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2021

For many of us, 2020 brought a change 

in our daily rhythms and in the very way 

we view our lives. For many, it was the 

toughest year of their lives. “Normal” activ-

ities--breathing freely, giving and receiving 

hugs, enjoying our favorite restaurants and 

gathering with family and friends to cele-

brate milestones such as graduations, wed-

dings and holidays--suddenly transformed 

and took on new meanings. The global 

pandemic shook us from our complacency 

with a jolting reminder to treasure the peo-

ple, places and moments that we take for 

granted. And in a year of heart wrenching 

loss, heroes emerged to lift our spirits and 

rekindle hope with acts of kindness, bravery 

and selflessness. While I mourn for all that 
has been lost, I am forever grateful for all 
that was learned. 

     So what will the new year bring? Accord-

ing to the Chinese zodiac, 2021 ushers in 

the year of the Metal Ox, a year when hard 

work and persistence will be rewarded. But 

to reap the rewards, we will need to redou-

ble our efforts in order to accomplish goals. 

And according to western astrology, the 

new year is a time of collaboration, creativ-

ity, and fresh beginnings. We will embark 
on a process of defining a “new normal” in 
many aspects of our lives, and hopefully 

will still include the best aspects of the lives 

we’ve known. 

     For LTSC’s social services staff, 2021 will 

Transformations

変化の年を迎えて
私たち

にと
って、2020
年はさまざ
まな面で変化をもたらしました。そして多くの人にと
って、とても厳しい年でもありました。自由に呼吸を
し、ハグをしたりされたり、お気に入りのレストランで
食事を楽しんだり、卒業や結婚、また休日祝いに家族
や友人と集まるなどといった「普通の」ことが突然で
きなくなり、気がつけば全てが新しい意味を持つよう
になりました。世界を揺さぶったパンデミックは、私
たちが日頃当然と思っていた人々、場所、時を再度大
切にするよう気づかせてくれました。胸が締め付けら
れるような損失の年に、ヒーローたちが気力を高め
てくれ、彼らの優しさと勇気、そして無私無欲の行動
に再び希望が蘇ります。失った全てのことに悲しむと
同時に、私はこれらのことから学んだ全てに感謝して
います。 
　では新年は何をもたらしてくれるでしょうか？中国
の十二支によると、2021年は丑年にあたり、困難な
仕事や粘り強さが報われるという年です。しかし報い
を得るためには倍の努力が必要です。西洋占星術に
よると、新年は協力、創造性とフレッシュな始まりの
時と言われ、パンデミック前に当たり前であった馴染
みのある生活の素晴らしさを含め、新しい「普通」を
受け入れていきましょう。 
　これらを踏まえ、リトル東京サービスセンターにと
って2021年は創造性と協調、変化、そして今まで以
上の労力が求められます。新型コロナウィルスがもた
らすメンタルヘルス（精神衛生）の影響は、長期にわ
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be a year aligned with both Chinese and western astrol-

ogy forecasts, requiring creativity, collaboration, trans-

formation and double doses of hard work. The mental 

health impact of COVID-19 is projected to be of an epic 
scale due to the prolonged uncertainty, devastating 

losses, financial insecurity, extended social isolation 
and widespread trauma of this global pandemic. Our 

bilingual staff of mental health and care management 

professionals are increasing services to those in need 

of assistance.  

     We’ll continue our virtual seminars for Japa-

nese-speaking parents including time-relevant topics 

such as Parenting Challenges During 
COVID-19 as part of our Children and 
Families Services program. Changing 

Tides’ efforts to reduce stigma around 

mental health among youth and 

young adults in the API community 
are proceeding across social media 

platforms and possible in-person ven-

ues when safe. Senior activities that 

previously took place at the Far East 

Lounge have been reconfigured to 
take place virtually or in open, physi-

cally-distanced spaces on the Terasa-

ki Budokan Plaza. Dementia Caregiver 
Support groups have become virtual 

as we create new services to support 

APIs living with or at risk of Alzheimer’s disease and 
related dementia, and services for their informal car-

egivers. Finally, our Kosumosu transitional shelter is un-

dergoing a $1 million renovation project to update living 

accommodations for our domestic violence survivors 

and their families. 

     As we look to the future, we know the hard work 

of recovery lies ahead. Thank you for your generous 

support which sustained us through the many pivots 

and adjustments we made this past year and we hope 

to earn your continued support as we move forward.  

In the midst of change, our commitment to serving our 
community is constant - we hope you’ll join us. 

     Best wishes for good health and a safe and kind 

2021.

たる不確実性、衝撃的な損失、財政的な不安、社会からの孤立、世
界的なパンデミックのトラウマなどにより、計り知れないものになる
と言われています。LTSCの二か国語を話すメンタルヘルスおよび
ケアマネジャーのスタッフは、支援を必要としている人に対しサー
ビスを増やして対応しています。 
　LTSCでは今後もさらに、コミュニティのニーズに合ったさまざま
なサービスを提供していく予定です。内容は、子どもと家族のプロ
グラムの一環として日本語を話す親を対象としたバーチャルセミ
ナーをはじめ、Changing Tidesではソーシャルメディアを使い、ア
ジア環太平洋系の若者間でのメンタルヘルスにおける恥を減らす
ためのプログラムを提供、さらにファーイースト・ラウンジで行われ

ていた高齢者を対象としたアクテ
ィビティはバーチャルに移行され、
コンピューターを持たない参加者
には保健所の指示に従い、テラサ
キ武道館プラザで距離をとって行
うようになりました。また、アルツハ
イマー病や認知症の方と生活する
方やその介護をされている方を対
象としたケアギバーサポートグル
ープもバーチャルで活動を継続し
ています。最後に、DV被害者の自
立を支援するシェルター、コスモス
では現在、居住者のより良い住居
環境を求め、総額100万ドルをか
けた改装事業が行われているとこ

ろです。 
　この先の未来を見据えた時、復興に向けたさらなる激務が立ち
はだかっているのが分かります。われわれの活動を支えてくださっ
た皆様に心よりお礼を申し上げますとともに、皆様の支えがあった
おかげで、この世界的なパンデミックに対応すべく臨機応変に方向
転換や修正、調整をすることで変わらずコミュニティの方々を支援
することができました。今後さらに前に進んでいくためにも、引き続
きのご支援をお願いしたいと思っております。めまぐるしい変化の
最中、われわれLTSCがコミュニティに奉仕する約束は変わりませ
ん。皆様と一緒に支援できれば光栄です。 
　2021年が健康で安全で快適でありますように。
 

感謝の気持ちを込めて 
マーガレット・シマダ 

社会福祉部部長

Gratefully, 

Margaret Shimada 

Director of Social Services
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Meet the Artist
アーティストをご紹介

Kristal De Marcos

LTSCティーン・グループ 
「リトル東京のMi CASA」

LTSC Teen Group  
Mi CASA in Little Tokyo

クリスタル・デ・マルコス 
さん

Every year, the Social Service Department works with local artists to design a Nengajyo (New Year’s card). This 

year, we worked with Kristal from a member of the LTSC teen group, Mi CASA. The 2021 Year of the Ox drawing 

is her creation!

     Ever since I was a young girl, I have always had a passion for art. I started to draw around the age of 5 and 

my imagination would run wild; images of what I wanted to draw would appear around me. No matter how off my 

drawing may have looked like, I always did my best to project the images that I saw in my head onto paper.  

     I usually like to draw the emotions I feel. It all depends on the situation I am in, which encourages me to create 

different sorts of things. When creating art, I am at ease because I can express myself. It brings me joy when I am 

allowed to create something new.  -Kristal De Marcos

社会福祉部では毎年、地元で活躍するアーティストにお願いし、年賀状のデザインを作成してもらっています。丑年の今年は、LTSCテ
ィーングループ「Mi CASA」のメンバーであるクリスタルさんの作品です。
　子供の頃から常に、アートに情熱を持っていました。5歳のころから絵を描き始め、私の創造は限りなく湧いてきました：描きたいと
思うイメージが周りに見えてくるのです。浮かんだイメージがどんなに現実とかけ離れていたとしても、頭に浮かんだイメージを画面
に再現できるよう、常にベストを尽くしてきました。 
　私は自分が感じたフィーリングを描くのが好きです。それは、その時の私が置かれている状況により、異なった種類のものを創造す
ることができます。絵を描いている時、アートを通じて自分自身を表現することができるので、とてもリラックスできます。何か新しい
ものを作れる時が、私にとっての喜びです。 -クリスタル・デ・マルコスさん
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About 30 years ago, Yasuko Sakamoto, the founding 

Director of Social Services, developed a contract 
with the Los Angeles County Department of Children 
and Family Services (DCFS). The program grew over 
the years and has served the community in various 

ways. The direct contract with DCFS ended in Decem-

ber 2014 as the county and state changed its system. 

However, as the needs in the community were still 

high, we continued our services by subcontracting with 

Special Services for Groups as a member of the Asian 

Pacific Islander Collaborative in 2015. 
     Through this program, we serve 

families with minor children, including 

pregnant mothers, who reside in Los 

Angeles County. We offer therapy and 
support groups for individuals, families, 

and couples as well as case manage-

ment services, parenting workshops 

and referrals to legal services, medical 

treatment and other appropriate enti-

ties. At workshops, we have covered a 

wide variety of topics from child abuse 

prevention to bilingualism, stress 

management, school system, sex education and much 

more.

     When the pandemic started, many parents and 
children were forced to change their lifestyles and have 

been having a difficult time adjusting to the new normal. 
As a result, many children and youth have started de-

veloping feelings of depression. Parents are also forced 

to work from home and the closer proximity can some-

times cause stress and frustration. We are committed to 
mental and emotional wellness for families and are here 

to offer our support. 

     We have many more programs offering a wide 
variety of social services at LTSC. If you need any help, 
please call us at 213-473-3035.

約30年前、創始社会福祉部部長である坂本安子が、ロサ
ンゼルス郡のDepartment of Children and Family 

Services（DCFS）と直接契約を結び、LTSCでも子供と家族を対
象としたサービスの提供が可能になりました。同プログラムのケ
ースは年々増え続け、さまざまな形でコミュニティに貢献していき
ました。ところが 郡と州の制度変更によりDCFSとの直接契約は
2014年12月に停止。しかし、コミュニティ内のニーズは引き続き
高かったため、アジア環太平洋共同メンバーとしてSSG（Special 
Services for Groups）を通じ、下請け契約をすることでサービス

継続が可能となりました。 
　このプログラムは、ロサンゼルス郡在住の妊婦を
含め幼児のいる家族を対象に、ケアマネジメント、
子育てワークショップ、法的サービスや治療など適
切なその他専門団体への照会、個人、家族、カップ
ルのためのサポートグループを提供しています。子
育てワークショップでは、児童虐待や二か国語併
用、ストレス管理、アメリカの学校制度、性教育やそ
の他多くのトピックを扱い、参加者を交え有意義な
話し合い、支え合いを提供しています。 
　新型コロナウィルスの世界的大流行を受け、多
くの親や子供が暮らしぶりに大きな変化を強いら

れ、新しい日常に苦慮しています。結果
として、子供や若者の多くに鬱の状態
がみられるようになり、親もまた外出せ
ず在宅勤務を強いられることで親子関
係が変化し、時にはストレスや苛立ち
を感じています。われわれは、家族の精
神的・感情的健康のケア、そしてサポー
ト提供に尽力しています。 
　LTSCの社会福祉部にはその他多く
のプログラムがあります。お手伝いが
必要な方は、どうぞ213-473-3035
にお電話下さい。

子供と家族のサービス：  
家族のための精神的・感情的健康のケアを提供
After 40 years of providing services in the community, 

LTSC has exerienced growth. Even within the Social 

Services Department, we now have many different 

programs to help families with children, seniors, domes-

tic violence survivors, caregivers and more. Today, we 

would like to feature one of our core programs, Children 

and Families Services. 

コミュニティにサービスを提供するため40年前に設立されて以
来、LTSCは大きく成長しました。社会福祉部内でも多くのプログラ
ムが存在し、子供のいる家族をはじめ、高齢者やDVサバイバー、ケ
アギバーなど、さまざまな方々に社会福祉サービスを提供していま
す。今日は、その中でも中心的なプログラムの一つである「子供と家
族のためのサービス」について取り上げたいと思います。

Children and Families Services:  
Caring for families’ mental and emotional wellness
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Since the threat of COVID-19 has dramati-
cally changed our daily lives and restrict-

ed many social interactions, we are unable 

to have large group gatherings and activities 

like before. To prioritize participants’ safety 

and health, and to prevent spreading infec-

tion, Far East Lounge (FEL) has temporarily 

suspended all activities in its physical space.

     Although in-person gatherings are re-

stricted, senior engagement and community 

connection are still important for our mental 

wellness and health. Therefore, FEL is now 

offering free virtual classes to help seniors 

maintain their connections with the com-

munity and prevent social isolation during 

COVID-19 restrictions. 
     Currently, we offer two classes via Zoom: 

(1) Chair Exercise class and (2) Computer & 

Smartphone class. Also, we are planning to 

have a Chair Yoga class and a Ukelele class 

soon.

     All Zoom classes are completely FREE 

for seniors. If you have a computer or smart-
phone, but you are not familiar with using tech-

nology and Zoom, instructors will gladly help 

with any technical issues. Don’t worry, we will 
teach you how to set up and use Zoom before 

the class begins!

 ＊Chair Exercise Class:  

 Monday 10:00AM - 10:30AM 

 ＊Computer & Smartphone Class:  

 Appointment only, 1 on 1

     If you or your friends are interested in tak-

ing our classes or have any questions, please 

email fel@ltsc.org, or contact 213-621-4158. 

We will send you more details and a Zoom 
link! We are looking forward to seeing you all 
in one of our Zoom classes! 

FEL Offers Zoom Classes

Participant’s testimonial
“Since this pandemic started, my wife and I 

couldn’t go FEL class anymore and stayed home 
all day, which made us lonely and sad. But, now 
through the Zoom class, we can enjoy exer-

cise class and socialize with other participants! 
Thank you, LTSC and FEL.” (Mr.and Ms.Wada)

新型コロナウィルスの影響で、私達の日常やソーシャルライフは大きく変
わり、以前のように大人数での集まりや活動が出来なくなりました。参

加者のほとんどがシニアであるファーイースト・ラウンジ（FEL）では、皆様の健
康と安全を第一とし、ラウンジでの集まりや活動を休止しています。
　しかしこの様な状況にあってもシニアが心身ともに健康であり、そしてコ
ミュニティの一員として社会と関わり持ち続けることは大切なことです。そこ
で、FELでは社会的孤立を減らし、またシニアがコミュニティとの繋がりを大切
にできるように無料のオンラインクラスを提供しています。
　現在、(1) チェアエクササイズと、(2)コンピューター＆スマートフォンの使い
方の２クラスを毎週Zoomで提供しています（日程は下記の予定表を参照して
ください）。今後さらに、ウクレレのクラスとチェアヨガのクラスを近日中に始め
る予定です。
　オンラインクラスはシニアの方々に無料で提供しています。コンピューター
やスマートフォンをお持ちでも使い方がよく分からなかったり、いまいちZoom
の使い方が分からない方でもご安心下さい。FELのスタッフが丁寧に一からお
教えします。

　＊チェアエクササイズのクラス： 毎週月曜日10:00AM - 10:30AM
　＊コンピューター＆スマートフォンのクラス: 予約制、１対１

　是非お友達も誘ってfel@ltsc.org、または213-621-4158 までご連絡下
さい。詳細、またZoomのリンクをお送りします。皆様のご参加を楽しみにお待
ちしております！

参加者の声
「パンデミックが始まって以来、私達夫婦はFELのクラスに参加す
ることも出来なくなりました。一日中家にいると孤独を感じる時も
ありました。しかし今、Zoomを通して皆さんとまた会え、一緒にエ
クササイズができることをとても嬉しく思っています。リトル東京サ
ービスセンターとFELには感謝でいっぱいです」　(和田ご夫妻)

FELでオンラインクラス提供
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Why did you decide to work in the social service field?  
     At Los Angeles City College, I was in the Human 
Services Program in the psychology department. I was 
already keen on psychology after experiencing a period of 

depression when I was still in Japan. Not knowing about 
treatment options then, I stayed in bed and tried to dis-

connect myself from the world. As I was ready to transfer 
to Cal State University of Los Angeles, one of my psychol-

ogy professors suggested that I look into the Social Work 
department. I had never heard of social work then, but I 
immediately felt great interest. I was very much attracted 
to the variety of social work fields: medical, mental health, 
community, and social issues.  

     LTSC took me in as an undergrad fieldwork student in 
1989, and I was hired the following year. I don’t know if I 
would have gone to the UCLA graduate school of social 

work and eventually gotten a license for clinical social 

work if LTSC didn’t provide me with continuing encourage-

ment.  

What do you like about working in this field? 

     As an immigrant, I sometimes think about a sense of 
belonging. Am I still a guest in America? Do I really have 
a home here? Where do I go when I need help? To me, 
the core of social work is relationships and connections. 

Relationships and connections between myself and others 

like the clients, colleagues, and communities. When I 
feel stuck or overwhelmed with work, I defocus from the 
problem itself and ask myself how I want the relationship 
to be, and what kind of connection folks are seeking in the 

relationship. As a licensed clinical social worker providing 

mental health services, the therapeutic relationship is the 

key foundation. Working in this field for the last 30 years, I 
am continuing to value and cherish those relationships.

What are the challenges as a social worker at LTSC? 

     I think social work is not well understood by most of the 
general public. When I started working in the field three 
decades ago, people in the community often thought I 
was a volunteer. It is challenging to explain who we are in 
one sentence. Today, I still hear some folks think that the 
LTSC social services staff are unpaid volunteers, and so 

we have very little operating expenses. The fact is we are 

professionals offering special knowledge and skills with a 

big heart. We are tirelessly working to gain more funding 

なぜ社会福祉の分野で働くことを決めたのですか？ 
　ロサンゼルス・シティー・カレッジの心理学部でヒューマンサ
ービスを履修していました。まだ日本にいた頃にうつを体験して
以来、心理学に高い関心を持っていたからです。当時は治療の
選択肢を全く知らず、ただただベッドに横たわり、世の中から自
分を断ち切ろうとしていました。カリフォルニア州立大学ロサン
ゼルス校に転入する直前に、心理学部のある教授が社会福祉
部を紹介してくれました。社会福祉について当時は全く聞いたこ
とがありませんでしたが、すぐに興味がわきました。社会福祉が
関わるさまざまな分野：医療、メンタルヘルス、コミュニティそし
て社会問題など、その豊富な分野に大きな興味を持ちました。 
　LTSCには、1989年にフィールドワークの学生として採用さ
れ、翌年に正式採用されました。LTSCでの経験また励ましがな
ければ、UCLAで社会福祉の修士号や臨床社会福祉士の免許
も取得していなかったことでしょう。

この分野の何が好きですか？ 
　移民として時々、私は一体どこに属するのか考えることがあり
ます。「私はまだアメリカではお客様なのか？」「私の居場所や我
が家は、本当にここにあるのか？」「助けが必要な時はどこに行
けばいいのか？」など。私にとって、社会福祉の核の部分はリレ
ーションシップとつながりだと思っています。私とクライアント、
同僚やコミュニティとのリレーションシップとつながりです。仕
事に行き詰まったり圧倒された時、問題そのものから少し距離
を置き、自分がどのようなリレーションシップを作りたいか、また
皆さんが私に対してどのようなつながりを求めているのかを自
分に問いかけます。メンタルヘルスサービスを提供する臨床社
会福祉士として、治癒力のあるリレーションシップは重要な基礎
です。この分野で30年働きながら、私はこのリレーションシップ
とつながりをこれからも尊重し、大切にしていきたいと思ってい
ます。

LTSCで社会福祉士として働く上での課題は何ですか？ 
　社会福祉は一般の人にはよく理解されていないと思います。
私が30年前にこの分野で働き始めた時、コミュニティの人は私
がボランティアだと思っていました。私たちの職務を一言で説明
するのは難しいことです。実際未だに、LTSCの社会福祉部のス
タッフは給与のないボランティアで、経営費も一切かからないと
考えている方々がいると聞きます。しかし事実私たちスタッフは、
広い心で特別な知識と技術を提供する専門家なのです。助けを

National Professional Social Work Month

全米社会福祉認識月間
March is National Professional Social Work Month. 

Meet one of LTSC’s social services counselors.

3月は「全米社会福祉認識月間」です。LTSCの社会福祉部
でカウンセラーとして働くスタッフに話を聞きました。
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so we can serve more people in need. I am very proud of 
that.

What would you say to people who are considering 

mental health services? 

     I really want to take the mystery out of mental health 
services. We are not psychic! We can’t read your mind. 
We rely on what you share with us and what you are willing 
to work on. We want you to lead your own life, and we 
would be supporting your effort with professional knowl-

edge and skills.  

     Sometimes we place a tight lid on difficult experiences 
and emotions from the past. We do it so we can still go on 
and not have to feel the emotional pain all the time. I don’t 
believe in forcing the lid open as a psychotherapist. There 

are other safe and healthy ways to gain emotional recov-

ery and move forward. Just like physical health, there are 
a variety of conditions, symptoms, and treatments under 

mental health. I often hear “why do I still feel so bad? I am 
doing all I can!” I explain that mental health conditions 
are not about weakness of character, and it’s not about 

being lazy or inferior. And in some cases, a combination of 

psychotherapy and medication therapy would be the best 

shot. 

     It is never easy to ask for help. The first step takes a lot 
of courage. Asking for help is also the most beautiful act 

because it shows that you really care about yourself and 

the people around you—that you want to make your life 

better.  
Akiko Mimura-Lazare, LCSW 

Clinical Social Worker

必要としている人たちにもっと役立てるよう、またもっと運営資
金を得られるために根気強く働いています。私はそれを大きな
誇りにしています。 

メンタルヘルスサービスを考えている人に一言お願いします。 
　私は常にメンタルヘルスサービスにまつわるモヤモヤを取り
除きたいと思っています。私たちは霊能力者ではなく、皆さんの
心を読むことはできません。クライアントである皆さんが私たち
と向き合い、分かち合い、問題に取り組んでいこうという皆さん
の意識が頼りなのです。クライアントである皆さんがご自身で自
分の人生を導いて欲しいと望んでおり、私たちは専門的な知識
と技術でその皆さんの努力をサポートします。 
　時々私たちは過去の辛い経験や感情に蓋をしてしまいます。
蓋をすることで、辛い感情を一時忘れ、前に進むことができるか
らです。心理療法士として、その蓋をこじ開けようとは思いませ
ん。無理なく、健康的に心の快復を進め、前に向かっていける方
法がいろいろあります。身体的な健康と同じように、メンタルヘ
ルスには多様な状態や症状、また治療があります。「こんなに頑
張っているのになんでまだつらいの？」という声をよく聞きます。
メンタルヘルスの症状は性格の弱さやだらしなさ、また劣勢など
では一切ありません。ケースによっては精神療法と薬物療法の
組み合わせが良い効果を生みます。 
　助けを求めるというのは容易ではありません。初めの一歩に
は大きな勇気がいります。助けを求めることは、あなたが自分自
身と周りの人を大切にしていることの表れでもあるので、実は最
も美しい行動なのです。

三村-ラザール晶子, LCSW 
臨床社会福祉士

When Caleb Kim was asked to 
express his gratitude for 

essential workers for a school 
project, he chose social workers 
because he understands how hard 
his mother, Hi-Woo Lee a licensed 
clinical social worker at LTSC, 
works and how 
dedicated all the 
social workers are. 
We are honored. 
Thank you, Caleb! 

エッセンシャルワー
カーに感謝を伝え

る宿題が出されたケイレブ・キムくんは、感謝
する相手に社会福祉士を選びました。LTSC
で臨床社会福祉士として働く母親ヒーウー・
リーをはじめ、世の中の社会福祉士が日々熱
心に働いていることを理解しているからだそ
うです。ケイレブくん、ありがとう！
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2021 is a new year and a fresh opportunity to examine 

your financial health. Here are some financial resolu-

tions to consider in the year ahead.   

Investment Review: Although everyone knew our 10-

year record-breaking bull-market run would come to an 

end at some point, COVID-19 put an exclamation mark 
on the 2020 market correction. In the spring of 2020, 
the S&P 500, which measures the value of stocks of the 

500 largest corporations, was down as much as 34%. 

Well-diversified portfolios fared much better, protecting 
investors on the downside, which allowed for a quick 

portfolio recovery. However, it’s not too late to consider 

adjustments that will allow your portfolio to continue to 

grow in 2021. Consider locking in some gains on the 

high-performing stocks of 2020 and repositioning those 

funds into asset classes that will likely fare well in the 

political and economic environment ahead.  

Debt: Consider paying down or refinancing existing 
debt. Due to COVID-19, the Federal Reserve dropped 
interest rates to near zero, and they do not have plans 

to increase interest rates until 2022 or later. This might 

present a good opportunity to refinance higher interest 
rate debt to the currently lower market rates.   

Emergency Fund: The prior industry standard was that 

a household with two steady income sources should 

have approximately three-months of living expenses 

in cash for emergencies (six-months for one-income 

households). However, COVID has reminded us that 
emergencies, by definition, are unplanned and out of 
our control. Therefore, many experts have increased 

Emergency Fund recommendations to six to twelve 

months of living expenses. This allows you to cover 

expenses with cash, rather than taking funds out of the 

market or a retirement account, which could trigger 

income tax and penalties or lock in temporary market 

losses.   

 

Retirement Savings: Although counterintuitive, some 

of the best retirement savings are made during volatile 

times. When the market is low, you can buy more shares 
at a discounted price that may go up as the economy 

recovers. Therefore, if you are enrolled in a work-spon-

sored plan such as a 401(k) or 403(b), continue to make 

regularly scheduled contributions. This strategy of Dol-

lar Cost Averaging will benefit a long-term investment 
such as a retirement fund.  

Taxes: COVID-19 added to our already significant 
national deficit and programs such as Medicare and 
Social Security are anticipated to run out of funding by 

2030. As such, the government will need to delicately 

reconsider changes which may include higher taxes, 

decreased tax benefits (i.e.tax deductions, or preferen-

tial tax rates), or reduced government benefits, such as 
extending the Social Security Full Retirement Age (FRA) 

for future generations. In anticipation of higher taxes, 
many are considering utilizing tools such as Roth IRAs, 
Roth 401(k)s or Roth conversions to pay taxes at current 

rates, rather than possibly higher future tax rates. Each 

tax strategy depends upon the individual’s finances 
and should be discussed in advance with your financial 
advisor or CPA. 

 

Estate Planning: COVID reminded us to never take our 
health for granted. Consider utilizing a will and trust to 

ensure your estate is in order. Inclusive in this process, 
a Health Directive and Power of Attorney can provide 
peace of mind that should you become incapacitated, 

a trusted person can speak to doctors on your behalf 

and/or help ensure your financial matters are handled 
properly.  

 

Charitable Giving: The IRS is examining permanent 
solutions to make gifting to non-profits easier. Currently, 
Qualified Charitable Distributions (QCDs) allow a retiree 
subject to Required Minimum Distributions (RMDs) to 
get a direct reduction of income on charitable gifts. 

This is a useful tool for those looking to reduce taxable 

income annually.  

Some strategies require careful consideration or cus-

tomized implementation, so consult a financial advisor 
for guidance along the way. Best wishes for continued 

good health in the New Year!  

======================================

The opinions expressed above are solely those of 

Kondo Wealth Advisors, Inc., (626-449-7783 info@

kondowealthadvisors.com) a Registered Investment 

Advisor in the state of California. Neither Kondo Wealth 

Advisors, Inc. nor its representatives provide legal, tax 

or accounting advice.

Tackling Financial Health in 2021
Kondo Wealth Advisors, Inc.
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2021年新年は、自身の財政状況を確認する好機会です。これか
ら先に考えるべき財政的な解決策をご紹介します。 

投資の再検討: ここ10年の記録的上げ相場にいつか終わり
が来ることは、誰もが分かっていましたが、新型コロナウィルス

（COVID-19）の影響で2020年の市場がこれほど下がるとは思
いませんでした。2020年春、S&P500は34%下落しました。リス
ク分散型ポートフォリオは下降している投資家を保護しながら迅
速にポートフォリオを快復させましたが、2021年に引き続き成長
させる調整を考えるのは遅くありません。2020年の高収益の株を
売却し、今後の政治的、経済的な環境変化にうまくやっていけそう
なものに投資することを考慮してみてください。 

負債: 今ある負債を払い終える、またはリファイナンスすることを考
えて下さい。COVID-19の影響により、連邦準備制度理事会は金
利をほぼゼロにし、2022年いこうまで金利を上げる予定はありま
せん。リファイナンスするよい機会かもしれません。 

緊急資金: 以前の業界水準では、２つの安定した収入源のある
世帯は緊急時に備え、現金で3カ月分の生活費を蓄えておくべき

（１つの収入源のある世帯では6か月分）とのことでした。しかし
COVID-19の影響を経験し、緊急事態は予測できずコントロール
できないものだと再認識させられた今、緊急資金は６か月から１年
分の生活費を蓄えておくべきと、多くの専門家が見方を示していま
す。現金で用意しておくことで、所得税や早期引き出しや解約による
ペナルティーが課せられる可能性のある投資や退職金から資金調
達を避けることができます。

退職後の貯蓄: 最善の退職後の貯蓄プランは景気が不安定な時
期に作られます。市場に活気がない時、景気が回復した将来値上
がりする可能性のある株を割引価格で購入することができます。よ
って、401(k) や403(b)のような企業年金制度に加入している場
合、継続して積み立てしましょう。このドル・コスト平均法の戦略は
退職基金のような長期投資に利益があります。 

税金: COVID-19の影響により国家赤字がさらに悪化し、メディケ
アとソーシャルセキュリティのようなプログラムの資金は2030年
までには尽きてしまうと予想されています。そのような時、政府は税
金を上げ、税制優遇策を減らし（例：課税控除や減税）、未来の世代

のためにソーシャルセキュリティの通常退職年齢（FRA）を延長す
るなどといった政府のベネフィットを減らす対策を再考する必要が
あるでしょう。将来の増税を見込み、多くの人は現在の税率でRoth 
IRAsやRoth 401(k)、またRothなどを活用することを考えていま
す。税対策は各自の財政状況によって変わるため、ファイナンシャル
アドバイザーやCAPなど専門家に相談されることをお勧めします。

資産計画: COVID-19は健康が当たり前に与えられたものではな
いことを示しました。資産がきちんと整理されているかを確かめる
ためにも、遺言やトラストを作ることを検討してください。また、自分
に判断能力がなくなった時に利用される事前医療指示書と委任状
の準備も合わせてしておくといいでしょう。委託人はあなたの代わ
りに医者と話すことができますし、またあなたの財政的な事柄を正
当に扱ってくれます。

慈善贈与: IRSは非営利の贈与を簡単にできるように考えていると
ころです。現在、Qualified Charitable Distributions（QCD）は
引退者にRequired Minimum Distributions（最低強制引出）を
事前贈与に対して直接減税を認めております。これは毎年の減税に
は有効な方法です。これら戦略のいくつかには注意深い考察と各自
の好みが求められます。ファイナンシャルアドバイザーと方針を相
談してください。今年も引き続き健康な年でありますように。今年も
ご健康で幸多い年でありますように！ 

==========================================
上記はKondo Wealth Advisors, Incの意見です。(a Reg-
istered Invest-
ment Advisor 
in the State of 
California. 626-
449-7783、info@
kondowealthadvi-
sors.com). Kondo 
Wealth Advisors, 
Inc.およびその代理
人も、法律、税金、会
計のアドバイスは一
切しておりません。　

健全な財政に向けた2021年の取り組み
Kondo Wealth Advisors, Inc.
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As we are in the middle of Influenza (flu) season, it 
is helpful to understand the differences and sim-

ilarities between the flu and COVID-19. According to 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
the flu and COVID-19 are both contagious respirato-

ry illnesses, but they are caused by different viruses. 

COVID-19 is caused by the new coronavirus, called 
SARS-CoV-2, and the flu is caused by influenza viruses. 
But how do we tell the difference? 

 

 

  Differences

COVID-19 seems to spread more easily than the 
flu and causes more serious illnesses in some 
people. It can also take longer before people 
show symptoms and people can be contagious 

for longer. It can also cause changes in or loss 
of taste or smell. 

 Similarities

Both COVID-19 and the flu can cause 
fever or chills, coughing, shortness of 

breath or difficulty breathing, fatigue, 
sore throat, runny or stuffy nose, mus-

cle pain or body aches, and headache. 

Some people may have vomiting and diarrhea, 

though this is more common in children than 

adults. 

As we learn about this new virus on a daily 

basis, for now, the only way to truly diagnose 

whether you have the flu or COVID-19 is through 
testing. 

According to CDC, the best practice to protect 
yourselves from COVID-19 remains the same: 

• wash your hands often (for at least 20 sec-

onds each time), 

• avoid close contact with others, 

• cover your mouth and nose with a mask, 

• cover coughs and sneezes, 

• clean and disinfect often, and 

• monitor your health daily

What is the Differences between Influenza and COVID-19?

インフルエンザと新型コロナウィルスの違いとは？

インフルエンザ（フルー）シーズン真っ只中の今、フルーと新型
コロナウィルス（COVID-19）との相違点と類似点をそれぞ

れ理解しておくことは大切です。米疾病管理予防センター（CDC）
によると、フルーとCOVID-19は両方とも伝染性の呼吸関連の
病気ですが、それぞれ異なったウィルスによってもたらされま
す。COVID-19はSARS-CoV-2と呼ばれる新しいコロナウィルス
によるもので、フルーはインフルエンザウィルスによるものです。で
は、われわれ一般人はどのようにして違いを知ることができるので
しょうか？ 

相違点 

COVID-19はフルーより簡単に蔓延し、人によってはか
なり深刻な症状を起こします。症状が出るまで長くかか
り、伝染力が長いのです。また、味覚や臭覚が無くなると
いった変化をもたらします。 
 

 　類似点 

COVID-19もフルーも、両方とも発熱、寒気、
咳、息切れや呼吸困難、だるさ、喉の痛み、鼻水
または鼻づまり、筋肉痛や体の痛み、頭痛を引
き起こします。人によっては、嘔吐や下痢を起こ
しますが、これは大人より子供によく見られる
症状です。 

この新しいウィルスについて日々学んでいる中で、フルー
なのか、またはCOVID-19なのかの正確な判断は、テス
トをすることでしか分かりません。

CDCによると、新型コロナウィルスから身を守る最も有
効的な予防策は以前と変わらず：
　＊こまめに手を洗う（毎回少なくとも20秒） 
　＊よその人と近づかないようにする（距離を開ける） 
　＊マスクで口と鼻をカバーする 
　＊咳やくしゃみをする際は口を塞ぐ 
　＊身の回りを清潔にし、よく消毒する 
　＊自身の健康状態をよく観察する
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Itadakimasu

Linda Yung 
 

I’m a Registered Die-
titian Nutritionist and 
a lover of all things 

delicious and healthy. 
In my free time, I 

practice tai chi and 
yoga. I love waking up 

to my cats, morning 
meditation, brunching, 

and adventuring. I 
also enjoy exploring 

farmers markets, 
reading fantasy, and 
experimenting in the 

kitchen.

材料：　
2－3ポンド  ショートリブ
3カップ 赤ワイン　(銘柄でなくてよい）
１つ  大きな玉ねぎ　みじん切り
1本　 人参 みじん切り
大さじ３  オリーブオイル　 
５－7片  ニンニク
小さじ２－３  塩（好みで）
小さじ２  黒コショウ　
小さじ1/2   Herb de Provence （または新
鮮なローズマリーかタイム）
１－２枚  ベイリーフ　

Ingredients:

2-3 lb beef short ribs

3 cups red wine (nothing too fancy)

1 large onion, chopped

1 carrot, chopped

3 tablespoons olive oil

5-7 cloves of garlic

2-3 teaspoons salt (to taste)

2 teaspoons black pepper

1/2 teaspoons Herb de Provence (or 

fresh rosemary and thyme)

1-2 bay leaves

Instructions

1. Coat short ribs with 1tsp of salt and pepper.

2. Put olive oil and garlic in pot and heat to High. Then, sautee onions and carrots with 

Herb de Provence until slightly browned. 

3. Insert beef into pot and once all side are slight seared, add red wine.
4. When the red wine begins to simmer, turn heat down to 
low. Add bay leaves and leave to simmer for 2-3 hours with 

lid slightly ajar.

5. Check every 30 minutes to an hour and mix gently. Give 

it a taste test and add salt and pepper if needed.

6. Take beef off heat and SKIM OFF ALL THE OIL. There 
should be at least a centimeter or two of clear yellowish oil. 

Please dispose of all of it.  Let beef cool for an hour or leave over night. Once beef cools, 

more oil should condense on top in a white lard mass. Get rid of that too!

7. One hour before serving, simmer pot of short ribs on low heat.

1. ショートリブに塩とコショウ小さじ１程度をふっておく。
2. 鍋にオリーブオイルとニンニクを入れ火にかける。鍋が熱くなったら、タマ
ネギと人参、herb de Provenceをいれて少し茶色になるまで炒める。 
3. ショートリブをいれて両面に軽く焼き色がついたら赤ワインを入れる。
4. 赤ワインがグツグツ煮えてきたら、火力を弱火に下げる。ベイリーフを加え
２－３時間ほど蓋をすこし開いてとろ火で煮る。
5. ３０分から１時間ごとにチェックして静かにまぜる。味見をして必要であれば塩とコショウを足す。
6. ショートリブを取り出し、油を取り除く。少なくとも深さ１－２ｃｍの黄色い透明の油が残るので、すべて
捨てる。ショートリブを１時間または一晩冷やす。ショートリブが冷めると、油がさらに白いラード状の塊に
なり肉の表面につくため、それも取り除き捨てる。
7. 食事を出す１時間前に、ショートリブの鍋を弱火でトロトロと煮る。

作り方
リンダ・ヤン 

 

私は栄養士です。美味し
くて、ヘルシーなもの全
てを愛するものです。余
暇にタイチーとヨガをし
ています。私の楽しみ

は、猫とともに目を覚ま
すこと、朝の瞑想、ブラ
ンチ、冒険です。また、
ファーマーズマーケット
の散策やファンタジー小
説を読むこと、そしてキ
ッチンでの時間を楽しん

でいます。

Red Wine Braised Short Ribs
By Linda Yung

リンダさんの  
ショートリブの赤ワイン炒め煮



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 90247

310-819-8659 

　　　　　　　　　　     For details, 詳細は213-473-3035

Need New Health Insurance? 

We know that we are currently living through many 

changes. Changes can also impact your health 

insurance needs. This is a reminder that for 2021 cover-

age through Covered California open-enrollment period 

is through Jan. 31, 2021. However, anyone experienc-

ing qualifying life events can apply at any time of the 

year. Common changes are loss of health insurance 

usually due to a change in job, getting married, or mov-

ing to a new area.

If you have limited income and resources, you may be 
eligible for Medi-Cal (California’s Medicaid program, 

which is supported by federal and state taxes). Me-

di-Cal enrollment is year-round.

If you are 65 years of age or will be 65 soon, or any age 
with a disability you may also qualify for Medicare.

If you have any health insurance questions or need as-

sistance, please contact LTSC at 213-473-3035.

新しい健康保険が必要ですか？

現在、われわれの生活は大きな変化を強いられています。これ
らの変化は、健康保険にも影響を及ぼします。カバードカリ

フォルニアの2021年の申し込みは2021年1月31日までですが、
失業、結婚、また他所への引っ越しなどといった理由で医療保険を
失った方は、この期日に関係なくいつでも保険の申し込みをするこ
とができます。 

もし限られた収入や財産しかない方の場合、低所得者用医療保険
Medi-Cal（連邦税と州税からのサポートによるカリフォルニア週
のMedicaidプログラム）のを申請する資格があります。Medi-Cal
への申請は1年中受け付けています。 

さらに、65才の方、またはもうすぐ65才になる方、または障害者で
ある方は、連邦政府が運営する高齢者、および障害者のための健
康保険Medicareの申請の資格があります。 

その他、健康保険の質問がある方、また申請のお手伝いが必要な
方は、213-473-3035にご連絡下さい。


