J-Sei Newsletter – Fall 2015
J-Seiの新しいセンターについてのお知らせJ-Seiの新オフィスビル最新情報

J-Seiは現在、忙しくまたワクワクするような時期を迎えています。J-Seiの建築委員会では、エメリー
ビルにこれから誕生するJ-Seiオフィスの改築計画、必要な資材の選択および許可取得に懸命に取り組
んでいます。先日、J-Seiのサービス利用者とメンバー組織の方々に参加していただいたツアーでは、
みなさんにJ-Seiの使命をお伝えし、とても好意的に受け止めていただきました。また、多くのコミュ
ニティメンバーの方から、プログラムやスペースの利用法について貴重な提案も提供していただきま
した。
現在、建築業者の選定を行っており、2015年9月に着工を予定しています。順調にいけば、2016年初
めには新しいオフィスでサービスを提供できるのではと考えています。
レンタルスペースが利用できます：新しい建物には、J-Seiのクラス、イベント、活動、オフィス業務
向けに十分なスペースがあり、約2,000平方フィート分を、J-Seiでは複数のテナントにリースするこ
とを予定しています。また、新しいキッチンもレンタルできます。ここ1ヵ所でさまざまな用が足り
るように、J-Seiと同様の使命を持つグループや組織、あるいは日系コミュニティを対象にサービスを
提供している方々に、このスペースを借りていただけると理想的です。こうした条件を満たす理学療
法士や栄養士、その他の専門家をご存知ではありませんか？詳細については、ダイアン（電子メー
ル：diane@j-sei.org）までお知らせください。

C O M M U N I T Y  C A R E  C U LT U R E
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みなさんのご協力があればこそ
J-Seiではこの度、エメリービル（1285 – 66th Street）に新しいオフィスビルを購入しましたが、引き
続きイーストベイの日系コミュニティのニーズと関心に対応するために、常に変化を続けています。
みなさんからのご寄付によって築かれた強力な土台のおかげで、コミュニティにおいてシニアとその
家族の方々にサービスを提供することが実現されてきました。みなさんのご援助があったからこそ、
J-Seiは今もここにあるのです。
南カリフォルニアの日系非営利機関のリーダーを果たしてきた「敬老シニアヘルスケア（Keiro Senior
HealthCare）」アシステッドリビンク施設の売却は、非営利のコミュニティサービス提供組織が、文
化的かつ言語的に適切なサービスを確保するために、極めて限られた予算で運営されており、個人の
方々のご協力に大きく依存している事実を痛感させるものとなりました。J-Seiプログラムの重要性を
確信してくださっているみなさんのおかげで、私共は強力かつニーズにふさわしいサービスを提供す
ることができています。
プログラム継続のために、J-Seiではその収益の大半を、資金調達の実施と寄付を提供くださる個人の
方々のご好意に依存しなければなりません。2014-15会計年度*の私共の収益源は以下の通りです。
•
•
•

資金調達 – 47%
サービスに対する料金 – 12%
アラメダ郡成人および高齢者向けサービス、コントラコスタ郡ヘルスサービス、バークレー市
– 13%
• 民間財団 -13%
• 実現利益 – 15%
J-Seiでは、アラメダ郡成人および高齢者向けサービス課およびバークレー市からの一貫したサポート
に深く感謝すると共に、コントラコスタ郡のヘルスサービス課から新たに提供される補助金について
もここにお知らせします。また、J-Seiを支援してくださるさまざまな財団からは、シニアセンターサ
ービス、ケースマネージメント、ランチプログラム、送迎サービスなどの大切なプログラムに対する
セーフティネットを提供していただいてきました。バーニス・M.ヘムフィル信託（ Bernice M.
Hemphill Trust）、ベラー高齢者基金（Beulah Older Adult Fund）、イーストベイ加齢財団（East Bay
Foundation on Aging）、トゥルーノース財団（True North Foundation）、ユニオンバンクの各関係者の
方々に心からお礼を申し上げます。
そして何よりも、長年にわたってJ-Seiを支援してくださってきたお一人お一人にあらためて感謝いた
します！
*オフィルビルプロジェクトを除く
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J-Seiシニアセンターの足の手入れクリニック
2015年11月17日（火）、オーバー60クリニックの足の手入れクリニックがJ-Seiシニアセンターで開か
れます。このクリニックでは、栄養摂取、医薬品の確認、血圧測定、血糖値検査に加えて、足の爪の
手入れ（爪切りとヤスリがけ）が行われます。このクリニックは、かかりつけの医師や足治療医によ
る定期診断の代わりになるものではありません。引き続き通常の足の手入れを行い、足の病気や医学
的な問題については、定期/緊急予約によって処置を受けることが重要です。
このクリニック担当の看護師が対応できない足の問題がある場合には、かかりつけの医師や足治療医
への紹介がされます。

脳を活性化する食べ物
10月13日（月）Tuesday, October 13
12時15分
キャサリン・ブレークさん（Hawaii Pacific
Neuroscience：ハワイパシフィック神経科
学）

カルフレッシュ（CalFresh）プログラム
11月9日（月）
12時15分から1時15分
アナ・マルケスさん
アウトリーチ・アソシエイト（アラメダ郡コ
ミュニティフードバンク）

食事内容が記憶力に影響を与えること
があるのでしょうか？「脳を活性化する
食べ物」では、さまざまな栄養分が老人
班や血管性認知症に及ぼす役割を探り
ます。スライドを使ったこのカラフルな発
表では、強力な精神力の維持に役立つ
食べ物の選び方を紹介し、レストランで
健康的な食事を注文する方法と、その
理由を説明します。また、すばやく簡単
に用意できて、栄養効果最大の食事の
調理法についても学びます。科学に基
づいた有益な情報を知ることでより健康
的な日々を過ごすことができるでしょう。

カルフレッシュ（CalFresh）プログラムに
ついて学びませんか。連邦によるSNAP
（補助栄養支援プログラム）である、カ
ルフレッシュ（CalFresh）プログラムは、
食卓に健康的で栄養のある食物を取
り入れるための支援を提供します。こ
のプログラムでは、エレクトリック・ベネ
フィット・トランスファー（Electronic
Benefit Transfer）と呼ばれる使いやす
いクレジットカードを利用して、小売店
やファーマーズマーケットで食材を購
入できます。カルフレッシュ（CalFresh）
プログラムは、受給資格のある家庭や
個人に対して、栄養上のニーズを満た
す手段を提供することで、健康と福祉
の改善を目指すものです。このプログ
ラムによって新鮮な果物や野菜を手に
入れることができます。また、このプロ
グラムは、有職者、失業手当や社会保
障費の給付を受けていても、受給資格
を見たせば、誰でも利用可能です。

エンジェルアイランドにおける日系人
の歴史
12月14日（月）
12時15分から1時15分
グラント・ディンさん
コミュニティリレーション・ディレクター
（Angel Island Immigration Station
Foundation：エンジェルアイランド・イミ
グレーションステーション財団）
サンフランシスコ湾に浮かぶエンジェ
ルアイランドは、中国からの移民が米
国入国の許可を待つ間に宿舎の壁に
詩を残した場所として、おそらく最もよ
く知られていることでしょう。あまりよく
知られていない事実として、何万人も
の日系移民、そして80ヵ国から新たに
米国への移住を求める人々がここを
通過していきました。グラント・ディンさ
んは、エンジェルアイランドが果たした
それほど知られていないこの役割、そ
してこの島が第二次大戦中に700名の
日系人の臨時収容センターとして使
用されたことを語ってくださいます。グ
ラント・ディンさんはエンジェルアイラン
ド・イミグレーションステーション財団の
コミュニティリレーション・ディレクター
を務めており、エンジェルアイランドや
他の米国西海岸移民にまつわるエピ
ソードを伝えるAIISFのウエブサイト
「Immigrant Voices」をまとめていま
す。
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J-Seiのインフルエンザ予防接種クリニック（ライフロング・メディカルケアのオーバー60ヘルスセ
ンターとの協賛）
2015年11月10日（火）、J-Seiはライフロング・メディカルケアのオーバー60ヘルスセンターとの協賛
で、無料のインフルエンザ予防接種を提供します。接種は午前9時から11時30分まで受付けます。ご
利用の際には、このコミュニティサービスへのご寄付を歓迎いたします。予防接種を希望される方
は、電話でお申し込みください。電話番号：(510)883-1106
J-Seiシニアセンターの住所：1710 Carleton Street, Berkeley.
今年のワクチンはどのインフルエンザウィルスに効果がありますか？
インフルエンザワクチンは、研究により次のシーズンに最も流行すると考えられるインフルエンザウ
ィルスの予防を意図しています。現在、インフルンザA型（H1N1）、インフルエンザB型（H3N3）、
インフルエンザB型の3種類のインフルエンザウィルスが一般に見られます。
インフルエンザにかかったらどうすべきでしょうか？
インフルエンザワクチンは予防対策であり、インフルエンザを完全に防止するものではありま
せん。つまり、予防接種を受けても、インフルエンザにかかる可能性が、少ない割合ですが、
依然存在します。症状は軽くて済みますが、かかる可能性があるのです。その場合は、自宅で
休養し、他の人との接触をできる限り避けて、うつさないようにします。医師の治療を受ける
などの理由で、外出しなければならない場合は、マスクをしたり、せきやくしゃみが出る時に
はティッシュで覆うようにします。手をひんぱんに洗うことが、おそらくインフルエンザを他
の人にうつさないための最善策といえるでしょう。

ハーベストデー・ランチョン、2015年11月12日 J-Sei Seniorセンターにて
J-Sei主催のハーベストデー・ランチョンが、2015年11月12日（木）正午から、J-Seiシニアセ
ンター（1710 Carleton Street, Berkeley）で開催されます。七面鳥料理が好きで、グレービ
ー付きの七面鳥、マッシュポテト、おいしいスタッフィング、クランベリーソースを味
わいたいという方は、お友達とぜひご参加ください！きっと満足いただけます！J-Seiの
ハーベストデーのごちそうのおいしさはよく知られていますから、早めの予約をお勧め
し
ます！参加人数には限りがありますので、ご注意ください。この特別ランチョンに参加さ
れる方には8ドルのご寄付をお願いしています。参加申込みの締切りは2015年11月6日です。詳しく
は電話でお問い合わせください。電話番号：(510) 883-1106
七面鳥からパンプキンのデザートまで、おいしさ確実です！
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土曜の朝シリーズ
Cherry Blossoms in the Storm（嵐の中の桜）
2015年10月24日
受付：午前9時30分
講演と質疑応答：午前10時から11時30分
会場：未定（決まり次第お知らせします）

第二次世界大戦による大変動に巻き込まれた日系3兄弟を描く新しい小説を紹介します。彼らは大洋
を越え、さらには偏見、憎悪、愛する人たちとの別離をも乗り越えて、命をかけて将来の自由と希望
をもとめます。当日は、著者のカク・ロバートさん、ゲイルさんご夫妻がこの本の一部を朗読、続い
て作品を書くための調査や執筆のプロセス、そしてお二人がどのようにチームワークを発揮したかに
ついてお話しいただきます。また、創作のためのヒントについても説明してくださる予定です。この
お二人の作品には、「Popcorn Miracles and Kernels of Hope: Real People, Real Stories（ポップコーンの
奇跡と希望の中心：現実の人々、実際のストーリー）」などがあります。

J-Seiホーム費用の割引き
J-Seiホームを見学してみませんか？
新しく一室が増築されたJ-Seiホームでは、入居者の方を募集中です。気軽に見学に訪れてください。
昔ながらの和食の調理法を身につけたシェフが食事を担当、気配りのきいたスタッフがお世話にあた
ります。
今回入居される方は最初の1ヵ月の家賃の半額割引きを利用することができます。J-Seiの住み心地の
良さをぜひ実際に確かめにいらしてください。
詳しくは、メアリーまで電話（510-732-6658）または電子メール（ mary@j-sei.org）でお問い合わせ
ください。

家庭訪問＆電話訪問ボランティアを募集しています
J-Seiの家庭訪問＆電話訪問プログラムは、外出の不自由なシニアに友情とサポートを提供するものです。こう
したシニアは身体の障害や慢性病のために孤立しがちで、コミュニティの人々との触れ合いを心から望んでい
ることがよくあります。家庭訪問＆電話訪問担当のボランティアには、定期的に特定のシニアのお宅を訪問し
たり、電話でおしゃべりをしていたきます。優しくて思いやりがあり、シニアの暮らしを豊かにする貴重な影
響を提供したいと考えているのなら、ぜひこのやりがいのあるボランティア機会にご参加ください。アラメダ
郡、コントラコスタ郡、ソラノ群でボランティアを必要としています。英語および/または日本語を話す方を
募集中です。詳しくは、カレンまで電話または電子メールでご連絡ください。電話：(510) 848-3560、電子メ
ール：karen@j-sei.org.
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第4回ファミリーフェスティバルが敬老の日に開催されました
さまざまな音楽、ダンス、笑い声、クリエイティビティ、体験アクティビティに囲まれながら、500
名以上のみなさんが敬老の日を記念する第4回J-Seiファミリーフェスティバルに参加しました。毎年
人気の木工、カリグラフィー、魚拓、餅作り、緑茶とお酒の試飲に加えて、今年の新しい催しとして
は、刺し子、お子さんによる弁当作り、「おにぎらず」のデモンストレーション、けん玉などがあ
り、新しいことにチャレンジしたり、興味深い情報を手に入れる機会を、多くの方々に味わっていた
だきました。
ウクレニー（Ukulenny）、ハラウ・オ・ウア・リリレフア（Halau O Ka Ua Lililehua）、竜巻太鼓、UC
バークレー日系学生ユニオンよさこいダンサーなどによるエンターテイメントが会場の雰囲気を盛り
上げる中、メンバー組織によるブースで提供されるいろいろな食べ物が人気を集めました。「おいし
そうなものが多すぎてどれを選んだらいいのかわからない！」という声があちこちで聞こえたほどで
した。
世代を超えたご家族のためのこの無料フェスティバルは、各イベントやエンターテイメントに参加し
てくださった多数のボランティアのみなさんのご協力なしには実現できませんでした。また、食欲を
そそるランチを各種用意してくださったメンバー組織の関係者の方々に心からお礼を申し上げます。
さらに、このすばらしいフェスティバルの委員を務めてくださった、アーレーン・スウィンダーマン
さん（委員長）、アダチ・セミーさん、ドイ・キャロルさん、ドイ・ラッセルさん、フジイ・ジョア
ンさん、ナガタ・マークさん、シンサコ・エイミーさん、タナマチ・ジェーンさん、ヤマシロ・ジェ
ーンさん、ヤタベ・ケイさんに深く感謝いたします。
2016年コミュニティカレンダー
新しいデザインのカラフルなJ-Seiコミュニティカレンダーが11月半ばにみなさんのお手元に届きま
す。今年で28年目となるこのカレンダーには、日系コミュニティの主なフェスティバルやイベント
が掲載されています。こうした行事を見逃さないように、台所に飾っていただければと思います。カ
レンダーの後ろのページには、J-Seiを支援してくださる多数の個人の方々、ビジネス、組織の一覧が
掲載されていますので、さまざまな機会にぜひご利用ください。また、追加のカレンダーをご希望の
場合はご連絡ください。制作に携わった委員のみなさん（フジイ・ジョアンさん、ゴトウ・グレース
さん、ホンダ・キミさん、シンサコ・エイミーさん）は今年もすばらしいカレンダーを作り上げてく
ださいました！

青年顧問委員会がファミリーフェスティバルで活躍（写真を含む）
高校生のみなさんにお知らせです！J-Seiでは、ファミリーフェスティバルやシニアホームプロジェク
トなどの特別イベントで、高校生のみなさんに手伝っていただけるコミュニティサービスプロジェク
トを提供しています。シニアホームプロジェクトの場合、大人が監督に当たり、庭の片付けやその
他、家の周りの簡単な仕事が中心で、通常は4時間ほどかかります。友達と一緒に参加すれば、楽し
みながら奉仕活動の大切さを学ベる上、大学の願書のコミュニティサービス活動欄に記載することも
できます。詳しくはダイアンまで電子メール（diane@j-sei.org）でお問い合わせください。
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ケースマネージャーのコーナー - メディケア：プラン変更を希望している場合はオープンエンロー
ルメント期間をお見逃しなく！

岩田美幸（ケースマネージャー）
メディケアは連邦支援の医療保険プログラムで、ほとんどの場合、65歳以上を対象としています（障
害を持つ人および/または特定疾患の診断を受けている人の場合は65歳以下でも対象となることがあ
ります）。
メディケア受益者は、このオープンエンロールメント期間中に、現在のプランを検討し直して、ニー
ズを満たしているかを確認します。ニーズが満たされていない場合は、プランを変更するための行動
を起こす必要があります。
正式には「Annual Election Period (AEP)」と呼ばれるこの期間（オープンエンロールメント期間）
は、メディケアアドバンテージ（メディケアパートC）と処方薬適用（メディケアパートD）を対象と
しており、2015年10月15日から12月7日までです。
AE（オープンエンロール期間）中、メディケア受益者は以下を行うことができます。
●本来のメディケアからメディケアアドバンテージ・プランに切り換える。
●メディケアアドバンテージ・プランから本来のメディケアに戻る。
●あるメディケアアドバンテージ・プランから別のメディケアアドバンテージ・プランに切り換え
る。
●処方薬適用外のメディケアアドバンテージ・プランから処方薬適用のメディケアアドバンテージ・
プランに変更する。
●処方薬適用のメディケアアドバンテージ・プランから処方薬適用外のメディケアアドバンテージ・
プランに変更する。
●メディケア処方薬プラン（Medicare Prescription Drug Plan）に加入する。
●あるメディケア処方薬プランから別のメディケア処方薬プランに変更する。
●メディケアの処方薬適用を完全に取りやめる。
自分のニーズに合ったメディケアプランを選ぶ必要がある場合は、HICAP（Health Insurance
Counseling & Advocacy Program：医療保険カウンセリング&擁護プログラム）によるメディケアにつ
いての無料のカウンセリングサービスを利用することができます。HICAPは非営利のサービス機関
で、メディケア受益者が自分の医療プランの選択肢について理解できるよう支援を行っています。
以下は、メディケアについて検討する場合に知っておきたい基本的な情報です。
(continued on page 8)
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(Continued from page 7)
Part A Hospital Insurance（パートA入院保険）: パートAは入院看護の大半、入院専門看護施設（inpatient skilled nursing home）の一部（日数限定）、在宅医療の一部、およびホスピスケアに適用され
ます。
Part B Medical Insurance（パートB医療保険）: パートBはパートAプランでカバーされない多くのサ
ービスに適用されます。パートBは、医師による診察や治療、外来医療、外来の理学療法/言語療法、
臨床検査と特定の在宅医療、救急車サービス、医療器具および医療用品の費用を支払います。バート
B加入は任意で、加入者の大半はパートBの保険料を毎月支払う必要があります。
いったんはパートBを外れたが、後になってパートBに再度加入することを決めた場合、1月1日から3
月31日までの一般加入期間（General Enrollment Period）に限って申し込むことが可能で、申込みの遅
れに対する罰金の支払いが発生する場合があります。
Part C Medicare Advantage (MA) Plans（パートCメディケアアドバンテージ・プラン）: メディケア
アドバンテージ（MA）プランは、メディケアから事前に承認を受けた民間会社が提供するものです。
MAプランは、メディケアが適用されるすべてのサービス（ホスピスを除く）を含んでいる必要があ
ります。MAプランを申込むには、メディケアのパートAとBの両方に加入していなければなりません。
MAプランは補足的なものではありません。MAプランは、従来のメディケアには含まれない、予防ケ
ア、聴力、視力、歯科などの、その他の医療サービスを提供することもあります。また、多くのMA
プランは処方薬適用を含んでいます。通常は、パートBの保険料に加えて、利用するサービスに対す
る毎月の保険料を支払います。
MAプランの適用が開始されるまでは、現在利用中のプランを中止しないで継続することを忘れない
でください。
Part D Prescription Drug Benefit（パートD処方薬に対する給付）: メディケアパートDはオプションの
処方薬保険プログラムで、処方薬に対する保険適用（給付）には次の2つのオプションがあります。
1) 単独のメディケアパートD/処方薬プラン（PDP）、および 2) 処方薬適用を含むメディケアアドバン
テージ・プラン（MA-PD）。パートDの利用には、メディケアが承認する民間会社によるプランに加入
しなければなりません。PDPの加入には、メディケアパートAまたはパートBに申し込んでいることが
必要です。MA-PDに加入するには、パートAとパートBの両方に申し込んでいなければなりません。
保険料と保険による処方薬負担の割合はプランによって異なります。現在利用中の医療保険の補償範
囲がこの給付より良い場合は、メディケアパートBに加入する必要はないかもしれません。
リソース
HICAP: アラメダ郡: (510) 839-0393、コントラコスタ郡: (925) 602-4178
Health Insurance Counseling and Advocacy Program (医療保険カウンセリング&擁護プログラム：HICAP):
1-800-434-0222.
www. cahealthadvocates.org
メディケアに関する米国政府の公式サイト：www. medicare.gov
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