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18 ・・・JBSD「写生大会」入選者作品紹介

 去る１０月２６日から１１月１日にかけ
て、ミシガン州のデトロイトから北へ

車で１時間半ほどの街、サギナー市の日本
祭が、今年はオンライン形式で一週間にわ
たり行われた。例年であれば同イベントは
９月に開催され、地元民や日系人、日本人
文化グループで盛り上がりを見せる。なぜ、 
毎年サギナー市で日本祭が行われるのか。
　サギナー市は、市内に３エーカーにも 
およぶ日本 庭園「徳島・サギナー友
好庭園」を擁し、その庭園内には、
日 本 の 本 格 的 茶 室『 阿 波 鷺 能 庵 
（あわさぎのうあん）』が設けられ、日本文化
センターとして市民の間で親しまれている。 
　同市と姉妹都市提携をしているのが、
日本の徳島県徳島市。それは、1957年、
徳島よりひとりの農業実習生がサギナー
市を訪れたことから始まった。若者の名
は高木宏幸さん。高木さんとサギナー市

民との交流がきっかけで、1961年、両市
議会での議決を経て姉妹都市となりその
後親密な交流が続いている。
　庭園は、徳島の庭師、鈴木弥太郎氏
が手掛け、1971年にオープン。その後 
1986 年に完 成する茶室の建 設にも
両市より多くの市民が関わった。資金
集めには初代所長の神原（かんばら）
Margoさんはじめ、Henrietta-Stern
さん、モスナー陽子さんなど多くの方々
が貢献され、建築家、竹中勤氏のもと、
数寄屋大工を日本より呼び寄せたり、資
材は徳島、京都から輸送したりと、日本
の匠がこだわり抜いた全米でも数少な
い本格的日本庭園・茶室となった。現
在も両市が共同で管理を続け、二年前
より阿津ますみさんが同センターの所
長を務め精力的に活動を行っている。 
　オンライン形式の同イベントは、Japan- 

Foundat ion-Center -for -Global-
Partnership（CGP)および在デトロイト
日本国総領事館支援の下開催された。
茶室建設時の様子などについては、
前所長モスナー陽 子さんへのインタ 
ビュー動画で紹介され、センター理事長の
トッド・マイケル・ホール氏の紹介で茶室・庭
園のバーチャルツアーも行われている。
　同イベント開会挨拶には、在デトロイト 
日本国中川勉総領事もビデオで参加。 
「コロナ禍にもかかわらず、オンライン形式 
で本イベントを実現できたのも、現所長 
の阿津ますみさんのご尽力のおかげ」とし 
多方面からの寄付や多くのボランティア 
の 協 力を 得て 同 イベ ントが 叶 った 
ことについて言及。「今まで以上に、日本文
化を広める良い機会となることを願って
いる」と話した。また、サギナーのフロイ
ド・クロック市長、徳島市の内藤佐和子
市長、徳島国際協会会長森住博氏も動
画挨拶にて同イベントの成功を祈った。
　今回共有された動画は、徳島紹介あ
り、サギナー市への交換留学生、阿波踊り
の紹介など。デトロイトからのバーチャル
パフォーマンスには、サギナー日本祭での
五大湖太鼓センターとライオン太鼓アンサ
ンブルによるビデオモンタージュや、茶道
裏千家淡交会ミシガン協会、生花、盆栽、

With special thanks to:

The Consulate General 
of Japan in Detroit

Saginaw-Japan Week
Japanese Cultural Center, Tea House, and Gardens of Saginaw Presents

Courtesy of grant funding by:

Monday October 26 - Sunday November 1, 2020
Japanese Cultural Center Website

Welcome to Saginaw Cultural Center 
*10/26 A Conversation with Yoko Mossner – Randi Kawakita
*10/29 Virtual Tour of Tea House & Gardens
Our Sister City *10/26
Undiscovered Tokushima, the Real Tokushima
Hello! from Tokushima – Tokushima Municipal High School 
Awa Odori – Dance from Tokushima City

Greetings  *10/26 - 3 pm   
Consul-General Tsutomu Nakagawa  
Tokushima Mayor Sawako Naito       
Saginaw Mayor Floyd Kloc 
Hello from from Mt. Bizan 
         – Mr. Hiromu Morizumi,
            President, TIA

Performances and Demonstrations
*10/26  Drumming from the Great Lakes Taiko Center – Raion Taiko Ensemble and Godaiko Drummers
*10/27  Bonsai Basics – Jack Sustic           
*10/27  Tri-City Awaodori - Tri-City Awaodori Troupe
*10/28  Tea Ceremony – Professor Soyu Nabeta & Urasenke Tankokai Michigan Association
*10/28  Ikebana, Misho Style – Judy Takako Thomas
*10/28  Origami, “Scary Spider” using no scissors – Mark DeWolf-Ott

SPECIAL LIVE WEBINARS
LIVE from Japan, Saturday October 31, 6:00 PM

Infusing Life into Shigaraki Ware: A Conversation with Ceramic Artist Yoshiko Takahashi
Interviewer: Dr. Natsu Oyobe, Curator of Asian Art, University of Michigan Museum of Art

Shigaraki Ware Webinar Registration

LIVE from Saginaw - Sunday November 1, 4:00 PM
Japanese Poetic Traditions: Waka, Renga and Haiku

Professor Monika Dix, Department of Modern Foreign Languages, Saginaw Valley State University
Poetry Traditions Webinar Registration

*Videos Available
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折り紙など地域のボランティアによる日本
の伝統文化紹介もビデオで行われた。
　サギナー日本ウィークの締めには、二ギナー日本ウィークの締めには、二
つのウェビナーを開催。「信楽焼に生命つのウェビナーを開催。「信楽焼に生命
を吹き込む：陶芸家髙橋美子」と題されを吹き込む：陶芸家髙橋美子」と題され
たウェビナーでは、ミシガン大学美術館たウェビナーでは、ミシガン大学美術館
の及部奈津博士が日本の滋賀県甲賀市の及部奈津博士が日本の滋賀県甲賀市
信楽のスタジオで信楽焼陶芸家として活信楽のスタジオで信楽焼陶芸家として活
躍する髙橋美子さんにライブインタビュー躍する髙橋美子さんにライブインタビュー
を行った。高橋さんは来る２０２２年ミシを行った。高橋さんは来る２０２２年ミシ
ガン大学美術館にて個展を予定しているガン大学美術館にて個展を予定している
のでぜひ足を運んでみたい。のでぜひ足を運んでみたい。
　また、「日本の歌の伝統：和歌、連歌、 
俳句」ウェビナーでは、中世の日本の歌 
の形式についてサギナー・バレー州立大学 
のモニカ・ディックス博士がオンライン 
講演を行った。ディックス博士は、アカデ
ミックのみならず、留学生支援や茶道、 
様々なボランティアのとりまとめなど、 
コミュニティの活動も精力的に行っており、
ファシリテーターを務めた阿津所長からも
感謝の意が述べられた。
　センターのYoutubeチャンネルより、茶
室、同ウェビナー、その他Japan Week
で紹介された動画は引き続き視聴可能
となっている。ミシガンに根づく日本の
歴史を、この期間にゆっくりと動画で学
ぶのも良い機会ではないだろうか。　

The Japanese Cultural Center, Tea House, and Gardens 
URL：     http://japaneseculturalcenter.org/  
Youtube： https://www.youtube.com/channel/UC40aVb1qJAC-Ege_1CMbrcQ

http://japaneseculturalcenter.org/
https://www.youtube.com/channel/UC40aVb1qJAC-Ege_1CMbrcQ
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　帰国生大学入試では、海外の高校での在学年数や卒業の有無、各国の大学入学
資格試験合格やスコア（米国ではSATやTOEFLなどのスコア）など、大学ごとに異な
った条件を定めています。また、選考方法も国内生の入試とは異なり、秋入学の大学
では北米の大学と同様に高校の成績や推薦書、大学入学資格試験の合格やスコアな
どの書類審査のみで合否が判定されます。一方、春入学の大学では書類の提出に加
え、学科試験が課されるケースが目立ちます。学科試験の科目は大学・学部によって
異なりますが、概ね文科系学部では小論文と英語、理科系学部では数学、理科と小
論文が課されます。また、多くの大学・学部で面接も行われます。

入試の出題傾向を意識した学習とTOEFLのスコアアップが必要
　では、帰国生入試に合格するためには、どのような準備をしておけばよいでしょうか。
まず、日本語での学習がとても大切です。学科試験の科目の多くは日本語で出題され
日本語で解答します。面接の質疑応答もほとんどが日本語です。入学後の講義やリ
ポート・論文作成、定期テストなども同様です。日本の大学なのですから当然とも言え
ます。帰国生入試は９月初めから始まりますので、高校卒業後の準備期間は約２カ月
しかありません。海外にいる今から日本語での学習を始めておかないと間に合いませ
ん。小論文の対策には時間がかかります。小論文は作文とは異なり、体験や感想だけ
ではなく自分の意見を述べなければなりません。自分の意見を構築するためには豊富
な知識が必要です。
　小論文で与えられるテーマや課題文、図表の内容は大学や受験する学部によって
異なり、最近の時事問題が提示される大学・学部と学部の専門領域に関する問題が
提示される大学とがあります。
　時事問題をテーマとする小論文作成のためには、今世界や日本で起こっているでき
ごとに目を向ける必要があります。また、中学の公民や高校の現代社会の教科書に載
っているような知識が必要です。
　一方で、学部の専門領域をテーマとする小論文作成のためには、専門領域に関す
る書籍や雑誌などを積極的に読むことが必要です。学識者の論文を掲載している新
書を読むこともよいですが、まずは志望する専門分野に関係がある内容の書籍で自
分が読みやすいものを読むことをお勧めします。例えば理科系志望者なら科学雑誌、
経済系志望者ならば経済誌を読むのもよいでしょう。日本語の書籍や雑誌が入手で
きなければ英語のものを読んでも構いません。また、新聞やテレビなどで報道されて
いる学問領域に関連するニュースもキャッチしておきましょう。新聞の社説を読むこと
は、課題文の読解力アップに役立ちます。
　そして、知識を得るだけではなく、書籍の記述やニュースに潜む問題点を指摘し、
それに対する自分の意見を考えることを習慣づけましょう。それが小論文作成に大切
な自分の意見を論ずることのできる力を養うことにつながります。
　理科系学部志望者にとっては、数学と理科の学力も必要です。数学や理科は現地

～志望校合格のためには現地校での学習に加え、 ～志望校合格のためには現地校での学習に加え、 
日本の学習も必要！ 早めに受験準備を進めよう！～日本の学習も必要！ 早めに受験準備を進めよう！～

帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策

校でも学んでいますが、日本の高校の数学や理科の教科書や参考書、問題集に目を
通し、そこで使われている日本語の用語や問題の解き方に慣れることが大切です。ま
た、米国の高校で履修していない分野があるかどうかを知ることも必要です。
　帰国生入試の英語は、日本の大学受験英語＝高校英語の学習が必要ですので、
過去の入試問題に目を通し、出題傾向を把握しましょう。中には、国内生と同一問題
を使用する大学もあります。一方、最近では、英語の試験に代えてTOEFLのスコア提
出を必須とする大学が増えていますので、TOEFLのスコアアップが重要になっていま
す。また、TOEFLのスコアを出願基準としている大学もありますので、TOEFLの重要
性が高まっていると言えます。

現地校での学習も入試に合格する力につながる
　現地の高校の成績（＝GPA）はどの程度必要でしょうか。書類審査のみの秋入学
の大学の選考では高校の成績が重視されるともいえますが、春入学の大学では合否
には大きく影響していません。しかし、高校での成績が悪くてもよいかというとそうで
はありません。当然卒業に必要な単位が取得できなければ大学受験資格を失います
し、科目ごとの成績を見た際に良くない成績があれば目立つため、面接でその理由を
指摘されたりします。
　また、高校での学習は大学での学習の基礎にもなりますし、社会人としての教養に
もなりますのでとても大切です。入試においても小論文作成のために必要な知識にも
なりますし、日本の大学の入試問題の数学や理科の問題を解くときにも海外の高校で
履修した数学や理科の知識が役に立ちます。さらに高校での学習は帰国生入試に必
要な英語力の向上にもつながります。SATやTOEFLなどの高スコアが必要となる大学
もありますので、これらのスコアアップのための英語力を上げるためには高校での学習
が重要です。多様な科目を英語で学習しているのですから、自然に英語力を上げるの
には高校の授業や宿題で使っている英語を着実に習得することが効率的です。

志望大学や学部について知ることも重要
　受験対策として、もう一つ大切なことは、志望する大学や学部のことを十分に理解
しておくことです。帰国生入試ではほとんどの大学で面接があります。また、出願書類
として「志望理由書」を提出させる大学もあります。なぜその大学や学部に入学したい
のかという理由を説得力あるものにするため、志望する大学や学部に関する情報収集
をしましょう。大学のウェブサイトを閲覧すれば、情報がキャッチできます。これも海
外にいる今からできることの一つです。
　このように海外にいるときからすべきことは多数ありますので、帰国が迫ってから慌
てることのないように早めに準備を進めるとよいでしょう。なお、近年、帰国生入試を
廃止する傾向が目立ちますが、一方でAO入試やグローバル入試という新方式が登場
しています。書類や面接、小論文などで選考されるので、帰国生入試と同様な対策で
受験できます。このような入試も視野に入れるのもよいでしょう。

筆者プロフィール：筆者プロフィール：
河合塾海外帰国生コース北米事務所河合塾海外帰国生コース北米事務所
            アドバイザー 　丹羽　筆人            アドバイザー 　丹羽　筆人
　河合塾で十数年間にわたり、大学入試データ
分析、大学情報の収集・提供、大学入試情報誌 
「栄冠めざして」などの編集に携わるとともに、大
学受験科クラス担任として多くの塾生を大学合格に
導いた。また、全国の高等学校での進学講演も多数
行った。一方、米国･英国大学進学や海外サマーセミ
ナーなどの国際教育事業も担当。米国移住後は、 
CA、NJ、NY、MI州の補習校･学習塾講師を務
め、2006年に「米日教育交流協議会（UJEEC）」
を設立し、日本での日本語･日本文化体験学習 
プログラム「サマー･キャンプ in ぎふ」など、国際
的な交流活動を実践。また、帰国生入試や帰国
後の学校選びのアドバイスも行っており、北米各
地で進学講演も行っている。河合塾海外帰国生
コース北米事務所アドバイザー、名古屋国際中学
校・高等学校、国際高等学校（NIC）、名古屋商
科大学アドミッションオフィサー北米地域担当、 
サンディエゴ補習授業校教務主任。
◆問い合わせ先
河合塾海外帰国生コース北米事務所：
kikoku@ujeec.org

https://nipponexpressusa.com/
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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
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作り方

 

 
 

     
     

 
 

 
  

 

①

[ぎゅうひ生地]
　白玉粉 100g  
　水 200cc
　グラニュー糖 200g
　片栗粉（手粉）適宜

[白みそあん]
　白あん 150g
　白味噌  30g
　食用色素・赤　少々

[蜜漬けごぼう]　※花びらもちを作る前日までに準備をしてください。

[白みそあん]　

[ぎゅうひ生地]

[蜜漬けごぼう]
　ごぼう  1/2本
　グラニュー糖　100g
　水 １00cc

新春を寿ぐ、花びらもち
おうちで楽しむ
新年の和菓子

W a g a s h i  f o r  c e l e b r a t i n g  N e w  Y e a r  2 0 2 1

新しい年のお祝いに、健康と幸せの祈願に、花びらもちを作ってみませんか。

材料(10個分)

 
 作り方

お正月の和菓子「花びらもち」は、平安時代の新年

How to make  Hanabi ramochi

ボウルに白玉粉を入れ、水を加えながら、ダマにならないようによく混ぜる。グラニュー
糖を加えて混ぜ、ドロリとした状態にする。
レンジで1分半加熱し、取り出してヘラで混ぜる。さらにレンジで1分加熱してよく混ぜ、
同工程を3～4回繰り返す。全体に透明感が出て、コシのある状態になまで。
片栗粉を敷いたバットに生地を置き、上から片栗粉をふるう。生地が熱いうちに、ヘラ
で10等分にする。手粉をつけながら4～5mmの厚さに叩きのばす。粗熱がとれたら、直
径9cmのセルクルで10枚抜く。
中央よりやや上にピンクに染めたみそあんを、中央にごぼうを、中央やや下に白みそ
あんを置き、向こう側から手前に半分におりたたみ、形を整えて出来上がり。

お正月の和菓子「花びらもち」は、平安時代の新年に行われた健康
と長寿を祝う行事「歯固めの儀式」を簡略化したものです。当時は
押し鮎、宮中雑煮が食べられていましたが、やがて押し鮎はゴボウ
に、雑煮は餅と白みそとなったとか。ピンク色に染めたみそあんが、
ぎゅうひの中にほんのりと透けて見えるのが綺麗です。

ごぼうはよく洗い、皮付きのまま、長さ10cm、5㎜角に切り、薄い酢水に15分さらす。 
ごぼうを洗い、耐熱ボウルに入れる。水を大さじ2（分量外）加え、ラップをして電子レン
ジで1分加熱する。
電子レンジから取り出し、分量のグラニュー糖と水を加えて混ぜる。ラップをして電子レ
ンジで3分加熱する。全体を混ぜ、もう一度3分加熱する。火が通ったら冷まし、そのまま
一晩おく。使う 前に蜜を切って、花びらもちに入れる。冷凍保存可能。

1.
2.

3.

耐熱ボウルに白あんと白みそを入れて混ぜる。電子レンジで30秒ずつ加熱する。
マッシュポテト状になるまで繰り返し（30秒を3～4回程度）、冷ます。
冷めたら、1／3量を取り分け、食用色素でピンクに染める。

1.

2.

1.

2.

3.

4.

杉井ステフェス淑子 東京出身。2016年よりオハイオ州クリーブランド在住。和菓子作家。アメリカで
オーダーメイドの和菓子作品の制作、和菓子教室やワークショップ、デモンストレーション、展示など
を行う。和菓子・琥珀糖スタジオ； https://kohakuto.com/　Instagram: topico_wagashi  

Ingredients

H a p p y
N e w Y e a r

2 0 2 1

※ 本 レシピ 使 用 の 電 子 レンジ は 1 1 0 0 w 。
※ 白 あ ん の 作り方 レシピ：
h t t p s : / / k o h a k u t o . c o m / r e c i p e / s h i r o a n /

白玉粉のかわりに、もち
粉、Glutinous rice flour
を使うことができます。

Japan News Club

２０２１年新春１月号 

新春のご挨拶を弊誌に
掲載ご希望の皆さま

お問い合わせは12月20日までに
japannewsclub@pntrpress.com まで

「クリスティーナのおしゃべりカフェ」「ケンケンガクガク」な
どコラム連載のバックナンバーはJapan News Club公式サイト
でもご覧いただくことができます。

www.JapanNewsClub.com

お節とともに、おうちでできる
和菓子レシピをご紹介していただきました
お節とともに、おうちでできる
和菓子レシピをご紹介していただきました

http://www.riveroakswest.com
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　いよいよ子年２０２０年も最後の月『師走』になりました。ミシガンでは先月末初
雪も観察され、これからはいつ雪が降ってもおかしくない季節です。皆さんの中にも 
１０月末以降コロナ騒ぎが手の付けられない程大きくなる中、家事やお仕事で止む
を得ず外出、面談、現場作業などせざるを得ない方がいらっしゃるのではないかと
思います。感謝祭の連休前後CDCの外出自粛警告・要請にもかかわらず、米国内で
何百万人もの人が移動し、コロナウィルスの感染リスクがコントロールの利かない過
去最大レベルに到達するのは避けられない状況です。特に連休明けから２〜３週間
に全米各地で感染爆発、医療崩壊が同時多発して収拾がつかなくなる恐れがありま
す。とにかく皆さん、年末年始に向けて呉 も々安全と健康第一にご留意願います。

　先月は映画界とスポーツ界で二人のレジェンドの訃報が続きました。前者はイ
ギリスの映画俳優ショーン・コネリー氏、後者はアルゼンチンの元サッカー選手 
ディエゴ・マラドーナ氏です。

　コネリー氏は言わずと知れたスパイアクション映画００７ジェームズ・ボンドシリー
ズの初代ボンド役で映画界のスーパースターとなり、マラドーナ氏は優勝した１９８６
年メキシコワールドカップの準々決勝対イングランド戦で伝説の『神の手ゴール』と 
『５人抜きドリブルゴール』を決めたサッカー界のスーパースターでした。初めてコネ
リー氏主演のボンドシリーズを観たのは私が中学生の頃ですが、実際のスパイ活動
とは違う作り話の世界だとは分かっていても彼の格好良さに圧倒され、学生時代に原
作者イアン・フレミングの和訳本をほとんど読破しました。高校時代、大学時代と新
シリーズの封切りを待ち切れず、学生には結構な金銭的負担となる上映館限定のロー
ドショーをしかも立ち見で観に行ったものです。今のダニエル・クレイグも好きですが、
歴代ボンド役の中でもナンバーワンの適役だったと思います。彼自身は俳優としての
矜
きょうじ

持があり、ボンド役よりも演技力を発揮できる映画出演が本望だったようで、後年
ケビン・コスナーと共演した『アンタッチャブル』他数々の映画で味わい深い演技を
見せ、アカデミー賞や母国でサーの称号も獲得した実力派でした。
　マラドーナ氏はサッカーファンならずともご存じのアルゼンチンの英雄で、現役時代や
引退後の突飛な言動とアルコール依存症、薬物問題などで世間を騒がせたり驚かせた
りしましたが、ことサッカーに限れば長年隣国ブラジルの英雄ペレ氏と史上最高のサッ
カープレーヤーはどちらか？の熱い議論の対象でした。お二人のご冥福をお祈りし
ます。（合掌）

　さて、今年最後の本欄のテーマは『年忘れトランプ劇場千秋楽』です。

　先月１１月３日に実施された次期大統領選挙投票の結果、ほぼ３週間後にバイデン
前副大統領が事実上当選となりましたが、負けず嫌いで諦めの悪いトランプ現大統
領は投票前から繰り返していた「自分が選挙に負けるとしたら不正投票以外にはあ
り得ない」という具体的根拠のないデマを今も言い続け敗戦宣言を未だにせず、選
挙キャンペーンチームの顧問弁護士や地方の弁護士を介して複数の接戦州を中心に
法廷闘争に持ち込もうとしたり、各州の選挙管理委員会に手作業を含む投票の再確
認、再集計を強要したりしていますが、所詮具体的根拠がなく法廷での審議に持ち
込もうとしても担当判事から「メリットなし」と一刀両断、門前払いされるケースが相

年忘れトランプ劇場千秋楽

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第214回）

次いでいます。元々具体的な根拠がなく勝ち目のない戦さに一度は法廷に持ち込もう
とした選挙キャンペーンの弁護士団の一部や各州の弁護士も早々に諦め距離を置き
始めています。唯一無償で狂気に近い支援をし続けているトランプの個人弁護士で
あるルディ・ジュリアーニ元ニューヨーク市長もある州のケースでは法律顧問の専門
家として提訴した理由と判事への説明内容が食い違い、説明する言葉遣いや態度も
礼を欠き、過去にトランプが指名した担当判事からさえ法廷侮辱罪一歩手前に近い
警告を受け、そのまま発言を続ければ弁護士資格を剥奪されかねない一幕もあった
ようです。

　ジュリアーニ氏は２００１年９月１１日に発生した複数同時多発テロの際には最も
甚大な被害を被ったニューヨークの当時の現役市長として同じく当時現職のブッシュ
大統領や政権幹部と協力して縦横無尽の大活躍でニューヨーク市民だけでなく米
国民全体を絶望感から救い、希望の火を灯した国民的英雄として衆目を集め「アメ
リカン・メイヤー（アメリカの市長）」と呼ばれて称賛されたものですが、その後表舞
台で活躍できず燻っていた間に欲求不満、自己顕示欲が増大・増幅したのか、FOX
ニュースが飛びつくような過激な発言で久し振りに表舞台に現れるようになったも
のの、この数年、特にトランプの前回大統領選挙キャンペーン中と就任後の４年間の
トランプの政敵を集中攻撃する政治的陰謀を中心にした法に触れるような彼の言動
は目に余るものがあり、正に「人生の晩節を汚す」形で、今は常識ある国民から軽蔑
と非難の目が注がれ、今回の大統領選投票日直前にはとうとう実の娘からも見放さ
れ、彼女はバイデン候補支持を明言してしまいました。

　TVのリアリティーショーの延長のようなトランプ劇場は主役も脇役も大根役者
の三文芝居で台本、筋書きもない行き当たりばったり。セリフも刹那的、感情的な
アドリブばかりで中身のない戯言の連続のため、最初は面白がって観ていた観衆も
ワンパターンに近い同じような言葉の繰り返しに気付き、段々飽きて来て興味が薄
れ心も離れつつあります。トランプとあれ程蜜月状態だったFOXニュースもテキサ
ス州の開票結果でバイデン当確の報道を早めにしたことで亀裂が入り、まだ不正投
票が事実であったようなウソ報道は続けているものの、今まで通りには行かない雰
囲気です。

　トランプ大統領自身は今回も2匹目のドジョウを狙って騙し続けて当選できると自
負していた選挙開票結果に落胆したのか、大統領退位後の個人的借金返済のやり
繰り算段と現職中は保留・中断されていた何千件もの連邦レベル、州レベルの訴訟
問題で有罪判決、刑事罰を受ける恐れを憂慮してか、投票日以降しばらく記者会見
に現れず、コロナ感染の急増、急拡大で世間は大騒ぎになっているのをよそにツイー
トも時期外れに開催された男子プロゴルフメジャー大会マスターズの話題や不正投
票だと愚痴る程度と控えめでフロリダ州マララガのトランプホテルでゴルフに興じ、
現職大統領として連日正式公務の予定が入っておらずサボタージュの状態でした。

　全く無責任で完全に職務放棄しており、政権幹部や共和党議員に対して何もコロ
ナ対策の指示やコロナ禍による営業停止・制限で倒産の危機に瀕している中小企
業、個人商店、その連動で生じた大量の失業者に対する連邦緊急救済基金第２弾
の議会審議、承認可決、大統領承認・実施を陣頭指揮するわけでもなく、国家的危
機管理能力、大統領の職務遂行能力がないことを改めて知らしめました。

　一方、連日のニュースでご存じのようにコロナウィルスは現在全米中で感染爆発状
態です。いつ何処で誰から感染するか全く分からず、今は米国本土でどこも安全な場
所はありません。最前線の医療従事者にも感染者が急増していて、あちこちで病床
数、医療機器、感染防護用具の不足が現実化して全米で同時多発の医療崩壊が大
いに懸念されます。米国の感染者数は最初の百万人に到達するまでに９８日を要し
ましたが、感謝祭休日直前の百万人にはわずか６日しか要しませんでした。毎日平均
１７万人もの新規感染者が出ていたことになり、その後も毎週百万人超の新規感染
者が連続発生していることになり、正に国家緊急事態の恐ろしい状況です。

　CDCの外出自粛警告・要請にもかかわらず、感謝祭連休前後の２週間で約１千万
人もの人が陸路、空路で移動しており、更に倍数の感染者が出る心配まであります。
連休中は統計データが収集・確認出来ず数字を公表していなかった州もあり、今後の
１０日間〜２、３週間にどれだけ酷い数字になるか悪いニュースが続くのは避けられな
いでしょう。
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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。。

　大手製薬メーカーのファイザー社など有力３社の新種の開発プロセスによる開発
期間大幅短縮で完成・実用化承認間近で信頼度の高いワクチンの大量生産、配布
が実施されるまでに、本来なら感染しなくても良かった、亡くならなくても良かった
犠牲者の数が爆発的に増えてしまいそうです。私達も統計数字に入らないように更
に気を付けないといけませんが、ワクチンが大半の一般国民に広く行き渡り接種率が
かなりの高率になるまでは、マスク着用、距離確保、手洗い励行が最も簡単で効果の
高い防御策であることは変わりません。

　先月号での願い通りバイデン候補者当選で一安心、一息つきましたが、未
だに（恐らく大統領職を退いても）負けを認めないトランプが残りひと月半の
就務期間中に先月突然発表された多国間オープンスカイ条約からの脱退及
び偵察飛行専用機の廃棄処分（新政権移行後再加入しても使える専用機な
し）やイランの核開発 最高責任者の暗 殺事件などトランプ 政 権が 直 接関与
しているか間接的に関与している可能性があるキナ臭いニュースが既に続い
ており、更に米国や国際社会の安全・安心を揺るがせ、国民の生活を不安に
陥れるような何かとんでもないことをしでかさないか冗談でなく心配です。 

　年忘れトランプ劇場の千秋楽は主役も脇役もドタバタせず、敗戦宣言のセリフなし
でいいので、波乱万丈のクライマックスやびっくり仰天のどんでん返しなど一切なく、
平穏無事に静かに幕を閉じてほしいものです。無理かな？神様、仏様、またよろしく
お願いします！

　では、皆様少し早いですが、前例のない残り少ない今年２０２０年を安全無事に
乗り切って少しでも明るいニュースを期待して新年をお迎えください。

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。

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
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心臓病治療の最前線

第154回  第154回    マスクについて、その2マスクについて、その2

　ジャパンニュースクラブ１０月号の本稿にて、マスクについての病院の在庫の
点からお話をしましたが、今日は、マスクの効用についてお話をします。

　数ヶ月前、日本の記事に世界最高速のスーパーコンピューター¹富岳²を使っ
た、マスク着用者が咳やくしゃみをした際に、どのように飛沫が拡散するかの 
シュミレーションが報告されたことがありましたが、感染をしていない、健康
な、マスク着用者が、どの程度、空中に浮遊している飛沫やエアロゾルから自分
の身を守ることができるかについての報告がないのをいつも不思議に思ってい
ました。

 マスクを着用する意味は、発生源のコントロール（他人を守る）と、環境中のウ
イルスから身を守る（自分を守る）ことの二つの意味があると思います。特に、
今般の新型コロナウイルスのように、感染性が極めて強く、また、感染しても
全く自覚症状のない人から、人工呼吸器を必要とするほど重症化する人、死亡 
する人と、症状に大きな差があり、しかも、症状が軽い人からの感染が、必ずし
も他の人にとっての軽い症状に終わるわけではない感染症においては、症状の
あるなしにかかわらず、全ての人がマスクをすること、少なくとも2メートルの社
会的距離を取ることは、大変大事なことだと思います。

　研究の結果³によれば、病院でよく使用される紙製のいわゆる「外科用マス
ク」では、着用時と非着用時とを比べると、ウイルス保有者がマスクをした場
合、保有者から飛散される飛沫やエアロゾルが3分の1から4分の1（67％から

外科用マスク
Directorsblog.nih.govより

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

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

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

〜  現在 申込受付中 〜
今すぐお申し込 み を！

プログラム内容：

• 	 レベル分けされたESLプログラム
•	 秋・春クラス開講（途中入会も可）
•	 研修を受け専門資格を有する教師陣による授業
•	 オンラインのみ、または対面クラスあり
•	 様々な言語背景の多国籍参加者	多数
•	 英会話、交流時間の機会あり
•	 就職準備	–	仕事上のコミュニケーションに必要な	
ソフトスキル養成

•	 デジタル面の丁寧なサポート提供

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

75%の保護効果）に減少し、他の人に感染を広げることを防ぐ効果があるとい
う結果が発表されています。

　また、同じ外科用マスクを健康者が着用した場合、周囲から入ってくる飛沫
やエアロゾルを6倍程度（83％の保護効果）減少する効果があると言われてい
ます。

　布製のマスクや、スカーフ、バンダナなどの場合は、外科用マスクと比べる
と、効果が少なく、生地や目の細かさ、幾重にも重ね合わせられているかど
うかにもよりますが、周囲から入ってくる飛沫やエアロゾルを2から4倍程度
(50−75％の保護効果）減少させる効果があると言われています。つまり、ない
よりマシということです。

　また、特に感染の危険の高い状況、たとえば、コロナ患者さんの入院病棟な
どで使用される、N95と呼ばれるマスクは、95％保護効果があると言われてい
ますが、これは、正式な着用試験を経て、それぞれの着用者にフィットするサイ
ズを選んで使用されるもので、このような厳格な試験を経ずに使用されるもの
は、おそらく95％の保護効果には達しないと思われます。

　さらに、防毒マスクのように、本体がゴムなどで作られていて、顔に密着し、
両脇に、高い保護効果のあるフィルターを装着したものは、フィットテストが適
正に行われている限り、さらに高い保護効果があると考えられていますが、病
院内などを除けば、一般市民の方が使用される場面はあまりないと思います。

　男性で、濃い顎髭などが生えている人については、マスクが顔面に密着せず、
その保護効果が減少する可能性があります。高度の保護機能が必要な病院な
どでは、マスク着用時には、顎髭などを剃ることを勧めています。

　私は、外来では、高齢の患者さんが多く、聴覚障害を持った患者さんが多い
ため、マスクで口を隠してしまうと、コミュニケーションが取れなくなってしま
うため、透明性のあるマスクを使用していますが、このマスクをした後、咳やく 
しゃみなどを全くしていないにも関わらず、ただ、静かに話していただけで、い
かにたくさんの唾液の飛沫が内壁についているかが分かり、改めてマスクの大
切さを感じています。

また、不幸にして、ウイルスを吸い込んでしまった場合にも、その量が少なけれ
ば、症状が軽くなる可能性が指摘されています。ですから、できるだけ、

・保護効果の高いマスクをし・保護効果の高いマスクをし

・社会的距離を保ち・社会的距離を保ち

・密室を避け、こまめに換気すること・密室を避け、こまめに換気すること

などに十分気をつけられて、コロナから身を守り、健康な冬をお過ごしくだ
さい。もちろん手洗いも重要です。

1. 科学技術計算用途で大規模・高速な計算能力を有するコンピューター
2.日本のスーパーコンピュータ。理化学研究所の「京」の後継として    
2014年に開発開始、2020年より試行運用中
3.参考文献：https ://doi .org/10.1371/journa l .ppat .1003205 
                    http:/hse.gov.uk/research/rrpdf/rr619.pdf

https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
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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！

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

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

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://kobylearn.com
https://www.sushidenonline.com
https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
http://www.aielloglobal.org
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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Ascension Brewing Company
42000 Grand River  

Novi, MI 48375 
Tel: (248) 308-2093 

http://ascension.beer

文＆写真　by	ヤマトノオロチ
日本人コミュニティーに近いブリューワリー

このステキな雰囲気の店内を早く楽しめるようになってほしい

　３週間（11月18日から）のミシガン州保
健局長官による非常事態命令でレストラン
やバーでの店内飲食の規制が再び始まっ
たミシガン。州内には300を超えるブリュワ
リーが存在している。ミシガン州でも大き
な日本人コミュニティーであるノバイにあ
るAscension-Brewing-Company。Grand 
River沿いにあるAscension-BCは5年前に
オープン。3月の外出禁止命令、7月の再開、
そして今回の再度の屋内でのサービスの規
制。一段と寒さが増した日、ブリューワリー
のパティオでブリューワリーのスタッフの
Joshに聞いてみた。

　なかなか尋ねにくかったが、まず今回と3
月の規制と違いはあるのかと聞いてみた。
きっぱりと、全く違う、と言った。前回は駐
車場に全く車がいないほど閑散としたもの
だったが、今回は違う。家にいなくてもい
い、ということで機会がある、という。売上
等はコロナ禍前の3分の1ほどになってしま

うが、マスクをする、手洗いをするなど、人
々はどうしたらいいのかの行動の様式を知
っているから、だ。3月以来、オンラインのオ
ーダーを導入し、Door-to-doorの配達サー
ビスもなかなかの数になるという。

　そのような手早く行った対処をしている
が、マイクロ・ブリューワリー、という規模へ
の影響もある。保健局は「室内でのサービ
ス」を規制したが、「屋外」までは完全に規
制はしていない。Ascensionは夏場はパティ
オを開放しているが、冬場は開放しない予
定だ。暖房や囲いにかかわるコストを考え
るとパティオの通年開放はできない。また、
ドラフトは提供せず缶のみの販売なので、
カウンターのラインナップボードは半分が
空白となってしまったのがさびしい。

　しかし、「このような状況下でもチャンス
がある」ので、キッチンのメニューもそれほ
ど減らしてはいない。「最近ブリトーを加え
た」。1パウンドのブリトーはキャリーアウトと

ビールにぴったり、とおススメ。IPA、Pale-
Aleはもちろん、季節でローテーションし
ているビールも忘れてはいけない。スイカ、
ドラゴンフルーツ、イチゴのフルーツ味の
Derp-a-Derp（ABV.-7％）はセンセーショ
ナルな赤いボディーのサワービール。ドラ
ゴンが描かれた缶はサーバーのデザイン。
フルーティーなIPAがいい、という人には
Meliorism（ABV.-7％）。クリスマスには
Super Imperial beer (stout, ABV. 16%) を
リリースの予定。年末は地元のブリューワ

お土産にも最適なセット　＄30　（写真提供：Ascension BC）

Ascension B.C - Novi, MI

(上）4缶のパックは＄18-23 
（下）ブリトー ＄10（写真提供：Ascension BC）

リーをじっくり楽しむのもいいだろう。

　そしてノバ イというコミュニティー
に 日 本 人 が 多 い こ と に つ い て は ポ
ジ ティブ は 言 葉 を か け て もらった 。 
「このコロナ禍で旅 行 者や人の行き来
が少なくなっているけれども、お店に来
てもらえることに感謝、インターナショ
ナルな雰囲気がこのような状 況下でも
感じられるのがいい」と語ってくれた。

(上）Derp-a-Derp. ラベルと赤いボディーがユニーク 

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

外観

https://rentshearwater.com/
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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（12）食に関する言い回し（12）

〜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〜

−−１２９１２９−−

　今回で食に関する言い回しは最後です。これまで入れられなかったものを
見ていきます。

「山椒は小粒でピリリと辛い」は、山椒の部分を除いて、“smal l - but 
sharp” とか “small but smart” と表現できます。「空腹は最上の 
ソース」は元々英語が先ですから “Hunger is the best sauce.” で、 
本当にお腹が空いているときは何でもおいしく感じますよね。「濡れ手で粟」
は、“easy money” でいいと思います。「梨のつぶて」は、「無し」と掛けた
表現ですから、このまま英訳はありませんが、意味を取って、“not-getting 
any answer” くらいでしょうか。その他に “He has been mum.”  
(彼から音沙汰無しだ)という表現も使えます。「辛口のコメント」は、 
“a harsh/scathing-comment”-です。その逆の「甘い言葉」は英語でも
似ており、“honeyed words”-が一番一般的でニュアンスまでよく似てい
ますが、“sugared words” とか “candied words” とも言えます(少し
古い言い方)。

「甘い」をもう少し続けると、「あの人は酸いも甘いもかみ分けた人だ。」
は、“He has tasted the sweet and bitter of life.” で、違いは酸
っぱいが苦いに変わっていることです。「脇が甘い」は“having-weak 
defenses” とか、“off one’s guard” です。「甘いマスク」は “sweet 
mask” と言っても全然通じません。普通男性の美しい顔立ちに使われます
ので、“handsome face”  “beautiful features” 等が使えます。

 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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

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

　朝起きて外を見たら、うっすら雪が積もってい
たのでびっくりしました。いよいよミシガンに冬
が来てしまいましたね。昔は寒い日でもスキー 
ヤーのような格好をして、ブランケットとカートカ
バーを持ち歩いてラウンドしていましたが、あの頃
のパッションはもう持ち合わせていません(笑)。

　今月はクラブのレイアウトについてお話しした
いと思います。制限は14本、ウッド・ハイブリッド・アイアン・ウェッジのどんな番手を
何本入れるか、をクラブレイアウトと言いますが、それは人によって様々です。皆さん
はどうやって決めていますか？ 

■　飛距離のバランスで決める

お手持ちのクラブの、フルショット時の飛距離を見てみ
ましょう。右のような表を作って、私のクラブの飛距離
を書き込んでみました。どのクラブとどのクラブの間に
何ヤードの差があるのかが、一目で分かります。人によ
っては飛距離が重なるクラブがあるかもしれません。
ティアップする時としない時用で、同じ飛距離のクラブ
を2本持っている友達がいましたが、それはちょっとレ
アなケースで、なるべくまんべんなく飛距離が出せるよ
うなレイアウトにするのが理想です。本数に余裕がな
い時は、重なっているところを削ってギャップが大きい
ところに充てます。

私はいま13本でプレイしていますので、あと1本追加で
きます。7Wと6Iのギャップを埋めるべく、来季は5か6
のハイブリッドを追加しようと思っています。

■　ハイブリッドとアイアンの境目を決める

ハイブリッド、別名ユーティリティは、球が上がりやすく、ラフからの抜けも良いの
で、ロングアイアンの代わりに入れることが多いクラブです。8番アイアン、7番アイア
ン、6番アイアン…と順に長いアイアンを打つことを思い浮かべて、ちょっと自信ない
な、と思う番手がハイブリッドの始まりです。例えばアイアンを6番まで入れたとして、
ハイブリッドは5番から入れるべきか？というとそんなことはありません。最近のはじ
き系のアイアンは特にロフトが立っていることが多いので、番手の数字にとらわれず、
試打してみて飛距離で選ぶのがいいと思います。

■　ウェッジの本数を決める

ウェッジは何本持つべきですか？とよく聞
かれます。本数に限りがありますし、得意不
得意もあると思います。ショートゲームの神
様ペルツは、ピッチングウェッジ、アプロー
チ（ギャップ）ウェッジ、サンドウェッジ、ロ
ブウェッジの4本を持つべきだと言っていま
す。ピッチングのロフトを調べて、そこから
4-6°ずつ間隔があいたウェッジを持つのが
お約束です。
長い方を厚くしてロングゲームを充実させるか、短い方を厚くしてショートゲームで勝
負するか、好みもあると思いますが、私はウェッジ4本体制です。ウェッジの表も作って
みました。フルショットにハーフショットとチップショットを加えれば、さらに短い距離
のギャップを埋めることができます。

　お家で暖まりながら、来季に向けて埋めるところ、削るところをぜひ研究してみて 
ください☆

<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、夏はミシガンで、冬は日本でレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

https://www.suzukimyers.com/ja/
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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

‘Japanese-English’Not Used in America： 
「和製英語」はアメリカでは通じません

 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

＊＊＊

PART 2
先月の「和製英語はアメリカでは通じません」Part１は御覧頂けましたでしょうか？
今月はPart 2として引き続きいくつかご紹介いたします。もうすでに使われた言葉は
ありますか？ 使ってみる前にその意味を再確認してくださいね！

● ヒップ→ Hip: the side of the upper thighs; Rear: the back of the hips：

 

● アイス→  ice cream 

 
 

| 

 
● イメージする → imagine (verb)：イマジン  

 
 
 

 
● ジェットコースター → roller coaster：　

　

● メイク → make-up (Noun form is more used than verb form.)： 

 
 
 
● ナンバープレート → license plate：　 

● ワンピース → dress ：　

 
● パンク　(puncture) → flat tire： 

● パーキング → parking lot：      

 
ヒップ：太ももの両上部 ; お尻：ヒップの後ろ

- My hips became wider after my children were born.： 
 子供を産んでから腰回りが大きくなったわ。   
- She fell on her [rear / bottom / butt] while ice skating.： 
 彼女はアイススケートをしてお尻から転んだ。

   　　　　　（「イメージ」を動詞として使わない）

- I can’t imagine being rich!： 
　お金持ちになるなんてイメージできないわ！ 
- There is an image in my mind of beautiful beaches and sun.： 
　私は素敵なビーチと太陽のイメージがあるわ。

     ローラーコースター 
　　I can’t ride roller coasters because I feel sick afterwards. 
　　　後で気持ち悪くなるからジェットコースターには乗らないわ。

     フラットタイヤ 
　　I got a flat tire when I hit a huge pothole.： 
　　　道路にある穴にはまりタイヤがパンクしちゃったわ。

 
 　　　　　：アイスクリーム（「アイス」は氷のことです。） 
　　- We always eat ice cream in the summer.： 
 私たちは夏にいつもアイスを食べます。 
　　- They slipped on the ice in the parking lot.： 
　　 駐車場が凍っていて滑ったわ。

メイクアップ（名詞の使い方は動詞の使い方より多く使われる）

It takes me 10 minutes to put on make-up.： 
　メイクをするのに１０分かかるわ。

     　　ライセンスプレート

I ordered a license plate with my child’s name on it.： 
　私の子供の名前のナンバープレートを注文したわ。

　　　　　　ドレス　（「ワンピース」は水着のワンピースにだけ使われます！） 
　　- This is a cute dress to wear to the Christmas party.： 
　　　　これはクリスマスパーティーに着るにはかわいいワンピースだわ。 
　　- I can’t wear a bikini, only a one-piece.： 
　　　　ビキニは着れないわ、ワンピースだけ。

      　　　　パーキングロット

　　Let’s park in the parking lot next to the supermarket.： 
　　　スーパーマーケットの隣のパーキングに車を止めましょう。

Good luck!
1２月のイベント

2020年12月1日～12月20日の間、Eメールにて 
無料でご相談をお受けいたします。

　この季節がやってきましたね。体調等を崩されないように、お気を付けく
ださい。住居の管理を兼ねて、該当する項目の冬のメンテナンス確認事項
を確認ください。
□　ファーネスフィルター交換
□　冷蔵庫、コイルの埃掃除
□　外の蛇口を閉める。ホースを蛇口から外す
□　★シーリングファンの向きの変更（冬場は、直接体に風が当たらない
　　　ようファンを上向きにすると良いでしょう）
□　水漏れがないか確認（シンク・トイレ・洗濯機・食洗器・冷蔵庫）

　賃貸をされている皆様は、不具合に気付き次第、大家・管理事務所に報
告をするようにしてください。
個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項を大家にて対応してもらえ
るか相談してみましょう。業者紹介もしておりますので、お問い合わせくだ
さい。

冬のメンテナンス確認事項

  

お問い合わせ：お問い合わせ：
Keisuke Takemoto （竹本恵介）Keisuke Takemoto （竹本恵介）
MKT	HomesMKT	Homes
734- 660 -9232734- 660 -9232
K Takemoto@mk thomes.comK Takemoto@mk thomes.com
mk thomes.com

#06

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://mkthomes.com
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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　新型コロナ感染拡大を受けて、ミシガン州知事が、１１月１８日付で
再びロックダウンを命令されたのは、ご存じの方も多いと思います。
マスクをすることで感染が予防できると考えられている職種（美容
院やスポーツジム等）は営業が許可されていますが、屋内での飲食業
は３週間禁止となりました。（https://www.michigan.gov/coronavir
us/0,9753,7-406-98163-545138--,00.html）

　本当に、そんなに増えているのかしら、検査しているから症例が多い
ように見えるだけなのではないか、と感じている方もいるかもしれませ
ん。グラフは３月からの新しい新型コロナ診断数（表１）と死亡数（表２）
です。新たな患者数は１１月に入り、うなぎ上りに増えており、少し遅れて
死亡者数も増加してきています。

　ここ３か月のミシガンのデータ（表３）を見ると、検査数よりも陽性例
の増え方が多く、入院者数も死亡者数も急激に増えていることがわか
ります。デトロイト近郊では、４月に多くの入院、死者が出て、病院は医
療崩壊直前に至ったところも数多くありました。多くの病院では、一般
業務をほぼ停止してコロナ患者の対処にあたりました。現在は、その状
態にはまだなっていませんが、死者や入院患者の増加率は３月後半と
同様の速い速度ですから、また、４月同様、またはそれ以上の危機が
訪れる可能性が高く、必要に応じて同様の対処ができるように準備を
しています。

　世界中で１１月に入ってから感染がの急激に増加していますが、アメリ
カでは、感謝祭やクリスマスなどで家族や友人が集まる季節を迎えるた
め、感染の爆発的な増加が起こる可能性が危惧されます。

　ミシガンでは、レストランの屋内での飲食は禁止されていますが、個人
の家での集まりのリスクもきちんと理解する必要があります。屋内では、
２家族以内で１０人までの集まりのみが許されます。集まる人数が増えれ
ば増えるほど、感染の危険は高まります。普段一緒に住んでいない人は、
家族でも、別世帯とみなされ、家に滞在する場合、家の中でもマスクをし
て、食事も離れたところですることが推奨されます。たとえば、普段アパ
ートに住んでいる大学生のお子さんは、別世帯ですから、お子さんが２人

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

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：

帰省すると、３世帯が集まるという計算になりますので、こういう状況を
避けるか、マスクをし、別の場所で食事をするなどの、最新の注意が必
要です。

　うんざりする、と感じる方も多いかもしれませんが、今、気持ちを引き
締めて、それぞれが、感染を予防するように責任ある行動をすることで、
４月のような状況をぜひ防ぎたいものです。　

表１

　この冬に気をつけたいこと
ミシガン州　　新型コロナ感染の現状について

３月からの新しい新型コロナ診断数（上） と死亡数（下） 
出典: https://www.michigan.gov/

表２

表３

　 
新型コロナに関する最新の情報は下記リンクでご確認ください

ミシガン州による新型コロナ関連情報：　　 Michigan.gov/Coronavirus 

アメリカ疾病予防管理センターによる最新情報：　　CDC.gov/Coronavirus

表3.過去9０日間のミシガン州の（左から）検査数・新規感染数・入院者
数・志望者数 （11/23/2020時点）　　

出典：CovidTracking.com by The Atlantic Monthly Group. (CC BY 4.0)

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-545138--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98163-545138--,00.html
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://www.michigan.gov/Coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html
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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。

Mahamudra 第二の教え 
 　　　　The Wisdom of Serenity

第5１回  

　Mahamudra-(The Great Attitude)は、とてもやりがいがある。自分をありの
ままに（傲慢にも卑屈にもならず）受け入れ、毎日を充足して暮らしたい人の役に立
つ。「私は『これ』でタバコを辞めました」のCMよろしく、「私は『Mahamudra』
の教えで人生を立て直しました」。これ無しでは無理だったと実感している。他の数
多の格言同様、内容自体は当たり前のことだ。しかし、本気で教え通りに実行する
のはとても難しい。甘く見てはいけない。露天風呂から富士山を眺めきれいだなと
思うのと、実際に自分の足で富士登山するくらいの違いがある。まずは一人静かに
座る。脳の知識領域でプロセスし分かった「つもり」になる第一段階は冷静にやり
過ごす。これは露天風呂レベルだからだ。次に大元の意味の理解を体に沁み込ませ
るように、時間をかけじっくり内容を味わってみよう。納得がいったら実行に移して
みる。最初から上手くいかなくて当たり前。料理初心者にはいきなりシフォンケーキ
が無理なのと同じ。気楽にいきましょう。（ちなみにいい年ですが未だシフォンケー
キは焼けません。）

２．Mahamudra Flavor Two  - Just relax.
　　The Wisdom of Serenity 〜 I cannot control this 
in the present moment.　　　　　
ベースの教えはヨガ・スートラ　2.23b-24a

“世の中にコントロールする側とされる側があると
     信じ込むのは勘違いだ”

今起こっていることを自分でコントロール出来ると思い込みがちだが、実際にコン
トロールできるものなど一つもない、と知ろう。ハエがトレーラーを運転できると
思い込むのと同じくらい真実からは程遠いのだから。（先生の原文ママ）

自身について： 自分の力で色々なことをコントロールできていると普通に思
い込んでいるが、この感覚は長年の習慣付けの産物に過ぎない（これについ
ては下で詳述する）。実際自分の思考や行動の癖（パターン）を本気で変え
ようと思ったら、生まれてから今に至るまで何年間も繰り返し行なってきた
習慣的な方法（物事の処理の仕方）を逐一自覚した後、それらを完全に自分
から切り離さなければならない。たとえそれに成功したとしても、それから先
の一瞬一瞬、元のパターンに戻らぬよう目を光らせ続ける必要がある。アプ
ローチは中毒者がクスリを止めるのと全く同じだ。何故なら習慣付けされた
行動パターンは中毒と同義だからだ。このような意識を持たずに我々が日々
やっていることは、単に習慣や育った背景や文化の条件付けの集積結果と
その投影に過ぎない。
相手について：若い時からの習慣付けのせいで、「この身体、自分の子ども
（たち）、家、コンピュータなどは“自分のもの”。だから自分のコントロール
下にあって当然。」と思い込みがちだ。だが、実際はどんなに好きな人やも
のであっても、自分の所有物ではない。一切相手をコントロールすること
はできない。ほとんど自分のことさえコントロールできていないのだから。
ところが、困ったことに人間はコントロールできるとどこかで思っている。も
うちょっと違うアプローチを試みれば、あるいは、もうちょっと言い方を変え
てみればどうにかなるんじゃないかと。

そういう考え方や見方をすればするほど、幸福感は薄まり、痛みが増す。コ
ントロールできるはず、という思い込みがどうやっても報われない場面に遭
遇した時、勘違いの度合いが深ければ深い程大きく傷ついてしまう。
なぜか。こういう生き方は宇宙全体の理

ことわり
と調和しないやり方だからだ。

　ヨガ哲学は実人生に役立つ芯を食った教えであり、断じて宗教でも覚醒系のスピ
リチュアルでもない。これをやって楽になるのは本人。誰もツボを売りに来たりしな
いのでご安心を。言葉遣いの一部がそういう系と若干かぶるので念のため。

　さて、我々人間はこの様に若い時から盲目的に、利己的で自分本位な条件付け
に餌を与え肥大させ続けている。目を覚ましてその負のサイクルから自分を引き離
すことができた瞬間、 調和とバランスの取れた、自然の法則に則った生き方の中
に喜びを見出せるようになる。このようなカラクリから自由になると、刻 と々変化す
る自然や出会う人の一人一人が今までよりずっと貴重で大切であることに気付く。

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-Heart-Yoga,-Thai-Yoga-Massage、解剖
学と筋 膜 の 働 きに 基づくヨガポーズへ のアプロー チ、調 息 整 体 法 等 精 力 的 に勉 強 中。 
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 ga for  E VERY BODY”。
お問い合わせは (248) 891-5298 までテキストか留守電で。　　　　 Farmington Hills, MI

〜ヨガを通して見〜ヨガを通して見えてくるもの〜

※ コロナ感染が落ち着き次第クラス再開の予定

　気付いた後も引き続き無意識に身にまとっている癖や思い込みに翻弄されない
よう、一つ一つ慎重に、忍耐強く、根気強く心の動きを観察していく。その途上、タ
バコを辞めたのに飲み会でつい一本、というような失敗は多々あるだろう。そんな
時は次の瞬間脱線車輌を速やかにレールに戻す。失敗したら、また戻す。何度も、
何度でも。

　“たった１日で達人になろうなんて期待をしてはいけない。  
  　　そうした考えの人間は事を成し遂げることができない。” 
     　　　by Sri Swami Satchidananda 

〜考え方のヒント〜

　　　変更不可能なこと　

変更可能なこと　    

〜Serenity Prayer  (平安の祈り) -
     -  アルコールや薬物中毒者などがサークルで唱える癒しの文言

Grant me the serenity to accept the things I cannot change,　
Courage to change the things I can,
And the wisdom to know the difference.
自分に変えられないことを受け入れる心の静けさを、
変えられるものは変えていく勇気を、
そしてその二つの違いを見分ける賢さを、どうぞお与えください。

　世の中がザワザワする今こそSerenityに満ちた年の瀬をお迎えください。 
       合掌

① 過去に自分がやったこと　　
②過去に自分がやったことのせいで今起きていること
③科学的真実や宇宙など元来変更不可能なこと

① 過去の出来事の見方、認識の仕方
②これから先のこと
③感情（例：劣等感、怒り、憎悪、嫉妬、悲嘆、嫌悪）、物事の
　解釈の仕方、自分のポテンシャルなど全ての変更可能なこと

http://www.keikokikuchidental.com
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                               令和２（2020）年１２月１日 
幼稚園部入園予定の保護者の皆様 
                               デトロイトりんご会授業補習校 
                               運営委員長  仁 木  裕 
                               校   長  井 口  豪 
 

         幼稚園入園面接の実施について 

 
本校は、子どもたちに幼稚園教育要領に基づいた教育課程を日本語により補習する機会を与えること

を目的の一つとしています。幼児期は人間形成の上で重要な時期であり、幼稚園では子どもたちが遊び

を通していろいろなものを感じたり、学んだりしていきます。その中で、基本的な生活習慣や社会性を

大切にし、幼稚園教育要領に示された健康、人間関係、環境、言葉、表現の「五領域」を総合的に扱う

指導に努めています。 
 そのような中で、子どもたちが楽しく幼稚園生活を送れるために、日常会話ができ、支障なく集団生

活ができるか、保育者の指示が理解できるかなどについて、早期に子どもたちの様子を知っておくこと

が必要となり、併せて、学級編制の参考とすることを目的として、下記のように入園面接を実施してい

ます。保護者の皆様には、趣旨をご理解いただき、面接にご協力いただきますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１．面接対象者 
    幼稚園部新年中児および非在籍新年長児全員（面接は、入園されるお子様のみとなります。） 
 
２．面接日時・方法 
    令和３（2021）年１月２３日（土）・３０日（土） 
   ・面接の日時は、追ってお知らせいたします。なお、当日お子さんが出席できない場合は、幼稚 
    園部教務主任に連絡し、面接日時を別途予約願います。 

メールアドレス：tsavina@jsd.org 
 
３．面接方法・内容 
    ・（方法）ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用 

・（内容）少人数で講師とお子さんが簡単な面接を実施し、あそびを通して保育者の指示が日本語 
で理解できているかなどを見ます。 

    
           
 

                     令和２（２０２０）年１２月 1日 
各関係者様 

デトロイトりんご会補習授業校 
 運営委員長  仁 木  裕  
校    長   井 口  豪 
 

デデトトロロイイトトりりんんごご会会  補補習習授授業業校校  令令和和３３（（22002211））年年度度入入園園・・入入学学ののごご案案内内  

デトロイトりんご会補習授業校では、令和３（2021）年４月から幼稚園部へ入園する園児、及
び小学部第１学年へ入学を希望する児童を、下記の要領で募集します。入園・入学をご希望の方

は、りんご会補習授業校ホームページ（http://www.jsd.org）をご覧いただき、入学願書に必要事
項をご記入の上、電子メールで送付してください。（入学願書は、ホームページからダウンロー

ド可能）。電子メール以外では受け付けませんので、ご注意ください。 
  

記  
 

１. 願書受付開始： ２０２０年 １２月８日 （火）午前１０時から（東部標準時） 
２. 願書締め切り： ２０２１年  １月７日 （木）  
３. 入園対象者：  年中クラス：誕生日が２０１６年４月２日～２０１７年４月１日のお子さん 

年長クラス：誕生日が２０１５年４月２日～２０１６年４月１日のお子さん 
入学対象者： 小学 1年生：誕生日が２０１４年４月２日～２０１５年４月１日のお子さん 

４.  願書送付先：年中クラス申込  prek21@jsd.org 
年長クラス申込  kinder21@jsd.org 
小学１年申込   1stgrade@jsd.org  

 
・ 幼稚園部は定員制です（年中クラス各18名、年長クラス各20名）。欠員がある場合は再募集を

行います。その案内はホームページに掲載します。  
・ 小学1年生には定員はありません。  
・ 幼稚園部では、入園説明会の前にオンラインでの園児の面接を行います。日にちは追っ

て連絡させていただきます。（別紙参照）  
・ 4月から小学部1年生に編入学されるお子様と、面接を実施いたします。詳しくは別紙「新

小1面接について」を参照ください。  

・ １年生入学説明会を2021年1月30日(土)に、幼稚園部入園説明会を2021年2月6日(土)にオン
ラインで開催します。幼稚園入園のお子さまには同じ日にオンラインにて「体験入園」に参加

していただきます。（別紙参照） 

・ 入園式の日から登園する予定が何らかの事情でできなくなった場合、初登園がいつになるか必

ず事務局へ連絡してください。初登園日が不明の場合、もしくは大幅に遅れる場合は、入園を

取り消すことがあります。また、入園式当日に連絡なく欠席した場合も同様に、入園を取り消すこ

とがあります。 

・ 5月以降の編入は新年度（2021年4月）から受け付けます。  

・ ご質問その他があれば、以下までご連絡ください。 

     
デトロイトりんご会 補習授業校事務局 (火～金曜日 午前９時～午後４時３０分) 

             メールアドレス：ringo@jsd.org 

 

※メールの「件名」にお子様の氏名と、

本校幼稚園部に在籍の方は、在籍学級を

記入してください。 
 

補習校小学1年生へ入学ご予定のご家庭の皆様 

2020年12月1日 

 

               デトロイトりんご会補習授業校 

運 営 委 員 長 

校 長 

仁  木   裕   

井 口  豪 

 

小小学学部部１１年年生生  入入学学面面接接・・面面談談のの実実施施ににつついいてて  
 

晩秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、このたび2021年度4月より小学１年生への入学申し込み受付にあたり実施しております

入学面接・面談について、下記ご連絡申し上げます。 

記 

 

1. 入学面接・面談の実施目的 

 本校は、子どもたちに日本語による日本の教育課程を補習する機会を与えることを設立目的の

ひとつとしています。従いまして、少なくとも日本語による日常会話に支障がないことが入学の

前提となります。入学（編入）時点で日本語による講師の指示が理解できなかったり、日本語で

友達とコミュニケーションできない子どもの入学は、その後の学習や学校生活に困難を伴います。 

 そこで、入学の際に子どもの日常会話ができるかを確認し、日本語でのコミュニケーションが

むずかしいと思われる子どもの入学については保護者と相談することを目的として、以下の要領

で入学面接・面談を実施します。 

 

2. 面接対象者 

 小学部新１年生および１年編入生全員 

 

3. 面接日時 

a. 本校幼稚園部に在籍している園児（年長）  2021年1月9日または16日（土）  

b. 本校幼稚園部に在籍していない対象幼児 2021年1月30日（土）  

面接の時間は、追ってお知らせいたします。 

尚、当日お子さんが出席できない場合は、1stgrade@jsd.orgまでご連絡ください。 

4. 面接内容 

 ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用します。講師がお子さんと簡単な個人面接を実施し、日常会

話や講師の指示・説明が日本語で理解できるかどうかを確認します。 

 

5. 面接結果および面談対象者 

 面接の結果、日本語でのコミュニケーションがむずかしいと思われるお子さんの保護者には運営委

員長・校長・教育相談員・講師等と面談していただき、入学およびお子さんの今後のサポートについ

て話し合う機会をもちます。対象となるご家庭には、2 月 9 日までに日時を指定した通知書を送付い

たします。 ※幼稚園部・小１以外の学年に４月より編入をご希望の方には、３月にビデオ会議アプリで
説明会を行う予定です。詳細は、事務局またはホームページにてお確かめください。

22002211年年度度

 

幼幼稚稚園園部部入入園園・・小小学学部部１１年年生生入入学学  

説説明明会会ののごご案案内内  
 ２０２１年度デトロイトりんご会補習授業校の新入園児、及び新１年生の保護者の方々を対象に、下
記の通り「説明会」を開催します。４月から幼稚園に入園されるご家庭、及び小１入学願書を提出されたご

家庭はオンラインにてご出席ください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※幼稚園部・小１以外の学年に４月より編入をご希望の方には、３月にビデオ会議アプリで説明会を

行う予定です。詳細は事務局またはホームページにてお確かめください。 

 
 
・受 付：１０分前から 

・説明会：１３：００～１４：００ 

・会 場：ビデオ会議アプリ（Zoom）使用 

 

＊２月６日１４：３０から１５：００まで新入園児には、本校幼稚園の講師と一緒にオンラインの 

活動に参加し、学級編制の参考とするための「体験入園」を実施します。体験入園は、入園される 

お子様のみの参加とさせていただきますのでご了承ください。 

 
 

  幼幼稚稚園園部部説説明明会会：：  22002211年年 22月月 66日日  対対象象：：保保護護者者及及びび新新入入園園児児  

 
 
・受 付：１０分前から 

・説明会：１３：００～１４：００ 

・会 場：ビデオ会議アプリ（Zoom）使用 

 

＊説明会と同日に、新１年生全員にビデオ会議アプリ（Zoom）を使用して面接を行います。 

 面接の時間については、追ってお知らせいたします。 

 

・指定の日時にお子様が面接に参加できない場合は、以下のメールアドレスにご連絡ください。 

               メールアドレス：1stgrade@jsd.org 

  小小学学部部説説明明会会::  22002211年年 11月月 3300日日  
対対象象：：保保護護者者及及びび新新１１年年生生  

https://www.jsd.org/
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 去る10月21日、「日本人パイロットに聞く！」と題したオンラインインタビューイベントが行われました。
前号で、デルタ航空の最新情報をお伝えしましたが、今回は三矢真己（ミツヤ　マキ）氏のインタ
ビューの一部をご紹介します。三矢氏は、デルタ航空の副操縦士として活躍するパイロットで、現在デ
ルタ航空エアバスA350にてアトランタ - 羽田間、デトロイト - 羽田間などで乗務されています。

デルタ航空「日本人パイロットに聞く！」

　　　　　　三矢真己氏インタビュー

Q:　 現在、（新型コロナの状況のもと）
乗務中のパイロットはどのような状態な
のですか。気を使っている部分は？

A：健康状態には特に気をつけていま
す。デトロイトー羽田間はパイロットは4
名（キャプテン2名、副操縦士２名）で、
操縦を担当している最中のパイロットは
マスク着用はオプションになっています。
これは、緊急の際、酸素マスクが必要と
なった場合、５秒以内に着用する義務
があるためで、フライトの安全面を考慮
したものです。予備乗務員（リリーフパイ
ロット）は必ずマスクをつけています。私
はCPRテストも積極的に受けています。
国際線で他国へ行く時には、クルーは
ホテルから出ないことに署名をして入国
し、ホテル内で過ごしています。

Q： 乗務中眠くなったら？

A：「気合で 乗り切る」が 一 番ですが
（笑）。パイロットの人数は連邦航空局
が人数を定めています。長距離12時間以
上のフライトになるような羽田-デトロイ
ト、羽田-アトランタ間は、合計４名のパ
イロットで乗務しています。12時間のフ
ライトの場合、半分に分け、半分休憩に
なります。フライト、休憩、フライト、休憩
をそれぞれ３時間ずつ繰り返します。離
陸してから15分は4名全員でコックピット
にいますし、着陸45分前にも4名でコッ
クピットに戻って乗務します。国際線の
方が実は楽なこともあり、西海岸からの
日本線は、シアトル-羽田、ロス-羽田間
はフライトタイムが9時間前後で、そうな
ると３名で飛ぶことになり、そちらの方
がきついです。3人で9時間を分けること
になるとフライト＞休憩＞フライトを３
時間ずつ、または、休憩＞フライト＞フラ
イトと６時間続けて乗務しなければなら
ないこともあり、3名の乗務の方がきつ
いと感じることもあります。

Q：4名のうち、キャプテンは、何名？

A：4名の場合は2名がキャプテン。（キャ
プテン&副操縦士、の2グループで交代）

3名の場合はキャプテンが１名、副操縦士
2名で運行します。キャプテンが休憩に入
る場合は、副操縦士が左手に座って、暫
定的にキャプテンになります。我々全員副
操縦士となってはいるが、いつでもキャプ
テンになれる資格をもっています。

米国の航空会社は年功序列のシステム
になっていて、経 験者しか雇用しませ
ん。私もその理由で8年間ほど下積みの
時代があり、そこから、子会社で4年半ほ
ど機長の経験をさせてもらいました。ま
たは、米軍で働いていた方がデルタ航空
はじめ、他航空会社に雇用されるのが
航空パイロットの事情です。

Q：操縦するにあたり、エアバスとボーイ
ングの大きな違いは？また、どちらが好
きか。

A：実際のボーイングを飛ばしたことが
なく、マクドネルダグラスの機しか飛ばし
たことがなくてはっきりとしたことは言え
ないのですが、一番の違いは、エアバス
はコンピューター化が進んでいること。
操縦はサイドスティックになり、フライバ
イワイヤ方式で、それが大きな一番の違
いです。サイドスティックになったおかげ
で、テーブルが出るようになりました。こ
れは、食事するだけでなく、ノートを書い
たり、マニュアルを書いたり、アイパッド
で書類を調べるのに便利です。A３５０に
なると、キーボードもついていて、会社と
の通信、万一のときの滑走路の着陸距
離の計算などは、すべてコンピュータで
計算できるので非常に便利です。

Q：離陸と着陸でどちらが操縦が難しい
ですか

A：どちらも難しいが、一番神経を使う
のは着陸です。離陸も、９ヶ月に1回の模
擬訓練では、バードストライクがありエ
ンジンが離陸中に止まった場合などの
操作は、重要になってくるので気を使い
ます。ただ毎回気を使うのは、着陸で強
風の時は、さらに注意が必要。着陸は腕
の見せ所でもあり　「どれだけスムーズ
に着陸できるか」が一番の楽しみです。

Q：いろいろな機種にのったと思います
が、お気に入りはどれですか

A：A350が今のところ一番大好きな飛行
機です。昔は大きな紙のマニュアルだっ
たのが、アイパッドが機内にインストー
ルされているので、緊急時、航空機のパ
フォーマンスの計算が簡単になったり、
何かが壊れたという警報も、二つのコン
ピュータが感知したり、マニュアルが準備
されパイロットにとって親切に設計され
ています。

Q：飛行中最も素晴らしいと思った景色
は？

A：一つは、ローマから、アメリカ大陸に
戻る際にアルプスを通った時に見たア
ルプスの山がものすごくきれいでした。
日本の航空会社のパイロットだとほとん
ど経験できないことですが、我々はヨー
ロッパ線があるので、大西洋の上を飛ぶ
ことがあります。グリーンランドは、忘れ
られない景色のひとつです。標高の高い
氷山は通常雲に覆われていることが多
いが、何度か遭遇した雲のない綺麗なグ
リーンランドを見ることができました。
かなりの数大西洋を横断しましたが、こ
の景色は、指で数えられるくらいしか見
ることができていません。

Q： コロナ禍の自宅待機中、ラーメン作
りをしたと聞いたが？

A：　時間ができたことから、これまで
しようと思わなかったことにトライする
チャンスになりました。手作りのラーメ
ンは、麺、スープ、チャーシューを一から
作ったりもしました。

Q　子供がパイロットになりたいと思う
場合は、どうすればよいでしょうか。

A 　 実は、いろいろなところで必ずい
うことがあるのですが、エアラインの
パイロットの仕事は、85％が「管理す
る仕事」で、残り１５％が「飛ぶ仕事」
だということ。フライトプランをみて、 
「どういう経路で」「万一の状況下、代替
空港までの燃料は十分か」「データでは
燃料が出ているが正しいのか」「天候によ
り予報通りにいかない場合は?」など、常
に危機管理を重要視しています。また、フ
ライト時はパイロットはお互い空気を読
み合い、話さなくても伝わるような関係
をつくる上でコミュニケーション能力が重
要となってきます。実際に飛行機を動か
す部分はパイロットとして15％程度の割
合と思っています。

アドバイスは、人との関係を大切にして
ほしいということ。学校、バイト先、イン
ターンシップを進んでやり、良い人の良
いところを盗むと良いです。「飛び」は楽
しいので毎回初心に戻るが、その他の
85%も大変重要だと感じます。

 Q:  1ヶ月にどの位の頻度でフライトされ
てますか？その中で羽田行きはどの位
ですか？ 

A:  前にも触れましたが、デルタ航空だ
けでなく、米航空会社の乗務員は年功
序列システムになっております。入社期
間が長ければ長い程、優先されるシス
テムになっております。たとえ子会社で
どれだけ優秀な機長だったとしても、

デルタ本社に入社した時点で、また１からや
り直しになります。Seniorityを基に、月々の
スケジュールや飛びたい機種、その機種を
機長としてか、副操縦士として飛びたいか等
と、全て「Bid」するシステムになっています。 
私 の S e n i o r i t yで はデトロイトやニュー
ヨークで B737・A 2 20・A 320 の機 長に今
で も な れる ので すが 、「撤 退 が 決まって
い る 以 上 、飛 ば なくな る 前 に 自 分 の 一
番 好 きな 成 田 に パイロットとして飛 ば な
け れ ば ならない」と言う自我 的 な 意 思 が 
あったため、自分からA350の副操縦士をして
います。

その代わり、私はA350副操縦士の下っ端にな
ります。故に、スケジュールをビッドする際も
休みたい時に休みが取れない等と言う難点も
あります。年功序列の世界なので仕方ない事
ですが、成田にパイロットとして飛べたので、
悔いはありません。（スタンバイの月でも）羽
田には今のところ月一で乗務しています。

 

Q:　例えば、アトランタ-羽田を片道フライト
を飛んだ後のインターバルはどの位ですか？

A:　仕事と仕事のインターバルは、7日間の内
に30時間は必要と連邦航空法で定められてお
ります。パワフルな方は、国際線を飛び終えた
あと、2日後にまた飛ぶという人もいます。私は
インターバルを置きたいタイプです。

 

Q:　どの機材が飛びやすいですか？

A：　デルタ航空ではA350、A330、B717、子
会社の時代にはエンブラエルE-175、ボンバル
ディアCRJ200と飛んできました。パイロット個
人個人で好みがありますので、パイロット全体
代表してお答えすることはできませんが、個人
的な順位は、１位はA350、２位はA350と同点
でも良いくらいですがA330、３位　E-175にな
ります。

エンブラエル社がもし国際線仕様の大型機を
設計し、デルタ航空が導入を決定した場合、私
は問答無用でその航空機のパイロットになる
つもりです。ブラジルの航空機製造会社です
が、エアバスとボーイングよりも優れたデザイ
ンを数々搭載していました。機長経験が一番
多い航空機のため、特別な思いがあります。

 

Q:　乱気流に遭遇した際は、すごく緊張感の
高いものなのでしょうか。 

A:　「おおお、揺れてる揺れてる。笑」と言う
程度なのですが、別な緊張感がございます。

それは、「客室乗務員とお客様の安全」です。
我々は操縦中は常にシートベルトを着用してい
ますが、客室乗務員は機内サービスがござい
ますし、ベルトサインが点灯していない際はお
客様もベルトを外しておくつろぎになられてい
る方もいれば、お手洗いを利用されている方、
ストレッチをしたいために席を離れている方と
いらっしゃいますので、揺れが大きい時、客室
乗務員とお客様が心配になります。ベルトサイ
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ンが点灯してても、席を離れるお客様が
一番心配です。

Q:　私も9歳の時に親の仕事の関係で
LAに滞在し、12歳で帰国しました。（三
矢氏も同様に9歳で渡米・永住。プロ
フィールは弊紙10月号にて紹介。詳しく
はJNCウェブサイト バックナンバーより）
三矢さんは引き続き米国に残られたわ
けですが、その当時日本に帰国しないこ
とに対してどう思われましたか？不安な
どはありましたか？ 

A:　結果的に残って良かったですが、不
安もあり何よりも複雑な思いをしていた
のは確実に言えます。12歳の頃に初めて
祖父を亡くし急遽一時帰国をし、葬儀に
参加したことは今でも忘れられません。
渡米後初の一時帰国が愛する祖父の
葬儀でしたのでショックでした。そのた
め、アメリカに帰る時はかなりの抵抗が
ありました。「残った祖父祖母、親戚に
何かあったらまた同じ悲しみを繰り返さ
なければいけないのか？」と言う感情が
強く、少しでも近くに戻りたいという気
持ちは確かにありました。このような経
験もあったために、パイロットになれて
良かったと思っています。日本と米国の
距離が縮みました。

また、この様な経験を過去にしたからこ
そ、貨物航空会社ではなく旅客航空会
社のパイロットになったのだと確信して
います。冠婚葬祭を含め、たくさんの想
いを込めて過去に乗客として搭乗して
いましたので、その恩返しをするために
も無感情な貨物を運ぶのではなく、旅
客機のパイロットになったのです。

 

Q:　操縦前夜などは、必ず睡眠時間を
最 低 何時間確保しないといけないな
ど、制限はあるのでしょうか。 

A:　制限は特に航空法で定められては
おりません。国際線ではリリーフ・パイ
ロットも乗務しており、夜行バスのよう
に乗務を交代し休息を取ることができ
ますので、前夜深い睡眠がとれなくて
も、個人的にはそこまで心配しており
ません。

 

Q:　日本行きで右側、左側で綺麗な眺
めを見る機会はどちらが多いでしょう
か？例えばこの時間によくオーロラが見
えるなど。 

A:　A330の副操縦士をしていた際、頻
繁にデトロイト―名古屋・中部国際空
港便を乗務しました。そこで感じました
のは、日本線は右席の方が景色が良い
ことです。日本列島に到着すると東京便
では右側に本州が見えます。名古屋便
では、日本アルプスを飛びこすだけでな
く、中部を離陸した際、かなりの確率で
富士山の近くを低高度で飛ぶことが出
来、それが殆どの場合機体から右側に
富士山が位置していました。同乗した日
本人客室乗務員が涙する程綺麗な時も

ありました。

正直、オーロラは右・左席関係なく見え
ます。A350は特に、コックピットの窓は
意外と大きいのです。

羽田のRwy22に着陸する際、右側に東
京ディズニーリゾートがハッキリと見え
ますので、日本線の場合、右席は特等席
と言えるかもしれません。

 

Q:　フライトの時間によると思いますが
出勤のシフトはどんな感じ何でですか？

A:　アジア線の場合は主に正午に出発
するスケジュールになっております。

デルタ航空では、国際線の場合は出発
の1時間半前にブリーフィング・ルーム
に集合する事になっておりますので、大
体午前10時半にはパイロット全員集ま
り、ブリーフィングとプラニングを開始
します。ヨーロッパ便は主に夕方から夜
の出発になりますので、遅めの出社に
なります。

 

Q:　今はコロナでホテルで軟禁状態で
しょうが、通常の到着都市での過ごし方
など教えていただけますか？

A:　ステイ先では人それぞれですが、ほ
とんどの場合、パイロット同士で夕方17
時半辺りにホテルロビーで集合し、外出
していました。到着都市で友人と会うな
ど、人それぞれです。が、パイロット同士
の仲が良ければ良いほど、ステイでの一
泊を満喫できていました。

 

Q:　好きな空港、苦手な空港はありま
すか。 

A:　苦手な空港はありません。難しけれ
ば難しいほど、腕の見せ所があり、楽し
んでおります。

国内線では難しくても楽しんでいた空港
はニューヨークのJFK、ラガーディア空港
とワシントンDCのDCA空港でした。

オートパイロットや機械に頼らずに手動
で進入を操縦し、最後の最後で昔の香
港啓徳空港の様に急旋回をし直後に着
陸をするような空港が大好きです。その
ような空港進入を今でもできるのが、
JFK、LGA、DCAです。国際線ではLGAや
DCAのような複雑な空港にはほぼ飛ば
ないので、若干物足りなさはあります。
が、JFKや羽田のRwy22とRwy23に着陸
する際に緩い旋回をして着陸しますの
で、似た経験ができます。

 逆に一番気を付ける空港は、韓国の仁
川です。北に離陸する際、北朝鮮のDMZ
（軍事境界線）に近寄らないために離
陸直後に東か西に急旋回します。DMZ
付近を飛んだ際、或いは入ってしまった
際は非常に危険だからです。

 

Q:　バードストライクに今まであったこと
はありますか？また、一番緊張したエピ
ソードをお教えいただければ幸いです。 

A:　あります。離陸時のバードストライ
クはまだ未経験ですが、着陸中のバード
ストライクは何度も経験しています。

 

Q:　離陸時に一番感動した空港はどこ
ですか？ 

A：　日本に初めてパイロットとして着陸
した関西空港、客室乗務員の妻と一緒に
働いた名古屋・中部国際空港、ホノルル
やローマ等沢山ありますが、やはり小さ
い頃から馴染みのある成田に自分で離・
着陸した時が一番感動しました。

 

Q:　DLのパイロットになるためにはどう
言うアプローチが必要ですか？ 

A:　一番の難関は「米国籍、あるいは永
住権保持者」であることです。

パイロットという仕事は、米国では外国
人労働ビザをスポンサーすることがで
きません。なぜかと言うと、「外国人を
雇わなくても、パイロット・ライセンスを
持っている自国民を雇うことができるか
ら」です。米国でパイロットになるため
に私の母校に留学してきた学生を沢山
見てきましたが、日本ではそのようなガ
イダンスを受ける環境にないため、無念
に帰国する日本人留学生を目にしてい
ました。その代わり、多少お金はかかり
ますが、日本のライセンスに書き換え、
日本の航空会社で活躍されている人も
います。

 デルタ航空だけでなく、米国でエアライ
ン・パイロットになるには、私の様に飛
行教官等をして飛行経験を積み、子会
社で旅客機の経験を貯めてから大手に
入る方法、あるいは米軍でパイロットと
して10年以上飛び、米軍を退職してか
ら大手航空会社に応募するという方法
と、二つに分かれます。デルタのパイロッ
ト採用条件は総飛行時間1500時間、
ジェット機の飛行時間が1000時間以上
と記載されています。実際のところ、デ
ルタで雇われている経験者の平均総飛
行時間は8000時間です。私がデルタに
入社した時点での総飛行時間は約7000
時間、ジェット機の機長時間は2950時
間でした。

 

Q:　パイロットになるために一番必要な
能力は何ですか？ 

A:　ウェビナーでも回答しましたが、操
縦技量は勿論ですが、「管理能力」が一
番重要だと思っています。

デルタ航空では、パイロットの採用試験
にシミュレーターでの飛行試験を実施し
ていません。

個人の航空日誌を拝見した時点で、経験
者だという事を把握できるだけでなく、
機長になるためには「管理能力」が一番
求めらるからです。ざっと言えばコミュニ
ケーション能力とも言えますが、適切な
言葉がありません。「人間と人間同士の
関係を上手くできる人」こそが良いパイ

ロットになれるかと思っております。

（だからと言って自分が優れているわ
けでもありません。定年退職、あるい
は何らか の 理 由で 飛 べ なくなるまで
は、日々勉強と反省の繰り返しだと覚
悟しています）

 

Q:　雷が飛行機にあたる事はあります
か？ある場合、飛行に影響はありますか？ 

A:　雷の源でもあります「積乱雲」は
絶対に入りません。どう間違っても入ら
ないようにします。入った時点で航空機
はバラバラになります。積乱雲はそれだ
け危険な気象現象なのです。が、雷とは
雲・雨・雪等の空気上の水分同士の摩
擦でできる科学的現象のため、どれだ
け積乱雲から距離を置いたとしても、落
雷を受けないとは言えません。

万一航空機が落雷を受けたとしても、
殆どの場合は影響ありません。セスナ
等の小型機を含め、航空機には放電棒
（針）が設置されており、万一落雷が
あっても車のようにグランドされている
ため、放電棒を使って受けた雷をその
まま放電できます。しかし、打たれどこ
ろが悪かった場合は、電子系統や計器
に害をきたす事がまれにあります。が、
エンジンが止まるわけでもありません
ので、安全に緊急着陸ができます。

 

Q:　パイロットになるには何を勉強すれ
ば良いですか。 

A:　操縦技量の訓練やセンスは勿論重
要なのですが、何よりも「人付き合い」を
勉強するように私は若い方々に伝えてい
ます。

ウェビナーでも説明しましたが、我々の
職は85％以上は「管理」職で、残りの
15％以下が飛びなのです。どれだけ操縦
が上手でも、機長になれる人・なれない
人の違いは管理能力に違いがあるから
だと確信しています。後は、目の視力が
良ければ良いほど、仕事にも役立つだけ
でなく、（空軍戦闘機のパイロットにな
れる等）職種も増えます。たとえ矯正視
力でパイロットになれるとしても、ビデ
オゲームや漫画・小説の読書等は控える
べきかと思います。読書はやめろとは言
いませんが、限度を考えほどほどにする
べきだと思います。
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www.takadadentalclinic.com

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

　結局今年はラウンド、レッスン共にあまりできませんでした。空白の2020年と 
なってしまいましたが、来年は明るい年になるでしょう。そんなネガティブな気持ち
になりやすい環境ですが、ゴルフでも１ホール大叩きした時は落ち込むと思います
が、スコアをまとめる人とまとめられない人の違いは次のホールで前のホールの悪
い出来事を引きずってネガティブになっているか否かがカギになります。

 ゴルフはスポーツでもありゲームでもあります。なので、以前にも書きましたが、勝
負性やゲーム性のある遊びをすることをお薦めします。一番僕が好きなのはブラック 
ジャックとポーカーです。カジノでなくても家でできるゲームでもあります。極論ブラ
ックジャックは一人でもできます（つまらないけど......）この二つのゲームは好きです
が、裏庭でサッカーボールを蹴って的に当てる遊びを頻繁にしています。テクニック
的には全くゴルフに関係ないですが、勝負といった面ではメンタルを鍛えられます。

競争相手を忘れろ

常にパーに向かってプレイをしろ

- サム・スニード

 この競争相手って自分だったりするんですよね～自分を懲らしめている大叩きした
自分を忘れようとも取れるので、いかにパーを取ることにこだわり、ラッキーだった
らバーディを頂いちゃいましょう！

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。

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!!

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

http://www.takadadentalclinic.com
https://www.godaiko.com/home
http://www.sunnypointe.com
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■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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

求人
CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

■	リズムタップ
毎週末、アナーバーのスタジオでリズムタップ
しませんか？ 子供から大人まで、タップは楽し
いですよ！ 詳細はseiranchan@hotmail.com
までご連絡下さい。

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

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ先
shigaken@msu.edu ５１７－２０４－２６００

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

■		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
 　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支払い方法
　をお知らせします。（クレジットカード
　払い or チェック郵送）
　下記はチェック郵送先

□ 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（支払）２５日必着（支払）

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 
japannewsclub@pntrpress.com

団体・グループ

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

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

Happy 

    Holiday!

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

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

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

For information about placing a free or business classified ad on Japan News Club,  
please contact us via website or email> japannewsclub@pntrpress.com

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program


PAGE 18・JAPAN NEWS CLUB・December2020

JBSD 写生大会 2020 入選作品 例年デトロイト商工会（JBSD)主催主催 写生大会は、デトロイト動物園で行われている大
変人気の行事のひとつです。今年の写生大会は、新型コロナの感染拡大を考慮し、「ステ
イホーム」にて行われました。９０名を超える参加者の方々の作品から、入選された作品
をご紹介します！

アンダーソン桜良さん

岡本太郎さん

石原茉莉さん

川上文葉さん

そとみ　じゅんさん

鶴薗利仁さん

渡邉亜子さん

.鎌田澄晴さん

川上漣太郎さん

三枝千里さん

渡邉璃子さん

宮内咲帆さん

橘梨央さん

太田あかりさん

古里彩葉さん

白井花歩さん 藤田優月さん

阿部まやさん

太田詩乃さん

デューモント有紗さん

未就学児の部

小学１〜３年の部

小学４〜６年の部 中学・高校の部

下地美穂さん

渡辺凜太郎さん
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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!!

☆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。

12月1日（火）〜21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、、定定期期検検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

2  O  2  0  

Happy Holidays!

滋賀県からミシガン州へのメッセージ

https://youtu.be/D8qBIR8ENSk

～滋賀県から公式にミシガン州の皆々様へメッセージビデオが送られました～ 
「たくさんの方々への共有をお願いします。 

ひとりでも多くの方々に届けばと願っています」

（滋賀県からのメッセージ）

The Bond Between Sisters
From Shiga to our sister-state friends in Michigan

http://www.eastbrookedental.com
https://youtu.be/D8qBIR8ENSk
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● 経験豊富なドクターが診療に当たります。

● 　フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が、

　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。

● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。

● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

ノバイ ファミリー歯科医院
BRIAN H. ANDRESS D.D.S.

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

ドクターと日本人スタッフ

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

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

大人と子どものための家庭歯科医

受付時間

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

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

DENTISTS
Novi

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

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

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

Sanpei

伝統の味とサービスをお届けします
★日本の生ビールあります！★

(アサヒ・キリン・サッポロ）

43327 Joy Road, Canton MI 48187Tel: (734) 416-9605

Mon - Fri   11:30 am -   2:00 pm
                      5:00 pm - 10:00 pm 
Sat / Sun      5:00 pm - 10:00 pm
＊ナショナルホリデーのみ閉店 Ann Arbor Road

Joy Road

Ford Road
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275

Sanpei

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

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

