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　今年は比較的雪が少なく、過ごしや
すいクリスマス、年明けでしたが、２月は
まだまだ寒さの増す冬本番。ミシガン州
は日本の北海道と同じ緯度上に位置す
るため、気候が北海道と似ていると言わ
れます。冬のデトロイトの12月〜2月まで
の平均気温をみてみると、摂氏0度から
マイナス5度。ただし、これはあくまで平
均で、摂氏マイナス20度前後を記録する
こともしばしば。時には身の危険を感じ
る寒さです。だからと言ってこの長い冬
を屋内で過ごすにはもったいない！小さ
いお子さんがいる家庭では、雪が降ると
すぐ、庭でかまくらを作ったり、そりを手

に近所の「行きつけ」のソリができる丘
に車を走らせたり、外に出るのが定番。
その後ホットチョコレートで身体を温め
て・・・手軽に楽しめる雪遊び、一番の冬
の醍醐味と言えるかもしれません。

 ミシガンのウィンタースポーツ事情につ
いてみていくことにしましょう。
　ミシガンはスキー場の数を見ると全米
で２番目の数を誇ると言われます。起伏
の激しい山がなく比較的平坦な地形で知
られるミシガンですが、規模は小さいな
がらも近場で手軽にスキー、スノーボード

ミシガンの冬

photo credit: Pure Michigan
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ウィンタースポーツ

https://www.goskimichigan.com/
cold-is-cool/

  小学４・５年生の子ども達は無料
スキー・スノーボードが楽しめる！
Michigan Snowsports Industries 
Association（MSIA)では、毎年ミ
シガンに住む小４・５年生に無料
でスキーやスノーボードなどのス
ノースポーツを楽しむことができ
るプログラムを用意している。子ど
も達が冬を元気に健康で過ごせる
ようにと近年恒例となっているプ
ログラムだ。

 下記ウェブサイトから申し込み
($20)、パスポートが郵送される
のを待つか、もしくは指定スポー
ツショップでも即日購入可能(購
入可能な店舗はウェブサイトで
要確認）。これを使えば今シーズ
ン参加のスキー場で３回までリ
フト券やクロスカントリートレイ
ル パスが 無 料となる（除 外日あ
り）。その他ディスカウントクーポ
ンなどもついてくる。保護者付き
添い（リフト券購入）が条件。大人
1名に子ども２名までOK。

を楽しむことができるというウィンタース
ポーツに最適な州なのです。なだらかな
勾配は初めてスキーを体験する子ども達
にはもってこい。州では子ども向けにもス
ノースポーツを紹介するためにさまざまな
プログラムを用意しています。
　大型リゾートスキー場は、“アップノー
ス”と呼ばれるミシガン北部（下半島）に
多く位置していますが、デトロイト近郊に
も思い立ってすぐスキー！ということも可
能なスキー場も。まだまだウィンタースポ
ーツシーズン真っ只中、これからでも遅く
ありません。

Cold is Cool!
小学校４・５年生

　はスキーが無料！

photo credit: Muskegon Winter Sports Complex
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領事出張サービス

当館ホームページ内、領事出張サービスに関するページ： www.detroit .us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/onedayconsulate.html

会場・日時

実施項目
◇ 旅券（パスポート）の申請・交付     
◇ 在外選挙登録申請      
◇ 在留証明および署名証明の申請    
◇ 身分事項証明（英文の出生･婚姻･離婚・死亡証明書など）の交付 
◇ 旅券所持証明の交付     
◇ 在留届の受付
◇ 各種相談（戸籍・国籍関係、各種届出用紙や母子手帳の受け取り等） 

領事出張サービス担当 TEL： 313-567-0120 (内線 215番)ご質問、ご相談等は、在デトロイト日本国総領事館へお問い合わせください。

ノバイ  /  Novi Civic Center (ノバイ市役所)       
               住所： 45175 W. 10 Mile Rd., Novi, MI 48375

2020年４月14日（火），５月６日（水）　午後1から5時まで
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ノバイ  /  Novi Civic Center (ノバイ市役所)       
               住所： 45175 W. 10 Mile Rd., Novi, MI 48375

2019年９月17日（火）、2019年10月10日（木）１時から５時まで

郵便等投票

在外公館投票 日本国内で投票
直接日本大使館・総領事館（領事事
務所）に出向いて投票する方法。

投票用紙等を事前に請求して、記載の上、
登録先の選挙管理委員会へ郵送する方法。

一時帰国した方や帰国直後で転入届を提出して
3か月未満の方は、日本国内でも投票できます。

郵送派?

直接派?
国内派?

在外投票は次の3つの方法から選択できます

同居家族による
代理申請もでき
ます。

出張サービス
の機会にぜひ
在外選挙人登録
を！

外 務 省詳しくは、在デトロイト日本国総領事館　TEL：313-567-0120（内線215番） E-mail：senkyo@dt.mofa.go.jp または 検 索外務省  在外選挙 　　　　　　　　　　まで。

1. 平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも投票できます。
2. 平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。
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登録・投票は簡単です

電話または郵便

用意する物

必要書類を準備し申請書に記入、
大使館、総領事館窓口で登録申請

在外選挙人証の受取
3か月後に大使館•総領事館など
から住所確認の連絡を受ける

在外
選挙人証

旅券
申請書

居住している事を
証明できる書類

大使館・
総領事館

（在留届を提出済の方は不要です。）

※申請書や選挙人証
が海外・国内を往復す
るため受取までに3か
月程度かかります　
※選挙人証受取は郵
送又は窓口での受取
が選べます

①満18歳以上で
②日本国籍を持っていて
③海外に3か月以上
　お住まいの方
　（出国時登録申請を除く）

在 外 選 挙 人
名 簿 登 録 資 格

申請者の上記書類と署
名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書※、
代理の方の旅券を御用
意ください。

※申請書と申出書は領
事窓口または外務省
のホームページから
入手できます。
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デトロイトから約１時間ほどでアクセスし
やすいスキー・スノーボード場。経験者、
特に上級者には人工の丘ほどのミシガ
ンスキーに物足りなさを感じることもあ
るかもしれないが、どのスキー場も上級
コースやスノーボードのトリックなども練
習できるテレインパークも気軽に楽しむ
には問題なし。どこも造雪施設は整って
いて、スノーチュービングや、子ども用ア
クティビティ、初心者レッスンも充実して
るので、週末思い立ったらすぐに行ける
のが良いところ。

デトロイト近郊スキー場 大型スキーリゾート
ミシガン北部は夏も多くの人を魅了する
が、冬も美しく、多くの大型スキーリゾー
トがアップノースに点在している。白銀の
世界をバックに一滑りしたい方はぜひ。
宿泊施設も整い、仲間や家族でキッチ
ン付きのコンドミニアムでワイワイするも
良し、ロッジタイプ、ラグジュアリーなホテ
ルでゆったりするも良し。北部のスキー
場はやはりデトロイト近郊に比べコース
数も多く雪質も良いと言われる。スノー
モービルやクロスカントリー、室内/屋外
(温水）プールなどもあり。

●Mt. Brighton Ski Resorts 
Brighton, MI 48116

mtbrighton.com
　
●Alpine Valley Ski Area

White Lake, MI 48383
skialpinevalley.com

●Mt. Holly Ski/　　
　Snowboard Resort

Holly , MI 48442
skimtholly.com

●Crystal Mountain Resort  
    & Spa

Thompsonville, MI 49683
crystalmountain.com

　
●Boyne Ski Resorts

Boyne Falls, MI49713
boyne.com

●Shanty Creek Resorts
Bellaire, MI 49615
shantycreek.com

SKIING/ SNOWBOARDING

OTHER ACTIVITIES
Fat-tire biking は近年の自転車ブー
ムに乗って冬の長いミシガンでは気軽
に楽しむことができると人気。公園やス
ポーツコンプレックス、スキー場などで
はレンタルできるところも多い。スノー
シュー（写真下）やクロスカントリース
キー（写真左下）と同じトレイルを走る
ことが多く、注意が必要。

Ryan Gajewski courtesy of Pure Michigan

Crystal Mountain Resort

  Muskegon Winter Sports Complex

photo credit: Muskegon Winter Sports Complex
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より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から  
     午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室
● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器 
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
  もちろん 水道、ガス、電気、 食器、
  さらに 寝具、 ケーブルTV付で即入居可能。

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

すき焼き・鴨鍋
しゃぶしゃぶ

ラーメン・うどん
各種どんぶり
つまみの数々

リーゾナブルな
日替わりランチ
スペシャル

43155 MAIN ST #203
NOVI, MI 48375Oishinovi.com (248)380-1600

会社の宴会やパーティーなどにご利用ください

このビル内

Main St.

One
World

Grand Riv er

No
vi 

Rd
.

Lunch	 火〜日	 11:30am	-	2:30pm	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Dinner	 火〜木	 	5:00pm	-	10:00pm	 	
	 金・土	 	5:00pm	-	10:30pm
	 日	 	5:00pm	-	9:30pm

★パートまたはフルタイムのウェイター/ウェイトレス、
　寿司ヘルパーを募集しています。 経験は不要です。

　Boyne Highlands Resortsは、ミ
シガン湖のほとり、ハーバースプリング
スに位置しています。４人乗りチェアリ
フトのHEATHER　EXPRESSに乗り
KATH RUNというコースに向かう途中
にミシガン湖のLittle Traverse Bayを
望むことができるのですが、雪山と豊か
な水の恵みが生み出す景色はしばらく
見とれてしまう絶景です。
　Boyne Highlandsは、初心者や幼
児がいる家族連れにも優しいリゾート
です。スキーやスノーボードのレッスン
も充実しており、一日レッスンではス
ノーチュービングを楽しむ時間も組み
込まれ、ホットココアを飲みながらの
休憩に子供たちも大満足。無料初心
者エリアには３人乗りチェアリフトの
CAMELOT、そして日本では見かけな
いコンベヤ方式のカーペットリフトが設
置されています。カーペットリフトに乗
れば、その両脇にあるバニーヒル（かな

り緩やかな斜面）やミニミニターンコー
スで小さな子供も安心して楽しく練習で
きます。
　リゾート内には５５の滑走コースの他
に、ジブやジャンプを思い思いに楽しめ
るテレインパークも初級から上級者向け
の難易度で整備されています。風を感
じながら心地よく滑れる林間コースもあ
り、テレインパークに入り軽くジャンプを
してみるのも楽しいでしょう。疲れてきた
ら休憩がてら、大きなタイヤにどっぷり
とはまってのスノーチュービングもおす
すめ。ジェットコースターさながらにアッ
プダウンのコースをくるくる回ってゴー
ル！雪山でジップラインというのも魅力
的だし、レンタルをすればもれなく入門
レッスンが付いてくるSNO-GOというス
キーバイクも今年度は見られるようにな
り、ぜひ試してみたいところです。
　年々開発が進められているリゾートの
今後がますます楽しみです。

(M.B.:  Farmington在住）

Boyne Highlands Resorts に行ってきました！体験記

▲ミシガン湖のLittle Traverse Bayを望むことができる
絶景エリア

◀︎スキーに疲れたらスノーチュービングでジェット
コースター気分

▼サンセット光景

  The Muskegon Winter Sports Complex, 
Muskegon, MI (https://www.msports.org/)で
は、ルージュの体験が可能。こちらのルー
ジュのトラックは全米で4箇所しかない中の
ひとつ。週末にはレッスンも行われている。
　また、スキーリゾート施設では30分か
ら１時間程度の犬ぞりツアーが体験でき
るところも多い。自らがマッシャー（操縦
者）を体験したい場合は半日のクラスを取
ることになる。

関連イベント

UP 200 Sled Dog Races (Marquette, MI):
アッパーペニンシュラ　犬ぞりレース　
日時：2020年2月13-17日 ：up200.org
UP200レースは、12匹の犬ぞり中距離レース（走行距離230マイル）。このレースにより、ア
ラスカで行われる犬ぞりレース「アイディタロッド」の出場権を競う。毎年1万5千人のビジ
ターが訪れる冬の一大イベント。

"Junior Has a Fit" Program:　JHAFプログラム　　
スキーショップBoyne Country Sports（デトロイト近郊だとNoviや Bloomfield Hills等）で
は、子ども達の成長に合わせてスキーやスノーボードを毎年、新品または中古のスキーに
交換してくれるプログラムを実施している。boynecountrysports.com/jhaf           

photo credit: Muskegon Winter Sports Complex・Pure Michigan
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米日教育交流協議会・代表 　丹羽　筆人米日教育交流協議会・代表 　丹羽　筆人

 帰国予定の方にとっては、お子さんの帰国後の学校選びは大きな課題の一つです。帰
国後の住所や帰国時期（学年や学期）によって受け入れ校の状況が異なりますし、在
外年数や在外生活開始年齢などによって、お子さんの日本語力や英語力が国内の子ど
もたちと異なりますので、それに合わせた学校選びや受験対策が必要になります。ここ
では、帰国後の学校選びをする際によく聞かれる質問について回答します。

Q．帰国するタイミングはいつがよいのでしょうか。
A.　この質問については、小学生、中学生、高校生の場合に分けて説明します。

≪小学生の場合≫
　住所地の公立小学校であれば、いつでも編入できますが、お子さんが馴染める環境
があるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、
静岡、愛知、大阪、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立小学校は編入時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られている学校
も目立ちます。したがって、帰国時期を合わせる必要があります。
　中学校への進学は、国内生は９割以上が公立中ですが、帰国生の場合は約３割が
私立や国立の中学校を選択します。ただし、国私立校への進学が目立つのは東京、神
奈川などの大都市のみです。国私立校では入学試験が課され、帰国生入試の場合は、
国語、算数の２教科の学校が多いですが、英語を課す学校が増えています。また、社会
や理科を課す学校もあります。国内生と同じ問題が課されることも多いので国内生と同
様な受験対策が必要です。
　したがって、中学受験のため小学４年生や５年生で帰国し、日本で早めに受験対策
をする方も目立ちます。帰国生中学入試の出願資格は在外年数が１〜２年以上で、帰
国後１〜２年以内が多いのですが、中には帰国後３年経っても受験できる学校や、帰
国後の年数は無制限という学校もあるからです。小学６年生まで海外に在住し、中学受
験に臨むという受験生は、最近では少なくなりました。このような状況を考えると早めに
帰国するのもよさそうです。
　ただし、作文や面接のみで選考するような負担の軽い入試を行う学校もあります。中
高一貫校では、帰国生の英語力や異文化体験を重視して受け入れ、６年間かけてじっ
くり育てようという方針の学校もあります。受験対策が準備できていない場合は、このよ
うな学校を選ぶとよいでしょう。

≪中学生の場合≫
　住所地の公立中学校であれば、いつでも編入できます。しかし、お子さんが馴染める
環境があるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、
富山、静岡、愛知、大阪、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立中学校では、編入時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られている学
校も目立ちます。編入時期に合わせて帰国できない場合には、公立中学校に編入しな
ければなりません。もちろん、随時受け入れる学校もあります。
　中高一貫校や中等教育学校の場合は３年生での受け入れもありますが、そうでない
場合もあります。また、高校の履修内容を先取り学習している学校もあり、３年生への編
入試験でも高校１年生相当の問題が課されることもあります。編入試験がどのような範
囲から出題されるのかを確認することも必要です。また、中高一貫校や中等教育学校で

            ～～受験生と保護者の疑問にお答えします受験生と保護者の疑問にお答えします～～

帰国生の小学・中学・高校選び 帰国生の小学・中学・高校選び Q＆AQ＆A

は高校１年生に当たる４年生からの編入ができない学校もあります。
　高校に進学する場合には、必ず入学試験が課されます。私立高校では、国語、数学、
英語の３教科という学校もありますが、多くは社会や理科も加えた５教科型です。帰国
生入試では、国語、数学、英語の３教科という学校が主流ですが、自宅の近くに帰国生
入試実施校がなければ、国内生と同様に５教科型での受験が必要です。帰国生入試実
施校を受験できない場合には、できるだけ早く帰国したほうがよいともいえます。
　また、現地校の９年生を修了していないと、ほとんどの公立高校や一部の私立高校で
は入学が認められません。９年生修了前に高校に入学をする場合には、遅くとも中３の
冬休み前に帰国して、公立中学校に編入し、卒業する必要があります。私立高校の場合
には、９年生修了前でも入試に合格すれば入学できる学校が目立ちます。

≪高校生の場合≫
　帰国生の編入を実施する高校は決して多くはなく、定員に欠員が生じた場合のみ行
われるのが一般的です。また、編入時期も４月、９月、１月などに限る高校も目立ちます。
また、編入できる学年も２年生までという高校が多く、３年生に編入できる高校はわず
かです。
　編入するためには入試が課されます。入試は編入時期の２か月ほど前に実施する学
校が多いので、３か月ほど前には受験校を決定し、出願せねばなりません。急に帰国が
決まり、帰国までの期間が短い場合には、入試や出願の時期を逸してしまうこともありま
す。もちろん、随時受け入れる学校もあります。
　編入試験の出題教科は高校によって異なりますが、国語、数学、英語の３教科が目
立ちます。国語には古文や漢文も含まれ、理科(物理、化学、生物など)や地歴公民(日本
史・世界史・政治経済など)が課されることもあります。出題範囲は編入する高校の進度
によって異なります。編入後に授業についていけるかどうかを確認するために、直近に実
施された定期テストが入試問題として使われることもあります。数学は高校によっては進
度が異なり、例えば、１年生でも２年生の履修科目が課される場合もあります。
　このように高校生が帰国する場合には、帰国予定時期の志望校の編入実施の有
無、学年、入試日や出願期間、入試科目や出題範囲などを早めに確認する必要があり
ます。志望校が帰国のタイミングで編入を行わないことも踏まえ、多めに選定しておきま
しょう。
　なお、日本の高校では、履修したすべての科目の単位を取得しないと卒業できませ
ん。また、日本の高校に編入すると、ほとんどの国公立大と早稲田大、慶應義塾大など
一部の私立大は、帰国生入試で受験できません。また、１年生で編入した場合には、帰
国生入試で受験できる大学が少なくなります。

Q. 帰国生入試のための対策を教えてください。
A.　できるだけ早く受験予定校を決定し、各校の入試教科や出題傾向に合わせた学習
をすることが大切です。帰国生中学入試では、国語と算数の２教科を課す学校が主流
ですが、英語も課すという学校が増えています。また、社会や理科も加えた４教科を課す
学校や作文を課す学校もあります。また、帰国生高校入試では、国語、数学、英語の３教
科を課す学校が多いのですが、社会や理科を加えた５教科を課す学校や作文または
小論文を課す学校もあります。また、ほとんどの学校で面接を課します。
　国語、数学・算数、英語の３教科は、多くの学校で課されますので、教科書の学習に

帰国生帰国生
入試情報入試情報
帰国生帰国生
入試情報入試情報

Detroitで唯一

４ STARS４ STARS
韓国レストラン
(Detroit News)

最高品質アンガス牛 　焼肉、カルビなど
 

会社の宴会や各種パーティーにぜひご利用ください。
12・16・30人のルーム、100人規模も可能12・16・30人のルーム、100人規模も可能

Main St.
One
World

Grand River

No
vi 

Rd
. (248)348-6800

43155 MAIN ST #300
NOVI, MI 48375

日曜日、焼肉を10％off !!
All day Sunday, BBQ 10% 0ff
*ホリデーを除く。 Exclude Holiday
*他の割引との併用不可。
Can not be combined with other 
有効期限 2-29-2020  JNC 2020月・水~土 11:30 - 22:00   日 11:30 - 21:30月・水~土 11:30 - 22:00   日 11:30 - 21:30  （火：休み)  （火：休み)
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執筆者のプロフィール

　日本の学校教育事情・受験情報の過去の記事を
Japan News Club公式サイトで
ご覧いただくことができます。

www.JapanNewsClub.com

加え、入試問題集を使って問題を解く練習を積むことが大切です。社会や理科は、入試
教科ではないとしても、教科書での学習はしておきたいです。以下に、国語、数学・算数、
英語の学習方法についてご説明します。
　国語は、課題文が入試で初めて読む文章であることが多いので、日頃から幅広
いジャンルの文章を読むことをお勧めします。小説は読み慣れていても、論説文や随筆
は読み取れないということもありますし、苦手意識のある歴史小説や古典も学習してお
きましょう。古典は難問が少ないため、得点しやすいともいえます。また、ことわざ、慣用
句、四字熟語、文学史などは、覚えれば得点を稼げますので予め練習しておきましょう。
　数学・算数は、問題を早く解けるようにする練習が必要です。計算も日頃から計算機
に頼らず学習を進めましょう。計算問題の途中式を書き込むことや証明問題の日本語
での説明も大切です。中高一貫校や進学校では、当該学年より先の学年の履修内容が
出題されていることもあります。過去の入試問題を入手して練習を積んでおきましょう。
　英語は、英会話が問題なくできても、入試で得点できるとは限りません。日本の受験
英語は、相変わらず文法重視の出題が目立ちます。現地で普通に使っている言い回しで
は不正解になることもあります。また、英語といえども、和文英訳や英文和訳もあり、日本
語での学習も必要です。なお、中学入試でも英語を課す学校はあります。中学・高校とも
に、日本式の英語ではなく、TOEFL形式で出題する学校もあります。この場合には、現
地校での英語の学習が対策に直結します。
　入試において安定した得点力を身につけるためには、問題演習を繰り返すことが大
切です。また、時間内にスピーディーに問題を解く練習を積むことも必要です。模擬試験
は海外では受験機会が少ないですが、一時帰国の際に受験するとよいでしょう。

Q. 帰国生の公立高校入試は国内生とどう違うのですか。
A.　公立高校では、調査書（中学校の成績など）と学力検査（国語、数学、社会、理科、
英語）を総合的に評価して入学者が選抜されます。ただし、帰国生への対応は都道府
県によって様々です。
　まず、次の１６の都府県（福島、千葉、東京、神奈川、富山、石川、静岡、愛知、三重、京
都、大阪、兵庫、奈良、岡山、福岡、大分）では帰国生受け入れ高校を特定校に定めてい
るので、それら以外の高校では特別な配慮はないといえます。その他の３１道県ではす
べての高校において特別な配慮がされることになっています。ただし、入試での負担軽
減がほとんどで、入学後のサポートはあまり期待できません。全国で帰国生が１０人以
上いる公立高校は３０校ほどですし、ほとんどの高校では帰国生がいないとか在籍した
ことがないというのが実態だからです。一方、帰国生在籍数の多い高校では、ある程度

のサポートは期待できそうです。ちなみに帰国生在籍数が２０人以上の公立高校は次
の通りです。東京都立：国際、三田、竹早、日野台、神奈川県立:横浜国際、神奈川総合、
新城、横浜市立:東、愛知県立:千種、豊田西、刈谷北、大阪府立:住吉、千里、神戸市
立：葺合
　次に、入試の教科数に目を向けると５教科が２５道県、３教科が１５都府県、２教科
が３府県で、それ以外が４県です。３教科の都府県の多くでは国語、数学、英語が課さ
れますが、長野は数学、理科、英語の３教科ですし、山梨と熊本では５教科のうち３教
科を選択できます。栃木、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、三重、奈良、広島、福岡、熊
本では学力検査の他に作文または小論文が課されます。学力検査を課さない４県の
内、兵庫は適性検査と小論文、岡山は調査書と面接、福島、長崎は作文のみです。また、
札幌市立の４校は英語のみ、東京都の９月入学は英語の作文のみで受験できます。
　このように公立高校の帰国生入試は都道府県によって様々ですし、仕組みが変わる
ことも多いので、各々の教育委員会や受験予定校に問い合わせて情報を収集すること
をお勧めします。

CA、NJ、NY、MI州の補習校･学習塾講師を務め、2006年に「米日教育交流協議会（UJEEC）」を
設立し、日本での日本語･日本文化体験学習プログラム「サマー･キャンプ in ぎふ」など、国際
的な交流活動を実践。また、帰国生入試や帰国後の学校選びのアドバイスも行っており、北
米各地で講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバイザー、名古
屋国際中学校・高等学校アドミッションオフィサー北米地域担当、サンディエゴ補習授業校
教務主任も務める。
◆米日教育交流協議会（UJEEC）　Website ： www.ujeec.org

河合塾で十数年間にわたり、大学入試データ分析、大学情報の収集・
提供、大学入試情報誌「栄冠めざして」などの編集に携わるとともに、
大学受験科クラス担任として多くの塾生を大学合格に導いた。また、
全国の高等学校での進学講演も多数行った。一方、米国･英国大学進
学や海外サマーセミナーなどの国際教育事業も担当。米国移住後は

まだまだ寒い日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。体調等を崩さ
れないように、お気をつけください。
さて賃貸をされている方も、物件を保持されている方も、今一度住居の管
理を兼ねて、該当する項目の冬のメンテナンス事項を確認ください。

□　ファーネスフィルター交換はしましたか
□　冷蔵庫、コイルの埃掃除をしましたか
□　外の蛇口を閉める、ホースを蛇口から外していますか
□　★シーリングファンの向きの変更（冬場は、直接体に風が当たらない
　　　ようファンを上向きにすると良いでしょう）
□　水漏れなどありませんか（シンク・トイレ・洗濯機・食洗器・冷蔵庫）

賃貸をされている皆様は、不具合に気付き次第、大家・管理事務所に報告
をするようにしてください。
個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項を大家にて対応していた
だけるか確認してみましょう。
弊社では、業者紹介もしておりますので、お問い合わせください。

冬のメンテナンス確認事項

#01
  

お問い合わせ：お問い合わせ：
Keisuke Takemoto （竹本恵介）Keisuke Takemoto （竹本恵介）
MKT HomesMKT Homes
734-660-9232734-660-9232
K Takemoto@mk thomes.comK Takemoto@mk thomes.com
mk thomes.commk thomes.com

www.takadadentalclinic.com

【受付時間】　月・金 ： ９am ～ ２pm　火～木 ： ９am ～ ５pm  



 この冬ミシガンは年明け後も妙に暖かいですね。私のように寒がりのシニアには暖
かい方がありがたいですが、それにしても異常です。一時的に吹雪や氷雨の日もあり
ましたが、例年に比べれば遥かに過ごしやすい冬です。まあ、噂をすれば何とやらで、
北の方からいつまた突然冬将軍が押し掛けて来て長く居座るかもしれないので油断
は禁物です。

  先月半ばカレッジフットボール全米王者決定戦ではLSU（ルイジアナ州立大）がクレ
ムソン大を破って優勝。第２クｵーター半ばまでは接戦でしたがその後はLSUが攻守
に圧倒し、終わってみれば４２−２５の大差。LSU強かったですね。プロテニスでは新設
の男子国別対抗戦A T Pカップ第一回大会がオーストラリアにて２４か国参加で行わ
れ、ジョコビッチ選手率いるセルビアが決勝でナダル選手率いるスペインを破り初優
勝。エース錦織選手を欠いた日本は予選２試合で西岡選手が格上の相手を破る奮闘
でしたが、あと一歩及ばず決勝トーナメントに進めず残念でした。シングルス２試合とダ
ブルス１試合の構成ですが、国を代表しての戦いは選手も応援も熱かったですね。男子
のデビスカップや女子のフェデレーションカップと異なり、同時期に全チームが集まっ
て王者を決定する同様のカップ戦新設を女子のWTAにも求める声があるようですが、
一方では今でもきついレギュラーシーズン公式戦の他に各種カップ戦が多くなり過ぎ
て選手への負担増と怪我・故障のリスク増大を懸念する声もあるようです。ランキング
上位の人気選手程試合過多でリスクもより大きくなりますから、主催者側の興業収入
増思惑と選手側の心身両面の健康維持は相反するかもしれません。やはりチェック・
アンド・バランスが必要ですね。また、つい先日幕を閉じた今年最初のメジャー大会で
あるオーストラリアン・オープンでは女子シングルスで連覇が期待された大坂選手が残
念ながら３回戦で目下売り出し中の新鋭１５歳の米国ガウフ選手に破れてしまい、昨
年優勝で獲得した全ポイントを維持出来ず大幅減となり、大会後はランキングが９位

以下になる見込みとのこと。思い通りのプレーが出来ずイラついて珍しくラケットを投げ
たり、それを蹴ったりと精神面の不安定さが見られましたが、彼女はまだまだ若い発展
途上人、長い目で見て応援してあげましょう。

  さて、今回は『２０２０年波乱の幕開け、先行きは？』というテーマです。先月『さよなら
２０１９年、いい事あるかな？２０２０年』と題して今年は少しでもいい事があるように
祈念しましたが、年明けいきなりイランと米国間で尋常でない緊張が走り、淡い期待は
早々に裏切られました。

 事の発端は、皆さんもご存知のように、正月３日イラン軍精鋭部隊のリーダーで対米
軍事戦略の中枢であり実質的にイランのハーメネイー最高指導者に次ぐナンバー２で
あったソレイマニ将軍が軍用車で移動中に米空軍機による攻撃で暗殺された事です。
トランプ政権前のオバマ、ブッシュ両政権時代から直接的な対米軍事行動の他、イラ
クなど中東地区の反米武装グループを支援して米軍関連拠点や米国権益に結び付く
施設や要人を標的にした行動を取る最高度の要注意人物でしたが、暗殺など直接的
で極端な軍事行動はその結果としてイランの報復行為やただでさえ複雑でキナ臭い
中東地域の近隣諸国への影響や彼らの反応が読み切れずメリットよりもリスクが大き
過ぎるとの判断で見送られていたようですが、トランプ大統領は後先考えずいともあっ
さりGOサインを出し実行させ、前・元大統領がやれなかった事を「俺がやってやった！」
と自慢げに発表したものです。

 容易に予想された如く、直ちにイランから米国及びトランプ政権に対し猛烈な非難・
糾弾声明と報復宣言が出され、イラン国内の米国領事館や周辺国の米軍関連拠点、
石油関連など米国権益に繋がる施設では一気に緊張が走りました。イラン国内の反
米デモも激しく、以前もあった「米国に死を！」のスローガンとシュプレヒコールが溢れ、
お膝元の米国領事館がデモ隊に取り囲まれ投石や一部建物の破壊行為に見舞わ
れ、館内人員の身の安全が大いに危惧されました。また、数日後「報復宣言は単なる脅
しではないぞ！」とばかりにイラク内の米軍拠点にイランの中距離弾道弾と思われるミ
サイルが十数発着弾し、直後にトランプ大統領は「死傷者なし。施設被害も最小限で
機能上問題ない」と速報しましたが、後日の米軍発表では実際は重傷者を含む３５名

（当初発表の１１名を更に追加訂正）が負傷し、無責任な大統領発言に現地関係者
は怒っていると報道されました。

 　軍事専門家の衛星分析では、少なくともイラク西部のアル・アサード空軍基地近辺
で７箇所の施設が被害を受けた由。この中距離弾道弾は本来狙った標的への着弾精
度が高いのが特徴であり、イラン政府としては国内の反米デモ感情の反映と国軍の権
威を示す意味で攻撃したものの、米軍の反報復攻撃を危惧したイラン軍が米軍に重
大な人的、物的被害が出ないようにわざと米軍中枢の標的を外す操作をしたのではな
いかという憶測もあります。不幸中の幸としてトランプ大統領も自重し、米軍が反報復
攻撃に出なかったのとイラン軍がそれ以上の米軍攻撃を控えたので、報復合戦がエス
カレートして最悪の場合第三次世界大戦が始まるかもしれないという懸念は一旦収
まり今のところ小康状態が続いていますが、これも一時的な緊張緩和に過ぎず両国が
事態収集で合意した訳ではないため、いつまた何時（なんどき）、何処で何が起こるか
全く予断を許しません。

　イラン政府としては先に米国が離脱したイランの核開発制限を巡る多国間合意契
約破棄絡みで米国が実施した経済制裁の影響が深刻となり国内景気が冷え込み、
国家財政の悪化、国民生活の窮乏から国内各地で頻発していた反政府デモが反米
デモにすり代わり一息付きかけたのですが、彼らにとって不運だったのは上述のミサ
イル攻撃をした当日イラン国内をウクライナのキエフに向かって飛行中のウクライナ機
が墜落し、乗客乗員１７６名全員が死亡した事件でした。後日イラン政府の公式発表
で自国の防衛隊が同機をイラン軍の機密上重要な軍施設付近に飛来した敵性標的
と誤認し、地対空ミサイルで撃墜した人的ミスと認めましたが、反米デモのお陰で国
民の視線と感情が米国に向きかけたところに、同機に多数のイラン人も搭乗していた
こともあり、デモ隊の怒りの矛先がUターンして反政府デモに逆戻りし、先の米国によ
るソレイマニ将軍暗殺がこの不幸な事態を招いたと米国を非難したものの、更なる国
内の混乱を避ける意味で例外的に自国の非を認め誤射の責任者、当事者を追及・訴
追すると声明しました。

 両国間紛争のとばっちりでこの不幸な災難に遭遇した犠牲者とご家族、関係者の
方々には全くお気の毒な事でお悔やみの言葉が見つかりません。ただ一つ素人目にも
大きな疑問は、米国とイランが準戦時下のような緊張した状況の中、同機を何故イラン
国内で飛行させたのか？です。空港発着の管理責任者、航空会社の運営責任者など
誰一人として少なからぬリスクを察知して、リスク回避の手立てを講じなかった結果、
罪のない多くの方が亡くなられた事が大いに悔やまれます。（合掌）

  海外発の波乱のニュースとしてはこの他最近急展開している中国武漢から始まり既
に海外数カ国に感染が拡大し、１次感染から３次感染まで罹患者が確認され、死亡者
も急増しつつある新型コロナウィルスによる急性肺炎が初動対策の遅れから世界的な

2020年波乱の幕開け、先行きは？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC
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子どもの学校のボランティアでアメリカの学校へ行ったことがありますか？子どものお友
達と話したことがありますか？ 何を言ってるか理解ができ、返事をすることができたでし
ょうか？ こちらは子どもたちがよく使うフレーズです。次回の会話の時に役に立つかもし
れませんよ。

 　　

　　

クリスティーナのおしゃべりカフェ   ~アメリカ生活の豆知識
Understanding Children’s English: 子供達の英語を理解する

Japanese Family Services, USA  
当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。   
www.jfsusa.com　               information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375            248-946-4301

「クリスティーナのおしゃべりカフェ」のバックナンバーは
Japan News Club公式サイトでもご覧いただくことができます。

www.JapanNewsClub.com

２月のイベント

2020年2月24日（月） 10:00am - 1:00pm
学校関係、請求書、日常生活等で分からない事やお困りの事等

無料でカウンセリング致します。（30分以内）

「なぜ？」と聞かれた時、あなたは質問を理解していますが、正確な答えを見つける
のが難しいかもしれません。そんな時は「ただなんとなくね！」と答えましょう。

「お手伝いしましょうか？」と言われたら「お願いします」と答えます。しかし実際
にお手伝いの必要がない場合は「次の時にお願いね」や「私のこと、見ててくれる
かしら？」といいましょう。

「お手伝いしてくれますか？」とお願いされたら、シンプルに「もちろんです！」や「何
をしたらいいですか？」と言うのがいい返事の仕方です。

「こっちを見て！」子どもたちが何度も言うでしょう。たとえ忙しい時でも「見てるよ」
や「凄いね」、「上手にできるね」と言ってあげましょう。

「私のママ/パパが…って言ってた」と言われたら「あら、そうなの」、「本当にそう言っ
たの？」、「あら、あなたのご両親はとても賢いわね」と返事をしましょう。

「…って知ってた？」と聞かれた場合、もし後半のセンテンスが理解できなかったとし
ても「本当に？」や「知らなかったわ」と答えてあげましょう。

「ちょっと待ってて」と子どもたちがしばらく待ってて欲しい時は「いいよ」と答えて
あげましょう。

“Kyu help me?” (Can you help me?)  Just a simple “Sure!” or “What do you 
need?” is a good reply.

他にもたくさんのフレーズがありますが、まずこちらのフレーズから始めましょう。
子どもたちとの会話を楽しんでください！

“Whatcha doin’?”  (What are you doing?) Just tell them what you are doing! 
「何をしているの？」 と聞かれたら、何をしているのか子どもたちに教えてあげましょう！

“Kai help?”  (Can I help?)  You can say, “Sure,” but if you don’t need help, 
you can say, “Maybe next time!” or “Can you help by watching me?”

“Watch me!” or “Look at me!”  They might say it several times, even if 
you are busy, but you can say, “I’m watching,” or “Great!” or “You are 
good at that!”

“My mommy/daddy said …..”  You can say, “Oh, I see,” or “Really, did 
they say that?” or “Wow, they are very smart.”

“Dju know that …?” (Did you know?)  Even if you can’t understand the 
rest of the sentence, you can say, “Really?” or “I didn’t know that.”

“Jasecond.” (Just a second.)  Maybe they need you to wait for a mo-
ment, and you can say, “Ok.”

There are many more phrases, but these will start you out.　　  
Good luck talking with them!

“Why?”  You understand this question, but might have difficulty find-
ing a correct answer.  A simple answer is “Just because!”

* * * * *

執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学
経済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長
室、総合開発室、米国ニューヨークの子会社、経営企画室、製品開発部、海外事業室、デト
ロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務を経
て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・立ち上
げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

パンデミックに変容する恐れがあり、緊張が高まっています。また、英国王室ではヘンリー
王子夫妻が正式に王位継承序列から外れ王室関連行事参加も限定し、王室からの
財政支援も最小限に留めて独立度とカナダへの移住など行動の自由度を高めるとい
う驚きの発表があり、世界を驚かせました。

  一方米国内では年明け早々に予想されていた米国議会上院での大統領弾劾裁判
が始まりました。昨年クリスマス前まで下院で民主党、共和党の面々がそれぞれ所属
党の党利（あるいは個人のPR？）と（安っぽい？）プライドを掛けて激しく対立して凌ぎ
を削った後、ペロシ下院議長が４週間程上院への訴追状提出を保留していましたが、
先月半ばに受け渡しが終わり、故キング牧師誕生記念日翌日の１/２１（火）から弾劾
裁判に突入しました。冒頭本件裁判長を務めるジョン・ロバーツ最高裁主席判事の宣
誓式、それに続く上院議員全員の裁判員としての宣誓式は滅多に見る機会のない貴重
な瞬間でした。

  通常の上院集会と異なり本件裁判員を務める上院議員の宣誓文で最も重要な点は
各裁判員はImpartial＝インパーシャル（「偏りのない公平な」の意味）でなければなら
ない責務ですが、その後の党利党略を前面に押し出した裁判の審議進行を見るにつ
け、米国国旗に向かい右手を挙げてこの宣誓をした上院議員の内何人が所属党や次
期選挙の事は忘れ、個々に本気でImpartialの裁判員の責務を貫き通す決意をした
か？と疑問を抱かざるを得ません。実際、弾劾裁判の議事進行役であり、公平な裁判
員の一人であるべきミッチ・マコーネル共和党上院院内総務などは下院で訴追決議
が採決された直後ホワイトハウスに出向き、被告に当たる大統領側近や弁護団と裁判
実施ルールの事前打ち合わせをし、「完全に意見が一致している。私は公平な裁判員
ではない」と公言して憚りませんでした。常識外れの厚顔無恥な言動で、部外者の外
国人である私が観ても恥ずかしい気がしました。

 弾劾裁判の進行は先ず訴追した下院民主党選出の弾劾担当マネージャー７名によ
る現職大統領の職権乱用及び議会運営妨害行為の2件の訴追決議の詳細と罷免要
求理由説明、続いて大統領弁護団８名による訴追決議のプロセス否認及び訴追内容
の不当性反論で進行。大統領弁護団の反論の冒頭陳述では「弾劾担当マネージャー
連による長時間プレゼンと違って（上院議員の）皆さんの貴重な時間を取らないように
短く済ませます。」と言っていましたが、弁護団の立場からすると長引かせたくない真っ
当な理由があります。

 例えば、公判中にルーディ・ジュリアーニの助成協力者で選挙資金規制法違反で起
訴された２名の一人であるパルナス氏がウクライナ絡みの公式外交ルートを飛ばした
ジュリアーニとトランプ大統領及び側近の陰謀・極秘行動を暴露したり、前国家安全
保障大統領補佐官の一人であったボルトン氏著作で近々上梓予定の暴露本では大
統領との面談時にウクライナへの軍事・財政補助金の支給差し留め希望発言が直接
あった事実やサウジアラビア及びトルコ首脳に個人的な便宜を図る行為が外交ルー
ルや法律に違反する恐れがあるのではないかとウィリアム・バー司法長官に相談した
事実など大統領に不利な新たな事実がボロボロと出て来ており、討論が長引けば長引
く程、証人喚問請求動議可決や有罪・罷免決議に向かう恐れがあり、さっさと終わら
せたい意図が見え見えでした。また、テレビ中継を観ている有権者と次期大統領選を
大いに意識して、翌週に迫っていたアイオワ州民主党党員集会の予備選挙直前に民
主党有力候補者であるバイデン前副大統領とその息子のウクライナ絡みの言動を標
的にして次 と々糾弾し、本題である大統領弾劾裁判から視聴者の視線を逸らそうとす
る試みにも力を入れていました。

 先月最終週には弾劾担当マネージャー及び大統領弁護団に対する上院議員裁判
員からの質疑応答へと進み、弾劾担当マネージャー達が入れ替わり立ち替わり指
摘・要求しているにも拘らず、最終的に共和党上院議員の中から３〜４名の米国国
家と憲法、民主主義を守る大義を最優先する良心的な離反者が出ない限り証人喚
問請求動議も過半数に満たず否決されると、弾劾裁判のみならず裁判と名の付くイ
ベントで一人として証人が呼ばれず、証拠書類も一切提出されないまま大統領の有
罪、罷免が否決される前代未聞の結末になる見込み大です。本稿完成直前の情報
では、マコーネル氏が共和党メンバーにまだ証人喚問動議を否決するに十分な票数
が確保出来ていないと述べたとのことで、少数劣勢挽回で証人喚問が行われ、最終
的に現職大統領の有罪・罷免採決が実現するわずかな望みと奇跡の実現を願ってい
るのは私だけでしょうか？

　波乱の幕開けで始まった２０２０年、果たして先行きは？良くなる事を祈るばかりです。
　　Keep fingers crossed!!



<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。「もっと遠くの、
狙った場所へ」をモットーに、夏はミシガンで、冬は日本でレッスンを行っている。
(sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

 

 

 
 
ゴルフ暦が長くなると、クラブの在庫が増えます。私はゴルフ歴 20 年の間に、おそ
らくアイアンは 6セット、ドライバーは 10本ほど変えましたが、パターは 20本ぐら
いコレクションがあります。苦手なクラブほど増える気がします（笑）。久々に掃除

を兼ねてパターを並べてみました。パターヘッドは、確実に巨大化の一途をたどって

います。 
これまでご紹介した通り、パターヘッドが重いとクラブ慣性

モーメントが上がり、ボールの転がりが良くなります。加え

てヘッドは深重心になって、オフセンターでミスヒットして

も直進性がアップします。しかし大きくて重いヘッドはメリ

ットばかりではなくて、かえって慣性モーメントが邪魔をし

て、ストロークの始動の時にヘッドが動きづらい、思うよう

に振り切れない、と感じる人が少なくありません。 
ヘッド側、手元側のどちらが重く感じるか、スイングする時

の振りやすさの感覚、バランスを数値化して表したものを

「スイングウェイト」と言います。ドライバー、アイアン、パター、全てのクラブに

適用される値で、C9、D2など、アルファベットと数字の組み合わせで表記されます。 
ヘッド側が軽く感じる→重く感じる、の順で、A、B、C、D、Eの 5つの区分があり、
アルファベットの中が、A0 から A9 というように、さらに 10 個に分かれています。
総重量が重いか軽いかは関係なく、ヘッドが重く感じられるかどうか、相対的な重さ

を表します。私の感覚では、Aから Cは抵抗なくブンブン振り回せますが、ヘッドの
重みはほとんど感じられず少し物足りないです。D の前半はちょうど良いですが、D
の後半から E はクラブに振られてしまって腰を痛めそうなぐらいヘッドが重たく感
じます。一般的な男性用クラブは D0から D2、女性用は C6から C9、男女共パター
は D2から D4程度です。ちなみに日本の名刀は D0付近のものが多いそうです。 
パターはヘッドが重くなるにつれてスイングウェイトが大きくなっていくのですが、

振りにくいという弱点をカバーするために、グリップ側におもりを加えることがあり

ます。これはカウンターをかけてスイングウェイトを手元側に戻すことになるので、

「カウンターウェイト」と呼ばれます。アンカーリングというパターのストロークの

ルール改正と、ヘッドの重量化がきっかけとなって、最近はカウンターウェイトをグ

リップ側につけることがポピュラーになってきました。 

 

 

 
 
手元側を重くすると、テイクバックがスムーズになるのと、手の動きを整える効果が

あります。ヘッドの挙動が安定すると距離感が安定します。 
方向性も大事です。パターの場合は特に、インパクト時に狙ったところへパターフェ

ースが向いているかどうかが勝負なので、ストローク中のフェースの開閉がなるべく

少ない方がブレは少なくなります。トウ側が重いパターは、ストローク始動時にパタ

ーを吊り上げただけでフェースが開きます。グリップを四角にすることで、無意識に

フェースが開かないように手で押さえつけているのだそうです。 
ストローク中にフェースが絶対に開かないパターを作っているアメリカ人がいます。

デビット・イーデルというゴルフプロで、マサチューセッツ工科大との共同開発を行

いました。とても興味深いので、私もひとつパターを作ってもらうことにしました。

工房へ行ってスイング解析をし、ヘッドの形状や重さ、カウンターウェイトの重さと

位置を決めてもらってからオーダーします。1ヶ月後にやっと出来上がりました。 
 

 
 
平らなところに置くと、トウ側が上を向くことに驚かされます。スイングウェイトを

測ってみたら、Aを振り切りました。つまり極端にヘッドが軽いのです。あまりに今
までのパターと感覚が違いすぎて、恐ろしくてまだ実戦に投入できておりませんが、

明日からちょうどタイにゴルフトリップに行くので試してみたいと思います。2016
年に同じコンセプトのパター（トウ・アップアイ）がオデッセイから出ましたが、去

年生産を終了したそうです。今後の新常識となるかどうか？いや…。楽しみですね。 

 

言言葉葉のの架架けけ橋橋 

食に関する言い回し（2）食に関する言い回し（2）

〜こんな日本語、英語にできますか〜〜こんな日本語、英語にできますか〜

−−１１９１１９−−
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心臓病治療の最前線

第第144144回   回     突然死の原因突然死の原因
 2017年のアメリカ疾病管理及び予防局の統計による
と、全米の年間総死亡数は2,813,503人、10万人あたり
863.8人が死亡したことになります。アメリカ人の2017
年度における平均寿命は、78.6歳、それを死因別に分け
て多い順に並べてみると、1位心疾患（647,457）、2位癌

（599,108）、3位事故（169,936）、4位慢性呼吸器疾患
（160,201）、5位脳卒中（146,383）、6位アルツハイマ
ー病（121,404）、7位糖尿病（83,564）、8位肺炎及びイ
ンフルエンザ（55,672）、9位腎不全（50,633）、10位自
殺（47,173）、であったそうです。これをよく眺めてみる
と、昨日は元気でピンピンしていたのに、今日はあの世に
行ってしまったという、真の意味での突然死の原因になる
のは、上位10位までの疾患の内では、心疾患、事故、自
殺の3つに限られます。脳卒中も場合によっては、発症か
ら死亡までの期間が短い場合もありますが、多くは、言
語障害や、嚥下障害、片側の麻痺などが起きるものの、
直ちに死亡に至る例は、むしろ稀で、脳卒中による突然
死は少ないと考えて良いと思います。そういう訳で、今日
は突然死のお話をする訳ですが、事故や自殺、溺死、窒
息、中毒死、殺人などは、原因が比較的単純明快な場合
が多いので、（もちろん推理小説のファンの方からはそん
なに単純であるとは限らないとお叱りを受けそうですが、
純粋に医学的に言えばの話です）そういう死因を除くと、
原因不明の突然死の多くは、心疾患によるということにな
ります。

 では、どのような機序で、心疾患は突然死を起こすので
しょうか？

 一つは心筋梗塞です。心筋梗塞は、動脈硬化病変に出
来た血栓によって心臓に行く血管が突然閉塞し、下流に
ゆく血流が途絶え、心筋が壊死を起こすことによって起
きます。これにより、激しい胸部痛が起き、息切れや冷
や汗、目眩や吐き気が伴うこともあります。この心筋壊死
は、致死性不整脈の原因となり、突然死を起こします。ま
た、心筋壊死が、乳頭筋断裂や、心室壁破裂、肺水腫な
どを起こし、急性呼吸不全や急性循環不全を起こし、突
然死を起こす事もあります。心筋壊死が広範であれば、
急性心不全を起こし、それが、突然死の原因になります。

 もう一つは、心筋梗塞とは独立の、致死性不整脈です。
患者さんになんらかの心筋の異常がある場合、それを基
にして、致死性不整脈が起きます。その原因には、虚血
性心疾患をはじめとして、ブルガダ症候群や、先天性QT
延長症候群、肥厚型心筋症、拡張型心筋症など、たくさ
んの原因疾患があります。また血中のマグネシウムやカリ
ウムなどが欠乏すると、不整脈を起こしやすくなります。
また、全く健康な心臓でも、運悪く、たまたま心電図上の
あるタイミングで、機械的な衝撃（野球のバットやボール
が胸にあたる、胸にパンチを受けるなど）を受けると、致
死性不整脈を誘発することがあります。

 もう一つは、心タンポナーデです。タンポナーデという言
葉に、日本語訳がないので、そのまま使いますが、要する
に、心嚢膜という、心臓を包んでいる袋に、何らかの原因
で水や血液が溜まると、それが心臓を圧迫し、心臓の拡
張不全を起こします。人体には、優れた適応能力があり、
水や血液がゆっくり貯まれば、心嚢は次第に大きくなり、
この増加した水分を受け入れることができます。しかし、
水や血液が、心嚢の処理能力を超えて、急激に貯まれ
ば、心臓を圧迫し、右心が拡張不全を起こし、全身の循
環が滞り、ショックを起こします。

 もう一つ大事なのが、肺塞栓症です。この病気は、疑わ
なければ、見逃してしまうことが多く、救急室では、決し
て見逃してはいけない疾患の一つに挙げられています。
この病気は、足や下腹部の静脈にできた血栓が、肺に
移動し、肺動脈を閉塞して起きます。症状としては、全
くの無症状から、胸痛、呼吸苦、頻脈、頻拍、冷や汗、め
まい、そして突然死まで広範囲のものがあります。両肺
の動脈を一度に塞いでしまうと、全身の循環が即時に機
能停止状態となり、ショック死を起こします。第一次イラ
ク戦争の時、従軍したニュースキャスターがこの病気に
より、突然死したことを覚えておられる方もあるかもしれ
ません。

　さらに、もう一つ、大動脈瘤の破裂があります。大動脈
は心臓から出てすぐの胸部大動脈と、横隔膜より下の
腹部大動脈とがありますが、どちらにも動脈瘤は起きま
す。腹部大動脈瘤は、動脈硬化と高血圧、遺伝などの家
族歴などを危険因子として、大動脈が、風船のように膨
らんでくる病気です。風船を膨らませたことのある人なら
誰でもよく知っているように、風船は、大きくなればなる
ほど、あまり圧力を必要とせず膨らみます。また、風船は
大きくなればなるほど壁が薄くなり、破裂しやすくなりま
す。腹部大動脈瘤も同じです。これに対して、胸部大動
脈瘤は、マルファン症候群や、二尖弁大動脈弁症などに
併発することが多く、腹部大動脈瘤とは、少し異なる点
もありますが、破裂の危険は、腹部大動脈瘤と同じで、
大きければ大きいほど危険ということになります。大動
脈瘤は一旦破裂すれば、今でも手遅れのことが多く、突
然死に至ります。破裂する前に早期に発見して手術する
というのが、治療法です。世界的に有名な物理学者アル
バート・アインシュタインや、日本の映画俳優石原裕次郎
などの有名人がこの病気で死亡したことはよく知られて
います。当時は、良い治療法がありませんでした。

 同じく大動脈疾患で忘れてはならないのは、大動脈解
離症です。これは、三層構造の大動脈の壁が真ん中の層
で別れて裂ける病気です。大動脈解離症は、大動脈瘤と
併発することもありますが、大動脈瘤の併発無しに単独
で発生することも稀ではありません。胸部近位大動脈解
離症は直ちに手術しなければ、突然死の可能性が高いの
で、外科の真の救急疾患です。胸部近位大動脈解離症
は、脳に行く血管や、心臓をふくめた主要な内臓に行く
血管の血行を遮断する危険が高く、大動脈弁の急性不全
症や、タンポナーデの危険もあり、胸部外科の緊急手術
適応疾患の一つです。この疾患の場合、分秒を競って手
術室に運ぶことがしばしば有ります。手術が遅れれば、
死亡率は100％に近づきます。これに対して遠位大動脈
解離症は、腹部大動脈などで壁が裂けている状態です
が、非外科的治療で保存的に経過観察を行う場合も多
く、一般的には内科的治療の方がむしろ予後が良いとい
うことになっています（もちろん例外もあります）。

　そのほか、循環器疾患ではありませんが、消化器大出
血などで、急速に循環血液が失われた場合、ショックが
起きます。また、非常に稀ですが、ウイルスの感染症など
で急性の心筋炎が起きた場合、致死性不整脈や、高度の
房室ブロック、急性心不全が起き、突然死することがあり
ます。早期診断と、速やかな循環動態サポート、呼吸管
理、場合によっては大量経静脈ステロイド投与などを速
やかに行うことが、この致死率の高い病気に対処する方
法です。

 以上、突然死を起こす可能性のある心疾患の機序につ
いて、考察をしてみました。いずれの疾患についても、早
期発見早期治療が一番大切で、おかしいなと思ったら、
素人診断や、素人治療をせず、一刻も早く医療機関にか
かることが、命を救い、重い後遺症を免れる唯一の道で
あると言っても過言ではありません。癌のように致命率の
高い病気もありますが、癌の場合は、一般的にいえば、診
断から治療、その帰結に、比較的長い期間がかかること
が多いようです。これに比べ、突然死を起こす可能性の
ある心疾患は、即断即決を要する場合が多く、診断の遅
れが致死率を上げてしまうことが多くあります。昔は、こ
のような病気は、手の施しようがなく、正しい診断ができ
ても、100％に近い致死率がありました。今は違います。
多くの場合、早期診断早期治療ができれば、命を救い、
後遺症を最小限にすることさえ可能となってきました。皆
様、おかしいと思ったら、できるだけ早く医療機関を受診
なさってください。場合によっては、救急車（911）を呼ぶ
事も必要かと思います。

 今日は突然死を起こす可能性の高い疾患についてお話
をしました。ミシガンも寒くなってきました。皆様、お体に
気をつけて元気にお過ごしください。

山崎博   循環器専門医    
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院循環器科 
インターベンション部長
京都大学医学部循環器科臨床教授
Eastside cardiovascular Medicine, PC

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/

Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506
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Dog Peopleの教え第47回  

　アメリカに来る時、１歳のゴールデン・レトリバーを伴ってきた。子供を二人連
れて「大型犬と一緒の太平洋を跨ぐ大移動」は負担が大きかったが後悔はなかっ
た。それは犬も家族の一員だから当然、という だけでなく、初めて異国の地で暮
らすことになった我々を、文字通りこの犬が救ってくれたからだ。

　バディは所帯を持って初めてのペット。大型犬の仔犬育ては全く不慣れで失
敗続きだった。その上、躾に対し夫婦の意見が真逆であったことは様々な問題
の根源になった。
私は大型犬を飼う責任を重視し、成犬になってから困らぬよう警察犬訓練所出
身のトレーナーのクラスに通い、確立した躾を仔犬の内に付けようとしていた。一
方、私以外は愛らしい動くぬいぐるみをただ可愛がりたいと言って、躾を入れよう
とすると犬がかわいそうだと私を責めた。
「両親が躾の方針を一本化できないと、子供が混乱することがある」と後に学ん
だが、犬なのにその通りになった。人間の子供と仔犬を育てることに共通点があ
るなんて、思いもしなかったのだけれど、犬の感情認識と理解力は３〜５歳程度
だそうだ。納得である。
　また、後々ヨガのトレーニングで、「全ての生き物は等しく尊い。自と他、人間
と他の生物、分け隔てなく一つの命として尊重するのがより自然に即した態度
だ。」と学び、本当にその通りだったと改めてあの頃を思い出した。
「後悔先に立たず」とはうまく言ったもので、予想に違わずバディは長じて臆病で
甘えん坊なのに時々ブチギレる、逃亡癖のある成犬になった。

　過去記事にも書いたが、「知らない」という事は大変なことだ。だからヨガも仏
教も「無知」を放置することを諫（いさ）めるのだ。何故なら人は「知らない」こ
とには手の施しようが無いからだ。「え〜？知らなかった。分かんない。」で済ま
せてきた無知ゆえの数知れぬ失敗で、私から迷惑を被ったあらゆる生き物（我が
子を含む）にお詫びしたい。

　バディに救われたと書いたが、そんな馬鹿犬のどこに救われたのだ、と思う向き
もあるだろう。理由はとてもシンプルだが、とても深い。
　周りに日本人が小数しか居なかった当初、子供たちや私たちがアメリカに馴染
むまで辛い時期があった。そんな時もバディは晴れても降っても、キツかった日
も、丸投げしたい日も、ただ、そこに居てくれた。
　ゆっくり深い息をする度、大きな茶色いおなかが上下して、側に座るだけで温か
かった。大きな体に顔を埋めると優しい匂いの柔らかい被毛と眼差しがそこにあ
った。子供が後に、渡米時に思春期だったあの頃を振り返り、バディがいなけれ
ば俺はどうなっていたかわからない、と言ったのが忘れられない。

　無邪気である。正直である。ポジティブである。好奇心が強い。息が深い。体
の芯は強靭だが周辺部は柔軟である。相手も自分も基本無条件で受け入れる＝
批判しない（自らの死さえも）。

そして、ただ、そこに、いる。
ただそれだけ。でも、その事に言葉にならぬほど、救われた。

　もしかしたら犬の中には悟りを開いたヨギがいるのかもしれない。アメリカイン
ディアンは犬を「犬の人」（犬の毛皮の中に人があるイメージ）と呼ぶ。

　失敗した犬育ての罪滅ぼしの意味も兼ね、バディを見送った後、我が家で
は“歳を取った大型犬のペア”を保護している。３つのマイナス要因が勢揃いな
ので、なかなか引き取り手が見付からないケースが多いのだが、大方の不人気に
反し、この残りものには大きな福があるようだ。皆に人気のあるものだけが良い
ものだとは限らないことも、これらの経験で教えられた。現在まで年寄りの雑種
を通算６頭引き取ってきたが、各犬それぞれに自分らしくゆったり深い息をして、
我々と暮らし、時が来れば静かに優しい目をして去っていく。

　良いヨガをするにも生きるにも「完璧である」ことなど誰も求められていな
い。それなのに完璧を求めるなんて“四角い円”になりたがるのと同じ位、不可能
だし意味がない。ただ息深く、そこに、生きて在（あ）る。それだけであなたには素
晴らしい価値がある。あなたがそうしてそこにいてくれるだけで、とても幸せだと
思っている人がいるんだ、ってことを友達になった犬たちに教えてもらいました。

自然と近しくするほど自然の声が聞こえてくる
 −アメリカインディアンの言葉

合掌。
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第46回　壺入りのCOMMITMENTと
         AT TACHMENT

癒しの空間で ヨガクラス
Farmington Hil ls  の自然豊かな環境で
ご一緒に深くヨガを学びませんか？
少人数制。丁寧な指導。

火曜日：10：30～12：00   母子ヨガ（若干名）
木曜日：10：30～12：00   妊婦ヨガ
                                             （最少３～５名まで）
土曜日：10：00～11：30    アラインメント重視       
                                            大人のみのヨガ

筆者：秀島聖子　/　ヨガ教師・レイキ・マスター　：　２００４年より当地でヨガを教え始め
る。２００５年２００時間、２００８年５００時間のティーチャートーニングを終了後も精力的に
Yoga as Therapy, 妊婦ヨガ、Tibetan Heart Yoga, Thai Yoga Massage、解剖学と筋膜の働き
に基づくヨガポーズへのアプローチ、調息整体法等精力的に勉強中。日本人、米人の生徒に向け
ヨガクラス、瞑想会を、また随時ワークショップも開催中。目指すのは”Yoga for EVERY BODY”
お問い合わせは (248) 891-5298 まで テキストか留守電で。　　Farmington Hills, MI

〜ヨガを通して見〜ヨガを通して見えてくるもの〜

▲ご予約はこちら

◆ 寿 司

◆ うどん・そば

◆ カレー

              【営業時間】

 水-月：

      火：定休日

＊週末も平日と同様の営業時間となります。

〔ランチ〕  11:30 - 2:30 pm
〔ディナー〕 5:00 - 9:30 pm
 (２時半から５時まで営業して

おりません)

One World
Market Chevrolet

McLaughlin's Thomasville
Center

AJISHIN

M
ea

d
ow

b
ro

ok

Grand River   Ave.N
ov

i R
d

.

10 Mile Rd.

京風味

(248) 380-9850
42270 Grand River, Novi, MI 48375

(McLaughlin's Thomasville Center 内)



Dr. Moon J. Pak  248-656-0177

一般内科、身体検査、諸健康問い合わせ
会社負担の社員定期健診

アメリカ人と日本人の体質は違います。ドクター・パクはミシガンで
日本人の身体の立場にたって日本語による診療を長年行なっています。

学歴	 韓国延世医大卒業　（M.	D.)	
	 ミネソタ大学医学博士　(Ph.	D.)(心臓生理）
	 オークランド大学生理学教授
臨床修習 Henry Ford Hospital, William Beaumont Hospital

日本語を話す内科医

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307

電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844
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〜日本新春イベント〜
　"Be Happy and Smile"開催

　1月19日、ミシガン州ノバイ市役所においてノバイ図書館＆Gen-Jプログラム共催
の日本新春イベント"Be Happy and Smile"が行なわれた。イベント直前に場所が変
更されたにもかかわらず、当日は日本のお正月イベントを楽しもうと多くの地元の方
や邦人の方々約200名が会場に足を運んだ。
　書家藤井京子氏による公開書道デモンストレーション、甲家丸久氏の英語落
語、JACL(Japanese American Citizens League)メンバーの方々によるぜんざいを楽
しむ人々で会場は溢れかえり、着物を着た子どもたちが羽子板で遊び、折り紙や書
初め、カルタ、駒回しなどの日本伝統のおもちゃで遊ぶ姿は、ここがミシガンであるこ
とを忘れてしまうかのような光景だ。
　同イベントには多くの南東ミシガンの団体が関わったが、シャナ・ミンツさんは地
元の日本関連MeetUpグループからの参加者の一人。日本人講師から着物の作り方
を学んだということで、とても華やかな手作り着物を身に纏い当日はMCを務め上げ
た。イベントに参加した地元民からは「日本に行ってみたい気持ちが一層強くなっ
た」という声も聞かれたほどであった。
　本イベントは、ミシガンに今までありそうでなかった初の試みであり、計９つの
団体や日系企業、50名近くのボランティアの協力の下、開催された。ーJTL America, 
Inc. • Pasona NA, Inc.(米国パソナ) • JSD Women's Club • The Ann Arbor Japanese 
Language Meet-up  • Metro Detroit Japanese Language and Cultural Events 
Meet-up • South East Michigan Japanese Language Meet-up • JACL Detroit 
Chapter - Community of Japanese Americans in Michigan（+ノバイ図書館、GEN-J
プログラム）
　今後もGEN-J※のソーシャルメディアにて、地域の日本文化交流イベントを発信予定。
＜See the source image 【Facebook】GENJofMichigan・【instagram】@ genj.michigan＞

※GEN-J(Grassroots Exchange Network-Japan)プログラム：
独立行政法人国際交流基金とローラシアン協会協同の草の根日米関係強化プログラム。
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4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

 1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

ミニ文化祭開催 　〜平成回顧　令和展望〜

デトロイトりんご会補習授業校　年末年始イベント　レポートデトロイトりんご会補習授業校　年末年始イベント　レポート

中高生新春書初め会 　

　2019年12月21日（土）、年末恒例の中高等部ミニ文化祭が行われた。平成から
令和への移行の年ということもあり、平成の出来事をうまく紹介しながら時代の流
れを感じさせる活気溢れるパフォーマンスが多くみられた。
　どこかあどけなさが残る中学生、子どもたちと呼ぶには大きすぎる高校生、生き生
きとした彼らのユニークでユーモア溢れる出し物は、ダンスや歌、クイズ、バンド演
奏、演劇などなど。皆で作り上げた作品を堂々と発表する姿に保護者や先生方も大き
な拍手で盛り上げた。 高校3年生で補習校最後の年となる生徒の保護者は「 皆可愛く
て青春を謳歌しているのが伝わってきて、涙がでそうです」と語ってくれた。

　1月25日（土）、中高等部において書初め会が行われた。前週雪に見舞われ一週間
遅れの開催となったが、この日は保護者も自由に参観できる授業でもあったため、
真剣な面持ちで書初めに取り組む子どもたちの姿を見守った。
　中学生は、「不言実行」「夢を信じる」「友好の精神」を、そして高校生は、新元号の典
拠となった万葉集「梅花の歌三十二首」からの一節「令月気淑風和（初春の令月にし
て気淑（よ）く風和（やわ）らぎ）」と、少々チャレンジングな言葉が選ばれた。今年の書
初めにこの言葉を選んだ先生の理由として「おそらく、今回を逃せばもう書く機会が
ないであろうと思い」と時代、歴史を感じられるこの言葉に決定したそう。「書初めは
神事である」という先生の説明を聞き子どもたちは、心地よい緊張感が流れる中、日
頃なかなか体験できない書道を存分に楽しんだ様子であった。
　書初めの後は、教室に戻り生徒たちの名前一文字で雅印まで制作する時間をと
り、作品を完成させた子どもたち。補習校ではアカデミックな面はもちろんのこと、さ
まざまな日本文化行事が体験できるもの補習校の良さではないだろうか。
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Novi店　 
41563 W. 10mile Rd.,
Novi, Mi 48375

店内での飲食のみ。1テーブルに1枚。別払い不可。
他の割引との併用はできません。 

Dine in only. One per table.No separate checks.
Cannot be combined with any other offers.

＊税金、チップを加える前
＊アルコール飲料は除く

ラーメンや丼、各種日本食、
当店の新作韓国焼肉をお楽しみください！

ご来店をお待ちしています。

お食事代の合計より

☆日替わりランチスペシャル（火～金）
☆日本酒・ビール、韓国酒、あります。

248-344-1100
*月曜日休店

15%OFF *Before tax&tip
*Exclude Liquar

お酒と一緒に楽しむおつまみを増やしました！
・手羽揚げ甘酢・生カキ・カキフライ・チヂミ などなど

有効期限  8-31-2018

WWW.OSUSHIMI . COM

2/28/2019

☆お酒と一緒に楽しめる おつまみがいろいろあります。
☆寿司おまかせ： トロ、ホヤ、あん肝、つぶ貝など、ぜひ！
    新鮮な魚介を用意しております。   本わさびと合わせて！

3/05/2020

☆お酒と一緒に楽しめる おつまみがいろいろあります。
☆寿司おまかせ： トロ、ホヤ、あん肝、つぶ貝など、ぜひ！
    新鮮な魚介を用意しております。   本わさびと合わせて！

ラーメンや丼など各種日本食、　
ユッケ、タンなど、当店自慢の韓国焼肉を

お楽しみください！
ご来店をお待ちしています。

☆日替わりランチスペシャル(火～金）
☆日本酒・ビール、韓国酒もあります。
☆週末（金・土・日）クッキーやケーキなどフレッシュな焼き菓子

1010

デトロイトピストンズ観戦
リトルシーザーズ・アリーナに行こう　

　我らがデトロイト・ピストンズ。なかなかの結果が
残せずファンをヤキモキさせているが、そこは気にせ
ずまだまだ今季の試合観戦には遅くない。
　2017年デトロイト復興の象徴の一つとして、本拠地
をここリトルシーザーズアリーナに戻し早三年が経つ。
入り口がChevrolet（北 東）、Comerica（南東）
Huntington（北西）、Meijer(南西）の４カ所、食
事はリトルシーザーズピッツア、Dearborn Sausage 
Haus、The Classics(Bell’s Brewery)他 、Mike’s Pizza 
Bar、The District Market、Sports and　Social Detroit 
そしてKid Rock’s Made in Detroit(2020年１月時点）は
試合がない場合もオープンしている。
　座席には特別に食事付きのクラブアクセスの特典
がついている席もあり(Players Club, Rehmann Club, 
Motor City Casino Club, Legends Club）特にPlayers 
Club（セクション１２１の前部）では飲食はもちろ
ん、クラブラウンジでは選手の入場が間近で観られ
るようになっている。
　その他スイート、4-6名のプライベート、誕生日など
に利用できるBox席、駐車券１枚つきのファミリーパ
ッケージなど、多様な用途でピストンズ観戦するのも
良いだろう。試合観戦の際、気をつけたいのがパーキ
ング事情。チケットに含まれている場合もあるが、通
常開場は試合１時間半前。駐車場は事前にParkwhiz.
comにて予約、購入するとスムーズだ。また大きなバ
ッグやプロ仕様カメラ（レンズ80mm以上)は持ち込
みは不可のため注意したい。

Little Caesars Arena
2645 Woodward Ave., Detroit, MI 58201

nba.com

もしゴルファーが６日間１日１０分ずつパッティングの連取をすれば
一週間に１度まとめて６０分練習するよりもはるかに上達が早い

レズリー・ショーン

 ゴルフ以外の目的で遠出しているとき以外は寝る前に５～１０分は毎日パッティン
グの練習（遊び？）をしています。長ければ気が付けば１時間という事もあります。特
にオフシーズンは自然とパターを手に取っています。特にゲーム性を意識して練習し
ています。例えば３ｍのパットを１０回連続入れるまで大好きな炭酸水が飲める、と
か。リビングをミニゴルフコースにしてマスターズを妄想して楽しんでいます（笑）
生徒さんの中で「練習してるんですけど... なかなかパットが入らないんです」という
方々が少なからずいらっしゃいます。練習＝上手くなる為の試練。という事ではなく
私が遊んでいるように気軽に練習してみて下さい。なぜ上手くなりたいのか。勿論上
手くなったら楽しいし嬉しい。私の場合順序が逆で、楽しくゴルフしているから上達し
て、色々な研究内容が出てくる。スコアは後からついてくるものなので、まずは自分の
打ったボールの飛び方、転がり方に酔いしれましょう！

 　一人でラウンドする時や練習する時は音楽や漫才を流したりします。ゴルフ中にこ
のようなことはすごく嫌でしたが、やり始めると気を楽にしてボールが打てます。少し
集中したいときは静かにしますが、楽しく練習できる環境づくりもどうしたらいいか
研究しています。ゴルフは時にゴルファーを傷つける、それは楽しんでゴルフをやっ
ているかどうかにかかっています。無理やり楽しまそうとしているわけではありません
が、中には仕事の付き合いだからと言って無理無理やられる方もいらっしゃるでしょ
う。そういう方は私も心が痛みます。でもどんな形でもゴルフに出会えたのも何かの
ご縁です。私に何かできるようでしたらご一報ください。

ゴルフの唯一の欠点は面白すぎることだ
ヘンリー・ロングハースト

SSttaannddaarrdd  GGoollff   

<プロフィール＞長倉力也。1978年生まれ。3歳の頃から親の仕事の関係で
アフリカの国々で幼少期を過ごし、9歳のときにガーナでゴルフを始める。日本
で高校を卒業してジャマイカへ行き、その後大学進学のためNorth Carolina
へ。PGAライセンス取得の為、TPC Piper Glen で下積みを経てTPC Michigan 
在職中にA級ライセンス取得。現在は、Standard Golf Clubを設立し全米でも
有数のトップ・ティーチングプロ達のスタジオがあるFox Hills Performance 
Centerでゴルフレッスンを提供。Mastersを始めPGA Tour, LPGA Tourなどの

Email: rikiya@standardgolfclub.com　　　Web: www.standardgolfclub.com 

世界トップの試合を年に数十ラウンドを視察し、これらツアーの最前線でツアープロのスイングを生
で分析しレッスンに取り込むのが特徴的。Standard Golf Club創設３年で約1,000名をレッスン。世
界最大PGA Merchandise Showにも毎年参加。新商品ゴルフグッズを一早く研究する。

電話番号：  248-465-4508 （日本語専用）   　248-465-4040 （英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org

http://stjohndoctors.org/providenceobgyn
日本語での診療介助有り

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー
・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・ 2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
   及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始

Providence OB/GYN
プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科

サービス内容

♢日本のスタイルで、家族皆様のヘアカット

♢シャギーなど、どんなヘアカットもお任せを！

♢デジタル・パーマ、マジックストレートパーマ
　

月〜土 9:00am〜8:00pm

日　　10:00am〜6:00pm

ご予約をお願いします。

【営業時間】

※日本人顧客多数経験あり。日本人のお客様の髪は当店にお任せ下さい。※

★女性・男性のヘアカット,各種バーマ/毛染め(男女)お得価格

(248)553-2345/(248)553-6964
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JBSD基金　ミシガン州地元５４団体への助成金授与JBSD基金　ミシガン州地元５４団体への助成金授与

　去る12月4日、5日、ミシガン州ランシング市のミシガン
州立大学、カラマズーのウェスタンミシガン大学において
二日間に渡り松村礼央博士による標題の公開講義が行
われた。同イベントはミシガン州立大学および在デトロ
イト日本国総領事館共催によるもので、当日は通訳を介
し、日本のロボティクス業界において活躍する松村博士
を日本より招き「アニメ x ロボット」の可能性について、研
究者・ビジネスマンの二つの目線から切り込んだ内容の
講演を行った。
　松村博士は現在ロボティクスエンジニア、そしてCEO
兼CTOとして自身が経営する「Karakuri Products, Inc.」
でロボット開発を続けている。これまでの背景とさらに今
後のロボティクスにおけるビジネスの将来性について実
際に自身が手がけたプロジェクトを例として紹介する内
容となった。
　奈良高専時代にはロボットコンテスト、大阪大学では
ロボカップにて Team Osaka として出場、2004年から4
年連続でチャンピオンを獲得するなど輝かしい功績を残
す。大阪大学では修士・博士とロボティクスを極めるが、
この頃、アンドロイドロボット開発で有名な同じく大阪大
学の石黒浩教授の影響もあり、より人と影響しあえる、コ
ミュニケーションができるロボットの研究に重きをおいた
Human Robot Interaction （HRI）というコンセプトで「人
と寄り添うロボット」の開発に力を入れるようになる。 
　現在日本はGDP（国内総生産）が世界３位（2017年デ
ータ）と経済的にみると経済大国といわれがちだが、様々
な角度からみると、少子高齢化が加速する日本がこの指
標を保持するには厳しい状況であることは想像に難くな
い、という。松村博士は、オタクカルチャーとロボティクス
を統合することで、今後の日本の生産性を向上させるの

に役立つのではないか、というポイントから博士が行なっ
たプロジェクトについて言及。ロボティクス分野でできる
ことは一体何か、松村博士は生産性の向上のほか、障が
い者の社会参加、身体性を表現できることなどが可能で
あるという。 

「タチコマ」プロジェクト
　人に寄り添うロボット、では、どのような形でビジネスと
結びつくのか。
　ロボットに限らず、顔の表情や外見から受ける印象な
どにより、人間の行動は大きく左右されることからロボッ
トのデザイン性は大変重要である、と博士は強調する。
この習性を活かすことで生産性、ビジネス分野では売
り上げに繋げられるのだという。また、人間は物事の背
景にあるストーリーにより行動をする。これらの点を踏ま
えると、「アニメ」が、その全ての要素を満たしている、
と博士。このプロジェクトの背景にはそのような考えが
あった。
　本プロジェクトは、キャラクター商品店において、人気
のキャラクターロボットを店員として派遣することであっ
た。 ファンが多い士郎正宗原作のアニメ作品 「攻殻機動
隊（Ghost in the Shell）」のキャラクターである「タチコマ」
という人口知能を備えた歩行ロボットを店員にした。２本
の腕と４本の脚を持ち自律行動を行うキャラクターロボッ
トを実際に製作し「店員」として客（ファン）に応対させる
という実験を行なった。事前にアプリで客には様々な情
報を入力してもらい、どのような商品が好みか、顧客自身
の情報もクラウドにデータを集めておく。店に来てもらっ
た客には、タチコマと話す機会を与え、カスタマイズされ
た情報から会話を楽しみ、商品を買ってもらうというプロ

ジェクトだった。結果２３％売り上げが増加。
　客と「どのように」コミュニケーションをとるか、というよ
りも「誰と」コミュニケーションをとるか、という点で、大き
な違いがでることを示すことができたという。店員（ロボッ
トを操作する）が誰かにかかわらず、あるストーリーを持
つキャラクターを身体的に纏うことで達成できた結果で

「オタク文化xロボット工学」により、ビジネスでも生産性
を改善できる可能性があることが証明された結果となっ
た、という。
　日本のロボット技術者による思考や実験、その社会的
課題についての興味深い講義に、その日集まった学生は
じめ、教員、コミュニティメンバーは熱心に聞き入った。

　質疑応答では、地元の学生らがプライバシーや個人情
報について懸念があるという質問がでると、顔認証、指紋
などはHRIでは使わないようにしていると答えた。今後の
展開においては「より新しく、また持続可能なビジネスモ
デルを開拓したい」と講義を締めた。

　去る2019年12月5日、2019年度 JBSD基金グラン
ト授与式 が一昨年に続いてノバイにあるSuburban 
Collection Showplaceにて開催された。2019年の授
与団体は、新規6団体を含めて州内の54団体となり、
前年よりも3団体多い結果となった。
　授与式はクラークJBSD基金理事長の挨拶で始ま
り、今年もJBSD基金が会員からのご支援によってグラ
ント授与式を実現できたこと、また、相互理解と親善
の増大を目的として1992年以来継続してきたグラント
の累計額が220万ドルを超えたことが報告されると会
場から大きな拍手が沸きあがった。加えて、JBSD基金
が会員からのご寄付は、州内の高校生、大学生で日本
への体験留学プログラムを運営するJCMU（ミシガン
州立大学連合）に対しJBSD基金奨学金として支援を
しておりJBSD奨学金を授与されて日本を訪問した学
生の累計総数は200人を超えたこと、日米の若者間の
友情の架け橋を築くことを通じて50年を超えるミシ
ガン・滋賀の姉妹関係発展に貢献してきたことが紹介
された。

　同時に長年に亘って毎年実施してきた地域貢献活
動を支えていただいているJBSD会員、支援者への謝
意が述べられ、合わせてボランティアとしてJBSD基金
活動に貢献をいただいているJBSD基金の役員が紹介
されて各位へのお礼が述べられた。来賓として在デト
ロイト日本国総領事館の酒井首席領事もご挨拶とと
もに、JBSD基金の活動の重要性に言及した。
グラントを授与している非営利団体の活動分野は

[オタク文化 x  ロボティクス]  
〜アニメキャラクターのロボットは生産性を高めることができるのか〜

JBSD基金副理事神保氏とOakland Litaracy Council代表

様々な理由でミシガンに居住する多国籍の女性が
つながりを持てる環境を引き続き作っていきたいと

International Neighbors in Ann Arbor 代表

Community Enhancement（コミュニティ貢献）、Ed-
ucation & Research（教育・研究）、US-Japan Rela-
tion（日米関係）の3つで、2019年は総額で11万3千ド
ルが授与された。授与式に参加した各団体代表からは
JBSD基金へのお礼と共に受賞対象となった活動内容
や目的について熱心に紹介をしていた。
54のJBSD基金グラント授与団体は、JBSDのウェブサ
イトjbsd.orgにて一覧を紹介している。　  

（記事協力：JBSD基金）
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海外安全情報海外安全情報

【ポイント】
●新型コロナウイルスの感染症例が複数の国・地域から報告されています。
●湖北省に対して感染症危険情報レベル３「渡航は止めてください。（渡航中止勧
告）」を，中国のその他の地域に対して感染症危険情報レベル１「十分注意してくだ
さい」を発出しています。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_009.html

１　世界での新型コロナウイルス感染症例数報告

（１）２０１９年１２月３１日，中国政府当局より世界保健機関（ＷＨＯ）に対して原因
不明の肺炎の発生が報告され，２０２０年１月９日，当該肺炎患者から新型コロナウ
イルスが特定されたとする予備的な確定が中国当局により行われました。

（２）各国政府当局等より，新型コロナウイルス感染症例が報告されており，３０日
現在，我が国を含む１９カ国・地域で約７８００例以上の症例が確認されています。

２　世界保健機関（ＷＨＯ）の発表

ＷＨＯは，中東呼吸器症候群（ＭＥＲＳ）や重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）など
の他のコロナウイルスが流行していた際には，飛沫，接触及び媒介物によってヒトか
らヒトへの感染が生じており，今回の新型コロナウイルスの伝播性についても同様で
あることが示唆されているとしています。急性呼吸器感染症の一般的な感染リスクを
軽減するための基本原則には、次のものがあります。

（１）急性呼吸器感染症の症状を持つ人との接触を避ける。

（２）特に病気の人や彼らと同じ環境に直接接触した場合には頻繁に手を洗う。

（３）農場や野生動物との保護されていない接触を避ける。

（４）急性呼吸器感染症の症状がある人は，咳エチケット（距離をとる，ティッシュや
衣類で咳やくしゃみをカバーする，手を洗う）を実践する。

（５）特に緊急部門の医療施設内などにおいて，標準的な感染予防策の実施を強化
する。

ＷＨＯは，渡航中又は渡航後に呼吸器疾患がある場合には，医療従事者と渡航歴を
共有し，医師の診察を受けることを勧めています。

３　中国当局は，武漢市を含む１６市州（以下参照）の公共交通機関の停止及び駅・
空港の閉鎖を発表しています。
武漢，鄂州，仙桃，枝江，潜江，黄岡，赤壁，咸寧，黄石，恩施自治州，荊州，孝感，荊
門，当陽，随州，宜昌

４　厚生労働省の取組

厚生労働省検疫所は，武漢市からの帰国者及び入国者に対して，咳や発熱等の症
状がある場合には，検疫官に自己申告するよう呼びかけています。日本でもこれまで
に４例の輸入症例が確認されており，帰国後にこれらの症状がある場合には，マスク
を着用するなどし，武漢市に滞在歴があることを申告の上，医療機関を受診するよう
協力を求めています。

参考：厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

５　在留届及び「たびレジ」への登録のお願い
　海外渡航前には，万一に備え，家族や友人，職場等に日程や渡航先での連絡先
を伝えておくようにしてください。３か月以上滞在する方は，緊急事態に備え，必ず在
留届を提出してください。（ https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html ）
　また，３か月未満の旅行や出張などの際には，海外滞在中も安全に関する情報を
随時受けとれるよう，外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。（詳細は
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html 参照）

外務省海外安全　ホームページ＞  www.anzen.mofa.go.jp より
携帯版 ＞ http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp 

【ポイント】
●２１日，米国疾病予防管理センター（CDC）は，ワシントン州において米国で初とな
る新型コロナウイルスの症例を確認したことを発表しました。
●最新情報を収集し，感染予防に努めてください。

１　米国ワシントン州における新型コロナウイルスの発生
（１）２１日，米国疾病予防管理センター（CDC）は，ワシントン州において米国で初と
なる新型コロナウイルスの症例を確認したことを発表しました。 

参考：ＣＤＣホームページ（英文）
https://www.cdc.gov/media/releases/2020/p0121-novel-coronavirus-travel-
case.html

（２）同日，ワシントン州当局は，感染者は１月１５日に中国武漢市から米国に帰国し
た３０代米国人男性と発表しています。

参考：ワシントン州ホームページ（英文）
https://www.doh.wa.gov/Newsroom/Articles/ID/1068/Case-of-2019-novel-
coronavirus-confirmed-in-Washington-state-resident

新型コロナウイルスに関する注意喚起（その4）新型コロナウイルスに関する注意喚起（その4）

2020年01月30日2020年01月30日
広域情報広域情報

（問い合わせ窓口）
○外務省領事サービスセンター
　　住所：東京都千代田区霞が関2-2-1
　　電話：（代表）03-3580 -3311（内線）2902、2903

（外務省関連課室連絡先）
○外務省領事局政策課（海外医療情報）
　　電話：（代表）03-3580 -3311（内線）4 475
○海外安全ホームページ
　　ht tps://w w w.anzen.mofa.go.jp/
　（PC版・スマートフォン版） 
　　ht tp://w w w.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
　（モバイル版）

（現地在外公館連絡先）
各国の在外公館は，以下の外務省ホームページをご参照ください。
○外務省ホームページ：在外公館リスト
h t t p s : // w w w . m o f a . g o . j p / m o f a j / a n n a i / z a i g a i / l i s t / 　
　index.html

※本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。本情報が発出されていないからといって、
　　安全が保証されるというものではありません。 
※本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、退避を命令するものでもありません。 
※海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。

米国ワシントン州における新型コロナウイルスの発生       米国ワシントン州における新型コロナウイルスの発生       
（中国からの輸入症例）（中国からの輸入症例）

2020年01月22日2020年01月22日
スポット情報（北米）スポット情報（北米）
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日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd
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Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

tue-fri:   11:30-14:30, 17:00-21:30  
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！
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ミミシシガガンン大大学学日日本本家家庭庭健健康康ププロロググララムム  
母母子子診診療療ににつついいてて

日日本本語語をを話話すす女女性性医医師師〈〈平平野野・・橋橋川川））にによよるる妊妊婦婦検検診診  

同同一一医医師師にによよるる新新生生児児ケケアア、、乳乳児児ケケアアががううけけらられれるる  

日日本本人人看看護護婦婦  ((RReeggiisstteerreedd  NNuurrssee))にによよるる妊妊娠娠中中・・産産後後のの電電話話相相談談、、及及びび母母乳乳指指導導  

おお産産はは、、22001111年年にに新新築築さされれたたミミシシガガンン大大学学病病院院のの周周産産期期セセンンタターーででさされれるる（（VVoonn  VVooiiggttllaannddeerr  

WWoommeenn’’ss  HHoossppiittaall、、CC..SS..  MMootttt子子供供病病院院))  

ミミシシガガンン大大学学病病院院でではは普普通通分分娩娩をを中中心心にに年年間間33880000件件ののおお産産ががあありり、、ハハイイリリススククににもも対対応応ででききるる病病

院院でであありり、、産産婦婦人人科科医医、、麻麻酔酔科科医医、、新新生生児児専専門門医医、、小小児児各各科科専専門門医医がが常常にに待待機機  

ミミシシガガンン大大学学病病院院はは全全米米1144位位((UUSS  nneewwss  22000088))、、MMootttt子子供供病病院院はは全全米米88位位((UUSS  nneewwss  22001133))ににラランンクク

おお産産のの際際にに主主治治医医がが立立ちち会会ええなないい場場合合ににはは、、専専門門のの医医療療通通訳訳、、又又はは電電話話通通訳訳がが手手伝伝うう  

充充実実ししたた妊妊娠娠、、出出産産、、新新生生児児ケケアアのの教教育育。。日日本本語語資資料料もも充充実実ししてていいるる  

当当科科でではは日日本本人人妊妊婦婦ささんんをを対対象象にに、、ググルルーーププ妊妊婦婦

検検診診をを行行っってておおりりまますす。。9900分分のの教教育育ププロロググララムムをを妊妊

婦婦検検診診ととああわわせせててググルルーーププでで、、６６回回ににわわたたりり行行いい、、

他他のの妊妊婦婦ささんんととのの交交流流ををははかかりり、、経経験験談談、、ビビデデオオもも

含含めめてて、、楽楽ししくく学学びびまますす。。  

ググルルーーププ妊妊婦婦検検診診はは、、全全米米でで行行わわれれてて、、高高いい教教育育

効効果果ややササポポーートトがが得得らられれるるここととがが発発表表さされれてていいまま

すすがが、、日日本本語語でで行行わわれれるるののはは、、ミミシシガガンン大大学学がが世世

界界でで初初めめててでで、、22001100年年かからら継継続続ししてて行行っってていいまますす。。  

ググルルーーププ妊妊婦婦検検診診ププロロググララムム 

ププロロググララムムのの内内容容  

o 妊妊娠娠中中のの栄栄養養、、健健康康管管理理  

o 妊妊娠娠中中のの不不快快感感、、乳乳房房ののケケアア  

o リリララッッククスス法法、、妊妊婦婦ヨヨガガ、、  

o 病病院院ににいいくくタタイイミミンンググ、、  

o アアメメリリカカででのの正正常常分分娩娩のの流流れれ、、  

o 分分娩娩中中のの手手技技やや治治療療にに関関すするる詳詳ししいい説説明明  

o 新新生生児児のの入入浴浴法法、、寝寝かかせせ方方、、  

o 新新生生児児ののカカーーシシーートト点点検検  

o 出出産産後後ののググルルーーププのの同同窓窓会会  

日日本本語語ででののききめめ細細ややかかなな医医療療ササーービビススをを受受けけ、、安安心心なな大大学学病病院院ででののおお産産ををししまませせんんかか？？ 

Family Medicine @ Domino’s Farms 
《 家庭医学科医師 》

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

フォーク　阿部まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

24 Frank Lloyd Wright Dr. 
Lobby H.  (PO BOX 431)  
Ann Arbor,  MI  48106

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
                         月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

瀧本　亜希子（メディカルアシスタント）

20321  Farmington Rd.
Livonia,  MI  48152

248-473-4300 24時間
(英語・日本語―日本語は１を
 押してください)

■  家庭医学 ・一般診療
　（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■  人間ドック健康診断
■  ミシガン大学専門科への紹介
　（紹介時、通訳サービスあり）

■  カウンセリング
■  妊婦グループ健診

Japanese Family
 Health Program         

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

(734) 930-2880
Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!
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ご利用規約
※弊社Japan News Clubはクラシ
ファイド広告の掲載内容、内容の
正確性・信用性及び内容によって
起因する損害については一切の
責任を負いません。
※広告原稿を郵送、電子メール
もしくはウェブサイトコンタクト
よりお送りください。掲載内容に
記入漏れや不備が確認された
場合、掲載されない場合がござ
います。また、内容によっては掲
載をお断りする場合がございま
すので、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よ
りご確認の連絡を致します。数
日経っても弊社からの返答が無
い場合は、お手数ですが、お問
い合わせください。
※お支払いはチェックで承りま
す。郵送でのお申し込みの場合は
お支払いを同封した上で弊社ま
でお送りください。Eメールの場
合はお申し込み後の１週間以内
にお支払いください。
※お申し込みの締切は、掲載希
望号の前月２５日必着です。
※キャンセルはお申し込みの締
切日迄とさせていただきます。
それ以降はキャンセルされても
返金されませんので、ご了承く
ださい。

クラシファイド広告の掲載について

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
  本文４行８０字まで無料。

・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 有料クラシファイド広告　１回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。

□ カテゴリー
・仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５

□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。

・広告原稿は郵送、Eメールで。
　お支払いはお申し込み１週間以内に
　下記までお送りください。

□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub@pntrpress.com

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

For information about placing a free or business classified ad For information about placing a free or business classified ad 
on japan News Club, please contact by phone or email.on japan News Club, please contact by phone or email.

■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

募集支店：　ヤマト運輸デトロイト店
業務内容：　引越現場スタッフ
              （リロケーションコーディネーター）
募集条件：　米国就労ビザお持ちの方
                       （永住権、市民権、OPT等）
　　　　　　経験は問いません。
保険、401Ｋ制度、有給休暇等有り
応募先  ：  望月まで　　
    電話番号　（７３４）９４１－３２４０
　ファックス  （７３４）９４１－８８４８
　s m o c h i z u k i @ y a m a t o a m e r i c a . c o m
.......................................................................

求人

CLASSIFIED ADSCLASSIFIED ADS

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

ミシガン州運転免許取得時に提出が必要な
日本の運転免許証や戸籍の英訳を２日以内に
致します。詳しくは、まりこ又はスーまで日本語
でお問い合わせ下さい。リンガ・サイエンス
linguasci@aol.com  又は  (734) 930-1553
www.linguascience.com/ja/licenses
............................................................................................

■ リズムタップ

毎週末、アナーバーのスタジオでリズムタップ
しませんか？ 子供から大人まで、タップは楽し
いですよ！ 詳細はseiranchan@hotmail.com
までご連絡下さい。
............................................................................................

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ先
shigaken@msu.edu ５１７－２０４－２６００  
............................................................................................

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

あなたも日本の伝統的武道の世界を体験しま
せんか？日本の中学校では体育の授業で武道
が必修となります。無料体験入門もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：detroitkendodojo@gmail .com
............................................................................................

■  天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

当地でもふるさと会が発足し定期的に食事会、
情報交換会を行います。お気軽にご参加くだ
さい。お道の方も大歓迎です。問い合わせ先：
tenri.skylarkhills@gmail.com又は734-660-2028 
............................................................................................

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

岐阜県に関する情報のメール配信、会員が集ま
る食事会の開催などを行っています。岐阜県出
身の方や岐阜県にゆかりのある方、一緒にふる
さと談義をしましょう。
              ●入会申込・問い合わせ先

gifu@ujeec.org     248-346-3818
............................................................................................

■  ヨガ  Farmington Hills

自然豊かな環境でご一緒に深くヨガを学びま
せんか？夏はデッキで。癒しの空間。
少人数制。丁寧な指導。
火曜日：10：30～12：00   母子ヨガ（若干名）
木曜日：10：30～12：00   妊婦ヨガ
                                             （最少３～５名まで）
土曜日：10：00～11：30    アラインメント重視       
                                            大人のみのヨガ
本紙に隔月寄稿中。詳細はプロフィールで。
............................................................................................

■  JSDウィメンズクラブ会員募集

同好会（コーラス・ブリッジ）や乳幼児サーク
ル、日本文化紹介ボランティア活動等に参加
して、ミシガン生活を充実させましょう！
http://www.jsdwomensclub.org/
............................................................................................

住宅探しのスペシャリスト

* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

リースと不動産売買 ご相談ください。ローンのご案内も親身に致します。
個人住宅、投資物件の仲介の他、生活情報提供、電気・ガス口座開設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

Cell:  248-767-1343 
zen.chen@remax.net

New Trend
38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331

Office:   248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!

Zen Chen 
(ゼン チェン)

  Relocation Specialist

その他

その他

サニーポイント  チャイルドケアセンター

◆  月～金 (7:00am ~ 6:00pm)　   ◆  12週(乳児) ～６才児
◆  半日/１日プログラム（週に半日を３回以上） 
◆  プリスクールとキンダーガーテンあり。
◆  体操、音楽、お話など　　　  ◆  サマーキャンプ開催

(248)
  347-6580

☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

  19149 Fry Rd., Northville, MI 48167
                                          (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)

www.sunnypointe.com

Sunny Pointe 
Child Care Center

Japan News Club 公式ウェブサイト
www.JapanNewsClub.com

過去の記事、コメント欄、フォト、
広告、無料クラシファイドなど、

ウェブならではのコンテンツを提供！
イベント情報を募集しています！

急なイベント情報でもトップページに表示することが可能です。
ウェブ広告を募集しています！

お手ごろな価格から、様々なサイズのバナー広告を購入できます。

無料クラシファイド掲載をスタート！
個人やNPO団体を対象に本文４行まで無料。

イベントのお知らせや仲間募集にご活用下さい。

有料クラシファイドが＄１５から！
ビジネス目的の掲載は５行で＄１５から。

１行増えてプラス３ドルです。

写真やロゴの掲載も可能！
クラシファイド欄は４段組に変更。
広告に写真やロゴを追加できます。

................................................................................

■  クラシファイド広告の本文5行サンプル

この広告は１行２０文字のサンプルです。タ
イトルは最大１８文字まで。半角英数字は日
本語１文字幅に約２文字入ります。 
お問い合わせは Pointer Press, LLC まで。
Eメール：　japannewsclub@pntrpress.com

クラシファイドページを
有効にご利用下さい！

！
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文＆写真　by ヤマトノオロチ

Madison Heights市 初のブリューワリー

（右）Australis（ IPA）
Flatbread pizza

（上）Orange soda Cadillac Straits Brewing Company　
27651 John R. Street, Madison Heights, MI 48071

www. CadillacStraits.com
サプライストアー

　Cadillac Straits Brewing Companyはここ数年にオープンしたミシガン州のブリュー
ワリーとはビジネスのスタイルが異なっている。ビールやワインだけに特化し、缶等
をストアーなどに流通させるマイクロ・ブリューワリーが多い中、このCadillac Straits 
Brewing Companyは店の床面積は小さいがフルキッチンを持っている。そして、店の
右半分は先行してオープンしたホームブリューのサプライ店。いくつかの“歯車”をかみ
合わせながら地元を大切にするビジネスを行っている。
　フロアースペースに限りがあること、メンバーシップを大切にすることをモットーとし、
マグクラブの特典やディスカウント率は大きいが、メンバーマグは置かない主義。この
敷地面積ながら地元主義なのは「デトロイト」の周辺地区、ということにこだわったから
だ。オーナーは二人ともMadison Heights出身と住民。訪れた日はそのオーナーの一人
ゴーディと話した。Cadillac Straitsという名は18世紀初めのフランスの探検家にちなん
だ名前である。彼はブリューワリーの名前の由来についてこう考えている。「デトロイト
はフランス語で“海峡”の意味。 St. Clair湖 と Erie湖を結ぶ海峡。ロゴのひし形は海峡
としてのデトロイトを表し、この地域に人々が住み始めた地区ということを意味してい
る。ロゴの中央の刀は探検家としてのCadillac、その人を象徴、波の造形は海峡、デトロ
イト川、そしてビールの原料の大麦を表している」
 　クラフトビール、ワイン、サイダー、ノンアルコールのルートビール、そしてKombucha。
今回はFlatbread pizzaもいただいたが、充実度は高い。特にオーストリアのホップを
使ったAustralis(7.4%, New England style IPA)は最近はやりのHazy beerの風味がす
る。Kombuchaは0.5％のアルコール。４ozのグラスに注がれたブラックベリー、ブルー

ベリー風味もいいし、見た目もキュート。ノンアルコールの飲み物のCream sodaは、「ミ
シガンのTrade showで気に入った」のでメニューに加えられている、グランド・ラピッズ
のソーダ会社のもの。天然のサトウキビ使用。いくつかのフレーバーがあるが、Orange 
cream sodaはJamaican ginger入りだが、とてもスイート。
　実はこのMadison Heightsはアジア系住民とは縁が深い。ベトナム系のコミュニ
ティーがその中で突出している。州平均居住者率の10倍の1.9％がベトナム系。この
ブリューワリーが面しているJohn. R Streetにはアジア系の店が一角を占めたり、大
き な 中 国 系 のスーパ ーマー ケットも 数 マイル のところに あったりする 。このブ
リューワリー も元は中華店、現在もお隣はタイレストランだ。「ここにオープンした
のは、利便の良さ。I-75とI-696のいずれからもアクセスしやすいのが決め手」という。
「Electrical　Engineerだが、MBAも取得してビジネスの手腕もある」とゴーディ
はホームブリュー経験が6年だが、店をオープンさせたことに自信をのぞかせる。To 
go（アルコール度8％未満ならgrawler$6, 容器＄14）で家飲みに応えている。

Kombucha。グラスも可愛い
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コミュニティー情報

コービー・ラーニング・グループ 
““VVaalleennttiinnee  CCaammppaaiiggnn““  

ババレレンンタタイインン・・キキャャンンペペーーンン  
  

Koby Learning Groupでは 
クラスのご相談＆無料体験クラスに 2月は力を入れて参ります。 

ご予約お待ちしております。 
恒恒例例のの春春期期講講習習はは 44月月 66日日((月月))~~44月月 1100日日((金金))開開講講！！  

大人向け、子供向け ESL キャンプ、TOEFL受験対策クラス 
各キャンプ 190ドル 

一日ずつ 42ドルの日割りでも参加可能です♪ 
家族二人目から 5%割引！ 

詳しくはお問い合わせください。 
 

 
  

森みゆきプロデュース 

ドリームシンガーズリサイタル
Dream Singers Recital                                      

歌手 森みゆき＝NHK「おかあさんといっしょ」第15代歌のお姉さんが
2007年に発足したドリームシンガーズ第13期生によるパフォーマンスの
数々！日本語を第2, 第３外国語として学ぶ子供たちが日本的マナーと共に
習得した日本語で懸命に発表する貴重な体験の場となります。大きなゴー
ルに向かっての挑戦です。アメリカで子育てされている皆様にも良い刺激
になることと思います。これからの未来を担う子どもたちの強い精神を育
てていくことを目的としています。ご声援よろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　
みゆき先生もゲストとして歌います。お楽しみに♪ 

チケット＆お問合せはDS事務局まで                                                        

   　　　　　　　 Miyukids International                                   
   Email : dreamsingersoffice＠gmail.com 

                   Date : Saturday, March 14th, 2020 
            　 Doors open : 5:15pm    Start time : 5:30pm                        
            　    Location : North Congregational Church                                              
 Address : 36520 W. 12 Mile Rd, Farmington Hills, MI 48331                  

＜演奏予定曲＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
やってみよう、 パプリカ、気球にのってどこまでも、 七夕、瞳、LOVE YOUR LIFE、Guts、
夏の思い出、 あの青い空のように、イロトリドリ、ボウロのうた、タイヨウのうた、 Rain、 
Best Friend ＆ お楽しみソングス by Miyuki Mori 

Tickets $10/person (ages 4+) ＊収益の一部を東日本大震災「ハタチ基金」に寄付                 
                             Free (ages 3 & under)  

テーマ「やってみよう」Let’s try!

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

コービー・ラーニング・グループ
“ Valentine Campaign“

Koby Learning Groupでは
クラスのご相談＆無料体験クラスに2月は力を入れて参ります。

ご予約お待ちしております。
恒例の春期講習は4月6日(月)~4月10日(金)開講！

大人向け、子供向けESL キャンプ、TOEFL受験対策クラス
各キャンプ190ドル

一日ずつ42ドルの日割りでも参加可能です♪
家族二人目から5%割引！

詳しくはお問い合わせください。

バレンタイン・キャンペーン

 
 

 
 

2020 
MARCH 1 

at DIA 

 
 

Student Lunchroom 
  Ikebana (Flower Arrangement) Workshop 
  Japanese Sweet Workshop 
 
Prentis Court 
  Sencha Demonstration and Japanese  
  Sweets Experience 
 
DFT Auditorium  
  The Tale of Princess Kaguya 
 
Japan Gallery 
   Gallery Tour 
   Shakuhachi (Bamboo Flute )Performance 

Free Event with Admission, programs starting at 11am in venues of DIA 

Spring Starts Here 

Great Hall 
  Hina Doll Display 
  Shodo (Japanese Calligraphy) Demonstration 
  Wagashi (Japanese Sweets) Demonstration 
  Origami Workshop 
  Koto (Japanese Horizontal Harp) Workshop 
  Story Telling (Nihon Mukashi Banashi) 
 
Rivera Court 
  Chanoyu (Tea Ceremony) Performance 
  Child’s Kimono Performance 

Visit jcd-mi.org, dia.org or jbsd.org more in detail 

JCD has been organized under JBSD to promote a friendship between US and Japan after local 
Japan community’s involvement in Grand Bargain to save the City of Detroit and the Detroit Institute 
of Arts.  JCD has focused its main activities Culture, Arts and Education in US and Japan 

Presents Hina 
Matsuri 

Toledo Museum of Art 
トレド美術館
toledomuseum.org

特別展示　草間彌生「水上の蛍」
Yayoi Kusama: Fireflies on the Water

草間彌生インスタレーション作品。照明と鏡によって創られる果てしなく続く

無限の空間に身を置いて草間彌生というアーティストの想像力を体験できる 

4/26/2020まで開催中
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● 経験豊富なドクターが診療に当たります。

● 　フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、

　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。

● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。

● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

ノバイ ファミリー歯科医院
BRIAN H. ANDRESS D.D.S.

DANIEL J. HAMMAKER D.D.S., M.S.
KEN R. MARRIOTT D.D.S.,F.I.C.O.I.

ドクターと日本人スタッフ

Will iamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375

                           日本語ライン (248) 471-3321
www.nov ident ists .com

大人と子どものための家庭歯科医

受付時間

月～木  8am ~ 9pm
金　 8am ~ 5pm
土  8am ~ 2pm

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

DENTISTS
Novi

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

TEL:  248-626-8700
FAX:  248-626-4572
携帯:  248-705-9833

 E-mail：meiwei888@gmail.com

20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。
いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

ダウンタウンFranklin Village
13 mile Rd.と14 mile Rd.の間

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

Sanpei

伝統の味とサービスをお届けします
★日本の生ビールあります！★

(アサヒ・キリン・サッポロ）

43327 Joy Road, Canton MI 48187Tel: (734) 416-9605

Mon - Fri   11:30 am -   2:00 pm
                      5:00 pm - 10:00 pm 
Sat / Sun      5:00 pm - 10:00 pm
＊ナショナルホリデーのみ閉店 Ann Arbor Road

Joy Road

Ford Road
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275

Sanpei

Japan News Club 公式ウェブサイト
www.JapanNewsClub.com

過去の記事、コメント欄、フォト、
広告、無料クラシファイドなど、

ウェブならではのコンテンツを提供！
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