
を持ってクライアントのケースマネジメントをしたり、高齢者や彼ら
の介護人らにカウンセリングを提供しているLTSCチームの一員と
して働けることを誇りに思います。 
　 LTSCの社会福祉チームはまた、DVの被害者のためのシェルタ
ーと支援、子供と家族のカウンセリング、アルツハイマー病の支援グ
ループ、情報提供、翻訳サービス（日本語、韓国語、スペイン語、北
京語、広東語）、精神衛生カウンセリングなどを提供しています。こ
れらのプログラムを継続し、サービス拡張を図りながら支援の必要
な人たちに手を差し伸べていきます。 
 　 LTSCとともに、「人と地域社会のための前向きな変化」を築き
上げていくことを誇りに思うとともに、今後、皆様にお会いできるの
を楽しみにしております。
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Thank you to the Tigers Youth Club and 

participants of the Tigers Basketball Tournament for 

generously donating Japanese food and canned 

goods for our clients. Your thoughtful donations will 

help us serve people throughout the year.

A Big Thank You!

　「タイガースユースクラブ」および「タイガーストーナメント」
参加者の皆さま、このたびは私たちのクライアントのために日
本食や缶詰の寄付をいただき、誠にありがとうございました。
皆さまの心のこもった寄付は、クライアントやその家族の支援

のため、大切に使わせていただきます。

ありがとうございました！



Caregiving

According to recent research from the National 

Alliance for Caregiving, an estimated 43.5 million 

adults in the United States have provided unpaid 

care to an adult or a child in the prior 12 months. 

Approximately 34.2 million Americans have provided 
unpaid care to an adult age 50 or older. Males may be 

sharing in caregiving tasks more than in the past, but 

females (60%) still shoulder the major burden of care.  

     A majority (85%) of caregivers provide care for 

relatives with 49% caring for a parent. The caregiver’s 

financial burden is tremendous. More than half of 
caregivers caring for someone 50 years or older were 

spending on average more than 10% of their annual 

income on care.  

     In addition, caregiving can result in other problems 

such as decreasing health, stress, anxiety, isolation, 
dispute with families, and substance abuse. In order 

to prevent these health problems and isolation, it is 

important to get information about what kind of support 

is available in the community.  

 

     The following are some examples: 
 1. Local Area Agency on Aging for local  

     resources and community program 

 2. Paratransit for transportation needs 

 3. Meals on Wheels for low cost meals 

 4. Day care programs for stimulation for care   

     recipient and respite for caregiver 

 5. Support groups

     Using support from the local area, caregiver can 

obtain proper rest, find information from other people, 
and make necessary plans for positive caregiving.  

     Hiring a paid caregiver is also another option. LTSC 

has a Caregiver Registry Program that offers basic 

training to family and paid caregivers. We can also 

provide referrals if needed. If you want to know more 

details, please call 213-473-3035.

全米介護人協会（National Alliance for Caregiving）の最
近の調査によると、アメリカ全土で現在約4,350万人が無

料の介護を提供しており、うち3,420万人は50歳以上の人を介護
していることが分かりました。昔と比べると男性の介護人も増えま
したが、時間的に女性の負担は依然として大きいまま（60％）なの
が現状です。 
　介護人の85%が親戚の誰かを介護し、うち49％は親を介護して
いることも分かりました。介護人の経済的負担は大きく、50歳以上
の家族を介護する介護人の半数が、自分の年間収入の10％を介
護のために支出していると言われています。 
　また介護による健康の低下、ストレス、不安、孤立、家族間の口論
や薬物乱用の増加などさまざまな問題も抱えています。介護を続け
るためには１人で頑張ろうとせず、地域でどのようなサポートが受
けられるかを知ることが大切です。

　以下は代表的な地域のサポートです: 
 1.　地域向けの情報やプログラム 
 2.　交通のサービス 
 3.　低価格の食事配達サービス 
 4.　デイケアプログラム（患者に生活の変化をもたらす介 
 　　護人の一時的休養 
 5.　サポートグループ 
 
　上記のような地域のサポートを利用することで適切な休養を取
り、さまざまな情報を得て介護計画を立てることがより良い介護に
つながっていきます。 
　自宅介護のためにケアギバーを雇うことも選択の１つとなってい
ます。リトル東京サービスセンターにはケアギバー登録プログラム
があり、家族ケアギバーや職業としてのケアギバー向けに自宅介護
のための基本的なトレーニングを行っています。必要な方には登録
ケアギバーのご照会も行っています。詳しくはお電話でお問い合わ
せください。番号は、213-473-3035です。

Current Status of Caregiving
自宅介護の現状

u3



There are not enough Asian American forster 

families in Los Angeles. As a result, Asian American 

children in the foster care system experience additional 
emotional trauma due to culture shock. To reduce the 

number of traumatized children and find more culturally 
appropriate homes for them, Asian families are 

encouraged to become foster parents. 

     The main requirement to become a foster parent is 

a commitment to provide a safe, stable, nurturing, and 

loving home for a child. Plus:

• You can be single, married, divorced, or 
livingwith a partner.

• You can live in an apartment or house and 
either rent or own.

• There is no minimum income, however, you 
must be able to support yourself, and provide 
a safe and stable home.

• You can still work. For working parents, 
appropriate children arrangements need to be 
made.

• You can be of any race, ethnicity, religion, 
sexual orientation, or culture. All of which can 
be the same or different as the child you want 
to parent. 

     Whether you foster or adopt, the child you care for 

will receive medical and dental coverage. Further, you 

will receive monthly financial support until the child is 
18, and sometimes longer. If a child has special mental 

health and/or medical needs, increased foster care and 

adoption assistance payments are available.  

     If you are interested in becoming a foster parent, 

please contact the Asian Pacific Family Center Foster 
Parent Hotline at 626-265-9006 (English).

Disclaimer: The Asian Foster Parent Program is coordinated by 

APFC. The Family and Children Program at Little Tokyo Service 

Center supports the program, but does not operate it.  

Asian American Foster Families Needed

ロサンゼルス郡にはアジア系の里親が少なく、アジア系孤児の
多くが文化や食生活の違う家庭に受け入れられています。子

供たちは生活様式の違いなどから、心身的トラウマを抱えることも
少なくありません。心に傷を負う子供たちを少しでも減らし、それぞ
れの文化や生活様式に合った家庭を提供するため、アジア系の里
親を募集しています。 
　里親になるには、安全で安定した環境のもと、十分な愛情を注い
で子供を養育してくれる家庭が求められます。その他の条件は：

 ＊　独身者、既婚者、離婚者またはパートナーと一緒に住 
 　　んでいる人。 
 ＊　アパートや一軒家に住んでおり、賃借でも持ち家でも 
 　　良い。 
 ＊　最低所得に規定はないが、自分が生活できる額の収 
 　　入があり、安全で安定した環境を提供できる人。 
 ＊　働き続けることはできるが、共働き家庭の場合は適 
 　　切なチャイルドケアが必要となる。 
 ＊　どの人種、民族、宗教、性的志向や文化の人でも良 
 　　い。受け入れる子供と同じでも違っていても良い。

　里親の家庭には受け入れる子供の医療費と歯科費用が提供さ
れます。通常、子供が18歳になるまで（状況に応じて18歳以上ま
で）は、毎月財政的な支援が支給されます。受け入れる子供が精神
疾患または治療を必要とする場合、支援額は増額されます。 
　里親になることに興味のある方は、アジア・パシフィック・ファミリ
ーセンター（APFC）の里親ホットラインまでお電話ください。番号
は626-265-9006（英語のみ）です。

注：アジア系里親プログラムはAPFCにより運営されています。
リトル東京サービスセンターでは同プログラムを支援しています
が、運営はしていません。

アジア系の里親（フォスターファミリー）募集
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Elena Ashmore, whose family is part of Japanese 

Speaking Parents Association of Children with 

Challenges (JSPACC), has been featured in an 

American reality TV series, Born This Way, produced by 

Bunim-Murray Productions. The show shares the daily 

lives of seven young adults with Down Syndrome who 

work hard to achieve goals and overcome the limitations 

from everyday society.  

     Elena is a dramatic young woman who enjoys life. 

She is full of energy, yet struggles to accept her Down 

Syndrome which limits her dreams. She is trying to 

open up her feelings through her poetry and control her 

emotions. Her parents, Hiromi and Stephen, also share 

their experiences of raising Elena.  
     A season One aired 6 episodes of Born This Way on 

A&E last year, which can be viewed on http://www.aetv.
com/. Season Two is scheduled to start in August 2016. 

Sneak preview is available at http://wdrv.it/1RrbROC.

Born This Way
Featuring young adults with 

Down Syndrome

手をつなぐ親の会（JSPACC）のメンバーである広美、スティー
ブン・アッシュモア夫妻の長女、エレナさんが、バニム・マー

リー・プロダクション制作のリアリティー番組「Born This Way」
に出演しています。番組では、エレナさんを含む７人のダウン症を
持つ若者たちがそれぞれの目標に向かい、社会から制限されず、障
害を持たない人と同じように自立しようと日々懸命に頑張る姿を
特集しています。 
　エレナさんはとても活発な女性ですが、自身が抱く夢を制限して
いるダウン症を受け入れることができず苦悩しています。自分の詩
を通じて自身の感情を切り開きコントロールしようとしている様子
は、番組内でも分かります。番組ではまた、エレナさんの両親である
広美さんとスティーブンさんもエレナさんを育ててきた日々を振り
返り、それぞれの思いや経験を語っています。 
　昨年A&Eで放映されたシーズン１（全6話）は、現在でもオンラ
インで観ることができます（http://www.aetv.com/）。シーズン
２は今年の8月に予定しています。予告編はこちらで閲覧可能で
す。http://wdrv.it/1RrbROC

ダウン症の若者7人
それぞれの日常を特集

1994年発足。障害を持つ子供を育てる日本語を話す親の支援グルー
プ。会員は家族や専門家を含め200人を超える。主な活動は、障害のあ
る人やその家族を対象としたサービスやプログラムの情報交換をしてい
る他、メンバーのニーズに合う支援グループがある。JSPACCの活動は
LTSCによりサポートされています。その他詳細はwww.jspacc.orgをご
覧ください。

JSPACC: Established in 1994 to assist the parents and families of 

children with special needs in the Japanese-speaking community. 

It has more than 200 families and professionals enrolled. The 

primary activity is the exchange of information regarding services 

and programs. Various support groups are also available to meet 

each member’s needs. Activities are supported by LTSC. For 

more information, please visit www.jspacc.org



Social Worker, Yasuko Sakamoto, Honored  
by the Consul General of Japan
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to the general welfare of the people. I cannot think 

of a better term to describe Yasuko,” said Matsub-

ayashi. 

     This is the first time a social worker has been 
honored with this commendation, and Sakamoto 

expressed her gratitude, “I am humbled and hon-

ored to receive this recognition of ‘our’ work. I say 

‘our’ work because this did not happen without the 

team effort with not only LTSC staff, but also other 

organizations that helped improve each individual’s 

life who were in need.”

     The conferment ceremony, held at the Con-

sul General’s official residence, was attended by 
Sakamoto’s family, LTSC staff, board member, and 

friends, including Setsuko Nakama, Director of 

Little Tokyo Nutrition Services, Laura Trejo, General 

Manager of Los Angeles City Department of Aging, 

Janet Morris, Directing Attorney at Bet Tzedek, and 

Dr. Keiko Ikeda, Psychotherapist in Little Tokyo. 

Note: The commendation is conferred on individuals/organ-

izations promoting mutual understanding and friendship be-

tween U.S. and Japan, in support of the Consulate General’s 

mission.

Consul General Horinouchi 
honors Sakamoto. 総領事表彰を
受ける坂本さん

Yasuko Sakamoto, who recently retired as Director of So-

cial Services of LTSC, was conferred the Commendation 

of the Consul General by Consul General Harry Horinouchi in 

June. He extended his sincerest appreciation for her support 
of the Consulate General’s mission by providing social ser-

vices in Japanese not only to the Japanese nationals living 

in Los Angeles, but to those studying and visiting the area 

as well. He commended her 36 years of devotion to improv-

ing human services in the 

community. 

     Congratulatory remarks 

were given by Dean Matsub-

ayashi, Executive Director 
of LTSC. He expressed his 
gratitude to Sakamoto for 

her contributions to LTSC, 

describing her essence as 

Shokunin, master of your 

craft. “Shokunin means not 

only having technical skills 

but also an attitude, social 

consciousness, and sense of 

obligation to give your best 



ソーシャルワーカーの坂本安子さんを表彰 
在ロサンゼルス日本総領事館
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36年にわたり日本語で社会福祉サービスを提供してきた前リ
トル東京サービスセンター（LTSC）社会福祉部部長の坂本安

子さんが6月、在ロサンゼルス日本総領事館の堀之内秀久総領事
から、「総領事表彰」を受けました。総領事は、坂本さんが在留邦人
のみならず、日本からの旅行者や留学生などに対してもきめ細やか
な福祉サービスを提供し、総領事館の邦人援護に協力してきたこ
とに感謝するとともに、長年にわたる地域社会への貢献に敬意を
表しました。
　ハンコックパークの総領事公邸で開かれた授与式に参列した
LTSCのディーン・松林所長は、仕事に対する坂本さんの姿勢を 

「職人」と表現。「技術的スキルのみならず、社会的意識を持ち、人
々の福祉向上のため最善を尽くす姿はまさに職人そのもの」と称賛
し、祝辞を送りました。
　ソーシャルワーカーとして初の総領事表彰受賞者となった坂本
さんは、「われわれの仕事に対し、名誉ある賞をいただき大変光栄
です。『われわれ』としたのは、LTSCのみならず、さまざまな団体が
協力し合い、サービスを必要としている方々の生活の質の向上のた
めに努力してきたからです」と述べ、30年以上にわたる総領事館と
の関係、またその他社会福祉団体の協力に感謝しました。
　授与式には、坂本さんの家族やLTSCスタッフ、ボードメンバーを
はじめ、長年坂本さんを公私ともにサポートしてきたリトル東京栄

養サービスの仲間節子さんやロサンゼルス市高齢者局のローラ・
トレホさん、ベット・ツェデックのジャネット・モリスさん、心理療法
士の池田敬子さんら約30人が出席し、坂本さんの長年にわたる功
績をたたえました。 

注：総領事表彰は、総領事館の仕事に協力し、日米の相互理解と
友好親善の促進において顕著な貢献をした個人や団体に送られま
す。 

Sakamoto and her husband, Walter, share a toast with 

Consul General Horinouchi. 堀之内総領事と乾杯する坂本さん
と夫のウォルターさん



Summer Obon festivals and Nisei Week are just 

around the corner. Thousands of people will visit 

the revitalized Little Tokyo to enjoy its historical sites, 

shops, and restaurants throughout the summer. As 

the neighborhood continues to develop, it attracts 

many new visitors, but unfortunately crime as well. The 

LAPD reported that the crime rate has been increasing 

recently.   

     To protect ourselves from being victims of crime, 

LTSC held a safety workshop in May at Little Tokyo 

Towers. Brian Kito of the Little Tokyo Public Safety 

Association and Chris Jervis, LAPD Senior Lead Officer 
at Central Division recommended the following tips to 

stay safe in the neighborhood:

	 Choose the street wisely–Walk in well-lit and 
populated streets.

	 Trust your instincts–If you see or feel some-
thing strange, quickly walk away from the scene.

	 Be aware of your surroundings–Do not walk 
while looking at your phone all the time.

	 Avoid potential danger–Try not to walk alone 
after dark. If necessary, bring a whistle or flash-
light. Consider utilizing an escort service provid-
ed by local patrol personnel. 

     In Little Tokyo, the Little Tokyo Business Association 

offers a free escort service by the LTBID bicycle patrol 

personnel 7 days a week between 9am and midnight. 

Anyone in the Little Tokyo area is encouraged to use the 

service.  

     Stay safe and enjoy the summer in Little Tokyo!

お盆フェスティバルや二世週祭も近づき、夏の到来です。この
時期は、何千もの人が開発の進むリトル東京を訪れ、日系史

に触れるとともに商店やレストランを満喫します。地域の活性化が
進み多くの人を魅了する一方で、残念ながら犯罪も増えています。
ロサンゼルス市警察によると、昨年から今年にかけ、市内の犯罪率
が増加傾向にあると発表しています。 
　犯罪から身を守るため、LTSCは5月に安全対策のワークショッ
プを小東京タワーズで催し、リトル東京公安代表のブライアン鬼頭
さんとLAPDセントラル地区担当リードオフィサー、クリス・ジャー
ビスさんから安全対策のアドバイスを受けました：

	 利用する道を賢明に選ぶ—明るく、人が多い道を歩く。

	 直感を信じる—何か「おかしい」と感じたら、速やかにその
場から立ち去る。

	 身の回りに注意を払う—携帯電話などをいじりながら道
を歩かない。

	 危険の可能性を避ける—夜道を１人で歩かない。歩かな
ければならない場合は、笛や懐中電灯などを持参する。
また、地域警備員による無料エスコートサービスを利用
する。

　リトル東京ビジネスアソシエーションは、リトル東京内を自転車
で警備しているLTBID警備員によるエスコートサービスを無料で
提供しています。時間は、週7日午前9時から夜中12時まで。リトル
東京内にいるどなたでも無料で利用できます。 
　安全対策をしっかりとし、リトル東京で夏を楽しみましょう！
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Chris Jervis, left, and Brian Kito share safety tips at Little 
Tokyo Towers. リトル東京タワーズで安全対策を説明するジャー
ビス警官（左）と鬼頭さん

Stay Safe and Enjoy the Summer!  

Escort Service エスコートサービス
213-326-0636 

Koban リトル東京交番（日本語対応）
213-613-1911 
LAPD Central Division  

ロサンゼルス市警察セントラル地区
213-486-6606

安全に、夏を楽しみましょう！

Public Safety



LTSC held a four-session volunteer 

training from the end of April through 

May in cooperation with Nikkei Helpline and 

Ryugakusei Hotline. Over 30 participants 

learned about our services and various 

volunteer opportunities available. 

     In this training, Social Services staff and 

participants discussed and exchanged opinions 
about the history of LTSC and the Nikkei 

community, the need for and roles of volunteer’s 

understanding different cultures, mental health, 

DV/child abuse and community resources. 

     We’ve received feedback from attendants 

saying, “I learned how to be a good listener,” 

and “understanding cultural differences is very 

important and useful when we interact with 

Japanese people,” or “I was very impressed to 

see how engaged all of the participants are.” 

     We are pleased to receive positive feedback, 

and would like to thank all of the participants 

who were able to attend the training. We will 

continue to provide volunteer trainings to 

improve our services and connect with our 

community. 

     We are always looking for volunteers. If you 

or someone you know is interested, please call 

213-473-3035 or e-mail to volunteer@ltsc.org.

LTSC Welcomes New Volunteers

Amy Phillips, Director of Senior Services, shares Japanese American history with participants at the volunteer training. ボ
ランティアトレーニングの参加者を前に、アメリカ日系史について説明する高齢者サービス部のエイミー・フィリップス部長

LTSCはこのほど、日系ヘルプラインと留学生ホットラインと協力し、「ボ
ランティアトレーニング」を４回開催、30人を越える参加者が集まりま

した。LTSC社会福祉部スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。 
　今回のトレーニングは、ボランティア活動をするにあたって必要な知識
や心構えを身につけていただくため開催しました。トレーニングでは、LTSC
や日系社会の歴史、ボランティアの必要性と役割、リスナーの基本と姿勢、
異文化理解、精神衛生、DV・子供への虐待、コミュニティーに役立つ情報
などについて、スタッフが参加者とのディスカッション、意見交換を交えて行
いました。 
　参加者からは、「リスナーとしての姿勢が理解できた」「文化の違いを理
解することは、アメリカにいる日本文化を持った人に接する際に大切なこと
なのでためになった」など、とても良いフィードバックをいただきました。今
回いただいた意見を参考に、これからも内容の充実したボランティアトレー
ニングを提供できるようスタッフ一同努力いたします。 
　LTSCでは、常にボランティアを募集しています。興味のある方は電話
213-473-3035またはEメール volunteer@ltsc.orgまでお問い合わせ
ください。
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Volunteering

新ボランティアが誕生



Participants getting hands-on sessions from volun-

teers. ボランティアから丁寧な指導を受ける参加者

Getting Tech Savvy! 
「スマホ」を学ぶ！

Far East Lounge hosted a workshop on “how to use 

smartphones and tablets” by Marsh Insurance Company on 

May 12. Eighteen participants learned cell phone basics such 

as how to take photos, change the wallpaper, manage storage, 

conserve battery life and download useful apps, along with 

other general tips and tricks.  

     We’ve received positive feedback from many participants, 

so we hope to offer the smartphone and tablet workshop again 

in the near future. If anyone is interested in helping with the 

class, please contact us at FEL@LTSC.ORG or call at 213-621-

4158.

There has been much news this year regarding voting 

and naturally so as this is a Presidential election year. 

Voting can be empowering, as it doesn’t matter how much 

money you have or don’t have. You can be of any ethnic 

background, religion, or gender, but a vote is an equal 

vote.  

     Taking part in local elections is just as important as 

presidential elections since they impact issues that concern 

your neighborhood and state. Now is the time to educate 

yourself about the people who will be represent you and the 

issues affecting you, your friends, families, and community. 

     There are many people who live and work here, but may 

not be able to vote for various reasons. However, everyone 

can take part in discussions and provide information about 

issues that matter. People who can exercise their right to 
vote should be encouraged to take part in elections and 

make yourself count! 

     If you haven’t registered to vote yet, you have until 15 

days before an election. LTSC staff can help you register in 

various languages. Please call us at 213-473-3035. 

ファーイースト・ラウンジは5月12日、マーシュ保険会社のボランティア
の方々の協力により、「スマートフォンとタブレットの使い方を学べる

ワークショップ」を開催しました。当日は18人が集まり、参加者はスマートフ
ォンでの写真の撮り方や壁紙の変え方、データの管理の仕方、バッテリー
の保存法、役立つアプリのダウンロードの仕方など、基本的な機能を学び
ました。 
　たくさんの方からご好評いただいたので、近い将来、同様なクラスをまた
提供したいと思っております。もし、スマートフォンやタブレットのクラスを
教えたいと希望される方がいらっしゃいましたら、ぜひFELまでご連絡下さ
い。Email: FEL@LTSC.ORG 　電話: 213-621-4158
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A Vote is a Vote!  
一票の大切さ

大統領選挙の年で
ある２０１６年

は、 選挙のニュースで盛
り上がっています。財産
の有無、住む場所に関
わらず、「投票」は力強い
行為です。自身の立場や
人種、宗教、性別に関係
なく、「一票」は同じ「一
票」なのです。 
　地方選挙の結果は、各自の住む地域や市、そして州の抱える
問題に大きく左右されるため、地元の選挙に参加することはと
ても大切です。選挙はまた、自身をはじめ、友人や家族、周りの
人々に関わる課題について学べるいい機会でもあります。 
　アメリカには、この地に居住し働いているけれど、選挙権を
持っていない人も多くいます。選挙権がなくとも、選挙について
や住民投票に提案されている課題、さらに政治に関することな
どについて話し合い、一人ひとりが正しい情報や意識を持つこ
とが大切で、それも選挙に参加することと同じなのです。 
　まだ選挙登録をしてない有権者は、選挙の15日前までであ
れば登録できます。LTSCではさまざまな言語で選挙登録のお
手伝いをしています。213-473-3035にお電話ください。



Itadakimasu

Yasuko’s Spicy Chicken Wings
安子のスパイシー・チキンウイング

Ingredients

24 to 30 chicken wings

4 tablespoons grated fresh ginger or to 

taste

1 cup soy sauce or to your taste

3 tablespoons minced pickled jalapeño

1 lemon for garnish

材料　 

24〜30個　チキンウィング
大さじ４または好み　すりおろした生姜
1カップまたは好み　醤油
大さじ３　みじん切りした塩漬けハラペーニョ
１個　レモン（備え付け用）

Directions (Serves 4 to 6 people)

1. Rinse and drain chicken wings.

2. Mix chicken wings with grated ginger 
and marinate for 1 hour (lightly mix a 
few times).

3. Add soy sauce to step 2 and minced 
jalapeño and marinate for 4 hours.

4. Preheat the oven to broil.

5. Place chicken wings flat on pan and 
cook for 15 minutes.

6. Turn over the wings and broil 
additional 10 minutes or until golden 
brown.

7. Put sliced lemons over the chicken 
wings.

作り方　（４〜６人用）

1. チキンウィングを洗って水気を切る。

2. 1にすりおろした生姜を混ぜて１時間ほ
ど置く。その間、２、３回軽くかきまぜる。

3. 2に醤油とみじん切りにした塩漬けハラ
ペーニョをまぜ、４時間ほど置く。

4. オーブンをブロイルにしておく。

5. オーブン皿にチキンウィングを並べ15
分焼く。

6. ひっくり返してさらに10分、または焼き
色がつくまで焼く。

7. スライスしたレモンをチキンに乗せる。
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Brussels Sprouts with Eggplants
  ナスと芽キャベツの炒め物

Ingredients

20 Brussels sprouts, 

quartered 

5 Japanese 

Eggplants, cut in half 

lengthwise, and then 

into big slices  

2 yellow onions, sliced 

thick 

3 tablespoons grated 

fresh ginger or to taste 

3 tablespoons olive 

oil 

½ cup water 

4 tablespoons soy 

sauce or to taste

作り方 (４〜６人用）

1. 大きな鍋を温めた後、オリーブオ
イルを入れる。

2. ナスと芽キャベツ、玉ねぎを鍋に
入れ、低い温度で５分ほど調理す
る。ジュージューと音を立てている
か確かめる。

3. 野菜をひっくり返し、1/2カップの
水を入れ、５分ほど煮る。

4. 芽キャベツを取り出し、鍋にすりお
ろした生姜と醤油を加え、２、３分
ほど煮る。

5. 皿に盛り、その上に取り出してお
いた芽キャベツを乗せて熱いうち
にいただく。

Directions  
(Serves 4 to 6 people)

1. Warm up a pan and add olive 
oil.

2. Place eggplants, Brussels 
sprouts, and yellow onion 
in pan, and cook 5 minutes 
at low heat (make sure it’s 
sizzling).

3. Turn over vegetables, add 
½ cup of water, and cook an 
additional 5 minutes. 

4. Remove Brussels sprouts, and 
add ginger and soy sauce to 
pan and lightly mix and cook 
for a few minutes.  

5. Place cooked vegetables on a 
plate, put Brussels sprouts on 
top, and serve hot.

材料

20個　芽キャベツ（４
つに切っておく） 
5個　日本のナス（縦半
分に切り、さらに大きめ
に切っておく） 
2個　黄色の玉ねぎ 

（厚めに切っておく） 
大さじ3または好み　
すりおろした生姜 
大さじ3　オリーブオ
イル 
½カップ　水 
大さじ4または好み　
醤油



vLTSC’s 10th Annual Sake & Food Tasting  
Friday, July 29 from 7:00pm - 10:00pm 

JACCC’s Noguchi Plaza (244 S. San Pedro St.)  

Fee: $100 

     With sake generously provided by Mutual Trading 

Co., Inc. and delicious small plates from a variety of 

Los Angeles restaurants, Starry Night in Little Tokyo is a 

summer event not to be missed. For more info, please visit 

http://sake.ltsc.org 

vFree Caregiver Training 

Saturday, August 20 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. Please 

call LTSC for reservations.

vFree One-on-One Session with a Financial Planner 
Saturday, September 10 from 10:00am - 12:30pm 

LTSC (231 E. 3rd St.) RSVP required 

     LTSC is working with the Financial Planning Association 

of Los Angeles to offer free one-on-one sessions. Ask 

any questions you’d like about budgeting, credit & debt, 

retirement, estate planning, and more. There will be a 

limited number of 30-minute sessions.

v第10回LTSCの酒イベント 

7月29日（金）午後7時から午後10時 
日米文化会館前野口プラザ（244 S. San Pedro St.） 
費用：100ドル 
　共同貿易からお酒、ロサンゼルスの地元レストランからおいしい試食
サンプルが提供される、LTSCの恒例イベント「Starry Night in Little 
Tokyo」。イベントの詳細およびチケットの購入はウェブサイトでお願
いします。アドレスは、http://sake.ltsc.orgまで。

vケアギバー無料トレーニング 

8月20日（土）午前8時半から午後1時（要予約) 
リトル東京サービスセンター（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。
予約はLTSCまでお電話ください。

vファイナンシャルプランナーとの無料個人相談 

9月10日（土）午前10時から午後12時半（要予約） 
リトル東京サービスセンター（231 E. ３rd St.） 
　Financial Planning Association of Los Angeles協力のもと、
ファイナンシャルプランナーと30分間の無料個人相談ができます。退
職後の財政計画や遺産計画などについて、専門家が質問にお答えしま
す。人数に限りがあるため、必ず事前予約をお願いいたします。予約は
LTSCまでお電話ください。

Social Services Department

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

Los Angeles, CA 90013

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

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


