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2018年3月8日

INTRODUCTION

はじめに

I have been staying in Los Angeles, in Little
Tokyo since February 1st to March 11th
2018, and have spent most of the time in
the Nikkei community. No matter where I
went, I was warmly welcomed and received
strong support filled with wisdom. The
time spent with people, the conversations
I had, and my various thoughts each day…
were jotted down. I wanted to record my
little experiences, so that even when I am far
away, they can help in leading future team
members in a new collaborative project that
has just begun.

私は、2018年2月1日から3月11日まで、
ロサン
ゼルスのリトルトーキョーに滞在し、
ほとんどの
時間を日系コミュニティの中で過ごしました。
人々の温かい歓迎と、智慧を尽くした心強いサ
ポートを全身に受けながら、私は毎日毎日、人と
出会い、話し、考え、
それを記録しました。私の小
さな体験を文字として残しておく理由は、
これか
ら遠く離れても、
まだ始まったばかりの新しい協
働プロジェクトのために必要な未来のチームメ
ンバーを先導する手がかりとなるようにと願う
からです。

I would like to express my unlimited respect
and appreciation to the BEPPU PROJECT for
creating this opportunity for me to participate
in the KASHIMA Artist in Residence in Los
Angeles, the precious daily support by all of
the staff at the Little Tokyo Service Center
and the Japanese American Cultural &
Community Center, the Nikkei community
that is like family, each of the people whose
real names appear in this booklet, and all
of the translators and editors who did their
best for this book.

この度、KASHIMA Artist In Residence in
Los Angeles という機会を作り、私を送り出し
てくださったBEPPU PROJECTの皆様、
ロサン
ゼルスでのかけがえのない日々を支えてくださっ
たリトル東京サービスセンターおよび日米文化
会館の全職員の皆様、家族のような日系コミュ
ニティ、
とりわけ、
この本の中に実名で登場してく
ださったお一人お一人と、本書のために最善を
尽くしてくださった翻訳者・編集者全員に、限り
ない敬意と感謝を表します。

YUKARI SAKATA
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2018-02-01

DAY 1

As I wait for my 9:50 flight,
I imagine what the next 40 days will be like.

When we cross over the Pacific Ocean, today
should be heading into tomorrow, but instead
it returns back to the beginning of today. It is
a long Day 1. Now, I am heading toward a
place of new encounters. I have been given
the chance to participate in the “KASHIMA
Artist in Residence in Los Angeles” program
through the BEPPU PROJECT in Japan, Los
Angeles Little Tokyo Service Center (LTSC),
the Japanese American Cultural Community
Center (JACCC), and other community
associations. I cannot express enough of my
appreciation to the many people who were
involved in making this possible. I also feel
that there is some kind of force of attraction
working in the world as I head east but will
be carried over and land far west.
With the project being called Artist In
Residence, I reflect back on myself, with
some doubt as to whether I really am an
artist. I lead a life that is jam packed with

theater work that I encountered a little over
10 years ago, art which I started about two
years ago by watching and learning from
others, other work that I feel supported by
and my social life, to the point that I can’t
say who I really am. However, as I put that
all aside and look back at my life, I think
that without any rationale, I am looking for a
path to continue the feeling I had as a child
of wanting to “create.” Force of attraction…!
At least for the next 40 days, I have a place
to live and time to spend freely for creating
something new.
Talking about time, in the theater, we make
timelines for a period of one to two hours.
During the flow of time of one “performance”
various incidents are intentionally put in
order, while defining the significance of each
incident, connecting the incidents, or instead
slap together unrelated things to edit time
and space. At the same time, training and
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the increase in intensity are needed in order
to reenact that time over and over again. In
comparison to that, what I am going to create
from now is a 40 day timeline of unintentional
incidents that cannot be reenacted. It’s long
and there are no actors or audience. I will
improvise on the things that can only happen
around me personally. I am going to randomly
think about things that have no answers to,
and for tools, I will just use my blog, videos
and crayons.

The KASHIMA members said “You don’t have
to create art pieces like for an exhibit, as
long as what you experience and think about
connect with the future,” as they gave me the
most abundance of time to study. I started to
write this record of my experiment tonight,
though I feel I don’t want to waste even this
When I arrived at Los Angeles International moment.
Airport, Grant, who I met during a recent
Skype meeting, was waiting for me there. It
was the first time that I was welcomed with
such a cute sign board. He told me that he
is a fourth generation Japanese and third
generation Korean. His great-grandmother
moved over from Japan around 100 years
ago. As I rode in the car heading to the hotel,
I asked what a community organizer’s job is
like. From that question, Grant filled me in on
the historical importance of this town and
the various problems that have been taking
place recently. (I think I will write about that at
a later time.) After I dropped off my luggage,
I was given a tour of the stores nearby and
public transportation. From tomorrow, I will
be able to walk around the vicinity of Little
Tokyo by myself.
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2018年2月1日

1日目

9時間50分のフライトのあいだに、
これからの40日が一体どんなものになるのか
イメージしようとしてみた。

私個人の周りにしか起こり得ないできごとを、即興

で組み上げる。
どうしたらいいのかと答えのないこと
をだらだら考えて、
なんとなく、道具はブログとビデ
オとクレヨンにしようと思った。

ロサンゼルス国際空港に着くと、先日スカイプで会

ったグラントさんが迎えに来て待っていてくれた。
と
社会生活が全部ごちゃごちゃになって、
自分でも何

てもかわいいサインボードで迎えてもらったのは初

１日目。今、幸せにも私が新しい出会いの場所に向

いうものを剥がしながら遡っていくと、
たぶん、
なん

いた。彼のひいおばあさんが日本から移住してきた

ンゼルスのリトル東京サービスセンター(LTSC)、

子供の頃の私が続ける道を探している。吸引力…！

で行く道中、
「コミュニティ・オーガナイザーって何を

連携による
「KASHIMA Artist in Residence in

生み出すために住む場所と、
自由に使える時間が

太平洋の一線を越えると、明日になっていくはずの
今日がまた始めのほうの今日に戻ってしまう。長い

者なのか全然わからなくなっている。
けれども、
そう

かっているのは、
日本のBEPPU PROJECTと、
ロサ の論理的根拠もなくただ
「作りたい」
と思っていた

めて。彼は日系４世で、
かつコリアン３世だと言って
のは、
ちょうど100年くらい前のこと。車でホテルま

少なくともこれから40日間はなにか新しいものを

してるんですか」
という質問から、
この町の歴史的な

Los Angeles」という機会によって招聘していた

ある。

話してくれた。
（それについては後日書こうと思う。）

関わって私を送り出してくださったことに感謝しき

時間といえば、演劇ではいつも、
１時間とか２時間

してもらい、
これで明日からリトルトーキョーの近く

日米文化会館(JACCC)、
そしてその周辺機関の

だいたからだ。今日までにすでにたくさんの方々が

れない。
しかしそれと共にきっと、
ある吸引力みたい

のタイムラインを集団で作る。
つまり
「上演」
という

って飛んでいるはずなのに西の果てにちゃんとたど

できごとを順番に組み立て、
ひとつひとつを意味づ

なものが世界のどこかに働いているから、東に向か

り着くんだろう。

ものをもってきてぶった斬ったりして時空を編集す

と疑いはじめて振り返ってみる。10年と少し前に出

るのは絶対再現不可能な、意図せぬ40日のタイム

でやり始めた美術、
日々を支えてくれる別の仕事や

は一人で歩けるようになった！

けながら、
できごと同士を結んだり、逆に関係ない

る。
同時に、
その時間を何度でも再現できるように

会った演劇、
つい2年くらい前から見よう見まね

荷物を置いたら、近くのお店や交通機関のツアーを

一つの時の流れの中で、意図的に起こすさまざまな

アーティスト・イン・レジデンスというからには、今向
かっている自分が本当にアーティストなのかちょっ

重要性や、最近起こっている問題のことをいろいろ

鍛え、強度を高めていく。
それに比べて、
これから作

ライン。長い。
しかも俳優もお客さんもいない。
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KASHIMAのみなさんは、
「展覧会のように作品を

作らなくちゃと思わなくていい。経験して考えたこと

が未来につながればいい」
と、最高に豊かな学びの
時間を与えてくださった。
とてももったいなくて、
こ

の一瞬も惜しいような夜に、実験の記録を書き始め

てみる。

2018-02-02

DAY 2

As for where I am staying
now, this is it. I really like it.

As you walk in, there are clocks showing the manner. After we talked for awhile, he asked
time difference between Tokyo and Little me, “Now, what can I help with?” I had a lot
Tokyo. They come in handy.
that I wanted to ask him, so I bombarded him
with more questions.
We talked about what I talked to Grant about
yesterday, about the reason why people
value the town of Little Tokyo so much. He
said that there is actually a large population
of Nikkei, Americans of Japanese descent,
living all over the Los Angeles area. Outside
of that area, there are also a widespread of
Nikkei communities that exist in all over
Southern California. Looking at Dean’s map,
downtown Little Tokyo, where I am presently
staying, is a small area compared to the areas
of Chinatown, Korea Town, Thai Town, and
Historic Filipino Town. I have also heard that
there are many Latin American and African
communities co-existing as well, but it is clear
that Little Tokyo looks small.

At 10:00 this morning, I went to the Little
Tokyo Service Center (LTSC) office to meet
with Executive Director, Dean Matsubayashi.
As I walked in the room, the first thing he did
was welcome me with donuts on the table. I
chose a coconut donut. Dean brought out a
lot of reference material, as he told me about
the principles and objectives of LTSC, what What is important though is that this is the
they place importance on, and what kind of first town that the Nikkei pioneers started up
activities they have put on, in an easygoing in Los Angeles, and it is a place to come home
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to, even for those who drifted away for various
reasons. It is also more the reason for it to be
a place to protect its historical and cultural
values, healthy living of the community and
to provide social services for those in need. In
order for me to better understand, Dean gave
me some examples of what they do, such as
caring for the poor and victims of domestic
violence, supporting those requiring longterm care and their families, and helping small
businesses. In particular, LTSC offers social
services to the Japanese who need English
language assistance. Their work toward
building housing for the elderly in this area,
is also an important function. I got a chance
to see catalogs that showed the splendid
exterior of the apartment buildings that have
been built so far. And indeed from this month,
construction of a Budokan begins. It will be
a large Budokan, including two basketball
courts and an outdoor stage to hold concerts.
Dean looked at the drawing of the new facility
as he talked about it enthusiastically.

Immediately, we started to talk about the title
of my short proposal, “Plan for Compiling the
Words of the Elderly,” and I found out that he
was interested in it. He said it was powerful
and continued by saying, “This country is
really in danger now. There are people who
support actions that could start a war, but
that is because they don’t know what war
really is.”
Dean gave me the feeling that I could grasp
something inside of the fog. And it was
clear that I was blessed with a really good
collaborator. I’m glad I met him on my second
day here! There are still many things that I
don’t know about, but I may find out more as
I go along.
I reported to him that I started writing my blog,
that there are too many things to translate so
I don’t think I’ll get that done while I’m here,
but that I will be sure to do it when I get back
to Japan, and a couple of concrete plans of
action that I am thinking about taking. (He
was happy to hear about them.) At the end, I
asked if there was a small space available for
a possible exhibit. The answer was “Yes.”

This is where I asked the question that I
wanted to ask a specialist on communities
most about. “Now, what about art? What are
your thoughts on the effect of having various
artists in this town?” From his standpoint and
perspective he answered, “Various activities
promote the vitality of all and empathy.”
There was something else I wanted to find
out about, so I said, “As you asked me what
you can help me with, I would also like to
know what I can do here. I am trying to think After a very meaningful meeting of an hour
about my mission, and that’s why I’m asking.” and a half, I had another fun lunch meeting.
This was with Leslie and Scott of the
Japanese American Cultural and Community
Center (JACCC), partners with LTSC. They
recommended many art scenes! There are so
many, I don’t know where to start from.
Tomorrow is Saturday. I will take a break
from blogging on the weekends, and instead
walk around town looking for something
interesting.
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2018年2月2日

2日目

レジデンスって、
どういうところかというと、
こういうところです。
すごく気に入った。

フロントにはトーキョーとリトルトーキョーの時差
気さくに、LTSCの理念と目的、
ここで何を大切にし、
をいつでも確認できる時計があってなかなか便利。 どんな活動をしてきたのかを教えてくれた。
ひとしき
り話した後「さあ、何を手伝えばいい？」
と言ってくれ
た彼に、私はいくつも聞きたいことがあったので、
さ
らにたくさんの質問をした。
昨日グラントとの話にものぼった、
リトルトーキョー
という町が人々にとってどうして価値を持っている
のか、
という話。実際にはロサンゼルスの中でも、多
くの日系人はもっと広範域に暮らしているという。
その外側には南カリフォルニア全域に、
また広く日
系コミュニティは点在している。
いま私の滞在してい
るダウンタウンのリトルトーキョーというエリアは小
さくて、
むしろほかのチャイナタウン、
コリアタウン、
タ
今日は朝10時にリトル東京サービスセンター
イタウン、
ヒストリック・フィリピーノタウンのほうが
(LTSC)のオフィスに行って、
エグゼクティブ・ディレ
彼の地図上では面積が大きく見える。
それからラテ
クターのディーン・マツバヤシさんに会った。彼は真 ン系やアフリカ系の多くのコミュニティが相互にか
っ先に、
テーブルに置いてあったドーナツをくれると かわりあっていると聞くが、
その中で明らかにリトル
いうので、
ココナッツのを選んで、部屋に迎え入れて トーキョーは小さく見える。
もらう。
そしていろいろな資料を出しながら、
とても
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でも重要なのは、
この町こそ日系パイオニアの人々
がロサンゼルスで最初に開いた場所で、
その後様々
な理由で外に流れていった人たちにとっても精神的
な拠り所となっているということだ。
だからこそ、
そ
の歴史的・文化的価値とコミュニティの健全な生活
を守るために、困っている人々に社会的サービスを
提供する拠点がここにある。
ディーンが私にもわか
りやすいように挙げてくれた活動の例としては、貧
困や家庭内暴力へのケア、要介護者とその家族のサ
ポート、小さなビジネスへの支援などがあった。特
にLTSCは英語が不自由な日本語話者に対応した
ソーシャル・サービスを備えている。
さらに、
この辺り
の多くの高齢者住宅の建設も重要な活動だそうで、
これまでに建てられた立派な外観のアパートメント
のカタログを見せてもらった。
そして、
まさに今月に
も新しく建設が始まるのは、武道館。
２つのバスケッ
トコートを兼ねた大きな武道場と、
コンサートを行
える野外ステージをはじめとし、
とても充実した新
しい施設の図面をみながら彼は嬉しそうに話してく
れた。
そこで私は、
コミュニティの専門家に一番聞きたか
ったことを聞いてみた。
「じゃあ、
アートは？ 色々な
アーティストがこの町にいることの効果をどう考え
ていますか？」
そうしたら彼は、
もちろん彼の立場と
視点から、
「いろいろなアクティビティでみんなが元
気になること、
そして、共感」
と答えた。
もうちょっと
聞いてみたくなって、
「あなたが何を手伝えるか問い
かけてくれたように、私もここで何ができるのか、
自
分のミッションを考えようとしている、
だから聞いて
みた」
と伝えると、急に私の応募書類の話になった。
私の短い企画書に書いた、高齢者の言葉を集める
プランのことを彼が気に入ってくれていたことがわ
かった。
「それはパワフルだった」
と言って、彼は続け
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た。
「今、
この国は本当に危ない。
まるで戦争をも厭
わないような動きを支持する人たちがいるけれど
も、
それは戦争が本当に何かということに共感がな
いからだ。」
ディーンのおかげで、霧の中でなにか少し掴めそう
な感覚があった。
そしてはっきりと、
すごく良きコラ
ボレーターに恵まれたことがわかった。2日目にお
会いできてよかった！まだわからないことはたくさん
あるけれど、
それは追々、知るようになるのかもしれ
ない。
私から彼への報告は、
ブログを書き始めたこと、
英
訳は書くべきことが多すぎて多分滞在中に間に合わ
ないけど帰ったら必ずしますということ、
これから具
体的にやろうと思っているいくつかのこと。
（彼は喜
んでくれた。）
それから最後に、
まだどうなるかわか
らないけど展示ができる小さなスペースはあるか。
答えはイエス。
たった１時間半のあいだの濃密なミーティングの
あと、
もうひとつ楽しいランチミーティングがあっ
た。LTSCのパートナーである日米文化会館(JACCC)のレスリーとスコット。彼らにオススメのアート
シーンをたくさん教えてもらった！どこから行こうか
迷うくらいだ。

2018-02-07

DAY 7

Next door to the Daimaru
Hotel that I am staying at,
is a bar called the Far Bar.

The front door has the kanji characters “Far
East Tower” written lightly. In the past, this
was a Chinese restaurant that had a banquet
room that the Japanese Americans used
for various celebrations. In 1994, the large
earthquake damaged it, so after that the LTSC
bought it and put ten years into reconstructing
into a bar.

This is the place where I would be meeting
the Japanese woman, Yasue, community
organizer at LTSC that Grant introduced me
to, for the first time. When I entered the bar,
she was already there. We greeted each other
in Japanese and said “Cheers” over a Sapporo
beer during Happy Hour. She told me many
things about the elderly who live in this area.
There are a great many Nikkei who live
without a car in this automobile society of Los
Angeles and speak mostly Japanese. Even
though they are referred to as Nikkei, many
have a different background from the people
who immigrated here due to Japan’s pre-war
country policy. Many of the senior citizens
who live speaking Japanese are referred to
as the “New Issei” or New first generation. I
learned that these are the people who came
after the war due to various reasons. These
people have the tendency of keeping to
themselves, so community events are a very
important way to bring them outside. Yasue
had heard from Grant that I had strongly
wished to meet with the elderly Nikkei, so she
invited me to a luncheon where the elderly
would be gathering. That is happening today.

Clayton, who is an artist. He has a studio in
the Santa Monica 18th St. Art Center, and is
a photo and digital graphic artist. He knows a
lot about Japan and he says that in the past
he went to Japan seven times in one year to
do research. His work titled “Bomb Makers”
was very interesting.
It is a series about the women who were
the development engineers of the atomic
bomb that were dropped on Hiroshima and
Nagasaki. They contributed to producing
the atomic bomb but, I found out that many
of them committed suicide after that. Yasue
asked “Is America still okay with the atomic
bomb? Even with North Korea?” Clayton and
Scott casually agreed. “It was a tragic thing,
but I think they felt it had to be done to end the
war.” I need to add that of course, everyone
in the group there was against that way of
thinking.

beginning of the exhibition is the endless
video of the attack on Pearl Harbor. I knew
that it was an easy to understand introduction
to the beginning of the history of Japanese
persecution by America during the war, but
what stood out in this exhibition the most
was the smoke that continued to rise. I
believe, from the feelings that I get from living
in Japan, that there are still many “Japanese
who are attracted to America for some
reason.” However, I felt a strange distance
between the Japan I know and this place that
shows the memories of the terror at Pearl
I had time so I went to the “Go For Broke” Harbor endlessly each day, except on their
education center. What you see at the days off.

But before I talked about that, I had another
interesting meeting at the Far Bar. Grant and
Scott joined us, along with another person,

-10-

-11-

2018年2月7日

７日目

滞在しているダイマルホテルのすぐ隣に、
Far Barというバーがある。
ここで、
グラントが紹介してくれた日本人のヤスエさ
んというLTSCのコミュニティー・オーガナイザーと
入り口の扉にはうっすらと、
「遠東楼」
の文字。
ここは 初めて会うことになっていた。店に入ってみるとすで
ハッピ
昔、
日系人が冠婚葬祭に使うような宴会場つきの中 に先についていた彼女と日本語で挨拶して、
そして、
この
華料理店だったところ。1994年の大きな地震で被 ーアワーのサッポロビールで乾杯した。
害に遭い、
その後LTSCが買い受け、10年がかりで エリアに住む高齢者のことをいろいろ聞かせてもら
った。
改装してバーにしたというスペース。
車社会のロサンゼルスで車を持たず、
ほとんど日本
語だけで生活している日系の高齢者が多くいらっし
ゃるそうだ。
日系と言っても、
戦前に国の政策で移民
してきた方々の背景とはまた違い、
いま日本語で生
活している多くのシニアは
「新１世」
と呼ばれ、戦後
になってから様々な理由で渡ってきた人たちのこと
だという。
どうしても引きこもりがちになる彼らにと
って、
コミュニティのイベントは外に出る大切なきっ
かけだそう。私が日系の高齢者と会ってみたいと強
く希望していることをグラントから聞いて、
ヤスエさ
んは私を高齢者の集まるランチに招待してくれた。
それが、今日なのだ。

トが加わった。
サンタモニカの18th St. アーツセン
ターにスタジオを持つ、写真とデジタルグラフィック
のアーティストだ。彼は日本のこともよく知っていて、
過去１年間のリサーチで７回ほど日本と行き来した
という。彼のBomb Makersという作品はとても興
味深かった。
それは広島・長崎に投下された原爆の
開発技術者だった女性たちをモチーフにしたシリ
ーズだ。彼女たちは原爆を生み出すことに貢献した
が、
その多くは後に自殺したということを彼の話で
初めて知った。
ヤスエさんが質問した。
「アメリカは
今でも原爆を良しとしているの？北朝鮮とのあいだ
のことでも？」
クレイトンとスコットは概ねそうだ、
と
言った。
「悲惨なことだけど、戦争を終わらせるため
にはやむを得なかったのだということになっている
と思う」
もちろん、
その場にいた全員が、
この考えに
反対の立場だということは、付け加えておかなけれ
ばならない。

その話をする前に、Far Barではもう一つおもしろ
い出会いがあった。
グラントとスコットがすぐに合流
し、
さらにもう一人、
クレイトンさんというアーティス

-12-

-13-

そのあと、時間ができたので、近所にある
「Go for
Broke」
という教育センターに立ち寄った。
展示の一番最初に目に入るのが、
エンドレス再生さ
れる真珠湾攻撃の映像だった。
それが、戦中のアメ
リカにおける日本人迫害の歴史の始まりであったこ
とを伝えるわかりやすいイントロダクションだという
ことは頭ではわかっても、立ち昇り続ける煙がこの
展示の中で一番私には印象的だった。私は今でも、
日本に住んでいるときの体感として
「なんとなくアメ
リカに憧れている日本人」
はかなり多いように思う。
しかし、休館日以外は毎日真珠湾のテロの記憶を
途切れなく再生し続けているこの場所と、私の知っ
ている日本の間には変な距離があると感じた。

ABOUT MAY HAYASHI

2018-02-09

The woman who came over and talked to me
with a mixture of Japanese and some English
while I was volunteering, is May.
She has three children and four grandchildren.
She came to America because she didn’t like
the person her parents wanted her to marry, so
she came here to follow the person she had a
one-sided love for.
May was born in Saipan ten days before the
war broke out, on November 28th, 1941. In
those days, the Japanese worked in the sugar
industry in Saipan. There were sugar cane
fields and factories for sugar manufacturing.
May’s father ran a wholesale clothing store
geared toward the Japanese. He was a
Chinese merchant oversea. That’s why it was
not a problem in those days to go to other
countries.
When the war began, the family evacuated to
Yamanashi, Japan. May was the third out of
seven siblings so there were much younger
babies as well. They have no recollection of
those times. After the war, her father opened
up a large Chinese restaurant that had six
floors and a banquet hall that seated a 1,000
called “Yohkaroh” in Chinatown in Yokohama.
May grew up there as the daughter from a
good family during her youth.
When she came to America and waited to
receive her Green Card, she became a student
and worked as a waitress for a while. Right
now, we are passing through Beverly Hills. It
is like a giant Ginza or Omotesando with palm
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We hit traffic on the way back.
For the next two hours, we had a fun time talking
about things such as the Awa Dance that May
is learning. May’s roots are Chinese, but she
had always wanted to be a part of the Nikkei
community. That’s why she did volunteer work
for the elderly for eight years, learned to play the
shamisen, ukulele and dance. It must be deeply
related to the memories of her late Japanese
husband and being raised in Yokohama. She
waited four years and was lucky that a vacancy
came up, so she moved in. She thinks the former
resident passed away. I’ve heard that 70% of the
residents are not Nikkei. May told me that the
Japanese worry about how they are seen and
don’t want others to think their families won’t
take care of them, so they don’t want this to be
their home. I don’t know if that is true or not.

trees growing.
As we drive past the area of jewelry stores and
Members-only country clubs, there is a street
lined with fancy restaurants. On the left side
is the famous Japanese restaurant, Benihana.
In May’s younger days, she worked there
wearing a kimono. She was familiar with the
restaurant business, so they counted on her.
She remembers well when Ken Takakura and
Kyu Sakamoto came to eat there, even though
she forgets things that happened recently.
She forgets what she just did or what she
had just heard. She especially has a hard time
remembering people’s names and it saddens
her. But her daughter told, “When you are in
an elevator with someone, ask them “How
are you? By the way, what was your name?”
Then that person will realize that “this person
is forgetful.” After that, even if she forgets, she
stopped being sad.
It turns out that her husband was not the onesided love that she followed to America. At a
party for Japanese government VIPs, May was
asked to waitress, and there she met her future
husband, who was the chef at the Japanese
Consulate. They eventually got married. They
had their three children. Her first child would
not come out easily, and May ended up having
to walk around the hospital for 10 hours. Her
husband passed away awhile back. She gave
her house to her children and is now living with
elderly residents. A little while ago when we
were in the elevator, May told another resident
who was in there, “I just moved in. Since I have
always lived with others, it is lonely.” The other
resident replied, “Everyone feels like that. But
once you get used to it, you’ll feel better.”
We are now heading for the beach by car,
but the street is still one straight line, as May
goes on and on to describe in detail about this
delicious restaurant, or that beauty salon that
celebrities frequent, or that sexy lingerie store.
The range of her knowledge is broad, and
when I asked her why she knows so much, she
said that before she retired, she managed and

taught at a driving school called “Pacific Japan
Driving School.” “Pacific” is because she was born
in Saipan and “Japan” is because she wanted to
attract Japanese customers. When I asked “Did
you have a driving course?” she said they don’t
have courses here. She would bring a car for
teaching and pick up the customer at their home,
start by practicing in that neighborhood and work
with them until they passed the driving test. You
can start this business with one car. I just realized
that there is a brake on the floor of my passenger
seat and a rear view mirror on this side too. This
We finally made it close to home. The sun had
car was a car for teaching!
set and from the 9th St. to 4th St. wholesale
district Skid Row, the homeless were huddled
The elderly gentlemen that I volunteered with this
together. When I first arrived in Little Tokyo, Grant
morning told me “I have an American Dream.”
had told me not to go beyond 3rd St. because it
One was the second born son of a farmer, so
was dangerous so I haven’t walked around that
they were poor and another worked for a large
area. I didn’t want to be rude and look at them, so
corporation that sent him here on temporary
I looked away, but all of them were Black people.
assignment, but the life here agreed with him so
I have no opinion. Just that I felt the American
he obtained a Green Card and was fired from the
wall.
company in Japan. There was also a person who
came to visit and just stayed on. They all sounded
like they had hard times but also had good times
as well. They advised me that if I wanted to live
here, having qualifications would add one digit
to my income. Become a nurse! Schools in the
U.S. are expensive, so go somewhere like the
Philippines and get qualified, then come here and
switch it over, that is the smart way…according to
them. However, being able to support oneself as
an artist is difficult here as well. It’s not a surprise
but, even here in America, it doesn’t seem that
things are always smooth sailing. Now I feel like
going to see more artwork by good artists.
The sun has started to set and we have yet to
arrive at the beach. I finally said “May, I feel like
going back.” May said “It’s just a long sandy beach
and it would just be boring” as she made a U-turn.
Oh…I should have mentioned it early. Next time I’ll
come to the beach by train.
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メイ・ハヤシさんのこと

2018年２月９日

ボランティアで出会って、少し英語混じりの日本語で
話しかけてくれたその人の名前はメイさんという。

ああ、
もっと早く切り出せばよかったか。
ビーチには今度
電車で来よう。
帰りは渋滞。

メイさんには子供が３人、孫が４人。
アメリカに来た
のは、親がすすめる結婚がどうしても嫌で、大好きだ
った片思いの人を追いかけて。
昭和16年11月28日、戦争が始まる10日前にメイさ
んはサイパンで生まれた。
そのころサイパンには日本
人が働くお砂糖の産業があって、
サトウキビ畑と、収
穫して製糖する工場があったんだそうだ。
そこで、
お
父さんは日本人向けの呉服問屋を経営していた。
華僑だった。
だからその頃から、国を渡ることは全然
問題ではなかった。
戦争が始まって、家族は山梨に疎開した。
メイさんが
７人兄弟の３番目だから、下にはもっと小さな赤ちゃ
んもいて。
その時の記憶は全くない。戦後になって、
父は横浜のチャイナタウンに
「陽華楼」
という、1000
人の宴会場を持つ６階建ての大きな中華料理店を
興した。
メイさんはそこのお嬢さんとして幼少期を過
ごした。

宝石屋さんや会員制のゴルフクラブがあるエリアを
抜けると高級なレストランが並んでいる通りがあっ
て、左手にBenihanaという有名な日本料理屋さん
がある。若き日のメイさんは、
そこで着物姿で働いた。
飲食業のことをよくわかっていたからとても重宝され
たんだそうだ。店に高倉健や坂本九がご飯を食べに
来た時のことは今でもよく覚えている。
でも、最近の
ことはすぐ忘れてしまう。
自分が今やったこと、
ついさ
っき聞いた話。特に、人の名前を覚えられないのでよ
く悲しくなる。
でも、娘さんが教えてくれた。
「エレベー
ターで誰かと一緒になったら、“How are you? By
the way, what was your name?” と言いなさい」
と。
そうしたら相手は、
「この人は忘れるんだな」
と気
づいてくれる。
それからは、忘れたとしても悲しくなく
なった。

ご主人は、追いかけてきた片思いの恋人ではなかっ
た。
日本政府の要人のパーティーがあった時にウエイ
トレスとして呼ばれていったメイさんは、
そこで領事
館の板前をしていた日本人の彼と出会って、
のちに結
アメリカに渡ってグリーンカードが手に入るまでは、 婚した。子供を３人産んだ。最初の子はなかなか生ま
しばらくのあいだ学生をしながらウエイトレスとして
れなくて、10時間も病院の周りをお散歩する羽目に
働いた。
ちょうど車はビバリーヒルズのあたりを通る。 なった。
ご主人はすでに亡くなり、今は住んでいた家
ヤシの木の生えた、巨大な銀座か表参道。
を子供達に譲って高齢者住宅に入っている。
そうい
えばさっき、
エレベーターで一緒になった住人との世
間話でメイさんは言った。
「引っ越したばかりで、
ずっ
と誰かと暮らしていたから寂しいのよ。捨てられたみ
たいで」
そうしたらもう一人は、
「みんなそうなのよ。
で
も慣れたら軽くなるわよ」
と言った。
車はビーチに向かって進んでいるけれど、
まだまだま
っすぐの道はずっと続いている。
そしてどこまで行って
も、
メイさんは、
あそこの店がおいしいとか、
ここは芸
能人がよく来るサロンだとか、
そこはセクシーな下着
屋さんよとか、細かいことを説明してくれる。
ずいぶん
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詳しい範囲が広いので、
どうしてそんなによくご存知な
んですかと聞くと、彼女は引退するまで、
「パシフィック・
ジャパンなんとかドライビング・スクール」
という自動車
教習所を経営しながらそこで教えていた先生だった。
「パシフィック」
は彼女がサイパンで生まれたから。
「ジ
ャパン」
は日本人のお客様を引き込みたかったから。
「教
習のコースを持っていたんですか？」
と聞くと、
ここでは
コースなんてないんだそう。教習車でお客さんの家まで
迎えに行って、家の近所から練習を始め、試験に合格す
るまで付き合うというやり方。
だから車一台あれば開業
できる。言われてみれば私の助手席の足元にはブレーキ
が付いているし、
こちら側にバックミラーもある。
この車、
教習車だったんだ…！

ここから２時間、
メイさんが習っている阿波踊りの話な
んかをしながら楽しく帰った。
メイさんは中国のルーツ
を持っているけれど、
日系のコミュニティにずっと入りた
かった。
だからこそ高齢者のボランティアを８年もして、
三味線や、
ウクレレや、踊りを習った。
それは亡きご主人
が日本人だったことや、育った横浜の記憶が大きく関係
しているんだろう。
メイさんは４年待って、
ラッキーにも
空きが出たので入居できた。多分、前に住んでいた方が
お亡くなりになったんだろうと。入居者の７割は日系で
はないとも聞いた。
日本人は世間体を気にして、家族が
面倒を見ないと思われたくないから入りたがらないとメ
イさんは言う。本当かどうかわからない。

やっと近所まで帰ってきた。9th St. から 4th St. あた
りまで続く問屋街スキッド・ロウに、
日が暮れてとてもた
今朝、一緒にボランティアしているおじいさんたちが、
「アメリカン・ドリームはあるんだよ」
と言っていた。農家 くさんのホームレスの人々が身を寄せ合っていた。3rd
の次男だから貧しくて来たという人もいれば、大企業で St. より向こうは危ないから行っちゃいけないと初日に
任期付きの仕事で来て、
こちらの方が割りがいいのでグ グラントから聞かされていたので、今日までこの辺を歩
あまり見ると失礼なので車の中で
リーンカードを取り付けて日本の会社をクビになった人 いたことはなかった。
目を伏せて通ったけれど、彼らはみんな黒人だった。私
もいた。遊びに来たままずっと居着いてしまったという
がこのことをあえて書いておくのは決して他の意味では
人も。
みんな苦労をしながらも、
どこかで甘い蜜も吸っ
なく、
ただ、
アメリカの壁を感じるからだ。
たことがあるような口ぶりだった。私もここに住みたい
なら、資格があると収入は1桁変わるよ、
と教えてもらっ
た。看護師がいい！それも、
アメリカの学校は高いので、
フィリピンあたりで資格を取って、
こっちに来てから切り
替えるのが賢いやり方。彼らによると。
ただし、結局アー
トでなかなか食べてはいけない、
というのはここでも同
じだった。別に驚くべきことではないけれど、
アメリカで
もそううまくいくとは限らないみたいだ。
その話を聞いて
良いアーティストの作品をもっと見に行きたくなった。
日が沈み始めてもビーチにはまだまだ着かないので、
つ
いに私は
「もう帰りたくなっちゃった」
と言った。
メイさん
は、
「どうせ長い砂浜がずっとあるだけだから、
ビーチな
んて行ってもつまらないよ」
と言って、Uターンした。
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2018-02-14

DAY 14

It’s been 2 weeks since I first arrived here.
In the morning, I went to volunteer delivering
Bento lunch to over 10 seniors who live by
themselves. I feel like I have been getting
to know more residents at the Little Tokyo
Towers, which provides affordable housing
for seniors. After lunch delivery, I excused
myself a little early since I was invited to have
lunch with Evelyn who is a 70-year-old LTSC
staff member.
On the way to the restaurant, she stopped at
a construction site where there is a railway
laid out deep into the ground. I have always
wondered what it was while walking the area.
On the fence of the construction site, there
were banners depicting the photographs of
olden days of the site.
Nisei Week, a big festival celebrating the
Nikkei heritage, began in 1934. In the picture,
hundreds of Japanese Americans danced
in line, Bon Odori style. For this particular
Nisei Week Festival, Charlie Chaplin, who
was a symbol of anti-racism, was invited.
What is being built at this historical site is a
new train station and a station building, and it
will bring more people into Little Tokyo when
construction is completed.
I got on the train with Evelyn and got off at
Mariachi Plaza station which is 2 stations
away. It was cloudy today, unusual for Los
Angeles.
This area historically had a mix of Asian and
Latino populations, and many Japanese
Americans lived here among them. Evelyn
said, “If rich white people come to shop here,
people tell them to ‘go home.’ “
According to Evelyn, it happens because
people living there are afraid of gentrification.
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If cornering occurs, the cost of living will go
up and people in poverty will not be able to
live there. As a result, the community will
dissolve. That’s why they resist outsiders
and unify in order to protect their rights. I
wondered about the irony of their situationthey put effort to unify but end up excluding
themselves unintentionally- but hesitated to
ask. The area around the train station smelled
of marijuana. (It is legal in California.)
We went to a Peruvian restaurant. In the
conversation with Evelyn, I have reflected
on what I have learned in the last 2 weeks.
I told her, for me, it felt strange to learn that
the offspring of Nikkei pioneers who were
born in Los Angeles are concerned about, and
care for the welfare of the Shin-Isseis (newly
migrated Japanese), Koreans, and Chinese
who migrated here after World War II. I also
told her even among Japanese Americans,
there are so many different life stories on how
they got here, and in their standard of living. I
am amazed by this mixture and variation, but
it can be hard to process in my head. Evelyn
agreed with me, and said, “In Japan, there is
racism, too. There are difficult issues with the
Korean community, right?” I had to agree with
her.
I told Evelyn I wanted to go visit a Japanese
American Theater Group. She took me to
East West Players on the way back. This art
center used to be a church, and it is home to
the first Asian American theater group. Evelyn
was involved in the launch of the Art Center,
which took 6 years. I connected with many
wonderful people here yet again.
After this visit, I attended a short workshop
titled “How to keep your brain healthy” at
the senior housing complex. This is when
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uneasiness struck. The content of the
workshop is quite general. For example, the
risk of dementia goes down by healthy diet
centered on vegetables, exercise, and oxygen.
Activities such as Yoga, Tai-chi, Mah-Jong, as
well as talking to people reduce stress, and
prevent isolation. For people who attended
this workshop, the topic of dementia is a
serious and real concern. That’s when I
thought that maybe if I create something and
if they watch it, it can definitely be a measure
of prevention for dementia. It is not so fun
when people here face the same direction,
eat the same food, participate in the same
activities, and talk amongst themselves! In
the past several days, I have noticed, when
talking with seniors, there are always so many
stories of the past, but none of the future.
I have resolved myself

2018年2月14日

14日目

今日でここに来て２週間経つ。
朝、
いつものようにボランティアに行って、十数件の
一人暮らしのお年寄りにお弁当の配達。低収入高齢
者住宅「リトルトーキョータワー」
にも顔なじみが増
えてきた。配達を終えたら今日は早退した。
エヴリン
という70歳のLTSCスタッフにランチに誘われていた
からだ。
レストランに向かう途中彼女が足を止めたのは、私も

散歩したときから気になっていた場所。地下深くの建
設現場に線路が敷いてあるので、
ここは何かなーと思
っていた。

フェンスには、
この場所のかつての写真が掲示されて
いる。
２世ウィークという大きなお祭りが始まったのは
1934年のこと。
ものすごい数の日本人が、盆踊りのよ
うに列をなして踊っている。
このときの２世ウィークに
は、人種差別反対のシンボルだったチャーリー・チャ
ップリンが招かれたという。
さまざまな歴史が刻まれ
ているこの場所に今建設中なのは、新しい駅と駅ビル
なのだそう。完成すれば、
これからリトルトーキョーを
訪れる人々はますます増えるだろう。
エヴリンと一緒に電車に乗って、
２駅先のマリアチ・プ
ラザで降りた。今日は珍しく曇っていた。

エヴリンは
「お金持ちの白人が買い物に来ると、
この
へんではGo home!って叫ばれるよ」
と言った。
それ
は、人々がジェントリフィケーションを恐れているか
らだ。
もし買い占めが起こって地価も物価も上がれ
ば、貧しい人たちは住めなくなり、
コミュニティが崩
壊する。
だから人々は抵抗するのだそうだ。
それは、
正しい権利を守るための団結。
でも、
そうして人々が
団結するために、
そのつもりなく逆の排外主義が生
まれてしまう構造について、私は疑問に思ったけど
聞かなかった。駅前は大麻の香りがした。
（カリフォ
ルニアでは合法）

そしてこの後、高齢者住宅で行われた
「あなたの脳
を健康に保つ」
というタイトルの短いレクチャーに
参加していたときに、私の違和感が極まった。
その
内容はごくありふれたもので、例えば、野菜を中心と
した健康な食事、運動、酸素が認知症のリスクを下
げる。
ヨガ、太極拳、麻雀のようなアクティビティ、
そ
して人と話すことでストレスを解放し、
孤独から身を
守ることができる。確かに、間違いなくこの会場に集
まった人たちにとって認知症は大きな関心ごとであ
り、切実な問題だ。
だとしたらなおさら、今私がここ
で仮に、何か作品を作って発表し、
それを皆さんに
鑑賞していただくなら、
それもきっと認知症予防の
レストランに入って、
ペルー料理を注文した。
エヴリ ためになる。
みんなが認知症予防のために同じ方向
ンとの会話の中で、
これまでの２週間を振り返った。 を向いて、
同じものを食べ、
同じアクティビティに参
私にとって不思議なのは、
ロサンゼルスで生まれた
加し、
おしゃべりしているというのは、
ちょっと、
おも
日系パイオニアの子孫たちが、戦後にやってきた新 しろくない！私は何日も前から気づいていたけれど、
１世たちやコリアンやチャイニーズの福祉について
毎日のお年寄りとの会話の中には必ず過去の話が
真剣に考えてお世話していることなんだ、
と彼女に
すーごくたくさんあって、未来の話が一つもない。
伝えた。私が出会ってきただけでも日系アメリカ人
には
「日系」
とひとくくりに言えないくらい色々な流
これから、
このみなさんの描く未来の話を探すため
れがあって、今ここに生きる経緯も違うし、生活レベ に、
もう少し外に出てみようと思った。
ルも違う。
そんなものすごい混在が興味深くもあり、
でも頭はすぐに混乱しそうになる。
エヴリンはその
通りだと同意した。
そして、
「日本にだって人種差別
はあるでしょう。
例えば日本の韓国人のコミュニティ
には難しい問題があるんじゃない」
と続けた。私も、
たしかにその通りだと同意した。
私が日系の劇団を訪ねたいと言ったら、彼女は帰り
道に早速私を連れて行ってくれた。
ここはかつて教
会だったところを改装したアートセンターで、
「East
West Players」
というアメリカ初のアジア系劇団
が拠点としている場所だ。
エヴリンは６年がかりでこ
この立ち上げに尽力した人だった。
たくさんの素敵
な出会いがここでまた繋がった。

このエリアはかつてアジア系とラテン系が混ざってい
て、
日系の人も多く住んでいたというところ。今は主に
ラテン系の人たちが暮らす。
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ABOUT TSUTOMU MAEHARA

2018-02-22

99 year-old Tsutomu was born in Oregon and
educated in Hiroshima.

99 year-old Tsutomu, was born in Oregon and
educated in Hiroshima. He returned to the US
before the war and experienced World War
II in in the US in Tule Lake internment camp,
and now lives in the hills of the Hollywood
mountains. When I saw him, he finished a big
hamburger by himself, and walked very slowly
using his walker. His family, who carefully
watched him without assisting him told me,
“it is important for him to move physically.”
Tsutomu owned and ran “Anzen Hardware”
for a long time. The shop, a minute away from
Daimaru hotel where I have been staying on
the 1st Street, is now run by a relative.
According to the shop owner, the tradespeople
appreciate the traditional style shop where
they can buy a nail for 5 cents. In the U.S.,
the big box home improvement centers
dominate the market and they have no choice
but to buy in bulk. In this shop, the goods
sold are predominantly Japanese; such as
fish baskets, straw hats, goods used for tea
ceremony, Japanese knives, planes, and
chisels. They are all imported from Japan.
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I asked if customers actually bought them,
and the shop owner answered, “Yes! One
customer bought a Sukiyaki pot because he
wanted to make Sukiyaki at home, and there
was a customer the other day who bought 4
Takoyaki picks/turners at a time because she
wanted to use them for paper crafts.”
The owner also told me there are many
Americans who are well-versed in Japanese
art objects such as hanging scrolls (Kakejiku)
because when Japan was suffering from
hunger and poverty after the war, many were
sold to members of the U.S. occupational
army in exchange for food. In addition, when
it comes to practicing Japanese customs,
Japanese Americans are stringent, if not
more, than Japanese nationals. For example,
Jonathan’s aunt has practiced tea ceremony

for years, and his mother practiced flower
arrangement for over 20 years. All of the food
prepared for the New Year’s Day (Osechi) is
home-made, unlike many families in Japan
who buy ready-made. It is hard to judge if his
family is a special case or many Japanese
American families are like his, but I have
seen with my own eyes that there are many
Japanese Americans who practice Japanese
customs.
Going back to the founder of this shop,
Tsutomu, he is from Hiroshima. Since prewar, many people who migrated to this area
following the Japan’s national policy, were
from Hiroshima. Now many of the Japanese
immigrants here are from Okinawa. Because
of the U.S. military bases there, they have
more contact with Americans, and many who
have moved here are married to Americans.
Today (Wednesday), I bumped into Tsutomu,
and Jonathan’s mom and dad on the street.
What is good about Little Tokyo is its
smallness. I bump into good people without
much effort. They asked me to join them for
ramen. Jonathan’s younger brother Andrew,
who was in the video joined us later. Tsutomu,
who is 99 years old, did not remember me at
all.
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ツトム・マエハラさんのこと

2018年2月22日

99歳のおじいちゃん、
ツトムさんは、
オレゴンで生まれて広島で教育を受けた 。

そのあと戦争が始まる前に帰米して、Tule Lakeの
強制収容キャンプで戦争を経験した。今はハリウッ
ドの山の上に住んでいるツトムさんは、大きなハン
バーガーを1人で食べて、手押しのカートに捕まり、
ゆっくりゆっくり1人で歩いた。
家族は手を出さずに、
「彼が身体を使うのは大事なことだから」
と見守っ
ていた。
ツトムさんはダウンタウンで
「安全HARDWARE」
と
いう道具屋さんを長く営んだ。私の滞在しているダ
イマルホテルから徒歩１分の1st St.にあるその店
は、今は親戚が継いでいる。
ご主人に話を伺ってみると、
アメリカでは大きなホ
ームセンターが主流なので、
なんでも大量に買うし
かなく、釘１本から５セントで買えるような昔ながら
の商店は、
ずいぶん職人さんたちに重宝されている
そうだ。店内には笠とか魚籠とか、茶道具、和包丁、
それからかんなやのみなど、
日本の道具ばかりが並
んでいた。全部日本からの輸入品だ。
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「こういうものが売れるんですか？」
と訊いてみた
ら、
「売れるんですよ。今日も、
すき焼きをやりたいか
らってすき焼き鍋を買っていったお客さんがいたし
ね。
さっきの人はたこ焼きをひっくり返す道具を紙
細工に使うからって、
４本くらいまとめて買っていっ
たよ」
と教えてくれた。
戦争で物がないとき、
日本人は掛け軸などの価値あ
る美術品を進駐軍に売って食糧に変えたので、
日本
の良い品物はかなりアメリカ人の手に流れていった
のだという。
そのため、
こういうものの価値のわかる
アメリカ人というのは多いんだよ、
と教えてくれた。
それだけでなく、聞くところによると日系の人々の和
のたしなみは日本よりもまだ廃れていなくて、例え
ばツトムさんの長女のロザンヌは20年以上生花を
習っていたし、次女のジョー・アンは何十年もお茶

のお稽古をしている。
お正月のおせち料理は欠かさ
ずに全部ちゃんと手作りだから、
日本の多くの家庭
のように買って済ませたりはしないと言っていた。
これは、彼の家の品格が特に高いからなのか、
みん
なそうなのか判断がつかないけれど、
たしかに私も
ここで日本の習い事人口が多いことは、肌で感じて
いる。
この店を開いたおじいちゃん、
ツトムさんの話に戻
る。彼は広島の人だ。
もともと戦前から国の政策で
この辺りに来たのは、
ほとんどが広島県の出身者だ
ったらしい。
でも、今は沖縄の人が多いそうだ。
やは
り米軍基地があるから圧倒的に接点が多くて、国際
結婚で来る人も多いと聞いた。
水曜日になった今日、道でばったりツトムさんと彼
の娘夫婦に会った。
さすがリトルトーキョーは狭い
から、
良い人にばったり会える。
「今からラーメンを
食べに行くから一緒にどう？」
と言われて、家族の夕
食にご一緒させてもらった。孫のアンドリューもあと
から合流した。99歳のツトムさんは、私のことはもう
すっかり覚えていなかった。
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ABOUT YUKIO KAWARATANI

DAY OF REMEMBRANCE

2018-02-25

The people who have been tossed about in the
times, made various choices and had separate
destinies, their children and grandchildren who
have “Japan” as their common roots to rely on,
re-create their community. It need not be said,
that this is very different in nature from the local
communities in Japan.

I was having a hard time thinking about
how to write about an important part of
the Nikkei community, but I decided to just
start writing about it.
On February 17th, I attended the “2018 Day
of Remembrance” event that Dean invited me
to. The theme of the program was “The Civil
Liberties Act of 1988: The Victory and the
Unfinished Business.” In other words, this was
a commemorative ceremony and reception
on the occasion of the 30th anniversary of
the public admission by the U.S. government
of their unfair incarceration of the Japanese
during the war that had provided an apology
and monetary reparation to the survivors. The
program began with a Japanese Taiko drum
performance. Among the many people who
attended were civil rights activists, people who
have devoted themselves to the protection
of materials and non-materials of historical
information, and also family members of
people who had taken part in this part of the
Nikkei history. Dean introduced me to many of
the people and after that he sat down with me
and gave me some background information.
He said, “There are many in the Korean
and Korean American who believe that the
Japanese government has yet to take a
clear stance of apology for the issue of the
Comfort Woman with Korea. On the other
hand, redress and reparations, which included
financial compensation and an apology from
the US government, was seen as a “Victory”
by Japanese Americans”.

In a speech that was made, a very strong
calling of “The Nisei had to Gaman (endure),
but the new generations need to overcome
that and come together to raise their voices
for rights,” was heard and met with applause
and cheers by all. Then the youth from the
YMCA came in with flags. Those flags had the
names of each of the camps that existed all
across the United States. As the emcee read
out each camp name, people stood up. That

was to show that they were, or their parents
or grandparents were in that camp. Dean
also stood up. Most of the people stood up,
though I didn’t. I thought of how my family did
not belong to that history of being in camp.
Among the many people that I met was
Dean’s father-in-law, Yukio.
We promised to meet at a café sometime
and within that same day I received an
email from him. He sent an article that he
had written and appeared in newspapers,
about the various experiences he had at the
Concentration camp called Tule Lake, when
he was about 10 years old. For example, it
talked about the fact that the Japanese had to
fill out a statement that the United States War
Department distributed. Question 27 asked if
the Nisei were willing to serve on combat duty
or in other ways, whenever ordered. Question
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28 asked if individuals would swear unqualified
allegiance to the United States and forswear
any form of allegiance to the Emperor of Japan
or any other foreign government, authority
or organization. People were separated on
the basis of their response of “yes” or “no” to
these particular questions. In order to protect
themselves, 90% of the adults gave a “yes”
response. There were some people who resisted
and did not respond as they said “It’s ridiculous
to have to answer such questions.” And there
were family members like in Yukio’s family that
answered “no.” He also wrote that the family
was sent to a jail-like place and even though
the children were American citizens, they were
treated as if they were enemies. He went on to
write that in early 1945, when the war was still
going on, the government announced the start
of closing all Camps. Many were worried about
where would they go, with no place to live, no
jobs, and possible persecution by the white
society.

Yukio is 87 years old. He was involved in the
city planning of Downtown Los Angeles. He
showed me a recent map of Little Tokyo that
he handmade, and says he plans to put in the
copyright notation and sell it to newspaper
publishing companies and ad agencies.
As he says that “People now-a-days have
smartphones and don’t use maps anymore,”
it seems that he is thinking that by producing
maps that reflect the always changing town in
a visible manner, he can spread awareness of
Little Tokyo that will support the community.
On the back of the map, he wants to print the
handout brochure for the Little Tokyo Historical
Society of which he is a member. Other Little
Tokyo organizations and businesses will also
have the opportunity to use the map in front
and in back put in their own information. The
goal is the wide-spread use and distribution of
the map, including in newspapers, to encourage
all people to come and enjoy Little Tokyo. It is
two-dimensional but indeed this planner’s idea
is three dimensional. Yukio is also a writer. He
gave me a copy of his poem “Short Love” about
a short man having trouble finding his love
among tall women, but finally finding a women
who is the same height as him. It was a one time
poem written for Valentines Day.

I asked Yukio “Are there many people here who
After the war, the U.S. government did not have experienced life in camp?” and he said
enforce the deportation of the Japanese to “They have passed away, so there are not many
Japan. Those who insisted on going back got left.”
on the ship bound to Japan. Yukio’s father was
so angry with the ways of the United States
that he took two of Yukio’s older brothers and
got on the ship. Sadly, he passed away early in
the midst of a life of poverty. Yukio was able to
survive because two of his other brothers who
came back from serving in the United States
army convinced their mother by saying “In order
for the younger children to not go hungry, you
must not go to Japan.”
He says that even now, when he tells people he
was in Tule Lake, there are times when people
react because he was sent to the camp for the
people who answered “no, no” on that statement.
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ユキオ・カワラタニさんのこと

デイ・オブ・リメンバランス

2018年2月25日

日系コミュニティの大切な側面に触れる話を
どうやって書き出そうか悩んでいたけれども、
とうとう書いてみることにした。

2月17日、私はディーンに招待されて、
「2018 デイ・
オブ・リメンバランス」
というイベントに参加した。副
題は、
「1988年の市民自由運動 勝利と未完成の
仕事」。
それはつまり、
アメリカ政府が戦時下の不当
な日本人収容の事実について公式に認め、賠償金と
ともに謝罪してから30周年を記念した式典とレセ
プションだった。和太鼓の演奏から始まり、
いろいろ
な人権活動家や、有形無形の歴史的資料の保存に
尽力する人々、
また当時の歴史に関わる親族などが
大勢集っていた。
たくさんの人に挨拶して私を紹介
してくれたあと、
ディーンは私の隣に座って説明して
くれた。
「日本と韓国とのあいだにある慰安婦問題
について、韓国人や韓国系のアメリカ人の中では、
日
本政府がいまだにはっきりと謝罪の態度を取らずに
いると思っている人が多い。一方で、慰謝料や米国
政府からの謝罪を含む賠償は、
日系アメリカ人にと
って
「勝利」
と見なされていた」
と言った。

う力強い呼びかけがあり、人々はそれに拍手と歓声
で応えた。
それから、YMCAの青少年たちが旗を持
って入ってきた。
その旗には、
アメリカ全土にかつて
存在したキャンプの名前が刻まれていた。
司会の人
が一つ一つのキャンプ名を読み上げるたびに、人々
が順に立ち上がった。
自分や両親や祖父母がそこに
いたことを示すために。私の隣に座っていたディーン
も立った。
ほとんどの人が立ち上がっても、私は立た
なかった。私の家族にはキャンプの歴史がないこと
を改めて感じた。

スピーチの中で、
「日系２世の人々がGAMAN(我慢)
してきたことを、新しい世代は乗り越えて、権利のた
めに声をあげ団結していかなければならない」
とい
そのとき知り合ったたくさんの人々の中の一人が、
ディーンの義理の父であるユキオさんだった。
後日カフェで会いましょうと約束して、彼はその日の
うちに私にメールを送ってくださった。
それは、彼が
12歳から14歳の頃に、Tule Lakeという強制収容
キャンプで経験した諸々のことを、新聞に寄稿した
記事だった。例えば、
日本人はアメリカ軍から配布
されたアンケートに回答しなければならなかったこ
と。
そこには、質問27「あなたはどんな場合において
も戦闘義務によって軍に奉仕するつもりか」
また、
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そのまた子供や孫たちが、
「日本」
という共通のルーツを
拠り所として再びコミュニティを成すのだから、
それは日
本でいうところの
「地域コミュニティ」
と性質が違うのは
言うまでもない。
ところで、
ユキオさんは御歳87歳。
ダウンタウン・ロサン
ゼルスの都市計画を担った人だ。最近作ったという手作
りのリトルトーキョーの地図を私に見せてくれて、
それに
コピーライトをつけて新聞社やいろいろな広告に売り込
質問28「アメリカへの無条件の忠誠を誓うか。
それと
「今はみんなスマートフォンだ
も、
日本の天皇や他の外国政府、権力、組織に対する忠 むつもりだと言っていた。
と言いながらも、
日々更
誠心や服従を誓うか」
といった内容が記されており、
そ から地図なんて使わないよな」
新されていく
この町を人々の見える形にすることで、
リト
れらの質問にイエスと答えるか、
ノーと答えるかによっ
コミュニティ支援
て人々はふるいにかけられたことが書かれていた。
その ルトーキョーについての見識を広め、
とき身を守るために
「イエス、
イエス」
と答えた９割の大 につなげていきたいと考えているようだった。地図の裏
面には、彼も会員であるリトルトーキョー歴史学会のた
人たち。
「このようなアンケートに答えなければならな
めの資料を印刷したいそうだ。
他のリトルトーキョーの
いのはおかしい」
と抵抗して答えなかった一部の人た
組織や企業も、
それぞれの情報を裏面に印刷することが
ち。
そして、
ユキオさんの家族のように
「ノー」
と答えた
できる。目標は、
すべての人々がリトルトーキョーを訪れ
人たちもいた。一家は刑務所のようなところに送還さ
さすがプランナーのアイデ
れ、子供達はアメリカ市民であるにも関わらず、敵のよ て楽しむことを奨励すること。
ィ
アは2Dでも立体的だった。
うな扱いを受けたとも書かれていた。
まだ戦争が続い
そんなユキオさんは詩を書く人でもある。
私にコピーを
ていた1945年、
アメリカ政府は全ての収容所を閉鎖
『Short Love』
という、
バレンタインに寄せた
すると発表した。
そして多くの日本人たちは、
どこに行く くださった
ことになるのか、生きていく場所や仕事はあるのか、
そ 一編の詩は、小さな男性が背の高い女性たちの中で恋
ついに同じ身長の女性を見つけた
して白人社会の中でどんな迫害を受けることになるの 人を探すのに苦労し、
という詩だった。
か、怖れていた。
私はユキオさんに、
「あなたのようにキャンプを経験した
人がここにはたくさんいらっしゃるんですか」
と尋ねると、
「もう亡くなってしまったからほとんど残っていないよ」
と言っていた。

戦後になって、
アメリカ政府は日本人たちの日本への
送還を強制しなかった。
どうしても行きたい人だけが日
本行きの船に乗った。
ユキオさんのお父さんはアメリカ
のやり方に怒っていたので、
２人のお兄さんたちを連れ
て船に乗った。
それから、
お父さんは悲しいことに、貧し
さの中で早くに亡くなったそうだ。
ユキオさんが生き延
びられたのは、
アメリカ軍から帰ってきた別の２人の兄
たちが、
「下の子たちを飢えさせないために日本には行
くな」
と母親を説得してくれたからだったという。
今でも、彼がTule Lake のキャンプ出身だとわかると、
人々が反応することがあるのだという。
あのアンケート
で
「ノー、
ノー」
と答えた人たちが送られたところだと思
われるからだそうだ。
こうして時代に翻弄され、
いろい
ろな選択をしてばらばらな運命を辿った人たちの、
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2018-02-25

ON FEMINISM

This is something totally out-of-the-blue,
but I was born a female and think of myself
as a woman.

Since I came to Los Angeles, I’ve noticed
that the topic of feminism comes up in
ordinary conversation between women.
Just like when I was asked “Do you want to
go to a feminist march?” or when I heard a
young girl being told, “Your future is bright,”
or saw stores selling T-shirts and caps with
the logo “Feminist.” There is an environment
ready whenever someone wants to become
a feminist. It interests me a little, but I have
yet to find enough passion to take any action.
As a female, I have probably been overly
protected and have lived without feeling any
unfairness, so I haven’t thought that much
about gaining more rights, especially for
women. Or it might be due to the fact that my
mother, grandmother and great-grandmother
all worked outside of the house while they
raised their children, so I might be a little
insensitive to unfairness. Of course when I’m
working, there are times when I resent not
being able to be a “male hand,” but actually
I don’t consider that to be a critical problem.
And in regards to sexual harassment, I am in
complete agreement that it is something that
can occur at different times, as it has been
especially recently. But on the other hand,
often times I feel that it is easier to build a

cooperative relationship with men, more than
with women. It is probably because as living
beings, we can complement each other’s
weak points. I also love the gay and lesbian
friends around me. They have a separate
way of seeing the world from me. They are
filled with love, are a lot of fun to be with,
and can be trusted. I believe that sensibility
should definitely be protected, but I am left
with doubt about lumping that together
with feminism. Anyways, since I became a
member of the work force, I have been given
so much support by many people at various
workplaces, and I feel strongly that rather
than “being handled unfairly,” “I was treated
preciously.” All of the reasons I can think of
must be because so many older women have
already, from long ago, wished for such a
society to come about and to fight for it. I am
just receiving such blessings. It seems that I
might have been pretty lucky.
Even though I have been interested in this
positive social movement, I wasn’t able to
get actively involved. However, after I heard
about a certain symposium from one of the
Kashima coordinators, Hiroko Kikuchi from
the NPO “Invisible,” I decided to attend it. The
symposium theme was “What kind of Future
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Will Feminist Culture Assume.” There were
eight speakers that made up the program.
Not only were there women, but there were
also people from the LGBTQ community
as well. The audience that gathered in that
one college room were sitting randomly.
Most of them looked like they had some
role in putting on the event and they were all
women. I really enjoyed how the introduction
combined photographs and videos, using
various artistic approaches. It was also very
interesting to see the different aspects of the
issue of feminism, based on the race.
In respect to art, the issue of opening up the
market for it can be seen clearly. One panelist
advocated that “the art collection at large
museums are almost all artwork created
by male artists. Females have minimal
opportunity. How many of you here would like
to sell your artwork and become famous? I’m
sure you all wish that, so isn’t it crazy that there
is no market open for women?” For a moment,
her claim felt right, but it is too dependent on
capitalism and it made me realize that it didn’t
fit my way of enjoying being a woman. My
way of thinking is that women have exclusive
rights of not having to be very well known.
That is the right to walk on the small, narrow
paths that run alongside the big major roads.
It is because I exercise this right that I can
take on this kind of research at once and build
relationships with people I would have never
expected I would. Of course it is much better
to sell artwork than not. But, if we exchange
what we have to become famous and lose
sight of these small paths, it would be sad if
we could no longer exert our strength, and we
would have problems.

-31-

It is not that I can criticize feminism in one big
lump. That is because, all around the world,
there are always men and women, so the
context of each time and occasion must be
taken into account. In order to speed up the
solutions for the dangers that threaten lives
and hurt the dignity of people, we must not be
misled by the voices that loudly advocate that
“In general, women lose out.” Upon finding out
concretely about the disadvantages women
actually have in specific societies, I feel it is
necessary to deal with each one individually.
If I were to raise my voice, it would be after
that.
Another thing to worry about is the area
feminism is trying to encompass. In other
words, if you were to roughly add up the
number of females and LGBTQ, the men
that are left are indeed the minority. As in
circumstances where a shift in population
causes people to move out, or natural disasters
or changes in the earth’s environment causes
people to leave their homes, where are these
men, who are driven out of their place in the
market economy and are drifting about, to go
next? I feel that they may be a more serious
existence than the women who are latent. I
can’t explain it well, but it is an intuitive feeling
of anxiety.
If the feminists who shout aloud about
women’s rights visited the elderly residences
in Little Tokyo, I’m sure they will quickly catch
on that women all live long. I have met many
women who are filled with vitality, even after
the loss of their husband or sons. There is
a preciousness that cannot be compared in
terms of loss and gain. I think I need to start
coming up with some new and interesting
ways of collaboration.

2018年2月25日

フェミニズムのこと

とても唐突だけれど、私は女に生まれて、
自分のことを女性だと思っている

ロサンゼルスに来て、女同士の普通の会話の中にフ
ェミニズムの話題はよく出る。
「フェミニスト・マーチ
に行かないか」
と誘われたり、誰かが幼い女の子に
「あなたたちの未来は明るい」
と言っているのを耳
にしたり、洋服屋さんには “Feminist” というロゴ
の入ったかわいいTシャツやキャップが売っていたり
して、
いつでもフェミニストになれる環境は整えられ
ている。
たしかにそのことがちょっとくらいは気にな
っていたけれども、
私自身が何か行動に起こすほど
の情熱はまだ見出せなかった。
私は女として、
たぶんこれまで守られすぎていて、理
不尽を感じる機会が少ないまま生きてきたので、特
に女性の権利をもっと拡大したいと思ったことがそ
れほどない。
あるいは、母も祖母も曽祖母も外で働
きながら子どもたちを育ててきた家系だったので、
少しくらいの理不尽には鈍感なのかもしれない。
も
ちろん仕事をしていれば
「男手」
になれないことを悔
しく思う場面はあるけれど、実はそれはあまり決定
的な問題ではないと思っている。
また、
セクシャル・
ハラスメントがあらゆる場面で起こり得ることも、
最近特に明るみに出てきた通り、全面的に賛成でき
るが、一方で私個人としては女性よりもむしろ男性

とのほうが協働関係を築きやすいと感じることが多
い。
それはたぶん、生物として弱い部分を補い合う
ことができるからじゃないかなと思う。私の周りのゲ
イやレズビアンの友人たちも大好きだ。彼らは私か
らは見えていない別の視野を世界に対して持ってい
て、愛があって、楽しくて、信頼できる。彼らの美しい
感性は絶対に守られるべきものだと思うけれども、
フェミニズムと一括りにして団結しようとすることに
はまだ疑問が残る。
とにかく、私は社会人になって
から、
いろいろな現場でたくさんの人にお世話にな
って、
「不当に扱われている」
というより
「大事にされ
てきた」
という感覚の方が強い。
そのように思える理
由のどれもが、
すでに多くの先輩女性たちが、
ずっと
昔からそんな社会になるように願って戦ってきたか
らに違いなく、
私はただその恩恵にあずかって、
なん
だかけっこうラッキーにやってきてしまったのかもし
れない。

ことにした。
それは
「フェミニスト・カルチャーはど
のように未来を担うのか」
というテーマの、
８人ほど
の登壇者によるプログラムだった。女性だけでなく
LGBTQも含めて扱われていたが、大学の一室にぱ
らぱらと集まった聴衆のほとんどは関係者のような
感じに見え、
そして全員が女性だった。
さまざまなア
ーティストのアプローチが写真や動画を交えて紹介
されたのが、
とても面白い。特に、
フェミニズムの問
題も人種によってその様相がかなり違うのは興味
深かった。
アートに関して言えば、
マーケットの開拓は見えや
すい問題だ。一人のパネリストの主張によると、
「大
きな美術館のコレクションのほとんどが男性作家
の手がけた作品で、女性には圧倒的にチャンスがな
い。
ここにいる何人の人が、作品を売って有名にな
りたいですか？みんながそう願っているはずなのに、
女性の入り込めるマーケットが存在しないことはお
かしいじゃないですか」
と。彼女の主張は一見とても
正しそうなんだけれども、資本主義に依り過ぎてい
て、私自身にとっての女性性の楽しみ方と一致しな
いということがわかってきた。私の考えでは、女性に
はあまり知られていない特権がある。
それは有名な
大きな道路のすぐ脇にある細い小道を歩いていける
権利だ。私は、
この権利を行使しているからこそ、今
のような即興のリサーチや、思いもよらない人との
関係づくりができる。売れることは売れないよりもず
っと良い。
でも、有名になることと引き換えにこの小
道が見えなくなって、
ここで力を発揮できなくなると
したら悲しいし、困ってしまう。

いろいろな意味で、
このポジティブな社会運動に興
味はありつつ、積極的に乗り切れない私だったが、
今回のKASHIMAの滞在コーディネーターの一人
であるNPO法人インビジブルの菊池宏子さんに紹
介していただき、
あるシンポジウムに参加してみる

-32-

-33-

私はただ単に大きな括りでフェミニズムを批判でき
るわけではない。
なぜなら、世界中には男と女が必
ずいるので、
それぞれの時と場合においてあらゆる
文脈を考えなければいけないからだ。本当に生命を
脅かされる危険や人としての尊厳を傷つけられてし
まうケースを一刻も早く解決に向かわせるためには、
「一般的に女性は損をしている」
と捉える大声の主
張に惑わされずに、
特定の社会で実際に女性が被っ
ている不利益をできるだけ具体的に知った上で、個
別的に対処していかなければいけないと思い知っ
た。
もし声を上げるとしてもそれからだ。

それと、
もうひとつの心配は、
フェミニズムが包含し
ようとする領域、
つまり地球上の女性とLGBTQの
人数を乱暴に全部足したら、残る男性こそがマイノ
リティになる。例えば、人口の移動によってある土地
に一定数以上の人が住めなくなって誰かがその場
所を離れざるを得ないように、
また災害や地球環境
の変化によってこれまでいた場所にいられなくなる
ことがあるように、市場経済の中で居場所を追われ
て漂流する男性は次にどこに向かうのか。
それは潜
伏する女性よりもなにか深刻な存在なんじゃないか
と思えてくる。
うまく説明できないけれど、
これは感
覚的な不安だ。
女性の権利を声高に叫び踊るフェミニストたちが、
もしもリトルトーキョーの高齢者住宅を訪れればす
ぐわかることだろうけれど、女性ってみんな長生き
だ。
ご主人や息子さんを亡くされてもまだまだ元気
な女性たちにたくさんお会いした。損得では比較で
きない尊さがある。私もそろそろ新しく、
もっと楽し
いコラボレーションの形を思いつかなければいけ
ない。

2018-03-02

TO CREATE

I’m going on a drive with Grant today!
Whenever I take a walk around the Little
Tokyo area, what I always look for as a
landmark is the Los Angeles City Hall, but in
this pretty large area there is a concentration
of municipal buildings. The construction of
these buildings had just started after the war,
at the same time the Japanese, who had been
released from the camps were returning. In
other words, the city occupied that area in
order to put pressure on the area that the
Japanese were returning to. That is why the
present Little Tokyo is so small.
I really appreciate that he has freed up a
day out of his very busy schedule. Grant is
expecting the birth of his second daughter
soon, so today will probably be the first and
last day for me to go see the sights with him.
If she is born while I am still here, I definitely
would like to go and see the baby.

This Japanese American community has
been met by numerous tsunamis. The first
wave was the persecution received after the
attack on Pearl Harbor and the Nikkei were
sent to concentration camps. The second
wave came when the war ended and they
came home to a new city plan, in which
they lost their place of residence and had to
break up their families. The third wave was
development. Rich developers bought land
and constructed new buildings. Rent and cost
of living increased and the poor could not
afford to live there. Development is like the
waves coming in and then retreating over and
over. That is the reality that the Little Tokyo
community is facing now.

There is something that I talked to Grant
about in the car. It was the continuation of my
question “What is a community organizer?”
His car was parked in a large public parking
structure right behind Daimaru Hotel. Grant
said that “In the past there were a lot of
people who worked for a living here.” I asked
“Does that mean that the City of Los Angeles
cleared out this area?” He replied that “It is sad
but that’s what happened.” When I asked “For According to Grant, in order for the Japanese
what? To alleviate the traffic congestion?” he to endure the harsh times, there were two
words that they used. These words were
stopped the car and we talked for a while.
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passed down from the Nisei and are well
known Japanese words here. They are
“Gaman” (To endure) and “Shikataga nai” (It
can’t be helped). But Grant thinks that now
the way to solving the problems that the
community has, is to take a new form of
action. It is not to endure, nor give up, and it
is not to fight. I asked if it is “Resistance?” He
answered that it is “Creation.” That is why he
wants to create places for people to gather,
create affordable housing where people can
live with a peace of mind, create the structure
for social welfare, and create a cultural focal
point in this town that has a complex history.
His work as a community organizer is to
protect and promote the community through
“Creation.” And art is one part of that creative
plan.
I wanted to go somewhere high up where I
could have a panoramic view of Los Angeles.
Grant’s friend of 20 years, Lauren also joined
us. We talked all through today’s drive. I really
had a good time. We are foreigners to each
other but share facial features that look like
we could be siblings.
From this viewpoint, I can see half of the
scenery clearly, and the other half, not so
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clearly. When I look through to the town that I
live, on the other side of that translucent area,
the stereotype that everyone sees of Japan,
seems to somewhat be swaying. And from
the town on the other side, this side cannot
be seen at all. I felt that I wanted to create a
“Team.” Together we would explore Little Tokyo
and right next to a community that is vastly
real, cultivate a narrow street that is fiction. It
would be interesting. This community’s past
began all of a sudden when the pioneers set
foot on this land more than 100 years ago.
If the history of the state of this community
is to be preserved, I feel that a secret tunnel
that connects to Japan’s Edo period… no,
further back to the Nara period, or even the
Yayoi period, should be created. The future
will continue endlessly through the creativity
of people. I have found a new purpose for
the near future. That is to have international
collaboration of creation between Japan and
the Nikkei community here in the Little Tokyo
where I have been given the chance to meet
so many people.

2018年3月2日

創造すること

今日はグラントと、遊びに行く！

ということ？」
と訊くと、
「悲しいけどつまりそうだ」
と
返ってきた。
「なんのため？交通渋滞緩和のため？」
と聞いてみたら、彼は道路脇に車を停めて、私たち
は少し話をした。
リトル・トーキョーの周辺を散歩するときに私がい
つも目印にしているランドマークはロサンゼルス市
庁舎なのだけれど、
そのまわりのけっこう大きな土
地に、市の機能が集約されている。
これらは戦後、
日
本人が解放されてキャンプから返ってくるときと同
時に市が建設を始めたもので、要するに日本人が帰
ってくる場所を圧迫するように市が占拠したという
ことになる。
だから今日のリトルトーキョーはこんな
忙しい仕事の日々の中に、
貴重な１日を空けてくれて
とっても感謝。
グラントにはもうすぐ２人目の女の子 に小さいのだ。
が生まれるので、一緒に出かけられるのは今日が最
初で最後になりそう。
もし私の滞在中に生まれてき ここの日系アメリカ人のコミュニティには何度も津
波が来た。第１の波は、真珠湾攻撃のあとに迫害を
てくれたら、絶対に赤ちゃんに会いに行きたい。
受けて強制収容キャンプに送られたこと。第２の波
車の中でグラントと話したことがある。
それは、初日 は、戦争が終わってキャンプから帰ると新しい市の
に話した
「コミュニティ・オーガナイザーって何？」
と 計画によって居場所を失い、離散せざるを得なくな
（開発）
だ。
いう質問の続きだった。
彼が車を停めていたのは、
ダ ったこと。第３の波はディベロップメント
イマルホテルのすぐ裏手にあるロサンゼル市立の大 裕福なディベロッパーたちが土地を買い、新しい建
物を建て、家賃や物価が高騰し、貧しい人が住めな
きな立体駐車場だ。
グラントは、
「かつてはここにも
くなった。
ディベロップメントは、寄せては返す波の
たくさんの人々が生活を営んでいた」
と言った。
ように、
何度も繰り返しやってく
る。今まさに、
リトル
私が
「つまり、
ロサンゼルス市がこの一角を一掃した
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トーキョーのコミュニティが直面しているのはそう
いう現実だ。

った。私たちは互いに外国人で、兄弟みたいな顔を
している。

グラントによると、
かつての日本人には過酷な時代
を耐え忍ぶための２つの言葉があった。
それは２世
の人々から語り継がれたためにここではよく知られ
た日本語で、
「我慢」
と
「仕方がない」
だった。
しかし
今、
コミュニティが必要としている解決策は、新しい
行動だと彼は考えている。
それは、耐えるのでも諦め
るのでも、闘うのでもない。私は
「抵抗？」
と訊いた。
彼は
「創造」
と答えた。
だから彼らは、人々が集まれ
る場所を創り、手頃な家賃で安心して暮らせる住宅
を創り、社会福祉の仕組みを創り、複雑な歴史を刻
んだこの街に文化の拠点を創る。
「創造」
によってコ
ミュニティを守り、育むことこそが、彼らコミュニテ
ィ・オーガナイザーたちの仕事だ。
そして、
アートも
その創造的な計画の一部としてある。

ここから眺める景色の半分はクリアーで、半分はよ
く見えない。
その半透明の向こう側に私の暮らす街
を透かしてみると、
みんなが見ているステレオタイプ
の日本がなんとなく揺らいで見える。
そして、
あちら
の側の街からここは全く見えない。
「チーム」
を創っ
てみたいと思った。私たちは一緒にリトルトーキョー
を探検し、
コミュニティの膨大なリアルのすぐ脇に、
細いフィクションの道を開墾する。
きっとおもしろ
い。
ここのコミュニティの過去は、
パイオニアが上陸
した100年と少し前から突然始まった。
せっかく情
熱をかけて歴史を保存しようとするなら、
日本の江
戸時代、
いや奈良時代、
それとも弥生時代にまで通
じる秘密のトンネルも創っておいたほうがいいんじ
ゃないか。未来は人々の創造力によって無限に続い
ていく。多くの人々に出会えたリトルトーキョーで、
近い将来、
日本と日系コミュニティーによる国際共
同創作を行うことが私の新しい目標になった。

私はどこかロサンゼルスが一望できる高いところへ
行きたかった。彼の20年来の友人のローレンも合
流した。今日のドライブは話が尽きず、本当に楽しか
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ACKNOWLEDGEMENTS

Little Tokyo Service Center

Kashima 2017 Artist in Residence

Little Tokyo Service Center (LTSC) is nonprofit organization first established in 1979 to
provide linguistically appropriate and culturally sensitive social services for the Little
Tokyo neighborhood and the broader Japanese American community. Responding to
the various changes and challenges facing Little Tokyo and the broader community
for the past thirty-eight years, LTSC has grown significantly in size, scope, and breadth,
including the establishment of the community development arm of the organization.
Today, LTSC continues to provide the social services that originally motivated its
establishment along with programs focusing on holistic community growth, affordable
housing, economic development, and revitalization of Little Tokyo.

Organized by: BEPPU PROJECT
Supported by: Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan

231 E Third Street, G-106
Los Angeles, CA 90013
Phone: (213) 473-3030
http://www.ltsc.org

Japanese American Cultural & Community Center
Founded in 1971, the Japanese American Cultural & Community Center is one of
the largest ethnic arts and cultural centers of its kind in the United States. A hub
for Japanese and Japanese American arts and culture and a community gathering
place for the diverse voices it inspires—Japanese American Cultural & Community
Center connects traditional and contemporary; community participants and creative
professionals; Southern California and the world beyond.

"KASHIMA" is an ongoing Artist in Residence program that the NPO Beppu Project
has been putting on since 2008. The name "KASHIMA" comes from a form of
accommodation in the tradition to heal themselves in hot springs of the Beppu city.
This program supports artists in residence from not only Japan, but all over the world.
It has been the wish to encourage upcoming artists and promote artistic culture
that this program provides opportunity for creative presentation. In order to build
an international cultural program exchange network, this year a partnership with Ho
Chi Minh and Los Angeles was formed to make the Artists in Residence exchange
program possible.

2F Sugakensai Building
2-35 Noguchimotomachi
Beppu City 874-0933, Oita Prefecture, Japan
Phone: +81 (0) 977-22-3560
www.beppuproject.com

244 S. San Pedro Street
Los Angeles, CA 90012
Phone: (213) 628-2725
http://www.jaccc.org
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ABOUT YUKARI
坂田ゆかり

YUKARI SAKATA

演出家／アーティスト

Theater Director / Artist
Born in Tokyo. She received her B.A. at
Tokyo University of the Arts, Department
of Musical Creativity and the Environment.
After graduating she took part in numerous
productions as a technician in theaters
all over Japan. These included 3 years
at SPAC (the Shizuoka Performing Arts
Centre) where she had the opportunity
to collaborate with theater companies
from across the world. Whilst working
at SPAC, Sakata started her career as an
independent theater director. In 2014, she
directed Rashomon, a Japan-Palestine
co-creation at Festival/Tokyo14. She
is currently working on site specific art
projects. By engaging in social issues
beyond the framework of the arts fields,
she attempts to expand the possibilities
of theater.

東京生まれ。東京藝術大学音楽環境創造科卒

業後、
日本全国の劇場で舞台技術スタッフとし

て研鑽を積む。特に、静岡県舞台芸術センター

（SPAC）
に所属した３年間では、海外カンパ

ニーの招聘作品や、国際協働制作をスタッフと

して経験した。
同時期に演出家としての活動を
再開。2014年、
日本とパレスチナの共同創作

『羅生門｜藪の中』
を演出
（フェスティバル/ト

ーキョー14）。近年は劇場にとどまらず、
サイト

スペシフィックなアートプロジェクトに取り組ん

でいる。他領域の人々と協働し、地域社会の問
題を扱うことで、演劇の可能性を拡張しようと
試みる。

http://yukarisakata.com
http://yukarisakata.com/en/

CREDITS
Written by: Yukari Sakata
Translation: Pamela Yamaguchi,
Yuka Yamamoto
Design: Tenaya Senzaki

-40-

著：坂田ゆかり

翻訳：山口パメラ
山本由佳

デザイン：テナヤ・センザキ

