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　去る５月１１日・１２日二日間にわたり、
デトロイト公共テレビ局DPTV（PBSシリ
ーズ）にて「ASIAN AMERICAN 」と題
されたアジア系アメリカ人コミュニティの
奇跡を追った番組が放送された。

 その放送に先駆け、放送前週末の5月8
日、同テレビ局とAPIA Vote(Asian and  
Pacific Islander American Vote) ミシ
ガン共催により、番組制作を手掛けた同
局One Detroit チームがホストを務めた
プレビュー会がデトロイトで行われた。
放送予定のプレビュー映像を鑑賞しな

がら地元デトロイトのアジア系アメリカ人
団体のコミュニティ・リーダーたちによる
パネルディスカッション・参加者からの
質疑応答を含む参加型大規模マルチメ
ディア・ズームミーティング・プレビュー会
となった。

　アメリカでは、毎年 5月は A s i a n 
Pacific American Heritage Month　
（アジア・太平洋諸島系アメリカ人の文
化遺産継承月間）とされている（※）。黒
人歴史月間や、女性史月間のようなもの
で、この月間中は、アジア・太平洋諸島系

今月今月のの  Japan News Club

マインドフルネス
ご存じですか？

　※米国国務省ウェブサイトによると、同月間は、議会の決議案から始まり上下
両院で可決後、1978年に正式にジミー・カーター大統領によりアジア・太平洋諸
島系米国人の文化遺産継承週間と承認され、その後90年にジョージ・W・ブッシ
ュ大統領により月間へと延長された。1992年には、それから毎年５月には、アジ
ア太平洋諸島系米国人の功績を祝うという現在の同月間が確立された。 
　本月間が5月に設定された理由は、1843年5月7日に最初の日本人の米国へ
の移民を記念したもの、また、1869年5月10日に大陸横断鉄道が完成したこと
から、その際の労働者の大半が中国移民であったことから、ということで5月に
設定された。毎年５月は、その歴史的、教育的、芸術などの関連コミュニティイベ
ントが各地で行われ、建築、エンターテインメント、陸上競技、教育、芸術、科学
などの分野で有名なアジア系アメリカ人の表彰が行われる。

アジア・太平洋諸島系米国人 
文化遺産継承月間 
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移民の過去を振り返り、彼らの功績を祝
って歴史・教育・文化的な活動を伴う様
々なコミュニティイベントが各地で開催さ
れる。

　今年はCOVID-19感染拡大による影
響を受け、予定されていた当地のアジア
月間のイベントの多くは中止されたが、
本イベントは、オンライン上での開催とな
り、自宅からでも繋がることができる対
話・参加型のマルチメディアプレビュー会
とあって、参加者は１５０名にのぼった。

　移民としてアメリカにやってきたアジ

ア系アメリカ人に焦点を当て、そのストー
リーが紹介される。彼らの暮らしの背景
や、コミュニティに貢献した功績、また、
そのほとんどが厳しい生活や人種差別
に直面した苦しい過去、事件などを取り
上げ、その歴史を振り返った。

 中でも、このイベントで最初に取り上げ
られたのは、デトロイトで19年に起こっ
た、ビンセント・チン殺害の事件だ。ご
存じの方も多いと思うが、彼は中国系ア
メリカ人。自身の結婚式二日前にデトロ

デトロイト、アジア・太平洋諸島系米国人の歴史、これから

Asian Pacific American Heritage Month　 
（アジア・太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間）

※

PBSシリーズ −Asian Americans −  バーチャル プレビュー会 開催される 
写真：イメージ

（次ページにつづく）
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イトにバチェラーパーティに出かけてい
た。当時日本との貿易摩擦、日本車人気
に拍車がかかりデトロイトの自動車産業
は衰退。当地では多くの失業者が出てい
た。経済が不安定な状況が続いていた
中、ジャパンバッシングが起こる。米系自
動車工として働いていたエベンスとその
息子ニッツは、仕事を解雇されたことで
腹を立て、この親子はこの日、チン氏を日
本人と勘違いし、差別的発言をかけたこ
ろから口論になり、結果チン氏が撲殺さ
れたという大変痛ましい事件である。し
かもこの事件の判決は執行猶予と小額
の罰金のみで実刑なく、どこまでも不公
平なものだった。しかし、この正義のない
悲惨な事件は、中国系、日系人のみなら
ず、現地アジア系アメリカ人たちの心をひ
とつにする。人種差別に抗し、アジア系

アメリカ人の人権を一丸となって求める
キャンペーンが広がるきっかけのひとつ
として今も語り継がれている。

　本イベントが行われた5月上旬は、新
型コロナウイルス感染拡大により、ミシガ
ン州知事の自宅待機令が発令されて２
ヶ月近くたった頃で、多くの失業者が出
ている只中。コロナウイルス感染が中国
武漢で拡大したことから、また、トランプ
大統領の「中国ウイルス」の発言も相ま
って、人種差別・ヘイトクライムが加速
されるのではと懸念がひろまっている時
期だった。ビンセント・チンの事件が起こ
ったのも、ちょうど経済状態が悪化した
不安定な生活を強いられている中でのこ
ととあり、この事件が引き合いに出され
パネラーたちの話の中心となった。

　現に、パネラーのひとりでミシガン
大学アメリカ文化科メリッサ・ボヤ助教
授によると、今年3月から4月までの１ヶ
月でコロナウイルスにかかわる人種差
別関連のヘイトクライムレポートが増加
していると指摘。“#StopaAAPIHate”
（AAPIはAsian American and 
Pacific Islander）プロジェクトを通し
てとヘイトクライムの報告を収集して
いるが、多くのローカル団体が、ホット
ラインやレポートシステム、ソーシャル
メディアなどで援助してくれるなど、新
世代の活動も増えてきているので、何
かあった場合は声を上げて警察や、地
元団体にレポート、相談し、コミュニテ
ィを巻き込むことが大切だと述べた。 

　その他、ホストの質問により、今後の当
地のアジア系アメリカ人コミュニティの課
題に話は進み、パネリストは各自の視点
から、その質問に丁寧に答えていった。ジ
ャーナリストであり作家、人権保護活動
家のヘレン・ジア氏は、アジア系女性につ
いてのこれまでの環境について、「アジア
系女性はいつも影に隠れて耐える姿勢の
あるイメージから、差別や犯罪のターゲ
ットになりやすい立場でもある。声をあげ
ることが大切だ」と語った。 

　アメリカン・シチズンズ・フォー・ジャ
スティス、アジア・太平洋諸国系米国人
人権擁護者ローランド・ワング氏は、「
過去には、アジアのコミュニティは個々
の教会・団体で活動をしていた。だが、
ビンセント・チン事件以降、アジア系コ
ミュニティはひとつとなって戦ってきた。
今後も我々は、共通の課題に向かって
協力しながら、人種やその他の差別を
軽視せず、ともに取り組んでいくことが
大切」と語った。

　また、日系アメリカ人トシキ・マサキ氏
は、ミシガン州アジア・太平洋系アメリカ
人委員会(MAPAAC)会長、日系アメリカ
人市民連盟（the Japanese American 
Citizens League）のデトロイト支部長、
中西部地区カウンシル理事等を務める
が、「アメリカの地により良い生活を求め
て来たアジア系の方々には、ミシガンは
最適な環境であり、州からさまざまなサ
ポートを受けられるシステムが整ってい
る。これらのことを引き続き周知していく

　2020年4月末、COVID-19の感染拡
大により、各州非常事態宣言および自宅
待機令が出ているなか、ミシガン州デト
ロイトでは、このウイルスの感染拡大が
中国と関連付けられたことから人種的ヘ
イトクライムが全米で報告され始めたと
して、タウンミーティングが行われた。
　ミシガン州司法長官のダナ・ネセル氏
は、1年前にヘイトクライムユニットを立
ち上げ、どんな差別も容認しないことを
示している。今回ミーティングでは、ミシ
ガン州上院デトロイト地区代表民主のス
テファニー・グレイ・チャン氏、トロイ地
区下院議員のパドマ・クッパ氏は、地元
FBIオフィス、弁護士、その他、州人権課
の専門家などとともに市民へのヘイトク
ライムに関する講習を行い、アドバイスや
ホットラインの番号など公開した。
　NYやサンフランシスコなどの公共交通
機関を利用する大都市では、身体的な暴
行をうけるような事件が発生している。ミ
シガン州の報告によると、現在口頭によ
る人種差別的な発言によるハラスメント
が大半をしめ、比較的少ないもの、チャン
議員の　"Knowledge is power" という
言葉どおり、現状を知ることが重要であ
るとし、専門家による講習が始まった。
「ヘイトクライムとは、人種、宗教、性、
民族、身体障がいなどの特定の属性を

ことが大切」と、説明した。

　最後にジア氏は「歪んだ怒りの矛先を
他者に向け、特定の人々にターゲットを
当てて攻撃することは、断じて許されな
いこと。人間同士が戦っている場合では
ない。闘うべきはもっと大きなものである
ということをはっきりさせるべき」とし、「
一人間として、より良い明日のために、差
別偏見があるのが当たり前と思わず、当
たり前よりも、更に良い明日を築くという
気持ちをもって行動していくことが大切」
と今重要なことを力強く述べ、続いてぼ
ボヤ氏は「ここには、多様なバックグラウ
ンドを持った人々がいるということを知る
こと、互いを敬い感謝する気持ち、皆違
う経験を持ちっていることを理解するこ
とが重要」として、番組の放送を楽しみ
にしているとまとめた。

　番組では、アジア系アメリカ人の多様
な過去、その功績、軌跡を取り上げてい
る。過去を振り返り、先人の苦難を知る
ことで人種のみに限らず、個々の正義・
公平性がいかに重要なものかを知ること
ができる。本イベントは、まさに、デトロ
イト地域のアジア系アメリカ人コミュニテ
ィが、これまで共通の課題に向き合って
共に歩んできた、またそれによって培わ
れた絆の強さを認識させるものだった。

　ここではディスカッションの内容全て
を紹介しきれないが、放送内容はDPTv.
orgのAsian Americans – The Detroit 
Story 検索で視聴可能となっている。　
　　

Asian Pacific American Heritage Month　 

・ Local Police  
危険が迫っている場合   911 
もしくは、最寄りの警察署の 
非緊急時番号まで連絡

「ヘイトクライム」の被害にあったら報告を

・ Michigan Attorney 
General Hate Crime Unit
313-456-0200
HateCrimes@Michigan.gov

・ FBI
313-965-2323 (24時間いつでも)
www.ic3.gov (インターネット上被害)

・ Michigan Department of 
Civil Rights
1-800-482-3604
MDCR-INFO@Michigan.gov
Online Complaint Form

持つ個人やグループに対する憎悪、偏見
から引き起こされる嫌がらせ、脅迫、暴
行などの犯罪の総称である」とし、例とし
て、窃盗などでも、対象が不法滞在者で
あることを理解したうえで（起訴されな
いだろうと）起こすものも同様のクライム
となると話した。
　そして、これらの犯罪は、個人や団体
に向けて何らかのメッセージ性をもって
起こす犯罪で、公共にその恐怖を知らし
めるものが大半。世界に大きなインパクト
を与える、と説明した。
　FBIによるレポートによると、ヘイトクラ
イムは、過去３年で全米では22％、ミシ
ガンでは34%増加している。カテゴリー
別にみると、2015-18年の調査ではミシ
ガンでは人種関連が69％、宗教、性的
指向の順に続き、対象は個人へのものが
3/4を占めた。FBIは毎年被害を受けたか
どうかの調査を実施するが、200万件を
超える回答を得ているにもかかわらず、公
式に被害届が出されているのは7000件
という。全体の３％しか被害が届けられて
いない、ということなのだ。理由は何か。 
「例えば、被害者自身がレポートされたく
ない状況、不法滞在であったり、公表した
くない内容の被害にあう場合であったり、
または、子供同士の発言である、外国人や
移民の場合は、言語の問題や、文化背景な

どが関係することもある」と例を上げた。
　どこからが被害なのか。憎悪に満ち
たスピーチやソーシャルメディア上での
主張は、アメリカ合衆国憲法の表現の
自由で守られているため犯罪ではないと
される。線引きが難しい問題だ。ただし
危険を感じさせるような行為や内容が伴
った場合は、必ず被害を報告するように
と専門家たちは強調した。地元の警察
署や、ローカルコミュニティのリーダーな
どへ相談、報告する場合は、どのような
状況かをメモ、写真を撮るなどをして、
証拠を記録することが重要とした。　 
「ヘイト“スピーチ”に関しては、何もでき

ないかといえば、そうではない」とFBIエ
ージェントの ルピナッチ氏。「そこからエ
スカレートした問題に発展させにないよ
う、表現、言論の自由とはいえ、ヘイトス
ピーチをする者や団体に対話、教育など
のアプローチをしている。我々も人権擁
護や、ヘイトクライムに関するトレーニン
グを随時行い、これら犯罪を重要に捉え
て対応している」と語った。
　現在ミシガンでは暴力的な報告は少ない
が、唾を吐かれる、メトロパークで差別用語
が書かれる、などの報告が上がっているとの
こと。何かあった場合は、下記より、どこ
かへまず報告をすることが大切である。

"Knowledge is power" ミシガン州議員・専門家がヘイトクライムに関する集会行う

イベント時 公開情報
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Towel Hats USA ミシガンタオル帽子会

　そのような中、マスク不足と言う緊急事
態のニュースを聞き、タオル帽子会は急
遽マスク作製を実施。現、旧会員、サポー
ターの皆様、在デトロイト日本国総領事
夫人にもお声を掛けたところ、快くご協
力をいただくことができ、各自の手持ちの
布で縫うことになった。マスクに付けるゴ
ムが手に入らない、などいろいろあった
が、ストッキングやTシャツを切ってゴム
の代用に使用するなど、たくさんのアイデ
アや情報を交換しながら同じ目的に向か
った。
　去る５月11日、５月と言うのにまさしく「
冬」のような天候の中、270枚というたく
さんのマスクのご寄付の回収ができた。
翌日12日には、20枚を癌センター、250
枚をプロビデンス病院のメインビルデン
グに届けた。
　このような困難な状況にもかかわらず、
惜しみなくマスク作りをしてくださり、どの
マスクを拝見しても〝ネコババ″したいくら
い素敵なマスクの数々。病院の係りの方

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

ミシガン州に限らず、全米各地ではさまざまなボランティア活動が盛んに行われています。今回ご紹
介するのは、ミシガン州の「タオル帽子会」。手縫いのタオル帽子を地域の癌センターや病院に届け
ているグループで、抗ガン剤治療や他の理由で脱毛した患者さんのために、一本のフェイスタオルか
ら手縫いで帽子を製作されています。この度、新型コロナウイルス感染拡大の状況下では、急遽タオ
ル帽子に代わり「マスク作り」を実施されたとの報告を受け、そちらのレポートを掲載します。 
　　               　  　　　　　　（JNC編集部）

タオル帽子会は、新型コロナウイル
ス感染拡大によるミシガン州の

外出禁止令の影響を受け、集会ができ
なくなっていた。

手作りマスクを地元医療センターへ寄付

はひとつずつ手に取り、ワーと歓声を上
げていた。
 タオル帽子会は手縫いのタオル帽子を
地域の癌センターや病院に届けているボ
ランティアグループだ。抗ガン剤治療や
他の理由で脱毛した患者さんのために、
一本のフェイスタオルから手縫いで帽子
を製作している。
 岩手県のホスピス会事務局長の吉島さ
んのアイデアで始まった活動で、型紙は、
コピーライトがあり、無断コピーや販売は
禁じられている。岩手県ホスピス会のご
理解とご協力により、ミシガン州でこの
活動をはじめた。
　肌触りが良く、吸湿性に優れ、蒸れな
いよう、室内、院内、就寝用に最適な帽
子を作るために改善を重ね、アメリカの
薄手のビーチタオルなども使いながら、
ミシガン州内やオハイオ州、ワシントン
DC、カナダなど、ご希望のある方や場所
に寄贈している。タオル帽子会はコットン
100％で未使用の薄手のアメリカのキッ
チンタオル、ビーチタオルそして日本のフ
ェイスタオルのご寄付、また会に賛同い
ただける方のご寄付も受け付けている。 
　(記事・写真提供協力　タオル帽子会）

Facebook - TOWEL HATS USA  をご覧ください

  作製会に参加できなくても、時間のある時に作って、まとめて送っていただく
ことも可能。タオル帽子の作製グループを作りたい方、また、知人やお友達で
タオル帽子を必要としている方がいる場合はご連絡ください。
*参加される方はお手数ですが下記の係りまでご連絡お願いします。　　　
　　　　　　　　　　連絡先：towelhat@yahoo.com
　　　藤田：248-349-9682　　　FB: Towel hats USAをご覧ください　

  会員は、患者さんを思いながら心をこめて一針一針縫い進めている。「豊か
な気持ちになれる」「英語が苦手でもできるアメリカへの感謝」など、やりがい
を語る。そんな思いを込めて月に一度集まっている。そして一人でも多くの方々
の参加を会員一同心待ちにしてる。現在は自宅待機中で、集会開催は病院の
指示待ちです。

タオル帽子 作製会のご案内　 

日時：　毎月第二火曜日　 午前10時―午後1時
場所：　Providence Center for the Healing Arts  Assarian Cancer Center
             47601 Grand River Avenue Novi, Michigan 48374　
会費：　無料　但し、初めての方は初回のみ＄１０ 
　　　　　（型紙、縫い方、タオル1枚）
持参する物： 裁縫道具・・・縫い針、マチ針、糸(ミシン糸)、はさみ、指ぬき。

http://www.riveroakswest.com
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ミシガン大学家庭医療科医師
リトル（平野）早秀子

屋内では常にマスクを着用しましょう。外でも、家族以外の人と会う場合は、
マスクを必ずしましょう。 フェイスシールドは、鼻や口をカバーせず、唾が飛
ぶので、他人に感染させないという本来の目的は果たせません。フェイスシー
ルドは目にかかる飛沫を防ぐだけの意味しかないので、医療現場で用いる事
は多いですが、一般生活では必要ありませんし、マスクのかわりにはなりませ
ん。手袋も、手袋をして、手と同様に使うのでは意味がないので、必要ないと
いっていいでしょう。

マスクの着用

• 症状がない人でも他人に感染させることがあることを念頭に行動しましょう

• 熱・咳・息苦しさなどがある場合は家の外に出ないようにしましょう 
（主治医に電話、Eメールで相談）

• 感染した人のうち、基礎疾患がある人や、高齢者が重症化しやすいことを 
念頭に行動しましょう

• 引き続き、ソーシャルディスタンス（1.8m）は続けるべきです

• 手洗いを頻繁にしましょう

• 屋内では必ずマスクをし、屋外でも他人と近くで会うときはマスクをしましょう

集団感染を緩和するには？

 アメリカでは、1918-1919年に起ったスペイン風邪の経験をもとに、
多くの判断がなされています。このスペイン風邪では５億人が死亡し
ましたが、第２波が第1波よりもずっと被害が大きく、第3波もおこりま
した。現在は、新型コロナウィルスのワクチンも治療も確立していない
中、経済への配慮から、自粛規制は徐々に解除されつつありますが、い
つまた大量感染の波がきてもおかしくない、という状況です。

 今のところ、6月12日まではミシガン州では自宅待機命令が持続
しているので、飲食店や美容院などはまだ開業していませんが、食
料品以外の小売業は再開していることろもあります。ただし、social 
distancingに配慮するのが条件となっています。

 そこで、州知事による自宅待機令が解除されても、新型コロナウィ
ルス感染が起こる前に戻るということではなく、いわゆる、「New 
Normal」（新しい基準・常識）が始まるということで、常に感染の危険
はあるという事を意識しておくことが大切です。

 会食をする場合など、マスクをしたまま食べることは不可能なので、外
すことになりますが、1.8メートル離れていることが推奨されています。
飲み物やフォーク、お箸などの使いまわしは避けましょう。また、一度
かかったらもうかからないという保証はありません。抗体検査や、過
去の感染の既往などは、今後の感染の可能性を占えるものではないの
で、全員が気を付けることが重要です。

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

• 職場や店の中ではマスク使用、他人との距離を最低1.8メートルとりましょう
• 家で手を洗うまで、自分の顔や目、鼻、口を触らないようにしましょう

• 帰宅後の手洗い石鹸で２０秒以上（ハンドソープ）を徹底：最重要
• 職場では、食事の前には必ず手を洗いましょう

買い物や仕事

COVID-19 感染予防のためのこれから

▶▶ New Normal (ニューノーマル）を知る New Normal (ニューノーマル）を知る

COVID-19 感染予防のために
今一度、気を付けたいこと

https://www.tabi22.com/btm/
https://nittsu.com/hikkoshi/
https://nittsu.com/hikkoshi/
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　６月、子年２０２０年上半期の最終月です。通常ならば学生、生徒は皆夏休みに入
り、サマーキャンプや家族旅行、BBQパーティー、各種スポーツイベントなど楽しみが
目白押しでワクワクする筈ですが、今年は全くの想定外で新型コロナウィルスが不意に
土足で乗り込んできて勝手に居座り多くの楽しみを奪ってしまいました。高校、大学の
シニア４年生は人生の一大行事である卒業式もスタジアムや講堂では行えず、インター
ネットを介したバーチャル卒業式がせめてもの慰みとなってしまい気の毒としか言えま
せん。日本でも桜の下で行う卒業式、入学式がご破算となっただけでなく、国民的行
事と言える高校野球夏の甲子園大会が史上初めて中止となってしまい、日頃から厳し
い練習に明け暮れていた高校球児の夢を奪い、全国のファンを落胆させました。自分
達ではコントロール出来ないどうしようもない理由とは言え、球児の皆さんの心中を察
すると気の毒で慰めの言葉もありません。

　その憎き新型コロナウィルスは先月末メモリアル・デーの週末明けにとうとう米国内
だけで１７０万人超の確認感染者と１０万人超の死亡者という悲惨な数字に到達してし
まいました。悲惨さに輪を掛けているのは、これが終わりではなく今もまだ毎日人数が
増え続けているという恐ろしい事実です。その事実から目を背けトランプ大統領はメモ
リアル・デーの当日こそバージニア州の戦没者慰霊碑に夫妻で献花しましたが、週末
は前日からゴルフ三昧。まるでコロナ騒ぎなどなかったように、犠牲者とその家族や近
親者に対する哀悼や同情のコメントもなく、折しも話題になっていた郵便投票に関して
事実と異なる偽りのテキストをツイッターで繰り返し、次期大統領選のキャンペーンに
終始する体たらく。また、その前週の記者会見では、自分は抗マラリア薬であるハイド
ロキシクロロキン（日本語読みではヒドロキシクロロキン）を２週間前からコロナ感染
症の予防として摂取していると発言して出席者や視聴者を驚かせました。この薬はひと
月以上も前にもう一つ別の抗マラリア薬と共に実効性や安全性の確かな検証データも
ないまま無責任にもトランプがコロナ罹患者に摂取を勧めた曰く（いわく）付きのもの
で、医療関係者は実効性よりも心臓麻痺、肝臓障害など最悪死に至る重大な弊害リス
クの方が大きいと使用中止を呼び掛けている程で循環器系に懸念のある彼が実際に
摂取しているとはとても思えません。第一この件だけ彼がウソではなく真実を述べてい
ると思うのはトランプ教の信者かトランプウィルスに冒されている輩だけでしょう。トラ
ンプはコロナ騒ぎで自分に非難の矛先が集中し、次期大統領選での再選が危ぶまれ
るため世間の目を逸らす意味でまたまたデタラメを吹聴（ふいちょう）した茶番劇でし
た。よく詐欺師が「詐欺は騙される方が悪い」と犯罪者側の勝手な屁理屈を言います
が、騙す奴がいなければ騙される人もいないわけで、どう転んでも騙す方が悪いに決
まっています。

　では、今月のテーマ「どちらが先に？お先にどうぞ」について書いていきます。

　ご承知の如く、トランプ大統領はメモリアルデー週末前に当地ミシガン州イプシラン
ティのフォード工場を訪れ、国家防衛法に基づき緊急生産中の人工呼吸器生産現場
を見学しましたが、ここでも社内規定で訪問客に義務付けしているマスク着用を拒む
我儘を通したようで、ミシガン州の司法長官が事前に「フォード社は大統領もルールに
従うようにさせること、もしそうしなかった場合は会社がその責任を負うことになる」と
警告していましたが、結局マスクなしで見学したようです。見学後の記者会見ではマス
クをしておらず、記者から「工場内ではマスクをしたか？」と質問され、「見栄えが悪い
ので今はしていないが、見学中はしていた」と回答。フォード社社員と一緒にマスクをし
ているスナップ写真がニュースで流れましたが、それはヤラセの証拠写真として残した
だけで、同じくニュースで流れたビデオクリップはマスクをせず見学中の映像でした。
フォードの社内規定だけでなく自分の政権本丸であるホワイトハウスやCDC発出のガ
イドラインでマスク着用励行が謳われているにもかかわらず、ここでも自分勝手な我儘
を押し通す態度は全く国民向けのロールモデルとして失格で、この模様をニュースで見
た各地の市民の中には外出先での取材に「大統領がマスクをしないのに自分がする必
要はない」と断言する人もいて物議を醸しています。市場再開後感染者数が急増してい
るテキサス州ではマスク着用の義務付けとは正反対にマスクをしている人は入店禁止
のバーまで現れたという情けないニュースもありました。何事につけ選挙キャンペーン
の材料にして政治問題、政治的対立に仕向けてしまうトランプの身勝手な言動には本
当に呆れるばかりです。

　３月以降のコロナ関連ホワイトハウス・ブリーフィングやその前後の記者会見での無
責任で人命軽視、ウソだらけの発言を実況TV放送やニュース報道で観ていると「今ま

さに現職の米国大統領がこんな事を言っているのか！？これが本当に米国大統領な
のか？」と信じられない気持ちになります。自分がやった事、やっている事が悪い事だ
という認識が全くない、認識がないから反省しない、反省しないから悔い改めて直そう
ともしない、多少の非難・抗議・反対があっても取り巻きや共和党議員が取り繕って
弁護、擁護、保護してくれるので同じような事をやってもいいのだ、もっとやりたい事を
やってもいいのだと考えて行動に移す。それが今のトランプです。先の大統領弾劾裁
判で無罪判決が出た直後スーザン・コリンズ共和党上院議員が「彼はレッスンを学ん
だと思う（”I hope”という希望的観測でしたが）」とコメントしていましたが、皮肉にも
彼女の期待通りトランプはしっかりレッスンを学び、自分に反旗を翻して内部告発した
者、不利益な証言をしたメンバーや関係者、公平中立な立場から政権や上下院議員の
言動に違法行為や越権行為がないか監視・監査をしているいわゆるウオッチドッグと
呼ばれる職位の面々を次 と々除外・排斥・入れ替えて確実に自分に忠誠を誓うメンバー
だけで周囲を固め、内部情報が外部に漏れないように慎重に極秘行動を取るようにな
りました。コロナ対策の特別対策チーム（タスクフォース）として表に出て活動する正
規の第一チームとは別に娘婿であるジャレッド・クシュナーを中心とした第二チームを
結成し、ドアを閉めた会議室で極秘に打ち合わせし、何をどうするのか公式発表は一
切なく隠密行動で独自のシナリオを進めている気配です。一度だけクシュナーが記者
会見で発言し、医療専門家や国家安全保障関係者の間では情報無視や軽視による
初動の遅れ、感染確認テスト能力、個人保護具や人工呼吸器、受入れ可能病床数の
不足など対策の不備が指摘され感染者数、死亡者数が急増しているにもかかわらず、
トランプ大統領のコロナ対策は素晴らしいと褒め称え、ニューヨーク州など民主党母
体の州知事が連邦政府在庫から人工呼吸器の供給支援要請したのに対し、「連邦政
府の在庫は州の在庫ではなく我々の在庫である」と発言し、「国の物はオレの物」、「
連邦政府もオレの政府」という本音が思わず口から出てしまい政権の私物化を印象付
けた瞬間でした。実際ニューヨーク州、ニュージャージー両州からの度重なる要請に
は直ぐに対応しなかった反面、共和党母体のコロラド州知事からの要請には翌日出荷
という即対応を見せる不公平ぶりで、国家緊急事態宣言まで出したコロナ騒ぎを政治
問題にすり替え、党利党略を目指す共和党と民主党の対立構図を持ち込んで民主党
知事に手助けして手柄話を作らせない助平根性が見え見えでした。

　また、次期大統領選で有利になるように司法長官が司法省や判事に圧力を掛けて
ロシア疑惑や他の刑事罰で有罪判決を受けて服役中もしくは求刑前のトランプのお友
達に特赦・恩赦を使って早期に出獄させたり、減刑判決させ、ロシア疑惑自体が作り
話で実際にはなかった事になるように仕向けています。直近では、郵便投票に関する
最近のトランプのツイート２件は、とうとうツイッターの運営管理規則上見逃せない重
大レベルの虚偽の内容と判断され、『ファクト・チェッキング（事実確認）要』のラベル
がトランプの複数ツイートに付加される事態にまで発展。これに逆ギレしたトランプや
トランプ支持派から抗議のツイートやメールがツイッター幹部役員に送りつけられまし
たが、間髪を入れずに通常政治問題にはノータッチのツイッターのオーナー経営者で
あるジャック・ドーシー自ら直々に「この件は私自身が自社の倫理規定に基づき自分の
責任で判断、決定、実施したものである。」と明言。また、「責任のない他の弊社社員
には一切何も言わないでほしい。」と社員を擁護しました。

　トランプは再度逆ギレして、ラベル付けは検閲行為であり、もし継続するならば
SNSのサービスを制限する事を考えると脅し文句を述べ、新任のケイリー・マッケ
ナニー大統領報道官もレポーター取材に対して「大統領は間もなくSNSに関する
大統領令に署名するだろう」とそれを裏付ける発言をしました。これこそ現職大統
領による報道管制、メディア操作の試みであり、報道の自由と事実を伝える責任
があるメディアの存在意義を根底から揺るがす越権行為であり絶対に許してはな
らない事です。古くは第二次世界大戦時のドイツ第三帝国総統のヒトラーや三国
軍事同盟を結成したイタリアのムッソリーニ、大日本帝国首相の東條英機がそれ
ぞれの国民に虚偽のニュースを流し、騙して悲惨な大戦に導き、多くの尊い命を
奪った恐ろしい手段です。今もコロナ騒ぎの火元となった中国武漢の状況を当初
ひた隠しにし、国内は元より海外諸国への警鐘、通達の遅れで世界中を悲惨な
状況に巻き込んでしまった一方で東アジアからアフリカまで一帯一路の覇権を目
指す中国共産党や東欧から西欧、中東へNATOの切り崩しと域内侵食を謀るロシ
アの野望を隠し、協力支援する国家的陰謀の手先として動いているメディアもあ
ります。以前にも「トランプが大統領に当選した事、今もなお大統領として居続け
ている事自体が米国の国家緊急事態である」と書きましたが、民主主義下の米国

どちらが先に？　お先にどうぞ。

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第208回）

（次ページにつづく）
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

食に関する言い回し（6）食に関する言い回し（6）

〜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〜

−−１２３１２３−−

　今回は「飯」の続きから始めましょう。「他人の飯を食う」は親元を離れて
他人と暮らすことですが、特に英語では表現がなく、“To leave one’s par-
ents’ home and live with other people” と説明的になります。「無駄飯
食い」は、“ne’er-do-well” （ne’er は never の省略形、この場合 [v] は
発音しない）とか “idler"、又 “good-for-nothing ” で、何の役にも立たない
人のことです。「一つ釜の飯を食う」は、“to break bread with somebody” 
です。ちなみに英語文化では生活収入を稼ぐ人を “breadwinner” と言いま
す。日本のお米に代わって西欧ではパンが主食ですから。

　次に「油」です。「油を売る」とは、無駄話をして時間を費やし、仕事を怠
けることですが、これは江戸時代に髪油の商人が婦女に長 と々世間話をし
ながら売っていたことに由来するようです。英語では、“to loaf” という言い
方がありますが、これはパン一斤を意味するloaf とスペルが同じでも関係
ありません。口語では “to goof off” が良く使われます。「油を搾る」は、例
えば「先生に油を搾られた。」であれば  “My teacher raked me over the 
coals.” とか、“The teacher chewed me out.” と言えます。このような表現
の方が、“The teacher reprimanded me severely.” より面白いし、表現が
生き生きしますね。「（火に）油を注ぐ」はとても似た表現があり、“to add 
fuel to the fire” と言います。最後に、漢字は違いますが、「脂が乗る」とい
う表現があります。「彼、今脂乗ってるねえ」という時は、“He’s now in the 
groove/zone.” と言えばいいでしょう。

　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。

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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

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

▲ご予約はこちら

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。

（喧々諤々　つづき）

でも絶対的権力に憧れるトランプの独裁者化、専制君主化、暴君振りをこれ以上 
許してはなりません。特に最近は「何か精神的疾患を患っているのではないか？」とま
で言われるほど傍若無人な言動を繰り返し、政権放棄前の末期的症状ではないかと
思える程次から次と支離滅裂な発言やツイートばかりで、ホワイトハウスの取り巻きや
共和党幹部の誰も歯止めが利かず、最後は自滅しかないか？と思わせる酷さです。私
はもうこの２〜３年、米国は世界一の国家とか世界の誰もがアメリカン・ドリームに憧
れる文化的で人道的な民主的法治国家ではなくなりつつあると感じています。その一
端は当地ミシガンでも実感出来ますが、カナダ側から国境を越えて米国側に入った途
端に道路はボコボコの穴だらけ、ハイウェイでもポットホールや亀裂があって車で走
るとタイヤのパンクだけで済まず、シャーシや車体にまで損傷が及ぶケースまでありま
す。昨年はたまたま暖冬でしたが、雪と氷で凍結する冬場は更に酷い状況になります。
他にもニューヨーク市の地下鉄、全米各地の道路、橋梁、オーバーパスなどインフラの
老朽化、人種差別、銃乱射事件、国内テロ、移民・難民の受入れ拒否、正式な滞在許
可証のない外国人の強制退去、移民親子の強制分離と再会不能状況、地球温暖化無
視の環境破壊、貧富差の二極化と貧困層の増加、国際安全保障と友好国との外交破
綻、米国内三権分立無視の司法介入、子飼いの司法長官を使った国家安全保障関係
部署や司法省への私的介入、信用破壊などなど大小未解決の問題は山積みです。

　もしトランプが再選され更に４年間この状況が続くばかりか悪化の一途を辿るのを
想像すると暗澹たる気持ちになるのは私だけではない筈です。一方では信じられない
位の人数のトランプ親派・支持層がいるのも事実です。アメリカの良識と良心は死んだ
のでしょうか？トランプはこういう人間になってはいけない、こういう事を言ったりやっ
たりしてはいけないという意味で反面教師としては最高のお手本です。まるで禁断のパ
ンドラの箱を開けてしまった結果、病気、犯罪、災厄、苦しみ、悲しみなどありとあらゆ
る苦悩と困難が世の中に溢れ出し、多くの罪のない人々を苦しめているようです。

　新型コロナウィルスの終息とトランプの次期大統領選落選のどちらが先か？

　皆さんはどう思われますか？ 私はどちらでも「お先にどうぞ。」と言いたいです。

 JAPAN NEWS CLUB 
インスタグラムアカウント開設しました！

JNC最新号発行情報や、その他地域のイベントなど
のお知らせを受け取りたい方は、ウェブサイトより無
料Eメール配信のご登録、もしくは、JNCインスタグラ
ムのフォローをよろしくお願いします。

Instagramアカウント 
@japannewsclub

https://www.suzukimyers.com/ja/
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/country-inn-novi-mi
https://www.instagram.com/japannewsclub/
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今回は昔の記事ですが、今読み返しても新鮮味が
ありますので、ここに再録させてください。今は

コロナウイルスのせいで、外来診療もずいぶん様変わり
してしまいましたが、基本は同じだと思っています。もし
この記事を覚えておられる人があれば、ごめんなさい。
日経メディカルという医師向けのサイトで、１０年ほど前
でしょうか、井出広幸（信愛クリニック院長）という人の
書いた「患者の長い話を聞かないための技術」という話
を読んで、ずいぶん違和感を感じたためにその反論とし
て書いた記事です。ここにその話を引用します。

” 患 者 の 長 い 話 が 始まってしまったらどうし 
よう──。

これこそ、繁盛しているクリニックの開業医であ
るあなたが、心療を新たに始めるに当たって最も
怖れている事態ではないでしょうか？ただでさえ
忙しい外来診療の中、「こころの病気を抱えた患
者の長い話を傾聴する余裕なんてない」というの
が、皆さんの本音であると思います。

患者の終わりのないような長い話につき合ってい
ると、医師自身が難行苦行を行っている気分にな
り、ひどく消耗するばかりか、本来は楽しいはずの
心療が嫌いになってしまいます。

繁盛している開業医の外来では、患者1人当たり
にかけられる診察時間は、せいぜい5分から10分
ぐらいでしょう。もし、心療の初診患者1人に20分
以上の時間を取られてしまったら、外来診療の流
れは大きく乱され、破綻します。日本の保険医療
制度という、リアルな現実の制約の中で、心療を
実践し成果を出すためには、「患者の長い話を聞
かない技術」が必要なのです。

そこで今回は、PIPC（Psychiatry In Primary 
Care）でも重視している、「患者の長い話を聞か
ない技術」について、じっくりと説明していきま
す。(中略）

診察に限らず、日常会話でもそうですが、会話の
主導権は常に質問している側が持っています。「
長い話を聞かない」ためには、医師が常に質問す
る側であり、患者は常に答える側であるという関
係性をキープしなければなりません。

医師が会話の主導権を手放さないためには、患者
に語らせてはなりません。患者は質問に答えるの
です。したがって、医師が上手に患者をリードしな
がら質問を続ける必要があります。(後略） 
      (日系メディカル  2012/07/19）”  

　これを読んで皆さんはどう考えられましたか？この人
のアプローチは私が日常診療で行なっていることとず
いぶんかけ離れています。それは日本人とアメリカ人の
患者さんの違いなのか、それともこの人が言われている
心療というものが私の行なっている診療と違うものな
のか、それはよくわかりませんが、アプローチがひどく
違うことは間違いありません。

　私も、忙しい外来をもっています。新患（今までに診
たことのない患者さん）に割り当てられた時間は３０
分、旧患（今までに診たことのある患者さん）に割り当
てられた時間は１５分ですから、時間に制限があること
は間違いありません。ただ、私が患者さんを診るときに
は、必ずオープンな質問から始めます。オープンな質問
とはどういうことかと言いますと、「今日はどうされまし
たか」とか、「前の診察日から今日まで、何か変わったこ
とがありましたか？」「病院に入院されたり、救急室に
行かれたことがありますか？」「お薬は同じですか？」
とかいうように、答えに大きく幅があるような質問をす
ることから始めます。これは、アメリカで研修医の先生
達を教育するときにも必ず強調されることです。ここで、
「ハイ、実は、お腹が痛くなって救急室で手当を受けま
した」とか、「こけてケガをして７針縫いました」「白内
障で手術を受けました」など、患者さんから言いたいこ
とを何でも言ってもらいます。「便秘で困っています」「
最近体がだるくて困ります」「血圧がどうも高くて」な
ど、私は循環器専門医ですが、患者さんには循環器に
関係のありそうなことだけでなく、何でも言ってもらう
ようにします。そうすることによって、診断につながる重
要なヒントをつかむことができることがしばしばあるか
らです。

　話の窓口を広くとっておけばおくほど、木を見て森を
見ずになる失敗を防ぎ、患者さんが本当に困っているこ
と、その人の現在の健康状態の最も鍵となる病気の本
体を見届けることができます。こけてケガをした患者さ
んが、転んだ原因を探っているうちに、重篤な不整脈が
発見されることはまれではありません。「体がだるい」
という主訴から始まって、重篤な血液のがんを発見した
こともあります。体がだるいのには血液電解質異常や、
貧血、内分泌疾患が関与しているかもしれません。便秘
の原因が、私の出しているお薬によっている可能性はな
いかとか、常に、考えながら、患者さんの話を聞きます。
そうしているうちに、これはひょっとして、循環器の病気
の症状かもしれないと思えば、そこで、詳しく質問をし
ます。例えば、「最近息切れがして...」という話が始まれ
ば、「それは何かしているときに悪くなりますか」とか「
横になった時はどうですか」「夜中に息切れがして目が
覚めることがありますか」「咳はありますか、あるとす
れば空咳ですか、痰が出ますか、痰の色はどうですか、
胸痛はありますか、熱はどうですか、足の浮腫はありま
すか...」など、ひとつひとつ鑑別診断を思い浮かべなが
ら、理詰めで可能性のある疾患をしぼっていきます。呼
吸苦を起こす疾患にはいろいろあり、肺が原因なのか、
心臓が原因なのか、それとも他の疾患、例えば重篤貧
血が原因なのかは、問診によってある程度鑑別がつき
ます。

　先日も、ぜんそくの発作の患者さんで、あまり心臓に
は関係のなさそうな患者さんの話を聞いているうちに、
前胸部の手術の傷跡があることに気がつき、話を聞い
ているうちに、子供のときに心臓手術を受けた、しかし
それは子供の時なので、どんな手術なのかは分からな
いという話でした。その後診察中に左手の親指が先天
性に欠損していることがわかり、この患者さんが、ホル
トオラム症候群というまれな先天性心疾患の患者さん

ではないかという診断の可能性が浮かびました。後日
調べてみると、左の頸動脈の欠損や左鎖骨下動脈の走
行異常も見つかり、今では、まずこの診断で間違いがな
いと思っています。これも、患者さんの話を良く聞き、循
環器に関係なさそうな所見も見逃さなかったため、見つ
けられた診断だと思っています。

　始めから医者が想定した質問のリストをもっており、
このリストにそって患者さんに誘導質問をするというの
では、鑑別診断は医者のもっている予見と偏見の範囲
内に限られてしまいます。それならば、患者さん自身に
あらかじめ質問表を渡しておいてそれに記入してもらえ
ば済むことです。それでも足りなければ受付の事務員さ
んに頼んで患者さんに聞き取りをし、質問表を埋めても
らえば事が済みます。

　医師が医師でなければできないことは何でしょう
か。それは医学教育とトレーニングによって培われた膨
大な知識で鑑別診断を狭めていく能力です。患者さん
のもっている限りない可能性を最初から狭めてしまわな
いこと、幅広く、自由に述べられた主訴こそ聞くに値す
るものであると思っています。

  Listen to the patient.   Listen to the patient. 
    He is telling you the diagnosis.     He is telling you the diagnosis. 
  
  患者さんの言うことに耳を傾けなさい。   患者さんの言うことに耳を傾けなさい。 
          ほら、あなたに診断名を教えてくれていますよ。          ほら、あなたに診断名を教えてくれていますよ。

 
これは、アメリカの内科医にはよく知られた格言ですが
けだし名言だと思っています。循環器科疾患の診断に

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

心臓病治療の最前線

第148回第148回        患者さんとの会話について患者さんとの会話について

は、心電図、エコー、ストレ
ステストや心臓カテーテル
検 査などが欠 かせません
が、しっかりした問診と身体
所見をした後に、確認のため
にこのような検査をすること
で、標的を絞り、手間も時間
も、身体への侵襲度も減ら
すことができます。テクノロ
ジーが進歩した今でも日常
診療行為において問診と身
体所見をとることの重要性
は全く変わっていないと言っ
てよいと思っています。

初心忘るべからずです。
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　ミシガンでもようやくゴルフができるようになりました。PGAは6月第2週からレギュラー
ツアーを再開する予定です。5月にデトロイトゴルフクラブで開催される予定だったRocket 
Mortgage Classicは、独立記念日の週末に延期され、無観客で行われることになりま
した。全英オープンは中止になりましたが、マスターズは11月に、全米オープンは9月に延期
されるようです。少しずつでも再開のニュースが入ってくるのは嬉しいものです。私も6月中
の渡米を目指します。
　日本でも緊急事態宣言が出ましたが、休業要請の対象にならなかったために多くのゴ
ルフコースで営業が続けられました。どこも売り上げは激減したそうです。入り口で検温
をし、受付にはアクリル板が取り付けられ、ロッカーとお風呂を使わない、途中休憩なし
のスループレイが人気となるなど、業界に「ニューノーマル」が生まれつつあります。コロナ
禍が落ち着いた後の日本でも、対価に応じたカジュアル型と従来型のプレイスタイルという
二極化が進んでいくだろうと言われています。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

距離 PGAツアー 90台プレーヤー 
2 feet 60cm 99% 90% 

5 1.5m 75% 50% 
8 2.4m 50% 30% 
10 3.0m 40% 20% 

 
 

　そんな折、私も久しぶりにゴルフに行きま
した。家からゴルフウェアで出かけて駐車場
でシューズを履き替え、チェックインしてすぐ
コースへ出るという、ミシガンではおなじみ
のアメリカンなゴルフでした。ラウンド後に外
のテーブルでコースが用意してくれたお弁当
を食べてから家に帰りました。もうなんだか
サイコーでした。
 ラウンドでつくづく感じたのは、寄せとパットの重要性です。物理的にパーオンできない長
いホール、グリーンオンを失敗した後のリカバリー、スコアメークのためにはとにかく寄せワ
ンを取りまくらないといけません。寄せなきゃいけないのはわかるけれど、一体どれくらいの
ところに寄せると1パットでカップインさせることができるのでしょうか？マーク・ブローディと
いうコロンビア大学ビジネススクールの教授が、”Every Shot Counts”(邦題「ゴルフデータ
革命」)というとても面白いゴルフ本を出していまして、この本についてはまたあらためてご
紹介したいと思っていますが、そこに距離ごとの1パットで入る確率が紹介されています。

 ピンの長さ（約2.5m）より少し長い3mぐらいに寄せることができれば、なんとか1パットの
チャンスがあり、外したとしても2パット以内で収めることができそうです。
　我が師匠・ペルツ博士によるこんなデータもあります。同じ3mのパットをいろいろな角度か
ら打った時の1パットで入る確率です。グリーンを時計の文字盤にたとえて、中央にカップがある
とします。傾斜の一番高いところが12時、低いところが6時です。これはツアープレーヤーの数字
ですが、一番ワンパットの確率が高いのが5時から（上りの、右から左への軽いフックライン）の
パットで48.2％、次が12時からの下りのストレートパットで47.1％、そして7時からの上り・左か
ら右への軽いスライスラインが46.2％、と続きます。一番確率が低いのは9時・真横からのスラ
イスラインで、28.9％です。下りよりも上りのパットの方が入れやすい、とよく言いますが、5時
から7時の間の上りが42.6％に対して、11時から1時の下りは36.7％ですから、そのウワサは本
当ですね。たとえば長すぎるパットを着実に2パットで収めたい時にも、1パット目でやみくもに
カップを狙うのではなく、これを参考にして置き所を決めることができます。

<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)

　アプローチショットをするにもパットをするにも、寄せやすい・入れやすいボールのポジ
ション、というものがあります。1バウンド目の着地のハネや転がりが大きく影響します。次
号からはパッティングを離れて、そんなショットマネージメントのお話をしていきたいと思っ
ています。お楽しみに！

www.takadadentalclinic.com

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

1/4 page size ad. Yamato Transport
March 2007

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。

http://www.crazygolfersworld.com
http://www.takadadentalclinic.com
https://www.yamatoamerica.com/cs/international-ta-q-bin/?gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALchLsS_DBVKUFB0WZu-xTsbEezhzIQWFc4pF0lX9Xz-SWQG1KAkfZdhoC9_4QAvD_BwE
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世の中全体を混乱させているCOVID-19。不動産もその一つですが、物
件購入を検討している、あるいは物件売却を検討してる皆様にとって、物
件価格がどのようになるか、関心が高まっていることと思います。

米国での物件の需要・供給がどうなっているのかを見てみましょう。

全米の５万人以上の不動産業者に市場調査をした統計によりますと、50
州の内、34州で買い手の需要が高まっているとされており、ミシガン州も
その１州になります。また、46州では売却物件の供給が少ない、とのデ
ータが出ており、引き続き売り手市場となっています。

このことから、コロナウイルスの影響を受け、価格上昇は緩やかにはな
るものの、物件価格の減少見込みは少ないとされています。

購入・売却に関してご相談がございましたら、お問い合わせ下さい。

新型コロナウイルス（COVID-19)による物件価格の行方

#03

記事問合わせ：記事問合わせ：MK T HomesKeisuke Takemoto（竹本恵介）MK T HomesKeisuke Takemoto（竹本恵介）734- 660 -9232　　　  734- 660 -9232　　　  
　　　　　   K Takemoto@mk thomes.com　　　　　   K Takemoto@mk thomes.com・・mk thomes.com

Weak
Stable 
Strong

Weak
Stable 
Strong

  

BROOKHAVEN LAKE で グランピング

ミシガン州ノバイ市からわずか北に２時間のところに、日本のファミ
リーに最適のキャンプ（グランピング）場があります。隣同士が近く、
混雑した通常のキャンプ場とは異なり、プライベート空間プライベート空間をご用意し
ています。キャンプ場全体はあなたたちだけのものです！

2 つの大きなテントをご 用 意していますが、ベッドとシーツはす
で に 設 置 されて います。1つ は 親 用 、もう1つ は 子 供 用 で す。 
この美しい森の中にはすべてが揃っています。夜は、キャンプファイ
ヤーの後、天の川と流れ星を観ながらゆったりとした時間を、昼はゴ
ルフ、水泳、カヤック、釣りなどアクティブに楽しんでください。

＜用意されているもの＞

電気、ホットシャワー、子供用寝袋、子供用自転車、ピクニックテーブ
ル、水、薪、屋外グリル、椅子とスイング、バレーボールとバドミント
ン。自然歩道と湖。テントには、テレビ（日本のDVDあり）、電子レン
ジ、ファン

詳細については、www.brookhaven-lake.comwww.brookhaven-lake.comをご覧ください。

日本語でのお問合わせは sanaedori1818@yahoo.co.jpsanaedori1818@yahoo.co.jp  まで

今夏、プライベート環境のキャンプ場で
安全なバケーションを

PR

Sanpei

伝統の味とサービスをお届けします
★日本の生ビールあります！★

(アサヒ・キリン・サッポロ）

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

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

Joy Road

Ford Road
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Sanpei

http://www.keikokikuchidental.com/
http://mkthomes.com
http://www.brookhaven-lake.com
http://izakayasanpei.com/
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4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

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

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

　早速ですが、私のYouTubeチャンネルを６月中に開設します！（まだこの原稿
書いているのが５月なので）
　前々からやりたかったのですが、なんでもそうかもしれませんが、ゴルフで
YouTubeというのは大変難しいです。なので集中してやるために自宅にスタジオ
を作っちゃいました。
“りきやのゴルフ・チャンネル”（チャンネル名まだ未定）の内容はゴルフ全般を
お送りいたします（笑）。すごく抽象的ですが、ワンポイント・レッスンはどこで
もあるので、テーマは“ゴルフの楽しさを知ろう”的なコンセプトでお送りしたい
と思っております。

これに加えオンライン・ゴルフレッスンも始めました。
詳細は　www.standardgolfclub.com まで (YouTubeへのリンクもこちらに発
表します)

　やはり今の世界情勢の中、オンラインでのやり取りが必須になってきていま
す。“これが収まったら”と楽観的に考える方々もいらっしゃいますが、５Ｇ、６Ｇ
になっていく上で必ずや非接触型サービスが主体となっていくのではないでしょ
うか。もうすでに買い物もそのようになっていますよね！
　産業革命が起きるたびに次世代のテクノロジーが必ず批判される（機関車に乗
ると頭が悪くなると批判する方々もいたみたいですよ）ように、今回も５Ｇになっ
たら人体に影響があると唱える専門家も少なくはありません。しかし、世の中がそ
のように動いてしまっているのは事実なので、問題はどうやってそのような環境、
特に今のパンデミックな世の中を生きていくかを考えなければいけません。

　なので新しい形で皆様にゴルフを“提供”できればと思います。勿論、ワンポ
イント・レッスンは動画の中でちょこちょこ入れていきますので是非ご覧くださ
い。これがないとレッスンプロをやっている意味がないので（笑）
よろしくお願いいたします。

SSttaannddaarrdd  GGoollff   

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

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

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。

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

◆ 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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ok

Grand River   Ave.N
ov

i R
d

.

10 Mile Rd.

京風味

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

(McLaughlin's Thomasville Center 内)

http://www.aielloglobal.org
https://www.noblefish.com
http://www.oneworldmarket.us/
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ミミシシガガンン大大学学日日本本家家庭庭健健康康ププロロググララムム  
母母子子診診療療ににつついいてて

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

含含めめてて、、楽楽ししくく学学びびまますす。。  

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

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

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

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

ググルルーーププ妊妊婦婦検検診診ププロロググララムム 

ププロロググララムムのの内内容容  

o 妊妊娠娠中中のの栄栄養養、、健健康康管管理理  

o 妊妊娠娠中中のの不不快快感感、、乳乳房房ののケケアア  

o リリララッッククスス法法、、妊妊婦婦ヨヨガガ、、  

o 病病院院ににいいくくタタイイミミンンググ、、  

o アアメメリリカカででのの正正常常分分娩娩のの流流れれ、、  

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

o 新新生生児児のの入入浴浴法法、、寝寝かかせせ方方、、  

o 新新生生児児ののカカーーシシーートト点点検検  

o 出出産産後後ののググルルーーププのの同同窓窓会会  

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

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

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

フォーク　阿部まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

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

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

瀧本　亜希子（メディカルアシスタント）

20321  Farmington Rd.
Livonia,  MI  48152

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

■  家庭医学 ・一般診療
　（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

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

■  カウンセリング
■  妊婦グループ健診

Japanese Family
 Health Program         

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

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

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
https://www.godaiko.com/home


クラシファイド広告の掲載について

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

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
  本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

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

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

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

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

□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
　お支払いはお申し込み１週間以内に
　下記までお送りください。

□ お申し込み／お支払い先

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

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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

求人
CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

■ リズムタップ

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

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

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

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

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

■  JSDウィメンズクラブ会員募集

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

その他

■  天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

当 地 で も ふ るさと 会 が 発 足し定 期 的 に食
事 会、情 報 交 換 会を行 います。お 気 軽 にご
参 加くだ さ い 。お 道 の 方 も 大 歓 迎 で す。 
問い合わせ先：tenri.skylarkhills@gmail.com
または、734-660-2028 
.................................................................................

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

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

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

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

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

ラ ジ オ 体 操 で 身 体 を 動 か し ま し ょ う！ 

日本人なら誰もが知っているラジオ体操。
このたび、2017年までNHKテレビ体操アシスタントとして活躍された、押味
愛里沙さんをお招きしてオンラインラジオ体操クラスを開催いたします。

ラジオ体操は、実はアメリカの生命保険会社の取り組みがモデルになったそ
うです。ラジオ体操のアイデアが生まれた地、アメリカにて、体操のお姉さん
が直々にご指導くださる絶好の機会です。 
ご家族そろってぜひご参加ください。

イベント日時：2020年6月6日（土）　午前 9:00～9:30（EDT)　

（午前8時45分から入室開始可能）

対象：アメリカにお住まいの方どなたでも 
※クラスは日本語にて指導、英語の通訳が入ります

参加登録：Japan News Clubウェブサイトイベント欄より（広告クリック）

お申込みください

定員：先着1,000名 

インストラクター：押味愛里沙　 
https://www.instagram.com/arisaoshimi/

https://www.japannewsclub.com/events/event/onlineradiotaiso06062020/
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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Sparkling cider。チェリー、クランベリー、
りんごの三つの味トレイル。右側には川が流れる （右）ループ、と呼ばれる散策路。1周徒歩30分ほど

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

コービーの夏期オンラインESLプログラムは、夏の時期を活かして子供たちの
英語の実力をの伸ばし、新学期からの現地校での学習や生活に準備する
ことを目標に経験豊かな米人講師が指導します。各期最終日で
ある8日目の金曜日には、各自オンラインでのプレゼンテーションを
行います。自宅で安全にコービーのクラスを受講しましょう！ 

各期：月～木2週間・計8日間＄１６０/期*   

SESL-14B 1st-4th グレード 
ビギナーレベル* 

12:30pm –2:00pm 

SESL-14E 1st-4th グレード 
エクスペリエンストレベル* 

12:30pm –2:00pm 

SESL-46B 4th-6th Grade 
ビギナーレベル* 

9:00am –10:30am 

SESL-46E 4th-6th Grade 
エクスペリエンストレベル* 

9:00am –10:30am 

SESL-MHB 7th-12th Grade 
ビギナーレベル* 

2:30pm –4:00pm 

SESL-MHE 7th-12th Grade 
エクスペリエンストレベル* 

2:30pm –4:00pm 

ESL夏期講習五期に渡り開講                  
１期:6/15(月)-6/25(木)       
2期: 7/6(月)-7/16(木)                
3期:7/20(月)-7/30(木)     
4期:8/3(月)-8/13(木)                         

5期: 8/17(月)-8/27(木) 

 Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375  

info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

248-513-4635 
 

☆割引‼☆         
複数クラスお申込み

で５％割引！  

* ビギナー/エクスペリエンスト 

主にアメリカでの生活経験が1年未満か
以上かでクラスが設定されています。 

Yates Cider Mill 
1950 E Avon Rd, Rochester Hills, MI 48307 

https://www.yatescidermill.com/

文＆写真　by ヤマトノオロチ
新緑あふれるミシガンの春 - Yates Cider Mill

（上）サイダーミルの外観
（下）ドーナツやアイスクリームを楽しむ人  々

Sparkling cider。チェリー、クランベリー、
りんごの三つの味

　Stay Home Order発令から2か月が過ぎた。オークランドカウンティ―は北緯42度に
位置し、四季がダイナミック。外出が限られている現在、今年は特に自然の移り変わりを
近くの公園で楽しむ人も多いのではないだろうか。今回は近場の散策とサイダーミルを
紹介する。
　Yates Cider Millはローチェスター・ヒルズにあり、開業が1863年。クリントン・リバ
ーの水力を生かした水車が特徴。5月1日から今年の営業を再開、12月まで開いてい
る。今年こそ出足は少ないが、人気のサイダーミルだ。サイダーミルと言えば、アップル
サイダー・ドーナッツやアップルサイダーが初めに頭に浮かぶだろう。今年はそれに加え
てミルから川沿いに延びる「散策路」とその先の「ループ」と呼ばれる「トレイル」を楽し
むのもいい。
　散策路は幅も広く、ソーシャル・ディスタンスが十分に取れる。訪れたときにはまぶし
いくらいの新緑があふれていた。よちよち歩きの子供からお年寄りまで十分に自然の息
吹を感じられる歩きやすい散策路だ。散策路はほぼ直線で、終点近くにはクリントン・リ
バーの上を渡る橋もある。片道10分ほど。
　さらに自然を満喫したい人は「ループ・トレイル」へ。山道だが、小さい子供連れもやっ
てくる高低のない道だ。両側は沢で尾根を歩く。春が遅かった今年は山桜のほか、すみ
れやエンレイソウもまだ咲いていた。途中、Shepherd Park,サギが訪れる Holland Pond
への分岐があるが、そのまま1周すると約40分、1.5マイルで、再びサイダーミルの駐車場

へと出る。高低もなく、迷う心配もないはっきりした道。自動車の走る音は聞こえるが、
このような深い緑が住宅地近くのサイダーミルの裏にあるのはうれしい。

　初心者向けのトレイル1周で少し汗が出たところで、サイダーミル店内へ。有名なドーナ
ツ、アップルサイダーのほかに持ち帰りやギフトに最適のスパークリング・サイダーがあ
る。ノンアルコール。チェリー、クランベリー、りんごの3種の風味があり、1本＄6.95。3本
で＄18強のディスカウント有り。また、アイスクリーム・スタンドもあり、この日は青空が
広がる下、楽しむ人たちがいた（Kids $1.75、small $2.75、Large $3.75）。野外ならでは
のサイダーミルなので、他人との距離を気にせず緑を楽しめる。建物の外は広場やベン
チがあり、子供たちものびのびできる。「月曜日と木曜日はあまり人出がないよ」と言わ
れたが、初夏を迎えるミシガン、訪れる人も増えるだろう。これからの季節に訪れる場合
は、虫よけの準備をしてからの方がいい。 
                              
          Stay Home Stay Safe, そして Enjoy Michigan’s Nature!

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

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

Po
nt

ia
c 

Tr
ai

l

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！

http://kobylearn.com/ja/
http://www.sunnypointe.com
https://sushidenonline.com
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

Koby Learning Group
“Online Class Campaign!”

6月1日～30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。

オンライン クラス ・ キャンペーン

22002200年年度度日日程程 ココーースス ((予予定定))
55//22 ((土土)) EEaaggllee  EEyyee
55//2233  ((土土)) GGrreeyyssttoonnee
66//2200 ((土土)) LLeeggaaccyy
77//1111  ((土土)) CCaallddeerroonnee
77//2255  ((土土)) LLeesslliiee PPaarrkk
88//88  ((土土)) MMoooossee RRiiddggee
88//2222  ((土土)) SSppiinn--ooffff 会会 ((ココーースス未未定定))
99//1122 ((土土)) CCaappttaaiinn’’ss  CClluubb
1100//33  ((土土)) SShheepphheerrdd’’ss  HHoollllooww

シシカカゴゴ会会メメンンババーー募募集集
シシカカゴゴ会会ととはは??

そそのの昔昔、、シシカカゴゴ在在住住のの諸諸先先輩輩方方ががミミシシガガンンへへ移移住住ししたた際際にに発発足足ししたた、、ゴゴルルフフ好好ききのの
集集ままりりででシシカカゴゴ会会でですす。。そそのの歴歴史史はは、、既既にに3300年年以以上上でですす。。

・・NNoovvii近近辺辺かからら11時時間間程程度度とと少少々々遠遠いいけけどど穴穴場場・・面面白白いいココーーススでで、、年年88回回
ののHHCC戦戦をを行行いいまますす。。

・・参参加加者者のの平平均均ススココアアはは9955程程度度でですすののでで、、おお気気軽軽ににごご参参加加下下ささいい。。
・・月月例例会会優優勝勝者者ににはは、、素素敵敵ななトトロロフフィィーーをを進進呈呈、、飛飛びび賞賞、、ニニアアピピンン・・ドド
ララココンン賞賞等等ももあありりまますす。。最最終終回回ににはは、、ググララチチャャンンもも決決定定!!

・・参参加加賞賞・・ババーーデディィーー賞賞含含めめたた各各賞賞ににははポポイインントトをを進進呈呈しし、、年年末末ににはは
((シシカカゴゴ会会オオリリジジナナルルググッッズズ等等ととのの))ポポイインントト交交換換会会をを兼兼ねねたた忘忘年年会会もも
開開催催ししてていいまますす。。

シシカカゴゴ会会ででゴゴルルフフ友友達達のの輪輪をを拡拡げげまませせんんかか??女女性性ププレレイイヤヤーーもも歓歓迎迎でですす。。
取取りり敢敢ええずずののゲゲスストト参参加加もも歓歓迎迎ししまますす。。

会会費費
年年会会費費 ::$$6600
月月例例会会費費::$$6600~~$$9900 ((開開催催ココーーススにによよりり異異ななりりまますす))

連連絡絡先先
HHPP ::hhttttpp::////cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm
おお問問いい合合わわせせ ::iinnffoo@@cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm おお気気軽軽ににメメーールル下下ささいい。。

ミシガン⼤���  PRESENTS

M I N D F U L N E S S

T R A I N I N G

mfoulk@umich.edu

オンライン
マインドフルネス養成

 

第2回	マインドフルネス養成講座	開催	第2回	マインドフルネス養成講座	開催	

クラス：6月8日から29日までの計4回
（月曜	午後1時	〜1時半）
方法：　Zoomにて開催	
新規参加ご希望の方は、
・氏名　
・年齢
・住所
・電話番号
・参加動機　を書いて　

こちらのEメール（講師のフォーク阿部まり子）
までお申し込みください。

(無料） 

http://chicagokai.com
mailto:mfoulk%40med.umich.edu?subject=
mailto:mfoulk%40umich.edu?subject=Online%20Mindfulness
mailto:yoshiko%40newtrendhomes.com?subject=
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● 経験豊富なドクターが診療に当たります。

● 　フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、

　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。

● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。

● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

ノバイ ファミリー歯科医院
BRIAN H. ANDRESS D.D.S.

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

ドクターと日本人スタッフ

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

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

大人と子どものための家庭歯科医

受付時間

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

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.

No
vi 
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.
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gg
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ow
br
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k R

d.

Ba
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ian

Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

DENTISTS
Novi

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

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

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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, 5 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＞  

 6/28(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 10 ⽇前の⽊曜⽇ 

＜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 

宅配 OK！
お持ち帰り

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

６/5/2020 JNC7/5/2020 JNC7/5/2020 JNC
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