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＜必要道具＞

毎日お味噌汁をつくるご家庭では２ガロン瓶での仕込みが◎ですが、その場合は
ボウルや鍋など、特大のものを用意することをお勧めします。

• 大きめの鍋

（大きさにより数個・圧力鍋など）

• 味噌がめ

（ここでは２ガロンガラス容器使用）

• 調理用ボウル（大） 二つ以上
• ざる or 網杓子（あみじゃくし）
• ハンドブレンダー/マッシャー/フード
プロセッサー/ポリ袋とめん棒等 いず
•
•
•
•
•

れか

軽量カップ
おたま・へら
ビニール袋（重石の塩入れ）
ラップ
新聞紙、それを縛る紐 or
紙の買物袋
• 必要に応じて、使い捨てビニール手
袋・輪ゴム

＜よくある疑問＞
材料はどこで買えるの?
大 豆も乾 燥（ 米 ）こうじも味 噌 仕 込 みには、
相当量が必要。大豆は大型食料品店で購入
可能の場合もありますが、大豆（Soybeans）
乾燥こうじ（Dried Koji for miso）で検索すると
インターネット販 売をしている業 者が 多く
見つかります。大豆は有機、Non-GMOなども出
回っています。
特大鍋・調理用ボウルはどこで買えるの?
大 型量 販 店や業務用キッチン道具店、もし
くはアジア系調理用品店をチェック。今回は
こちらで調達しやすい２ガロンのガラス容器
（ 下 ）使 用（ 出 来 上 がり
味噌約６kg ）。豆を一度に
煮る場合、Stockpot（合計
1 5 Q t 前 後 ）が あ れ ば 便
利 。味 噌 仕 込 用 大 鍋 や
ボウルを購入して友 人と使
い回すも良し、手持ちの鍋
をいくつか同時に使用する
も良し。圧力鍋で数回に分
けるなども時短で良い。
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の Japa n News Club
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03 ・・・コミュニティニュース
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07 ・・・アメリカ生活の豆知識
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08 ・・・言葉の架け橋/ゴルフノスゝメ
10 ・・・インタビューシリーズ
11 ・・・お花の随筆/Standard Golf
12 ・・・アメリカ医療のトリセツ
13 ・・・クラシファイド広告
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冬の愉しみ

広げませんか

味噌 づくり（乾燥こうじ使用）レシピ

味噌 づくりの輪輪

March 2021

日本人の味、お味噌。味噌は買うもの、と思ってはいませんか。アメリカに住んでいても
大豆・塩・米こうじが手に入るこの時代、自家製味噌をつくってみませんか？「大豆を煮
る・潰す・混ぜる」という簡単な工 程のみで、できあがれば時が 経つのを待つのみ。
アメリカでも風味の高いおいしいお味噌が頂けます。ミシガン「味噌づくりの輪」を広げましょう！

＜材料＞

２ガロン瓶使用（出来上がり味噌６キロ）｜ １ガロン瓶使用（３キロ）

大豆（乾燥）
乾燥米こうじ
塩
種水用の塩
種水
種みそ※1
容器消毒用アルコール※2
重石の塩※3

※1

1400g
1120g（＋30°のぬるま湯280cc)
600g
60g
煮汁420ccを残したもの
350g
適量
1500g

購入した味噌や、昨年仕込んだ味噌などを用意。
ホワイトリカー（アルコール度数35度以上の焼酎/ウォッカなど）
※3 米、大豆などでも代用可。

700g
560g（ぬるま湯140cc)
300g
30g
煮汁210ccを残したもの
180g
適量
750g

※2

＜作り方＞

●下準備（豆を煮始める18時間前）●

1. 大豆をしっかり洗って（泡が出ることがある
が、なくなるまで洗う）大豆の3倍以上の水に

18時間ほど浸す。大豆は浸したあと約２倍の
大きさになる。

2. 味噌がめ（容器）は食洗機などできれいにし
て煮沸消毒しておく。

豆を水に浸した18時間後（吸水後）が右︎

◎ESL ファンキャンプ（K-8thgrade）$190

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%！

190 ㌦

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。

◎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。

Koby Learning Group 248-513-4635

info@kobylearn.com Kobylearn.com 24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375
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●乾燥大豆を18時間かけて戻したあと●

1.

8 . 大きなボウル で７.に冷 ました大 豆ペー

大豆を煮る（３−５時間ほど）＞灰汁（アク）を

とり、お湯を足しながら、豆が柔らかくなるま

スト（肝心！こうじ菌が死滅しないよう豆は

で煮る。
（大豆を親指と小指で挟んでぺちゃ

冷 まして）と種 味 噌 を 合 わ せ てすべ て

と簡単に潰せる程度の柔らかさに）

※圧力鍋を使用する場合は、何回かに分けて繰り返
す。圧を抜くところに皮が詰まることがあるため要注
意。鍋に浮いた皮は取らなくても良い。

2. 豆が煮上がる前にこうじを戻す＞ボウルにこ

うじを入れ、菌を殺さないように３０度以下
のぬるま湯を加えてかきまぜ、３０分ほどお

3.

いておく。

豆が煮上がったら豆をボウルに取り出して

残った煮汁420ccをとっておき、熱いうちに

種水用の塩を加えて種水を作っておく。
（後
に使用）

4. 大豆が温かいうちに潰してペースト状にする
＞この 時 、電 動 ハンドブレンダーが 便 利
だが、マッシャーや、フードプロセッサー、

または、ポリ袋に茹でた大豆を入れてその上

から麺棒で潰すなど何度かに分けて行っても
よし。少し豆の形状が残っても問題なし。

5. 味 噌 が めをアルコールを 浸したキッチン
ペーパーなどで拭いて（容器のふち、蓋も丁
寧に）消毒後、底に塩を（分量外）かるく振
り入れておく。

6. この時、手でまぜる作業に入るため、指輪な
どを外し手をあらっておく。
（調理用ビニー

7.

ル手袋使用もOK）

こうじと塩を混ぜる＞さきほど戻したこうじに

塩600gを入れる。それを両手で救い上げ、す
り合わせて、全体をよく混ぜ合わせる。

を手でしっかり混ぜ合わせる。※このとき、

水分が少ないようなら種水で柔らかさを

アクが上のように出る場合は取り除く

調整する。
（通常大さじ６、７くらいで指が
すっとペーストに入るほどの硬さに。まだ硬

9.

いようなら少しずつ足して。）

混ぜ上がったら、空気を抜きながらしっか
りにぎって味噌玉をつくる。大きめのおにぎ

りのように丸め、味噌がめ容器にペタッと
投げ入れ（空気を抜くため）詰めて行く。

均等にいれて平にして空気を抜き、同様に
味噌玉を重ねて平にする工程を繰り返す。

最後まで詰めて平にしたら、そこにも塩を
ふっておく（1-2つまみ・分量外）。

10. 再びアルコールで容器の内側と縁をきれ
いに拭き取り、味噌の表面にラップをぴっ
たりと貼りつけて空気を入れないようにす
る。その上に、重石として使用する塩（米・

大豆などでも代用可)を２つにわけて袋づ
めにしたものを均一に載せて蓋を閉じる。

11. 容器に蓋をして、新聞紙などで蓋の部分を
覆い紐でしばる。そこに仕込んだ日を書い
ておく。買い物用

紙袋などを被せて
直接日光が当たら
ないように地下室

などで寝かせる。
あとは、最 低でも
6ヶ月ほど 寝か せ

れば出来上がり。※

！
頂けます
が
噌
味
いしいお
冬にはお

• ２から4月までに仕込むのがお勧めです。８ヶ月
•

後あたりが食べ頃。１、２年までが風味よく◎。

天地返しといって、３、４ヶ月で味噌を再度
取り出しまぜると風味が増すともいいますが、
必ずする必要はありません。
（通常なし）
※

• 自家製味噌づくりや材料を変えた味噌づくり

報告、その他味噌を使ったレシピなど投稿お
待ちしています！（www.japannewsclub.
com またはインスタグラムをフォローして（@
japannewsclub） #MisonoWaintheUS）
ミシガンでできる「味噌の輪」で繋がり来年
の冬の愉しみを増やしていきましょう！（JNC)
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2021年ミシガン日本語弁論大会開催
２月２０日（日）、在デトロイト日本 国
総 領 事館 主催によるミシガン日本 語 弁
論大会が今年はオンラインで行われた。
本イベントは、デトロイト日本商工会、日
米協会ミシガン南西オンタリオ、ミシガン
日本 語 教師会および国際交流 基 金も協
賛し、毎年ミシガン州で日本語を学ぶ高
校生と大学生の学習成果の発表の場とし
てイベントをサポートし開催されている。
例年であると、毎年雪の降るこの季節、
ミシガンの大学に一堂に集まり、練習を
重ねた学生参加者、その家族・友人、教
師陣で 会場が賑わうが、今年はこちらも
新 型コロナの影 響をうけ、バーチャルに
て行われた。当日はYoutubeでライブ配
信も行われた。
中川勉総領事は冒頭の挨拶において、
「多くの学生たちが日本語学習を続けて
いることは嬉しい限りで現在は大変な環
境のもとではあるが、このようにテクノロ
ジーを利用するなどして今を乗り切り日
本語学習を持続していってほしいと願っ
ている」と話し、将来的にJCMU（ミシガ
ン州立大学連合日本センター）、M EX T
スカラシップ（文部科学省国費外国人留
学生スカラシッププログラム）、JETプロ
グラム（英語教師派遣）などの制度を利
用して日本に滞在するチャンスも生かして

ほしいと学生たちにエールを送った。
大会は、高校生の部から始まった。タ
イムリミットは３分で、言 語・プレゼンテ
ーション・内容の三つの要素が評 価基準
となっている。少し緊 張をしながらの発
表だが、トピックはさまざま。
『自分の考え』『アニメは大事だと思いま
す』『私の人生に重要なこと』『プレゼン
トをあげること』『愛だけあれば』『編み
物が大好き！』『ぼくのすきなほうげん』
など、自身の考えや意見を日本語で発表
した。高校の部優勝者（総領事賞）は、
トロイのアセンズ高校のLucia Leeさん。
スピーチは「私の人生に重要なこと」。現
在コロナ禍で気づいた家族や友人の大切
さを話し、できないことが多い中だが「明
るい大空みることも、楽器をして美しい音
楽を聴くことも、走ることもできる」、それ
らの重要なことを忘れないようにしたいと
爽やかに、表情豊かに日本語で話す元気
いっぱいのスピーチだった。
続いて大学生の部にうつったが、大学
の部は、高校の部同様の評 価基 準に加
え、スピーチ後に審査員らからの質問に
その場で 答えるスタイル。大 学生となる
と、一層落ち着きがみられ 、画 面越しで
もその様子が伝わってくる。
『仏教の影響を受けられた日本』『成

第５回 JETAA オンライン
ジョブフェア2021 -Job Fair- 開催
去る1月３０日、G r e at- L a ke s -J E TAlumni-Association-主催による第5回
ジョブフェア（就職フェア）が今年は新型
コロナの影響もありオンラインにて開催さ
れた。年々規模が大きくなっており、企業
と、日本文化を理解する求職者にとても貴
重なイベントとなっている。
例年であると参加企業の代表者と求職
者がその場で交流できるジョブフェアだ
が、今回は、
「オンライン」ということもあり、
各社のプレゼンテーションや、キャリアパネ
ルにおいて、求職者たちには国内外問わず
職に関するさまざまなアドバイス、リソース
が画面を通して参加者へ届けられた。
当日の講演のスピーカーには、Hirotec
社、Pasona社、Vectorform社の代表、
また、Ikigai Connections社代表のカー
シャ・リンチ氏、Career Catalyst社のエミ
リー・フランク氏も揃い、それぞれの業界
について語り、参加者からの質問には、ゲ
ストJET（※）同窓生も回答するなどして
交流をした。教育部門、翻訳・通訳、自動
車産業など多岐にわたる業界について示
唆に富んだ質問が数多く寄せられ、スピー
カーと参加者の両方が、フェア終了後も交
流を続けるなど関心を示した。
Ikigai Connections社代表カーシャ・
リンチ氏は、
「多くの参加者の質問に詳細
に回答することができた」と話し、
「今回
のオンライン・ジョブフェアには、日本の仕
事のあらゆる側面に関する実用的なヒント
が満載だった」とイベントの成功を讃えた。
また、主催のGL J ETA A（ミシガン支
部）副会長のアリシア・スミス氏も、日本の
言語や文化に情熱を持つ多くの若者に会
えるこの機会を喜び、特に五大湖地域は、
日本コミュニティとキャリアに関しては注目
に値するエリアなので、本イベントが両国
間の友情と繁栄を促進するのに今後更に
役立つことを願っていると話した。
「このような不透明な時期にこのイベン

功への道』『是松豊三郎の夢』『大変な
時こその教訓』『世界はゲーム』『「流暢
に話 せる」とは？』『家族の中の自由』『
日本の旅行』といった、こちらも考察力が
光ったスピーチが繰り広げられた。
大 学の部 優 勝 者（ 総 領 事賞）には、
ミシガン大 学のS u n g m i n - C hoさんが
選ばれた。スピーチは、
『是松 豊 三 郎の
夢』。C hoさんは大 学でアメリカ政 治を
学んだ 際に第二次 世界大戦下で日系米
国人の強制収容の不当性を訴えたFred
Korematsu(是松豊三郎）の人生につい
て知った。正義を実現させるために孤 独
でも戦いつづけその男の一生に魅せられ
「ハマった」という表現で、日系のみなら
ず、人種・宗教・肌の色に関係なく権 利
を尊重するため人権活動家となった彼の
一生を流暢に紹介した。魅せられた理由
は「普通の人でも、こんなすごいことがで
きた」こと、
「他の人のために戦った」こ
と。現 在は、日本 語以外にも、英 語はも
ちろん、韓国語、フランス語を学んでいる

ということで、
「是松氏を手伝った人権弁
護士のようになりたい」思いがあり、現在
法学部の入学 試 験の準 備中だと審 査員
に話した。
合わせて、審査員からの「弁護士として
どうすれば具体的に、アメリカをよりよくで
きるのでしょうか？」といった少々難しい質
問にも「個人的な利益だけではなく、社会
としてどうすれば正義のある社会に変えら
れるか、を考えられるのが良い弁護士だと
思う」と、真っ直ぐに答えた姿は大変頼も
しいものだった。
審査員は皆一様に甲乙つけがたいレベ
ルだったと話した。これまでの学習の努
力を発表する学生らは皆堂々としており、
画面を通してその成果は伝わったのでは
ないだろうか。
現 在も在デトロイト日本 国 総 領 事 館
Yout ubeチャンネルにて視 聴 可能のた
め、ぜひ全ての学生の"声"を聞いていた
だきたい。
		
			
(JNC)

＜高校の部＞

＜大学の部＞

総領事賞
Lucia Lee
私の人生に重要なこと

総領事賞
Sungmin Cho
是松豊三郎の夢

金賞
Chloe Pottenger
編み物が大好き！
Brandon Sims
ぼくのすきなほうげん

金賞
Dalton Brown
成功への道
Elizabeth Marshall
「流暢に話せる」とは？

＜審査員＞
Yuki Kato (Japan Business Society of Detroit)
Keiko Otaka (JSD Women’s Club)
Andrew Gillman (Japan America Society of Michigan & SW Ontario)

www.riveroakswest.com
より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。

トを主催できて嬉しい。キャリアフェアは
参加したすべての専門家に素晴らしい機
会を提 供したこと、そして、今年できたこ
とのいくつかを将来のイベントに統合した
い」とGLJETA A会長ミーガン・ワーデン
氏は最後に話した。
「イベントからのフィー
ドバックは圧倒的に好意的で、ある参加者
からは、この種の最大のイベントであった
との言葉を頂きました」
今後も地域社会や現地企業の支援も重
要となるが、このイベントが来年度も引き
続き現地企業雇用者、求職者、学生たち
の重要な交流の場として活用されていくこ
とだろう。
来年度のジョブフェアに興味のある企業、
または本イベントへの問合せは下記まで。

五 大 湖 地 区 J E T A A : M e g a n Wo r d e n
（president@greatlakesjetaa.org）
http://www.greatlakesjetaa.org

（取材協力: JETAA: Kyle Belanger）
JETA AはJETプログラム※を通して日本
滞在を経験したメンバー達で構成される
団体で、同プログラム経験者や日本語を
学ぶ現地の学生、また日本企業就職希望
者のために、本イベントを開催して早５年
が経つ。
※JETプログラムは、
「語学指導等を行う外
国青年招致事業」(The Japan Exchange
and Teaching Programmeの略称。参加
者は日本の中学・高校に英語教師サポート
や文化交流他を目的に数年間、日本各地に
派遣される- jetprogramme.org）

● 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。

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”

（第21７回）

性 懲りもなく・・・敗者復活戦！？
３月弥生となりました。先月下旬数日にわたって全米各地を襲ったスノー・ストーム
は各地で甚大な被害をもたらしましたが、テキサス州の受けた被害は史上最悪、信じ
られない程の惨状で、今も復旧作業が続いています。TVニュースでは主に凍結と動力
源であるナチュラルガスの供給ストップによる発電施設の稼働停止、大口径給水パイ
プ・水道管破裂、漏水による一般家庭の停電、飲料水不足が連日報道されていました
が、ご存じのように同州はメキシコ湾沿岸州と並ぶ石油産業、石油化学産業の一大集
積地であり、膨大な輸出入相手国であるメキシコとも国境を接して電子産業、自動車
産業など米国の重要な基幹産業も多く抱えており、その関連の原材料、資材、部品の
そ ご
生産・輸送に齟 齬を来たし州内のみならず全米のビジネス、経済活動にも多大な影響
を与え始めています。
ある保険会社の試算では、先月末の時点で既に数百億ドル規模の被害及び経済損
失が出ているとの報道もあり、バイデン大統領が同州の緊急事態認証後現地訪問しま
したが、完全復旧までかなりの時間が掛かりそうな状況のため、まだまだ被害の数字
が大きくなりそうです。亡くなられた方、被害を受けた方々には深くお悔やみを申し上
げますとともに一日でも早い復旧を願って止みません。
スポーツの話題としては、先月上旬から中旬にかけて開催された今年最初のテニス
メジャー大会オーストラリアン・オープンの女子シングルスで大坂選手が２０１９年の初
優勝に続いて２年ぶり２度目の優勝。４回戦ではスペインのガルビン・ムグルサ選手に
１セットオールの最終第３セットで２マッチポイントを握られたのが最大のピンチでし
たが、それを冷静なプレーで凌ぎ逆転勝ち。準々決勝では誰もが嫌がる苦手タイプの
台湾のスーウェイ・シュー選手を一蹴。事実上の決勝かと見られた準決勝のセリーナ・
ウィリアムス戦や決勝のジェニファー・ブレイディー戦は重要なゲーム、重要なポイント
をしっかり取り切って見事な優勝でした。今年のハードコートの仕上がりは例年より少
し速いサーフェスでしたが、大会前にカリフォルニア州の自宅内でコーチ、トレーナーと
チーム全員で泊まり込みキャンプを張り敏捷な動きと強めに重いトップスピンを掛ける
ストロークの改善が功を奏して、従来ややフラット気味でちょっとタイミングがずれると
アウトやネットしていたストロークの安定性が増し、相手コートのエンドライン際やコー
ナーに深く押し込む打球とアングルをつけてライン際を狙う打球が上手くコントロール
できていました。相手のドロップショットに対する対応も改善されていました。精神的に
も強くなり、自分のミスに苛ついて自滅し坂道を転がり落ちるようなつまらぬ負け方は
しなくなりました。まだ改善余地も伸び代もあるので、従来苦手としているクレーコート
のフレンチオープン、芝コートのウィンブルドン大会でも適応力が増し、以前よりドロー
深くまで勝ち進めるのではないかと期待が持て楽しみです。男子シングルスでは錦織選
手他全員１回戦敗退で残念でした。車椅子部門ではリジェンドと呼ばれても不思議で
ない男子の国枝選手が準決勝で敗れ、女子の大谷選手も準決勝で、上地選手は惜し
くも決勝で敗れて残念でしたが、サーブもストロークも私より力強く正確で驚きました。
皆さん、季節が真逆の南半球で真夏の中色々と制約を受けながらのプレーお疲れ様で
した！ まだこれからハードコート、クレーコート、芝コート、そしてまたハードコートでの
戦いが続きますが、今シーズン誰も怪我・病気をせずに活躍できることを祈ります！！
ストーブリーグの移籍話とドラフトが済んだ球春間近のプロ野球では日本も米国
も全球団キャンプインし、プレシーズンゲーム（日本で言うオープン戦）が始まりまし
た。新人や移籍組はレギュラーの定位置争い、実力者はマイペースの調整に余念があ
りませんが、昨年は特別仕様の短いシーズンでしたが、今シーズンはどうなりますか？
また、パドレスに移籍したダルビッシュ投手を始め、ツインズの前田投手、エンジェルス

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

電話： 248-585-2314

ワンワールド マーケット
42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-374-0844

月～土： 10am
1 0 am - 8 p m
日： 1 1am - 7：3 0 p m

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

の二刀流大谷選手など日本選手の活躍は如何に？ ボーイズ・イン・サマーに注目です。
さて、今月号のテーマは「性懲りもなく・・・敗者復活戦！？」です。
前号で「トンネルを抜けたと思っていたら・・・」と題して記事を書きましたが、トラン
プ前大統領の２度目の弾劾裁判で無罪結審となった1月13日以後の共和党要人とト
ランプ支持グループの動きを見ているとトンネルはまだ続いているのか？別のトンネル
に入りかけているのか？と思ってしまいます。それとも、可愛い絵と含蓄のある一言が人
気のマリー・エンゲルブライトデザインの去年のカレンダーの1枚の如くトンネルの先に
明かりが見えたと思ったら実は対向軌道をこちらに向かって爆進してくる別の機関車の
前照灯だったなどと言う悲惨な話だと一大事です。
（汗）
前回大統領選の負けをいまだに認めず、陰謀と不正投票で当選を盗まれたと言い
続けているトランプですが、新大統領就任式当日の朝ホワイトハウス退去の際には尻
尾を巻いて立ち去る負け犬の体でさすがに元気がありませんでした。そのまま「去る者
は追わず」で忘れ去ればいいものを、フロリダに居を移した後もワシントンから共和党
下院マイノリティーリーダーであるケビン・マッカシーや古参上院議員であるリンジー・
グラハムが前後して『トランプ詣で』し、２０２２年の中間選挙と２０２４年の次期大
統領選挙・一般選挙に向けて共和党の上下院Wでの過半数議席奪回策を協議したと
言うよりトランプの考えと意向を伺いに行った感じで「あんたが大将」と持ち上げた結
果、元気を取り戻した様子で先月末同州オーランドで開催された保守的な政治活動
団体の世界最大の大会であるCPACの最終日に登壇し、ホワイトハウス退去後初めて
公衆の面前で演説をしました。
振り返れば２０１６年の大統領選前から当選後、就務期間中、前回選挙前・中・後
もずっと選挙キャンペーンの継続かと思わせる程自分の自慢話と公約を果たせない大
風呂敷、党内・党外を問わず自分の野望と欲求実現の妨げとなる政敵や自分を叱責・
非難する専門家や有識者、メディアを露骨に攻撃・中傷し続けてきましたが、今回の
CPACでの演説も全く変わらずキャンペーンそのものでした。なお、保守派政治家で現
在共和党の＃１である上院院内総務のミッチ・マコーネルは弾劾裁判では無罪投票し
たもののその前後に米国議会襲撃事件が起きたのはトランプの一連の過激な扇動的
スピーチが原因と非難したためCPACへの招待状さえ届かなかった由。また、襲撃事
件のあった1月６日当日に米国議会にて全州投票人投票結果でバイデン当選を最終正
式確認した議会承認手続きまではトランプの大の仲良しであったマイク・ペンス前副大
統領は招待されたが出席を断ったとのことでした。憲法や法律、ルールをきちんと守っ
て行動しても無理を押し通すトランプの意に沿えなければ、居場所がなくなり縁が切
れてお払い箱ですね。
前日、前々日は一族のドン・トランプJr.、共和党下院議員のマット・ゲーツ、上院議
員のテッド・クルーズ、前国防長官のマイク・ポンペイオなど見慣れた（見飽きた？）顔
が登壇し、露払い、太鼓持ちとして選挙応援演説の如く前回選挙に不正ありの大ウソ
を継続し、お決まりのトランプ礼賛、バイデン新政権と民主党の批判、こき下ろし。ま
た、サウスダコタ州知事のクリスティ・ノームは昨年コロナ感染リスクが大きすぎると専
門家から警鐘を鳴らされたにもかかわらずマスク未装着で全米から集合のモーターサ
イクリスト集会を許可・強行し、その結果中西部諸州を中心に感染が一気に拡大した
無責任な行動を棚上げして、コロナ対策チームのファウチ博士のコメントの一片を切り
取り、自分に都合の良いデータを基に間違っていると批判しました。コロナ関連のデー
ぺい
ざん
ひいき
タ隠蔽・改竄、ワクチン接種もエコ贔 屓して自分に都合の良い年寄の金持ちを優先し
て批判されたフロリダ州知事のロン・ディサンティスも大事な金づるであるトランプをヨ
イショしていました。
「寝た子を起こす」ではないですが、
「自分が主役」をこよなく愛し目立ちたがり屋
のトランプがこれで気分を良くして勢いを取り戻し、共和党の乗っ取りを確実にすれ
ば、新たな別政党を起こす必要もなく再来年の中間選挙では自分に忠誠を誓う自分好
みの共和党候補者のみ推薦し、上下院の過半数を確保した上で２０２４年の大統領
選に性懲りもなく再出馬する『敗者復活戦』の筋書が現実味を帯びてきそうです。もっ
とも本人は前回選挙で負けたとは認めず、勝ったのに当選を盗まれたと言い張ってい
るため、今回CPACでの演説では次回再出馬するとは明言しなかったものの『３回連
続当選』を目指すかもしれない、などとうそぶいていました。
一方では、大多数がトランプ擁護・支援で団結する共和党各州の州議員も手をこま
ねいておらず、先月末時点で実に４３州で共和党議員が今後の選挙で事前投票及び
不在者投票に関して何らかの投票制限・制約する法案を提出したとのこと。明らかに
前回選挙で大統領職や上下院議席で民主党に敗れた州の主たる敗因となった大量の
（次ページにつづく）
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事前投票、不在者投票を制限・制約して歴史的・実績的に投票日に天気が悪くても投
票所で長い列に長時間並ばされても文句を言わず現場で投票する義理堅い保守的な
共和党支持の有権者が多く共和党の候補者が有利となり当選確率が上がるようにす
る狙いが見え見えです。民主的政治を示現するために全ての有権者の投票を鼓舞し便
宜を図るべき政治家が明らかな投票妨害工作を次回選挙が来る前に立法化してしま
おうと言う企みに他なりません。本当に呆れたものです。
トランプの敗者復活を止める手段として現時点で最有力な手段は、映画『アンタッ
チャブル』でも有名な禁酒法時代のシカゴマフィアの大ボスであったアル・カポネを逮
捕・起訴・有罪に追い込んだ脱税の事実を掘り起こすことです。先月末のニュースでご
存じの通り、トランプが自分の公私両方の弁護士集団を使って全力を上げて阻止して
いた彼のビジネス及び個人の税申告書前後８年分と関係書類が最高裁のルーリング
により遂にマンハッタン地区検事の手に渡り、トランプの元個人弁護士であったマイケ
ル・コーエンが以前暴露したトランプのセックススキャンダル相手の一人であったストー
ミー・ダニエルへの支払い口止め料１３万ドルの経理・税務処理の具体的内容が明ら
かになります。個人的な口止め料をビジネス経費として経理処理していれば公私混同
の虚偽申告ですし、経費として売上げ・利益から差し引いて税申告していれば課税対
象金額から意図的に減額したことになり金額の大小にかかわらず脱税行為になりま
す。他にも疑惑を持たれているビジネス及び個人資産の過剰評価申告、粉飾決算、そ
れを抵当や計算ベースにした多額の借入金など芋づる式に悪事が白日の元に晒される
日がいつになるか？お金の流れを追って行けば、それに付随して取引関係、人間関係
も具体的に表面化しますので、隠されていた家族や友人、知人の名前も浮上するかも
しれません。小さな虚偽申告、脱税が『アリの一穴』となり、水圧・水流で少しずつ穴
が大きくなり、遂にはトランプが必死に自分を守ってきた強固な堤防が決壊し、大洪
水に巻き込まれると言うシナリオでしょうか？
トランプについては敗者復活戦ではなく、敗者が 復活しないように「敗者復活
せん！」であって欲しいものです。
（笑）
執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。
執筆者紹介
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経

済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、

【受付時間】 月・金：９am ～ ２pm

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

www.takadadentalclinic.com

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。

Family Medicine @ Domino’s Farms
《 家庭医学科医師 》

Japanese Family
Health Program

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング

■ 妊婦検
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》

■ 家庭医学 ・一般診療

■ ミシガン大学専門科への紹介

《 家庭医学科医師 》
平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

大崎 晴子 RN

■ 人間ドック健康診断

Livonia Health Center

マイク フェターズ MD

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

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

火～木：９am ～ ５pm

猪原

悦子

(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

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 ）

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。

18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506
クリントンタウンシップオフィス

PAGE 6・JAPAN NEWS CLUB・March 2021

15500 Nineteen Mile Road, Suite 330,
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
山 崎 博 循環器専門医
http://www.eastsidecardiovascular.com/
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院 循 環 器 科
インターベンション部長
循環器科
京都大学医学部循環器科臨床教授

心臓病治療の最前線

Eastside cardiovascular Medicine, PC

第157回

コロナ変異株

Roseville Office

専門医

25195 Kelly Rd
山崎 博
Roseville, MI 48066
Tel: 586-775-4594 Fax: 586-775-4506
日米両国医師免許取得。

もう少しだけコロナの話をさせてもらいます。

一つは良い話でもう一つは少し気になる話です。
良い話といえば、アメリカ全体およびミシガン州

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

気になる話は、コロナの変異 株の出現で す。コ

良いニュースは、現在米国で接種が始まったファ

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

ロナウイルスがインフルエンザなどと同じように、

イザーとモデルナのワクチンは、このB.1.1.7の予防に

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、

RNAウイルスであることから、変異株が一定の確率

も有効だと言われていることです。

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
で出現することは予想されていましたし、
現に観察
悪いニュースは、もし世界的流行が長引くようだ

で、コロナの新規 感 染者数、同死亡数、同入院 患

長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。
されていましたが、これまで観察されたほとんどの
と、その長引いている間に、また別の病原性や感染

はっきり減少傾向を示していることです。医療従事

イルスの流行がどのような経路をとって広がってい

警官や消防士、教師など、その職業上感染を予防す

のような役 割としての意 味 があるだけで、それが

かなり行き渡っており、多くの人たちがすでにワク

考えられていました。それが、少し変わってきたの

の出現の確率を減らすことができるわけで、ワクチン

給が改善するに従って、６５歳以下の人たちにもワク

Of Concern) です。現在このVOC に挙げられてい

手洗いを頻繁に行うことなど、今まで以上の努力を

係する複数の病院でも、コロナ専用病棟が次々に不

わゆる南アフリカ型）、P.1(いわゆるブラジル及び

替えが進んでいるのを見るのは、大変喜ばしいこと

察され、従来のコロナウイルスより感染性が高いと

延長され、東京、大阪をはじめ、全国で、新規感染者

ス内で従 来株に取って代わって、最も優位な株に

なっているのは喜ばしいことです。この傾向が続い

が 強いということのほかに、従 来の診断検 査キッ

とを願っています。

性があることです。実際、ThermoFisher TaqPath

者数、など、コロナの活動性を表す数値がいずれも

変異は、病毒性や感染性にはあまり影響がなく、ウ

性の高い変異株が出現してくる可能性が高いこと

者から始まって、６５歳以上のハイリスクの人たちや、

るかを研究する、いわば疫学的な研究のマーカー

ことです。

る必要の高い人たちに対するワクチン投与がすでに

ウイルスの性質そのものに影響することはないと

チンの投与を受けています。これから、ワクチンの供

が、最近の、感染性の高い変異株（VOC; Variant

チン投与が開始されるのも間近なようです。私の関

るのは、B.1.1.7（いわゆるイギリス型）、B.1.351(い

必要となり、コロナ専用病棟から、一般病棟への衣

日本型）の３種です。B.1.1.7は、最初イギリスで観

です。また海の向こうの日本でも、緊急事態宣言が

言われましたが、あれよあれよというまに、イギリ

の数が、この原稿を書いている時点で、減少傾向に

なりつつあります。この変異株の問題点は、感染性

て、一刻も早くこの世界的大流行が収まってくれるこ

トの一部をすり抜けて、偽陰性になってしまう可能

で、ワクチンの成功は、時間との戦いでもあるという

流行を早く終わらせることができるほど、変異株

の接種とともにマスクの着用、社会的距離の励行、
することで、変異株の出現を抑え、せっかく勝ち取っ

たコロナ患者の減少という成果を無駄にしないよう
にしたいものです。

COVID19 assayという検査で偽陰性になるというこ
とが、このB.1.1.7変異株の診断基準になっています

ミシガン州の(左から)検査数・新規感染数・入院者 数・志望者数 (11/23/2020 時点)

(SGTF; S-gene target failure)。この３つのうちで、ア

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

メリカで感染が確認されているのは、B.1.1.7（いわ
ゆるイギリス型）のみです。このB.1.1.7は、2021年

1月現在で、アメリカ国内で76人、全世界で15,369人

FIGURE
2. Simulated
case incidence trajectories* of
の症例数が診断されています。
現在はアメリカ国内
では少数ですが、
CDCの予測によると、2021年の5
current
SARS-CoV-2
variants and the B.1.1.7 variant,†
月までにはこの変異株が、アメリカ国内の優位株に
assuming
community
vaccination§ and initial Rt = 1.1
なるだろうと考えられています
（下図参照）。
(A) or initial Rt = 0.9 (B) for current variants — United
States, January–April 2021

Abbreviation:
Rt = time-varying reproductive number.
コロナB.1.1.7変異株の発生予想曲線

(出典： アメリカ合衆国疾病管理および予防局発行週刊誌MMWR 1月22日号)
左の曲線ではなく右の曲線になることが望ましい。そのためには、マスク、社会的距離、手洗いの励行は、ワクチン接種後も必要であることを示す。

コロナ現状 ミシガン州 (出典：ニューヨークタイムズ紙2月17日号)

Simulated case incidence trajectories* of current SARS-CoV-2 variants and the B.1.1.7 variant,† assuming community vaccination§
and initial Rt = 1.1 (A) orコロナ
initial Rt =B.1.1.7
0.9 (B) for変異株の発生予想曲線。
current variants — United States, January–April 2021

アメリカ合衆国疾病管理および予防局発行週刊誌 MMWR 1 月 22
日号
左の曲線ではなく右の曲線になることが望ましい。そのために
は、マスク、社会的距離、手洗いの励行は、ワクチン接種後も必
要であることを示す。
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クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識
Going Back to Japan Conversation
帰国する際の会話

春

休みまたは今年の夏に帰国される方、考えている方がいらっしゃると思います。さて、英語
でどのようにお友達に伝えますか？「日本に帰る」と英語で言うのはとても簡単そうですが、

実はどの単語を使うかによって意味やニュアンスが違ってきます！「日本に本帰国する」と「日本に
一時帰国する」とでは違いますよね。簡単な説明がこちらです。
日本に帰る： これは一見簡単そうなフレーズですが、使い方を注意しないと、お友達を泣かせて
しまうかもしれません。自然な言い回しは “We're going to Japan.” 「日本に行きます。
」ですが、
誤解を招かないようにしたい場合ははっきりさせる必要があります。お友達が悲しくて泣いて欲し
くないですよね。

● しばらくの間、日本に一時帰国する時
• We will visit (friends and family) in Japan. 日本の（友人や家族）を訪ねます。
• We will go to Japan. (I recommend that you say for how long: ...for 2
（どれくらいの期間滞在する予定なの
weeks, for 1 month, etc.) 日本に行きます。
か付け加えるのをお勧めします：…2 週間、1 カ月間など。）

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

例文：

• We will go back to Japan in March for 3 weeks.
3 月に 3 週間日本に戻ります。

• We are thinking of visiting Japan for a few months during the summer.
夏の数か月間、日本を訪れようかと思っています。

• We are buying souvenirs because we will visit friends and family
in Japan next month.
来月日本の友達と家族を訪ねるのでお土産を買います。

• My son can't go to the party because we will go to Japan for a
few weeks during that time.
その間数週間日本に行くので私の息子はパーティーには行けません。

会話：
A: We will go back to Japan for a few weeks from March 28th.
B: Oh, don't you need a negative corona virus test?
A: Yes, we plan to do that 2 days before. And we also have to
quarantine for a week in Japan when we get there.
B: Oh, wow!
A: 私達は 3 月 28 日から数週間日本に帰る
数週間日本に帰るのよ。
B: あら、コロナウィルス検査が陰性でないといけないのでは？
A: そうなのよ、出発の 2 日前にしようと思っているわ。それに、日本に
着いてから 1 週間自主隔離もしなければならないの。

● 本帰国

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere
★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。
3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan
(734) 930-2880

カラオケ有!!

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

B: あら、そうなの！

• We will [return / move back / go back] to Japan. 私達は日本に [ 帰国 ] ます。
例文 :
• We will go back to Japan in the summer. 私達は夏に帰国します。
• We might move to Japan in 2 years.
2 年以内に帰国するかもしれません。

• We will not register for school because our family will be
returning to Japan in spring.
私達家族は春に本帰国するので学校の入学手続きはしません。

• I will try to take the TOEIC test before I move back to Japan.
本帰国する前に TOEIC を受けようと思います。

• We're going back to Japan for good after my son graduates from
high school. 息子が高校を卒業したら本帰国します。
会話：
You
: So, we will go back to Japan next month.
Friend : What?!!!! That's so soon!
Oh, I will miss you and your children! (tears in eyes....)
You
: No, no! I mean that we will just visit Japan, just
		
for two weeks to see our family!! Don't worry!
Friend : Oh, what a relief. I thought you were moving back to Japan!
あなた：私達、来月に帰国する
帰国するつもりです。
友達 ：何だって？！！それは、早すぎでしょう！
え〜、あなたや子供達がいなくなると寂しいわ。
（目には涙）
あなた：ちがう、ちがう！ 一時帰国する
一時帰国するだけよ。ほんの２週間だけ、
家族に会 いに帰るの。心配しなくて大丈夫よ！
友達 ：あ〜よかった。日本に本帰国
本帰国しちゃうのかと、思ったわ。

3月のイベント 2021年3月1日～3月31日の間、Eメールにて無料
でご相談をお受けいたします。

Japanese Family Services, USA

当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。

www.jfsusa.com
information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375
248-946-4301

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

山蔵元郎
Motoo Yamakura

1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066
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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。

今シーズンは「ゴルフの上達」というテーマでスキルアップのヒントをご紹介してい
ます。先月号では、①再現性、②効率性、③制御性を上げるために、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を目指しましょうというお話をしました。

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。
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。

お見積りは無料です。
ご相談ください。
お問い合わせ（日本語で対応）
電話：(248) 344-0909
メール：office@suzukimyers.com
オフィス営業時間：月曜日〜金曜日 9時〜17時
ウェブサイト：www.suzukimyers.com

言葉の架け橋

1.

体の動きをなるべくシンプルにして、スイングの再現性を上げる

2.

クラブの運動量をあげて効率的に道具を使う

3.

打球の曲がりや打ち出しを物理的な法則で制御する

上の3点の中では、①が一番大事なのではないかと思います。スイングの再現性が
ショットの精度に直結するからです。そして初級・中級・上級と経験値やスキルが上が
るにつれて、どう動かすか？だけではなく、いかに止めるか、動きを抑えるか、を覚えま
す。昔からあまたある教則本、我が家にも軽く段ボール1箱分ぐらいのDVDや雑誌が
眠っていますが、近年は高速カメラやセンサーなど計測機の進化によって、誰にでも当
てはまる普遍的なスイングタイプが明らかになってきました。
その1つは身体的特徴によって変わるスイングタイプです。スイングドクターの異名
を持つマイク・アダムスの提唱するBioSwing Dynamicsによると、両腕の長さ（翼長）
と身長を測って比べた時に、身長よりも翼長のほうが長い人はトップをアップライト（
高め）のポジションに持っていくのが自然で、翼長が短い人は、フラット（低め）のポジ
ションのほうが挙げやすいそうです。
２つ目は、肩と腕が同じ傾きで動く1プレーンスイングと、肩が水平気味に回るのに
対し腕がもっと立った角度で回る2プレーンスイングです。前傾角度やボールのポジシ
ョン、フェースの向きなどスイングの仕方が明らかに変わるので、2つをミックスせずに
練習したほうがいいです。
３つ目は、運動的特徴（力の出し方）によって変わるスイングタイプです。体重シフト
による水平方向の力を使う人、体重移動は少なめで回転の力を使う人、タイガーウッズ
のように一度沈んで戻る垂直方向の力を使う人、がいます。
「地面反力」と呼ばれ、足
で踏み込む圧力を測るマットが売られるなどいま大注目されていますが、３つのタイプ
があるということが分かっているだけで、どうすれば飛距離や精度などのスキルにつな
がるかは、まだ解明されていません。

−１３２
１３２−
−

〜こんな日本語、英語にできますか〜
花に関する言い回し（3）
ミシガンはまだ「花」には程遠い日々が 続いていますが、せめて「花」を
使った言い回しで少しでも心を温めましょう。
「花を添える」は、主に女性に使われますが、
「彼女の存 在はそのパー
ティに花を添えた。」というのであれば、“Her presence gave added grace

to the party.” と言えばいいでしょう。「月に叢（むら）雲、花には嵐」は、何
事もいいことづくめではない、というニュアンスですので、英語で花を使った

表現として、 “Roses have thorns.” (バラにはとげがある) がピッタリだと
思います。さて、
「高嶺の花」は手が届かないほど高い所にある花、というこ
とから値段が高過ぎる、あるいはとても自分には望めないもののたとえに使
われますが、
「彼女は高嶺の花だ。」というのであれば、“She is out of my

league.” とか “She is as unattainable as the stars/moon).” (星／月のよ
うに届かない存在) と表現できます。

「話に花が咲く」は、“Our conversation got really animated/lively.”

がいいと思います。最後に、
「花道を飾る」と言いますが、この花道はもち
ろん歌舞伎で客席の中を突っ切った俳優の出入り口で、最後に華々しい活
躍をして惜しまれながら引退するときに使います。ですから、かなり日本特有
の表現で、英語では、“The retiring player capped his career by making

a goal in his last game.” (今度引退するあの選手は最後に点を入れたね。
花道を飾ったね。) のように、
「王冠をかぶせた」という表現をします。

上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方
は、izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。
鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。www.suzukimyers.com

Glider (水平方向)

Spinner (回転方向)

Launcher (垂直方向)

こうした身体的・運動的特徴によってスイングタイプが分かれることは、科学で実証さ
れています。翼長が短いのに無理にアップライトのスイングを練習してみたり、ポーラ・
クリーマーのように飛び跳ねながらボールを打ちたいのだけれど実は水平方向に動かな
いと振った気がしない、などなど、自分の特徴とかけ離れたタイプのスイング理論は試し
ても上手くいかない、定着しづらいかもしれません。
スキルレベル（3種類）×身体的特徴（2種類）×スイングプレーンの特徴（2種類）×
運動的特徴（3種類）＝36 。ゆえに世に出回るスイング理論があなたにマッチする確
率は、1÷36=2.7(%)です。YouTubeのゴルフ動画はぜひエンタメとして楽しんでいた
だいて、トライアル＆エラーでしっくり来るスイングタイプを探りましょう。レッスンで
はスイングタイプを探すお手伝いもさせていただいています。
次回は、なぜゴルフの上達には時間がかかるのか？カギとなる「意識」について考え

たいと思います。お楽しみに！

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。
「もっと遠くの、
狙った場所へ」をモットーに、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)
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Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆
日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。

[営業時間]

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）
まで、
ご希望日時、
メニューを簡単な英文で結構ですので、 [住所] 105 Legato Dr.
Walled Lake, MI 48390
Eメールまたはテキストで、ご連絡ください。

Noel@jasmine-salon.com
テキストメール: 248-719-0236

JasmineHairSalon.com
(料金をご覧いただけます)

サニーポイント チャイルドケアセンター
www.sunnypointe.com
(248)
347-6580
Sunny Pointe

◆
◆
◆
◆

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

19149 Fry Rd., Northville, MI 48167

Child Care Center (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)
☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

お酒を
飲めるように
なりました！

Pont

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

iac T
rail

N

Maple Rd
Sunoco

Clark

Burger
King

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

716 N Pontiac Trail.
Walled Lake, MI 48390
(Walled Lake Commons Mall 内)

( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

tue-fri: 11:30-14:30, 17:00-21:30

www.sushidenonline.com sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

ミシガン州 ノバイ市 ゲート付きコミュニティ - NOVI, MI

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

プレミアム級の内 装

ジムは毎日２4 時 間オープン

ペットにも優しい環 境です

248-946-4742

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

リゾートスタイル プール

www.HuntleyManor.com
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インタビューシリーズ

落語家 ３代目 柳家東三楼師匠
							

インタビュー

-Global Communityまだ気候も極寒の1月末のミシガン。毎年その頃盛大に行われるデトロイト日本商工会新年
会は、今年は当然一堂に会して行われることは叶わなかったものの、地元の方の初笑いの
場として、新年オンライン落語公演会として地元の方々のために開催されました。NYより、
画面を通してその初笑いを披露してくださったのが落語家の３代目柳家東三楼師匠。現在
ブルックリン在住の師匠に公演後インタビューに答えていただきました。

JNC：

日本の落語を世界のR A KUGOへ
JNC：

移住した理由は「落語を広めていきたい」ということでしたので、現在非営利
NPO全米落語協会をつくろうとしているところです。年代を超えて、落語を教
えていきたいということもあり、また、こちらの日本語教育にも落語が良いので
はないかとも言われており、言語教育に、一人でやるロールプレイの落語が効
果的ではないかということで、それらを繋げようとしているところです。それ以
外にも、
「全米５０州で落語をやる」というのも続けていきたい。現在１５州目
あたりでオンラインでやっているのですが、実際にまた公演を現地でできるよ
うになったらまた、NYから１から始める予定でいます。
「落語」という日本の伝
統芸が、英語でも“RAKUGO”で通じるようになるくらいに浸透させることが
目標です。RAKUGOになっていくその段階をみてもらいたい、という気持ちで
す。いつか「昔デトロイト日本商工会でザブちゃんのRAKUGOみたことある
ぜ」って皆さまに自慢してもらえるように成長できればと思っています。

現在コロナ禍での活動はどのような状況でしょうか。
NYでも生公演ができない状態で、１００％オンラインで、ブルックリンの自宅
に屏風をたてて工夫しながらやっている状態です。オンライン公演は、できる
だけ皆さんの笑顔が見えるように、ビデオ参加をお願いし、ライブのようにお
客様の反応をきいて、間をとりながら進めていくようにしています。

JNC：

英語で落語をする時と日本語のとき、生公演とオンライン公演、何か心構えとし
て違う点などあるのかどうかに興味があります。
日英で落語する場合の心構えの差というのはないですが、ただ若干盛り上が
り具合が違うとは感じます。アメリカ人はすぐ反応して声を出して笑ってくださ
る。日本人は奥ゆかしいのでしょうか、周りが笑ったら私も笑いはじめようか
な、というところがある印象です。オンラインと生の落語はまた違いまして、画
面の前の３０分は長く感じるかと思いますが、生ですと、３０分でも複雑なス
トーリーや人物描写ができるため、ぜひいつかデトロイトで披露したいです。

JNC：

JNC：

全米でこれまでデトロイトに実際にこられたことはありますか？

移住を決意した2018年春の段階で移住に関しての迷いや葛藤は全くありま
せんでした。今でも変わりませんし、今後もできる限りアメリカを含めて海外で
(日本以外で)生活していきたい意志に変わりありません。慣れない習慣やシス
テムに戸惑うことが多々ありますが、アメリカでの生活は私に合っていて、また
アメリカに住む方の考え方や生活スタイルは私の行動、思考様式に近いと感じ
ています。
時代の移り変わりでより多様化していますし、私自身が変化を望み、好むタイ
プですので、海外にいても、日本に住んでいても新しいことに対応し、挑戦し
ていく姿勢は変わりませんので、年齢に関係なく常に新鮮な気持ちで生きて
いこうと思っています。

落語以外にもどのような活動をしていますか。
ツイッター、FBで Tozaburo Yanagiyaとして公演の情報などを発信しなが
ら、桜ラジオでも州一回番組『３代目柳家東三楼アメリカよもやまばなし』も
担当していますのでぜひよろしければ聞いてみてください。
また、
『落語とアートの交流場』というものをB-Bridge社とタッグを組んで運
営中です。落語界で初めての試みとなるんですが、アメリカ移住をした落語家
として、コミュニティを作って落語の配信などの活動をしています。活動報告
のほか、活動を応援してもらっている方々と辛いとき「本当に大丈夫なのか」
「自分にも価値があるのか」と確認できる場にもなり大変励みになっていま
す。現在はオンラインのみでしか公演ができないので、ウェブ内の交流場で
は、このような落語活動を一人でやっていくうえで励みになるんですね。皆さ
まと交流もできて、繋がっている実感が持てる大切な場所です。今は、オン
ラインですが、みなさんと繋がり、落語をきっかけに人々が集まることができ
れば良いなと思っています。全米でファンになっていただいた方が、
「全員で
デトロイトに行こう」みたいな企画も将来できればいいなと考えています。
（『落語とアートの交流場』https://www.b-bridge.com/salon/tozaburo/）

2018年に移住されたそうですが、ある程度の年齢で渡米して新しいことを始め
ることに葛藤などありましたか。昔から海外にいく考えはあったのでしょうか。
私は日本で20年近く古典落語を中心に活動しておりましたので、日常生活で
も海外から入った言葉、単語を使うことが許されない環境でした。また落語は
日本でのみ表現し、糧にできると考えていましたので、海外移住は全く望みも
考えもありませんでした。

総領事館にはごあいさつにうかがいましたが、近未来のように感じて面白かっ
た。少し前に栄えたところ、現在栄えているところの差が共存していて魅力
的な街だと感じました。モータウンのファンでもあり、
マーヴィン・ゲイや、ジャ
クソン5はじめ、レコードもたくさん持っていましたので、モータウン博物館に
行ったところ、ちょうど休館日だったので、晴れて対面の公演を行うおりにぜひ
行ってみたいです。
JNC：

今後の展望や目標などありましたら、教えていただけますか。

記憶力等が減少する反面、判断力、理解力は成長していますので、これからも
ためら
迷わず躊躇わずに新しいことにチャレンジしていきます。

“I want to〜” に身を任せて活動し後悔なく
JNC：

これから海外で活動をされる方へ、メッセージをお願いできますか。
住み慣れた母国を離れ、海外で生活するのは想像以上に大変です。特にアメ
リカは移民の国ですが、構造的に持つ人種に関する多くの問題もあります。
しかしながら、自分の持つ夢、目標が海外でしかなし得ない、または、日本以
外で叶えやすいという場合、固定観念に囚われない国を選択し生活するのは、
多くの苦労を持ってしても希望や充実感で補ってお釣りがきます。
特に目的もなく、何となく住んでみたい、そのような動機でも良いと思います。私
はマンハッタンで降りてきた直感に従うままに移住しましたし、噺家の海外移
住は例がありませんでしたが、模索に模索を重ねて、なんとかなっています。
あれこれ始まっても、結果が出てもいないうちから心配や躊躇いを持つよりは、
誰に何を言われようが「海外に住みたい」
「活動したい」という “I want to〜”
に身を任せて活動してはいかがでしょうか。上手くいかなくても、失敗しても
「だって、やりたかったんだもん！」と思えば後悔もないように思います。
行動しないと道はできません。
一度きりの短い人生ですので、自分の思うままに進んでいくのが良いかと思います。
落語家 ３代目 柳家東三楼
2 014 年 3月真打で「柳家 東 三楼」を3代目として襲名後、
日 本 の み な ら ず 海 外 で も 活 動 を 開 始 。「 落 語 を
“ R A K U G O ”へ」という旗 印を掲げ て2 018 年アメリカに
移 住 。全 米で 落 語 を浸 透させるべく活 動を続け、現 在 米
国 で 落 語 協 会 を N P Oとして
設立する準備を進めている。
「T o z a b u r o Ya n a g i y a」
と して ツ イッ タ ー や F B 、
Yo u t u b eで 随 時 情 報 配 信 、
ま た 落 語 コ ミ ュ ニ テ ィ「 落
語 と ア ー ト の 交 流 場 」も
B-Bridge社とともに運営中。
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Standard Golf
織田貴和子

ミシガンの２月下旬は、外 はまだマイナス２０度の厳しい 寒さとそれ に調 和 する
美しい雪景 色が見渡す限り続いておりましたが、私は季 節の楽しみの一つ、お雛 飾
りを紐 解いておりました。重い家具を動 かし入 念な掃除を済ませると、最 適の場所
に晴 れのステージとなる雛 壇を組み立ててゆきます。毛 氈をかけ、ひとつひとつ 箱
を開き、調 度や人 形を取り出してゆきます。無 論 手 間のかかる、飾り終わるまで 軽
く３時 間は費 やす作 業となりますが、好きで 致しますので 幸 せこの上ないひととき
です。手に付く埃 や油 でお 飾りの 絹 やお人 形 の 御 顔 が 汚 れ ないよう頻 繁に手を洗
いながら、雛 飾りたちに話しかけながら、進めます。我 が 身と違 いちっとも年を取
らない 御人 形 たちと再 会するのは不思 議な心 持 です。我 が 家のお 雛 様 は古く、太
平 洋を色々な方角へ 航 海したものですが、どこでも絶 大な人 気を博するのは五 人
囃 子。謡、笛、小鼓、大 鼓、太 鼓 。見るからに若い十 代前半の少 年達は皆、所属 事
務所など無くも貴 族出身のスーパースター。一 途 で 変わらぬ一所 懸 命な表 情と姿に
「さあ今 年も出 番 ですよ、おきばりやす」と声をかけました。雛 飾り一 式に触 れ 興
奮する人々のリアクションと会話を楽しみながら、
「己が 外 国人」の国で「日本 文化
に対 する外 国 人 」の方々へ向け、尊 い日本の、厳しく謙 虚 で思 慮 深く、時にとてつ
もなく華 やか且つ 鍛 錬と和 合 の、長い歴 史に根 差された、広く深く、また常に変化
し続ける文化と伝 統の素 晴らしさの、ほんの一端を垣 間 見て頂く事で、直でもオン
ラインでも、驚き憧 れ 観 察し交 流 する老 若男女らと触 れ 合 い 続ける歓 び一入です。
厳 冬 期の 家の中はお花の 数こそ減りますものの、代 わりに暇そうな植 木 鉢 に私
の気まぐれで 野菜や果 物 類が 育っております。野菜 売り場で 一束１ドル前後で売っ
ているグリーンオニオン。上の緑の部 分はお料理に使った後、ひげ 根 の付いた下１
センチの白い部分を捨 てずにおき、それを植 木 鉢の土に挿 すだけ。輪 切りにされた
断 面の中心部 分 から細い 緑 のお葱 が 顔を出し少しずつ元 気に伸び てゆくので、枯
らしてしまった夏のお花の鉢は今は皆、葱 畑 。他にも例えばお正月の雑 煮 用に買っ
た三つ葉 。根 の 部 分を水に浸け 窓 際に放 置しておけば 新 芽が出ますのでそこへ少
量の土を加え、頃合を見 繕い土の入った容 器の下に穴をあけて鉢へ 移し埋めてしま
います。水を切らさぬよう心を配り、暖 かくなれ ばそれを外 へ 地 植えにし、花が 咲
き種が 散 れば、ミシガンの気候 でもどんどん増えます。汁 物に散らす三つ葉の香り
は 元 気をくれますし、野鳥にも三つ葉 の 種は人 気の 一 品 。また、身 体 が 疲 れ た時
には生レモンをたっぷり絞った炭 酸 水を頂くのですが、たまに口に飛び 込 んで 来る
種を植 木 鉢 の土に押し込 んでおきますと芽が 出 、檸 檬 の木 が 育ち始めます。現 在
３つの種から直 立に、健 康な濃い緑の葉色を湛えた檸 檬 三兄 弟が 生育中です。こ
のまま幹 を三つ 編 みに仕 立 てるなどして、独自の 果 樹 盆 栽を根 気よく育 ててゆこ
うと想いを膨らませております。食べられるものの世 話には熱 意も倍 増となります。
ひな 祭りの由 縁 には 諸 説 あり各 地 で 優 れ たならわしに 触 れ ることが 出 来ます
が、元 々は 紙を人の 形 に切り、男女を問 わず人 が それを自分 の 体 にこすりつける
ことで 悪 いものをその「ひとが た」に 移し、それを川に 流した習 慣 が 起 源と読 み
ました 。陰 暦三 月初めの巳 の日であった 上 巳（じょうし）の 節 句 が 、のちに３月３
日の 雛 祭り、女 の 子 の 誕 生を祝 い 健 や か な 成 長 を見守る 春 のお 祭りの日として
定 着し、魔よけの 色とされる赤 、魔よけの花とされる桃 が 飾られています。長く交
流 のありました 年 配 のジューイッシュアメリカンの 御 婦 人 が ある時 私 に「 桃 の 花
というのを見たことが 無い」と仰ったので、たまたまこの 季 節に業 者 から入手する
事 の出 来 た貴 重 な桃 の 花 枝 を、新 聞 紙 にくるみ 軽く１００マイルを 運 転し届け て
差し上げ たことがござ いました 。日本 の 伝 統 建 築 にお 詳しく、生け花 や日本 庭 園
の 美 を 特 に 愛 され 生 涯 研 究なさっていらした 素 敵 な方 で、私 が 遊 び 育 てる花 を
何 故 かお 気 に召されて 彼 女 のお 庭 へ 頻 繁 にお 招き下さったので、共 に 土にまみ
れて汗を流しては 、草 木や花の話を楽しみました。それ は戻らぬ日々となりました。
世界パンデミックの現状の２０２１年の雛祭りは、その根源に立ち戻り、疫病除けの
祈りに役立てたいと考えました。丁度よその州や国外に住む日本文化研究に熱心な方々
とのオンライン会合など定期でございますので、いつもとは違うお雛祭りの意義につい
ても是非ご紹介申し上げたいと考えております。私も、新種のウイルスではございません
つ
が、己に憑 いたと思われる、払いたい悪いものというのは色々あり、またそれらが普通
の印刷用紙では厚さが足らぬ気がしたものですから、とびきり頑丈で厚いボール紙を
見つけ、それもやや大きめのひとがたに切り、ごしごしと念入りに胸にこすりつけました。
けが
はら
病、穢 れ、災いといったものを祓 うための祈りをしっかり込め念じてみたものの、しか
しこの辺りはそれを流すような川は凍っていますし、ごみで汚すわけにもまいりませんの
で、考えた末、お清め塩を振って暖炉にくべ、焼くことと致しました。雛祭りミニどんど
焼き。我が家独自の風習がまたひとつ、生まれてしまいました。駄目押しついでのその
他の願い事も多く、豊作、商売繁盛、家内安全、無病息災。しかし私は子供の頃、サン
タさんに欲しいものを長いリストに書き置いた手紙の返事に「そんなに欲張るともう来
ないぞ」と今考えれば身近な大人の筆跡で書かれ、深く傷つきクリスマスを一日泣いて
過ごした記憶がありますもので、神様も過度に期待されると荷が重く、御迷惑となりま
すでしょう。黄道と、地球の赤道を延 長した線が 交わる二つの点。それらを地球から
見て太陽が通 過するような形に見える瞬間が含まれる日が春分の日と秋分の日。自然
を讃え生物を慈しみ、祖 先を敬い故人を偲ぶ日。今年の彼岸の中日は３月２０日です。

2月は雪が多くて急に気温が上がってゴルフ場にとっては最悪なパターンでし
た。どこもぐちゃぐちゃなので。シーズン中も地面がぐちょぐちょの時はプレイしな
い方がいいです。ボールが地面にねりこんでロストボール間違いなし！！！ちゃんと
ボールを見つけない限り応急処置はできないので、さらに厄介です。
ということで多 少温 かくなりましたがまだまだシーズンまでまだまだです
ね......。大分コロナの波も収まり今年のゴルフシーズンは大いに期待してもいいん
じゃないでしょうか？
ゴルフ場のお話。
ゴルフ場にはプライベートとパブリックとリゾートと３つの部類からなります。
プライベート以外はどんな有名コースでもお金さえ払えばプレイ可能です。プライ
ベートはメンバーになるかそのゲストとして来場しなければいけません。
プライベートの会費やプレイフィーは様々ですが、それなりに良いクラブだと
年間（プレイフィー抜かして）$5,000 くらいかかります。そのかわり、ゴルフ以外に
（クラブによる）テニス、インドアゴルフ、レストラン、プール、ビジネス・ルームな
どの付属施設が使用できます。$5,000が高いか安いかは人それぞれですが、施設
以外でもそこのメンバーの人たちとの出会いがあります。それが個人的な付き合い
だったり、ビジネスだったりします。なので個人的には月$500弱なのでビジネス交
際費としてはそこまで高いものではないと思っています。
ここでもう一つ良いことは、通常自分がメンバーであるクラブの系列クラブであ
ればどこでもプレイや施設を使用できます。その上、ローカルの非系列クラブでも
自分のクラブのプロを通したら99.99%プレイ可能です。
これは結構知られていないのですが、このようにして自分のネットワークを広め
る方法があります。なので法人でメンバーになっているところが多いんです。決して
バブリーなわけではございません（笑）
<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。

引越

Email: info@standardgolfclub.com

Web: www.standardgolfclub.com

海外から日本への引越、
また国内引越も
安心と信頼のクロネコヤマトにおまかせください。

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103
ROMULUS, MICHIGAN 48174

TEL: (734) 941-3240 FAX: (734) 941-8848
Email: dttoperat@yamatoamerica.com

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ
Vol.

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

03

かかりつけ医と各科の専門医のかかり方

アかかりつけ医（PCP=primary care provider）を指
メリカはかかりつけ医制度になっており、個人で

定することが保険会社によって必要とされる場合が多
いです。そのかかりつけ医を担うのが家庭医学科、一般
内科、小児科、産婦人科です。かかりつけ医は患者さん
自身の希望で指定でき、家族内でかかりつけ医が同じ
場合も違う場合もあります。女性は家庭医療科のみ、
もしくは内科か家庭医療科と産婦人科両方をかかりつ
けとする場合があります。子供は家庭医療科もしくは
18歳までは小児科をかかりつけとするのが一般的です。

アメリカは日本のように皆保険制度ではないため、
それぞれの保険の内容によって受けられるケアなどに
大きな違いが出てきます。保険の会社もプランも多種
多様で、月々の保険料や何がどこまでカバーされるか
などの内容を見て自分で選ぶのが基本です。大きく分
けるとHMOとPPOという2種類に分けられます。健康
保険制度は複雑なので、詳しくは改めて別の号で説明
します。今回は「かかりつけ医と各科の専門医のかか
り方」というテーマなので、保険のプラン別にどのよう
に受診できるかを説明していきます。
なお、ここでは「各科の専門医」という言葉を使って
いますが、家庭医学科、一般内科、小児科、産婦人科
などのかかりつけ医もその科の専門医の資格を持って
いるのですが、脳外科や耳鼻科のように特定の臓器を
専門としている科と区別するために、ここではそのよう
な呼び方をします。
まずは保険によって、HMO（Health MaintenanceO r g a n i z a t i o n）の場合はかかりつけ医が必須で、
基本的には、まずかかりつけ医に受診して必要があれば
他の専門医へかかりつけ医より紹介されます。一方、
PPO（Preferred-Provider Organization）では、
かかりつけ医がいなくても、各科の専門医に直接かか
ることができます。
どちらが良いというわけではなく、それぞれのメリッ
ト・デメリットがあり、患者さん個人が選択肢の中から
選びます。場合によっては、雇用者が用意している保険
は一種類かもしれませんが、どういう保険に入ってい
るのかは理解しておく必要があります。HMOの方が自
己負担額（月々の保険料や受診・検査ごとの自己負担）
が少なく済みますが、保険会社が指定するネットワー
ク内しか利用できない、各科の専門医を受診したい時
には紹介がないと予約すら取れないという場合もあり
ます。PPOは、各科の専門医に紹介なしで直接予約して
受診したり、ネットワーク外も利用したりすることがで
きる場合が多いですが、一般的には自己負担額も高く
なることが多いです。なお、それぞれの受診や検査ごと
の自己負担額をCo-payと言ってこれもそれぞれの保険
会社やそのプランによって決まっています。
（例えば、

「年1回の健康診断は自己負担なし」
「具合が悪い場合
などの受診なら25ドル」など。）
では、それぞれの受診の流れを説明していきます。

１．

まず、かかりつけ医を登録する。保険会社がランダム
に指定してくることもありますが、変更は可能です。そ
のかかりつけ医の設定・変更は保険会社に連絡してそ
の医療機関を一度受診していただくと登録完了となり
ます。かかりつけ医の登録のための受診をEstablish
Careと言い、予約の際にそのよう言うとスムーズです。
その後、心配なことがある時や具合が悪い時に受診し
たり、年1回の健康診断で受診したりします。そこから
すぐに各科の専門医に紹介となるわけではなく、かか
りつけ医は、いわゆるよくある疾患には精通している
ため、かかりつけ医の受診のみで解決する場合が多
いです。しかし、それでも解決しない場合や各科の専
門医の検査・治療・手術などが必要な場合は、必要に
応じて紹介するという流れになります。通常、保険の
種類に限らず、かかりつけ医の方が各科の専門医より
も予約は取りやすいですが、かかりつけ医で緊急性が
あると判断された場合は専門医の予約を優先的に入
れてくれる場合もあります。ただ、各科の専門医の継
続的な治療が必要な場合は毎回紹介が必要なわけで
はなく初回のみの紹介となり、逆にその状態が落ち着
いている場合はかかりつけ医でその継続診療を依頼
されることもあります。

２．

PPOの場合

基本的には、自分で各科の専門医に予約を取り受診
をすることができますが、PPOだからと言ってどこで
も同じではなく、安くかかれる医療グループ （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、事前に
確認が必要です。紹介がなくても各科の専門医に直
接受診できるので日本人にはこちらの方がなじみがあ
るかもしれません。ただ、各科の専門医はかかりつけ
医よりは一般的に予約が取りにくく、また患者さん自
身の判断でどの科の専門医にかかるかを判断するた
め、その科を受診しても他の科の専門医に行くように
言われたり、また複数の科をかかる必要がある場合
は煩わしくなることもあるので、PPOでもかかりつけ
医を持つと良いです。例えばかかりつけ医でそのまま
診てもらったり、何科にかかるべきか相談したり、様々
な問題をまとめてみてもらうよう相談することをお勧
めします。

最後に、それぞれの保険プランの場合の受診の例と
その対処を紹介したいと思います。

筆者プロフィール：

医師

HMOの場合

若井俊明 (わかいとしあき）

ミシガン大学医学部 家庭医学科助教授

例１． アメリカに赴 任 後、子 供 が 熱を出した。かか
りつけ医はまだなく予約もすぐには入らず、近くのアー
ジェント・ケア（urgent care）を受診し、抗生剤を処方
してもらったが、改善しなかった。医療保険のプランが
HMOのため、まずかかりつけ医を受診、鼓膜切開の必
要性を指摘され、耳鼻咽喉科へ紹介、すぐに鼓膜切開と
なった。

対処▶︎ このようなことになる前の早い段階で、医
療保険がHMOのため特に心配事がなくても、か
かりつけ医の登録のための受診（Establish Care）
と保険会社への連絡・登録確認をしておいた方が
良いでしょう。
例２． もともと心筋梗塞があり、自分の保険プランが
PPOのため自分で探して循環器医と糖尿病専門医に受
診した。循環器医から心臓の手術が必要と言われ、心
臓血管外科で手術、術後安定しているため、各専門医か
らかかりつけ医を持つように言われ、かかりつけ医で定
期的に診てもらい定期処方されている。循環器医、心臓
血管外科にはそれぞれ年に1回定期受診している。

対処▶︎ 複数の科の専門医にかかる時などは、受診
してかかりつけ医を決めておいた方が便利です。
安定している場合などはかかりつけ医で継続処方
ができる場合も多いです。また、各科の専門医もか
かりつけ医を決めておいて欲しい場合が多いです
し、救急外来など受診した後は必ずかかりつけ医
を受診するように言われます。

し ん か ぶ
例３． PPOの保険を持っており、1か月前から心
窩部痛
（みぞおち）が断続的に出ており、消化器医を受診した
ところ、胃カメラを勧められ受けた。胃カメラでは特に異
常はないが、胃炎かもしれないと胃薬を処方され内服し
たが改善せず、悪化するため最終的に救急外来（ER）を

受診したところ、狭心症と言われすぐに入院となった。

対処▶︎ PPOのため、かかりつけ医の登録の必要性
は保険上はありませんが、かかりつけ医は各臓器
ではなく全体を把握するため、
「胃が痛い」＝「胃
の疾患」とも限らず、
「心窩部が痛くても胃だけで
なく心臓からかもしれない」などのように考えま
す。従って、PPOであっても緊急時以外はまずはか
かりつけ医に相談する良いでしょう。

保険のプランによって細かくは異なりますが、概要
は以上のようになります。このような複雑な医療シス
テムである以上、どちらのプランであっても、また特
に健康上の心配がなくても、かかりつけ医を受診し決
めておいた方が良いです。そうすることで、電話やビ
デオ診療で相談でき、不必要な救急外来受診やアー
ジェントケア受診を減らすことができます。

弘前大学医学部卒業後、手稲渓仁会病院内科研修修了、University

of

Pittsburgh

Medical Center Shadyside 家庭医療研修修了後より静岡家庭医養成プログラム指

導医、健康会おおあさクリニック院長、2017年よりミシガン大学日本家庭健康プログラ
ムで診療。現在、ミシガン大学家庭医療科リボニアヘルスセンターの外来で幅広い診療
を行っている。

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。 h t t p s : //m e d i c i n e . u m i c h . e d u /d e p t / j a p a n e s e - f a m i l y - h e a l t h - p r o g r a m
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求人

CLASSIFIED ADS.
サービス

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

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

www.linguascience.com/ja/licenses

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

smochizuki@yamatoamerica.com
.......................................................................

団体・グループ
■ 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

ヘアスタイリスト

Orchard Lake Rd 沿いより

Seoul Unisex Hair Salon (マリア) ノバイに移転！
♢ 日本のスタイルで、
子供から大人、家族皆様のヘアカット
♢ 写真をお持ちくだされば どんなヘアスタイルも可能

............................................................................................
■ 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
...........................................................................................
■ 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

プロビデンス産婦人科

♢ 女性・男性 トータルヘア
（各種パーマ・毛染め）
のサービス提供

日本のヘアスタイル・日本人のお客様の髪はお任せください
お得な価格で承っています（日本人顧客多数経験あり）

□ 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）

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

日本語での診療介助有り

N.
Novi Rd
10 Mile Rd

サインはYoko's Hair Studio

・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始
電話番号： 248-465-4508（日本語専用） 248-465-4040（英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

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

□ 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。

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

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn

クラシファイド広告の掲載について

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

■デトロイト武道塾

サービス内容 ・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー

♢ デジタルパーマ、
マジックストレートパーマ

< Hour >
24263 Novi Rd. Novi, MI 48375
火曜-土曜 : 9:00am ~ 8:00pm ご予約は お電話で Maria (マリア）
まで
日曜 :
10:00am ~ 7:00pm
月曜定休
248-773-2281

同好会（コーラス・ブリッジ）や乳幼児サーク
ル、日本文化紹介ボランティア活動等に参加
して、ミシガン生活を充実させましょう！
ht tp://w w w.jsdwomensclub.org/

クラス・稽古

□ 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

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。

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

Novi, MI 48374
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ブリューワリー

規制が緩和され、ブリューワリーを訪ねて
州知事によるレストラン・バーでの室内飲
食の規制が緩和された。早速その様子をう
かがってみた。
2月中旬に入った途端、北極の寒気団が入
り込み、連日一桁台の寒さとなった。大雪に
も見舞われ、ミシガンの冬はやはり来た、と
いう感じだった。その中で、店内での飲食規
制が、全客席数の25％まで可能となった。
室内での飲食が規制されていた時に、多
くのブリューワリーが提供したのはデリバ
リーと野外のテント。
「グリーンハウス、と呼
ぶのが本当だが、中に入って飲食をするか
らイグルーと呼ぶようになった」、とあるブ
リューワリーのマネージャーは言った。テン
ト自体は今までもあったが、こんなに多くの
店が使い始めたのもこのコロナ禍の産物。
イグルーで早速食事でもと行ってみたが、あ
いにくイグルーは5：45ｐｍが最終オーダー
だった。頼んでイグルーの中に入らせても

(左）
ライトアップされて幻想的なイグルー

らった。入口のジップを開閉して中に入ると
きは、長身の人はやや頭がつっかえないよう
にしなければいけないが、入って着席すると
天井は気にならない。中は長机1台が入って
少し余裕のある大きさ。小さめのポータブル
のヒーター一つ。どうして夜はやっていない
のかと尋ねたところ、
「陽が沈んだら、もう寒
くて大変だから」と。その寒さを体験してみ
たかったが、残念。帰りがけの利用者に聞い
てみると「なかなか良かったよ」と家族連れ
の父親は話してくれた。パティオに設置され
たイグルーは夜はライトアップされて幻想的
な風景だ。
さて、久しぶりに室内での飲食を楽しむ
人たちの様子はどうだろうか、とフロアー
へ。ミシガン州でもブリューワリーのラン
キングの最高位、と自負するBrown Iron
Brewery (Washington TWP)。かつてフロ
アーを埋め尽くしていたテーブルはソーシャ

			

Brown Iron Brewery - Washington Twp.
文＆写真

ルディスタンスを取っていた。25％というの
はこのような一種のspacious、空間の広が
りを感じさせるものなのか、と思えた。しか
し、3か月のブランクはサーバーたちを生き
生きとさせていたように思えた。両手に大
きなトレーいっぱいのAmerican Favorite、
ハンバーガーやフライのディッシュを持ち、
巧みにテーブルまで運ぶ。笑顔を見せて差
し出す。この何気ない動きが、自分の家で
団欒をとるのとは違うその場にいる楽しみ
の一つなのだ。
ソーシャルディスタンスがとられたフロ
アーはやや寂しかった。サーバーに聞いて
みた。
「2月はコロナでなくてもこんな感
じよ。2月って、みんなクリスマスでお金を
使っているし、寒くて出たがらないし」と
言いつつ、
「以前やっていた毎週火曜日の
ゲストビールのプロモーションはまた始め
たわ」と、Brown Ironは規制緩和に元の

by ヤマトノオロチ

(左）Jゲスト・タップ Speciation BC のサワービール
(右上）
ジップを開いて入る
(右下）
フロアー内の様子

通りのビジネスを狙う。一方、先月紹介した
Livernois Project (Ferndale)のように「また
知事の命令がどうなるかわからないので、従
業員の雇用を確保しながら、3月下旬の屋内
飲食の再開を目指す」という動きもある。
Brown Ironの週ごとのプロモーションビー
ル、Speciation （これもミシガンの比較的新
しいブリューワリーでスーパーなどでは入手
できない）のサワービールを楽しんでみた。
酸味の中にバニラとシナモンの風味がじっく
りと舌に残った。チョイスの幅があるのは楽
しみなことだと実感した。

(右）Brown Iron Brewery

ANN ARBOR’S NEW STANDARD
FOR LUXURY APARTMENT LIVING

Brown Iron Brewery
57695 Van Dyke Ave, Washington, MI 48094
(586) 697-3300
https://browniron.com

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.

PREMIUM FINISHES, ATTACHED GARAGES,
CLUB-LEVEL AMENITIES, A DYNAMIC LOCATION
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コミュニティー情 報

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

コービー・ラーニング・グループ

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。

“St. Patrick’s Day Campaign!”

平日お忙しい方のために、

新規受講の方には登録月受講料を
10％割引もしくは入学金を20ドルに割引！
在校生にはクラスの追加で該当月受講料を10％割引！！

土曜日も診察しております。

診察曜日： 金・土
住所：

21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375

ご予約お待ちしております。

Koby Learning Group

24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375
Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

電話：

(248) 767 - 7117

ご予約は日本語で承ります。

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3月 無料養成クラス開催中

住宅探しのスペシャリスト
New Trend

Zen Chen

クラス：2021年 3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

38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331
Office: 248-553-5050

(ゼン チェン)
Relocation Specialist
* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

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

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。


デルタ航空、

10:00am〜8:00pm

時間：

☆無料でのクラス受講相談、
レベルチェックテスト
および体験クラス(個人クラスの体験は有料)
を随時受け付けております。

4 月からデトロイト‐名古屋便を再開
年月日

デルタ航空、月からデトロイト‐名古屋便を再開
デルタ航空は、
2021 年 4 月 2 日
（金）
より、
デトロイト空港
（DTW）
発
中部国際空港
（NGO）
行きの便を再開します。
運航頻度は週 1 便で、
機材は、
デルタ航空は、年月日（金）より、デトロイト空港（'7:）発中部国際空港（1*2）行きの
デルタ・ワン、
デルタ・コンフォートプラス、
メインキャビンの3クラスを設置し
便を再開します。運航頻度は週便で、機材は、デルタ・ワン、デルタ・コンフォートプラス、メインキャビンのク
たエアバス A330-200 型機を使用します。
デルタ航空では現在、
羽田からデ
ラスを設置したエアバス$型機を使用します。デルタ航空では現在、羽田からデトロイト、アトランタ、
トロイト、
アトランタ、
シアトル行きの便を運航していますが、
名古屋からデト
シアトル行きの便を運航していますが、名古屋からデトロイト直行便の再開により、米国内およびカナダ・中南米
ロイト直行便の再開により、
米国内およびカナダ・中南米へのの乗り継ぎの
へのの乗り継ぎの利便性が高まります。
利便性が高まります。

デトロイト-名古屋便の運航スケジュールは以下のとおりです。

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。

ミシガン会 2021 年度

会員募集

デトロイト名古屋便の運航スケジュールは以下のとおりです。
便名

出発

到着

運航日

機材

ミシガン会は、⽇本⼈を中⼼とした会員で結成され、ゴルフを純粋に楽しみなが

'/

デトロイトSP発

名古屋翌日SP着

金曜日

$

ら会員同⼠の親睦を深めるミシガン伝統のゴルフリーグです。

'/

名古屋 SP発

デトロイト同日SP着

日曜日

$

ミシガン会では、2021 年度の会員を募集しております。⾶ばし屋さん、ゴルフ

※名古屋発の初便は、月 日（日）に出発します。
運航スケジュールは、
新型コロナウイルスの感染拡大状況、
旅行需要および政府の渡航規制に
運航スケジュールは、新型コロナウイルスの感染拡大状況、旅行需要および政府の渡航規制により変更される

可能性があります。

より変更される可能性があります。



デルタ航空日本語ニュースサイト：http://news.delta.com/japanese/news

デルタ航空日本支社長の大隅ヴィクターは、次のようにのべています。「名古屋デトロイト便の再開により、日米
二つの自動車産業都市を再びつなぐことになります。中部国際空港のご支援により、この路線は年以上「モ
ータウン・エクスプレス」として親しまれてきました。デルタ航空は何層もの安全対策を実施し、安全で清潔で快適

日本語を話す内科医

なフライトの提供に努めて参ります。」


デルタ航空は、「デルタ・ケアスタンダード」を通じて、安全な旅行体験を提供するために以上の保護対策を

を楽しみたい⽅、ゴルフ仲間を探しておられる⽅も是⾮ご⼊会下さい︕
＜2021 年度スケジュール＞
4/25(Sun) 5/16(Sun) 6/6(Sun)
7/18(Sun) 8/15(Sun) 9/5(Sun) 10/3(Sun)
＊ ミシガン会は⽉ 1 回、⽇曜⽇の午後開催です︕
＊ 毎回のコンペ参加申し込み締切りは１０⽇間前の⽊曜⽇

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
るよう、米国の航空会社で唯一、中央席のブロックを月日まで延長することを決定しました。

＜開催会場＞ Golden Fox Golf Club



＜申し込み先＞ ミシガン会 Website 参照の上、申し込み願います。

実施しています。これには、頻繁に触れる表面の定期的な消毒、機内で使用している工業グレードの+(3$フィ
ルターを、メーカー推奨の倍の頻度で交換することなどが含まれます。また、お客様に安心してご利用いただけ

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。

デルタ航空では、安全性と清潔さへの投資を増やす一方で、機内エンターテイメントを刷新し以上の新し
いオプションを導入したり、年内に高速:L)Lを機内に導入する計画を発表するなど、顧客エクスペリエンスへの
投資を続けています。

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）
デルタ航空太平洋地区広報部岡田弘子
オークランド大学生理学教授
※移転のため、電話番号が変わりました。
臨床修習 Henry Ford Hospital, William Beaumont Hospital
＜報道関係者からのお問合せ＞

電話

Dr. Moon J. Pak 248-656-0177

HPDLOKLURNRRNDGD#GHOWDFRP

日本語ニュースサイト：KWWSQHZVGHOWDFRPMDSDQHVHQHZV

811 Oakwood, Suite 201, Rochester, MI 48307

http://www.foxhills.com/golden-fox.html

http://www.michigan-kai.com
＜協賛企業様＞ミシガン会の活動にご賛同頂ける協賛企業様も⼤募集中です。
（領収書も発⾏可能です）
ご質問等はお気軽にどうぞ。
⼩⼭: akio.koyama27@gmai.com
⾼⽥: takada@kyosha.com

ミシガン会 会⻑ ⼩⼭
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ノバイ ファミリー歯科医院

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

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.

メイ・ウェイ（Mei Wei）Associate Broker
20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。

いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。
TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com
ドクターと日本 人スタッフ

Sanpei
Main St

●

★日本の生ビールあります！★
(アサヒ・キリン・サッポロ）

Ann Arbor Road
Joy Road

Morton Taylor Road

伝統の味とサービスをお届けします

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。

10 Mile Rd.

Sanpei

Grand

96

696

River A
ve.

★

Haggerty Rd.

●

●

＊ナショナルホリデーのみ閉店

Tel: (734)

●

Bashian

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

大人と子どものための家庭歯科医

Meadowbrook Rd.

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

Novi Rd.

Real Estate Services

275

月～ 木
金
土

受付時間

8 Mile Rd.
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

8a m ~ 8p m
8a m ~ 5 p m
8a m ~ 1 p m

（夏期 8am-12pm)

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375
(248)
(248)442-0400
442-0400 日本語ライン (248) 471-3321

w w w.n o v i d e n t i s t s .c o m

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

クラブハウスはじめ、
暖炉のある屋外パティオ、
プール、スパ、

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

天井高は9フィート、グラニトのカウンタートップ、洗濯機

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

VOTED BEST IN CLASS!

2台用アタッチ式ガレージ付

リゾートスタイル温水プール
ラナイ付き スパ

ジムは毎日 24 時間オープン

248-432-1996

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

www.RentShearWater.com

ミシガン州 コマース タウンシップ

