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デトロイト、アジア・太平洋諸島系米国人の歴史、これから
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）

〜週末は浮いています〜
　	 	 	 	 	

いつもと違う夏の過ごし方。

自宅待機令が解除され、まだまだ気をつけて行動する必要はありますが、それで
もミシガンの大自然を楽しむ方法は何かないかと思っている読者の皆さんも多い
はず。現在ミシガン州に在住、ミシガンの夏が好きで週末となればカヤックに出か
ける「サンデーカヤッカー」の平松さんにその魅力をお話しいただきました。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ミシガンの夏ミシガンの夏
カヤックカヤックでこころの洗濯をでこころの洗濯を

はハッキリしていまして、まず転覆したり
風で思わぬ方向に流されたりした時に、自
力で何とかしないといけません。やはり怖
いです。それから出艇した場所まで漕ぎ戻
ってこないといけないので、流れの速い川
には行けません。あと時々寂しいです。長
所は自由だということに尽きます。朝起き
てから突然気が変わっても、誰にも相談
要りません。漕ぎ出してから実は今日はそ
れ程気分が乗らないと気付いたら、早々に
引き上げるのも自由です。勿論興が乗った
日は、予定していたポイントのその先まで
行くのも自由です。自然が許す範囲内なら
どこまでも自分次第。

　私にとってのカヤックの魅力は、癒やし

ミシガンの夏の過ごし方、私は週末に
カヤックで心の洗濯をしています。

平日に週間天気予報で週末の天気を調べ
るところから始まります。今週も暑くなり
そうだしUpper Peninsula（UP)コースで決
まりだなとか、西風なら湖の東岸から出艇
したいな、いや風が強そうだし広い湖は止
めて川コースにしよう、云々。雨の予報の
時は翌週の週間予報が出るのをジッと我
慢です。雨でもカヤックは出来ますが、楽
しくないです。湖の真ん中で雷雨とかは、
もう絶対にダメです。

　私のカヤックのスタイルですが、自艇
での単独行です。ほとんどの方はご家族
ご親戚やご友人となさると思います。それ
と比べると長所も短所もあります。短所

　　　　　〜週末は浮いています〜
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文と写真：平松 隆

Grand Traverse Bay

https://www.noblefish.com
https://www.noblefish.com
mailto:https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program?subject=
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お断り：本欄で取り上げている製品、サービスは、その使用を皆様に指示、推奨するものではありません。ご自身のご判断でお願いします。

効果が絶大なところです。他の種類の船に
比べて座面が水面に近いとか色々理由が
あるのでしょうか、漕ぎ出すと水上を滑っ
ていく独特な気持ち良さがあります。エン
ジンがないので、鈍足ですが静かです。す
ぐにマインドフルネスが降りてきます。風
が撫でていく感覚や、川でしたら鳥の声も
興を添えます。小川のせせらぎサウンドは
破壊力抜群です。せせらぎがない湖であっ
ても、チャプンチャプンとリズムよくパドリ
ングしているうちに、知らず知らずホワァ
っとよく分からない幸せに包まれているこ
ともままあります。

　もう一つだけ好きなところを上げるなら
ば、眼福でしょう。川も湖も、水は実に色々
な貌を私に見せてくれます。日差し、波立ち
具合、水深と水底、他にも何かありそうです
が、不思議な組み合わせで変化するのだと

思います。同じ場所に通っても都度違う景色
が楽しめます。見たいと思っていた水色だっ
た時、予想を越えた美しい景色に出くわした
時、単独行ですし気兼ねなく、クフフと声を
上げることにしています。どこかでそんな私
を見かけたら、生暖かい目線で構いません
のでソッと見守って下さい。

　どこでカヤックが出来るかですが、ミシ 
ガンは恵まれています。そこかしこといって良
いでしょう。私はインターネットで調べます。 
Paddling.com　(https://paddling.com)
のPaddling Locations Mapが便利です。 
Launch Point、Parkingの情報が載ってい
ます。Michigan Department of Natural 
Resources – Recreation Search (https://
www2.dnr.state.mi.us/ParksandTrails/)の
Mapも便利です。Filter–"Paddlesports"に
チェックして絞り込むことで、候補を簡単

に選び出すことが出来ます。公園内の地図
がPDFでダウンロードできるのも重宝して
います。

　有名どころで私が知っているところです
とRifle Riverが良い感じです。川の流れが
速くて私には遡上ができないので避けて
いますが、一般受けは間違いないと思い
ます。Livery※で陸上移動サービス込みで
艇をレンタルするか、複数の車で移動する
パーティなら、上流から出発して下流まで
漕ぎつ流されつして川を満喫、下流に駐
車しておいた車に乗って出発点に戻るこ
とが出来ます。近場ではIsland Lake State 
Recreation Areaの川に行きます。ここは流
れが穏やかなので下流側から出発して上
流に向けて遡上出来ます。戻りはそのまま
来た道？を流されて出発点の駐車場まで
戻ります。足を伸ばしたい気分の時はPort 
Austin、Grand Traverse BayやUPも行きま
す。UPまで行くと日帰り出来ない代わり
に、人が少ないからでしょう、水が、水が
綺麗です（二度言いました）。北上します
ので涼しいのも良い感じです。川も沢山あ

りますが、Michigan湖も美しいですし、水
の冷たいSuperior湖は更に綺麗です。UP
で余り粘らず早めに発って、帰途でI-75か
ら外れてPetoskeyで果物感溢れる甘過ぎ
ないジェラートを食べたら大満足です。

　持ち物で欠かせないのはスマホです。 
GoogleMapで現在位置を確かめつつパド
リング出来るので安心感が違います。ただ
しUPの場合は通信サービスエリア外であ
ることがよくあります。地図をダウンロー
ドしておいてGPSで位置表示出来るように
しておくことをお勧めします。有償のもの
が多いようですが専用のアプリがあります
し、私は安心のために使っています。

　最後にもう一つご注意。日焼け止めと虫
除けをお忘れなく。忘れると楽しい休日が
台無しです。私は蚊が大嫌いなのでスプレ
ー缶の殺虫剤も携行します。科学の勝利
を実感できます。年明けから窮屈な気分で
過ごしてきましたし、今年の夏も週末はカ
ヤックで安全に健康的にのびのびしたい
と思っています。

　蚊柱という恐ろしい言葉がある。蚊だぞ？奴らがよりにもよって鰯の群れみたいになっている
んだぞ？螺旋を描いてトルネードしてるんだぞ？もう意味が分からない。私はあれにカヤック中
に遭遇したことがある。というか2度ある。場所はThumbのとある州立公園の川。
　川というのは流れが一定ではない。パドルを水から揚げて、流れにたゆたうのもカヤックの楽
しみだと思っている。手が空いているので、今まさに血を吸わんとしているアレを叩くのにも都
合が良い。が、そんなところに奴らはいない。流れが割と難しくて、パドリングを続けないと艇
が岸に刺さってしまう場所で待ち構えている。あれが蚊柱というものなのだろう。数え切れない
蚊がトルネードしていた。川幅も狭く迂回する算段が立たないまま、艇は蚊柱に突入し、奴らの
総攻撃を受けた。見えているだけで6匹、腕に止まって私の血でお腹をプックリ膨らませている
のを目にしながら、歯ぎしりしつつパドリングすることになる。被害は首筋や耳の縁の部分（耳
輪というらしい）、肩、腿、足の中指、計14箇所を数えた。惨敗である。やられ放題にやられた
私は痒みと怒りが収まらず、薬局とホームセンターに駆け込むことになった。
　翌週末、天候にも恵まれた私はこのままではいけないと、満を持して悪夢の地を再訪した。今
回は準備対策してきた。つまり快適である。DEETの危険性有無について私は知識を持たない
が、蚊に刺されない効果は確かであった。寄ってこない。刺されない。痒くならない。
　で、例のスポット。奴らは今回もそこでネジネジと螺旋で私を待っていた。私はおもむろに足
下の殺虫剤スプレーを取り出し、心行くまでシュー。蚊柱を構成していた黒い点々がボタボタと
水面に落ちていく。 
　　　　　　　　　｢ハッハ、見ろ！蚊がゴミのようだ!!ハッハッハッハ!!｣
　　　　　…天空の某城のム○カ氏の気持ちが分かった気がした瞬間のお話しでした。 
　　 　　  ※伝染病もありえますので、くれぐれも虫除け対策ありきでお願いします。

ダークサイド編：op –ム○カ

もちもの編：形から入ってみる？

ミシガン親指の先Port Austin の辺りにあるTurnip Rock 

Pictured Rocks National Lakeshore

文と写真：平松 隆
1970年生まれ、乙女座のB型。Canton在住、Tokyo Rope USA勤務。
転勤で家族を愛知県に残し5年目突入。他の州や国のことを知らないけれ
ど、ミシガン（の夏が）好き。

(左)Lake Superior の日没 
(下)Mackinac Islandでの一枚 

「カヤックに乗っていないときもあるんです」
カヤックも自転車もレンタル可能

カヤックは幅が狭くても浅瀬でも問題なく、水深	10	cm	あったら十分。
　　　　　これは他の船では考えられないんです。その点でも自由なんです。

Kayak

Kayak

　登山やハイキングに誘う雑誌を手に取ると、通販雑誌かと見紛うもの
が良くある。知恵が詰まったグッズや面白グッズ類、見ているだけで楽し
くなるし、これを買って山に行ってみようかと気分も上がる。

　顧みてカヤック。艇とパドルがあれば良いようにも思うけれど、折角な
のでサンデーカヤッカーの私が使っているものを紹介したい。

バスタオル：膝掛けとして使う。ちゃんとしているカヤッカーさんはス
プレースカートと呼ばれるものを着用するので不要であるが、カヤック
中の姿勢が理由でややもすると内股が日焼けする。非常に痛い。腿に掛
けておくだけでちょっと拭ったりも出来るし、腿の日焼けに泣くこともな
くなる。

ガラス繊維シャフトのパドル：パドルのシャフトには幾つかの素材
がある。お金に余裕のある人は炭素繊維のものをお使いになるらしい。
お財布に優しいのはアルミ製。私はちょっと贅沢してガラス繊維のものを
使っている。シャフトの材質はお値段と重さが正反対になっていて、長時
間使っていると重さがジワジワと腕に効いてくる。あと、細かいことでは
あるがアルミシャフトは握ると熱かったり冷たかったり手に優しくない。

手袋：本気でおやりになっている人は大丈夫なのかも知れないけれど、
サンデーカヤッカーの柔弱な手だと、すぐマメが出来る。乾きやすく、UV
カットまでしてくれるものが市販されていて重宝している。

ドライバッグ：登山用品でよくみる筒状の防水の袋。口をクルクル巻
くだけなのに、何故か水が入らない。絆創膏や小腹が減った時用のグラノ
ーラバーとかを入れて足下に転がしておく。転覆した後のリカバリーでパ
ドルの先に浮きとして取り付けて使うことも出来るように、中身は少なめ
に留めておくのがミソ。

ドーリー：カヤックを水辺まで運ぶのに使う。二人いれば持ち上げて
運べば良いので要らない。ボッチ御用達。

川も湖も、水は実に色々な貌を私に見せてくれます。

※カヤックなど乗物レンタル業者

Lake Michigan

Point 65, Mercury という sit-in modular kayak 長さ 13’ 6” 

（上）UPのMarquette 近郊 Partridge Island 

https://paddling.com
https://www2.dnr.state.mi.us/ParksandTrails/
https://www2.dnr.state.mi.us/ParksandTrails/
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去る年６月6日（土）、新型コロナウイルス感染拡大防止のための自宅待機令が発令
されているなか、運動不足解消の一助として、また日本の文化「ラジオ体操」をア

メリカにて紹介するべく、Japan Foundation GEN-J program*他、日米協会等共催に
てオンラインラジオ体操クラスを開催しました。
　当日は、日本やアメリカ各地から総計255名の方に参加をいただき、皆さんにお楽し
みいただきました。スペシャルゲストとして、シルク・ドゥ・ソレイユの新体操パフォーマ
ー、井藤亘さんにも参加いただき、通訳兼MCにはHIROTEC社のエメリンさんの進行
のもと、ラジオ体操をする上でのコツなどを練習しながら学びました。
　インストラクターには、東京から押味愛里沙（オシミ・アリサ）さんをお招きして当
地時間の午前9時から約40分間、ラジオ体操第一のご指導とともに音楽に合わせて
行い、質問コーナーで参加者から募集した質問に答えていただきました。「ラジオ体
操のお手本はどこで手に入りますか？」「昔からラジオ体操は好きでしたか？」など、
押味さんから丁寧にお答えいただき、とても和やかな雰囲気で進みました。当日の
指導内容はhttps://youtu.be/z6pTLQa41lEから動画でご覧になることができます。 

(記事・写真：　GEN-J 文化交流ファシリテーター 澤井美奈江）

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

コミュニティコミュニティ

州・国をまたいでオンラインラジオ体操イベント開催！
ーLet’s	Connect	and	do	Radio	Taiso	togetherー

共催団体の皆でラジオ体操後、州国をまたいで一緒に「ハイ、チーズ！」

• インストラクター：押味愛里沙 
2010～2017年までNHKテレビ体操アシスタント
として活躍。現在は、幅広い年齢層を対象にラジオ
体操を中心とした運動指導を行う。全国ラジオ体
操連盟指導委員。ウェブサイト（日本語）：https://
linktr.ee/arisa043

• 井藤亘さんウェブサイト（日本語）：https://itowtr.
wixsite.com/ito-wtr

• ラジオ体操ハッシュタグプロジェクトに参
加しませんか？下記のハッシュタグをつけ
て、SNS（Facebook, Instagram, Twitter etc）
に投稿するだけです。 
#TryRadioTaiso 　#ラジオ体操でつながろう

インストラクターの押味愛里沙さん

©hamadaserina

企画共催：
・ *GEN-J (Grassroots Exchange 
　Network – Japan) program
・ジョージア日米協会
・グレイター・シンシナティ日米協会　
・ミシガン南西オンタリオ日米協会
・シカゴ日系人定住者会
・シカゴ日本文化会館　
・シカゴ日本芸術財団　
・ノバイ公立図書館　
・ミシガン・ジャパンニュース倶楽部

https://youtu.be/z6pTLQa41lE
http://www.riveroakswest.com
https://www.tabi22.com/btm/
https://nittsu.com/hikkoshi/
https://nittsu.com/hikkoshi/
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　今年も早半年が過ぎ７月に入りました。月初の週末独立記念日の連休は皆さ
んどのようにお過ごしでしたか？先月後半各州多少前後して市場再開開始後、全
米各地でコロナ新規感染者数急増のニュースを聞いてお祝いどころではなかった
のではないでしょうか？ようやく自宅待機、外出自粛が解除になり、エッセンシャ
ルワークだけでなく建設業、製造業、飲食サービス業などが段階的に復活し始
めた矢先にこの有り様では医療関係者やファースト・レスポンダー、最前線の食
品・生活必需品製造・販売・配送サービス業務作業者始め一般大衆の今までの
忍耐、辛抱、努力が全て無駄になってしまった感じです。地元ミシガン州都のラン
シングでも先月末クラスターで１軒のバーだけで８０人もの新規感染者発生。そ
の後更に１０７人まで増えました。思い返せば、５月末のメモリアルデー連休頃に
自由と権利を主張する連中がマスクを掛けずにバーに集まったり、ランシングの
州庁舎に抗議デモで押し掛けたりした報いが２〜３週間後に出て来たのと、最近
の段階的市場再開で開放感から気が緩んでガイドラインを無視した行動を取っ
たツケが出ているのではないかと思います。新型コロナウィルスからすれば、「最
近取り憑いて仲間を増やせるエサになる人間どもが出て来ないなあ」と元気がな
くなり掛けていたところに棚ボタ的に人間の方からマスクもせず固まって出て来て
くれたのですから「飛んで火にいる夏の虫」で、元気一杯、ウハウハ状態ですね。 
　話題の少なかったスポーツ関係では、プロゴルフPGA男子ツアーが無観客開催で
スタート、LPGA女子ツアーも今月半ば過ぎに同様にスタート予定です。グリーン周り
やコースに観客がいないので、TV放送を観てもいつもと違った雰囲気ですが、何もな
いよりはマシといったところです。プロテニスでは男子シングルスランキングNo.1のジ
ョコビッチ選手の主催で先月自国セルビアのベオグラード他、欧州各地で開催したチ
ャリティーテニス大会でジョコビッチ選手自身を含む参加選手やコーチ、スタッフが次
々コロナ陽性と判明し選手同士の濃厚接触やマスクもせずにソーシャル・ディスタン
シングが取れていない観客がほとんどであった大会の運営方法と主催者に非難が集
まりました。メジャー大会では、８月末に規模縮小してやはり無観客で全米オープン
を開催が発表され、女子のセリーナ・ウィリアムス選手がいち早く出場を宣言していま
したが、この悪い前例の影響で事前準備と大会運営を落ち度なくしっかりやれる目処
が立たないと延期もしくはキャンセルされる恐れがあります。プロ野球MLBは６０試
合の短縮シーズンで選手会と条件合意し、開幕出来るかどうかです。二刀流大谷選
手のプレーをTVで観たい気はしますが、開催となった場合、他の選手やコーチ、スタ
ッフも含めて感染者が出ない事を祈ります。中断されていたプロサッカーでは、いち早
くドイツのブンデスリーガ、英国のプレミアリーグが再開し、南野選手がシーズン途中
で移籍合流したリバプールが３０年ぶりにプレミアリーグチャンピオン確定となりまし
た。おめでとう！

　さて、今月のテーマは「上半期の得点王とアシスト王は？」です。

　既に連日のニュース報道でご存知の如く、米国内では市場再開後西部、南部諸州
で主に３８歳以下の若年層の感染者が急増。１月に米国内初の感染者が確認されて
以来、６月後半は毎週のように過去最高の新規感染者数を記録。特にフロリダ、テキ
サス、アリゾナ、カリフォルニアの４州が最悪で検査実施と結果判明がダダ遅れとな
り、テキサス州ヒューストンでは患者収容ベッド数とICU（緊急医療ユニット）もパンク
寸前の惨憺たる状況。年齢が若い分自覚症状がない感染者が多く、陽性判明前の
行動中に２次感染、３次感染の連鎖を引き起こしている恐れ大で、データは更に悪化
すると予想。州や都市毎に再開を一時減速、保留または撤回する動きもありますが、
既に日に数千人レベルというこれ程の感染拡大、コロナ騒ぎが再燃しては４月、５月の
レベルに戻すことさえ１〜２ヶ月では到底無理、いや不可能です。

　ミシガンだけでなく他の州でも今後しばらくは多くの人がまた自宅待機、外出
自粛を強いられる事になりそうです。今月初めの独立記念日の週末連休も皆で
集まって祝う状況ではなく寂しい「孤立記念日」だったかもしれませんし、これ
から長い学校の夏休みの間も外出時はマスク必着、それ以外は冬ごもりならぬ「
夏ごもり」になりそうです。ワクチン開発完成前の今秋または年内に第２波の襲
来を警告する専門家の懸念が現実となるかならないかを心配する以前にまだ第
１波が収束しておらず、再燃・悪化しているのだと改めて全米に知らしめました。 
　米国民はもう少し常識があり、科学データや事実に基づいて節度ある行動をする民
度が高い国民と思っていたのは単なる幻想か、誤解か、はたまた勝手な思い込みだっ
たのでしょうか？

　また、折悪しく５月末にミネアポリスで起きた白人警察官による黒人容疑者の殺
人事件（容疑者の首を膝で押し付け「息が出来ない」という本人や目撃者の「放して
あげて！死んでしまう！」と言う叫びも無視して８分４６秒も押さえつけた結果死に至
らしめたもの）に端を発したBLM（Black Lives Matter）の抗議デモが全米各地
で開催され、感染拡大リスクを更に大きくしています。奴隷制度が根元にあった黒
人に対する歴史的・構造的人種差別は南北戦争後の奴隷解放や公民権運動、人
種差別撤廃の国際条約締結、Affirmative Action（差別是正のための優遇措置）
などを挟みながら今日に至るまで４００年以上続いており、長年米国に居る我々で
も感情的な要素も含めて本当のところは分からない根が深く絡み合った問題で、日
本に居る日本人では理解出来ないのは無理からぬ事と思います。コロナ感染のリス
クを認識した上で止むに止まれず抗議デモに参加する人が１カ所で数万人から数十
万人もいるという事実がこの差別問題の深刻さ、重大さを如実に物語っています。 
　トランプはこの抗議デモに関して犠牲者のジョージ・フロイドさんとその家族に哀
悼の意を示さず、人種差別に抗議するデモ参加者の心情に理解も共感もせず、ワシ
ントンD.C.ではホワイトハウス近くの教会前で聖書を掲げた自分の写真を撮り次期
大統領選キャンペーンのネタに使うフォトセッション（愛娘イバンカ夫妻の発案だっ
たと後に判明）だけのために周辺を平和的に行進していたデモ隊に対しホワイトハウ
スと大統領の警護に当たっていた米軍メンバーに突然デモ隊を威力的に排除させ、
我儘を押し通しました。敵対国から国民を守る役目の米軍を事もあろうに自分のフォ
トセッションの目的のために国民の威力的排除に使うとは前例なき言語道断の暴挙
で、直ちに海軍、陸軍、海兵隊の元米軍幹部及び上下院議員から非難の声明が相次
いで出されていました。

　更に先月末には、アフガニスタンの駐留米軍や欧州連合軍のメンバーを殺害したら
報奨金を出すとロシアがタリバンなど反米勢力メンバーに持ち掛けているという衝撃
的な暴露ニュースがあり、トランプは毎朝の大統領向けブリーフィングでは聞いてい
ないと言い張ったものの、国家安全保障関係者はもう数ヶ月前から報告をしていると
のことで、またまた大統領のロシアに対する忖度と米軍関係者に対する敬意・配慮の
無さが浮き彫りになりました。

　さて、テーマの「上半期得点王とアシスト王は？」ですが、サッカーの話ではありませ
ん。これもコロナに関する話です。

　今年の上半期得点王は誰が何と言っても新型コロナウィルスのCOVID−１９です！
そしてアシスト王は現職米国大統領のドナルド・トランプに決定です！

　得点王は連日、毎週、毎月のように上半期を通してTV、新聞、ラジオ、インターネッ
トに登場し、世界中を騒がせたCOVID−１９で再論を待ちませんね。アシスト王は米
国外も考慮すると同ウィルスの発源地と疑われている中国武漢市と中国政府も有力
候補ですが、一応ウィルスと感染症の封じ込めと対策を施したので、アシスト役として
はトランプが上と評価しました。何でも自分が一番を好む彼にはお似合いでしょう。米
国でのコロナ騒ぎをここまで大きく、深刻な状況に長引かせた元凶は紛れもなくトラ
ンプ自身です。

　国家安全保障や感染症医学・医療に関わる専門家からの各種先行情報を再三再
四無視または軽視し、初動が遅れただけでなく、最初の感染者発生確認後約２ヶ月
遅れでようやく重い腰を上げた後も打つ手、打つ手が的外れでホワイトハウスでの記
者会見の内容も事実やデータに基づかないいい加減な情報とコメントで国民を混乱
させ十分避けられた筈の感染者や死亡者数を大幅に増やしてしまったと同時に米国
経済だけでなく世界経済も大恐慌並みに衰退させ米国史上前代未聞の４千万人超
の失業者を出してしまった罪は極めて重いです。裁判用語で時々使われる「未必の故
意」（みひつのこい）に該当し、大統領離職後には殺人罪、殺人幇助罪、更に国家に
対する裏切り行為で反逆罪に問われても不思議がないくらいです。

　トランプは「マスクは見栄えが悪いので記者会見ではしないが、工場見学中はして
いる」と嘘をつき、選挙キャンペーン先では自分も適性距離を維持出来ない聴衆もマ
スク着用を義務付けせず、事前準備したキャンペーンスタッフが数人検査で陽性と診
断されました。自分の言いたい事だけ言い、やりたい事だけやって、結果が悪くても他
人の所為にして自分は責任を取らないなら誰でも米国大統領をやれますよね。

上半期得点王とアシスト王は？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第209回）

（次ページにつづく）
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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。0 6 年7月より本 紙に寄 稿中。 
JBSD個人会員。

　先月末までの２〜３週間の次期大統領選の投票予想ではバイデン候補者がトラン
プを最大１４％と２桁リードして差を広げていました。トランプ陣営はCNNに結果を公
表するなと無体な圧力を掛けましたが、とにかく自分にとって悪いニュース、不利なデ
ータは「臭い物に蓋」でひた隠しにしようとする隠蔽体質、事実を捻じ曲げて無かった
ことにしようと躍起になる報道管制、メディア操作を露骨にやろうとしています。ボルト
ン前大統領補佐官の暴露本やABCとの独占インタビューを待つまでもなく、トランプ
は再選のための選挙キャンペーンしか頭にないので、今の時期にこれ程事前予想で差
がつくと、破れかぶれで何をまたしでかすか、とんでもない事をやらないか心配です。

　先月末大統領令を公布した外国人労働者向けのビザ・移民制限強化（日本だけで
なくメキシコやインドからの外国人労働者も入国出来ず日系も欧米系も米人では代替
え出来ない業務で直ぐに困っているようです）やこのタイミングでまだオバマケア完
全撤廃に固執している以外にもロシア疑惑の調査に関わったDOJ、FBI、民主党のメ
ンバーに前回選挙前・中・後もトランプを蹴落とそうとする陰謀があったとリンジー・
グラム他共和党のアホどもが上院公聴会に引きずり出そうとしたり、オバマ/バイデン
前政権に国家への反逆行為があったと具体的な根拠のないオバマゲートを捏造しよ
うとしています。

　この先まだ４ヶ月強あるので何が飛び出すか要注意です。それとトランプは悪運強
くマスク無しでもコロナ感染しないで済んでいますが、バイデン候補者がミルウォーキ
ーで予定の民主党指名大会の前からキャンペーンで動き出した先で万一にでもコロ
ナ感染して脱落したりしないかも大いに心配です。トランプ以外なら誰が大統領にな
っても構わない、これ以上悪くなりようがないので、トランプを神（もしもそうなら疫病
神ですが）と崇める狂信的トランプ支持派の暴力行為や陰謀にも耐えて、とにかく安
全と健康第一で大統領選を戦い抜き、確実に当選して欲しいです。

　直近では、イラン政府が去る１月米軍のドローンアタックによるイラン革命防衛隊の
最高司令官で実質イランのナンバー２であったソレイマニ将軍の殺人罪でトランプ以
下関係者３６名の逮捕令状発行。トランプが大統領職を離れると同時に起訴すべくイ
ンターポールから各国に犯罪者や逃亡者の拘束、引き渡しを求めるレッド・ノーティス
発行依頼済み。現時点でインターポールは自組織の規則や設立規約に準拠しないた
め依頼を考慮検討する意思はないようですが、トランプが大統領職を離れた途端に
内外から犯罪者扱いされて刑務所以外に居場所が無くなるとパンドラの箱から逃げ
出したこの世のありとあらゆる疫病や災厄が元の鞘に収まって、首を長くして待ち望ん
でいた善良な国民に安全と安心をもたらすかもしれません。

　先月号で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？を問いましたが、どうやらウィルスはまだしばらく生き残り、トランプが先に脱落し
そうな雰囲気ですね。目糞と鼻糞の比較くらいの価値しかありませんが、トランプが
先にホワイトハウスの伏魔殿から姿を消してコロナ対策に集中出来れば善しとしまし
ょう。（将棋の高校生棋士、藤井七段の話題にも触れたかったのですが、来月号に回
します。）

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。

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

http://www.takadadentalclinic.com
https://www.yamatoamerica.com/cs/international-ta-q-bin/?gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALchLsS_DBVKUFB0WZu-xTsbEezhzIQWFc4pF0lX9Xz-SWQG1KAkfZdhoC9_4QAvD_BwE
https://www.noblefish.com
http://www.oneworldmarket.us/
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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（7）食に関する言い回し（7）

〜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〜

−−１２４１２４−−

　今回は魚に関するものです。「腐っても鯛」は優れたものは痛んでもそれ
なりの価値はあるということのたとえですが、英語で近い言い方としては、 
“A diamond on a dunghill is still a diamond.” (ダイアモンドは糞の山にあ
ってもやはりダイアモンド) というのがあります。「海老で鯛を釣る」は、似た
表現があり、“Use a minnow to catch a whale.” （小魚を使ってクジラを捉
える）です。「彼の怒った顔は茹でダコみたいだ。」は、"His angry face is as 
red as a lobster.” で、タコがロブスターに変わります。「俎上の魚」あるいは
「まな板の上の鯉」はどうでしょうか？ もうどうしようもないので観念する、と
いうことなので、“have no control over (the matter)” とか “be doomed” 
が使えます。

 「柳の下にいつもドジョウはいない」は、「二度あることは三度ある」(What 
happens twice will happen three times) の逆ですから、“A fox is not 
caught in the same trap twice.” (同じ罠にかかるキツネはいない) や 
“There are no birds in the last year’s nest.” (去年の巣に小鳥はいない) 
が概念的に非常に似ています。「すし詰め」と言いますが、これは英語でも魚
で表され、“Packed in like sardines”（イワシのように詰められる） が使え
ます。最後に、「鯖を読む」は、一説に魚市で鯖を数える時にわざと急いで
その数をごまかすと言われるところから、実際より多く行ったり少なく行って
数をごまかすことです。英語では、  “To fudge the numbers” とか、“cook 
the books” (会計で)  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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

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

　外出規制が解除されたのを機に、ミシガンに戻って参りました。2週間の自宅待機を終
えましたが、何事もありませんでした。ホッとしています。今季もどうぞよろしくお願い申し
上げます。
　先月号はパットの入りやすさをお話しましたが、今月号は寄せやすさについて考えてみたい
と思います。皆さんはどんなクラブで寄せますか？いつも同じクラブを使い、距離によって振
り幅を変えていますか？それともスイングはあまり変えずにクラブで打ち分けていますか？
この問いに正解はありません。あえて言うなれば、「寄りさえすれば、それが正解」です。が、
寄りやすくするコツはあります。
　コースは山あり谷ありで一つも平らなところはありませんし、芝生の長さ、グリーンの硬さ
などイレギュラーな要素がたくさんあります。ショットには安定性が求められ、たとえ全く同
じショットを打てたとしても、周囲の状況によって結果が変わってしまうという悲しい矛盾を
抱えています。だからこそゴルフは面白いのですが、でも逆にボーっと打っていてはいけない
のです（笑）。
　特にアプローチショットには精度が求められます。1バウンド目の着地時のハネや転がりを
想像しながら、どこにどんなショットを打つか？を考える必要があります。
　まず、ボールの跳ね方についてです。ボールのバウンドは光の反射と同じでして、着地する面
が平らである場合、入射角と反射角は同じです。45°で入ってきたら、45°の高さで跳ねます。

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中
にゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。「もっと遠くの、   
狙った場所へ」をモットーに、Novi Oaks Golf Centerでレッスンを行なっている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

　では、同じ45°で入ってくるショット、もし着地面が手前に22°傾いていたら…。

　入射角は23°(45-22＝23)となり、反射角は平らな地面からすると1°(23-22=1)、
つまりほとんど真上に跳ねることになります。砲台グリーンで手前の土手に当てて転がし
たいのであれば、下図のように、より低い球で斜面に当てるほど球は前方に進みやすく
なります。バウンドさせようと思って強く打つだけでは、ブスブス芝に突き刺さるばかりで
あまり意味がありません。

　ショットの高さによっても、跳ね方と転がり方は変わります。高い球であれば上へ跳ね、低
い球であれば転がりが大きくなります。どのくらいグリーンを広く使えるかがカギになります。
ショットの角度、ピンの位置によって使えるクラブが変わってくることがわかります。

　なんとなくワンパターンの寄せ方をして、たまたま寄ったらラッキー、寄らなければアン
ラッキー、どうして毎回思うように寄らないのだろう？と思っているのはもったいないです。
遊びのラウンドの時は、ぜひいろいろ試してみてください。
次号も引き続き「寄りやすさ」のお話をしたいと思います。お楽しみに！

https://www.suzukimyers.com/ja/
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クリスティーナのおしゃべりカフェ  ~アメリカ生活の豆知識
Social Distancing：ソーシャルディスタンシング

＊　夏休み期間中（2020年7月1日～8月31日）はEメールにて
無料でご相談をお受けいたします。

動詞： “We are going to social distance during the event.” 
（イベント中はソーシャルディスタンシングをとります。）
名詞：  “Social distancing is still as important as wearing masks to contain the spread 
of COVID-19.” 
（ソーシャルディスタンシングは新型コロナウィルスの感染拡大を抑えるためにマスク着用と同じくらい重要です。）
形容詞： “We are implementing social-distancing measures to open the business.” 
（私共はビジネスを再開するためにソーシャルディスタンシングをとる措置を実施しております。）

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

● 2020年は大変興味深く挑戦の年となっています！英語にも多くの新しい語彙が加わりました。
そのうちの一つが「ソーシャルディスタンシング」です。動詞、名詞、形容詞として使えます。

● Here are some conversations that you might have.  会話の例がこちらです。

近所の人：
• あなた： 　Hi, how are you?  Are you having a BBQ? 

（こんにちは。お元気？  バーベキューをしているの？」
• 近所の人：  Great!  Just practicing social distancing while having friends over!  Would 

you like to come over and join us? 
（元気よ！友達が来ていてソーシャルディスタンシングの練習をしているところなの。一緒にどう？）

• あなた：     Oh, should I wear a mask?（そうなの。マスクを着用すべきよね？）
• 近所の人：   If you want.  Some people will be wearing masks, but we’ll be eating and 

drinking.  So you can just social distance while you’re over here. 
（もしあなたがしたいなら。マスクを着用している人もいるけど、食べたり飲んだりするからね。だからここに
いる間はソーシャルディスタンシングをとってくれればいいわ。）

• あなた：     Ok, sounds good.  See you soon!（わかったわ。じゃあ、後でね！）

仕事関係：

• あなた：     So are you able to go back to work yet? 
（それで、あなたは仕事に戻ることができるの？）

• 友達：        Yeah, I just started last week.  （ええ、先週から始めたところよ。）
• あなた：     Are there a lot of social-distancing measures in place?   

（ソーシャルディスタンシングの対策は実施されているの？）
• 友達：       Oh yeah, we have to wear masks if we have to work in close quarters with 

co-workers.  There is hand sanitizer and things like that.  Oh yeah, they also take our 
temperature when we go in the building and we have to fill out a short questionnaire 
every time about corona virus symptoms. 
（そうよ、同僚と近くで仕事をしなければならない時はマスクを着用しないといけないのよ。ハンドサニタイザ
ーとかもあるわよ。そうそう、それに建物に入る前には検温をするし、新型コロナウィルス感染に関する簡単な
問診票にその都度記入をしないといけないの。）

• あなた：     Wow, sounds like a lot!  But that’s for safety, so it’s good. 
（あら、大変そうね！でも安全第一だから、良いことね。）

• 友達：        Yeah, but I’m already busy for work, so it’s kind of a pain. 
（そうね。でも、もうすでに仕事が忙しくて、ちょっと苦痛だわ。）

病院関係：

• あなた： Hi, I’d like to make an appointment for my son.  He needs his annual checkup 
for school. 
（こんにちは。息子のための予約をしたいのですが。学校の年次検診のためです。）

• 受付：　 Okay.  Our next available is next Friday at 10:30am.  Is that okay? 
（わかりました。次に空いているのはあ来週金曜日の午前10時30分になります。こちらで大丈夫
ですか？）

• あなた： Yes.  Is there anything we need to do for COVID-19? 
（はい。COVID-19に関して何かしなければならないことはありますか？）

• 受付：    Yes, we will send you the paperwork which needs to be filled out and sent back 
before you come.  When you come, please wait in the parking lot and call us to say that 
you have arrive.  Someone will come out and have you fill out a short questionnaire about 
coronavirus symptoms, and check your temperature.  Then you can come in. 
(はい。書類を送りますので記入してお越しになる前に送り返してください。お越しになったら、駐
車場でお待ちいただき、電話で到着したとおっしゃってください。スタッフが新型コロナウィルス
感染に関する簡単な質問用紙を持っていきますので記入していただき、そして体温を測ります。そ
れから中に入っていただきます。）

• あなた：  Okay, thank you.（わかりました。ありがとうございます。）

年内の間、みなさんが安全で快適に過ごされることを願っています。もうしばらく大変だとは思います
が、安全に乗り越えていけることを願っています。お気をつけて！

 昨年の夏、知り合いのインド系アメリカ人の方から「ほうれん草」の種を頂きました。
その方は普段から、この上なく新鮮な牛乳を自宅に配達させ、自家製のヨーグルトをお
作りになっていらっしゃるほどの健康志向ですので、是非あやかりたいと喜び、早速種
を蒔き忘れずに水を遣り、心躍らせて成長を楽しみにしておりましたら、ある日そのて
っぺんにヒマワリの花が咲きました。ぐんぐん伸びはじめた頃から、なんとなくお世辞
にも美味しそうには見えない、毛だらけの葉に頑丈な茎でしたので、これは本当に食べ
られるのかしらといぶかっておりました。蒔いたはずの種は黒くふっくらした艶のある
丸い粒が二つ、のちにその鉢の同じ場所に一塊に咲いた花はヒマワリが八輪だったの
です。私は、悲しんだらヒマワリの花に失礼だと思い必死で我慢しましたが、気落ちし
た正直な顔をヒマワリに見られてしまいました。まるでちゃっかり者のカッコウ鳥にして
やられ、知らずによその子を一所懸命育てたお人好しの親鳥のような気持ちでした。

　私の推理が正しければ、これは我が家の周辺を徘徊するリスの悪戯であったようで
す。と申しますのも初夏の頃、デッキの上に並ぶ植木鉢の数々が何者かに荒らされる
日が続き困っておりました。初めは鳥が砂浴びをしたくて遊んだのかしら、程度の凹み
が、あらウサギが巣穴の場所を下見したのかしら、の大きさになり、それが遠慮なくど
んどんエスカレートし遂には植えてある花が大きくバランスを失って傾くほどになり、し
まいに狸が尻もちをついたような大きさの穴を、私が毎日埋めるようになっておりまし
た。そうしたある日。リスが現れ、まるで忍者のように素早くレンガの外壁を伝いデッキ
に飛び降りると、いきなり気がふれたかのような勢いで植木鉢の土を掘り始めました。
次の瞬間はっと顔を上げ、至近距離で私とばっちり目が合ってしまったリスの顔は、お
よ！という表情で、ほっぺは両方ぱんぱんに膨らみ、顔の形が変わるほどの量の植物
の種や実を口に押し込んで来ており、今まさにそれを吐き出し土に埋めて隠そうとした
瞬間でした。思わずヒステリカルに笑い出した私に驚き、リスはすっ飛んで姿を消しま
した。きっと前述の不思議の真相は、私が種を蒔いた後でリスが、よそのバードフィー
ダーから仕入れて来たヒマワリの種を、後でゆっくり食べようと同じ場所に埋めたので
しょう。そんな大事な貯蔵食料を発芽させてしまい、リスに申し訳ありませんでした。

　今は間違いなくソーシャルメディア、ソーシャルネットワークとやらの時代ですので日
常気づいたことを何でも気軽に赤の他人へ相談することに抵抗のない方が増えていら
っしゃいますね。私は、どんな年齢のどんな背景に育ったどんな輩が自分の考えに呼応
して来るのか、その一種無責任とも言える反応を真に受け一喜一憂するのかとむしろ恐
怖が先に立ち、信頼できず性に合わず、そういったもの全般に対し敬遠する気持ちを消
せないのですが、今回あるきっかけから周囲の強い勧めを受け、近所の方々が情報交
換をするためのアプリ、というものに恐る恐る加入してみました。警察や消防の連絡や、
ペットが行方不明になった、悪徳ハンディーマンが料金を前払いさせ仕事をせずに行
方をくらませた、といった情報の共有、ヒマな高校生がいたらうちの庭仕事手伝って、な
ど他愛のない相互依存の話題満載で、右から左へ読み流しながらもローカルトピック
を楽しみ出しました。ある時そこへ植物の写真が投稿され、これが何か教えて欲しい、
と出たのです。年の功かたまたまの経験からか私にはそれが何であるのか一目瞭然だ
ったのですが、驚いたのは、そこへ次々返事を投稿なさった方全員が一様に、正しくな
い答えLamb’s Earと自信満々に述べているのです。本当の答えである植物とは丈も葉
の大きさも花の色も全然違い、一見、葉の色と質が似ているというだけなのに。ここは
私の出番なのかしら、とうとう人生初のソーシャルメディアデビューなのかしら、緊張に
襲われソワソワ、激しい動悸に目眩も併発、どうしようと気が遠くなりかけたところに正
解が。「Mulleinには素晴らしい薬効があります。」御一人の見事な登場と引き際に感
服致しました。質問者ご本人からも「私もリサーチしました。Mulleinは身体に良いそ
うですね、皆さんありがとう。」こちらも気持ちよくまとめられ、烏合の衆は散りました。
私も庭のMulleinが何だか知らなかった時分は、立派な草よと崇め、栄養を与え応援
していて、よそ様から雑草だから駆除なさいと笑われたものです。微粒子の種が散ると
大変。古代ローマやゴールドラッシュ時代のアメリカで人々は、天に真っ直ぐ伸びた花
の形を生かしそれをオイルに浸し火を点け、松明として利用したのだと、庭仕事好きの
イギリス系アメリカ人の御婦人に30年以上も前に教えられました。美しい知恵ですね。

　さて、「ほうれん草」の話の顛末ですが、愛くるしいけれど食べられないヒマワリを
私が半泣きで鑑賞していた頃、同じ植木鉢の中の隅の方に追いやられた形で、見たこ
とのない葉が出て来ておりました。もしやこれが幻のインドほうれん草かと気を取り直
し、今度はそちらに水を遣り始めましたが季節はもう秋の風。そこでそれを小さな鉢に
上げミシガンの長い冬を屋内で越させることに致しました。一冬経ても4枚しか葉が付
きませんでしたが、春になり再度、外で気長に育てておりました。すると種を下さったご
当人がお散歩で通りがかりましたのでとっさに鉢を持って追いかけ、見ていただきまし
た。するとそれはあの種から出た芽に間違いなく、つる性のものとそうでないものがあ
り、これは支えが要らないタイプのほうだから、少し大きめの鉢に植え替えてあげてあ
とは食べるだけ、とのことでした。またリスに悪さされて次は瓢箪か何かにすり替えら
れてしまう前に味見をしようと、6枚目の若葉を千切り舌にのせてみました。う、まずい。
でも栄養価はとびきり高いのかな。今年の夏の新展開に期待を寄せております。

共存の知恵共存の知恵
織田貴和子
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新型コロナウイルスの感染は、一部の国や地域では
落ち着きを見せはじめているものの、全世界的に

みれば、まだまだ猖獗（しょうけつ）を極めているというの
が現状のようですが、皆様いかがお過ごしでしょうか？皆
様の身近な方でお亡くなりになられたり、重い症状で入院
を余儀なくされた方もおありだと思います。亡くなられた
方々のご冥福をお祈りし、また闘病中の皆様の一刻も早い
回復をお祈りしております。我々医療従事者も大変でした
が、やっとここミシガン州東南部では、患者数も減り、限
定的ながら、日常性を取り戻しつつあります。もちろん第二
波第三波が将来予期されるとの話もあり、予断は許されま
せんが、とりあえず、大きな第一波を乗り切ったのは確か
なようです。

　さて、今年はスペイン風邪が世界で大流行してから１０
１年目の年にあたります。この年１９１９年、世界の人々の
死因で最も多かったのが、感染症でしたが、それから１０
０年の間、死因の第一原因を保ち続けていたのが、心筋梗
塞などを含む、動脈硬化性心疾患でした。今年の統計は
まだ出ていませんが、ひょっとしたら、感染症による死亡
が、あまりありがたくないことですが、１００年ぶりに王座
に返り咲く（？）ことになるかもしれません。

　こうした新型コロナウイルスの世界的大流行の陰で、心
筋梗塞や狭心症などの疾患の影が薄れていますが、もち
ろん、コロナウイルスによりこれらの疾患が消えて無くな
るわけではなく、コロナの流行が過ぎれば、たとえ一過性
に王座を明け渡した（？）としても、また動脈硬化性心疾
患が死因の第一位に返り咲くことは間違いないことのよう
に思います。

　心筋梗塞や狭心症などの動脈硬化症の原因とはなんで
しょうか？これらの疾患でなくなった方の病理解剖をして
みると、必ずと言って良いほど、心臓に血液を送る冠状動
脈と呼ばれる動脈の内腔に、粥状硬化巣（プラーク）と呼
ばれる、コレステロールと白血球由来のマクロファージと呼
ばれる細胞、カルシウム、および繊維細胞などが堆積し、
内腔が狭くなっているのが観察されます。このプラークの
中には、コレステロールをたくさん含んだ”脂質の湖”が、表
面の薄い膜を隔てて、血流と隣り合っているものが見られ
ることがあります。この病変をTCFA(Thin Cap Fibro Ath-
eroma) 薄膜線維粥状動脈硬化腫といいます。このものが
あると、この薄い膜が辺縁部で破れやすく、そうするとこの
脂質の湖の内容物が血流にさらされることになります。こ
の脂質の湖の内容物は、血流に触れると直ちに化学反応
を起こして、血栓を生じます。この血栓が十分大きければ、
新鮮な血流を遮断し、その下流に行くはずの血流を止め、
心筋を壊死させ、急性心筋梗塞を起こします。また心筋梗
塞を起こさなかった場合でも内腔を狭くすることにより、
血流を部分的に妨げ、それにより、下流の心筋に酸欠状態
を起こさせ、狭心症症状を起こさせます。僧帽弁の乳頭筋
の虚血による、僧帽弁閉鎖不全症を起こしたり、虚血性の

不整脈や、虚血性心不全を起こすこともあります。

　というわけで、虚血性心疾患をよく見てみると、その根
幹には、粥状硬化巣（プラーク）の生成というものがあるこ
とがわかります。では、そのプラークが起きる原因はなんで
しょうか？現在では、その原因は一つではなく、いろいろな
原因があることがわかってきています。年齢、性別（男性）
、タバコ、生活習慣（運動不足）、高血圧、糖尿病、腎不全、
遺伝、コカインなどの薬物、高脂血症などがあります。この
中には、自分では変えられないもの、例えば、年齢、性別、
遺伝などがありますが、例えば、生活習慣、タバコ、薬物使
用、高血圧などは、自分で制御することができます。

　さて、本題の高脂血症ですが、昔は、良い薬がなかった
ため、血液検査で、高脂血症が診断されても、特別の治療
はなく、また、どのくらいの値が正常なのかもよくわかって
いませんでした。ところが、最近良い薬がどんどん開発さ
れて、悪玉コレステロールの値を、極端に下げることが可
能になってきました。数年前までは、１００以下と言ってい
た悪玉コレステロールの目標値が、ヨーロッパでは７０以
下になり、さらに、ハイリスクな患者とみなされれば、５５
以下に下げるようガイドラインが改定されました。さらに
驚くべきことには、悪玉コレステロールの値をさらに下げ
て、２０以下にした症例もたくさん報告されてきていて、今
の所、これ以下に下げると弊害があるという最下限の値と
いうものがまだ見つかっていません。つまり、”低ければ低
いほど良い”というのが、現在の循環器科医の合意となっ
ています。アメリカでは、ヨーロッパとは少し違い、具体的
な目標値は決めず、”それぞれの患者さんに合わせて”とい
うガイドラインになっていますが、それでも、”低ければ低
いほど良い”という考え方に変わりはありません。

　高脂血症のお薬は最近劇的に進化しました。

　まず第一は、スタチンという錠剤のお薬です。これは、
肝臓でコレステロールを生成するHMGCoA reductaseと
いう酵素を阻害することによりコレステロール値を下げま
す。アトロバスタチン（商品名リピトール）、および、ロスバ
スタチン（商品名クレストール）の２つが有名です。副作用
が出ない限り、できるだけ高い分量で処方することが薦め
られています。リピトールは80mg、クレストールは40mg
が上限です。スタチンはよく効くのですが、筋肉痛や筋肉
機能阻害を起こす人がよくあり、スタチンが誰にでも使え
るというわけではありません。

　第二は、PCSK9 (Proprotein convertase subtilisin/
kexin type 9) 阻害剤という皮下注射のお薬です。PCSK9
は、人間の体内で自然に生成される物質ですが、その唯
一知られている機能は、肝臓の表面にある悪玉コレステ
ロール受容体が、血中の悪玉コレステロールと結合してそ
れを肝臓内に取り込んだ後、この受容体を分解して、再利
用ができなくしてしまう働きです。従って、このPCSK9を
阻害してやれば、悪玉コレステロール受容体の再利用が

促進され、血中の悪玉コレステロールの値が激減します。
現在アメリカで市販されているエボロキュマブ（商品名レ
パサ（Repatha)）と言われるものは、このPCSK9に対する
抗体で、欠点は、錠剤ではなく皮下注射であり、しかも、
２週間に一度投与する必要があります。これに対して、今
開発が進んでいるのが、smRNAという遺伝子工学の技法
を利用した、インクリシラン（Inclisiran)というお薬で、そ
れは、皮下注射なのですが、肝臓でPCSK9の製造そのも
のを止めるので、効果が長く続き、現在、６ヶ月に一度の
皮下注射という投与で、悪玉コレステロールを持続的にし
かも劇的に低下させることができると報告されています。
今は臨床治験の最中で、まだ、臨床の場で使うことはでき
ませんが、将来、重篤な副作用がないことが証明され、、
広く使用できることになると、高脂血症の治療も、動脈硬
化症の予防や治療も劇的に変わると思われます。

　第三は、ベンペドイック酸（商品名ネクスレトール）とい
う錠剤のお薬です。このお薬は、今年になってアメリカで
使用できるようになりました。この薬もスタチンと同じく、
肝臓でのコレステロールの生成酵素（ACL: Adenosine 
Triphosphate-Citrate Lyase, HMGCoA reductase の上流
の酵素) を阻害することによりコレステロール生成を抑える
のですが、スタチンと違うのは、このお薬は最初は不活性
体で、肝臓の中で活性化されて初めて効力を表します。従
って、このお薬は筋肉の中では、全く活性化されないため、
筋肉痛や、筋肉機能低下などを起こしません（少なくとも理
論的には）。従って、筋肉痛などの副作用のためスタチンが
服用できない人でも服用ができるという長所があります。

　第四はエゼチミブ（商品名ゼチア）です。このお薬は、小
腸でのコレステロールの吸収を抑えることにより、血中の
コレステロールを下げます。ただ、コレステロール値を下げ
る力は、よくてそこそこで、普通は他のコレステロール降下
剤と組み合わせて使われます。

　第五はイコサペンタエチル（商品名ヴァスセパ）という
お薬です。このお薬の効果が一昨年アメリカの心臓学会
で発表されるや、大センセーションを起こしました。これ
は、魚油に含まれる成分のうち、EPAという成分だけを高
度に純化して取り出し、商品化したもので、これは肝臓で
の中性脂肪酸の生成を抑える働きがあると言われていま
すが、このお薬がなぜ、心血管事故率を２５％も減らす効
果があるのか、いま世界中の循環器科医が競ってその答
えを見つけようとしています。市販されている魚油は、EPA
とDHAの様々な割合の混合物で、これまで、心血管事故率
を下げる効果は認められておらず、その原因としては、市販
されている魚油に含まれるDHAという成分がEPAの効果
を打ち消しているのか、またこの治験で使われたイコサペ
ンタエチル一日４グラムという量に魔法の鍵があるのか、
興味が尽きないところです。また、この治験を詳しく分析し
てみた結果、中性脂肪の減少率と心事故率の減少率は、
必ずしも相関していないようだとの報告もあり、この薬が
なぜ効くのか、大変興味を掻き立てられるところです。

　高脂血症と動脈硬化症は深い関係があることがわかっ
ていながら、今までは、効果的な治療法がなかったため、
ついつい対症療法に重点が置かれてきました。ここ数年、
全く新しい、素晴らしい効果のあるお薬が次々と見つか
り、大変刺激的な分野に変わろうとしています。動脈硬化
症という病気が本当の意味で治癒することができるのか、
循環器科医の夢は続きます。

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

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

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

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

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

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

Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

心臓病治療の最前線

第149回第149回        高脂血症仮説と動脈硬化症高脂血症仮説と動脈硬化症

図1 Normal and Partly Blocked Blood Vessel 図２ Plaque rupture and healing

出典：図１-https://en.wikipedia.org/wiki/Atheroma#/media/File:Blausen_0052_Artery_NormalvPartially-BlockedVessel.png> [Accessed 28 June 2020].   
        図２ -https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.114.302721
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Taiga Shiokawa
塩川泰雅

Novi High School

Hanako Takanami
高浪華子

Novi High School 

Ryuya Habu
羽生 龍弥

Novi High School

Kira Miyu Crumpley
鮫島美夢 

Troy Athens High School

Maika Hogarth
ホガース舞花

Holly High School

Shion Soga
曽我士温

Novi High School

Akiyoshi Ito
伊藤 彰純

Novi High School
Mia Inakage

稲蔭美弥 
Cranbrook Kingswood 

Rana Hashimoto
橋本麗奈 

 Bloomfield Hills High School

ご卒業おめでとうございます

２０２０年卒業⽣のみなさま

The	Best	Is	Yet	To	Come!

“努力は	
才能に勝る”

ー塩川泰雅
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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。

　この混乱の世の中、一足早くゴルフ場がオープンして、何事もなかったように営
業しております。私のレッスンはオンラインにさせていただいておりますが、今マ
スクもせずにレッスンをしている風景を見ると違和感をおぼえます。今ワクチン
もない状態で、感染者が多い状態でなぜ無防備になれるのか。私は皆さんが安
全で、何も気兼ねなくゴルフができる環境がまた訪れることを願うばかりです。

　自宅のスタジオでSkyTrak(シュミレーション・ゴルフ)を使って練習をしていま
す。市場に出回っている中でも、リーズナブルなお値段（$1,995）で他の高額の
物と内容は大きく変わらないです。ドライニング・レンジ・モードは無料ででき
て、ゴルフコースなど色々なオプションが年会費を払うことでできます。打った後
２，３秒遅れてに球筋が見れるのですが、そこまで私は気になりません。このよ
うな世の中なので、是非使ってみて下さい。ご購入の際は是非、私の方にお問い
合わせください。この時期にゴルフをすることが難しい方は使っていただきたい
ですね。

プレーは、結果によって考えず
原因で考えるのが上達の秘訣である。

ベン・ホーガン

　ランチモニターが出てきて、ゴルフも科学的になってきてます。今はアマチュ
アの方々にも手軽にボールの回転数やスピードを計測できる機会が様々に出て
きています。原因を追究、分析が容易にできる時代です。今のジュニア達が羨ま
しい。結果はあくまでもその一瞬を楽しむもので、その次に歩き出す励みになり
ますね。

　良く若い子たちに（ゴルフに関すること）“～になりたいためには如何したらい
い？”というような質問を受けることがあるのですが、これってなりたいためのプ
ロセス（上記でいう原因）を問われているので、何になりたいという結果だけが
浮き彫りになって、自分でプロセス考えない限りまだ結果しか見えてなく上達が
難しくなってしまうと私は思います。

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。

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

8月の火＆木週二日のクラス 1:00p.m.-2:00p.m. 

 

 
  

 

 

 

●ESL夏期講習 グレード対象) (1st-12tｈ 

 
  

 

●夏期キンダーガーテン準備クラス       
週２日・$100/月 

 
  

 

info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

248-513-4635 
 

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375  

 

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・
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
学びます。10日目にはキャンプでの成果を各自披露する 
プレゼンテーションを行います。(1、2期はキャンセルとなりました。) 
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
す。 

ESL夏期講習五期に渡り開講                  
１期:6/15(月)-6/26(金)       
2期: 7/6(月)-7/17(金)                
3期:7/20(月)-7/31(金)     
4期:8/3(月)-8/14(金)                         

5期: 8/17(月)-8/28(金) 

 

 
☆割引‼☆         

複数クラスお申込みで
5％割引！ 

月〜金 9:05a.m.-12:00p.m. 

 

 
  

 

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。） 

＊週 2、週 3日での参加は＄35/日で可能です。 

 

 
  

 

各期 10日間＄320/期*  (＋教材費＄7/期)

 
  

 

http://www.keikokikuchidental.com/
https://www.dickinson-wright.com/practice-areas/japan?tab=0
http://izakayasanpei.com/
http://kobylearn.com/ja/
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2020年6月度 優勝  BDO USA 矢尾板さん 
　世界中で現在も猛威をふるっているコ
ロナ禍の影響にて、2020年度のミシガ
ン会は4、5月度が開催中止となり、6/28 
（日）に会員各位の協力を得て、今年第1
回目の開催を迎える事になりました。真夏
を思わせる猛暑の中、この日を心待ちにし
ていた会員、さらに初参加者11名を含め、
総勢51名にエントリー頂きました。
　開催に先立ち、ミシガン会会長の小山さ
んが、開催に至るまでの経緯及び当日の注
意事項を説明。参加者全員が、安全と健康

に留意し、気持ちよくプレーを終了させる事
を最優先とすると宣言しました。
　2020年度開幕戦となった6月大会の
栄えある優勝はBDOの矢尾板さん。大会
前に同コースを回り、コース攻略のアドバ
イスをもらった事が大きかったとのコメン
ト。また当日はアイアン/アプローチの精
度が良く、いいスコアにつながったようで
した。
　2位はDensoの山口さん。直近上り調
子であったが、同伴者の和やかな雰囲気

に後押しされ、のびのびとプレー出来た事
が良かったとの事でした。
　3位はRohmの岩田さん。上位入賞の
常連ではありますが、腰を痛めたそうで、
リハビリを兼ねたストレッチをする事で体
をケアし、徐々に調子が上がってきたとの
事。次回は優勝を目指したいとの力強いコ
メントがありました。
　2020年開幕戦となった今回ですが、ま
ず安全に会を終了できた事、またスポン
サーとして協賛頂いた皆様に対して、重ね

て御礼申し上げます。
　次月開催は7/19（日）となります。
引続き安全と健康に注意を払いつつ、
皆さまに楽しんで頂ける環境を提供して参
りますので、今年もミシガン会を
宜しくお願いします！

ドラコン賞（男性）
#8    Kyosuke Nakamura (Individual)
#17  Tadaaki Fujiwara (Individual)

ドラコン賞（女性）
#8    Kaori Buzan (Individual)
#17　Lisa Yabuuchi (Individual)

ニアピン賞
#3   Naomasa Hatoyama (MCPP)
#6   Masaya Oi (SMC Corp)
#12   Taichi Yamaguchi (Denso Inter)
#14   Masami Yamada (Individual)

ベスグロ賞
86   Yasuhiro Morioka (BASF)

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 山口さん、優勝 矢尾板さん、3位 岩田さん

www.michigan-kai.com

  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（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。
• 宴会などの飲酒は自宅以外ではなるべく避けましょう。
• 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？

ミシガン州を含めて、アメリカの多くの州で、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。
 ミシガン州は、６月１５日から、レストランも再開し、美容院なども現在は再
開しています。規制が緩和された状態で、感染者数を抑えておけるかどうか
は、今後数週間の動向を見守る以外にありません。感染者数や死亡者数の数
が増えてくるのは数週間遅れてきます。
 テキサス州は４月末から徐々に規制を解除してきましたが、６月に入り、感染者
数が爆発的に増加し、再規制を余儀なくされました。フロリダ州も５月初めから
徐々に規制解除してきましたが、６月中に感染者が指数的に増えてきました。
 ミシガン南東部は、飲食店が営業を始めてまだ２週間ですが、既にランシン
グ近郊のバーでのクラスターが報告されています。では、どうすれば、感染が
また増えてもとのロックダウンに戻らないようにできるのでしょうか。
いわゆる、「New Normal」の基本は次のとおりです。

1. 屋内では必ずマスクをする

2. 家族以外の人とは２メートル離れる

3. 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。

4. お酒を飲むと、細かいことが気にならなくなるので、家族以外の人と一
緒にアルコール性飲料を飲むことは、なるべく避けましょう。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

• 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、今一度、気を付けたいこと

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。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。ミシガン大学家庭医療科については
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-programへ。

ミシガン大学家庭医療科医師
リトル（平野）早秀子

COVID-19とこれからの生活　

　覚えておきたい　NEW NORMALの基本　
ニュー　ノーマル
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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
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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 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
WW  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

クラシファイド広告の掲載について

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

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

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

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

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

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

□ お申し込み／お支払い先

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

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

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

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。

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 JNC8/5/2020 JNC8/5/2020 JNC

▲ご予約はこちら

<Postmates> 

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/country-inn-novi-mi
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店内からメインストリートを臨む 
（写真:HGBC)

（下右）
ToGoのGrowler他。

HomeGrown Brewing Company
28 N Washington St.　Oxford, MI 48371
https://www.homegrownbrewco.com

文＆写真　by ヤマトノオロチ
ゆるやかに動き出したミシガンブリューワリー

（上から） 
街並みにフィットした
外観と、ゆったり広々

としたパティオ席

　収容人数の制限はあるが、６月第二週からミシガン州のブリューワリーも店内での飲食
の提供を始めた。Oakland County の最も北の一つにある緑と湖の自然豊かな街、Oxford
のHomeGrown Brew Company　(HGBC）もその一つ。 To Goで缶の販売を続けていた
が、店の裏側にあるビアガーデンは２日後の再開のために準備は万全だった。

　OxfordはM-24沿いにダウンタウンがあり、ちょうどデトロイトとフリントの中間に位置
する。今年こそ雪は少なかったが、Bold Mountainのスキー場の近く、1800年代後半の
建造物と週末のマーケットがおしゃれなことで有名なCanterbury Villageからも10分足
らず。Oxfordの周囲にはゴルフコースが広がり、他のOakland　Countyの街に比べると
格段に静かさと落ち着きを感じる小さな宝石のようなところ。

　店の正面のドアはこぢんまりとしていて、Oxfordの街並みにフィットしており、ここが
ブリューワリーとは思わず、見落とすぐらいのシンプルな外観。名の通り、家族経営のブ
リューワリーで、気さくなJoeが店内を案内してくれた。To Goの缶のラベルのデザインも
Joeの作品。Brew Masterは父のJerry。一家でBreweryを盛り立てる。

　「うちのキッチンに冷凍庫はない。すべてここで調理しているから」という。「Oakland 
County北部の地の利を利用して最高の食材は裏庭ともいえる地元の農家、マーケットにあ
る」とこだわりを見せる。

　元UAW（全米自動車労働組合）の建物をリノベーションしたHGBCの２階はプライベート・

パーティー用のミニバー。昨今の
営業停止で予約数は減っている
が、結婚式、個人パーティーなど
のために貸し切りとなっている。

　おすすめはOxford Ale（ABV 4.5）
とWhamber Ale（ABV 5.1）。全面
開店２日前にToGoをピックアッ
プに行ったので、自宅で缶をあけ
た。エールならではの甘さの中に
あるほど良い苦さ、スムーズさが
よかった。また、Ruck-A-Chuck 

ファラフェル（ピタ付＄12。 写真:HGBC)

IPA (6.7%)もホップの味を楽しみたい人には
お勧め。

　ミシガンはこれからが夏本番。ちょっと遠
出のドライブや大自然を楽しんだ後、ToGo
で立ち寄ってはいかがだろう。もちろん、フ
ルキッチンがありサンドイッチ、そうめんを
使った料理や中東風の料理もあり、メイン 
ディッシュは充実。ダイニングは予約が必要。 
  　  （Tel: 248-800-4244）

（右） 
個性的なラベルの

デザインはJoeによる

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

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。
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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！

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

Japan News Club公式サイトから
Eメール登録ですると最新号のお知らせ、その他 

ローカル情報も随時お届けします！

https://www. JapanNewsClub.com

 JAPAN NEWS CLUB 
インスタグラムアカウント開設しました！

https://www.homegrownbrewco.com/ 
http://www.sunnypointe.com
https://sushidenonline.com
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コミュニティー情報
Koby Learning Group
4th of July キャンペーン!!

☆新規受講をご検討の方

無料の受講相談！入学金免除！

無料での英語レベルチェックテスト！

オンラインクラスを無料での体験受講！

◎ご希望の方は下記連絡先へご予約お申込みください。

7月1日～31日

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

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。。

 

 
 

NUCB International Junior & Senior High School 
Admissions Office, North American Region 

 
E-mail: nihs@ujeec.org 

www.nihs.ed.jp 

名名古古屋屋国国際際中中学学校校		

帰帰国国生生対対象象ププレレエエンントトリリーーププロロググララムム（（夏夏のの体体験験入入学学））		

２２００２２００年年度度募募集集要要項項		
	

対対 象象者者	 東海地区へ帰国予定の日本国籍の中学１年生～中学３年生	

定定 員員	 15 名程度	

受受入入方方針針	 	体験入学として通常の名古屋国際中学校の学校生活や行事を通じて、本校の教育活

動へ理解を深める機会とすると同時に、帰国後の本校への入学に向けての準備を円

滑にすることを目的とする。	

選選考考方方法法	 名古屋国際中学校プレエントリープログラム受入方針に基づき、参加申込書、志望

理由書の書類審査および各エリアのアドミッション・オフィサーの面接により、総

合的に判断して決定する。		

	

出出願願書書類類	 参加申込書、志望理由書	

費費 用用	 プログラム費用は無料（授業で使用する教科書・副教材は必要に応じて実費徴収）	

海外旅行傷害保険に加入	

	

受受入入時時期期	 ２０２０年６月中旬から７月下旬（試験期間中など、一部期間を除く）	

受受入入期期間間	 希望する約 2週間	

滞滞在在場場所所	 本校に通学可能な自宅または親族・知人宅	

内内 容容	 同学年のクラスに所属し、本校生徒と同じ時間割を受講（テスト除く）する。また、

希望者は、国際バカロレアディプロマプログラムの授業見学や部活動への参加または

見学もできる。	

そそのの他他	 男子	 上着は白色のポロシャツ	 スラックスはグレー色	

女子	 上着は白色のポロシャツ	 スカートはグレー色	

（もしくは男女ともに本校の夏服に近いものを着用のこと）	

	

≪≪問問いい合合わわせせ先先≫≫		

アドミッション・オフィサー北米地域担当：丹羽	

E-mail：nihs@ujeec.org	
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ミシガン大学病院 　
第3回 オンライン マインドフルネス
　　　　無料養成クラス開催

クラス： ７月６日 - ７月２７日　全４回
　　　　毎週月曜 12:30 PM -1:00PM
方法：　Zoomにて開催
講師：　フォーク阿部まり子 LMSW, ACSW 

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

mfoulk@umich.edu 
まで、Eメールにてお申し込みください。

http://chicagokai.com
http://www.aielloglobal.org
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● 経験豊富なドクターが診療に当たります。

● 　フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、

　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。

● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。

● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

ノバイ ファミリー歯科医院
BRIAN H. ANDRESS D.D.S.

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

ドクターと日本人スタッフ

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

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

大人と子どものための家庭歯科医

受付時間

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

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

DENTISTS
Novi

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

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

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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 

mailto:https://www.novidentists.com/?subject=
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
http://www.michigan-kai.com
mailto:yoshiko%40newtrendhomes.com?subject=
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin

