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3月1日（日）、デトロイト美術館におい
て、毎年恒例となったひなまつりのイ

ベントが行われた。当日は、“Girls Day”
としてこちらでも紹介されることの多い
桃の節句に興味を持つ多くの地元民が
駆けつけた。
　館内のあちらこちらに設置されたイベ
ントスペースだが、メインはグレイトホー
ル。スペースを華やかに彩る七段飾りの
ひな人形が展示され、多くの人たちが

記念撮影を楽しんだ。書家の藤井京子
氏による書道の実演、OH州で活躍する
和菓子作家の杉井ステフェス淑子氏に
よるねりきり和菓子の実演、折り紙、琴
のワークショップ、いけばなインターナシ
ョナルデトロイト支部による生花アート
の展示、英語による日本昔話の紙芝居
など、ホールは日本文化に興味を持つ人
で埋め尽くされた。グレイトホールの奥
には、デトロイトを象徴したディエゴ・リ

今月今月のの  Japan News Club

ベラが描く巨大フレスコ画に囲まれたリ
ベラ・コートがあるが、そこにはステージ
が設置され、JSDウィメンズクラブのメ
ンバーによる茶の湯デモンストレーショ
ンも行われた。観客はお手前のひとつ
ひとつの説明に熱心に耳を傾け、ゆった
りとした非日常の時間を楽しんでいるよ
うだった。その後は女児の和服着付け・
所作の教示、神輿展示なども行われ、
こちらも多くの人で賑わった。
　その他、プレンティスコートでは、着
物を着たボランティア学生により煎茶
とお茶菓子も振る舞われ、日本旅行
の経験がある参加者は、「まるで京都
のお茶屋に来たみたい」と笑顔で話し
てくれた。また、ミシガンとの姉妹州県
である滋賀県紹介のブースでは近江

茶を紹介しており、こちらも留学など
で滋賀を訪れた経験のある地元の人
も嬉しそうに立ち寄っていた。お茶の
試飲やいちご大福づくりのワークショ
ップなど、日本の「食」を体験できる箇
所はどこも大盛況。日本食への興味の
高さがうかがえる。2017年に開設され
たジャパンギャラリー内では三味線と
沖縄三線の演奏が行われた。沖縄三
線を披露したのは、現在キャントン市
の高校に留学中の伊波妃菜（ひな）さ
ん。留学できることになったのも、また
このようなイベントで演奏できる機会
に恵まれたのも、すべてこの三線があ
ったから、と明るく話した。この日、パフ
ォーマンスは、美術館に併設された映
画館でも「かぐや姫」が上映された。 

デトロイト美術館 
ひなまつりイベントで春を祝う

今
家で

できること
P. 12-13 ▶︎
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　午後からリベラコートでは、本イベン
トを共催したデトロイト総領事、JCD会
長、美術館代表による挨拶が行われ、
中川総領事は「年々日本とミシガンの友
好関係がさらに深まっていると実感す
る」とし、このイベントがミシガンと日本
の橋渡しイベントとしても大変良い例で
あると述べた。また、JCD会長の大光氏
によると、来年は、また「新たなひなまつ
り」が見られるよう皆で協力し合ってい
くと、JCDとして、さらに日本文化紹介に
力をいれると意欲を見せた。
　本イベントは、デトロイト日本商工会の
Japan Cultural Development(JCD)、
同美術館、在デトロイト日本国総領事
館およびJSDウィメンズクラブ協力のも
とに開催されているが、もとは、デトロイ

ト総領事官邸において行われた小さな
ひなまつりの集まりであった。デトロイト
美術館関係者がゲストとして招かれ、そ
の後話がまとまったことから同館で行わ
れるようになる。2013年デトロイト市の
破綻とともにDIAもその波を受けたが、
デトロイトの復興に地元の企業をはじ
め、JBSD会員を中心とした日本コミュニ
ティも一丸となり寄付を集め美術館は存
続。その後もJBSD会員を軸とする更な
る寄付金により同館には2017年、日本
ギャラリーが開設された。現在のデトロ
イト美術館を通したミシガン州と日本コ
ミュニティとの更なる強い繋がりの始ま
りだった。
　JCD（JapanCultural Development）
活動が始まったのもこの時期にあたり、

現在はJBSDの文化活動チームとして日
本文化理解への推進活動を続ける。
　今年は3月1日（日）の午前11時から
午後5時までの実施で3,200人近い入
館者が記録され、「2018年、19年の入
館者の2,500～2,800人に比べると地
元の方々の日本文化への興味が大いに
高まってきていることを感じます。」と
JCD大光氏。プログラムのパフォーマー
の方々に加えて、多くの企業、ボランテ
ィアの方々が関わり、総勢で160人以上
の手によってこのイベントが行われた。
地元の日本人のみならず大勢の地元の
人々で盛り上がりを見せたひなまつりと
なった。
　 （写真協力：JSDウィメンズクラブ）

 

4月14日（火）ノバイ市領事出張サービスの開催見合わせについて

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

　新型コロナウイルスの感染が広がる中，ミシガン州内では１０日に非常事態宣言
が発令され，コミュニティ内の感染拡大を広げないようにするため，多数の人が集
まる集会・行事等を禁止するなどの様々な措置が講じられている状況にあります。
　当館と致しましても，在留邦人の方々の健康・安全面に考慮し，４月１４日に予定し
ていましたノバイ市での領事出張サービスについては，例年多数の来場者が集まるこ
とが見込まれることから，当面実施を見合わせることと致しました。在留邦人の皆様

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

 

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 電話番号： 313-567-0120 内線 215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

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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には，ご不便をお掛けすることとなりますが，何卒ご理解の程，お願い申し上げます。 
　当館領事窓口につきましては，現在も業務を執り行っておりますが，4月1日（水）よ
り当面の間、月、水、金の週３日間（予約制）になりますのでご注意ください。　
なお，同じく５月６日に予定しておりますノバイ市での領事出張サービスにつきまし
ても，今後の状況等を考慮した上で判断し，あらためて当館ホームページ及び領事
メールにてお知らせ致します。

海外からの投票には、
在外選挙人名簿登録
が必要です。
３ヶ月程度かかる場合
があります。

http://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/onedayconsulate.html
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３月３日（火）、デトロイト郊外ブルーム
　フィールドヒルズ市にあるクランブ 

ルックハウスにて、和菓子作家の杉井ス
テフェス淑子さんによる和菓子づくりの
講習会が行われた。
　今回イベントが行われたクランブルックハ
ウスは、1908年にクランブルックの創設者で
あるジョージ・ゴウ・ブースとエレン・スクリッ
プス・ブースの住居として建てられたもの。新
聞業で財を成した彼らは、この地に教会、教
育施設、美術館、科学館などを建設し、現在
のクランブルックコミュニティを作りあげた。
　邸宅自体は、デトロイトのフィッシャービ
ルなどの設計で有名な建築家、アルバート・
カーンにより設計された英国チューダー様
式の邸宅で、デトロイト近郊で一般に公開さ
れている最古の邸宅である。ライブラリ、ダイ
ニングルーム、ブースのオリジナルのオフィ

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

クランブルックハウス＆ガーデン
和菓子＆ほうじ茶　ワークショップ開催

スのほか、家具や装飾品が残されている。
　今回のイベントは、クランブルックハウス＆
ガーデンにある日本庭園の再建プロジェクト
の一環として、日本の芸術を4回にわたり紹
介するレクチャーシリーズの第一回目。当時
の美術品、家具がそのまま残されたライブラ
リルームに40名近くが集まり、日本の和菓子
について熱心に耳を傾けた。
　和菓子づくりレクチャーでは、「和菓子は五
感の要素を大切にする」ということで、日本人
の視覚において季節を感じる心、控えめの甘
さや香り、素材の大切さや、和菓子を見て想
像力で聞こえる鳥のさえずりなど、生活に彩り
を与えてくれる和菓子の良さについて説明し、
ちょうどこの日はひなまつりということもあり、
あっという間に、桃の花、そして桜、菊の花の
生菓子（練り切り）を作り上げた。また、琥珀
糖を例に出し、天草（Agar agar）砂糖、水、な

ど材料はアメリカでも入手で
きるものであると説明した。
練り切りも、「白玉粉、水、砂
糖、あんは市販のものにすれ
ば手軽にできますよ」と杉井
さん。試食には、宝石のよう
に透明感がある琥珀糖を用
意し「和菓子でも繊細なつく
りの生菓子は茶道でいただく
もの、と敷居が高く思われが
ちですが、気軽に家で作って
楽しんでもらいたいです」と
話してくださった。杉井さん
上梓の「甘くてかわいい、食
べられる宝石　琥珀糖のレ
シピ（池田書店）」には、作って楽しいレシピ
がたくさん紹介されているので興味のある方
はぜひ。（本紙 P.12では、春の和菓子レシピ
をご紹介）
　和菓子のあとは、滋賀県の甲賀市より朝宮
茶のプロモーションのためにミシガン来訪中
の茶園、かたぎ古香園、七代目片木隆友氏
によるお茶のレクチャーへと続いた。この茶
園は、先代の片木明さんが1975年より有機
栽培に切り替え、以降これまでずっと完全無
農薬で茶園を営まれている数少ない茶農家
だという。当日はほうじ茶をその場で煎り、試
飲。現地の方もその香りに魅せられていた。
現在、こちらの緑茶、ほうじ茶などはミシガン
州の日本食材店ワンワールドや、近郊のカフェ
でも購入可能となっている。詳しくは、www.
japannewsclub.comにて。当日購入された収
益の一部はクランブルックコレクション研究セ
ンターに寄付された。

クランブルックハウス＆ガーデン・日本庭園 情報：
https://center.cranbrook.edu/visit/japanese-garden

https://housegardens.cranbrook.edu/

本紙 P.12では、
春の和菓子レシピを 
ご紹介くださいます！

https://mivoicecounts.org/
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新型コロナウイルス（COVID-19）は、風邪のウイルスと同様、飛沫感染で人から人
にうつります。大きな違いは、症状が長引き、重症化するケースが多くみられる点

です。重症化する場合の主な症状は、熱、咳、および呼吸困難です。
　現在、ミシガン州でも最初の症例が診断された３月１０日以来、爆発的な患者増加
が続いており、３月２５日現在、2295人が診断され、43人が死亡されており、昨日だけ
で、507人が診断され、19人が死亡という増加の一途をたどっており、この傾向は収まる
兆しは一切みられていません。
　ほとんどのミシガン州の感染例は、特別な感染経路が特定できなく、COVID-19はコ
ミュニティーに蔓延していると考えざるを得ません。そのため、これ以上の感染のリスク
を減らすためには、人同士の感染を極力抑えるという以外には方法はありません。人同
士の接触を極力減らすため、ミシガン州知事は、学校、大学、レストランでの外食、美容
室やマッサージなどのサロンなどの営業を禁じ、仕事も可能な限り仕事を家からするよ
うに命じました。
　病院でも、予想される大量の入院者に備えて、予定手術を延期したり、緊急性のない
診療を延期し、外来診療と入院診療の規模を縮小して、来るべき危機に備えています。
それでは、どのように生活すればいいのでしょうか。

特に何の症状もなく元気な場合特に何の症状もなく元気な場合
１．	なるべく家にいて、家族以外の人とは直接会わない。
２．	屋外の散歩は家族とするのは可能。屋外で他の人と会うときは、人数をなるべ
く少なくし、1.8	メートル以内には近づかないようにする。
３．	食料品の買い物は必要最小限度許されるが、家族のうちの一人が買いに行き、
帰宅後すぐ手を洗う。
４．	外に出た後は必ず、手をせっけんで２０秒以上洗う。手を鼻、口、顔にもってい
かない。

熱、咳などの風邪症状が出た場合熱、咳などの風邪症状が出た場合
１．軽い症状で、アセトアミノフェンや市販の風邪薬などでコントールできている場合	

	
２．息が少し苦しい、熱や咳がひどい、食事や水分がとれないなど、具合が悪い場合

３．明らかに呼吸ができない場合。　911を呼ぶ。	

　もし、主治医がいない、という方は、なるべく早く主治医をみつけて登録してくださ
い。もし、最近の３年間に、家庭医療科および内科にかかったことがある場合は、たまた
ま他の理由でかかっただけだとしても、主治医登録されていることも多く、新しい患者と
はみなされない場合も多いので、電話して確認することお勧めします。

よくある質問よくある質問

Q.	 軽い風邪症状があって、新型コロナではないかと心配。検査してほしい。
A.		 検査できる数に限りがあって、全員を検査することはできません。実際にウイ
ルスにかかっていても、検査が陰性に出ることが30%程度あり、陰性なら大丈夫と
いうことにはなりません。検査を受けに行って、そこでうつる可能性も十分ありま
す。COVID-19であってもいいように、症状がよくなるまで自己隔離してください。
具合が悪くなった場合（熱、咳、呼吸困難）は主治医に連絡してください。

Q.	 COVID-19と診断されたら、入院になりますか？
A.	 COVID-19の診断がついても、点滴や酸素が必要などの入院が必要な状態で
なければ、自宅隔離をすることになります。最低１４日間、または、症状がなくなる
までの長い方の期間、自宅隔離をお願いします。

ミシガン州新型コロナウィルス	(COVID-19)	のミシガン州新型コロナウィルス	(COVID-19)	の
パンデミック	に関する情報パンデミック	に関する情報

3/25/20203/25/2020

Q,	 COVID-19疑いの肺炎で入院になりました。家族とは連絡が取れますか？
A.	 入院病棟では面会は一切禁止ですが、電話やビデオでご家族と話すことはで
きます。

Q.　	 COVID19と診断された人と接触がありました。自分は症状がありません。検
査すべきですか？
A.	 症状がない場合は、検査の適応になりません。ただ、今後症状が出るかのせい
もあるため、自宅で自己隔離してください。症状は、ほとんどの場合、１２日以内に
でるため、１４日間の自己隔離が必要です。

ミシガン大学家庭医療科　リトル（平野）早秀子　・　若井俊明

現在のミシガン州における新型コロナウイルス（COVID-19)のパンデミックに関する情報をミシガン大学家庭医療科リトル（平野）	
早秀子先生、若井俊明先生よりいただきました。州からの自宅待機令に従い、ご自身、周囲に対して細心の注意をはらってください。

ミシガン大学家庭医療科では、主治医登録されている患者さんに限って、看護師や
医師による日本語による相談が可能です。
ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program

すぐに主治医に電話で連絡をして、どうするべきか、指示を仰ぐ。ほとんどの
医療機関は、夜や週末でも電話での質問をうけつけています。入院や救急外
来受診の手順もてつだってくれるはずです。

家で様子をみる。外には一切出ない。症状のない家族または友人に必要なも
のを買ってきてもらって玄関に置いてもらうようにして受け取る。家でもなるべ
くマスクをするなど、家人にうつさないように気を付ける。

	
＜最新の情報＞
連邦政府
CDC	(Centers	for	Disease	Control	and	Prevention)
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
Twitter:	https://twitter.com/CDCgov	

州政府
ミシガン州
https://www.michigan.gov/coronavirus/
Twitter(健康保健省):	https://twitter.com/michiganhhs		
Twitter(州知事):	https://twitter.com/GovWhitmer

在デトロイト日本国総領事館
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

外食する　・　美容室　・　ネールサロン
スパ　・　マッサージ　・　モールにいく

スポーツジム

禁止されていてできないこと禁止されていてできないこと

家で家族と食事をする　・　外を家族と散歩する
家族とハイキングに行く　・　食料品を一人で買いに行く

レストランからテイクアウトして家で食べる
犬の散歩をする　	

１－２人の友人と散歩をする　(1.8メートルの距離をとる)

してもいいことしてもいいこと

友人を家に招く（子供も含めて）　
友人の家にいく（子供も含めて）

みんなでわいわい集まる（屋外も含む）
外で至近距離で友人の子連れ家族と遊ぶ

してはいけないことしてはいけないこと

自宅待機令下、こんなことはどうすれば？	
のいくつかのポイント

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/ 
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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　４月になりました。例年通り花を咲かせた首都ワシントンD．C.ポトマック河畔の桜
も日本各地の桜も既に見頃は過ぎてしまいましたが、これからは芝生の緑と新緑の
季節ですね。今回はいきなりスポーツの話題ですが・・・、何もありません！（注記：現
時点では全てのプロ並びにアマスポーツのイベントが中止されており、一度遅らせた
MLBの開幕も更に遅れるか最悪キャンセルになる可能性もあり、二刀流大谷選手の
復活を見たいのに残念。）では、早速本題に入ります。

　今回のテーマは「新型コロナウィルス：トランプにとって吉か、凶か？」です。

　それにしても井上陽水の歌の一節ではないですが、「今年の春はいつもの春と何だ
か少し違った」ものになりつつあります。皆さん「百も承知、二百も合点」の世界的大事
件で文字通り朝から晩まで新聞もテレビもラジオもネットも「コロナ、コロナ、コロナ・・・」
だらけです。昨年末（実際は１０月）中国武漢に端を発し今年１月、２月は中国、韓国、
日本、香港などアジア圏を中心に拡散。その後いきなりイラン、イタリア、フランス、スペ
インなど欧州圏に飛び火したと思ったら、先月初めには西海岸ワシントン州で米国最
初の感染者が見つかり３月第２週以降一気に全米に拡散しています。オリンピック開
催延期となった母国日本も心配ですが、今現在ニューヨーク州、ニューヨーク市内が
世界中で最大・最悪のホットスポットとなり、感染者数、死者数で連日不名誉な新記録
を更新中です。アンドルー・コモ、ニューヨーク州知事の連日の記者会見や各地からの
ニュース報道を見る限り、各都市及び全米レベルでまだ上昇カーブの頂点を打ってお
らず、拡散・増加に歯止めが掛からないため医療用の防護服・マスク・手袋・用具が大
量に不足し、患者を受け入れ可能な病院、医療施設、病床数、人工呼吸装置なども
大幅に不足し、最前線で奮闘している医療関係者の安全すら保証できない劣悪な環
境のため、このまま患者数増加が続くと医療崩壊になりかねない瀬戸際の状況です。
当初「パンデミックは作り話だ」と意に介さず余所事か他人事のようにのんびりしてい
たトランプ大統領も先月第２週末を挟んで始まった株価の急落を見て慌てて動き始
めました。何と言っても現職大統領の就任直後の大幅減税と並んで最大の目玉で売
りである好景気＝株価高騰＝支持率確保＝次期大統領選挙で再選シナリオの大前
提が崩れたので慌てたわけです。既に感染者の数が増え始め死者まで出たので人命
尊重・救済の意図からではなく、株価の急落で重い腰を挙げたのです。過去3年余り
全米各地で度々起きた銃乱射事件や国内テロ事件で何人もの人達が亡くなっても、
口先だけのお悔やみだけで済ませ、新たな銃規制など何もしなかったどころか「学校
の教師にも銃を持たせれば悲劇が防げる」とうそぶいてNRAの営業マンかと思ってし
まう程、更に銃販売を助長するような人物ですから外国や西海岸で死人が出ても屁
とも思わないのでしょう。こんな輩が米国大統領なのですから、呆れるばかりです。最
初に打った手がFRBの金利下げでしたが、見通し不透明と先行き不安から景気減速・衰
退を懸念した投機筋、機関投資家の売りで株価が急落したのにいくら金利を下げても積
極的に投資する団体も個人もいませんよね。せいぜい、近々資金ショートが見えて繋ぎ
資金が必要な企業か現行借入金を割安のものに借り換えたい企業位で積極的な投
資に結び付く大きなニーズは見込めません。トランプの景気振興策は減税と利下げし
かアイデアがないのかと思いました。実際先月だけで２度も利下げを実施したにも拘
らず株価は下げ止まらずダウ平均は一時２万ドルを割り込み、トランプの大統領就任
時のレベルまで落ち込みました。

　その後、泥縄的に編成したホワイトハウス特別対策チーム（タスクフォース）のメン
バーと臨んだ幾度かの公式会見では実際の数字やデータに基づいた発言ではなく、
とにかく株価の下落を止めたい一心で自分の個人的、楽観的、気休め的なコメント
が多く、同じ会見で後からコメントや質疑応答した長年の実績と信用のある感染症
医療研究の専門家で世界的な権威でもあるDr.Fauci（ファウチ）の発言内容と食い
違いがあったり、会見直後のコロナ関連ニュースで直ぐに嘘がバレるような本当にい
い加減な会見でした。今回に限らず、何故直ぐに嘘と分かる話を平然と繰り返すのか
全く理解不能です。何せ地球温暖化や環境破壊など事実と信頼できる確かなデータ
に基づく科学的知識や論理に理解もリスペクトもなく、理解もできない現職大統領で
すからね。彼は政権幹部の軍事専門アドバイザーや経済問題アドバイザーなどを批
判した際に”Go back to school.”（学校に行って勉強し直せ）と言っていましたが、
自分自身は学校嫌い、勉強嫌いで成績も悪かったようで、何故か彼の高校時代の成
績表が何処をどう探しても見つからない、手に入らなくなっているらしく、隠蔽が得意
なトランプが裏から手を回して隠したか、閲覧不能にしたかと思われます。また、あり
とあらゆる手段を講じて軍役を免れ、米国軍部関連の役務に就いたことがなく、その

コンプレックスがあるためか輝かしい軍歴や受勲を誇る現役・退役軍人や軍事専門
家に対して、あからさまな対抗心を示し「自分は将軍たちよりISISに関して良く知って
いる」と前国防大臣や国家安全保障顧問達を軽視した発言をしたり、「POW（戦争捕
虜）になった者は英雄ではない」と自分の意に反して議案に反対投票した故マケイン
共和党上院議員を公式の場で卑下、中傷したりしました。

　そう言えば、今月４月１日はエイプリル・フールで午前中は悪気のない嘘をついても
良い日でしたが、彼の場合はせめてこの日だけは嘘をつかず、本当の事を言う日でしょう
か？その日ではなかったですが、先月実施した一つの記者会見の中で国家非常事態を
宣言し、感染テストの能力向上準備完了と自慢気に話した後、ある女性記者から「もしテ
スト（方法）が失敗したら責任を取るのか？」と質問され、反射的に「責任は取らない」と
即答したのは唯一嘘でなく、本当（本音）だったと思われます。国家非常事態宣言をした
国家の最高責任者が責任を取らないなどと言うことがあり得ますか？あり得ません。あっ
てはならないことです。彼こそ第３３代米国大統領であったハリー・トルーマンのホワイ
トハウス執務室の机上に置かれていたプレートの言葉“The buck stops here.”
の意味を勉強し直す必要がありますね。その意味するところは「責任のたらい回しは
ここが終着点」とでも言いましょうか、要するに米国大統領が最終決断をし、究極的
責任を持つと言うことです。 トランプは彼の爪の垢でも煎じて飲まないといけません。

　記者会見と言えば、タスクフォースのリーダーに指名されたペンス副大統領の影
は薄く存在価値も低いです。ひたすら大統領の腰巾着、お世辞屋、お追従屋、太鼓持
ち、おべっか使い、金魚のフンとしか思えないゴマスリ発言が多く、毎回吐き気がしそ
うです。他に行先がない彼はもう副大統領の職位にしがみつき、トランプの顔色を伺
いながらご機嫌を取るしか生き延びる道がないのですね。話はちょっと横道にそれま
すが、腰巾着となって金魚のフンのようにボスに付きまとい、太鼓持ち、おべっか使い
することを英語ではBrown-nosing（ブラウン・ノージング）と言います。ブラウンは茶
色でノージングは鼻のノーズから来ていますが、ボスの尻を追い掛けて付きまとって
いると鼻先にボスの排出物が付いて茶色くなるからです。（閑話休題）

　皆さんも連日のニュース報道や日本領事館、JBSDなどからの関連情報及び勤務先
または通学先からの通知連絡でご存知の如く、新型コロナウィルスによる経済的、社
会的、文化的被害は１９９０年代のオイルショック、２００５年のハリケーン・カトリーナ
ショック、２００８年のリーマンショックを遥かに凌ぐ規模となりつつあり、トランプ政
権と上下院議会が超党派で取組み、史上最大２.２兆ドルの連邦緊急救済・復興予
算を可決承認、大統領署名しましたが、その前週わずか１週間の失業保険申請件
数が前例のない３百万人超となり翌週はまた上乗せで百万人単位の新規申請者が
出ると予想され、今後の動向次第では更に悪化する恐れがあるため引き続き追加救
済・復興予算を作成・審議となりそうです。

　新型コロナウィルス対応の初動が遅く、対策も後手後手を踏んでいるトランプ大
統領と政権幹部ですが、ここに来て少しずつではあっても色 と々前向きな対策が取
れ始め、民主党の協力も得て超党派の超大型緊急救済・復興予算も議会承認、署
名出来た事でトランプへの批判と風当たりもやや弱まり、逆にプラス評価する国民も
あり、低下を続けていた支持率に回復の兆しが出て来ました。トランプの大統領就
任以降国民間の分裂と反目が悪化し、外交面でもNATO体制を始め国際的な安全
保障問題や環境問題で友好関係が崩れ多国間の国際協力姿勢が弱まっていたと
ころでしたが、トランプ再選阻止、トランプ下ろしを目指していた民主党及びその支持
層は、この緊急事態に際し、国全体が支持政党に関係なく超党派で団結しまとまり掛
けて動き出したため、トランプ政権が出遅れている内に民主党主体でコロナ対策を考
え、打ち出そうとしていた目論見が外れ、次期大統領選の戦い方が難しくなってしまい
ました。近い将来ウィルス感染拡大がピークを過ぎて下降線を辿り、終息に向かって
行くと経済復興がより大きな課題となるため、連邦政府政権を握っている現職大統
領と上院過半数の基盤を持った共和党が『塞翁が馬』的にピンチをチャンスに代え
て出だしのミスを帳消しにして「危機を救い、良くやった！」と評価されたりすると次期
選挙でトランプ再選、共和党過半数維持がまた現実味を帯びて来ます。

　新型コロナウィルス騒ぎは早く収まって欲しいし、経済復興も少しでも早く実現し
て欲しいので悩ましいところですが、やはりトランプ再選となってまたこの先４年間朝
から嫌なニュース報道を聞きたくないです。果たして新型コロナウィルス騒ぎがトラン
プにとって吉と出るか、凶と出るか？ 賽の目に任せますか？

新型コロナウィルス：	
	 　トランプにとって吉か、凶か？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第206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

今回も少し心臓病の話とは離れますが、医者としては
この話題に触れないわけには行きません。そういう

わけで今回も新型コロナウイルスのお話です。

　新型コロナウイルスは、中国の武漢に発症し、中国全土に
広がった後、今や、イタリア、イラン、スペイン、フランス、韓国
など、全世界に広がりを見せ、この原稿を書いている2020
年3月18日の現在、未だ収束の兆しを見せていません。ま
た、私たちの住むミシガン州を含め、アメリカ本土にも広
がる気配を見せています。このウイルスの感染の診断によ
く使われていると報道されているのが、PCR (Polymerase 
Chain Reaction) という検査です。PCRという技法は、1983
年に、生化学者　Kary Mullis という人が発明した、急速
DNA増殖法で、この技法により、ごくわずかのDNAを、理論
的には、たった一分子から、何百万、何億倍に爆発的に複
製増殖させることができ、これにより、遺伝子研究が飛躍
的に発展しました。 Kary Mullisは、この功績により、1993
年ノーベル化学賞を受賞しました。

 一般的に言って、ウイルス感染症の診断には、いくつかの
方法があります。

1. 　ウイルスの培養。これは、培養皿の上に広げたヒトの
細胞にウイルスを感染させて、増殖させ、ウイルスの同
定及び研究を行うものです。この利点は、採取したウイ
ルスがどのウイルスかの予備知識を必要としない点で
す。新種のウイルスが発生したことが疑われる場合な
ど、この方法は欠かせないと言われています。欠点の
一つは、培養に時間がかかることで（3日から10日）、 
疫学研究や、病理研究には向いていますが、個々の患
者の診断治療という点では、必ずしも有効というわけ
にはいきません。またこのウイルスが未知の場合や、非
常に高い感染性を持つことが疑われる場合、培養した
ウイルスが外に漏れる危険があるわけで、高い安全基
準を満たした研究施設で行われる必要があります。今
回、新型コロナウイルスが発生した武漢の海鮮市場の
すぐそばには、P4という最も高い安全基準をクリアし
たと言われている、武漢ウイルス研究所があります。

2.  ウイルス抗原検査。例えば、インフルエンザのように、
よく研究が進んでいるウイルスの場合、ウイルスは、蛋
白と核酸の合成物ですが、このウイルスタンパクを認
識する抗体が、既に開発されており、患者さんの口腔
粘膜などのサンプルに存在する抗原をこの抗体が認識
するかどうかでインフルエンザの診断を簡単につける
ことができます。この方法の利点は、この試薬キットが
広く市販されており、また、診断が早いことで、（15分
程度）外来や病棟で簡単にインフルエンザの診断をつ
けることができます。私の知る限り、この原稿を書いて
いる時点で、新型コロナウイルス抗原に対する、抗体
検査はまだ開発されていません。これが開発、市販さ
れれば、もっと簡単急速に新型コロナウイルスの診断
ができるはずです。

3.  ウイルス抗体検査。これは、患者さんの血液の中に特定
のウイルスに対する抗体ができたことを検出する検査
で、患者さんの血液を採取して、急性期と治癒後との抗

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

第146回第146回        新型コロナウイルスとPCR検査新型コロナウイルスとPCR検査

体のレベルを比べることで、患者
さんがその特定のウイルスに感
染したこと、そしてその感染が治
癒したことが追認識されます。た
だ、患者さんの体内に抗体がで
きるまでには、時間がかかります
ので、急性期で、まだ抗体ができ
ていない場合は、偽陰性となりま
す。HIVや、ウイルス性肝炎などの
慢性期の診断には、この抗体検
査がよく使われます。しかし、こ 図１：PCR検査の仕組み。By Enzoklop - Own work, CC BY-SA 3.0, https://

commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32003643

の原稿を書いている時点で、コロナウイルスに対する抗
体検査が実施されているという話は聞いていません。

4.  PCR（Polymerase chain reaction)。これは、DNAを
急速増幅することによって、理論上は、サンプルの中に
特有の配列のDNAが1分子でも存在すれば、それを、
何億倍、何兆倍にも増幅し、検出することができる技
術で、現在、新型コロナウイルスの診断に最も広く使
われています。原理上は、ウイルスが存在する場所か
ら採取すれば、どのような検体でも検査ができます。
現在では、検査の簡便さから、鼻腔粘膜や口腔粘膜
からの検体の採取が広く行われているようですが、血
液でも、唾液でも、机やドアノブからの検体でも、そこ
にコロナウイルスがあれば、理論上は検査が可能で
す。ただ、コロナウイルスはインフルエンザウイルスと
同じくRNAウイルスで、そのままでは、PCR検査にかけ
ることができません。それで、まず、逆転写酵素（Re-
verse Transcriptase)という酵素を使って、RNAをDNA
に逆転写し、それを、2種類1組のプライマーという短
いDNAの鎖と、DNA延長酵素（DNAPolymerase)、お
よび原料である4種のデオキシリボ核酸の混じった溶
液の中に入れ、加温と冷却を交互に繰り返すことによ
り、DNAの二重螺旋を解いたり（加熱）プライマーを
それぞれのDNA鎖にくっつけてそれを延長して補完的
なDNA鎖を造ったり（冷却）を30数回から50回程度
繰り返すことによって、2の35乗から50乗、数億個か
ら一兆個以上のコピーのDNAを作り出し、これを読み
取り機にかけて、陽性陰性を判断します。このPCR検
査の鍵となる2種類1組のプライマーを作るには、この
ウイルスの遺伝子配列があらかじめ知られている必
要があります。この新型コロナウイルスの全遺伝子配
列は、2019年12月に中国の研究者から初めて報告さ
れ、その後、現在では、全世界で350種以上の異なっ
た配列が日々更新されながら誰でもアクセスのできる
ドメインに報告されています（nextstrain.org)。これ
をもとに、今全世界で使用されているPCR検査キット
は製作されているはずです。ウイルスのどの部分をプ
ライマーで囲むかで、このPCR検査の特性が決まりま
す。アメリカのCDCのサイトを見ますと、新型コロナウ
イルスの3箇所の配列をそれぞれN1、N2、N3と名付
けて、そのターゲットの全てが陽性のものだけを陽性
とし、その全てが陰性のものを陰性とし、1箇所だけま
たは2箇所だけ陽性のものは、不確定としているよう
です。また、最新号の医学雑誌NEJMに掲載されたシ
ンガポールからの報告では、N及びORF1abという２
箇所の遺伝子配列をターゲットとしてPCR検査がなさ
れています。このように、同じCOVID-19のPCR検査で
も、どの遺伝子をターゲットにしているのか、複数の
ターゲットを同時に検査しているのか、検査のクオリ
テイーコントロールがどの程度厳格に行われているの
かにより、陽性、陰性、不確定という試験結果がどの程
度信頼できるかが決まります。昨日3月17日、米国CDC
は、新型コロナウイルスの検査については、当面政府の
厳格な検査基準に合格することを必要としない（検査

の自由化）と発表し、これによって、米国内でPCRが広
く行われるようになると発表しました。これを受けて3
月21日には、Cepheidという会社が、Real Time PCRと
いうテクノロジーを利用して、COVID-19のPCR検査を
45分でできるようにし、その検査キットを次週にも出
荷開始すると発表しました。

 現在、全世界で行われているCOVID-19 (SARS-CoV2) の
PCR検査の大部分は、新型コロナウイルスに感染している
かいないか、陽性か陰性かというだけを判断するために使
われているようですが、PCRの技術は、きちんと使えば、
ウイルスの全遺伝子を解読することができます。シアトル
在住の、Trevor Bedford博士は、このウイルスの遺伝子ド
リフトという現象に着目して、このウイルスの進化系統樹を
作り上げ、このウイルスの感染の広がりをリアルタイムで検
討しています（fredhutch.org)。 Bedford博士によれば、
それぞれの地域で流行しているCOVID-19ウイルスの全遺
伝子30,000個を解析することにより、そのウイルスが、い
つ、誰によりもたらされ、誰によって広げられたかをたどっ
ていくことができると報告しています。

 同じRNAウイルスであるインフルエンザウイルスを考えて
みると、毎年、少しずつ違うタイプのインフルエンザが流
行ります。なぜでしょうか？ これは、自然界では、RNAウイ
ルスの複製能力はあまり正確ではなく、複製エラーを起こ
すからだと言われています。

　新型コロナウイルスでは、Bedford博士によると30,000
箇所のうち、１年に24箇所くらいの速さで、複製エラーを起
こしているそうです。これを遺伝子ドリフトと言います。ドリ
フトとは、さすらうという意味で、少しずつ変わっていくとい
う意味です。ドリフトは、無作為的に起きますので、ウイル
スにとっては、病原性が増すことも、減る事も、また病原性
に何の変化もないこともあります。この遺伝子ドリフトは、
研究者にとっては宝の宝庫で、ウイルスの伝搬をリアルタイ
ムで追跡する道具となり得ます。しかし、この遺伝子ドリフ
トという現象は、ウイルスに対するワクチンを開発製作する
製薬会社にとっては、厄介な問題となり得ます。莫大な開
発費をかけてワクチンを作っても、それができた頃には、ウ
イルスはもはや変異をしており、ワクチンが効かない可能性
があるからです。同じRNAウイルスであるHIVエイズに対す
るワクチン開発がなかなか進まないのもそのような理由が
あるかもしれません。ただ、エイズについては、ワクチンで
はなく、治療薬の開発が進んでおり、その意味では、RNAウ
イルスに対する人類の戦いは、徐々に進んでいると言っても
良いかもしれません。また、インフルエンザウイルスにも、
毎年作られるワクチンばかりでなく、タミフルなどの治療薬
が開発されています。

　新型コロナウイルスについては、すでに、米国ワシントン
州で、健康な人を対象に、最初のワクチン治験が始まり
ました。また中国からの報告で、日本の富士フィルム社の
開発した、アビガンという治療薬（RNA dependent RNA 
polymerase inhibitor)が、偽薬に比べて有意に臨床的効
果があったとの報告があり、また、米国のシアトルで新型
コロナ肺炎の患者さんにレムデシビル（RNA polymerase 
inference, RNA延長酵素を混乱させる薬 )というお薬を人
道的使用（compassionate use)という条件で使用したとこ
ろ、翌日劇的に症状が改善したとの報告があり、ワクチン
の開発も、治療薬の開発も日々急速に進んでいるようで
す。この新型コロナウイルスのパンデミックの出口が一日も
早く見えてくることを望んでいます。
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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。

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
Showing Concern with Others : 相手に懸念を示す

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。	

昨今では世界中が大変なことになっています。ほとんどの時間を自宅で過ごし、英語
を話す機会も少なくなってしまっているかもしれませんが、ご近所の人やお店の店員
さんと話すことがあるかもしれませんね。相手が大変な時に懸念を示す際、混同した
くない4つのフレーズがこちらです。	
	
＜“Is It Okay?” vs “Is Everything Okay?” 「大丈夫？」　vs　「大丈夫？」＞	
相手が病気の時や問題を抱えている時に	”Are	you	ok?”	（大丈夫？）と聞く
のは良いですが、一般的な状況や生活に関して聞く場合は、以下のような違うフ
レーズを使います。
● Are You Okay?
相手が病気の時や問題を抱えている時に	”Are	you	ok?”	（大丈夫？）と聞く
のは良いですが、一般的な状況や生活に関して聞く場合は、以下のような違うフ
レーズを使います。

•	 You got in a car accident?  Are you okay?		
交通事故に巻き込まれたの？大丈夫？

•	 You look sad.  Are you okay? 
なんだか悲しそうだけど。大丈夫？

•	 Is she okay?  She looks stressed..　  
彼女大丈夫かしら？ストレスが溜まっているように見えるけど。

● Is Everything Okay?
特に相手がとても困難な状況にあるような場合に	”Are	you	ok?”（大丈夫？）
と尋ねるだけでなく”Is	everything	ok?”（大丈夫？）と尋ねることもあります。
相手の生活や状況が大丈夫かどうか思っている時に使います。

•	 The economy has been so bad!  Is everything okay with you 
and your family? 
経済状況が非常に悪いわね！あなたのご家庭は大丈夫？

•	 Is everything okay?  I know your dad passed away last week. 
大丈夫？先週、お父様がお亡くなりなられたけど。

•	 Is everything okay?  I noticed that you have been absent recently. 
大丈夫？最近よくお休みしているみたいだけど。

＜“Take Care” vs “Get Better Soon” 「元気でね」 vs 「お大事に」＞ 
誰かが病気の時に	‘Take	care!”（元気でね）と日本人の方々が言うのをよく聞きま
す。この言い方は間違いではありませんが、一番良い言い方ではありません。私達は
たいてい誰かが病気の時には	“Get	better	soon!”（お大事に）と言います。分かり
にくいかもしれませんので、いくつか例をあげてみましょう。
● Take Care
このフレーズは主に、短期的でも長期的でも、さようならを言う時に使われま
す。しかしながら、「take	care」や「take	care	of	yourself」は誰か体調がす
ぐれない時に使われることが時折あります。

•	 Okay, I’m going home. Bye, take care!  
そろそろ帰るわね。バイ、気を付けてね。

•	 Well I hope to see you someday in Japan. Take care and keep in touch! 
いつか日本で会えるといいわね。お元気で、連絡してね！

•	 I’m sorry you had a bad day. Tomorrow will be better. Take 
care and call me soon! 
いい日じゃなくて残念だったわね。明日はきっと良くなってるわ。元気でね。電話してね！

•	 Wow, you look so tired! Take care of yourself and get some rest! 
あら、とても疲れているみたいだけど！お体を大事に。ゆっくり休んでね！

● Get Better Soon
このフレーズは、相手に健康を望む時のみに使われます。	「Take	care」	は	
「get	better	soon」	をサポートする形で使われますが、意味が弱いので単体
では使いません。「お大事に」と言いたい時、迷ったら両方使いましょう！

•	 I’m sorry you’re not feeling well. Get better soon! 
気分がすぐれないって聞いたわ。早く良くなってね！

•	 Oh, is your son sick today? That’s too bad.  I hope he gets 
better soon! 
あら、今日息子さんは体調不良？それは残念。お大事に！

•	 I know what it’s like to have a migraine. Take care and get better soon! 
片頭痛はキツイわよね。気を付けてね、お大事に！

www.jfsusa.com　										information@jfsusa.com										248-946-4301
24055	Meadowbrook	Rd.	Novi	48375												

mailto:dttoperat%40yamatoamerica.com?subject=
mailto:yoshiko%40newtrendhomes.com?subject=
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各種クラス：英語／日本語／通訳講座
プライベートレッスンを中心に英語／英会話レッスンや日本語（Japanese 
Class）クラスを提供しております。また、更に英語力を高めたい方や通訳者を
目指したい方には通訳者養成講座があります。オンラインで受講可能です。

 

 

通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング
社内外での打ち合わせやお客様との会議、工場見学
や研修から法廷（証言録取など）に至るまで対応して
います。ミシガン州内のみならず、全米各地や米国外
へも出張致します。同時通訳ブース、同時／ウィスパ
リング用機材のレンタルも行っております。

   電話やテレビ会議の通訳、
 スカイプやZoomを使った遠隔通訳も対応します。

翻訳業務：各種文書／免許証翻訳
技術／契約書／法律文書／戸籍謄本・抄本／各種証明書など翻訳致します。
必要に応じて公証人の証明書もご用意致します。運転免許証翻訳は、実物を
見る必要がある、レターヘッド（社用便箋）に印刷することなどSecretary of 
Stateの条件を満たしています。

お見積りは無料です。ご相談ください。

                    　　　お問い合わせ （日本語で対応）
電話：(248) 344-0909              メール：office@suzukimyers.com
　　　オフィス営業時間： 月曜日～金曜日　9時～17時
　　　　　　ウェブサイト：www.suzukimyers.com

  言言葉葉のの架架けけ橋橋  －121－ 

－こんな日本語、英語にできますか?－ 

食に関する言い回し（4） 

 

今回は「胡麻すり」から始めましょう。これは英語でも食べ物を 

使った表現があり、“apple-polishing” で、先生におべっかを使う時に 

リンゴをピカピカに磨いてあげる、という意味合いです。 “I was not 
apple polishing.  I just helped him. ” とか “She is an apple polisher. “と 

いうふうに使います。汚い表現ですが、“brown-nosing” という表現も

あり、“He is brown nosing his boss.” は良く使われます。 

「糠」（ぬか）に関するものをいくつかご紹介しましょう。「糠喜び」

と言いますが、「糠」は玄米を精白するときに生じる種皮や胚芽の粉

末のことで、その形状から細かいや、ちっぽけなという意味で用いら

れるようになりました。そのことから、いったん喜んだ後、実は当て

外れでがっかりするようなはかない喜びで、英語では “premature joy” 
または“short-lived joy”です。「（小）糠雨（こぬかあめ）」は “drizzle” 
が適切です。「糠に釘」は全然効果がないことですので、“useless” と
か “have no effect” となります。「糠味噌臭い」はどうでしょうか？ 

少し固い表現ですが、“having an air of domesticity” というのもありま

す。でもよその奥さんに対して使うのは考え物です。 

もう一つ、これは食べ物自体ではありませんが、「武士は食わねど

高楊枝」という表現がありますね。食事に困るほどの窮状にあっても、

武士たる者はそのような様子をおくびにも出さない、ということで英

語では “keep a stiff upper lip”（窮地で勇敢に頑張る）が良いでしょう。 

上記についてご質問のある方、又その他の表現について知りたい方は、

izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

言言葉葉のの架架けけ橋橋 

食に関する言い回し（4）食に関する言い回し（4）

〜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〜

−−１２１１２１−−

　世界は大変なことになっています。3/24からの外出禁止令、3/26付の細則にゴルフ
の記述がありました。「必要あればゴルフコース従業員に最低限の業務は認められるが、
その業務にメンバーやその他の人への対応は含まれない」(Executive Order 2020-
21 FAQs)。しばらくラウンドはお預けとなってしまいそうです。
　ゴルフツアーにも大きな影響を及ぼしています。米国PGAツアーは、3月のプレイ
ヤーズ選手権から5月のPGAチャンピオンシップまでのうち、9つを中止、3つを延期す
ることに決めました。プレイヤーズ選手権は、初日に松山英樹選手が2位と4打差をつけ
てブッチギリの首位スタートを切っていたというのに、2日目から中止になってしまいま
した。判断が早いのは、さすがアメリカです。延期となった3つのうちの1つ、マスターズは
10月に開催されるという噂が立っています。ゴルフに限らず色々なスポーツの試合が後
ろ倒しになっています。今年の秋は大忙しになることを今から祈ります。

　そんなご時世ですが、今月はパットとルールの豆知識でホッコリしましょう！
ゴルフは2019年1月よりルールが大きく変わりました。パッティング関連の一番の改正
は、ピンをカップに刺したままでもパットアウトできるようになったことでしょう。旧ルー
ルでは、カップにピンが刺さったままでボールが入ってしまうと、2打のペナルティがつい
ていたので、パットする前にピンを抜いていました。しかし、ルール改正によりペナルティ
がつかなくなりました。ツアーでも刺したままだったり、ショートパットは抜いたり、選手
は状況に応じて対応を変えているようです。ピンが刺さっているほうがカップインしやす
いというデータがありますが、傾斜が強くてカップの狭い側から入れなければならない
時は、抜いたほうが良さそうです。タッチを合わせて最後の1,2転がりでそろそろっと入
れるのが良いか、カップの向こうの壁にガコンと当てるぐらいの勢いで（壁ドン）パットす
るのが良いのか、選手によっても好き嫌いがあります。
　去年、壁ドンパットで話題をかっさらったのは、6月の全英女子オープンで優勝した渋
野日向子選手でしょう。最終ホールの5m下りスライスのパット、2パットでパーならプ
レイオフ、3パットしたら負けという緊張の局面で、強気に狙っていったボールはカップ
イン。勢いが良すぎてカップの中でボールが音を立てて踊っているような、見事なバー
ディで優勝を飾りました。この時、彼女はピンを抜いていました。
　逆に優しく転がしたパットで注目を浴びた選手もいました。2014年のメモリアルトー
ナメント、最終組で回っていたスコット・ラングエイは、16番で3mの下りスライスライン
につけました。彼のパットしたボールはゆっくりと右へ弧を描きなら、カップの左側を通
り過ぎ、向こう側の縁で止まりました。ボールは穴をのぞいています。彼はしばらくその場
で見ていましたが、諦めてカップの方へ歩き始めました。でもボールはゆっくり動き続け
ているので、マークすることができません。一緒に回っていたババ・ワトソンも肩をすくめ
ています。なんとボールが縁に（ほとんど）止まった時点から23秒後、スッとボールはカッ
プに吸い込まれていきました。YouTubeの動画には、”Langley’s cliff hanger”という
タイトルがつけられています。
　ルールには、「ホールにせり出してい
る球」という条項があります（13.3）。
合理的な時間でカップに歩み寄り、
ボールがカップインするかどうか、その
場で10秒間待つことができます。前述
のラングエイの場合は、長いことモジ
モジしていましたが、そもそもボールが
動き続けていたなら止まるまで待たな
くてはならないし、もし止まっていたと
しても、「合理的な時間」が何秒なのかが明確ではないので、彼の行為にペナルティは
つきませんでした。
　プロアマを問わずパットが入らないと腹が立ちますね(笑)。 2017年のDell Tech-
nologiesで、セルヒオ・ガルシアはラウンド中にパターをへし折り、残りのホールは3W
でパットしました。ジョン・デーリーが池にパターを放り投げて、残りはサンドウェッジを
使ったこともあります。新ルールでは、故意に自分が壊したクラブは、交換はできません
が、壊れたまま、あるいはプレイを中断することなく修理をして、残りのラウンドで使い続
けることができます（規則4）。
　ルールブックは辞書のようなもの、とPGAの学校で習いました。全部覚える必要はな
くて、分からない時にさっと取り出して調べられればいい。今はスマホのアプリ版もあり
ます。読み物としても面白いです。気が向いたらぜひ目を通してみてください。

質問のある鈴木いづみ：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

<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。今季の渡米時期は未定ですが、必ず行きます。
(sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

https://www.suzukimyers.com/ja/
http://www.suzukimyers.com
http://www.crazygolfersworld.com
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What comes around, goes around第48回  

 家で過ごす時間が増えている今、家族でできるヨガ的な事を書いてみようと思い
ます。親子ヨガクラスの皆とシェアしたことを軸にしましたが、考えは人それぞれ
で当たり前。「あら、いいじゃない。」と思われたことがあれば、試供品を一口食べ
る感覚でお試しになってみてください。こんな時です。正直にいきましょう！

1. 　起きる時間を決めます。普段より遅くても構わない。親子で違っても良い。 
各自が自分の意志で決める事が大切で、一度決めたらできるだけそれを守り
ます。規則厳守というより家族がプレーヤーのゲームのルールの様な感覚で。

2.  朝起きたら、天候にかかわらず（嵐の日は例外）取り敢えず一度外に出る。
できれば裸足がお勧め。お日様を探してお日様の方を向いて腕を上げ大きく
伸びをしましょう。できればカカトもあげて。更に余力のある方は上げた手の
指を大きく開き、小指を空に親指を地面に向けます。そのまま深呼吸を三回し
たら、素晴らしい朝の始まりです。

3. 　毎日お腹のマッサージ。これは整体の大家、野口晴哉氏のお弟子さんに習っ
たやり方。運動不足による便秘の解消、内臓の活性化に役立つ。腸の元気は
心の元気。

子供用： 
お腹はデリケートなので、手の平の真ん中で優しく押すような気持ちでお臍
を中心に　子供の右下腹→右上→左上→左下　の順にゆっくり円を描くよ
うに３周撫でてあげます。子供が嫌がる時はすぐ辞めます。多分今はしてい
らないのでしょう。子供は正直です。

大人用：  
子供用と同じ順序で右下腹から順次四箇所。下は骨盤の内ベリ、上は肋骨
の下端に人差し指、中指、薬指3本の指紋の部分（指先は痛いので使わな
い）を揃えて置きフーッと息を吐きながらゆっくり真下に圧を加え3周。腹
がグルグルいう時もあります。痛む時は適宜手加減してください。　 
　　　

4.  お買い物は下腹に力を入れて行きましょう。このご時世心ない態度を取る人もい
なくはないですから。あなたを、日本人を、アジア人を知らないから言っているだ
け。強い不安が怒りに転じ、それを誰かのせいにしたくて言っているだけです。相
手の抱える問題をあたかも自分の問題の様に感じで悩んではいけないとヨガの
先生がおっしゃっていました。丹田（臍の下指三本の位置）にグッと力を入れて
大股で歩けば、自然に姿勢も良くなり考えもポジティブになります。第一体にい
いですし、見ていてカッコイイです。（楽しいオマケ）

5. 　自分の感情と実際に起こっている事を分ける練習をします。通常とかけ離れ
た日常に恐怖やストレスを感じるのは普通の反応です。無理して大丈夫な振りを
すると逆に不安が加速するので、そんな時は「不安の素」をとことん勉強してみま
す。知識が増すにつれ、合理的思考が感情的パニックを上回り、状況を客観的
に捉えることができるようになり、落ち着きます。（私はヨガの先生に「怖いのは
知らない（無知だ）からだ」と教わって、生態や役割を勉強したら大っ嫌いだった
蛇が手で触れる程平気になりました。どう付き合えば安全かが分かったから。ま
たパニックや嫌悪感は私の問題であり蛇のせいでは無いことが分かったから。） 
逆に自分には関係ない、通常のスケジュールが狂って腹立たしい、という人もしっ
かり現状を把握してみてください。今のあなたの考えはあなたの行動になり、あな
たの行動には世界の未来を左右する力があります。最初これを習った時何を大袈
裟な、と鼻で笑っていました。斜に構えた生徒だったので。でも今、世界情勢がこ
の仏陀の教えを証明したと感じています。自分さえ良ければ良いという考えは、
結果的に自分を窮地に陥れることに直結しています。ロジカルに考えれば自明な
ことです。

6. 　このピンチは親子で人として成長するチャンスでもあります。子供のいる人は、
勉強、習い事など不安は尽きないと思いますが、子供は訳も分からず生活が大き
く変わったことに大人以上に戸惑っています。彼らが大人になる頃には想像もつ
かないような仕事を、ITを駆使して全く新しいやり方でこなすことでしょう。非常
時に従来型のお勉強を少し休んでも、長い目で見れば余り影響がないかもしれ
ません。代わりに絵本を読んであげたり読書を勧めましょう。知識の宝庫です。 
最も重要なのは親御さんの不安や苛立ちを子供が自分のせいだと心配して、心
が不安定にならいように努めることです。携帯はどこかに置いて、お子さんと向
き合って、何故今学校を休み、外に出ないことが大切なのかを説明してあげて
ください。子供は賢いので納得がいくように話してもらえるのを喜ぶでしょう。 

　また、お母さんが、お父さんがいるから大丈夫だよ、と言って慰めてあげ
てください。外に出たくて仕方のないお子さんには、頑張って家にいること
をすごく褒めてあげてください。君のおかげで何人もの人が病気にならずに
済むこと。病気の人が減ることは人間みんなにとって良いことで、それには
君の協力が不可欠であること。今家にいることはおじいちゃんおばあちゃん
や大切な人たちを守る重要なお仕事であることを伝えてください。意味の
ある我慢をする事で忍耐の大切さを学べますし、それが大勢の人の為にな
るなんて、子供は今まで経験したことのない使命感を感じることでしょう。 
 親の愛を確信して育つ子は人を信頼する力を持つ。おまけに必要ならば我欲を横
に置いて利他的な忍耐もできる子供の未来は薔薇色です。ピンチをチャンスに。

7.  公園や広場などでお日さまを浴びて歩いたり走ったりしましょう。ビタミンDの
活性化にも日光は不可欠です。ある程度の筋肉量は免疫力維持に役立ちます。
ストレス解消。複数の家族で遊ぶのは一段落するまではおあずけです。 

8. 　家をウイルスフリーの安心空間に。新コロナは不確定要素が多くロシアン
ルーレットのようです。だからこそ、外から入れるもの（衣類、グローサリー、グ
ローサリーバッグ、手紙、段ボール、靴の裏、どれも完全に「シロ」とは言えない
とのこと）は消毒を完了してから家に入れ、グレーゾーンを作らない。その代わ
り、家に入った後は神経質に消毒する必要も無く、普段通りに暮らせて楽です。

9. 　就寝前に（子供のいる人は子供に合わせて）もう一度外へ出て夜空を見
ます。大きな夜空と月や星、月明かりに照らされる雲や木々を見て、深呼吸
します。窓から見るのとは違う壮大な景色で、何年も前からずっと変らない
大自然がそこにある事を肌で感じると理屈抜きに安心して、よく眠れます。 

　統計的に何%の人に何が起こっても、「私」が感染する可能性は常に50/50で
す。生死の確率もそう。慌てることはありません。自分をちゃんと守り他の人の役
に立てるように生きていきましょう。本当にこの度のことでヨガの真髄を叩き込ん
でくださった先生方の存在がどれほど有難いかを痛感しました。　
  　　　　　　　              合掌。

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プローチ、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プも開催中。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〜

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 

ただ今、感染者数抑制のため 
全てのクラスを閉じています。  

安全が確認でき次第再開致します
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第22回デトロイト剣道大会が、去
る2月16日、今年も盛大に開催

された。会場はミシガン州バーミンガム
市のシーホーム高校。全米各地やカナ
ダから300名を超える参加者があり壮
絶な試合が繰り広げられた。来賓には
在デトロイト総領事ご夫妻、ＪＢＳＤ会
長、デトロイトりんご会補習授業校校
長、近本巧教士八段、全米剣道連盟か
らは副会長、理事の先生方が列席され
た。開会式ではアメリカ、カナダ、日本
の国歌をデトロイト剣道道場剣士によ
るバイオリンの生演奏で厳かに始まり、
デトロイト剣道道場の七段錬士、六段
錬士による日本剣道形の演武が披露さ
れた。

　試合は無段者の部、女子の部、から
開始され、10歳以下、15歳以下の部、
シニアの部、初段、二段、三段、四段、
五段以上の各部門、団体戦へと続い
た。どの部門も昨年度の入賞者と入れ

〜 第22回 デトロイト 剣道大会 開催〜
替わりが多く、1年の間
にそれぞれの努力と成長
があった。最終部門であ
る団体戦（大人）では、
激しい戦いが繰り広げら
れ、コートの周りを剣士
が取り囲み会場中が一体
となって剣道を楽しむ姿
があった。

　様々な人種が集まるア
メリカは、剣道でも同じ。
肌の色、国籍の違いがあ
る中、会場のいたる所で
交友の場が見られた。試

合が終わった剣士が一番始めにするこ
とは、コートの外でお互いの選手が駆
け寄り、小手を外して握手、そして日本
語で「ありがとうございました」という
のがアメリカ剣道の習慣となっている。
コートの中では対戦相手でも、試合が
終われば同じ道を歩む仲間となり話が
はずむ。デトロイト剣道大会会長で全
米剣道連盟会長の田川順照 範士八段
による開会の辞で述べられた「この大
会では、剣道の激しい戦いだけではな
く、剣道を通した友好を築いてほしい」
という“交剣知愛”の精神が根付いてい
ることを表している。剣道を通してお互
いを敬い、理解し合い、人間的な向上
を図る教えは日本でもアメリカでも受
け継がれている。

試合前日は、日本から近本巧先生を講
師としてお迎えしセミナーが開催されて
いる。近本先生は愛知県警察官で剣道
教士八段、2003年の全日本剣道選手

 22nd Annual Detroit Open Kendo Tournament

1 Shidogakuin

2 Houston Kendo Kyokai

3 Kendo Ontario

3 Detroit A

1 Columbus A

2 Columbus B

3 Detroit A

3 Gardena

1 Columbus A

2 Chicago Youth

3 California

3 Kendo Ontario

5 Dan & Up

1 Travis Hill Koyokai

2 Kunhee Kim Kendo Ontario

3 Elliott Alitalia JCCC

3 Yusuke Kimura Houston Kendo Kyokai

4 Dan

1 Alistair Faghani Shidogakuin

2 Shutaro Fujii Koyokai

3 Sung Hun Choi Garden State Kendo

3 Dunkin Adams Shidogakuin

3 Dan

1 Ho Jun Yoo Garden State Kendo

2 Mario Tanabe Case Western Reserve

3 Aidan Jokela Chicago Youth

3 Masahiro Muramatsu Shidogakuin

2 Dan

1 Justin Lee JCCC

2 Minami Matsunaga Columbus JLS

3 Collin Shinohara Detroit

3 Tomohide Katayama Columbus JLS

1 Dan

1 Takahide Katayama Columbus JLS

2 Isaac Ringler Columbus JLS

3 Vladislav Manevski Choyokan

3 Keigo Ishida Detroit

Women

1 Healin Park Garden State Kendo

2 Mi Ahn Koyokai

3 Molly Ricciardi Kendo Ontario

3 Sharon Uluh Houston Kendo Kyokai

Mudan Adult

1 Sean Kelly Koyokai

2 Sarah Chung Univ. of Michigan

3 Ryan Kelly Koyokai

3 Lukas Bong Choyokan

Mudan Sr. Youth

1 Misaki Matsunaga Columbus JLS

2 Akimasa Hotta Columbus JLS

3 Masamune Seki Columbus JLS

3 Riku Ido Gardena

Mudan Jr. Youth

1 Luke Ido Gardena 

2 Yuta Onitsuka Salinas Dojo

3 Lyn Uemoto NY Kenshinkai

3 Shunnosuke Magara Kansas City

Senior Team Youth

2020 Results
Team Adult

Junior Team Youth
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権大会では優勝、また数多くの勝利を
収めている。ウォーミングアップの後、
一番最初の指導は、剣道の基本の中で
も一番基本である竹刀の握り方。初心
者が一番始めに習うことである。参加者
全員が初心に返って見直すこととなり、
どの段階の人にも適したスタートとなっ
た。とてもわかりやすく一つ一つの動き
を、順を追って確認しながら進め、最終
的に「気・剣・体の一致」の一つの動作
に繋げていく指導をされた。

セミナー後、四段までの審査会が実施
され、多くの剣士が昇級、昇段した。セ
ミナーや試合は、剣の道を歩む者にと
って通過点に過ぎない。今回学んだこと
を自分のものにし、また次に向けて進む
スタートの日でもある。それぞれに新た
な課題を持ち、また来年の試合が素晴
らしいものになる事を期待している。

（記事・写真　デトロイト剣道道場）

【デトロイト剣道道場試合結果 】

初段　　:三位 Keigo Ishida 

二段　　:三位 Collin Shinohara 

シニア    :三位 Hidemitsu Mizusawa 

少年団体　:三位 Detroit A 

大人団体　:三位 Detroit A

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



www.takadadentalclinic.com

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

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。

ひのき杯バイリンガルクイズ大会参加者みんなでそろって一枚
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３月8日（日）、ミシガン大学において、 
Michigan Japanese Quiz Bowl 

（ミシガン州日本語クイズ大会）が開
催された。このイベントはJapanese 
Teachers Association of Michigan （
ミシガン日本語教師会）により開催され
る日本語学習中の中高生を対象としたク
イズ大会で、今年で27回目を迎えた。今
年は合計10校より、103名の中高生参加
者が日頃の日本語教育の成果を競って
会場を盛り上げた。
　予選は朝から行われたが、こちらは非
公開。午後より行われた決勝戦は、日本語
を学んでいる時間によって、５つの難易度
に分かれるが、合計31チームの学生たち
が日本語のクイズに挑戦。出題は、聞いて
理解する力、日本語を読んで理解する力
が試され、先生が読んだ文章の内容の理
解度を競うなど、難しいものも含まれてい
る。また、別室では、文化エキスポも開催さ
れており、日本のお茶や剣道のデモンスト
レーション、その他、大学関連ブースが設
けられ、クイズ参加の高校生が、日本文化
に触れたり、大学の情報を得たりできるよ

第27回 日本語クイズボウル &
第３回ひのき杯 バイリンガル クイズ大会　開催

う工夫がされている。
　また、当日、午前中は別室でひのきバイ
リンガル教育振興財団（Hinoki Foun-
dation）主催による３年-８年生の学生を
対象としたひのき杯バイリンガルクイズ
大会も開催され、こちらも、40名近くの参
加者が８チームに別れ、日本語クイズに
挑戦。互いの日本語力を競い合った。
　参加者の多くは現地のにじいろ小学校
や、デトロイトりんご会補習授業校などで
日本語を学習している。クイズは、それぞ
れ順番に自身で希望する1から８（難易度
低-高）のレベルから札を選び、質問が読
み上げられ回答するスタイル。最難度８か
ら挑戦する子どもたちも多く緊張も高まる
が、質問に動じず堂 と々答える姿は、見て
いて頼もしいものだった。日本語教育に従
事する先生方やイベントボランティアの方
々のサポート、グラントなど、デトロイト総
領事館やデトロイト日本商工会など地元
コミュニティからの支援があり実現してい
るこれらのイベント。ミシガンの日本語教
育、継承語教育が今後も活発に続いてい
ってくれることを願っている。

クイズボウル参加者

http://www.takadadentalclinic.com/
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2020年3月に入り新型コロナウイルス（COVID-19)感染拡大の中、自宅
待機令（Stay-at-home Order)が出ています。 手洗いなど基本のことを
徹底し、落ち着いて今を乗り切りましょう。 ここでは、「今家でできるこ
と」に焦点を当て、気分転換のヒントをシェアしていきます。

日常少しアレンジ 日常少しアレンジ 
シロップづくり。シロップづくり。

　　MI州在住のアーティスト、Aさんからのオススメです。
「よく自宅で作るのですが、現在、毎日自宅で仕事をする

皆さんに、ちょっとしたアイデアで気分転換が可能ではと
思いシェアします」

Tips 
 
■  牛乳から煮出したミルクテ
ィに入れてチャイにするもよし

■  コーヒーにも合わせられる
よう生姜は入れていませんが
お好みで。

■ お酒が好きな方は、上記の
コーヒーや、ミルクティにバー
ボンを入れ、温かくして飲むの
も、夜にはおすすめです。

チャイ・シロップチャイ・シロップ
の作り方の作り方

ポッドキャストをポッドキャストを
　聴いてみる。　聴いてみる。

　　　　

いま、どんなことをして
　すごしていますか　

作り方
材料全てを鍋に入れて火にかけ弱火で15分ほど 
煮出すだけ。 あとは漉してシロップを保存する。 

Podcast（ポッドキャスト）
スマートフォンやコンピューター、タブレット（とインターネット）があればどこ
からでも手軽に聴くことができる音声コンテンツ。そのほとんどが無料ですが、
ラジオのように生放送ではなく、録音されたプログラムで、企業発、個人発、様
々なジャンルのものが存在します。ダウンロードも可能。家事をしながら、運転
しながら、日本語もの、英語もの、まずはお気に入りを探してみましょう！

Kasia 　（Ikigai  Connections  ）
日英のバイリンガルに特化したオンライン求人掲
示板を運営。ブログやセミナーを通し、日本語学習
者、大学生、JETプログラム参加者など日本文化を経
験した求職者とグローバルな企業を繋ぐサポート
を行っている。オンライントレーニングプログラム
も開催予定。　　www.ikigaiconnections.com

大のポッドキャストリスナー、Ikigai Connections社のKasiaさんから推薦いただいた
ものをご紹介。　カテゴリ別です。　「英語の聞き取り練習にぜひ！」 とのこと。

インスピレーショナル：
Quote of the Day Show:　  
https://seancroxton.com/quoteoftheday/
その名のとおり、著名人が伝える「今日の一文」。 １0分程度のものが多く、著名人
によるその言葉にまつわるストーリーを紹介。毎日、「気づき」を与えてくれ、前向き
に過ごすための一本。

ビジネス関連：
Online Marketing Made Easy with Amy Porterfield:  
https://www.amyporterfield.com/amy-porterfield-podcast/ 
こんな時だからこそ、何かが生みだされる？  推薦者が起業するにあたり聴いた
ものとのこと。起業ストーリー、ビジネスに対する考察や、企業家インタビューな
ど生の声が聴ける。 

日本関連：
The Sasuga@ Podcast by Helen Iwata: 
 https://sasugacommunications.com/blog/ 
こちらは、日本人ビジネス「ウーマン」を応援するポッドキャスト。ビジネスのア
イデア、成功ストーリー、インタビューなどを公開している。

材料
砂糖：　1Cup
水：　    1Cup
カルダモン：15粒　(パウダーなら1/2tsp）
クローブ：　15粒　(パウダーなら1/2tsp）
シナモン：　１本（パウダーなら1/2tsp） 

https://nittsu.com/hikkoshi/
https://www.tabi22.com/btm/
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レシピのご提供：	
和菓子作家　杉井	ステフェス	淑子（としこ）さんプロフィール：
季節を映し出す和菓子の美しさ、歴史の深さ、優しい味に魅了され、複数の教室で和菓子を習
い和菓子師範取得。現在日本とアメリカにて、和菓子のオーダーメイド制作、デモンストレー
ション、和菓子教室・大学・日米協会・イベントの講師、展示会への出展などを行う。2016
年7月、初めての著書となる「甘くてかわいい、食べられる宝石　琥珀糖のレシピ」を上梓。	
2018年9月、台湾・香港にて中国語版を上梓。オーガニックコーディネーター認定。

季節の和菓子
kohakuto.com

季節の和菓子
kohakuto.com

桜もち（道明寺）桜もち（道明寺）
作り方作り方

材料材料
道明寺粉がなくても大丈夫!もち米から作る桜
もちです。いちごでほんのり桜色に色付け。いち
ご大福ならぬ「いちご道明寺」もオススメ。少し
のぞいたいちごが可愛らしい。	
	
[	道明寺	]	　　6個分
もち米	...	100g
水	...	110cc
いちご	...	50g(約	3	個)		
グラニュー糖	...	大さじ	2		
小豆こしあん	...	90g
(飾りオプション)	
いちご	
桜の葉の塩漬け	(地中海料理に使われる葡萄の
葉(Grape	Leaves)の塩漬けで代用可)	

　　　.........	道明寺とは	.........
関西で食べられる桜もち。道明寺粉とは、大阪の
道明寺で作られた「糒(ほしいい)」のこと。もち米
を蒸して乾燥させたもので、保存食・携帯食として
用いられていました。

 
[	下準備	]
•	 もち米をよく洗い、100ccの水に1時間ほど	

浸す。中あんを6等分し(ひとつ15g)、丸めておく。
•	 いちご50gはよく洗って、潰してジュースにする。
•	 桜の葉は水洗いして、ペーパータオルで水気をふき取

り、硬い軸の部分を切っておく。(塩けが強い場合は
10分水につける)。葡萄の葉を使う場合も同様に処理
し、適当な大きさにカットする。

[	道明寺	]

1.	 浸水後のもち米と水をフードプロセッサーにかけて、米
の形が少し残る程度まで粉砕する。

2.	 耐熱ボウルに粉砕したもち米をうつし、いちごジュース
を加えて混ぜる。

3.	 ラップをふわりとかけ、レンジで5分(1100w)加熱する。

4.	 ラップを外して(熱いので注意!)、グラニュー糖大さじ2
を加え、ヘラでよく混ぜる。ラップをかけずに、レンジで	
1分加熱する。レンジから取り出し、乾いた布巾をかぶ
せ、10分蒸らす。

5.	 粗熱がとれたら、固く絞った濡れ布巾で包んで棒状に伸
ばし、ヘラで	6	等分にする。

6.	 手に水(分量外)をつけて、5を手のひらに軽く広げ、あん
玉をのせて包む。包み終えたら、手を洗って、形を整える。
「いちご道明寺」は、小さ目のいちごをあん玉(10g)に
のせて、道明寺生地で半包みにする。

7.	 お好みで花びら型にカットしたいちごを飾ったり、桜
の葉(葡萄の葉)で包んで、出来上がり。	
	
※本レシピで使っている電子レンジは1100wです。

三色お花見だんご三色お花見だんご 作り方作り方

材料材料
電子レンジで手軽にできるういろう生地のお花見
だんご。白は白ごま、緑は緑茶を練り込み、	
3色3種のフレーバーのお花見だんごです。
	
[	お花見だんご	]	5	本分
上新粉	...	70g
もち粉	...	20g
水	...	150ml		
グラニュー糖	...	30g		
フードカラー(赤)	...	少 	々	
緑茶(茶葉)	...	1g		
白ごま	...	2g

	
...	上新粉はお米から出来た粉	です。アメリカで
は	Rice	flour,	White	rice	flour	が使えます。

...	もち粉はもち米から出来た粉で	す。白玉粉も
使えます。アメリカでは	KODA	FARMS	の「もち
粉」か、	Glutinous	rice	flour	が使えます。

 
[	下準備	]

•	 茶葉と白ごまをする

[	三色お花見だんご	]

1.	 耐熱ボウルに水とグラニュー糖を入れて、電子レンジで		
1	分加熱し、取り出してよく混ぜる。

2.	 	別の耐熱ボウルに上新粉ともち粉を入れ、1を流し込み、	
よく混ぜる。(ダマが出来たら漉す)

3.	 ふんわりとラップをかけて、電子レンジ(1100w)で	1	分
加熱する(1	回目)。

4.	 取り出してラップを外し(熱いので注意)、軽く混ぜ、表面
を平らにし、ラップをかけて電子レンジで	1	分加熱(2	回
目)。	これをもう一回繰り返す(3	回目)。

5.	 取り出してラップを外し(熱いので注意)軽く混ぜ、生地を	
3	等分にして、それぞれ別のラップにのせる。

6.	 5でラップにのせた生地のひとつを平らにつぶし、すった	
茶葉をのせる。そのままラップで包んでもんでひとまとめ
にする。熱い時は、ラップを布巾や手ぬぐいでくるむと扱
いやすい。

7.	 もうひとつの生地も同様に、すった白ごまを加え、ラップ
の	上からもんで混ぜ、ひとまとめにする。最後のひとつは
赤の	フードカラーを少量加えてラップの上からもんで色
付けする。

8.	 茶葉、白ごま、ピンクの生地を、それぞれ長さ	10	センチ
ほどの棒状に整え、水にくぐらせたスケッパーなどで	5等
分にする。

9.	 ひとつずつラップにくるみ、茶巾しぼりにして丸める。水で	
しめらせた竹串に	3	色のだんごを刺して出来上がり。	
	
※本レシピで使っている電子レンジは	1100w	です。

①

https://kohakuto.com/
https://kohakuto.com/
https://kohakuto.com/
https://kohakuto.com/
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四季の始まり、「春」です。
住居の管理を兼ねて、該当する項目の春のメンテナンス確認事項を確認く
ださい。

・ファーネスフィルター交換。
★冷房の点検。
★雨樋(Gutters)の掃除
★スプリンクラーの開栓。

・外回りに損傷等がないかの確認。（屋根・外壁）
・冷蔵庫、コイルの埃掃除。

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
をするようにして下さい。個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項
を大家にて対応頂けないか相談してみましょう。
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。

春のメンテナンス確認事項

#02
  

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.com

　私は日本人とアメリカ人のハーフです。数ヶ月前、学校の日本語の先
生にMSUで行われる日本語の詩の大会があることを知らされました。
ハーフとして出場できる大会が今まで聞いたことがなかったので、先生
に参加したい旨を即答しました。

　私はアメリカで生まれ、六歳までアメリカで育ち両親の仕事の関係で
日本に三年半住んだ後、二年間中国に住みました。そして、四年前の夏
にミシガン州に戻りました。小さい頃からお母さんが日本語をできるだけ
教えてくれましたが、日本と中国滞在中はインターナショナルスクールに通
ったので日本語を学ぶ機会が少なく、教科書を使って独学しました。ア
メリカに帰ってからも、私は「学年相当の日本語ができるようになりた
い」と言う気持ちから、教科書を読んで勉強しています。

　ミシガンに帰国したばかりの頃、日本語の教室に通いましたが、皆よ
り漢字の読み書きができず「ハーフの子は日本語を話せれば良い。」な
ど先生から言われ辛い思いをしました。振り返ってみると、私みたいな
学年相当の日本語ができない子が一緒に教室にいたのは迷惑かもしれ
ません。結果的に嫌な思いが強くなり日本語教室は止めてしまいまし
た。

　それでも、おじいちゃんやおばあちゃんにもたくさん日本語で話した
いと思い、日本語を勉強して大会に出場しようとしました。けれど、ア
メリカ人対象の日本語大会ではハーフだからという理由でいつも参加
できません。アメリカ人と同様にまたはそれ以上に一生懸命努力してい
るのに不公平です。私は日本語の発音が良くても、文法や漢字の使い
方を見ると４、５年生ぐらいの実力しかありません。反対に日本人対象
の大会では日本語の小学校に通ったことのない私にとっては能力不足
で参加できず、どちらでの大会でも拒否されているように感じてしまい
ます。

　ハーフだからこそ日本語や文化に興味を持っているし、皆と同じよう
に頑張っていてるのだから、大会などで成果を発揮する場が欲しいで
す。親が日本人かどうかではなく頑張っている人がもっと頑張れるよう
に希望を持てる大会があれば良いのではないかと思います。

投稿：スミス リア

み・ん・な・の・こ・えみ・ん・な・の・こ・え
YOUR VOICE MATTERS

　今は何かと新型コロナウィルスで世の中がカオスですね。はっきり言って危機感
がなさすぎだと思います。ミシガン州は日々感染者が増えています。私がKrogerに行
くと店員が目立つように「何びびってんの？？こわくないよ！」って大声で話していまし
た。あなたはいいかもしれないけど、高齢者、持病を持つ人のことを考えるとあまりに
も自分の事しか考えてないんだな、と思ってしまいます。

自分が感染すること＝他人に迷惑

　ある学校は、２週間自宅待機の対象となる国からアメリカに戻ってきたにもかかわ
らず、普通に子供を通学させていたところがあると聞きました。もし本当ならありえな
い。どれだけ毎日口を開けて空しか見てない生活してるのか不思議でしょうがない。
私そういう方々にゴルフを勧めたい。ゴルフは技術、面白さだけではなく同伴者への
気遣い、会話も楽しさなので是非始めていただきたい。マナーうんぬんではなく１８
ホール４時間を一緒に過ごせて嫌な気持ちになった人は私はいないのですが、稀に
不運な方々のお話をお聞きします。でもそれもゴルフの一部なので我慢してくださ
い。という事で、私は我慢してます！

　悲観的な事ばっかり言っても仕方ないので、是非みなさん自宅待機して、外に行き
たかったら散歩してください。私は毎日春を探しに散歩しています。散歩していてもや
はり150ヤード先の信号機を見てアライメント確認とかしてしまいます（笑）

　皆さん一緒に頑張りましょう！！！　健康・安全第一！！！

SSttaannddaarrdd  GGoollff   

<プロフィール＞長長倉力也。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 Per-
formance Centerでゴルフレッスンを提供。Mastersを始めPGA Tour, LPGA 

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

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。Standard Golf Club創設5年で約1,500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。

「みんなのこえ：Your Voice Matters」までみなさんの思っていること、考え、共有したい
ことがあればご投稿ください。　　　 

投稿はこちらまで：　japannewsclub@pntrpress.com

♢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

▲ご予約はこちら

http://mkthomes.com
http://www.standardgolfclub.com
https://countryinns.com/novi-mi
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　第一回目のよりみちスポットは、日本スイーツ好きの
間で話題になっているオープンしたばかりのWhite Wolf 
Japanese Patisserie。　中に入ると、外からみるより意
外に広く、モダンでゆったりした雰囲気の店内。店名から 

「ザ・和」といったテイストかと思えばそうでもなく、東
京、NYのカフェのよう。よくよく見なければ日本の要素が
入ったカフェと一目ではわからないが、カウンターに近づ
くと、見慣れた和風の茶器、茶せん、日本製コーヒードリッ
プのセットなどが並ぶ。商品をみると日本を色濃く意識し
たデトロイト近郊でも異色のカフェ・ベーカリーだ。取材に
は、こちらのトップシェフDoranさんが温かく迎えてくれた。
オーストラリア出身のシェフDoranは、お母様がイタリア
人。いつも料理をしていた家庭に育ったという。料理学
校ではフレンチを学びその後NYに渡ると、レストラン 
Morimotoのポジションをゲット。デザートのセクションに

配属される。TVショー「料理の達人」“和食の鉄人”こと森本
正治シェフのレストランだ。そこでみっちり和のスイーツを極
め、その後は、GoogleやPixarなどでもシェフを務める。日本
では蕎麦造りをはじめとする真の日本食も経験した。
　ショーケースをみると、日本のスイーツの要素をふんだん
に取り入れた数々のケーキやパン、菓子類が美しく並んで
いる。 フルーツ、抹茶、あんこ、クリーム、ゆず、ごま、きなこ
など、日本人ならみなが親しんできた材料のものばかりだ。
お味は、シンプル、というと語弊があるかもしれないが、何
が入っているか、シンプルに素材の味がしっかり伝わるもの
ばかり。甘さも強すぎず、すでに日本人の料理好きの間で
は、「ここは良い」とお墨付き。どこか「今」を感じさせるセン
スが光っていて、日本のケーキに＋αのアレンジが加えら
れた新しさを感じる。また、コーヒーは様々なロースターの
ものを揃えていてそこへもこだわりをみせる。「できる限り
地元のものを使用し、素材の味を引き立たせるスローフー
ドの概念を大切にしたい」と言うシェフは、内装は白黒と木
の味わいを基調とし、すべてメープルの木で統一。これもメ
インの商品が引き立つように、と全ての面においてシェフの
こだわりを形にしている。
　こちらのカフェは、ミシガンの日本食材店ワンワールドやノ
ーブルフィッシュを傘下にもつTrueWorld社と、シェフDoran
とのコラボで実現されたベーカリー。新型コロナウイルス拡
大の影響を受け、現在はオンラインで注文、ピックアップで
対応している。カツカレーや唐揚げもメニューに加わった。 
ぜひ、いつかこの窮屈な生活から開放された時に、またゆっ
くり立ち寄りたい素敵な場所でした。 　　　（JNC編集部）

White Wolf Japanese Patisserie
Clawson, MI

シェフDoran（左）TrueWorld社Bleu氏

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

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

31 E. 14 Mile Road, Clawson
　　whitewolfbakery.com

カレーパンやメロンパン、食パンはこちらの人気メニュー

イチゴのショートケーキやミルクレープ、その他ティラミスもおすすめ。

黒ごま、抹茶のカプチーノ

http://riveroakswest.com/
http://oneworldmarket.us/
http://whitewolfbakery.com 
http://kobylearn.com/


PAGE 16・JAPAN NEWS CLUB・April2020

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。

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。

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%A0/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%AF%E9%9B%86
http://www.med.umich.edu/jfhp/
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■ 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/
............................................................................................

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

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）
□ 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

mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
http://www.sunnypointe.com
http://www.keikokikuchidental.com
http://www.aielloglobal.org
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文＆写真　by ヤマトノオロチ
ミシガンクラフトビール産業の行方

（右）ケースにも空きが目立った命令初日夕方 
（左）またすぐに気持ちよくこちらのAustralis（ IPA）を飲める日が来ることを願うばかり

（左）To Goは販売中 

Cadillac Straits Brewing Company　
27651 John R. Street, Madison Heights, MI 48071

www. CadillacStraits.com

　すべてのK-12 の学校の閉鎖を3月12日に発表したWhittmerミシガン州知事は、続く週
明け早々16日にレストラン、カフェ、映画館等の娯楽施設の一時的閉鎖を命じた。ミシガ
ン州でクラフトビールの紹介をしている自分としては、心配していた矢先のことだった。
　発表の二日前に以前紹介したCadillac Straight BC (Madison Heights)を訪れた。数
日後のセントパトリック・デーに向けてIrish Stoutをリリースしており準備万端、といった
ところだった。オーナーの一人Garyは「今週もライブバンドが来たときはにぎわっていた
し、様々なことに配慮してセントパトリック・デーにはパーティーを行わず、来客してくれ
る人と祝いたい」と話していた。ところが、翌々日の月曜日には、16日午後3時をもってバ
ー、映画館、カジノ等を一時閉鎖、レストランはキャリーアウトやデリバリーにサービスを
限ることを命じた。午後３時のビジネス・アワーでの閉鎖は、利用者の多くは成人であり、
驚きも大きかった。
　Cadillac Straight BCを再び訪れた。レストランフロアーは椅子がテーブルの上にあげ
られていた。ビール・ワイン醸造用のサプライ販売しているので、ストアーは平常通り開
店。もう一人のオーナーのGordieは「これからしばらくは家にこもるようになると見た人
たちが醸造用品を買いに来ていた。今日は最も忙しい一日の一つだった。でも今後はこ
の命令は長引くと思う」と悲観的な先行きと見ている。確かにたとえて言うなら10Kg入り

の米袋よりも大きい袋いっぱいのグレインを購入する人を目にした。
　知事の命令はTo Goやデリバリーは制限から外れるので、店の中には缶入りやGrowler
入り等を買い求める人もいた。命令の後最初の週末の状況では、同じくサプライ用品も販
売しTasting RoomをもつCap ‘N’ Corkも同じ対応で、ストアーはオープン、To Goも販売
中。ミシガン南西部の10の名だたるブリューワリーについて調べて見ると、完全一時閉店
はRochester Mills (Rochester)のみで、レストランは閉鎖するがTo Goを続けるのはRoyal 
Oak BC、逆にレストランのキャリーアウトとTo Goを続けるのがAsscion BC (Novi)、Jolly 
Pumpkin BC (A.A)、Arbor BC (Plymouth)、Grizzly Peak BC (A.A)らだった。また、電話
だけではなくオンラインでも注文を受け付けるのがDraught Horse BC (South Lyon)だっ
た。SNSでの情報提供や対面接触を避ける傾向をいち早くキャッチした対応だ。
　「人気があるIPAのshelf life（棚に在庫として置ける日数）は6～8週間。来週も醸造を
続ける」と前述のGordieは言う。クラフトビール業界だけではなく、レストラン業界にとっ
ては大きな影響だ。知事の命令が出た日の夕方、スーパーのビール売り場の棚も空いて
いるのが目についた。独自性をもって発展してきたクラフトビール産業を応援したい。
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コミュニティー情報

2020年度⽇程 コース (予定)
5/2 (⼟) Eagle Eye

5/23 (⼟) Greystone
6/20 (⼟) Legacy
7/11 (⼟) Calderone
7/25 (⼟) Leslie Park
8/8 (⼟) Moose Ridge

8/22 (⼟) Spin-off 会 (コース未定)
9/12 (⼟) Captainʼs Club
10/3 (⼟) Shepherdʼs Hollow

シカゴ会メンバー募集
シカゴ会とは︖
その昔、シカゴ在住の諸先輩⽅がミシガンへ移住した際に発⾜した、ゴルフ好き

の集まりでシカゴ会です。その歴史は、既に30年以上です。

・Novi近辺から1時間程度と少々遠いけど⽳場・⾯⽩いコースで、年8回の
HC戦を⾏います。

・参加者の平均スコアは95程度ですので、お気軽にご参加下さい。
・⽉例会優勝者には、素敵なトロフィーを進呈、⾶び賞、ニアピン・
ドラコン賞等もあります。最終回には、グラチャンも決定︕

・参加賞・バーディー賞含めた各賞にはポイントを進呈し、年末には
(シカゴ会オリジナルグッズ等との)ポイント交換会を兼ねた忘年会も
開催しています。

シカゴ会でゴルフ友達の輪を拡げませんか︖⼥性プレイヤーも歓迎です。
取り敢えずのゲスト参加も歓迎します。

会費
年会費 ︓$60
⽉例会費︓$60~$90 (開催コースにより異なります)

連絡先
HP ︓http://chicagokai.com
お問い合わせ ︓info@chicagokai.com お気軽にメール下さい。

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
“ Spring キャンペーン“

4月1日 〜 30 日

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︕    

＊4 ⽉開催は新型コロナウイルス拡⼤により、開催中⽌と致しました 

＜2020 年度スケジュール＞  

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

8/16(Sun) 9/6(Sun)  10/4(Sun)＊追加開催検討中  

＊ 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/golden-fox.html   

＜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@gmail.com  

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

4月のイベント

無料カウンセリングウィーク

2020年4月20日（月）～24日（金） 

Emailにて学校関係、請求書、日常生活等で分からない事や 

お困りのこと等無料でカウンセリング致します。

www.jfsusa.com　
information@jfsusa.com
248-946-4301
24055	Meadowbrook	Rd.	Novi	48375												

Japanese Family Services, USA

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

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

 

Koby Learning Group 
Spring キキャャンンペペーーンン‼‼ 

4 月月 1 日日～～30 日日 
 

4 月月のの新新ししいいススタターートトにに向向けけてて 
 

☆☆新新規規入入学学のの方方へへ入入学学金金 40 ドドルル免免除除！！ 
☆☆在在校校生生へへははオオンンラライインン支支払払いいのの手手数数料料免免除除！！ 

 
 

＊＊ススカカイイププレレッッススンン受受付付中中！！ 
ごご希希望望のの方方はは下下記記連連絡絡先先へへおお申申込込みみくくだだささいい。。 

 

 
 

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

http://www.michigan-kai.com
http://chicagokai.com
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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
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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
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Sanpei

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!!

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！

◆ 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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.

10 Mile Rd.

京風味

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

(McLaughlin's Thomasville Center 内)

現在、新型コロナウイルス感染拡大のため、営業時間や 
営業形態が一時変更されてる可能性があります。　 

広告に関し、各ウェブサイトをご確認の上ご利用ください。 
www.japannewsclub.comにも情報リンクがあります。

http://www.novidentists.com
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
http://izakayasanpei.com
http://www.osushimi.com
https://www.godaiko.com/home
https://sushidenonline.com
https://www.japannewsclub.com
https://www.japannewsclub.com
https://www.japannewsclub.com
https://www.japannewsclub.com

