Apicha Community Health Center
概要：連邦政府より認定されたコミュニティーヘルスクリニックです。プライマリーケア、トランズ
ジェンダーケア、LGBT ケア、HIV 検査、性病検査、HIV 治療、PrEP, SNAP, 低額保険加入のお手伝い
などを提供。日本語対応。各種保険適用。スライディングスフィー適用。
ホームページ：http://www.apicha.org
代表：高和子 kazuko@apicha.org
トールフリー：1-866-274-2429

Apple Time

スペシャルニーズを持つ子供達と家族の会

概要： ニューヨーク近郊に住む日本人・日系人の障がい児・者とその家族が交流し、医療・福祉・
教育の情報交換をして相互に助け合う団体。日本から渡米する家族・日本へ帰国する家族との連携も
図っている。

広く子育て一般や子供の健康に関する講演会も開催。

ホームページ：http://appletimeny.org
代表：頼廣陽子・荒木幸子

appletimeny@hotmail.co.jp

電話：1-914-777-3448

オルタナティブケア ARAMA!

(Alexander, Reflexology, Aroma, Massage)

概要：アロマセラピー、リフレクソロジー、マッサージ等の代替療法による癒しを行なう。
代表：秋山祥子 shokomassage@earthlink.net
電話：1-917-345-1340

Care the World（ケア・ワールド）
概要：海外で出産および子育てをしているご家族の医療面、生活面、教育面、メンタルヘルス面の情
報提供およびサポート。
ホームページ：http://www.caretheworld.com
代表：ノーラ・コーリ info@caretheworld.com
電話：1-914-413-6606

Community of Japanese Creative Arts Therapists
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(CJCAT / シージェイ・キャット)

概要: アート、ミュージック、ドラマセラピー、心のケア、 トラウマケアなど日本語での邦人ケア
サービスを、ニューヨーク州では LCAT 州認定免許保持者が提供。日米のクリエーティブ・アーツ・
セラピスト間の情報交換/指導も提供。
モデレーター ：小林利子 cjcat03@gmail.com 、藤澤玲子 art333reiko@gmail.com
電話:1-917-517-664

Dance De Laugh (DDL) (ダンス デ ラフ）
概要:：NY に住む日本人、日系人を対象に心と身体のケアをダンス、ムーブメント、音楽、セラピュ
ーティック的用具を用いて行う NPO 団体。 所属セラピストは、アメリカダンスセラピスト協会の認
定を受け活動しており、英語と日本語で対応できる。
代表：髙橋秀樹 dancedelaugh@gmail.com
HP：http://dancedelaugh.wix.com/dance-de-laugh

Hamilton-Madison House, Japanese Clinic （日米カウンセリングセンター）
概要： ニューヨーク州認定の唯一の日本人向けメンタルヘルスクリニック。日本人のサイコセラピ
ストによる心理療法。必要に応じて精神科医の処方も可能。メディケア、メディケイド、海外旅行傷
害保険、各種保険も使用可。医療保険がない場合でも、個人や世帯の収入に応じたスライディングス
ケール料金で受診が可能。
ホームページ：http://www.hamiltonmadisonhouse.org/
代表：松木史
電話：1-212-720-4560/4561

Heart to Heart
概要：ニューヨークに心臓移植を受けに来る邦人患者とその家族に対する生活全般のサポートを提
供。
代表：菅野奈都子

h2h.newyork@gmail.com

ホームページ：http://h2hny.blogspot.com/

HEIAN-NY 平安華麗に加齢
概要：異なる世代間で失われた接点を見出し懐かしい日本の心を温故知新する”世代間交流”や、心
と体を活性化させるトピックでのレクチャーとアクションプランで、社会参加と“ヘルシーエージン
グ”を促進するネットワークを提供。
ホームページ：http://www.HeianNYC.org（1/1/2015 からご覧頂けます）
代表：杉村真美

HEIAN.NYC@gmail.com

Japanese American Social Services, Inc.（JASSI: 日米ソーシャルサービス）
概要：生活の質の向上を図ることを目的に、ニューヨーク市内や近郊に居住する方に福祉サービスを
提供。年齢や収入に関係なく、言語、文化、および制度の違いから生じる日常の様々な問題を抱え、
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支援を必要とする方へ福祉の専門家が秘密厳守で対応。毎年 3,500 件以上の相談を受け付ける個人相
談の他、高齢者プログラムではイベントやフレンドリービジット等を提供し、地域活動ではコミュニ
ティーのニーズに応えたワークショップやセミナーを開催。
ホームページ：http://jassi.org
代表：中曜子、片山瑞恵

info@jassi.org

電話：212-442-1541

The Japan Education Center of the Japanese Educational Institute of New York
（ニューヨーク日本人教育審議会・教育文化交流センター・教育相談室）
概要：日本人児童の教育・発達・適応の問題に関する、電話・面接・訪問相談、グループセラピー、
学校・教師へのコンサルテーション、保護者へのワークショップなどを提供。
ホームページ：http://www.jeiny.org/jp/cultural_exchange_center.html
代表：バーンズ静子、森真佐子

jecmm@jec-ny.org

電話：1-914-305-2411
※メンタルヘルスネットワークへの連絡先もこちらです。

Japanese Association of Greater Philadelphia（フィラデルフィア日本人会）
概要：地域の日本人間の交流、地域へ移転してきた日本人への情報提供、地域の日本人学生への支
援、地域の身寄りのない高齢者への支援。日米文化の理解を深めるためのプログラムや日米文化交流
を促進するためのプログラムの実施、在ニューヨーク総領事を招いた地域での領事サービスの実施。
代表：鈴木貴子（理事） info@jagphilly.org
HP：http://www.jagphilly.org/

Japanese Medical Society of America（米国日本人医師会）
概要：日本人医師及び研究者が創設。日米医学会の交流、地域医療サービスの支援、医師紹介ネット
ワーク等を提供。
奨学金プログラム、レクチャー、JCOP(Japanese Community Outreach Program)、Japan Disaster
Relief など活発な活動を展開。
ホームページ：http://www.JMSA.org
会長：安西弦
ジャムズネット代表：本間俊一 sh23@columbia.edu
電話：1-212-305-3068

JB Line（日系ボストニアンサポートライン）
概要：ニューイングランド地方に住む日本人・日系人を中心とした人々の生活上の問題解決を 24 時
間サポートライン・リソース紹介・ダイレクトサポートなどで支える。人々の生活向上のためにケー
スマネージメント・カウンセリング、アウトリーチや教育も提供。
ホームページ： http://www.jbline.org/
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代表：渡邊哲子 help@jbline.org
電話：1-781-296-1800

New York Asian Women’s Center
概要：ドメスティック・バイオレンス、性犯罪、人身売買の被害者およびその子どものための支援団
体。24Hrs ホットライン、緊急用シェルター、カウンセリング、ウェルネス・プログラム、法律相
談・裁判支援、情報提供、および子どものためのプログラムを無料で提供。
ホームページ：http://www.nyawc.org
電話：1-888-888-7702（Toll free） "Japanese please"とお伝えください。

日米ケア（NichiBei Care）
概要：人種や国籍に関わらず日本とつながりを持つ方の心の健康を願い活動する非営利団体。発足の
きっかけとなった東日本大震災被災者への支援をはじめ、サンフランシスコを中心とした西海岸にて
心に関する講演や講習会の開催、バイリンガルカウンセラー探しのお手伝い、心の専門家のネットワ
ーク作りの機会提供。
ホームページ：http://www. Nichibeicare.org
代表：スティーブン・マーフィー重松

nichibeiweb@gmail.com

電話：1-707-364-0226

NR-JACNet（ノードフ・ロビンズ日米コミュニケーションネットワーク）
概要： ニューヨーク大学ノードフ・ロビンズ音楽療法センターに設けられた日本語専用の窓口。日
米の音楽療法全般についてや日本語で受けられる音楽療法に関する質問、音楽療法のレクチャー、ワ
ークショップ、センターへの訪問等を受け付けている。
ホームページ：www.steinhardt.nyu.edu/nordoffrobbins
代表：

カオルロビンズ kaorurobbinz05@yahoo.co.jp

電話：1- 201-630-4335

NY de Volunteer
概要：ニューヨーク市の社会問題解決・国際相互理解推進のため、在 NY 邦人の輪を通じ、コミュニ
ティーサービス活動推進、リーダー育成を行なう非営利団体。
「体験・学び・交流」の三要素を含む
総合的なプログラムを実施し、コミュニティーサービス参加への士気を高めることを目指す。ボラン
ティア希望者は無料メーリングリストに登録し、都合の良い時に活動参加できる。
ホームページ：http://www.nydevolunteer.org
メーリングリスト：http://groups.yahoo.co.jp/group/NYdeVolunteer/
代表：日野紀子 noriko@nydevolunteer.org

NY SukuSuku-Kai（育児支援ニューヨークすくすく会）
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概要：ニューヨークエリアに住む家族に日本語でプロフェッショナルなサービスを提供する育児支援
グループ。
ホームページ：http://www.nysukusukukai.org
代表：関久美子 加納麻紀

info@nysukusukukai.org

電話：1-917-292-0218

Origami Therapy Association（OTA)（折り紙療法協会）
概要：OTA was founded in order to promote the therapeutic use of origami, to develop the
application of origami in community building and for furthering research pertaining to the
benefits of origami
Facebook：https://www.facebook.com/OrigamiTherapyAssociation/
代表:：小林利子

eoat02@gmail.com

Sanctuary for Families
概要：ドメスティックバイオレンス被害者のためのシェルター、カウンセリング、保護命令や離婚、
養育権等に関する法律相談、さらに教育プログラムや社会啓蒙活動を展開。
ホームページ：http://www.sanctuaryforfamilies.org
電話：1-718-993-5990

乳がん・卵巣がん患者支援団体（SHARE）日本語プログラム
乳がん・卵巣がんの患者や体験者に、同じ病気の経験者がファシリテーターとなり定期的にサポート
ミーティングを提供。ピアサポーターによる電話での日本語ヘルプラインも提供。
ホームページ：http://sharejp.org（日本語プログラム）
、http://www.sharecancersupport.org/
（本部 SHARE）
代表：ブロディー愛子 contact@sharejp.org
電話：1-917-686-0671

Sujata (JAMSNET 学生グループ)
概要： JAMSNET の活動に参加することで、非営利団体の運営について学生が学ぶ機会を得て、様々
な分野で学んでいる学生同士のネットワークの構築を目指す。学生の意見や提案を JAMSNTE の活動に
取り入れ、海外にいる邦人コミュニティーへの貢献を目指す。
代表： 窪田絵里

erisante@gmail.com

Yoshiko Matsumoto Medical Network（ＹＭネットワーク）
概要：看護師や日本人医療関係者、福祉サービス関連従事者間のネットワーキングと情報交換を促
進。
代表： 磯角有希 窪田絵理

ym.mednet@gmail.com
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Young Japanese Breast Cancer Network
概要：若い時期に乳ガンになった日本人女性へのサポート。コミュニティでの啓蒙、教育活動を提
供。
ホームページ：http://bcnetwork.org/
代表：山本眞基子 info@bcnetwork.org

ニューヨーク日系人会

Japanese American Association of New York

概要：日系・日本人社会を代表する総合団体。無料医療相談室、敬老会などソーシャルサービス、奨
学金制度、日本語教育、カルチャークラス、ホールの貸し出しを行い日系コミュニティに根付いた活
動をしている。高齢者問題協議会を設立し、日本人の高齢者が NY で安心して過ごせるように情報を
提供。
ホームページ：http:// www.jaany.org、
代表：スーザン大沼、野田美知代事務局長

info@jaany.org

電話：1-212-840-6942/6899
邦人・日系人高齢者問題協議会
ホームページ：http://www.agingjaa.org/
電話 （日系人会内）
：1-212-840-6942/6899

坂神けいこ
ニューヨーク市保健精神衛生局 ホームページ：www.nyc.gov/health

JAMSNET 東京 (Japanese Medical Support Network Tokyo)
概要：日本語や日本文化を継承し、国境を跨いで活動する人々を、医療・保険・福祉・教育・生活等
の分野で応援しています。JAMSNET 関連団体。
理事長：古閑比斗志
ホームページ：http://jamsnettokyo.org/
JAMSNET カナダ （カナダ邦人医療支援ネットワーク）
概要：カナダの邦人医療関係者間の情報交換と連携、カナダ在留邦人に対する医療支援を目的とする
ネットワークの構築を目指す。JAMSNET 関連団体。
代表：傳法清（トロント Japanese Social Services）
E-mail：medical@ot.mofa.go.jp

（在カナダ日本国大使館医務班宛）
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JAMSNET アジア（アジア邦人医療支援ネットワーク）
概要：アジア（インド・インドネシア・カンボジア・シンガポール・タイ・フィリピン・ベトナム・
バングラデイッシュ・マレーシア・中国・ニュージーランド；現在参加地域

一部オセアニアを含

む）の邦人医療関係者間の情報交換と連携、アジア在留邦人に対する医療支援を目的とするネットワ
ークの構築を目指す。JAMSNET 関連団体。
代表：百武加恵 (バムルンラード病院)
E-mail：jamsnetasiainfo@gmail.com

JAMSNET Deutschland（ドイツ邦人医療支援ネットワーク）
概要：邦人医療関係者間の情報交換・連携。ドイツ在留邦人の医療分野での支援。JAMSNET 関連団
体。
代表：柏原誠（シャリテ・ベルリン医科大学公衆衛生大学院研究員）
E-mail：info@jamsnet-germany.org
ホームページ：http://jamsnet-germany.jimdo.com/
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