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日本でも名高いアメリカの建築家
フランク・ロイド・ライトと聞け

ば、現在も日本に残る自由学園明日
館や帝国ホテルを思い浮かべる読者
も多いのではないだろうか。

　帝国ホテルは現在、愛知県の明治
村に移築され内部も見学可能だ。平
等院鳳凰堂の要素を取り入れた外観
はどっしりとしており、低い天井の玄
関を入り進むと３階に渡る吹き抜きの
ロビーに続く。建物内外は、彫刻され

た大谷石、透しテラコッタによって様
々に装飾されているが、吹き抜きの「
光の籠柱」と大谷石の柱には特に目を
奪われる。この吹き抜きまわりに玄関
の空間が創り成されており、大階段と
左右の廻り階段で繋がれた各空間は
床の高さ・天井の高さが異なり、窓や
装飾を通して入る光が上下左右に錯綜
し、重厚感があふれるなか、こうした
工夫で訪れる人たちを楽しませてくれ
る。明治村で結婚式を挙げると、この
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帝国ホテル内でブライダル写真や式前
の準備、披露宴も行うことができる。
実は筆者が世界的建築家フランク・ロ
イド・ライトを初めて知ったのは、結婚
式会場の下見に明治村を訪れた時。そ
の折にフランク・ロイド・ライトが日本
の影響を受けた住宅建築の巨匠でも
あることを知っていたら、彼の家に住
んでみたいという強い衝動に駆られ夢
見たのだろうか。

　きっと不可能だろうと最初から諦め
てしまいそうになる夢。そんな夢を現
実に変えた夫婦の家が、ミシガン州 

ブルームフィールドのクランブルックに
存在する。

　マルヴィン・マックスウェル＆サラ・
ステイン・スミス夫婦の夢は、ペンシル
ベニア州にあるライトの落水荘（フォー
リングウォーター）についてのプレゼ
ンスライドをメルヴィンが見た時から
始まった。

　デトロイト公立校で質素に教師をし
ていたスミス夫妻は、ウィスコンシン州
にあるライトの自宅「タリアセン」で、
家建築のビジョンを数時間にも渡って

フランク・ロイド・ライト 建築    

自然と融合したスミス夫妻宅

スミス・ハウス

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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ライトに話す機会を得た。「一年を通
して小規模なコンサートや展覧会を開
催して、芸術家や音楽家のメッカ（憧
れの地）となるような家を建てたい」と
熱心に話した。

　スミス夫妻の熱意に動かされたライ
トは、なんとたったの9,000ドルで設
計しようと同意する。「ただし、建築物
と自然が 総合的に融合できる場所が
見つかれば」という条件付きで。

　ライトのオーガニック建築（有機的
建築）は、日本建築と自然の関係性に
注目し、学び得たものだ。ライトの日
本芸術・建築との初めての出会いは
1893年のシカゴ万国博覧会。そこか
ら、日本に強く惹かれ、興味を寄せ続
けながら、ライトは長いキャリアを積
んでいった。

　1946年夏、スミス夫妻はクランブ
ルック近くに３エーカーの理 想的な
土 地を見つけたとライトに電報を打

った。ライトからの返事は、「『魂が
私を動かす時』が、あなた方が 設計
図をお受け取りになる時でしょう」。 
1947年3月に航空便にてライトからつ
いに設計図が送られ着工となった住
宅は、1800スクエアフィート、一般的
アメリカ人向けユーソニアン設計の典
型例となるものだった。

「My Haven（わが安息の場所）」と
スミス夫妻に名付けられた邸宅は、皆
の深い関心と愛情により築かれた住
宅とも言える。フランク・ロイド・ライト
の建 築に興 味を持つ建 設 業者は無
償または賃金抑制のもと工事を請け
負ってくれ、有名な造園設計家トーマ
ス・チャーチからは、設計供給の約束
を取り付け、地元開発業者アルフレッ
ド・トーブマンは邸宅全体のガラスを
わずか500ドルで 納品してくれた。

 細長い船のような形の一階建ての設
計を基盤に、ライトが受けた日本から

の美的影響と自然要素が織りなす特
徴ある住宅が完成した。壁から作り付
け棚、キャビネットに至るまでアンバー
色の暖かみが広がるインテリア、床か
ら天井まで壁一面の窓からは、立派に
そびえるオークの木々や池を見渡すこ

とができ、外の世界が家の一部に取
り込まれているようだ。剥き出しの煉
瓦や色付きのコンクリートフロアは木
材を引き立たせ、見事な風合いを醸し
だしている。

　何よりも、メルヴィン＆サラ・スミス

法被と浴衣を身にまとったメルヴィン＆サラ・スミス

（室内上下）　アンバー色の壁や作り付け棚がうみだす暖かみのある風合い

https://nittsu.com/hikkoshi/
https://nittsu.com/hikkoshi/


September 2020・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 3

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

の描いていたビジョンは現実となり、
世界中からこの家を観賞・評価する来
訪者が後を絶たなかった。

　フランク・ロイド・ライトの日本への
愛着は、そのクライアントにも引き継
がれることが多い。スミス夫妻もおそ
らく同じで、ライトのユーソニアン住
宅を1950年に築いて以降、日本文化
に興味を注ぐようになった。日本人も
多く家に迎え入れもてなしたスミス夫
妻には、陶芸品や日本画がもてなし
のお礼として日本人の友人たちから
贈られた。法被や浴衣を身にまとっ

た夫妻の写真や日本の友人から送ら
れた手紙や葉書も残っており、スミス
夫妻の住宅内に入ると、銚子と盃、土
鍋、急須、日本人形等が飾られてい
る。クランブルックコレクション研究セン 
ターのHP（※）から「３D-TOUR」
（ht tps: //my.mat ter por t .com/
show/?m=fzssWV8Gvs6）を利用す
ると、そうした日本の美術品も垣間見
ることができるので、読者の皆さんに
もぜひ一度ご覧いただきたい。

　スミス夫妻の住宅を見学すると、家
になじんだ美術品の数々が素晴らし

く、訪れる人の目に留まる。フランク・
ロイド・ライトの建築住宅の芸術性を
高めようと、メルヴィン・スミスが美術
品収集に努めた結果だ。ウィスコンシ
ン州にあるライトの自宅に溶け込んで
ライト建築の一部となっていた美術品
と同じようにと、メルヴィンは正に思い
描いていた。

　収集美術品の４分の３はクランブルッ
ク・アカデミー・オブ・アート（ミシガ
ン州の美術大学院）関係の作品とサ
ラ・スミスは見積もっていた。夫妻が
称賛していた芸術家は、後になってわ

かることが 多いのだ
が、クランブルック出
身であることが多かっ
た。クランブルックの
学生や卒 業 生である
芸 術家を積極的に支
援している夫妻のこと
であるから、スミス夫
妻に会ったことのない
クランブルックの学生
でも夫 妻 のことは 聞
いたことがあるほど名
が知られていた。そし
て、スミス夫妻に自分
の作品を譲るというこ
とはつまり、フランク・
ロイド・ライトの建 築
物の中に自分の作品
が飾られるということ

で、学生にとっては感激だったのだ。 
（※このスミス邸は、スミス夫妻亡き
後、時を経て、2017年に親族によりク
ランブルックコレクション研究センタ
ーに寄贈され、現在もクランブルック
下で管理されている）

　実際に邸宅内にも入ることができる
見学ツアーは新型コロナウィルスの影
響でしばらく休止されていたが、９月よ
り再開される。１回のツアーの参加人
数は６人に限定され、参加者は事前登
録が必要となる。参加者にはマスク着
用等義務付けられるので詳しくは、ク
ランブルックセンターのウェブサイトを
チェックしてみてほしい。

　 合 わ せ て 、同 セ ン タ ー は 来 る 
2 0 2 0 年9月22日（火）10 : 0 0 a m / 
7:00pm（EDT１時間）にクランブルック 
講義シリーズ『フランク・ロイド・ライト 
と日本』と題したレクチャーをオンライ
ンにて開催する。こちらの申し込みも
現在ウェブサイトで受付中なので今回
の記事を読んで興味を持った方は参
加してみてはいかがだろう。講師は、
常任キュレーターのケビン・アドキソン
氏。アドキソン氏は、イェール大学にて
建築を学び、そこで建築家サーリネン
に魅了され、サーリネン（父）が作り上
げたクランブルックにて更なる研究を
続けている。

Photo Credit:  Melvyn and Sara Smith, 1968. Courtesy of Cranbrook Archives, Cranbrook Center for Collections and Research 
Exterior photography by James Haefner, 2015. Courtesy of Cranbrook Center for Collections and Research 
Interior photography by Brett Mountain, 2019. Courtesy of Cranbrook Center for Collections and Research 

クランブルック美術館・博物館も再開中。クランブルック・センター常任キュレーター、ケビン
アドキソン氏が毎週フェイスブック及びインスタグラムにて様々なバーチュアル・ツアーを実施
中。館内の美術品から野外に何気なく置かれている芸術品まで、様々な美術品を紹介する。

Frank Lloyd Wright Smith House Tour 
クランク・ロイド・ライト・スミス邸　見学ツアー
	 ２０２０年開催期間：９月１１日（水）〜１１月２９日（日）
	 日時：毎週金・土・日曜日　午後1時〜
	 5045	Ponvalley	Road,	Bloomfield	Hills,	MI	48304
	 チケット購入はオンラインのみ:	
											https://center.cranbrook.edu/visit	（現地販売なし）

Frank Lloyd Wright and Japan：INFLUENCES, IMPORTS, AND IMPACT 
『フランク・ロイド・ライトと日本』オンラインレクチャー　

チケット購入はオンラインのみ:	https://center.cranbrook.
edu/events/lectures/frank-lloyd-wright-and-japan-
influences-imports-and-impact	
2020年9月22日（火）10:00am—11:00am	EDT
2020年9月22日（火）7:00pm	—	8:00pm	EDT
$20	(パスワード入力で参加　｜　事前申込要)
講師：Kevin	Adkisson,	Associate	Curator,		
Cranbrook	Center	for	Collections	and	Research

Cranbrook Center 
       for Collections and Research

 文： Mayumi Bilderback  
 取材協力： Cranbrook Center for Collections 

                      and Research

フェイスブック：　https://www.facebook.com/CranbrookCenter	
	 	 		forCollectionsandResearch	
インスタグラム：https://www.instagram.com/cranbrookcenter/

http://www.riveroakswest.com
https://my.matterport.com/show/?m=fzssWV8Gvs6
https://my.matterport.com/show/?m=fzssWV8Gvs6
https://center.cranbrook.edu/visit 
https://center.cranbrook.edu/events/lectures/frank-lloyd-wright-and-japan-influences-imports-and-impact
https://center.cranbrook.edu/events/lectures/frank-lloyd-wright-and-japan-influences-imports-and-impact
https://center.cranbrook.edu/events/lectures/frank-lloyd-wright-and-japan-influences-imports-and-impact
https://www.facebook.com/CranbrookCenterforCollectionsandResearch/videos/?ref=page_internal 
https://www.facebook.com/CranbrookCenterforCollectionsandResearch/videos/?ref=page_internal 
https://www.instagram.com/cranbrookcenter/ 
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"Let’s get some exercise together  
     - Japan style!" 

去る８月１４日（金）、「バーチャ
ル・ラジオ体操」イベントが再

び帰ってきた！ 

　去る６月には、新型コロナ感染拡大
中のためミシガン州も自宅待機令が
発令されている中、どうにか「皆でつ
ながろう」と、Japan Foundation 
Gen-J (Grassroots Exchange 
Network-Japan)Programが中心と
なり、「#ラジオ体操でつながろう」プ
ロジェクトを開催。全 米各地で 賛同
する日系団体・組織も協賛した。同イ
ベントは、７年間NHK番組『テレビ体
操』にてアシスタントとして活躍され
た押味愛里沙さんが日本よりラジオ
体操インストラクターとして参加する
など、国を超えて盛り上がりを見せ、
その後も全米各地で同様のイベント
が開催された。

 今回は、現在も活動自粛が続くミシ
ガンで、簡単にできる日本のラジオ体
操を地元の方にも知ってもらい身体を
動かしてもらおうと、再びバーシャル・
ラジオ体操イベントが企画された。

　本イベントは、主催者の
ノバイ図書館で国際司書
を務めるシャノン・オーレ
リーさんの挨拶で始まり、
体操指導は、ヒロテックア
メリカ社のバイリンガル・
エグゼクティブ・アシスタン
ト、エメリン・ルタオスキー 
さんと J a p a n - F o u n -
d a t i o n - G E N - J ファ 
シリテイター澤 井 美 奈江 コロナ収束後も屋外など形態を変えて 

今後も続けていければ、と話す企画団体

バーチャル・ラジオ体操イベント　再び

さんが務め、「吸う・はく・伸ばす」な
ど日本語での簡単な表現を交えて体
操を紹介した。途中、ラジオ体操がよ
り楽しくなるトリビアについてのクイ
ズを画面で出すなど、日本語がわか
らないラジオ体操初心者から、夏休
みのラジオ体操を懐かしむ筆者のよ
うな参加者までがイベントを楽しん
だ。参加者同士が対面することはな
いが、後で参加者に感想を聞いたと
ころ、「天気もよく家族全員で庭に出
て参加した」「次回は社内で参加した
い」と感想を話し、各自思い思いの30
分であった様子。

　 本 イベントは、ミシガン州ノバイ
市図書館・GEN-J-Michigan・ヒロ 
テックアメリカ共催、在デトロイト日
本国総領事館・Japanニュース倶楽
部が協賛。イベント後共催者ミーティ
ングでは、「これからもこのような日
本文化紹介・交流イベントを続けて
いけるようアイデアを持ち寄り、コロ
ナが落ち着いたころに、公園や学校
などで実際に開催することも視野に
入れて企画できれば」と、今後も地元
団体・企業の協力も得て同様のイベ
ントを続けていきたいむねを話した。 

www.takadadentalclinic.com

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

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd

Po
nt

ia
c 

Tr
ai

l

Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

tue-fri:   11:30-14:30, 17:00-21:30  
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

http://www.takadadentalclinic.com
https://sushidenonline.com
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私の好きなアメリカの西部劇映画の一つに、ジョン・ウェイン主役の『赤い河』と
いう題の映画があります。その中のセリフの一つに、次のようなものがあります。

　私の日本語訳が拙くて申し訳ないのですが、なんとか趣旨は分かっていただけると
思います。新型コロナウイルスの全世界的流行の中で、人と人の関係が疎遠になり、ギ
スギスしたり、互いを恐れたり、傷つけたり、差別したり、攻撃的になったりする傾向が
なきにしもあらずですが、そのような中で本当に心を打つような勇気ある行為を目にす
ることもあります。

　私が最近体験した二人の英雄達のお話をしましょう。

　一人は、私の病院に勤務する一人の研修医の先生です。

　今年の3月から5月にかけて、デトロイトとその郊外を新型コロナの大流行が襲った
ときの話です。私の病院でも、3月初旬に443ベッドのうち、8名だった新型コロナの診
断による入院患者数が、二週間で一挙に238名に増えたことがありました。病院中が
コロナの患者で埋め尽くされた印象で、病室という病室がコロナ用の隔離ベットに変わ
り、集中治療室が足りず、通常は日帰り手術病棟に使われていた病床が全てコロナ患
者さん用の集中治療室に変わり、医者も看護師も防護服と防護マスクを着用して病室
に入る日々が続いていました。待機的な心臓手術は全て中止になったので、心臓集中
治療室も、ほとんどがコロナ病室に変わりました。

　そんな状況で、看護師さんが足りないので、ミシガン州の比較的北の方の、あまりコロナ
ウイルスの感染の起きていない姉妹病院から、応援の看護師さんがやってきていました。
その看護師さんから、ある日、循環器科の研修医の指導医宛に感謝状が届きました。

　“私は、ミシガンの北にある姉妹病院の集中治療室から貴院の集中治療室に二週間
ほど応援に来ていた看護師です。このほど、その二週間が終わり、元の職場に帰って
きましたが、貴院にいる間に素晴らしい体験をしましたのでお手紙を書くことにしまし
た。私のいる病院では、医者の先生方は、あまりコロナ患者さんの世話をしたがらず、
感染することを恐れて、敬遠している先生が多いのですが、貴院の集中治療室では、
循環器の研修医の先生方が、進んで、コロナ患者さんの治療に積極的に関わってお
られることを身をもって体験しました。貴院で過ごした二週間は、とても良い経験でし
た。その中でも、ある事件がとりわけ私の記憶に残っています。

　ある日のことです。私の防護マスクが壊れてしまって倉庫から新品の防護マス
クを送ってくれるよう交換をお願いしていたときです。私の患者さんは、コロナの
重症患者で、もう臨終が近いことが明らかでした。奥さんが呼ばれて、集中治療室
のガラス越しに、最後のお別れをするために来ておられました。もう何十年も連れ
添った伴侶の最後にお別れの言葉を伝えたいと言う希望で、院内用の携帯電話
で、ご主人に話をされたいということでした。でも、私の防護マスクが壊れてしまって
いたので、新品のマスクが届くまで、集中治療室には入れないので、私は、まだか
まだかの思いで、ドアの前を行ったり来たりしていました。そこに、循環器の研修
医のA先生が通りかかり、どうしたのかと聞かれました。私が事情を説明すると、
防護マスクをつけていたA先生は、一瞬のためらいもなく私の手から携帯電話を
取り上げ、集中治療室に入り、患者さんの耳元に、携帯電話を当てました。奥さん
は、電話を通じて「愛している」と伝えることができ、その後間もなく、その患者
さんはお亡くなりになりました。こうして、コロナの患者さんがその臨終の折、家
族との挨拶もできずに死出の旅に立つと言う事態を避けることができました。 
A先生は英雄です。”

 

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151回  第151回    コロナの渦中のヒーロー達コロナの渦中のヒーロー達

　もう一人は、私の患者さんです。

　その人は、心臓病の既往がありながら、救急室の看護師さんとして働いている人です。

　救急室という職場は特殊な職場で、大部分の救急外来の患者さんは、コロナにか
かっているかどうかが不明で、多くの場合、後になって「実はあの人、コロナ陽性だった
よ」と言われることが多い職場です。ミシガンでのコロナウイルスの流行は、5月の終わ
り頃から落ち着きを見せてきているとはいえ、救急室では、まだまだコロナ陽性の患者
さんにしばしば出会います。コロナ感染は、無症候の場合も多いので、全く別の主訴で
来られた患者さんが、コロナ陽性であることが後で判明することもよくあります。

　先日この患者さんが私の外来にこられて、一通り問診と検診を終えた後、世間話に
なって、看護師としての職場の話になって、コロナで大変でしょうと聞くと、もう慣れっ
こになってあまり気になっていませんと言う話で、そのあと次のような話が飛び出しま
した。「最近、テキサス州でのコロナの大流行で、看護師が足りないから臨時に応援に
来て欲しいと言われていて、今度行こうかと思っている。」「派遣手当ても出るし、人助
けにもなるし。」

　これを聞いて、私はうーんとうなってしまいました。心臓病の既往があるという点か
らいえば、この人はハイリスクですが、手術をして完治しており、手術後、フルマラソン
を完走した経験もありますから、健康上では反対する理由はありません。また、よく聞
いてみると、この人のコロナ抗体は無症候性に陽転しているそうで、すでに、コロナに
対する免疫を獲得している可能性が高いといえます。しかし、コロナといえば、蛇蝎の
ように恐れられていて、日本では、医療関係者と聞くだけで差別をされることもあると
聞く中で、この違いはなんだろうと考えてしまいました。流石に、アメリカでは、医療関
係者というだけで差別されることはありませんが、コロナの渦中に自ら求めて勇敢に飛
び込んでいく人がありうると言うことは新鮮な驚きでした。ロージー・ザ・リベッター
（Rosie the Riveter) のデトロイトの伝統ここにあり、との印象です。コロナは、「正し
く怖がれ」と言われて久しいですが、正しく怖がりながらも、この看護師さんのように
病気の患者さんがいれば、出かけていって、正しく介護し、正しく治療するということは
別に特別なことでもなんでもないよ、と言う人がいることに新鮮な驚きを感じました。
まさに目から鱗が落ちた思いでした。

　研修医の先生と、患者さん、いつもは指導する立場にある私が、このヒーロー達に教
えられ、励まされることになりました。「人の本性は危機の時に現れる」とか、「家貧し
くて孝子出ず」とかいう言葉も、コロナのような危機の時期だからこそ、お互い、思い
やり合い、自分が何ができるかを考え、人として正しい道を歩むことが大切なのだとい
うことを言い表しているのだと思います。

“Courage is being scared to death,  
                       but saddling up anyway.”

　勇気っていうのは、死ぬほど怖いって思っているときにでも 
とりあえず馬の鞍にまたがって出かけようとする態度のことを言うのさ。

コロナの真っ最中に、病棟の窓に書かれた絵及びメッセージ。実物は、外に向けて 
書かれているのですが、文字が読みやすいように、著者が写真を反転しました。
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　立秋も過ぎてミシガンでは夏の終わりを感じる頃となりました。先月末に体調不良
で安倍首相が突然辞任した母国日本ではコロナ騒ぎの再燃に加えて各地で大雨、
洪水、猛暑・酷暑に見舞われ、被災者や熱中症で倒れる人が多く出て誠にお気の
毒です。政府が景気刺激策として盆休み前から打ち出したGoToトラベルもコロナと
暑さへの警戒から旅行、外出を控える人が多く今一つ効果が薄かったようです。最
大人口を抱える東京首都圏在住の人達がこの割引特典を使えなかったのも理由の
一つでしたが、結局政府のコロナ対策も景気対策も中途半端になってしまい「二兎
を追う者一兎も得ず」の様相です。当地米国でも例年ならば学校の新学期が始まる
Labor Day明け直前の２週間は駆け込みの旅行をする人で陸も空もごった返す筈
が、今年は大きく期待外れに終わってしまいました。日米とも旅行業、観光業は極め
て厳しい状況が続いており、他にも個人商店、レストラン、映画館、各種ジム・娯楽施
設など基本的にオンライン営業、リモート販売では商売にならず、客が大勢来て回
転率が上がらないとビジネスが成り立たない業種は一様に苦しんでいます。

　スポーツの話題では、完全隔離状態のバブル環境でプレーオフに突入したNBA
バスケットボールやNHLアイスホッケーは臨場感、親近感が湧かず個人的には盛り
上がりに欠けます。変則シーズン、変則ルール（ダブルヘッダーは７回で終了）で始
まったプロ野球MLBは全６０試合の半分程消化しましたが、二刀流完全復活を期
待していた大谷選手は投手としては２試合先発登板したものの新たな右腕の故障が
見つかり、今シーズン残りの試合は打者に専念することになったのは残念でした。打
撃の方もホームランは数本出ているものの打率が２割を割る不振で余り貢献出来て
おらず、チームも大きく負け越してア・リーグ西地区最下位に低迷しています。毎年ト
ラウト選手がMVP級の働きをしているのに地区優勝どころかプレーオフにも出れな
いようではいけません。このシーズンオフには確実に投手陣を補強し、来シーズンこ
そ投手としても完全復活する大谷選手と力を合わせて、対戦カード３試合の内２試
合は勝てるようにして欲しいですね。他の日本人選手では野手組がパッとしない一
方、シカゴ・カブスのダルビッシュ投手、ミネソタ・ツインズの前田投手ら投手陣が活
躍しています。ニューヨーク・ヤンキースの田中投手は好投しながら救援投手が打た
れてなかなか勝ちが付かない不運がありますが、プレーオフでは本領発揮し、真価
を見せるでしょう。

　プロテニスでは男子の錦織選手が怪我から復帰して初戦となるUSオープン前哨
戦の直前にコロナ感染診断テストで陽性となり自主隔離で欠場。USオープンには出
場可能だったものの、健康体でもきつい夏場のUSオープンで５セットマッチを戦う
には体力と練習量が十分でないと出場を見合わせたのは残念でしたが、賢明な判
断だったと思います。女子では2018年USオープンシングルスチャンピオンの大坂選
手の復活優勝なるか？本号が発行される頃には２週目の山場を迎えている筈です。
コロナに負けずにレッツゴー！ファイト！

　男子ゴルフではフェデックスカッププレーオフに出場中の松山選手が最終戦まで
残り優勝争いに加われるかが焦点です。女子ゴルフでは先月中旬にスコットランドで
開催されたメジャー大会ブリティッシュオープンで上田桃子選手が自己最高の６位
と頑張りました。これから米国内を転戦するLPGAツアーに出場する日本選手達も
応援したいと思います。

　さて、今月号のテーマは『次期米国大統領選に続く茨の道』です。

　先月中旬から月末に掛けて前後して民主党全国大会と共和党全国大会が史上初
めてバーチャル方式で開催され、民主党はバイデン/ハリス、共和党はトランプ/ペン
スの組み合わせで大統領・副大統領候補が正式指名されました。

　それまでの大統領選事前得票予想では各種調査機関のいずれもバイデン有利の
データが続いていましたが、共和党の全国大会初日直後のそれでは瞬間的に４９％
対４８％とほぼタイのデータが出てトランプとそのキャンペーン陣営は勢い付き意気
が上がる結果となりました。これから選挙投票日までの約２ヶ月がホームストレッチ
で両陣営とも最後の追い込みになりますが、大統領・副大統領候補者同士の公開 
TV討論会がいわゆるスウィング・ステートと呼ばれるフロリダ、ミシガン、オハイオ、 
ウィスコンシン、ノースカロライナ、ペンシルバニアなどの諸州で浮動票有権者の支持
獲得を左右する大きな要素になりそうです。

　前回選挙では具体的な政策論争を避け、当時のオバマ・民主党政権に対する有
権者の不平・不満・不安を煽り、増幅させマンネリ化、機能不全化していた政界以
外からの新顔でビジネスに強いという期待感から感情的な人気取りに焦点を当てた 
ポピュリズム手法が上手くはまって、総得票数では３百万票も少なかったトランプが
スイングステートで選挙人投票を僅差で獲得し、「勝者総取り」の恩恵に預かって当
選したわけですが、今回も同じ手が通用するかどうかです。共和党全国大会での盛り
上がりによる反攻態勢に入るまでの状況はトランプ陣営にとって決して明るいもので
はありませんでした。

　コロナ騒ぎで米国内で６百万人近くの感染者と１８万人近くの死者を出しているこ
とだけでも一大事なのに、今年第２四半期のGDPがマイナス３２.９％と史上最大の
落ち込みを記録し、毎週１５０万人前後の新規失業保険申請者を出して今だに高い
失業率が続いているのが追い討ちを掛けました。

　一般国民は、コロナの心配が続く中、政府の第１弾大型緊急経済刺激助成金 
給付と同時に家賃、住宅ローン返済、車のリース料などの支払い猶予特別措置の 
おかげと旅行や外出自粛で出費が減り、皮肉なことに失業前よりも収入が増えた 
世帯では一時的に小金持ち状態となり、住宅購入・改修やネットショッピングに回る
お金が増えて不動産・建設業とオンラインサービスのある小売チェーン店の売上増
に繋がり、株価の水準もそこそこのレベルを維持してきました。１１月の次期大統領
選挙までは何が何でも景気・株価を維持してトランプ再選と共和党政権維持を目指
す現職大統領及び政権与党の狙いとトランプの言動に倫理的、人道的には疑問が
あっても余剰な手持ち資金の新たな投資先がない富裕層が株価を高値維持したい
思惑が一致し、それに一般国民や個人投資家が乗せられて一時的に小バブル状態
となっていましたが、政府の第２弾緊急経済刺激助成金の議会通過、大統領承認、
給付実施がもたついている間に第１弾の目玉であった失業保険給付に上乗せする 
＄６００/月の追加助成金が既に７月末で打ち切られ、家賃や住宅ローン返済猶予、
車のリース料支払い猶予の特典も失効した失業者、低所得層が強制立ち退き（今月
末までに２千万人になるという予想あり）、強制取り立てに追われると一気に景気が
底割れして企業の倒産、個人破産、株価の暴落が連鎖的に発生し、最悪の場合米国
内だけでなく世界恐慌にまで発展する危険性もあるかもしれません。

　更に、学校の対面授業再開に関して連邦政府としての明確な指針や支援がない
まま州や市町村、学校ごとに必ずしも安全・健康面を最優先出来ない政治的プレッ 
シャーを受けながら最適解を求めている現状や、最近も発生している警官による黒
人の殺人事件や暴行・加害事件、構造的人種差別問題、銃乱射事件と銃規制問
題、外国人労働者・移民・難民受け入れ問題、中国・北朝鮮・イランとの国交関係悪
化と国際秩序・国家安全保障の揺れなど問題は山積みです。また、これらの諸問題
を巡ってトランプ支持派と反トランプ派の対立は激化する一方で米国内で会社・組
織・団体、学校や教会、市町村の住民間や引いては家庭内で家族の対立・分裂・離
反を引き起こし、まるで米国内に価値観が全く異なる二つの別々な国が存在している
ような様相を呈しています。

　直近ではトランプが再選を目指して支持率回復、劣勢挽回のための手段として、
確立した科学的データに基づく根拠もないままFDAに圧力を掛け、コロナ感染者の
抗体プラズマを他の感染者の治療薬として使用する許可を出させたり、CDCにも圧
力を掛けて「自覚症状がなければコロナ感染診断テストを受ける必要はない」とそ
れまでの見解やガイドラインと相反する内容を無理やり公表させて、国民にFDAや
CDCへの不信感を募らせ、科学的なデータや思考方法にも疑問を抱かせ、将来提
供接種可能となる見込みのワクチンに対する不信感や接種拒否を考える人達が今
から既に増える兆候があり、国民皆免疫によるコロナ終息実現が更に難しくなる懸
念があります。

　選挙投票日までまだ２ヶ月程あり、トランプと取り巻き連中が表から裏からありと
あらゆる陰謀と工作を仕掛けてくることは容易に想像出来るため、それに対してバイ
デン/ハリス両候補者と民主党陣営は的確でタイムリーな対応処理をして有権者の
信頼を確実なものにしなくてはなりません。１１月の次期大統領選までの道のりだけ
でなく、運良くトランプの再選を防止して民主党指名のバイデン/ハリスコンビが大統
領・副大統領に選出されても、上記のような山積みの問題があり、それらを一つ一つ 

次期米国大統領選に続く茨（いばら）の道

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第211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。

改善、解決出来るように茨の道を通り抜けねばならない運命が待ち受けています
が、強力なチームワークで一致団結して何とか持ちこたえ、乗り切って欲しいと願う
ばかりです。神仏にすがりつきたい気持ちなのは私だけでしょうか？

　追伸：先月号で触れました将棋の高校生棋士藤井七段があの後の棋聖戦五番勝
負第４局で勝利し、３勝１敗で見事自身初のメジャータイトル奪取。１７歳１１ヶ月で
のメジャータイトル獲得は従来の屋敷伸之九段の１８歳６ヶ月を３０年ぶりに抜いて
史上最年少。更に続けて同時進行していた王位戦七番勝負第４局でも勝利し、４連
勝で二つ目のメジャータイトルを獲得し、羽生善治九段の従来記録を抜いて史上最
年少で二冠となると同時に規定によりこちらは『ひふみん』の愛称で知られる加藤
一二三元名人の従来記録を６８年ぶりに抜いて史上最年少で八段に昇格となりまし
た。おめでとうございます！！

　年内にもう一つ挑戦、戴冠の可能性がある王将戦の決勝リーグにも入っており、
リーグ戦を勝ち抜いて挑戦者になると棋聖戦で破った渡辺王将・竜王・名人との再
戦となります。こちらは深刻な大統領選とは異なり、今年数少ない明るく楽しみなイ
ベントです。（閑話休題）

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

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

ミシガン州北部
　紅葉ドライブスポット

トラバースシティエリア：
１）リラノー半島 (Leelanaw M-22) ＆ オールド
ミッション半島 (Old Mission Peninsula M-37)
湖岸の街は、紅葉と湖の深い青とのコントラスト
が美しい。

２）スリーピングベア砂丘国立湖岸公園
Pierce Stocking Scenic Drive：
大自然の中を走り抜けるドライブルート
Pierce Stocking Scenic Drive (7マイル)
は、夏場もキラキラ輝く緑のトンネルだ
が、紅葉の時期も必見。

ペトスキーエリア：
３）トンネル・オブ・ツリーズ  
(The Tunnel of Trees M-119)：
Harbor Springs からCross Villageを結ぶこの道はまさ
に木のトンネル(17マイル)。こちらまで足を伸ばすなら、
今月号 P. 14のPond Hill Farm
へも寄り道を。

１）

2）

3）

ミシガン州は９月ともなれば、りんごの収穫があちらこちらで始まり、早々に秋の
訪れを感じる。ミシガン州ベストシーズンの締めとなる紅葉の季節の到来だ。通
常9月下旬から10月下旬に渡り紅葉のピークが訪れる。ミシガンの紅葉狩りにミシ
ガン北部のドライブ・スポットを三つ紹介する。

Traverse CityTraverse City

Sleeping Bear DunesSleeping Bear Dunes
National LakeshoreNational Lakeshore

Cross VillageCross Village

Harbor SpringsHarbor Springs

PetoskeyPetoskey

https://www.dickinson-wright.com/practice-areas/japan?tab=0
https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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　ふと外を見やると見知らぬ女性が佇んでおりました。つい最近、同じ通りにお住まい
の方が「誰か知らない人が庭から満開の薔薇をいきなりハサミで切って持って行って
しまった」と憤慨なさっていらしたのを思い出してドキリとし、息を呑んで身構えました
が、その方はごそごそと携帯電話を取り出し遠慮がちに2、3歩ドライブウェイに立ち入
ると、傍に咲いている花の写真を撮り立ち去りました。綺麗に咲いてくれたお花が、よ
そのお花好きの方 と々の良い御縁を取り持ち、繋がりをくれるのが楽しみでおります。

　グローバルパンデミックによるロックダウンの影響で、この夏のフリスビーの売上が前
年比500％アップ、とラジオでレポートされたのを聞き笑ってしまいました。朝晩家族で
の犬の散歩、にわか自転車族。アウトドア人口が急増した事は皆の健康に宜しく喜ばし
いことです。さて私はと申しますと、外出自粛令を受け、あらゆる課題について「普段ろ
くに家にいないので十分に出来ない」という言い訳が完全に取り上げられた恐ろしき事
態。住まいの事、特に見た目の課題を片付けてゆかざるを得ず、絶体絶命の処へ追い
詰められました。自身で心密かに「アンコールワット」と呼んでまいりました庭の一角。
雑木やつるが伸び放題でまるで抽象絵画のモチーフのようになったワイルドガーデン
エリアに、遂に重すぎる腰を上げ向き合い、否応無しに取り組む覚悟を致しました。

　厚手の長袖綿シャツに日よけ虫除け皮手袋、作業ズボンに皮ブーツ、首に手ぬぐい
顔にマスク、サングラスに麦わら帽子で完全防備。恐らく親が見ても誰だかわからない
であろう物々しいいでたちで雑木を払い始めますと、鳥や小動物も驚いて逃げ出しま
した。けれど辺りが日陰になってしまった為に花のつかなくなっていた薔薇も生き残っ
ており、やっと来てくれたの、といった表情で嬉しそうに輝いてくれました。地面を覆っ
ていた重厚なスイカズラのつるを切り拓いてみると、そこには20年も前に敷いてその
存在すら忘れていたステッピングストーンが現れました。この飛石をいつも一つ一つ
律儀に踏んで遊びに来てくれていた人懐こい女の子達は、今はもうお酒の飲める年齢
となり、車を運転して仕事に通っています。その友情と御縁のきっかけは、ある日その
少女達にハーブティーの話をしたこと。興味を持ってくれ、我が家の庭のイングリッシュ
タイムやミントを摘むのを楽しみに、それぞれ自分のカップを持って遊びに来てくれる
ようになりました。お庭で熱いティーは危ないから、と私が心配すると「ノープロブレ
ム」。自分達でハーブを入れたカップにガーデンホースで水を注ぎ、石に腰掛けると 
「うーん、美味しいティーね」と頷き合い、堪能する5歳児二人。その姿に私は唸り感
心させられ、以降私も夏の庭で、麦茶のかわりにハーブ水を気軽に楽しむようになり
ました。薔薇や木槿の花を食い散らすコガネを捕る方法を見せてあげると、二人とも 
じっくり時間をかけコガネ退治に庭をパトロールしてくれるようになり、終わると木の切
り株に腰を掛け、お互いに何匹とれたか数え比べっこしていた姿を思い出します。その
うち四軒先の奥様が突然、「うちの娘が鷲掴みにして嬉しそうに持ち帰って来るのは
お宅の植物でしょうか、申し訳ない」と謝りにいらっしゃったことも、懐かしい思い出。

　今度は私のシャツにがっちりと引っ付いて来たアザミの実。これはペットやカバンに
付いてもなかなかとれず、綺麗に取るまでちょっとした時間を費やすことになります。丁
度私の頭の中で、アザミによく似た同じキク科のゴボウの花について考えながら作業を
続けておりましたところで、そのゴボウの実の強力な接着力からヒントを得て面テープ 
(loop and hook fastener、商標ベルクロ、マジックテープ) が世に生み出されたのだった
なあ、と思いを巡らせました。自然の美しいスイスのジュネーブ湖畔に生まれた電子工
学者のGeorge de Mestral氏。発明が大好きで12歳で既にモデル飛行機で特許を得
たというほどの彼が生まれたのは今から100年以上前。彼がアルプスを散歩中に愛犬や
自分にくっついたゴボウの実に興味を持ち顕微鏡で観察し、種を覆う棘の先が鉤型の
針であることを知り、これを応用して2枚の布を密着させるアイディアを研究し始めたの
が1941年。フランスはリヨンの繊維メーカーやスイスのバーゼルの織機メーカーの協力
を得て、フック面とループ面が引っ付きワンタッチファスナーとなる新製品が商品化され
たのは1955年。後に世界の人の暮らしや宇宙船に至るまでを便利に変えてゆくタッチ
ファスナーの発明です。自然の不思議を観察し、閃きから文明社会に役立つものを発明
し貢献するなんて素晴らしい事ですね。近年は、ファスナーからバリバリ音が出ないよ
うにする研究に引き続き力が注がれているそうです。彼は同じように夢を馳せる他の発
明家への援助や、若者たちの特許申請への協力を、生涯惜しまなかったといいます。

　黙々作業を続けておりますとこれまで聞いたこともない大きな重低音の羽音が。何？
新種の蜂？それにしちゃ大きい。数歩離れてみましたが羽音は私にぴったりついてきま
す。怖くなり首をすくめゆっくり面を上げると、私の頭上にいたものはなんと、ドローン
でした。これまでの当たり前が当たり前でなくなり、それが新しい当たり前として受け入
れねばならなくなった激動の年、2020年の夏。自然の生物よりも生活に無断侵入する
人工知能や裏庭に突如現れるドローンのプライバシー侵害に神経をすり減らす、SFの
世界が遂に現実となった、安らぎの脅かされる不安な人間生活。馴染みの通りがかり
の方が「貴方はお庭を頑張り過ぎよ」と笑って声をかけて下さったので「振り返るとど
こもやる事だらけで」とこちらも笑いコメント致しましたら、「そうね、家の中も外もやる
事だらけよね」と高らかに笑ってゆきました。家の中。ああ、私を辛抱強く待っている、
密かに自分で「永久凍土」と呼んでいる一角が。これは冬の課題と致しましょうか。

我が家のアンコールワット我が家のアンコールワット
織田貴和子

50

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。

Novi周辺
 1. 　Erwin Orchards(South Lyon)
61475 Silver Lake Rd
South Lyon, MI 48178
248-437-0150
http://www.erwinorchards.com/

2.　 Franklin Cider Mill
7450 Franklin Rd
Franklin Village, MI 48301
248-626-2968
http://www.franklincidermill.com/

3.　 Long Family Orchard
1342 East Commerce Rd, Commerce Twp, MI 48382
248-360-3774
https://www.longsorchard.com/

4. 　Obstbaum Orchards
9252 Currie Rd, Northville, MI 48167　734-560 2840
http://www.obstbaum.com/

5. 　Parmenter's Northville Cider Mill
714 Baseline Rd, Northville, MI 48167　248-3493181
https://www.northvillecider.com/     Drive Thru only 2020

6. 　Plymouth Orchards & Cider Mill
10685 Warren, Plymouth, MI 48170　734-455-2290.
https://www.plymouthorchards.com/

7. 　Three Cedars Farm
7897 Six Mile Rd.Northville, MI 48167　248-437-8200
https://threecedarsfarm.org/

※　営業時間等に関しては変更がある場合もあるため 確認してから出発を。
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ミシガン州  サイダーミル リスト

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

　今年もサイダーミルオープンの時期になりました。各農家によって
現在のCOVID-19の状況により営業を中止をしているところもあるの
で、事前に調べお気をつけてアップルサイダー＆ドーナッツを楽し
んでください。

ロチェスター周辺、アナーバー周辺
その 他 地 区のリストは、こちらのコ
ードからJNCウェブサイトでご覧くだ
さい。方法は簡単、携帯電話のカメ
ラ機能で上記コードをかざすだけ。
あとはウェブサイト（ht tps: //w w w.
japannewsclub.com）クリック。

http://www.keikokikuchidental.com/
https://www.northvillecider.com/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
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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（9）食に関する言い回し（9）

〜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〜

−−１２６１２６−−

　これまでいろいろな食べ物を見てきました。今回は食べることに関する動
詞を使った言い回しです。「蓼（たで）食う虫も好き好き」は、“Every man 
to his taste.” (好みは人それぞれ)、“There is no accounting for 
taste.” 等があります。「甘い汁を吸う」は、“to milk (profits from) (a 
company)”、 “Skim the cream” 等、面白い表現があります。“milk” 
は動詞では「乳を搾る」と言う意味です。「あいつは煮ても焼いても食えない
奴だ。」は、“He is as crafty/shrewd as anything.” とか、“He is a 
sly dog.” (彼はずるがしこい犬のようだ) という言い方があります。

「彼は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をした。」は、別に鳩が豆鉄砲 (豆を入
れて撃つおもちゃの鉄砲)を食べたわけではなく、豆鉄砲の豆を当てられた、
ということで、思いがけない出来事にキョトンとしている例えですから、“He 
was thunderstruck.”とか “He looked dumbfounded.” でいいでし
ょう。「泡を食う」はどうでしょうか？ 英語では、“lose one’s head” ( 頭
をなくす)と言いますが、日本語の表現の方が面白いですね。「道草を食う」
は、“loiter on the way” とか “lollygag”、 “waste one’s time on 
the road”です。「食」に関して他に知りたい表現がありましたら、ご連絡く
ださい。

 　上記についてご質問のある方、また、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　

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・

宿宿題題ののササポポーートト

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師

（（数数時時間間のの空空ききあありり））

 テテスストト対対策策をを熟熟知知ししたた日日本本人人講講師師

にによよるる英英検検準準備備ククララスス

 帰帰国国後後ももレレッッススンン継継続続可可能能
              

 

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

主主要要ササーービビスス：：通通訳訳・・翻翻訳訳・・語語学学ククララスス 英英・・日日 ・・通通訳訳ククララスス

お見積りは無料ですので、ご相談ください。

                       office@suzukimyers.com 
www.suzukimyers.com

 

 
 

　朝晩は涼しくなってきましたが、美しいミシガンの夏が続いています。ゴルフ場は相
変わらず混雑しています。例年ですとLabor Dayの後は落ち着くのですが、今年はど
うなるでしょう。心地よい気候が、なが〜く続いてくれることを祈っています。

　さて、今月と来月は、「寄りやすさ」のファクターXとも言える、バックスピン（以後ス
ピンと書きます）についてお話ししたいと思います。スピンがかかる要素には、1）ボー
ルの素材、2）ウェッジの特徴、3）スイング の3種類がありまして、今月は3）のスイング
についてご紹介します。思ったよりスピンがかかってしまった、逆に全然かからなかっ
た、という経験はありませんか？どんなライから、どういう打ち方をしたらスピンがかか
りやすいのか？かかりにくいのか？を知っておくと、寄り方を予想しやすいと思います。

<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)

　キーワードは、「スピンロフト」です。 
スピンロフトの角度が大きいほど 
ボールにスピンがかかります。スピン 
ロフトは、ダイナミックロフトとアタック
アングル（=クラブ入射角）の差です。 

　ダイナミックロフトとは、インパクト時のフェースの角度を言います。もしフェースを立て
て打ったら、ダイナミックロフトはクラブの表示ロフトよりも小さくなります。クラブ入射角
は、インパクト時にクラブが下向き（ダウンブロー）で入ればマイナスに、上向きになっ
たところで打ったらプラスになります。図のクラブ入射角の線は、下向きに入っています。

いろいろな条件をまとめると、こんな感じです。

• ロフトが立っているクラブと寝ているクラブを使って同じように打った場
合、寝ているクラブのほうがスピンはかかりやすくなります。

• ダイナミックロフトが一定なら、なるべく急激に下向きにクラブを下ろして
きたほうが、スピンはかかりやすくなります。

• ヘッドスピードが速いほうがよりたくさんスピンがかかります。

• ボールとフェースの間に芝生が入ると、スピンがかかりにくくなります。

　注意すべきは、急激なアタックアングルです。クラブをわざと下に叩きつけるように
すると、ボールの手前をダフってしまうことがあります。あるいは、ソールが地面に当たって
弾かれてトップが出ることも…。アプローチショットを小手先で操作しようとすると、
コースではアドレナリンが作用してミスが増えてしまい
ます。力を抜いて、ヘッドの重みでスムーズに振り抜きた
い、でもスピンもかけたい。

　アタックアングルは、スイングを変えるのではなく、
ボールの位置を変えることで調節することができます。
ボールをスタンスの真ん中に置けば、スピンはかからず
素直に転がるショットになり、右の写真のように後方（
右利きだと右足寄り）に置けば、アタックアングルが大
きくなってスピンがかかります。そしてラフからはスピン
はかかりにくいです。

　つまり、花道からロフトの寝たクラブで後方に置いたボールをしっかり打つと、 
3バウンド目にピピッと止まるカッチョいいチップショットが打てる、というわけです。 
ロフトとボールの位置を変えるとスピンのかかり方がどう変わるか、ぜひお試しください。
次号はバックスピンにまつわるボールとウェッジのお話をします。お楽しみに！

https://www.suzukimyers.com/ja/
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2020年8月度 優勝  AGC 宮内さん  
　今年3回目となるミシガン会が、8/16 
（日）に開催されました。今大会も引き続
きコロナウイルスへの予防対策を万全に期
す形で開催し、プレー後の表彰式は初の試
みとしてオープンテラスで実施しました。
　前夜から当日朝まで降り続いてた雨が、
スタート前にはすっかり止み、心配された
コースコンディションにも大きな悪影響は
なく、総勢46名による8月月例会のスター
トを迎えました。今年度から参加された新
会員の方にハンディキャップがつき、大混

戦の様相を呈した大会となりました。
　混戦の中、頭一つ抜け出したのは、AGC
の宮内さん。2年間皆勤を続けた甲斐あっ
て、念願の初戴冠となりました。冬の時期
は地下室で毎晩素振りをされていたよう
で、今年に入りドライバーが安定、努力が
結果に繋がったとのこと。
　優勝インタビューで開口一番、「この時
期にゴルフをさせてくれる家族に一番感謝
しています」とコメントがありました。
2位はRohmの井手さん。上位入賞者の

常連で、常に優勝候補の一角に挙げられ
ていますが、後一歩及びませんでした。脇
腹を痛め、コンパクトスイングを心掛ける
ことで、スコアが安定したとのこと。ただ 
「何より、楽しい仲間達と切磋琢磨してゴ
ルフができている環境に感謝しています」
とのコメントが印象的でした。
3位はNVCの佐藤さん。ローハンデなが
ら、ベストグロスとなる82というスコア
で、上位入賞を果たされました。パットが
絶好調だったようです。「雨あがりの難しい

グリーンを攻略できたことが、いいスコアに繋
がった」とのコメントでした。
　さて、次月開催は9/6（日）となります。
いよいよ今シーズンも残す所あと2回とな
り、年間チャンピオン（グラチャン）を決め
る決戦も熱を帯びてきます。安全かつ楽し
い大会となるように、引き続き、皆さまのご
協力をお願い致します！

ドラコン賞（男性）
#8	 	Masami	Yamada	(Individual)
#17		対象者無

ドラコン賞（女性）
#8			Yoshie	Kikuchi	(Individual)
#17		対象者無

ニアピン賞
#3	 	Mike	Kikuchi	(Individual)
#6	 	Atsuhiko	Goto	(Univance)
#12		Yoshiya	Ojiro	(I-PEX)
#14		Tony	Yaoita	(BDO)

ベスグロ賞
82	 	Yasuro	Sato	(NVC)

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 井手さん、優勝 宮内さん、3位 佐藤さん

www.michigan-kai.com

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!!

http://www.aielloglobal.org
https://www.godaiko.com/home
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　ミシガンのゴルフシーズンも２ヶ月程度になってしまいました。ゴルフ自体はコロ
ナの影響はさほどなかったみたいですね。ゴルフ場も短期間で再開したし、野外な
のでみんなそこまで気にしないでプレーを楽しんでいました。私は超適当な人間な
のですが、ある部分では超潔癖＆細かすぎなのであまり積極的にはやっていません
でした。

　PGA Tour も無観客で行われております。行われているだけいいのですが、選手
たちのモチベーションの変化はあると思います。自分も見られた方が調子がいいの
で気持ちがわかります。目立ちたがり屋、もしくは、いいとこ見せなきゃいけないと
いう気持ちと緊張感があってスイングも程度のいい緊張感ができ、気持ちよくフィ 
ニッシュが作れる。しかし、コリン・モリカワ PGA Championship おめでとうです。
去年から見ていて、何勝かするとは思っていましたが、まさかPGAをすぐに取るとは
思いませんでした。他にも若手集団がいますが、モリカワのスイングが一番安定して
います。２３歳と若いので、これからも期待大ですね！

　ゴルフの面白いところは、40代と20代の選手が対等に競技できるというところで
す。最近では世代交代が見られますが、去年マスターズに勝ったタイガー・ウッズも
今年45歳でモリカワの倍の年齢にもかかわらず、同じ戦場で戦っております。恐ら
く今の若いゴルファー達のヒーローはタイガー・ウッズの世代なので、一緒にトーナ 
メントに出られて楽しいでしょうね。年齢差、性別が違うのにもかかわらず、ティーの
位置を変えたりできるので、本当にゴルフはみんなが楽しめるようにできています。

　今Youtubeの動画を撮っていますが、撮って載せては削除しての繰り返しです。 
できるだけこの素晴らしいスポーツを一人でも多く楽しんでいただきたいと思います。

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。

▲ご予約はこちら

Contacting the School about Remote Learning and Covid-19 : 
 リモート学習と新型コロナウィルスについて学校に連絡をする

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

＊＊＊　9月のイベント　＊＊＊
2020年9月1日～9月30日の間、Eメールにて無料でご相談をお受けいたします。

多くの学校がオンライン授業または一部オンライン授業を行うにあたり、先生や事務所
のスタッフに質問することがあるでしょう。ここでは色々な場面での質問の例文をご紹介
します。会話やメールのはじめに「Hi, how are you?」と言うのを忘れないでくださいね！ 

病気
•	 My daughter is sick today and can’t [go to school / join the online 

class].  Is there homework for her to do?  Can she watch a video later? 
本日、娘が病気で [ 学校に行くこと / オンラインクラスに参加することが ] でき
ません。宿題はありますか？後でビデオを見ることができますか？

•	 Do we have to get tested for Covid before she goes back to school?  
学校に行く前に新型コロナウィルス感染の検査をしなければなりませんか？

•	 Do we have to get tested for Covid if she is sick but doesn’t have a fever? 
彼女は病気ですが熱がなくても新型コロナウィルス感染の検査をしなければなり
ませんか？

インターネット/コンピューターのトラブル
•	 Our house is having wi-fi problems right now and my son cannot 

connect to your class.  What should we do?  
現在、我が家でWi-Fiに問題があり息子がクラスに接続することができません。ど
うしたら良いでしょうか？

•	 Is there a video of the class that he can watch later?  Are there any 
links for him to study? 
息子が後で見れる授業のビデオはありますか？勉強するためのリンク等はありますか？

•	 Our computer is not working and we need to get it fixed.  What should 
my daughter do for the next 2 days? 
コンピューターが動かなくて修理しなければなりません。娘はこの二日間どうした
らいいでしょうか？

理解するのが難しい
•	 My daughter is having difficulty understanding and following the 

online class.  Do you have any recommendation for us? 
娘はオンラインクラスを理解する事とついていくのが難しいようです。何か良い方
法はありませんか？

•	 My son doesn’t understand the homework.  I don’t know how to help 
him. Could you explain it a little more for him? 
息子は宿題が分からないようです。私もどのように手伝ってあげたら良いのか分か
りません。もう少し詳しく息子に説明してもらえますか？

•	 My daughter is not sure if this is how she should do her homework.  
Could you check it and let us know? 
娘は宿題のやり方がこれで良いのかが確かではありません。確認して連絡していた
だけますか？

欠席
•	 We will be [in Japan / on vacation] from (date) to (date).  It might 

be difficult to join the class at the regular time.  Is there a class 
recording that my son can watch at a different time? 
私達は（日にち）から（日にち）まで [ 日本 / 旅行 ] に行きます。通常の時間帯にク
ラスに参加するのは難しいと思います。息子が違う時間帯に見れる録画された授
業はありますか？

•	 My daughter has a doctor’s appointment on Friday morning.  Can she 
miss the class at that time or does she need to watch it later?    
娘が金曜日の午前中に医者の予約があります。その時間のクラスは休めますか、も
しくは後で見なければなりませんか？

これらの例文がお役に立てば幸いです。他にも何て言っていいのか分からない場面な
どのリクエストがあれば、次回の記事に掲載したいと思いますので日本語もしくは英語
でinformation@jfsusa.comまでご連絡ください。  

 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

Good luck at school this year!                 -Christina  

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。



 JAPAN NEWS CLUB 

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　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

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

 日本語 ―日本語は１を押して
ください（               月    ー          金                     8                 時        か    ら    5                時                   ）

■ 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
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

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。

日日本本語語をを話話すす医医師師のの診診察察をを受受けけらられれまますす。。
日日本本語語をを話話すす看看護護師師にに相相談談ががででききまますす。。
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　現在、お家から、出先から、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。

Instagramアカウント 
@japannewsclub

Japan News Club公式サイトから
Eメール登録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！
登録はウェブサイトから 

引越
米国ヤマト運輸

YAMATO TRANSPORT  U.S.A. 
11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103

ROMULUS, MICHIGAN 48174

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。

海外から日本への引越、また国内引越も
安心と信頼のクロネコヤマトにおまかせください。

イベント情報を募集しています！
急なイベント情報でもトップページに表示することが可能です。 

ウェブ広告を募集しています！
お手ごろな価格から、様々なサイズのバナー広告を購入できます。

https://www. JapanNewsClub.com

https://www.japannewsclub.com
https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
https://www.yamatoamerica.com/cs/international-ta-q-bin/?gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALchLsS_DBVKUFB0WZu-xTsbEezhzIQWFc4pF0lX9Xz-SWQG1KAkfZdhoC9_4QAvD_BwE
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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。
●問い合わせ先 
gifu@ujeec.org   248-346-3818 

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

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 JNC10/5/2020 JNC10/5/2020 JNC

<Postmates> 

その他
サニーポイント  チャイルドケアセンター

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

(248)
  347-6580

☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

  19149 Fry Rd., Northville, MI 48167
                                          (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)

www.sunnypointe.com

Sunny Pointe 
Child Care Center

https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
http://www.sunnypointe.com
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Old Nation Brewery
1500 E Grand River Rd, #A, Williamston, MI 48895

https://oldnationbrewing.com/

文＆写真　by ヤマトノオロチ
起死回生を目指す - 好調を続けるOld Nation Brewery    -Williamston, MI

　（右）Boss Tweed：Double IPA。Tavourでも購入可

   9月初めまでミシガン州は非常事態宣言発令
中。比較的穏やかだったミシガンの夏は例年
のようなレストランのパティオは食事を楽しむ
人でいっぱいではなく、まばらな感じだった。

　さまざまな困難もあるけれどもビジネス
は好調、と話してくれたのは、Old-Nation 
Brewer yのセールス担当のShane。O ld 
Nation-BreweryはWilliamstonにあるロー
カルブリューワリー。フラッグシップのM-43
をラベルや他のレストランのビールリストで
も見聞きした人もいるだろう。New-England 
style のHazy beerは今や日本でも人気だ。 
ローカルながら、そのHazy-beerが大人気と
なった-Old-Nation-Brewery-は、イリノイ、 
ニュージャージー、ペンシルベニア、-マサチュー
セッツ、フロリダ、ジョージア州でも発売され
ている。

　「好調」と言ったOld Nation Breweryは 
ブリューパブだが、「従業員やお客さんの安
全を考え、営業はcurbside pick upだけ」を続
けている。コロナウイルスの第二波が深刻化

したなら、再びレストラン等が閉鎖になるかも
しれないという不安を常に考えているという。
「好調」の要因は、ローカルから全米を見据
えた生産と販売の両輪をうまく回しているか
らだった。一つは"contract brew"といい、生
産の一部をデトロイト・ダウンタウンにある
Brew-Detroitに任せているからである。Brew-
Detroitでは自分のブランドのビールも作る
が、ミシガンの他のブリューワリーのビールを
それぞれのレシピを使って製造している。ス
ペースが限られているOld-Nation Breweryは
契約を結ぶことにより、自分たちのこだわり
を変えることなく生産を増やせる。それと同
時に「ローカルの品を全米へ」の挑戦。宅配
サービスのTavourへの参加だ。

　 春 以 降 、いくつものブリューワリーで
curbside pick up や15分以内等の制限範囲
で宅配が受けられる。だが、時間やセレク 
ションが限られてしまう。Tavourは全米47州
の650の個人経営のブリューワリーをつな
ぎ、1本からでも宅配するシステム。1回の送

グラスの向こうが見えないほどのHaze。

　今回は、ミシガンのリゾート地として
知られるミシガン北部ハーバースプリ
ングスにあるファームを紹介したい。 
　 街 の 中 心 地 から１０分 ほ ど 車 を
北に走らせた場 所に位 置するPond 
H i l l -Fa rm。２００エーカーにも及ぶ
広 大 な 敷 地 に は 、ワ イナ リ ー 、ブ
リューワリー はじ め 、ペッティング 
ファーム、野菜やピクルス、ジャムを販
売するマーケット、そしてダイニングレ
ストランがあり、その大自然を訪問者
たちに開放している。

　子どもたちが体を思い切り伸ばせる
よう用意された木の遊具の数々や、ノ
ーム（Gnome：大地の精）のお家探し

を楽しめるトレイル（1．5マイル）など
は、子どもから大人まで家族で楽しめ
るハイキングスポットだ。

　食事は、農家で収穫された野菜と
地元の食材を使ったファーム・トゥ・テ
ーブルのカジュアルなダイニングスタ
イルで、自家製ワイン、ビール、ハード
サイダーなど、それぞれ種類が豊富で
すべて試してみたくなるほど。通常レ
ストランは、ログハウス風の店内でい
ただくスタイルだったが、現在のコロ
ナ対策において、訪問者の距離を制限
した店内でオーダーを済ませ、屋外に
て食事を受け取り、十分に間をとった
屋根付きの屋外ビアガーデンにていた

Pond Hill Farm
Harbor Springs, MI 

5699 S Lake Shore Drive Harbor Springs, MI 49740 
https://www.pondhill.com

ビアガーデンで頂いたのは、Griddled Fresh Whitefish on  
Brioche Bun。その日にミシガン湖であがった新鮮な魚を使用。

Gnomeハウスは合計12箇所。ハイキングにはもってこい。

料は$14.90（税別）。一定料金なのでこれを
最大限に生すこともできる。Shaneが紹介し
てくれたこのTavourは-iOS、Androidの無料
アプリ。このコロナ禍、多くのブリューワリー
が厳しい状況だが、Tavourは販売経路を持
たない州へも宅配されるので、起死回生に
つながるシステムだ。全米47州の会員に毎日
「おススメビール」を配信する。人気のもの
はあっという間に売り切れる。全米との競
争にはなるが、ミシガンだけではなく「求め
ている」人とのつながりが広がる。

　Old NationのオーナーはWilliamston在住
で、地域に根差したブリューワリーを目指し
ている。特にオープン以来、活動をあまり前
面には出していないが学期ごとに地域の学
校区への寄付を積極的に行っている。

　Old-Nationの最新情報。2017年に 
シーズナルで発売したCart-Horseが
9月上旬にまた出る。New-England-
StyleのIPA（ABV.7.5%）の-Hazy  

beer。そしてこれはまだどこにも発表してい
ない情報、として10月には-New Boss Tweed
の-guava（グアバ）が発売される。IPAはも
ともとフルーティーな風味があり、マンゴー
などをIPAのフレーバーの一つとしていれる 
ブリューワリーも多い。今回のグアバはどの
ような味になるか楽しみだ。

　コロナによる影響はまだ続くが、ミシガン
ブリューワリーの健闘を期待している。

(写真提供： Old Nation Brewery)

（上）ミシガン州内5か所にある。Ｉ-75上のアーバンヒルズでも見られる

人気なので、9月から再発売のIPA。 ブリューマスターが顧客の意見を 
とりいれたフレーバー。 

注意： 米国でのアルコール購入・飲酒は21歳以上です

だける。ハンドサニタイザーもあちらこ
ちらに設置され、対策もしっかりされ
ている印象だ。現在は午後６時まで（
注文は5時半・土曜のみ午後8時まで
pizzaナイト）の営業となっている。

　このファームでは、リーシュをつけて
いればペット（犬）もウェルカム！との
こと。森の中のハイキング、散歩、冬季
には、雪に覆われる大地をクロスカン
トリースキー、スノーシュー、ファット
タイヤバイクで冒険も可能とのこと。

夏だけでなく、9月、10月は紅葉の季
節、まだまだ美しいミシガンを楽しむ
ことができる時期。冬季も営業してい
るので、スキーやスノーボードで北を
訪れる機会がある際は、ぜひ寄ってみ
ていただきたい。

こちらも気持ちの良い眺め。大自然をゆったりと楽しみたい
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

ミシガン大学病院 　
第５回 オンライン マインドフルネス
　　　　１０月 無料養成クラス申込受付中

クラス： 10月5日 - 26日　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 

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。

◆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

◎コービー・ラーニング・グループ
“Bring Your Friends 20-20”

お友達を誘って20㌦割引！

Koby Learning G r oupでは9月度キャンペーン

としてお友 達にコービーをご紹介くださり

その方が入学された場 合は、紹介 者共に受講 料を 

20ドルを割引します！！

クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

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 

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

● 　フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、

　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。

● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。

● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

ノバイ ファミリー歯科医院
BRIAN H. ANDRESS D.D.S.

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

ドクターと日本人スタッフ

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

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

大人と子どものための家庭歯科医

受付時間

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

96 696

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

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

○○ ＥＥ、、ＬＬビビザザををおお持持ちちのの方方のの配配偶偶者者、、JJ２２ビビザザ保保持持者者、、ままたたはは米米国国でで合合法法的的にに働働けけるる方方

子子どどももたたちちのの輝輝くくよよううなな笑笑顔顔にに
囲囲ままれれててみみまませせんんかか？？

ここんんなな方方をを求求めめてていいまますす！！！！

○○ 笑笑顔顔でで元元気気よよくく子子どどももたたちちとと接接すするるここととががででききるる方方

○○ 幼幼稚稚園園、、小小学学部部、、中中学学部部、、高高等等部部でで学学級級担担任任やや教教科科担担任任ににななるるここととにに興興味味ののああるる方方

○○ 子子どどももたたちちをを育育ててるる手手伝伝いいををししたたいい、、子子どどももとと頑頑張張っっててみみたたいいととおお考考ええのの方方

（（教教員員免免許許、、講講師師経経験験のの有有無無はは採採用用判判断断にに影影響響ししまませせんん））

（（採採用用決決定定後後、、労労働働許許可可証証はは当当方方でで手手配配ししまますす））

○○ 常常勤勤講講師師、、非非常常勤勤講講師師（（臨臨時時講講師師））ととししてて土土曜曜日日にに勤勤務務ででききるる方方

詳詳細細ははＥＥメメーールルままたたはは電電話話ででおお問問いい合合わわせせ下下ささいい。。

ＥＥメメーールル ：： saiyojsd@jsd.org

Web ：：www.jsd.org ⇒⇒

電電話話：： 248-946-4697  内内線線 200              

デトロイト補習授業校新規採⽤説明会
⽇時： 2020年 10⽉10⽇（⼟）午後1時〜2時
場所： ウェブ形式

★研修システム、新任講師サポート制度あり

★教員免許保持者手当てあり

★常勤講師として採用された場合、お子さん１名につき学費の約40％(賛助金)を免除

★勤続年数に応じた表彰制度あり

★チャイルドケアあり（2歳以上） ★欠勤手当あり ★通勤手当あり

○○ 短短大大卒卒程程度度のの学学歴歴ををおお持持ちちのの方方

https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl 
"Novi Adult ESL"

Novi Adult Education
大人向け ESLクラス
対面 & オンライン クラス 
2020年9月 - 2021年 6月

詳 細・申込は下記のリンクから
 
　　または、 　 　 　 　 　 　 　 　  を検 索

〜  現在 申込受付中 〜
今すぐお申し込 み を！

プログラム内容：

•  レベル 分けされたE SLプログラム
•  今 秋、来 春クラス開 講
•  研 修を受け専門資 格を有する教 師陣による授 業
•  オンラインのみ、または対面クラスあり
•  様々な言 語背景の多国 籍参加者  多数
•  英会話、交 流 時間の機 会あり
•  就 職 準 備  –  仕事上のコミュニケーションに必 要な 

ソフトスキル 養 成
•  デジタル面の丁寧なサポート提 供

https://www.novidentists.com/
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
http://izakayasanpei.com/
https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl

