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　本イベントは、去る３月１１日午後７時、
日本時間では１２日の午前９時に英語通
訳も通してオンラインにて行われた。日本
で女性の立場・権利を向上する活動を行
う３名の女性パネリストが参加。イベント
の企画者でありモデレーターを務めたの
は、ミシガン大学社会福祉学大学院教授
の吉浜美恵子教授で、2011年、東日本
大震災女性支援ネットワークを共同設立
し、フォトボイス展※（記事末尾）活動な
ども続けられている。はじめに、震災の犠
牲となられた方々へ追悼のことばが述べ
られ、参加者一同黙祷を捧げた。

　日本のジェンダーギャップ（格差）の問
題が国際的にも浮き彫りとなるような事態
となっている昨今、災害時には、その既存
の格差が更に拡大し、社会的に弱い立場
にある人々に大きな影響を与えるという。
この日、災害が女性に及ぼす影響、日本
社会の構造が災害時に女性を危機に追
い込むプロセスや、必要な対策について
解説し、どのように社会の無関心や既存
の価値観を切り崩し、変化を生み出して
きたか、運動の苦心や成果について話し
合った。
　世界経済フォーラム（W EF）が発表

するジェンダーギャップ指数は、世界各
国の男女格差を測りランキングにしたも
ので、東日本大震災が発生した2011年
は、日本は135か国中98位、そしてその
十年目に差し掛かる2020年も153か国
中121位という先進国としてはなんとも
不名誉な数字が紹介される。吉浜教授
は、「社会には、格差（disparity）があ
る。格差は個人的な違いではなく、社
会で作られ、また災害時に増幅する」と
し、経済大国日本において、ジェンダー
に基づく格差は深刻であると話した。
このジェンダーギャップ指数は「健康・
経済・政治・教育」４つの分野で構成さ
れ、その平等性を測ったもので、特に、
日本の女性の政治参画については144
位でワースト１０、また、相対的貧困率も
高く、特にひとり親家庭は相対的貧困率
は５０％以上でOECD（経済協力開発
機構）33か国中、最悪であると解説。災

害大国日本は防災に力を入れてきたが、
社会的に弱い立場にある女性への支援は
遅れをとっており、災害時の女性への暴
力も封印されてきたなか、パネリスト３名
はそんな状況を打破すべく声を上げ、奔
走し、社会の認識を変える活動を続けて
きた。
　最初のパネリストは、「認定NPO法人
ウィメンズネット・こうべ」代表理事の正
井禮子さん。１９９５年、阪神淡路大震
災後、災害時の女性への暴力について声
を上げ、その後も「女性と災害」に関する
活動を続けるその道の第一人者。2007年
に日本初の試みである「『災害と女性』
情報ネットワーク」を立ち上げ、2011年に
「東日本大震災女性支援ネットワーク」
を設立、女性支援を続ける。
「昔からの大家族のように手伝いあって
暮らしている」という聞こえの良い避難所
や仮設住宅の話は、実際足を運び集め
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●夏期キンダーガーテン準備クラス      
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Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375  

 

基礎英語力の習得に重点を置いた集中 ESL クラス。サイエンス・
クラフトの時間も♪現地校で必要なスキル、話す・聞く・読む・書くを
学びます。10日目にはキャンプでの成果を各自披露する 
プレゼンテーションを行います。 
午前中と午後のプログラムを組み合わせての一日講習も出来ま
す。 

ESL夏期講習五期に渡り開講                  
１期:6/14(月)-6/25(金)       
2期: 7/5(月)-7/16(金)                
3期:7/19(月)-7/30(月)     
4期:8/2(月)-8/13(金)                         

5期: 8/16(月)-8/27(金) 

 

 
☆早割り‼☆         

5/31 までにお申込みで
＄10割引！ 

*各プログラムで教材費 7㌦が別途掛かります。 

 

 
  

 

月〜金 9:05am-12:00pmもしくは 12:30-3:30pm 

 

 
  

 

キンダーガーテン入学準備を目的にした、4才から 5才児対象のクラ
ス。英語での歌、遊び言語を学ぶ事で指示に従う練習をします。 
（時間中、保護者の方は敷地内に留まって頂く事をお願いします。） 

一日講習(午前午後) 

 

 
  

 

＊週 3，週 4日での参加は＄35/半日、$65/一日で可能です。 

 

 
  

 

各期 10日間＄320/期*    ＄624/期
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　東日本大震災から１０年にあたる今年、当地でもオンラインの
形態ではあるが、この１０年を振り返る震災関連のイベントが行
われた。中でも、３月８日の国際女性デーも近く、災害と女性の
視点から切り込んだミシガン大学日本センター主催の標題イベン
トについてレポートする。　            　　　（JNC)
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 写真は「3.11から10年～フォトボイス展」ウェブサイトより　ー https://photovoiceprojectjapan.zenfolio.com/f874161545  にて公開中。

　東日本大震災から１０年にあたる今年、当地でもオンラインの
形態ではあるが、この１０年を振り返る震災関連のイベントが行
われた。中でも、３月８日の国際女性デーも近く、災害と女性の
視点から切り込んだミシガン大学日本センター主催の標題イベン
トについてレポートする。　            　　　（JNC)
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た生の声からは、かけ離れる。「安心して
服も着替えられない」「男女区別ないトイ
レと夜間使用の恐怖感」。外に出にくい
問題が実は山積みであること、また、その
ような状況を逆手に取ったドメスティック
バイオレンス（DV)や性被害などの状況
が明らかとなる。ただ、そのような声は、
理解を得られず、バッシングまでうける結
果となり一旦は口をつぐんだという。しか
し、スマトラ沖地震時、アジア諸国の女
性人権ネットワークでは、すぐに実態調査
を行い、被災地の性暴力は重要課題であ
ることを世界へ発信。その迅速で勇気あ
る行動に、阪神淡路を女性の視点から
再検証しようと再び活動し始めたのだと
話す。

災害防災復興に女性の参画が重要

「女性はケアする役割でケアする対象で
はない」といった風潮があり、防災フォー
ラムなどでは、女性リーダーが極端に少
なく、女性たちが困難を話す場がなかっ
た。災害時には、災害後女性に対する暴
力が増えるのを予測するべきで、災害時
の女性への対応策として窓口の設置、住
宅提供、経済的支援も必要であるとし、
仮説住宅の運営が男性主体であるなか、
正井さんらは、直接聞いたことを記録する
などして生の声を集めた。
　東日本大震災時には、暴力防止のため
に警察が動き、避難所運営に女性の視
点を入れるように内閣府が通達したりと、
阪神淡路大震災時にはなかった新しい取
り組みが見られた。しかし、一方でプライ
バシー確保の不十分さ、女性のニーズへ
の理解不足、復興会議への女性の参画
が少ないことは、その後１６年ほとんど変
わっていない状況であった。しかし、この
活動を続けるなか、メディアに取り上げら
れるまでになり、諦めずに声を挙げ続け
たことで誰かに声が届いたと実感したとこ
れまでを振り返った。「防災は日常から始
まります。国の報告によれば内閣府は、
避難所運営に女性の配慮を求める通達
を出したが、それを認知していた自治体
は1/4、それを現場に実施するよう伝えた
自治体はたった4.5％だった。社会のしく
みをつくる意思決定に女性の関わりが少

なすぎる。そのような社会を変えたい」と
話した。
　次のパネリスト「NPO法人ウィメンズ
スペースふくしま」 元代表理事の苅米照
子さんは、福島県最大の避難所となった
ビッグパレットで「女性専用スペース」の
運営に関わり、内閣府主催の「東日本大
震災による女性の悩み・暴力相談事業」
で電話相談や面接相談サポート、現在も
継続している。福島の女性の状況につい
て、そしてジェンダーの視点に基づいた
防災、災害支援復興の必要性について
話した。
　苅米さん自身も震災直前の２月に生ま
れた孫を避難させた過去をもつ。「女性
は家族、子供の健康を守ることに敏感に
なるが、自分の意見を言えない」「絆が大
事、みんな一緒」のような声に意義を唱え
ることができなかったと言う声もあり、相
談件数は、2012年度は2000件を越え、
現在も毎年1000件の相談を受ける。「問
題を共有し、相談者が本来持つ力を引き
出せるよう共に考えることを重視、対等
性を保ち、自己尊重感を高め、ジェンター
の視点をもつことが問題解決に重要」と
し、震災前より住みやすく、男女平等でだ
れもが安心して暮らせる福島県の構築を
目指す。2012年からは「ママ友サロン」を
開催。自分のための時間をもてるよう託児
を設けて、「自分を大切な存在として受け
入れる」ことがジェンダー教育の種まきで
あることを信じていると話し、「平時から
男女共同参画、ジェンダー視点の普及が
必要」と強調した。
　苅米さんによると、福島県から県内
外に避 難した人 数は２０１２年５月で
１６万４８６５人、そして２０２１年２月で
も、まだ合計３万６１９２人が避難してい
る状態という。日々の暮らしを営む人々の
心の復興があってこそで、「だれかの犠
牲の上にある復興では、人の気持ちは癒
されない」と締めた。

意見表明を自由にできる環境を
　３人目のパネリスト、「NPO法人ハー
ティ仙台」代表理事の八幡悦子さんも、
DVシェルターや多くの支援プログラムを
運営しながら、東日本大震災の被害を受

けた女性達をサポートする草の根活動を
展開している。「根深い性役割のすりこ
み」について話す。個人である前に一家の
嫁であることや、女性が引き継げない漁
業・農業権をはじめとするさまざまな男性
優位の決まり事などに言及。避難所での
活動を通して得た必要対策項目をあげ、
着替室のしきり、女性だけの区画を避難
所マニュアルとして掲示する、セクシュア
ルマイノリティの方の男女別以外にも多
目的トイレの設置なども重要と話した。
また、ハーティ仙台では、支援物資を女
性が集め、女性に直接に届ける活動を行
い、結果女性の自尊感情が高まったとも
話す。重要なのは、意見表明を自由にで
きる環境をつくること、無料ホットライン
の設置と広報など、災害時のマニュアルと
なる具体的な項目を挙げた。震災後行政
との連携で実施している女性のための相
談はますます需要が増えていて、普段か
らの男女平等意識の啓発が必要であると
話した。また、フォトボイス・プロジェクト
も女性の本音を引き出すうえで効果的だ
という。プロジェクト参加者の権利や被写
体のプライバシーを尊重する取り組みが
被災地の女性の人権教育となった上、グ
リーフワーク（喪失の痛みに向き合い受け
とめていく作業））としての効果もあった
と紹介した。

ジェンダー教育の重要性
　一様に声をそろえて話したことは、やは
り女性の災害リーダー育成の必要性、ま
たそれを男女ともに学ぶことが重要であ
り、日常的に男女平等の啓発が基本とい
うことだった。
「変わらない部分があり、やめるわけには
いかない」「現場をもっているから」「支

援した女性が元気になっていく姿が素晴
らしい」これらの気持ちをモチベーション
として奔走する３人は、現在の日本に必
要なものは、「ジェンダー教育（男女平等
教育）」と繰り返す。「あなたも大事、私も
大事」という平等の概念は人権教育へと
通じる、と苅米さん。八幡さんは、「次世
代の若者に会うと話が通じると実感し、
絶望しない。次の世代の主役だと希望を
感じる」と話した。
　また、今回のイベントは大学関係者の
参加が多いことから、３名は現場に足を
運び実務経験を積むこと、そして、法学
部の学生や関係者にジェンダー法学を必
須にし日本にも浸透すべき、などと提案
した。
　質疑応答では、現在の新型コロナの
パンデミック下と災害時の違いについて
聞かれた質問に、正井さんは「２６年前
の阪神淡路と同じ状況。パンデミック下
DV相談件数も1.5倍。働く女性が大量に
解雇されているのも現状。去年の１０月
で、女性の自殺は前年度の82.6％の大幅
増加。40代の自殺が前年度の２倍となっ
ている」と話し、非正規雇用が増えてい
て、労働問題と貧困問題もつながってい
ると指摘した。また、内閣府男女共同参
画局主催の「DV相談＋（プラス）」という
24時間対応の相談窓口を4月にオープン
したが、あふれるような相談がくると八幡
さんは話す。「アクセスしやすい入り口を
つくると実情が見えてくることがわかり、ま
だまだこのように広報が大切だ」

　震災から１０年、この機会にまた振り
返り、学び、伝えていく、その大切さを改
めて感じることのできたイベントであっ
た。こちらはミシガン大学CJSのYoutube
チャンネルにて公開中。 
   

3.11から10年～フォトボイス展　公開中 
東日本大震災で被災した女性たちが、多様な視点で撮影した写真と声（メッセー
ジ）を通して、被災の経験や災害の影響を記録・発信するとともに防災・減災、復
興のありかたを提案をするフォトボイス（PhotoVoice）プロジェクトの展示を、2021
年3月11日下記リンク先にオープン。

https://photovoiceprojectjapan.zenfolio.com/
プロジェクトのウェブサイトは http://photovoice.jp/

https://nipponexpressusa.com/
https://photovoiceprojectjapan.zenfolio.com/
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より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から  
     午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室
● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器 
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
  もちろん 水道、ガス、電気、 食器、
  さらに 寝具、 ケーブルTV付で即入居可能。

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

　3月20日（日）デトロイトりんご会補習
授業校で午前中は幼稚園部の卒園式と、
午後は第48回卒業証書授与式が今年は
オンライン・対面の両形式にて、ノバイメド
ウズ小学校の体育館にて挙行された。
　昨年は、新型コロナウイルス感染拡大
の影響により急遽中止となった同式だが、
家から安全に式に参加する生徒と、当日
マスクをして距離を保ちながら参加する
生徒とその保護者（一名のみ入館可）と、
学校運営側も細心の注意を払い準備をす
すめ、午前は幼稚園、午後は小中高学年
の卒園・卒業式がかたちとなった。
　今年度行われたすべての授業がオンラ
インとなった生徒たちは、最初で最後のク
ラスメイトとの対面となった。現時点では、
次年度は5月より対面とオンラインのハイブ

リッド形式の授業が始まる予定となっている
が、皆が顔を合わせて賑やかな学校生活が
戻る日が来ることを願うばかり。
　当日は卒業生一人ひとりの名前が読み上
げられると、対面・オンラインにかかわらず
皆大きな声で返事をし、対面参加をした生
徒たちは卒業証書を恭しく受け取る姿に教
師、保護者たちは成長を感じたことだろう。
　この日、早期日本帰国された井口豪校長
は、日本からオンラインで臨席。小中高校生
の卒業式では、「コロナ禍で各自が成長で
きたプラスの面を振り返ることも重要」と話
し、未来へ羽ばたく７１名に「あなたにはい
つまでも忘れられない景色は残っています
か？」と問いかけた。浮かんだ景色にはその
画だけでなく、空気感も思い浮かぶのでは
ないか。ある学校ではバーチャルリアリティ

はばたけ、りんご会補習校卒園・卒業生！はばたけ、りんご会補習校卒園・卒業生！
 今年は  今年は 対面＆オンライン両形式で挙行対面＆オンライン両形式で挙行

笑顔いっぱい！ 第４回 ひのきカップ　笑顔いっぱい！ 第４回 ひのきカップ　    日英バイリンガルクイズ大会 オンラインで開催日英バイリンガルクイズ大会 オンラインで開催
　３月２８日、ひのきバイリンガル教育振
興財団主催による「ひのきカップ：日英バイ
リンガルクイズ大会」が開催された。同財団
は、ミシガン州に設立された501（c）（3）非
営利団体で、学生の日英バイリンガルおよび
バイカルチュラル教育向上の推進を図る。
　昨年はミシガン大学にて行われた本大会
は、今年はオンライン形式で自宅から安全
に互いの言語スキルを楽しく競い合った。こ
の日はデトロイトとミシガン南東部の異なる
20の小・中・高校（3年〜9年生）より４０名
の学生が参加。
　本大会で特筆すべき点はそのルール。初
級から上級のさまざまなレベル参加者が8
つのチームに分かれ、誰もが同回数の質問
に答えてポイントを獲得、皆がチームの成功
に等しく貢献できるという。それぞれ順番に
自身で難易度を選んでクイズに回答する。
　各チームとも、チームスピリットを競う応
援のことばも事前に準備。画面越しだが、声
を合わせたチームの熱意あるアピールが伝
わる。クイズが始まると皆真剣な面持ちで、
闘志を燃やす姿が微笑ましくもあり頼もしく
も感じられる。決勝へ勝ち進んだのは、チー
ム黄とチーム赤。最後は同点引き分けとな
り、リーダーによるタイブレイクの末、チーム
赤が勝利の栄冠を手に入れた。
「ヒノキ杯の目的は、第二言語の習得へ
『ワクワク』感を持ってもらうこと」と話すの

は、同財団の理事
長アンドリュー・
ギルマン氏。「初
めてのオンライン
大会で多くの課題
が立ちはだかった
が、関係者、ボラン
ティア、チームリー
ダー、参加者の皆
さまのおかげで技
術面・運営に関わ
る問題を解決しイ

で京都の寺を回ったと聞いたが、境内に満
ちる線香の香りは感じられない。コロナが
収束した暁には、五感を使った本物に触れ
る機会も忘れないでほしい、と話した。
　続いて、来賓として在デトロイト日本国
総領事館中川勉総領事がスクリーン越し
に祝辞を述べた。コロナ禍で培った予期
せぬ事態への対応力をもった卒業生へ、
「どんな困難な状況下もでも、支えてくれ
る方に感謝し、失敗を恐れずチャレンジ
を。日々学ぶ姿勢を大切に」と温かなメッ
セージを送った。
　その後、デトロイトりんご会水野浩介理
事長は、挨拶で「着眼大局 着手小局。夢
は大きく持ち、その実現に向けできること
から始めよう。一歩を踏み出そう。そして、
『ありがとう』の気持ちを忘れないこと」
と語りかけた。補習授業運営委員長、デト
ロイトりんご会父母会執行部長も臨席し、
また参加が叶わなかった教師からもお祝
いのことばが読み上げられた。高校生と
の運動会やキャンプで語りあった思い出
を紹介し「清く、正しく、しかも豪快に、そ
れぞれの夢のひとつひとつを両手でつか

みとって」とエールを送った。
　最後は、卒業生代表として、幼稚園部
から高等部3年までの１３年間同校に通い
続けた三浦大和さんのスピーチだが、残
念なことに、当日現地校のクラスからコロ
ナ感染者が出たことにより出席が叶わな
かったが、ビデオメッセージで会場に素晴
らしいスピーチを披露した。「現地校との
両立に、何度断念しようと思ったか」「ど
うして二つの学校に通う必要があるのか」
と考えたことも。しかし、出した答えは「僕
が僕であるために」。アメリカ人であり、日
本人でもあるというアイデンティティの形
成に、どちらも必要な場であった。この一
年、人と人とのつながりの大切さ、また、
運動会、キャンプ、ミニ文化祭など「当たり
前」は当たり前でなく全てが貴重な時間
だったことに気づいたと話す。補習校はか
けがえのない場所のひとつだったと述べ、
これまで指導を受けた先生や関係者、両
親に感謝の言葉を述べた。
　卒業生は友達と過ごした楽しい思い出
を胸に、それぞれ次のステージへの階段
をのぼる。

 参加者の笑顔から伝わる“ワクワク感”。接戦を勝ち抜いたチーム赤の皆さん（ニー・アーデンさん、ジョージ 
・グーニスさん、栗林 浩さん、マジェリス・アンソニーさん、ドーソン・クリフさん）優勝おめでとうございます！
また、ベスト・チームスピリット賞を獲得したのは、チーム黒。応援のことば。“We are Team Black. We’re not 
gonna lose.  Our points will stack,  so you better not snooze!” - 韻を踏んだ元気なエールと、当日は皆で
事前に合わせて黒の帽子などを身に付け、チームを盛り上げた。

ベントを成功裏に終えることができました」と
謝意を述べた。ミシガン州には500以上の日
本関連会社があり、今日のバイリンガルの学
生が明日の業界のリーダーとなる、と話す。
　本イベントは、ロサンゼルス日本文化
センター、およびニューヨーク日本文化セン
ターグローバルパートナーシップセンター
（CGP）からの助成金を受け成り立ってい
る。同財団は国際交流基金日米センターに
よる３万ドルの助成金を受賞したばかり。助
成金は、ミシガン州におけるバイリンガル教
育や文化交流の促進に有効に活用される
こととなる。ミシガンの日本語教育は盛んだ
が、彼らの日本語教育、継承語教育が今後
も更に発展することを願いたい。
　財団への問い合わせは、下記まで。 
info@hinokifoundation.org

今年初参加のリズさん。数日前
からチームメイトと打ち合わせ
をして楽しみにしていた同大会
中は終始笑顔！

２０２１年（令和二年）度のコロナ禍の卒業式は距離をとって無事終了した
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（次ページにつづく）

　４月、日本では早めに開花した桜が盛りを過ぎて葉桜となり、これからは目に鮮やかな新
緑の季節ですね。国、地方の行政機関や企業、学校も新年度、新学期に入り、春爛漫で本
来なら何となくウキウキした気分になるところですが、発生からまる１年を経過したコロナ騒
ぎがしつこく続き、まだまだ安心できない状況です。緊急事態宣言前の段階として各都道府
県単位で決定・実施可能な『まん防（蔓延防止法）』なる新たな法令も生まれましたが、ど
れだけ実際の効果が出るかが焦点です。
　スポーツの話題では、プロ野球が先月下旬に日本で一足早く開幕し、米国でも約１週間
遅れでシーズンインしました。その中でも一番の話題はやはりロスアンゼルス・エンジェルス
の大谷選手の二刀流復活です。日本人としてオープン戦で５本のホームラン（内２本は飛距
離１４０M超のモンスター弾）は元ニューヨーク・ヤンキースの松井選手とタイ記録、打者と
して出場した全１２試合で安打を記録し、打率も最終的に５割５分２厘（０.５５２）となりま
したが一時は６割超の超人的数字。投手としてはオープン戦最後の登板で手指にマメがで
きて結果は芳しくありませんでしたが、その前２度の登板では最速１００マイル超えの剛球
に打者の視界から消える鋭い変化球で異星人かと思わせる超人ぶりを発揮してプロの評
論家もメディアも野球ファンも絶賛の嵐。褒め言葉もグレートとかスーパーとか並みの褒め
言葉では表現し切れず、普段はお目に掛からない「アンリアル（現実離れした）」とか「異
星人か？」、「漫画かコンピュータゲームみたい」などいう言葉が並びました。開幕には問題
なく間に合うようなので安心しましたが、球団の長年の課題であるプレーオフ進出、ワール
ドシリーズ制覇を遠目に見て、ナ・リーグ球団との対戦を想定して同じ試合で投手として先
発と同時に打者としてもプレーする『リアル二刀流』もオープン戦で実現し、ベーブルース以
来１００年に一度の光景は正にアンリアルでした。「天は二物を与えず（荷物を与える？）」
と言いますが、彼の場合はしっかり二物を与えられた稀有の存在。しかも人懐っこい笑顔
のイケメンで頭も良いとくれば、ファンが熱狂するのも無理ありません。多くの人が言うよう
に、とにかく怪我なくフルシーズン通してプレーし、前例のないアンリアルな成績を残して欲
しいと願っています。また、開幕試合先発の栄誉に浴したサンディエゴ・パドレスのダルビッ
シュ投手、ミネソタ・ツインズの前田投手他の日本人選手の活躍も応援しています。秋風が
吹く頃にツインズとア・リーグ決勝戦を、パドレスとワールドシリーズを戦い日本人対決が実
現すれば、正に夢のような話になりますね。リアル二刀流を生観戦できることを私のBucket 
Listの願い事の一つに入れておきましょうかね？

見えてきた希望の光と残る懸念

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第218回）

　では、今月号のテーマ『見えてきた希望の光と残る懸念』に移ります。
　皆さんもご存じの通り、当地米国ではバイデン新政権誕生後、緊急課題として国民の健
康維持と経済支援の両面から同時に取り組んでいる種々のコロナ対策が着 と々進み、特に
ワクチン増産と接種対象層・件数の拡大・増加に顕著な成果が出始めてきました。もう一方
の史上最大規模の緊急コロナ救済パッケージも共和党の全面拒否を受けながらギリギリで
議会審議可決、大統領承認署名され先月半ばには個人対象者の手元にチェックや振込送
金が直接届き始めています。また各州政府へのコロナ対策支援金も適宜割り振られ、それ
を使ってそれぞれの州の状況に合わせた対策を取れるようになっており、少しずつですが着
実に前に進んでいることが分かります。これを歓迎して株価は先月一時史上最高値を更新
し、トランプ前大統領が選挙キャンペーン中に「バイデンが当選したら株価は暴落、経済恐
慌が起こる」とハッタリをかけて脅していたのとは真逆の展開になっています。政府は更にリ
ニューアルエネルギーなど環境保全型の社会資本投資に数兆ドル規模の財政投融資予算
を追加で議案通過させようと計画しているとの報道もあり、この勢いでコロナ新規感染者
数、入院患者数、死亡者数が急減し、再燃せずに低水準に止まり究極的には終息し、合わ
せて経済・雇用回復、失業率減少、ビジネスも個人も経営・経済的不安払拭、企業活動と日
常生活安定に結びつけば喜ばしい限りです。
　それにしても、国民の窮状救済が最急務と分かっていながらバイデン政権や民主党
に対する共和党の非協力ぶりは目に余るものがあります。CNNのある番組でアンカーが 
“GOP’s only position is opposition.”（共和党の取るポジションは反対のみ）とコメントして
いましたが、決して皮肉ではなく的を射ています。共和党の面々は国民の中間層や貧困層の
救済には関心が薄く、自分達に政治献金や活動資金を提供してくれる金持ちの富裕層や大
企業の経営者、大規模投資グループ、有力投資家の支援に熱心なため、トランプ政権時代が
象徴するように大型減税、規制緩和などで金持ちが更に金持ちになり、中間層や貧乏人は貧
困層に落ちたり更に貧困化したりで、貧富の二極化が拡大する傾向になります。
　その一例がコロナ禍のパンデミックが始まる前までは生活に困っている人達に金銭や物
品を寄付していた良心的な中間層の人々までが、パンデミック後に失業し自分達も生活苦
に喘ぐ立場となり、失業保険給付を受けフードスタンプをもらい、フードテントに食料品や
日曜必需品を受け取りに何千万人の人達が車で長蛇の列に並ぶという悲惨な事実です。そ
れがトランプ前大統領他が自慢していた『世界で最も裕福な国』『世界で最も偉大な国』
の実態です。悲しいことに前トランプ政権や共和党の幹部にはその国民の痛みが他人事で
しかなく、全く認識も理解もできないのです。
　その痛みが分かり緊急救済の必要性を理解するバイデン新政権の誕生で少しずつで
も具体的な希望の光が見えてきましたが、今振り返っても決選投票まで延びた前回ジョー
ジア州の上院議員２議席の改選結果が民主党勝利にならなければ、大統領がバイデンに
なっても議会審議で可決して具体的に打てる政策が反対や妨害を受け、極めて制約される
事態になったと思うとゾッとします。来年２０２２年の中間選挙で巻き返しを狙う共和党に
上下院とも過半数議席を奪われないように今年１年、特にバイデン新大統領就任後１００
日間の実績が大きく影響するので確実に目に見える、肌で実感できるプラスの成果を出さ
ねばなりません。
　コロナワクチンの増産、接種拡大では事前宣言した予定よりかなり早く５６日目で初期目
標の１００万回接種を達成し更に改善に継続注力しつつ、緊急コロナ救済パーケージの実
質的効果も出て経済回復、生活改善が現実化して行けば、中間選挙に向けて国民の信頼
と支持を維持、または上積み可能と思いますが、見えてきた希望の光の陰で残る懸念があ
るのも軽視できません。
　具体的な懸念としては、

1. 　感染力が強く、感染すると重症化するイギリス型のようなコロナウィルスの変異体（変
性異種・異株とも言うようです）がワクチン接種の国民大半への普及より早く蔓延して
医療崩壊に繋がってしまう緊急事態が起こる可能性。マスク装着の義務化やグループ
集会の規制に消極的な州や都市、トランプ前大統領（彼自身夫妻は内緒でワクチン接
種を受けながらダンマリで他の人には接種を奨励しないズルい奴）や共和党支持層に
多く見受けられる根強いワクチン不信者・接種拒否者の存在など欧州で先行している
変異体感染拡大が米国にも波及する恐れをCDCの女性幹部が記者会見で涙ながらに
訴えるほどガードを下げてしまう現状。

2. 　人種差別問題の一例として全米の注目を集めて現在進行中のジョージ・フロイド氏
殺害容疑で公判中の白人警官の審判結果が有罪か無罪か？有罪の場合でも懲罰のレ
ベルがどうなるか？また、黒人だけでなく昨年から増加し今年になって更に深刻化して
いるアジア人やアジア系米国人蔑視・暴行事件の表面化と人種間対立及び難民・移民
受け入れと国境の入国管理問題。

3. 　各州で共和党主導の投票権、投票機会制限・制約の法令化。前回大統領選挙及び
上下院改選で落選、過半数割れしたのは民主党支持者が多い都市部の黒人・移民貧
困層が敗因と分析した結果、党内の政策見直しではなく可能な限り多くの有権者が投
票できるようにするという民主主義の原理原則を無視し、まるで南北戦争前の奴隷時代
に逆戻りするような共和党の政治的動き。

4. 　Disinformation（偽情報）とMisinformation（誤情報）が氾濫し、真実や事実をwww.takadadentalclinic.com

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

http://www.takadadentalclinic.com
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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。

伝える正しい報道よりも偏向報道やデマ情報に触れる視聴者が多くそれを信じて自己
制御、自己抑制が利かない不条理な言動をしてしまう憂慮すべき社会現象。

5. 　昨秋より続いており、ここにきて購入側の生産調整や操業一時停止など深刻化して
いる半導体供給不足や、去る２月のテキサス州全体の大停電の影響で石油化学原料・
製品の供給不足・値上がりで転嫁値上げやサーチャージが発生し、経済回復の障害
となっている状況。

6. 　短期的にはないにしても中長期的には昨年、今年と政権は変わっても実施した緊
急経済復興及び救済パッケージ実施によりパンデミック以前よりも経済規模が大きく
なっていないにもかかわらず紙幣増刷・バラマキが招くインフレ・物価高騰と過去最
大に膨らんだ大幅国家財政赤字補正のための増税の懸念。

7. 　国際的にはNATO陣営の切り崩しや西ヨーロッパや中東への進出や米国へのサイ
バー攻撃、政治・選挙介入を目論む対ロシア戦略、東アジア圏からインド更にアフリカ
に続く一帯一路構想と共に米国に代わって経済的だけでなく政治的・軍事的にもワー
ルドリーダーを目指す対中国戦略、北朝鮮の核・ICBM開発の抑止戦略、『世界の火
薬庫』として常に火種となる中東問題への対応。

などがあり、どれ一つとして軽視できず、また簡単に正解が見出せない重要課題です。
　このように残る懸念を書き出してみると希望の光よりも残る懸念の影の方が強大な感じ
もありますが、バイデン大統領はそれを承知の上で世直しのために大統領選に出馬し、当
選後に改革に挑んでいるわけで、彼が任命した実務経験豊富な玄人集団の政権幹部・閣
僚と一致団結、協力・協働して一つ一つ課題を消化して懸念を払拭していってもらいたいと
思います。
　その間にもトランプ前大統領やその支持層と共和党の保守強硬派から色々な妨害や嫌
がらせがあると思いますが、最大の癌であるトランプを司法当局や議会の各委員会と連動
して刑事訴訟や民事訴訟で裁判漬けにし、召喚状による公聴会または非公開の聴聞会、は
たまたIRSによる脱税追求と去る１月６日のトランプ支持過激派グループの米国議会乱入な
どFBIや警察当局による犯罪容疑の取り調べ尋問、事情聴取などで釘付けにして間違って
も次期大統領選に出馬したり、来年の中間選挙を表裏で操る黒幕として動き回ったりする
時間的、経済的猶予を与えないことですね。関係者の皆さん、頑張ってください！！

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。。

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

第158回 肩こりと腰痛、英語でどう言いますか?第158回 肩こりと腰痛、英語でどう言いますか?

　アメリカでお医者さんにかかろうとする時、シ
ステムの 違いや、保 険の 扱いや支 払いなど、戸
惑ってしまうことも多くあると思いますが、言葉
の壁も間 違いなく存 在します。肩こりや腰 痛 な
ど、日本語で、つい日常的に使っている言葉でも、
さていざ英語にしようとすると、なんと言ってい
いのかよくわからなくなることがあります。

肩こり：
　肩は英語でshoulderだから、そして「こる」は
あまり使わない言葉だけど、stiffnessという言葉
があったのを思い出して、stiff shoulderと言って
みようかという方がおられたら、いい線を行って
いますが、これでは通じません。stiff shoulder
というのは、アメリカ人が聞くと、肩関節が動き
にくくなっている、という風に受け取られて、い
わゆる、５０肩、６０肩の症状だと解釈されてし
まいます。日本人が言う、肩こりとは、アメリカ
人の言う「頚部三角筋の凝り」症状だといえま
す。ですから、肩こりがある人は、“st i f fness of 
the trapezius muscle” または、“pain in the 
trapezius muscle” あるいは、“spasm of the 
trapezius muscle”と言ってみるのが良いと思い
ます。まあ、どうしても通じなかったら、痛みがあ
る場所を指でさして、“pain”と言ってみるのも非
常手段として使えます。

腰痛：
　腰という日本語を和英辞典で探すと、h ipと
いう言葉が出てきます。これは、骨 盤と、大 腿
骨 が 形成 する股 関 節のことで、腰 痛を、思 わ
ずhip pa inと言ってしまうと、これは、股関節
の 痛みということになり、日本 語で 言う腰 痛
とは全く別のものになってしまいます。日本語
の腰という言葉は、いかにも曖昧で、体のどの
部分を指すのかが、明瞭ではありません。日本
人が、英語のRとLをごっちゃ混ぜに使ってしま
うように、腰という言葉も、英語で言うために
は、もう少しはっきりどこを指すのかを明確に
しなければなりません。「彼（ 女）の腰にそっ
と手を回した」というのは、英語で言う“waist”
のことでしょうし、それ が “ L o v e  h a n d l e ”に
ならないよう、日頃 運 動をされている方もお
られると思います。また、「腰回りを測る」と
いう日本 語は、男性では、「帯は 腰で 着る」と
いうことの名残りからか、“mea su rement  of 
t he  c i r c u m ference  o f  t he  h ip s”として使
われ、女性では、西洋の習慣の影 響 からか、
“mea surement  of  t he  c i rcum ference  of 
t he  w a i s t ”として使われることが多いそうで
す。「柳腰」というのは、腰のあたり（?）が細く
て柔らかくしなやかな女性のことを描写する言
葉のようですし、また、「腰骨が折れた」という

のは、骨 盤を形成する、腸骨、坐骨、恥骨のど
れかの骨(！)が折れたことを言うようです。

　 さて、腰 痛という言 葉 で す が 、み なさんご
存じで す か?  英 語では、l o w  b a c k  p a i nと
か、l u m b a r g oと言います。慢 性の腰 痛は、
chron ic low back pa inという医者の間での
慣 用語になっています。ぎっくり腰は、a c u t e 
low back pa inで、これは、椎間板ヘルニアな
どによって起きる、急性の下背部痛です。これ
と似たものに、坐骨神経痛というものがありま
す。これは、英語では、sciat icaと言いますが、
坐骨の間を通って、お尻から出て、大腿の内背
側を走って、膝から足に至る、坐骨神経という
ものが、何らかの事情で痛みを起こすことがあ
ります。sciat ic  ner ve の痛みが、sciat icaと
いうわけです。

頭痛：
　 痛みが出てきたことのついでに、頭 痛につ
いて一言。頭 痛 は 、皆 さんもご 存じでしょう
が、h e a d a c h e  と言います。なぜ h e a d a c h e 
を h e a d  p a i n  と言 わ ない か は 、私 に は 昔
から 謎 でした が 、辞 書 を 引 いて み ま すと、
c o n t i n u o u s ,  d u l l  p a i nのことをa c h eと表
現 すると書いてありました 。頭 痛の中にはキ
リキリと切り込むような 鋭い 痛みもあるは ず
で すし、この説 明では 私には、あまり納 得が
できません。t o o t h a c h e の 場 合  も、鋭い 痛
みであっても、通常はtoot h  pa i nとは言いま
せん。headache（頭痛）, toothache（歯痛）, 
stomachache（胃痛）は、みな、通常、ache と
いう言葉を使い、painとは言いませんが、お腹
が痛い時には、お腹を指さして、ここが痛いと
いう患者に文句を言う医者はいません。painと
いう言葉を使っても大丈夫です。

Heart burn:
　これと反対に、英語で、変な表現に巡り合う
こともあります。hear t burnというのは、胸の
鳩尾(みぞおち）のあたりの 痛みで す が、これ
は、hea r t  bu r nと名付けられているのとは裏
腹に、心臓の痛みでは無いものをhea r t  bur n
と呼ぶのです！！ 通常は、胃食道逆流炎によ
るものが 多いと考えられていま す。それで、
心
し ん か ぶ

窩部 の痛みであっても、心 臓が原因と思わ
れないものについては、hea r t  bu r nという言
葉を使って、心臓以外の原因を探すのです！！ 
本当に変だと思いませんか?

息切れ：
　 息切れはなんというでしょう?  Sh o r t n e s s 
of  bre at hです。息が短くなっているというわ

け で す。解 釈としては 、息 が 十 分で ない 、息
が不足している、という意味で、shor t ne s sと
いう言 葉を使っているように思えます。I  a m 
shor t  of  breath .というふうに使います。医者
は少し気取って、dyspneaという言葉を使うこ
ともありますが、shor t ness of  breat h と　
dyspnea は、全く同じ意味です。“I am out of 
breat h .”といってもいいです。同じ意味です。
息がなくなった。息が品切れになっている。と
いう雰囲気で、こちらの方がわかりやすい気が
します。 

アカギレ、ひび、シモヤケ：
　 日本の寒い冬では、私も含めて家 族 全員、
程度の差はあれ、アカギレやヒビ、シモヤケに
悩まされていました。それで、アメリカに来て
当初は、これらに対応する英語が見つからない
ことに非常に驚いたものです。ヒマラヤ登山者
や、路上生活者などがかかる凍傷については、
frost  biteという言葉があり、これは理解でき
るのですが、米国の暖房が 効いた室内で過ご
す、一 般のアメリカ人にとってはアカギレや、
ヒビ、シモヤケなどは想像できないのだと思っ
ていました。しかし、今、この原稿を書くにあ
たり調べてみましたら、cha fed ,  c racked ,  or 
chappedなどの言葉が使えるようです。 明治
維 新の立役 者吉田松陰の母、杉 滝が、息子の
足のあかぎれが口を開けており、廊下を歩くの
に野 盗のように抜き足差し足にならねば傷口
がひびいたのを見て、声をあげて笑い、「あか
ぎれは、恋しき人のかたみかな、ふみ（恋文、
踏みにかける）見るたびに、会いたく（あ、痛に
かける）もある」と、アカギレの 痛さと惨めさ
を、即興の歌で明るく吹き飛ばしたと伝えられ
ていますが（司馬遼太郎、世に棲む日々より）、
同郷の山口県の気候を知っているものにとって
は、あかぎれは、冬には避けられないものだっ
たことを思い出させます。

　ミシガンは、この1−2週間は、春を思わせる暖
かい日が続いています。長い、厳しいミシガンの冬
を過ごした後は、春の訪れがことさら貴重に思え
ます。皆様もお身体を大切に、ご自重ください。

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/

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



April 2021・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 7

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。

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

4月のイベント 2021年4月1日～4月30日の間、Eメールにて無料
でご相談をお受けいたします。

　やっとワクチンがより多くの人（々16歳以上）に接種可能になり始めましたね。早く受ける人、
後で受ける人、または受けないと決めた人もこちらの発音のヒントと会話例を参考にしてみて
ください。4 月 5 日にはミシガン州の全ての人が接種可能になります。申し込み方法はオン
ラインで予約をします。 
● 発音

	• ワクチン （Vaccine）　 
- “v” は上唇と下唇をつけて、 “baccine ( バクシン )” と言わないようにしてください。少
しついてしまっても上の歯が下唇の内側に触れて “vaccine ( ヴァクシン )” と言うようにし
てください。 “vaccination ( ヴァクシネイション )” も同じです。

	• コーヴィッド / コロナ　（Covid / Coronavirus)  
- アルファベットの“o ( オー)”と同じ “oh ( オー)”と言ってください。”Ca-vid ( カービッド )”
と言ってしまっている人が中にはいます。” Co-vid ( コーヴィッド )” です。ここでも同じく
“v” は上の歯が下唇に触れるようにしてください。

●  会話
   コロナ検査を受ける：

	• Hi.  Can I see your driver's license and insurance card?  What 
symptoms do you have? 
 こんにちは。運転免許証と保険のカードを見せてもらえますか？どのような 
 症状がありますか？

	• I have [chills / congestion / a runny nose / a cough / diarrhea / 
fatigue / a low fever / a high fever / a headache / muscle aches 
/ body aches / nausea / vomiting / loss of taste / loss of smell / 
shortness of breath / difficulty breathing / a sore throat / etc.]. 
 私は [ 寒気 / 鼻づまり/ 鼻水 / 咳 / 下痢 / 倦怠感 / 微熱 / 高熱 / 頭痛 /  
 筋肉痛 / 体の痛み / 吐き気 / 嘔吐 / 味覚障害 / 臭覚障害 / 息切れ / 呼吸 
 困難 / のどの痛み / 等 ] があります。

	• I'm going to swab your nostril (put this up your nose) for 15 
seconds.  Please hold still.  Okay, one more.  Okay, that's it!  We 
will contact you with the results. 
 鼻孔に綿棒（鼻にこれ）を 15 秒間入れます。まだ待っていてください。はい 
 次は反対（の鼻孔）です。はい、以上です。結果が出ましたら連絡しますね。

   コロナの予防接種を受ける予定をたてる
	• Are you going to get the Covid vaccine? 

 コロナのワクチンを接種しますか？
	• Yes, I want one, but we’ re not sure if we can get it or not. 

 はい、受けたいと思いますが、受けれるかどうかがはっきり分かりません。
	• I think it's fine.  You will just need to show your driver's license 

and insurance card. 
 大丈夫だと思いますよ。運転免許証と保険のカードを見せる必要がある 
 だけでしょう。

	• Oh, really? Where do I sign up? 
 あら、本当ですか？どこで申し込めますか？

	• You usually need to sign up online.  And then they will call you to 
make the appointment. 
 通常オンラインでできますよ。その後予約をするために電話が 
 かかってきます。

	• Okay, thank you for letting me know. 
 わかりました。教えて頂きありがとうございました。

   コロナ検査を受ける：（相手から言われること）
	• Hi.  Can I see your driver’ s license and insurance card?  Thank 

you.  Okay, please follow the arrows that way. 
 こんにちは。運転免許証と保険のカードを見せてください。ありがとうござ 
 います。はい、ではあの矢印に従ってください。

	• All right, please have a seat here.  Which arm do you prefer? 
 それでは、ここに座ってください。どちらの腕がいいですか？

	• Okay, please go over to this other room for 20 minutes, in case 
you have a vaccine allergic reaction. 
 では、アレルギー反応があるかもしれないので別の部屋で 20 分間 
 お待ちください。

	• Okay, thank you for waiting.  Here is the information for your 
second shot and information about the vaccine.  Please call here 
if you have any symptoms from the vaccine.   
 はい、お待ち頂きありがとうございました。こちらが 2 回目の接種に関する 
 情報とワクチンに関する情報です。

Covid Testing and getting vaccine： 
コロナ検査とコロナワクチンの接種

 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

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!!

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（４）花に関する言い回し（４）

～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～

−−１３３１３３−−

　大分春めいてきたこの頃です。今回も「花」を使った言い回しを続けます。

　最初から何ですが、「死に花を咲かせる」は、“to die a glorious 
death” または、 “to make a name for oneself late in life” と言
います。 
「花も恥じらう乙女」(これは若い女性に限って使われるもの) は、“a girl 
in the first flush of youth”  とか、“Her bloom is more glorious 
than a flower’s” で通じます。「一花咲かせる」は、「東京に出て一花咲
かせようじゃないか。」と言うのであれば、 “Let’s go out in Tokyo and 
make it big.” とか “Let’s make our mark in Tokyo.” と表現でき
ます。

　日本的な美しい表現で「花冷え」という言葉がありますが、英語にすると
特に面白い表現はなくて、ただ “Return of a chilly weather during 
the cherry blossom season” となります。

　ここまでは「花」という総称を見てきましたが、次は具体的な花の名前が
使われている表現を見て行きましょう。「桜梅桃李」と言いますが、これはそ
れぞれが独自の花を咲かせる、という意味で、直訳では、“Cherry-plum-
peach-apricot” ですが、意訳は “Everyone is unique in his/her 
own way.” となります。

　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　

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・

宿宿題題ののササポポーートト

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師

（（数数時時間間のの空空ききあありり））

 テテスストト対対策策をを熟熟知知ししたた日日本本人人講講師師

にによよるる英英検検準準備備ククララスス

 帰帰国国後後ももレレッッススンン継継続続可可能能
              

 

連連絡絡先先：：ayumi@suzukimyers.com
(248)344-0909 担当：内野          

主主要要ササーービビスス：：通通訳訳・・翻翻訳訳・・語語学学ククララスス 英英・・日日 ・・通通訳訳ククララスス

お見積りは無料ですので、ご相談ください。

                       office@suzukimyers.com 
www.suzukimyers.com

 

 
 

　ミシガンも春らしい暖かい気候になってきました。いよいよゴルフシーズンの到来で
す。この原稿を書いている今、日本では桜が開花し始めています。暖かくなって体がよ
く動くようになったので、スイングに垂直方向の動
きを取り入れる練習を始めました。先月号でご紹介
した「Launcher」です。テイクバックで一度沈み込
んで、インパクトで両足裏（主に右足外側）で地面を
蹴ります。インパクトで上体を起こすとトップか右へ
のプッシュアウトが出るので、下半身を伸ばす時に
上体と頭は上げない、ここが難しいところです。この	
バーティカルな動きを意識すると、私の場合は左右
のスエーが減ってインパクトが力強くなるような気が
します。スイングの意識がシンプルになったので、	
練習が楽しくなりました。

　さて、今月はこの「スイングの意識」についてお話ししたいと思います。先程のバー
ティカルな動きを加えたことで、私としてはとても大胆にスイングを変えたような気
がしているのですが、一緒にラウンドした友人には、「スイングは確かに鋭くなった
けど、そんなに変わってない」と言われてしまいました。明らかにミート率は上がって	
いるのに、見た目のスイングは変わっていない。私の場合は垂直方向の動きという
全く新しいところに意識を持っていくことで、テンポが良くなってよりスイングが安定	
したのかもしれません。大切なのは、「スイングの脱意識化」です。

1）	 シャドースイングでできる（体の動きを意識してスイングできる）

2）	 素振りでできる（クラブを持ってシャドースイングの動きができる）

3）	 練習でできる（ボールを前にしても同じ動きができるかどうか）

4）	 コースでできる（ターゲットに向かっても同じ動きができるかどうか）

というふうに、家→練習場→コースへと場を変えていくと、意識するものが体から遠
くなり、数も増えていきます。コースでいざ「この一球！」という場面で良いショット
を打つには、意識するモノの数を減らす練習と、スイングを意識せずにショットを
打つ練習をしてみましょう。スイング中の1点だけに集中する→スイング全体が整う	
→なんか知らないけどナイスショットが出る、というプロセスを狙います。

A.   セットアップを注意深く→スイング中インパクトは無視→フィニッシュを決める

スイングがインパクトを作ります。ボールやターゲットを前にすると緊張して脳
からアドレナリンが分泌されます。このアドレナリンが筋肉を硬直させ、普段通
りのスイングができなくなるので、フィニッシュを決めることだけを意識して振
り抜くことがナイスショットへの近道であると、デイブ・ペルツは言います。意
識しながら素振りしてセットアップ、グリップは10がマックスだとしたら1のミニ
マムで握って、息を吐いて力を抜いてからスイングを始動、あとはフィニッシュ
まで振り抜きます。

B.   インパクトに全集中して、芯に当てることだけを意識する

インパクトがスイングを作るとも言います。インパクトで芯に当たるかどうか、こ
れだけを意識して打ってみましょう。テニスのシャラポア選手のようにインパク
トで「ハァ！」と声を出しながら練習したことがありますが、インパクト以外何も
考えられなくなります。ボールを打つタイミングと、力の入れ方のコツを掴むの
に役に立ちます。ラウンドでも試してみたくなりましたが、声を出すのは恥ずか
しいのでまだやれていません。

このAとBを5-10球ずつ切り替えながら練習して、両サイドから脱意識化を目指しま
しょう。次号はゴルフ上達に役立つフィジカルチェックとストレッチをご紹介します。
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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寄稿：スコット・エイケンズ、フィル・キム 及び ジム・クラーク
翻訳協力：鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）

　ミシガン州ノバイ市、グランド・リバー・アベニューとタウンセンター・ドラ
イブに完成予定の「桜ノバイ」はミシガン州初の、アジアをテーマとした多
目的不動産開発プロジェクトです。「桜ノバイ」は回転寿司のくら寿司、和
風焼肉の牛角、韓国パン屋パリバゲット、ラーメンみそや等のレストランの
ほか、ヘアサロン、スパ、ヨガスタジオと言ったサービス小売店、1万5千平
方フィート (約1400㎡) のオフィス空間、池を囲むアジア風庭園 (遊び場も
併設)、タウンハウススタイルのアパート (118戸) を含みます。 
　この市が所有する土地の構想実現に向け、ノバイ市のリーダーはここ数
年土地区画の変更に取り組んできました。現在進行中のこのプロジェクト
完成の暁には、ノバイのダウンタウン心臓部に多様性を歓迎する国際的な
場所を創り上げるという当市の努力を象徴するものになることでしょう。こ
の新たなレストラン・小売店コレクションは、近隣のワンワールド・マーケッ
ト、味心等の人気店やダウンタウンに新設されている多くの居住オプション
と共に、ますます活気に満ちた国際的な都市空間を創り上げていくことに
なります。
　2016年8月のノバイ・シビック・センターにおける市議会議員、オークラン
ド・カウンティの代表、日本総領事館の野田亮二首席領事、日本商工会の

 ミシガン州ノバイ市　桜プロジェクトの今 ミシガン州ノバイ市　桜プロジェクトの今

植田庄作事務局長等のコミュニティリーダーの会合で、このアジアをテーマとした地区
のビジョンについて話合いが行われました。そこで出たテーマの一つは「誰をも歓迎す
る」ことでした。「桜ノバイ」という名前は、ミシガン南東部に住む日本人の方々に敬意
を表するために名づけられたものです。また、このコミュニティに住む他のアジア出身
の方やミシガン州の多くのアジア系アメリカ人の方たち、そして誰をも歓迎し、招き入れ

て、国際的な雰囲気を持
つノバイ市のホスピタリ
ティを楽しんでいただこう
とするものです。最初の会
合でのインプットに基づく
このプロジェクトで特に重
要な点は、普段忙しく働い
ていらっしゃる方々やその
家族の方たちが、池やそ
れを囲む庭園で休息し、
寛げ、レストランやお店で
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作り方

 

 
 

 

①

卵　…　1個
グラニュー糖　…　60g
ハチミツ　…　小さじ1
みりん　…　小さじ1/2
水…　30g
薄力粉　…　50g
あんこ　…　90g
チョコレートスプレッド　…　適量

　
　

鯉のぼり
K o d o m o n o h i -  2 0 2 1

端午の節句のお祝いに、求肥とあんの入った鯉のぼりを作りましょう。

材料（6個分）

作り方 How to make  Wagash i

ボウルに卵を割りほぐし、グラニュー糖を入れて湯せんしてよくすり混ぜる。半量の水、
ハチミツ、みりんを加えて混ぜる。ふるった粉を一度に加えて混ぜ、30分ほど休ませる。
求肥を作る。耐熱ボウルに白玉粉（もち粉、Glutinous rice flourで代用可）と水を入れ
て混ぜ合わせ、グラニュー糖をあわせてよく混ぜる。電子レンジ
で30秒熱し、ヘラでよく混ぜる。さらにレンジで30秒加熱して
よく混ぜ、同工程を3～4回繰り返す。透明感とコシが出たら、
片栗粉を敷いたバットに生地を置き、上から片栗粉をふるう。
生地が熱いうちに、ヘラで7～8mmの厚さにのばす。粗熱が
とれたら、1cm×6cmにカットする（合計6個）。
あんを6cm×6cmの正方形にのばし、1cm×6cmにカットする（合計6個）。
ホットプレートを160度に熱する。休ませた生地に残りの水を混ぜて
調整し、10cm×6.5cmの長小判型に焼く（合計6枚）。
ぷつぷつと気泡が出て、表面が乾いてきたら、ヘラなどを使って
一度ホットプレートからはがす。ホットプレートの上においたまま、
求肥とあんを中央にのせ、生地の両端を折りたたむ（熱いうちに）。
温かさが残っているうちにZiplocなどに入れるとしっとりとした仕上
がりになる（焼き戻し）。「調布」の出来上がり！
粗熱がとれたら、チョコレートスプレッドなどで目、鱗、尾ひれを描く。

（クッキングシートを巻いてコルネを作り、HERSHEYʼSのチョコレートスプレッドを入れて絞りました。）

　鮎漁が解禁になる頃に和菓子屋さんで見かける「若鮎」、
古代の税金（租庸調）として納められていた布の巻物に似
ていることからその名がついた「調布」は、いづれもどら焼き
の様な焼いた皮に求肥をはさんだ和菓子です。今号では、
その焼き皮にチョコレートで目と鱗を描いた「鯉のぼり」の
レシピをご紹介します。香ばしい焼き皮、もっちりとした求肥
とあんの3つのハーモニーが楽しめる「鯉のぼり」です。

1.

2.

3.
4.

５.

6．

Ingredients

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  

おうちで楽しむ
季節の和菓子

[求肥]
白玉粉　…　30g
グラニュー糖　
　　…　60g
水　…　60g
片栗粉　…　適量

求肥とあん入り

もち粉、Glutinous 
rice flourで代用可

2021/3/30 image001.jpg

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/suzuki/FMfcgxwLswLjKJbVjkPKTsqQSmXVfnWQ?projector=1 1/1

楽しい時間を過ごし、同じ敷地内で安全に帰宅できる一貫した環境を作ることです。
一年中いつでも生活し、働き、遊ぶことのできる「桜ノバイ」の環境は長期にわたって
維持できるエネルギーと信頼を生み、興味深い新たな原動力となってノバイのダウンタ
ウンを驚くほど発展させていくことでしょう。  
　開発グループであるSakura Novi Land Development, LLCは現在ノバイ市と協
力して土地区画変更の最終段階を行っており、2021年秋に鍬入れ式、2023年春にグ
ランド・オープニングを目指しています。特にコロナ禍の影響もあり、ここまでこぎつける
のは易しいことではありませんでした。この地区の元工業用地であった部分、政府の規
制の対象である湿地帯、地質工学的条件、コロナ関連のリース問題など、多くの技術的
な詳細を乗り越え、ここまでやってきました。  
　ノバイ市議会が土地区画変更を含む、開発の次の段階へと進むにあたり、各議員は
ホスピタリティ溢れた国際的な地区を造成するという「桜ノバイ」の活動が、ノバイの継
続的な発展に向けて強力な取組みになるかを考慮する必要があります。「桜ノバイ」に
寄せられたこれまでの肯定的なコメントの数々からして、その答えは「必ず！」だと信じ
ています。
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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。

 

  皆さん、こんにちは。 久しぶりに芝生で打ってきました。やっぱり良いですね！ 
Fox Hills ではなく、Links of Noviで練習していましたが、コースの状態も良かった
です。グリーンもそれなりにプレスしてあったので、ボールも転がりました。

 冬の間40名ほどの方々からお問い合わせをいただきました。これから再開の報告
をいたしますが、その中でこの記事を見られた方はご連絡ください！コロナ禍で室
内のレッスンはいたしません。ドライビングレンジとラウンド・レッスンになります。
といっても、通常のシーズン中と変わりません（笑）

　恐らく去年は皆さんあまりスイングしてらっしゃらなかったではないでしょうか？
私もその一人で（パッティングはやっていました）、久しぶりにアイアンでボールを
打ってみたら、ヒリヒリしています。皆様は徐々に鳴らしていってください。因みに
私はPWと７アイアンしか打っていません。なぜなら、長いクラブを急に打つと体幹
がずれて癖になるからです。なので無理せず、ショートアイアンから始めてみてくだ
さい。

それでは今シーズンは楽しんでゴルフしましょう！

4月からゴルフレッスンを再開することになりました！！！
お問合せお待ちしております！！！ 
 詳細は下のホームページまで。

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 

　 - Cass Tech High School, Detroit     x    
    　　　　　   福岡県糸島高校 

　文 通で紡ぐ 日米高校 生の絆　文 通で紡ぐ 日米高校 生の絆

　昨年から続くコロナ禍にもかかわらず、日米の若者たちが文通を通してその絆を大
切に紡いでいる。福岡県糸島市県立糸島高校と、デトロイト学区のキャステック高校の
学生だ。

　糸島と言えば、佐賀県との県境に位置する海あり山ありの風光明媚な自然に囲まれ
た人口１０万人の街で、日本では住みたい街として近年人気。福岡市に通勤する人々の
住宅地となっていて週末になると福岡市から新鮮な野菜や魚を求める多くの人で市場
が賑わう。糸島高校は１学年３２０名の県立普通科高校だ。

　そして、このプログラムを主導するのが同校の英語担当、山崎稔重教諭。約１０年に
わたりカリフォルニアをはじめとする日本語を学ぶ米国人高校生と、日英両言語で手紙
を交換し交流を続ける。過去にはアメリカやイギリスを含め、中国、韓国、フィリピン、
イタリア、スイス、ルーマニアなど世界各地の生徒と英語で文通していたが、アメリカ・
イギリス以外の人々にとっては英語は外国語。外国語同士での意思疎通の難しさから、
１０年前に互いの言語を学ぶ「日本語を学ぶアメリカ人高校生」に絞り現在に至る。

　両国の授業日程が考慮されたスケジュールで、１０月から３月の６か月間で３回の手
紙を交換。糸島高校側は、１学年８クラス３２０名全員が参加しており、交流校は７校
３２０名。一人一人ペアを組み、手紙を交換できるしくみになっている。

　そのなかで、デトロイト学区のマグネットスクールであるキャステック高校との交流
を開始したのが約２年前。イリノイの大学に留学した経験を持つ山崎教諭は、五大湖
周辺にも交流校を広げようとしたことがきっかけだ。在デトロイト日本国総領事館調べ
（2019）によると、ミシガン州は幼稚園から大学までの約6000人（カリフォルニア、ハ
ワイ、ワシントン、NYに続く第５位）の日本語学習者数を誇る。

　今年は、約400名にのぼる学生が日本語を勉強しているというキャステック高校に
は、ローレン・ギャスマン先生とメーガン・ウォーデン先生の２名の日本語教師が勤
務。文通プログラムには８０名の学生が参加しており、そのサポートしている。ギャスマ
ン先生は現在当地の日本語教師会会長も務めるが、隔年、同校から日本への短期訪
問プログラムを実施。デトロイト市と姉妹都市となる豊田市はじめ、ミシガン州の姉妹
州県となる滋賀県、そして本州を一周することが通例という。新型コロナ感染拡大によ
り、昨年３月より同校は完全オンライン授業となっており、今年は郵送で送り合う手紙
のほかに、電子メールやビデオレターをうまく活用して交流を続けている。話題は趣味
や部活、また両地域、文化の紹介など（写真）。ワーデン先生は、「コロナ禍のオンライ
ン授業で不安定な状況の中、直接海外の友人との交流ができるこのような場は、彼ら
にとって大変貴重。学生たちも喜んでいる」と話した。同プログラムに参加する生徒の
ひとり、エイブリア・デントさんも「日本の高校生と繋がることは大変楽しく、日本文化
を知る貴重な機会。日本語の授業以外で語学を磨くよいチャンスにもなりました」と
感想を述べた。

　山崎教諭は、「特に今年度はコロナ禍がある中で、世界中が他国への移動や他者との
接触を控える傾向にあり、アメリカでは「分断」が社会問題になっている。前向きな国際
交流活動が地元の高校で展開されていることを知っていただければ」と明るいニュース
を届けてくれた。

　　  （写真・取材協力：糸島高校・キャステック高校）　  写真は次ページへ続く
　写真は、２０１９年に糸島高校の生徒から受け取った手紙を嬉しそうに手にするキャステック高校の生徒たち
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電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd
Po

nt
ia

c 
Tr

ai
l

Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

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

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

　（上・下）今年はビデオメッセージを活用。日本文化や部活などに
関する話題で交流を楽しんでいる。（右）キャステックの学生に送った
手紙の数々。

　左ページ続き

  

　物件購入の際の頭金とし、20％は最低ラインと耳にしたことはあります
でしょうか？　頭金のパーセンテージが低いローンもあるわけですが、そも
そも20％とする際のメリットをご存じでしょうか？

利息が低くなる
頭金を多く支払うことで、レンダーから低い利息を提示してもらえる 
可能性があります

総支払額をおさえられる
20%と5%では当然総支払額が変わってきます

オファーの際の見た目がよくなる
売主はオファーの際にレンダーからのPre-approval Letterもレビュー
をします。その際、頭金が多いことで買い手の購買力の強さを示すこと
ができ、競争力の高い現在のマーケットにて有利になることがあります 

Private Mortgage Insuranceを払わなくてよい
ローンの 支 払 い ができなくなった 際 にレンダーを保 護 する保 険 が 
Private Mortgage Insuranceになりますが、この支払いが頭金20%の
場合不要になります

　物件を購入を考えられている皆さんは、20%の頭金とそうでない場合の
違いを良く検討しましょう。

頭金２０％とするメリットって？

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

#08 

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://www.sushidenonline.com
http://mkthomes.com


Vol.0404

PAGE 12・JAPAN NEWS CLUB・April 2021

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

救急救命室（ER）または、アージェント・ケアの利用の仕方 

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

アメリカ で は 多 くの 場 合 個 人で か か りつ け 医 
（ PCP = primary care provider ）を指定すること 

が保険会社によって求められます。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。 
保 険 プ ラ ン に は 大 き く 分 ける と H M O（ H e a l t h 
Maintenance Organization）とPPO（Preferred Provider 
Organization）があり、PPOではかかりつけ医を設定する
必要はないですが、かかりつけ医は決めて受診しておいた
方が良いという内容を前回掲載させていただきました。 
かかりつけ医や、かかりつけ医以外の専門医の受診は 
基本的には予約が必要で、かかりつけ医以外の専門医は
すぐには予約が取れない場合が多いのが一般的です。 
かかりつけ医では比較的予約は取りやすいですが、希望
日に予約が取れないこともあります。電話やオンラインの
連絡をしてアドバイスをもらえることもありますが、やはり
医師の受診が必要になる場合も多いです。

 では、すぐに診てほしい、もしくは、緊急時にはどうした
ら良いのでしょうか。基本的にはかかりつけ医への相
談が第一になってきますが、緊急の場合や週末や夜間
など連絡が取れない場合などを状況に応じて述べたい
と思います。

１．　救急救命室の受診の仕方　
　  

 

a)　救急車（911）を呼んでERに搬送してもらう

まず、第一にどの程度緊急なのかの判断が難しいです
し、個別な判断が必要にはなりますが、痙

けいれん
攣、意識が

ない場合、手や足に力が入らないとか、体が動かない場
合、激しい胸痛、強い呼吸苦、アナフィラキシー（重症
のアレルギー反応で発疹、めまいやふらつき、呼吸苦、
下痢などを伴うもの）、激しい腹痛などは、緊急に対応
が必要です。緊急の場合はただちに911に電話して救
急車を呼んでください。救急車が来て、救急隊員が診
察をした後、搬送の必要がないと判断された場合は、 
搬送されないこともあります。救急隊員は、緊急の 
処置をすぐ開始できるようにトレーニングされており、
点滴、呼吸の補助、心肺蘇生もできるので、緊急の場合
は最も早く処置が始められるのは、救急車を呼ぶこと
です。保険のプランによっては救急搬送に費用が掛か
る場合もありますが、緊急時はそうも言ってられません
ので、待てなさそうな場合は迷わず911に電話して救急
車を呼んでERに搬送してもらってください。

b)　ERに直接、車や徒歩で行く場合

では、救急車を呼ぶほどではなく、歩いたりもできるけ
れども、すぐに診てもらったほうが良いと感じるときは
どうしたらよいでしょうか。例えば、ひどい腹痛や骨折

が疑われるような外傷などの場合は、近くの、もしくは
かかりつけ医連携のERに直接、車や徒歩で受診するこ
とをお勧めします。その場合は事前の連絡やかかりつ
け医からの紹介は不要です。普段からERに行くときは
どこに行くか調べておくと良いでしょう。

c)　どうしたら良いかわからない場合

もし、救急車を呼ぶほどではないけれど、どの程度すぐ
診察してもらったほうがいいかわからないときは、かか
りつけ医のクリニックに電話してどうしたら良いかのア
ドバイスを受けることをお勧めします。診療時間内の
場合は、受付から看護師などの医療スタッフに電話を
繋いでくれ、ERを受診すべきか、予約を取りかかりつけ
医の受診で十分そうなのかをアドバイスしてくれます。
また、夜間や週末も、医師が電話対応に当たっている
クリニックが多いです。ただ、小さなクリニックだとその
ようなサービスがない場合もありますので、事前に緊
急時はどうしたら良いか確認しておくことをお勧めしま
す。夜間や週末の緊急専用ラインは、普段の電話番号と
異なる場合もあるので、普段から確認しておくとよいで
しょう。ただ、それらはあくまで緊急専用ですし、かかり
つけ医の意見は聞けないので、あまり緊急性がない内
容については、診療時間内に連絡してください。

2．　アージェント・ケアの受診の仕方
　

アージェント・ケア（UC）とは軽症者向けで、予約なし
で受診することのできる、夜間遅くや週末でも開いて
いるクリニックです。街中を車で走っていると様々な 
アージェント・ケアをよく見かけたりすると思います。
ただ、名前は似ていますが、上記のERとは全く異なり、
重症者は診ることできません。アージェント・ケアを受
診して、「対応できない」としてそのままERに行くよう
に言われることもあります。ERは詳しい検査をした後
必要であれば、そのまま入院することができますが、
アージェント・ケアは、、CT検査などの専門的検査や
点滴はできないことが多いです。また、かかりつけ医
とは異なり、今までの経過などは記録にはなく、その
後の経過を診たりせず、基本的にはその時の簡単な
対処のみとなります。それでも、風邪、膀胱炎、中耳炎
などの場合、すぐに診てくれるので、便利な時もあり
ます。その場合は、アージェント・ケア受診後、数日以
内にかかりつけ医を受診するように指示されます。 

3．　入院について　
入院についても患者さんから聞かれることがありますの
で、簡単に説明したいと思います。日本では、病院の外来
から医師の判断、もしくは患者さんの希望で直接入院す
ることがありますが、アメリカ外来担当医が入院担当医で
ないかぎり、基本的にはそういうことはありません。外科

など手術をするような科の専門医が手術を予定していて 
そのために入院する場合やお産で入院する場合以外、
入院が必要かどうかは、ERの医師が決めます。従って 
アージェント・ケアやかかりつけ医のクリニックを受診し
て、入院の適応があると思われた場合でも、ERに受診し
て入院の適応を最終判断してもらう必要があるのです。 

 最後に、様々なERやアージェント・ケアに関連した例 
とその対処例を紹介します。

例1． 蜂のアナフィラキシーの既往があり、蜂に刺され
てしまった。全身に発疹が出てきて、徐々に呼吸苦が出
現してきた。エピペン（患者さんが携帯するアナフィラキ
シー用の注射薬）は手元にはない。
 対処▶︎ すぐに911に電話して救急車を呼んでくださ
い。救急隊が注射を打ち、改善し重症ではないと判
断されると必ずしも搬送されるわけではありません
が、アナフィラキシー・ショックが疑われるので、迷
わずに911に電話してください。

例2． 夜間に子供の熱が出た。かかりつけ医のクリニッ
クは夜間で閉まっている。元気ではあるが、心配ですぐ
に診てほしい。 

対処▶︎ 元気そうで水分を取れていれば必ずしもすぐ
に受診する必要はありませんが、それでもすぐに診て
ほしいのであれば、近くのアージェント・ケアを受診
すると良いでしょう。その受診の前にかかりつけ医の
緊急専用ラインに連絡してアドバイスをもらっても良
いと思います。緊急専用ラインではその後の受診の
予約は取れませんが、予約を取る場合は次の日の朝
一番にかかりつけ医に連絡をして予約を取るか、もし
くはかかりつけ医の看護師にアドバイスを聞いてみ
ると良いです。

例3． もともと高血圧があり、胸痛が出現し、半日ほど
続いている。

対処▶ めまい、立ち眩み、呼吸苦、激しい胸痛でなけ
れば救急車を呼ぶ必要はないかもしれませんが、胸痛
は心配すべきです。心筋梗塞、肺塞栓、気胸など緊急を
要する疾患かもしれません。その場合はアージェント・
ケアではなく、ERに行った方が良いです。緊急性がなさ
そうであれば、車ですぐにERに行ってください。その場
合は自分で運転せずに誰か別の大人に連れて行っても
らってください。迷った場合は、可能ならかかりつけ医
のクリニックやその緊急専用ラインに連絡するなどして
アドバイスをもらっても良いです。

　以 上、様々なパターンを説明してきましたが、普段 
からかかりつけ医に相談して、緊急時はどうしたら良
いか、どんな選 択 肢 があるのか、ER受診するならば 
どこがよいかなどを相談しておくことをお勧めします。

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

筆者プロフィール：
医師　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

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。

（Emergency room, ERやEmergency Department, 
　EDなどと呼ばれます。以下ERと省略） （Urgent Care または、UC）

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.

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

■ 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 

団体・グループ

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

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

サービス

■ 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 

■ 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
  

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

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

■ 信頼できる保険、ファーマース保険

車、家、ビジネス、生命保険のエージェント。
ベストを尽くすエージェントのジョアンにお
気軽にご相談下さい。お問合わせ : TEL 248-
758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン) 
Eメール : jhan@farmersagent.com 

■ 保育園 ティーチング アシスタント （TA) 募集 

ノースビルで定評あるサニーポイントチャイル
ドケアセンターが日本語を話すTAを募集中。 
半日orフルデイポジション。保育に熱意を持
っている方で 米国就 労可能ビザ 要。英 語は
簡単なコミュニケーション力で可。保育、教
育現場経験者が好ましいが、トレーニングあ
り。履歴書、コンタクト情報は下記まで。

s u n n y p o i n t e c c @ y a h o o . c o m

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

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

http://www.linguascience.com/ja/licenses
http://www.aielloglobal.org
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ伝説のホップ「ソラチ エース」との再会
　コロナ禍の規制からほぼ丸一年たった
3月17日はセント・パトリックデーだった。
50％の収容人数でのレストラン・バーでの
室内飲食が可能になってから1週間。「この
（パンデミックによる影響は）長引くに違
いない」と語ったCadillac Straits Brewing 
Companyは静かなセントパトリックデーを
迎えていた。そこで思いもせず伝説のビー
ルに出会った。
「伝説のホップ」と呼ばれるソラチ・エー
スは1984年北海道空知郡にあるサッポロ
ビールのホップ農場で生まれた。しかし、
当時の日本では人気を博することなく、海
を渡り2006年にアメリカでブームを起こし
た「伝説のホップ」だ。今ではその良さが広
く知られ、日本国内でも期間限定販売の
際には売れきれるほどの人気だ。
  「コロナ禍でもビールを作り続けてき
た。併設の醸造キットなどのサプライスト

アーが好調だった」とCSBCのオーナー兼
ブリューワーのGordie。いろいろな”実験”
をしつつ新しいビールを提供している。
その中で「サッポロのようなビールを作り
たい」と思って、ソラチ・エースにも挑戦し
た。Samurai Hack （ABV ５.４％）はスッキ
リとしたドライな風味に仕上がっていた。
おそらく口にした人にしかわからない、な
んとも言えない一種クリーミーな味で甘み
とも苦味ともとれるフルーティーなビール
だ。店内はセントパトリックデーを祝いな
がら夕食をとる家族連れが多かったが、こ
のSamurai Hack を口にすると日本にいる
かのような気分になった。残念ながら訪
れた３日後には醸造した１Keg（約１２４杯
分）は売れ切れていた。
　CSBCのあるMadison Heightsは東南
アジアの食料品店が多い。週末になると
買い出しに訪れる人も多い、大きな中国

系の食料品店もある。そこから２マイル
も離れていないところにブリュワリーは
ある。「サプライストアーもやっているか
ら、販路はあまり広げてはいない」とい
う。「でも、うちのビールは全部growler
に入れて持ち帰りもできる。もちろん
Samurai Hack も」と、家で楽しみたい人
には嬉しい。
　さて売れ切れはしたが、なかなか手に
入らない、と言いつつもソラチ・エースの
ホップをまた確保したそうだ。「来月（４
月）には７バレル作るから、１ヶ月ぐらい
は楽しめるよ。SNSをチェクしてみて」。
思いがけないところで、伝説のビールに出
会うことができた。コロナ禍以前にはこ
のようにブリューワーとの会話を楽しみ
ながらミシガンのビールを飲んでいた。
それが一転して、限られた行動範囲、限
られた人との接触、など思いも寄らない

Cadillac Straits Brewing Company
- Madison Heights, MI 

New EnglandスタイルのHazy IPA 

閉ざされた生活となった。けれども少しず
つではあるが、かつてあった“日常”の 復活
を垣間見た。

 Mohitotsu kudasai! ーー
ビールのメニューの紹介にはそう書かれて
いたのもうれしい。

ソラチエースを使ったラガー、Samurai Hack           セント・パトリックの日                         

Cadillac Straits Brewing Company
27651　John R. Street, 

Madison Heights,　MI 48071
www. cadillacStraits.com

サプライストアーは好調

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。

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

紙面広告、ウェブサイト広告、ご希望の場合は
上記のウェブサイトからお問い合わせください。

 
www.japannewsclub.com

電話番号：  248-465-4508 （日本語専用）   　248-465-4040 （英語）
email: ProvidenceOBGYNJapanese@stjohn.org

http://stjohndoctors.org/providenceobgyn
日本語での診療介助有り

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー
・妊娠出産のケア・母親学級及び状報交換会
・ 2016年より、産後の新生児育児サポートクラス
   及び母乳専門看護師による母乳サポートクラス開始

Providence OB/GYN
プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科

サービス内容

Japan News Club公式サイトから
Eメール登録すると最新号のお知らせ、その他 

ローカル情報も随時お届けします！
登録はウェブサイトから 

https://www. JapanNewsClub.com

Instagramアカウント 
@japannewsclub

https://www.japannewsclub.com
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://www.japannewsclub.com
https://www.japannewsclub.com
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

コービー・ラーニング・グループ 
“Spring into Learning Campaign!”

4月1日(木)〜4月30日(金)
期間中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！！

 ☆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。
ご予約お待ちしております。

ミシガン大学病院 　
第7回 オンライン マインドフルネス
2021年4月 無料養成クラス開催中

クラス： 2021年　4月 5, 12, 19, 26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

デルタ航空 
  4 月からデトロイト‐名古屋便再開

　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・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
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
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
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
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。

ミシガン会 2021 年度  

   会員募集 
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

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。 

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

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 

＜開催会場＞ Golden Fox Golf Club  

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

＜申し込み先＞ ミシガン会 Website 参照の上、申し込み願います。 

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  

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、 年 月 日（金）より、デトロイト空港（ ）発 中部国際空港（ ）行きの
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
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、
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
へのの乗り継ぎの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。
便名 出発 到着 運航日 機材

デトロイト 発 名古屋翌日 着 金曜日

名古屋 発 デトロイト同日 着 日曜日

※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より変更され る
可能性があります。

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
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
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 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
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。

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 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。
＜報道関係者からのお問合せ＞

デルタ航空太平洋地区広報部 岡田弘子
※移転のため、電話番号が変わりました。
電話

日本語ニュースサイト：

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。

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

22002211年年度度日日程程 ココーースス
55//11 ((土土)) EEaaggllee  EEyyee
55//2299  ((土土)) RRaattttllee RRuunn
66//1122 ((土土)) HHuunntteerrss RRiiddggee
66//2266  ((土土)) LLeeggaaccyy
77//1177  ((土土)) CCaallddeerroonnee
88//77    ((土土)) GGrreeyyssttoonnee
88//2211  ((土土)) SSppiinn--ooffff ((SSoolliittuuddee LLiinnkkss))
99//1188 ((土土)) TTiimmbbeerr TTrraaccee
1100//22  ((土土)) SShheepphheerrdd’’ss  HHoollllooww

シシカカゴゴ会会メメンンババーー募募集集
シシカカゴゴ会会ととはは??

そそのの昔昔、、シシカカゴゴ在在住住のの諸諸先先輩輩方方ががミミシシガガンンへへ移移住住ししたた際際にに発発足足ししたた、、ゴゴルルフフ好好ききのの
集集ままりりででシシカカゴゴ会会でですす。。そそのの歴歴史史はは、、既既にに3300年年以以上上でですす。。

・・NNoovvii近近辺辺かからら11時時間間程程度度とと少少々々遠遠いいけけどど穴穴場場・・面面白白いいココーーススでで、、年年88回回ののHHCC戦戦
をを行行いいまますす。。
・・参参加加者者のの平平均均ススココアアはは9955程程度度でですすののでで、、おお気気軽軽ににごご参参加加下下ささいい。。
・・月月例例会会優優勝勝者者ににはは、、素素敵敵ななトトロロフフィィーーをを進進呈呈、、飛飛びび賞賞、、ニニアアピピンン・・ドドララココンン賞賞等等もも
あありりまますす。。最最終終回回ににはは、、年年間間ググララチチャャンンもも決決定定!!
・・参参加加賞賞・・ババーーデディィーー賞賞含含めめたた各各賞賞ににははポポイインントトをを進進呈呈しし、、年年末末ににはは((シシカカゴゴ会会

オオリリジジナナルルググッッズズ等等ととのの))ポポイインントト交交換換会会をを兼兼ねねたた忘忘年年会会もも開開催催ししてていいまますす。。

シシカカゴゴ会会ででゴゴルルフフ友友達達のの輪輪をを拡拡げげまませせんんかか??女女性性ププレレイイヤヤーーもも歓歓迎迎でですす。。
取取りり敢敢ええずずののゲゲスストト参参加加もも歓歓迎迎ししまますす。。おお気気軽軽にに参参加加ししてて下下ささいい。。

会会費費
年年会会費費 ::$$6600
月月例例会会費費::$$6600~~$$9900 ((開開催催ココーーススにによよりり異異ななりりまますす))

連連絡絡先先
HHPP ::hhttttpp::////cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm
おお問問いい合合わわせせ ::iinnffoo@@cchhiiccaaggookkaaii..ccoomm おお気気軽軽ににメメーールル下下ささいい。。

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

http://news.delta.com/japanese/news
http://izakayasanpei.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.
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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

　　
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

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

