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マインドフルネス
ご存じですか？

フォーク阿部まり子
（Mariko Abe Foulk, LMSW, ACSW）
ミシガン大学 Michigan Medicine 老年医学センター
日本家族健康プログラム 臨床ソーシャルワーカー

去る2020年4月１６日、MKTHomes / Japan ニュース 倶楽部共催において、

『COVID-19パンデミック下におけるマインドフルネス〜ストレス低減の

一助〜』と題し、無 料オンラインセミナーを開催しました。現在、世界中で

COVID-19のパンデミックにより自宅待機、活動自粛を余儀なくされています。
感染に対する恐怖をはじめ、様々な要因で不安・ストレスを抱きやすい生活の中
で、これらとどう向き合うかが課題となっています。ストレス低減のヒントとなる
「マインドフルネス」について、フォーク先生にお話いただきました。

（JNC編集部）

●ESL

夏期講習

各期 10 日間＄320/期*

一日講習(午前午後)

＄624/期

「マインドフルネス」

こ

の聞き慣れない言葉が日本語にな
りました。2016年に、当時９０歳
の母から、NHKで「マインドフルネス特
集」があった、との国際電話が入ったの
を懐かしく思い出します。日本の本屋で
も、ここ数年帰国するたびに、
マインドフ
ルネスに関する書籍が急激に増えてきま
した。
マインドフルネスとは、
「今、この瞬間
の自らの体験に気づくこと」です。自らの
体験とは思考、感情、身体感覚ですね。
（五感から入ってくる刺激も含まれます）

月〜金 9:05am-12:00pm もしくは 12:30-3:30pm

☆早割り‼☆
基礎英語力の習得に重点を置いた集中 ESL クラス。サイエンス・
5/31 までにお申込みで
クラフトの時間も♪現地校で必要なスキル、話す・聞く・読む・書くを
＄10 割引！
学びます。10 日目にはキャンプでの成果を各自披露する
ESL 夏期講習五期に渡り開講
プレゼンテーションを行います。
１期:6/15(月)-6/26(金)
午前中と午後のプログラムを組み合わせての一日講習も出来ま
＊週 2、週 3 日での参加は＄35/日で可能です。
2 期: 7/6(月)-7/17(金)
す。
*各プログラムで教材費 7 ㌦が別途掛かります。

●夏期キンダーガーテン準備クラス
週２日・$100/月

3 期:7/20(月)-7/31(月)
4 期:8/3(月)-8/14(金)
5 期: 8/17(月)-8/28(金)

6,7,8 月の火＆木週二日のクラス 9:25am-10:25am
キンダーガーテン入学準備を目的にした、4 才から 5 才児対象のクラ
ス。英語での歌、遊び言語を学ぶ事で指示に従う練習をします。
（時間中、保護者の方は敷地内に留まって頂く事をお願いします。）

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road
Novi, MI 48375

info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
248-513-4635

それらをどのようにして気づくのかという
ところがポイントです。
「注意を払って、
批判することなく、優しく」気づくわけで
す。これはなかなか難しいことです。日ご
ろ、私たちはあまり「今この瞬間に気づ
かずに」忙しく時間を過ごしています。

優しく気づく
例えば、仕事の帰り道、今日あったこ
とを思い出して悔いたり、落ち込んだり、
腹立たしく思ったり、またこれからのこと
を「あれもしなきゃ、これもしなきゃ」と思
ったり、心配したり不安を抱いたりしなが
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マインドフルネス
ら、運転したり歩いたりします。そして、ふ
と気づいたら、もう家だった、という経験
をされた方もあるのではないでしょうか。
また、今この瞬間の体験に気づいても、
それは、批判したり、比較したりしなが
らの場合も多いですね。また状況が自分
の望むようなものではない場合、たとえ
ば不愉快なこと、不都合な事、つらい事
が起こった場合など、私たちは自他を責
めたり、いら立ってしまったり、また無視
して他のことで紛らわせようとしたりしま
す。マインドフルネスとはそんな時、自分
のそんな状態にも批判することなく、優し
く気づこうとするわけです。そして、心を
安定させ、どのようにそれに対処したらい
いか、という次のステップへと、それは繋
げてくれる一助となるわけです。
このマインドフルネスですが、実はそ
の昔ブッダが 説いた教えであり、ここ
２５００年あまり仏教僧侶の修行の一環と
して存在してきたものです。それが西洋の
医療に導入されたのは、まだ日が浅く３５
年余りです。それ以来、心理療法、医療ケ
アの分野で広く応用されてきました。スト
レス、うつ、不安症、摂食障害、高血圧、
疼痛などの緩和、及び人生の充足感が増
したといった成果が発表されてきており、
またその効果は、多くの科学的（および脳
科学）研究により実証されてきました。そ
れも、
マインドフルネスが、ここまで世界的
に急速に広まった一因だと思います。

ご存じですか

トレーニングが可能
マインドフルネスは誰でも養成できま
す。
「脳の筋トレ」のようなものだという
表現もあります。自分が意図するところ（
例えば呼吸や体の感覚）へ、優しく注意
を向ける、そして注意が他に逸れたら、
批判することなく、何度でも戻すわけで
す。実際、８週間の養成の後、以前と比
べて前頭葉の厚みが増えた、ストレスで
活性化する偏桃体が縮小したなどの、脳
科学者による研究成果も発表されてい
ます。養成訓練は、座禅のようなフォーマ
ルな訓練から、ストレス低減養成講座、
そして、日常生活の中で、より今この瞬間
を大事に生きるか、といったものまで、幅
広く行われています。

ミシガン⼤

PRESENTS

オンライン (無料）
マインドフルネス養成
MINDFULNESS
TRAINING

２０２０年５月11日・18日・25日
月曜日 午後１時からの３０分
Zoomにて。
・氏名・年齢・住所・電話連絡先
申込みは上記を記入の上、
下記Eメールまで連絡を。

mfoulk@umich.edu

この度、ミシガン大学病院では、この
「オンラインマインドフルネス養 成」
（無 料）を開 催します。この機 会にぜ
ひご参加ください。4月に行われました
MKTHomes/JapanNewsClub共催の
オンラインセミナー記録は下記よりアク
セス（音声）いただけます（クリック）

h t t p s : // w w w. j a p a n n e w s c l u b .
com/2020/04/covid-19/4-16-2020webinar2-2/
マインドフルネスに関する
研究発表増加を示したグラフ▶︎
American Mindfuless Research Association, 2019
Source:goAMRA.org

在デトロイト 日本国総領事館

在外選挙の制度と手続きについて
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。

筆者プロフィール：

-

フォーク阿部まり子

関西学院大学社会学部社会福祉卒業。
ミシガン大学ソーシャルワーク大学院修
士。その後４0年、精神科及び老年科臨
床ソーシャルワーカーとして活躍。１９９
３年から現職。高齢者と家族、在米日本
人、駐在員家族への個人及びグループ心
理療法提供。近年は、ストレス解消法や
うつや不安の予防及び治療の一環とし
てのマインドフルネス心理療法の実践を
してきた。 日本では専門職及び傾聴
ボランティア対象にマインドフルネスや
セルフケアに関する講演提供。著書：「
高齢者のマインドフルネスに治療法」
（
共著２０１８．誠信書房）、英語では全米
ソーシャルワーク学術誌に実践成果を
発表(２０１３．２０１７)。その他チーム
医療など学術論文多数。アンナーバー
在住。
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国

【 US CENSUS 2020 】 米国

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、

国勢調査 が始まります

（Supplemental Nutrition, Bridge Cards,

世帯とは何ですか？

るために使用する個々のIDが記入された

道路修復、交通機関、その他コミュニティの

査は各住所によって回答が必要です。米国

トが遅い場合、用紙に記入して返送する

査はそれらの住所のそれぞれに送信されま

させることもできます。

校の寮など）を持つグループに住んでいる人

信がない場合は、3月16日、3月23日、4

Meals on Wheels）をはじめ、住宅ローン、
成長と繁栄を支援するさまざまなプログラム

1790年から10年ごとに実施されています。

にも使用されます。

国勢調査が重要なのはなぜですか？

カウントが低い場合はどうなりますか？

州に返還しています。州がどれだけのお金

をカバーするにははるかに少ない資金しか

によって決定されます。そして、州に何人住

の場合、カウントされなかったすべての人に

ごとに調べます。そこで国勢調査の結果、回

年（10年間）負担することになります。例え

の10年間、連邦政府から還元される額も少

ントされない場合、デトロイト市は今後10年

国勢調査の場合、世帯は住所です。国勢調

カードが郵送されてきます。インターネッ

には約1億4000万の住所が存在し、国勢調

方法もあります。また、電話で調査を完了

す。1つの住所（刑務所、病院、養護施設、学

国勢調査は3月12日に郵送されます。返

もカウントされます。

月8日、4月20日に通知が届きます。

連邦政府は毎年、税金から徴収した資金を

ミシガン州や郡・都市は、前述のプログラム

を得るかは、
「その州に何人住んでいるか」

もらえなくなります。例として、デトロイト市

国勢調査内容は保護されますか？

調査員が家に来ることはありますか。

んでいるかの数は、国勢調査によって10年

対して一人につき5,500ドル、市が費用を毎

機密にするための国勢調査専用の法律が

国勢調査局からのそのバッジと身分証明

答数が少なくなる場合、国勢調査の数年後

ば、デトロイトの3％（約20,000人）がカウ

トル13には、連邦政府の最も厳格な機密保

国勢調査の完了を求めます。調査員が来

なくなるのです。ミシガン州は2010年の国

間で10億ドルを失うに等しいのです。

て収集された情報を他の機関と共有するこ

かに簡単です。

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。

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

アメリカ合衆国には、国勢調査内容を100％

4月末までに国勢調査を返送しない場合、

あります。アメリカ合衆国国勢調査法、タイ

書を持った調査員があなたの家に訪れ、

持法があり、それによると国勢調査によっ

るのを待たずに、自身で記入する方がはる

とはできません。いかなる理由においても

カウントされるのは10年に1度だけです。私

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？

ミシガン州が毎年受け取る300億ドルは、州

数えられない唯一の人々は、観光客として

市民権やビザのステータスについての質

の部族、その他コミュニティに役立つプロ

人々です。他の誰もが重要です。世帯にい

たが米国に住んでいるかどうかだけ」を知

資金はどんなことに利用されますか？

場合、国勢調査の対象となります。

や郡のため、またはネイティブアメリカン

ここにいて、国に戻ることを計画している

問は関係ありません。国勢調査は、
「あな

る子供や新生児を含む、家族の全員を数

りたいと考えています。

（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

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。

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

かは関係ありません。米国に住んでいる

グラムなどに使用されます。子供の教育

たちのコミュニティすべての人、子どもから

国勢調査の質問は9つだけです。あなたの

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。

記事提供：

Hayg Oshagan

何か郵送されてくるのですか？

ウェイン州立大学

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

Director of New Michigan Media

子どもたちに
してあげられること

2020 US CENSUS

国勢調査

米国

子どもたち
みんなに

与えたいこと。
それは

最高の

教育環境

が始まります

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
詳細：
www.mivoicecounts.org
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Sanpei
テイクアウトをしよう
ローカル食材店

Main St

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

レストラン

★日本の生ビールあります！★
(アサヒ・キリン・サッポロ）

多くの方がCOVID-19の影響を受ける中、ローカルのレストランは営業

Tel: (734)

Joy Road
Morton Taylor Road

伝統の味とサービスをお届けします

Ann Arbor Road

Sanpei
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

形態が変わり、テイクアウトサービスなどで私たちの生活を支えてくだ
さっています。
（食料品店含）レストランは電話やウェブサイトから事前

京風味

1/8
page
size ad. Godaiko Restaurant （営業時間・他は各店
に注文
・支払い後に取りに行くスタイルが主流。
March
2007
舗に事前に確認ください）
マスクをして安全にご利用ください！
【営業時間】

◆ 寿 司

水-月： 〔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)
火：定休日

◆ うどん・そば
Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

McLaughlin's Thomasville
Center

Novi Rd.

AJISHIN

★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。

Meadowbrook

◆ カレー

Gra
nd R
iver
One World
Ave
.
Market
Chevrolet
10 Mile Rd.

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan
(734) 930-2880

＊週末も平日と同様の営業時間となります。

(248) 380-9850

42270 Grand River, Novi, MI 48375
(McLaughlin's Thomasville Center 内)

カラオケ有!!

Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)
お持ち帰り
宅配 OK！

お持ち帰り・宅配も承ります！
Carryout / Delivery Available

６/5/2020 JNC

ノーブル フィッシュ

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

お酒を
飲めるように
なりました！
( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

www.sushidenonline.com

Pont
iac T
rail

N

Maple Rd
Sunoco

Clark

Burger
King

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

ワンワールド マーケット
42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

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

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

月～土： 10a m - 8p m
日： 1 1am - 7：30pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

月～土： 9am - 8p m
日： 10 a m - 8 p m

www.oneworldmarketinc.com
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”

（第207回）

トランプウイルス、
終息に向かうか？

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

ミシガンも五月晴れの５月です。冬が長く厳しい当地の春の訪れは例年なら喜びが
一際大きく胸がワクワク、心がウキウキする筈なのですが、この冬は暖冬であったのと
今も地球規模で猛威を振るい数多の犠牲者を出し続けている新型コロナウィルス騒
ぎで心が痛み、気持ちが沈みがちの毎日です。現在の居住地が米国または日本、その
他に拘らず読者の皆様とご家族並びにご親戚、友人、知人など関係者のご無事を切
に願って止みません。振り返れば、本紙新年１月号で「今年は何かいい事あるかな？」
と書いたのに年明け早々のイラン騒動から始まってこのコロナ騒ぎで負の連鎖が止ま
りません。去る２月に７０の大台に乗ったこの年齢でまさかこんなことが起こるなどと
は思いもしませんでした。もちろん、過去にスペイン風邪やSARS、MERS、エボラ出
血熱、ジカ熱など多数の諸国や地域を巻き込んだ感染症の歴史的知識や関連情報は
ありましたが、今回のコロナ騒ぎは規模もレベルも違い過ぎます。本題で後述する前に
ちょっとだけスポーツの話題です。二刀流大谷選手の復活を首を長くして待っているこ
ちらの気持ちにお構いなく開幕が延び延びになっているMLBですが、現時点では６月
末か７月初め頃の開幕で例年のような２リーグ制１６０試合のレギュラーシーズンでは
なく、遠距離の移動をしないで済むように国内を３地区に分けそれぞれ約１００試合程
を無観客の球場で行いTV中継するという腹案もあるようです。実現すれば異例の試
みになりますが、アメリカン・パスタイムとして歴史と伝統、国民的人気もあるプロ野球
を何とかファンに届けて少しでも勇気付けたい気持ちなのでしょう。チームや個人の成
績、記録の扱いがどうなるかなど詳細は分かりませんが、今後コロナ騒ぎがかなりのレ
ベルまで沈静化しプロ野球放送T V観戦が実現することを願いましょう。
では、本題の『トランプウィルス、終息に向かうか？』に移ります。
前号では「新型コロナウィルス：トランプにとって吉か、凶か？」がテーマでしたが、
先月の一連の動きを辿りますと、3月半ば過ぎにホワイトハウス特別対策チーム（タス
クフォース）結成以来遅ればせながら国家非常事態宣言、感染防止ガイドラインの作
成・公示、受入れ医療施設・病床の増設、
マスク、手袋、フェースシールド、防護服、人
工呼吸装置などの医療器具・用具・消耗品の増産・配布、治療薬・予防ワクチンの開
発・検証など医療面の対応が間借りなりにも加速しています。同時に経済・財政面で
は、日常生活に必須の事業や業務（エッセンシャルワーク）以外の事業は生産・営業
活動停止、在宅勤務、自宅待機、失業などで企業や個人の収入激減の経済的、財政
的苦境を救済・緩和するためトランプ政権と上下院議会で複数の国家緊急経済復興
刺激予算案の作成・審議・議決・承認が超党派で迅速に行われ、既に小規模企業へ
の救済資金や各納税者向け救済チェックが一部手元に届いたり、銀行振込みがなさ
れ始めてトランプの思惑通り大統領と政権の人気支持率もやや盛り返した4月前半は
トランプにとって『吉』と出ました。しかしながら、銀行など金融業者との関係が弱く
救済資金を待ったなしで最も必要とする小規模企業や個人経営の店舗の多くはリ
ソースの不足や手続きの煩雑さのためにタイムリーに動けず、当初割り当てられた緊
急予算もあっと言う間に底をついて救済を得られない結果となってしまった実態が
浮かび上がり『小吉』程度になりました。個人店舗が受益出来なかった一方では、全
米もしくは多州に跨（また）がるかなりの規模のホテルチェーンや飲食チェーン店がい
ち早く動いて救済資金を受取り本来の狙いと食い違いを見せました。その後自主的に
あるいは政府の要請を受けて救済資金を返金した企業もあるとのことですが、後続
の救済予算に関しては同じ事が起こらぬように明確な制限と監視が急務です。
また、ホワイトハウスでの連日のタスクフォースチームの記者会見では当初から感染
症医療専門家メンバーとトランプの認識と対応策にズレが見られましたが、回数を重ね
る度にそのギャップが是正されるどころか広がるばかりで、タスクフォースチームの合意
による速報や質疑応答ではなくトランプの個人的見解を主とする選挙キャンペーン色
が強くなり、データや事実に基づかないトランプの登場時間が長くなって感染疑義者の
検査・追跡能力アップや自宅待機・自粛を推奨したホワイトハウスやCDCのガイドライ
ンも各州知事が個別に実施している自宅待機、外出自粛の緊急政令も無視する形で営
業生産活動再開を出来るだけ早くしたい、またそのタイミング決定は州知事権限ではな
く大統領である自分に最終権限があると言い張る始末。３月の記者会見で「検査が上
手く行かなかった場合は責任を取るのか？」と訊かれて「責任を取るつもりはない」と答
えたのは記憶に新しいですが、責任は取らず権限は保持して自分のやりたいことだけ権
力行使するのでは理屈が通りませんね。権利・権限と責任・責務はセットで成り立つも
の、自分に都合の良いやりたい片方のみでは通りません。ましてや国家の最高責任者が
そんないい加減であってはなりません。ついでに言えば、ミシガン州知事の自宅待機命
令に抗議する人達がランシングの州庁舎の周りに集まり撤回、解放を求めるデモをして
いましたが、
マスクもせず周囲との間隔もガイドラインの目安である６フィートを保たぬ

密な状態でした。抗議のプラカードにはFreeの字句がありましたが、自由を求める権利
と他人に迷惑を掛けない義務・責任は同じく対を成すものです。他の大勢の人が自宅
待機、外出自粛している時に少数の人が自分勝手に行動して、その中にたとえ一人でも
ウィルス保有者がいれば直ぐに複数の人に感染させるリスクがあり、家に帰った後で
更に感染が広がるリスクもあります。ニュースで知った時に「これでそれまでの減少傾
向が逆戻りするかも」と思い、当事者達の自律・自制心の無さにがっかりしました。
また、つい最近の記者会見では検証データが不十分な２種類のマラリア治療薬（そ
の後死亡例が多い事実が判明）が「新型コロナウィルス感染症の治療にも効くはず。感
染者は失うものはないので使うべき。ゲームチェンジャーだ」と勝手で無責任な思い込
み発言をし、別の記者会見では「人体への紫外線照射や市販の殺菌消毒剤の体内注入
でウィルス感染が防止出来ると思う」と飛んでもない発言をし、脇で控えていた医学博
士のバークス女史もフォローする言葉に詰まる失態を招き大統領に対する国民の不信
感を増幅してしまい、４月後半は『凶』に転じました。発言内容やメディアの質問に対す
る応答も鋭い質問には答えられず、
「無礼だ！」と怒り出し、答えても前後の発言がコロ
コロ変わって直ぐに嘘や事実に反する内容とバレてしまう有様で、政権内部や共和党の
メンバーからも「大統領の会見TV放送への出演時間が長過ぎて次期選挙に向けて大
統領にも共和党にもマイナスリスクとなる」と窘（たしな）められたようですが、他人の意
見を聞かず我が道を行くトランプは一度は質疑応答なしの短時間で会見終了したかと
思えば、翌日は会見を行わない事態もありましたが、民主党が次期大統領選候補をバ
イデン前副大統領一本に絞って結束を固めてきたことと下馬評では不利な支持率から
焦りとイライラに苛まれ、選挙対策マネージャーに当たり散らしたり、ジッとしていられな
い状況となり、やはり自分自身が自らのスポークスマンとなってしゃべらずにはいられな
い自己中の性格は変わらず、先月末の会見では再登場していました。
そのような中でいち早く感染拡散防止策を取ったカリフォルニア州や今も世界中で
最悪・最大のホットスポットであるニューヨーク州、ニューヨーク市内の新規感染者
数、死者数が数日連続で減少傾向を示し、明るい希望が見え始めて来ました。アンド
ルー・コモ、ニューヨーク州知事は記者会見で「引き続き注意は必要だが、上昇カー
ブが頂点を打ち下降側に入ったと思われる」と発言。また、
「このまま減少が続き安定
した状態になれば段階的に営業生産活動を再開しても良い。但し、検査能力・実施
数と感染者の追跡能力確保が前提条件」と断言しました。トランプ大統領が検査能
力・実施数と感染者追跡能力についてそこまで必要がないと真剣に取り合わないのと
は対照的ですが、感染症対策の基本は感染者の囲い込み、検査・追跡能力、治療法
とワクチンの開発・確立が柱ですから、それらを抜きにしたままで営業生産活動再開
は無謀の極みでウィルスの拡散再燃、感染者・死亡者数も再度増加する危険性大で
す。もしそんな事態になったらば、今でも疲労困憊、辛うじて限界ギリギリで繋いでい
る医療機関、医療従事者・関係者の体力も気力も続かなくなり、医療崩壊になりかね
ません。ジョージア、フロリダ、テキサスなど共和党所属州知事政権下の数州でやや
性急と思われる解放策が実施されそうですが、その点が大いに懸念されます。感染第
二波襲来ではなく今の第一波が長引くことになれば、解放策は失敗＝人的・経済的ダ
メージは更に大きくなってしまいます。
そう言えば、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が先月末米国
内ではベスト、世界中でも有数の医療機関であるMayo Clinicのミネソタ事業所を訪
れ、医療スタッフや患者と面談した際に院内規定で義務付けられているマスク着用を拒
んだ挙句に握手代わりに肘を突き合わすエルボー・バンプや面談している映像がニュー
スで流れましたが、タスクフォースチームのリーダーがホワイトハウスのガイドラインや訪
問先のルールを無視してこの行動は呆れて物が言えません。国民にはガイドラインやルー
ルを守れと言っておきながら、自らルール破りをする態度は一体何なのでしょう？トラン
プ大統領が先の記者会見で「自分はマスクをするつもりはない」と発言したので、ゴマ
すりペンスとしては親分に追随の意味でそうしたのでしょうか？ それとも「俺は男だ！
ウィルスなんか怖くない！」と男気を出したつもりでしょうか？ どうせ男気を出すなら、
トランプが嘘をついたり、事実と反することを言ったり、ルール違反をした時にピシッと
注意したり窘めたりして欲しいものです。残念ながら、彼はインディアナ州知事時代に
エイズ感染予防対策で失敗し、州内で信用を失い居場所が無くなっていたところをト
ランプに救われた恩があるので絶対に逆らったり、トランプの不利になるようなことは
言わないし、機嫌が悪くなるようなことはしないのです。次に行く所もないから現職に
しがみ付くしかないのです。男気どころか、女々しくて情けないですね。
新型コロナウィルスよりも怖いトランプウィルスに冒されているトランプ教信者やトラ
ンプ支持派または前回選挙で深く考えずに「ものは試し」程度の考えで投票してしま
った有権者がトランプウィルスから目覚め、バイデン候補を次期大統領に選び、民主
党が上院過半数を占めるように投票するかどうか？我儘、やりたい放題のピークを過
ぎて「終息に向かうか、トランプウィルス？」ですね。
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
執筆者紹介
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。0 6 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146回

中

新型コロナ渦中の医者

国湖北省武漢市に始まった新型コロナウイルスは、
瞬く間に全世界に広がり、この原稿を書いている4
月19日の時点で、今ではアメリカが世界最大の感染地域に
なってしまいました。私たちの住んでいるデトロイト市およ
びその周辺の各地域は、アメリカ全土の中でも、ニューヨ
ーク州に次ぐ、感染激震地となってしまっていました。
良いニュースもあります。アメリカ全土でも、ニューヨ
ーク州でも、デトロイト周辺でも、感染患者数および死
者数は、ピークに達し、下降曲線上に乗っかり始めている
と言われています。私の所轄病院であるアセンションサ
ントジョン病院、グロスポイントボーマント病院、および
アセンションマコーム病院でも、同様の傾向にあり、サン
トジョンでは、緊急に増床されたCOVID-19専用のICUベ
ッド病棟も患者数が減ったため、めでたく先週末でその
役割を終えるなど、目に見えて改善傾向が見えてきてい
るのは、喜ばしいことです。
さて、この様な体験を第一線の臨床医師として過ごし
た方はそんなに多くはないと思われますので、その経験
をここに、失敗談を含めて、お話させていただきます。
今年1月頃から、中国武漢市で新型コロナウイルスの感
染が起こっているらしいというニュースは結構早くから知
っており、その爆発的な感染の様子をテレビやインターネ
ットで知り、毎日手元の紙に罫を引き、その数を毎日、日
記風に記録した上で、対数軸でグラフ化して、もう１、２週
間でピークになるかなと予想したりしていました。その頃
は、武漢封鎖や同市の全市消毒の映像がニュースに流れ
たりして、これは大変なことが起きているらしいというこ
とは理解できましたが、その時はまだ、文字通り対岸の火
事の印象で、中国国内で流行はおさまるかもしれないとい
う、今から考えれば全く根拠のない希望的観測をしていま
した。ところが、ほとんどそれとすぐ続くようにして、日本
の横浜港に係留されたダイヤモンドプリンス号での感染
の報道が入り、それから、日本で同船からの乗客を乗せた
タクシー運転手や、その同僚が参加した屋形船のクラス
ター感染、スポーツジムや、ライブハウスを介したクラスタ
ー感染などが報道され、そのうちに3月に入って、イタリヤ
やスペインなどのヨーロッパ諸国の感染報道がされてき
ましたが、そのときにもまだ、対岸の火事の印象でした。
忘れもしません、3月14日のことです。私のかかりつけ
の患者さんで、７０歳台の黒人女性、これまでに心臓バイ
パス手術の既往があり、その後も、バイパスの再狭窄（さ
く）などで、1月に１度程度の頻度で、胸痛を訴えてこら
れ、ステント治療やカテーテル検査を行わなければなら
ない既往がありました。この患者さんが救急室を介して
病院に入院してきたので、話を聞きに行ってみると、全身
の関節や筋肉が痛いと言って、鎮痛剤の処方を強く希望
していました。この患者さんは、前にもよく胸痛で入院を
繰り返していた患者さんで、正直、またかとの思いがなか
ったわけではありませんが、以前は、どちらかというと、
胸の痛みが主で、全身の関節や筋肉の痛みはどちらかと
いえば新しい主訴で、少し違和感を感じながらも、全身
性の関節痛や筋肉痛は、どうも心臓からのものではなさ
そうなので、内科の主治医の先生にそちらの方から検査
や治療をしてもらえるよう相談してみましょうと言って、
病室を出ました。発熱も呼吸苦も無く咳もありませんで
した。もちろん、誰もその時点ではその患者に対する新型
コロナの疑いなどしておらず、病室の隔離も全くない一
般病棟への入院でした。
たまたま、その前の週の循環器科の症例カンファレン
スで、２２歳の男性で、呼吸困難とショックで緊急心臓カ

テーテル検査をした症例があり、胸部X線写真では、両
側性の瀰漫（びまん）性の白色陰影、肺水腫か成人急性
呼吸不全症候群との症例を検討、議論したことがあり、
私はこれは新型コロナウイルスの感染例ではないかと提
起しましたが、その時点では、デトロイトでは、新型コロ
ナウイルスの感染症についてはまだあまり誰も知らない
という状況で、それ以上議論は深まりませんでした。あと
から考えると、この頃からデトロイト地域で潜在感染者
が発生し始めていたのだと思います。
先ほどの７０歳台の黒人女性患者さんの話に戻りま
すと、その日、３月１４日の時点では、症状は全く非循環
器的でしたので、正直、全く忘れていました。それから3
日ほどは、私はオフィスで外来患者さんを見たり、他の
病院で回診をしたりしており、私のパートナーの循環器
の医者が、その人の回診を行なっていました。3月18日の
夜、病院のコロナウイルス司令本部というところから、見
知らぬ人からのメッセージがあり、直ちに司令部に報告
せよとのメッセージで、連絡してみると、
「上記の患者さ
んのテストでコロナウイルスの陽性の結果が出たので、
直ちに、コロナ用に新設された呼吸器外来クリニックの
ウェブサイトに連絡せよ」との指示。指示された通りに、
コンピューターでそのサイトに入って、
「熱はあるか」
「
咳はあるか」などのコンピューター上での質問に、クリッ
クして答えていくと、最後に、
「医者とコンピューター上
でチャットさせてやるから、６２ドル払え」という画面が
出て、こちらは痛くも痒くもなく病気でもないのに、濃厚
接触者だという理由だけで、
（また医者が何をいうかの
想像もできましたので）６２ドルなど払えるかと思ったの
で、そのサイトでのこれ以上の継続はやめ、翌朝、職場
保健室(Occupational health)に連絡しました。すると、
毎日２度の体温測定および２週間の自宅隔離を指示さ
れ、それは妥当だと思ったので、私のオフィスマネージャ
ーに連絡をし、事情を説明して、しばらく仕事はできない
からよろしくと電話しました。

ているのをいつも見ていますから、別に難しくはないはず、
と思って使ってみると、最初は、いつまで立っても表示が出
ず、ついに出たと思ったら９３.７度と極低体温。別に壊れてい
るわけでもなさそうだと思いつつ、妻に、私は低体温なんだ
ねと説明しましたが、どうも納得できず、Youtubeで使用法を
確認して見て、２つの間違いに気がつきました。１つは、使い
捨てのプラスチックカバーがカチッと音がするまで、きっちり
奥まで入っていなかったこと、もう一つは、体温計を咥える
時に舌の下ではなく上に咥えていたので表示が出なかった
とのことでした。今時の体温計は、生意気にも、舌の上に咥
えているのか、
下に咥えているのかを自動で認識して、正し
く咥えていなければ、表示もしないようになっているようで
す。私のように、昔の単純な体温計しか使ったことがない者
には、新しい発見でした。病院やオフィスで、医者が自分で患
者さんの体温を測ることはまずありません。紺屋の白袴とい
うやつでしょう。私の体温は無事９７.８度でした。
さて、当該の患者さんの胸部X線を後日見てみると、両
肺とも真っ白になっており、わーこれは貰っちゃったかなと
内心ビクビクしていましたが、１４日間の自己隔離期間中発
熱も息苦しさも無く、無事、隔離期間を終え、今は病棟復
帰しています。それでも時々のどの辺りがイガイガすると、
もしや？と思うこともありましたが、今の所はセーフです。
１４日の自己隔離期間のうち７日目頃から、医者が足りない
ので、症状がないならマスクをして、病棟に出て欲しいとい
う要請があり、その頃から職場復帰しました。職場復帰し
てみると、病院は数日の差で、あっという間に、コロナ一色
に変貌しており、８割程度の病棟が隔離病棟に変化してお
り、浦島太郎になった気がしました。実は、その頃、７人の
私の同僚のうち、２人が感染し、事務所の２人も感染、医療
崩壊寸前というところまで行きましたが、外来は全てテレ
ビ診療とし、待機的な検査や手術は全てキャンセルするこ
とによって、なんとかマネージができ、感染した４人のうち
３人はすでに良くなって、職場復帰を果たしています。病院
では、手術着に着替え、帽子をかぶり、N９５という高度防
御機能のあるマスクをし、陽性患者さんの部屋に入るとき
は、黄色い防護服をまとい、手袋をして、入ります。病棟に
いる間は、病室に入ったり、ドアノブに触ったり、コンピュー
ターのキーボードに触ったりする前と後に、アルコールで手
指の消毒をします。病院から家に帰った時は、まず手洗い
をし、服を脱ぎ、全身のシャワーを浴びます。その際、身に
つけていた、メガネ、腕時計、スマートフォンを皆持って入
り、それらを石鹸でさっと洗い、水ですすぎます。

問題が起きたのはこの後です。1日に２回体温を測れと
言われて、さて体温計を探しましたが、家には、古い体温
計が１本あるばかり、それも最後に誰かの体温を測った
のは、いつか全く不明、おそらく、一番下の子が小さかっ
た頃、２０年近く前だろうということで、とっくにバッテリ
ーも切れていて、正常に作動するか全くわからない代物
でした。私も妻も、幸いなことに、今まで結婚以来一度も
熱など出したり病気で寝込んだりすることなどなく、子供
循環器の医者の仕事としては、待機的手術や検査をせ
達が小さいときは、子供達の熱を測ることもありました
が、それも大昔。それで、私は、自宅隔離で自分で体温計 ず、外来もテレビ診療に限って自宅から行なっており、ジ
胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
を買いに出かけるわけにはいかないと思ったので、
妻に ムにも行かないので、家にいる時間が、実は、逆説的に
飛躍的に増加しています。妻は、私がこんなにいつも家に
頼んで近所の薬屋さんで、体温計を買ってもらってくるこ
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、
いるのは初めてだということで、戸惑っているようです。
とにしました。出て行った妻が、しばらくして帰ってくる
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。
と、
「あなた大変よ、体温計なんて１本もないわよ。２軒
私が自宅隔離中に医療を続けてくれた仲間たち、私た
行ったけど体温計も電池もないって言われたから、アマ ちよりも何倍も忙しく、高い感染の危険にさらされなが
ゾンで注文したら？」とのこと。
ら、直接患者さんのケアに当たっている看護師さんや看

アマゾンで調べてみると、電池も体温計もありました 護助手さんたち、掃除、清掃、患者輸送などの業務に携
わる人たち、救急科、感染症、呼吸器科の医師、放射線
が、品物が到着するのが１週間後とか、今すぐ必要な体
ローズビルオフィス（メインオフィス）
温計に、それでは役に立ちません。それで、恥を忍んで、 技師や臨床技師、その他多くの医療従事者および関係
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066
オフィスマネージャーに電話すると、なんとかするとの返 各位の皆さまがたに深い感謝を捧げます。また現在新型
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506
事で、それから１時間も経たないうちに、体温計が手に入 コロナウイルスと戦っておられる患者さんたちの一刻も
早い全快をお祈りしています。
ったので、それを事務所の私の机の上に置いておくから
クリントンタウンシップオフィス
取りに来いとの連絡がありました。こちらは濃厚接触者
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330,
なので、
マスクをして、事務所の裏口から、誰にも会わな
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
山 崎 博 循環器専門医
いようにこっそりと入ったのですが、事務の人に見つかっ
http://www.eastsidecardiovascular.com/
日米両国医師免許取得
てしまい怪しげなやつが来たと思われてしまいました。
デトロイト市サントジョン病院 循 環 器 科
連絡では、私の机の上に置いておくからということでした
インターベンション部長
循環器科
が、見つからず、先ほど出会った事務の人に、体温計を見
京都大学医学部循環器科臨床教授
つけて持って来てもらうはめになりました。
Eastside cardiovascular Medicine, PC
これで体温計については、めでたしめでたしのはずだった
のですが、問題はまだ続きます。この体温計は、病院などで
使う最新式のやつで、手のひらいっぱいに入るほど大きく、
使い捨てのプローブカバーがついていて、看護婦さんが使っ

Roseville Office

専門医

25195 Kelly Rd
山崎 博
Roseville, MI 48066
Tel: 586-775-4594 Fax: 586-775-4506
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
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ノバイ ファミリー歯科医院

Novi
DENTISTS

通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング

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.

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。

ドクター と日本人ス タ ッフ

大人と子どものための家庭歯科医

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

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。

●
●

お見積りは無料です。
ご相談ください。
10 Mile Rd.

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

Grand

96

River A
ve.

★

696

Haggerty Rd.

●

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。

Bashian

●

Meadowbrook Rd.

Stateの条件を満たしています。

Novi Rd.

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

275

8 Mile Rd.

受付時間

月～木
金
土

8am ~ 9pm
8am ~ 5pm
8am ~ 2pm

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375
(248) 442-0400

日本語ライン (248) 471-3321

www.n o v i d e n t i s t s .co m

言葉の架け橋

www.riveroakswest.com

−１２２
１２２−
−

より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。

〜こんな日本語、英語にできますか〜
食に関する言い回し（5）

● ゲート守衛が午後６時から
午前２時まで訪問者に対応

今回は日本人の生活に深く入り込んでいるお茶に関連するものを見てみ
ましょう。いくつもすぐに思い浮かぶものがあるのではないでしょうか。
「お
茶の子さいさい」はとても易しい、という意味合いですが、これは英語でも
食べ物を使った表現があり、“it’s a piece of cake” です。 「臍で茶を沸
かす」は馬鹿々々しい、という意味で、英語では “That’s ridiculous.” とか
“That’s bizarre. ” が良いでしょう。
「鬼も十八、番茶も出花」は、“Anything
is good/beautiful at its peak.” でどうでしょうか。
「お茶を濁す」と言いますが、これは「いい加減にやる」という意味と、
「的を
射た答えをしない」という二つの意味があります。前者は、“Do something
half-heartedly” という言い方があり、後者は “Reply evasively”、敢えて食
べ物を使えば “Fudge one’s answer” となります。“Fudge” は名詞であれ
ばあの甘いお菓子ですが、動詞の場合は「はぐらかす」「ごまかす」という意
味です。
「お茶を濁す」よりもっと悪質な感じがします。
もう一つ、お茶を使った表現で、
「茶々を入れる」というのがあります。人
が話しているときに、からかって何か言うことですから、 “To make teasing
remarks” でいいと思います。似た表現で、
「水を差す」というのがあります
が、この方が質が悪く、英語でも似た言い方で、“throw cold water on” と
か “throw a wet blanket over” と言います。
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。
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。

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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【受付時間】 月・金：９am ～ ２pm

火～木：９am ～ ５pm

1/4 page size ad. Yamato Transport
www.takadadentalclinic.com
March 2007

毎朝、眼が覚めると「昨日までのことはぜんぶ悪夢。今日は普通の世界に戻ってる！」と
まず思うのですが、すぐ「いやいや、やっぱり現実だった…」と思い返し、ガッカリしながら
ベッドから這い出す、というのを繰り返しています。
しかし、久しぶりに良いニュースがありました。4/24のミシガンExecutive Orderで、ゴ
ルフが解禁になりました。カートの使用はできませんが、ソーシャルディスタンシングを守
れば歩いてラウンドすることができるようになります。
ゴルフコースはウィルス対策をして営業を再開します。USGAはアドバイスをHPに載せ
ています。もしグリーンのカップがふさがっていたら、5フィート（1.5m）以内はオッケーパ
ット、20ヤードから5フィートの間は、ホールの難易度やスキルを考慮して2打または3打
を足してスコアをつけるそうです。レーキがなくてバンカーの表面がならされていない時
は、
「異常なコース状態」として1クラブレングス以内のバンカー内にドロップするか、ある
いはバンカーを修理地として扱い、バンカー外にボールをドロップすることも可能、として
います。いずれも無罰です。USGAのHP、コースのローカルルールを参考にしてください。
今月は、家にありそうなものを使ってできるパット練習をご紹介したいと思います。
まずはパターをスクエアに構える練習です。ゴルフのスイングでは、インパクト時のフェー
スの向きがボールの打ち出し方向を決め、スイング軌道が左右に曲がるサイドスピンを生
みます。ヘッドスピードが速いほどスイング軌道のズレによる曲がりが激しくなり、遅いほ
どインパクト時のフェースの角度でボールの行き先が決まります。ドライバーではスライス
やフックが出ても、パターで出にくいのはそのためです。パット時のボールの挙動に与える
度合いは、軌道による曲がりが20％、インパクト時のフェースの向きが80％です。フェース
の開閉が少ないマレット型のパターを使っている方は特に、構える時にフェースを目標に向
けてさえおけば、ボールはより狙った方向へ転がっていくというわけです。
そこで、私は壁に額を飾る時などに使うレーザー水平計と小さな鏡を使って、スクエアに構
える練習をしています。水平計を壁際に置き、2mぐらい離れたところでパターを構えます。
フェース面に両面テープで鏡を貼り付けま
す。鏡に反射した光の点が壁に映ります。そ
の点が水平計の真上にあれば、まっすぐ構
えられたことになります。水平計の前を通
る時、気が向いた時にちょっと構えてみる
のを繰り返すうちに、上からパターを構え
た時の、どんな景色がスクエアなのかがわ
かるようになります。

次は、ボールのポジションです。眼の真下にボールがあれば、ボールが転がる方向と眼が
認識する狙いへの方向は一致します。下右図はボールの位置が眼より外側にある場合を示
していて、2つの方向にズレがあるのがわかります。

ボールポジションをチェックするには、糸をつないだリペアフォークが役に立ちます。パ
ターを持ってボールの前に構え、眼の位置からフォークを垂らしてみます。フォークの先が
ボールの所に来ているかどうかをチェックしてみましょう。
さあ、これでセットアップが完成したので、あとはまっすぐ構えた通りに打ち出せるスト
ロークの練習です。松山選手もご愛用のPutting Tutorというギアがオススメです。

私はまだ日本にいます。4月12日に渡米する予定でしたが、フライトは運休になってしま
いました。事態の収束を祈りながら、一日も早くミシガンに帰れる日を楽しみにしていま
す。まだ練習場でのレッスンはお預けですが、オンラインでのコンサルティングを始めまし
た。スイングの動画を送っていただいて、分析とアドバイスを行います。シーズン初めの
ショット調整にご利用ください。ご興味ある方はメールにてお知らせください。

今シーズンもどうぞよろしくお願い申し上げます。

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。

<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)
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8
不要不急な話
織田貴和子
久しぶりに包丁を研ぎました。無欲無心で臨みかつ気の抜けない単純作業というも
のは、知らぬうち積もるストレスの解消法として相応しく、爽やかな充足感をもたらせて
くれます。水と砥石の狭間から発せられる日本ハガネの、薄い鉄のしなる伸びのある独
特の音。身の引き締まる音がシュ、シュ、時代劇の効果音をも彷彿とさせる硬く鋭い音が
シャキーン。それぞれが織りなす懐かしい緊張感が、次々心地良く精神に浸透してゆき
ます。住み慣れた我が家、そこで過ごす時間が増しますと、普段は気にも留めぬ些細な
事に喜びを見出せ幸せな気持ちとなります。温もりのある木の床に裸足で触れながら、
折に触れ味わってまいりました世界の巨木にまつわる話など、思い出しておりました。
私はオークの木に思い入れがございます。神の宿る木、生命力の象徴。森の王と称え
られる厳かで立派な姿。文明への用途は宮殿や教会など歴史的建造物の材料としては
勿論のこと、宗教芸術、家具、酒樽等様々で、綺麗な木目も馴染み深く、何世代も受け
継がれてゆく魅力は洋の東西を問いません。滋養なその実どんぐりは、家畜の飼料、ま
たパンやだんごの材料にと人々の生活にも密着して来ました。残念ながら大航海時代に
船舶の材料とされてグレイトブリテン島ではオークの大森林が姿を消しました。松、杉、
クヌギといった利用価値があり商品価値も高い木は、どこの国でも人間にどんどん切ら
れ、しかし節々が多すぎて無用の長物とされるガジュマルの木などは残り、大きく育ち木
陰を作り、世界の文化や生き物の安らぎの拠り所となり、静かに時を刻みつづけます。
我が家の庭にはいつも通り球根からシーラの花が開き始めましたが、今春は暮らしに異例
の規制があり、夏のお花や野菜を適時にスタートさせることができませんでした。ミシガンは
夏が短いので早いうちから室内で種まきを始めませんと、秋風が吹く頃になっても花は咲か
ず実も生らず、夏を楽しむには間に合いません。他にも、例年ならば母の日をターゲットに市
場に出回り楽しまれるはずの風物詩が、非エッセンシャルとの指定を受けた「楽しみ狩り」に
遭い、無下に奪われた悲しい春です。私は「無駄」と「遊び、ゆとり」は違うものと考えます。
先の見えない不安のどん底にいるからこそ、人々はゆとりを求めます。ふっと笑い緊張をほぐ
せ、恐怖を束の間忘れる一息から、戦い続ける活力を得る。これは大切なエッセンシャルで
す。緊張の連続のご職業の方は特に、落語を聞いたりゴルフに出かけたりの気分転換を大
切な時間とみなされますし、人気のある作家や映画監督は、緊迫の連続の御自分の作品の
中には必ず、わっと緩み笑える場面を織り込みます。そうすることでメリハリが生まれ、次の展
開がより生かされてゆきます。線の引き方が大変難しい事であるのを重々承知の上で物申せ
ば、自由主義社会にありながらゆとりは当面我慢なさいと規制されてしまったことはゆゆしき
事態で、今はそれほどの、非常事態なのです。尚更、人々が前へ進んでゆく為には、飲み水と

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産に関することなら

食料の確保のみならず、別に精神面の支えとなる、開かれたものが必要となってまいります。
日本のチューリップの名所で、今を盛りと咲き誇っていた花々が首をすべて刈り取ら
れる「処分」を受けたというニュースには肩を落としました。外出自粛要請に反し人々が
見に来ていたので、見物客の数が400人を超えてしまうとの配慮から、というのがその
言い分でした。都内の桜の憩いの場も工事現場用テープで通り抜け禁止とされていて、

メイ・ウェイ（Mei Wei）Associate Broker
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。

戸惑う親子連れの姿も見られました。やっと訪れた春に、今年は花を愛でることすら許
のかと空恐ろしく、方向を見失いかけた人間の危うさに尊い地球の行く末が案じられま
す。ウイルス感染の有無に関わらぬペットの殺処分が命ぜられたとの背筋も凍る某国家
のありよう。民主主義国家に生きている筈なのに、互いの監視や密告を奨励せん行政

TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025

されないのでしょうか。そのうちもしやもっと乱暴な意見をも実行に移す輩が出て来る

Real Estate Services

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

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com

も出て来てしまった恐ろしい現実。樹齢何千年の木にしてみれば人の一生など塵のごと
き時間、しかしその一瞬に、取り返しのつかぬ事態をも引き起こしかねない人類の罪。
生きてゆくことがティームワークであることを、これほど思い知らされた時はございま
せん。重要で人々を助けるアカデミックに、ゆとりを与え人々を癒し不安を軽減させる
アートに、人々を統率すべきポリティックスに、各フィールドの優れ秀でた才能と、既に
最前線で挑戦し続けている経験 豊かなスペシャリストたちを今はあらゆる方面から全
力で支援せねばならない正念場です。主観の強すぎる扇動は控え、自らも何に貢献で
きるかに真剣に取り組まねばなりません。暮らしが尋常を取り戻し、晴れた心で青空を
見上げることの出来る日が、早く巡ってまいりますよう、地球の片隅で祈りつづけます。

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。
4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

山蔵元郎
Motoo Yamakura

1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066
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Standard Golf
外出禁止令に伴い行動範囲が狭まっているこの世の中ですが、みなさまいか

がお過ごしでしょうか？

フロリダではミシガン同様、必要以外の外出禁止令が出されていますが、必

要とされているカテゴリーの中になんとゴルフが含まれており、フロリダがゴル
フなくしてはやっていけないということが感じられます。

Fox Hills も４月中旬より再開され（歩きのみ）多少活気が戻りつつあります。

次の通りが特別ルールとマナーです。
1.

オンラインでの支払い

2.

ティータイムの時間より早すぎる来場はしないように

3.

クラブハウスに入るときは必ずマスクをするように

4.

ピン（旗）を抜かないようにしてボールを取るときはグラブをつけている手

5.

ラウンドが終了したら速やかにお帰りになること

6.

６フィートルール（１メートル８０ｃｍ）以上同伴者と離れること

（右利きの人は左手で）でとりあげるように

恐らく他の開いているゴルフ場も似た暫定ルール・マナーが設けられている

と思いますので、確認してからプレーをしてください。

私のレッスンは未だ再開しておりません。Line、室内にゴルフ練習ネット、練

習用スポンジ・ゴルフボール、
（できればゴルフ・シミュレーター）をお持ちの人
を対象にLineもしくはZoomでレッスンを再開したいのですが、球筋を見れた方
がいいので検討中です。もしシミュレータにご興味がある方がいらっしゃいまし

たら、SkyTrakの取扱店でもあるのでどうぞご連絡ください。Stay Homeの時期
にぴったりのゴルフ練習器具になると思います。

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

Email: rikiya@standardgolfclub.com

Web: www.standardgolfclub.com

プロビデンス産婦人科

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn
サービス内容 ・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
電話番号： 248-465-4508（日本語専用） 248-465-4040（英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

▲ご予約はこちら

Novi, MI 48374
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新型コロナ感染リスクの少ない診療形態：

ビデオ診療および電話診療について
ミシガン大学病院家庭医療科

ビ

リトル（平野）早秀子

デオ診療は、他にも、オンライン診療、ネット診療等の同義語が

あり、どれも同じ内容をさします。電話診療とビデオ診療をまとめ

て、アメリカでは、バーチャル診療と呼びます。バーチャル診療とは、実
際に診療所や病院に行って医師や看護師と会って診療を受ける通常の

形態と異なり、患者さんが自宅にいて、診療をうける形の診療形態のこ
とを指します。

以前から、へき地医療や、交通機関の使用が困難な場合などにビデオ

診療は使われていましたが、最近の新型コロナパンデミックの影響で、ア
メリカでは、急速にバーチャル診療が普及し、ほとんどの健康保険によ
る保険適応になりました。

ご存じのように、新型コロナウィルスは、症状のない人や症状が出る前

の人がウィルスの感染に大きな役割を担っていることがわかっており、

感染拡大を防ぐには、他人との接触を全般的に減らす必要があります。
ミシガンでは、現在、外出自粛の効果がでて、新型コロナによる入院患

者の数は減少傾向にあります。多くのビジネスが感染リスクを下げるた

めに、必要最小限の業務に絞っていると思いますが、医療の現場でも、
現在は緊急性のない、外来受診が必要な診療をすべて延期しています。

しかし、感染リスクを全く伴わないビデオ診療や電話診療は、活発

バーチャル診療の利点
1. 自宅にいながら診療が受けられる
2. 新型コロナウィルスなどの感染症にかかるリスクが少ない

に行われており、患者さんはほとんど待たずにビデオ診療や電話診療が

3. 外来につれていけない子供達がいても診療が受けられる

禁になっていくと思われますが、それに伴い、感染者がまた増加する可

4. 家にいることで、普段だと家に忘れてきてしまった薬など、

が受けられる状態です。

また、これから、徐々に様々なビジネスが解

能性があります。それぞれの会社ではマスクの使用を義務付けたり、職
場環境の改善をして距離をとったり、勤務時間をずらすなど、今後、感染

者が増えないように、様々な工夫がされるでしょうし、されるべきです。
医療の現場でも同様に、緊急性がなくても必要な診療業務を徐々に

増やしていくにあたり、感染増加を起こさないような診療をなるべく活
用することが勧められます。実際に病院や診療所に行かずに、医療が受

けられる、ビデオ診療が利用できるときは、なるべくビデオ診療を行うこ
とが勧められます。そういう点で、今後ビデオ診療は、今後、新型コロナ
ウィルスが完全になくなるまで、長期
的にも欠かせないものとなっていくと
思われます。

ビデオ診療は以前から保険適応さ

れていましたが、電話診療は、新型コ
ロナのパンデミックを受けて、今だけ

特別に一般診療と同様の保険カバー
がされています。電 話 診 療に関して

すぐ探すこともできる
5. 薬の処方は直接薬局に送られて、買う薬のアドバイスも
得られる

ビデオ診療が、電話診療より優れている点
1. 話だけでなく、痛いところを指さしたり、皮膚の様子を
ビデオで見せたりできる
2. 顔を見て話せるので、実際にあっているのとよく似た感覚
で話せる
3. レントゲンの所見を見せて説明したり、紙で書いた薬の
名前、家にある薬の明細、書類などを見せることもできる

は、新型コロナウィルスのパンデミッ
クの期間に限定して、医師の電話診療

が保険適応されており、短期間に限
定されたものの可能性が高く、電話

診療は数か月以降は行われなくなる
と思われます。

では、ビデオ診療をうけるには、何

が必 要でしょうか。ビデオ診 療を受
けるには、カメラ、マイクロホン、スピ
ーカー、インターネットの４つが備わ

ったスマートフォン (iphoneなど)、ま

たは ipadなどのタブレットが必要で

す。バーチャル診療（ビデオ診療及び
電話診療）の利点、欠点をあげてみま
しょう。

・・・・

ビデオ診療ではできないこと
1. ワクチンの接種や血液検査、尿検査などの検査
2. 身体所見をとること （鼓膜をみたり、呼吸音や心雑音を
聞くなど）
3. 血圧や体重の測定。ただ、家の測定器ではかったもの
を参考にすることはできる
					
(次ページにつづく）
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新型コロナ感染リスクが少ない診療形態：ビデオ診療および電話診察について
ビデオ診療の利用価値をわかっていただいたと思いますが、次は、実

人 が主治医を登録するための診

多少異なると思いますが、一般的には、大きな医療システムに属してい

ます）も、ミシガン大学では、新

際に、どのように利用するかです。かかりつけの病院システムによって
るかかりつけ医は、患者用のウェブサイトを利用しており、患者さんは
そこから、御本人やお子さんのの検査結果やワクチンの履歴を閲覧した

り、医師や看護師にメッセージを送ったり、処方箋のリクエストができ
ます。ビデオ診療は予約をしたあと、その患者用ウェブサイトからアクセ
スして診療をうける仕組みになっています。この患者用ウェブサイトで医

療システムとつながっていれば、必要な時にすぐにビデオ診療が受けら

れます。あとは診察を受けたい時に、普段予約を取るときのように外来
に電話するか、そのウェブサイトから予約リクエストをするかして、ビデ

オ診療の予約をとり、予約の時間になったら、自宅でそのウェブサイト
にアクセスして医師の診察を受けます。

では、どういう診療がビデオ診療に適しているでしょうか。不安や鬱

などの心のケア、皮膚疾患、風邪症状や下痢嘔吐などの急だけれどもひ

どくない症状の場合、高血圧や高脂血症、糖尿病などの慢性疾患の定

期フォロー、検査結果の説明、などは、ビデオ診療に適しています。しか

し、年一度の定期健診（ヘルスチェック、チェックアップと呼びます）は、
６５歳以上のMedicareの定期健診はビデオ診療が保険で認められてい

ますが、小児健診や６５歳未満の大人の定期健診は、ビデオ診療が保険
で認められていないので、外来に行かざるを得ません。主治医のいない

察（エスタブリッシュ・ケアと呼び

型コロナ流行中の現在は限 定的
に電話診療で行っていますが、本
来は実際に受診していただくもの

です。また、骨折して固定が必要

だったり、耳が痛くて耳の中を診
察しないといけない、というよう
な場合は、感染リスクが多少あっ

ても、実際の診察が必要です。ど
のような診療がオンラインででき

るかは、医療側が理解しているの

で、診療を希望される場合は、医
療機関に、ビデオ診療でできるかどうか、聞いてみることをお薦めし
ます。ここで、大切なのは、皆さんが、ビデオ診療というオプションが

あり、それを受けるための準備をしておくことです。必要な時にすぐ使

えるように、普段から、かかりつけ医療システムのオンラインのアカウ

ントが普段から使えるように、アカウントやパスワードを確認しておく
ことが重要です。

ビデオ診療は、一度受けてみると、家を出ることなく必要な診察が

受けられ、アドバイスや処方箋がもらえて、簡単で便利な方法だとい
うことがすぐわかると思います。今後は、診療の内容によっては、患者

さんも医療従事者も感染のリスクを減らせる、これからの医療にかか

せない重要なツールなので、ぜひ利用してみてください。また、体の具
合が悪くなくても心配なことがあったり、質問がある場合、電話診療

やビデオ診療で十分対応できることもありますので、感染リスクの心
配なく、気軽に医療機関に連絡してみることをお薦めします。
筆者 プロフィール
医師

リトル（平野）早秀子

ミシガン大学家庭医療科助教授
1988年慶応義塾医学部卒業、1996年形成外科研修終了。2008年

Oakwood Annapolis Family Medicine Residency 終了後、2008年
より、ミシガン大学家庭医療科でミシガン家庭健康プログラムで日本人
の患者さんを診察しています。産科を含む女性の医療、小児医療、皮膚

手術、創傷のケアに、特にちからを入れています。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
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ミ シ ガン 大 学 日 本 家 庭 健 康 プ ロ グ ラ ム
母子診療につ いて
日本語でのきめ細やかな医療サービスを受け、安心な大学病院でのお産をしませんか？
日本語を話す女性医師〈平野・橋川）による妊婦検診
同一医師による新生児ケア、乳児ケアがうけられる
日本人看護婦 (Registered Nurse)による妊娠中・産後の電話相談、及び母乳指導
お産は、2011年に新築されたミシガン大学病院の周産期センターでされる（Von Voigtlander
Women’s Hospital、C.S. Mott子供病院)
ミシガン大学病院では普通分娩を中心に年間3800件のお産があり、ハイリスクにも対応できる病
院であり、産婦人科医、麻酔科医、新生児専門医、小児各科専門医が常に待機
ミシガン大学病院は全米14位(US news 2008)、Mott子供病院は全米8位(US news 2013)にランク
お産の際に主治医が立ち会えない場合には、専門の医療通訳、又は電話通訳が手伝う
充実した妊娠、出産、新生児ケアの教育。日本語資料も充実している

グ ル ー プ妊 婦 検 診 プロ グ ラ ム
当科では日本人妊婦さんを対象に、グループ妊婦

プログラムの内容

検診を行っております。90分の教育プログラムを妊

o 妊娠中の栄養、健康管理

婦検診とあわせてグループで、６回にわたり行い、

o 妊娠中の不快感、乳房のケア

他の妊婦さんとの交流をはかり、経験談、ビデオも
含めて、楽しく学びます。
グループ妊婦検診は、全米で行われて、高い教育
効果やサポートが得られることが発表されていま
すが、日本語で行われるのは、ミシガン大学が世
界で初めてで、2010年から継続して行っています。

o リラックス法、妊婦ヨガ、
o 病院にいくタイミング、
o アメリカでの正常分娩の流れ、
o 分娩中の手技や治療に関する詳しい説明
o 新生児の入浴法、寝かせ方、
o 新生児のカーシート点検
o 出産後のグループの同窓会

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

Japanese Family
Health Program

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク 阿部まり子 LMSW, ACSW

■ 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

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

大崎 晴子 RN
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

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

瀧本 亜希子（メディカルアシスタント）

《 スタッフ 》

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

■ 人間ドック健康診断

《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

猪原

■ 家庭医学・一般診療

Livonia Health Center

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)

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
734-232-0917に
Faxしてください。
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CLASSIFIED ADS.
求人

その他

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

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
.................................................................................
■ 天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

smochizuki@yamatoamerica.com
.......................................................................
■ 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：d e t r o i t ke n d o d o j o @ g m a i l . co m
.................................................................................
■ 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！
ht tp://w w w.jsdwomensclub.org/
.................................................................................

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

■ ヨガ Farmington Hills

その他
■ 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
.................................................................................

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

(ゼン チェン)

■ 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。
.................................................................................

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

Relocation Specialist
* 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

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!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

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。

■ 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
.................................................................................

サニーポイント チャイルドケアセンター
www.sunnypointe.com
(248)
347-6580
Sunny Pointe

◆
◆
◆
◆

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

19149 Fry Rd., Northville, MI 48167

Child Care Center (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)
☆ 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）

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）

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

□ 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

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC 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。
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ミシガン ブリューワリー の今
文＆写真
食料品買い出しは週に１回、または、他人とのコンタクトを避けてオンラインで注
文、という人が増えてきたのではないだろうか。当方もその「カーブサイド・ピックアッ
プ派」の仲間入り。しかし、大手スーパーのオンライン注文の無料ピックアップは１週
間先でないと受け取りの予約が取れないほどの混雑状態。また、オンラインの食料品
の注文で選択できるビールにはいわゆる「クラフトビール」がない。ミシガン州大手で
世界的にも有名なBell’sやFounder’sなどはその生産力と流通力で、ナショナルブラ
ンドのようにスーパーのオンライン注文に名を連ねる応援したい「ローカル・ブリュー
ワリー」の数々。その後、４月に入りやむなく休業したところもある。また、従業員の数
を減らし少ないスタッフ数で曜日を限定してピックアップ形式で営業しているところ
もある。どのようなものか紹介してみよう。

by ヤマトノオロチ

お客さんに持って行ってもらう、というもの。アルコール類購入のためのID確認は車
の中から「窓を閉めて」行い、事前カード決済なので直接接触がなく「ソーシャルデ
ィスタンス」に配慮されたシステムとなっている。
多くのローカルブリューワリーが店員を解雇、一時的にレイオフしているので販売
曜日も時間帯もそれぞれ異なる。ウェブサイトやSNSで確認していただきたい。
＊Drafting Table Brewing Companyは、Wixom RdとPontiac Trailの交差点に
なるので、見つけやすい。
オーダーフォームはこちらから
https://draftingtablebeer.com/home/news/

オーダーは各ブリューワリーのウェブサイトか、SNSサイトからフォームに行き、支
払いはカード決算が多い。お店前の指定したところに車を停め、中から店員が出て
きて品物を持ってきてくれる。この点は「ドライブスルー方式」。
「ソーシャルディスタンス」を考慮してのピックアップ 方 式も出てきた 。例とし
て、Wixom市にあるDrafting Table Brewing Companyをあげてみる。オンライン
決済は他と同様だが、
「無 人ピックアップ」。お店に入 店せず、店前のスタンドから

（上）多くのブリューワリーがピックアップ営業中。
SNSやWebsiteでご確認を。
(下）
レストラン併設ははこのような形式。ビール購

外観

この椅子が「無人スタンド」。5台停められる。

Drafting Table B.C.のラインアップ。
（写真提供：DTBC)

入は予約なしでもOK、食事は事前注文。Griffin Claw
B.C. Birmingham, MI)

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

• 歯の美白、顎関節症、頭痛解消、美容ボトック
子治
ども
•ス
療とご家族のためのノバイの歯科医院
27ン
年の
験ン
豊ト
富な
ク/タ
ー科
が矯
診察
人再
ス生
タッ
がご 予
プ経ラ
治ド療
歯
正、/日
歯本茎
治フ療
• •イ

日本語を話す内科医

約、治療、保険のご相談、専門医の通訳も対応
• ほとんどの歯科保険がインネットワーク対応で安心
• 定期的なクリーニングと定期健診による虫歯と歯周病予防、
歯の美白、顎関節症、頭痛解消、美容ヒアルロン酸治療
• インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療
10Mile Rdと 9Mile Rdの間
Novi Rd西側 Heritage Park内

診療時間
月 9-5
火 10-7
水 9-2

木 8-5
金 8-1
土 8:30-1

23595 Novi Road, Suite 110 Novi, MI 48375
英語 (248)449-8000・日本語ライン (248)513-4754
www.eastbrookedental.com
E-mail: smile@eastbrookedental.com

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

Dr. Moon J. Pak 248-656-0177

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307
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コミュニティー情 報
Koby Learning Group
“Online Class Campaign!“

オンライン クラス・キャンペーン
5月1日～31日
☆☆コービーのオンライングループ英語クラス☆☆
☆☆コービーのオンライン個人クラス☆☆
Stay at Home order で学校がお休みの間、自宅待機の間に
ご自宅からZoom/スカイプを利用した安心な環境において
受講できるコービーのオンラインクラスで学習を継続しましょう。
☆新規入学の方へ入学金40ドル免除！
☆オンライン支払いの手数料免除！
ご希望の方は下記連絡先へEmailにてお問い合わせください。

Koby Learning Group

24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375
Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

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。

2020年度⽇程
5/2 (⼟)
5/23 (⼟)
6/20 (⼟)
7/11 (⼟)
7/25 (⼟)
8/8 (⼟)
8/22 (⼟)
9/12 (⼟)
10/3 (⼟)

コース (予定)
Eagle Eye
Greystone
Legacy
Calderone
Leslie Park
Moose Ridge
Spin-off 会 (コース未定)
Captainʼs Club
Shepherdʼs Hollow

JBSD デトロイト日本商工会

ミシガン会 2020 年度

こんな時だからこそ、みんなでつながろう！
インスタグラムでぜひ写真を投稿ください！
現在、COVID-19感染拡大の中、JBSD会員様で「こんな対策をし
ています」
「自宅待機の中個人で自宅でこんなことを工夫してい
ます」
「このように過ごしています」などありましたら、写真を撮
ってインスタグラムに

# JBSDみんなでつながろう
のハッシュタグをつけて投稿・掲載ください。
※アカウントが公開されている場合に限り公開掲載されます！
このような時にこそ、皆で繋がり一緒に乗り越えましょう。会社、
ご家庭は問いません。
投稿いただいた中からJBSD月刊広報誌Viewsで紹介させていた
だきます。
JBSD Instagramをフォローください
www.instagram.com/jbsd_michigan

COVID-19 関連 (日本語コラム)
Japan News Club ウェブサイト内にて
COVID-19 関連の情報をご覧いただけます
⇩
https://www.japannewsclub.com/tag/新型コロナウイルスcovid-19/

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)中⽌
8/16(Sun)

6/21(Sun)

7/19(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

