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在デトロイト日本国総領事館　中川 勉 総領事

今月今月のの  Japan News Club

J   APANニュース倶楽部読者の皆様、
新年明けましておめでとうございま

す。新型コロナウイルスの感染拡大が
収まらない中ではありますが、今年、
２０２１年のお正月を皆様いかがお過ご
しでしょうか。
　昨年一年を振り返ってみると、１００年
に一度と言われるパンデミックの発生だ
けでなく、１１月の大統領選挙、米国各
地で起きた抗議活動など、様々な出来事
がありました。Stay at Home、Remote 
Work、経済封鎖に三密と、いろいろな言
葉も耳にしました。住み慣れない土地で、
異なる文化に戸惑いながら、「新しい生活
様式」を受け入れていくことに苦労をされ
た方も多かったのではないでしょうか。ミ
シガン州でも、既に５０万人もの方が感染
し、１万人以上もの尊い命を失いました。
こうした中、皆様とともに、ミシガンでま
た新たな年を迎えることができたことの
幸せを感じるとともに、今もなお、新型コ
ロナウイルスと日夜闘っておられる医療従
事者をはじめ、First Responderと言われ
る方に、心からの感謝の気持ちをお伝え

したいと思います。
　昨年の春以降、ミシガン州においても
感染が広がり、私達、在デトロイト総領事
館でも、感染防止のため体制を縮減せざ
るを得ず、領事窓口での応対時間の短縮
や、領事出張サービスの停止を迫られま
した。在留邦人の皆様に様々なご不便を
おかけしていることを、とても申し訳なく
思っております。現在は、領事窓口の応対
は平日全日、平常通りの時間帯に戻して
おりますが、感染防止対策として、御来館
前に予約をいただくようお願いしておりま
す。また、皆様のミシガンでの生活に少し
でもお役に立てればと考え、新型コロナ
ウイルスに関する情報等についても、当
総領事館のホームページで、できる限り
発信するよう努めている他、当地での在
留届を提出されている方や、当総領事館
のホームページから登録をされている方
に対して、領事メールサービスを通じて、
日々の情報等もお届けしております。
　終わりの見えない閉塞感がいつまで続
くのか、なかなか先が見通せない状況で
はありますが、それでも、日本とミシガン

との間では、とても前向きで、温かみにあ
ふれた活動がいくつも行われてきました。
姉妹都市の間の、対面での人的交流は、
そのほとんどが中止となってしまいました
が、オンラインでの、時差を乗り越えての
交流が続けられました。ミシガン州の姉
妹州県である滋賀県からは、三日月知事
をはじめとするミシガン・滋賀姉妹都市交
流関係者の方から、熱い想いのこもった
ビデオメッセージと共に、滋賀産のマスク
一万枚がミシガン州に寄付されました。日
本の様子はどうか、ミシガンの様子はどう
かと、日米両国において長年の友人を気
遣い合う姿が見られ、草の根レベルで長
い時間をかけて築かれてきた日米の絆の
強さと優しさを目にしました。
　オンラインツールの普及が、新たな可
能性とアイディアを与えてくれたことも発見
でした。デトロイト川に浮かぶベルアイル
島にある、米国最古の水族館では、三年
ほど前から、水族館の見所が池の「鯉」
であることをきっかけに、日本祭りが開か
れてきました。四年目の昨年、端午の節
句の時期には間に合いませんでしたが、７
月にオンラインイベントとして、バーチャル
鯉のぼりビューイングや、鯉にちなんだ漢
字紹介、折り紙ワークショップ等を実施す
ることができました。サギノー日本文化セ
ンターが毎年秋に開催しているサギノー日
本祭りも、昨年は、オンラインで開催され
ました。これまで様々な形で日本文化の
紹介活動に携わってこられた地域の方々
のご協力を得て、バーチャル日本庭園訪
問、茶道、阿波踊りの披露等々、一週間
にわたって盛りだくさんのプログラムをお
届けできただけでなく、オンラインならで
はの強みを発揮し、サギノーの姉妹都市
である徳島市をはじめ、日本からも多くの

方に参加していただきました。恒例の日本
語学習者によるスピーチコンテストも、今
年は、オンラインで実施する予定です。
　昨年の春、まだ厳しい外出制限が続く
中、妻とともに近くのクランブルックガー
デンの周りを散歩していたところ、見事に
咲き誇る桜に目を奪われました。５０年ほ
ど前、かつてそこにデトロイト日本語補習
授業校（現在のりんご会）が開設されて
いた名残りとのことです。ベルアイル島で
も、豊田市との姉妹都市交流を記念して、
デトロイト日本商工会の皆様のご支援を
得て植えられた満開の桜の木々が、訪れ
る多くのミシガンの人々の心を和やかなも
のにしてくれました。
　私達、在留邦人を含め、一般の人達が
新型コロナウイルスのワクチンを普通に接
種できるようになるには、春以降、まだも
う少し時間がかかるかもしれません。しか
し、そうした厳しい状況下であっても、日本
と米国、日本とミシガンの間の友情は途切
れません。今年の春も、来年も、ミシガン
州の桜は美しく咲き続けることでしょう。
　皆様におかれましては、ご自身やご家
族の健康や安全のため、感染対策を十分
に講じつつ、また、人と人、地域と地域と
の繋がりも大切にしつつ、今しばらく忍耐
の生活を続けていただけるようお願いし
たいと思います。私たち総領事館といたし
ましても、微力ながらも皆様のお役に立て
るよう努めていきたいと思っております。
末筆ながら、今年一年の皆様のご健勝と
ご多幸を心より祈念し、新年のご挨拶と
させていただきます。

令和３年１月
 　在デトロイト日本国総領事館

総領事　　中川　勉
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２０２１年を迎えて　新年のご挨拶

謹んで初春のお慶びを申し上げます。
皆 様におかれましては、お健や

かに新しい年をお迎えのこととお慶び 
申し上げます。
　さて、先月14日に一年の世相を漢字
一字で表す「今年の漢字」が「密」と発
表されました。他には「禍」「病」「新」
「変」が続きましたが、どれも一目見て
新型コロナウィルスの世界的流行を象徴
していることが分かります。
　昨年1月末に、米国内で初の感染者が
確認された後、瞬く間に感染が拡大し、
3月の学校だよりでは、感染防止対策に
ついての特集を組み、手洗いの励行、毎
日の検温、こまめな換気などについて、
各家庭に依頼しました。その後、3月10日
には州内に非常事態宣言が発令される
とともに、学校を一定期間休校とする指
示が出されましたが、この後非常事態宣
言は何度も延期され、長期間の自宅待
機を余儀なくされることとなりました。こ
のことによって、昨年度の卒園・卒業式、
また今年度の入園・入学式を始め、本校
の一大イベントである大運動会も中止せ
ざるを得なくなりました。

　こうした状況は誰もが初めての経験で
あり、まさに暗中模索の状態でしたが、
りんご会理事運営委員の方 と々何度も会
合を重ね、その都度適切と思われる判断
を重ねながら、歩みを進めてきました。
　本校として最も重視しなければならな
いことは、子どもたちの学習をいかに保
証するかということです。具体策を検討
し、予定より少し遅れましたが、5月より
ネットを利用した学習指導を開始し、継
続することができました。このことが実
現できた背景には、ネット指導の環境設
定や方法を無償で支援いただいた日系
企業様、様々な点で情報を交流し共有
させていただいた北米各補習校関係者
の皆様、また頻繁なミーティングを重ね
ながら現状を把握し、今後の方向付けを
行ってきた理事運営委員会の強力な指
導・支援、様々な角度から先生方や保護
者を支え、迅速且つ確実に実務を遂行
いただいた事務局の方々、いろいろな無
理難題をお願いしながらも、お力添えを
いただいた保護者の皆様のご理解とご
協力によるところが大きいと感じていま
す。そして何より、ネットを利用した学習

を、実際に推進していただいた講師の先
生方の並々ならぬご努力は、言葉では言
い尽くせないほどです。指導に必要なデ
バイスを始めとする様々な設備、用具な
どは全て個人で準備いただいた上、授業
の内容がより分かりやすくなるようにと、
多大な時間を費やして資料を準備した
り、学年のミーティングを何度も開いて、
指導の方法や内容を確認したりしなが
ら、ここまで質の高い指導を継続してい
ただきました。そこには、この状況であっ
ても、各教科の基礎的基本的内容は何
としても理解してほしい、また子どもたち
同士がお互いを少しでも理解し合い、確
かな仲間関係を築いてほしいという熱い
想いや願いがあったからです。あらため
て心より感謝申し上げたいと思います。
　昨年11月16日、アメリカの民間企業
「スペースX」の宇宙船「クルードラゴ
ン」1号機が、野口聡一さんら宇宙飛行
士4人を乗せて打ち上げに成功しまし
た。コロナ禍にあって、明るいニュース
として世界中で報道されました。野口さ
んら4人のクルーは、この宇宙船を「回
復力」を意味する英語の「レジリエンス
（Resilience）」と命名しました。「レジ
リエンス」とは、「日常に起こるネガティ
ブな感情（辛く、落ち込むような状況）か
ら立ち直る力」と定義できます。このレジ

リエンスを鍛え、高めるには、自分の長
所や強みが何かを理解し、それらを自分
に何度も言い聞かせて強く意識すること
が大切です。「自分は誰かの役に立つこ
とができる」、「自分の存在が誰かを笑
顔にできる」といった、自尊感情、自己肯
定感を高めることがその基本です。かつ
て勤務した中学校で、この「レジリエン
ス」（当時の和訳は「逆境力」）を高める
ことを核に、学校経営をしたことがあり、
「クルードラゴン」のことが報じられた
際、この学校で取り組んだ様々なことが
思い出されました。
　昨年来行動が大きく制限され、マスク
着用、手洗いの励行、ソーシャルディス 
タンスなど、生活様式も一変して堪え忍
ぶ日々が続いています。感染の状況は
刻 と々変化していきますが、コロナウィル
スによる感染が一日も早く終息すること
を願うとともに、皆様がコロナ禍の間に
確実に培ってきた「レジリエンス」を遺
憾なく発揮して、これから始まる新たな
年の一日一日が一層充実することをご祈
念申し上げ、新年の挨拶に代えさせてい
ただきます。

令和３年１月
デトロイトりんご会補習授業校

校長　　井口　豪

デトロイトりんご会補習授業校　井口 豪 校長　

デトロイトりんご会補習授業校
校長　　井口　豪

https://nipponexpressusa.com/
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豊田市 x デトロイト市  
      姉妹都市提携60周年

去る令和2年（2020年）9月21日、
デトロイト市と豊田市は姉妹都市

６０周年を迎えた。
　自動車産業を中心に発展してきた両
市は昭和35年（1960年）に姉妹都市提
携を結んで以来、学生の相互派遣を中
心に文化交流なども交えて友好関係を
育んできた。豊田市国際まちづくり推進
課が管理運営しているFacebook「豊田
市国際交流推進ページ」では、各年代に
おける交流の様子がうかがえる写真も
多数紹介されており、これまでの交流を
振り返っている。特に両市の学生たちが
お互いの文化や人と触れ、国際感覚を育
みながら交流している様子を垣間見るこ
とができる。
　写真の中でも特に目を引くのが、半世
紀以上に渡り継続してきた交換学生事
業だ。海外渡航が自由化されてまだ間
もない昭和41年（1966年）に第１回派
遣団としてデトロイトから学生が豊田市
を訪問して以来、概ね隔年で合計310人
の学生の受入と派遣が両市の間で続け
られている。
　写真で振り返ると時代の流れを感じ
る。緊張気味に白黒写真に写るデトロイ
トからの第１回派遣団と豊田市からの
第1回訪米派遣団の学生たち。デトロイ
トからの第1回訪日派遣団の学生たち
は、豊田市で剣道や琴に触れホストファ
ミリーと過ごし、当時のトヨタ自動車の
工場見学を経験した。現在では珍しく
ない海外旅行だが、当時、遠い日本とい
う国を交換学生事業で訪れ、その国の
人、文化や習慣に触れ、一体どれほどの
刺激を受けたのだろうか。それから半世
紀が過ぎ、令和元年（2019年）のデトロ

イトからの第25回派遣学生たちは、トヨ
タ工業学園の生徒たちのサポートでもの
づくり技術を学び、豊田市ならではの交
流を楽しんだ。
　また、文化交流も行われてきた。
100年以上の歴史を持つデトロイト・
シンフォニー・オーケストラは平成10年
（1998年）の豊田市コンサートホール
開館記念の際に初来日・初公演を果た
し、市内の中学校へも訪問した。平成
29年（2017年）のデトロイト美術館の
「ジャパン・ギャラリー」開設記念イベン
トにおいては、豊田市棒の手保存会が
渡米し、伝統芸能である棒の手演武を
披露した。
「クルマのまち」という縁から始まった
姉妹都市としての交流や協力は、これ
からも一層絆を深くして発展し、何より
若い世代の国際感覚や向上心を育んで
いってくれることだろう。
  

文・Mayumi Bilderback 
写真提供・豊田市国際まちづくり推進課

Facebook 豊田市国際交流推進ページ 
https://www.facebook.com/toyota.kokusai/posts/1989356237865972

 2018  第25回豊田市派遣学生 デトロイトの
ベルアイルにて

2019 第25回デトロイト交換学生（さよならパーティ）

1998 デトロイトシンフォニーオーケストラ
豊田市中学校訪問

1965　第1回デトロイト交換学生 （お琴）

1965　第1回デトロイト交換学生 （トヨタ自動車見学）

1965　第1回デトロイト交換学生（集合写真） 1966　第1回豊田市派遣学生

1965　第1回デトロイト交換学生（剣道）

2017  棒の手演武 デトロイト美術館にて 

2019　指南車制作中の両市学生

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

https://www.facebook.com/toyota.kokusai/posts/1989356237865972 
http://www.riveroakswest.com
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　明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

　２０２０年は百年に一度のコロナ騒ぎで忘れられない一年になりましたが、読者の
皆様は無事年を越し、健やかな新年をお迎えになりましたでしょうか？ 昨年の嫌な
思い出を早く忘れられるように、また本欄でも話題にできるように今年は良い事が少
しでも多くあることを願っています。この時期スポーツの話題が皆無に近いため、今
回は直ぐに本題に入ります。

　新春１月号のテーマは「今年は良い年でありますように！！」です。

　嫌な思い出を早く忘れたいと言ったものの、昨年は年末大晦日まで連日コロナとそ
れに関連したニュースの連続でした。昨年１２月上旬から中旬にかけてコロナ感染防
止の究極的対策である２種類のワクチンが米国内で相次いでFDAの緊急使用認可
を得て実用化されたニュースは数少ない朗報で最高のクリスマスプレゼントでした。

　ファイザー社とモダーナ社がそれぞれ従来のワクチン開発とは大きく異なる新製法
を用いて、文字通り寝る間も惜しんで開発に取り組み、従来製法では数年掛かると
言われたワクチンをわずか８ヶ月程の期間で完成した奇跡的な超高速開発で、しか
も両方とも数段階の試験的投与で有効性も９５％前後と確認された信頼性も高いワ
クチンで、コロナ収束に向けたトンネルの出口の明かりが見えてきました。

　しかしながら、残念なことに折角完成した希望のワクチンも大量生産が開始さ
れ、最初の出荷風景がニュース報道されたものの、それに続いて大車輪の操業で
続々生産されたワクチンの具体的な配布割当てと出荷指示がメーカーには届いてお
らず工場や保管倉庫、配送センターの在庫が増えるばかりで、到着を今か今かと首
を長くして待っている医療現場や投与の優先順位が高い人々にはなかなか届かず、
一時的に宝の持ち腐れ状態になっていたのは驚きでした。開発から実用化までは
オペレーション・ワープ・スピードの名称通り光速のような速さでしたが、その後の配
布・輸送はオペレーション・フラット・タイヤ（パンクしたタイヤ）かオペレーション・
スネイル・スピード（カタツムリの速度）で残念でした。その待っているわずかの間に
タッチの差でコロナに感染して亡くなられたり、入院した方々には本当にお気の毒で
悔しい限りです。

　各州への配布・運送担当責任者の米軍関係者が記者会見で、「遅れは自分の責
任である」と陳謝していましたが、元を正せばトランプ大統領直々または政権幹部の
担当責任者（タスクフォースチームの名ばかりのリーダーであるペンス副大統領）か
ら具体的で明確な実施計画の提示と実行指示が出ていなければならなかったもの
です。大統領選に敗れた後大統領としてやるべき仕事をさぼりホワイトハウスに籠っ
たり、マー・ア・ラーゴのトランプリゾートに行ってゴルフに興じたり、選挙結果を覆そ
うと画策する悪あがきの連続ツイートで時間潰しをしていたトランプは、ワクチン完成
の報を受けて奇跡的に超短期間での完成は「自分の手柄だ。名前を『トランプワク
チン』としたい。大統領選挙前に完成が発表されていれば自分が当選していた。何故
そうしなかったのか分からない。」更に「年末までに２千万回のワクチン投与を完了

今年は良い年でありますように！！

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第215回）

する」とまたいつものように良い結果は自分の手柄として自慢し大見栄を切っていま
したが、配布割当て・運送の不備からとてもそんな数にならないことを指摘、非難さ
れた途端に「連邦政府の責任は各州の指定場所に届けるまで。その後は州の責任」
とこれまたいつものように責任転嫁していました。

　各州ともそれぞれ事情が多少違っても、コロナ騒ぎで税収大幅減、企業・個人向
けの物資・金融支援、コロナ対策費用増で財政逼迫しており、連邦政府から州内の
ワクチン配布・輸送・投与実施費用を追加で財政支援してもらえないと迅速な対応
ができない状況にあり、それも含めてしっかり現状把握して周到な計画を練り責任を
持って実行すると言うトランプ政権に最も欠けている弱みを露呈しました。

　もう何度も言いましたが、トランプのコロナ対策、犠牲者やその家族・関係者に対
する哀悼や共感を一切示さない無関心、無責任ぶりは驚き以外の何物でもありませ
ん。昨年末まで続いたハロウィーン、サンクスギビング、クリスマス後の全米規模での
感染者、入院者、死者の急増に続き、年末年始の４連休が拍車をかけ受け入れ側の
病院・医療施設のICUベッド数や熟練スタッフ数が飽和状態で職員の気力も体力
も限界に来ているのは知らん顔で、国としての緊急対策や緊急支援指示を出さない
どころか、４年前の大統領就任時には「オバマのようにゴルフをやっている時間はな
い」と大ボラを吹いていたにもかかわらず呑気にゴルフ三昧をしながら、その合間に
選挙結果を逆転させようとつぶやいたり、自分に賛同・協力しない連中は対立する民
主党、身内の共和党の見境なく非難・中傷しまくっています。これ程の悪党がこの世
に実在すること、これが現職の米国大統領だとは今でも信じられませんし、それに同
調する共和党議員や富裕層、一般大衆がいることも信じ難く情けない限りです。当
初は不正選挙、無効投票だと言っていたのに今は理由の如何を問わず単純になりふ
り構わず選挙結果を覆そうとしており、民主主義に対する冒涜でしかありません。

　これも以前の記事で書きましたが、本当に駄々っ子がお菓子売り場かオモチャ売
り場の前で「あのお菓子が欲しい！」「あのオモチャが欲しい！」と手足をバタバタし
て泣き叫んでいるのと大差ありません。自分の欲しい物が手に入るまで喚き立てるの
です。時によっては周りの人に八つ当たりしたり、物を壊して騒ぎを大きくするずるい
手も打って、自分が騒ぎ続ければ、親や周りが困って手を焼き何とかしてくれ、最後
は自分の思い通りになるだろうと思っているのですね。子供の頃からそう言うふうにし
てずっと我儘を通してきているので、大人になった今も同じようにすれば自分の望み
通りになると自ら信じている節があります。一説では彼が子供時代から青年時代に
かけて１７年間通い続けた教会の教えが、「自分を信じて、自分の欲しい物、実現し
たい事を願い続ければ必ず手に入り、実現する」と教徒を鼓舞し、勇気付けるもので
あったようで、節度を持って実行すれば他人に認められ尊敬もされる成功者になり
得たかもしれませんが、残念ながら使い方を誤り他人の迷惑を一切考えず、自分だ
けが利益を享受し、気分を良くする独善・横暴的な方向に走ってしまったため、金儲
けと利権獲得を共通目的とするワル仲間が多少いても、利用価値がなくなれば使い
捨てで直ぐに縁が切れて離れて行くし、自分自身はいつまでも我儘な駄々っ子のレ
ベルで止まったまま、尊敬も共感も得られぬ存在に留まっています。

　先月末までに選挙結果に関して連邦、州、選挙区などで既に６０件もの異議また
は訴訟申請件数となりましたが、その全てが具体的証拠欠如の理由や投票再確認
作業で否認、却下されまともな方法で残された逆転策はなく、唯一残された方法は
今月休み明けの初招集議会で選挙人投票結果を最終確認・確定する形式的手続き
時に異議を唱えることですが、共和党選出で初当選したミズーリ州のハウリー上院議
員が自己顕示の絶好の機会と考えて選挙人投票結果に異議を唱えると公言し、他に
も複数賛同者がいるとほのめかしていましたが、その結果の如何に拘らず投票結果
が変わりバイデン新大統領の就任が頓挫する可能性はなく、ただの時間稼ぎと自己
満足に終わるようです。これらの一連の動きを常識的な論理で理解することは不可
能で、駄々っ子のかんしゃく、イタチの最後っぺ、訴訟申請など法的行為に掛かる資
金集めの表看板に隠れて残った７５％のお金を自分の借金返済など他の目的に自由
に使える資金集めの延長という裏看板の狙いと考えると悩まずに済むかもしれませ
んね。

　トランプが大統領の職務を放棄している間にロシアが仕掛けたと断定されている
米国の核貯蔵施設や軍関係施設など複数の重要拠点に取引関係のある民間企業
のITソフトやアプリを経由して過去最大のサイバー攻撃が仕掛けられていたことが
判明し、何と去年の３月から始まっていたのに気がついていなかったという一大事件
がありました。米国の国家安全保障関係者や米軍関係者、軍事評論家の間では「こ

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
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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。。

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。

れは実際の戦争を仕掛けたと同等の行為。米国も同等の反撃をすべき」との声が上
がりましたが、数日何もコメントしなかったトランプはポンペイオ国防大臣がロシア
が仕掛け人と認めた発言をした直後に「ロシアではないと思う、中国かもしれない」
と前回２０１６年選挙時のロシア疑惑と同様にロシアに対して好意的、軟弱な発言に
止まり、何も具体的な対抗策を取る雰囲気さえありませんでした。前回も強く感じま
したが、何事も自分が一番で通すトランプですから、間違いなくプーチン大統領に何
か絶対的な弱みを握られていて、正面切って抗議も抵抗もできない立場なのでしょ
う。それが何であるのか興味津々ですが、トランプのことなので汚れた金にまつわる
話か、トランプホテル建設の話か自分がホストで開催したミスインターナショナル大
会時にロシアを訪問した際にハニートラップでも仕掛けられて如何に厚顔無恥のト
ランプでも２度と立ち直れない程のセックススキャンダルの火種となる爆弾を抱えて
いるのかもしれませんね。

　理由はともあれ、米国の国家最高責任者としてまともにロシアに対して抗議も対抗
策も打てないまま放置し続けている間に、ロシアは更に複雑かつレベルアップした秘
密工作を次 と々仕掛けており、米国の軍事施設、軍関係者、政治家、著名人、反政
府運動など社会不安と分裂を煽る団体・グループ、一般大衆の扇動などフェイクサイ
ト、フェイクニュースを巧妙に使って如何にも事実、本物のように見せ掛けて米国社
会の深部まで広く確実に浸透させている気配が濃厚です。ロシアの目的は米国大統
領が誰であれ、米国内の分裂と混乱が深くなり、米国の国力、国際舞台での存在価
値が目減りすればする程メリットがあり、たまたまトランプが大統領だと操りやすく、
仕事がしやすいだけと思われます。大統領職を離れ役に立たなくなれば使い捨てし
て代わりを見つけるだけですし、万一過去の関係を暴露するとか、反旗を翻せばK 
GB配下の部下か手先を使ってトランプが何処にいてもお得意の毒殺で簡単に口封
じするでしょう。私もこの程度なら目をつけられなくても、余り目立つような記事を書
くと狙われるかもしれません。（汗）

　一方、コロナ騒ぎで営業制限・制約、収入激減、倒産、失業の影響を受けた中小
企業、個人商店、その従業員に対する緊急救済基金第２弾の議会審議、可決・通
過、大統領承認、実施は大幅に遅れ、民主党が既に５月に下院で提案し審議。可決
して上院に審議を依頼した原案を共和党上院院内総務のミッチ・マコーネルが全く
審議に掛けず他の多数の議案と共に握りつぶし、まともに民主党メンバーと協議もし
ないまま月日だけが経過し、７月末に緊急救済基金第１弾の効力が切れても何も動
かず、昨年末クリスマスデーの翌日に数百万人の失業手当給付が途絶える直前によ

うやく上下院で可決通過した妥協案が大統領署名のために回されましたが、トラン
プは失業者に直接渡る給付金が月額６００ドルでは低過ぎて恥辱だ。２,０００ドル
にすべき」と述べただけでホワイトハウスにいる間に署名せず、クリスマス休暇のため
マー・ア・ラーゴに向かってしまいました。本気で失業者の生活を心配していたなら
ば、何ヶ月も前から共和党と民主党のキーメンバーと政権幹部のマヌーチン財務大臣
が協議を繰り返している間にはっきりと希望を述べるか指示をしておけば揉めずに済
んだものを議案が可決通過して署名に回されてから、思い付きで言い出すので関係
者には寝耳に水の出来事で混乱に拍車を掛けました。トランプとしては、自分の支持
層や中間日和見層の人気取り、今月５日に決選投票されたジョージア州の上院議員
改選２席の共和党候補者への得票増を狙ったものか、大統領選挙結果の逆転を目
論む自分に協力しないマコーネル院内総務や共和党幹部に対する嫌がらせか、ホワ
イトハウスから出て行く前にもう一度注目を集めたい大統領としての示威行為か真意
は分かりませんが、駄々っ子のトランプなら後者の二つが有力かもしれません。

　他にも敗戦を認めないトランプの我儘のせいで新大統領及び新政権幹部への政
権引き継ぎ作業が多くの部門、分野で遅 と々して進まず、特に最も重要な国家安全
保障に関する国防省からのブリーフィングや情報共有、コロナ対策の決め手であるワ
クチンの割当て配布、輸送計画などで引継ぎ作業妨害行為まであるようで、新政権
立ち上がり直後の船出と舵取りが困難を極めるのではないかと心配です。

先月号で述べた年忘れトランプ劇場の千秋楽はやはり静かな幕引きで平穏無事に
は終わらず、予想通り最後の最後までドタバタで荒らされ、新政権は大きな負の遺産
を引き継いで苦しいスタートとなりそうです。

バイデン新大統領と実力者揃いの新政権幹部が一致団結してトランプの残した廃棄
物処理から作業を始め、米国を着実に良い方向に向けて進めて欲しいと切に祈って
おります。今年は良い年でありますように！！

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

第155回  第155回    コロナ渦中での循環器医師の暮らしコロナ渦中での循環器医師の暮らし

　みなさんお元気ですか? 最近アメリカでコロナウイルスに対するワクチンが 
2種類承認され、コロナ大流行の終息が期待できるようになりました。これら
のワクチンの有効性と安全性が確認されれば、やっとこの厄介なウイルスの問
題を過去形で語ることができる日が近づいてきているのではないかと切に希
望しています。

　私の患者さんの中にも、今、病院の集中治療室に入院中で、人工呼吸器を装
着し、うつ伏せ体位でコロナと戦っておられる方がおられます。つい三年前まで
まで、手術室の看護師さんをしておられた方で、永年の勤務を無事終えられ、
ここ2年ほどは、最近退職された集中治療室の主任看護師さんだった奥さんと
ともに、フロリダ州とミシガン州を行ったり来たりしながら、退職後の悠々自適
の生活を楽しんでおられたのですが、コロナは人を選ばずで、コロナの犠牲者
となられたようです。もう医療や病院の仕事とは、完全に縁を切られておられ
たはずですから、どこか市中で感染されたのでしょう。今日の血圧は70ミリ前
後まで下がっていますから、敗血症を併発しておられるかもしれません。予断
が許されないところです。過去に心臓バイパス手術をしておられ、虚血性心不
全と、発作性心房細動の既往があり、私が外来で継続治療をさせていただいて
いたのですが、現在のところは、心臓が問題というよりは、コロナの感染が問
題ということで、感染症、集中治療室の皆さんに主要な治療の決定はお任せし
ているところです。

　コロナの感染で厄介なところは、コロナに感染したからといって、そのほか
の病気が消えて無くなるわけではなく、寧ろ、他の病気が悪くなる可能性があ
る点です。心臓病、糖尿病、腎臓病など、持病がある方は、コロナの最中にも、
これらの持病が悪化しないように気をつけていなければなりません。また、心
肺停止や急性心筋梗塞、急性肺塞栓症などで救急室に運び込まれた患者さん
は、治療に分秒を競いますから、コロナのあるなしに関わらず、“コロナの可能
性”という仮の診断名をつけて、コロナかもしれないとの態勢で治療に臨みま
す。PCR検査が広くまた迅速に行われるようになったおかげで、コロナかどう
かの診断は、救急室からカテ室に運ばれている間の1時間ぐらいのうちには、
結果がわかるようになりましたので、これは、今年3月ごろとの大きな違いで
す。全ての患者さんをコロナ可能性として診察治療するのは、大変な緊張と困
難を伴います。

　ご存じのように、デトロイト地区は、アメリカの中でも、ニューヨークに続い
て、COVID-19の洗礼を最も激しく、また早期に受けた場所で、3月の初旬には、
私の関係する、ある病院で、448床のベッドでコロナの診断あるいは疑いで初
旬に10数人だった患者さんが、一挙に一週間で150人を超えました。病院の取
った処置は迅速適切で、全ての待機的手術を停止し、外来を全てオンライン化
し、外来手術用の病棟を全て人工呼吸器を備えた、コロナ病棟に変えました。
その頃、デトロイトにある全ての病院において、約3分の1の入院患者さんが、コ
ロナの確診または疑いとなり、大変な状況でした。私の外来オフィスも、完全
にオンライン診療となりました。こうした素早い、徹底的な対応が実を結び、病
院も外来も閉鎖することなく、1日も休まず、患者さんの治療を続けた甲斐あっ

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

て、6−7月ごろには、コロナの入院患者も減少し、外来も、本来の対面診療とな
りました。

　しかし、11月から12月にかけて、ここ数週間は、第二波がやってきて、またコ
ロナ入院患者の急激な増加傾向があり、数日前では、448床のうち74人が隔離
を要するコロナ患者さんで、そのうち10人は、人工呼吸器に繋がれている状態
となりました。私の同僚医師7人のうち、2人が感染し、また、私の外来オフィス
で働く数名の看護助手さんのうち2人、数名の受付のうち1人が感染しました。
幸い、その全員が、現在では回復し、元気に職場復帰しています。

  私は週に、原則として2日半ほど外来患者を見ます。私の外来には、心房細動
や心不全、虚血性心疾患の患者さん、高齢者（最高齢で96歳の元気なお婆ち
ゃん！！）の患者さんが多く来られます。外来の患者さんたちの中にも、最近の
コロナ感染の診断、入院された方達も増えてきており、多くの人たちは、すっか
り回復していますが、中には、コロナから2ヶ月経っているのに、まだ呼吸苦が
取れず、少し歩いただけで、肩で大きく息を取っている人などもおられ、コロナ
の後遺症は、人によっては、大変重篤で遷延しているようです。

　そのほかの週に2日半は、病院の入院患者の診察治療と、カテーテル検査、
及び治療を行います。最近の3週間ほどでカテーテル治療を行った例として
は、急性心筋梗塞1件、急性深部静脈血栓症除去術1件、卵円孔開存症閉塞術
1件、頸動脈ステント1件、亜急性浅大腿動脈閉塞症形成術1件、慢性冠状動脈
閉鎖症治療2件、不安定狭心症冠動脈形成術3件、冠動脈診断カテーテル5件
などで、これらを、主として卒後7年目の侵襲的循環器科フェローの人たちを教
育しながら行います。今年は、卒後10年目の、“構造的“心臓治療のフェローがそ
れに加わり、あれこれ議論しながら、術式を改良して、少しでも良い治療ができ
るように、日々研究しています。

感謝祭の長い休日には、木曜から月曜の朝まで、4日連続で当直をしました。先
週末の当直では、土曜日に8人、日曜日に12人、新規の入院患者さんを、すでに
入院中の20人程度の患者さんに加えて診ました。当直の日には、夜もひっきり
なしに看護師さんからの電話があるので大変です。クリスマスと新年には休暇
が取れたので、少しゆっくり休むつもりです。

　　　　　　　　　　　皆様のご健康をお祈りします

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd
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c 
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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！

コロナワクチンの接種を受ける筆者

https://www.sushidenonline.com
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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。

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
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin


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
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文＆写真　by ヤマトノオロチ
“Hope ”  ―――願いの年の始まりに　
　毎年日本漢字能力検定協会が発表して
いる令和2年の今年の漢字は「密」、という
ニュースを聞いた。では、新しい年に向け
てふさわしい漢字は。おそらく多くの人た
ちは「望」やそれに似た字を思うだろう。今
回は、それがテーマのミシガンのローカル
Breweryとそのビールを紹介する。

　そのパッケージを目にした人もいるだろ
う。もともとはTraverse Cityのダウンタウン 
にPubを構えていたが、醸造量の増産を目
指し、ミシガン州のDexterに工場を作っ
た。HavocやDiabolicalはスーパーでも広く
買い求めることができる。そのNorth Peak 
BCが2021年の春にもリリースする”Hope”が
今回の注目のビール。

　本来は2020年のInternational-Women’s 
Dayの開催に合わせてリリースの予定だっ
たが、コロナ禍により延 期されていた。

“Hope”は人々が集まることはないが安全な
距離を守って楽しめるようにという願いが
込められている、という。パイナップル、パ
パイヤ、そして軽いカラメル、と飲み心地が
爽やかなフレーバー。そしてBrutビールのス
タイル。以前インタビューをした、あるブリュ
ワリーのマーケティングの人によると、Brut
ビールとは1パイント（16 oz）あたり砂糖が
５gしかない、という糖分が少ないビールだ
という。これは発酵段階で酵素を加えると、
ビールの甘さが抑えられるからだ。“Brut”と
はシャンパンの甘みの段階を表す言葉で、
「辛口」。フルーティーなフレーバーに切れ
味は「辛口」の“Hope”。2020年は世界中の
人々にとって大変な年だったが、そこに2021
年は「辛口」ながらもほんのりとほっとでき
る風味が加わるのかもしれない。

　さて、“Hope”にはもう一つエピソードが

ある。“Hope”のラベル自体は他のNorth 
Peak BCのビールのラベルと同じベース 
デザインだが、ケースは一般からの写真を
公募した。12月下旬にはHP上でも採用さ
れた写真が公開されている。

　前述の通り、North Peak BCは「二つの
会社組織で成り立っている」（Traverse

North Peak Brewing Company

（上）Havacはドライな風味
のIPA。一般のスーパー等で
も入手可。

（下）ブリューワリーの看板
（写真提供：North Peak BC)

　 C i t yのマネー
ジ ャ ー の M i k e
氏 ）。Tr a v e r s e
　 C i t yのN o r t h 
Peak BCのPub/
Restaurantでも
Dexterで缶に詰
められるビールと
同じものがで 味
わえる。Traverse
　 C i t yのダウン 

(上）Derp-a-Derp. ラベルと赤いボディーがユニーク 

North Peak Brewing Company

https://www.northpeakbeer.com

タウンにあり、本来なら屋外パティオも楽し
めるフルキッチンのところだが、現在はPub/
Restaurantはピックアップのみ。それでも、
炉で焼いたピザはおすすめメニューに入っ
ている。真冬の休暇または今後コロナ禍の
規制が解除されていったときにバケーショ
ンで訪れた際に立ち寄ってみてはいかがだ
ろうか。

　2021年、“Hope”の願いが叶う年であり 
ますように。

(上）炉で焼き上げるピザは自慢のメニュー。（写真提供：North Peak BC)
（左）春のリリースが待たれるHope（写真提供：North Peak BC)

https://rentshearwater.com/
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

花に関する言い回し（1）花に関する言い回し（1）

〜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〜

−−１３０１３０−−

　明けましておめでとうございます。今年こそは皆様にとって良い年になりま
すように。さて、今回からは花に関する言い回しを見ていきたいと思います。
花という言葉自体、また、何らかの花の種類を使った言い回しです。

「花は桜木、人は武士」は、日本特有のものですが、これを英語にしても十
分通じるでしょう。「サムライ」という言葉はよく知られています。“The best 
flowers are cherry blossoms, the best people are the samu-
rai.” Samurai の前に the が付いているのは集合名詞的にサムライという
概念を表しているからです。「いずれ菖蒲（あやめ）か杜若（かきつばた）」
はどちらも美しく、あるいは優れていて甲乙つけがたい、という意味ですか
ら、 “One being as excellent as other”  とか “Both are so beau-
tiful that it is hard to choose between the two.”と表現できま
す。「花も実もある」は外観も中身も良い、ということなので、“elegant and 
beautiful” でいいと思います。

「落花狼藉の有様」は、辺りがめちゃくちゃな状態になっていることですの
で、“Things were in complete disorder” くらいでしょうか。同じ落
花でも、 「落花流水」になりますとこれには二つの意味があり、一つは「時
が虚しく過ぎる」、そしてもう一つは「男女が相思相愛の状態であること」で
す。それぞれ、“Time flows ever onward.”と “being in love with 
each other” といったところでしょうか。もう一つ、落花を使ったもので 
「落花枝に帰らず」というのがありますが、これは「覆水盆に返らず」と同じ
意味ですので、“It’s no use crying over spilt milk.” ですね。

 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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

通訳 - スカイプやZoomなどを使ったオンライン通訳 
翻訳 - 免許証・技術・契約書など

   

ESL講師による英語・英会話レッスン（対面又はオンライン）

日本語クラス（Japanese Class）（オンライン）

通訳者養成講座（オンライン）

 

 

あけましておめでとうございます。
 本年度も宜しくお願い致します。

2021年度は1月4日より営業いたします。

　新年明けましておめでとうございます。今年もゴルフノスゝ メをどうぞよろしくお願い
申し上げます。12月半ばに日本に帰国しまして、原稿を書いている今は元気に2週間
の自宅待機中です。今回は、日本帰国の様子をご報告したいと思います。

 例年はデルタの名古屋ーデトロイト便を使いますが、6月にミシガンに来た時は飛ん
でいなかったため、JALの羽田ーシカゴーデトロイト便を利用しました。私は飛行機
に関してはツイていないことが多く、機材繰りで12時間遅れたり、飛行機のトラブル
で24時間遅れたり、そうやすやすと飛ばせてくれないことが多々あります（笑）。去年
はシカゴに行くのに6時間遅れるという災難に見舞われました。今回もデトロイトーシ
カゴ便が4時間遅れたのは想定の範囲内でしたが、乗り継ぎには間に合わないので、
結局その日はキャンセルして2日後に出直しました。

 ちょうどサンクスギビングとクリスマスの狭間だったからか、デトロイト空港もオヘア空
港もそれほどは混んでおらず、セキュリティゲートでは5〜10人ぐらい人が並んでいる程
度でした。デトロイトーシカゴ便はフルフライトでしたが、JAL便は3席を1人ずつ使う、
という感じでした。いつもの税関申告書の他にいくつか紙を渡され、帰国後の2週間の
待機先の住所や、空港から待機先への移動手段などを記入するようになっていました。

 日本では、アメリカ（COVID-19指定地域）からの入国者には唾液による抗原検査が行
われます。着陸してゲートに着くと「検疫所からの指示を待っていますのでお待ちくださ
い」というアナウンスが流れ、すぐには外に出ることができませんでした。夕方は国際便の
到着が重なって検査場が混むようです。15分ぐらい待って係員に誘導されるままに順路
を歩きます。使っていないゲートの広い空間を、便ごとに仕切って検査場にしていました。
 検査場の入り口で受付を済ませ、プラスチック製の漏
斗と容器を受け取ります。投票所みたいに1人ずつのス
ペースに仕切られた場所に入って、唾液を容器に出し
ます。壁にはレモンと梅干しの画像が貼ってありまし
た。おチャメです。採取が終わったら、待合所に移動
し、結果が出るまで待ちます。待っている人はゆうに
50〜80人ぐらいはいたでしょうか。家族連れの人、ビ
ジネスマン風の人、ほとんど日本人だったと思います。
一連の動きでは、マスク着用、ソーシャルディスタンスが徹底され、椅子も1つずつあ
けて対面では座らないようになっていて、密を感じることはありませんでした。待ち
時間は私の時は40分ぐらいでした。結果を聞く時
は少し緊張しましたが、無事に陰性でした。ここか
ら入国手続きをして、荷物を受け取り、外に出るこ
とができます。

　夫が空港まで車で迎えに来てくれましたので、 
私はそれに乗って自宅に帰りました。空港からは公
共交通機関が使えないのですが、周辺の駅までは
検疫所が運行する周回バスがあります。羽田空港
の場合は、1時間に1本、品川・五反田、川崎駅など
に行くバスが出ていました。

<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)

　待機中は、「厚労省 帰国者フォローアップ窓口」という
アカウントをLINEに登録すると、毎朝「本人及び同居者
に、発熱や風邪の初期症状はありますか？」というアンケ
ートが送られてきます。同時期に帰って来た友人たちの話
によりますと、「はい」を押してしまうと地元の保健所から
連絡が来るそうなので、押し間違いには要注意です。そし
て、なぜだかわかりませんがアメリカの携帯にはLINEを登
録させてもらえないらしく、日本の携帯を持っていない友
人は、家の固定電話に保健所から電話がかかってくると言
っていました。

　そんなこんなで着陸してから空港を出るまで2時間半、さらに車の移動に4時間、
とても疲れる帰国でしたが、今のところ何事もなくホッとしています。日本でも感染者
が増えています。分散初詣のために、年末からおみくじや破魔矢を売るお寺・神社が
あるそうです。しばらくはゴルフもお預けで、みかんといちごを食べながら暖かい家で 
ぬくぬくと過ごそうと思います。 皆様もどうぞお気をつけてお過ごしください。

https://www.suzukimyers.com/ja/
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‘New Year's Resolution’： 
新年の抱負

 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

新年明けましておめでとうございます！ さよなら2020年‼ そして2021年を迎えました！ 今
年は正常な生活に戻れることを願い、新年の抱負や目標を定めてみては！（特に自宅で過ご

す時間が長かったので減量する、など！）こちらに会話をナビゲートするアイディアをいくつかご紹
介します。

Conversation 1

A.  Happy new year!  Do you have any new year’s resolutions? 
   （新年あけましておめでとうございます！今年の抱負を立てましたか？） 
B.  Oh, happy new year to you, too!  No, I don’t have any resolutions. 
   （新年あけましておめでとうございます！いいえ、まだ立てていないわ。）
  ▶︎HINT:  You can reply “Happy new year” or “Happy new year to you, too” 
　  or just “You, too.” （“Happy new year” や “Happy new year to you, too”もしく    
　　は “You, too.”と返事をしましょう）
A.  Really?  No plans?  No goals?  No ideas? 
　（そうなの？まだなの？目標もないの？これといってないの？）
B.  Well, I guess that I would like to visit California.  Also, I want to learn 　　 
　 more English.  How about you?（そうね、カリフォルニアに行ってみたいと思うわ。 
      それと、英語をもっと勉強したいわ。あなたは？）
  ▶︎HINT:  “I guess that” is good to use if it’s just an idea, but you’re not sure.
    （ “I guess that”は思っているだけで、本当に実行するかは不明な時に使うといいでしょう。）
A.  Oh, I plan to pick up tennis, learn how to knit, travel to Alaska, and lose  
     10 pounds.  （私はテニスをはじめてみたいのと、編み物を習いたい、アラスカに旅行し   
      たいのと10パウンド痩せたいわ。）
B.  Wow, that’s a lot!  Good luck!（まあ、沢山あるわね！頑張ってね！）
  ▶︎HINT: “Pick up” is another way to say “start.”  
    （“Pick up” は “start” の他の言い方です) 

Conversation 2

A.  Hi, how are you?  Happy new year! 
   （こんにちは、お元気ですか？新年あけましておめでとうございます！） 
B.  Hi, how are you?  To you, too!（お元気ですか？あけましておめでとうございます！） 
   ▶︎HINT: You can just say “How are you” in return, like a greeting.  You don’t 
　  always have to say, “I’m fine.”　(“How are you”とだけ挨拶のように言ってもいい   
      です。いつも “I’m fine.”と言わなくてもいいんですよ。)
A.  How was your holiday? （休日はいかがでしたか？） 
B.  It was fun.  We went to Florida.  How about you? 
   （楽しかったわ。フロリダに行ってきました。あなたはどうでした？）
A.  We didn’t go anywhere.  We just relaxed at home. 
    （私達はどこにも行かなかったの。家でゆっくりくつろいでいたわ。） 
B.  Oh, that sounds nice.（あら、いいわね。） 
  ▶︎HINT: “That sounds nice/good” is a better translation of 「いいね」than    
     “It’s good.” Remember, use it when listening about something.  
     If  you are looking at something, you say “That looks nice/good.”　 
   （ “That sounds nice/good”は “It’s good.”より「いいね」の訳としては良いですね。何か 
　 について聞いている時に使うと言うことを忘れずに。もし、何かを見ているのであれば、 　  
    “That looks nice/good.”と言います)
A.  So, do you have any new year’s resolutions?（それで、新年の抱負は何かある？） 
B.  Oh, I have to think about it.  How about you? 
    （そうね、考えなくちゃ。あなたはあるの？） 
  ▶︎HINT: “I have to think about it” is an easy way to not say your resolution, if    
      you don’t have one or don’t want to say.(“I have to think about it.”は決意がな   
     い時や言いたくない時などに使う簡単な言い方です)
A.  I just hope that my family is healthy and happy this year. 
    （私はとにかく家族が健康で幸福な年になることを願ってるわ。） 
B.  That’s a good resolution.  Me, too!（良い抱負ね。私もよ！）

I hope your 2021 is better than last year!  Take care!  - Christina

1月のイベント 2021年1月4日～1月29日の間、 
Eメールにて無料でご相談をお受けいたします。

　年の瀬が迫りごった返している大型食料品店の牛乳売り場の前で私は困っておりま
した。いくつもの種類がある中で、私が買いたいものだけが一番上の棚にあり、しかも
目的の半ガロンサイズのカートンは奥の方に6本残っているだけ。それがどうしても2本
欲しい。透明な冷蔵庫の大扉を開け足元の枠に足をかけ、精一杯背伸びをして腕を伸
ばしてみましたが、牛乳にかすりもしません。普段そんな時には知恵を絞り、牛乳が乗っ
ているワイヤーラックの下の隙間から指を伸ばし、底を二本指でくすぐるようにして1センチ
ずつ手前へ手繰り寄せ、時間はかかれど牛乳が笑いながら私の懐に落下して来るまで
頑張るのですが、その時はどう頑張っても届きませんでした。誰か背の高い方が通りか
からないかしら、と考えた途端、恐竜のように背の高い方が現れ隣の豆乳を掴んだの
で、神様っているのだなあと感激しながらすみません、May I bother you? と声をか
けました。私は家族の中で一番チビなんです、一番良く食べたのに、と伝えた私にその
方は快く牛乳を2本手渡して下さると、次の人にも親切にしておきましょうね、と奥に残
る4本も手前に1本ずつ寄せ、「僕も一番小さいから大丈夫」と笑い、立ち去りました。

　ミシガンの美しいインディアンサマーの日、すっかり葉が落ち種の沢山ついた軟ら
かく背の高い木槿の枝を、私は背伸びしながら剪定しておりました。すると背後から
ガタン、ガタンという音と共に御近所のおじいちゃまが頑丈そうな脚立を抱え、登場し
ました。「世の中は時に、背の低い人たちに親切に出来ていないようだね」と茶目っ気 
たっぷりに目くばせすると「これは古いけどこんな形にもなる、こうも出来る。こっちは
簡易棚で足をかけたり工具を置くのにとても便利。私はアップノースのコテージもこれ
一つでブロックを積みペンキも塗り、若い当時に払った三桁の値段の元は十二分に 
取ったのだ」と朗らかに解説を加え、「私はもう一つ脚立を持っているから遠慮なく 
好きなだけ時間をかけて使いなさい」と置き去りにしてゆきました。折角ですので使わ
せて頂こうとしましたらそれはとてつもない重さで、片側だけを持ち向きを変えようと
してもふらふらしました。一瞬の間におじいちゃまが側に現れ、「重いでしょう、動かす
ときは言ってくれたら動かしてあげるからね」と言い、こうかい？こっち向き？と微調整
して下さると、また立ち去りました。毎日のように元気にマラソンをしているそのおじい 
ちゃまがある日突然立ち止まり、実は妻のアルツハイマーが酷くなり近頃特に意地悪
と物忘れが激しいのだ、よその人には愛想が良いのに私にはことごとく辛く当たる、と
私に囁き表情を曇らせたのは少し前のこと。御本人は「囁いた」つもりであったのです
が御耳が遠くなりかけていらっしゃるため声が大きく、向こう三軒両隣の方々も彼の悩
みを聞いてしまい、皆で心を痛めておりました。その日は後で奥様もお見掛けしたので
手を休め、「お元気ですか、先ほどご主人様が脚立をお貸し下さったので使わせて頂
いております」と明るくお声がけ致しましたら、「なんですって」と眉を顰め「主人は時
に親切が過ぎてよそ様に迷惑をかけるのよ、はっきり言っておやりなさいな」と呟き手
を振ってゆきました。あらあら、困りました。再度木槿に向き合い作業に集中しており
ましたが、ふと、背中に熱い視線を感じたので振り返りました。目に飛び込んて来たの
は御自分のドライブウェイへ戻られたおじいちゃま。まるでミーアキャットのように佇み、
まっすぐ私を見つめ心配し続けて下さっている御姿。思わず声を上げ笑い出してしまい
ました。実はお借りした脚立は木槿の丈より高く、私がはしごに登ると木槿を見下ろし
てしまうことになり、剪定しようと手を伸ばしましたらそれごと木槿にダイブインしてし
まうことになったのですが、それ程気にかけて頂き本当に楽しく、有難いことでした。

　世界をほぼ誰もがいつでも自由に往来のできた時代が終わりを告げ、不確かさの続
く中、家で三食の御献立を考えることが新鮮であったり、年長者の知恵と長寿の象徴
とされる香りのよい常緑樹の葉のアレンジメントなど創作しながら、限りある時間を慈
しみます。毎朝の日の出に今日を与えられた恵を感謝しながら、人に優しく接すること
が出来るようでありたいと願います。心に「いかにいます ちちはは　つつがなしや とも
がき」、日本にゆかりの方に愛され続ける「ふるさと」のメロディーが浮かびます。長野
県出身の高野達之さんの作詞、鳥取県出身の岡野貞一さんによる作曲。この名コンビ
の愛唱歌は美しく哀しく懐かしく、無伴奏で口ずさみ、気に掛ける近くの仲間は、遠くの
身寄りは、皆の生活に不自由はないか、危険ではないか、困ってはいないかと心にかけ、
見守る自然の美しさをも崇めます。「山は青き ふるさと　水は清き ふるさと」永遠に続
くのではと信じて疑わなかった安心と繁栄、健康が、ある日突然に変化を迎えた時、不
安や絶望に精神を苛まれないよう、気持ちをしっかり持ち続けたいと願います。地球の
片隅でチビ助は考えます。心からの祈りを込めた今年の日の出は、格別に貴いもの。

            　心            　心
織田貴和子

52
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アメリカではよく、プライマリーケア・プロバイ
ダー-(Primacy-Care-Provider:-PCP-)-とい

う言葉がよく使われますが、どういう意味があるの
でしょうか。

　最近は、日本でも、「かかりつけ医」というコンセ
プトを推奨しているので、ご存じかもしれませんが、
プライマリーケア、というのは、患者さんが直接かか
れる、患者さんに一番近い医療提供者のことを指し
ます。アメリカでは、医師の他に、医師と同様の医
療行為ができる医療提供者（医療プロバイダー）で
ある、ナースプラクティショナー（N.P: 上級看護師）
やフィジシャンアシスタント（PA: 医師アシスタント）
等の医療提供者を総称して、プロバイダーと呼び、プ
ライマリーケアプロバイダー (PCP) は、いわゆる、 
”かかりつけの医療提供者”のことを指します。

　PCPの役割は、患者さんの病歴、家族歴、アレル
ギー、現在の薬、問題点、家族構成などを把握し
て、患者さん一人一人の健康増進をすることです。そ
のために、定期検診を毎年行い、それぞれの患者さ
んに必要な検査やワクチンを勧めたり、生活指導
をするなどの予防医学やがん検診を行います。PCP
は持病の管理、検査、薬の処方もします。患者さん
が症状や心配があれば、電話相談や診察をするの
も、PCPの役割です。PCPは、患者さんにとっての医
療システムの入り口で、医療システムとの架け橋に
なる役割もします。患者さんに何が必要なのかのア
ドバイスをし、患者さんとよく話し合うことで、患者
さんの希望や気持ちに沿う方法を一緒に見つける、
というのが理想の形なので、普段から信頼関係を
作っておくことが大切です。本来は、PCP とは、一人
の決まった医師（その他のプロバイダーを含む）で、
定期健診も、病気になったときの診察も、同じPCP
に相談できるのが理想です。ただ、急に具合が悪
くなった場合などは、PCPにすぐに診てもらう事が
できない場合は、同じ診療所の同僚医師に診察を
受けるのは問題ありません。ただ、定期健診のよう
な、前もって予定がわかっている予約はPCPとする
ことが推奨されます。

　日本だと、湿疹ができたら皮膚科に行き、膀胱炎
になったら泌尿器科に行き、不正出血があったら産
婦人科に行くのが一般的ですが、アメリカでは専門
医の受診は予約が必要で、そうすぐには予約がとれ
ないことが多く、もし予約が取れてたとしても、そこ
が行くべき専門医なのかどうかは、かかってみない
とわかりません。例えば腹痛の場合、胃腸科と婦人
科とどちらにかかるのがいいのか、また、顎が痛い
としても、口腔外科と耳鼻科のどちらにかかるのが
適切かは、判断が難しいことがあります。アメリカの
外来診療は基本的に予約診療なので、間違った科
にいってしまうと、行くべき科に受診するのは、さら
に先になってしまいます。PCPは、婦人科的症状、腰
痛などのよくある整形外科的症状、腹痛や咳などの

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。   
ht tps://med ic ine.umich.edu/dept/
japanese-fami ly-hea l th-program

ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授
 
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
大学家庭医学科で日本人の

筆者プロフィール：

内科的症状、耳が痛いなどの耳鼻科症状など、様々
な疾患の外来診療のトレーニングを受けており、患
者さんはまずPCPに連絡して相談します。多くの場
合は、PCPが診断・治療をしますし、必要であれば
PCPが必要な検査をオーダーしたり、行くべき専門
医を紹介します。検査の結果はPCPに報告が行き、
患者さんにはPCPが結果を説明します。専門医に紹
介された場合、どういう検査結果や所見から、どう
いう診断になり、治療が勧められたか、という内容
はPCPにも連絡がいく仕組みになっています。その
ため、患者さんがいろいろな専門医にかかっていて
も、その情報はすべてPCPに集まることになってお
り、患者さんの検査結果や飲んでいる薬は、すべて
PCPが把握できる仕組みになっています。救急外来
を受診したり、入院したりした後の継続的な経過観
察も、PCPがすることになっています。

　では、どうやってPCPを見つけたらいいでしょ
うか。

　PCPといわれる専門科は、家庭医学科、一般内
科、小児科、産婦人科です。18歳以上の人は、一般
内科または家庭医学科、18歳未満の子供は小児科
または家庭医学科の医師をPCPとできます。成人女
性の場合は、婦人科検診や妊娠のケアなどは、紹
介がなくても、産婦人科に直接かかることもできま
すが、産婦人科領域以外の病気をみてもらうために
は、内科または家庭医学科の医師とかかりつけの
関係を持っておくことがおすすめです。PCPの診療
所に電話して心配事を相談することもできますし、
看護師や医師から簡単な電話でのアドバイスを受
けることもできます。PCPを持っていないと、診察
が必要かどうかわからないときに、病院の救急外来
（Emergency Room）やアージェントケア（urgent 
care・急病診療所）にいかざるをえません。そこで
も、「PCPにあとは診てもらってください」と言われ
るので、具合が悪くなくても、PCP登録をしておくこ
とは重要です。場所によって違いますが、一般的に
新患として初めての医師との予約をとるのには、２
週間から数か月の待ち時間があります。

　かかりたいPCPを決める際、健康保険のプラン
も関係してきます。健康保険のプランによって、す
べての専門医受診はPCPからの紹介がないとでき
ないHealth Maintenance Organization (HMO)の
ようなプランと、PCPを決めなくてもいいプランの
Preferred Provider Organization (PPO) がありま
す。PPOでは、PCPを介する必要はないものの、安
くかかれる医療グループ （preferred providerまた
は、ネットワーク内）と、患者負担が高くなる医療グ
ループ（ネットワーク外）に分かれていることが多い
ため、PCPを決める場合には保険会社に確認して、
そのPCPにかかることで法外に高い費用を払うこと
にならないように確認する必要があります。新たに

ア メ リ カア メ リ カ 医 療医 療 のの

プライマリーケアプロバイダー ( PCP )とは？0101Vol.

健康保険を契約すると、知らないうちにPCPが決め
られている場合がよくありますが、保険会社に電話
して自分が使いたいPCPに変更してもらい、それが
問題ないことを確認しておくことをお薦めします。そ
うしておくことで、後から予想外の請求書が来ること
を防げます。

　最後に、医師側からみて、よくあるPCPの使い
方の問題点とその解決方法をあげてみます。

問題１：子供が熱をだして、PCPの小児科医はす
ぐ予約がとれなかったので、すぐ診てくれるとい
われた家庭医にかかった。

解決：PCPは一か所に決めておくべきです。この
家庭医の紹介で専門医を受診すると、専門医
は紹介元の家庭医に報告をし、本来のPCPであ
る小児科医には必要な情報が届かないことに
なります。どうしてもすぐに診察してほしい場合
は、PCPにその理由を言って相談するか、アー
ジェントケアにかかりましょう。

問題２：同じ診療所内で、A医師がPCPと登録さ
れているけれど、毎回B医師に診てもらってい
て、A医師とは最近全く会っていない。

解決：いつもB医師に診てもらって、理解して
もらっているし、B医師のほうが話しやすいの
であれば、PCPをB医師に変更するのがいいで
しょう。A医師がよければ、次回はA医師との予
約をとり、これからは継続してA医師にフォロー
してもらうことがおすすめです。

　このように、PCPとは、特に病気がなくても、
新 生 児から高齢 者まで、すべての人 が 持つべき
医療 への窓口です。医療に対する満足 度はPCP
との良 好な関 係 が あるほど 高 いという研 究 発
表もあります。

医師　リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ） 

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。

渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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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。

 

248-513-4635 / info@kobylearn.com                                            
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

www.kobylearn.com 

 

オンラインと対面選択可能 
幼児向け ESL               
小中高生の ESL              
大人向け日常生活英語            
ビジネス英会話        
TOEIC 受験準備            
日本語・スペイン語・ドイツ語           
英検・TOEFL・SAT 及び   
現地校科目個人指導   
  

 

New Year’s 
New Start  
キャンペーン       

新年の抱負を英
語力の向上とする
皆様このクーポン
を活用ください！ 

新規受講の方対象 

 Koby は TOEIC 公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かりもしております。 

（有効期限 1/31/2021) 

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

　第一回目のよりみちスポットは、日本スイーツ好き
の間で話題になっているClawson市のWhite -Wol f- 
Japanese-Patisserie。中に入ると、外からみるより意外
に広く、モダンでゆったりした雰囲気の店内。店名から 
「ザ・和」といったテイストかと思えばそうでもなく、 
東京、NYのカフェのよう。よくよく見なければ日本の要
素が入ったカフェと一目ではわからないが、カウンター
に近づくと、見慣れた和風の茶器、茶せん、日本製コー
ヒードリップのセットなどが並ぶ。商品をみると日本を
色濃く意識したデトロイト近郊でも異色のカフェ・ベーカ
リーだ。取材には、こちらのトップシェフDoranさんが温
かく迎えてくれた。
　オーストラリア出身のシェフDoranは、お母様がイタリ
ア人。いつも料理をしていた家庭に育ったという。料理
学校ではフレンチを学びその後NYに渡ると、レストラン 

Morimotoのポジションをゲット。デザートのセクションに
配属される。TVショー「料理の達人」“和食の鉄人”こと森
本正治シェフのレストランだ。そこでみっちり和のスイーツ
を極め、その後は、GoogleやPixarなどでもシェフを務める。
日本では蕎麦づくりをはじめとする真の日本食も経験した。
　ショーケースをみると、日本のスイーツの要素をふんだん
に取り入れた数々のケーキやパン、菓子類が美しく並んで
いる。フルーツ、抹茶、あんこ、クリーム、ゆず、ごま、きなこ
など、日本人なら皆が親しんできた材料のものばかりだ。
お味は、シンプル、というと語弊があるかもしれないが、何
が入っているか、シンプルに素材の味がしっかり伝わるも
のばかり。甘さも強すぎず、すでに日本人の料理好きの間
では、「ここは良い」とお墨付き。どこか「今」を感じさせる
センスが光っていて、日本のケーキに＋αのアレンジが加え
られている。また、コーヒーは様々なロースターのものを揃
えていてそこにもこだわりをみせる。「できる限り地元のも
のを使用し、素材の味を引き立たせるスローフードの概念
を大切にしたい」と言うシェフは、内装は白黒と木の味わ
いを基調とし、すべてメープルの木で統一。これもメインの
商品が引き立つように、と全ての面においてシェフのこだわ
りを形にしている。
　カフェは、ミシガンの日本食材店ワンワールドやノーブル
フィッシュを傘下にもつTrueWorld社と、シェフDoranとの
コラボで実現されたベーカリー。カツカレーや唐揚げ、現在
はカクテルメニューも加わり、現在営業中。マスクをして 
ショーケースに並ぶ色とりどりのケーキにぜひ会いにいっ
ていただきたい。   　　（JNC編集部）

White Wolf Japanese Patisserie
Clawson, MI

シェフDoran（左）TrueWorld社Bleu氏

31 E. 14 Mile Road, Clawson
　　whitewolfbakery.com

カレーパンやメロンパン、食パンはこちらの人気メニュー

イチゴのショートケーキやミルクレープ、その他ティラミスもおすすめ

黒ごま、抹茶のカプチーノ

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 

https://www.JapanNewsClub.com 
japannewsclub@pntrpress.com

ウェブサイト版より再編集

http://www.keikokikuchidental.com
https://kobylearn.com
http://whitewolfbakery.com 
https://www.dickinson-wright.com
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６．   開 講 予 定 科 目

• コース制を採用する。 
（A＝アメリカ大学進学コース、K＝帰国生入試受験コース）

• 必修科目については、1年次は、「国語総合」か「実践国語」を選択する。 
その選択に当たっては、原則として次のいずれかを選択すること。 
→ 現時点で将来日本に帰国して大学受験を考えている者は「国語総合」 
    ( K コースK コース ) 
→ アメリカの大学に進学しようと考えている者は「実践国語」（学年共通） 
    ( A コースA コース )　　 
K、A いずれか定まっていない場合も、現時点でより可能性の高いコースを 
選択すること。

• 数学Ⅱは数学Ⅰ、数学Ⅲは数学Ⅱを履修した者のみ選択可。

• 数学Ⅰを履修せずに数学IIを選択することを希望する者は、申し出により、 
学校で用意する数 I テスト80%以上の得点を獲得できた場合に、 
授業担当者と相談の上、これを許可する。

• 数学 AB は 1 年から選択することができ、自由選択可とする。

• TOEFL 対策は Kコース選択者のみ受講可。

☆ 開講予定科目の授業内容については「開講科目の概要」を参照。 
☆ 開講科目は、諸般の事情により変更することがある。その場合は連絡する。 
☆ 受講するコース・選択科目の最終決定結果は、3月上旬頃に通知する。

１． 出　願　資　格
 2006年度4月1日以前に生まれ、本校への入学を希望する者
２．  出　願　期　間
　  　 受付開始　   1月15日（金）
　  　 締め切り　   2月15日（月）    
３． 出　願　書　類　
 ①入学願書 　　　②受講コース・選択科目申請書  　　③志願理由書

　＊出願書類ついてはりんご会補習授業校ホームページの 
     「2021（令和3）年度 高等部の入学・編入学について」 
     （https://www.jsd.org/tetsuduki/2021koutoubu）をご覧ください。 
       ①〜③の書類それぞれに必要事項をご記入の上、次のアドレス 
       kokohennyu@jsd.org までメールで送付ください。 
     （必要書類は、ホームページからダウンロードできます。）　
　＊質問などの問い合わせは次の代表メールアドレスまでお願いします。 
     ringo@jsd.org 

４．  入 学・編 入 学 者 の 選 抜
        志願理由書、面接〔本人・保護者〕 
        ＊志願理由書について

 
本校高等部を進路として選択した理由や決意を所定の原稿用紙にて 
600字程度にまとめて提出してください。

　５． 費     用 （参考：本年度）
　 入学金＄175.00   授業料＄1,441.00（年額） 
    教育賛助金＄710.00（年額） 父母会年会費＄10.00（一家庭につき）

　

テーマ：補習授業校高等部を志願した理由と将来の目標

 

 
 

本校高等部の特色

＜募 集 要 項＞

 

 
 

「高等部の入学・編入学について」のページへの 
       アクセス用QRコードです▶

　本校は1973年に当地の日本人駐在員が集まり、子どもたちのために自主的に創立 
されました。現在は非営利団体「デトロイトりんご会」が設置する私立の学校ですが、
建学の精神は今も変わらず、日系各企業や日本政府の支援、本校に通う園児・児童生
徒の保護者の力強いサポートによって運営されています。学習指導等は、日本国政府 
(文部科学省)より派遣された校長を責任者に、現地採用講師の努力により、年間42日
の土曜日を授業日として実施。限られた時間数の中、実践的かつ質の高い教育の提供
に総力を上げて取り組んでいます。高等部は1991年に開設し30周年を迎えました。

https://www.jsd.org/tetsuduki/2021koutoubu
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2020年は、世界中が新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、これまで経験し
たことのない事態に陥りました。3月以降、学校も閉鎖が続き、オンライン授業

が行われることになりました。未だ新型コロナウイルスの終息は先行きが不透明で
すが、一部の学校が制限付の対面授業を始めています。しかし、多くの現地校や補
習授業校では、すべての授業がオンラインで進められており、2021年もこの状態が
しばらく続くと思われます。また、新型コロナウイルス感染症拡大は、帰国生入試に
も影響を及ぼしています。ここでは、新型コロナ禍での学校現場や帰国生入試の現
状を踏まえ、今後どのように対応すべきかを考えます。

現地校や補習授業校でのオンライン授業継続の影響

　まず、現地校でオンライン授業が継続していることで、学年相応の学力の定着に
支障を来たしている子どもがいることは否めません。PCの操作や画面越しの授業に
なじめないという問題を抱えている子どももいますし、個別指導が受けにくく、自力
で学習する必要があるため、学力の格差が広がっているとも言われています。また、
滞在年数の短い駐在員の子どもの中には、英語力が向上しないという問題も耳にし
ています。通常であれば、授業時間のみならず、休憩時間や課外活動で生きた英語
を使う機会がありますが、それらが失われているためです。また、新型コロナウイル
ス感染症拡大によって、TOEFLや英検などの受験機会が減少していることも影響し
ています。
　一方、補習授業校も現地校と同様な問題を抱えています。学校閉鎖により新年度
開始が遅れた学校も多いですし、オンライン授業は通常授業時より授業時間数が
少ない学校もあります。少ない授業日数・授業時間数で、学習指導要領に定められ
た年間の学習内容を網羅しようとすると、かなりスピーディーに授業を進めたり、学
習内容を家庭学習に委ねたりせざるを得ないという問題が生じています。学年相応
の学力が定着していない子どもや学力格差も目立ちます。通常授業と比べ、日本語
で話したり書いたりする時間も少なく、日本語力が伸び悩んでしまっているという声
も聞きます。
　現地校や補習授業校でのオンライン授業は、2021年もしばらく続くでしょう。こ
のような状況で学力の定着や英語力・日本語力の向上を図るためには、保護者の果
たす役割が大きく、次のようなことを心掛けると良いでしょう。

1. オンライン授業の受講で子どもがストレスを感じることのないようインター
ネット回線やPCの環境を整えること。

2. 周囲に邪魔されることなく学習に集中できるスペース（勉強部屋）を確保 
すること。

3. 学齢や性格を考慮し、授業中、必要に応じてサポートをすること。
4. 家庭学習の取り組みを確認し、サポートすること。
5. 英語を話す機会を作るため、課外活動や習い事などが可能であれば、 

積極的に参加すること。
6. 親以外の大人と日本語で話す機会を設けること。

2021年度帰国生入試についての対応
　
　では、帰国生受け入れ校では、2021年度帰国生入試について、どのような対応を
しているでしょうか。
　年内に行われた帰国生大学入試では、面接を取り止めた大学がありました。ま
た、SATの受験ができなかった受験生のための配慮をした大学もありました。
　また、帰国生中学入試や高校入試では、海外で実施する入試を取り止めるという
学校がありました。ただし、その代わりにオンラインで実施した学校もありました。
そのため、それまで海外入試会場に遠く受験できなかった国や地域からも受験が
できたというメリットもありました。海外入試のオンライン実施は、今後も継続する
可能性もあります。
　一方、日本国内で実施する帰国生入試は、新型コロナウイルス感染症対策を万全
にするための人数制限などはありますが、例年同様に行われそうです。ただし、現時
点では帰国後2週間の待機が求められていますので注意が必要です。また、入試問
題の出題内容・レベルなどを変更するという動きは見られませんので、例年同様の
受験対策が必要です。したがって、補習授業校でカバーできない学習内容を家庭学

〜入試は大きく変わらず、これまでと同様な対策が必要〜

習で強化していく必要があります。
　英語力についても、帰国生受け入れ校は例年同様の基準を設けています。新型
コロナウイルス感染症拡大の影響下での習得に特に支障のある「話す」「聞く」力の
向上を図る学習を強化することをお勧めします。その対策も家庭学習で進めていくこ
とになります。このような状況なので、オンラインで受講できる講座も多数あります。
ウェブサイトで検索し、受講を検討されると良いでしょう。

アメリカの新型コロナ禍を回避するための帰国生の受け入れについて
　
　新型コロナウイルス感染症拡大の中で目立ったのが、状況の厳しいアメリカでの生
活を回避するために一時的に帰国したり、保護者の海外での任期満了前に帰国した
りするという動きです。ただし、このようなケースでは、学校によっては受け入れてもら
えないということもありますので注意が必要です。
　公立小学校・中学校の場合、住民登録をすれば住所地の学校に編入学すること
ができます。日本国籍や永住権、合法的な滞在許可があれば、帰国の理由や滞在期
間なども問われません。保護者とともに生活することは必要ですが、祖父母や親族な
どが保護者の代理人となれば、お子さんだけで帰国し通学することもできます。
　一方、国私立小学校・中学校や高等学校では、帰国生として短期間での受け入
れは認められない場合もありますので注意が必要です。帰国生とは日本にある企業
や団体に勤務する保護者の海外赴任に伴い、海外に在住し帰国する児童生徒を指
します。したがって、海外に住所があり、一時的に日本に滞在する場合には、帰国生
としての受け入れは認められません。ただし、留学生としての受け入れは認められる
ことはあります。その場合も、日本国籍以外の外国籍や外国の永住権があることが
条件となることもあります。
　また、本帰国であっても、保護者が留学など海外赴任ではない理由で海外に在
住し帰国する場合も、同様に帰国生としての受け入れは認められません。
　さらに、日本にある企業や団体に勤務する保護者の海外赴任に伴い、海外に在
住し帰国する場合でも、保護者が海外に残留し、本人のみが帰国するのであれば、
帰国生としての受け入れは認められないということもあります。それは、入学後は保
護者の下から通学できるものという条件があるからです。ただし、保護者は海外赴
任者の配偶者のみでも、祖父母など親族でも良いという場合もあります。また、寮の
ある学校であれば、両親とも海外に残留していても問題ありません。ただし、寮は
学校によって週末は保護者の下に帰らないといけなかったり、定められた時間内の
所に保護者が居住していることが条件だったりもします。しかし、ここでいう保護者
も祖父母や親族または知人でも良いこともあります。
　新型コロナ禍での帰国は、入国後の外出制限などにより、受験や登校時期が延
びてしまうという可能性もあります。受け入れ先を探すのに手間取ってしまい、お子
さんの非就学期間が生じたり、学年を下げなければならなかったりするようなことに
もなりかねません。事前に帰国生の受入れ状況を調べたり、学校側に問い合わせを
したりして、慎重に検討されることをお勧めします。

筆者プロフィール：筆者プロフィール：

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。

◆米日教育交流協議会（UJEEC）　Website：www.ujeec.org

米日教育交流協議会・代表 　丹羽 筆人

With新型コロナ社会の帰国生入試With新型コロナ社会の帰国生入試With新型コロナ社会の帰国生入試With新型コロナ社会の帰国生入試
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世界から想像しきれない莫大な数の命を奪ったパンデミック到
来の2020年も、幕を閉じました。もう何か月も非日常的生活

が続く中、忍耐の緒が切れそう、また切れてしまったことを経験され
た方もいらっしゃるかもしれません。様々なレベルのストレスを抱える
毎日は今も続いています。そんなストレス軽減化の一助として注目さ
れている「マインドフルネス」とその応用をここでもう一度振り返って
みたいと思います。

　マインドフルネスとは、“今この瞬間の自分の状態に優しく気づくこ
と”です。そのような気づきの中から、新たな発見が生まれるのです。
例えば、「もうこれ以上こんな状態が続いたら、私はダメになってしま
う！」と悲鳴をあげたいその瞬間、それに気づいて、そっと注意を呼
吸の感覚に向けます。圧力釜のようにパンパンになっていた自分の
中の圧力がすうっと抜けるのを味わった方もいらっしゃるかもしれま
せん。そして、次の瞬間も、自分の予想に反して、まだ大丈夫な自分を
発見します。そして、その次の瞬間も...というふうに。

　頭の中で叫んでいる自分の思考・気持ちに少し距離を置いて接し
てみます。悲しい気持ち、焦燥感、憤り、そんな苦しい気持ちすべてに
「つらいね。」と優しく接してみます。すると、心のどこかで何かがほん
の少しですが動きます。ほんの少しのゆとりが生まれるのです。する
と、今の状態にどのように対応したらいいか、以前は見えなかった選
択肢が見えてくることもあります。もしかしたら、全部自分が解決しな
くちゃ、と焦っていた自分が見えてくることもあります。「つらいね。ご
苦労様」と自分をねぎらってあげることを忘れていたかもしれません。
そんなねぎらいの中から新たな力が湧いてくる場合もあります。そん
なねぎらいの声掛けで、自分にもっと優しくできるようになることもあ
ります。そしたら、周りの人たちにも優しくなっている自分に気づいた、
という経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

　マインドフルネスの練習を通して、今の状態が自分が好むような
状態でないときも、自らを批判せず、優しく気づくことができるように
なっていきます。少しずつ、少しずつ。そして困難に新たに向かってい
く勇気や希望が生まれます。

　フォーマルな練習としては、マインドフルネス瞑想があります。筆者
の声で誘導した瞑想2つのリンクを下記に記しますので試してくださ
い。一日5分でも10分でも、できる範囲でいいのです。脳科学の研究
では、たったの8週間のトレーニングの後に、実施前とくらべて脳のポ
ジティブな変化　（ストレス耐性が増し、記憶や思考能力の向上）が
出たという報告もあります。インフォーマルな練習としては、今している
ことに注意を傾けること。例えば、シャワーを浴びているとき、次のこ
とを計画したり心配しながら、浴びるのではなく、シャワーのお湯が
体に触れる感覚にゆったりと気づいてみます。お皿洗いをしているとき
は、手がお皿やお湯に触れる感覚に気づいてみます。すると、その体験
そのものの質が変わります。歩くときも、たまには足の裏が地面に触れ
る感覚に気づきながら歩いてみます。以前マインドフルネス講習会に
参加された女性が、子供と散歩した時、足が地面に触れる感覚に気づ
きながら歩いてみたら、子供の話を聞きながらも、心が安定している自
分に気づいた、と語ってくれたのを思い出します。また、どんな時にで
も気づけるものに呼吸があります。息を吸い胸やおなかが若干膨らむ
ことに、息を吐くとき、若干しぼむことに、やさしく気づいてみます。た
だそれだけでも自律神経の副交感神経が活性され、ストレスホルモン
の分泌が減っていきます。気持ちも少し和らいでいきます。

　いろいろ予期せぬことが起こるのが人生というものですが、それへ
の柔軟性、レジリエンス（ストレスでへこんだものが元に戻る力）を
培っていくことで、前には見えなかった命のすばらしさに気づくことも
多々あります。読者おひとりおひとりにとって、どうぞ新年がよいお年
となりますようにとの願いをもって、筆を置かせていただきます。　 
            　　（フォーク阿部まり子）

筆者プロフィール：
フォーク阿部まり子　（Mariko Abe Foulk, LMSW, ACSW）
ミシガン大学　Michigan Medicine 老年医学センター
日本家族健康プログラム　臨床ソーシャルワーカー
プロフィール：関西学院大学社会学部社会福祉卒業。ミシガン大学ソーシャル 
ワーク大学院修士。その後４0年、精神科及び老年科臨床ソーシャルワーカーとして
活躍。１９９３年から現職。高齢者と家族、在米日本人、駐在員家族への個人及びグ
ループ心理療法提供。近年は、ストレス解消法やうつや不安の予防及び治療の一環
としてのマインドフルネス心理療法の実践をしてきた。　日本では専門職及び傾聴
ボランティア対象にマインドフルネスやセルフケアに関する講演提供。著書：「高齢
者のマインドフルネスに治療法」（共著２０１８．誠信書房）、英語では全米ソーシャ
ルワーク学術誌に実践成果を発表(２０１３．２０１７)。その他チーム医療など学術論
文多数。アンナーバー在住。

ストレスからの 解 放

おうちで できる
　マインドフルネス 練 習 法

フォーク阿 部まり子 　 （ M a r i k o  A b e  F o u l k ,  L M S W,  AC S W ）
ミシ ガ ン 大 学 　 M i c h i g a n  M e d i c i n e  老 年 医 学 センター

日本 家 族 健 康 プ ログラム 　 臨 床ソーシャルワーカー

マインドフルネス瞑想法 
https://youtu.be/
Dns5pvoMsuI

呼吸のマインドフルネス 
https://youtu.be/nMM8-
hvt04A 

２月 オンラインマインドフルネス養成クラス 
（オンライン全４回　無料）申込受付中
詳細は本紙  P.19　コミュニティ情報ページ

https://youtu.be/Dns5pvoMsuI
https://youtu.be/nMM8-hvt04A
https://youtu.be/Dns5pvoMsuI
https://youtu.be/Dns5pvoMsuI
https://youtu.be/nMM8-hvt04A
https://youtu.be/nMM8-hvt04A
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www.takadadentalclinic.com

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

明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。

　2020年はゴルファーの皆さんにとっても沈黙の年となったのではないでしょうか。
私は更にパッティングと30ヤード以内のショットに磨きをかけて早く本番に役立つ
ように今年はいっぱいプレイしたいです。

 
風はゴルフの最大の財産だ

風がいろいろ変化することによって

一つのホールがいくつものホールとなるからだ

  ーチャールズ・マクドナルド 

　逆境をいかにポジティブにとらえて挑戦し、常識を変えていくことの大事さを感
じる言葉です。コロナの影響で人それぞれとらえ方が違うと思いますが、人の心理
や欲望が丸見えになった時期だと思います。今までの常識がいつまでも常識と考
える事ほど危険なことはないでしょう。たった100年以内でに日本は資本主義、民
主主義となり、蒸気機関車が出回りだしたときは微かな振動が脳に悪影響である
からといって産業革命を批判する人たちが多数いた。モバイルデータも３Ｇ，４Ｇ，
５Ｇと発展していき、電波の悪影響を説く。逆に人類の寿命は長くなっています。 
今回は違います。コロナ禍でマスクをすることを拒む人々。自分は大丈夫と今まで
通りに対応してくる人々。もう少し相手の身になって考えてください。もう少しです。 
この状況下のもと色々とプロジェクトに手を付けてきました。近々皆様にご紹介で
きればと思います。

　どうか、今年こそは気兼ねなくゴルフができますように。

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
 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募集中

□ 無料クラシファイド広告
・個人、サークル、NPO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 を下記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）
　□ お申し込み／お支払い・チェック郵送先 
    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、同号スペースの限度を超えている場合等です。 
※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 団体・グループ

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

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

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

For information about placing a free or business 
classified ad on Japan News Club,  please contact us via 
website or email> japannewsclub@pntrpress.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
https://greaterdetroitaikikai.com/
日本語 OK: gdbudojuku@gmail.com
966 N. Newburgh Rd., Westland, MI 

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

Safe and healthy 2021!

出典：CDC（アメリカ疾病予防管理センター）出典：CDC（アメリカ疾病予防管理センター）

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://www.cdc.gov/coronavirus
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Japan News Club by Pointer Press, LLC   |   www.japannewsclub.com

J an  1  F r i N ew Ye ar ' s  D a y
J an 18  Mon Mar t i n  Lu t he r  K ing J r.  B i r t hd a y
J an 20 　  Wed         I naugura t ion D a y
Feb 15      Mon P re s id en t ' s  D a y
May  9  S un Mot he r ' s  D a y
May 31  Mon Memor ia l  D a y

Jun  20  S un Fa t he r ' s  D a y 
Ju l    4   S un I nd ep end ence D a y 
Ju l    5   Mon I nd ep end ence D a y H o l id a y
Sep  6   Mon L ab or D a y
Oc t  11 　 Mon         Co lumbus D a y (F )
Nov 11  T hu Ve t e rans D a y

Nov  25  T hu T hanks g i v ing D a y
Nov  26  F r i T hanks g i v ing F r id a y (S)
D e c 23,24  Thu , F r i Ch r i s t mas H o l id a y (S)
D e c 25      Sa t Chr i s t mas D a y
D e c 30 ,31 T hu , F r i N ew Ye ar ' s  H o l id a y (S)

               F - f e d e ra l    S - S t a t e (M I )

January February March

Apr i l May June

July August September

October November December
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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

コービー・ラーニング・グループ 
“New Year・New Start Campaign” 

ニューイヤー・ ニュースタート・ キャンペーン!!

Koby Learning Groupでは １月度キャンペーンとして

新規入学の方には、クラス１月受講料から 40 ドルを割引！！

在校生でクラスを追加される場合は １月受講料から 20 ドル割引！！

新年の抱負を英語力の向上とする皆様  

どうぞこの機会を活用ください！

クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

ミシガン大学病院 　
第６回 オンライン マインドフルネス

　　2021年2月 無料養成クラス申込受付中
クラス： 2月 1, 8, 15, 22日　毎週月曜 全４回
　　　  　　12:30 PM -1:00PM
方法：　Zoomにて開催
講師：　フォーク阿部まり子 LMSW, ACSW 

新規参加ご希望の方は、氏名・年齢・住所・電話番号・参加動機を書いて

mfoulk@umich.edu 
まで、Eメールにてお申し込みください。

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

オンラインマインドフルネス練習法
詳細は本紙  P.15の記事参照

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

https://huntleymanor.com/
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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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
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(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
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Ford Road
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ANN ARBOR’S NEW STANDARD
FOR LUXURY APARTMENT LIVING

PREMIUM FINISHES, ATTACHED GARAGES,
CLUB-LEVEL AMENITIES, A DYNAMIC LOCATION

1 & 2 BEDROOM APARTMENTS
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
For more information visit

CenterraPointe.com
We have a native Japanese speaker ready to assist you with your lease.

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

