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1.	 鍋に水１カップと塩、砂糖を入れ火にかける。塩と
砂糖が溶けてから、にんにく、生姜、ベイリーフを
入れさらに２分間火にかける。

2.	 ボウルに氷水、オレンジ、ハーブを入れ、そこに１)
を入れる。ターキーの胸肉と一緒にジップロック
バッグに入れ、一晩または最低でも8時間漬けて
おく。(冷凍ターキーの場合は、解凍してからブラ
インに)

3.	 焼き始める１時間前にターキーを冷蔵庫から出
し、水ですすぎペーパータオルで水分を取る。ハー
ブバターを皮の外側から塗り天板に乗せておく。

4.	 325Fのオーブンで１時間半、そのあと400Fに上げ
30分ほど焼く。肉の一番厚い部分で温度を測り
165Fになったらオーブンから出す。15分ほど休ま
せてからスライスする。

5.	 ソースを作る。天板に残った肉汁と水約1/2カップを
小さな鍋に入れ沸騰させる。（液体が全部で１カッ
プになるように水で調節する。）コーンスターチを
水で溶き（各大さじ１）回し入れとろみをつける。

ベイリーフ　	 	 １枚
水　	 	 	 １カップ
氷水　	 	 	 ３カップ
ハーブバター　（室温のバター大さじ２
に小さじ１の刻んだハーブを混ぜる）
ジップロックバッグ　１枚（１ガロン用）

ターキー胸肉　	約２kg	(約４パウンド)
塩　	 	 　　								¼	カップ
砂糖（ブラウンシュガー）		¼	カップ
にんにく　	 	 	25g
生姜　	 	 	 	25g
オレンジ　	 　　　				½	個
ハーブ（タイム、ローズマリー、セージ）

＜材料＞		4人から6人家族用のレシピ

ローストターキーブレスト
- Roast Turkey Breast -

Recipe 1.
一晩ブライン（浸け液）に浸けることでしっとりジューシーに味わい深く仕上がります。

少人数でのサンクスギビングのお祝いは簡単に短時間で準備できるよう胸肉を使うと手軽です。

　２０２０年のサンクスギビングはいつものように旅行や大人数での会食というわけにはいきません。そんな	
状況でも、おうちで少しでもサンクスギビングを味わいたいものです。今月は、ミシガン州デトロイト近郊でシェフ
として活躍する斉木美乃さんに「おうちでサンクスギビングを楽しむ！」をテーマに、特別レシピをシェアしていただ
きました！	P.３の「6:00pmに全品できあがるタイムライン」もしっかりチェックしてからぜひチャレンジしてください。

Eat, drink
and be thankful!!

今年はおうちで

＜作り方＞		
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スタッフィング キャセロール
- Stuffing Casserole -

Recipe 2.
サンクスギビングにはかかせないスタッフィングをキャセロールにしてカリカリに焼き上げます。

ソーセージの塩味とクランベリーの甘酸っぱさがマッチしたターキーによく合う一品です。

＜材料＞	4人から6人家族用

1.	 中火で温めたフライパンにイタリアンソー
セージを入れ、ほぐしながら焼き色がつき
始めるまで炒める。

2.	 そこにみじん切りにした玉ねぎとセロリと
にんにくを入れ炒める。玉ねぎとセロリが
やわらくなり、にんにくの良い香りがし始
めたら白ワインを回し入れ、アルコールを
飛ばすよう１分間火を入れ続ける。

3.	 大きめのボウルにクルトンと２）、クランベ
リー、溶いた卵、チキンブロス、ハーブ、塩
コショウを入れてよく混ぜる。

4.	 耐熱性の器に油かバターを塗り、３）を入れる。
5.	 400Fのオーブンで30分焼き、良い焼き色がつ
いたらでき上がり。お好みでパセリを散らす。

かぼちゃとりんごのスープ
- Pumpkin & Apple Soup -

Recipe 3.
普段のかぼちゃスープに季節のリンゴを入れることで酸味が加わり爽やかに。

甘みはメープルシロップで調整。白ワインを使うことでワンランクアップな味わいになります。

＜材料＞	4人から6人家族用

1.	 スープ用の鍋を中火にかけバターで玉ね
ぎとニンニクを2分ほど炒める。

2.	 皮をむいて２センチ角に切ったかぼちゃ
とりんごを入れ、塩コショウ、シナモン
を入れて5分ほど炒める。白ワインを入
れアルコールを飛ばす。

3.	 チキンブロスとベイリーフ、タイムを入れ
2０分煮込む。

4.	 かぼちゃとりんごが柔らかくなったらベ
イリーフを除きミキサーで撹拌する。

5.	 生クリームを入れ、メイプルシロップ、塩
コショウで味を整える。

6.	 ボウルに盛り付ける。（お好みでドライクラン	
ベリー、ナッツ、ココナッツフレークなどを散ら
すと食感も見た目もよくなります。）

＜作り方＞		＜作り方＞		

４カップ　
½カップ	/	65g
½カップ	/	70g
大さじ１
大さじ２
	
	225g	/	½パウンド
															½カップ
１個
１½カップ

	小さじ２
	小さじ½

クルトン	　　
玉ねぎ　　　
セロリ　　　
にんにく　　
白ワイン　　
イタリアンソーセージ　	
	 　　
ドライクランベリー　
卵　	 　　			
チキンブロス　
ハーブ（タイム、ローズマリー、	
セージ）		　　	
塩コショウ　			

かぼちゃ　２½カップ/400g（バター
ナッツ、エイコーンなどでも可）
りんご　　　		　		
玉ねぎ　　　			　
にんにく　　			　	
白ワイン　								　
チキンブロス　　
白ワイン　								　
メイプルシロップ　	
塩コショウ　		 　	
ベイリーフ　	 　
タイム　	　　　				
シナモン　								　
バター		 　　　　
生クリーム　　　
お好みでトッピング（レシピ内）

１カップ/140g　
½カップ/	65g
小さじ１
大さじ２
２カップ
大さじ２
小さじ２
小さじ½	
１枚
小さじ½
小さじ¼	
大さじ１
¼	カップ

その他のサンクスギビング
定番メニュー

サンクスギビング・デー（感謝祭）はアメリカの祝日で毎年 
１１月の第４木曜日。（お隣カナダは、１０月の第２月曜。） 
通常は、家族・友人と集い、日々与えられる多くの恵みへ
の感謝の気持ちを分かち合い、伝統的な食事を楽しむ。 
ここで紹介したもの以外の、「定番」のサンクスギビング 
ディナーメニューをいくつか紹介しよう。

七面鳥をまるごとローストする際にお腹部分に詰め
て調理（Stuffing）をするもの。

クランベリーを砂糖で煮たソースは、その酸味が七
面鳥ローストと相性が良いのでおすすめ。

耐熱容器に野菜などを入れてオーブンで焼く料理を
キャセロールというが、さやいんげんが定番。

りんごや、パンプキンパイ、スィートポテトパイ、 
ピーカンパイなどをデザートにすることが多い。

通常は、七面鳥をまるごと調理。大人数向け。
・七面鳥ロースト（丸焼き）

・スタッフィング

・クランベリー（ソース）

・グリーンビーンキャセロール

・パイ

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

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

温かい芽キャベツのサラダ
- Brussels Sprouts Salad -

Recipe 4.
秋の味覚がたくさん入った一品。柔らかいバターナッツスクワッシュにクリスピーな芽キャベツ、

ナッツとザクロの歯ごたえ、見た目も食感も楽しいサラダです。

＜材料＞	4人から6人家族用 

2.	 ドレッシングを作る。ビネガー、メイプルシロップ、マスタード、塩コショウを	
ボウルに入れ、オリーブオイルを少しずつ加え泡立て器で混ぜる。

3.	 ケールと１）をドレッシングで和え盛り付ける。
4.	 パルメザン、ピーカン、ざくろを振りかけて仕上げる。

6:00 pm のディナータイムに
全品同時にでき上がるタイムラインの目安

•	 前日の夜、または当日の朝にターキーのつけ液を作り、	
ターキーを浸けておくこと。

•	 料理を始める前に野菜などを切るなど下準備をしておくと
スムーズに作業できます。

•	 ターキーの大きさによって時間が変わります。ターキーの
焼き時間は、4パウンドで２時間、0.5パウンド増えるごとに
15分ほど長くなります。

2:30pm　　　ターキーを冷蔵庫から出す
	 　　	スープを作る
3:30pm									ターキーを焼き始める
	 							キャセロールの中身、サラダのドレッシングを作る
5:00pm	 							キャセロール、サラダの野菜をオーブンに入れる
5:30pm	 							ターキー、キャセロール、サラダの野菜が焼き上がる
	 							ソースを作る
	 							スープを温める
5:45pm	 							ターキーをスライスして盛り付ける
	 							サラダ、スープを盛り付ける
6:00pm	 							ディナー

＜作り方＞		

東 京 都 出 身。大 学 仏 文 科 卒 業 後 
フランスに渡る。そこでの豊かな食
文化に魅せられ食の世界でのキャ
リアに進むことを決意。東京でワイ
ンと高級食材の輸入会社に勤務、
その後 結婚を機に渡米 。ミシガン
州の料理学校を卒業後、デトロイト
アスレチッククラブ、プラムマーケッ
トなどでシェフとして活躍。

レシピ提供：
斉木　美乃（さいき　みの） 
職業　シェフ

1.	 半分に切った芽キャベツとマッシュルー
ム、1.5cm角切りのバターナッツスクワッ	
シュ、くし切りの玉ねぎを塩コショウ、	
ハーブで味をつけオリーブオイル(レシピ
外）で和えてからベイキングシートに広げ
る。400Fのオーブンで30分焼く。

２カップ/300g

	1カップ/160g
１カップ/	80g
½カップ/	65g
４カップ	

¼	カップ
¼	カップ
¼	カップ

適量
適量　	

小さじ１
大さじ１
大さじ４
適量

芽キャベツ　			
バターナッツスクワッシュ
	 						　　
マッシュルーム			
玉ねぎ	 	
ベイビーケール　
								（またはお好みの葉野菜）
パルメザンチーズ　　　
ザクロの種		
ピーカンナッツ
ハーブ（タイム、ローズマリー、	
セージ）	 		
塩コショウ　												　
<ドレッシング＞
アップルサイダービネガー　	
　	 大さじ２（または米酢）
マスタード　	 		
メイプルシロップ
オリーブオイル　
塩コショウ			

●注意点●	

http://www.riveroakswest.com
https://nittsu.com/hikkoshi/
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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。。

サニーポイント  チャイルドケアセンター

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

(248)
  347-6580

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

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

www.sunnypointe.com

Sunny Pointe 
Child Care Center

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd

Po
nt

ia
c 

Tr
ai

l

Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

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

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
https://kobylearn.com
http://www.sunnypointe.com
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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

Japan America Society　x　Japan Foundation  
匠エフェクトシリーズ・Shinola -開催

　去る10月8日、今年創立３０周年とな
るミシガン・南西オンタリオ日米協会
は、Japan Foundationをスポンサーと
して "The Takumi Effect"シリーズと題
したオンラインレクチャーを開催。デトロ
イトの時計ブランド「Shinola -シャイノ
ラ」を取り上げた。
　シャイノラは、２０１１年、時計・革製
品のブランドとしてデトロイトに設立され
た。その頃のデトロイトは、まだまだ廃
墟が多く、危険な街としてのイメージが
常につきまとっていたが、自動車産業の 
「ものづくり」を支えてきた街、そして労
働力・人が揃ったデトロイトに可能性が
見出され、シャイノラの誕生につながっ
た。現在１日に500-700の時計を組み立
てるというが、スイスから取り寄せる質の
高いコンポーネントを使用したシャイノラ
の時計は、ここデトロイトで組み立てられ
ている。
　今回取り上げられたのは、デトロイトに
も多くの作品となる建物が残る日系現代
建築家「ミノル・ヤマサキ」氏の功績を
祝うトリビュートの目的で発売中のリミテ
ッドエディション、グレイトアメリカンシリ
ーズ「Yamasaki」について。
　ミノル・ヤマサキ氏と言えば、アメリ
カン・ミッドセンチュリーを代表する建
築家でデトロイトでは、本イベントを主
催した日米協会の事務所も入る「One-
Woodward Avenue」を始め、20０1
年テロの標的となったNYの世界貿易セ
ンター（ツインタワー）などの設計でも
知られる。ヤマサキ氏の作品は、ウェイン

州立大学の構内にも残っており、今回こ
の時計は、同大学のマクレガー・メモリ
アル・カンファレンス・センターにインス
ピレーションを受けて完成された時計
となっている。
「モダン、かつクラシックを同時に感じ
られる」この時計のデザインは、モダン
な黒のマットな質感のフェイスに、オニ
オンクラウン、コインエッジ、ワイヤーラ
グと合わせてこだわりをみせている。 
パッケージはメープルの木箱で、マクレ
ガーセンターの形を表し、色、質感から
も『グレイトアメリカ』が体現されたデ
ザインとなっている。様々なストーリー
が込められたこの時計は、ファンにはた
まらないコレクションとなるだろうが、す
でにオンラインでは売り切れとなってい
るところが多いが、各店舗にはまだ少量
の在庫があるかもしれないので問い合
わせてほしいとのこと。
　その他、今年のオリンピック開催を祝
う目的の時計デザインを進めていた同
社は、新型コロナの影響で商品化は叶
わなかったが、急遽、当初の予定どおり
「Champ」と名付けられた時計を仕上
げ、それらはフロントラインワーカーへ
贈られた。
　ミシガン・南西オンタリオ日米協会
は、今年で３０周年となり、そのイベント
をシャイノラホテルでも予定されている
が、合わせて今後の"Takumi Series"
についてはウェブサイトをチェックしてほ
しいとのこと。
https://www.us-japan-canada.org/

デルタ航空の現状 
「日本人パイロットに聞く！」開催

　去る10月21日、「日本人パイロット三
矢真己（ミツヤ　マキ）に聞く！」と題し
た関係者向けのオンラインインタビュー
イベントが行われた。
　インタビューに先立ち、同航空会社は
「デルタ・ケアスタンダード」に基づいて
実施している高水準の衛生管理体制は
じめ、現在の日本への実際の飛行状況や 
サービスなどについて説明。現在海外や
国内でも飛行機を利用することを自粛する
ムードのなか、飛行機での移動が必要と
なった際、どのように対応しているのか。
　「デルタ航空は、2021年1月6日まで、
３席並びの中央席を全てブロックするこ
とを発表している。これはお客様が一番
気にしている機内でのソーシャルディス
タンスを保つための措置で、日本へ就航
している航空会社の中では、デルタ航空
だけが中央席を空けておくことを約束し
ている。長時間のフライトに限らず、全て
のフライト前に航空機が静電スプレーで
消毒されているのもデルタ航空の特徴。
また、ウイルスを含む粒子を9９.99%以
上除去するHEPAフィルターを備えた最
先端の空気循環システムを使用している
他、さまざまな対策を実施している」と説
明。もちろん、空港、デルタスカイクラブ、
機内でのフェイスマスクの着用も要請し
ている。また、スタッフのPCR検査を徹
底し、テストをしなければ気がつかない
無症状感染をしたスタッフが利用者と接
触しないようにも注意している。
　先にIATAが行った研究によると、機
内の感染の確率は、「雷に打たれる確
率よりも低い」と報告されているとのこと
で、実際に、1月－7月の間の機内での感
染確認が44件と報告されているが、その
間に１２億人が旅行しているので、限り
なく感染確立は低いと研究結果を説明
した。また、デルタ航空の機内での感染
確認は、現時点で（2020年10月21日）
ゼロ、ということだった。
　その他、新型コロナの影響でフライトが
できなかった航空券の有効期限が、2020
年12月31日まで有効となっていること、ま
た、年内に購入したチケットは回数無制限
で変更料金を免除なので、今チケットを購
入すると、何回でも変更可能とのことだ。
ただし、航空券購入日、旅行日などによっ
てルールが決まるので、個々の確認が必要
だ。マイル利用のチケットに関しても、変更
料150ドルがなくなり、これまでマイル利用
のチケットは72時間を切ってキャンセルし
た場合はマイレイージが戻らなかったが、

このルールも改正されていると説明した。 

2020年10月25日からの冬季スケジュー
ルに関して：
・シアトル - 羽田便　週４便
・デトロイト - 羽田便　週３便
・アトランタ - 羽田便　週４便
で運航予定。
2021年3月2日から、LA - 羽田運航再開。
2021年3月28日から夏季スケジュールに
ついて：ミネアポリス - 羽田、　
ポートランド - 羽田、　ホノルル-羽田、
デトロイト - 名古屋線が再開予定となっ
ている。（今後の状況により変更あり）

　後半のインタビューでは、デルタ航空
の副操縦士として活躍するパイロット
の三矢氏が、パイロットのコロナ対策か
ら、飛行中の詳細事項、個人の趣味に
およぶさまざまな質問に答えていった。
現在同社には、日本人パイロットが15人
在籍し、うち２名は女性という。その中で
エアバス３５０型機を操縦できるのは三
矢氏だけということで、現在デルタ航空
の約1万2750名のパイロットのうちでも
トップクラスであると紹介。現在エアバス
A350てアトランタ - 羽田間、デトロイト 
- 羽田間などで乗務をしている。
　三矢氏の経歴は、同社によると次の
通り。「９歳の頃に父親の仕事の都合に
より家族で渡米し、そのまま永住。「目
が悪いためパイロットになれない」と長
い間思い込んでいた中、大学2年生の頃 
ノースウェスト航空のパイロットと出会
い、「目が悪くてもパイロットになれる」
ことを教えてもらう。夢を実現させるため
にウェスタン・ミシガン大学－航空学部
に再入学。在学中に事業用操縦士資格、
後に操縦士教官証明を取得。
　2005年に大学を卒業し、グアム島で
セスナC172の操縦訓練教官・遊覧飛行
パイロットとして経験を積み、2007年に
デルタ航空子会社に入社する。ボンバ
ルディアCRJ－200型機とエンブラエル
E－175型機の副操縦士として約３年、後
に機長として約４年半乗務。
　2014年にデルタ航空・本社に入社。 
ボーイングB717型機に副操縦士として
国内線を3年、エアバスA330型機に副
操縦士として太平洋・大西洋路線を２
年乗務した後、現在エアバスA350型機
の副操縦士として乗務中。日本線・韓国
線・中国線・北欧線を担当中という。総
飛行時間は9550時間。」

https://www.dickinson-wright.com/practice-areas/japan?tab=0
http://www.aielloglobal.org


PAGE 6・JAPAN NEWS CLUB・November 2020

　つい先日まで全米中を熱気（狂気？）に包んだ次期大統領選やコロナ騒ぎに関係な
く、例年通りメトロポリタン・デトロイト周辺では先月色づき始めた木々の葉が色濃くな
る一方で早くも落葉が始まっています。拙宅コンドミニアムの前庭も毎日落葉の量が増
え、そろそろ落葉拾いをしないとご近所から睨まれそうです。ここのメンテナンスの落葉
処理はシーズン最後に木の葉が全て落ち切ってから一度のみのため、それまでほかっ
ておいたら大変なことになります。ドライブウェイや玄関前の通路も雨が降って濡れ落
葉になると掃除がしにくくなりますし、後にシミが残って見苦しくなりますからね。自分
で落葉掻きとヤードウェイストの袋詰めするのでは、月々支払っている共同管理費が余
り意味を成しません。

　スポーツ界では、異例の形で今年の短期シーズンを終えたMLBはワールドシリーズ
でロスアンゼルス・ドジャースがタンパベイ・レイズを４勝２敗で下し、３２年ぶり７回目
の栄冠を勝ち取りました。優勝決定と同時にグラウンド上で次 と々TVに映し出された歓
喜の輪、ハグ、ハイタッチの興奮の一方で、この試合に初めから出場したものの検査結
果で新型コロナ陽性が確認されたため、試合途中でベンチに下がった中心選手の一人
であるターナー選手が優勝記念のチーム写真の中に加わり、マスクを下げていたのが気
になりました。一生に一度かもしれない、しかも球団としては３２年ぶりの優勝で喜び
が頂点に達していたのでしょうが、最高に嬉しい思い出が後々感染クラスターとなり悪
夢とならないことを祈ります。

　また、NFLプロフットボールに続いて地元ミシガン大学、ミシガン州立大学が所属す
るカレッジフットボールBig10ディビジョンもシーズンインしました。野球以上にコンタク
トスポーツなので選手、コーチ他関係者の皆さんには通常の怪我・病気だけでなく、新
型コロナに感染しないように十分気をつけてもらいたいですね。プロテニス界では、男
子の錦織選手が先に欧州のクレーコートイベントで復活したニュースがありましたが、
先月終了したフレンチオープンではシングルスで１３度目の優勝をしたナダル選手と３
回戦で当たればどんな戦いになるかと楽しみにしていたのですが、その前の２回戦で姿
を消してしまいました。また、直近のハードコートイベントではエントリーしていながら、
肩の調子が思わしくなく試合直前にプレーを辞退してしまい残念でした。もう今のテニ
ス界では若いと言えない年齢なので、無理をせず完全に回復してからコートに戻って来
てほしいものです。万が一でもフェデラー選手より早く引退なんてことにならないように
願っています。

　さて、本題です。今月のテーマは『１１月３日運命の日：米国次期大統領選挙投票日』です。

　先月末の本稿執筆時点では、両候補者共選挙キャンペーンの総仕上げの最中で、
主に接戦・激戦予想州をターゲットにして正・副大統領候補だけでなく家族や幹部総
動員で各地にキャンペーンが展開されました。連日の報道ではバイデン陣営は大きな 
キャンペーン集会を開催せず、少人数の支援者で全員マスク装着を義務付け、しかも間
隔を大きく開けるか車の中に留まって参加の形でしたが、トランプ陣営は相変わらず科
学データに基づいたCDCのガイドラインや医療関係者の警鐘を無視した集会を連日開
催し、最低限の間隔を確保できない密状態で、しかもほとんどの参加者がマスクなしの
始末で、先月からほぼ全米で急増している新型コロナの新規感染者数、死亡者数にお
構いなく、ホリデーシーズンに向かう今月は更に悪化して全米中同時に大混乱に陥る恐
れが日に日に高まりつつあります。本紙がお手元に届く頃には選挙結果が出ているか、
一部延長が認められた郵便投票の開票結果を残して大勢が決しているものと思います
が、トランプ再選の結果にならないことをひたすら祈りながら原稿を書いております。

　本格的な選挙キャンペーンが始まる以前から毎日のように報道されるウソ満載、詐欺
同然のトランプ関係のニュースには驚き、呆れ、怒りが込み上げて辟易としていました
が、この２ヶ月程は更にそれが酷くなり毎日落ち着かず、心静かに過ごせた日が皆無と言
っても良いくらいでした。有権者でない我々がそうでしたから、有権者の米人は尚更だっ
たのではないかと思います。「早く選挙が終わってほしい」というのが皆の本音で、コロナ
騒ぎが輪を掛けて不在者投票や郵便投票、投票所や投票箱に出向いての事前投票が
前回２０１６年の大統領選の時よりも大幅に増加したことは記憶に新しいです。

　９月末に行われた第１回目のトランプ、バイデン両候補者の公開TV討論会では、私の
事前予想通りトランプ候補者は具体的な政策論議や過去４年間の施政と現在進行中
のコロナ対策の失敗や不具合の弁明を避け、バイデン候補者と家族の人格攻撃に集中
し、司会者の制止や警告も無視して相手の発言中に何度もチャチャを入れ、視聴者の
注意を逸らして自分に対する攻撃やバイデン候補者が国民に向けた具体的政策説明の
時間を奪って、まともに最後まで発言させずに終始しました。事前に設定され、割り振ら
れた両候補者の持ち時間も一切無視した無礼極まりない振舞いで、バイデン候補者も
我慢ならず「だまれ！」と発言した場面もありました。結局時間のほとんどはトランプの

11月3日運命の日：米国次期大統領選挙投票日

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第213回）

一方的発言とチャチャ入れに終始し、視聴者に馴染みの深いいわゆる『討論会』にはな
らず、トランプのスタンドアップ・コメディーかリアリティーショーのようでもありました。 
次の２回目の討論会はまたまたトランプの我儘で中止となり、両候補者が同じ時間帯に
別々のTVネットワークを使って公開タウンホール・ミーティングを開催する異例の事態
となりました。

　大統領候補者討論会の合間を縫って先月半ばに行われた途中一度だけ開催された
副大統領候補者同士のTV討論会では、カマラ・ハリス女史とマイク・ペンス現副大統
領の攻防となりましたが、お互いに相手の弱点を攻める時には鋭く、自分の弱点を攻め
られた時はのらりくらりと矛先をかわして、結果はほぼ引き分けか、ハリス候補者にいく
らか分があったかな？という感じでした。

　大統領候補者討論会の最終３回目（実質２回目）は１回目の展開に懲りて事前に両
陣営（実質的にはトランプ陣営向け）に厳格なルールを通知し、もしも一方の候補者が
相手の予定時間内の発言中に口を挟んだらそのマイクをミュートにする方法で大きなト
ラブルなく進行し、ようやく討論会らしくなって互いに譲らぬ舌戦でしたが、私見では、
正論でも身振りが大人しく今一つ迫力に欠け、大向こう受けしにくいバイデン候補者に
比べ、口から先に生まれたようなトランプがジェスチャーたっぷりにある事ない事を口
先だけの手前味噌を並べてポイントを稼ぎ、それまでの事前予想で伝えられていた劣
勢を少し挽回したかもしれないと思いました。

　本当にバイデン候補者は勝てるのか？トランプを引きずり下ろせるのか？と疑念が湧
きましたが、その後投票日直前までの新型コロナ犠牲者の実績データが余りに悲惨
なもので、トランプがキャンペーン集会を開いたお膝元でも同様でしたから、家族や身
内、友人、知人の中に犠牲者が出た人達が快く思った訳がありません。前回トランプに
賭けてみた人、今までトランプに心酔していた人、トランプは嫌いでも捨て切れず付い
てきた人、等々がさすがに「これでは如何。このままでは自分達もいつ感染して犠牲者
になるかもしれない。」と目が覚め、考えを改めた人がどれだけいるかが鍵です。既に
投票日当日前に事前投票済みの人はどちらの候補者に投票するか確固たる思いがあっ
て投票したと考えられるので、それまでの流れからするとその過半数かもう少し多くは
バイデン候補者支持票だと推測したのですが、投票日まで１週間を切ってもまだ決め
かねてギリギリまで様子を見ていた、いわゆる“On the fence”（塀の上に登っていて
右か左かどちらに飛び降りようかと考え迷っている状態）の人達のうち、どれだけの票
がバイデン候補者に入るかです。それが最後の最後でトランプに流れたりすると、今回
もまた大逆転でトランプ再選の悲劇となってしまいます。トランプとその取り巻き連中や 
トランプ教の信者、共和党保守派議員などが露骨なバイデン落とし、民主党支持者に
対する選挙妨害、投票妨害などありとあらゆる嫌がらせ工作を仕掛けていますが、バイ
デン陣営とその支持層は毅然とした態度で必ず締切り期限までに投票し、圧倒的票差
で当選という結果を勝ち取って欲しいものです。この原稿を書きながら「神様、仏様、ど
うぞバイデン候補者が必ず当選しますように、今回のお願いだけは聞いてくださいませ。
（次のお願いはしばらく控えますので・・・）」と心の中で思いながら筆を進めています。

　トランプ政権と共和党上院議員のメンバーは、一般国民が今最も懸念し、朗報を待
ちわびている有効なコロナ対策と景気刺激救済金の支給をほったらかしにして、国民
からすれば全く急ぐ必要のない故最高裁判事ルース・ベーダー・ギンスバーグ女史の後
釜指名・承認に血眼となり、多くの反対や非難の声を無視して先月末前に実行・確定し
てしまいました。その結果、現トランプ政権中に指名・承認した最高裁判事は合計３名
となり、全最高裁判事の構成比率は保守派６名、リベラル派３名という極端に偏った構
成となり、今回の大統領選挙の投票結果でトランプが落選した場合にイチャモンをつけ
て最高裁にまで持ち込む可能性だけでなく、最終判断が持ち越しになっていて近々最
高裁で審判・判断を仰ぐ予定となっている国民皆保険であるオバマケアや妊娠中絶の
違法性判断、人種差別・性差別や移民・難民に関する訴訟問題に関して時代の流れ
に逆行する保守的な結論が出される可能性が高まってしまいました。

　果たして、１１月３日運命の日の投票結果は如何だったでしょうか？

　前号でも触れましたが、これがトランプにとって神風にならないように神様、仏様。何
卒よろしくお願いします。あっ、またお願いしてしまった！ お赦しください。

執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。 
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合開発室、米国ニューヨークの子会社、経営企画室、製品開発部、海外事業室、 
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・ 
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。
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心臓病治療の最前線
第153回  第153回    新たな目標 55 mg/dlまで 新たな目標 55 mg/dlまで 
                 悪玉コレステロールを下げるには?                 悪玉コレステロールを下げるには?

（上右）遠藤章先生：ウイキペディアより。(CC BY 4.0)　
（上左）ベンペドイック酸はコレステロール合成経路のうち、スタチンより
　2箇所上流のACLという酵素を阻害する。ウイキペディアより。 
　Image from www.esperion.com
（左）PCSK9とそれに対する抗体の働きを示す：ウイキペディアより。 

　Image: https://www.mayoclinic.org/

第二次大戦後すぐにアメリカで行われた、大規模な
疫学調査フラミンガム研究の結果、血液中の高

コレステロール値が、心筋梗塞や狭心症などの虚血性心
疾患の発生と強く相関していることがわかりました。この
コレステロールは、さらに細かく分けると、善玉コレステ 
ロール、悪玉コレステロール、総コレステロールなどに分け
られることがわかりました。善玉コレステロールは、高比
重コレステレロールとも呼ばれ、このものは、末梢からコ
レステロールを抜き取ってきて、肝臓に戻す働きがあるこ
とがわかり、この善玉コレステロールの値の高い人は、虚
血性心疾患にかかりにくいことがわかりました。これに対
して、悪玉コレステロールは、低比重コレステロールや、極
低比重コレステロールとも呼ばれ、このものは、肝臓で作
られたコレステロールを末梢血管に運び、血管壁などに
コレステロールを沈着させる作用があることがわかりまし
た。それで、悪玉コレステロールと名前がつけられていま
す。総コレステロールは、善玉と悪玉の合計値です。

　こうして、総コレステロール値や、悪玉コレステロール
値の高い人は、心筋梗塞などの虚血性心疾患にかかりや
すいという疫学的な関係はわかってきましたが、それを
治療する手段がなかったので、昔は、はいそうですかで
議論が終わっていました。ところが、日本の東北大学農
学部出身で、三共製薬の研究所におられた遠藤章(えん
どうあきら）先生が、コレステロールの生成を阻害する物
質を、1970年代に発見されてから、これが、スタチンとい
う名前で全世界に使用されるようになりました。

　遠藤先生は、1933年秋田県に生まれ、1957年に東北
大学農学部を卒業、1966年には同大学で農学博士とな
られました。その後三共製薬の研究所で、カビなどから
抗生物質を抽出する研究をされていましたが、カビが寄
生虫などから身を守るために、コレステロールの生成を
妨害する物質を出しているのではないかとの仮説を立て
られました。カビは、自分の細胞膜の生成には、エルゴ
ステロールという物質を使い、コレステロールは使わない
ので、敵を攻撃し、自分には害を及ぼさない物質として、
コレステロールの生成阻害剤を出しているのではないか
との仮説だったわけですが、この仮説が見事に的中し、
カビが生成する物質の中から、コレステロール生成を阻
害し、しかも人体に対する副作用が少ない物質を見つけ
られました。とはいえ、これは気の遠くなる程根気がい
る仕事で、コレステロールの生成を阻害する物質を六千
個以上の候補物質の中から、藁の山から針一本を見つけ
るような作業の後にこれを見つけ、この物質に、コンパク
チンという名前をつけられました。今では、世界中でリピ
トールという商品名でお馴染みの、アトロバスタチンも、
クレストールという名前でお馴染みのロスバスタチンも
この遠藤先生の発見に基づいてその類似物として発見、
合成されたものです。遠藤先生は、まだノーベル賞をも
らっておられませんが、いまだ86歳で元気で日本でご存
命ですので、近々受賞されるのではないかと私は思って
います。それくらいすごい発見でした。この薬のすごいと
ころは、ただ血中の悪玉コレステロールの値を下げると
いうだけではなく、実際に心筋梗塞などの心血管事故率
を、5年で25％から30%程度下げることができるという
ことが1990年代に行われた大規模臨床治験で証明され
たことです。

　こうして、今では、私たちは急性心筋梗塞後の患者さん
や、心臓バイパス手術後の患者さん、ステント治療後の患
者さんには、必ずスタチンの薬を服用するよう勧めます。

　ところがこのスタチンにも、弱点があります。それは、服
用された患者さんのうちで、かなりの割合で、筋肉痛を訴
える患者さんが出てくることです。これに対しては、服用量
を軽減したり、違うスタチンに変えてみたりしますが、それ
でも、かなりの割合の患者さんでスタチンを服用すること
ができないジレンマを避けることは難しい状況でした。

　これに対して、最近、救世主が現れました。それは、PC-
SK9阻害剤というお薬で、これは、肝臓表面にある悪玉コ
レステロール受容体の分解を促進するPCSK9という物質
を阻害することにより、受容体を増加させ、悪玉コレステ
ロールが、血中から肝臓に取り込まれることを促進し、 
それによって血中悪玉コレステロール値を激減させます。
このPCSK9という物質は、体内で自然に作られる物質なの
ですが、このものがなぜヒトの体内に存在するのかという
ことはよくわかっていません。というのは、突然変異によ
り、この物質が体内に存在しないか、極く少量しか存在し
ない、或いは突然変異により、その機能が失われてしまっ
た人たちが見つかっており、この人たちを調べてみると、心
筋梗塞や狭心症の発生率が極く低いということ以外には、
何の機能的な異常も見つかっていないのです。この人たち
は普通に成長し、知能も運動能力も正常で、結婚し、子供
を作り、その子供にも特に異常が見つからない、という結
果が報告されています。ということは、このPCSK9という
物質は、これまで分かっている限りでは、人の体内で自然
に作られる物質でありながら、その宿主のヒトに対しては
何の役にも立たず、ただ害悪をもたらすのみという物質で
あることになります。そんなわけで、今世界中の研究者が、
この物質を抑える薬を開発中で、現在、臨床で使われてい
るものは、このPCSK9に対する抗体で、エボロキュマブと
いう名前のお薬ですが、それを二週間から四週間に一回、
皮下注射することで、PCSK9の作用を抑え、悪玉コレステ 
ロール値を激減させることができるというもので、これに
より、悪玉コレステロール値を半減またはそれ以下に抑え
ることができます。この薬を使用することにより、今では、
血中の悪玉コレステロール値に、２０ミリとか30ミリとか、
昔では考えることもできなかったような低い値が出ること
も稀ではなくなりました。

　エボロキュマブはPCSK9に対する抗体なのですが、そ
のほかのメカニズムでPCSK9を阻害する試みも進んでい

ます。インクリセランというお薬は、肝臓でPCSK9のメッ
センジャーRNAを阻害することにより、効果が持続し、 
1年に1回か2回の皮下注射で抗体をベースにしたPCSK9
阻害剤と同等かそれ以上の効果を得ることができます。
こうなれば、1年に1回か2回のインフルエンザの予防注射
を打ってもらう感覚で、悪玉コレステロール値を下げるこ
とができそうです。この薬は、2021年の春頃にはアメリ
カ合衆国食品薬剤局の承認が受けられ、市販され始める
のではないかとの予想がされています。また、PCSK9とい
う物質が本当に、百害あって一利なしの物質であるなら
ば、子供の時にこの物質に対する、ワクチンのようなもの
を投与すれば、一生の間、コレステロールの低値が保た
れ、“虚血性心疾患に対する生涯免疫”のようなものを獲
得することができるのではないかというような、未来小
説のような話もぼちぼち出始めており、この領域での新
薬の開発には目が離せないところです。

　エボロキュマブの欠点は、注射でしか投与できないこ
とで、錠剤にすることができません。これに対して、最
近、ベンペドイック酸という錠剤がネクスレトールまたは
ネクスリゼットという名前で、市販され始めました。これ
は、スタチンと同じように、コレステロールの生成を阻害
するお薬で、スタチンと比べて良い点は、肝臓に取り込
まれない限り、活性されないということです。これによ
り、筋肉痛という副作用がほぼなくなり、スタチンを服
用できなかった患者さんに、大きな光明となりました。 
ベンペドイック酸はスタチンよりは、悪玉コレステロール
値改善作用が弱いと言われていますが、筋肉痛でスタ 
チンが服用できない人で、PCSK9阻害剤の注射が嫌いと
いう人にとっては、良い選択肢と言えます。

　ヨーロッパ心臓学会では、昨年ごろより、虚血性心疾
患などのある患者さんについては、悪玉コレステロール
値のターゲットを55mg以下と設定しました。つい最近の
ニュースによると、アメリカ心臓学会も近くこのターゲッ
トを承認する予定であると言われています。アメリカ心
臓学会は、最近まで、“低ければ低いほど良い”と言いなが
ら具体的な目標値は示していなかったので、これは、大
きな前進です。

　虚血性心疾患のある患者さんの二次予防として、悪玉
コレステロール値55ミリ以下を掲げて、高悪玉コレステ 
ロール血症と人の戦いはまだまだ続きそうです。

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

Hypercholesterolemia and  
monoclonal antibodies to PCSK9
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Lily's Seafood Grill & Brewery
410	S	Washington	Ave
Royal	Oak,	MI	48067
Tel: (248) 591-5459

http://www.lilysseafood.com

文＆写真　by ヤマトノオロチ

シーフード料理専門のブリューワリー           

Lily's Seafood外観

　11月にオープン21周年を迎える「Lily’s 
Seafood Grill & Brewery」。ミシガン屈指
のトレンドかつポピュラーな雰囲気のRoyal 
Oakダウンタウン。街角には若者やゆったり
と犬の散歩をする人々の姿が見られ、メーン
ストリートとワシントン・アベニューに多くの
レストランが立ち並ぶ。Lily’sはワシントン・
アベニュー沿いにある。

　秋から冬にかけてのイベントは行わない
が、コロナウイルスでのレストラン等の規制
のある中でも常連客は定期的に来店してい
るから大丈夫、とマネージャーのLiz。レスト
ランとともにブリューワリーを開いて21年の
家族経営。ロイヤルオークが地元だが、フロ
リダ・ジャクソンビルでのレストラン経営の
経験と、兄弟が作るビールでLily’s-Seafood 
&-RestaurantはRoyal-Oakで圧倒的な存在
感を示す。

　シグネチャーのサンドイッチメニューは
どれも独特の工夫を凝らしたシーフード 

サンドイッチで満載だ。特に注目は2つの
サンドイッチ。Lizは真っ先に、Smoke d 
Salmon Reubenを挙げた。自家製の鮭の燻
製のサンドイッチ。鮭とトマトベースのロシ
アンドレッシングは相性がいい。もう一つは
Southwest Tuna Burger。Tuna（マグロ）の
フィレをステーキに見立てサンドウィッチで
出すところもあるが、このLily’sでは細かく挽
いたAhi tunaをグリルで焼き、アイオリソー
スを添えるハンバーガー。しっとりとした食
感が印象的だ。

　 フルレストラン、オンラインオーダー、 
GRUBHUB、Uber-Eatsも可能。Lily ’sは 
オクトーバーフェスト以降、ワシントン・アベ
ニュー沿いに白い屋外テントも設置してい
る。Lizによると、お客の中には開放感を好
む人もいるので、それに対応してこのまま 
テントを設置している、という。

　店内は落ち着いた雰囲気のブース席と 
バー・エリア。バー テンダー は 気さくに 

「ボードにあるビールはどれも持ち帰り
可能」と言った。5つのレギュラー・ビール
と5つのシーズナル・ビール。どれでも4缶
で＄15。Oktoberfest beer（Marzen）は 
ローストしたモルトとドイツのホップが特
徴的なLager。これが売り切れたら、すで
にPilsner系のOktoberfest-beerも用意 

ロイヤルオークのメインストリート

-Royal Oak, MI

（右）野外に設置されたテントにて 
（写真提供：Lily's）

ミシガン州 ノバイ市  ゲート付きコミュニティ -NOVI, MI　

248-946-4742
41745 Midtown Circle, Novi, MI 48375
Office@HuntleyManor.com 

www.HuntleyManor.com

WE ARE OPEN! -営業中につきオンライン問合せ、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！

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

ガレージは２台用 リゾートスタイル プール

高級 2&3ベッドルーム 賃貸アパートメント住宅

(左）16oz.4缶で＄15　

してあり、発売も間近。

　 ミシガン屈指のシーフード専門 店と 
ビールメニューのLily’sは現在でもひと時
の楽しみを求める人が訪れている。ダウン 
タウン恒例のクリスマス・イルミネーション 
とともに楽しみたいところだ。

Smoked Salmon Reuben $11.99（写真提供：Lily's）
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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（11）食に関する言い回し（11）

〜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〜

−−１２８１２８−−

　今回の言い回しはいろいろな食べ物が混ざっています。「火中の栗を拾
う」とは他人のために進んで自らを危険にさらすことですが、“pull some-
one’s chestnuts out of the fire” という表現があるということは、こ
れは元々英語が元になっているのですね。「かまぼこは魚からできているの
を知らないふりをする」というところから来ている「かまとと」は、ご想像の通
り特に英語で良い表現はなく、“pretended  innocence” くらいでしょ
うか。「私、大根足だ。」は、“I have thick legs.” で、いくらJapanese 
radish legsと言っても通じませんから気を付けて。もう一つ大根を使った
表現で「大根役者」というのがありますね。これは英語では “poor/bad 
actor’ ですが、口語では “ham” とも言います。奇しくも食べ物ですが、面
白いものです。

　野菜を使った悪口をもう少し続けましょうか。「おたんこなす」は、“bird 
brain”ですが、因みにその逆の悪口で「頭でっかち」のことを “egghead” 
と言います。「卵頭」とは面白い表現ですね。「ぼけなす」は、元々色あせた
茄子のことですが、頭の巡りの悪い人のことを言うので、“slow-witted” 
とか “half-wit”となります。最後に悪口ではないですが、野菜を使った 
表現をもう一つ。「ごぼう抜き」というのは一度に何人も走り抜いていく時
に使いますから、 “He overtook many people with a burst of 
speed.” (彼は多くの人をごぼう抜きにした)でいいでしょう。

 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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

各種クラス：英語／日本語／通訳講座
プライベートレッスンを中心に英語／英会話レッスンや日本語（Japanese 
Class）クラスを提供しております。また、更に英語力を高めたい方や通訳者を
目指したい方には通訳者養成講座があります。オンラインで受講可能です。

 

 

通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング
社内外での打ち合わせやお客様との会議、工場見学
や研修から法廷（証言録取など）に至るまで対応して
います。ミシガン州内のみならず、全米各地や米国外
へも出張致します。同時通訳ブース、同時／ウィスパ
リング用機材のレンタルも行っております。

   電話やテレビ会議の通訳、
 スカイプやZoomを使った遠隔通訳も対応します。

翻訳業務：各種文書／免許証翻訳
技術／契約書／法律文書／戸籍謄本・抄本／各種証明書など翻訳致します。
必要に応じて公証人の証明書もご用意致します。運転免許証翻訳は、実物を
見る必要がある、レターヘッド（社用便箋）に印刷することなどSecretary of 
Stateの条件を満たしています。

お見積りは無料です。ご相談ください。

                    　　　お問い合わせ （日本語で対応）
電話：(248) 344-0909              メール：office@suzukimyers.com
　　　オフィス営業時間： 月曜日～金曜日　9時～17時
　　　　　　ウェブサイト：www.suzukimyers.com

<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)

	 美しく冷たい晩秋のミシガンです。芝生一面に落ち葉が広がり、ボールを探しづら
くなってきました。誰が決めたのかはナゾですが、あるはずのボールが枯葉のせいで	
見つからない時は、同伴プレーヤーの同意を得てペナルティなしで新しいボールを	
ドロップできる、という「ミシガンルール」が言い伝えられています。

　今月は、ウェッジの溝とボールとバックスピンについてお話しします。

　クラブフェースの溝を英語ではグルーブ(groove)と言いますが、長い間、断面がVの
字をしているVグルーブが主流でした。1984年にPING社が新しくUグルーブを発表し
ました。Vグルーブよりも溝のフチが鋭角なUグルーブの-PING-EYE2は、ラフからでも	
ピタリと止まると言われ、爆発的な人気となりました。

	その後、2010年にルールが改定され、ロフトが25°以上（5番アイアンより下）のクラ
ブで角溝が禁止になり、角に丸みを持たせたグルーブのみが許されることになりまし
た。プロは2010年から、トップアマは2014年から、アマチュアには2024年から段階
的にこのルールが採用されています。

	

	 これは余談ですが、PINGのUグルーブは本当に鋭くて、ボールがガリガリと削られ、
白いかすが溝に残るほどでした。PINGのウェッジはスピンがかかりすぎるのでは？	
とツアー選手から懐疑的なコメントが出されるなど、ルール改定のだいぶ前から問題
になっていて、最終的には適合クラブであるという裁定が下された経緯があります。	
一度適合であるとお沙汰の出たクラブを、新しく作られたルールで非適合にすること
はできないため、新ルール改定直後はモデルによっては適合だったり非適合だったり、
プロは使えなくてアマチュアは使えたりと、複雑な基準がありました。現代のウェッジ
はグルーブが丸みを帯びてもバックスピンがかかるように、グルーブとグルーブの間に
も、マイクログルーブという細かい溝が彫ってあるモデルが多く見られます。

　ボールは、素材やディンプルの数・形状によってキャラクターが変わります。中堅
価格帯に多い2ピースボールの場合、中にコア（芯）があって外にカバーがあります。	
ディスタンス系のボールはカバーに硬い素材を使って反発力を上げ、コアを柔らかくし
てスピン量を下げて飛距離が出せるようになっています。いっぽうスピン系のボール
は、カバーに柔らかい素材を使い、グルーブにカバーが食い込んでスピンがかかりや
すいようになっています。

Vグループ　		Uグループ XX ○○ ○○

　プレミアムボールの多くは3ピース以上の多層構造になっていて、各層は重さや硬
さの違う素材で作られています。ウェッジで柔らかく打つ時はスピンがかかって、フ
ルショットで飛ばす時は距離が出る、いいとこ取りのボールです。ProV1は3ピース、	
ProV1xは4ピース、TP5は5ピースです。

　ショットにスピンをかけるには、良いボールと良いウェッジを使えばいい、とどこか
で聞いたことがありますが、あながち間違えではなさそうです。さまざまなボールと	
ウェッジを試して、お好きな打感や寄せやすい組み合わせをぜひ見つけてください。	
バックスピンはあくまでもXファクター（不確定要素）です。毎回一定のスピンを意図
的にかけることは難しいので、スピンをかけたい時にかけるというよりは、この条件下
でのショットはスピンがかかりやすいな、かかりにくいな、と予想するための知識であ
ると言えます。いいライからであれば、素直に転がるショットが一番有効です。もし上
げるか転がすか迷ったら、最後は自分の得意なショットで攻めてください。

https://www.suzukimyers.com/ja/
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2020年10月度 (最終戦）優勝  Shinano Kenshi 北川原さん  

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 井手さん、優勝 北川原さん、3位 水澤さん

www.michigan-kai.com

　今年最終戦となるミシガン会が、10/4 
（日）に開催されました。ゲスト参加4名を
含む、総勢54名にエントリー頂き、今年を
締めくくる一戦のスタートを迎えました。
　思えば、今年のミシガン会はよく雨に降
られましたが、最終戦もまた小雨が降り
しきり、低い気温での大会となり、各ゴル 
ファーの精神力が問われる難しいコンディ
ションとなりました。
　その中で見事優勝の栄冠に輝いたの
は、Shinano Kenshiの北川原さん。
　この日、唯一のNET70を切る「68」とい

うスコアを叩き出し初優勝となりました。 
「不調であったドライバーが復調、ショー
トゲームを徹底して磨き上げた」と週5回
の練習の成果が発揮できた事が一番の勝
因だったようです。
　2位は、Rohmの井手さん。
抜群の安定感で、今年2度目の入賞となり、
ぶっちぎりで年間グランドチャンピオンの
座を射止めました。
「今年で帰任になるが、皆さんに出会えた
ことが財産、ミシガン会への参加が最高の
思い出になった」と感謝のコメントが印象

的でした。
　3位は、Nissan Nor th America
の水澤さん。
今年から当会の技術委員を務めていただ
き、皆さんに分かり易く、ゴルフのマナー、
ルールを教えていただきました。同組の仲
間に刺激され、アプローチが冴え渡ったこ
とがいいスコアにつながったようです。
　また、入賞者3名から、役員・幹事への感
謝の言葉を頂きました。今年はコロナ禍で
の難しい運営となりました。皆さんに安全
にかつ楽しんでプレー頂けるように、細心の

注意を払いつつ、「健康と安全が最優先」を 
スローガンに役員全員で進めて参りました。
　4月、5月は中止となったものの、6月以降
は毎月無事に開催することができたのも、
参加者全員のご理解とご協力があったから
こそです。改めて御礼申し上げます。
　2021年4月にまた皆さまとお会いできる
ことを楽しみにしております。
1年間、ありがとうございました！

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Kitagawara Taiki Shinano Kenshi 40 43 83 15 68
2 Ide Yuzo ROHM 44 44 88 18 70
3 Mizusawa Hank Nissan North America, Inc. 39 44 83 11 72
4 Ito Hiroki individual 49 48 97 25 72
5 Mizusawa Junko Individual 50 54 104 32 72
6 Goto Atsuhiko Univance America 44 50 94 21 73
7 Kida Shuji individual 44 50 94 20 74
8 Yamaguchi Taichi DENSO International America, Inc. 51 44 95 21 74
9 Morioka Yasuhiro BASF 45 41 86 11 75
10 Kikuchi Mike Individual 44 43 87 12 75
11 Sumida Tetsuya ROHM 55 56 111 36 75
12 Yamada Masami Individual 46 47 93 17 76
13 Komura Tadahiro Teijin 47 49 96 20 76
14 Harada Naoyuki Sumitomo Bakelite 51 49 100 24 76
15 Hayashi Yasu Nissan North America, Inc. 41 43 84 7 77

ドラコン賞（男性）
#8	 Hidemitsu-Mizusawa(Nissan	N.A.)
#17	Yasuhiko	 Hayashi	 (Nissan	 N.A.)	

ドラコン賞（女性）
#8		Eberly	Yoko	(Individual)
#17Shiho-Yanagisawa-(Individual)	

ニアピン賞
#3	 Yu	Eto	(Denso	International)
#6	 Lee	Kyu	Ha	(Schaeffler	USA)
#12	Yasuhiro	Morioka	(BASF)
#14	Shigeo	Marumoto	(Chiyota	Integre)	

ベスグロ賞
81	Hiromitsu	Oda	(Individual)

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。

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

https://www.yamatoamerica.com/cs/international-ta-q-bin/?gclid=CjwKCAjwztL2BRATEiwAvnALchLsS_DBVKUFB0WZu-xTsbEezhzIQWFc4pF0lX9Xz-SWQG1KAkfZdhoC9_4QAvD_BwE
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
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‘Japanese-English’Not Used in America： 
「和製英語」はアメリカでは通じません

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

 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

＊＊＊　11月のイベント　＊＊＊
2020年11月1日～11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。

PART 1
日本には、英語が日本語として同化された外来語があります。この「和製英語」を再
びアメリカで使うと間違って使われることがあります。アメリカの単語やフレーズの
正しい使い方がこちらです。 

● アプリ →　

● バック →  
 
 
 

● ウエスト →　 
 
 
 
 
● バイク →　　

 
● バイバイ →　 
 
 
 
 
 
 
 
● クリーニング →　 

● デスク →　

● ドンマイ (心配しないで) → 　

        

app (application)  アップ 

I have too many apps on my phone, so the memory  
is full.   
私の携帯にアプリがありすぎて、メモリーがいっぱいだわ。

back : (not waist) the middle of back 
（ウェストではなく） 背中からそのしたの部分

Oh man, I threw out my back picking up this box!   
この箱持とうとして腰を痛めたわ！

waist ：the side of the stomach 
    　胃の横の腰回り

I think this swimsuit makes my waist look slim.   
この水着は私のウェストが細く見えるわ。

bicycle or motorcycle/motorbike  
　    自転車 / オートバイ 

- We like to go biking, so we all have new bikes. 
私たちは自転車に乗るのが好きなので、みんな新しい自転車を 
持っています。

　　- He rides his bike on the weekend. (either one) 
　　彼は週末に（自転車 / オートバイ）を乗るのが好きです。（どちらでも）

 bye, or b-bye ・バーイ、または ババーイ

- (to small children only) Bye-bye! Be a good boy! 
（小さい子供に）バイバイ！ いい子にしててね！

- (to older children, adults / 大きい子供、大人に)  
 　A. Bye, see you later.   バーイ、またね。 
 　B. B-bye!   ババーイ！　

 dry cleaners or cleaners 
  　　ドライクリーナーズ または クリーナーズ

Can you take these shirts to the dry cleaners? 
クリーニング屋さんにこれらのシャツを持って行ってもらえる？

desk :  used only for study style, not regular table style 
         強机のことをさし、通常のテーブルのことではありません

Let’s put the desk next to the table in the living room. 
その勉強机をリビングルームのデスクの隣に置きましょう。

  Don’t worry about it：
Oh, he broke it? Don’t worry about it. 
あら、彼が壊しちゃったの？ 心配しないで。 
その勉強机をリビングルームのデスクの隣に置きましょう。

今まで使ってしまっていた習慣が出ないように数回声を出して練習してみると良いで
しょう！ 来月はパート２です。まだまだご紹介しますのでお楽しみに！ 
     
    Good luck! 

        Christina

＊＊＊

　今年の10月初日は満月でした。綺麗なきれいな月を、空気も澄み静まり返った真夜
中に、長い時間をかけ無言で愛でることができました。誰にも、何事にも妨げられない
時間というものは本当に貴重となりました。冬の訪れの早いこの辺りでは気温がほぼ氷
点までストーンと落ちるようになり、それまで美しい夏を謳歌していた生き物たちが季
節の変化に覚悟を迫られるようになります。動きが鈍くなり、それでもふらふらと花に
すがる蜂の姿、羽のぼろぼろになった蝶が必死で羽ばたき続けようとし地面を懸命に
跳ねる姿。哀しくも自然のさだめと自分に言い聞かせ、でも一心に生き続けようとする姿
を応援したく、蟻に引きずられて行かぬよう地面から離して花の上に載せてあげたり、
夏のお花も最後まで処分せずにおります。夜の間は凍らぬよう家の中へ入れ花を保護
し、朝になって気温が上がり始める頃また外へ出し並べてやると、誰に教えられるとも
なく沢山の蝶や蜂が一瞬にして集まって来ます。ぶうん、ぶうんという蜂の羽音は力な
さげで泣いているようでもあり、それでも、まだ開花しているブルーサルビアのひとつひ
とつを覗き体を突っ込み、己の使命を全うせんと行動し続けます。餌の減ったカマキリ
も外灯のすぐ傍の網戸に陣取り、灯りに集まってくる虫を捕えようと頑張り続けます。

　真夏の太陽の下鮮やかな色彩が映えるゼニア（百日草）の花。ミシガンでも10月終
わりまで咲き続け元気をくれるお花です。その花言葉は今は会えない人、不在の友への
想い、絆。新型ウイルスの猛威により私もこの夏、身近で大切な恩人を失いました。国
境のない友情と愛情、信頼。いつかは皆同じところで再会できると祈りつつも、その衝
撃と悲しみを癒すには努力が要ります。「いのちの詩人」相田みつをさんの印象深い言
葉のひとつに「きれいな足跡には　きれいな水がたまる」とありましたので、己の死に
ついても考え、ふと現時点で自分の足跡はどうかしらと振り返りましたらそこはまるで決
勝戦後のラグビー場。土砂降りが追い打ちをかけたような光景すら容易に想像出来て
息を呑み、急いで前を向きました。前進あるのみ。たとえ足跡は荒れ野原でも、その御
蔭で他に類を見ない自分の今があるのだと信じ、己を励ましました。些細な事に妥協を
許せない性分は災いしたものの逆にそれが幸いし、今後関わってゆく物事への取捨選
択のスピードはかなり進歩したはず。心がけ次第で人生時間切れとならずに納得した締
めくくりの工程へ着手できるやもしれません。心が癒され満たされ、更に勇気を頂くに
は音楽がエッセンシャル。今年は偉大な作曲家ベートーベンの生誕250年にあたり、そ
の作品の数々を有難く鑑賞してまいりました。彼を愛する世界中の音楽家たちによる、
コンサートホールでの生演奏の再開が早く実現されますよう切に待ち望むところです。

　アメリカでは4年に一度の大切なイベントへのムードが過熱する中、乱暴、無知、低
品位な私見を赤の他人から日々突き付けられる事に閉口し、騒音をシャットアウトせん
と努力するも視覚からも喧噪が飛び込んで来ることに辟易しておりました。すると住宅
街の自治会からとても公平且つ的を得た通達が各家に届きました。「熱心に選挙の候
補者を支援しようとする方の気持ちは理解しますが、明らかに自治会の決まりごと違反
です。敷地に立てたサインは速やかに撤去して下さい。」次の朝にはあらゆる政治的思
想、選挙支援目的の雑多なサインが住宅街から消え、本来あるべき整然とした美と、よ
そ様への敬意が取り戻されました。これが規則と秩序というもの。ミシガンの美しい自
然の中、静止した水面からどこまでも底の見える澄んだ水を湛えた数々の湖のごとき厳
かな平穏が住民の心に取り戻されたことは、筆舌に尽くせぬ有難さでした。通りには菊
の鉢植えやコーンストーク、赤、黄、オレンジ、茶系の秋の装飾が踊り、ハロウィーンの
お祝いムードからサンクスギビングへと季節が巡る中、心は純真な子供のまま干し藁と
コーン畑の迷路や露天市など、地域の人 と々共に黄金の実りの秋を楽しんでおります。

　庭作業に忙しい間は虫が寄ってくるので香水の類は身に着けませんが、これからの
季節は大いに楽しめます。晩秋のムードにほだされ迷い込んだショッピングモールの中
の若者向けビジネスカジュアルのお店の陳列棚に、ユニセックス向けの香水というの
が置いてありました。その瓶のデザインが中性的な魅力でカッコいいなあ、と珍しく心
ときめかせた私は、サンプルの瓶の蓋を開けて束の間、ふんふんと香りなぞ楽しんで
おりました。するとそこへ、とても女性的な要素を醸し出したスラリ綺麗な男性が、くね
くね踊りながら登場して私の傍へ来るなり一言、「息子さん用にお探しですか？」屈託
のない人懐こい笑みを湛え、何のためらいもなく途轍もなく酷いことを言ってのけまし
た。私の見た目は間違いなく年配女性と自覚しますが、都合の良いことに行動中は自分
の姿など見えませんのでその日その時、自分の気持ちは図々しくも20代後半に設定し
ておりました。そんな無茶をするから、なのですが、思わず瓶の蓋を取り落としそうに
なるほどの衝撃を受け、全身で動揺し打ちひしがれましたが、一瞬後には元気に顔を
上げ笑顔で「はい。」と返事した自分も嫌になりました。そのうち「お孫さん用でしょう
か？」と訊かれる事になるのね、としんみり。それでもまあ、笑いながら生きてゆこうじ
ゃないのと態勢を立て直しました。それぞれに限られた命。賢く愚かな人間たちがおの
おのの使命を全うし、幸せで、互いを尊敬し続ける世界が長く続いてゆきますように。

            綺麗な足跡            綺麗な足跡
織田貴和子

51
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www.takadadentalclinic.com

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

　ついに、２０２０年ゴルフシーズンも終盤にさしかかりました。今年は動画撮影の
ために何回かラウンドをしただけでした。レッスン動画は自宅のスタジオで行って
いるのでクラブを握らない日はないのですが、今年は非常にさみしいシーズンにな
りました。

　このコロナ禍で思うことが、感染に気を付けることや自粛することを“保守的”と
言っていることに理解ができないです。なぜかというと、今までの生活に戻すとい
うことが一番心地いいのは理解できるのですが、それって同じ生活感に戻るという
ことで何も革新的ではない。むしろ自粛している状態で今後社会に携わっていく 
ニューノーマルに向かっていくことがむしろ革新的で、今までの生活に戻っていくこ
との方が保守的に思えるのは私だけでしょうか？

　決して何が間違っているということではなく、この世の中のマジョリティーが保守
的な人に満ち溢れていると今年痛烈に感じました。

　なぜこのような話をするかというと、ゴルフスイングもそうで、改善しなければい
けないスイングは自分の意識を変えなければ、前の悪いスイングが心地よくて戻っ
てしまって、いつまでも改善しない。変化というものが世の中当たり前なのに、どう
しても今までのルーティーンに戻ってしまう。

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。

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。

　残念ながら今年は非常に暗い一年でし
たが、それが晴れるのを待つのではなく、
曇りの中でどう明るく過ごしていくのかを
考えるのがポジティブな考え方であり革
新的な姿勢だと私は思います。

　 なので 皆 さん 、これ から 乾 燥 する 季
節です。インフルエンザも流 行ります。
どうぞ 今し ばらく我 慢して いた だ いて 
皆 様 が 健 康 で いられますようお 祈り申
し上げます。

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

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.takadadentalclinic.com
https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://www.godaiko.com/home
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■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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

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：det ro i tkendodojo@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/
.................................................................................

サービス

■  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	

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

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	website	or	email.on	japan	News	Club,		please	contact	by	website	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。

クラス・稽古

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

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。	

お気軽にお問い合わせください。

https://www.JapanNewsClub.com	

■ デトロイト武道塾

合気道 (合気会 )・柔道　稽古生募集
新しい道場で気持ち良く稽古出来ます
ht tps : //g reate rdet ro i t a ik ika i . com/
日本語OK :gdbudo juku@gma i l . com
966	N.	Newburgh	Rd.,	Westland,	MI	

団体・グループ

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

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

■ 一軒家貸します in Clawson, MI        
Downtown Clawson home for rent.  New-
ly renovated 2 bedroom 1 bath house one 
block from downtown. Walk to coffee shops, 
restaurants and ice cream :-) .  New bath-
room, 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.

貸家

Happy

Thanksgiving!

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

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

https://www.JapanNewsClub.com

Japan	News	Club公式サイト

ウェブサイトより
バックナンバーもご覧ください

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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医師　若井俊明			｜　ミシガン大学家庭医療科助教授
2005年弘前大学医学部卒業、2008年手稲渓仁会病院内科研修修了、2011年University	of	Pittsburgh	
Medical	Center	Shadyside	家庭医療研修修了後より静岡家庭医養成プログラム指導医、2013年より健
康会おおあさクリニック院長、2017年よりミシガン大学日本家庭健康プログラムで診療。

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。		https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program

新型コロナの世界的流行、特にアメリカ国内やミシガン州内の感染に伴い、私たちの
生活は今年の春から大きく変わりました。新型コロナウィルスの感染を広げないよ

うに、職場、学校などすべての場所で対応を余儀なくされました。家族以外の人とはなるべ
く会わない、1.8メートル以内で人に近づくときや屋内ではマスクを着用する、などの政令に
従って多くの人や会社が今までと違う生活を送っています。そうすることで、感染拡大を予防
できるわけですが、それによる弊害もいろいろと出てきています。主な問題点を挙げると、

1. 運動不足

2. 社会との関わりが減ることによる弊害（ストレス、うつ、認知症など）

3. 学校教育の質の低下、仕事の効率の低下

　このどれも無視できない問題です。今後、有効なワクチンができて多くの人が接種でき
るようになるのには、おそらく１年近くかかると考えられ、その間に、これらの問題を無視
して感染拡大防止対策だけに集中するのは、無理があります。ジム、学校、会社、レストラ
ンなどが徐々に開いていく中、しかも、冬に向けて寒くなっていく中、どのようにひとつひ
とつの選択をしていけばいいのか、とても難しい問題です。

　最近のCDC（アメリカ疾病センター）によると、濃厚接触の定義は、「1.8メートル以内に
24時間15分以上いた」とありますが、学校や仕事に行くと、そういう接触は避けられない
です。ただ、マスクをしていれば、かなりの感染は予防ができます1)。マスクが予防できる
飛沫の大きさはウイルスの大きさよりは大きいですが、どの大きさの飛沫がもっとも感染

医師　リトル（平野）早秀子	｜　ミシガン大学家庭医療科助教授
1988年慶応義塾医学部卒業、1996年形成外科研修終了。2008年Oakwood	Annapolis	Family	
Medicine	Residency	終了後、2008年より、ミシガン大学家庭医療科でミシガン家庭健康プログラムで日
本人の患者さんを診察しています。産科を含む女性の医療、小児医療、皮膚手術、創傷のケアに、特にちか
らを入れています。

筆者プロフィール：

に関与しているかということはまだはっきりわかっていません。ただ、ミズーリ州の美容師
2人が感染した際、マスクをしていない家庭内では感染者がでたものの、仕事中はマスク
をしていて75人の顧客には全く感染がみられなかったという報告にあるように、マスクは
感染拡大予防に効果的だという報告が多くみられます。

　また、最近のミシガン州でのデータを見ると、感染者数は増えていますが、死者の数は
横ばいです2)。この理由はおそらく、感染者の年齢が比較的若いこと、検査の数が増えた
ことと、治療法が改善してきたことが考えられます。今でも、年齢が高くなるほど、感染が
重症化する確率は高くなります。また、人種によっても重症化しやすい人種と、アジア人の
ように重症化の頻度が少ない人種とがあります。それでも、コロナで亡くなった日本人は
多くいるので、重症化しないということにはなりません。

　では、マスクをしていれば、学校や仕事に行ったり、スポーツをしたり、ジムにいったりし
ても問題ないのでしょうか。

　これは、感染リスクが多少上がっても、それをしないことによる問題点を天秤にかけ
て、決める必要があります。運動不足による健康の低下、人とのかかわりが減ることによ
るストレス、家族にどのようなリスクの人がいるか、などを考慮して、それぞれの状況に適
した最も良い選択をすることが大切です。誰にでも当てはまる一つの答えというのはあり
ません。以下に、具体的な問題を例に挙げ、それぞれの悩みの例に対する異なる解決方
法の例を挙げてみました。

解決例1   子供も学校に行きたがっているし、集団生活や先生の言うことを守るということを 
             学ぶのは大切なので、学校に行かせることに決めた。周りには、お年寄りの家族は 
             いないので、リスクは最小限だと思う。母親も子供がうちにいるとストレスが大きい。

解決例2       家族にかかると重症化しそうな人がおり、できるだけ子供がコロナを家に持って帰る
　　　ことは避けたいので、オンラインの授業を選択する。子供もオンライン授業で特に問
　　　 題なくやっているようだ。授業の後、一緒に散歩にいって運動はするようにしている。

解決例1  外では遊ばせているが、マスクをしたまま遊ばせている。冬になったら、少ない人数だ 
　　けで、マスクをして遊ばせようと思う。ただし食事は厳禁で。

解決例2  外では遊ばせているが、マスクをしたまま遊ばせている。家に、高齢者がいるので、屋
　　内での遊びは避けたい。冬でも外遊びに限定するつもりだ。

解決例1  冬でも、外で会いに行こうと思う。なるべく、オンラインで会う機会を増やすようにす
　　 るつもりだ。

解決例2  どうしても社会との関わりがないと孤立してしまうので、マスクをしてジムや集まりに
　　  行くのを手伝おうと思う。

解決例1  現在は日本政府の方針で入国後のPCR検査と、2週間の待機と公共交通機関の利用 
        を控える要請があり、現実的ではないので、飛行機のキャンセルをした。

解決例2 仕事の都合上どうしても帰国したい、もしくは、病気の家族がおりしばらく会っていな 
　　いので心配で会いに行きたいので、一時帰国することにした。入国後はレンタカーで
　　自宅まで帰り、2週間は自宅で蟄

ちっきょ
居（ステイホーム）することにした。

このように、それぞれのご家庭での事情や、個人の健康状態などは異なるので、それを考慮して、最適な判断をしていただきたいと思います。 
最後に、誰にでも共通にいえることを挙げておきます。

1. 屋内ではマスク着用が必須。屋外でも、1.8メートル以内に人がいる場合はマスクを着用すべき。
2. 食事会など、マスクを外すことになる状況はさけるべきで、なるべく家族以外の人とは一緒に食事をしない。または、1.8メートル以上離れた状態でのみ、食事をする。
3. 職場や学校でも、マスクを外すときは、他の人と、1.8メートル以上離れた状態をとる。
4. 家に帰ったらすぐ手洗いをする。手洗いをするまで顔や目に触らないようにする。
5. 自宅蟄居することによる弊害（運動不足、体重増加、ストレスや孤立など）は健康を脅かす問題なので、放置せずに、可能な方法で解決を図るべき。

解決例1    外を歩くのは寒すぎて、私にはできない。このまま体重が増えて、血圧も上がって
　　　きているから、運動はしないといけないけれど、ジムは怖い。だから、家でオンラ
　　　インのJazzerciseを週３回することにした。

解決例2       やはり、ジムには行きたくない。たくさん着て、外を歩くことに決めた。

解決例3    家にいるとどうしても運動できないので、やっぱり好きなクラスがあるジムに行っ
　　　て、以前やって効果があった方法を再開しよう。マスクは全員しているので、感染
　　　リスクは少ないはず。ジムでシャワーを浴びるのはやめよう。

今までジムに行って定期的に運動していたのにジムが閉まってしまった、または、
ジムが開いたけれども安心できない等の理由で運動量が減ってしまって、体重が
増えてしまった。このままの状態をあと６か月続けるのはまずい。

子供の学校をオンラインでするか、学校に行かせるか迷っている。

子供のサッカーが、冬は屋内なのだが、参加させようか迷っている。

 子供が友達と遊びたがって、遊ばせるかどうしようか迷っている。

 年老いた親に会うのは、万が一感染していたら移してしまいそうで怖いので会わ 
 ないでいるが、孤立しているようだ。

 日本に一時帰国したいのだが、どうしようか迷っている。

今まで一時帰国時に人間ドックを受けていたが、今年は一時帰国できずどうして  
良いか分からない。

例1.

例2.

例3.

例4.

例5.

例6

例7.

解決例1      今年は、アメリカ国内で人間ドックが可能な医療機関で受ける。

解決例2  日本の人間ドックに比べると項目は少ないが会社の了承ももらえたし、今年はアメリ
　　   カ流の健康診断を受けることにした。

解決例1  　全員マスク着用が義務だし、他に好きなスポーツで冬に屋外でできるものがないの    
　　　で、ちょっと心配だが参加させることにした。

解決例2      屋内で多くの子供たちと一緒に運動するのは、感染リスクが高いように感じるので、 
　　    サッカーは夏になったら参加させて、冬は、毎日一緒に散歩に行くことにした。

https://www.nature.com/articles/d41586-020-02801-8
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163_98173---,00.html
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055	Meadowbrook	Road,	Novi,	MI	48375

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

Koby Learning Group 
Winter キャンペーン!!

“Free Raffle:無料で抽選に参加”

☆新規にコービーへ入学された場合
$40クラスクレジット進呈！

☆在校生の方で新しくクラスを追加された場合
＄20クラスクレジット進呈！

＊キャンプ等特別講習へは利用できません。

◎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。

帰帰国国生生大大学学入入試試説説明明会会  22002200  

実実施施日日時時  

帰帰国国生生大大学学入入試試のの概概況況とと今今後後のの受受験験対対策策  
①①帰帰国国生生入入試試のの基基礎礎知知識識  

②②海海外外在在住住中中のの心心構構ええ  

③③主主なな大大学学のの最最新新入入試試情情報報とと攻攻略略法法  

④④河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーーススののカカリリキキュュララムムのの特特長長 

<<おお問問いい合合わわせせ先先>>  河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーースス北北米米事事務務所所  EE--mmaaiill  ::  kkiikkookkuu@@uujjeeeecc..oorrgg    
  hhttttpp::////wwwwww..kkaawwaaii--jjuukkuu..aacc..jjpp//kkiillkkookkuu//                        

 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。） 

 

  
東東部部時時間間地地域域ににおお住住ままいいのの方方対対象象  

  １１００月月１１１１日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  ＊＊終終了了ししままししたた。。  

  １１１１月月  ８８日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  

中中部部時時間間地地域域ににおお住住ままいいのの方方対対象象  

  １１００月月１１８８日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  ＊＊終終了了ししままししたた。。  

  １１１１月月１１５５日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  

太太平平洋洋時時間間地地域域ににおお住住ままいいのの方方対対象象  

  １１００月月２２５５日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  ＊＊終終了了ししままししたた。。  

  １１１１月月２２２２日日（（日日））午午後後２２時時～～４４時時  

◆◆参参加加方方法法  
・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、実施日が近づきましたらお知らせします。 

・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。 

＊＊上上記記時時間間はは、、いいずずれれもも現現地地時時間間でですす。。  

11月2日（月）〜11月30日（月）

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

          

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS 

• 子子どどももととごご家家族族ののたためめののノノババイイのの歯歯科科医医院院

• 年年のの経経験験豊豊富富ななドドククタターーがが診診察察、、日日本本人人ススタタッッフフががごご予予約約、、

治治療療、、保保険険ののごご相相談談、、専専門門医医のの通通訳訳もも対対応応

• ほほととんんどどのの歯歯科科保保険険ににイインンネネッットトワワーークク対対応応

• 定定期期的的ななククリリーーニニンンググ、、定定期期健健診診にによよるる虫虫歯歯とと歯歯周周病病予予防防、、歯歯

のの美美白白、、顎顎関関節節症症ボボトトッッククスス、、矯矯正正、、イインンププラランントト、、歯歯茎茎再再生生

• ププララズズママ空空気気浄浄化化殺殺菌菌シシスステテムム設設置置、、全全米米歯歯科科医医師師会会 米米国国疾疾病病

対対策策予予防防セセンンタターーにに基基づづくくウウィィルルスス感感染染予予防防対対策策実実施施

、

23595 Novi Road, Suite 110 Novi, MI   48375               
英英語語 (248)449-8000・・日日本本語語ラライインン (248)513-4754 

www.eastbrookedental.com  
E-mail: Japanese@eastbrookedental.com 

 
E-mail: smile@eastbrookedental.com 

 

診診療療時時間間

月月  9-5   木木   9-2 
火火  10-7         金金   8-5   
水水 9-2  土土   8:30-1 

 とと のの間間

西西側側 内内

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

http://www.eastbrookedental.com
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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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
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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

M
ai

n 
St

M
or

to
n 

Ta
yl

or
 R

oa
d

275

Sanpei

上質上質なな暮暮らしをらしを実現実現させる住まいへさせる住まいへ！！
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）

248-432-1996
2063 ShearWater Circle, Commerce Twp. MI 48390
Office@RentShearWater.com
www.RentShearWater.com

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!

ペットにも優しい環境です！

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

ミシガン州ミシガン州 コマース タウンシップコマース タウンシップ

https://www.novidentists.com/
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
http://izakayasanpei.com/
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