
Happy New Year!

Little Tokyo Service Center (LTSC) celebrated 

35 years of service to the Japanese American 

community and the greater Los Angeles region last 

year. Over 600 supporters and friends helped us 

celebrate this significant milestone at the anniversary 
dinner in November. For the last 35 years, LTSC’s 

Social Services 
Department has 
served thousands 

of individuals 

throughout LA 
County, and we 
will continue to 
dedicate our efforts 

to helping those in 

need with culturally 
and linguistically 
appropriate 

services. Thank you 
for your continuous 
support! 

Healthy Mind Comes From Friendship

     Mrs. Tanaka, a Little Tokyo resident, will celebrate 
her 101st birthday this year. When we asked about her 
secret to longevity, she answered with a smiling face, 
“It may be to talk to someone 
every day.” 
     Thanks to remarkable 
progress in technology today, 
we can instantly connect with 
people all over the world. 
However, it is likely that 
direct face-to-face contact 
has decreased. It is said that 
the number of youth who 
communicate primarily by 

リトル東京サービスセンター（LTSC）は昨年、
創設35周年を迎えました。11月に行われた祝

賀会には600人を超える支援者が集まり、コミュ
ニティーの方々とともに、記念すべき節目を祝福
しました。LTSCの社会福祉部もこの35年間を通
じ、数多くの方々のお手伝いに力を注いでまいり
ました。引き続き、文化的背景を考慮した社会福
祉サービスの提供に努めてまいります。今後とも
ご支援、よろしくお願いいたします。

心の健康は人との触れ合いから

　リトル東京にお住まいの田中さんは今年、101
歳を迎えられます。田中さ
んに長寿の秘訣をお聞きす
ると、「そうね、毎日誰か
と話すことかしら」と、微
笑みながら答えて下さいま
した。 
　目覚ましい通信の発展に
よって今や世界の人々と簡
単につながることができる
ようになり、むしろ人との
直接的なつながりは日々少

LTSC Executive Director Dean 
Matsubayashi giving the opening 
remarks

From left, LTSC Board President Debra Nakatomi with 
honorees Nancy Matsui of American Airlines, Bruce Saito 
of CA Conservation Corps, Sonia Rahm of Citi, and Dean 
Matsubayashi of LTSC

新年明けまして
	 	 おめでとうございます
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text messaging, emails, or social networking rather 
than meeting in person or talking on the phone has 
increased. In addition, it is said that youth who 
experience difficulty in conveying their opinions, 
thoughts, and feelings to others have increased. 
     Many of us, regardless of our age or gender, often 
get tired of living in today’s society. We deal with 
various stresses from work, interpersonal 
conflicts, family, or concerns about 
economic stagnation, just to name a 
few. It is important for us to share 
our worries and issues with others 
rather than holding them inside. 
Thanks to modern advances 
in science and medicine, our 
average life expectancy has been 
extended, but it is likely that our 
mental health is maintained by 
positive interpersonal interactions. 
     LTSC’s Social Service Department 
provides various services to those 
who experience stress but have limited 
social contacts to assist them to maintain their 
mental health. Some expamples include the Nikkei 
Tomodachi Program supported by volunteers 
and counseling services provided by professional 
therapists. 
      2016 is the year of the monkey. The monkey is full 
of curiosity and intelligence, and is an active animal. 
Further, the monkey is thought to be a cheerful and 
optimistic animal. We wish you all the best in the New 
Year, and hope you continue to have a healthy mind 
and body by expanding your social interactions and 
friendships. 

なくなってきているのではないでしょうか。人と
会ったり電話で話をするよりも、テキストやメー
ル、ソーシャルネットワーキングを通じてコミュ
ニケーションを図る若者が増え、人と顔を合わせ
て自分の意思や考え、感情をうまく伝えられなく
なった人も多くなっているようです。 
　私たちの多くは、老若男女問わず日々の生活に

疲れているように見受けられます。学校や
仕事のストレス、人間関係の葛藤、家

族の問題、経済不況に対する懸念
など、さまざまなストレスを抱え
生きているのではないでしょう
か。そんな時、問題を一人で抱
え込むよりも誰かに話すこと
はとても大切です。医学や科
学の進歩によって平均寿命が
延びている中で、心の健康は人
との触れ合いによって維持され
ているのかもしれません。 

　私たちLTSCの社会福祉部では、
人との触れ合いが少なく一人で悩ん

でいらっしゃる方々のために、ボランテ
ィアプログラムの一環である「日系トモダチプ
ログラム」や、専門知識を持ったセラピストによ
るカウンセリングなど、さまざまなサービスを提
供することで、少しでも皆さまの心の健康を維持
できるよう、　お手伝いしています。 
　2016年は申年です。猿は好奇心旺盛で賢く、
活発に動き回る動物の代表です。明るく、楽観
的な動物としても知られています。皆様にとっ
て、2016年も人と触れ合うことで心身ともに健や
かに過ごせる一年でありますよう、お祈り申し上
げます。

Caregiver Registry: For those interested in helping others

Are you interested in taking care of someone in their later years so they can remain at home and in the 
community? LTSC’s Caregiver Registry program is recruiting people. 
     We get many calls requesting someone who can help with cooking, cleaning, laundry, shopping and 
companionship. There are also family caregivers who are looking for some respite/rest and also need additional 

help to care for their loved one. The Caregiver Registry program 
will try and match those request with someone who can provide 
services and assistance to help someone continue to live in the 
comfort of their home. 
     If you are interested in getting paid to meet some Japanese/
Japanese-speaking requests for caregivers, please contact the 
LTSC Caregiver Registry Program at 213-473-3035 for an 
application and requirements. All experience levels are welcome! 

介護者登録：高齢者のお手伝いをしませんか
　高齢者の方々が少しでも長く自宅で生活し、地域

社会とのつながりを保てるように、身の回りのお手伝いを
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することに興味はありますか？リトル東京サービ
スセンター（LTSC）のケアギバー•レジストリー•
プログラム（介護者登録）では現在、介護者とし
てプログラムに登録してくださる方を募集してお
ります。 
　LTSCには、料理や掃除、洗濯などをはじめ、話
し相手になってくれる人を探している高齢者やそ
の家族から問い合わせが多くあります。介護に従
事する家族の中には、自身の時間を見つけること
ができずにいる人もおり、助けを必要としていま
す。同プログラムでは、高齢者、介護にあたる家
族、また高齢者のお手伝いを希望する介護者それ
ぞれの要望に見合うよう、組み合わせなどに努め
ます。 
　介護者のヘルプを必要とする日本人、または日
本語を話す方のお手伝いに興味がありましたら、
ぜひ、LTSCの介護者登録プログラムにお気軽にご
連絡ください。経験の有無に関わらずどなたでも
歓迎です。プログラムへの申し込み方法や登録条
件などに関する詳細は、213-473-3035にお電話く
ださい。

Caregiver Support Group:

介護者のためのサポートグループ

     LTSC offers monthly caregiver support groups at 3 
locations. The group provides a safe and comfortable 
place for caregivers to talk about the daily emotional 
challenges they may have while they care for loved 
ones with dementia. The group also provides a net-
working opportunity through sharing experiences.  
     For more information about the caregiver support 
groups, please call 213-473-3035.

　リトル東京サービスセンターでは月に一度、
計３カ所でケアギバー（介護人）のためのサ
ポートグループを提供しています。家族や大
切な人を介護する中で感じる思いや悩みを語
り合い、それぞれの経験や介護についてのア
イディアを分かち合うことでお互いのネット
ワークを強めていくことを目的としています。 
　詳しくは、213-473-3035までお問い合わせくだ
さい。　　　　　　　　

Meeting schedule

Little Tokyo: St. Francis Xavier Chapel 
(222 S. Hewitt St. Los Angeles, CA  90012) 
The forth Thursday of every month 
From 10:00 AM to 11:30 AM

South Bay: Victory Fellowship 2nd floor 
(4030 Spencer Street, #107, Torrance, CA 90503) 
The last Saturday of every month 
From 10:00 AM to Noon

San Fernando Valley Area: San Fernando Valley 
Japanese American Community Center 
(12953 Branford Street, Pacoima, CA 91331) 
The first Saturday of every month 
From 10:00 AM to Noon

ミーティングスケジュール

リトル東京：聖フランシスザビエル教会 
(222 S. Hewitt St. Los Angeles, CA  
90012) 
毎月第4木曜日、午前10時から11時半

サウスベイ：ビクトリアフェローシップ 2階 
(4030 Spencer St. #107, Torrance, CA 
90503)  
毎月最終土曜日、午前10時から正午

サンファナンドバレー：サンファナンドバレ
ー日米文化会館 
(12953 Branford Street, Pacoima 91331) 
毎月第1土曜日、午前10時から正午

u3

Caregiving



Domestic Violence 
is More Than a 
Domestic Issue

Over 1,000 advocates representing 115 countries 
attended the 3rd World Conference of Women’s 
Shelters held at The Hague in The Netherlands 
from November 3-6, 2015. LTSC staff attended 
the Conference and reaffirmed the significance of 
adovocating for gender equality to end domestic 
violence against women.    

Brave Miss World, right, being interviewed at the 
opening ceremony

Recent report by UN Women

                                  
(data from 89 countries)

•	 1 in 3 women worldwide has 
experienced physical or sexual or 
psychological in their lives.

•	 2 in 3 victims of intimate partner and 
family related homicide are women

•	 Less than 40% of women who 
experienced violence seek help of any 
sort.

(This is the case in almost all countries 
with data)

「リトル東京シニア住民会」へ参加しませんか

　リトル東京シニア住民会は、リトル
東京にお住まいのシニアの方々を対象
にしたワークショップや、クラフト、
遠足などを毎月第４水曜日に開催して
います。過去には手作りうどんやロン
グビーチの水族館「アクアリウムオブ
パシフィック」への遠足などを計画し
ました。その他はリトル東京内の歩道
の補修必要箇所を調べ、ロサンゼルス
市へ補修依頼しました。 
　今年最初のイベントは、1月27日の
新年会です。おいしいお弁当、ビンゴ、ラッフルやシニアによる演芸など楽しいプログラムを予定し
ています。リトル東京にお住まいでない方でも、お気軽にクラーク・靖恵までご連絡ください。電話
は、213-473-1649です。

Here are some highlights:

Violence against women is a GLOBAL PANDEMIC that 
takes place in public and private spaces regardless of one’s 
income, age, and education. Domestic violence is a human 
rights issue and we have to advocate for gender equality in 
order to end violence against women. 
     Let’s work together to raise awareness and promote 
healthy relationship.  

“There is no justification for domestic violence EVER” 
             - Her Majesty Queen Maxima of The Netherlands 
“Women Together is Power” 
                 - Linor Abargil, Brave Miss World 
“The majority of men are not violent.  We need that majority 
to challenge the minority who are” 
      - Her Royal Highness Crown Princess Mary of Denmark 
     For more information about the World Conference of 
Women’s Shelters, visit www.worldshelterconference.org

 If you need help, please call us at 213-473-3035.
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家庭内暴力は家庭内の問題だけではありません 

第3回「女性のシェルター（避難所）
世界会議」が2015年11月3日から6日
まで、オランダのハーグで計115ヵ国
から1,000人を超えるアドボケートが
出席して開かれました。LTSCからも
スタッフが参加し、世界的に蔓延す
る女性に対する暴力根絶を目指し、
声を上げていかなければならないことを再確認しました。

Her Majesty Queen Maxima of the Netherlands 
at the 1st Plenary Session

国連女性機関の最新報告
（89ヵ国からのデータ） 

• 世界の3人の女性のうち1人が
身体的、性的または心理的被
害を体験している

• 親密な関係のあるパートナー
や家族間で発生した殺人の犠
牲者のうち、3人に2人は女性
である

• 暴力を体験している女性の中
で助けを求めるのは40%以下

（ほとんどの国のデータに基づ
くケースです） 

同会議のハイライトは：

　女性に対する暴力は、収入、年齢、教育レベルに関わら
ず公の場および密室で起きている世界的流行病です。家庭
内暴力は人権問題であり、女性に対する暴力の根絶を目指
し、男女平等を主張しなくてはなりません。 
　健全なリレーションシップを推奨し、その意識を高める
よう共に働きかけましょう。

「家庭内暴力は決して正当化されるものではありません」
　　　　　　　　　　　　　　　＝オランダ・マキシマ妃 
「女性の連帯は力です」 
　　＝リノア・アバーギル氏、ブレーブ・ミス・ワールド

「大半の男性は暴力的ではありません。暴力的でない大多
数が、少数派に疑問を投げかけられるように変えていく必
要があります」　　　　　　　＝デンマーク・メアリー妃

世界会議についての詳細はホームページで確認ください。 
アドレスは、http://www.worldshelterconference.org

支援が必要な人は、213-473-3035までご連絡ください。

Would you like to join the Little 
Tokyo Senior Resident Association?

     The Little Tokyo Senior Resident Association (LTSRA) 
conducts workshops, arts and crafts activities and field trips for 
seniors living in Little Tokyo on the fourth Wednesday of every 
month. Past activities have included a homemade udon class and 
trips to the Aquarium of the Pacific in Long Beach. LTSRA has 
also investigated the condition of the sidewalks in Little Tokyo 
and submitted a request to the City of Los Angeles to make the 
repairs.  
     The first event of 2016 will be a New Year’s Party on January 
27th, 2016 featuring delicious bento, bingo, a raffle and fun 
entertainment. Seniors living outside of Little Tokyo are always 
welcome. Contact Yasue Clark at 213-473-1649.
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COMMUNITY NEEDS - COMMUNITY SERVICE

Bill Watanabe

Since LTSC’s doors first opened at the Japanese American Cultural and Community Center in the spring of 
1980, Bill Watanabe, a social worker as well as the founder and former executive director of LTSC, has seen the 

necessity of social services and its positive impact to the people in our community. We asked him to share his 
memories about LTSC’s Social Services.

It may be hard to imagine, considering how Little Tokyo has become a vast village of multi-story luxury 
rentals, that back in the early 1980’s, most of the residents were poor, single men or women, and monolingual 

Japanese speakers. People came through our doors to ask for help with finances, health issues, or any other 
myriad needs. It was our job to provide competent assistance and to treat them with respect and compassion; we 
never wanted the clients to feel ashamed or to hesitate to ask for help when needed.

          It is easy to assume that people end up low-income or needy 
because of some failure or fault on their part. While this may be 
the case for some, it is certainly not universally true. I remember 
one client that Yasuko Sakamoto helped - a monolingual Japanese 
woman with four children who was abandoned by her Japanese 
husband - he just left them and never came back. They had no food 
and no money for rent when they called our office; the only reason 
the woman and her small kids were not thrown on the street was 
because their landlord did not have the heart to do so.

     LTSC staff found emergency housing for this family with the 
assistance of Centenary United Methodist Church, arranged 
for financial support from the County, and eventually helped 
the mother with employment. The lady became a strong single 
parent and her children grew up in a stable home. Helping young 
families like this one is important and the impact will continue into 
succeeding generations.

In 1985, LTSC staff were faced with the forced evictions of many long-term and low-income tenants of the Alan 
Hotel and the Masago Hotel at San Pedro and 2nd Streets. There was no alternate affordable housing in Little 
Tokyo and some were placed in terrible housing conditions on Skid 
Row. It was heartbreaking to find out that some were robbed and 
beaten, and at the very least, depressed and disoriented from losing 
their familiar place of residence in Little Tokyo. 

I can still vividly remember a large Nisei veteran whose legs were 
disabled during World War II. He was literally dumped on the 
sidewalk in Skid Row after thieves took all of his possessions. 
However I remember the joy we felt when we found out his 
siblings had been looking for him for decades, and they took him 
back to his family home in Hawaii. LTSC staff and the Board of 
Directors resolved to do something about these clients who need 
affordable housing, embarking on an effort to build more low-
income housing in Little Tokyo.

LTSC has served thousands of clients over the past 35 years. We can’t solve everyone’s problems - but for sure, 
the staff is dedicated to doing as much as possible. 
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コミュニティーに必要な社会奉仕活動
ビル・ワタナベ

日米文化会館の一室で最初にそのドアを開けた1980年の春以来、LTSCの創設者で元所長、ソーシャル
ワーカーでもあるビル・ワタナベさんは、社会福祉の必要性とコミュニティーの人々にもたらすその

ポジティブな力を現場で見てきました。ワタナベさんに、当時を振り返ってもらいました。

高級な高層アパートが立ち並ぶ現在のリトル
東京からは想像できないかもしれません

が、1980年初頭、当地には日本語しか話さない、
貧しい、独り身の女性や男性が多く住んでいまし
た。LTSCには連日、経済的な支援を必要とする人
や健康問題を抱えた人が訪れ、われわれは一人ひ
とりに 敬意と思いやりを持って接し、支援を提供
してきました。オフィスを訪れる人々が助けを求
めることをためらったり、恥だと思ってもらいた
くなかったからです。

人が貧しい状況に陥るのは、その人に何らかの怠
慢があり、自己責任であると決めつけるのは簡単
です。そういったケースがあるのも事実ですが、
必ずしもそれがすべてに当てはまるものではないことを、私はLTSCで学びました。今でも覚えている
のは、ソーシャルワーカーの坂本安子さんが担当した日本人女性のケースです。

この女性の日本人の夫がある日突如姿を消してしまい、女性はお金も
食べ物もない状況で4人の小さな子供たちとともに見捨てられてしまい
ました。彼女と子供たちが路上生活にならずに済んだのは、当時住ん
でいたアパートの管理人が家賃を支払えない彼らを強制退去させなか
ったからでした。

LTSCは、郡から財政援助を受け取れるよう手配し、センテナリー合同
メソジスト教会協力のもと、彼女と子供たちに住居を提供し、就職活
動のサポートをしました。その結果、彼女は安定した仕事を見つけ、
力強いシングルマザーとして4人の子供たちをしっかりと育て上げまし
た。こういった不運な状況に陥った家族に支援を差し伸べることはと
ても大切で、その影響力は彼女の子供たち、そして後世にも続いてい
くのです。

1985年、当時リトル東京にあったアランホテルとマサゴホテルで大規
模な強制立ち退き命令があり、多くの低所得長期滞在者が路頭に迷い

ました。LTSCは彼らの住居を探すため奔走しましたがリトル東京には見つからず、多くがスキッドロ
ウにあるひどい状態の住居に入居せざるを得ませんでした。彼らは路上で殴られ、所持品を奪われ、
長年住んだ住居を失ったことにより落ち込み、自分を見失っていました。

今でも鮮明に覚えているのは、第2次世界大戦で両足に大けがを負った2世ベテランです。彼はホテル
を強制退去させられた後、わずかな所持品すべてを奪われ、スキッドロウの路上に放置されました。
しかし、その後長年にわたり彼の行方を探していた兄弟と連絡が取れ、ハワイに住む家族と再会でき
たのでした。LTSCは、このような状況を繰り返さないため、リトル東京に低所得者用住居の必要性を
認識し、建設に着手しました。

LTSCは35年にわたり、何千人というクライアントを支援してきました。LTSCですべての問題を解決す
ることはできませんが、可能な限りの支援を提供するため、スタッフは日々献身しています。
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     When you are stressed out, you may feel tired, 
complain of forgetfulness; or have headaches or fidget 
for no reason.  
     When someone experiences stress constantly, 
it begins to affect their physical and mental health 
negatively. Research has found chronic stress 
increases the risk of developing health problems like 
obesity, diabetes, cancer, heart disease, substance 
abuse, and a weak immune system. Many studies 
show a correlation between stress and mental health 
problems, such as anxiety and depression.  
     We cannot change certain situations that cause 
stress, but we can learn stress management skills. Here 
are some tips: 
     First, recognize when you are feeling stressed and 
identify the root problem. Time management such as 
setting priorities, realistic goals, and taking breaks is 
useful because it helps us feel we are in control of our 
lives. 
     Second, change how you react to stress. Your 
interpretation of stressful life situations will determine 
if they are harmful to you. For example, moving to a 

　人はストレスがたまると、疲れを感じたり、忘
れっぽくなったり、頭が痛くなったり、また理由
もなくイライラしたりします。頻繁にストレスを
感じると、心と体に悪い影響が出始めます。とあ
る調査結果によると、慢性ストレスは肥満、糖尿
病、がん、心臓病、薬物依存や免疫疾患といった
健康問題を引き起こすリスクが高まることが分か
っており、不安とうつのようにストレスと精神疾
患には相互関係があることも最近では明らかにな

new house should be a positive experience, but it can 
also be a source of stress. People who perceive things 
positively are likely to understand themselves and 
situations better, resolve the problems more efficiently, 
and manage stress more successfully. It is helpful to 
practice reframing negative thoughts to positive ones 
or finding what you are thankful for in every situation.

Stress Management Skills:  

 How you react to stress predicts your happiness and health

っています。 
　ストレスを引き起こす特定の状況を変えるこ
とはできませんが、ストレスへの対処法を学ぶ
ことはできます。その対処法とは： 
　はじめに、ストレスを感じていることを認識
し、その原因を特定することです。物事の優先
順位をつけたり、現実的な目標を立てたり、休
憩を取るといった「時間管理（タイムマネジメ
ント）」はとても有効な方法です。そうするこ
とで、自分の人生を自分自身でしっかりと管理
していると感じることができるからです。 
　次に、ストレスへの対応を変えることです。
自身がどうストレスに反応するかによって、ス
トレスが害になるか決まるからです。例えば、
新しい家に引っ越すことは前向きなこととして
とらえられるべきですが、ストレスの原因にも
なり得ます。物事を前向きにとらえる人は自身
や状況をいい方向に理解し、問題を効率的に解
決し、ストレスにもうまく対応できる傾向があ
るようです。そのため、悲観的な考え方を前向
きに変え、どのような状況であっても感謝でき
る何かを見つけることが、ストレスに負けない
力となるのです。

ストレスを管理しよう： 
 幸せと健康は、ストレスへどのように対処するかで決まります
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     There are many reasons why small children bite. 
When babies start teething around 4 - 7 months, they 
get light inflammation around their gums. In order to 
ease the discomfort, they may bite. After a 
few years, they might bite when they feel 
they are not getting enough attention from 
their parents or when they are experiencing 
some stress due to a change such as 
moving, divorce, or death. Children often 
learn to imitate from each other, so they 
may have learned the behavior from others.  
     What can we do to improve this 
behavior? When babies bite because of 
teething, soft cloth or biting rings may be 
effective. If they bite because they are tired 
or hungry, it would be better to reconsider 
their daily routine and make sure they get 
enough nourishment and rest. Regarding 
attention-seeking behavior, try to extend 
the time you spend with your children by 
playing or reading together, rather then 
scolding them. After children experience 
some change, do your best to get back to the usual 
routine of eating, sleeping and playing. 
     When children bite, it is very important to look 
them in the eye and say calmly, “Biting is not 
acceptable.” If adults bite back as a punishment, the 
behavior will not be fixed. Generally, the behavior 
improves as children become older and learn to 
communicate. However, parents should watch their 
children carefully and make sure not to harm others. 
     LTSC offers free parenting classes for parents and 
grandparents who are taking care of children from 0 to 
6 years old. For more information about free classes, 
please call at 213-473-3035.

　小さい子供の噛み癖の原因は様々な理由から起
こります。一つは、４−７カ月頃に歯が生えてく
ることから歯ぐきに軽い炎症が起こり、その不快
感を和らげるために噛むことがあります。少し大
きくなった子供の場合は、親からのアテンション
を十分に得られていないと感じたり、引っ越しや
離婚、死別などのような生活環境の変化にストレ
スを感じると噛むことが多々あります。また、子
供は他人の真似をすることで新しいことを学ぶた
め、他の子供の噛む行動を真似しているというこ
ともあります。 
　どのようにして、子供の噛み癖を改善すること
ができるのでしょうか？歯が生える不快感で噛む
場合は、柔らかい布や噛み噛みリングなどを与え
ると効果的かもしれません。疲れた時、お腹が空
いた時に噛む場合は、日頃の日程をもう一度見直
し、子供が十分な栄養と休息を取っているかを確
認してみるのもいい方法です。親からのアテンシ

ョンを得るために
噛む場合は、説教
を増やすよりも子
供と遊ぶ時間や本
を一緒に読む時間
など、親子の時間
を増やすようにし
てみてください。
生活環境の変化で
起こる噛み癖は、
環境が変わる前の
日程（食事や睡
眠、親と過ごす時
間など）に合わせ
てあげるよう心が
けてください。 
　また、子供が噛
んだ時は子供の目
をしっかりと見
て、落ち着いた声

で「噛む行動は良くないこと」と説明することが
大事です。噛む罰として大人が子供に噛み返した
りすると、噛み癖は治らないことが多々ありま
す。一般に、噛み癖は子供が成長しコミュニケー
ション能力がつくにつれて減ってくるといわれて
いますが、噛み癖がひどくなった時は、他人にけ
がをさせないように十分に気をつけて下さい。 
　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お父さん、お母さ
ん、またお孫さんの面倒を見ている祖父母の方々
など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。

なぜ小さい子供は噛むの？ 

Why do children bite?
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Happy New Year 
     We wanted to take this opportunity to thank 
everyone who has visited the FEL, wonderful 
instructors who have worked so hard to offer great 
classes, and our amazing volunteers who have helped 
tremendously to make the programs possible. 2015 
was a very successful year for us. Our attendance grew 
to over 400 people a month and we cannot thank you 
enough!  
     Please let us know if you are interested in 
volunteering with us. If you’ve never visited us before 
or if it’s been a while, we would love to see you! Be 
sure to visit our website, FEL.LTSC.ORG for the most 
updated schedule.  
     May your heart and home be filled with joy in 
2016.

ファーイースト・ラウンジより 
あけましておめでとうございます！
　ご利用の皆さま、講師、ボランティア、そして地域
の皆さまのご支援のおかげで、ファーイースト・ラウン
ジ（FEL）は無事に2015年を終えることができました。
たくさんの方々に支えられ、ささやかながら成長を遂
げ、現在では毎月400人以上の方々に利用していた
だけるまでになりました。心より感謝申し上げます。 
　FELにまだ来られたことがない方、しばらく来られて
ない方も含め、2016年もたくさんの方々のご来場をお
待ちしております。また、ボランティアの募集もしてお
りますので、興味のある方はスタッフにお声をおかけ
ください。 
　FEL最新のクラススケジュールなどは、ホームペー
ジをご参照下さい。http://FEL.LTSC.ORG 
　2016年が皆さんにとって、さらに素晴らしい年になり
ますよう、心よりお祈り申し上げます。

新クラスのお知らせ！

1月6日（水）からキャンドルヨガが始まります。運動
量の少ないポーズを中心にリラックスしながらゆっく
りと行うヨガクラスです。普段運動不足の方、身体の
固い方、ヨガ初心者の方、もしくはいつも睡眠が浅い
方など、どなたでも安心して参加いただけるクラスで
す。詳細は以下をご参照下さい。

開始日：1月6日（水）6-7PM　以後毎週水曜日6-7PM 
クラス費：ドーネーション（提案額 ５ドル） 
講師：岡田恵子さん（全米ヨガ・アライアンス認定資格 RYT200） 
場所：ファーイースト・ラウンジ (353 E. First Street, Los Angeles 90012) 
申し込み方法：電話番号213-621-4158・EメールFEL@LTSC.ORG

New Class!!

We are excited to announce a new Candlelight Yoga Class starting 
Wednesday, January 6th at the Far East Lounge. This is a great class for 
those who are beginners, lack regular exercise, or may not be as flexible. 

Start Date: Weekly, every Wednesday from 6-7pm starting on January 6th  
Class fee: Suggested donation  $5 
Instructor: Ms. Keiko Okada (Yoga Alliance licensed RYT200) 
Location: Far East Lounge at 353 E. First Street, Los Angeles 90012 
To sign up please call (213) 621-4158 or email FEL@LTSC.ORG
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材料：５人分
1カップ　保存処理されていない
ブラック・フォレスト・ベーコン 
（薄切り） 
2カップ　芽キャベツ（洗って半
分に切る） 
4カップ　ケール（開けてすぐ使
えるパッケージを選ぶ） 
2カップ　いんげん（洗って半分
に切る） 
5片　にんにく 
2カップ　綿ごし豆腐（水切りし
角切りにしておく） 
大さじ2　オリーブオイル 
適量　ガーリック・ソルト 
適量　黒こしょう

Yasuko’s Super Food Tofu and Greens

   スタミナ豆腐野菜

A. Bacon & Vegetables 
1. Preheat pot
2. Fry bacon and garlic at low heat
3. Place Brussels sprouts on top of the bacon and cook (do not mix)
4. Add green beans and mix them together
5. Place kale on top of the mixed vegetable and sprinkle garlic salt   
    and black pepper to your taste
6. Mix with other vegetables while cooking

B. Tofu
1. Preheat pan with olive oil
2. Pan-fry tofu cubes with low heat until golden brown  
3. Sprinkle garlic and black pepper to your taste while cooking

Ingredients: Serves 5 people

1 cup Uncured Black Forest Bacon 
(thin-sliced) 
2 cups Brussel Sprouts (cleaned and 
halved) 
4 cups Kale (ready-made package) 
2 cups Green Beans (cleaned and 
halved) 
5 cloves Garlic 
2 cups Regular Tofu (drained and 
diced) 
2 tbsp Olive Oil 
To taste Garlic Salt 
To taste Black Pepper

Ａベーコンと野菜
1.鍋を火にかける
2.ベーコンとにんにくを低い温度で炒める
3.２に芽キャベツを加えて火をとおす（混ぜない）
4.いんげんを加えてよく混ぜて炒める 
5.炒めた野菜にケールを加え、好みでガーリック
　ソルトと黒こしょうをふりかけ炒める
6.全体の野菜をよく混ぜる

B	豆腐
1.鍋にオリーブオイルを入れ火にかける 
2.焼き色が付くまで豆腐を炒める 
3.好みでにんにくや黒こしょうを加える

Put Bacon & Vegetables (Dish A) in a 
deep dish, place fried tofu (Dish B) on 
top, and garnish with sliced lemon
and sage leaves.  

深い器にAのベーコンと野菜を入れ、そ
の上にBの豆腐を盛り付け、薄切りのレ
モンとセージを添えて出来上がり。

Finish

仕上げ
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If you would like to subscribe to Through the Seasons, please email us at socialservices@ltsc.org or call at 213-473-3035

社会福祉部のニュースレター「春夏秋冬」の無料購読をご希望の方は、電話213-473-3035、またはＥメールで
お知らせください。アドレスは、socialservices@ltsc.org
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Little Tokyo Service Center has been serving the 
South Bay for many years through parenting 

groups, case management, counseling, and educational 
workshops. We are happy to announce that we 
received a grant from NeighborWorks to expand our 
services and open a branch office in Gardena! The 
office is still under construction, but will be located on 
the 2nd floor of the Gardena Valley Japanese Cultural 
Institute (1964 W. 162nd St., Gardena, CA 90247). 
We’d like to welcome everyone to visit us when the 
new office is ready to open to the public some time in 
January!

South Bay Office is Coming! 
    サウスベイにオフィスがオープン！

リトル東京サービスセンターは、子育て教室や
カウンセリング、ワークショップなどの開催

を通じ、長年にわたりサウスベイ地区在住の方々
にもサービスを提供してきました。このたび、地
域活性化に力を入れる団体「NeighborWorks」か
ら助成金を得て、ガーデナに支店をオープンする

Upcoming Event

vFree workshop on Estate and Financial Planning 
Date: Saturday, February 6 
Time: 2 - 3:30pm 
     An expert will make a  presentation on Estate 
Planning as a tool to eliminate uncertainties and to 
maximize the value of the estate. The program will be 
presented in English with simultaneous interpretation 
in Japanese. Please call at 213-473-3035 to register.

vFree one-on-one session with a financial planner 
Date: Saturday, March 5 
Time: 2 - 3:30pm (appointment only, 30 minuites) 
     LTSC is working with the Foundation for Financial 
Planning to offer free one-on-one sessions with 
professionals from the Financial Planning Association. 
There will be a limited number of 30-minute sessions. 
Please call at 213-473-3035 to reserve an appointment. 

All workshops will be held at the Gardena Valley 
Japanese Cultural Institute (1964 W 162nd St, 
Gardena). Parking is free. 

v相続と財政計画の無料ワークショップ 
日にち：2月6日（土） 
時間：午後2時から3時半 
　普段抱いている財産や財政、相続などに関する
疑問や不安、またそれらの価値を最大に生かすた
めの手段などについて、専門家が分かりやすく説
明します。ワークショップには日本語の同時通訳
がつきます。予約は213-473-3035まで。

vファイナンシャルプランナーとの無料個人相談
日にち：3月5日（土） 
時間：午後2時から4時半（予約制、1人30分） 
　Foundation for Financial Planning協力のも
と、Financial Planning Associationの専門家と
の無料個人相談の時間を設けております。セッシ
ョンは30分で、人数に限りがあるため、予約が必
要です。213−473—3035までお電話ください。

ワークショップおよび個人相談はともに、ガー
デナバレー日本文化会館（1964 W 162nd St, 
Gardena）で開かれます。無料駐車場あり。

ことになりました。場所は、ガーデナバレー日本
文化会館(1964 W. 162nd St.,Gardena, CA 90247)の
２階です。オフィスはまだ工事中ですが、１月中
にはオープンする予定です。多くの方のご利用を
お待ちしております。


