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2020年は
バーチャル & ソーシャルディスタンス

BON-ODORI
＠ANN ARBOR
JAPAN WEEK

p.2 夏休み後半
＃安全に楽しみたい ＃何ができる？
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0 2 0 年 で６度 目 の 開 催 となるア ナ
ーバージャパンウィークが、去る６月
半ばにミシガン大学の日本研究センター
（Center for Japanese Studies：CJS) に
より開催された。こちらはミシガン州ア
ナーバーで35年 以 上の歴 史をもつAnn
Arbor Summer Festivalの一部として日
本文化の紹介を同大学が引き受け、毎年
デトロイト日本商工会基金からの協力も
得てさまざまな日本文化イベントが開催さ
れる。今年は、新型コロナウィルス感染拡
大防止のため、同イベントもオンラインで
多くのコンテンツが配信された。
日本アニメ映画「若おかみは小学生」の
１dayストリーム放送、その他MOMO先生

今月の
今月
の Japan News Club
02 ・・・夏休み後半
＃安全に楽しみたい ＃何ができる？
04 ・・・コミュニティニュース
05 ・・・心臓病治療の最前線
06 ・・・喧喧諤諤
08 ・・・ヨガを通して見えてくるもの
09 ・・・言葉の架け橋/ゴルフノスゝメ
10 ・・・コミュニティ ニュース/住宅
アカデミー
11 ・・・アメリカ生活の豆知識
/Standard Golf
13 ・・・クラシファイド
14 ・・・Kombucha 紹介
15 ・・・コミュニティイベント情報

の子ども向けの日本の歌やお話タイム、折
り紙教室、書道家の藤井京子さんのデモン
ストレーション、琴演奏は地元で活動する
「Miyabi」のライブ映像の他、スタジオジ
ブリプロデューサーの鈴木敏夫氏によるト
トロの描き方など、他にもイベントウェブ
サイトには、家で楽しむことができる日本
関連のアクティビティが集められた。
その中で、昨 年に 続き日本 の夏の風
物 詩「盆 踊り」を 紹 介するビデ オも 配
信された。今 回このビデオは、イースタ
ン・ミシガン大学の日本語学生会４名と
GEN-J Michigan（Grassroot Exchange
Net work-Japan）がタッグを組み、
「盆
踊りとは？」と「1. 炭坑節」
「2.東京音頭」
「3.東京五輪音頭」の3曲の踊り方の説明
ビデオを作成。
ビデオ撮影は、新型コロナの影響で6
月時点では州令により「10人までの集会」
しか認められておらず、最低限の人数の
中で進められた。盆踊りグループを結成
してイベントを取り仕切ってきたGen-Jの
澤井美奈江ファシリテーターは、
「初めて
着る華やかな浴衣に学生達はとても嬉し
そうでした！着付け・ビデオ・写真撮影・
踊り子ボランティアの方々のご協力のも
と、今年も素晴らしいビデオとして残すこ
とができました」と感想を述べた。
アナーバー夏 祭りの 盆 おどりの
F a c e b o o k ペー ジ の 動 画 閲 覧 数 は 約
1 , 3 0 0 回 を 回 り、世 界 中 の 方 に 盆 踊
りの 魅 力 を 届 け た 結 果 となった 。
澤井氏は「次回は、是非地域の方々と浴衣
や法被を着て、日本の夏祭りと盆踊りの雰囲
気を再現できればと思います。次回に向けた

『盆踊り実行委員会』もキックオフしま
した。こちらにご興味のある方は、GEN-J
Michiganまでご連絡をお待ちしております」
GEN-J Michigan（https://www.facebook.

com/GENJofMichigan/）では、盆踊りウィ
ークも開催し、それに伴い浴衣着付けクラ
スや「東京五輪音頭」歌の練習クラスを開
催するなど、積極的な活動を行っている。

(https://www.youtube.com/channel/

UCdy5ZPVbk7qKSQaCJQnweZQ)にも紹
介されていて、また、ジャパンウィークの
イベントコンテンツもウェブサイト上にて
（https://ii.umich.edu/cjs/news-events/
events/ann-arbor-japan-week.html）家か
らでも楽しんでいただける。

盆 踊りイベントの 様 子 は、Yo u t u b e

●ESL

夏期講習(1

st

写真提供:Gen-J & Masaki Toshiki

-12tｈ

グレード対象)

各期 10 日間＄320/期* (＋教材費＄7/期)

月〜金 9:05a.m.-12:00p.m.
☆割引‼☆
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・
複数クラスお申込みで
クラフトの時間も♪現地校で必要なスキル、話す・聞く・読む・書くを
5％割引！
学びます。10 日目にはキャンプでの成果を各自披露する
ESL 夏期講習五期に渡り開講
プレゼンテーションを行います。
１期:6/15(月)-6/26(金)
午前中と午後のプログラムを組み合わせての一日講習も出来ま
＊週 2、週 3 日での参加は＄35/日で可能です。
2 期: 7/6(月)-7/17(金)
す。

●夏期キンダーガーテン準備クラス
週２日・$100/月

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

8 月の火＆木週二日のクラス 1:00p.m.-2:00p.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。）

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road
Novi, MI 48375
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info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
248-513-4635
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夏休み後半

1.

＃安全に楽しみたい #ミシガン夏休み ＃何できる？
ミシガン州 クランブルック庭園散策

Cranbrook Garden

Japanese Garden

取り、当時ミシガン州最大の出版社となっ
たブース・パブリッシング・カンパニーを設
立し財を成した。
クランブルックの歴史は、彼らがデトロイ
トからこの地に住いを移したところから始
まる。ブースの祖先が英国のクランブルック
出身であったことからクランブルックと名付
けられた。広大な土地に、邸宅に始まり教
育施設、教会、美術館、科学機関とコミュニ
ティを作り上げ、現在それらは米国国定歴
史建築物として登録されている。

春から秋にかけて、クランブルック庭
園は一般に無料公開されており、Sunken
Garden（写真上）、木々が生茂るトレイ
ル、様々な彫刻、噴水はじめ、日本庭園ま
でもが存在するその庭園の規模は４０エ
ーカーにも及ぶ。
クランブルックと言えば、ミシガン州の
名門校、美術館、科学博物館、教会などを
含めたコミュニティの総称。その庭園は、
クランブルックの創始者であるジョージ＆

エレン・ブース（George and Ellen Booth）
夫妻が1908年から49年にかけて住んでい
た邸宅を囲んでおり、現在は一般に公開
され誰でも気軽に散策ができるように手
入れされている。
ジョージ・ブース（1864-1949）はトロン
ト生まれ。妻エレン（1863-1948）の父が
デトロイトで新聞社を営んでいたが（The
Detroit Evening News）その新聞業にジョ
ージも加担。その後いくつもの新聞社を買

ブースは非常に高い 芸 術的感 覚も合
わせもっており、美術工芸のコレクター
としても知られていた。デトロイトの邸宅
は自らがインテリアを手がけたが、クラ
ンブルック邸のデザインは、友人でもあ
りデトロイトの建築家として著名となっ
たアルバート・カーンに依 頼 。英国調の
邸宅に各国の美術、工芸をふんだんに取
り入れ同邸を完成させた。現在は、バー
チャルツアー（facebookやInstagram）
の配 信などで邸内も公開されている。
緑 あ ふ れる庭 園 は 、夫 妻 が亡くなった
後も多くのボランティアによって丁寧に
手入れ が な さ れてい る 。
（今 年 は 新 型
コロナの 影 響 により噴 水 は停止中）。
庭園の見所―
Sunken Garden：人気の写真スポット。毎

年特徴的なパターンと色の組み合わせの
植物アートを作成。多年草と一年草植物の
混合で、2020年は、約4000ものベゴニア、
サルビア、サンパティエンの組み合わせで
カラフルな庭園に仕上がっている。
Reflecting Pool : 今年2020年は残念なが
ら水が張られていないが、ここはクランブル
ックハウスから眺めると、クランブルック美
術館へと続く並木道がまっすぐ見える気持
ちの良いスポット。プールの左右には、対象
的に植物が植えられているのが特徴的。
Japanese Garden：北米でも最も古い日
本スタイルの庭園のひとつ。1915年、ブース
はサンフランシスコの万博で日本建築や美
術に魅せられる。これをきっかけに春日灯
籠や朱色の太鼓橋などを取り入れた１エー
カーの池と石の日本庭園をこの地に作り上
げた。庭園には日本楓や、ふき、紫の藪蘭、
牡丹などが植えられている。現在、この庭
を再建する試みがクランブルック・コレク
ション研究所（Center for Collections and
Research）によって進められているが、日本
庭園の造園家・内山貞文（さだふみ）氏に
よる修復用のマスタープランが昨年度公開
されたばかり。入り口付近の修復が次の課
題となっているが、寄付も随時受け付けて
いる。
理想のコミュニティを作り上げたブース
を思い散策するのも良いのでは？

クランブルック ハウス ＆ ガーデン

380 Lone Pine Rd, Bloomfield Hills, MI 48304
https://housegardens.cranbrook.edu/
(248) 645-3147
今季: 〜 10月31日（土） 7:00am - 7:00pm
(Free Admission to Cranbrook Gardens)
駐車場所：クランブルックハウス＆庭園スポット
（Christ Church Cranbrook向かい）
注意点：
・ソーシャルディスタンシングの徹底（ボランティア
作業中の方などからも）
・一般トイレは現在使用不可なので注意
・ピクニック不可
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www.riveroakswest.com

New Normal 必須

デトロイト美術館再開

ミシガン州の非常事態宣言を受け、
自宅 待機 令 が発 令されてからというも
の クローズして いたデトロイト美 術 館
（DIA)も７月から再開 。９月６日のレイ
バーデイ（労働者）までは現在一般の入
館料が無料とあり、しっかりとコロナ対
策をして楽しむ方法もあり。
デトロイト日本商工会、文化部会下の
Japan Cultural Development（ JCD)グ
ループでは、DIA再開とあり、同館の紹
介、現在の様子、入館方法などを日本語
で説明した動画をYoutubeにて紹介し
ている。第四巻まで作成予定ということ

より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。

なので、同館ウェブサイトと合わせてぜ
ひ活用いただきたい。

● ゲート守衛が午後６時から
午前２時まで訪問者に対応

現在、無料再開とは言え、事前にウェ
ブサイトにて入館時間を指定したチケッ
トを入手することが必要となってくる。マ
スク、ソーシャル・ディスタンシングは必
須、現金も使 用不可、軽食をとることが
できるレストランも現在はクローズして
いるので注意が必要。
再開はしても、DIA at HOMEとして、
ウェブサイト上でも同館美術に関する情
報やプログラムが公開されているので、
そちらを活用するもよし。

● 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。

https://youtu.be/Ah4FJbsfV4s

デトロイト美術館
5200 Woodward Avenue Detroit, MI
https://www.dia.org ・ (313) 833-7900
時間
水ー金： 9 am - 4 pm
土・日： 10 am - 5 pm
月・火： CLOSED

3.

※ ハイリスク・ビジター用
入館時間：

ドライブ・イン・シアター

ほぼ毎日、日没 後 に映 画が 始まるの
で、どのようなものが公開されているか
ホームページで確認。自分の車なので、
気軽にゆったり楽しもう。音声は指定さ
れたラジオステーションに設 定するだ
け。ただ、車のバッテリーが
気になる場合は、ぜひポータ
ブル・ラジオを持っていくこ
とをお勧めする。
（レンタルし
ているところもある）
指 示 さ れ たエリアに 車 を
停 めて、車の中から、または
トランクを開けて（他の観客

Tel: 248-348-7870

水ー金
9 −10 am

ちょっとした非日常を

この時代、家の大画面テレビでも、電
話でも、パソコンからでも、どこからで
も映 画 観 賞は可 能 だ が、せっかく気候
が良いのだから、ちょっと家を出てドラ
イブ・イン・シアターの映画を楽しむの
はいかがだろう。この自粛期間子どもた
ちと缶詰 状 態 の家 庭も少なくないので
は？

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

の視界を遮らない程 度の高さまでしか
開けられないことが多いのでロープを持
っていくなどを勧める）映画観賞を楽し
める。車なので小さなお子さんがいても
ベビーシッターも必要なし。
現在は、コロナ対策がされ、通常の収
容車数よりも少なくなっていることもあ
り、ゲートオープンに合わせて早めに行
くことをお勧めする。トイレやスナックな
どを購入時は必ずマスクをつけて移動
するなど気を付けて、特別な夏の思い出
をつくってみるのも良いのではないだろ
うか。

デトロイト近郊
ドライブ・イン・シアター
• Plymouth - The Summer Drive-In -

The USA Hockey Arena parking lot
14900 Beck Road, Plymouth Twp, MI 48170
https://www.usahockeyarena.com/drivein
（オンライン購入のみ）

• Dearborn - Ford Drive In -

10400 Ford Road, Dearborn, MI 48126
https://www.forddrivein.com
（現地購入のみ・クレジットカード）

• Flint - US23 Drive In -

5200 Fenton Road, Flint, MI 48507
https://www.us23driveintheater.com
（現地購入のみ・クレジットカード）

4.

HISアメリカ 特別企画 ＃ふたたび美しい世界へ

オンライン体験ツアーに参加

旅行業会も大きな痛手となっているこの
新型コロナウイルスが広がる状況下、それ
でも旅を愛する方々のために面白い企画が
次々と出されている。
特に、このHISアメリカが「すべての旅人
と旅行従事者の未来を紡ぐために......」と始
めた特別企画「＃ふたたび美しい世界へ」
は、家から体験できるオンライン体験ツア
ー＆オンラインセミナーが目白押し。海外70
ヵ国に展開するHISだからこそのネットワー
クを生かした面白い企画が多く、2020年6
月からは、このオンラインツアーの新しい取
り組みとしてサブスクリプションサービス（
定額サービスー ３０日間（＄５０）・1４日間（
＄３０））を開始した。
（一部除外あり）
今回は、JNCライターも「行った気になる
観光セミナー」にさっそく参加。数ある旅先
のうち、ずっと気になっていた、という世界
が誇る絶景、ボリビアにある世界最大の塩
湖、ウユニ塩湖をチョイス。

塩湖での鏡ばりトリック写真やビデオ、
サボテンがそびえ立つ島、塩でできたホ
テルやベッドの感触や香り......バーチャル
ツアー体験中に気になったあんなことや
こんなことのリストができていく。旅行の
醍醐味のひとつとも言える現地の人との
触れ合いは残念ながらバーチャルツアー
では体験することはできなかったけれど、
いつかその時が来るまで楽しみにとって
おくことにしよう。
現実の家族旅行先としてはなかなか候
補に挙げにくい場合でも、バーチャル体
験ツアーなら魅力的な場所を選びいろい
ろと体験できる。この夏休みには、家族
で世界をバーチャル旅行してみてはいか
がだろう。
その他、NYプロダンサーによるトレー
ニングなど自宅参加型のセミナーも同様
に開催されているので、夏休み後半、この
ようなイベント参加も一案。

「ウユニ塩湖の魅力は、３６０度の景色を
見せてくれること。一年を通し
て、そして朝夕夜と１日の中で
違う顔や色を見せてくれるこ
と」とウユニ塩湖に魅せられ
た現地日本語ガイドのリャンミ
さんの話を聞きながら、紹介
してくれた写真やビデオの映
像のなかに自分をはめ込んで
想像してみる。

情報はHISのHPから！ https://tour.his-usa.com

©HIS
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滋 賀 県 からミシ ガ ン州 へ

マスク１万 枚 寄 贈 され る

2

0 2 0 年 7月2 7日、ミシガン州に１
万枚のマスクが 寄贈された。その
マスクを寄 贈をしたのは、ミシガン州
と姉妹州県関係にある日本の滋賀県。
滋賀県で製 造されたこのマスクは、州
のCOVID-19寄付チームによって受け
取られた。

寄贈されたマスクは、ミシガンのクリ
ントン・タウンシップと姉妹都市関係に
ある滋賀県野洲市のプロクター＆ギャン
ブル(P&G)ジャパン滋賀工場で製造さ
れた。三日月大造滋賀県知事は、
「この
プロジェクトは、ミシガンと滋賀の絆をよ
く知るP＆Gジャパン社のご理解により
実現できたもので、滋賀メイドのマスク
をかけがえのないミシガンの友たちに贈
ることができたことは、大変光栄です。
市民として、政府として、そして、パートナ
ーとして、今後もミシガンと共にこの事態
を乗り越えていきたい」と述べた。また、

ミシガン州と滋賀県は、姉妹州県とし
て提携を結び５０年以上もの間、大変良
好な関係が続いており、ミシガンは、滋
賀県内の都市だけでも１４の姉妹都市
が存在する。

ミシガン滋賀姉妹県州
会のジム・ベリーマン会
長は、
「私たちが長年に
わたって築き上げてきた
信頼関係は、今回のこの
ご寄付によって、より強
化されたものになった」
と話した。
「今回のこと
が、ミシガンと滋賀の52
年にわたる良い関 係 性
を表しているも。特にこ
のパンデミック下におい
てのことで、大変感謝し
ている。今後、更なる交

滋賀県庁にて。姉妹県州であるミシガン州に向けてマスクが出発。
由布滋賀県副知事も積込作業をお手伝い。

流活動の継続、強化がされることとなる
だろう」と話した。
また、ミシガン州の中川勉在デトロイ
ト日本国総領事は、この寄贈に「このよ
うな状況下での滋賀県の方々のご厚意
に大変感謝申し上げます。今回のご寄付
によりミシガン州と滋賀県の人々の団結
力が示された。このことは、これまで非
常に多くの方々の献身的な努力により築
かれた強い絆である証拠。今後も引き続
きこのような関係が続いてゆくことだと
思います」と感謝の意を述べた。

は、１９６８年に結ばれた。以来、国をま
たいで進められてきた姉妹都市交流に
は３万人以上もの人々が関わり、その友
情を深めてきた。ミシガンの五大湖と滋
賀の琵琶湖の「湖」で繋がれた二つの
都市は、環境、経済、文化、教育などさ
まざまな活動を通して共に交流を続け
ている。

ミシガン州と滋賀県の姉妹州県関係
"Together, we will move forward!"

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

(ゼン チェン)
Relocation Specialist
* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

COVID-19 感染予防のための確認事項
New Trend

38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331
Office: 248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。
個 人 住 宅、投 資 物 件 の 仲 介 の 他、生 活 情 報 提 供、電 気・ガス口 座 開 設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

電話： 248-585-2314
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42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-374-0844
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集団感染を緩和するには？
•
•
•
•
•
•
•

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。
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。
宴会などの飲酒は、自宅以外ではなるべく避けましょう。

買い物や仕事
•

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。

マスク/その他 着用の注意点
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、一般生活ではマスクのかわりにはなりません。手袋も、

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

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。また、バルブのついたマスクで呼気を直接外に排泄するものは、
「まわりにうつさない」という本来の目的を果たさないため、注意が必要です。

www.oneworldmarketinc.com

ミシガン大学家庭医療科 リトル（平野）早秀子医師 監修
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心臓病治療の最前線
第150回 新型コロナウイルス緊急事態宣言後の救急室訪問率の低下について

ア

メリカ合衆国でコロナウイルスの大流行を警告す

脈をステントなどを使って再疎

月13日でしたが、合衆国疾病予防および管理局発表の疾

んから、23％の減少は、おそら

る緊急事態宣言が出されたのは、今年2020年の3

病および死亡率週間報告の今年6月26日号によると、そ
の日の二週間ぐらい前から、コロナウイルス疑い以外の
救急室利用が全米で急激に減りました。

通させること以外にはありませ
く急性心筋梗塞のその時期の

死亡率を高めた可能性がありま
す。そのデータはここには報告

急性心筋梗塞で23％、脳卒中で20％、危機的高血糖症

されていませんが、細かく調べ

2参照）

能性があります。

で10％の減少が起きたと報告されています。
（図1および

れば、その結果が確定される可

これは、コロナウイルスの流行を恐れるあまり、急性心

また、脳卒中の治療において
も、最近10年ほどの間に、早期
診断早期治療によって、非出血
性の脳梗塞であれば、予後が
改善されることが示されていま

筋梗塞などの生命に関わる可能性がある病態において

も、救急室に行くことをためらう人が23％もいたというこ
とです。その後、この傾向は徐々に改善されてきています
が、未だに、元の状態に戻ってはいないようです（2020
年5月23日までの時点で）。この時期、全体として、救急

室の利用率が42％減少したと報告されていますから、そ

れに比べれば、減少率は少ないものの、急性心筋梗塞と
いう生命に関わる病態において、生命予後を改善する唯

一の方法は、早期診断早期治療で、そのためには、一刻

も早く救急室で診断をつけ、一刻も早く詰まった環状動

す。急性心筋梗塞のように、脳卒中も、早期再疎通療法
を行うことにより、血栓によって閉塞した血管を開き、脳
細胞の壊死を最小限にすることができるようになりまし
た。従って、急性脳卒中においても、一刻も早く救急室に
行き、頭部CTなどで診断をつけ、脳細胞が不可逆的な
壊死をする以前に一刻も早く薬剤や血管内治療で再疎

Morbidity and Mortality Weekly Report (2020.6.26号）

通を行えば、症状が改善し、脳卒中の後遺症を最小限
にすることができます。脳卒中患者の救急室受診の20
％の減少は、このような機会が失われていることを意味
します。
糖尿病の患者さんで、危機的高血糖症は、生命に関わ
る緊急事態です。体の全器官が、高血糖による不可逆
的なダメージを受ける可能性があります。危機的高血
糖症の患者さんは、直ちに経静脈補液と経静脈インス
リン治療を行い、血糖を下げ、脱水を治療し、全身状態
の改善を直ちに行わなければなりません。危機的高血
糖患者の10％減は、これらの患者さんの生命危機が治
療されないまま放置された可能性を意味します。

コロナウイルスの感染を警戒される気持ちはよくわ
かります。コロナウイルスの患者さんを毎日のように見
てきた経験からすれば、そのような感染の危険のある
場所には行きたくないという気持ちもよくわかります。
しかし、コロナウイルスの大流行を経て、今の救急室
は、コロナ感染の疑いのある患者さんとそれ以外の患
者さんのゾーニングには最大の注意を払っていますし、
感染の拡大を防止するための様々な工夫がなされてい
ます。無症状のコロナウイルスの患者さんが存在する
胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
以上、何事も100％というわけにはいきません。しかし、
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、
コロナ以外の生命危機の状況では、コロナの危険より
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。
は、救急室に行かないことの危険の方が大きくなりま
す。

皆さんの中で、胸が苦しい、重い、痛い、冷や汗が出
る、息が苦しい、腕や足が思うように動かない、言葉の
ろれつが回らない、ものが二重に見える、血糖値が非
ローズビルオフィス（メインオフィス）
常に高い（あるいは低い）、などの生命危機の兆の症
18325 Ten Mile,
Suite 400,迷わず、
Roseville,
MI 48066
状がある方は、
コロナの危機のあるなしにかか
(tel)586-775-4594,
(fax)586-775-4506
わらず、救急車を呼び、一刻も早く救急室での診断を
受けてください。

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
山 崎 博 循環器専門医
http://www.eastsidecardiovascular.com/
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
循環器科
京都大学医学部循環器科臨床教授

Eastside cardiovascular Medicine, PC
MoAbbreviation: COVID -19
= coronavirus disease 2019.
* Includes diabetic ketoacidosis and hyperosmolar
hyperglycemic syndrome.
† Week 1, 2019 (week ending Januar y 5, 2019)
to week 21, 2020 (week ending May 23, 2020).

Roseville Office

専門医

25195 Kelly Rd
山崎 博
Roseville, MI 48066
Tel: 586-775-4594 Fax: 586-775-4506
日米両国医師免許取得。

図・出典：CDC.gov (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6925e2.htm?s_cid=mm6925e2_w)

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

PAGE 6・JAPAN NEWS CLUB・August 2020

喧喧諤諤
“ケンケンガクガク” （第210回）
トランプと将棋のお話
８月に入りミシガンも夏真っ盛りとなりました。本来なら学校が夏休みでサマーキ
ャンプや各種スポーツイベント、家族や友人・知人とのバーベキュー、家族旅行など
で賑わう時節ですが、新型コロナウィルスが居座るどころか先月から全米各地で勢
いを増しカリフォルニア、フロリダ、テキサス、アリゾナ他数州で新規感染者数、入院
患者数、死者数が過去最高レベルで推移し完全に水を差された格好です。
そんなコロナ騒ぎの中、一足先にシーズンインしたPGA男子ゴルフに続いて先月下
旬プロ野球MLBが今期６０試合の短縮シーズンで開幕しました。ロスアンゼルス・
エンゼルスの大谷選手が二刀流で復活し、初登板は１死も取れずノックアウトで敗戦
投手となりましたが、打者としては先月末の試合で地面すれすれに変化するボール球
を信じられないような曲芸打ちで今期初ホームラン。次回登板では投手としても良い
結果が出るといいです。他にも今年からMLBでプレーしているタンパベイ・レイズの
筒香選手、シンシナティ・レッズの秋山選手、ベテランの域に入り始めたシカゴ・カブ
スのダルビッシュ投手、ニューヨーク・ヤンキースの田中投手他、日本人プレーヤー
の活躍を期待する一方、コロナの感染被害に合わないように祈るばかりです。続いて
NBAバスケットボール、LPGA女子ゴルフも開幕し、男女プロテニスやコンタクトス
ポーツであるNFLアメフトも開幕可能かどうか？ですが、選手生命を一瞬で台無し
にしないようにとにかく安全第一で進めてほしいものです。
さて、今月号のテーマは『トランプと将棋のお話』です。
賢明なる読者諸氏は既に看破されていらっしゃると思いますが、トランプと言って
もババ抜きや七並べなどカードゲームのトランプではありません。そうです。毎日メ
ディアを賑わせている大嘘つきで我儘し放題のあのトランプ（大統領）です。自分の
子供に「ああいう人物だけには絶対になってはいけない。あんな事は絶対に言った
り、やったりしてはいけない」と話す悪い生きた見本。全てと言っても良いくらい悪の
要素を身に付けた反面教師としては最高の人物です。
６月後半からトランプ大統領の市場再開の呼び掛けに応えて各州毎の判断・決定
で再開開始後、半月も経たないうちに事態は眼も当てられない深刻な状況になって
います。再開の前提条件であるCDCのガイドラインや医療専門家の科学的根拠に
基づくアドバイスを無視した性急な実施はやはり無理筋で手酷いしっぺ返しを受け
た感じです。フロリダ州知事は５月頃の会見で「フロリダはニューヨークやニュージャ
ージーとは違う。完全にコントロール出来ている」と大口を叩いていましたが、ニュー
ヨークを抜いてカリフォルニアに続く全米ワースト＃２になった今どんな言い訳をする
のか聞いてみたいところです。
トランプ大統領やペンス副大統領は「パンデミックはしっかりコントロールされてお
り収束に向かっている。やがて消えて行く」と数字を見れば一目で分かる大嘘をつ
き、犠牲者の爆発的急増にも相変わらず無頓着で検査実施能力も検体診断・結果
フィードバックの改善も手抜きのまま連邦政府として緊急対策を率先垂範せず、各州
知事に責任を転嫁するばかりか、更に学校再開、それもオンラインでなく教室内で
の授業再開を声高に言い出し、それをやらない州には連邦からの教育補助金給付
を停止または減額するかもしれないと脅す始末です。先の弾劾裁判で審議の対象と
なったウクライナ疑惑で問題とされた自分の欲しい物を手に入れるため交換条件を
提示して相手に強要するパターンは同じです。
教育長官のベッツィ・デボスは大統領から任命を受けて議会の関連委員会での聴
聞会でギリギリ認証を受けた後ほとんど公式の場やニュースにも登場せず、コロナ騒
ぎで休校となり学生、生徒が自宅待機や限定的オンライン授業を強いられる状況に
なっても会見や公式コメントがなく、教育長官として一体毎日何をやっているのか？と
疑問に思っていましたが、学校再開への動きが大きくなって仕方なく表に出てきた感
じでした。記者会見やメディアの個別インタビューの発言を聞いた範囲では、彼女の
ボスである大統領と同じで学校再開は要求しても、その準備や実施要領については
政府として何ら指導もガイドラインもなく、現場任せで何か問題が起こっても責任は
取らない態度が見え見えで呆れました。安全が保証されないまま命懸けで我が子を
学校に送り出す親の気持ちも考えず、ホワイトハウスのケイリー・マクナニー報道官も
会見で「科学は学校に戻る邪魔をしてはならない」と訳の分からぬ発言があり、
「トラ
ンプと一緒に学校に戻って科学の勉強をし直して来い！」と言いたい気分でした。

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

当地ミシガン州も段階的な市場再開前までは新規感染者数のカーブが順調に下
降し、１日あたり１００人を切り二桁の人数で推移していたのが、先月末には５００人
から１０００人レベルまで急増し、市場再開をスローダウンし再度自宅待機、外出自
粛を命令もしくは要請するかどうか微妙な状況です。お隣オハイオ州でも似たような
状況で相互往来が多い両州共予断を許しません。既に新規感染者数が爆発的に急
増しているエピセンター（ホットスポット）の州からの越境旅行者・帰還者に対して１
４日間の自主隔離を義務付けしている州や都市も出始めており、
マスク装着の義務
化はもちろん、市場再開を一旦延期するか逆戻りして操業停止させるかの判断を迫
られています。
ここに来て全米各地で検査実施数が急増しているにも拘らず、検査ツールの不
足、検体診断結果のフィードバック遅れ（１週間から１０日も掛かるようではその間動
き回る被験者起因の感染拡大に歯止めが掛からない）が表面化していますが、検査
の重要性を未だに理解しないトランプは検査ユニット増産や検体診断と結果フィード
バックの迅速化のために何も手を打っていない状況です。前からトランプのテストに
対する無理解、無関心は何故だろうか？学生時代にテスト嫌いだったのかな？カンニ
ングでもしていたか、成績優秀な学生にコンプレックスを感じてテストにもアレルギ
ーになっていたのかな？と疑問に思っていましたが、最近出版されるや否や、先に出
版されていた元国家安全保障大統領顧問ボルトンの暴露本の販売を上回りいきなり
ベストセラーになっている彼の姪マリー・トランプが書いた暴露本と彼女のインタビ
ューの質疑応答内容によると、トランプは大学受験に必要なSAT（大学進学適性試
験）を受験の際に頭の良い優秀な学生をリストアップし替え玉受験させていた節が
あり、それで納得が出来た感じです。
これも前から感じていた事ですが、トランプは言動でミスや間違いをしても決し
て謝らないし、絶対に自分の非を認めない人物です。上記の暴露本の内容と姪の
説明によれば、トランプ家ではミスや間違いをしても謝ったらそれで人生終わり、謝
るのは弱い人間、絶対に謝るなと父親から叩き込まれていたとのことで、
「然（さ）
もありなん」とこれも納得でした。
「あの親にしてこの子あり」です。その一つの例
が、確か昨年の夏メキシコ湾沿いにハリケーンが接近し、予想進路先の州を何故
かトランプが勘違いしたのか間違った発言をし、当該州の住民を混乱に陥れました
が、訂正機会として与えられたインタビューでも素直に間違いを認めず、無理やり作
成した進 路予想図を片手に自論を正当化する発言に終始していました。他にも大
小様々な嘘とでっち上げの発言を挙げれば切りがないですが、彼の育った環境と
植え付けられた価値観が常人とは全く異なり、常識ある一般人には理解不能なの
はそのためですね。
もう一つおまけに姪の話ですが、トランプは家では自分の子供の子育て、面倒見
をせず兄や周りの人に押し付けて、自分は気ままに外を飛び回ってやりたい放題や
っていたそうです。内向的で外向きではない兄には性に合っていたのかもしれません
が、トランプはそれを利用して好き勝手していたので、その習性が抜けず今も続いて
いる訳です。そう言われれば、トランプが子育てしている光景が想像出来ません。自
分自身が育った醜い過去の家庭環境、家族関係の経験からではまともな子育てはと
ても出来ないでしょう。子供にとっても不幸の極みです。
トランプの話を書くと本当に切りがありません。しかも悪い話ばかりで怒りがこみ
上げるか、気分が沈むか、どちらにしても精神的に良くありません。気持ちが明るくな
るもう一つの将棋の話に切り替えましょう。先月号の記事の末尾で書いたように、現
役高校生棋士、藤井聡太七段・新棋聖の話題です。
将棋ファンならずとも、日本発の新聞他各種メディア報道でこのところ必ずと言っ
ても良い程関連記事を目にするのでご存知の方も多いと思いますが、何せ将棋界の
ありとあらゆる最年少記録を次々と更新し、羽生善治永世七冠依頼の将棋ブームを
作り出している若者です。
ここではとても全部を詳述出来ませんが、主なものだけでも拾うと、２０１２年小
学４年生で棋士の卵達が競う奨励会に入会。２０１５年中学１年生で奨励会三段
に史上最年少（１３歳２ヶ月）で昇段。翌２０１６年奨励会三段リーグ戦で優勝し一
人前のプロ棋士として認められる四段に昇段、１４歳２ヶ月でプロ入り。
『ひふみん』
（次ページにつづく）

<プロ

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
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の愛称で知られテレビや各種イベントで人気者の神武以来の天才と呼ばれた加藤
一二三元名人の最年少棋士記録を６２年ぶりに更新。中学生棋士誕生は加藤一二
三、谷川浩司、羽生善治、渡辺明に続いて史上５人目。プロデビュー戦は奇しくもそ
の加藤元名人が相手、史上最多年齢差６２歳６ヶ月の対局に勝ち公式戦勝利の史
上最年少記録１４歳５ヶ月を樹立。この対局後加藤元名人は現役引退を表明し、新
旧天才棋士のバトンタッチとなりました。藤井四段（当時）はその後も勝ち続け、翌
２０１７年６月にはデビューから無敗の２９連勝でそれまで歴代最多連勝記録であ
った神谷広志八段の２８連勝を３０年ぶりに更新。名人位を目指す全棋士が参加す
る順位戦では２０１８年最も下のクラスC級２組を初参加で１０戦全勝と１期で駆け
抜け、中学生では史上初の五段昇段とC級１組に昇級を果たす。同年開催の朝日杯
将棋オープン戦で当時現・元名人やタイトル保持者を含む並みいる強豪を連破して
初優勝し六段に昇段。１５歳６ヶ月で一般棋戦優勝、全棋士参加棋戦優勝、六段昇
段の３つの最年少記録を同時に更新。五段在位がわずか１６日間で終わり、想定外
の昇段スピードの速さで五段昇段の記念商品を企画販売した日本将棋連盟を慌て
させました。他にもプロ入り後３年連続勝率８割以上、竜王戦ランキング戦で史上初
の４期連続優勝、小学生の頃から参加している詰将棋解答選手権ではプロを抑え
ての小学６年生時の初優勝から５連覇中等々。
直近のニュースでは、先月行われた棋聖戦でその昔『お化け屋敷』とあだ名され
ていたもう一人の天才棋士屋敷九段が保持していたタイトル戦挑戦史上最年少記
録を３１年ぶりに更新。５番勝負の出だし２連勝後７月９日に地元愛知県で開催さ
れた第３局は渡辺２冠が意地を見せて３連勝で一気に初タイトル奪取とはなりませ
んでしたが、北海道に舞台を移した続く第４局で勝利し、３勝１敗で見事１７歳１１
ヶ月という最年少タイトル獲得記録を達成。特に注目を浴びたのは後手番の第２局
５８手目に指した「３一銀」の渋い受けの一手。対局中継の解説でも予想される指
し手の分析に使われていた現在最強と言われているコンピュータ将棋のAIソフトが
４億手読んだ時点では最善手候補の５番内にも入っていなかったが、６億手読んだ
時点で最善手に浮上していた由。その手をわずか２３分の消費時間で指した藤井七
段は「既に６億手読むAWIを超えた棋士か？」と話題になりました。もしかして、未
来世界から来た地球外生命体かミュータントかも？
また、前後して始まった王位戦と合わせてダブルタイトル獲得の可能性もあり。相
手は昨年９月に自身７度目のタイトル挑戦で初タイトルを獲得し、４６年ぶりに４６
歳３ヶ月の最年長初タイトル獲得記録を書き換えた苦労人、将棋の強いオジさん、
中年の星、千駄ヶ谷の受け師等々数々のニックネームを持つ木村王位。７番勝負の
第１局、第２局を連勝し、第３局は８月４日開始予定。王位戦は２日制なので結果が
出るのは翌８月５日。果たしてそれぞれ最年長、最年少の記録を持つ両者、年の差３
０歳対決の結果は如何に？
超速で進化を続ける話題沸騰の高校生棋士から目が離せません。皆さんもお時
間と少しでもご興味があれば、フォローしてみてください。

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。
執筆者紹介
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。

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere
★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

カラオケ有!!

Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)
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〜ヨガ を 通して見 えてくるもの 〜
第4９回 ついに書きます
Mahamudra (The Great Attitude) のお話

筆者：秀島聖子 / ヨガ教師・レイキ・マスター ： ２００４年より当地でヨガを教え始め
る。２００５年２００時間、２００８年５００時間のティーチャートーニングを終了後も精力的に
Yoga as Therapy, 妊婦ヨガ、Tibetan Heart Yoga, Thai Yoga Massage、解剖学と筋膜の働き
に基づくヨガポーズへのアプローチ、調息整体法等精力的に勉強中。日本人、米人の生徒に向け
ヨガクラス、瞑想会を、また随時ワークショップも開催中。目指すのは”Yoga for EVERY BODY”
お問い合わせは (248) 891-5298 まで テキストか留守電で。
Farmington Hills, MI

赤、青、黄、茶、灰、黒、縞…餌場に来るこの季節の鳥はいつも通りカラフルだ。
なのに変だな。来る鳥、来る鳥、歌も飛翔も餌場の陣取りも全てつたない。そして
二回り位小さい。そう、親の庇護を離れたばかりの雛たち。こんな時だからこそ、
きょときょと周りを見ながら足元グラグラおっかなびっくりのお食事風景には、普
段以上に心癒される。大人もみな、あんな時があったのだな、としみじみ思う。
７００時間のヨガ教師養成トレーニングの中で、 根っこの所では幼稚で未熟だ
った生き様を根底から崩壊させてくれた教えが、このマハ・ムードラ・メディテーシ
ョンだ。
（この名前から悪名高い新興宗教の教祖を連想してしまう方があっても仕
方ない。彼がヨガの教えを悪用したのだから。人を傷付ける為に使うか料理に使
うかで包丁の持つ意味が真逆になるのと同じ。包丁にもマハムードラにも罪は無
い。）深いがdoable−私や当時の仲間達も 実行可能であった−ので紹介する。
これからの時代、今までの慣習、常識、価値観を引きずったまま生き抜くのは難
しそうだ。全ての人が、そういう意味で同じラインに立った、と考えて良いだろう。
我を取り巻く慣れ親しんだ世界が瓦解し未知の領域に踏み込むとしても、何か信
頼できる羅針盤があれば心強いだろう。これから数回に渡りシェアする教えを頼
りになる杖として役に立ててくれる人が少しでもいたら嬉しい。
Mahamudra
うと思う。

Meditationには６つのflavor(趣)がある。順次ご紹介しよ

Mahamudra Flavor One

−

Impermanence

The Wisdom of Change ~ This too shall pass
ベースの教えはヨガ・スートラ２.５−

“物事はあたかも永遠に変わらず続く様に見えているが
実際永遠に持続する事など一つも無い”

好きな人、気の合わない人、住む場所、職場、など沢山のことがずっと変わらな
いと思い込んでいるが、それは間違いだ。変化しないことなどこの世には存在しな
いのだ。
この気付きは、得てして人を不安で不快な気持ちにさせる。何故なら脳には同じ
事の継続と反復を快とする性質があるからだ。この性質のせいで人間は諸行無常
（何一つ永遠に続くことなど無い）という真実を敢えて無視する傾向がある。頼り
にしていた職やお金を失ったりすると人は絶望し嘆く。また同時に「全ての事は変
化する」という真実からもうこれ以上目を背けていられなくなる。そしてある時、
もしかしてこの真実を受け入れて生きた方が生き易いんじゃないか。逆に今までの
安定有りきの生き方を続ければ否応なく次々と災難に遭遇するのだから却って辛
いのではないか、と気づく。

菊地ベルトラン慶子歯科

Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本 大 学 小 児 歯 科 卒 業

ミシガン 大 学 で 歯 科 資 格 を取 得
お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
平日お忙しい方のために、
土曜日も診察しております。

診察曜日： 金・土
時間：

10:00am〜8:00pm

住所：

21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375
電話：

(248) 767 - 7117

ご予約は日本語で承ります。

自分はこれで全てを失うと実生活で実感するまで待っていたら手遅れで、その
時普段の精神状態を保つのは難しいかも知れない。ならばできるだけ早く、例え
ばたった今、全てのことは変化していくという真実とちゃんと向き合った方が良
い。何故なら本当を言えば、我々が明日を迎えられるかどうかさえ絶対に確かな
ことでは無いのだから。
我々は得てして未来は多分こうだろう、という期待をベースに様々なことを決定する。
しかし、
「明日」というのは時系列を基に脳が作り上げた概念に過ぎないことを知
れば、その様な決め事も、ただ闇雲に未来への根拠の無い期待を紡ぐ“脳の癖”の
産物に過ぎないことがわかる。実際、命あって 今この瞬間を経験できるというの
は紛れもない“天からの贈り物”なのだ。それが理解出来るよう脳トレ（脳に新し
い癖を付ける）に成功したらどうだろう。どの瞬間にも酷いことと素晴らしいこと
の両方があるはずだ。あなたは今この瞬間起っている事の両方の側面を平等に俯
瞰で見られているだろうか。先の不安で頭が一杯なら、そちらに気を取られて今を
十全に生きることはできないはずだ。今この瞬間の幸せ、次の一瞬の幸せ、と積み
重ねていけば、より安定した心を維持できるはずだ。
今この一瞬、今吐いたこの息がこの世で 最後のものであるかの様に生きる練
習をしてみよう。例を挙げる。今の会話がその人との最後のやり取りになるとした
ら、そういう言い方をするか、そういうことを言うか、考えてみる。あるいは後で言
えば良い、また今度で良いと関係の建て直しを先延ばしにしがちだが、次の瞬間
自分が居なくなるとしてもその仲直りは後回しで本当にいいのかどうか。この練習
をすると普段当たり前に大切と思いっている人や物事への自分の愛情が本物かど
うかを再確認できる。
ひとたびこの教えをベースにものを考え、物を言い、人生を生きられるように脳
をトレーニングできた暁には、どんな災難や災厄が襲ったとしても喜びや幸せを
失うことなく、後悔なく心満ちて生きていける。
いかがでしたか？もし、次の息があなたの人生最後の息だとしたら、あなたに
とって一番大切なものは何ですか？
以上、恩師Michael Johnsonから学んだ講義とワークショップのメモでした。脳
の癖（前述）のせいで最初は抵抗感が強い人が多いだろうから、シェアするか迷っ
たのですが、今この時期に そうしなければ逆に後悔しそうなので書いてみました。
								
合掌。

癒しの空間で ヨガクラス
Far min g to n Hills の自然 豊かな環 境でご一 緒
に深くヨガを学びませんか？
少人数制。丁寧な指導。

ただ今、感染者数抑制のため
全てのクラスを閉じています。
安全が確認でき次第再開致します
火曜日：10：30〜12：00 母子ヨガ（若干名）
木曜日：10：30〜12：00 妊婦ヨガ
（最少３〜５名まで）
土曜日：10：00〜11：30 アラインメント重視
大人のみのヨガ
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 資格あるプロ講師によるレッスン 
蛍がだんだんとまばらになってきて、短い夏の後半に差し掛かりました。毎日蒸し暑
い日が続きますね。外出規制が解除された後、ゴルフコースや練習場はどこも混んで
いて、周りのプロ仲間はこの状況に驚きつつ「休む暇がない！」と、喜びの？悲鳴を
あげています。しかしミシガンの感染者数は少しずつ増えてきているので、またゴルフ
コースが閉鎖されないよう祈るばかりです。
さて、今月号も引き続き「寄りやすさ」についてお話ししたいと思います。先月号では、


ビジネス英会話
 日 常 英 会 話 
 英検準備クラス

英検クラスはテスト対策を
熟知した日本人講師が指導します。

ボールのバウンドは光の反射と同じで、着地点の傾斜によってバウンドや転がりが変化
する、というお話をしました。


もし着地点が平らであったら、ショット

ショート (1)

が短くて手前でバウンドした場合、ボー
ルは手前で止まります（1）。ショットが

ちょうど良い (2)

長すぎた場合、ボールはピンを超えて止
まります（3）。

着地点がマウンドだったらどうなるで

しょう？ショットが短くて手前でバウンド

ロング (3)





         
着地点がマウンド

すると、ボールは真上へ跳ねて極端に転

ショート (4)

がりが減ります（4）。ショットが長すぎ
てマウンドの奥へバウンドすると、ボー

ちょうど良い (5)

ルは低く跳ねて長く転がってしまいます
（6）。つまり、マウンドがあるところで

ショート、ロングに打つと、ミスはかえっ



                                   

    連絡先：ayumi@suzukimyers.com          
        (248)344-0909 担当：内野
         

主要サービス：通訳・翻訳・語学クラス 英・日 ・通訳クラス


 お見積りは無料ですので、ご相談ください。

 office@suzukimyers.com
 www.suzukimyers.com

ロング (6)

て大きくなってしまうのです。

窪みに着地したらどうなるでしょう？

オンライン 
対面レッスン 
帰 国 後 も レ ッ スン 継 続 可 

着地点が平ら

着地点が窪み

ショートした時は低く跳ねて長く転がり
（7）、長く打った時は上へ跳ねて転がり
が減ります（9）。つまり、窪みにバウン
ドさせると、ミスによるブレを最小限に
抑えることができるのです。

言葉の架け橋
ショート (7)

ちょうど良い (8)

ロング (9)

アプローチショットの落とし場所を決める時に、この法則を知っていると役に立ちま
す。
「そんなこと言ったって、狙った場所になんか打てない！」というつぶやきが聞こえ
てきそうです。ハイ、その通りだと思います。芝生の深さやイレギュラーなライなど、練
習場のマットからのように上手に打てない場面はたくさんあります。たとえボールがそこ
へ行かなくとも、意志を持って狙うこと、決めて打つこと、が大事です。
５mチップショットのつもりで打ったけど、思ったより転がらなかった、では今度
は、少し振り幅を大きくしてみよう、ロフトの立ったウェッジを使ってみよう、というよ
うに、毎ショットのスイングとショットの結果を、脳にフィードバックをかけながら学習
を繰り返すことが上達につながります。ショートゲームはいつもトライアル＆エラー。
知識と想像力を総動員させて、最適なショットを探します。狙い通りに打てた時は、
思いっきりドヤ顔で笑ってください。ゴルフがどんどん面白くなるはずです(^^)。

<プロフィール> 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)

−１２５
１２５−
−

〜こんな日本語、英語にできますか〜
食に関する言い回し（8）
「茶」に関するものをもう少し見てみましょう。
「割った茶碗を接（つ）いで
みる」は、いったん壊れた物は元通りにはならないことのたとえですが、英語
で近い言い方としては、“(There is no use) crying over spilled milk.” (こぼ
れたミルクに泣いても無駄) というのがあります。もっとも、金接ぎというの
があって、壊れた瀬戸物を金で接ぐと前よりも価値が出る、なんてこともあり
ますが。
「酒は酒屋に茶は茶屋に」は、専門家に任せろ、ということですね。
意味を表せば、“Leave it to the experts.” となりますが、“It takes a thief
to catch a thief” (泥棒を捕まえるには泥棒に頼め)と言う面白い言い方があ
ります。
「臍（へそ）で茶を沸かす」は、馬鹿々々しいことをする、ということな
ので、“It’s ridiculous.” です
「酒」関係もまだいくつかあります。
「酒に飲まれる」は、“To become lost
in the sauce” (理性が利かないほど飲む) となります。
「酒は百薬の長」は
直訳で “Sake is the best of all medicines.” でも通じますが、“Good wine
makes good blood.” というしゃれた表現もあります。ただこれはイタリアの
ことわざの英訳だそうで、それほど知られていません。最後に、中国から来た
言い回しですが、
「酒池肉林」というのがあります。これは殷の紂王(ちゅうお
う)という暴君が、酒で池を作り肉の塊をつるして林にした、という故事から来
ており、贅沢な宴を意味しますので、英語では “a sumptuous feast” です。
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
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2020年7月度 優勝 Sanyo Corporation 茶木さん

今年第2回目となるミシガン会が、7月
19日（日）に開催されました。6月大会同
様、コロナウイルスへの予防対策のため、
建物への入室時、朝会集合時、またプレー
中のカート同乗時に、
マスク着用を求め、
安全と健康に注意しプレーすることを参加
者全員で確認しました。
先月の大会を上回る総勢54名にエン
トリー頂きましたが、当日は生憎の曇り模
様。今にも雨が降り出しそうな状況の中、
スタートを迎えました。

スタート後2時間程で、天気予報が的中
してしまい、2度の雷雨による中断を与儀
なくされましたが、遅れながらも、無事完
走することができました。
雷雨の影響残る難しいコースコンディシ
ョンの中、見事栄冠に輝いたのは、Sanyo
の茶木さん。
「悪コンディションの中で、同
伴者の励ましがあったおかげです」との謙
虚なコメントがありました。また毎週金曜
の夕方に開催される、ゴルフサークルでの
鍛錬がこのいい結果につながったとのこと

www.michigan-kai.com
でした。
2位は山田さん。前月大会も4位と
好調をキープして今大会に臨み、前月の
反省からパット練習を強化してきたとのこ
と。コースコンディションは良くなかった
が、よくパットが入ってくれたとのことでした。
3位は菊池さん。長年ミシガン会を支えて
頂いているベテランの方からは、
「この悪天
候の中、よく幹事が適格に判断して、会を無
事遂行できたことが良かったとコメント頂
きました。ご自身もグロス83と、ベストグロ

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 山田さん、優勝 茶木さん、3位 菊池さん
スの82まであと一歩という好成績でした。
次月開催は8/16（日）となります。
今年から会員になられた方々にハンディ
キャップがつき、参加者の皆さんに優勝の
チャンスが巡ってきます。
次月も安全を最優先に会を遂行して参り
ますので、皆さんのご協力宜しくお願い致
します！

ドラコン賞（男性）
#8 Yasuhiro Morioka (BASF)
#17 Yasuhiro Morioka (BASF)
ドラコン賞（女性）
#8 Lisa Yabuuchi (Individual)
#17 Lisa Yabuuchi (Individual)
ニアピン賞
#3 Yuzo Ide (Rohm)
#6 Hidemitsu Mizusawa (Nissan N.A)
#12 Lisa Yabuuchi (Individual)
#14 Tadaaki Fujiwara (Individual)
ベスグロ賞
82 Yasuhiko Hayashi (Nissan N.A)

#0４

夏のメンテナンス確認事項
今年の夏は暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
住居の管理を兼ねて、該当する項目の夏のメンテナンス確認事項を確認下
さい。
□
□
□
□

ファーネスフィルター交換
冷蔵庫、コイルの埃掃除
地下室がカビ臭くないか確認。除湿器を作動をする。
★シーリングファンの向きの変更（冬場は、直接体に風が当たらない
ようファンを上向きにすると良いでしょう）

賃貸をされている皆様は、不具合に気付き次第、大家・管理事務所に報告
をするようにしてください。個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項
を大家にて対応いただけないか相談してみましょう。
弊社では、業者紹介もしておりますので、お問い合わせ下さい。

お問い合わせ：

【受付時間】 月・金：９am ～ ２pm

火～木：９am ～ ５pm

www.takadadentalclinic.com

Keisuke Takemoto （竹 本恵介）
MK T H o m e s
73 4 - 6 6 0 -9232
K Takemoto @mk thom es .com
m k t h o m e s .co m
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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
Calling Stores,

Restaurants and Offices during COVID-19：

Standard Golf
このような混乱の中でも色々なところで“ゴルフを始めたい！”という方々が以前と

変わらずいらっしゃるのが本当にうれしいです！私は毎日裏庭で３０Ｙのアプローチ

新型コロナウィルス感染拡大中に店舗、レストラン、オフィスに電話をする

を練習しつつ、自宅スタジオの新しい人工芝グリーンを待つこと２週間まだ届かず...

この奇妙な新型コロナウィルスが感染拡大している中、日常生活におけるルールが毎
週のように変動し、どの場所が開いているのかどうかを知るのが困難な状況です。グー
グルではそのレストランは閉店しているとなっているのに、実際には開店していたり。そ
うなると、店舗やレストランに電話して開いているかどうか調べる必要がありそうです
ね。また、医療関係の予約をするために電話をしなければならないこともあるでしょう。
電話で英語を話すのは難しいかもしれませんが、その場所まで運転して行ったにもかか
わらず、閉まっていたり入れなかったりしてがっかりするよりは良いかもしれませんね。
電話をかける際のヒントやフレーズがこちらです。

最近質問されるのが、このような状態で本当にゴルフ場に行っても安全なのか？

店舗：

• Are you open now?（今開いていますか？）
• What time do you open/close?（何時に開店/閉店しますか？）
• Do you have in-store shopping or curbside pickup only?（店内で買
い物できますか？それとも店外でのピックアップのみですか？）

• If I order online, do I come in for pickup or wait outside?

（オンラインで注文する場合、自分でピックアップするのですか？それとも外で
待っていればいいのですか？）

ヒント：衣料店では試着室はもう使えないので試着せずに購入しなければなりませ
ん。また、汚染の懸念があるので返品もできません。

レストラン：

• Do you have dine-in now or only carryout?

（そちらでは今店内で食べれますか？それとも持ち帰りだけですか？）

• Do you have outdoor and indoor seating?
（そちらでは室内と室外の席がありますか？）

• Do I need to wear a mask at my table?

（そちらではテーブルについてもマスクをする必要がありますか？）

• If I order [by phone/online], do I come in for pickup or wait in my
car?（[電話/オンライン]で注文した場合、店内にピックアップに行くのですか？
それとも車で待っていればいいのですか？）

ヒント：どのレストランでもテーブルやトイレに行き来する時や外に出る時にはマス
クをしなければなりません。テーブルについたらマスクを外すことができます。

この時期は気長に待つしかないですね。

という事を聞かれます。これに関しては個人個人の危機管理がなされていれば問題
ないと思いますが、個人的には行かないに越したことはないです。個人個人ゴルフ

に対してどのくらい生活の中で重要なのかによります。４月の時点でフロリダ州で生

活に必要な出先以外で外出禁止令が出た時に、その生活で必要な出先の中にゴル
フ場が掲載されておりました。それはそれで素晴らしいと思います。

７月の半ばからまた感 染者数が増え続け、何かしら危機 感を持たなくてはいけ

ないと思います。感染症において免疫力を上げるという意味でどんどん気にせず外
出すればいいと思いますが、“新型”なのでどうも私は積極的には外に出ていけませ

ん。それゆえシュミレーターで毎日ボールを打って、裏庭でアプローチを練習して、
更にパッティングの練習をしようと思い今準備しております。どうしても以前の状態
を基準に考える方々が多いので、油断しがちですが、どうぞお気を付けください。

去年からピンを抜かずにパッティングができるルール改正がありましたので、イ

ンチキなゴルフでないゴルフができるので誰かが触ったピンを手に触れずにいいか
なと思います。

ということで只今オンライン・ゴルフレッスンをしておりますのでご興味がある方

はご連絡ください！

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

Tour, LPGA Tourなどの世界トップの試合を年に数十ラウンドを視察し、これらツアーの最前線
でツアープロのスイングを生で分析しレッスンに取り込むのが特徴的。Standard Golf Club創
設5年で約1,500名をレッスン。世界最大PGA Merchandise Show にも毎年参加。新商品ゴル
フグッズを一早く研究する。

Email: rikiya@standardgolfclub.com

病院関連：

• Are you taking appointments now?（今予約を受け付けていますか？）
• How many extra family members can come at once?
（家族の同伴者は一度に何人までがが付き添えますか？）

• How do I fill out the documents?

（書類はどのように記入すればいいのですか？）

• Do I need to wait outside? （外で待つ必要がありますか？）

ヒント：恐らく書類の記入はダウンロードして記入することになるでしょう。到着し
たら車内で待ち、スタッフが来て新型コロナウィルスに関する書類にサインをする
よう指示し、そして院内に入る前に体温を測ります。
すぐに通常の生活に戻れるよう願ってます。それまで頑張りましょう！

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
＊

夏休み期間中（2020年８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。

「クリスティーナのおしゃべりカフェ」のバックナンバーは
Japan News Club公式サイトでもご覧いただくことができます。

w w w. JapanNewsClub.com

▲ご予約はこちら

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

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

プログラムの内容

検診を行っております。90分の教育プログラムを妊

o 妊娠中の栄養、健康管理

婦検診とあわせてグループで、６回にわたり行い、

o 妊娠中の不快感、乳房のケア

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

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

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

Japanese Family
Health Program

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

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

■ ミシガン大学専門科への紹介
（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦グループ健診

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

大崎 晴子 RN
悦子

(メディカル アシスタント)

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間
734-647-6523 (日本語)
月 ー 金 8時から5時

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

瀧本 亜希子（メディカルアシスタント）

《 スタッフ 》

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

■ 人間ドック健康診断

《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

猪原

■ 家庭医学・一般診療

Livonia Health Center

20321 Farmington Rd.
Livonia, MI 48152

248-473-4300

24時間

(英語・日本語―日本語は１を
押してください)

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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CLASSIFIED ADS.
求人

その他

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

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

smochizuki@yamatoamerica.com
.......................................................................

その他
■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内
あなたも日本の伝統的武道の世界を体験しま
せんか？日本の中学校では体育の授業で武道
が必修となります。無料体験入門もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：d e t r o i t ke n d o d o j o @ g m a i l . co m
.................................................................................

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

Motoo Yamakura

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

4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

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。
.................................................................................

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

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

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。
●問い合わせ先
gifu@ujeec.org 248-346-3818

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

山蔵元郎

■ リズムタップ

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

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。

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

お持ち帰り
宅配 OK！

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

<Postmates>

６/5/2020 JNC
9/5/2020
JNC

プロビデンス産婦人科

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn
サービス内容 ・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー

・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始
電話番号： 248-465-4508（日本語専用） 248-465-4040（英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

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）

Novi, MI 48374

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

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５
□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
お支払いはお申し込み１週間以内に
下記までお送りください。
□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub@pntrpress.com
□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着
２５日必着

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシ
ファイド広告の掲載内容、内容の
正確性・信用性及び内容によって
起因する損害については一切の
責任を負いません。
※広告原 稿 を 郵 送 、電子メー
ルもしくはウェブサイトコンタ
クトよりお送りください。掲載
内容に記入漏れや不備が確認
された場 合、掲載されない場
合がございます。また、内容に
よっては 掲 載をお 断りする場
合がございますので、ご了承く
ださい。
※お申し込 み を受 領 後、弊 社
よりご確認の連絡を致します。
数日経っても弊 社 からの返答
が 無 い 場 合 は 、お 手 数 で す
が、お問い合わせください。
※お支払いはチェックで承りま
す。郵送でのお申し込みの場合
はお支払いを同封した上で弊社
までお送りください。Eメールの
場合はお申し込み後の１週間以
内にお支払いください。
※お申し込みの締切は、掲載希
望号の前月２５日必着です。
※キャンセルはお申し込 み の
締 切日迄とさせていただきま
す。それ以降はキャンセルされ
ても返金されませんので、ご了
承ください。
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新鮮、シンプル - Neu Kombucha 				

-Downtown Farmington, MI
文＆写真

by ヤマトノオロチ

Grand River Avenue沿いにあるFarmingtonのダウンタウンは手のひらサイズのダウン
タウン、と言えるほどコンパクトなダウンタウン。ノバイ地区の中心部から車で10分もかか
らないが、雰囲気はノバイとがらりと変わり、左右にビクトリア朝の家が連なる歴史的景
観に認定されている。コロナウイルスによりさまざまな規制が続いているが、この小さな
ダウンタウンを散策してみた。
10年ほど前から市が積極的にダウンタウンの再興に力を入れてきた。20世紀初頭を思
わせるような、大きなガラス窓から古めかしいアイロンがけをする人が見えるクリーニン
グ店もあれば、新しいスタイルの店、ユニークなメニューがある店と新旧が織り交ざって
今のダウンタウンがある。
NeuKombuchaは2015年にオープン。熱処理をしていない生のKombuchaをここで製造、
販売している。建物の中に入ると、素朴なスタンド。手前と奥に入り口があり、奥のドアはパ
ブリックパーキングにつながっている。カウンターで注文し受け取るので、
「三密」の心配な
く楽しめる。オーナーのJennieは以前勤めていた店でKombuchaを作っていた。これは面白
い、と感じ、夫や家族からの励ましと手助けもあり、自分の店をオープンさせた。

こぢんまりとした店の内部。

以前も他のブリューワリーのKombuchaを
紹介したことがある。2000年ほどの歴史を
持つアジア起源の発酵飲料。日本でもブーム
再来の兆しだ。デトックス作用がある、ビタミ
ンB、Cなどが豊富でエネルギーを生み出す
もとになる、酵素が免疫力を向上させる、そ
して、Neu Kombuchaはヴィーガンの飲み物
としても飲める。

ストリートに設けられたベンチに座って
飲むのもいい。

気温が90度超の日に訪れたので、車のドアを開けてストアーに行くまでにすでに滝の
ような汗。サーバーからのドラフトでもクーラーからのボトルでも購入できる。10種類ほど
あるフレーバーのうち、ジンジャー・ルートビールを選んだ。ジンジャーが甘くさえ思える
ほどの爽快感。アルコール分は0.3％なので、だれにでも楽しめる。
（12 OZ .$4.75）
ファーミントンやアナーバーなどのレストラン等でもNeu Kombuchaは飲めるが、さら
にコロナウイルスの影響を懸念する今年の夏にうれしいことが。毎週土曜日にデトロイト
のEastern MarketとRoyal OakのFarmers Marketでもスタンドを出している。

（上）お店では生の瓶入りと専用の容器入り
（いずれもRefill可能）が購入できる。
（左）Grand River Ave.きれいに整備されている。

JAPAN NEWS CLUB からのお知らせ

オーナーのJennieとのインタビューで、シンプルなものを究めることこそが、このような
不安な時代には強さとして生かされる、と感じた。Farmers Market、地域の産物、手を介
して作り上げる作物。半屋外の開放感の中、散歩がてらマーケットを歩く。素朴なスタン
ドのあるダウンタウンを気ままに歩いてみる。また身近なミシガンを再発見した。

Neu Kombucha
33305 Grand River, Farmington, MI 48336
http://neukombucha.com/（ 月・火曜日は休み）

これまでバルクメールサービスにて本誌を郵送していましたが、
諸事情により同サービスを廃止いたします。
これまで通りお近くの日系食料品店やレストラン等で入手いただけ
ます。なお、年間購読（新聞郵送 $30/年) ご希望の方は下記ウェブ
サイトよりお問い合わせください。
現在、皆さんのお家から、どこからでも読んでいただけるようウェ
ブサイトへ最新号（過去６ヶ月分）を掲載しています。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。

( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

www.sushidenonline.com

Pont
iac T
rail

お酒を
飲めるように
なりました！

Maple Rd
Sunoco

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

Dr. Moon J. Pak 248-656-0177

https://www. JapanNewsClub. com

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

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。

臨床修習 Henry Ford Hospital, William Beaumont Hospital

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！

Clark

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

学歴

Instagramアカウント
@japannewsclub

N

日本語を話す内科医

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307

Burger
King

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

716 N Pontiac Trail.
Walled Lake, MI 48390
(Walled Lake Commons Mall 内)
tue-fri: 11:30-14:30, 17:00-21:30
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

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

◆
◆
◆
◆

月～金 (7:00am ~ 6:00pm)
◆ 12週(乳児) ～６才児
半日/１日プログラム（週に半日を３回以上）
プリスクールとキンダーガーテンあり。
体操、音楽、お話など
◆ サマーキャンプ開催

19149 Fry Rd., Northville, MI 48167

Child Care Center (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)
☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

コミュニティー情 報
Koby Learning Group
Back to School新学期キャンペーン!!
8月1日～31日限定！
◎新規受講をご検討の方◎
☆入学金免除！
☆無料体験クラス!
☆無料英語レベルチェックテスト!
☆無料クラス相談!
◎ご希望の方は下記連絡先へご予約お申込みください。

Koby Learning Group

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

ミシガン大学病院
第4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： 8月3日 - 8月24日

シカゴ会メンバー募集
シカゴ会とは？
その昔、シカゴ在住の諸先輩方がミシガンへ移住した際に発足した、
ゴルフ好きの集まりでシカゴ会です。その歴史は、既に
30年
年以上です。
・Novi近
近辺から1時
時間程度と少々遠いけど穴場・面白いコースで、年
8回
回
のHC戦
戦を行います。
・参加者の平均スコアは95程
程度ですので、お気軽にご参加下さい。
・月例会優勝者には、素敵なトロフィーを進呈、飛び賞、ニアピン・ド
ラコン賞等もあります。最終回には、グラチャンも決定！
・参加賞・バーディー賞含めた各賞にはポイントを進呈し、年末には
(シ
シカゴ会オリジナルグッズ等との)ポ
ポイント交換会を兼ねた忘年会も
開催しています。
シカゴ会でゴルフ友達の輪を拡げませんか？女性プレイヤーも歓迎です。
取り敢えずのゲスト参加も歓迎します。
会費
年会費 ：$60
月例会費：$60~$90 (開
開催コースにより異なります)
連絡先
HP
：http://chicagokai.com
お問い合わせ ：info@chicagokai.com お気軽にメール下さい。

2020年
年度日程
コース (予
予定)
5/2 (土
土)
Eagle Eye
大変残念ではありますが、
5/23 (土
土)
Greystone
6/20
(土
土
)
Legacy
COVID-19の状況下、本年度の
7/11 (土
土)
Calderone
月例会は、全て中止の決定を致
7/25 (土
土)
Leslie Park
8/8 (土
土)
Moose Ridge
しました。来年お会いしましょう。
8/22 (土
土)
Spin-off 会 (コ
コース未定)
役員一同
9/12 (土
土)
Captain’s Club
10/3 (土
土)
Shepherd’s Hollow

毎週月曜 全４回

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

ミシガン・バーチャルラジオ体操イベント、リターンズ！
ご家族・友人、ご近所さんを誘って

新規参加ご希望の方は、氏名・年齢・住所・電話番号・
参加動機
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を書いて

#TryRadioTaiso #ラジオ体操でつながろう

8月14日（金）9:00AM-9:30AM
参加登録はJapan News Club ウェブサイト内
イベント情報内からもOK
⇩

mfoulk@umich.edu
まで、Eメールにてお申し込みください。

https://www.japannewsclub.com

◆名古屋国際中学校・高等学校
帰国生対象のオンライン個別相談実施
対象：東海地区に帰国し、中学・高校、インターナショナルスクールへの入
学・編入学予定の方
日時：ご希望の日時をお伺いして調整します。
本校では、ご帰国後に受験できる帰国生入試の他、海外在住中に出願し、
書類のみで選考する「北米学校長推薦入試」を実施しています。
個別相談では、これらの入試や本校の特色についてもお話しさせていただ
きます。
また、帰国生の受験指導に豊富な経験のある北米在住のアドミッションオフ
ィサーが担当します。
お申し込みをお待ちしております。
◆個別相談のお申し込み先
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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Novi
DENTISTS

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.

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産に関することなら

メイ・ウェイ（Mei Wei）Associate Broker
20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。

いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。
TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025
Real Estate Services

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

Sanpei

大人と子どものための家庭歯科医

8 Mile Rd.

River A
ve.

★

696
275

受付時間

月～ 木
金
土

8a m ~ 9p m
8a m ~ 5p m
8a m ~ 2p m

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375
日本語ライン (248) 471-3321

1/4 page (248)
size 442-0400
ad. Yamato Transport
www.n ovi den ti s t s . c o m
March 2007

Mon - Fri 11:30 am - 2:00 pm
5:00 pm - 10:00 pm
Sat / Sun 5:00 pm - 10:00 pm

Main St

96

Haggerty Rd.

10 Mile Rd.

Grand

Bashian

●

Meadowbrook Rd.

●

Novi Rd.

●

経験豊富なドクターが診療に当たります。
フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、
予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
専門医へは通訳を派遣いたします。
日本語でお気軽にご相談ください。

＊ナショナルホリデーのみ閉店

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）

Tel: (734)

Ann Arbor Road
Joy Road

Morton Taylor Road

ド ク タ ー と 日 本 人 スタ ッフ

●

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com

Sanpei
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

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。

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。

⼩⼭: akio.koyama27@gmail.com
⾼⽥: takada@kyosha.com

ミシガン会 会⻑

⼩⼭

