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Attacks against Asian people—in particular 

the elderly—have increased dramatically 

in recent months, often motivated by racial 

hatred. 

Although anti-Asian hate, racist policies, 

and violence, have been a part of Amer-

ican history for 

over a century—

from the Chinese 

Exclusion Act 

of 1882 that 

banned Chinese 

immigration, to 

the incarcera-

tion of 120,000 

persons of Jap-

anese ancestry 

in concentration 

camps during 

World War 2, 

and thousands 

of other exam-

ples through the 

Together,  
We Can Combat  
Anti-Asian Hate 

共に
アジア系に対する憎悪犯罪に 

立ち向かいましょう
アジア人に対する攻撃－特に高齢者を狙った－が
近ごろ劇的に増えています。多くは人種的な憎悪に
よるものです。

アジア人に対する憎悪、人種差別や暴力は一世
紀以上も続くアメリカ史の一部です－中国か

らの移民を中止させ
た1882年の中国人
除外条項をはじめ、
第二次世界大戦中
に日本を祖先にする
12万人の日系人を
強制収容したことま
で、またその他何千
もの事例が存在し
ます－しかし、去年
は国内あらゆるとこ
ろでただならぬ数の
卑劣な事件が起こり

ました。アジア人に対
しての犯罪と事件の
発端はドナルド・トラ

2021

Asian Americans, particularly people in Chinatowns, have been 

targeted since the 1880s. People from all backgrounds are com-

ing together to oppose anti-Asian hate. アジア系アメリカ人、
特にチャイナタウンでは、1880年代から憎悪犯罪の標的にさ
れてきました。様々な人種背景を持つ人が反対運動に参加
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years—there has been an alarming number of horifying 

incidents all across the country in the past year. Many 

attribute the spate of 

crimes and incidents 

against Asian people to 

the inflammatory rheto-

ric of former president 

Donald Trump. 

     As of March 31, 

2021, 6,603 incidents 

of physical assaults, 

verbal harassment and 

civil rights violations 

against Asians were 

reported in the last 12 

months, according 

to Stop AAPI Hate (the 

nation’s leading 

coalition documenting 

incidents). Many more 

crimes and incidents go 

unreported.

     LTSC is opposed to racism, not only anti-Asian rac-

ism, but racism against any group. Specifically in Little 
Tokyo where so many seniors live, we are working with 

others in the community to take steps to prevent crimes 

against people and to strengthen our community:

• Flyers with Safety Tips, developed in collabo-

ration with Keiro, are being distributed. Posters 

and window signs are being designed.

• At Little Tokyo Towers, public safety workshops 

have been presented.

• Whistles and personal alarms are being distrib-

uted for personal protection.

• Training sessions in basic self-defense 

and bystander intervention for seniors 

and community members.

• Emotional support and mental health 

counseling for victims and anyone who 

is experiencing anxiety, fear or stress.

     Let us work together as a community to com-

bat hatred and make Little Tokyo a safe commu-

nity for seniors and everyone else.

ンプ前大統領による扇動的な誇張によるものでした。
　Stop AAPI Hate（全米で事件を文書化する代表団体）による

と、2021年3月31日現在で
アジア人に対する身体的暴
行、言語による攻撃や市民
権の侵害は過去12か月で
6,603の事件が報告されて
います。報告されていない犯
罪や事件は数多くあります。
　LTSCは反アジア人差別
ばかりでなく、いかなるグル
ープへの差別に対しても強く
抗議します。特に大勢の高齢
者が住んでいるリトル東京
では、住民に対する犯罪を
防ぎ、そしてコミュニティ強
化のために、コミュニティ内
のさまざまな団体、グループ
と協力しています：

• Keiroと協力し、安全対策のフライヤーを制作、配布。ポ
スターとウィンドーサインもデザイン

• リトル東京タワーズでは、公衆安全のワークショップを
主催

• 個人の保護のために笛や個人警報器を配布
• 基本的な自己防衛と傍観者介入に関するトレーニング

を主催
• 被害に遭われた方へ精神面のサポートとカウンセリング

を提供
　憎悪撲滅のためにコミュニティが一丸となって共に立ち向かい
ましょう。そして、高齢者と全ての人のためにリトル東京を安全で暮
らしやすいコミュニティにしましょう。

Black and Asian solidarity has been a key part of people of all races and 

ethnicities coming together to combat racism. 黒人とアジア人の連帯は、人
種差別に対抗しすべての人種が一つになるために大きな鍵となっている

Speaking out against hate at “Love Our Communities” rally held on March 

13 at JANM Plaza in Little Tokyo. ３月１３日に全米日系人博物館前で行わ
れた憎悪に反対する運動「コミュニティを愛そう」に参加する若者



u3

As more people get vaccinated, the United States as  

is experiencing a sharp decline in COVID-19 cases 

and a sense of normalcy is slowly starting to return. 

While it may take time to adjust to the “new normal,” 

we need to use all of our prevention tools to stop this 

pandemic. The COVID-19 vaccine is one of the most 

effective tools to protect your health and the community. 

     California residents can now request in-home vacci-

nations and/or transit assistance to get vaccinated by 

registering at MyTurn.ca.gov or by calling the California 

Department of Public Health (CDPH) COVID-19 Call 

Center at 1-833-422-4255. 

• If you need language assistance,  request 

“Japanese”. You will then be 

connected to an interpretation 

service.

• Request an in-home vaccine 

or transportation assistance. 

• You will be asked for the 

county you live in, full name, 

date of birth and medical in-

surance information. (You will 

not be turned away for lack of 

insurance).

• For in-home vaccination - The county will follow 

up with an appointment date. This may take up 

to 10 days. 

• For transportation support, call should be made 

5 days before your vaccine appointment date.

     LA County 

Residents (ex-

cludes Pasadena 

and Long Beach 

residents) -  - Re-

quest In-Home 

Vaccination 

Online here at bit.

ly/3wtkmp1

ワクチンを接種する人が
増え、新型コロナウィルス

（COVID-19）感染者数が全米
規模で急激に減少し、正常感が
ゆっくりと戻り始めています。「新
しい日常」に慣れるまで時間が掛
かるかもしれませんが、私たちは
全ての予防ツールを使ってこの
パンデミックを止める必要があります。COVID-19のワクチン摂取
は、あなた自身の健康とコミュニティを守る最も効果的な方法の一
つです。
　カリフォルニア州の住民は、自宅でのワクチン摂取、またワクチ

ン会場までの交通補助（送迎サービス）を
リクエストすることが出来ます。申し込み方
法は、 MyTurn.ca.govへ登録する、または 
カリフォルニア州公衆衛生局のCOVID-19 
コールセンターまでお電話下さい。電話番
号は1-833-422-4255です。
　電話でカリフォルニア州公衆衛生局の
COVID-19部門にサービスを依頼する場
合：　

• 日本語でのサポートが必要な場合、電話口で「ジャパニー
ズ」とリクエストして下さい。日本語の通訳サービスと繋
がります。

• 自宅でのワクチン摂取、または送迎サービスを依頼しま
す。

• ワクチンを受ける本人の住んでいる郡、フルネーム、生年
月日、そしてお持ちの健康保険の情報について質問され
ます（保険がなくてもサービスを拒否されることはありま
せん）。

• 自宅でのワクチン接種を希望される場合、お住まいの郡
から予約の日程について連絡があります。連絡が来るまで
１０日ほどかかる場合があります。

• 送迎サービスを希望される場合、ワクチン接種予定日の５
日前までにカリフォルニア州公衆衛生局のCOVID-19 コ
ールセンターまでご連絡下さい。

　ロサンゼルス郡住民のみ（パサデナ、ロングビーチ住民は除く）- 
自宅でのワクチン摂取オンライン予約はこちら　bit.ly/3wtkmp1

新型コロナウィルス：  
自宅ワクチン接種とワクチン接種会場への送迎サービス

COVID-19:  
In-home Vaccination and Transportation Assistance to Vaccine Sites
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“Groundhog Day” is an American tradition in which 

a groundhog named “Punxsatawney Phil” emerg-

es from his winter slumber on February 2nd every year 

and pokes his head out from his burrow. According to 

superstition, if the groundhog sees his own shadow, 

then the darkness and cold of winter will continue for six 

more weeks. But if Phil doesn’t see his shadow, then an 

early spring will dawn with hope, light and new life. 

     In the 1993 film, Groundhog Day, Bill Murray por-
trays an arrogant weatherman who is forced to cover 

the annual Groundhog Day festivities, an assignment he 

feels is far too trivial for his inflated ego. To his surprise, 
the weatherman awakens on February 2nd and finds 
himself trapped in his own endless winter and a hope-

less loop of reliving the same day over and over again.

His life becomes stuck in a never-ending ‘repeat’ mode. 

     For many of us, the COVID-19 pandemic represent-

ed our own Groundhog Day experience—the same 

things repeating day after day without milestones to 

record the passage of time. I often found myself experi-

encing this daily repetition, with one Zoom meeting blur-

ring into the next. The Zoom participants varied but the 

overall experience was a repeat of the previous hour, 

day and month. For many of us, the constant reiteration 

was mind-numbing and often exhausting.

     Initially, the new normal response was somewhat 

refreshing—commutes became less frequent, fewer 

social/work commitments on the weekends, and more 

‘down time’ spent in the comfort of our home. But over 

time, the prolonged sense of uncertainty and the devas-

tating loss of life, livelihood and connectedness began 

to take its toll.  We mourned our losses and prayed for 

life to resume and for the next cycle to begin.

     As with many good movies, Groundhog Day end-

ed happily with the weatherman figuring out a way to 
stop the loop and move forward. He recognizes that 

in order to break his internal cycle of darkness, he has 

to change. He learned to practice positive action over 

passivity, connect with others rather than focusing on 

himself and to 

embrace the 

deceptively 

ordinary as truly 

extraordinary. 

As the COVID 

pandemic eases 

in the US, it feels 

as if this veil of 

darkness has 

lifted. But how 

will we break our 

personal Groundhog Day loop? Will we stay within our 

comfort zone and keep our finger on the repeat button? 
Or, like the weatherman, will we practice new ways to 

move forward?  

     Moving forward doesn’t mean dismissing public 

health guidelines but it may mean adhering to them 

despite wanting to ‘do your own thing.’ Along with 

countless other lessons, this pandemic has taught us 

that the courage to take action can impact and save 

lives. We’ve learned that super-heroes are grocery store 

workers, nurses, teachers, doctors, social workers and 

other “ordinary” people doing extraordinary things. And 

we’ve learned to reflect on the little things and the value 
and joy they bring to our lives.

     It’s up to us. We can run from our shadow and 

burrow ourselves with our heads in the ground, or we 

can face the light, spring into action, and embrace the 

unknown. It’s our choice: a Groundhog Day loop or a 

new way forward. Which will you choose? 

Margaret Shimada 

Director of Social Services

Pandemic Lessons  

                from the Groundhog
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「グ ラウンドホッグデー」は、冬眠していた「パンクサトーニー・
フィル」と名付けられたグラウンドホッグが、2月2日に穴

から出てきた際に自分の影を見るかどうかで春の訪れを調べると
いうアメリカの伝統です。フィルが自分の影を見れば、暗く寒い冬
が６週間続く運命にあります。自分の影を見なければ、成長、希望、
光、そして新しい生命を運んでくる初春がやってくるというもの。
　1993年の映画「グラウンドホッグデー」の中で傲慢な天気予報
士の役を演じた俳優ビル・マレー。映画の中で彼はこの恒例行事と
なったグラウンドホッグデーを報道する担当となりますが、つまら
なすぎる仕事だと感じていました。しかし驚いたことに、彼は2月2
日に起き、終わりのない冬と希望のない日々を繰り返す人生に陥っ
ていることに気付きます。まるで彼の人生のサウンドトラックが一
生終わらない繰り返しモードになっているようでした。
　多くの人にとってCOVID-19のパンデミックは、時間の経過を感
じることなく、同じことが来る日も来る日も繰り返されるグラウンド
ホッグデーを象徴していました。私はズームミーティングに始まり、
ズームミーティングに終わる日々を繰り返していました。ズーム参
加者に会いこそしましたが、全体的な体感は前の時間、前日、先月
と同じの繰り返しでした。多くの人にとって、規則的な反復は退屈
で気持ちを疲れさせるものです。
　初めのうちは、新しい通常への適応はある意味新鮮でした—通
勤が減り、週末の社交/仕事が少なくなり、自宅て快適に休止時間
を過ごしました。しかし時が過ぎるにつれ、長引く不確かさや衝撃
的な死亡者数、暮らしと人とのかかわりあいなどが徐々に悪影響
を与え始めました。われわれは死者を悼み、前進できるよう祈りま
した。
　多くの面白い映画と同様に、「グラウンドホッグデー」は主人公の
天気予報士が繰り返されるループを止めで前進する方法をみつけ
だすことでハッピーエンドになりました。彼の内に秘めた暗闇のサイ
クルを壊すためには、彼が変わらなくてはならないことに彼自身が
気付いたのです。フィルは受動的に前向きな行動を起こすことを学
び、自分自身にばかり焦点を当てるのではなく、他人とかかわりを
持つこと、そして本当に並々ならぬものとして一見平凡に見える日
常こそが特別なことであることを学んだのです。アメリカでCOVID
パンデミックが緩和してくると、暗闇のベールがあがったのかと感
じます。しかしどのようにして個人的なグラウンドホッグデーのルー

プを断ち切ることができるでしょうか？安全なゾーンにとどまってリ
ピートボタンの上で指を置いておくのがよいのか？それとも、この天
気予報士のように新しい方法を見出し、前進することでしょうか？
　前進していくということは、保健所が提示するガイドラインを退
けることではなく、あなたが好きなようにやりたいと思う感情に反
し、ガイドラインを頑なに支持することを意味しているのかもしれ
ません。数えきれない数々の教えと共に、このパンデミックは行動
する勇気が影響を与え、命をも救うことを教えてくれました。スー
パーヒーローとは、スーパーマーケットの従業員、看護師、教師、医
師、ソーシャルワーカーをはじめ、並々ならないことをしている「普
通の人」だということを教えてくれました。彼らが私たちの生活にも
たらしてくれた小さなこと、価値と喜びについてじっくりと考えるこ
とを学びました。
　私たち次第です。私たちは自分の影から逃れることもできるし、
隠れることもできます。また、光に顔を向け、行動を起こし、未知のも
のを受け入れることができます。それは、私たちの選択です：グラウ
ンドホッグデーのループか、はたまた新しい方法か。あなたなら、ど
ちらを選びますか？

マーガレット・シマダ 
  社会福祉部部長

グラウンドホッグから学ぶ 
               パンデミックの教え
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LTSC Participated in Denim Day

LTSCはデニムデーに活動参加

Denim Day is part of a global campaign to pro-

mote Sexual Assault Awareness Month, held on a 

Wednesday in April every year. In 1992, the Supreme 

Court of Italy overturned a rape conviction by reason-

ing that because the victim was wearing tight jeans 

she must have helped the rapist to remove her jeans, 

thereby implying consent. The following day, the women 

in the Italian Parliament came to work wearing jeans in 

solidarity with the victim. 

     “Peace Over Violence” initiated the Denim Day 

campaign in 1999 to highlight the unjust ruling in the 

case. Activism surrounding it has since spread around 

the world. What started as a local campaign to bring 

awareness to victim-blaming and destructive myths that 

surround sexual violence has grown into a worldwide 

movement. 

     As the longest-running sexual violence prevention 

and education campaign in history, Denim Day asks 

community members, elected officials, businesses and 
students to make a social statement with their fashion 

by wearing jeans on this day as a visible means of 

protest against the misconceptions that surround sexual 

violence. At Little Tokyo Service Center, we participated 

in this campaign on Wed April 28th as we have done for 

the past eight years. 

デニムデーとは、４月の水曜日に性的暴行に関する認識を高
めるキャンペーンです。同キャンペーンは、1992年にイタリ

アの最高裁判所で出されたレイプ事件の判決内容に反発した人
により始まりました。それは、最高裁判事が「被害者はきついジー
ンズをはいていたため、レイプしようとした人にジーンズを脱がせ
る手助けをしなければ性行為はできなかったはず」と判断し、それ
により、「双方に性行為の同意があった」とみなし、レイプの有罪判
決が覆されたケースでした。その翌日、イタリア議会の女性はその
判決に抗議し、被害者へ支援の気持ちを込めジーンズ姿で出勤し
ました。 
　これを受け1999年に「Peace Over Violence」が、性的暴行に
まつわるさまざまな神話や被害者非難に関する認識を高めるデニ
ムデーキャンペーンを展開しました。草の根的運動として始まった
同キャンペーンは現在、世界的な運動へと成長しました。 
　デニムデーは、歴史的に最も長期にわたって続いている性的暴
行の予防と教育キャンペーンとして性的暴行にまつわる誤解に抗
議し、コミュニティのメンバー、選任された役人、会社員や生徒が目
に見える方法でこの日にジーンズをはいてファッションでその支援
を表明してくれるよう求めています。リトル東京サービスセンターで
は８年前から同運動に参加、今年は４月２８日（水）に同キャンペー
ンに参加しました。

What is Denim Day? デニムデーとは？

• Little Tokyo Service Center (LTSC): 213-473-3035
• LA Rape & Battering Hotlines 

213-626-3393 (Central LA) 
310-392-8381 (South LA) 
626-793-3385 (West San Gabriel Valley)

• National Domestic Violence Hotline: 800-799-SAFE (7233)
• Rape, Abuse, Incest National Network (RAINN): 800-656-HOPE (4673)
• National Suicide Hotline: 800-273-8255 

For more information, please visit: 
https://www.denimdayinfo.org/resouces 
にアクセスすると、さらに詳しい情報がみられます。

If you or you know someone who needs help, 

please contact the following hotlines. 

もし、あなたまたはヘルプの必要な人を知っている場合、下記
の団体に連絡して下さい。
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Financial fraud and exploitation is on the rise. It can 

be a problem for anyone, but older adults may be 

targeted in particular. Everyone should guard their 

personal and financial information and utilize available 
banking tools.

According to the American Bankers Association (ABA), 

70% of all deposits are made by customers aged 

50 and older. Older adults are more likely to bank in 

branches than any other age group, and may develop 

relationships with bankers. Well-trained bank staff can 

provide better support to protect their older customers 

and provide peace of mind to the loved ones who care 

for them.

In general, everyone should be checking regularly for 

unusual activity on bank accounts. This includes any 

unauthorized withdrawals, but it’s also helpful to track 

our own spending, especially when there’s something 

out of ordinary going on in our lives, such as travel or 

during a home remodel.

Reviewing monthly statements is the minimum we 

should all be doing. People with access to an online 

account should make a practice of checking weekly 

or even daily. This may not be practical for everyone; 

some banks have additional ways they can help. For ex-

ample, bank staff who get to know their customers can 

spot and report risky activities, such as large expendi-

tures or strangers accompanying an elder.

Also, according to the ABA, many banks now use 

special software to “identify changing patterns and 

trigger an alert to notify of any anomalous activity”! 

Some things that might trigger an alert are increased 

frequency of withdrawals, withdrawals of large amounts, 

first-time requests for wire transfer payments or money 
orders and cashier’s checks.

Financial institutions may be able to offer tools to 

manage assets, from transferring money to appointing 

designees. The Financial Industry Regulatory Authority 

(FINRA) actually has rules to guide conversations with 

customers regarding cognitive decline. 

Some banks offer “read only” access to bank accounts 

to allow a designated 

person to monitor an 

account, usually online, 

without the unnecessary 

risk of adding another 

account holder. The 

owner of the account 

can maintain their 

independence, but still 

have assistance from a 

trusted caregiver. 

Another tool to provide support with managing money 

is sometimes referred to as a “convenience account” or 

“agency account”. It allows an account holder to name 

someone to help with deposits, withdrawals and write 

checks, but does not change the ownership of the mon-

ey in the account.

AARP has been promoting their BankSafe initiative to 

help financial institutions better meet consumers’ finan-

cial needs and protect their assets. The initiative helps 

improve practices for everyone, but is especially import-

ant for older adults, including those with dementia, and 

their caregivers.

Ask your bank if they’ve been trained through BankSafe 

and whether they have implemented tools and practices 

such as:

- employee training to identify and reduce ex-

ploitation; 

- software to monitor unusual activity; 

- monitoring to prevent unauthorized withdrawal; 

- tools for caregivers to monitor or help manage 

accounts.

And, for your own safety:

- don’t share your personal or financial infor-
mation to unsolicited visitors or callers, or via 

email;

- shred documents containing personal or finan-

cial information before disposing;

- request and review your credit reports online 

through annualcreditreport.com, by calling 

1-877-322-8228 or mail to Annual Credit Report 

Request Service.

Banking Tools for Safer Money Management 
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財政的な詐欺と搾取が増加しています。これは誰にとっても大
きな問題ですが、特に高齢者を狙った詐欺が増えています。

個人情報や個人財産を守るため、さまざまな銀行のサービスを利
用しましょう。

アメリカ銀行協会（ABA）によると、入金の70%は50才以上の顧
客によりなされています。高齢者は他の年齢グループより支店で
銀行取引をしており、その多くが銀行員とのいい関係を築いていま
す。経験を積んだ銀行のスタッフは高齢者の顧客を守るために支援
し、顧客に安心を提供しています。

一般的に、自身の銀行口座に覚えのない出入金などがないか、定
期的にチェックすべきです。これには覚えのない預金引き下ろしな
どのチェックが含まれますが、旅行や家の改装のような特別な出費
がある際に、自身のお金の使い方をたどるのにも役立ちます。

毎月の銀行ステートメントをチェックすることは最低限必要です。
オンラインで口座にアクセスできる人は毎週、または毎日でもチェ
ックする癖をつけましょう。これらが可能でない場合は、銀行によっ
ては追加の方法を提供しているところもあります。例えば、顧客をよ
く知る銀行のスタッフの場合、普段はないような大きな出費があっ
た場合や、その顧客が見知らぬ人に連れられて支店を訪れた際な
ど、一言声をかけて知らせてくれることなどです。

またABAによると、多くの銀行が「顧客のいつものパターンと違う
動きを察知し警告する」特別なソフトウェアを導入しています。「い
つもと違うパターン」とは、預金引き下ろしの回数がいつもより多い
ことや、引き降ろし額がいつもより大金、またかつて利用したことの
ない電信送金やマネーオーダー（郵便振替）、キャッシャーズ・チェ

ック（銀行小切
手）などの依頼
があります。

金融機関は、お
金の送金や代
理人の任命など
といったサービ
スを提供できる
ところもありま
す。金融業界監
査機関(FINRA)

は実際に認知低下に関して顧客との会話を指導する規定を設けて
います。

いくつかの銀行は、口座所有者をジョイントとして新たに加えずに、
口座のチェックのためだけに「読むだけ」を認める人を任命できる
サービスもあります（通常はオンラインのみ）。この場合、口座の持
ち主は引き続き自立を維持することができる上で、信頼のおけるケ
アギバーさんや家族などからのサポートを得ることができます。

その他の金銭管理サポートとして、「Convenience account」ま
たは「Agency account」と呼ばれるものがあります。これらは、口
座の所有者を変えずに、任命した人に入金や引き落とし、チェック
を切ることなどを可能にしたサービスです。

AARPは消費者の財政ニーズあった財政機関を助け、資産を保護
するためのBankSafeと呼ばれる取り組みを勧めてきました。同取
り組みは各顧客に財政管理の大切さや方法を促進させており、特
に認知症を患っている人やケアギバーを含めた高齢者にとっては
貴重な取り組みとなっています。

あなたが利用する銀行がBankSafeを通じてきちんと訓練を受け
ているのか、また下記の方法を取り入れているのか、銀行のスタッ
フに訊ねてみましょう。

• 銀行員が搾取を判別、軽減する訓練を受けているか
• 通常でない口座の動きをチェックするソフトウェアを使っ

ているか
• 顧客の覚えのない引き出しを防ぐため監視をしているか
• ケアギバーが顧客の口座管理を管理、援助できるサービ

スがあるか

自身の安全のために：
• 自分の個人情報や財政情報を迷惑客や電話、またはEメ

ールで共有しない
• 捨てる前に個人情報や財政情報を含む書類は必ずシュレ

ッダーにかける
• 最低でも年に一回は、自身のクレジットヒストリーをチェッ

クする。オンラインでは、annualcreditreport.comで、電
話では1－877－322-8228に、またはAnnual Report 
Request Serviceに郵送して自分のクレジットについて
依頼と検閲してもらう

安全な資産管理のための方法（銀行編）
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Every year, the first Sunday after Labor Day is set 
as Grandparents Day to honor and appreciate 

grandparents’ contribution to society. In this issue, we 
will learn about the growing rate of elder abuse and 
what we can do to address this. 

Facts
• About 1 in 10 Americans age 60+ have exper-

enced abuse;
• Only 1 in 14 cases are actually reported (Often-

times, elder abuse is not recognized as abuse by 
the victims);

• The annual financial loss by victims of elder finan-
cial abuse is about $2.9 billion;

• 2 of every 3 elder abusers are family members.

Types of Abuse
• Physical: hitting, pushing, shaking, kicking, pinch-

ing, physical constraint, not feeding;
• Psychological: verbal abuse, silent treatment, 

threats, humiliation, treating seniors like infants, 
social isolation;

• Financial: illegal appropriation, concealment, 
misuse;

• Neglect: intentional failure to fulfill a caregiving 
obligation to maintain an elderly person’s well-be-
ing;

• Self-neglect: Allowing the behavior of an older 
adult that threatens her/his health or safety to go 
on;

• Labor exploitation: consistently being asked to 
contribute more than their fair share in household/
domestic activities by their family members.

Signs
• Bruising, wounds, or broken bones;
• Exhibiting feeling down or depression;
• Sudden changes in bank account or possessions;
• Seeing unpaid bills and unnecessary services;
• Sudden appearance of previously uninvolved 

people.

What we can do
• Learn the signs of abuse. If you suspect it, talk to 

them; 
• Prevent isolation. Call or visit older loved ones 

and ask how they are doing and encourage them 
to participate in group activities they enjoy; 

• Report to Adult Protective Services (APS: 877-
477-3646). Reports are confidential. Those who 
are capable can refuse services; 

• Consult with Bet Tzedek Legal Services (323-939-
0506) for legal assistance.

９月のレイバーデー後の日曜日は毎年、「祖父母の日（グランドペア
レンツデー）」と定められ、高齢者の長年にわたる社会貢献に感

謝し、皆でサポートする日です。今回は、急増している高齢者虐待の現
状を知り、高齢者を守るために何ができるか一緒に学びましょう。

現状
• ６０歳以上の高齢者１０人に１人が被害
• 通報されるのは１４件に１件（高齢者虐待の場合、被害に遭って

いる人がそれを虐待と認識していないことが多々あります）
• 高齢者虐待による被害額は年間約２９億ドル
• 虐待者の３人に２人は家族や介護人

被害内容
• 身体的虐待：たたく、押す、揺さぶる、蹴る、つねる、押し込める、無

理やり食べさせる
• 精神的虐待：言葉の暴力、無視する、脅す、恥をかかす、赤ちゃんの

ように扱う、周りとの関係を断ち孤立させる
• 経済的虐待：お金を隠す、違法に流用する、詐欺
• ネグレクト（放置）：健康や福利を意図的に妨げ怠る
• 自己的ネグレクト：自分自身で健康を危険にさらす
• 労働搾取：家族などにより家庭内で必要以上に家事や育児に貢

献するよう絶えず求められる

サイン
• 体にあざや骨折がみられる
• 気分の落ち込みやうつの症状がみられる
• 銀行口座や所有物に変化（残高が急に減るなど）
• 未払いの請求書や不必要なサービスが届く
• 今まで会ったことのない人たちが現れる

対策
• サインを見逃さないようにする。あざなどを見かけたら声をかけて

聞いてみる
• 孤立を避ける。近所付き合いや本人が楽しめるグループ活動な

どに参加を促す
• 成人保護サービス（APS: 877-477-3646）に通報する。報告は

機密で、高齢者本人がサービスを拒否することもできる
• 法律関係はBet Tzedek Legal Services 

（323-939-0506）に相談する

９月１２日は祖父母の日： 
高齢者虐待を学ぼう

September 12th is Grandparents Day: 

Learn about Elder Abuse
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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：　
1 1/2カップ  ねばねばする米粉（餅粉または
白玉粉とも呼ばれる） 
１個  中サイズのサツマイモ、蒸すかブロイルし
て、室温になったらマッシュしておく
小さじ２  砂糖
小さじ1/2  塩　
小さじ1  油
適宜  ごま　

Ingredients:

1 1/2 cups glutinous rice flour (also called 
sweet rice flour or shiratamako) 
1 red medium sweet potato, cooked 

(steamed or boiled), cooled to room tem-

perature and mashed  

2 teaspoons sugar 

1/2 teaspoons salt

1 teaspoon oil

Sesame seeds

Instructions

1. In a large bowl, fold 1 cup of glutinous rice 

flour, sweet potato, sugar, and salt until flour is 
all incorporated. Add remaining flour or water 
until dough is smooth and no longer sticky.

2. Continue to knead by hand for 10-15 minutes 

until dough is smooth and has a slight bounce. 

3. IPinch a piece of dough to roll individual. 

Flatten into patties and sprinkle sesame seeds 

on top. Do this with all remaining dough.

4. Heat a pan with about 1 teaspoon of oil and 

fry both sides on medium heat until golden 

brown.

1. 大きなボールに米粉１カップ、マッシュしてあるさつまい
も、砂糖、塩をよく混ぜる。生地がスムーズでべたつかなく
なるまで残りの粉または水を加える。
2. 生地がスムーズでちょっと弾みを持つまで手で10－15
分こねる。 
3. 生地の一部をつまんで一つにまるめる。平たくし、上に
ゴマを振りかける。残りの生地も同様にする。
4. 熱したフライパンに小さじ１の油を注ぐ、中火で両側が
黄金色になるまで焼く。

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。

Sweet Potato Pancakes
By Linda Yung

リンダさんの  
さつまいものパンケーキ
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FCC Provides  

Emergency Broadband Benefit

The Federal Communications Commission (FCC) 

has launched a temporary program to help families 

and households who experienced difficulties paying for 
internet service during the COVID-19 pandemic. The 

Emergency Broadband Benefit provides a dis-

count of up to $50 per month toward broad-

band service. Eligible households can also 

receive a one-time discount of up to $100 

to purchase a laptop, desktop computer, or 

tablet from participating providers.

Eligible households can enroll through a partic-

ipating broadband provider (https://www.fcc.gov/

emergency-broadband-benefit-providers) or contact 

Yasue Kastsuragi ykatsuragi@ltsc.org or 213-473-1649

連邦通信委員会： 
コロナ救済措置でネット料金に補助金

連邦通信委員会（FCC）は今回の新型コロナウィルス
（COVID-19）救済処置の一環として、インターネットサー

ビスを維持するのが難しい家庭に対し、一時的な救済プログラム
を開始しました。このプログラムにより、対象家庭には毎月５０ドル

までインターネットサービスへの補助金が支払われます。ま
た特定のプロバイダーからデスクトップ、ラップトップ、ま

たはタブレットの購入資金援助として、一回に限り１０
０ドルまでの補助金を受け取ることができます。

対象家庭の方はparticipating broadband pro-
vider (https://www.fcc.gov/emergency-broad-

band-benefit-providers) のリンクからの申し込むこと
ができます。お申込みの手伝いが必要な方は、LTSCの桂木ま

でご連絡ください。電話は213-473-1649、メールでのお問い合
わせはykatsuragi@ltsc.org まで。


