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今月今月のの  Japan News Club

　2021年1月31日（日）、デトロイト日本
商工会 (Japan Business Society of 
Detroit：JBSD）による「新春オンライン
新年会」が開催された。
　例年は、ノバイ近郊の大会場に会員が
集い盛大に行われる同会新年会だが、
今年はこちらも新型コロナウィルス感染
拡大の影響で開催が危ぶまれるも、オン
ラインツールを活用して開催の運びと
なった。午前にはJBSD会員通常総会、
JBSD基金総会も合わせてオンラインに
て行われた。
　Ikigai Connectionsのカーシャ・
リンチ氏による司会で、午後からもオン
ラインの機能を利用した新年会へと
移り、会はJBSD会長であるToyota 
North America, Inc. の安井慎一氏
の挨拶で始まった。昨年の大変な一
年を振り返るも、今年の明るいニュー
スとして年末より開始された新型コロ
ナワクチンについて触れ、48周年を迎
えるJBSDが今後も「諸先輩方が築き
上げた強固な基盤」を持って50周年
に向け更なる発展を遂げられるよう、
会員の健康・安全を祈念した。安井氏
はこの日、二年の会長任期を終え退任
を発表。今年度より新JBSD会長には、
DENSO Internat ional America, 
Inc.の前田 聖司氏が就任する。
　次に在デトロイト日本国中川勉総領事
の挨拶へと続く。昨年の未曾有の状況
について振り返り、コロナ禍でもオンラ
インでこのようなイベントを開催できたこ
とに謝意を示し、愛する方々を失った方
へのお悔やみの言葉を述べた。また、ミ
シガンでは医療従事者に加え６５歳以
上の方へもワクチン接種が開始されてい

ること、そして、2月からの屋内での飲食
営業再開についても言及し、コロナ対策
への更なる重要性を説きつつも、今年は
「復活から回復へ、そして更なる発展を
遂げる年へ」となることを願うと続けた。
また、参加者へ向けては、それぞれの企
業活動に加え、日系企業の集まりである
JBSDでの交流活動、地域貢献活動を
継続して、より良い一年となるよう祈念す
る、として挨拶を締めた。
　その後、新年会イベントの三代目柳家
東三桜（やなぎや とうざぶろう）師匠に
よる新春落語が始まった。
　2014年に、真打ちで「柳家東三楼」
を3代目として襲名し、日本では「笑点」
他、テレビや映画、舞台でも活躍してい
たが、日本の落語を世界に広めることを
目的に、2019年より拠点をNYへ移し
活動している。新型コロナ感染拡大のた
め、現在会場での公演がほぼ全て中止と
なる中、今回の公演もブルックリンの自宅
スタジオに屏風・高座を設置し、画面を
通した生ライブ落語で、３００名を超え
る参加者へ向けて「初笑い」を届ける形
となった。
　当日の演目は英語による小噺「The 
Monkey」から始まり、お正月に家族で
楽しめる「初天神」、そして「時そば」と
続けた。途中、落語を聞いて楽しむお子
さんの笑い声が音声を通して聞こえる微
笑ましい一コマも。顔は見えなくても、落
語を家族で安全に、自宅で楽しむ姿が
目に浮かぶ。再び会場で大勢の笑い声
が響くなか落語を楽しめる日がまた来る
までもう少しの我慢といったところだろう
か。落語の後は、恒例の福引もあり、当
選者がスクリーンに発表され、今年の新
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年会は幕を閉じた。
　公演後当日の感想を師匠にお聞きし
た。「オンラインとしては規模が大きく、
パンデミックの中、オンライン公演を相
当数しているが、今日が最高のご参加を
いただけ大変感謝している。画面の向こ
うに300名の方がいらっしゃると思うと
特別な嬉しさで震えました」と師匠。現
在、「日本の落語を世界の“RAKUGO”
へ 」と い う 旗 印 を 掲 げ て 全 米 で
RAKUGOを浸透させるべく、活動を続
けられている。また、全米の落語協会を
NPOとして設立する準備を進めていると
いう。「Tozaburo Yanagiya, "Zabu"」
としてツイッターやFB、Youtubeで随時
情報を発信、また落語コミュニティ「落
語とアートの交流場」（https://www.
b-bridge.com/salon/tozaburo/）も
B-Br idge社とともに運営中。次号で
は師匠のインタビューを紹介したい。       
　　　　　　　　　（リポート： JNC)
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デトロイト日本商工会 - JBSD
JBSDは、会員企業の事業発展のみなら
ず、日米 両 国 間の相 互 理 解・親 睦の 促
進、地域貢献、子弟教育の支援など、幅
広い事業活動を行っている。商工部会に
よるビジネス関連セミナー、文化部会によ
る（または他の団体との共催による）「写
生大会」や「日本祭り」、スポーツ部会に
よるボーリングやマラソン、ソフトボール
大会などに加え、さらに、青年委員会の人
気イベント「蚤の市」や近郊バスツアーな
どのイベントも会員はじめ、地元の方々も
参加ができるさまざまなイベントを開催し
ている。（現在はイベントにより中止、ま
たはオンライン形式にて開催中）。

 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 9/30/2017) 

Koby Learning Group 248-513-4635 
info@kobylearn.com  Kobylearn.com   24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

 
ESL、英語会話、、クラフト、ゲームタイムと盛りだくさんのキャンプ。 

 

一日当たり    
42 ドルで      

3日間、 4日間
での参加も可能

です！      
家族割引 5%！ ◎ESL ファンキャンプ（K-8th

grade）$190 
190㌦ 

 ◎英会話クラス(大人向け混合レベル) $190 
190㌦ 

 
日常英会話、ボキャブラリー、発音、文法を取り入れた変化のあるクラス。 

https://kobylearn.com
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Monroe Street Drive-In 
　ドライブ・イン・シアター

　ドライブイン・シアターといえば、夏の
楽しみと思っていたら、この度デトロイト
でも比較的アクセスしやすいエリアにド
ライブイン・シアターが開設された（期間
限定）。去る1月22日より、今春までの期
間限 定だが、家族向けの映画が毎週木
曜から日曜の午後７時より上映される。

　ダウンタウンデトロイトの中心部であ
るCampus Martius Park、Woodward
通りのショッピングエリアからもすぐのモ
ンロー通り一画は整備されていて分かり
やすい場所にある。

　 この期間限定のシアターは、現在デト
ロイト市の同 一 画の開 発を 進
めるベッドロックデトロイト社
と、Emagineエンタープライズ
映画館がタッグを組んで実現さ
れたもの。60x32フィートの巨
大スクリーンで家族向けの映画
が上映される予定だ。今後の予
定は追ってウェブサイトで公開
される。チケットは一台２０ドル

で、Emagineウェブサイトから購入の他、
６時の開門時にも購入可能とのことだが、
ウェブサイトで事前購入をお勧めする。

　もちろん、コロナ対策も万全。車外に
出る時はソーシャルディスタンス、マスク
着用を義務付けている。収容車数は６５
台。食事やショッピングは近隣エリアの
営業中ビジネスをまとめたウェブサイトダ
イレクトリ（https://openbusinessmap.
bedrockdetroit.com/）を参考に散策す
るもよし（事前確認をお忘れなく）。防寒
対策をしっかりと。安全に「外出」気分を
味わえる少しだけの非日常を家族で計
画してみてはいかがだろう。

Monroe Street Drive-in  
-Powered By Emagine- 
The site of the future Monroe Blocks development 
 
32 Monroe Street, Detroit, MI 48226 
https://www.emagine-entertainment.com
毎週木ー日（今春までの予定）7pm　＄２０/一台

車外に出る際は、マスクは必ず着用。

ミシガンの冬  ＃安全に楽しみたい   #ミシガン冬休み　＃何できる？

photo credit:BedrockDetroit

ミシガン州で手軽に冬の定番スポーツを
　そり遊び / スキー / スノーボード

Beverly Hills 
Beverly Hills Village Park
18801 Beverly Rd., Beverly Hills, 48025 
34エーカーにも広がる同公園には、そりエリアの
みならず、クロスカントリースキーに最適なトレ
イルもあり。そりには上りエリアが別途あるため
比較的安全と言える

Birmingham 
Lincoln Hills Golf Course
2666 W 14 Mile Rd., Birmingham, 48009
248-530-1670
Lincoln Hills GCは冬季になるとそりやクロスカ
ントリースキーのためにオープンされる。
クラブハウスが開放されているかどうかは当日
確認を。

Commerce Charter Twp. 
Snowy Ridge Park
753 Welch Rd. #601, Commerce Charter Twp., 
48390
ノバイエリアからもアクセス良く、人気の丘。

ミシガン州  そり遊びができる公園 リスト -　デトロイト近郊

スキー場やSledding-hill（そりができる丘）は、屋外でソーシャルディスタンスを保ちつつ
も楽しむことができる数少ないアクティビティのひとつ。大掛かりなスキーでなくても、雪
が降ったらそりをもって外の空気を吸って身体を動かしてみるのも良いかもしれません。

同リスト詳細は、こちらのコードからJNC
ウェブサイトでご覧ください。方法は簡
単、携帯電話のカメラ機能で左のQRコー
ドをスクリーンに写し、表示されたウェブ
サイト（https://www.japannewsclub.
c o m）をタップ（クリック）するだけ。 
MI州スキー場情報も掲載。

West Bloomfield Twp
Marshbank Park（website)
2805 Hiller Rd., West Bloomfield Twp, 
48324
駐車場からもすぐにアクセスしやすい丘で、
上り道とそりの走る箇所が分けされている。
なだらかで小さい子にもおすすめ。

Farmington
Shiawassee Park
Shiawassee x Powers Rd, Farmington, 
48336
オークランド郡にお住まいであれば、よく知られ
るスポット。

Farmington Hills,
Heritage Park Sled Hill
24915 Farmington Rd, Farmington Hills, 
48336
ヘリテイジパーク・自然センター、プレイグラ
ウンドの北側に位置する広大な敷地のそりエ
リアは、広々としてアクセスもしやすい。

Northville
Cass Benton Park
18801 Sheldon Rd., Northville, 48168
Hines Park - Cass Benton Parkは、ノバイから
もアクセスしやすく、ノースビルの６マイルと7
マイルロードの間、Hines Dr.に位置する。

Rochester
Bloomer Park Sled Hill (website)
<map> 345 John R Rd., Rochester, 48307
広々とした丘でそりを楽しむことができ、トイ
レなど通常はアクセス可能（事前確認要）
Borden Park
1400 E Hamlin Rd., Rochester Hills, 48307
小規模で静かなため、小さい子どもにも良い。

※　天候や、現在の新型コロナに対する各都市
の規制状況により、急遽変更されることもあ
るため、当日確認することをおすすめします。
ソーシャルディスタンス、マスク着用をお忘れ
なく！

https://nipponexpressusa.com/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
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ブリューワリー

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

  
　小学４・５年生を持つご家庭にとっては
このプログラムを利用しない手はない！
　Michigan Snowsports Industries 
Association（MSIA)では、ミシガンに住
む小４・５年生にシーズン中、１スキー場
につき最大3回まで無料リフト券が利用
できるプログラムを提供している。子ども
達が冬を元気に健康で過ごせるようにと
毎年恒例となっているプログラムで、い
ろんなスキー場を試すことができる。

　下記ウェブサイトから申し込み可能
($25)。専用アプリが用意されている。リ
フトの他クロスカントリートレイルパス
なども無料となる（除外日などもあるた
め事前確認を）。その他、スキー用具購
入時のディスカウントクーポンなどもつ
いてくるため初めて試したい家庭にも嬉
しいシステムだ。ただし、大人のリフト券
購入が条件。（大人１名につき最大2名ま
での子ども用リフトチケット入手可能）

     "Cold is Cool!"
      ミシガン小学４・５年生は

無料リフト券でスキーを始めよう！ 

https://www.goskimichigan.com
　　　　　　　　　/cold-is-cool/

　ミシガン北部Harbor Springsに位置するBoyne 
Highlandsで過去に子ども達を１日または半日の
グループスキーレッスンに預けたことがあり、ス
キーの上達はもちろんチュービングやスロープ脇
で飲むホットチョコレートなども、参加した子ど
も達には楽しい思い出があります。

　今年は新型コロナの影響で、人数を制限する
ためかグループレッスンはその日初めてスキー板
をつける子ども達を対象としたレッスンのみに
限られ、スノーボードを始めたばかりの息子はプ
ライベートレッスンを受けることに。せいぜい5m
強を滑ることができるほどの息子が2時間後どう
なっているのか楽しみでした。動くカーペット(リ
フト)横の初心者用ゲレンデは幅広く、少々混雑し
ている日でも余裕があるように思えました。

　このレッスン日には実際コロナ禍とは思えな
い混雑ぶりでしたが、皆マスク着用でレッスン
を受けていました。息子はというと、初めはス
ノーボードを付けずに歩く先生の手に導かれな
がら滑ったり、そのうち先生が持つフープ(フラ
フープほどの輪)を持ちながら滑ったり。気づい
た時には3人乗りリフトに乗り、もう少し上から
ターンも慎重に降りてきていました。素晴らしい
上達ぶり！（リフトの乗り降り時はマスク着用義
務あり、家族・友人の同グループ以外は原則相
乗り不可など、コロナ対策もされていました）

　その後受けた追加2時間のプライベートレッ
スンのおかげで、高速4人乗りリフトに乗り中級
者、さらには上級者向けのコースも行けると太鼓
判を押してもらえ、自信もついたようです。

　コロナ禍で屋内施設の使用や飲食が制限され
ているスキー場がほとんどですが、スキー・スノー
ボード用品はかなりの売れ行きのようです。今年
は地元ミシガンのアウトドアスポーツを楽しむよ
い機会かもしれません。マスクをお忘れなく！ 

※ミシガン州スキー場情報は、JNCウェブサイト
https://www.japannewsclub.com 「スキー」で検索

"Junior Has a Fit" Program:
 JHAFプログラム　　
   スキーショップBoyne Country Sports
（デトロイト近郊だとNoviや Bloomfield 
Hills等）では、子どもの成長に合わせて
スキーやスノーボードを毎年、新品または
中古のものに交換してくれるプログラムを
実施している。
https://boynecountrysports.com/
pages/junior-has-a-fit

ウィンタースポーツ 2021
体験談 - スノーボードに挑戦！

文＆写真　by ヤマトノオロチ$1 per Delivery!  
　昨年11月中旬から続いているレストラン・
バー等の屋内飲食の規制が解除される
かどうか、注目されている。これまで紹介
してきたブリューワリーは厳しい状況の
下、それぞれが工夫を凝らして、コミュニ
ティーにクラフトビールを提供している。
今回はEastern Market Brewing Coの店
の一つ、Ferndale Projectを紹介する。
　 年 末に久しぶりに訪 ねてみたデトロ
イト・E as ter n MarketにあるE as ter n 
Market  BC（EMBC）の中は寂しかった。
かつてあったチェアーはフロアーの隅に
山積みにされていた。ブリューマスターと
話をしているうちに、2年前にオープンし
たFerndaleにあるもう一つのEMBCはユ
ニークな活動をしていると聞き、年明けに
Ferndaleを訪れてみた。
　Ferndale Projec tという店名の下、

EMBCと同様のビールや、ここでしか出し
ていないビールがある。このブリューワ
リーもオンラインで注文とカーブサイド
ピックアップ、そして最近Tavour（加盟し
ている全米のブリューワリーのビールの 
オンラインオーダーサイト）にも参加し始
めた、という。
　ブリューワリー内での飲食はミシガン
州のコロナ対策で規制されているので、
以前ブリューワリーで飲んで美味しかった
と思えたクラフトビールを飲みたいと思っ
たら、もう一度足を運び自宅で楽しむこ
とになる。Jumbo Juice (Abv. 9.0. New 
England style) もその一つ。デトロイトの
EMBCで「これは昨日缶にしたIPA」と勧め
られ購入した。ブリューワリーの缶入りの
ビールはいつも新鮮に感じるが、このIPA
は醸造したてだったので、特にフレッシュ

でフルーティーだった。Ferndale Project
で も購入で きるのでありがたい。そし
て、そんなクラフトビール好きの思いを
Ferndale Projectはキャッチして「配達
料1回＄1のデリバリーサービス」を行っ
ている。他のブリューワリーは、「車で 
15分以内」という制約があるが、ここは
「15マイル以内」。Ferndaleから15マイ
ルなら、Farmington Hills等は範囲内だ
が、Noviの一部やAnn Arborは含まれな
いことになる。しかし、実際にFerndale 
Projectを訪れてみると、うれしいことが
あるのがわかった。「週の中で曜日を決
めてCounty Dropをしている」という。
Ferndale Projectのサイトでは含まれな
い範囲もデリバリーできる、という。例え
ば、Washtenaw Countyにもデリバリー
できる。しかも、配達料1回＄１で。

EMBC  Ferndale Project - Ferndale, MI

(左）Jumbo Juice　（EMBCの店内にて）
(右）Unconditional Love

Eastern Market BC   Ferndale Projects
567 Livernois, Ferndale, MI 48220

(248) 556-5512
https://www.ferndaleproject.com/

「お客さんの便宜を図ってこのような企
画にしている。多くの人に楽しんでもらい
たいから」という。また、最近食料品スト
アーにもEMBCのビールを出し始めた。多
くの人の目に触れれば、このようなサービ
スを利用する人も多くなるだろう。
　さて、2月のイベントと言えば、バレン
タインデー。FerndaleのUnconditional 
Love（ABV. 5.0%）のラベルはバレンタイ
ンの雰囲気にぴったりだ。ハイビスカス、
ローズヒップ、ピンク・ヒマラヤソルトを交
えた、サワービール。

(左）屋外パティオのファイヤーピット。　   　　(右）Ferndale Projectの外観
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米日教育交流協議会・代表 　丹羽　筆人米日教育交流協議会・代表 　丹羽　筆人

帰国予定の方にとっては、お子さんの帰国後の学校選びは大きな課題の一つです。帰
国後の住所や帰国時期（学年や学期）によって受け入れ校の状況が異なります

し、在外年数や在外生活開始年齢などによって、お子さんの日本語力や英語力が国内
の子どもたちと異なりますので、それに合わせた学校選びや受験対策が必要になりま
す。今は新型コロナウイルス感染症の影響も気になるところですが、感染拡大の状況次
第では、どう変化するのかが不透明です。ここでは、帰国後の学校選びをする際によく
聞かれる質問について回答します。

Q．帰国するタイミングはいつがよいのでしょうか。
A.　この質問については、小学生、中学生、高校生の場合に分けて説明します。

≪小学生の場合≫
　住所地の公立小学校であれば、いつでも編入できますが、お子さんが馴染める環境
があるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富
山、静岡、愛知、大阪、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立小学校は編入時期が年２～３回（４月、９月、１月）と限られている学校
も目立ちます。したがって、帰国時期を合わせる必要があります。
　中学校への進学は、国内生は９割以上が公立中ですが、帰国生の場合は約３割が
私立や国立の中学校を選択します。ただし、国私立校への進学が目立つのは東京、
神奈川などの大都市のみです。国私立校では入学試験が課され、帰国生入試の場合
は、国語、算数の２教科の学校が多いですが、英語を課す学校が増えています。また、
社会や理科を課す学校もあります。国内生と同じ問題が課されることも多いので国内
生と同様な受験対策が必要です。
　したがって、中学受験のため小学４年生や５年生で帰国し、日本で早めに受験対策
をする方も目立ちます。帰国生中学入試の出願資格は在外年数が１～２年以上で、帰
国後１～２年以内が多いのですが、中には帰国後３年経っても受験できる学校や、帰
国後の年数は無制限という学校もあるからです。小学６年生まで海外に在住し、中学
受験に臨むという受験生は、最近では少なくなりました。このような状況を考えると早
めに帰国するのもよさそうです。
　ただし、作文や面接のみで選考するような負担の軽い入試を行う学校もあります。
中高一貫校では、帰国生の英語力や異文化体験を重視して受け入れ、６年間かけて
じっくり育てようという方針の学校もあります。受験対策が準備できていない場合は、
このような学校を選ぶとよいでしょう。

≪中学生の場合≫
　住所地の公立中学校であれば、いつでも編入できます。しかし、お子さんが馴染める環
境があるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富
山、静岡、愛知、大阪、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立中学校では、編入時期が年２～３回（４月、９月、１月）と限られている学校
も目立ちます。編入時期に合わせて帰国できない場合には、公立中学校に編入しなければ
なりません。もちろん、随時受け入れる学校もあります。
　中高一貫校や中等教育学校の場合は３年生での受け入れもありますが、そうでない場合
もあります。また、高校の履修内容を先取り学習している学校もあり、３年生への編入試験
でも高校１年生相当の問題が課されることもあります。編入試験がどのような範囲から出題
されるのかを確認することも必要です。また、中高一貫校や中等教育学校では高校１年生
に当たる４年生からの編入ができない学校もあります。
　高校に進学する場合には、必ず入学試験が課され、国語、数学、英語、社会、理科の５
教科の受験が必要です。帰国生入試では、国語、数学、英語の３教科という学校が多いで
すが、５教科が課される高校もあります。このため、進学校の入学試験での合格ということ
を考えると、海外で受験対策をすることに不安を感じ、早めに帰国される方もおられます。
また、現地校の９年生を修了していないと、ほとんどの公立高校や一部の私立高校で
は入学が認められません。９年生修了前に高校に入学をする場合には、遅くとも中３の
冬休み前に帰国して、公立中学校に編入し、卒業する必要があります。私立高校の場
合には、９年生修了前でも入試に合格すれば入学できる学校が目立ちます。

≪高校生の場合≫
　帰国生の編入を実施する高校は決して多くはなく、定員に欠員が生じた場合のみ行われ
るのが一般的です。また、編入時期も４月、９月、１月などに限る高校も目立ちます。また、
編入できる学年も２年生までという高校が多く、３年生に編入できる高校はわずかです。
編入するためには入試が課されます。入試は編入時期の２か月ほど前に実施する学校
が多いので、３か月ほど前には受験校を決定し、出願せねばなりません。急に帰国が

      ～～受験生と保護者の疑問にお答えします受験生と保護者の疑問にお答えします～～

帰国生の小学・中学・高校選び 帰国生の小学・中学・高校選び Q＆AQ＆A

決まり、帰国までの期間が短い場合には、入試や出願の時期を逸してしまうこともあり
ます。もちろん、随時受け入れる学校もあります。
　編入試験の出題教科は高校によって異なりますが、国語、数学、英語の３教科が目
立ちます。国語には古文や漢文も含まれ、理科(物理、化学、生物など)や地歴公民(日
本史・世界史・政治経済など)が課されることもあります。出題範囲は編入する高校の進
度によって異なります。編入後に授業についていけるかどうかを確認するために、直近
に実施された定期テストが入試問題として使われることもあります。数学は高校によっ
ては進度が異なり、例えば、１年生でも２年生の履修科目が課される場合もあります。
　このように高校生が帰国する場合には、帰国予定時期の志望校の編入実施の有無、学
年、入試日や出願期間、入試科目や出題範囲などを早めに確認する必要があります。志
望校が帰国のタイミングで編入を行わないことも踏まえ、多めに選定しておきましょう。
　なお、日本の高校では、履修したすべての科目の単位を取得しないと卒業できま
せん。また、日本の高校に編入すると、ほとんどの国公立大と早稲田大、慶應義塾大
など一部の私立大は、帰国生入試で受験できません。また、１年生で編入した場合に
は、帰国生入試で受験できる大学が少なくなります。

Q. 帰国生入試のための対策を教えてください。
A.　できるだけ早く受験予定校を決定し、各校の入試教科や出題傾向に合わせた学
習をすることが大切です。帰国生中学入試では、国語と算数の２教科を課す学校が主
流ですが、英語も課すという学校が増えています。また、社会や理科も加えた４教科を
課す学校や作文を課す学校もあります。また、帰国生高校入試では、国語、数学、英
語の３教科を課す学校が多いのですが、社会や理科を加えた５教科を課す学校や作
文または小論文を課す学校もあります。また、ほとんどの学校で面接を課します。
　国語、数学・算数、英語の３教科は、多くの学校で課されますので、教科書の学習に
加え、入試問題集を使って問題を解く練習を積むことが大切です。社会や理科は、入
試教科ではないとしても、教科書での学習はしておきたいです。以下に、国語、数学・算
数、英語の学習方法についてご説明します。
国語は、課題文が入試で初めて読む文章であることが多いので、日頃から幅広いジャン
ルの文章を読むことをお勧めします。小説は読み慣れていても、論説文や随筆は読み
取れないということもありますし、苦手意識のある歴史小説や古典も学習しておきましょ
う。古典は難問が少ないため、得点しやすいともいえます。また、ことわざ、慣用句、四字
熟語、文学史などは、覚えれば得点を稼げますので予め練習しておきましょう。
　数学・算数は、問題を早く解けるようにする練習が必要です。計算も日頃から計算機
に頼らず学習を進めましょう。計算問題の途中式を書き込むことや証明問題の日本語
での説明も大切です。中高一貫校や進学校では、当該学年より先の学年の履修内容が
出題されていることもあります。過去の入試問題を入手して練習を積んでおきましょう。
　英語は、英会話が問題なくできても、入試で得点できるとは限りません。日本の受
験英語は、相変わらず文法重視の出題が目立ちます。現地で普通に使っている言い
回しでは不正解になることもあります。また、英語といえども、和文英訳や英文和訳も
あり、日本語での学習も必要です。なお、中学入試でも英語を課す学校はあります。中
学・高校ともに、日本式の英語ではなく、TOEFL形式で出題する学校もあります。この
場合には、現地校での英語の学習が対策に直結します。
　入試において安定した得点力を身につけるためには、問題演習を繰り返すことが大
切です。また、時間内にスピーディーに問題を解く練習を積むことも必要です。模擬試
験は海外では受験機会が少ないですが、一時帰国の際に受験するとよいでしょう。

Q. 帰国生の公立高校入試は国内生とどう違うのですか。
A.　公立高校では、調査書（中学校の成績など）と学力検査（国語、数学、社会、理
科、英語）を総合的に評価して入学者が選抜されます。ただし、帰国生への対応は都
道府県によって様々です。
　まず、次の１６の都府県（福島、千葉、東京、神奈川、富山、石川、静岡、愛知、三
重、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、福岡、大分）では帰国生受け入れ高校を特定校に
定めているので、それら以外の高校では特別な配慮はないといえます。その他の３１道
県ではすべての高校において特別な配慮がされることになっています。ただし、入試で
の負担軽減がほとんどで、入学後のサポートはあまり期待できません。全国で帰国生
が１０人以上いる公立高校は３０校ほどですし、ほとんどの高校では帰国生がいない
とか在籍したことがないというのが実態だからです。一方、帰国生在籍数の多い高校
では、ある程度のサポートは期待できそうです。ちなみに帰国生在籍数が２０人以上の
公立高校は次の通りです。
東京都立：国際、三田、竹早、日野台、神奈川県立:横浜国際、神奈川総合、新城、 
横浜市立:東、愛知県立:千種、豊田西、刈谷北、大阪府立:住吉、千里、神戸市立：葺合

帰国生帰国生
入試情報入試情報
帰国生帰国生
入試情報入試情報

（次ページにつづく）
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　さすがにみなさんまだ初ラウンドはまだですよね？

　無事、大統領就任式が終わりアメリカの新しい四年が始まります。
　私は右でも左でもなく今がより良く進むことを願っています。しかし、当初トランプ
氏の所有するゴルフ場がPGA Championship開催予定だったのが弾劾訴追によっ
てキャンセルされたのは悲しいですね。弾劾訴追されてもおかしくない方なのかも
しれませんが、いろんな面で誤解を招く方でもあります。PGA of Americaも冷静に
判断してほしかったと思います。トランプ氏のみならず、そこで働いている方々の誇り
もあると思うので、この決断は早すぎたとも思います。
　以前にも当時のPGA of Americaの会長がどなたかに“少女の様だ”とツイートして
任期が終わる直前に解任されたことがありました。特にPGA of Americaを批判する
つもりはありませんが、結構厳しい組織なんだなぁと思います。

人生における成功をＡ、
仕事をＸ、遊びをＹ，そして口を閉じることをＺとすると、

Ａ＝Ｘ＋Ｙ＋Ｚ
が成立する

 ー　アルベルト・アインシュタイン

　日本では、触らぬ神に祟りなし、といったところでしょうか？簡単なことではなく、
深い言葉で私は好きです。
　言葉、文章には隠れた力がありますが、それを超越する力が無に隠されているの
ではないかと思います。ゴルフスイングと一緒で、力まない無のスイングでいかに力
強いボールが打てるかが一番重要です。

SSttaannddaarrdd  GGoollff   

<プロフィール＞ 長倉力也
Standard Golf Clubを設立し、アメリカ中西部を中心にゴルフレッスンを
提供。Mastersを始めPGA Tour, LPGA Tourなどの世界トップの試合を年
に数十ラウンドを視察し、これらツアーの最前線でツアープロのスイング
を生で分析しレッスンに取り込むのが特徴的。Standard Golf Club創設5
年で約1,500名をレッスン。世界最大PGA Merchandise Show にも毎年参
加。新商品ゴルフグッズを一早く研究する。
Email: info@standardgolfclub.com　　 　Web: www.standardgolfclub.com 

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、北米各地で講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事務所進学アドバ
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も務める。
◆米日教育交流協議会（UJEEC）　Website：www.ujeec.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。

　次に、入試の教科数に目を向けると５教科が２５道県、３教科が１５都府県、２教科
が３府県で、それ以外が４県です。３教科の都府県の多くでは国語、数学、英語が課さ
れますが、長野は数学、理科、英語の３教科ですし、山梨と熊本では５教科のうち３教
科を選択できます。栃木、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、三重、奈良、広島、福岡、
熊本では学力検査の他に作文または小論文が課されます。学力検査を課さない４県の
内、兵庫は適性検査と小論文、岡山は調査書と面接、福島、長崎は作文のみです。また、
札幌市立の４校は英語のみ、東京都の９月入学は英語の作文のみで受験できます。
　このように公立高校の帰国生入試は都道府県によって様々ですし、仕組みが変わる
ことも多いので、各々の教育委員会や受験予定校に問い合わせて情報を収集すること
をお勧めします。 

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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Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

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

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

https://www.sushidenonline.com
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心臓病治療の最前線

第156回  第156回    終わりの始まりの予感終わりの始まりの予感

　この原稿を書いている１月下旬現在、二つの良いこ
とがありました。一つは、アメリカ大統領に、民主党
のバイデン氏が就任し、これまでのトランプ元大統
領のブリー（弱いものいじめの脅かし）がやっと終わ
り、民主主義や、相手を尊重し、お互いを尊敬し合う
というアメリカの良い伝統が、改めて正しいものとし
て認められるようになったことです。国際的なブリー
である中国や北朝鮮、ロシアなどの国々に対して、バ
イデン政権ががこれからどれだけきちんと対決して
いけるかはきちんと見極めなければなりませんが、
とりあえず、バイデン新政権の誕生を私は歓迎しま
す。もう一つは、猖獗（しょうけつ）を振るっている新
型コロナに対するワクチンの第３相治験が終わり、
その結果に基づいて、アメリカをはじめとした全世界
で、コロナウイルスに対するワクチン接種が始まった
ことです。緊急事態に対する例外措置法の下である
とはいえ、ファイザーとモデルナの２社によって開発
され、全世界で使用が開始された、メッセンジャー
RNAワクチンは、９５パーセントの有効性が確認され
ており、その安全性もこれまでのところ、極めて安全
であるようで、今後、長期の結果はまだ見てみないと
わかりませんが、今のところ憂慮すべき重大な副作
用などの報告はないようです。私自身も、先月号でお
知らせしたように、ファイザー社のワクチンを２度接
種しましたが、接種箇所が多少痛だるい感じがあっ
ただけで、翌日にはその傷みもなくなっており、巷に
（過大に）噂されていたような副作用は起きません
でした。今日のニュースをみると、アメリカの今回の
新型コロナ感染症の権威、ファウチ先生は、もうすぐ
アメリカ全土での感染拡大は横ばい曲線に達すると
の発言をしておられ、ワクチンの普及とともに、もう
すぐ長く暗かったトンネルの出口が見えてきそうな
予感がしてきています。日本では、ワクチン導入に少
し手間取っているようですが、8月に迫っている東京
オリンピック開催の予定を考えると、待った無しのよ
うな気がします。

 憂きことのなほこの上に積もれかし、 
限りある身の力試さん 

と詠ったのは、戦国時代のサムライ山中鹿之介である
とも、江戸時代の儒学者熊沢蕃山であるとも言われ
ていますが、試練が大きければ大きいほど、それを乗
り越えた時、人間は大きく成長ができるという意味
だと私は解釈しています。コロナウイルスは全世界の
人々に重大な被害と犠牲、試練をもたらしましたが、
コロナワクチンで使われたメッセンジャーRNAによる
ワクチンの製造法は、もしその有効性と安全性が確
認されれば、今までに効果的なワクチンがなかった
他の感染症、例えば、HIVエイズや、ポリオ、エボラ出
血熱などのワクチンの製作に応用が効きそうです。も
しそうなれば、人類と感染症の戦いに全く新局面が
出てきそうです。この新型コロナで有効性と安全性
が証明されれば、他の感染症に対するワクチンが同
様の手法で短期間に開発することが可能になりそう
です。

  “What does not kill us 
              makes us stronger”    
                         - Friedrich Nietzsche
         困難は、それに殺されることがなければ、 
    人を強くする

といったのは、ドイツの哲学者ニーチェですが、第二次
世界大戦中に、ナチスによる連日のロケット弾攻撃に耐
えたロンドン市民は、むしろ、その後、ナチスに対する
抵抗と戰下におけるロンドン市民の互いの団結を強化

する効果があったと言われています。一年を超える新
型コロナウイルスの全世界への大流行が、世界の市民
に、人生で最も大切なものは何なのかを考えさせ、互
いの信頼と尊敬の価値に気づかせ、危険を顧みずコ
ロナと戦った、また戦い続けている、無数の名も無い
医療従事者への想いを馳せることができるようにな
らせたとすれば、新型コロナにより亡くなった多くの
人々の犠牲も無駄ではないかもしれません。

夜明け前が一番暗い 
明けない夜はない

は日本のことわざで、目の先が真っ暗で、希望を失い
そうになった時にこれらの言葉を思い浮かべると、勇
気が出てきます。新型コロナにかかって、親しい人や
大事な人を失われた人たちもたくさんおられると思い
ます。そんな時こそ、これらの言葉を思い浮かべて、も
うひと頑張りしていただきたいものだと思います。

もうひと頑張りです。

山崎博   循環器専門医    
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院循環器科 
インターベンション部長
京都大学医学部循環器科臨床教授
Eastside cardiovascular Medicine, PC

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/

Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

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。

https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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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

2月のイベント 2021年2月1日～2月26日の間、Eメールにて無料
でご相談をお受けいたします。

‘Japanese-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

Happy February! とても多くの「和製英語」があるのでこのシリーズもパート３となりまし
た。他にも気になる言葉等ありますか？ コメントやご質問等がありましたらinformation@

jfsusa.com までご連絡ください。お待ちしております！

PART 3
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！

● パソコン (パーソナル　コンピューター) → laptop 

● ピアス → earrings (‘Pierce’ is the action of putting in a hole, 
                       not the jewelry in your ear.)
 
 

|

 
● プレゼント → give (a present) (Use as a noun instead of a verb.) 

 
 
 
 
 
● シール → sticker

● シャイ →  embarrassed 
          ('Shy' is a character, 'embarrassed' is a feeling) 

 

 
 
●サイドブレーキ → parking brake

 

● ソフトクリーム  →  soft serve (ice cream)

 
● スマート →  smart  (usually used to refer to intelligence,  
                not body shape)

● ウィンカー → blinker (A ‘winker’ is someone who winks at others!)

I forgot to bring the charger for my laptop. 
 私のパソコンの充電器を持ってくるのを忘れたわ。 

(プレゼントを)あげる（動詞としてではなく名詞として使う） 
 I gave him a wallet for his birthday. 
　私はお財布を彼の誕生日にプレゼントした。

Who wants a sticker for their homework? 
　宿題に貼るシール欲しい人？

知性のことを通常意味し、細っそりした体のことではありません。 
He is smart because he knows how to dress to look slim. 
　どんな洋服が彼をスマートに見せるか知っているから賢い。

ピアス」は穴をあける行為のことで、耳につけるジュエリーの 
ことではありません。 
I’m going to pierce my ears and get really cute earrings! 
　耳に穴をあけてすっごくかわいいピアスをつけるわ！ 

恥ずかしい（シャイは性格のことで、恥ずかしい感情のことではありません。）  
I fell down in front of everyone and was embarrassed.： 
みんなの前で転んだから、恥ずかしくなった。

You should set your parking brake if you park on a hill. 
　坂道に駐車するならサイドブレーキをすべきよ。

I love McDonald’s soft serve ice cream cones! 
私はマクドナルドのソフトクリームが大好き！

「ウィンカー」は他の人にウィンクする人のことです！　
He almost had an accident because he didn’t use his blinker. 
ウィンカーを使わなかったから彼はもう少しで事故にあうところだった。

　2021年が始まりましたが、不動産状況は引き続き安定をしています。需
要・供給のバランスが昨年に続き取れておらず、物件価格の加速が見込ま
れる中、少し落ち着くのではないかとの見方もあります。大きな理由とし、コ
ロナウイルスのワクチンが出回る事で、売主の物件売却における不安が軽
減される、また金銭面で厳しくなった持ち主が物件を手放さなければなら
ない状況になる事が挙げられます。　

  

2021年、物件価格の行方は？

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

#07

NAR                  Zelman          realtor.com     Freddie Mac     Core Logic      Fannie Mae             MBANAR                  Zelman          realtor.com     Freddie Mac     Core Logic      Fannie Mae             MBA

3.9% average of all forecasts

　しかしながら、低金利が
続く中、買 主 の モチ ベ ー 
ションが高まっている事か
ら、２ ０ ２ １ 年も物 件 価
格が上昇する事が予想さ
れます。

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

(734) 930-2880
Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

http://mkthomes.com
https://www.godaiko.com/home
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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（2）花に関する言い回し（2）

〜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〜

−−１３１１３１−−

　今回も「花」を使った言い回しを見て行きたいと思います。譬
たと

えとして「
花盛り」は、ある人の最盛期を示しますので、“He is at his peak.” です。
「女性が年頃だ」という場合には、 “She is in the bloom of youth.”  
で、欧米諸国でも花に持つイメージは似たものと言えます。さて、「風花」（
かざばな）という美しい言葉があります。これは日本特有の言い方で、英語
では説明するしかありません。 “A flurry of snow in the clear sky” 
と表現できます。「花より団子」はそのままですと、“dumpl in g s  over 
f lower s ”  ですが、そのままだと通じないかもしれません。“Func t ion 
over beauty” (美的感覚より機能重視) と言ったところでしょうか。

「百花繚乱」は、いろいろな才能が一時に花開くことですので、“Showing 
many talents all at once” と表現できます。それに因んで、「才能が開
花する」と言いますが、これは英語でも、“Talent blossoms.”と全く同じ
言い方をします。もう一つ、「花も実もある」とは優雅さと機能を兼ね備えて
いることを意味しますので、 “to be both elegant and useful” と言え
ば良いでしょう。

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

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、 
i zu m i . s u zu k i @s u zu k i my e r s .
com まで。

　ステイホームの静かな日々をいかがお過ごしですか？

　今シーズンは「ゴルフの上達」というテーマで、さま
ざまな側面からスキルアップのヒントを書いてみよう
と思います。ゴルフはただの運動、納得のいくラウン
ドがしたい、あの人に勝ちたい、目的はさまざまです
が、やっぱりスコアが良くなったら嬉しいものです。ホ
ットワインやココアを飲みながら、ゴルフが上手にな
っちゃったらどうしよう？！とニヤニヤ想像しながら楽
しく読んでいただけたら幸いです。

　そもそも、ゴルフが上手な人とはどんな人でしょうか？よく飛ばす人？-飛ばないけど 
着実にフェアウェイを進む人？-それともオリンピックでたくさん点数を取る人でしょう
か？-それ全部？-たしかに。上手な人とは、一言でいえば、自分のスイングでボールを
制御できてスコアが良い人、でしょう。

　そこで面白いのは、上手な人たちが必ずしも一様で綺麗なスイングをしているわけ
ではないことです。ツアーでも、例えばトップの位置が高かったり低かったり、フォー
ムもテンポも実に様々です。ならば、ボールを制御できて良いスコアを出せる「理想の
スイング」とは、どんなスイングなのでしょう？

<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)

理想のスイングとは、小さい体の動きで大きくクラブを
動かすことのできるスイングです。

① 再現性
② 効率性
③ 制御性

これらのために、なるべく体の動きを小さくしつつ、 
最大限の力をクラブからボールに伝える。スイングの仕
方は違うけれど、この小さい動きでクラブを大きく動か
すことは、上級者に共通しています。体を動かしすぎる
ことがスイングのブレや力のロスにつながりやすい、と
いうのは理解できると思います。もちろん、グリップや 
スタンス、振り方など、最初に基本の体の動かし方を 
覚えることは大事です。体の動かし方を覚えると、次は
ショットの行方が気になり出します。飛ばしたいから 
もっと体を回そう、スライスするからインパクトでフェース
を閉じよう、など、体の動きでクラブやボールをコント
ロールしたいと思うようになります。色々変えてやって
いくうちに、最初に覚えたスイングからはどんどん離れ
ていく…。そして「大きくクラブを動かす」という本来の
目的を忘れてしまうのです。

レッスンで「YouTubeをたくさん見ています」「雑誌 
に載ってましたけどうまく打てなくて」といったお話 
をよくお聞きします。世界には星の数ほどスイング 
理論があります。

ある一つのスイング理論があなたにマッチする確率、というのを試算した人がいまし
て、なんとわずか2.7％なのだそうです。37種類の動画か本を見てそのうち1つが当
てはまる、そんな確率です。その人は、「スイング理論はエンタメとしては面白いが、 
実用的ではない」と結論づけています。
　 
　さあ、困りました。じゃあ何を見てゴルフを練習したらいいのでしょう？その答えを
探るべく、今シーズンは上達につながりそうな興味深い話をご紹介していこうと思い
ます。次号は、①再現性と②効率性と③制御性、スイング理論マッチング率2.7％の
根拠、現時点で科学的に判明しているスイングタイプなどについてお話しします。
お楽しみに！
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248-542-4314 (英語ライン）
clinic@aiellogroup.org
(日本語で返信致します）
http://www.aielloglobal.org

　　
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.

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

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

http://www.aielloglobal.org
https://www.centerrapointe.com/
https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
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（次ページにつづく）

　つい先日新年を迎えたと思っていたら、干支は丑年なのに牛歩の歩みではなくあっと
いう間に２月になりました。小の月の２月は更に短く感じるかもしれません。この冬のミ
シガンはまだそれ程寒くならずに済んでいたのに、先月末に冬将軍が「お待たせしまし
た！」とばかりにやって来ました。誰も待っていない、お呼びじゃないのに節分、立春の
直前に顔を出すとは無愛想なものです。
　例年ならば２月３日が節分ですが、今年は暦のズレ（正確には地球の公転周期の微
妙なズレ）で１日早く前日の２月２日になりました。これは実に１２４年ぶりとのことで、
前回の１８９７年以来だったそうです。映画『カサブランカ』の主演男優ハンフリー・ボ
ガードの台詞ではないですが、「そんな昔の事は覚えちゃいない」と言うかまだ生まれ
ていなかったですね！？
　因みにその年の主な出来事を調べてみると３月に貨幣法公布（実施は同年１０月＝
金本位制確立）、４月に八王子大火、５月にカナダで日本人・中国人排斥法案可決（鉄
道工事の人足として使用禁止）、６月に京都帝国大学（現京都大学）創立、８月に発明
王トーマス・エジソンが一人用覗き見方式の映画鑑賞装置『キネトスコープ』の特許取
得、１２月に東京築地海岸に設置した送信機から沖合い１.８キロの小船に載せた受信
機に無線通信成功などがありました。（閑話休題）

　皆さんは１日早まった節分の当日慣例に従って恵方巻きを召し上がりましたか？
今年の恵方は南南東より更にやや南、方位角では１６５度だった由。恵方を向いて目を
つぶり黙 と々恵方巻きにかぶり付いた人には今年１年歳徳神（としとくじん）のご加護
があると思います。万一方向違いでトランプ前大統領の居るフロリダ州パームビーチの
マー・ア・ラーゴの方角を向いておしゃべりしながらかぶり付いた人が食べたのはウソ
とペテンがたっぷり入った阿呆巻きか痴呆巻きでしたか？さぞかし食べづらく後味も悪
かったのではないでしょうか？その人達にも少しでも幸あれと願います。

　新春のスポーツ界では今月７日のスーパーボウルを最後にフットボールシーズンが終
わり、ウィンタースポーツとしてバスケットボール、アイスホッケーがシーズンイン。日本で
言うストーブリーグに入ったプロ野球界ではトレードの話が中心でしたが、ポスティング
システムでMLB移籍を模索していた読売ジャイアンツの菅野投手は結局移籍見送りと
なり残留。先月末にはMLBの名門ヤンキースで７シーズンプレーしたマー君こと田中
将大投手がMLBでは契約先が決まらず、古巣のNPB東北楽天イーグルスに里帰り移
籍となりました。怪我や故障さえなければまだまだMLBで先発投手として十分通用す
ると思うのですが、コロナ騒ぎが続く中での特殊シーズン、興行収入、球団経営、チー
ム編成方針など諸事情で条件の合う球団が見つからなっかたようです。先日の入団会
見のコメントでは本人も心残りがあるようですが、再度MLB挑戦の機会が巡ってくるこ
とを期待して今年は日本で優勝争いに貢献してMLB球団に「うちが契約しておけば良
かった」と思わせるような活躍を見せてほしいです。
　テニスでは今月８日から今年最初のメジャー大会オーストラリアン・オープンが始ま
ります。女子シングルスの大坂選手は第３シード。２０１９年に優勝した相性の良いハー
ドコートで優勝再現なるか？男子シングルスの錦織選手は昨シーズン怪我の回復が長
引いて満足なシーズンが送れませんでした。今年も現地入りに指定された協会手配の
チャーター便に乗り合わせた他の選手がオーストラリア到着後のテストでコロナ陽性
結果が出たため、ホテルの自室に２週間完全隔離状態で練習もできず、ぶっつけ本番
で試合に臨む不運なスタートとなりますが、テニスができる喜びを噛みしめながら１試
合でも多く勝ち進んでほしいものです。また、連覇が期待される車椅子シングルス部門
の男子国枝選手、女子上地選手を始め他の日本人選手もリモートながら応援してあげ
ましょう！

　さて、今月号のテーマは「トンネルを抜けたと思っていたら・・・」です。

　先月渋々、嫌々、未練たらしくホワイトハウスを立ち去ったトランプ前大統領の暗黒
の４年間が過ぎ、バイデン新大統領就任・新政権誕生でようやく長いトンネルを抜け
たと思っていたら、感染者第１号確認からまる１年経過してもまだ続いているコロナ騒
ぎと失業者数高止まり、生活苦、社会不安などまだまだトランプの残した負の財産が
世間を騒がせています。

　リアリティーショーかバラエティーショーを観る感覚でトランプ関連報道に接してい
た人達は重要な情報発信手段であったメジャーのSNSツール使用を禁じられたトラン
プの露出機会が激減していわゆる『トランプロス』的な寂しさを感じているのかもし
れません。また、先鋭的過激極右翼団体であるQAnon（キューアノン）などトランプの

トンネルを抜けたと思っていたら・・・

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第216回）

熱狂的な支持層は彼自身や取り巻き陣、偏向報道メディアが発信・拡散するウソやデ
マ情報こそ真実と思い込み、今だに「前回大統領選挙で民主党による陰謀と不正があ
り、再選されていた筈のトランプは当選を盗まれた」と信じて疑わず、バイデン新大統
領、ハリス副大統領他民主党関係者と一般人を含むその支持層や協力者、公正な投票
を運営・実施・結果確認した各州の選挙管理人、不正訴訟審議申し立てを却下した
連邦及び各州の最高裁などに憎悪の炎を燃やし抗議の牙を向けています。その最たる
ものが先月６日に5名の死者を出したトランプ支持グループの米国議会襲撃・乱入事
件でした。

　事件発生からひと月近く経った今も発生の原因・経緯、事件関与者の追跡捜査、事
情聴取、拘束・逮捕・起訴作業が継続しており既に１８０名程の逮捕者が出ています。
事件発生前後の信頼できる各種報道を見るとトランプやその顧問弁護士、共和党議
員の街頭演説、記者会見での発言が事件を煽

せん

動、誘発したとしか思えない明白な相
関関係が伺えます。それがトランプ就任中２度目の下院での弾劾訴追となり上院に審
議が委ねられ間も無く有罪訴求と無罪弁護の応酬が始まります。先月末時点での最
新ニュースでは弁護団は大統領退任後の前大統領を弾劾訴追すること自体が違憲で
あると言う論点を中心にすることで意見が一致していましたが、他人の話を聞かず自分
の我儘をゴリ押しするトランプが「大統領選挙に広汎な不正があった」と言う論点を中
心にしたいと無い物ねだりして譲らないため、勝ち目のない戦を避けて協力を諦めた５
名が弁護団から離れ、残る弁護団も対応に苦慮する羽目になりました。

　にもかかわらず、有罪・罷免判決には上院議員数の２/３以上の得票が必要なため民
主党議員全員＋共和党議員17名が有罪投票しない限り、４年後の大統領選再出馬の
可能性ゼロ化を含めてトランプを公職から永久追放できず、先述の極右団体からの脅
迫や嫌がらせ、党内保守強硬派の居丈高なトランプ擁護喧伝により当初有罪支持派
だった共和党議員が翻意して人数が増えず、残念ながら今回も有罪判決にならない可
能性大です。米国憲法と議会制民主主義を根底から揺るがす今回の騒動でも有罪に
ならないようでは、大統領の横暴を防止・訴追・罷免する意味で議会の最後の対抗手
段として設定されている弾劾手続きの存在意義も価値もありません。

　絶対にあってはならないことですが、今回が前例となり将来また悪事を働いた別の
大統領が「退任直前ならばたとえ弾劾されても上院での審議や判決が退任後になれ
ば有罪になることはない」と高を括って更なる悪事を重ねておとがめ無しで逃げられる
と考えたら恐ろしいことになります。望みは限りなく薄いですが、上院議員就任式や弾
劾裁判の裁判員として米国旗に向かって宣誓した「米国国家と米国憲法を擁護する」
と誓った言葉が形式的な建前でなく、本心であることを是非とも証明してほしいもので
す。

　それにしても、バイデン新大統領と新政権のスタート直後の２週間をトランプ前大
統領とその政権運営の４年間と比較すると正に天と地、光と闇、明と暗と言うべき雲泥
の差は明らかです。

　バイデン大統領は選挙キャンペーン中から公言・公約していたコロナ対策（感染拡
大防止、ワクチン投与）、失業者救済・景気回復策、環境保護、移民・難民保護など
緊急度、重要度の高いものから大統領権限で可能な即効性のある政策実施のため連
日のように大統領令を署名・発令しています。そのほとんどはトランプ前大統領が自分
自身の欲望と利権追求のために更に1代前のオバマ政権時代に実施していた政策を全
て無効化し、大型減税、規制緩和、経済拡大、株価高騰に方向転換したものを再度U
ターンで元の状態に戻そうとするものです。

　閣僚や要職に指名・任命した政権幹部も人種・性別・年齢など多様性を考慮しな
がら実績・信頼のあるベテラン実務経験者と新進気鋭の若手を登用する配慮が見ら
れ、各メンバーの強い決意と意気込みも感じられます。新政権の国民に対する重要な
情報発信窓口として毎週月・水・金と定例記者会見を実施しているジェン・サッキ大統
領報道官、いいですね。質疑応答も明快で分かりやすく質問者の選択や質問数、質
問時間も差別なく適度に与え丁寧に答えていて好印象です。知らない事、分からない
事ははっきりそう伝え、後で調べて分かったら次の会見で回答するようにして、無視し
たり難しい質問から逃げることもありません。「トランプ前大統領就任式の参観者数は
史上最大だった」と写真で見れば一目瞭然の嘘をついたショーン・スパイサー初代報
道官や就任最初の会見で「大統領は嘘をつかない」といきなり大嘘をついたケイリー・ 
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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。

マケナニー末代報道官などトランプ政権当時に何人も入れ替わった報道官たちとは好
感度も信頼度も段違いです。是非このまま続けて諸政策の効果と共に国民の信頼と
安心を積み重ねていってほしいですね。

　「去る者は日々に疎し」と言いますが、米国史上最悪の大統領という汚名と幾つも
の汚点を残して行ったトランプ前大統領のことはなかなか忘れられませんし、後世に
間違いなく伝えるためにも忘れてはいけないと思います。

　とにかく大統領就任の最初から最後まで前例のない大統領、前代未聞の言動続き
の大統領の汚名確定で選挙後の融和策もなくずっとキャンペーン継続中のムードのま
ま全米国民の大統領になれず、任期中大統領らしき振る舞いは一度もできず、感情的
で思いつき程度の政策や大統領令ばかりで常に良識派、常識派からは非難を浴び続
けながら一貫した国家戦略やきちんとした事前調査、検討、効果と影響予想、その対
策準備を含む計画に基づいた国家のため国民のための政策なし。いわゆる『大統領
の品格』も全くなく、本人は「こう言う自分を皆が大統領に選んだのでそのまま変える
つもりはない」と開き直っていましたね。そう言えば、就任式の宣誓場面のビデオを観
ると背筋をピシッと伸ばして直立不動ではなく小首を傾げて口元をちょっと歪めながら
「こんな宣誓しても真面目にそれを守るつもりはないけどなあ」といやいや宣誓と言う
感じのトランプが映っていました。案の定、その後は大統領になれば誰にでも命令で
きて何でも自由にやれるとばかりに自分の野望、欲望、利益のためだけにひたすら我
儘を押し通して次から次と問題噴出。大統領選挙落選後の幕引きも惨めたらしくウジ
ウジ、グズグズと負けを認めず、「不正投票で自分が圧倒的票差で当選していた選挙
を盗まれた！」と全く根拠のないケチをつけ自分の失政が根本的な敗因であるのにウ
ソとデマ情報の繰り返しで他人の所為にして自分の支持層や乗っ取った形の共和党
議員達を煽り「立つ鳥跡を濁さず」とは真逆のドタバタ劇の連続で最後にはトランプら
の街頭演説が火付け役となった抗議デモ集団の米国議会への乱入騒動を引き起こし
ました。その結果米国史上４度目（自身１期就任中に２度目は前例なし）の大統領弾劾
を受けて後味悪く渋々退任、退場。米国史上最悪の大統領という汚名をまとい、後に
は政府や官公庁組織、官僚、公務員に対する不信感と国際舞台での米国の威信と信
頼喪失、国内の対立・分断・分裂・憎悪という瓦礫の山と焼け野原のような内外の問
題を負の財産として残しました。

　４年間の在任中唯一終始一貫していたのは「オバマ潰し」、「オバマの足跡消し」の
行動。以前にも触れましたが、２０１１年４月末にワシントDCで開かれた恒例の全米
報道関係者夕食会の席上で当時のオバマ大統領がトランプをちょっとからかった発言
をしたのが悲劇の始まり。それがずっと尾を引き、その席ではトランプは軽く口元に薄
ら笑いを浮かべていたものの、白人至上主義者で自分は天才、何事も自分が一番と自
負しているトランプがたとえ大統領とは言え黒人にからかわれて大衆の目前で辱めら
れたとハラワタが煮え繰り返るほどの怒りを買いそれを根に持って、生涯「オバマ憎し」
と憎悪の炎と復讐の怨念を持ち続けていた（今も継続中なので、「いる」ですね）もの
と確信しています。言った方はそんなつもりは全くなくても（少しはあっても）ハラスメン
トは受け取る側の感情次第ですから、本当に「口は災いの元」になってオバマ前大統
領と家族だけに留まらず周囲や引いては米国民まで巻き添えにする災厄になってしま
いました。

　今更後悔しても過去を帳消しにはできないので、オバマ政権当時副大統領であっ
たバイデン新大統領と新政権幹部は前を向いてこれからの政権運営、政策実施に
ベストを尽くし、結果を出すしかありません。感染力、致死率の高いコロナウィルス
変性異株が全米に急拡大する前に現存ワクチン投与実施を加速し、検査、追跡、隔
離、療養も先手先手で対応して少しでも早く収束の目処が立ち、経済も回復に向か
うことを切に願います。

 「トンネルを抜けたと思っていたら・・・」の続きでどうかトンネルの先にまた別のトン
ネルが現れませんように。

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
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アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

検体検査や画像検査の受け方、及び結果の聞き方について0202Vol.

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

体調が悪いとき、怪我をしてしまったとき、あるい
は健康診断の際に検体検査や画像検査を行う

ことがあります。アメリカでも、日本で受ける医療と同
様に、まずは病院や診療所を受診したうえで必要な
検査を決めるところから始まりますが、その先は日本
での一般的な医療の流れと少し違うところがありま
す。今回は一般的に行われる検体検査や画像検査の
受け方、及び結果の聞き方について解説します。

検体検査の受け方 
● 血液検査・尿検査
　一般的な血液や尿検査は医師が検査依頼をすると
予約なしで検査室に行って受けることができます。小
規模の診療所では検査室で検体を採取してから、より
大きな検査室に検体を送って実際の検査をしてもらう
ことが多く、病院では自前の検査室で検査を行うこと
がほとんどです。その為、同じ検査を受けても結果が
届くまでに差がある場合があります。現在は新型コロ
ナ感染の影響で検査室が一部閉鎖、または受付時間
の変更をしている場合がありますので検査を受ける際
には注意が必要です。

● その他の検査　
・PAP スメア（子宮頸がん検診）

　この検査は診療所などでの婦人科検診の受診中
に必要に応じて行われます。以前に受けた検査が常
に正常であった人は毎年受ける必要はなく、３−５年
おきに受けることが一般的です。この検査は生理中を
避けて行う必要がありますので、受診当日に生理中で
あった場合には後日受診しなおすこととなります。

・便検査　
　ピロリ菌や食中毒の検査で行われることが多く、
一般的に診察を受けたときに必要と判断されると
検査が依頼されます。その場で検体を取ることがで
きなかった場合は家に検体採取用の道具と容器を
持ち帰り、後日検査室に持ち込むことになります。

・COVID-19（新型コロナウイルス）検査
　現在のところ診療所や病院では主に感染が疑わ
れる人のみ検査を依頼しています。また、手術や内
視鏡検査の準備のために検査を受ける場合は、その
都度指示があります。検査は全ての診療所でできる
わけではなく、指定の場所に受けに行くことになり
ます。日本への里帰り前などに感染をしていないこ
との確認をするための検査はurgent care clinicや
薬局などに行くと受けることができます。ミシガン
州内で検査を受けることができる場所はこちらから
検索できます。

画像検査の受け方
● レントゲン 
　胸部のレントゲンや骨のレントゲンは多くの場合予
約なしで受け付けています。小規模の診療所にはレン
トゲン撮影機がない場合があり、その場合には検査
のできる場所の案内があります。
● マンモグラム
　マンモグラムはレントゲンの一種ですが特殊な撮
影機器と特別な訓練を受けたレントゲン技師が必要
なため、限られた場所で行われています。その為事前
に予約をして受けることになります。

● 超音波
　超音波検査は検査をする体の部位により、超音波
の機材や検査技師が異なってくる為、検査室によって
行うことができる検査の種類が変わってきます。その
為事前の予約が必要です。超音波検査は、超音波技
師によって行われて、必要な映像が放射線科医に送ら
れて、正式な読影が行われた後、検査を依頼した医師
のところに結果の報告が送られます。超音波検査技
師は結果の説明をしてはいけない決まりになっている
ので、超音波検査の時には、たとえ問題がなかったと
しても検査の結果は説明してもらえません。

● CT/MRI検査
　CTやMRI検査は写真の写りを良くするために造影
剤を注射して撮影することがあります。腎臓の働きが
弱い人は注意が必要なため、前もって血液検査を行っ
てから撮影をすることもあります。また、過去に造影
剤を使ってアレルギーが出た方は注意が必要です。特
にMRIは狭いトンネル内に入り込むようになって撮影
が行われるため、閉所恐怖症の方は不安を抑えるお
薬を飲んで備えることがあります。これらの検査も撮
影機器がある場所が限られていますので事前の予約
が必要です。

▶︎以前かかった病院からの画像検査結果の持ち込み
　日本やアメリカ国内の別の病院で画像検査を受
けたことがある場合、CDにその画像を保存しても
らい新しい病院に持ち込むことができると放射線
科医が以前の所見と新しい画像の所見を比較検討
して報告書を作ることができます。

▶︎予約までの待機期間
　どの検査であっても緊急性のあるものは当日救
急救命室（ER）で、または1両日中に検査室で行うこ
とができる場合がほとんどです。それ以外の場合に
は、状況に応じて、やはり早めに行った方が良い検査
を優先しながら予約が受け付けられます。例えば、
胸にしこりがあって癌かもしれない、という人のマン
モグラムは、1年に１回検診のためにマンモグラムを
受けている人よりも優先的に受け付けられます。

特殊検査
● 内視鏡検査 
（胃カメラ　  ・大腸内視鏡                      ）
　内視鏡検査は何らかの病気を疑う場合や大腸がん
検診などで行われます。アメリカでは胃がん検診は一
般的には行われません。検査は診察をした医師が必
要と判断した場合に依頼が送られます。この検査は限
られた施設で行われることと、食事制限などの準備
が必要なため前もって予約をする必要があります。ま
た、検査中に眠くなる薬を注射されるため、運転と付
き添いをしてくれる大人が一緒に行く必要がありま
す。現在はさらに検査の７２時間以内にCOVID-19（新
型コロナウイルス）検査を受ける必要があり、内視鏡
検査室のスケジュール担当者が手配をしてくれます。

● 組織検査（生検           ）
　内視鏡検査中にポリープが見つかった場合などは
その場で組織をとって検査に送られます。またマンモ
グラムや他の画像検査で腫瘍などが見つかった場合
に詳しい情報を得るために組織検査を行います。この
場合は画像検査の結果が出てから改めて組織検査を
する予約をとることになります。組織検査は超音波や
CTを使って、組織をとってきたい場所を確認しながら
針を刺して行うことが一般的です。また、診療所で皮
膚の一部やイボなどを取り除いたときにも組織検査
に送られることがあります。

検査結果の聞き方
　どのような検査を受けた場合でも、その結果は検査
を依頼した医師のもとに届きます。一般的な血液検査
やレントゲン検査は１−2日で結果が届く場合が多く、
複雑な検査は結果が届くまでに長くかかります。例え
ば、大腸内視鏡検査を受け、ポリープが見つかって切
除をした場合、組織検査が追加されるので最終結果
が出るまで余分に１週間近くかかることが一般的で
す。また、マンモグラムなどで以前の画像検査の情報
を取り寄せて比較検討する必要がある場合、相手先
からの連絡を待つ時間が加わります。さらに特殊な組
織検査（遺伝子検査、癌の特殊組織検査）は結果が
届くまでに２−３週間かかることが一般的です。
　通常、大きな異常がない場合は電話や手紙、もしく
はポータルというオンライン経由で結果が報告され、
日本のように検査結果を聞くために予約して再診す
る必要はありません。検査結果次第では、予約して再
診をしてもらうよう依頼されることもありますし、自
分で検査結果を説明してほしい場合は予約して受診
することもできます。検査結果を電話で説明すること
もあります。検査結果の説明を受けていないと感じた
場合は、検査を依頼した医師に連絡して、説明をして
もらうことをお薦めします。

https://www.solvhealth.com/search?cobranded 
SrpLocation=MI 
Washtenaw countyの情報はこちら:  
https://www.washtenaw.org/3158/Testing

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

千葉県出身。聖マリアンナ医科大学卒業。University of Pittsburgh Medical Center Shadyside家庭医学研修、Detroit 
Medical Center/ Wayne State University ホスピス・緩和医学フェローシップ、University of Hawaii 老年医学フェロー 
シップ、および University of Hawaii医学教育フェローシップ修了。2016年よりミシガン大学医学部家庭医学科に所属し、 
Livonia Health Center, Chelsea Retirement Community, 及びミシガン大学病院にて家庭医学、老年医学、緩和医療の 
診療をしています。

筆者プロフィール：
医師　清田礼乃 (きよたあやの) 

ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授

Blood work, urinalysis

PAP smear

Stool test

Covid-19 test

X-rays

Mammogram

Ultrasound

CT scan / MRI scan

EGD                                 Colonoscopy

Biopsy

https://www.solvhealth.com/search?cobranded SrpLocation=MI 
https://www.solvhealth.com/search?cobranded SrpLocation=MI 
https://www.washtenaw.org/3158/Testing
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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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。

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

サービス クラス・稽古
■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
.................................................................................

クラシファイド広告の掲載について

For information about placing a free or business classified ad For information about placing a free or business classified ad 
on Japan News Club, please contact by phone or email.on Japan News Club, please contact by phone or email.

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については
一切の責任を負いません。
※広告原稿を郵送、電子メールもしくはウェブサイトコンタクトよりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が
確認された場合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますの
で、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数
ですが、お問い合わせください。
※お支払いはチェックで承ります。郵送でのお申し込みの場合はお支払いを同封した上で弊社までお送りください。Eメー
ルの場合はお申し込み後の１週間以内にお支払いください。
※お申し込みの締切は、掲載希望号の前月２５日必着です。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんの
で、ご了承ください。

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
  本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 有料クラシファイド広告　１回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。

□ カテゴリー
・仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５

□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
　お支払いはお申し込み１週間以内に
　下記までお送りください。

□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub
　　　　　@pntrpress.com

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

■ カスタマーサポート アルバイト募集 　　

パートタイム：  カスタマーサポート職募集。
自宅勤務：　２月中旬より２ヶ月程度　　　　
　　               （時給＄１５－１７）
勤務時間：     日本時間で土日も有り。
連絡先：     ken@yochana.com 
　　　       山並　(  ２４８  )      ５３５－１６７１

■ 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

■  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/

■  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 

団体・グループ

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

www.takadadentalclinic.com

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

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

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

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

Happy Valentine's! 

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

 

 
 

 

①

きな粉・州浜粉（アーモンドフラワー・ココナッツ
フラワー代用可）　…　30g
粉糖　…　30g
水あめ（ハチミツ代用可）…　25g、（調整用5g）
粉糖　…　手粉用適量
食用色素　…　少々

　
　

ひな祭りの和菓子（すはま）
H i n a m a t s u r i  -  2 0 2 1

桃の節句のお祝いに、健康と幸せを願って、すはまのお雛様を作りましょう。

材料

 
 作り方

How to make  Wagash i

着物の型紙を作る。右図のような下辺８㎝、上辺５ｃｍ、
高さ2.5ｃｍの台形を2枚以上。
ボウルにきな粉（アーモンドフラワー・ココナッツ
フラワー代用可）と粉糖を入れ、よく混ぜ合わせ、
真ん中にみぞをつくり、水あめ（ハチミツ代用可）
25gを入れる。※写真はアーモンドフラワーとハチミツを使用。
水あめにきな粉を練りこむように、手で混ぜる。タネが一つにまとまるまでよくこねる。
粉が多くあまる場合は調整用の水あめ5gを少しずつ加える（全部入れなくてもよい）。
タネを3等分にし、ひとつはそのまま、ひとつは赤に、もうひとつは緑に着色する。
クッキングシートに粉糖をふるって敷き、それぞれの色のタネを15㎝×4.5cm（厚みは
３ｍｍ程度）に伸ばし、着物の型紙にあわせてカットする（各色２枚ずつ）。カット後に
できたタネの切れ端は色ごとにひとつにまとめる。
各色1枚の着物の生地を立体的に重ね、お雛様、お内裏様を作る。
残りのタネは２等分にし、赤と緑は丸めて、ナイフで5本の線を入れ
てぼんぼりを作る。残っているタネは各色2等分にし、両手の人差
し指と親指を使って、菱形を作り（各色ふたつ）、下から緑白赤と
重ねて、菱餅をふたつ作る。
仕上げにきな粉や粉糖をまぶして出来上がり。

「すはま団子」を食べたり、名前を聞いたことがある方は多くいら
っしゃると思います。すはま（州浜）とは、きな粉・州浜粉（大豆や
青豆を煎って挽いた粉）に砂糖と水あめを加えて練り合わせて作
る和菓子。このひな祭りのすはまは、きな粉と水あめの代わりに、
アーモンドフラワーとハチミツを使った少し洋風な風味です。
桃の節句のお祝いにぜひ作ってみてください。

1.

2.

3.

4.
５.

６.
7.

8.

Ingredients

下 記 分 量 で 、1 セット（ お 雛さま・お 内 裏さま×1 、
ぼ ん ぼり×2 、菱 餅×2 ）作ることが できます。

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  

5cm

8cm

高さ
2.5cm

※実物大ではありません。

おうちで楽しむ
季節の和菓子

上質上質なな暮暮らしをらしを実現実現させる住まいへさせる住まいへ！！
2 & 3 ベッドルーム 賃貸アパートメント住宅 ｜ アタッチ式ガレージ （2台用）

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

クラブハウスはじめ、暖炉のある屋外パティオ、プール、スパ、
フィットネスセンターなど、高級リゾートを彷彿とさせる内装・
設備の数々。木目調フローリング、ステンレスの電化製品、 
天井高は9フィート、グラニトのカウンタートップ、洗濯機 
乾燥機付、２台駐車用ガレージはアタッチ式と、上質で快適な 
住まいを実現させるアパートメント住宅、ぜひご覧ください。 

VOTED BEST IN CLASS!

ペットにも優しい環境です！

2台用アタッチ式ガレージ付 リゾートスタイル温水プール
ラナイ付き スパ ジムは毎日24時間オープン

ミシガン州ミシガン州 コマース タウンシップコマース タウンシップ

https://rentshearwater.com/
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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 
“Valentine Campaign” 

バレンタイン・キャンペーン
Koby Learning Groupでは2月度キャンペーンとして、

以下のクラスを新規に受講される場合、お申込み月の受講料を20％割引します。
CAE-13(初級英会話：月10:30-12:00), BEP-35(中級英会話:月18:30-20:00),

CAE-56(上級英会話: 13:00-14:30), TOEIC(水：18:30-20:00),
AESL-KG(キンダーガーテンESL：木 16:35-18:00),

GMN-12(ドイツ語初級：木 18:45-19:45), CHI-34(中国語中級：18:00-19:00)
詳細は当校ホームページhttps://kobylearn.com/ja/ にて、 

もしくはお問い合わせ下さい。
クラスのご相談＆グループクラスの無料体験クラス実施中です。

ご予約お待ちしております。

コービー・ラーニング・グループ 
““VVaalleennttiinnee  CCaammppaaiiggnn““  

ババレレンンタタイインン・・キキャャンンペペーーンン  
  

Koby Learning Groupでは 2月度キャンペーンとして、 
以下のクラスを新規に受講される場合、お申込み月の受講料を 20％割引します。 

 
CAE-13(初級英会話：月 10:30-12:00), BEP-35(中級英会話:月 18:30-20:00), 

CAE-56(上級英会話: 13:00-14:30), TOEIC(水：18:30-20:00), 
AESL-KG(キンダーガーテン ESL：木 16:35-18:00), 

GMN-12(ドイツ語初級：木 18:45-19:45), CHI-34(中国語中級：18:00-19:00) 
詳細は当校ホームページ https://kobylearn.com/ja/ にて、もしくはお問い合わせ下さい。 

 
クラスのご相談＆グループクラスの無料体験クラス実施中です。 

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 無料養成クラス開催中

クラス： 2021年　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。

オンラインマインドフルネス練習法
www.japannewsclub.com掲載中

御殿飾り：御所や社寺を模したもので、御殿
を中心に内裏雛や三人官女などが飾られま
す。江戸時代の上流武家や豪商などが所有し
ていました。

知多市歴史民俗博物館で開催中の
「ひなまつり展」の写真より

土人形：土をこねて作られ、色を付
けたもので、庶民層のひな人形はこ
のタイプです

http://www.city.chita.lg.jp/docs/2013121600071/

January 20, 2021

本年3月のデトロイト美術館(DIA)で行う予定の「ひな祭り
2021」は、新型コロナの影響により中止致します。多くの方
が亡くなったり重い病魔に苦しめられ、また社会も大きく損
傷を受けてきました。感染の早期終息を願うばかりです。

2022年、DIAでまた「ひな祭り」が開催できるよう願いつ
つ、皆様が安全にまた健康で居られる事をお祈り致します。

↓　FROM JAPAN　↓

イベント中止のお知らせHinoki Foundation　集え！バイリンガルの勇者たちよ 。
第４回  ひのき杯  参加者募集中！　

英語と日本語の力をドキドキ楽しいクイズゲームで試してみませんか。

日時：2021年　3月28日 (日)　9:30am ~ 3:00pm　
休憩たっぷり有り、ご自宅でご参加できます！（Zoomオンラインイベント）
 
対象学年：小学３年生〜中学９年生まで（例外あり）日本語、英語力のレベルは問わず
問合せ：info@hinokifoundation.org
詳細は、ウェブサイト確認を　https://hinokifoundation.org 
    ご参加無料！ 賞品あり！  記念Tシャツ!

バイリンガルスキルを生かしてクイズに挑戦！

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

滋賀県からミシガン州へのメッセージ

https://youtu.be/_bNSlsVMin4
〜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〜 

姉妹県州提携から2018年で50周年を迎えたミシガンと滋賀は、
教育・文化、環境など幅広い分野で今もなお交流を続けています。

上記Youtubeにて、滋賀県の三日月大造州知事の新年のご挨拶公開中です。

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。

mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://youtu.be/_bNSlsVMin4
http://www.keikokikuchidental.com
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●  経験豊富なドクターが診療に当たります。
● 　 フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が
　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。
● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

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.
SHANNON L.YOUNG D.D.S.

ドクターと日本人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

月～木	 8am ~ 8p m
金　	 8am ~ 5 p m
土	 8am ~ 1 p m
             （夏期 8am-12pm)

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.

No
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k R
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

受付時間

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375

                   　　　日本語ライン (248) 471-3321
www.novidentists .com

ノバイ ファミリー歯科医院
DENTISTS
Novi

(248) 442-0400   

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/

