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ー 広めたい、伝えたい、応援したい ー
米国でのこんな社会貢献活動
米国に住み始め、一番のカルチャーショックは、個人のボランティア活動や企業の社会貢
献活動に対する人々の姿勢だと感じる方は少なくないのではないでしょうか。ふと、多忙な
日々のなか立ち止まり周りを見渡すと、活発に活動を行なっているNPO、チャリティ団体が
存在し、個人でも積極的に取り組み参加していることに気がつきます。今後もJNCでは不定期
シリーズとしてこれまで知らなかった「こんな団体のこんな活動」を紹介していきます。
							
（JNC編集部）

乳がん 卵巣がん 子宮がん患者をサポート

1. SHARE 日本語プログラム
ー ひとりで病に立ち向かわないで ー

1 9 7 6 年 、ニ ュー ヨ ー ク で 活 動
を 開 始 し た 乳 が ん 、卵 巣 が ん 、子
宮 が ん 患 者 を 支 援 する 非 営 利 団 体
「SH A R E-Cancer-Support」。その
傘下で、2013年より拠点であるニュー
ヨーク州以外に居住する日本人／日系

人向けにも同活動を広めていく取り組
みを始めたのが、
「SHARE 日本語プロ
グラム」だ。同団体は、全米に住む日本
人、日系人の方が病気になった時、言語
バリアのあるなか一人で病に立ち向かわ
なくてもすむようなコミュニティーを作ろ

www.riveroakswest.com
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

うという使命を持ち、現在、州をまたい
で精力的に活動を行っている。
SH A R E日本語プログラムの主な活
動は、月に2回の定期患者サポートミー
ティング、電 話相談（ヘルプライン）の
他、専門家によるセミナーや勉強会だ。
患者サポートミーティングは、乳がん、
卵巣がん、子宮がんの方を対 象に、こ
れらのがんの疑いがあると診断された
方から、すでに治療が終わった方まで
が参加が可能だ。時には家族や大切な
方と一緒に参加することもでき、同ミー
ティングには、トレーニングを受けた同
じ疾患の経験者が、ファシリテーターと
してミーティングをまとめている。

「ヘルプラインでの相談は様々で、
検 査をどこで 受ければ良いか、アメリ
カで医療サービスを受ける場 合、また
日本 で の治 療を選 択する場 合、治 療
中に渡 米 や日本へ帰 国 することにな
った場 合など、それぞれの状況に応じ
て幅広く対応をさせていただいており
ます」と話すのは、同団体で活 躍する
コーマン寧子さん。セミナーや勉強会も
定期的に開催しており、医療研究者、
医師また専門家を迎え、乳がん、卵巣
がん、子宮がんの啓発セミナーだけで
なく、多くの方に有益なトピックを選ぶ
ように心がけているという。これらの
サービスはすべて無料で受けられる。
「これまでに乳がん、卵巣がん、子宮がん
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を経験された方には、サポートミーティン
グに参加していただくことで、それぞれに
お住まいの地域での情報を共有する手
助けとなります。心情を分かち合うだけ
でなく、これからこのサービスをご利用
いただく方にとって大きなサポートとなり
ますので、ご協力をお願いするとともに
ご参加をお待ちしています」

い」など、患者に寄り添ってくれるような
嬉しいアドバイスを日本語で丁寧に説明
した。このようなセミナーは海外に住む
うえで言葉のバリアがある人にとっては
大変ありがたいもの。
「一人でも多くの方
に、このようなさサポートをしている団体
があるということを知っておいていただ
きたい」と話した。

去る9月23日にも、同プログラム主催
にて「米国で病気になった時に役立つ
医療システムの事」と題したオンライン
セミナーが行われた。講師は、SHARE
日 本 語 プ ログ ラム の 代 表 を 務 め る
ブロディー愛子さんと、運営委員（ピア
サポーター）の方々。これまでの経験を
もとに、病院や医師の選び方から健康
保険、支払いについてや日米の医療シ
ステムの違いなど、気を付けるべき点、
知っておくべき点などに焦点をあてて紹
介。また、セカンドオピニオンの受け方
や、保険支払いのこと、疑問に感じるこ
とに対して「すべて言われた通りに受け
入れるだけの良い子になりすぎない」
「疑問をもったらまずは相談してほし

セミナーだけでなく、他にもアメリカで
生活するうえで知っておきたい医療関連
記事を日本語に翻訳し、ウェブサイトに
掲載している。また、ニュースレター登録
をすると、セミナーやイベントの案内がメ
ール配信される。
同団 体 では、医 療 関 連 記 事を日本
語に翻 訳できるボランティアの方も随
時募集している。SHARE日本語プログ
ラムの患者サポートミーティングへの参
加お申し込み、お問い合わせ、ニュース
レター へ の お 申し込 み は 、E m a i l :
admin@sharejp.org-または、U R L:
https://sharejp.org /「お問い合わせ
欄」から日本語でお申し込みを。

SHARE
日本語プログラム
https://sharejp.org
＜使命＞
• アメリカにお住まいの日本人が、一人で
病気に立ち向かわなくても済むようにす
ること。
• 患者力をつけていただくための正しい
情報を提供すること。
SHARE日本語プログラムは、SHAREメインオフィ
スの方針に基づき、すべてのサービスを無料で提
供しており、活動は企業や個人からの寄付で運営
しています。
＜各種ボランティアを募集＞

翻訳、ウェブサイト／SNS、各地域のコミュニティーリサーチ、各地でのファンドレージング、セミナー講師

＜SHARE日本語プログラムでのボランティア活動内容について＞
＜ご寄付に関して＞

https://sharejp.org/donate

			

https://sharejp.org/volunteer

2. Leader Dogs for the Blind
ー 盲導犬養成で視覚障がい者を支援 ー
ミシ ガ ン州 のロチェスターヒルズ
に、Leader dogs for the Blind という
団体がある。こちらは、その名のとおり、
リーダードッグ（盲導犬）育成をはじめと
する視覚障がい1を持った方（クライア
ント）の暮らしを援助する団体だ。クラ
イアントは、アメリカ国内だけでなく、メ
キシコ、スペイン、カナダ、その他にも及
び、盲導犬訓練施設としては全米でも世
界でも最大級という。
同施設の主な活動は、１）盲導犬（リ
ーダードッグ）育成・訓練、２）盲導犬
との暮らしや白杖（White Cane）使用
の生活を実現させるための視覚障がい
（または加えて聴覚障がい）者向けオ
リエンテーション＆モビリティ訓 練、
３）ティーンエイジャーを対象とした夏
休みのプログラム など。すべてこれらを必
要とする方々に無償で提供している。
1939年に創立されてから、現在同施
設では180名が活動に携わり、世界中
から迎えるクライアントの、３週間にも
わたる訓練時の宿泊、食事、交 通費も
同じく無償で提供している。これらの活
動はすべて個人や団体/企業による完全
フィラントロフィー2の寄付により実現さ
れている。年間約200名のクライアント
に盲導犬のサービスを提 供しており、
１００名のクライアントに白杖（はくじょ
う）トレーニング、サマーキャンプは今年
はコロナの影響で、通常受け入れは24
人のところを、バーチャルキャンプにした
ことで、通常の倍、５０名の若者たちに、
サービスを提 供することができたとい
う。その他にも、視覚に加え聴覚障がい
のある方たちにも、同様に手話を交えた
1 Blindと診断された
2 人々のwell being（心や体が健やかな状態で人生
を送れること）を改善したり高めることを目的とし
た、利他的活動や奉仕的活動

未来のリーダードッグ！左からミア、
リーフ そしてセコイア

特別のプログラムを展開している。
同団体のチーフ・フィラントロフィー・
オフィサーを務めるメリッサ・ウェイスさ
んに話を伺った。
「現在米国でBlindと診断されている
人口は約130万人に上り、盲導犬や白
杖のトレーニングを受けて過ごしている
人口は、そのうち10%に過ぎないので
す。90%の方は低所得層に属し、60%は
職につけず、43%がデプレッション（う
つ、または深刻な精神不安定状態など）
の状態にあります」と現状を説明。
「重要なのは、このように完全に無料で
サポートを受けられるサービスがあるこ
とを周知すること」と続ける。
「周りにも
しも、サポートが必要な方がいれば、ぜ
ひ声をかけてください」と話す。社会か
ら孤立しがちな生活を続けるクライアン
トが、職を見つけ、家族と、友人と、社会
と繋がる基本の生活は、同団体の活動

（４ページにつづく）

（上）笑顔のリーフ
（下左）
ジャーマンシェパードのスターリン
（下右）白杖トレーニングの風景
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ミシガン州 ノバイ市 ゲート付きコミュニティ - NOVI, MI

高級 2&3ベッドルーム 賃貸アパートメント住宅
または直接お越しください | 地域の皆さまに愛されベストチョイスに選ばれました！
WE ARE OPEN! -営業中につきオンライン問合せ、
ゲート付きコミュニティ

プレミアム級の内 装

ジムは毎日２4 時 間オープン

ペットにも優しい環 境です

248-946-4742

41745 Midtown Circle, Novi, MI 48375
Office@HuntleyManor.com
ガレージは２台用

リゾートスタイル プール

www.HuntleyManor.com

上質な暮らしを実現させる住まいへ！
2 & 3 ベッドルーム 賃貸アパートメント住宅 ｜ アタッチ式ガレージ（ 2 台用）
ペットにも優しい環境です！

クラブハウスはじめ、
暖炉のある屋外パティオ、
プール、スパ、

フィットネスセンターなど、高級リゾートを彷彿とさせる内装・
設備の数々。木目調フローリング、ステンレスの電化製品、

天井高は9フィート、グラニトのカウンタートップ、洗濯機

乾燥機付、２台駐車用ガレージはアタッチ式と、上質で快適な
住まいを実現させるアパートメント住宅、ぜひご覧ください。

VOTED BEST IN CLASS!

2台用アタッチ式ガレージ付

リゾートスタイル温水プール
ラナイ付き スパ

ジムは毎日 24 時間オープン

248-432-1996

2063 ShearWater Circle, Commerce Twp. MI 48390
Office@RentShearWater.com

www.RentShearWater.com

ミシガン州 コマース タウンシップ
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で叶えられる、と話す。
ここで忘れてはいけないのが、この活
動、施設に関わる多くのボランティアの
活躍だ。
こちらのリーダードッグは、ゴールデン
リトリバー、ラブラドールリトリバー、
ジャーマンシェパードの３犬種。親犬の
世話・出産前後を担うボランティア、ま
た、子犬を育てる「パピー・レイザー」
（生後7週間から15ヶ月までの生活を共
にする）、施設に会いにきてリーダードッ
グと一緒に時間を過ごすなどの施設で
のボランティアなど、いろいろな形でボ
ランティアが活躍している。
特にパピー・レイザーのボランティア
は、その大きな役割のひとつ。家族の一
員としてパピーを迎えて育てる。愛情を
注ぎ、人や犬と触れ合わせ、いろいろな
場所、スーパーやレストラン、仕事場など
に連れていき、様々な環境のもと基礎マ

ナーを教え生活させていく。現在、500
名を超えるボランティアが、パピーレイ
ザーとして大切に未来のリーダー犬を育
てている。
日本 で 高 校 時 代を過ごしたという
メリッサさんに、当地で日本人家庭がパ
ピーレイザーのボランティアを希望した場
合、言語の壁があるかという質問をした。
「犬を理解して接し方を知っていれば、ト
レーニングやマニュアル、ビデオ、ウェブサ
イトでサポートが随時受けられるようにな
っているので、ウェルカムです。興味のある
方はぜひ連絡をしてください」
パピーレイザーと過ごした後、犬たち
はこのロチェスターヒルズの施設に戻さ
れ、盲導犬になるための１６週間の訓練
が開始される。うまく行けば、その後世
界中のクライアントとマッチングされ、各
地域より訪れるクライアントと３週間の
宿泊訓練に移ることができるのだ。特別
資格をもつ「ガイドドッグ・モビリティ・
インストラクター」により、クライアント

＜ボランティアとしてできること＞
• 繁殖犬受け入れ
• 子犬の受け入れ
• ロチェスターヒルズ施設でのボランティア
Leader Dogs for the Blind では、認定された条件の
もと、盲導犬、白杖訓練のサービスを無償でおこなっ
ている。すべての活動は、企業や個人からの寄付で
運営している。

https://www.leaderdog.org
https://www.leaderdog.org/donate/

＜Leader Dogs for the Blind ボランティア活動内容について＞
＜ご寄付に関して＞

の異なる生活環境に合わせた訓練（公
共交通機関を利用する、極端な気候の
土地（気温 差）での生活など）が実施
される。晴れて、卒業を迎えられれば、
ヘルパーとしてだけなく、パートナーとし
て、家族として盲導犬との生活を始める

スタート地点に立つのだという。
通常は見学ツアーもあるが、現在はま
だコロナのため休止中。周りにサービス
が必要な方がいればぜひ声を広め、ボ
ランティアに興味のある方は、ぜひこち
らの団体まで連絡を。

（上）
リーダードッグとの生活を送るクライアント
（左）
リーダードッグの訓練風景

【受付時間】 月・金：９am ～ ２pm

火～木：９am ～ ５pm

www.takadadentalclinic.com
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心臓病治療の最前線
第152 回

こ

マスクについての考 察

の原稿を書いている9月の終わりには、もう夏は

の人が、外出時には常にマスクが必要だとすると、世

在庫が、数倍から数百倍に膨れ上がっていることがわ

れる今日この頃です。今年は、“実り年”なのか、家の前

ます。最近は、使い捨てではなく、洗って再使用可能な

ムだけの数字ですから、デトロイト全体、アメリカ全

とうの昔に過ぎ去り、朝夕は肌寒くさえ感じら

の大きな樫の木から、たくさんのドングリが霰のよう
に朝夕降り注いで、一日中コツコツ、パチパチと賑やか
な音を立てています。つい最近まで、我が家のプール

にも、息子や娘たちの声が響き、また、我が家に遊び
に来られた方々のお子さん達の楽しそうな笑顔が弾け

ていたのも遠い昔のように思えます。アメリカ全国で
は、依然として新型コロナの流行が続いているようで

すが、ミシガンでは、少なくとも医療現場では、流行は

だいぶ落ち着いてきているように思えます。マスクをつ

けるかつけないかが、政治問題になるアメリカの政治

状況には、あきれてしまいますが、マスクをつけ、社会
的距離を保つことで、ウイルス性呼吸器感染症の流行

をある程度抑えることができるということは、今回の新
型コロナウイルスの世界的大流行で、よく実証された
と思います。

私の働く病院では、医療従事者、患者さんを問わず、

界中で、一日に数億、数十億枚のマスクが必要となり
マスクもよく見かけますが、それにしても、
マスクの必
要枚数が、天文学的数字になったことがよくわかりま

す。日本で、安倍前首相が、数ヶ月前、アベノマスクと称

して、国民一人一人にマスクを配ったのも、最初はコミ
カルに思えていましたが、今になって振り返ってみると

マスクが全国の店頭から消えた時に、ある程度の沈静
効果はあったのかなと思われます。

このマスクの 必 要 数に 関して 面白いデ ータがあ

りま す。デトロイトおよび そ の周 辺 地 区には、ボー
マント、ヘンリーフォード、サントジョン、お よび デ

トロ イトメディカル セ ンター の 、四 つ の 大 き な 病
院システムがあります が、そのうちのある病 院シス
テムでの 個 人 防 護システム（ P P E - P e r s o n a l - P r o te c t ion -E qu ipment )の、在 庫データが内部資 料と

して公 表され たのを目に する 機 会 が ありました 。
この 病 院システムで は 、ピークの 4 月には 、一日

院内ではマスクの着用が義務とされていますが、マス

合計1,200名を超える新型コロナ感染症の入院 患者

ます。私は、多少軽い花粉症の気があり、時々、くしゃ

8月現在では、12,000,000枚の通常の使い捨てマス

クを一日中着用することでわかったこともいろいろあり

みが止まらなくなったり、理由もなく突然透明の鼻水
が出てきたりすることがあります。いつもというわけで

はないのですが、これが始まると、
マスクの中が水浸し
になり、とても不快で、すぐ、新しいマスクに変えないと

気持ちが悪くてたまりません。また、手術室に入るとき
は、新しいマスクに付け替えますし、そんなこんなで、
一日に数枚のマスクが必要になることがよくあります。

こうしてみると、新型コロナの流行が始まってから直ち
に、世界的にマスクが足りなくなった理由がよくわかり
ます。医療従事者は特別ですが、一般の人も、世界中

があったそうですが、それに対処するためになんと、

かります。これは、デトロイトのただ一つの病院システ
体、世界全体ではとてつもない数字になりそうです。

コロナの流行でこれらの品物については、どれも品

薄が続き、最高値時には、購入価格が平均で数倍に跳

ね上がったと報告されていますから、これらの在庫の
増加が、病院の経営を圧迫したであろうことは、想像に
難くないところです。

コロナの流行では、患者数や、亡くなった方の数な

ど、人的データは毎日のように目にしますが、このよう
な、隠れた物的側面に関するデータはあまり目にした

ことがありません。そのほか、高度の医療機器、人工呼
吸器や、集中治療室、体外式膜性酸素供給器（ECMO)

などの機材や経費を含めると、このコロナウイルス感
染症が、世界の医療の物的、経済的側面に及ぼしたス
トレスの大きさは、限りなく大きいと考えられます。

一日も早く安全で有効なワクチンが開発され、この

新型コロナの世界的流行が下火になることを願って止
みません。

クの在 庫を備えていると報 告しています。コロナ前
では、41,0 0 0 枚だったそうで、なんと、在 庫が3 0 0

倍 近く増えた計算になります。もう少し高度な保 護
機能のあるN95型のマスクでは、69 0,0 0 0 個（コロ
ナ前は26,500個）、使い捨て手袋6,510,000枚（同

1,410,000枚）、顔シールド369,000個（同3,700個）、

使い捨て靴カバー745,800枚（同13,500枚）、使い捨
て医療用ガウン421,000枚（同19,700枚）、大型瓶入

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高

り手指消毒器31,000個（同5,600個）、保護用ゴーグ

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、
ル2,000個（同250個）など、どの個人保護システムも、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

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
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
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。

我が家のどんぐりや木の実などで作った作品集 2020

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。
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク” （第212回）
トランプ政権最後のあがきに神風か？
１０月に入り、ミシガンでは朝晩の気温もグッと下がり、あちらこちらで日に日に紅葉・
黄葉が目立ってきました。日本では首相交代、新内閣発足後近々予想される国会解
散、総選挙を睨んで一つの転換期に差し掛かっていますが、新首相、新政権はコロナ
対策、経済復興の２つの重石をどう取り除いていくのか見ものです。
すでに１年延期された東京オリンピックは年を越してもコロナ騒ぎが続くと２度目の
延期はなく最終中止となり、経済の落ち込みが更に悪化するのは必至。海外からの訪
問客も重要な影響因子であるため、日本だけでなく海外諸国のコロナ事情も相互にま
た複雑に影響するので、直近の欧州や米国内の状況を見聞きすると運良く来年開催で
きても海外からどれだけの人が訪日するか極めて悲観的です。日本にとっては半世紀
に一度の大きなイベントなので、
「運が悪かった」と簡単に諦め切れないですが、日本と
海外諸国にとってベストの結論になって欲しいものです。このところ芸能人の自殺報道
が相次いで気持ちが沈みがちな日本に少しでも明るい出来事が訪れるのを願って止み
ません。コロナ騒ぎの影響で鬱状態の人が増えているのは米国も同じ。日頃からご家
族や身近な人の言動にもお互いに気配りして、声がけ、短い電話、メール連絡でいいの
で負の連鎖防止に努めましょう。
地元ミシガンでも今月早々から映画館、ボウリング場などが営業再開されますが、コ
ロナの新規感染拡大にならぬように室内では特にマスク装着、最低距離の確保、手洗
いの励行に引き続き留意要ですね。
スポーツの話題を少々。NFLプロフットボールと一部大学フットボールがシーズンイン
する傍ら、NBAバスケットボールファイナルの組合せはレブロン・ジェームス率いるロス
アンゼルス・レーカーズとマイアミ・ヒートに決定。NHLアイスホッケーのスタンレーカッ
プファイナルはタンパベイ・ライトニングが優勝。MLBは６０試合の短期レギュラーシー
ズンが終わり直ぐにプレーオフ突入。日本人選手所属の数チームが残っており、細々な
がらフォローしています。特筆すべきは最多勝確定、ナ・リーグのサイヤング賞有力候補
でもあるシカゴ・カブスのダルビッシュ投手とドジャースからア・リーグ移籍後先発で見
事な活躍を見せたミネソタ・ツインズの前田投手。プレーオフや大試合に強いヤンキース
の田中投手も含めてどこのチームがワールドシリーズまで進めるか注目です。今期お目
当ての一つだった二刀流大谷選手所属のロスアンゼルス・エンジェルスは今年も弱体投
手陣が足を引っ張りプレーオフ進出ならず、大谷選手も右腕の故障でわずか２試合の
登板で二刀流を断念。打者に専念した後も精彩を欠き４４試合出場、本塁打７本、打率
１割９分でシーズン終了。本人もファンも残念な結果となりましたが、来シーズンこそ完
全復活してフルシーズン怪我なくプレーし、トラウト選手と共にプレーオフ進出を実現す
る活躍を願います。
プロテニスでは先月上旬に終了したUSオープン女子シングルスで大坂なおみ選手が
２０１８年に続き２度目の優勝。オーストラリアオープンを含めたグランドスラム優勝３度
はアジア人としては２０１４年に引退した中国のリ•ナ選手の２度を抜いて最多記録です。
前書きが長くなりますが、大切なことなので追記します。大会中大坂選手はプレー
だけでなく人種差別抗議と視聴者の問題意識促進のためこの数年間に米国内で起
こった警察官による黒人の死亡事件の犠牲者7名の個人名入りマスクを決勝戦まで
進んだ場合の試合数と同じ7枚用意し、毎試合1枚ずつ取り替え装着してコートに入
場。見事優勝して7枚すべて使い切りました。米国での人種問題の根の深さ、複雑さ
に疎い日本のファンの中には「スポーツに政治問題を持ち込むな」などとステレオタイ
プで紋切り型の否定的コメントもかなりありましたが、人種問題は短絡的な政治問
題ではなく個人の存在、人の命に関わる最重要な人権問題であることを理 解してい
ない発言でした。今回のことだけでなく、大坂選手は日頃からSNSで人種問題への
抗議活動を続けており、彼氏と一緒に平和的抗議デモにも参加したこともあります。
彼 女自身も幼い頃から日本人のお母
さんとハイチ人のお父さん の 間 に生
まれた混 血 黒人として親 達も姉 妹も
差別を受けた経験もあるでしょうし、
彼 女の人 種 問 題に関する考えやスタ
ンスが 変わったわけではなく、ずっと
一本 筋が 通った言 動を続けており、
今 大 会 の 機 会 を活 かして 世 界 中 の
視 聴 者 に 対して 問 題 提 起し 、理 解
を求める拡 大 行 動をしただけです。
それを知らない、理 解していない 一
部 の日 本 人 が ブームに 乗 って自 分
勝 手 にファンになりな がら、彼 女を
自 分 の 理 想とする日 本 人 像 、選 手

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

像に勝 手に当てはめようとして、そこから外れた言動をしたら文句を言うのは全くお
門違いの過 干渉でその人のエゴに過ぎません。２０代前半の元々は内気で恥ずか
しがり屋の大坂選手は白人主導のテニス界やテニスファン、一般の人 達からの否定
的な反応やSNSのコメントを心配して一時はスマートフォンを見るのが怖くてオフに
していたと述懐しています。それでも前哨戦からの流れを継 続し、同大会でも最初
の意志を貫徹した決意と実行力には尊敬の念しかありません。引き続き一ファンとし
て応援を続けます。大会中に痛めた太腿の回復とクレーコートへの対応準備不足の
理由で 現 在開催中のフレンチオープンには出場 せず、もし今月末 開催予定のW TA
ツアーファイナルに彼女が出場しないと、今シーズン彼女のプレーはこれで見納めかも
しれませんが、まだ先が長いテニス人生ですからゆっくり着実に進めばいいと思いま
す。改めて優勝おめでとう！お疲れ様でした！！（閑話休題）
もう一つフレンチオープンと言えば、男子では先月からクレーコートシリーズで約１年
ぶりに実戦復帰した錦織選手がまだまだ不安定なプレー内容ながらコートに戻って来
た姿を見て嬉しいやら、懐かしいやらです。初戦は第３２シードのエバンス選手と５セッ
トのフルセットマッチになりましたが、ギリギリ勝ち切りました。２回戦も勝つと順当なら
ば３回戦の相手は前回優勝者『クレーの王者』ナダル選手になります。どこまでプレーの
レベルが戻っているか、どれだけ通用するか見てみたいです。
さてようやく本題ですが、今月号のテーマは『トランプ政権最後のあがきに神風か？』です。
来月３日の次期大統領選挙投票日までひと月程になりました。
先月末には第１回目のトランプ、バイデン両候補者の公開TV討論会が開催されたは
ずですが、本原稿作成時では結果がどうだったか知る術がありません。トランプ候補者
としては前回選挙時のクリントン候補者とのTV討論会と同じように具体的な政策論議
や過去４年間の施政の失敗や不具合の弁明を避け、対立候補の人格攻撃や相手の発
言中にチャチャを入れ、イラつかせて失言を誘い、視聴者の注意を逸らして自分のペー
スに引き込もうとする気がします。特にコロナ対策の不手際や直近でニューヨークタイム
ス紙にすっぱ抜かれた自分の個人所得税申告に関するやり取りはマイナスにしかならな
いため、
「コロナ対応は素晴らしかった」と自画自賛し、税申告についてはお決まりの「全
くのフェイクニュースだ」発言を繰り返し、極力弁明を避けるでしょう。バイデン候補者と
しては、決してその術中にはまって挑発に乗らずイラつかないように冷静を保ち、視聴者
がファクトチェック（事実確認）しても間違いの無い事実とデータを基に理詰めで論理
的な論戦を展開しなければなりません。この基本線は第２回目、最終第３回目のTV討
論会でも同じですが、第１回目の結果次第で部分的な軌道修正も必要でしょう。要はト
ランプが得意なリアリティーショー化、バラエティーショー化、エンタテインメント化しな
いように、トランプペースにならないようにしなければなりません。途中一度だけ開催さ
れるカモラ・ハリス女史とマイク・ペンス副大統領候補者同士のTV討論会では司法検
事経験のあるハリス候補者が裁判案件と同じように確固たる証拠となる事実を積み上
げてコロナ対応のタスクチームリーダーでありながら大統領のウソ証言を擁護し有効な
対策を取らなかった汚点や他の政権施策の不具合を追及し、視聴者間の点数を稼いで
バイデン候補者の援護射撃がどれだけできるかも重要なポイントと思われます。
皆さんもご存じのように事前予想ではバイデン候補者にリードを許し苦戦が予想さ
れているトランプ候補者は他のことは見向きもせず、ほったらかしにして、何が何でも再
選を最優先目標として目指し、ありとあらゆる手段と権謀術数を使ってバイデン候補者
を支持する有権者の投票を妨害し、投票意欲を削ぎ、自分に有利になるように毎日のよ
うに最後のあがき的な汚い工作を仕掛けています。
具体的には投票権を持つ有権者に選挙登録や移民書類上の不備があり投票がない
とケチをつけ対立候補者の投票獲得数を減らす工作をしたり、州毎にルールや取り扱
い方法が異なるコロナ感染リスク防止・軽減のための事前郵便投票の信頼性に根拠の
ないケチをつけ、郵便投票と投票所での投票両方やってどちらもちゃんと受け付けられ
るか試してと違法行為を勧めたり、自分の息が掛かった郵政長官には郵便物の自動仕
分け装置使用禁止や郵便投票受付箱数の削減や残業禁止令で郵便物の処理能力低
下、層別・仕分け・集配の大幅遅れを引き起こし、有権者を混乱させ、投票意欲を削い
で棄権するように仕向けたり、郵便投票が締切り日時までに配達されない恐れを生じ
させ、締切りに間に合わなかった郵便投票は無効扱いにすべきと言い張り、フェアで倫
理的な投票が行われない限りたとえ自分が選挙に破れても、選挙結果を認めないし、
ホワイトハウスを穏便に明け渡すつもりもないコメントを繰り返しています。彼にとって
フェアで倫理的な投票とは彼が勝ち再選される場合のみです。
これもまたご存じのように先月中旬に女性最高裁判事の一人であったRBGことルー
ス・ベーダー・ギンスバーグ女史が転移性膵臓癌のため亡くなられました。２３年間最
高裁判事を務めた彼女はそれ以前から自らの苦い経験にも触発されて就職機会、求人
採用、給与待遇や昇進昇格に関する女性差別廃止、女性の人権保護に注力し、多くの
（次ページにつづく）
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訴訟裁判で高率の勝訴を重ね、年齢を問わず女性達から圧倒的な支持と尊敬を集め、
ヒーロー（女性形はヒロインですが性差別廃止でヒーローを使います）的存在となって
いました。実際には女性の権利保護のための裁判だけでなく、奥さんを亡くし、幼児の
養育をしているにもかかわらず女性でないことを理由に寡婦給付がもらえなかった男性
のために動き、給付を勝ち取った判例もあり、女性だけでなく男性も含めた弱者救済に
多大な尽力と功績を残された偉人でした。女性蔑視・軽視を長年続けていた男性達にと
っては怖い存在でしたが、女性はもちろんリベラルな思想・志向の男性からも尊敬され
ていました。

逝去の臨時ニュース報道の直後から彼女の死を悼む多くの人々が最高裁前に集ま
り、献花やカードを備える姿がニュースで流れていました。私も数年前に制作されTV
でも放送された彼女の特集番組“RGB”の再放送をまた２度も続けて観ましたが、
一つ一つのエピソードが常人の域を遥かに超えたスーパーウーマンのレベルで（彼
女をワンダーウーマンにデフォルメしたデザインもありました）観る度に新鮮な驚きと
畏敬の念に包まれます。本当に凄い人でしたが、反面弱者や若者に優しくユーモアの
センスも持ち合わせた素晴らしい人格者でした。皆さんもご興味と機会があれば、是
非RGBをご覧になってください。
多くの善良なる人々が悲しみに暮れる一方で、狡猾で腹悪しき共和党の重鎮で上
院院内総務のミッチ・マコーネルやリンジー・グラハム上院議員は死者への敬意や
哀悼の意思表示もコメントもなく、ただひたすら空席となった最高裁判事の補充人
選工作に走りました。しかも、前回大統領選挙前に最高裁判事に欠員空席が出た際
にはオバマ前大統領の就務期間がまだ１１ヶ月も残っていたにもかかわらず、
「補充
人選は大統領選挙終了後にすべき」という理由で前大統領の選んだ指名候補者の
議会による資格審査公聴会も全く行わずじまいであったのに、今回は次期大統領選
投票日までにひと月半程しかない性急なタイミングで補充候補者を選び公表した上、
今月半ばには共和党多数の上院資格審査公聴会を開き、大統領選挙前に決定してし
まおうという暴挙に出ています。全く厚顔無恥の恥知らずとはこの事で自分が言った
前言を平気でひっくり返し真逆のことを無理矢理押し通そうとしています。共和党は
トランプに乗っ取られカルト集団の教徒（凶徒？）集団になっただけでなく、Party of
liars（嘘つき政党）に成り下がってしまった感があります。
その裏には恥も外聞もなく「名を捨てて実を取る」大きな政治的狙いがあります。
それは通称ACAまたはオバマケアの違憲性、同性愛者の婚姻の合法・非合法論争、
人為的妊娠中絶の違法性など最高裁判断待ちの重要案件が目白押しで保守的立場
を取る共和党にとっては現職大統領推薦かつ自党承認の保守的候補者を欠員空席
の補充に据えて近い将来に最高裁判断をする際に自党有利に展開したい極めて政治
的思惑が見え見えです。本来は、政治色や個人的な政治思想を排除して中立公正の
立場から訴状を吟味し判断を下す立場の最高裁判事ですが、最近は推薦政党と当人
の政治色が強く出過ぎてしまっている感じがします。故最高裁判事RGB女史の偉大
さが今更に再認識される今日この頃です。
また、ここに来てトランプ大統領が具体的な裏付け根拠なしでも発言やツイートを
繰り返している事前郵便投票の合法性や選挙結果そのものの有効性を裁判で争う
ことになった場合、控訴、上告となれば最終判断は最高裁に委ねられるため、負けず
嫌いで往生際の悪いトランプが破れて落選となればまず間違いなくその展開となり、
選挙結果は無効と判断され、再選挙の最高裁判定指示による混乱で正に両候補者支
援グループの対立激化で泥沼化し、自分に都合が良ければ暴力容認のトランプです
から、それこそ最悪Civil War（人民戦争）に様相化する懸念さえあります。
更にまた、獲得票差が圧倒的で多少の不具合を考慮しても選挙結果が明白で最
高裁判断でもトランプ落選の事実をひっくり返せない判断結論となれば選挙結果は
有効となり、トランプが現職大統領である間は司法当局も手が出せなかった案件の
水面下の追及が来年１月任期満了で大統領職を辞任した直後から表面化して作業
が始まると予想され、トランプ個人及び法人、関連会社絡みの犯罪行為疑惑調査や
具体的な逮捕、起訴、告訴手続きが目白押しになる可能性がありますが、それらの
直接・間接的に発生する数多の訴訟裁判で最高裁判断・審判を仰ぐケースが出てき
た場合もトランプとその一族郎党及び関係者の最後の切り札として保守派６対リベラ
ル派３の最高裁判事構成は下級裁判所が仮に自分達に不利な判断・審判を下して
もすべて覆すことができる潜在能力を持ち「利あって害なし」の宝物になり得ます。
トランプにとっては神風になるか？どうかです。
RBG女史が亡くなられた際に一緒にトランプも道連れに連れて行ってほしかったと
思ってしまいましたが、彼女は天国、トランプは地獄と行き先が違うので無理でした。
どうかトランプにとって神風となりませんように。
（合掌）
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。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

物件を買うなら今？

新型コロナウイルスがまだまだ落ちつかない中、自宅から仕事をするな

どライフスタイルの調整が必要になり、もう少しスペースがあったら......と思っ
ている方もおられるのではないでしょうか。

統計によりますと、物件購入後の滞在期間は平均６年となっていたのが、近

年は１０年と延びていることがわかっています。２０１０年、金利が低かったこ

と（約４％）もあり、低金利を維持するために長く住むことを強いられていたこ
とも、理由の一つとして挙げられます。

ただし、２０２０年９月中旬には３％を切り、毎月の支払いをより抑えられる

状況になっています。

いつまで低金利が続くかは定かではありませんが、物件購入・住替を考えて

いる方には、良い時期かもしれません。

*Principal and interest payments rounded to the nearest dollar amount
**Assuming a 30-year loan

Freddie Mac, mortgagecalculator.net

お問い合わせ：

Keisuke Takem oto （竹 本恵介）
MKT Homes
73 4 - 6 6 0 -9232
K Takem oto @mk th o m es .co m
mk th o m es .co m

ノーブル フィッシュ

ワンワールド マーケット

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

月～土： 10a m - 8p m
日： 1 1am - 7：30pm
月～土： 9am - 8p m
日： 10 a m - 8 p m

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

www.oneworldmarketinc.com

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

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。

PAGE 8・JAPAN NEWS CLUB・October2020

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。

木の梢が色づき始め、早くもミシガンには秋の気配が漂っています。霜が降りてティ

タイムが遅れるFrost Delayが出始めました。アメリカでは融けるまでスタートさせて

もらえないので、それが当たり前だと思っていましたが、日本では芝や土が凍っていて

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。

備えられていて、それを使って穴を開けます。以前、ショートホールのティショットが直
接グリーンに落ちて40ヤードも奥へ跳ねたことがありました。逆に池が凍ると池ポチ
ャがなくなるので、寒いのがラッキーな時もあります。

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。

先月に引き続き、寄りやすさのXファクター「バックスピン」
（以降スピンと書きま

す）についてお話しします。今月はスピンを生むウェッジのカラクリをご紹介します。
先月の復習になりますが、スピン

を生む1つ目の要素はスピンロフトで
した。ロフトが大きく、インパクト時の

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
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
Class）
オンラインで受講可能です。
目指したい方には通訳者養成講座があります。

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

言葉の架け橋

も時間通りにティオフします。ひどい時はティも刺さりません。専用の先の尖った棒が

−１２７
１２７−
−

〜こんな日本語、英語にできますか〜
食に関する言い回し（10）
先回は食べることに関する動詞を使った言い回しで「食べる」「食う」を
含むものを見ましたが、その続きで「飲む」「呑む」を見てみましょう。
「誰々
の爪の垢を煎じて飲んだら」という表現をよく使いますが、まさかこれはその
ままでは通じません。“You ought to pray to God that you might
have even one thousandth of his virtue.” (彼の徳の1000分の1で
も得るには神に祈るしかない)、で結局は神頼みしかないよ、ということです
ね。
「とうとう彼は要求を呑んだ。」は、“He finally accepted the original demand.” となります。「コンサートに行きたいのは山々だったが、涙
を呑んで見送った。」は、“I really wanted to go to the concert, but
I gave up, choking back my tears” で、割にそのままの訳になります。
「観衆は固唾を呑んで試合を見守った。」

は、“The
audience
watched the game with bated breath.” で「息を止める」という表現
になります。
「雰囲気に呑まれちゃって何も言えなかった。」などと言います
が、これは “I was overwhelmed by the atmosphere and couldn’t
say a word.” と言えば良いでしょう。「この世をうまく渡るには、清濁併せ
呑む必要がある。」は、少し長くて説明的になりますが、“You need to be

クラブ入射角が大きい（ダウンブロー
に打つ）ほど、スピンがかかりやすく
なる、というものでした。

今回ご紹介する2つ目の要素は、タテ方向のギア効果、と呼ばれるものです。ヘッド

の重心から外れた場所にボールが当たると、ヘッドが縦方向に回転します。その回転に
よってボールにスピンが生まれることを、ギア効果と言います。ボールの当たる位置が
クラブヘッドの重心点より上側か下側か、によってバックスピンの量が変わるのです。

重心点より上に当たる：バックスピン少

重心点より下に当たる：バックスピン増

ドライバーは、ある程度スピン量を減らしたほうが飛距離が出ます。重心よりも高い

位置でボールを打てるように、ヘッド全体の重心を低くします。シャローフェースと呼
ばれる平べったいヘッドが今のトレンドです。ケースの上側に軽い素材、下側に重い

素材を使ったり、錘を入れたりして重心を低くするドライバーもあります。重心が深い
（フェースから遠い）ほどギア効果が出やすいこともあり、飛びのコピーとして「低重
心・深重心」がよく使われます。

いっぽうでアプローチに使うウェッジは、スピン量を増やすために重心を上へ

持っていき、ヘッドの重心より低いところにボールが当たるようにします。ネック
（シャフトが刺してあるところ）を太く長くすることで、重心を上へ上げてあります。
最近はプログレッシブCOGというのが流行っていて、同じウェッジのシリーズでも、

ロフトによって重心の位置を変えてあります。フルショットでも使う50°近辺は重心
を低くしてボールを上げやすく、かつインパクトの安定性を重視し、58°近辺はフェース

の高いところに錘を入れて重心を高くし、よりスピンをかけやすくなっています。

LOW CG
Pitching & Gap
46°ー52°
低重心

MID CG
Sand
54°ー56°
中間重心

HIGH CG
Lob
58°ー62°
高重心

broadminded enough to associate with people of all sorts to
live in this world successfully.” と言えば通じます。最後に、
「彼に煮
え湯を飲まされた。」は、裏切られてひどい目にあうことの例えですから、
“I was completely let down badly by him.”とか “He betrayed
me.” でいいでしょう。また、英語でも比喩的に「火傷（やけど）させられた」
という表現、“I was badly burned by him.” を使うこともできます。
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

(www.titleist.co.jpより引用)

いつものことながらオタッキーな内容になってしまいましたが、ゴルフギアのウンチク

は知れば知るほど面白いですね。次号はウェッジの溝とボールとバックスピンの関係
をご紹介したいと思います。お楽しみに！

<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)
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〜ヨガ を 通して見 えてくるもの 〜
第50回

The Wisdom of Change（続き）
				
〜 Death is Certain

前回、The Great Attitude (Mahamudra) の第一の教えThe Wisdom of
Changeをご紹介した。古の日本人にとっては「諸行無常」
（平家物語）や「万物流
転」など身近な思想であったが、少なくともコロナ前までの現代人の我々にとっては
平和と安定こそが常態であり「それはそうだけど、まあ、昨日と同じ明日、今年と同
じ来年が当たり前。多分大丈夫でしょ。」というのが共通の認識だったのではない
か。海外在住者は変化に順応する力を否応なく鍛えられてきたとは思うが、それで
も生死に関わることとなれば別格である。
前号で「すべては移ろい行き、変わらぬものなど何一つない」という事実をベース
とした瞑想をご提案したが、今回は更にもう一歩進めてDeath Meditationをご紹
介したい。そんな怖い話はしたくも聞きたくもなし、と思う方がいらっしゃるであろ
うことは想像に難くない。気分を害する方もあるだろう。私も当然例外ではなかっ
た。が、ヨガの勉強を重ねて思い知ったのだ。
現実から目を背けている限り、決して解決には至らないということを。そして、
「よく生きること」とはすなわち「よく死ぬこと」以外の何物でもないということを。
今この瞬間を大切に十全に生きる、生ききる努力をする、自覚を持って努力をする 、
という視点が十分であれば闇雲に恐怖に慄くことにはならないという。死はこの世
と隔絶するものではなく、長い命のライン上の一つの経過点に過ぎない？ そんな
馬鹿な。押し付けないでくれ、変なスピリチュアルや宗教は迷惑だと思っていた。
ヨガ教師になるためだけに、ここまで追い詰められるとは予測していなかったので
怖かったのだ。
こんな時は、
「分からないことは、すべて自然から学べ」の教えに従おう。
今は丁度秋。庭で色と香りの狂宴を繰り広げていた花々が一種類、一種類出番を
終えて枯れていく。花が枯れてがっかりするのは花を栄養源とする動物を除けば人だ
けなことに心底びっくりする。私の当たり前は自然界の当たり前ではない、という厳
然たる事実。植物たちにとっては正にこれからが本番だ。我々が愛でた花はただの
おびただ
プロローグに過ぎない。それぞれが夥 しい種子を冠し、撒き散らす、動物にひっつ
く、鳥に喰わせる、地面に落とす、空に羽を付けて飛ばす。その卓越した技術を駆
使して繁殖という大命題を完遂すべく、なり振り構わず大忙しなのだ。茶色くシワク
チャになり、下手をすると「汚い」とかき集められゴミに出される段になっても尚、
今この瞬間を十全に生きる努力を惜しまず、次世代に命を、その美しいフォルムと芳
しい香りの伝統を、引き継ぐ作業にダイナミックに没頭している。
翻って、果実など食えるものでもなければ、人はなかなかそこに神聖な価値を見
出すことができないでいる。それでも他人の目などものともせず、老いも死も壮大
な命のタペストリーの欠かせない一部分と受け入れ、庭の草花は今日も粛々と生き
ている。

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 ートレ ーニ ング を 終 了 後 も
精力的に-Yoga-as-Therapy,-妊婦ヨガ、Tibetan-Hear t-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 。
ヨガクラス、 瞑 想会 やワークショップを開 催 。目指 すのは、" Yo g a f o r E V ERY B O DY ”。
お問い合わせは (248) 891-5298 までテキストか留守電で。
Farmington Hills, MI
※ コロナ感染が落ち着き次第クラス再開の予定

深く、深く自然をのぞき込めば、あらゆることがもっとよく理解できるよう
になれるんだよ。
マルゴット・アインシュタインへの手紙

妹の死後

1951年

by アインシュタイン

全く無関係な８世紀インドで仏僧相手に教鞭を執っていたヨガ聖人と２０世紀初
頭の天才物理学者がほぼほぼ同じことを言う。一見正反対の文系と理数系がある
ことわり
極みに達し、同様の宇宙の理に辿り着いたというのは興味深い。
もう一例見てみよう。

あらゆる足跡の中で 象の足跡が最大であるように
あらゆる重要な瞑想の中で 死が最大の瞑想である
生まれたものは死ぬ
集められたものは散ってゆく
貯えられたものは使い果たされる
建てられたものは崩れる
栄えたものは衰える

ブッダの言葉

原子内の素粒子同士の相互作用において、基の粒子が消滅し、新しい粒子
が生まれる。素粒子の世界は生成と消滅のダンスの世界、質量からエネル
ギーへの転化と、エネルギーから質量への転化というダンスの世界なので
きら
ある。様々な素粒子が束の間の煌めきとして現れては消えてゆき、終わり
のない、永遠に新しい世界をつねに創造しているのである。
by ゲーリー・ズーカフ『踊る物理学者たち』

生がこの束の間のダンスでなければ何だろう。すべては常に変化しているでは
ないか。わたしたちが手にしているたった一つのもの、それは現在性、今なのだ。
				

by ソギャル・リンポチェ『チベットの生と死の書』

さあ、ではそろそろ我々も以下のポイントを念頭に瞑想〜Death Meditationを
始めてみよう。呼吸と共に生きている「今」を感じながら。
１）死は必ず訪れる。
２）いつ死が訪れるかを知ることはできない。
３）死の瞬間が訪れたと仮定して、その時あなたにとって一番大切なものは何ですか。

死んでしまった古い者たちは、若い人々の中に生き続けるのです。
嘆き悲しんでいる今、お子さんたちを見てそう感じませんか。
母を亡くしたヘトヴィッヒ・ボルンへの手紙

1920年6月18日

by アインシュタイン

私たちが子供たちと若い世代のうちに生きつづけることができるなら、
私たちの死は終わりではありません。彼らは私たちなのですから。
私たちの肉体は生命の木のしおれた葉に過ぎないのです。
オランダ物理学者ヘイケ・オネスの未亡人への手紙

1926年2月25日

by アインシュタイン

今年の夏、母とも慕っていたおばと同級生を日本で、20年近くご一緒した生徒さん
をアメリカで、失った。今までもこれからも私の心の中で生き続ける大切な人たちの
美しい魂に今回の記事を捧げる。
		
						

実り多き季節を

合掌

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。

PAGE 10・JAPAN NEWS CLUB・October 2020

www.michigan-kai.com

2020年９月度 優勝 Nitto Seiko America 小山さん

今年4回目となるミシガン会が、9/6
（日）に開催されました。
前々回、前回と非常に不安定な天候での
開催となっておりましたが、待ち望んでい
た晴天、また気温もそれほど高くなく、絶
好のゴルフ日和の中、総勢45名による、9
月定例会のスタートを迎えることになりま
した。45名中、40名にハンディキャップが
ついており大混戦の様相、更に年間チャン
ピオン（グラチャン）の狙うプレイヤーにとっ
ても、非常に重要な一戦となりました。

栄えある優勝の栄冠に輝いたのは、
Nitto Seiko Americaの小山さん。ご存
じ、現ミシガン会の会長であり、ご自身2度
目の戴冠となりました。今年度は3回連続
で100を叩いていたが、この日は終始マネ
ジメントに徹し、ノーペナの84でホールア
ウト。同組で3位に入賞した森岡さんとデ
ッドヒートしたことや、同カートとなった市
川さんとは、毎週ゴルフサークルで切磋琢
磨する仲間であり、プレー中の息もピッタ
リで、リズム良く回れたことが大きかったよ

9月度月例会集計
順位

Last Name

1
2

うです。最後にミシガン会会長として、優
勝できたことに対して、
「職責を全うした気
～ 今月の上位入賞者 ～
持ちで一杯です」、とのコメントがありまし
2位 岩田さん、優勝 小山さん、3位 森岡さん
た。
3位はBASFの森岡さん。ベスグロの82
2位はROHMの岩田さん。今年度2度目
という好スコアで見事入賞されました。こ
の上位入賞、自身2度目の2位と「2」づくし
ちらも同組で優勝した小山さんと、緊張感
の岩田さんですが、目標であった90を切る
を維持して最後までプレーできたことがい
89というスコアを達成し、
「清々しい気持
いスコアに繋がったとのことでした。
ちで、悔いはない」とのコメントでした。攻
次回は10/4（日）、いよいよ今年の最終
めのゴルフを徹底し、コースを攻略できた
戦となります。安全かつ楽しい大会になる
ことが何より良かったとのことでした。
よう、最後まで皆さまのご協力をお願い致
します！
IN
GROSS
H.C.
NET

First Name

COMPANY

OUT

Koyama

Akio

Nitto Seiko America

40

44

84

20

64

Iwata

Shogo

ROHM

47

42

89

23

66

3

Morioka

Yasuhiro

BASF

39

43

82

14

68

4

Kikuchi

Yoshie

Individual

51

48

99

31

68

5

Kitagawara

Taiki

Shinano Kenshi

40

45

85

15

70

6

Okada

Jun

Sumitomo Corp.

41

48

89

19

70

7

Haraguchi

Kenichi

ROHM

42

44

86

15

71

8

Mizusawa

Hank

Nissan North America, Inc.

43

42

85

11

74

9

Ide

Yuzo

ROHM

43

49

92

18

74

10

Sugiyama

Katsuhiko

Nissan North America, Inc.

52

50

102

28

74

11

Mizusawa

Junko

Individual

54

52

106

32

74

12

Yaoita

Tony

BDO USA

49

43

92

17

75

13

Komura

Tadahiro

Teijin

48

47

95

20

75

52

51

103

28

75

55

51

106

31

75

Yoji Restaurant SMK Electronics
1/814 page Ichikawa
size ad. Godaiko
15
Egami
Ryoichi
I-PEX
March 2007

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)

248-542-4314 (英語ライン）
clinic@aiellogroup.org
(日本語で返信致します）
http://www.aielloglobal.org

ドラコン賞（男性）
#8 Tony Yaoita (BDO)
#17 Yasuhiro Morioka (BASF)
ドラコン賞（女性）
#8   Pochubay Eri (Individual)
#17  Eberly Yoko (Individual)
ニアピン賞
#3 Taichi Yamaguchi (Denso Int'l)
#6 Hiromitsu Oda (Individual)
#12 -Toshiya-Tachibana
-(Nippon Express)
#14 Shogo Iwata (Rohm)
ベスグロ賞
82 Yasuhiro Morioka (BASF)
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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
Fall Activities and Vocab : 秋のアクティビティーと語彙

秋になりました！季節の変わり目や綺麗な色の変化、季節の食べ物を楽しめる絶好な
時期です。この時期に知っておきたい大切な語彙やフレーズがあります：

• apple picking（リンゴ狩り）

Standard Golf
子供（３歳～高校生くらい）の動作や日常の動きを観察すると、大人にとってもど
のようにしたら更に力が入る動きが可能になるか、更に早い動きが可能になるかの
ヒントがいっぱい見えてきます。
今回は非常に貴重な内容となっておりますので、ぜひ考えてみてください。

• leaf raking（枯葉集め）

ご飯の食べ方。

• autumnal equinox（秋分）
• fall foliage（紅葉）
これらのことをもう少し詳しく説明し、よくする失敗を回避する方法をお教えましょう。

リンゴ狩り

英語を話すたくさんの日本人が、
「リンゴ狩り」の事を “I picked up apples” を言い
たがります。実はこれ、
「地面のリンゴを拾った」という意味なんです。正しい文章は、
“I went apple-picking.”（私はリンゴ狩りに行きました）です。このフレーズは何に
でも使えます：ブルーベリー、アスパラガス、栗（たとえ地面から栗を拾っても）など。

• We will go blueberry-picking.

お子様がいらっしゃる方はたまに、もしくは頻繁に気が付くと思います。お皿に対
して横向きになって食べる姿勢。このような姿勢で食事をしていると、片腕を広げ
て食べ物をとらなくてはいけません。それに対して、お皿に対して正面向きの姿勢だ
と、自分の口へ引っ張ってくるだけの動作で食べられる。どっちにしろ腕を動かして
るんだから一緒じゃね？と思う人がいらっしゃると思います。
それでは自分が重いと感じる物体を片手で腕を広げる状 態で持ってみてくださ
い。次にその物体を片手で自分の正面で持ってみてください。
（両方とも肘を曲げ
ないで、１分ほどやってみてください）
どっちが長く持てますか？
後者だと思うのですが、いかがでしょうか。

私たちはブルーベリー狩りに行きます。

• I want to go pumpkin-picking.

私はパンプキン狩りに行きたいです。

• We will try to go asparagus picking.

私たちはアスパラガス狩りに行ってみようかと思います。

• When does the strawberry-picking season start/end?
イチゴ狩りの季節はいつはじまる/終わりますか？

枯葉集め

日本では、お家の周りにたくさんの木がないので、あまりやったことがないと思います。
アメリカで一軒家に住むなら、たぶん枯葉集めと上手く付き合っていかないといけない
でしょう。枯葉は芝生、小枝などを入れる背の高い紙袋に入れ、その袋は、ホームセン
ターやスーパーマーケット等で買えます。そしてその袋を普段のごみの日と同じ日に家
の前に出します。あなたの住む市町のウェブサイトでごみの収集日は見れるでしょう。

• I raked the leaves around my house today.
今日、家の周りの枯葉集めをしました。

• My children enjoyed jumping in the leaf piles!!
子供たちは枯葉の山にジャンプするのを楽しんでたわ

それはなぜかというと、体幹の正面で物を持ったり、何かしらの動作をすると、
体 幹以 外 の 体の 部分 が 体 幹 が支えになって無 駄な力がいらなくなるということ
です。なので一昔は、ゴルフスイングは自分の前でクラブヘッドでＶの字を描いて
ボディーターンするだけだ、と言われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
（これもやってみてください）
子供も横を向きながら食べるよりは、前を向きながら食べる子の方がお箸やシル
バー・ウェアの使い方が上手のように見えます。江戸時代の武家の方々がゴルフを
やっていただいたら、さぞお上手かと思われます。
（姿勢が良さそうなので......）
<プロフィール＞長倉力也。1978年生まれ。3歳の頃から親の仕事の関係
でアフリカの国々で幼少期を過ごし、9歳のときにガーナでゴルフを始め
る。日本で高校を卒業してジャマイカへ行き、その後大学進学のためNorth
Carolinaへ。PGAライセンス取得の為、TPC Piper Glen で下積みを経て
TPC Michigan 在職中にA級ライセンス取得。現在は、Standard Golf Club
を設立し全米でも有数のトップ・ティーチングプロ達のスタジオがあるFox
Hills Performance Centerでゴルフレッスンを提供。Mastersを始めPGA

Tour, LPGA Tourなどの世界トップの試合を年に数十ラウンドを視察し、これらツアーの最前線

でツアープロのスイングを生で分析しレッスンに取り込むのが特徴的。Standard Golf Club創
設5年で約1,500名をレッスン。世界最大PGA Merchandise Show にも毎年参加。新商品ゴル
フグッズを一早く研究する。

Email: rikiya@standardgolfclub.com

Web: www.standardgolfclub.com

紅葉

綺麗な葉の色を説明するのに“fall foliage” や “fall colors”と言います。また、グーグル
で検索する場合は、“fall foliage/color viewing.” や “fall foliage/color tours.”と入
力しましょう。

正式な言い方
• I like fall foliage viewing. 紅葉を見るのが好きです

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

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

www.sushidenonline.com

Maple Rd
Sunoco

Clark

Pont

アメリカでは“first day of fall”
（秋の初日）と言います。春の初日は春分です。それぞれ
の真ん中の日を‘the first day of summer’（夏の初日）と “the first day of winter”
（冬の初日）にしています。

iac T
rail

N

秋分

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

よく使う言い方
• I like the fall colors. 紅葉を見るのが好きです
• I went for a drive to see the fall colors. 紅葉を見にドライブに行ったわ
Good luck using them!
試してみてくださいね！

＊＊＊

10月のイベント

＊＊＊

2020年10月1日～10月31日の間、Eメールにて無料でご相談をお受けいたします。

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

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。
4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

山蔵元郎
Motoo Yamakura

1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066
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Family Medicine @ Domino’s Farms
《 家庭医学科医師 》

Japanese Family
Health Program

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

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 》

MD

《 スタッフ 》

フォーク まり子 LMSW, ACSW

矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》

日本語を話す医師の診察を受けられます。
日本語を話す看護師に相談ができます。

大崎 晴子 RN

■ 家庭医学 ・一般診療

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

（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）

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

■ 妊婦検
検診および出産

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

www.med.umich.edu/jfhp/

JAPAN NEWS CLUB
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

https://www. JapanNewsClub.com
Instagramアカウント
@japannewsclub

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 ）

734-647-5640 (英語)24時間
734-647-6523 (日本語)

■ カウンセリング

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

月 ー 金 8時から5時

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。

引越

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。

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT 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。
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求人

CLASSIFIED ADS.
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

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

www.linguascience.com/ja/licenses

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

■ 天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

■ 一軒家貸します in Clawson, MI
Downtown Clawson home for rent. Newly renovated 2 bedroom 1 bath house one
block from downtown. Walk to coffee shops,
restaurants and ice cream :-) . New bathroom, kitchen, floors, paint and carpeting.
Bonus room attic with low ceiling for kids
or storage. 1 car garage and backyard deck.
Lawn service included. $1750/month. Call
for pictures. 586-709-7858. Sorry, No pets.
..................................................................................................................................................................................................

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

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

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

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

■ 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

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

貸家

◆
◆
◆
◆

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）

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

Novi, MI 48374

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

Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告も承っております

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

お気軽にお問い合わせください。

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://w w w.JapanNewsClub.com

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。

For information about placing a free or business classified ad
on japan News Club, please contact by website 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Eメール、もしくはウェブサイト
コンタクト欄よりお送りください。
お支払いはお申し込み時にクレジット
カードにてお支払いいただきます。
下記までお送りください。
□ お申し込み／お支払い先

□ 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）

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 は 電 子メ ー ル も
しくは ウェブ サイトコンタク
ト 欄 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 はクレジットカー
ドの み 承ります。お 申し込 み
時にお支 払いいただきます。
※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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“A Family Tradition”
緑豊か 閑静なサイダーミル Franklin Cider Mill
収穫の秋。りんごの生産が全米3位のミシ
ガン。120年の歴史を持つFranklin-Cider
Millは9月5日が今季のオープニングデーだっ
た。閑静な森の中に包まれた14-Mile-Rdと
Franklin Rdの交差点にある。Novi方面から
I-696とTelegraph（US24）を走れば20分ほ
どで着く。
ミル自体が建てられたのは1832年。それ
から数回オーナーが変わり、1966年からは
Pelz一家がサイダーを作り続けている。オー
ナー一家の子孫で昨年からマネージメント
を執るLauraは「こんなにやりがいのある仕
事だとは思わなかった。亡くなった父も死ん
だその日もミルで働いていた。サイダーミル
はファミリートラディションよ」と語った。か
つて医療関係の講座を教えていたが、それ
以上に「楽しい」と言う。
往年の名残を残すミルの建物は圧巻。前
を流れる小川は子供たちに人気がありそう
だ。そして流れを見ながらベンチに座り、冷
えたアップルサイダーとホカホカのドーナツ
を頬張る。
「アップルサイダーもおいしいけ

-Franklin, MI
文＆写真

by ヤマトノオロチ

れど、うちのジャーマンスタイルのドーナツ
も人気。ぜひサイダーと一緒に食べてみて」
と勧められた。プレーンを食べてみた。素朴
な味だが、Honey-Crisp-アップルサイダーの
すがすがしい味と一緒にとてもおいしかった。
家族経営のサイダーミル。1830年代のりん
ごのプレス（搾る）道具やサイダーを入れる
瓶もショーケースの中に保存されている。か
つて使われていた大型のミルも保存されて
いる。見上げるほどの大きさはこれも圧巻。
行ってみるとわかるが、Franklin-Cider
Millには果樹園はない。もともとは小麦な
どを挽くためのミルだった。それが父の代
にミルを購入してからはアップルサイダー
作りへと変わった。
「ミシガン中のりんご
を使い、ここでサイダーを作る。うちのサ
イダーは新鮮で熱処理をしていない。いろ
いろな種類のりんごを使うけれども、同じ
レシピで作り続けている」。伝統そのもの
だ。ミルでは、袋詰めのりんご、はちみつ
やジャム、キッチンガゼットも販売してい
る。目を引いたのは、大理石でできたミシ

ドーナツとカップのサイダー＄1.25。
ガロン＄11。

（ 写真：Franklin Cider Mill提供）

ガン州の形のカッティングボード(w w w.
foreverflowersbythoddius.com)。
今季からGrub -Hubなどのデリバリー
やオンラインでの注文、ピックアップも始
めた。それでもミルで実際に空の下楽し
むこともいい。Franklin Cider Millはオー
プンエアーの野外ミルなので、購入にも
飲食にも店内に入ることは全くない。新

ファミリーにも優しい企画。

鮮な空気と緑豊かな森、車の音もない閑
静なサイダーミル。
「家族で一緒に、がうち
の伝統。そして世界中のあらゆるところか
らお客さんが来てくれるのを楽しみにして
いる」。訪れた日は家族連れがとても多か
った。今年も営業はサンクスギビングデー
後の日曜日まで。空が高く見える秋、サイ
ダーミルで楽しもう。
Franklin Cider Mill
7450 Franklin Rd,
Bloomfield Hills, MI 48301
Tel: 248-626-8261
https://www.franklincidermill.com

初日の賑わい



ミシガン産のカッティングボード。ForeverFlowers。

外観（写真：Franklin Cider Mill提供）

芸術の秋を堪能
デトロイト美術館に「行こまいか」シリーズ
Japan Cultural Development (JCD) 制作

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

芸術の秋。デトロイト美術館は再開中ですが、足をのばす前に絵画について家で予習をするの
も良いもの。JBSD（デトロイト日本商工会）のもと当地で日本文化を通して日米交流を促進す
る団体、Japan Cultural Development（JCD) の主幹、大光敬史氏制作による同美術館のバー
チャルツアーです。
【DIA見どころ紹介動画は JCDウェブサイトから】 https://jp.jcd-mi.org
第一巻：DIA日本ギャラリーに行こまいか
第二巻：Great HallとRivera Courtに行こまいか





第三巻：印象派と近代美術を見に行こまいか



第四巻：知っていると鼻高！デトロイトと日本
※ デトロイト美術館は現在再開中です。
(お出かけの際は、マスク着用必須。 支払いはクレジットカードのみ利用可能)

• 子どもとご家族のためのノバイの歯科医院
•  年の経験豊富なドクターが診察、日本人スタッフがご予約、
治療、保険のご相談、専門医の通訳も対応
• ほとんどの歯科保険にインネットワーク対応
• 定期的なクリーニング、定期健診による虫歯と歯周病予防、歯
の美白、顎関節症ボトックス、矯正、インプラント、歯茎再生
• プラズマ空気浄化殺菌システム設置、全米歯科医師会米国疾病
対策予防センターに基づくウィルス感染予防対策実施
、

ᵏᵎᵫᶇᶊᶃᴾᵰᶂ とᴾᵗᵫᶇᶊᶃᴾᵰᶂ の間ᴾᴾᴾ
ᵬᶍᶔᶇᴾᵰᶂ 西側ᴾ ᵦᶃᶐᶇᶒᵿᶅᶃᴾᵮᵿᶐᶉ 内ᴾ

診 療 時 間
月 9-5  木 9-2
火 10-7
金 8-5
水9-2
  土 8:30-1

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

日本語を話す内科医
一般内科、身体検査、諸健康問い合わせ
会社負担の社員定期健診
アメリカ人と日本人の体質は違います。ドクター・パクはミシガンで
日本 人の身体の立 場にたって日本 語による診療を長年 行なっています。
学歴

韓国延世医大卒業 （M. D.)
ミネソタ大学医学博士 (Ph. D.)(心臓生理）
オークランド大学生理学教授

臨床修習 Henry Ford Hospital, William Beaumont Hospital

Dr. Moon J. Pak 248-656-0177

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307
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コミュニティー情 報
◎コービー・ラーニング・グループ
Student Appreciation Campaign!!
“Free Raffle:無料で抽選に参加”
10月1日（木）〜10月31日（土）

Japanese Cultural Center, Tea House, and Gardens of Saginaw Presents

Saginaw-Japan Week

期間中にコービー新規入学された方は
もれなく抽選に参加！
在校生は自動的に抽選に登録！
◎無料体験クラス受付中！
参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。
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

ONLINE
Monday, October 26 - Sunday, November 1, 2020
F E AT U R I N G
| Tea Ceremony | Cultural Demonstrations | Performances | Live Seminars |
Ikebana Flower Arranging
Origami

Taiko Drumming
Awa-Odori Dance

Poetry
Pottery

Bonsai

With participation from Saginaw’s Sister City of Tokushima, Japan
Streaming Video - Consulate General of Japan in Detroit YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCCjDV9rrqjUR0q8hLQSbO3A
Consulate General of Japan in Detroit Facebook:
https://www.facebook.com/cgj.detroit/
Japanese Cultural Center of Saginaw homepage:
http://japaneseculturalcenter.org/
Japanese Cultural Center of Saginaw Facebook:
https://www.facebook.com/Japanese-Cultural-Center-of-Saginaw-MI-127045497342986/

Courtesy of grant funding by:

With special thanks to:

The Consulate
General of Japan
in Detroit

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

帰国生大学入試説明会 2020

mfoulk@umich.edu
まで、Eメールにてお申し込みください。

河合塾海外帰国生コースでは、海外で学び日本の大学をめざす受験生をバックアップするため、帰国生大学入試の説
明会を実施します。北米におきましては、今年度は下記の日程でオンラインで実施します。大学入試の最新情報および合
格の秘訣をお伝えいたしますので、是非この機会をご活用ください。テーマおよび内容は下記の通りです。（内容は都合
により変更になる場合があります。）

ひのきバイリンガル教育振興財団
Hinoki Online Talk

帰国生大学入試の概況と今後の受験対策
①帰国生入試の基礎知識
②海外在住中の心構え
③主な大学の最新入試情報と攻略法
④河合塾海外帰国生コースのカリキュラムの特長

ひのきオンライントーク

実施日時

With many students staying at home, Hinoki Foundation has
launched an exciting new online service: Hinoki Online Talk.

東部時間地域にお住まいの方対象

This service allows students to practice Japanese and English

１０月１１日（日）午後２時～４時

by talking with native speakers, using the Zoom online meeting

１１月

tool. Sessions are arranged by ability level, and feature both
instruction and casual conversation. For more information,
please visit our webpage here.

８日（日）午後２時～４時

中部時間地域にお住まいの方対象
１０月１８日（日）午後２時～４時
１１月１５日（日）午後２時～４時
太平洋時間地域にお住まいの方対象

自宅待機の児童生徒が多い中、
「ひのきオンライン

１０月２５日（日）午後２時～４時

トーク」という新しいオンラインサービスを発足しました。

１１月２２日（日）午後２時～４時

このサービスは、Zoom等の会議ツールを使い、ネイティブとの
対話により英語/日本語を練習するというものです。バイリンガル
能力のレベルで分けられた会話練習、指導が受けられます。
詳細：https://www.hinokifoundation.org

＊上記時間は、いずれも現地時間です。

◆参加方法
・オンラインで実施しますので、必ず事前にお申込みください。
・参加に必要なIDとパスコード等の情報は、実施日程前に随時お知らせします。
・お申し込みは、http://www.ujeec.org/ に掲載の専用フォームをご利用ください。
・定員は各日程100家庭ですので、お早めにお申し込みください。
<お問い合わせ先> 河合塾海外帰国生コース北米事務所 E-mail : kikoku@ujeec.org
http://www.kawai-juku.ac.jp/kilkoku/
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Sanpei
⽇時： 2020年 10⽉10⽇（⼟）午後1時〜2時
場所： ウェブ形式

子 どもた ち の 輝 く よ う な 笑 顔 に
囲 ま れ て み ま せ んか ？
こ んな 方 を 求 め て い ま す！ ！
○ 笑顔で元気よく子どもたちと接することができる方

＊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

デトロイト補習授業校新規採⽤説明会

Main St

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

Sanpei
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

○ Ｅ、Ｌビザをお持ちの方の配偶者、J２ビザ保持者、または米国で合法的に働ける方

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

（採用決定後、労働許可証は当方で手配します）
○ 常勤講師、非常勤講師（臨時講師）として土曜日に勤務できる方
○ 幼稚園、小学部、中学部、高等部で学級担任や教科担任になることに興味のある方
○ 子どもたちを育てる手伝いをしたい、子どもと頑張ってみたいとお考えの方
（教員免許、講師経験の有無は採用判断に影響しません）

不動産に関することなら

○ 短大卒程度の学歴をお持ちの方

★研修システム、新任講師サポート制度あり
★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
★教員免許保持者手当てあり
★勤続年数に応じた表彰制度あり

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。

★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

Web ： www.jsd.org ⇒

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

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025

詳細はＥメールまたは電話でお問い合わせ下さい。
Ｅメール ： saiyojsd@jsd.org 電話 ： 248-946-4697 内線 200
Real Estate Services

⼀度おさらい
型コロナウイルス 染 ⼤ ⽌の

Novi
DENTISTS

7 STEPS

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

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com

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.

01 何をおいても マスクと手洗いは必須！
02 咳は、ティッシュやひじで覆って飛沫をとめましょう
03 むやみに手で目・口・鼻などを触らないで
04 混み合った場所は避け、熱や咳をする人から距離を
とりましょう

ドクター と日本人ス タ ッフ

大人と子どものための家庭歯科医

05 体調が優れない時は、外出を

●
●

機関から集めましょう
10 Mile Rd.

Novi Rd.

07 情報は、信用できる

Grand

96

River A
ve.

★

8 Mile Rd.

SOURCE: WORLD HEALTH ORGANIZATION

696

Haggerty Rd.

●

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

Bashian

06 熱・咳・息苦しさがあれ
ば、医療機関を受診します
（まずは電話を）

●

Meadowbrook Rd.

控えます

275

受付時間

月～木
金
土

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

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

日本語ライン (248) 471-3321

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

