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本年、１月２６日、ミシガン州ノバイ市
サバーバン・コレクション・ショー

プレイスにおいて2020年デトロイト日
本商工会（Japan Business Society 
of Detroit、以下JBSD）の新年会が
開催された。午前はJBSD会員通常総
会、JBSD基金総会が行われ、午後から
新年会へと移った。　
　新年会は、午前の総会において昨年
に続き今年度のJBSD会長に承認された
Toyota North America, Inc. の安井慎
一氏の挨拶で始まった。新年度の役員で
ある商工部会長Toyoda Gosei North 
America Corporationの土井淳二氏、
広報部会長兼JBSD基金理事長Aisin 
Technical Center of America, Inc. 

の仕明真人氏、スポーツ部会長Nissan 
North America, Inc. 関野豊氏、文化
部会長TRAM,Inc.立木博氏、財務役
DENSO International America, Inc.
長谷川信之氏を紹介、一年の抱負を挨
拶に込めた。続いて在デトロイト日本国
総領事館中川勉総領事による新年の挨
拶では、2020年日本で行われる東京オ
リンピックイヤーで重要な一年となること
にも言及、当地の更なる経済発展への協
力、在留邦人の生活の安全を守ることに
尽力したいと述べた。また、ミシガン州経
済開発公社の社長兼CEOであるジェフ・
メイソン氏の挨拶へと続き、現在のミシ
ガン州と日本の良好な関係をより強化し
たものへと発展させたいむねを述べた。

今月今月のの  Japan News Club

メイソン氏の挨拶では、会場に来られな
かったミシガン州グレチェン・ホイットマ
ー州知事からのビデオメッセージも紹介
され、現在500を超える日本企業のミシ
ガン進出における重要性に言及。日本と
より強いパートナーシップ、相互理解を
深めたいと述べ、ミシガン州にとっての日
本の存在感が年々高まっていることを感
じさせた挨拶となった。
　その後、ネットワーキングを兼ねた参
加者の歓談の後は、会場が待ちにまっ
たコンサートが開始。今年の歌のゲスト
には、日本から歌手の矢井田瞳さんが
登場、会場を大いに盛り上げた。デビュ
ー２０周年の節目の年ということで、更な
る活躍の一年となるYaiko（愛称）は、ギタ
ー、電子ピアノによる生バンドをバックに
ストレートに響く力強い歌声を会場いっ
ぱいに響かせ観客を魅了した。自身の新
旧名曲を歌い上げ、会場はペンライトで

盛り上げる参加者もいるほど、昔からの
ファンだという方も「ミシガンでYaikoに
会えるとは思っていませんでした」と喜び
の声を上げた。幅広い年齢層の参加者
も手拍子をして音楽を楽しんだ。
　コンサートの後は、恒例のドアプライズ
くじ引きタイム。日本往復航空券を含む
豪華なプライズもあり、更に会場を盛り上
げた。本新年会は会員と会員のゲストの
ほか、デトロイトりんご会補習授業校や
JSDウィメンズクラブの方の参加もあり、
総参加者は590名にのぼった。 
　JBSDでは、年間を通し経済、ビジネ
ス、文化、スポーツさまざまな分野のセ
ミナーやイベントを開催。また、JBSD
基金で会員から集められた寄付は当地
のNPO団体や教育機関および文化交
流のための助成金や奨学金として還元
され、結果日本のプレゼンスの向上を
高めている。

2020年デトロイト日本商工会新年会
 歌手 矢井田瞳さんを迎え盛大に開催

JBSD安井会長JBSD安井会長

中川総領事中川総領事明るくのびやかな声で会場を魅了した矢井田瞳さん明るくのびやかな声で会場を魅了した矢井田瞳さん
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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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２月９日（日）、ミシガン州立大学（MSU)
にて在デトロイト日本国総領事館主催

によるミシガン日本語弁論大会が行われ
た。本イベントは、デルタ航空、デトロイト日
本商工会、日米協会、ミシガン日本語教師会
および国際交流基金も協賛として参加。
　当日は雪の降る中、この日のために練習を
重ねた州内の高校生、大学生参加者が、家
族・友人、教師陣とともに一堂に会し、MCは
２名のMSUの学生が務めた。
　中川総領事も当日会場へ駆けつけ、冒
頭の挨拶において「重要なことは、コミュ
ニケーションを取りたい気持ち、相手に伝
えたいことをそのまま表現すること」と参
加者へ向けてアドバイスをした。また、学
生たちが日本語教育を受けられるというこ
のような良い環境については、当地の教師
の方々、ご家族、学校をはじめとする周りの
サポートがあるからこそで、幸運であると感
じるとも述べた。
　高校生の部から始まり、少し緊張をし
ながらの発表だがトピックはさまざま。美
術に関するもの、ベジタリアン、日本の食
べ物に関する高校生らしいスピーチや、中
にはユダヤ教と神道との類似点を説く高
校生もいて、自分の考えや意見を日本語
で発表した。
　一方、大学生は高校生に比べ、数年の年
齢差にもかかわらず、より内容も深く落ち着
きがみられ、表現力豊かで聴衆を引きつけ
る技術をもった学生が多くいた。大学生は
審査員からの質問にも日本語で答えた。
　優勝者（総領事賞）は、高校の部はトロ
イ高校のRishi Rallapalliさん、大学の
部にはミシガン大学のKai Zhaoさんが選
ばれた。スピーチ内容については、前者、

〜ミシガン日本語弁論大会開催〜
高校の部優勝のタイトルは「ひどくてすば
らしいキングダムオブハーツ」。ビデオゲー
ムについてだ。どうして「このような」ゲー
ムに（愛があるからこその言葉！）魅力が
あるのかわからないが、それによって得ら
れる家族との大切な時間や、独特の良さ
を感じる自身の気持ちを不思議で理解で
きない、としながらも、大好きなものにつ
いて語ったスピーチ。人生、時には答えが
わからないこともある、とまとめたもの。そ
して、大学の部優勝者のスピーチの題名
は「僕に情熱をくれた夏」。多忙な日々が
原因でそれまで運営してきた自身のNPO
団体（メンターシップを目的とする）の活
動に意味が見出せなくなっていた。が、
昨夏、日本に行き、そこで高校生・大学生
が交流するプログラムに参加する。ある一
人の悩み相談をきっかけに、やはり自身の
NPO活動がどれだけ重要かを再確認し今
後も続けたい気持ちを強くしたというもの。
優勝者にはDelta航空のクーポン券とその
他の入賞者にも賞状が贈られた。
　大会後、審査員は皆一様に参加者の語
彙力、文法力、表現力を絶賛し、参加者
の更なる日本語教育への活躍を期待する
ことばと届けた。最後は、総領事が今後
も家族や教師陣のさらなるサポートを望
む旨を伝え締めの挨拶とした。
　今回初めての試みとなった「Expression-
through-Poetry」部門という詩を読んで
さまざまに表現をして発表する部門を実
施。手話や歌をつけて詩を読む学生、そ
してパフォーマンスとして詩を表現する学
生など日本の詩をいろいろな手法で表現
した。日本語を継承語として学んでいる
Heritage語学学習者（日本人国籍を持

つ、日本人の親をもつなど）
は家で日本語環境にあるた
め参加資格がないことも多
いが、こちらは参加可能だ
ったこともあり、その点に感
謝したい、と感想を述べたの
は日本人の母を持つ参加者
のLia Smithさん。今後もこの
ような機会があればもっと挑
戦したい、と話してくれた。
 最後に参加した学生に感
想を問うと、「このような大
会に出られたことが今後ま
すます日本語を勉強するた
めの糧となる」と話し、皆清

し々い顔で会場を去った。
ミシガン州の日本語教育が
更に盛んになっていくこと
を願いたい。

大学の部
総領事賞

Kai Zhao (University of Michigan) 
金賞
• Claude Murphy (Eastern Michigan University)
• Aliah Sallehuddin (University of Michigan) 
 

高校の部
総領事賞

Rishi Rallapalli (Troy High School) 
金賞
• Chloe Pottenger (Troy High School) 
• Laya Sathyan (Athens High School) 

審査員：
Mr. Tetsuya Honda　 (Japan Business Society of Detroit)
Mrs. Keiko Otaka       (JSD Women’s Club)
Mr. Andrew Gillman   (Japan America Society of Michigan & SW Ontario)

▲左から金賞 MurphyさんAliahさん総領事賞Kaiさん(大学の部)▲左から金賞 Chloeさん、総領事賞Rishiさん（高校の部）

▲Expression-through-Poetry」部門
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国勢調査とは何ですか？                                
合衆国憲法では、連邦政府が「米国

に居住している人を数える」ことを義務付け
ています。この調査を「国勢調査」と言い、
1790年から10年ごとに実施されています。

国勢調査が重要なのはなぜですか？   
連邦政府は毎年、税金から徴収した資金を
州に返還しています。州がどれだけのお金
を得るかは、「その州に何人住んでいるか」
によって決定されます。そして、州に何人住
んでいるかの数は、国勢調査によって10年
ごとに調べます。そこで国勢調査の結果、回
答数が少なくなる場合、国勢調査の数年後
の10年間、連邦政府から還元される額も少
なくなるのです。ミシガン州は2010年の国
勢調査の結果により、年間約300億ドルを
獲得しました。また、米国議会の各州の議
席数も国勢調査結果による州人口次第で変
わってきます。2010年の国勢調査の結果、
ミシガン州は議会の議席を失い、下院議員
が15人からから現在の14人となってしまい
ました。

資金はどんなことに利用されますか？
ミシガン州が毎年受け取る300億ドルは、州
や郡のため、またはネイティブアメリカン
の部族、その他コミュニティに役立つプロ
グラムなどに使用されます。子供の教育　
（学生ローン、ペルグラント、学校給食と朝
食、ヘッドスタート、学校資金）や医療（メ
ディケア、メディケイド、緊急医療、子供の
健康保険/ MI Child）、食糧援助プログラム

学校に必要な資金
教育プログラム
私たちにできることは
この春、10年に一度の
国勢調査に参加すること
必ず完了してください

国勢調査は
とても簡単
世帯にいる全員を
記入してください
回答内容は法律により
100% 保護されます

与えたいこと。それは

教育環境

子どもたち
みんなに

最高の

子どもたちに
してあげられること
　　　2020 US CENSUS

米国国勢調査
が始まります

詳細：
www.mivoicecounts.org

（Supplemental Nutrition, Bridge Cards, 
Meals on Wheels）をはじめ、住宅ローン、
道路修復、交通機関、その他コミュニティの
成長と繁栄を支援するさまざまなプログラム
にも使用されます。

カウントが低い場合はどうなりますか？
ミシガン州や郡・都市は、前述のプログラム
をカバーするにははるかに少ない資金しか
もらえなくなります。例として、デトロイト市
の場合、カウントされなかったすべての人に
対して一人につき5,500ドル、市が費用を毎
年（10年間）負担することになります。例え
ば、デトロイトの3％（約20,000人）がカウ
ントされない場合、デトロイト市は今後10年
間で10億ドルを失うに等しいのです。

誰を数えるべきですか？
全員です。国勢調査では、アメリカに住ん
でいるすべての人を数えています。あな
たが市民か市民でないか、グリーンカー
ド、ビザ、期限切れビザ、F1ビザを持つ学
生、H-1bビザを持つ従業員であるかどう
かは関係ありません。米国に住んでいる
場合、国勢調査の対象となります。
数えられない唯一の人々は、観光客として
ここにいて、国に戻ることを計画している
人々です。他の誰もが重要です。世帯にい
る子供や新生児を含む、家族の全員を数
えるようにしてください。そこに家族以外
の人を住まわせている場合でも、その人も
人数に入れる必要があります。

【 US CENSUS 2020 】【 US CENSUS 2020 】  米国 国勢調査 が始まります
世帯とは何ですか？
国勢調査の場合、世帯は住所です。国勢調
査は各住所によって回答が必要です。米国
には約1億4000万の住所が存在し、国勢調
査はそれらの住所のそれぞれに送信されま
す。1つの住所（刑務所、病院、養護施設、学
校の寮など）を持つグループに住んでいる人
もカウントされます。

国勢調査内容は保護されますか？
アメリカ合衆国には、国勢調査内容を100％
機密にするための国勢調査専用の法律が
あります。アメリカ合衆国国勢調査法、タイ
トル13には、連邦政府の最も厳格な機密保
持法があり、それによると国勢調査によっ
て収集された情報を他の機関と共有するこ
とはできません。いかなる理由においても 
ICE、FBI、国土安全保障省、司法省、IRS、
地方警察、保安官、社会福祉機関、保険会
社、企業、その他の人に与えることはできま
せん。そして、過去50年以上にわたり、この
法律は一度も破られたことはありません。

国勢調査にはいくつ質問がありますか？
国勢調査の質問は9つだけです。あなたの
市民権やビザのステータスについての質
問は関係ありません。国勢調査は、「あな
たが米国に住んでいるかどうかだけ」を知
りたいと考えています。

何か郵送されてくるのですか？
過去には、国勢調査は紙のアンケートでし
た。現在はオンラインで国勢調査に記入す

るために使用する個々のIDが記入された
カードが郵送されてきます。インターネッ
トが遅い場合、用紙に記入して返送する
方法もあります。また、電話で調査を完了
させることもできます。
国勢調査は3月12日に郵送されます。返
信がない場合は、3月16日、3月23日、4
月8日、4月20日に通知が届きます。

調査員が家に来ることはありますか。
4月末までに国勢調査を返送しない場合、
国勢調査局からのそのバッジと身分証明
書を持った調査員があなたの家に訪れ、
国勢調査の完了を求めます。調査員が来
るのを待たずに、自身で記入する方がはる
かに簡単です。
カウントされるのは10年に1度だけです。私
たちのコミュニティすべての人、子どもから
お年寄りまでを支援するプログラムはたくさ
んあり、その全てが米国国勢調査の結果に
かかっています。入手したら必ず記入してく
ださい。国勢調査の記入に費やした10分間
は、今後10年間、あなたのコミュニティに良
い影響を与えます。

 

Director of New Michigan Media

記事提供：
Hayg Oshagan
ウェイン州立大学



PAGE 4・JAPAN NEWS CLUB・March2020

第４回JETAA ジョブフェア -第４回JETAA ジョブフェア -Job FairJob Fair- 開催　- 開催　

去る1月2 5日、G r e a t 
Lakes JET Alumni 

Association（五大湖地区
JETAA）主催による第4回
ジョブフェア（就職説明会）
がミシガン州ノバイ市サバー
バン・コレクション・ショープレ
イスで開催された。
　同ジョブフェアにはHirotec 
AmericaとFifth Third銀行も
協賛として参加。JBSD基金か
らのグラント提供も受け、年々
規模が大きくなっており、企業

SIZZLE ITSIZZLE IT 

          ◇ 営業時間 ◇
月・水・木  11 am –  9:30 pm
金 ・ 土  　11 am –10:30 pm
　日　       12 pm –  9:00 pm
 *火曜日　定休

　     ロールアイスクリーム登場！！
　アイスをロール状に巻いたおしゃれなスイーツ。
フレッシュフルーツ、チョコなど色々な味が選べます。

ニューコンセプト&ニュースタイルの
チャイニーズレストラン　

オープン！オープン！
テーブルで、好みの味付けで、ジュージュー焼くスタイル！
ラーメン、照り焼き肉のチョイスもあるBento Boxメニューもあります。

31194  Novi Rd.
Novi, MI  48377

(Novi Rdｘ14 mile Rd 南東)
248-859-3888
  ☆デリバリー可

ノバイ
初！

ご合計の10% OFF
Your total bill

店内食飲、または  お持ち帰り
＊ホリデーを除く  Exclude Holiday
＊他のクーポンとの併用不可
Not to be conbined w other coupons
有効期限　4-30-2020 JNC

と、日本文化を理解する日本滞在経験者
をはじめとする求職者にとても貴重なイ
ベントとなっている。
　JETAAはJETプログラム※を通して日
本滞在を経験したメンバー達で構成され
る団体で、同プログラム経験者や日本語
を学ぶ現地の学生、また日本企業就職希
望者のために、同イベントを開催して早4
年が経つ。（※JETプログラムは、「語
学 指導等を行う外国青年招致事 業」
(The Japan Exchange and Teaching 
Programmeの略称。参加者は日本の中
学・高校に英語教師サポートや文化交流
他を目的に数年間、各地に派遣される- 
jetprogramme.org）
　今回のジョブフェア参加企業は、そのほ
とんどが日本のコミュニティメンバーによ
って運営されている10社で、メトロデトロ
イト近郊で就職活動を行なっている候補
者と交流を持った。
　五大湖JETAA会長のミーガン・ワー
デン氏は、「今年のジョブフェアは例年よ
りさらに大きな成功となった」と語り、初め
て工学系の学生にも門戸を開いたことによ
り、より幅広いスキルを持つ学生が参加し
たと述べた。「今年の参加企業からは、多
様な候補者と会えたことで、さらに進化し
たジョブフェアであったことを喜ぶ声が上
がり、すでに雇用準備が始まっている企業
もいると聞いている」と語った。来年はさ
らに改善を続け、日本語能力を採用企業
に売り込みたいと考えている人や学部学生
のためのキャリアフォーラムを検討してい
ると言う。
　 この イベントに参 加した I K I G A I 
Connections社の創設者であるカーシャ
氏も、同ジョブフェアに関わるうちのひと
り。「ボストンやカリフォルニアの大規模
なジョブフェアに比べ、本ジョブフェアは
比較的新しく、まだ存在を知らない多くの
企業や求職者がいます。幸いなことに、こ
のイベントの人気は高まっており、素晴ら
しい広がりをみせています。企業は、常に

バイリンガルやバイカルチュアルで多様な
技術を持つ人材を探し、ここへ来る求職者
は、日本語とビジネス文化のスキルをキャ
リアで活用できることを知っています。ミ
シガン州と周辺の州に拠点を置くグローバ
ル企業が、そのニーズを満たすために地元
の人材を探していることは大変素晴らしい
ことです」と語った。このようなスキルのあ
る人 材 は 、機 会とトレ ーニングの チ
ャンスさえ与えられれば、グローバルな環
境で輝きはじめる、と信じてやまないカー
シャ氏。IKIGAI Connectionsでは、学
生の就職サポートとしてトレーニングプロ
グラムを運営、また自身もバイリンガルと
あり、グローバルな思考を持つ彼らと企業
とを引き合わせたいと日本企業に特化した
「オンライン・ジョブボード」で、バイリイン
ガル、バイカルチュアルな職を学生らに紹
介している。
　また 、協 賛 企 業 であるH i r o t e c 
America社は、JETAAジョブフェアを通
して毎年正社員またはインターンを採用し
ている。同社CEOの鵜野氏は、「毎年、優
秀な人材を採用しています。今日現在、2
名がミシガンで、そして1名がテネシーに
て勤務、加え、1名が日本の本社に赴任
し、電気制御エンジニアとして活躍してい
ます。正直、彼らがここまで活躍してくれ
るとは予想していませんでしたが、意識の
高さと日本に対する強い思い入れが、彼ら
の仕事の出来に良く表れています。本社を
含めたグループ全体のグローバル化に向
けた環境整備と意識の変化にも大変寄与
してくれています」と語った。過去３回の
ジョブフェアが、すでに結果を出している
証拠である。
　来年度のジョブフェアに興味のある企業、
または本イベントへの問合せは下記まで。 

（情報提供: JETAAダイレクター：Debbie Kim）

五大湖地区JETAAへのお問い合わせ:
Megan Worden |  president@greatlakesjetaa.org
http://www.greatlakesjetaa.org 

ミシガン州と滋賀県は1968年に五大湖
と琵琶湖を抱える縁で姉妹県州協定

を締結して以来、教育や文化、経済や環境
といった幅広い分野において交流をはか
り、相互理解を推進し、友好の絆を深めて
きている。2018年には、交流50周年を迎
え、両県州の知事による共同宣言により、
さらなる交流への期待が表明された。こ
れを受けて、この度、両県州の環境部局間
で、湖沼保全に関する覚書を締結した。  
　2020年1月27日に滋賀県琵琶湖環境部
から石河康久部長が訪米。ミシガン州環
境・五大湖・エネルギー局を訪れ、琵琶湖
や五大湖が抱える課題やこれまで両県州が
進めてきた湖沼保全に関する取組について
意見交換を行った。また、現在および将来
世代のために湖沼環境の保全および再生
の重要性を世界に発信していくことを同局
のリースル・クラーク局長と合意し、覚書に
署名を交わした。覚書では、湖沼環境の保
全、再生の推進のため対話とパートナーシッ
プを進めること、持続可能な湖沼管理に向
けて職員交流や情報交換を図ること、湖沼
の価値と環境保全の重要性を世界に発信

すること、が確認された。今後は両県州が
連携して、世界水フォーラムなど国際会議
の場で湖沼問題が主要課題として取り上げ
られるよう働きかけを行っていく予定。
 安全な飲料水の確保、快適な水辺環境
の創出、将来世代に対する水環境教育な
ど、限りある水資源を守るために自分に何
ができるか、私個人も改めて考える良い機
会となった。皆様にとっても、水環境に目
を向ける機会となれば幸いである。
（滋賀県　ミシガン駐在員　西村峻介）

ミシガン州と滋賀県ミシガン州と滋賀県
世界の湖沼環境保全・再生に向けて連携強化世界の湖沼環境保全・再生に向けて連携強化

昨年よりミシガン州オークランド郡経
済開発＆地域問題部のプロジェクト

アドバイザーとしても活躍中であった日系
アメリカ人の正木俊樹氏が、今年に入った
１月半ば、ミシガン州知事グレチェン・ホ
イットマー氏により、アジア太平洋系アメ
リカ人委員会（Michigan Asian Pacific 
American Affairs Commission）会長
に任命された。正木氏は2012年から、同
委員会のコミッショナーのひとりとしてさま
ざまな活動を担っていた。今後はアジア系
アメリカ人代表として、アジア太平洋系アメ
リカ人と知事、州議会や他機関の間のパ
イプ役として委員会の指揮をとる。ミシガ
ン州オークランド郡デビッド・コールター
郡長も、正木氏の任命に対し「オークラン
ド郡は、正木氏のような経験を持つ才能
あるスタッフが揃い光栄」とし祝福した。
委員会は、住民によって提起された懸念
や問題を適切な場所に伝え、利用可能な
さまざまな州のサービスとリソースを説明
するというもの。
「簡単に言えば、委員会はアジア系アメ
リカ人コミュニティのメンバーを支援する
ために存在しています（アジア系ミシガン
州民を支援する意）。私たちの焦点の多く
は、助けを必要とする移民に当てられて
います。」と正木氏。最近の取り組みの例
としては、オバマケアの関連援助、いじめ
対策ワークショップ、国勢調査の啓発、そ
の他、アジア太平洋諸島系アメリカ人文化
（APA）を祝うためのAPAリーダー感謝祭
をはじめとする歴史文化イベント、州議会
議事堂での年次APA Heritage Month 
Celebrationも大切なイベントのひとつ、と
言う。また、第二次世界大戦中の日系アメ
リカ人強制収容の不当性に最高裁判所ま
で挑んだ最も著名なアジア系アメリカ人の
公民権指導者、フレッド・コレマツ氏に対
し、知事はコレマツ・デーとして記念する
宣言を発行。今年は1月30日にディアボー
ン高校のイベントでその発表を行ったとこ

　覚書に署名したクラーク局長（左）と石河部長（右）

ホイットマー州知事 アジア太平洋系アメリカ人委員会 会長にホイットマー州知事 アジア太平洋系アメリカ人委員会 会長に
日系アメリカ人の 正木俊樹氏 を任命日系アメリカ人の 正木俊樹氏 を任命

ろだと言う。
　この任命に
関して「自分
自身よりも、ミ
シガン州の日
系アメリカ人
コミュニティ
全体を代表し
て非常に誇り
に思っていま
す。」と喜びの
ことばを語り、他のアジア系アメリカ人（中
国系・インド系・韓国系ほか）に比べ少数
派の日系アメリカ人として選ばれたことに
対して特別な思いを語った。また、他の20
名の素晴らしいコミッショナーグループと
協力して課題に取り組めることを幸運だ、
と話した。
　また、議長としての責任の重さにも言
及。「私はその責任を理論的には理解して
いますが、理解と経験はまったく異なりま
す。最大の違いは、1つ、2つのプロジェク
トを実行するだけではなく、すべてのイニ
シアチブの作業自体が委員会の中核の優
先事項と全体的にバランスが取れ、一貫
していることを確認する必要があることで
す。コミッショナーは4つの戦略グループに
分かれており、それぞれ核となるミッション
に焦点を当てているため、各グループが均
等にリソースを割り当てられ、コミッショナ
ーの専門知識を活用してミッションを達成
する必要があるのです」と語った。
　正木氏は他にも、日系アメリカ人市民
連盟（the Japanese American Citizens 
League）のデトロイト支部長、中西部地区
カウンシル理事、および日米評議会のリー
ダーを務める。Ford Motor Co.に31年間
勤務。カリフォルニア大学とミシガン大学
で修士号、マサチューセッツ工科大学では
学士号を取得。2012年に同委員に任命さ
れ、それ以前は州健康情報技術委員会所
属であった。



March2020・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 5

　閏年で１日多かった今年の２月も過ぎて３月『弥生』となりました。暖冬の所為か何
年も前に家内が前庭に植えたクロッカスと水仙の球根が今年はいつもより早く芽が出
て伸び始めている気がします。若芽たちは先日の雪にビックリして一瞬身を縮めたかも
しれませんが、その後数日続いた好天で「春よ、来い！」とばかりにまた背伸びを始め
ています。

　私事になりますが、先月の誕生日で満７０歳『古希』を迎えました。本来なら数え
年で祝うのが慣しですから昨年既に古希だったのですが、数え年が一般的でない
昨今は満年齢を使うケースが多いですし、この年齢になると年を取るのは少しでも遅
い方がいいので全く拘りはありません（笑）。閏年の２月２９日生まれの人は暦上４年
に一度しか年を取らないので、私と同じ１９５０年生まれでもまだ１８歳にもならない
青二才ですね。還暦の６０歳を過ぎてから特にこの２〜３年体力と気力のレベルダ
ウンは否めず、仕事でも趣味でも我武者羅（がむしゃら）に働いたり、無理をすると後
でツケが回って来ますが、ボケ防止を兼ねて長年お付き合いのあるクライアントや友
人・知人の紹介でコンタクトがあった方からのご相談、依頼案件は「私でお役に立て
れば・・・」という感じでお引き受けしています。ゴルフ環境の素晴らしいミシガンです
が、残念ながらゴルフはもう１０年程前にバッグを自宅のベースメントに移してからク
ラブに触ってもいません。今はもっぱら短い時間で運動量の多い週末テニスだけが運
動らしい運動です。夏はアウトドア、冬はインドアで週末の数時間のみで平日はほと
んど運動していないので、昨年辺りから目に見えて手足、胸、肩の筋肉量が減り始め
ており、私より年上で健康寿命９０歳を目指して毎日ビシバシ運動している日本の元
勤務先OBの先輩から「７０歳あたりから筋肉が減る。肉を食え、良質のタンパク質を
摂れ」とハッパを掛けられていますが、この年になると余り肉を食べたいとも思わず、
無理して食べられないし、タンパク質補填サプリで代替えも好きではないので苦戦し
ています。

　スポーツの世界では、２月号の原稿を書き終えたタイミングの１月末にNBAの名
門ロスアンゼルス・レーカーズ一筋で２０年間活躍し、２０１６年に引退したカリスマ
的リジェンドであるコービー・ブライアント氏が娘さんのバスケットボールの試合会場
に一緒にヘリコプターで移動中に墜落、炎上した事故で急逝されました。全く突然の
訃報に世界中のバスケットボールファンのみならず、各種スポーツ界や芸能界の多くの
現役・OBプレーヤー、リジェンド、セレブも悲しみに包まれました。私は小・中学生時
代から高１頃まで身長が低く手も小さかった（今も）ため数ある球技の中でもバスケッ
トボールだけは苦手でフリースロー位しか楽しみがありませんでしたが、米国デトロイ
トに赴任した１９９０−９１年、９１−９２年のシーズンはバッド・ボーイズと呼ばれハー
フ・コート・オフェンス＆ディフェンスを特徴としたデトロイト・ピストンズがNBA２連
覇した時と重なり、一気にファンとなりました。今は跡形が無くなった当時のピストン
ズの本拠地パレス・オブ・オーバンヒルズにも足を運び、ドーム天井辺りに立ち込めた
タバコ（多くは葉巻）の煙（文字通り紫煙でした）にむせながら声を枯らして応援した
ものでした。コービーは少し後の９５年に１７歳でデビューし、直ぐに注目を集める
スター選手の仲間入りをしたものの、若い頃はちょっと生意気な発言と態度が気に障
りましたが、同じくN B Aプレーヤーだった彼のお父さんが神戸ビーフに因んでKOBE
という名前にしたと知って親しみを感じました。亡くなった娘のジアナさんもバスケッ
トボール大好き少女で自分もジュニアでプレーし、父親であるコービーが友人から
「息子を作ってバスケの後継ぎにしろ」と言われた際に「私がやる！」と健気に答えた
エピソードがあり、将来間違いなくWBAで活躍するだろうし、ひょっとするとNBAで史
上初めてプレーする女性プレーヤーになるかもしれないとまで期待されていただけに大
変残念です。大の仲良しだった父娘、お二人のご冥福をお祈りします。R.I.P.（合掌）

　さて、前書きが超長くなってしまいましたが、今回のテーマは『どちらが怖い、
新型コロナ？トランプウィルス？』です。

　皆さんも連日TVや新聞、インターネットのニュース、報道・記事で毎日刻一刻と感
染対象国、感染者数、死亡者数が拡大・増加している新型コロナウィルス肺炎騒ぎ
で不安がつのり、気が気でないと思います。特に母国である日本と現居住国である米
国に関しては最新の出来事と近未来予想及び対応・対処方法に関して信頼出来る政
府公共機関及び専門家からの迅速かつ正確な情報が何よりも欲しい状況です。

　しかしながら現実は、健康・衛生面で世界的リーダーであるべきWHOが今更なが
らの非常事態宣言の深刻度をランクアップすると同時に各国の対応レベルアップ要
請をする体たらくで、誰が（Who?）今頃そんな事を言っているんだ？という感じです。
日本政府の安倍政権、厚労省の対応も横浜港でのクルーズ船乗客・乗員の取り扱い
を始め、的外れで後手後手の拙速感が否めず、ここに来て突然泥縄式に３月末まで
小中学校の一斉休校要請など思い切った緊急対応手段を取り始めましたが、「時既
に遅し」の感があり、既に国内各地でホテルの破産に繋がったインバウンド来日客の
予約キャンセルの他、自主的に各種イベント中止や無観客試合開催などが次 と々報
道されており、いよいよ東京オリンピック開催も本当に危なくなって来ました。オリン
ピック招致と会場建設・整備、関連準備費用など官民あげて多大のお金と時間を掛
けて、昨年のラグビーワールドカップ日本大会に続いて『おもてなし』による景気刺
激・高揚を目指していたのに、万一延期か中止の事態となれば完全にコスト割れで赤
字となり、当初の目論見は外れて消費税アップの残骸だけが残り、不況感が増すばか
りという最悪のシナリオになりかねません。これに焦点を合わせて日々の努力を続け
て来た各国の代表選手達にも気の毒な事になります。

　当地米国では、先月議会上院での大統領弾劾裁判が無罪で結審し、私が予想し
ていた通りトランプ大統領は古きマッカーシー上院議員時代のレッド・パージ（共産
党員、共産主義志向者の粛清・排除）を彷彿とさせる、自分に不利な証言をした者、
反抗分子の粛清・排除を時を待たずして始めました。また、同時に彼の諸々の政治的
陰謀の協力推進者であったロジャー・ストーンの求刑を軽減する圧力を司法長官や裁
判官に掛けたかと思えば、ここ数年で告訴、有罪判決を受け服役中または服役見込
みの犯罪者で自分が以前企画し人気を博したTV番組『アプレンティス』に出演した
縁がある曲者揃いの面 １々１名の量刑・刑期軽減特赦を独断で断行しました。

　上院共和党を完全に懐柔し、弾劾裁判で勝訴したトランプは「俺が何をやって
も、もう誰も止められない」とばかりに以前にも増して好き放題やり始めました。スー
ザン・コリンズ共和党上院議員が弾劾裁判結審後のコメントで「大統領は今後もう少
し気を付けて行動すると思う」と言っていましたが、余りに甘いどころか大甘の希望的
コメントで、トランプは反省・自重するどころか全く逆の方向に動いています。コリンズ
議員は弾劾裁判の開始直前・直後には追加証人喚問に賛同するような口振りでした
が、結局は大勢に迎合し証人喚問に反対票を入れました。３年間も大統領の言動を
見ていて本当にどんな人物なのか未だに分かっていないならば彼女の目はただの節
穴としか思えません。先の彼女のコメントを逆説的、皮肉的に取れば、確かにその後
トランプは自分の悪事や陰謀がバレないように反抗分子、反対派を粛清・排除し、秘
密が外部に絶対に漏れないようにもう少し気を付けて行動し始めたと言えます。共和
党多数の議会上院が大統領弾劾裁判で有罪とし、罷免に追い込める絶好の機会と
義務を放棄した罪は重いです。

　共和党下院議員と合わせてオカルト教祖のトランプの言いなりになるように完全に
飼い馴らされ、教祖様を盲信する教徒達と同じです。トランプウィルスに感染し、脳も
神経も冒されて正常な思考・判断も言動・機能も出来ない情けない状態に陥ってしま
いました。

　新型コロナウィルス肺炎に関しても、「ウィルスが１日で消えて無くなる奇跡が起こ
るかもしれない。何が起こるか分からない。様子を見てみよう」などと全く呆れるばか
り楽観的で無責任な発言とカリフォルニア州北部で発生源不明の罹患者２名が出る
など国民の不安は増すばかりです。トランプ自身は国民の安全や健康が最優先では
なく、株価の暴落→支持率下落→次期大統領選の敗北のシナリオを心配しての非常
事態宣言と素人集団の緊急対応チーム結成であり、リーダーに指名されたペンス副
大統領はインディアナ州知事時代に対応の拙さからHIV汚染拡大を招き、最近でも
「Vaporing喫煙は害無し」と的外れの発言をした人物であり、とてもより深刻な非常
事態に対応出来る器ではありません。

　また、公式コメントはチームメンバーの個別発言を許さず全てペンス副大統領のス
クリーニングと許可を得た物しか許さないとは言語道断。今まで他の諸々の事でも
散々嘘をつき、事実を隠し、自分達に都合の良い部分だけ大袈裟に取り上げたり、ね
じ曲げた作り話に加工して国民を騙し、扇動して来たトランプ教団だけにこのような
人の命に関わる重大案件でも全く信用出来ません。何度銃の乱射事件があっても、
何人も罪のない人達が亡くなっても一向に進まない銃規制と同様にまた多くの人命が
失われない事を祈るばかりです。

　新型コロナウィルスとトランプウィルス、あなたはどちらが怖いと思いますか？

どちらが怖い、新型コロナ？	
	 	 	 トランプウィルス？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第205回）

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。
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心臓病治療の最前線

第145回 第145回       新型コロナウイルス感染症について新型コロナウイルス感染症について

中国武漢市に2019年12月に発生した新型コ
ロナウイルスは中国全土に広がり、この原稿

を書いている2月16日の段階で、中国政府発表によ
ると中国国内で確認された感染者数は6万8千500
人、中国の外でも、691人（このうち、横浜港で停泊
中のダイヤモンドプリンス号の患者356人）これ以
外の日本で53人、米国内で15人（カリフォルニア州8
人、イリノイ州2人、ワシントン州、ウィスコンシン州、
アリゾナ州、テキサス州、マサチューセッツ州各1人
ずつ。ミシガン州は、2月16日の段階で幸いなことに
まだゼロです）で、そのうち中国渡航歴あるいはそ
れとのつながりがはっきりしているものはかなりあ
りますが、中国との接点が不明な患者数も存在し始
めており、すでに中国以外の世界のかなりの国で、こ
のウイルスが拠点を築きつつあるとの印象がありま
す。アメリカ政府は、中国からのこれまで400人の帰
還者をチャーター便で、アメリカ国内のカリフォルニ
ア（2）、テキサス、ネブラスカの、4つの軍事基地内
の施設に収容した上で14日間隔離検疫しており、横
浜のダイヤモンドプリンス号からの帰国者も、これ
に加わる予定のようです。現在600人以上の米国人
が、これらの軍事基地で14日の隔離検疫の終了を待
っているといわれています。

　私は感染症の専門家ではありませんが、私が医
学校で勉強したこと、また、内科のレジデンシーで
習ったことを思い出してみますと、昔は、コロナウイ
ルスそのものは、別に新しいものでも、ヒトの健康に
重要な脅威を与えるものでもありませんでした。昔
のコロナウイルスはいわゆる、冬にはやる“風邪”を起
こすウイルスの一つで、2−3日家で休養していれば
治ってしまうというものでした。私が子供の頃、時々
冬になると風邪の流行による学級閉鎖ということが
ありましたが、そのうちには、インフルエンザだけで
はなく、コロナウイルスによるものもあったのではな
いかと思っています。ともかく、風邪は厄介者では
ありましたが（私達子供達にとっては、台風と同じ
で、学校が休みになるという嬉しいおまけがつきま
したが）、老人や、もともと持病があったり体力が弱
っている人を除けば、それによって死者が出たりとい
うような怖い病気ではなかったと思います。それを
変えたのが、2003年、中国広東省に発生したSARS
と、2012年サウジアラビアから全世界に流行した
MERSという二つのコロナウイルス感染症でした。こ
れらは、強い伝染力と、高い致死率をもち、世界中に
恐怖を巻き起こしました。ウイルス感染症の、疫学
的な脅威は、伝染力（一人の患者が平均何人の感染
を起こすことができるかを表す数字、R zero また
は　R naughtという数字で表される）および致死
率CFR（Case Fatality Rate 総死亡率を総患者数で
割ったもの）で計算されますが、今回の新型コロナ
ウイルスCOVID-19感染症については、感染が猛威
を振るっている武漢市および湖北省における推定で
はこれらの数字はかなり高いと思われていますが、
種々の原因により、未だこれらの数字は確定できて
いないようです。

　 1 月 3 0 日 、世 界 保 健 機 構 は 、C O V I D - 1 9
を、PHEIC（Public Health Emergency of Inter-
national Concern) 全世界的な公衆衛生上の緊急
事態であると宣言しました。これを受けて、次の日

1月31日にアメリカ合衆国は、過去2週間以内に湖北
省を含む中国に滞在したことのある全ての外国人の
入国を禁止し、この条件に該当する合衆国市民につ
いては、帰国を許可するが、その後2週間の強制的
隔離観察を義務付ける法律を発効させました。この
法律は、50年前、痘瘡に関する同様の措置が取られ
て以来、50年ぶりの措置だということで、アメリカ合
衆国政府のこの病気に対する危機感が高いというこ
とがよくわかります。

　このCOVID-19は、2019年に世界で初めて起こっ
た病気なので、誰も免疫を持っていません。ワクチン
の開発は今始まったばかりなので、最も希望的な
見積もりでも少なくとも数ヶ月はかかると思われて
いますし、治療薬も、2−3例の好結果報告があり
ますが、もともと治るはずの人がたまたまその薬を
飲んだだけなのか、それとも本当にその薬が効い
たのかは、全く不明ですので、科学的な偽薬のコン
トロールと比べての臨床治験が行われない限り、あ
るいは、実験室でこのウイルスの培養に成功し、そ
れに対する効果が科学的に証明されない限り、ま
だまだ、実際の臨床で使われる段階には至ってい
ないと考えられます。ただし、流行の震源地である
武漢市湖北省では、死者も重病者も多く出ている
と報告されていますので、そこで藁をもすがる思い
で使われる薬の中で、もしかしたら有望なお薬が、
経験的に近い将来見つかる可能性がないわけでは
ないと思います。

　ウイルスの培養という点では、中国で最も先進的
なウイルスの研究所で、最も感染性の高い病原菌
を扱う厳格なP4という管理基準を満たしている武
漢ウィルス研究所が今回の感染の震源地付近にあ
ることで、様々な憶測が飛び交っていますが、“李下
に冠を正さず”のことわざにすぎないことを願って
います。

　 私の勤 務 するサントジョン病院 でも、また、
外来 患者を診 察 する私のオフィスでも、先 週 以
来、COVID-19に対する、感染対策マニュアルが配
られました。まだ米国での感染は先の話かなと思っ
ていただけに少し驚きましたが、備えあれば憂いな
し、対策を立てておくことは大事だと思います。世
界中に旅行者があっという間に国境を超えてくる時
代ですから、いつ患者さんが来られても慌てないよ
うに備えるべきでしょう。中国では、今日2月16日の
段階で、医療関係者の感染者が1700人を超え、その
うち6人が死亡したと伝えられています。医療関係
者は、比較的健康で、感染予防の知識もあり、手洗
いやマスクの予防措置を取っていたと思われるだけ
に、この数字は気になります。

　これまでの報告によると、COVID-19は、他のコ
ロナウイルスと同様に飛沫感染、つまり、咳やくしゃ
み、および患者さんの触ったドアノブや手すり、テー
ブルに触れること、握手、キスなどを介して感染する
と言われています。香港で、アパートのパイプを通じ
て10階下の住民に感染した可能性が報告されてい
ますが、これは、今の所例外と思われています。ま
た、ドイツで、症状が発生する前に他の人に感染し
たと思われる症例が報告されており、これが疫学的

にCOVID-19の追跡および封じ込めを行うのを困難
にする一因となっています。武漢市という人口1000
万の交通のハブ都市で発生し、旅行者を介して中国
全土に広がったという特性からか、小児や学童での
発生はあまり聞こえてきません。大部分が、大人の
患者のようです。一方、死亡や重症肺炎にかかるの
は、高齢者や、もともと持病のある人が多いと言わ
れており、そのほかの人については、通常の風邪と同
じ症状で治癒する例が多いと言われています。

　予防に関しては、風邪の予防と同じ予防手段、例
えば、手洗いをこまめにする、人混みを避ける、咳
やくしゃみをしている人からは十分距離をとる、風
邪やくしゃみの症状があれば出歩かない、睡眠や
休養を十分に取るなどが大切だと言われています。
マスクについては、医療関係者や、患者さんとの濃
厚接触の可能性がある場合は、ある程度有効とさ
れていますが、それ以外は、意見はまちまちです。
ミシガンに住んでいる皆さんは、中国渡航歴がある
人やその家族、濃厚接触者以外は、今の時点では、
風邪症状があっても、医療機関を受診する必要は
ありませんし、通常の風邪に対する対処で良いと考
えられます。もちろん、肺炎など重症の症状の可能
性がある場合は、速かに医療機関に相談されること
をお勧めします。

　COVID-19は、今感染の真っ最中なので、色々の情
報がまだ流動的です。今日ここに書いたことが、近
い将来間違いだったと判明する可能性は小さくあり
ませんし、予期もしなかった新しい情報が入ってくる
可能性も十分あります。ただ、その時点時点で正しい
と思われる情報を時々刻々お知らせすることの重要
性を鑑み、ここに上記の記事を書きました。皆さん
には、日々新しい情報に注意され、正しい情報を日々
入手されることをお勧めします。

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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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

www.takadadentalclinic.com

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

英英検検準準備備ククララスス

春春休休みみ特特別別講講座座
小小・・中中・・高高校校生生対対象象

月月 日日（（月月））～～ 日日（（金金））
              

    46320 W. 10 Mile Rd, Novi, MI 48374 (Novi 図書館近く  

英語検定を熟知し、日本とアメリカで指導経験のある

日本人講師が分かりやすく指導いたします。

    フフララメメンンココ＆＆英英会会話話レレッッススンン

月月 日日より 講師による
フラメンコ＆英会話教室が始まります。  

定員 10 名
お早めにお問い合わせください。 

 

連連絡絡先先：：ayumi@suzukimyers.com
 (248)344-0909 

      担当：内野あゆみ 

主要サービス：通訳・翻訳・語学クラス 英・日 ・通訳クラス

お見積りは無料ですので、ご相談下さい。

                       office@suzukimyers.com 
www.suzukimyers.com

 
 

 

 言言葉葉のの架架けけ橋橋  －120－ 

－こんな日本語、英語にできますか?－ 

食に関する言い回し（3） 

先回書ききれなかった「塩」の付く言い回しをもう一つ。「傷口に塩を塗る」

は英語でも全く同じで、“to rub salt in the wounds” です。「もうこれ以上彼

の傷口に塩を塗るのは止めよう。」であれば、“Let’s stop rubbing salt in his 
wounds.” となるわけです。（この場合 ou の発音はアウではなくウーとなり

ますからご注意を） 

「味噌」を使った言い回しも色々あります。まず「手前味噌」ですが、これ

は「自画自賛」と同じような意味なので、「彼はいつも手前味噌を並べる。」

は、“He always sings his own praises.” 、もうひとつ面白い表現としては 、
“He always toots his own horn.”  （自分のトランペットを吹く）と言ったり

もします。スピーチ等で自身の功績を話す時や、自社の製品を売り込む時に 
“I don’t mean to brag but…..”「手前味噌で恐縮ですが、・・・」と前置きで

述べて、ただの自慢話にならないようにすることができます。「味噌っかす」

はどうでしょうか？“The child who is left out of the game.”、もっときつい言

い方としては、“You are good-for-nothing.” (お前は役立たずだ) となります。

「(ぬか)味噌が腐るような声だな。」などと言いますが、これは、“His voice 
turns milk sour.” で、西洋では味噌がありませんから、腐るのは代わりにミ

ルクです。面白いですね。「味噌をつける」とは「失敗して評判を落とす」

ことですが、その由来は、火傷はたいてい何かしくじった時になるもので、

昔は火傷すると味噌をつけたことから、失敗して面目を失った時に言うよう

になったとのことです。英語では、“to fail and lose face”  “to embarrass 
oneself”となります。  

上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方は、

izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

鈴木いづみ： 会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英

翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する

鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。www.suzukimyers.com  

言言葉葉のの架架けけ橋橋 

食に関する言い回し（3）食に関する言い回し（3）

〜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〜

−−１２０１２０−−



<プロフィール> 東京都出身、慶應大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中
にゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。夏はミシガンで、
冬は日本でレッスンを行っている。今季は4月16日に渡米予定。
(sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)
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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
Making a Difficult Request : 学校で頼みにくいお願いをする

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

３月のイベント

2020年3月16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）

欠席の連絡以外にも、お子さんの先生やコーチに頼みにくいお願いをしなけれ
ばならない時があるでしょう。その場面に応じて直接伝えたり、メールで使える
便利な表現をいくつか集めてみました。

ヒント：学校以外で頼みにくいお願いをする場合は、パート２の「話を切り出す」
のところで話をしたい内容を伝えると良いでしょう。パート１，３，４は色々な場
面で使うことができます。Good luck!

パート１：話す時間を作ってもらう

•	 Hi.  There’s something that I need to talk to you about.　 
 ちょっとお話したいことがあるのですが。

•	 Do you have a moment?  I’d like to talk with you about Jun.　  
ちょっとお時間ありますか？息子の純のことでお話があるのですが。

•	 Could I come in (early) to talk to you about my daughter?　  
娘のことを相談したいので、（早めに）来てもいいでしょうか？

•	 Do you have any free time before practice? I have a question.
練習前にお時間ありますか？質問したいことがあります。

パート２：話を切り出す

•	 Kaori is having trouble with [her classmates / teammates / 
lunchtime / recess].　  
香織は [クラスメート / ランチタイム / 休み時間] に困っているようです。

•	 Jun can’t understand [the rules / much of the English / the 
homework].　  
純は [ルール / 英語 / 宿題] が分かりません。

•	 Minami feels bad about [what someone said / the group proj-
ect grade / not having a chance to try].　  
南は [誰かの言った言葉 / グループ学習の成績 / チャンスを与えてもら
えない事]に落ち込んでいます。

パート３：話を続ける

•	 What do you think she should do? 　  
彼女はどうしたらいいでしょうか？

•	 What do you recommend for this situation?　  
この状況で何かアドバイスはありますか？

パート４：締めくくり

•	 Thank you for your time and understanding.　  
お時間を作っていただき、また、ご理解くださりありがとうございました。

•	 We appreciate your advice.　  
アドバイスを頂きありがとうございました。

残念なことに、新型コロナウィスルスの影響がゴルフ業界にも出始めています。タイ、
シンガポール、中国で行われる予定だった米国女子ツアーのアジアシリーズに続き、 
3月に沖縄で行われる予定だった日本の女子ツアー開幕戦も中止になりました。早く
事態が収束することを祈るばかりです。

今月号は「ミスのタイプ別、あなたの試すべきパター！」を表にまとめてみました。

1） 距離感

一般的にカップをオーバーしやすい人は、軽いパターか柔らかい素材のフェースを選
べば、転がり過ぎるのを制御することができます。逆にカップをショートしやすい人
は、重いパターか硬い素材のフェースにすると、はじきが良くなり小さいストローク
でも転がりを出すことができます。ただ重いパターを使っているのに遅いグリーンで
ショートするなら、軽めに戻して大きくストロークする練習をするのが効果的です。
パチンと打つのが好きでショートする人は、ヘッドを極端に重くすると転がりすぎ
ることがあるので、「やや重め」としました。運ぶように優しく打つのが好きな人
は、オーバーする人でもヘッドを軽くしすぎないようにします。
シャフトを短くすれば転がりは抑えられ、長くすると転がりは良くなります。L字型
のような重心距離の長いパターを使うと、フェースの開閉によるパンチが効くよう
になりますし、センターシャフトなど重心距離が短いパターにすると、振り幅と距離
の感覚が一致しやすいでしょう。

2） 方向

一貫してカップの右・左どちらかに外すことが多い人は、ネックの形状を選ぶことで
ミスが出にくくなります。図の右側、クランクネックはグリップよりも打面が後方に
あります。ほんの少しですが遅れたタイミングで打つことになるため、フェースが
返って来やすく、右へのミスを減らすことができます。逆に図の左にあるストレート
ネックは、打面がシャフトの前方にあるために、フェースが閉じる前にボールを打
つことになり、左へのひっかけ防止になります。真ん中のベントネックはその中間
です。ボールを置く位置も重要です。右寄りに置けばひっかけは減りますし、左に
置けば右へのミスは減ります。自分は真ん中に置いていると思っても、どちらかに
寄っていることがあります。鏡や動画でチェックしてみてください。ボールが真ん中
に当たらずインパクトでフェースがブレる気がするなら、後方におもりのついた深
重心のヘッドや、ウェイトをヒールアンドトウに配分したピン型が効果的です。

道具にこだわるのがゴルフの醍醐味のひとつですよね。パターの特徴を知ること
で、次のパター選びはより楽しくなるはずです。「しっくり来るパター探しの旅」は
いかがでしたか。さあもうすぐ。春が待ち遠しいですね。
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TEL:(734) 941-3240 FAX:(734) 941-8848
email: dttoperat@yamatoamerica.com

お問い合わせは、お気軽に日本語でどうぞ。

 これは何十年も前の話となります。私が幼少の頃、日本で父は、家に配達される朝刊
は全国紙５社から一部ずつ、購読致しておりました。その理由として、「同じ事象がどう
書かれているかを読み比べてごらんなさい。」そう言い、同じ話題を扱っている５社分
それぞれの紙面を開きテーブルに広げ、私に促しました。難しい漢字や言葉の意味が
わからない、と私が呟けば、父は瞬時に分厚い黒い広辞苑を出し私に向けて差し出し、
「調べなさい。」と置きました。内容は、違いの見当たらない記述の時のほうがむしろ
稀で、ある特定の新聞社の記事からは毎度意図的にキーワードやキーコンセプトが抜
かれていたり、違う言葉や微妙に異なる表現に巧妙に置き換えられていた場合もありま
した。「こう書かれてしまったら、読み手にはこうとしか伝わらないだろうなあ。」子供に
でさえそれが「事実の伝達」であるのか、或いは「意図的に読み手を誘導し、ある一点
の目標へ意見や考え方を統一しようとする書き方」なのかの違いが判りました。読み手
である大衆の思想統制をゴールとする側、仮にそれが存在するのであればですが、その
側にとっての目標達成は容易なことで、その結果自覚のないまま大衆の意見は誘導
され、気づけば誰かの意図するところへ落ち着く事になるのだと、少し怖くなりました。

　厳冬期のミシガンの我が家で、突然鉢植えのひとつからモンシロチョウが羽化し室
内を飛び回っていた話を、以前書かせて頂いたことがございました。蝶の舞というの
は、はかなく頼りなさげに見えながら実は、日陰と日向のラインを上手に見極め高さも
コースも見て縫いながらの真剣勝負。時季が来ると伴侶を見つけ嬉しそうに仲良く舞
い、ハレとケのメリハリを謳う力強い生命の讃歌。ナイアガラの滝方面へ陸路でお越し
になる方には通り道となりますが、カナダはオンタリオ州ナイアガラフォールズのあたり
にもバタフライコンサーヴァトリがあり、訪れる人々を歓迎してくれます。デトロイトダ
ウンタウンからは車で４時間程の、のんびりドライブ。館内では自分の衣服の上に気軽
に蝶がとまってくれたり、あしらわれた自然風の水流に見事な数の蝶が憩い、軽やか
なダンスを披露してくれます。また、グランドラピッズのフレデリックマイヤーガーデン
では 恒例のButterfly Exhibitionの催しが、今年は4月30日まで開かれております。こ
のイベントに関わる方々は、前年の10月頃より念入りに準備を続けていらっしゃる旨、
お話しなさっていらっしゃいました。今年の来場者は18万5千人を見込んでいるとのこ
とでしたが、湿度の管理ひとつをとりましても、細やかに心を配る大変な御仕事と存じ
ます。そうして、春を待ち侘びる多くの人々の、心安らぐオアシスが完成されるので
しょうね。花や彫刻に加え、力強くも可憐な蝶の姿に魅了されるのもまた、粋ですね。

　一般人が頼りとする「ニュース媒体」であるはずの著名な報道機関は何故か昨今、
率先してプロパガンダ騒音拡声器と成り果てた風潮がございますようで、このトレンドが
早く過ぎ去るよう願っております。報道と、相手を持説で論破するディベートは異なりま
す。作為的にカットされた映像が都合の良い所へペーストされ本来の意図が消され、更
にそれが繰り返し報道されることで受け手が右往左往し、真実だけが霞んでゆきます。
怒涛のごときセンセーショナルな電子通信時代を迎えてしまった人類は、晒される情報
の量がもはや一昔前の時代の人々の新聞一社どころの騒ぎでは無くなってしまいまし
た。その坩堝の中に翻弄される人 と々自分の姿を重ね、ぼんやりとした将来への不安を
募らせながらマスメディアの公平さと信憑性に危機感を抱くものの、エネルギーと行動
力に満ちた蝶の舞に将来へ一縷の望みを託し、おのずと姿勢を正します。自分は果
たして他人の意図に踊らされているのか？それとも自分の意志で踊っているのか？
「脅されず、踊らされず、踊る」事が出来ているのか？己が培ったはずの思慮分別と学
識経験、洞察力は冴えているか？「自称インテリ」の、偏見に満ちバランス感覚に欠けた
お粗末なコメンテーターの一員とならぬよう、無責任に発信される情報の海に溺れぬよ
う、心を常に開いておるのか？　　　さてわが身を省みますと、常に情報に触れていたいが為
の、安心のお守りとしての「スマホ」を決して手から離せない自分がおり、苦笑致します。

蝶の舞に

 《お花の随筆 第47回》

織田貴和子

　Spring Garden in London　Sycamore Tree in Köln
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▲ご予約はこちら

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

♢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

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。

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

　今年は暖冬で雪も少なくゴルフ場を見ればラウンドできそうなのに、寒いか
らできないという過酷な冬になりました。で もそん な 冬もあと約 2ヶ月で 終
わります。3月にはミシガンゴルフショーがSuburban Collec tion Show-
placeで3/6～8（金土日）と開催されます。去年売れ残ったものがセールされて
いたり、新商品の紹介だったりされていますので是非足を運んでみて下さい。
入場料は＄１２かかりますが、このようなゴルフ・ショーの中では世界的なPGA 
Merchandise Showをのぞいたら私が見た中では一番大きいイベントでした。
ゴルフ・シーズンの準備としていかれる方もすくなくはありませんので行く価値
はあると思います。ゴルフシューズなんかはお買い得かも。

　さ てシーズ ン に 向 け てクラブ を 新 調 さ れる方 が いらっしゃると 思いま
す。今回はお薦めアイアンをご紹介させていただきます。（今年の新商品で
はないですが）

PING Blue Print: 
ブレードで難しそうに思いますが、実際売ってみたら全然そんなことはなかっ
た。勿論重さはないので今市場で回っている優しいクラブにはかないません
が、見た目が上級者っぽくでも簡単なクラブなのでお試しあれ！

Srixon Z Forged: 
こちらもブレードなのですが、ロフトもたっているので飛距離が思った以上に出
ます。これは結構個人的な意見に偏っていますので、深くは言及しません......

XXIO Forged: 
全部Forgedになっちゃうんですがこれはピカイチ簡単で飛ぶ。スチールシャフト
でもヘッドに重みがあるので弾道は上がります。 

　他にもドライバーも試打していますが、なかなかないですね。すべてヘッドが
クローズになっているので80年代からゴルフをしている人間としてはいまだに
どうもピンとこない。未だにHonma TW 727と737の形が良く使っております。
お薦めクラブといっても実際試打しない限り自分に合っているかどうかわから
ないので是非上記のクラブを試していただきたいですね。あと、生徒さんにお
勧めしているのがアイアン・シャフトをグラファイトに変える事。グラファイトに
変えることによってしなりが強くなるので、今Stiffの人はX Stiffにしたりして調
整してみてください。はっきり言ってグラファイトの方が飛びます。抵抗がある
ならロングアイアンだけでも変えるとかすれば必ず楽なゴルフ、楽しいゴルフ
にたどり着くのではないでしょうか。

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

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

を始めPGA Tour, LPGA Tourなどの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。Stan-
dard 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。

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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体験型科学博物館

IMAGINAT ION �

STAT ION

オハイオ州トレド

TOLEDO,OH

　館内に入りまず目に飛び込んでくるのは、地上６m、
１インチのロープの上を進む自転車。家族内の一番乗りは
11歳の娘。安全ベルトを装着後、ゲートが開きます。たった
1本のロープの上をペダルをこいでゆっくりゆっくり後ろ向
きに進んでいくその顔は、遠くからでもわかるほど、こわ
ばっています。折り返し地点を過ぎた頃から次第に笑みも
こぼれ、下を歩く人や展示にも目を注ぎ出し余裕が出てき
た様子。自転車の真下にぶら下がる275パウンドの釣り合
い重りで均衡を保ち、自転車と人間は落ちない原理です。
なかなかのスリリングな体験、折り返し地点に到達せずに
戻る人もいるようで、下を見ないでこぐのが１つのコツかも
しれません。

　また、人間ヨーヨーならぬBOYOでは、ハンドルを体全
体で押し下げ、その反動で最大約４メートルを跳び上がる
ことができます。ハンドルを押し下げる力やタイミング、ス
ピードによってジャンプできる高さが変わるようですが、頭
で分かっていてもなかなか難しいものです。子供たちは何
度もチャレンジしていました。

　他にも、ブロックや砂を自由に置いてダムやため池を作
ることで地球上の水のダイナミックな流れを学ぶことがで
きるウォーターテーブルがあり、そこは、濡れてしまうこと
必至です。あっという間に帰る時間ですが、忘れてはいけ
ないのがTV番組のリポーター体験。家族で誰が一番上手
か競い合ってくださいね。　　　　（リポート：Mayumi)

Imagination Station
住所：1 Discovery Way, Toledo, Ohio 43604
通常営業時間：火曜～土曜  10am-5pm 
 　　　日曜  12pm～5pm | 月曜閉館
2020年夏にKeyBank Discovery Theaterオープン。 
現在拡張工事中。
https://www.imaginationstationtoledo.org

KONECT MAGAZINE   |   38
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　人間ヨーヨーならぬ、BOYO恐怖！？ の空中自転車。なかなかの高さです
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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 ADS.CLASSIFIED 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  または  (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：detroitkendo dojo@gmai l .com
.................................................................................

■  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。詳細はプロフィールで。
.................................................................................

■  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/
.................................................................................

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

■ ミシガン大学日本家庭健康プログラム　　
看護師募集   ~  Seeking Registered Nurse

全米でも屈指の医学部を持つミシガン大学病
院では、最先端の医学研究と高度の医療技術
を駆使して地域に医療を提供しております。

募集内容：
正看護師（Registered Nurse）：ドミノスファームス
家庭医療科外来/日本家庭健康プログラム        　 
フルタイム（Job Opening #183988）

仕事内容：　家庭医療科（成人、小児、産婦人
科を含む）において電話医療相談（トリアージ）
アセスメント、患者ケア、患者教育を行う

応募条件：
現在有効なミシガン州の看護師免許を持ち、英
語・日本語が堪能な方（会話、読み書き）
過去2年以内に、外来看護（内科、小児科、家庭
医療科）、小児、成人看護経験のある方

www.UMnursing.orgでオンラインで応募する
求人番号183988、
または、（734）936 -5183のナースリクルート
メント＆リテンションに連絡してください。
.................................................................................

◆ 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
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ov

i R
d

.

10 Mile Rd.

京風味

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

(McLaughlin's Thomasville Center 内)

その他

■  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
または、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
.................................................................................
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文＆写真　by ヤマトノオロチ

Canton のブリューワリー紹介

（右）寒い日には
Under Investigation

トリビア・ゲームナイトで盛り上がりを見せる店内

（上）Red IPAの 
AnAether One Bites the Dust Canton Brew Works　

8521 N. Lilley Road, Canton MI 48187
http://www.cantonbrewworks.com

　オープンした 3 年前 頃も訪 れたが、まだまだ 店 のスタイル が決まっていないと
思い、足が遠のいていた。その間、I -275沿いにはNor thvi l le、Ply mouthにいく
つかのブリューワリーもオープンした。C anto nにはここ一 軒のみのブリューワリ
ー。Ford RoadのIkeaやレストラン等の賑やかな通りからLilley Roadに入り北に1マ
イルほど進んだ、Joy Roadとの角にあるので見つけやすい場所にある。店の大きな窓に
「Tap Room/Brewery」とあり、見落とすことはない。外から中が見えるので、躊躇せず
に店の中に入ることができた。
　この日は、平日ながらもTrivia Game Nightだった。店内は2つのセクションに分かれ
ており、一方でイベントが行われ、もう一方は静かに楽しみたい人のために、という気づ
かい。イベントスペース側はMCの出すクエスチョンと答えに大きなどよめきが響くほど
の満員状態。オープンしたての頃にはなかったイベントだ。毎週ゲームナイト、バンド演
奏等様々なイベントを企画して、ブリューワリーを訪れる人の心を着実につかんできた
ことがわかる。
　マイクロブリューワリーなので、キッチンはない。今も簡単にオーブンで焼くピザやプ
リッツェル等はあるが、3年前と比べてレストラン業界も変化した。Grubhubというオン
ライン注文、デリバリーを生かせば、好きなものをどこからでも注文できるようになっ
た。Canton Brew Worksのオーナーは、同じCantonにレストランを展開するインド料
理Authentikka ( 42070 Ford Rd, Canton )と提携している。ナン、タンドリーチキン等
のお馴染みのインド料理から取り合わせの料理までデリバリー注文できる。ビールと
インド料理、というユニークなコンビネーションを楽しめる。

　サーバーもフレンドリー。カウンターで飲み物を注文して受け取る。肝心のビール
もぐっとレベルが上がっていた。Red IPA(本当に赤銅色をしている)のAnAether One 
Bites the DustはRed-x molt、Zappa hopという珍しいコンビネーション。グレープフ
ルーツの風味よりも、焙煎したnutsの深い味が特徴的(ABV 6.5%)。Kombuchaのノン
アルコール類、最近はやりの兆候を見せているseltzerの低アルコールビールもある。缶
で持ち帰りのできるTo Goは現在店頭にはないが、注目はAged barrel stout beer。　
「あと14ケースの残りしかない」というUnder Investigationはチョコレートとバーボン
の甘み、スタウトタイプのビールのアンサンブル。比較的暖冬のミシガンだが、寒い夜
にはもってこいだ。ビン入りで＄18(22 oz.)を自宅で楽しめる。
　なお、ネットでCanton, beer と検索するとオハイオ州のブリューワリーが出ることも
あるのでよく確認してから訪れていただこう。

じっくり見て今日のビールを選ぶのも楽しみのひとつ

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！

4/05/2020

☆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
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コミュニティー情報

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
“St. Patrick’s Day Campaign!“

Koby Learning Group では

無料でのクラス受講相談、レベルチェックテスト

および体験クラスを随時受け付けております。

ご予約お待ちしております。

セントパトリックスデイ・キャンペーン

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

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

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

• 歯歯のの美美白白、、顎顎関関節節症症、、頭頭痛痛解解消消、、美美容容ボボトトッックク
スス治治療療

• イインンププラランントト治治療療//歯歯科科矯矯正正//歯歯茎茎再再生生治治療療

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

• 子子どどももととごご家家族族ののたためめののノノババイイのの歯歯科科医医院院
• 2277年年のの経経験験豊豊富富ななドドククタターーがが診診察察、、日日本本人人ススタタッッフフががごご予予
約約、、治治療療、、保保険険ののごご相相談談、、専専門門医医のの通通訳訳もも対対応応

• ほほととんんどどのの歯歯科科保保険険ががイインンネネッットトワワーークク対対応応でで安安心心
• 定定期期的的ななククリリーーニニンンググとと定定期期健健診診にによよるる虫虫歯歯とと歯歯周周病病予予防防、、
歯歯のの美美白白、、顎顎関関節節症症、、頭頭痛痛解解消消、、美美容容ヒヒアアルルロロンン酸酸治治療療

• イインンププラランントト治治療療//歯歯科科矯矯正正//歯歯茎茎再再生生治治療療

23595 Novi Road, Suite 110 Novi, MI   48375              
英英語語 (248)449-8000・・日日本本語語ラライインン (248)513-4754

www.eastbrookedental.com
E-mail: smile@eastbrookedental.com

診診療療時時間間

月月 9-5 木木 8-5
火火 10-7									金金 8-1	
水水 9-2 土土 8:30-1

1100MMiillee  RRddとと 99MMiillee  RRddのの間間

NNoovvii  RRdd西西側側 HHeerriittaaggee  PPaarrkk内内

	

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

過去の記事、フォト、広告、無料クラシファイドなど掲載！
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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.
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(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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Sanpei

ミシガン会 2020 年度  

   会員募集 
ミシガン会は、⽇本⼈を中⼼とした会員で結成され、ゴルフを純粋に楽しみなが

ら会員同⼠の親睦を深めるミシガン伝統のゴルフリーグです。 

ミシガン会では、2020 年度の会員を募集しております。⾶ばし屋さんも、  

ゴルフを楽しみたい⽅も、ゴルフ仲間を探しておられる⽅も是⾮ご⼊会下さい︕   

⼥性も⼤歓迎です︕ 

＜2020 年度スケジュール＞  

4/26(Sun) 5/17(Sun) 6/21(Sun) 7/19(Sun) 

8/16(Sun) 9/6(Sun)  10/4(Sun)  

＊ ミシガン会は⽉ 1 回、⽇曜⽇の開催です︕ 

＊ 毎回のコンペ参加申し込み締切りは 2 週間前の⾦曜⽇ 

＜開催会場＞ Golden Fox Golf Club  

http://www.foxhills.com  

＜申し込み先＞ ミシガン会 Website 参照の上、申し込み願います。 

http://www.michigan-kai.com 

＜協賛企業様＞ミシガン会の活動にご賛同頂ける協賛企業様も⼤募集中です。 

       （領収書も発⾏可能です） 

ご質問等はお気軽にどうぞ。  

⼩⼭: akio.koyama27@gmai.com  

   ⾼⽥: takada@kyosha.com                 ミシガン会 会⻑ ⼩⼭ 


