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●  ESL夏期講習
 

  
 

●夏期キンダーガーテン準備クラス      
火＆木の週２日・$100/月 
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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

 
  

 

　新緑の鮮やかさとミシガンの桜が美
しい色どりを迎えた５月はAsia/Pacific 
American Heritage Month。日系人がは
じめてアメリカに移住を始めた月、大陸
横断鉄道が中国系人の力を主として完成
した月でもある。それを記念して1977年
Norman Y. Mineta議員のイニシアチブ
のもと始まった。コロナ禍の下、アジア系
に対する暴力、偏見、そして殺害事件が

増加している。バイデン米大統領は「ヘイ
トクライム（憎悪犯罪）」への対策を強化
する法律を５月２０日に署名。憎悪が許さ
れる場所はアメリカにない、と明言。ウィッ
トマー・ミシガン州知事も、ヘイトクライム
の撲滅を宣言している。５月にデトロイト
近辺でオンライン開催されたイベントを紹
介する。
　One DetroitはDetroit Public TVの

番組の一つで、社会、文化、芸術、環境な
どの問題を偏見なく公正な視点から取り
上げている。そのタウンホール・ミーティン
グが５月19日にオンラインで行われた。
“How we got here: The Asian American 
Experience in Metro Detroit”
 One Detroitのシニア・プロデューサー、
Bill Kubota氏が司会を司り、５つのセ
クションにわたってメトロ・デトロイト在

住、前在住者、ジャーナリスト、ライター、
弁護士、活動家たちとパネルディスカッ
ションを行った。ディスカッションに先立っ
てAPIA Vote Michigan（Asia Pacific 
Islander American Vote Michigan）の
代表者は、「アジア系の歴史はVincent 
Chin事件（日米自動車摩擦の1982年、
デトロイトで中国系Chin氏が日本人と間
違われ、二人のアメリカ人自動車産業従

One Detroitoは、パネリストとKubota氏（上から２段目左端）。 Photo courtesy of Detroit Public Television

Asian Pacific American Heritage Month
 さまざまな思い あふれる 

5月
アジア・太平洋諸島系米国人 

文化遺産継承月間

5月
アジア・太平洋諸島系米国人 

文化遺産継承月間

　アジア太平洋諸島系米国人文化遺産継承月間は、1992
年より正式に毎年５月と設定され、アジア太平洋諸島系米
国人の歴史、功績を祝う月として確立されました。通常は例
年どおり歴史的、教育的関連コミュニティイベントが各地で
行われますが、今年もまだ新型コロナの状況下とあり、オン
ラインでさまざまなイベントが行われました。	 	
	 	 　	 	 　　　（JNC）

https://kobylearn.com/
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事者に殺害された事件）をなくしては語
れない」とミーティングの指針を示した。
事件後の裁判とそれが結審するまで、殺
害されたVincent Chinの母であるLily 
Chinとともにアジア系の偏見への抗議、
法による平等を求めて活動したHel len 
Zia氏がこの事件の影響の大きさを振り
返った。
　歴史を振り返り現在を検証した最初の
パネルディスカッションが印象に残る。事
件当時、さまざまなアジア系市民を一つの
目標、“法の下の公平さ”を求めての結束
を率いた弁護士Ronald Hwang氏、Jim 
Shimoura氏、そして事件後にDetroit 
News社に入り、現在はカリフォルニア州
在住のPaula Yoo氏が登場した。Yoo氏
は今年、事件を扱った「From a Whisper 
to a Ral ly ing Cry」を発表している。
1980年代、アメリカは深刻な不況など多
くの問題に直面。デトロイトは現在より
も小さな町だったが日系、中国系、フィリ
ピン系、ベトナム系、韓国系を問わずアジ
ア系は「One basket」に入れられていた
（Shimoura氏）、いつも攻撃への恐れを
感じていた。事件をきっかけに一握りから
始まった集会がフォード社のHQを会場
にしてと広がり、ほかの人種とも連携し、

検察官やUAW（全米自動車労働者組合）
との対話への協力を模索した。事件はア
ジア系アメリカ人の意識の高揚となった。
　司会のKubot a 氏はさらに現在と今
後について三氏から意見を引き出した。
1980年代よりも地位向上すべきだったが
置かれている立場が悪化していることへ
の懸念が挙げられた。「same barrier, 
same problem」。一方、アジア系に対す
る差別や攻撃が繰り返されるという歴史
は必ずしも否定的な面ばかりではない、
当時、アジア系としての意識を高揚させた
人 と々同じように、 “立ち向かう” ことを
今の若い世代も感じることができるから、
と立ち向かうことへの必要性をYoo氏は
力強く語った。そして、三氏の意見は「事
件は無視できない歴史の一つ。イリノイ
州のようにK-12（幼稚園から高校卒業学
年）のカリキュラムの中にアメリカの歴史
の中の一つとしてアジア系アメリカ人の歴
史を教えるべきである」と共通していた。
カリキュラムに取り上げるべき重要な点と
して、事件の裁判は法律上複雑な要素が
含まれている、白人とアフリカ系アメリカ
人というパラダイムではなく人種を超えた
人権擁護のための公平な法律の適用、評
決の舞台がオハイオ州のシンシナティ―

SCHOOL OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES

に移ったことで陪審員構成が複雑になっ
たこと、この事件が他の事件の場合でも
繰り返されるという面でも検証に値すると
Hwang氏は語った。
　次はKubota氏と2012年Troy HSの卒
業生でWhenever We’re Neededの活動
の主催者Cena Vang氏との対談へと移っ
た。アトランタでの８人の殺害事件の翌日
に、少数民族（モン族出身）として常に不
安を感じていた思いを街頭で訴えた。歴
史という面ではVincent Chin事件につい
ては「一ヶ月前に知った。どうして今まで
知らなかったのか」と言った。アジア系の
女性は自分の意見をあまり話さない方が
いいという美徳観があるが、世の中は変
わってきている、異なる人種との橋渡しを
して公平さを訴え続けたい、と若い世代
の声を代表していた。
　最後に全員のパネリストが集まり、
Kubota氏が「次に我々はどうするか」を
再び問うた。ここでも「教育の大切さ」が
挙げられた。例えば、MI Reads リストの
四分の一がアジア系アメリカ人の作品で、
それを教師に学校教育で読んでもらうよ
うにするのが親が努力することだ、という
意見が出た。意識の変化には行政の指針
の変化が必要、１日で成し遂げられない

（上）視聴会のフライヤー（下）Dr. Wakabayashi。日系４世のお父様を持つ
 Photo courtesy of Oakland University

ものだから教育者へのトレーニングをし
て行っていかなければならないと、アジ
ア系議員からの声もあった。さらに、「急
速にアジア系人口は伸びており、経済的
な面で消費者、労働者としても才能ある
集団としてアメリカの発展に見逃せない
存在になっている」「ものを言わぬ集団
が声を出すことを発見した」「昨今のアジ
ア系に対する動きにどのような対策を行
うか、の手腕が経営者に問われているの
も今後が明るい方向へと向かっていく要
素になるだろう」「片方では公民権問題、
もう一方では経済の発展という観点で見
るとアジア系の社会的な前途は明るい」
という意見も出た。
　約２時間にわたり、1980年代から現在
のアジア系の40年間を振り返り、当時の
公民権活動の中心者からそれを知らな
い若い世代までを含み、次に進む方向を
確かめあった意義のあるタウンホール・
ミーティングだった。　
 このミーティングは本紙発行時点、以下
で公開中。

　くしくもジョージ・フロイド氏の殺害から
１年経つ5月25日、一般向けのScreening 
of "Who Killed Vincent Chin"（1987
年制作。事件を加害者Ebensと被害者側
と社会 運動の複眼的視点から描いたド
キュメンタリー）の視聴とディスカッション
が行われた。オークランド大学（ミシガン
州の州立大学。Rochester市。OU）の
Dr. Wakabayashi (Associate Professor 
of Human Development and Chi ld 
Studies) と大学図書館が協力し実施。以
下は視聴会の前後のDr.Wakabayashiと
本紙のインタビュー。

今回のイベントの開催理由は：
学長のDI（Diversity ＆Inclusion）へ
の理解もあった。イベントも多く行われた
が、アジア系の話題が欠如していた。アト
ランタの事件へのOUの声明の遅れ、OU
の一人のアジア系PhDの学生の苦しみを
知り、行動を起こした。

この映画を選んだ理由は：
地元の事件だったこと、1982年の事件と
コロナ禍でのアジア系に対する暴力や脅
威の平行性、そして被害者側の声と加害
者側の声の両方を描いていること。学生、

教授、スタッフは少なからず内外を問わず
差別に直面している。アメリカ社会のアジ
ア系への問題を確認するためでもある。

さらに詳しいことを：
アジア系は“Perpetual foreigner（永住
する外国人）”として扱われることが多
い。実際アメリカ生まれのわが子も現地
校で「あなたの祖国の日本が戦争を引
き起こした」と責められたことがあった。
1980年代もコロナ禍でもアジア系は同じ
思いを感じているのではないか。

　視聴後のグループディスカッションには
約45人が参加した。社会システムの崩壊、
社会責任の欠如、出自は何であれ人命軽
視という意見、また、現代との平行性とし
て加害者の“It was an accident”という
言葉からmicroaggression（意識ない差
別）、忘れてはならない事件であるという
声も出た。　
　 アジア系の生徒の小さな声に耳を傾け
広く意識喚起を行ったDr.Wakabayashiは 
今後、学内のアジア系教員の連携を組織 
づくっていくことにリーダーシップを発揮していく。

  コミュニティーのリアクション 
“Who Killed Vincent Chin?”   映画視聴会を通して

https://www.youtube.com/watch?v=_
ocbH8ncqy0

https://nipponexpressusa.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ocbH8ncqy0
https://www.youtube.com/watch?v=_ocbH8ncqy0
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イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

診診療療時時間間::  

月月 9 - 5  
火火 10 - 7 
水水 9 - 2  
木木 8 - 5 
金金 8 - 1  
土土 8:30 - 1
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•29年の豊富な経験、ご家族とお子様の為の歯科医院
•日本人スタッフが対応します。
•ほとんどの歯科保険 In-Network対応
•顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療
•インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

10 Mile Rdと9 Mile Rdの間、
Novi Rd西側Heritage Park内
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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

　去る2021年4月28日、故アイリーン・ヒ
ラノ・イノウエさん（以下、アイリーンさん）
を偲ぶ追悼式が米日カウンシル（USJC）
によってオンラインで開催された。

　一年前に亡くなった時に米日カウン
シルの会長を務めていたアイリーンさん
は、日系アメリカ人の歴史を共有する目
的で作られたロサンゼルスの全米日系
人博物館（JANM）で20年にわたり館
長兼創設CEOを務めた後、日米関係を
強化すべく国際的なリーダーを育成し 
つなげる組織として米日カウンシルを、
夫で日系人初の米連邦議員であった故
ダニエル・イノウエ氏や日系アメリカ人
リーダーたちと中心となって設立した。ま
た、多くの著名な慈善団体、文化団体、
学術団体にも役員として関わった。東日
本大震災時には来日中だったアイリーン
さんは即座に寄付活動を推進し、また、
米軍と自衛隊の「トモダチ作戦」を通じ
てこの時に行われた緊急人道救援活動
を「TOMODACHIイニシアチブ」として
日米の若いリーダーの育成を目指す官民
パートナーシップ構築へと発展させた。
　数えきれない活動を通して、アイリーン
さんは交流を持った多くの人へも大きな
影響を与えた。
　

　交流があった高円宮妃久子さまの追
悼のお言葉から始まった追悼式では、
仕事を共にした友人やご家族から、アイ
リーンさんのリーダーシップと人を惹きつ
ける類まれな人がらについて、思い出と
ともに語られた。
　
　ノーマン・ミネタ元米商務長官は、ア
イリーンさんの「ダイナミックなリーダー
シップスキルと魅力的な人柄によって、日
系人博物館の館長として日経一世や二世
の経験を全米に伝えることに成功し」、
さらにその後「米日カウンシル設立によ
り、一世や、他の日系アメリカ人の苦境や
歴史を日本の人々に伝えることができた」
と功績を讃えた。
　
　現在ジャパン・ハウス ロサンジェルス
の館長である海部優子さんは、在ロサン
ゼルス領事として勤務していた当時、日
系人と日本の関係をより緊密にするとい
う任務の下、アイリーンさんと在米日系人
リーダー訪日プログラムを設立した。「ア
イリーンは多くの資質を持つ特別な存
在だった」と話す。勤勉さ、そして「決し
て自慢をしない」アイリーンさんの人柄も
語ってくれた。「日米関係への貢献を称
えた日本政府からの勲章のみでなく、彼
女の偉大な功績を称える賞は他にもあり

ますが、彼女が人知れず貢献したことも
多いと思います」
　海部さんはまた、アイリーンさんの「人
を惹きつける魅力」について、「どんな人
もすぐに彼女と打ち解け、すぐに彼女の
ことが大好きになりました。あれほどの
功績を残しながらも、彼女は地に足がつ
いており、優しい笑顔で人々を安心させ
ました」と語った。
　メントーとして導いてくれたアイリーン
さんを偲んだのは海部さんだけではな
く、アイリーンのもとでUSJCスタッフと
して自信をつけた高木香奈さんもまた、
「ビジョンを現実にする姿を直接目にし
たのは人生最大の財産。アイリーンは私
たちの中に多くの種を植え付けてくれた」
と語った。アイリーンさんが亡くなって１
年、「今わかること、それは彼女のレガ
シーを伝え続けること。アイリーンが私た
ちに植えてくれた種を次世代につなげる
ことが私たちの仕事です」と、高木さん
はアイリーンさんへの感謝の言葉と共に
締めくくった。

　家族を最優先に、家族の時間を大切
にしてきたアイリーンさん。11歳の孫、マ
ギー・イノウエさんがアイリーンおばあ
ちゃんに歌を捧げ、和楽器アンサンブル
による音楽、JANMによるトリビュートを
もって追悼式は終了した。
　チャーリー・チャップリンの『スマイ
ル』を感情豊かに歌うマギーさんの眼差
しの先には、生前には常に向けられてい
たアイリーンおばあちゃんの笑顔と励ま
しがあったかのようだった。

文・Mayumi Bilderback

故アイリーン・ヒラノ・イノウエさんを偲ぶ 　故アイリーン・ヒラノ・イノウエさんを偲ぶ 　米日カウンシル (USJC) が 追悼の会をオンラインで開催米日カウンシル (USJC) が 追悼の会をオンラインで開催

故アイリーン・ヒラノ・イノウエ氏
2020年5月には、日米間の友好関係と相互理
解を促進し、日系アメリカ人の歴史を両国の人
々に伝えた功績を踏まえ、日本政府から旭日
中綬章が授与された。

Japan-News-Club-では、こんな時英語でなんていうの？を解決してく

れる「言葉の架け橋」「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」、最新の米国事情なら「ケンケンガクガク」、米国

医療については「心臓病治療の最前線」「アメリカ医療のトリセツ」
その他、新型コロナに関する記事など、ミシガン在住の専門家の方々 

による海外生活に役立つコラムが盛りだくさん。過去のコラムは

Japan-News-Club-公式ウェブサイトでご覧いただくことができます。

GoTo>>>　www.JapanNewsClub.com

Photo courtesy of US-Japan Council

https://www.japannewsclub.com
https://www.eastbrookedental.com/
https://riveroakswest.com/
https://www.japannewsclub.com
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アジア・パシフィック・アメリカン商工会議所(APACC)は、創立20周年を迎え、2021年5月アジア・太平洋諸島系�米国人文化遺

産継承月間をともに祝しました。APACCは、創立以来20年、アジア系経営企業と米国を拠点とする企業双方のビジネス関係強化

を促進し、アジア・太平洋諸島系米国人の経済的発展に努めて参りました。

APACCの活動と本ビジネスコミュニティをご支援くださるすべてのスポンサーの皆様へ

心より感謝申し上げます

https://www.apacc.net/
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（次ページにつづく）

　メモリアルデーの連休も過ぎて６月となり、ミシガンもあちこちで芝刈り、バーベ
キューや卒業パーティーが見られるようになり、初夏の訪れを感じさせます。コロナワク
チン接種率の向上により新規感染者数、入院者数、死亡者数が目に見えて減少し少しず
つ普通の日常生活スタイルに戻りつつある中、パンデミックの影響で昨年は見送られた
学校の卒業式もヴァーチャルでなく対面現地開催で行われ、学校によっては昨年度の
繰越し卒業式と同時開催したニュースもありました。米国では高校卒業には特別な意味
があり、卒業生にとっても親御さんにとっても思い入れの強いイベントなので、想定外の
苦難を乗り越えて卒業の喜びはひとしおでしょう。ご卒業おめでとうございます！

　米国内のコロナ対策は良い方向に進んでいますが、広く世界を見渡すとインド、ブラジ
ルなどのホットスポットを筆頭にまだまだ多くの国・地域が苦しんでおり先進国でも対応
に四苦八苦していますが、自力でワクチン生産能力も入手能力もない開発途上国や小さ
な島嶼（とうしょう）国では米国からの迅速で差別のないワクチン供給支援が切望され
ています。日本については後述します。

　スポーツの話題では、当地米国のバスケットボールNBAとアイスホッケーNHLがプ
レーオフの真っ最中ですが、残念ながら今年も地元チームのピストンズとレッドウィング
スが出ていないので、今ひとつ興味が湧きません。セパ交流戦期間中の日本のプロ野球
では首位から５位まで５ゲーム差ほどの団子レースが続くパリーグに対して、セリーグで
は阪神タイガースが首位を堅持。昨年ドラフト１位で入団したルーキー佐藤輝明選手の
活躍（先日も史上４人目となる新人で１試合３本塁打とミスタージャイアンツ、長嶋さん
以来の記録）と明るい性格でベンチの雰囲気も非常に良く、今年こそ『はんしん不随タ
イガース』の汚名（虎党ファンの方には失礼お赦しください）を返上して１９８５年以来の
リーグ優勝なるか？注目されます。当地MLBでは何と言ってもエンジェルスの大谷選手
の話題で持ち切りです。「二刀流だ」、「三刀流だ」、「いや正確には二刀流だ」とつまら
ぬ議論も出ていますが、打者としては打率こそ２割６分〜７分とやや下がっていますが、
開幕からチーム５０試合消化の先月末時点で１５本塁打、１１二塁打、３三塁打は１９９８
年マリナーズでプレーしていたA.ロッド以来の記録。しかもそれを２００打席以下（正確
には１９５打席）で達成したのはMLB史上初。また、二刀流として同一シーズンに打者で
１５本塁打、かつ投手として５０奪三振したのは２０１８年にMLBデビューし２２本塁打、
６３奪三振した彼自身のみで２度目の快挙。今シーズンはまだ２ヶ月経過したばかりなの
で、このまま健康で順調にプレーし続ければ数字も大幅上乗せする可能性大。打席数が
制限される二刀流にもかかわらず、単純計算ではシーズン５０本塁打、１２８打点ペースと
いう超一流打者でも同時には難しい数字を達成してMVP（米スポーツ誌のスポーツ・イ
ラストレイテッドが特集した開幕２ヶ月間の記者投票では７人中６人がア・リーグMVPに
投票）まで獲得する可能性もあります。本人は野球小僧、野球少年のように純粋にプレー
を楽しんでいるようですが、見ている我々もとにかく楽しくワクワク感が止まらない一挙
手、一投足が注目を浴びるスタープレーヤーです。これから本格的な夏に向かい地元南
カリフォルニアから長距離移動しながら砂漠気候か亜熱帯気候のアリゾナ、テキサスなど
の灼熱、猛暑の中での試合が待っており、熱中症や夏バテ、過労が心配されますが、怪
我・病気せず残りのシーズンを通してハツラツプレーを見せてほしいと願っています。

　テニスでは今年二つ目のメジャーイベント、フレンチオープンが開催中。今春長い怪我
休養から復帰した男子の錦織選手がどこまで調子を取り戻して若手の台頭顕著なトップ
１０〜２０レベルのプレーができるか？第２週まで勝ち残れるか？です。ネットで公私に
わたり色々批判する人もいますが、彼があの小さな身体で今までに成し遂げたことがどれ
だけ凄いことか、日本のテニスやスポーツ界にもたらした貢献度を公平に評価し、過剰期
待せず素直に応援してあげたいものです。女子では今や世界的スタープレーヤーとして注

社会正義と商業主義とエゴの合間で

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第220回）

目されている大坂選手が今大会中の公式記者会見を拒否する宣言を出し、物議を醸して
います。選手のメンタルヘルスに十分配慮していないという理由ですが、大会主催者、ス
ポンサーや現役並びにOB、OGのテニスプレーヤー、テニス・スポーツ評論家、ファンか
ら賛否入り混じったコメントが出ています。実際に初戦勝利後の記者会見をせず、主催者
から参加選手としての義務違反に対する１万５千ドルの罰金通知、また４大大会主催者
の合同声明として今後の行動次第で今大会失格や将来の４大大会出場停止処分もあり
得るという警告がありました。彼女の姉であるマリさんの補足説明によるとクレーコートで
良いプレーができないことに関して繰り返し嫌な質問をされることに耐えられなかった、
ということですが、彼女の一ファンである私も個人的には今回の行動はロールモデルとな
るべきスタープレーヤーとしてはやや性急で大人気ないエゴと取られても仕方ないと感
じます。アマチュアテニスプレーヤーの私は世界中を旅するプロテニスツアーやメジャー
イベントを含む数多のテニスイベントに参加するプレーヤーにかかる心身のプレッシャー
とストレスを知る由もありませんが、自分の普段の試合でも上手くプレーができずに負け
て、自分自身に腹を立てたり、パートナーに八つ当たりしてしまったり、試合に関して話も
したくないことがあるので、負け試合直後の記者会見で嫌な質問をされれば、反発した
り嫌気が差して答えたくない、その場を離れたい気持ちは分かります。それでもなお、参
加プレーヤーの義務として嫌でも辛くてもネガティブな気持ちを抑えて会見に臨まねばな
らない立場にあります。特に注目度の高い上位ランクのプレーヤーや歴代チャンピオンは
他の選手や後に続く後輩、ちびっ子ファンのロールモデルとして余計にそれが要求されま
す。わずかなエゴや一つの例外も許されない環境です。人間関係をこれ以上こじらせて
禍根を残さないように、会見拒否ではなく、会見で自分の考え、意見を伝えるとともに改
善のために関係者と何度でも粘り強く話し合いを続けてほしいと思います。また、コートの
中では余計なことを考えず、試合に集中して３回戦の壁を越えてほしいですね。（とここま
で書いたところで、たった今大坂選手がフレンチオープンを棄権という驚きの臨時ニュー
スが入ってきました！（事が大きくなってしまい、大変残念です。）

　またまた前置きが長くなってしまいましたが、今回のテーマは「社会正義と商業主義と
エゴの合間で」です。

　日本のコロナ対策が遅 と々して進んでいない状況に海外在住日本人の我々も心を
痛めています。先進国のはずの日本が先月末時点でワクチン接種率１％、世界ランクで
１００位程度と報道され、ワクチン後進国であることが改めて再認識されましたが、先月
末に日米間で米人も入ったバーチャル会議の席上、米人から「日本のワクチン接種率が
１％って本当？オリンピックは大丈夫？」と質問され、「その通り。オリンピック開催も危
ない」と私見を述べましたが、大変恥ずかしい思いをしました。安倍前首相から政権を
受け継いだ菅首相は就任前の発言や就任時の所信表明演説では「コロナ対策を最優
先する」と明言していたにもかかわらず、有効な対策は何一つとして実施できず緊急事態
宣言の発令と延長を繰り返し、観光業、飲食業を主とするビジネスの営業制限・制約と
国民の外出自粛の忍耐を強いるのみで、ワクチン接種に関しても「高齢者は７月末まで
に完了する」とお題目を唱えただけで、実際はとても間に合わない都市や地域があると
知って「私もショックでした」とまるで他人事のようなコメントばかり。

　更に追い討ちをかけるように日本国内のワクチン接種が普及する前にホットスポットの
インドで変異発生したインド株（最初はインドの株式のニュースかと思ってしまいました
が変異株のことでした）が日本や中国でも確認され、致死率は高くないものの従来コロ
ナの倍以上の感染力による新たな感染拡大が懸念されています。直近で日本とも国交と
ビジネス関係が親密でコロナ対策では優等生だったタイ、ベトナムでも変異株が確認さ
れ不安は増すばかりです。

　菅首相が自民党幹事長時代は安倍前政権の番頭役、調整役としては「総理の意向
で...」とか「総理がそう希望している」などと安倍前首相の権威を使ってそれなりに機能
していましたが、自分が首相の座につき強力な派閥の援護もなく有能で頼りになる番頭
役や閣僚がいない今、揺るぎない自信を持って有効な政策を打てないまま、国民の信頼
と支持を急速に失いつつあります。危機管理の能力も欠如しており、所詮、国のリーダー
の器ではないということでしょうか。

　昨年一度延期されたオリンピックも延期が決まった時点で「これで安心してしまうとコ
ロナ対策が進まず、来年の開催も危ないかも」と思いましたが、残念ながら首相交代後
もその不安が的中してしまいそうです。

　先月立て続けに報道されたIOCのバッハ会長他3名の発言も日本国民に対する配慮
を欠いた失言と取られて有識者から批判の声を浴びていますが、「オリンピックは大金
儲けの機会・手段」と考える商業主義に凝り固まった組織と五輪関係者の本音が出てし
まった感があります。「オリンピックは参加することに意義がある」とは言うものの、すで
に渦中にある開催前の混乱に加えて開催中・後に予想される多大なリスク、あるいは想定
外のリスクの可能性を考えると、それこそ命懸けで参加する意義のあるものでしょうか？ 
もちろん、通常４年に一度、しかも今回は母国日本で開催されるオリンピックなので、 
すでに代表入りが決まっているか代表入りできそうな日本人選手にとっては、これが最後
のチャンスとそれを目指して大袈裟でなく死ぬほど辛く苦しい練習と努力を続けてきた一

https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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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。
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世一代の価値あるイベントであり、「はい、そうですか」と簡単に諦められるものではない
でしょう。

　緊急事態宣言が繰り返されたり、延長されたりで行動の自制・自粛を求められ長く忍
耐生活を続けてきた一般国民も我慢の限界がきており、この上オリンピック開催のため
に更に忍耐生活が長引いたり、開催中・後の安全・健康上の保障と運営管理に大混乱
をきたし、今でも受け入れ病床数や医療関係者が逼

ひっぱく

迫している病院、医療機関がパン
クし医療崩壊に繋がるのではないかとの懸念がオリンピック開催に反対する大半の国
民感情と見られています。開催中止となればIOCに対して巨額の違約金支払い義務が
あるとのことですが、コロナのような天変地異、超自然現象は本来ならばフォース・メイ
ジャー（制御不能の不可抗力事項）とみなされ、ペナルティーは免責されるケースが多
いのですが、いかんせん日本政府の対応が遅れ遅れで、しかも的外れでしっかり対応す
れば自力でコントロールできるものまで制御不能のような状態にしてしまい、１００％免
責とは行かない雰囲気です。せめて他責部分もありと情状酌量で半額とか何割引とか
にできれば金銭的被害・負担は減るのですが果たしてどうなりますか。米国の有力紙 
ワシントンポストやニューヨークタイムズなどが社説でオリンピック開催に反対や懸念を
表明している一方、国内でもソフトバンクの孫会長の発言にあるように「無理やり開催す
れば中止よりももっと大きなものを失う」と言う懸念も的外れでない気がしますので、菅
首相以下現政権、JOCオリンピック運営委委員会には見栄や自己満足または商業主義
に忖度した金勘定優先でなく、エゴを捨て内外の社会正義と日本及び諸外国国民の安
全と健康を第一に考えてベストの判断と決定をしていただきたいと切に願います。

　一方当地米国では、相変わらずトランプ前大統領の亡霊に取り憑かれたような共和党
の面々が首都ワシントンの連邦議会だけでなく各地の州議会、市議会でも有権者の選
挙資格、投票権・投票方法の制約・制限に明からさまに動いており、干支が亥年の今年
に合わせたわけではないでしょうが、恥も外聞もなく文字通り猪突猛進しています。

　また、去る１月６日に起きたトランプ支持派グループの米国議会乱入事件の民主・共
和両党同数議員構成とする調査委員会設定議案に対して事件直後には乱入を誘発し
たトランプの責任を批判する発言をしていたマコーネル上院少数党院内総務とマッカー
シー下院少数党院内総務が二人とも前言を１８０度ひっくり返してトランプ批判を止め、
先に提案した共和党の要望通り設定した調査委員会議案の審議・通過を妨害し、直前
に議会訪問、共和党議員との面談を希望した乱入事件時に彼ら議員の警護に体を張
り、直後に入院死亡した議会警護警察官の母親と内妻との面談を拒絶したり、会っても
真摯な対応をしなかったとのニュースを見てやり切れない気持ちでした。

　トランプ前大統領の執務中にあった２度の弾劾裁判審議で無罪投票し、トランプが
前回選挙で敗れた事実も認めず、自分たちが大統領職を盗もうとしているのに「不正選

挙で当選を盗まれた」と被害者を装う大ボラに加担し、１月６日の議会乱入事件も平和
的な通常の訪問であったとか、乱入者はトランプ支持派グループでなく民主党と左翼リ
ベラル派支持グループであったと明かな嘘八百を並べて歴史を塗り替えようとする共和
党議員が複数もいて、この連中が今夢中になっている投票権制限制約法が発効して来
年の中間選挙や２０２４年の次回大統領選挙で共和党が勝利したら、今のウソ、デタラ
メ路線継続で国民を騙し自分達の野望を達成するために群衆操作・煽動するだけで 
なく更に悪どく醜くなる恐れ大です。

　丁度１００年前の先月末にオクラホマ州タルサで起きた黒人街焼き討ち（焼き払い）、
黒人大量虐殺事件の歴史的事実やいまだに根強く残る人種差別、白人至上主義者存
在についても白人人口の多い保守主義的な考えが強い州や都市では学校の授業でも教
えないとか議論しないとか、歴史や事実を歪曲した偏向教育に逆戻りあるいは強化現象
が見受けられます。

　外出すればアマゾンの配送車、家でTVとネットの報道や掲示を見れば銃乱射事件の
関連ニュースを見かけない日はないと言っても過言ではありませんが、銃規制強化、警
察のリフォーム再編成、人種差別対策、インフラ投資予算案可決承認実施など急ぎで
重要な課題は山積みですが、今年５月末までに米国内で起きた銃乱射事件は２３６件、
先月５月１７日以降のわずか２週間だけで２７件という信じられない惨状では銃規制、取
締り強化が最優先でしょうね。

　現生人類ホモ・サピエンスはラテン語で『賢い人』と言う意味ですが、ウソとデタラメ
で塗り固めた偽情報で国民を騙し続け、都合の悪い事実をひた隠しし、まるで自分達が
犯した悪事は何もなかったように歴史を変えようとしているトランプ・共和党メンバーと
その支持層、QAnonやフェイクニュースメディアに洗脳されて過激な行動や非常識な言
動をするグループを見るととてもそうは思えず悲しい限りです。

　「コモンセンス＝常識」という言葉が死語にならないように、また種々の価値観が入り
乱れ「あなたの常識は私の非常識」という相反する事態が拡散しないように願うととも
に、私たちも社会正義と商業主義とエゴの合間を漂いながらそれぞれの居場所でたとえ
微々たる努力でも日々続けて行かねばなりません。

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!!

4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

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

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://www.godaiko.com/home?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6P7Lbk1gqwR5SMIWW8Bubut6_LbH64dlTlF0cfm6vU8fhCyPT3qNoaAphbEALw_wcB
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Japanese Family Services, USA  
当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。   
www.jfsusa.com　               information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375            248-946-4301

６月のイベント 2021年6月1日～6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。

コロナワクチンがより一般的になると共にマスク着用の必要性も少なくなり、色々な場
所の解放も増える中、説明しづらいこともでてくることでしょう。こちらに英語でどの

ように説明するのか、例文をいくつかご紹介します。
Q:  So why are you still wearing a mask?  You don't have to wear one anymore.
　 それで、なぜまだマスクを着用しているのですか？もうマスクを着用する必要はありませんよ。

1. Well, I have young children and they are not able to get the vaccine 
yet, so I'm wearing it for them. 
それは、私には小さい子供達がいてワクチンをまだ接種していないのでまだマスクを着
けています。

2. Well, I've gotten the vaccine but I just prefer to wear the mask. 
ええと、ワクチンを接種しましたが、マスクを着用したいので。

3. Well, in Japan, we often wear masks for different reasons, so…. 
それは、日本では色々な理由でマスクを着用するので ......。

4. Well, I'm choosing not to get vaccinated yet, so I'm being careful. え
えと、まだワクチンを接種しようと思っていないので、注意しています。

Q:  So why haven't you gotten the Covid vaccine yet?
それで、なぜまだコロナワクチンを接種していないの？

1. Well, I'm going to Japan soon, so I'm waiting until we get back 
until we get vaccinated. Sometimes people show a false positive at 
immigration if they've gotten the vaccine. 
えっと、もうすぐ日本に行くので、こちらに戻るまでワクチンの接種を待っています。ワ
クチン接種済みの人が時々移民局で偽陽性と出ることがあるようなので。

2. Well, I'm waiting to see what happens with other people who got the 
vaccine. 
それは、ワクチン接種した人達の様子を見てからにしようかと思っています。

3. Well, I'm not comfortable with it yet. 
まだ、接種しようと思えないので

4. Well, I have some medical issues that are not good with the vaccine.
私の身体に医学的な問題あり、ワクチンを接種しない方が良いので

Q:  So, did your child get the vaccination yet?
　それで、お子さんはワクチンを接種しましたか？
1. Yes, they are all finished! はい、全員接種済みです！
2. No, not yet but we're planning to get it soon. 

いいえ、まだですが、近日中に打つ予定です。
3. No, we're not comfortable with them getting the vaccine without 

more research on the side-effects. 
いいえ、もっと副作用の研究結果を知ってからでないとワクチンを接種しようとは思えないので。

4. No, not until we come back from our visit to Japan. 
いいえ、日本を訪問して戻ってくるまでは。

Q:  Why are you keeping your child at home to study?  They can go back to 　
　　school now. 
    　なぜお子さんをまだ家で勉強させているの？今は学校に戻れるのよ。

1. Well, we are just not comfortable yet doing that.  We're just being safe.
そうですが、私達はまだそうすることに不快感があるので。ただ安全のために。

2. Well, my [son/daughter] got used to being at home, so we decided 
just to keep it this way. 
そうですね、私の [ 息子 / 娘 ] は家にいるのに慣れてしまったので、ただこのままそうす
ることにしました。

3. Well, we're going back to Japan soon, so there's no point. 
ええと、私達はもうすぐ日本に帰国するので、意味がないかと。

ワクチンに関する会話例
A: So, did you [receive / get] your Covid vaccine yet? 
    　それで、まだコロナワクチンは接種したの？

B: Yes, I received the first one.  I will get the second one next week.  (Not 'twice')   
　ええ、一回目は打ったわ。来週 2 回目を打つのよ。- ‘twice’ ではなく’ second one.

A: How was it for you? (OR: What was your reaction to it?)  どうだった？
B: I had [arm pain / body pain / body fatigue / a headache / dizziness /
nauseous / a high fever / a low fever / chills].  How about you? 
   [腕に痛み/体の痛み/倦怠感/ 頭痛/めまい/ 吐き気/ 高熱/低温 / 寒気]があったわ。あなたは？

A: I didn't really have any side effects.  I was just tired and had a sore arm. 
    　私は本当に何も副作用は無かったわ。ちょっと疲れて腕が痛かっただけよ。
　B: Oh, that's good!   あら、それは良かったわね！

2021 Covid Conversations： 2021年コロナ禍の会話 
 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

www.takadadentalclinic.com

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

http://takadadentalclinic.com/
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花に関する言い回し（６）花に関する言い回し（６）

−−１３５１３５−−

　ミシガンも春の花がいろいろ咲いて美しい季節になりました。さて、今回も
具体的な花の名前の付いた言い回しがもう少しありますのでそこから見て行
きましょう。

　「六日の菖蒲、十日の菊」と言うのは、5月5日に咲いているべき菖蒲が 
6日になって咲き、9月9日（重陽の節句）に咲いているべき菊が一日遅れて
10日に咲く、つまり「必要な時に間に合わない」と言う意味です。英語では単
に“a day late and a dollar short” とか “a day too late for the 
fair” （お祭りに一日遅れ）という言い方があります。もう一つ、「出藍（しゅ
つらん）の誉れ」というのは、「藍は藍より出でて藍より青し」と言う言い回し
を基にし、「弟子がその師を上回る」 時に使いますが、英語は “The pupil 
surpassed his/her master.” となります。

　さて、ここからは植物関係と言うことで、まずは「木」です。「金のなる木」は
英語になると牛に化けます。“Cash cow” という言い方があります。その他に 
“Goose that lays golden eggs” (金の卵を産むガチョウ) の話は皆さん
ご存知でしょう。「独活（うど）の大木」と言う言葉は、「大きいばかりで役に
立たない」人を指すので、英語では “big but useless” とか “big but 
good for nothing” となります。もう一つ、「草木もなびく」という言い方が
ありますが、これは “even the plants give way” というかなり似た表現
があります。

　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。

言言葉葉のの架架けけ橋橋 
〜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〜

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

 

 
 

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。

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

大人向け ESLクラス
対面 & オンライン 可 

2021年9月 - 2022年 6月

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

 申込受付 :  2021年 8月16〜20日 
Ins tr u c t i o nal  Te chn o l o g y  Ce nte rにて受 付

253 45  Taf t  Ro a d ,  N ov i ,  MI  4 8375

プログラム内容：
•  レベル別E SLプログラム 

（Beginning, Intermediate, High Intermediate,  Advanced)
•  秋セメスター（16 週 ）&  冬セメスター（16 週 ）
•  アメリカ文化・習慣について
•  様々な言 語背景の多国 籍参加者  多数
•  文 法・市 政学・リスニング・会話
•  クラスは、６時間／週
•  午前・午 後・イブニングクラス
•  就 職 準 備クラス  –  就 職 スキル 養 成

Novi Adult Education

https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
https://co.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
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皆さんは、新型コロナ禍は、2021年の夏、どうなるのか、いまどうなのか、疑問に思っ
ている人も多いかと思います。アメリカでは、ファイザー・モデルナ・ジョンソンエン

ドジョンソン(J&J) の3種類のワクチンが承認されており、接種も進んできました。ファイ
ザーとモデルナのワクチンは、メッセンジャーRNAを使ったワクチンで、症状がでる新型
コロナ感染を95％予防できますが、2回接種する必要があります。ジョンソンエンドジョ
ンソン (J&J) のワクチンは、症状が出る新型コロナ感染を70%予防し、１回の接種で終了
です。これだけ見ると、J&Jのワクチンは効果が低いように感じるかもしれませんが、新
型コロナ感染による入院は皆無だったという結果があり、更にワクチンは世界中で治験
がおこなわれたので、南アフリカや南米からの変異株にも有効である可能性が高いとさ
れています。

　5月17日現在、アメリカ全体では、16歳以上の人口の47%が、ミシガン州では56%が、
最低一回のワクチンを受けたと報告されています。目標は、集団免疫を獲得し、はしか、
水疱瘡のように、ほとんど流行しない、という状況になることですが、それには、人口の
70-80%程度が免疫を持つ必要があります。実際に何パーセントの人がワクチンを受け
れば、集団免疫を獲得できるのかは、新型コロナに関しては、まだわかっていません。 
ミシガン州知事は、徐々に規制を緩和していく計画を発表しています。現在は、ワクチン
の接種予約は、保健所、民間の薬局、医療システムなど、様々なルートがあり、比較的容
易にとれるようになっています。専門家は、アメリカでは、接種率が、集団免疫を獲得す
る程は上がらないのではないか、と懸念しています。その場合、インフルエンザの流行の
ように、常時新型コロナウイルスがあちこちで流行ったり、学校が閉校になったりする、
という状態が続くことになります。新型コロナを全く心配しないで生活ができるようにな
るためには、集団免疫を獲得する必要があるので、なるべく多くの人が、ワクチンを受け
ることが大切です。

　たとえ、集団免疫が獲得できなくても、ワクチンの効果はあり、現に、世界中でコロナ
患者の数は減ってきています。ワクチンが進んでいる国ほど、患者数は少なく抑えられて

います。ミシガンでも、2021年4月
16日をピークに、その後は、感染
者数は減少してきています。現在、
患者数、死亡者数ともにどんどん
増えているのは、世界でも、日本
とインドだけです。日本でのワクチ
ン接種が遅れていることが原因と
思われます。

　ミシガンでは、以前ほどの規制
はないものの、まだ集団免疫には
程遠く、いわゆる、「New Normal」
が続いており、常に感染の危険が
あるという事を意識しておくこと
が大切です。ワクチン接種が受け
られない年齢の子供達が通う学校
での流行は頻繁に起こると考えら
れます。最近は、検査がどこでで
も簡単にうけられるので、感冒様
の症状が出た場合は、新型コロナ
の検査を受けることが勧められて
いますが、陰性の結果がでるまで
は、新型コロナに感染したと仮定
して行動してください。結果を待つ
間に、学校、職場、買い物に行った
りしないようにしましょう。

症例数グラフの出典： Google Statistics （英米日） （https://www.google.
com/search?q=michigan+COVID+cases&rlz=1C1GCEA_enUS845US845&
oq=michigan+COVID+cases&aqs=chrome.0.69i59l2j69i61.3763j0j4&sour
ceid=chrome&ie=UTF-8)

B1.1.7: イギリスで報告された変異株で、アメリカでは2020
年12月からみられている
B.1.351:南アフリカで報告された変異株で、アメリカでは
2021年1月からみられている
P.1: ブラジルからの変異株で、アメリカでは2021年1月から
みられている。日本ではこれを空港で調べている。
B.1.429, B.1.427: 2021年2月にカリフォルニア州で報告され
た変異株
B.1.2, B 1.596, B 1.1.519は変異株とはみなされていない
(変異株の出典:ht tps: //covid.cdc.gov/covid- data-
tracker/#variant-proportions のregion 5 )

医師　リトル（平野）早秀子	｜　ミシガン大学医学部	家庭医学科助教授
筆者プロフィール：

　米国疾病センターは、ワクチン接種が終了して2週間たつと、免疫が確立し、ワクチン
による免疫を獲得した人たちは、免疫がない人達よりも、自由に行動できるというガイ
ドラインを発表しています。例えば、ワクチンを受けた人は、お店などの屋内でもマスク
をしなくていい、というガイドラインを5月14日に発表し、ミシガン州知事も賛同していま
す。ただ、不特定多数の人がいる屋内では、誰が免疫があって、誰がないのかは不明で、
それをチェックするシステムはありません。現在のところ、お店やスポーツジムなどは、
それぞれのルールを作らざる得ない状況になっています。ワクチンが終了して2週間以上
たっている人は、免疫がある人の、ガイドラインに沿うか、それぞれの会社やお店のルー
ルに従いましょう。ワクチン接種が終了していない人や、していても、まだ2週間たってい
ない場合は、今まで通り、マスクを着用し、手洗いを励行しましょう。また、ワクチン接種
が終了している人は、新型コロナ患者と接触しても、隔離をする必要がありません。屋外
では、マスクはしなくていいことになりました。どういうときにマスクをするべきか、等の
詳しい情報は、はこちらを参照してください。

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/choosingSaferAct.pdf

　ワクチンを受けられる年齢については、刻々と変化しており、ファイザーのワクチンは
5月10日から、12歳以上が接種できることになりました。モデルナとJ&Jのワクチンは現
在のところ18歳以上が適応ですが、どの会社も子供の治験を進めており、子供の接種は 
順次可能になると思われ、通常に近い形での学校生活の復活が望まれます。

　ワクチンの重要性はわかったけれども、副作用が心配、という人も多いでしょう。世界
中ですでに19億人が新型コロナのワクチンを受けています。アストロゼネカやジョンソン
エンドジョンソンは、脳の血栓症が話題になりましたが、一般人口の発症率よりも低く、
ワクチンが原因とはいえないとして、ワクチンが再開されました。ただ、この脳の血栓症
は50歳以下の女性に報告されており、米国疾病センターは、若い女性は別のワクチンを
受けることを考慮するように注意書きをしています。その他の、ワクチンによる死亡例は
アレルギー反応によるアナフィラキシーショックなどによるもので、極めてまれです。それ
に比べ、新型コロナにかかった場合は、血栓症になる可能性も20倍、感染者の10％程度
が入院が必要になります。死亡率は、年齢によって異なりますが、乳幼児、小児から40代
までは、0.2%程度、50歳代以上は、1-13%と年齢が上がるほどコロナ感染が死亡につな
がる確率があがります（韓国のデータ）。入院が必要にならなくても、何か月も疲労、息
苦しさ、味覚障害など症状が続く人も少なくありません。よくあるワクチンの副作用は、
疲労感、頭痛、ワクチン接種部位の痛みや腫れ、筋肉痛、発熱、悪寒、吐き気などで、 

ほとんどの場合は1-2日以内に改善します。また、腋のリンパ腺が腫れることもあるため、
マンモグラフィは6週間たってから受けることが勧められています。

日本では、変異株についての報道が多く、ミシガン州を含むアメリカ4州から日本に帰
国する場合は、3日間専用の施設で隔離するように、最近規制が強化されました。変異
株の種類や割合は、アメリカではサンプリングによって調べており、現在、ミシガン州で
は、イギリスでみつかったB1.1.7という変異株が感染者の大半を占めています。棒グラフ
は、現在のミシガン州を含む中西部の変異株の割合を示しています。ここ3か月の間に
も、変異株の割合が急増していることがわかります。

 　ただ、コロナ患者数、入院患者数ともにワクチンが進むにつれて減少しており、米国疾
病センターは、ワクチンが変異株にも有効であると発表しています。また、研究が進むに

つれて、必要が出れば、ワクチンの追加
接種が行われることもありえます。変異
株が多くても、ワクチンを多くの人が受
ければ、新型コロナ禍は乗り越えられる
ということを理解することが大切で、子
供も含めてワクチン接種が終了して免疫
を獲得するまでは、引き続きマスクと手
洗いを続けましょう。

May 17, 2021
New cases: 1,979
7-day avg: 2,220

May 17, 2021
New cases: 2,552
7-day avg: 1,989

May 17, 2021
New cases: 3,738
7-day avg: 5,981

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/pdfs/choosingSaferAct.pdf
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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。

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

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！

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

　ミシガンに冬からいっきに夏がやって来ました。毎年春がないなあと感じます。本格
的なゴルフシーズンの到来ですね。今月は、ラウンド前にオススメの「動的ストレッチ」
をご紹介します。ご存知の通り、どんな運動にもストレッチ（柔軟体操）は大事ですね。
可動域が広がり、血液の循環も良くなります。運動中に無駄な力が入るのを防げます
し、体への負荷やケガを減らす効果があります。
　ストレッチには、静的ストレッチと動的ストレッチの2種類あるのをご存知ですか？
静的ストレッチとは、静止した状態からゆっくり筋を伸ばし、一定の時間保持するスト
レッチです。スタティック・ストレッチと呼ばれます。いっぽう動的ストレッチは、反動や
はずみをつけて行うバリスティック・ストレッチと、伸ばしたい筋肉と反対の作用を持つ
筋肉を収縮させることで、対になる筋肉の協調性を高めるダイナミック・ストレッチの2
種類があります。ラジオ体操は、バリスティックとダイナミック両方を取り入れた動的ス
トレッチなのだそうです。
　静的ストレッチには副交感神経を優位にする働きがあります。静的ストレッチを行う
と、体はリラックスしておやすみモードに入ります。動的ストレッチは交感神経を優位
にし、これから運動するよ！とメッセージを送って筋肉を呼び覚ます働きをします。運
動前も後も静的ストレッチは欠かせませんが、運動前は、動的ストレッチを加えること
をオススメします。
　1番ホールのティグラで、簡単にできる動的ストレッチをご紹介します。

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。「もっと遠くの、   
狙った場所へ」をモットーに、夏はミシガンでレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

①　クラブ付きスクワット

②　腕と上半身の捻転（片方ずつ、両方の腕でやります）

③　ピボットステップ（片方ずつ、両方の足でやります）

　私は特に3番目のピボットステップが大好きです。片足2セットずつやると、冬でも汗
をかきます。サステイナブルなゴルフライフのために、練習前、ラウンド前に、ぜひ3-5
分ぐらいの軽いメニューから始めてみてください！

軽く腰を落としながらクラブは地面と平行に保つ両手にクラブを持ち、軽く足を開く

クラブを順手と逆手で持って 逆手の腕が上に来るように
腕を交差させ

上の腕の側へ上半身をひねる

左足一本で立ち、右足は浮かせたまま 右足を一歩前へ出して腰を落とす 立ち上がって

右足を後ろへ 右足を右へ 右足を左足の後方左へ

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

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

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

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

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

サービス内容

https://www.japannewsclub.com
https://www.sushidenonline.com
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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ANN ARBOR’S NEW STANDARD
FOR LUXURY APARTMENT LIVING

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

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

734-274-4505
For more information visit

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

文＆写真　by ヤマトノオロチ
美しいブリューワリー　

　以前にも訪れたことがあったが、暖か
な季節に必ず訪れたいと思っていたブ
リューワリーがあった。グラスを掲げた
ポーズはデトロイトの労働者の姿を表す、
というロゴが特徴のAtwater Brewer y 
Grosse Pointe Parkだ。Atwater Brewery
はデトロイトのダウンタウン、グランド・
ラピッズにもTap Roomを構えるが、この
Grosse Pointe ParkのTap Roomはミシガ
ンの中でもひときわ美しいブリューワリー
といえる。コロナ禍の規制が緩和されつ
つある新緑の日に訪れてみた。

　Grosse Pointe Park はデトロイトのダ
ウンタウンから６マイル（約9.7Km）に位
置している小さな町。Atwater Brewery
のあるGrosse Pointe Parkのダウンタウ
ンはデトロイトの北端に接し、数ブロッ
ク先はStellantisの工場の、Mack Engine 
PlantとJeep Grand Cherokeeを作る

Jefferson North Plantがある。現在で
もJefferson North Plant の入り口には
Chryslerのお馴染みのpentastarロゴが
掲げられている。1936年に建てられた教
会をリノベーションしたAtwater Brewery
は往年の自動車産業の華やかさを感じさ
せる工場から３分ほどのところにある。

　教会の前庭であったであろう屋外のビ
アガーデンにはすでに開放感を楽しむ人
の姿が見られた。屋内は圧巻だ。こぢん
まりとしたバーエリアはステンドグラスの
方を向いている。高い天井から反響した
人々の会話の声が活気を感じさせる。平日
にもかかわらず、コロナ禍の規制が変化し
つつあるときに、人々は楽しみを求めてこ
の美しいブリューワリーを訪れているので
あろう。

　人 気のHa z y b e erのDetroi t 
City Juice (IPA, ABV. 6.3%) は期
待通りによかった。少し甘めの風
味だったが、グラスにつがれてか
ら時間がたっても苦みがなく、十
分に楽しめた。Atwater Brewery
のビールは店 頭でもよく見かけ
る。Dirty Blonde, Vanilla Java 
Porterなどだ。特徴のある製品ラ
ベルのグラフィックが印象的だ。
最近の季節に合いそうなGuavaや

Atwater Brewery   - Grosse Pointe Park, MI

（上）前庭のビアガーデン
（右下）Detroit City Juice IPA
（左下）ラベルのデザインが華やかな

Pog-O-Licious IPA

パッションフルーツ風味のPog-O-Licious 
(IPA, AVB 6.5%)もいい。こぢんまりとし
たAtwater Breweryだが、キッチンのメ
ニューもサンドイッチ、ピザ、サラダなどが
豊富。特に座席はバーのほかにグループ
で楽しめるテーブルが配置されており、
訪れた日も家族 連れで楽しむ人たちが
いた。また、ホールの両サイドはハイチェ
アーがあり、静かにプライベートの時間を
楽しみたい人のためのスペースもある。

　サーバーステーションの背後のステンド
グラスと大きなアーチを描く天井は美しく
開放感で満たされる。訪れてよかった、と
思えるブリューワリーだ。

ATWATER IN THE PARK
1175 Lakepointe St. Grossee Pointe Park, MI 48230

https://www.atwaterbeer.com/

（左）労働者のイメージを模した
　　ロゴ

（上）ホール全景
（下）レストラン入口の表示

https://www.centerrapointe.com/
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Family Medicine @ Domino’s Farms 
《 家庭医学科医師 》

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

24 Frank Lloyd Wright Dr. 
Lobby H.  (PO BOX 431)  
Ann Arbor,  MI  48106

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

 日本語 ―日本語は１を押して
ください（               月    ー          金                     8                 時        か    ら    5                時                   ）

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

日日本本語語をを話話すす医医師師のの診診察察をを受受けけらられれまますす。。
日日本本語語をを話話すす看看護護師師にに相相談談ががででききまますす。。

  

　物件価格がものすごい勢いで上昇している中、不動産の市況が悪化す
るのではないかと心配している消費者も多いかと思います。事実、多くの 
不動産業者は顧客から「リーマンショックの様な状況にならないか？」との
質問を受けた、と回答しています。

　では、専門家はどのように回答しているのでしょうか。それぞれ、「不動産
市況が悪化する事はない」と答えております。

• 物件購入に対しての需要がある。特に、低金利が購入意欲をより高め
ている。

• 低金利が暫く続く見込みであることから、物件価格は上がり続ける。

• ローン審査が厳しくなっていることから、リーマンショックのような事態
にはならない。物件価格の上昇減速もあり得るが、上昇し続ける。

　物件購入・売却を検討されていらっしゃる方は、不動産市況に関して 
不動産業者に相談してみましょう。

専門家の物件価格の今後の見込みとは？

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

#09	
ノバイにNew Open!

 月曜-土曜 :  9:00am ~ 8:00pm
日曜 :        10:00am ~ 7:00pm

♢ 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い。 どんなヘアスタイルも可能です 
♢ デジタルパーマ、マジックストレートパーマ 
♢ 女性・男性 トータルヘア（各種パーマ・カラーリングも）  

♢ スキンケア、眉マイクロブレーディング
♢ まつ毛エクステンション、メイクアップ
♢ 頭や肩のマッサージ

 24263 Novi Rd. Novi, MI < Hour >

 ファーミントンより

Novi Rd

10 Mile Rd

N.

       Tel. 248-553-2345 または、
   248-773-2281

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）

Seoul Unisex Hair Salon

ヘア以外にも

Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告も承っております 

https://www. JapanNewsClub.com 

お問い合わせ：japannewsclub@pntrpress.com

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

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
http://mkthomes.com
https://www.JapanNewsClub.com 
http://www.sunnypointe.com
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作り方

 

 
 

 

白玉粉　…　15g
水　…　30g
（※）グラニュー糖　…　100g
　　　上用粉（米粉）　…　65g　
　　　薄力粉　…　30g
熱湯　…　180g
ミックスドライベリー　…　120g

　

　

水無月
M i n a z u k i -  2 0 2 1

1年の折り返し6月30日に食べる和菓子。2021年後半を無病息災で過ごせますように。

作り方 How to make  Wagash i

ミックスドライベリーを熱湯（分量外）につけてやわらかくする。
白玉粉をボウルに入れ、分量の水を少しずつ加えてよく溶く。ダマができないように。

（白玉粉がない場合は、もち粉、Glutinous flourで代用できます）
よく混ざったら(※)を合わせて入れ、湯を一度に加えてよく混ぜる。
③の生地を大さじ4杯分取り分ける。残りは容器に流し入れ、ラップをかけて電子レン
ジで1分加熱し、容器の向きを変えて（加熱ムラが出ないように）もう1分加熱する。

（蒸し器の場合は、アルミホイルでおおい、蒸し器に入れて強火で30分蒸す）
ミックスドライベリーの水気を切り、残した生地を加えて
混ぜ合わせる。蒸し上がったういろう生地に、ミックス
ドライベリーをのせて広げる。ラップをかけて電子レンジ
で1分加熱し、容器の向きを変えてさらに30秒加熱する。

（蒸し器の場合は、再び蒸し器にもどし、強火で10分
蒸す）竹串を中央にさして生地が付かなかったらでき
あがり。常温で冷ます。
冷めたら容器から取り出し、三角形にカットする。

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、オンライン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 ミックスドライベリー

小豆の蜜煮や
甘納豆も使えます。

 
 作り方

　

　

作り方 
 材料（8個分）

電子レンジを使うとわずか数分の加熱調理で、あっという間にできあがります！
セイロや蒸し器をお持ちの方は、蒸し時間も記載しましたのでぜひ蒸して作ってみて
くださいね。モチモチのういろう生地の「水無月」をお楽しみください!

もち粉、Glutinous rice flour
で代用ができます。

小豆の蜜煮をのせた水無月

　1年の折り返しである6月30日に行われるの夏越の祓（な
ごしのはらえ）という行事に食べられる和菓子。この半年の
罪や穢れをはらって、残り半年を無病息災で過ごすことを
祈る行事です。氷に見立てたことから三角形で、小豆は邪
気を払うと言われています。本来は、小豆の蜜煮や甘納豆
をのせますが、今回のレシピではミックスドライベリーを使
いました。甘酸っぱいベリーはういろうによく合います。

16×11×4㎝のガラス容器を使用

Minazuki

http://www.lazarspinalcare.com
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心臓病治療の最前線

第160回 　鬼に金棒第160回 　鬼に金棒
〜とてもいい予感： コロナの終わりが見えてきた？〜とてもいい予感： コロナの終わりが見えてきた？〜〜

　今年5月3日号の The Medical Letter  誌による
と、コロナの治療薬として有望な薬が見つかるかも
しれないとの記事が出ていました。私だけの胸の内
にとっておくのはもったいないので、皆さんとシェア
することにします。
　同誌によると、強迫神経症のお薬として市販され
ている（お医者さんの処方が必要ですが）フルボキ
サミンというお薬を使った２つの臨床治験で、軽症
のコロナ患者さんに使ったところ、重症化するのを
防いだとの報告がなされています。フルボキサミン
というお薬は、セロトニンを細胞内に取り込むことを
阻害する薬で、その薬理学的効果が、強迫神経症の
お薬として使われている薬理作用です。セロトニン
を細胞に取り込むことを阻害するお薬は他にもいく
つかあり、この薬が他の薬に比べて特にその効果が
優っているというわけではありません。

　この薬が特別なのは、そのセロトニン取り込み阻
害剤としての働きの他に、この薬には、細胞内の小
胞体と言う細胞内小器官のシグマ１受容体に強く結
合する作用があることがわかっていることです。こ
のシグマ１受容体結合が、実験室の中では、コロナ
ウイルスの増殖を抑える働きがあると言うこともす
でにわかっています。そしてまた、動物実験では、こ
のシグマ１受容体結合が、敗血症の動物の炎症反応
を抑えると言うこともわかっています。ですから、理
論的にはこのものは、コロナウイルスに伴うサイトカ
インストームという現象※を抑え、致死性の呼吸困
難症候群を防ぐ可能性があるといえます。

　とは言っても、これだけでは、実験室の中だけの
話で、それがどうしたと言われればそれまでの話で
す。ところが、最近、２つの臨床治験が行われ、どう
やら、このものが新型コロナウイルス感染症治療の
本物の決め手になるかもしれないということが予感
されるようになってきました。

　一つの臨床治験は、軽症の新型コロナ患者被験 者
152人を無作為抽出二重盲検治験で15日間の治 療

群と偽薬群とに振り分けて、呼吸苦と低酸素症を主要
終末結果として調べたところ、治療群では80人のうち
0(ゼロ)人、偽薬群では、72人のうち6人が、呼吸苦ま
たは低酸素症を訴えていたという結果が出ました。 
　もう一つは、カリフォルニア州のとある競馬場の
従業員寮で新型コロナのクラスターが発生した際、
陽性者の希望者を募って、この薬を14日間にわたっ
て投与した65人の治療群と、この薬を希望しなかっ
た48人の人を対象群として、14日後に前向きコホー
ト調査※2をしたところ、治療群では一人も症状がな
かったのに比べて、非治療群では48人中29人に症
状があり、6人が病院に入院治療が必要となり、2人
が呼吸器装着を必要とし、1人が死亡しました。

　この２つの治験は、比較的被治験者の数が少な
く、これらだけでは確定的な結論を出すのは難しい
ので、現在、アメリカで、二重盲検不作為抽出治験
が進行中です。30歳かそれ以上で、新型コロナテス
トが陽性で、今まで新型コロナワクチンの投与歴が
なく、発症後7日未満の人なら、インターネットを通
じて治験に参加できます（https://stopcovidtrial.
wustl.edu)。ここに申し込んで受け入れられれば、
治験の薬と自己モニター用の検査器具が自宅に送
られてくるそうです。この治験は、セントルイスのワ
シントン医科大学の研究者たちが中心となって実施
しているようで、今年の9月ごろには受付締め切りの
予定だそうです。もし身の回りに、30歳かそれ以上
で、最近7日間以内に新型コロナ陽性となり、新型コ
ロナワクチンの投与歴がなく、症状がある人がおら
れましたら、治験に申し込まれるのを考慮されるこ
とをお勧めします。

　このお薬の良いところは、すでに、アメリカ食品
薬物局の承認を得たお薬であり、経静脈ではなく
錠剤で、予期しない副作用がある可能性が低いこと
です。

　アメリカ国内でのワクチン投与も進んでおり、これ
に、このお薬のような有効な治療薬が加われば、予

山﨑博  

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

防と治療の両面で重大な進歩が見えてくるわけで、
鬼に金棒、長かった新型コロナの世界的大流行の出
口がもうそこに見えてくるかもしれないとワクワクし
ている今日この頃です。

　ブラジルと韓国でも、このお薬を使った臨床治験
が進行中と聞いています。ワクチンの投与率のまだ
低い日本ではこのような治験ができる絶好のチャン
スと思っていますが、どうでしょうか。日本でもこの
お薬はすでに1999年以降、うつ病の薬として臨床
使用が承認されているそうです。誰か日本の厚生省
か大学の医学部で新型コロナウイルス感染治療の
臨床治験の音頭取りをする人が出てきてくれると良
いのですが。

1 サイトカインストーム : サイトカイン（細胞間相互作用に関わる低分子タンパク質で細胞から放出され他の細胞の機能や働きに影響を及ぼす）のバランスが崩れた際に急速に症状を悪化させる現象のこと。新型コロナウイルス感染症の重症化に深く関連しているとされる。
2 コホート調査 : ある集団の特定の因子（例えば、食事、薬剤、生活習慣など）に注目した上で、一定の期間の追跡調査の結果（例えば致死率、症状、特定の病気の発症率など）とその因子との関連性の有無を調べる研究。 この場合の例で言えば、フルボキサミンの摂
取の有無と、1４日後の症状の有無との関係を研究した。
参考資料：　https://m.medicalletter.org/w1623d

ワシントン医科大学 

コンタクトレス 治験情報

https://stopcovidtrial.wustl.edu

＜参加条件＞

•	 30歳、または、それ以上	
•	 最近7日間以内に新型コロナ陽性と
なった
•	 新型コロナワクチンの投与歴がなく、
症状がある
•	 その他の条件あり。詳しくは上記	
ウェブサイトから
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　先日ミシガン会にお邪魔して3人組のグループに入れてもらいました（勿論コン
ペ参加ではございません）。前半終盤まで−１と良い感じでプレイをしていたので
すが、後半からズタズタになりました（笑）。ここで悔しがったり、「あー残念」で
終わるのが、単なるゲーム感覚のゴルフです。ここからがゴルフなんです。なぜ、
スコアが崩れたのか見つけるために、できるだけ直ぐに練習場に行って分析をす
るのが一番の上達の近道です。
　今回分かったのは、単純に体力低下（笑）が理由の大半と結論付けました。 
一般的にも体力の低下がスコア崩れの一番の理由だと私は思っております。それ
によって力が入らないばかりか、逆に補おうと力んでしまいます。あとそれによる
集中力の低下。冬明けというのはあくまでも言い訳ですが、どうしても夏に比べて
は体力対策は難しいミシガンですね。パッティングの練習は毎日しているが、実
際ラウンドして体力がなかったらパッティングの集中力も低下します。
　なので、ここで言いたいのは、ゴルフの技術うんぬんの前に体力をつけましょう！
当たり前のことですが......
　体力低下以外でも、ボールの位置が自分の体に近かったというのも気づきまし
た。これも体力低下による集中力低下でもあるのですが、そのちょっとのことが
気づかないくらい集中力が切れてしまっているゴルファーさんは多いと思います。
集中力低下は必ずラウンド中に起こります。
　そこで重要なのは自分のプレイスタイルを単純にすることです。例えば、350Y
の短いPar4（池なし）でアイアンで打つのではなくすべてPar4と5はドライバー、
とか。Par4と5は平均的に各コースに14ホールあるんです。大抵スコアが伸び悩ん
でいる理由の一つに「ティーショットがフェアウェイにのらない」が意外に多いん
です。14回だけしか打たないのだから、そこはドライバーを得意にした方が手っ取
り早いんです。クラブの選択は楽しい場面ですが、迷ってしまうとスイング中に自
分の選択を疑ってしまいミスショットにつながる場合も少なくないです。
　簡単にゴルフしましょう！

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 

2021年シーズン開幕！ 5月月例会 優勝 菅野さん  
　5月16日（日）に今シーズン2回目となる 
5月月例会が開催されました。今大会も初
参加者3名を含む総勢56名にエントリーい
ただきました。前夜から降り続いていた雨
もスタート前にはすっかり止み、爽やかな気
候の中、良いコンディションで迎えることが
できました。
　今シーズンより導入されたショットガン 
スタートについて、プレー前・後のカート
ルートを示した図を配布し、快適かつ安全
にプレーいただけるような工夫を実施しま
した。4月月例会では多少の混乱が見られ
たものの、5月月例会はスムーズに皆さんが

走行できたと思います。
　見事優勝の栄冠に輝いたのは、菅野さん。
前回大会も3位入賞と、好調を維持した
まま、大接戦を制しました。「週2回自宅 
ガレージでの自主練習効果によりショット
が安定、この日はパットが良くなかったが、
同組メンバーにも恵まれ最後まで粘り強く
プレーできた」とのコメントがありました。
　2位はYaskawaの中村さん。
優勝の菅野さんと同ネット、同ハンディ
キャップでしたが、年齢差で惜しくも2位と
なりました。栄冠まであと一歩でしたが、ス
コアを気にせずリラックスして同組と楽しく

プレーできたことがいい結果に繋がったよう
です。
　3位はNissan N.A.の水澤さん。
「最近はシャンクに悩まされていたが、この
日は1回に抑えることができたようで、大変
ラッキーなラウンドだった」とのコメントが
ありました。見事80というスコアで、ベスグ
ロも合わせて、ダブル受賞となりました。
　前回大会に引き続いて、協賛にご協力い
ただきましたスポンサーの皆様に、御礼申
し上げます。
　次回開催は6/6（日）となります。今年度
から参加している方々に、ハンディキャップ

がつき、皆さんに優勝のチャンスが巡ってき
ます。
　本格的なゴルフシーズン到来に合わせ、
当ミシガン会も盛り上げていきますので、 
皆さんのご参加お待ちしております！

ドラコン賞（男性)	Gold
#8			Yasuro	Sato	(NVC	Sales)
#17		Kyosuke	Nakamura	(Yaskawa)
ドラコン賞（男性）Blue
#8	 	Yasuhiro	Morioka	(BASF)
#17		Yasuhiro	Morioka	(BASF)
ドラコン賞（女性）
#8			Candy	Nagai	(Individual)
#17		Yoko	Ishikawa	
	 	(Kurabe	America)
ニアピン賞
#3	 	Mitch	Oda	(Individual)
#6			Masakatsu	Nanamori
	 	(Individual)
#12		Hank	Mizusawa	(Nissan	N.A.)
#14		Taiki	Kitagawara
	 (Shinano	Kenshi)
ベスグロ賞
80	 	Hank	Mizusawa	(Nissan	N.A.)

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 中村さん、優勝 菅野さん、3位 水澤さん

www.michigan-kai.com

2211年年55月月度度月月例例会会集集計計

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Kanno Tetsu Individual 40 45 85 19 66
2 Nakamura Kyosuke Yaskawa 43 42 85 19 66
3 Mizusawa Hank Nissan North America, Inc. 39 41 80 11 69
4 Ichikawa Yoji SMK 49 50 99 29 70
5 Ojiro Yoshiya I-PEX 42 46 88 17 71
6 Nakane Yusuke Individual 44 41 85 13 72
7 Marumoto Shigeo Chiyoda Integrate 49 50 99 27 72
8 Egami Ryoichi I-PEX 52 54 106 34 72
9 Yamada Masami Individual 48 40 88 15 73
10 Ishikawa Yoko Kurabe America 53 57 110 36 74
11 Kamei Yoshio Yamato Transport 50 40 90 15 75
12 Komura Tadahiro Teijin 45 50 95 20 75
13 Tachibana Toshiya Nippon Express 44 51 95 20 75
14 Yamaguchi Taichi DENSO International America 48 48 96 21 75
15 Morioka Yasuhiro BASF 40 47 87 11 76

http://www.gvtech.com
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　　　 民間の保険

　民間の保険は大きく分けて二種類あります。

・PPO (Preferred Provider Organization)プラン 
・HMO (Health Maintenance Organization) プラン

　PPOプランでは、保険会社が契約しているネット
ワーク内の医師や病院は紹介がなくてもかかれま
す。ネットワーク外でも医療は受けられますが、自
己負担分が多少高くなります。専門医も含めていき
たい医師に直接受診できる、という利点があり、日
本人からみると、日本のように専門医に直接予約を
とれるので人気があります。しかし、保険料の自己
負担分は、こちらのほうが高いことが多いです。ま
た、プランによっては、全額のうちの一部を払うと
いうプランもあり、2割、3割負担は、日本人からみ
るとあたりまえのことのように感じますが、アメリ
カの医療費は日本とは比べ物にならないほど高い
ので、その3割負担、となるとかなりの自己負担分が
予想されます。

　HMOプランは、かかりつけ医を決めることが義務
付けられており、プランのネットワーク内のかかりつ
け医を選ばなければいけません。専門医にかかる
のには、かかりつけ医からの紹介が必要で、ネット
ワーク内の専門医にしかかかれないことが多いで
す。利点としては、月々の保険料は、こちらのほうが
低いことが多いです。専門医に直接かかれないこと
が不安で、このプランを避けがちな人も多いかもし
れません。ただ、かかりつけ医が義務付けられてい
なくても、かかりつけ医は持っていることが望まし
いので、プランを選ぶ前に、希望のかかりつけ医が
ネットワーク内であることがわかっていれば、月額
は低めで、どちらにしてもかかりつけ医に最初にか
かるとすれば、悪くない選択であるとも考えられま
す。ただ、HMOプランを選んだ場合、希望のかかり
つけ医がネットワーク外だと、希望の医師には自費
で診察を受ける以外なくなるので、よく調べてから
選ぶことが大切です。

　　　  政府の保険
　政府の保険には、

・メディケア    (Medicare)
・メディケイド (Medicaid)
・トライケア　(Triicare) 　    があります。

　メディケアは、65歳以上、障がい者、および人工透
析患者が受けられます。メディケイドは、世帯収入が
低い人達が主ですが、妊婦や子供は世帯収入がそれ
ほど低くなくても受けられることも多いです。トライ
ケアは、アメリカ軍隊に現在または過去に属してい
た人たちの健康保険です。

　政府の保険の支払い基準はあまり頻繁に変わらな
いので、医療従事者も多少把握していますが、民間
の健康保険会社は数多くあり、それぞれの保険会社
が様々なプランを用意しているため、医療者側がそ
れぞれの支払い基準を把握することは不可能です。
また多くの場合、保険会社に電話すると、本人でない
と守秘義務があるため、医療従事者が支払いの有無
を確認することは困難です。

　自営業や、雇用者から健康保険が出ない場合は、
自分で健康保険を探して選んで申し込みをしなけ
ればなりません。この場合は、Healthcare.gov のサ
イトから、いわゆるオバマケアによって自分に合った
プランを探すことができます。65歳以上の退職者や
障がい者など、メディケアが受けられる人たちは、メ
ディケアのウェブサイトから申し込みができます。所
得が少ない、妊娠している、子供の健康保険がない、
等の場合は、メディケイドが受けられる可能性がある
ので、ウェブサイトを見てみる価値があります。雇用
者経由で健康保険を得る場合、雇用者によっては、
何種類かのプランから選べる場合もあります。雇用
者経由の場合、雇用者が一部負担し、本人が給料の
一部から負担する形をとり、健康保険料支払い部分
には、所得税はかかりません。

　政府の保険でも、民間の保険でも、プランを選ぶ
場合には、よくわからないまま自己負担が少ないも
のを選ぶと、逆に困ることもあります。

        保険プランの変更
　もし「選んだプランがよくなかったから変えたい」
という場合はどうしたらいいでしょうか。結婚、出
産、転職、失職、新しい仕事に就いたなど、ライフ・
イベントと呼ばれる変化が起こったことによって健康
保険を変更する必要がある場合は、起こってから比
較的すぐであれば、変更できます。生まれた赤ちゃん
や結 婚した後に配偶者を現在のプランに追 加す
る、転勤直後に新しいプランに加入する場合などが 
いい例です。保険の種類や会社によって、どのくらい
すぐ決めないといけないかの期限は違います。もし、
そのような変化がない場合は、オープン・エンロール
期 (Open enrollment period) というのが毎年秋に
あり、翌年1月からの健康保険の会社やプランを変更
することができます。会社によって、時期は多少異な
りますが、10月から11月に、1週間程度の期間が設け
られていることが多いです。オバマケアでは、数か月
間変更が可能です。

「プランを変えたい」と思う理由の例

1. 比較的健康なので、月々の保険料が安い、 
入院治療と予防的診療がカバーされるプラン
を選んだら、マンモグラフィーで異常を指摘さ
れて、詳しい検査を受けることになり、とても
高額な請求が来た。

2. 選んだプランでは、日本語が通じるかかり 
つけ医にかかれないので、プラン、または、 
保険会社を変更したい。

3. 選んだプランでは、不妊検査が払われない
が、同僚が使っているプランでは払われて 
いるようなので、そちらに変えたい。

4. 雇用者からは、旅行傷害保険を使うように 
言われたが、持病の管理、ワクチンや、癌検診
は支払われないので健康保険に入りたい。

5. 現在の 健 康 保 険では、入 院できる病 院 が 
限られており、勧められた病院には入院でき
なかった。

　今回は、保険の種類を大きく分類し、いつ保険を
変更できるのかについて説明しました。次回は、プ
ランを選ぶにあたって理解しないといけない用語に
ついて説明したいと思います。

アメリカの健康保険は日本と違って保険会社の数もプランの種類も多いうえ、転職や転勤の直後
にじっくり考えたり相談する時間がない中で選ばないといけないことも多く、よく理解しないま

まプランを選んでしまい、思わぬ出費につながることもよくあります。このシリーズでは、健康保険に
ついて3回にわたって説明したいと思います。

　日本には3種類の健康保険しかなく、個人負担の割合は違いますが、何に保険がきくかの基準はす
べて一緒です。また、日本では、保険がきく医療と、きかない医療を同時に行って患者さんから自費分
を請求することは混合診療とみなされ、禁止されています。そのため医師などの医療従事者は、どの
検査や薬が保険で支払われるかを把握しており、保険がきかない検査や治療がオーダーされて、それ
による予測しなかった多額の請求などが来ることは、入院以外では稀です。
　アメリカの健康保険は、政府による健康保険の他に多くの民間会社による健康保険がありますが、
どの保険でも保険会社に請求がいき、支払われなかった分は患者さん本人に請求がいきます。つま
り、アメリカではすべてが混合診療なのです。そのため、自分が入っている保険では何が支払われるか
をよく理解しておかないと、思わぬ高額な請求書を受け取ることがあります。

Vol.0606

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

アメリカの健康保険（１） 日本の保険との違いと、保険の種類について

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

ミシガン大学医学部		
家庭医学科助教授

1988年慶応義塾医学部卒業	
1996年形成外科研修終了。	
2008年Oakwood	Annapolis	
Family	Medicine	Residency	
終了後、2008年より、ミシガン
大学家庭医学科で日本人の患者
さんを診察しています。産科を

筆者プロフィール：
医師　リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ）	

含む女性の医療、小児医療、皮膚手術、創傷のケアに、特に
ちからを入れています。

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	
▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsc lub.com)に掲載中。

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

https://www.JapanNewsClub.com

Japan News Club公式サイト

ウェブサイトより
バックナンバーもご覧ください

■ 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団体の無料イベン
   トなど告知は 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 

■ 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　ー初心者も歓迎

合気道（合気会）一般・柔道は６歳から
清潔な畳の道場での気持ち良い稽古
https://greaterdetroitaik ikai.com
個人稽古や教室、行事への貸し切りも対応
日本語OK： gdbudojuku@gmail .com
.................................................................................

■ 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 

■ 寿司シェフ求む（要経験 -５年以上）

Seeking Experienced Sushi Chef at least  
5 Years Experience for Upscale Restaurant  

 　　　　   248-686-6262

■ 寿司シェフ求む（トレーニングあり）

Seeking Sushi Chef - May Train with similar 
Kitchen Experience

　　　　　 248-686-6262

■ IT業務担当者募集（デトロイト補習校） 

デトロイト補習授業校では、土曜日にIT業務
を担当する方を募集しています。

・IT関連に明るく米国で合法的に働ける方

・勤務時間：午前8時30分から3時30分まで

・給与：面談時に応相談

ご興味のある方は saiyojsd@jsd.org まで履
歴書をご送付ください。

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

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

http://www.linguascience.com/ja/licenses
http://www.aielloglobal.org
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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 
Summer 2021 キャンペーン‼

6月14日～8月31日

☆☆☆ノバイの語学学校コービーラーニンググループ☆☆☆

【2021年夏期個人クラスキャンペーン！8時間以上受講で10％割引！！】

現地校の長い夏休みは、時間に余裕をもって英語力を向上させるチャンスです。
コービーでは、お子様から大人の方まで対象に

夏期期間中(6月14日から8月31日）に新規で個人レッスンを
合計で8時間以上受講される方へ

受講料10％割引、入学金免除のキャンペーンを実施します。

詳しくは下記連絡先よりお問い合わせ下さい。

☆☆6月14日(月)より夏期ESL講習もお子様向けに開講します！☆☆
リンクよりご覧ください。

https://kobylearn.com/ja/classes/school-break-programs

2021年卒業生のみなさん！

ご卒業おめでとうございます！
卒業記念にJapan News Club プリント版 & ウェブサイト
に卒業生の写真を掲載しませんか？掲載無料です。 
卒業生氏名・卒業校・Senior Quotes (あれば）に写真を
添えて下記Eメールまでお送りください。（締切 6/15) 
  japannewsclub@pntrpress.comまで

Ensemble Hanabi Concert！~Come ＆Join our Performance !~　
アンサンブル花火　コンサート開催

~歌と、マリンバ、ドラムの演奏~
LOCATION:  Farmington Farmers Market

The Walter E. Sundquist Pavilion  
in George F. Riley Park, Grand River at Grove St.

                                                
6月19日（土）　9：00 and 10：00 am   2回公演   “日本の香り”

演目:  Wonderful day like today / Hungarian Dance/舟歌/ 
        One Moment in Time/さくら/Ob-La-Di, Ob-La-Da/八木節

8月28日（土）   9：00and 10：00 am   2回公演  “子供のためのコンサート”
演目:　いつも何度でも/SuperMario/He is a Pirate/おぼろ月夜/
Serenade/Turkish March etc...

ー
Farmington Farmers Market

HOURS:    9am-2pm Saturdays from June 8-Oct. 30, 2021
Super Fresh Vegitable！

問い合わせ： NPOアンサンブル花火 ensemblehanabi@gmail.com

“ 私達は、アンサンブル花火というNPOをしています。
アンサブル花火は、音楽が好きな子供達がクラシックなジャズや伝統的な日本の音楽など多岐
にわたる音楽をファーマーズマーケットなどで演奏しています。
今回は、ファーミントンファーマーズマーケットでコンサートをします。
楽しい音楽を聴きに、是非ご家族でいらして下さい！”

新 型 コ ロ ナ ウ イルス 情 報 	新 型 コ ロ ナ ウ イルス 情 報 	
(６/1/2021時点）

◆ ミ シ ガ ン 州◆ ミ シ ガ ン 州

MI【ミシガン州保健局による集まり・マスク着用命令】
6月1日、ミシガン州保健局による集まり・マスク着用に関する命令（2021 Gathering 

and Face Mask Order）は、以下のとおり緩和されました。

＜マスク着用に関する緩和措置＞
• ワクチン接種完了者は、屋内・屋外を問わず、公共の場所でのマスク着用不要。
• ワクチン接種未完了者及びワクチン接種のできない2歳以上12歳未満の子供は屋内で

のマスク着用が必要。（2歳未満はマスク着用不要）
• 各施設等が独自のルールを定めている場合は、ワクチン接種完了の有無にかかわらず、

各施設等のルールに従う。
＜集まりに関する緩和措置＞
・住居屋内・屋外での人数制限解除。
・住居以外の屋外での人数制限解除。
・（飲食店を含む）屋内施設の収容率50％へ引き上げ。
（ミシガン州関連リンク）
https://www.michigan.gov/coronavirus/
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-533660--,00.html

＊＊CDCの「ワクチン接種完了者」に対するマスク着用ガイドラインの改訂について＊＊
5月13日、米国疾病予防管理センター（CDC）は、「ワクチン接種完了者」に関する推奨事項を
改訂し、マスクの着用に関するガイドラインを以下のとおり変更しました。
• 連邦・州・地方における法令や規則、ローカルビジネスや職場におけるガイダンスで要求さ

れる場合を除き、ワクチン接種完了者は、いかなる環境においても、マスクの着用及び6フィ
ートの距離の確保は不要である。

• 公共交通機関の利用時や空港、駅等に滞在時は、ワクチン接種完了者も引き続きマスク着
用が必要。

　ただし、マスク着用に関しては各州・地方によって対応が異なる可能性があるため、引き続き
州政府等によるガイドラインを確認してください。

（注）「ワクチン接種完了者」とは
・2回接種型ワクチンの2回目を接種後、2週間が経過している者（ファイザー、モデルナ）
・1回接種型ワクチンを接種後、2週間が経過している者（ジョンソン＆ジョンソン）
（CDC関連ページ：Interim Public Health Recommendations for Fully Vaccinated People）
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html

出典：外務省ホームページ（在デトロイト日本国総領事館HP)	
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://kobylearn.com/ja/classes/school-break-programs
mailto:japannewsclub%40pntrpress.com?subject=
https://www.michigan.gov/coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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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 

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。。

If you are an HR Manager working at a Japanese company in the US 
struggling to find Japanese/English bilingual talent, join the Pacific 
Tango Group on June 9th for a free webinar by Kasia Lynch, Founder 
of Ikigai Connections. 

Learn about how your organization can identify, qualify, and hire 
Americans with the linguistic and cultural skills that your company 
needs for its global expansion.

Using Bilingual/Bicultural Employees to 
Support Japanese Businesses in the USA

Registration Link: https://bit.ly/3f2wSGk June 9, 2021 @ 4:00 CDT

June 9, 2021
4:00 CDT

Registration Link: 
https://bit.ly/3f2wSGk

Pacific Tango Group 
Presents 

Free monthly webinar via Zoom

www.PacificTangoGroup.com

Your one-stop partner for 
business growth in the USA

PA C I F I C
TA N G O
G R O U P TM

ミシガン大学日本研究センター主催
Japan Week ２０２１（無料コミュニティイベント - バーチャル）

Sun. June 13 (all day)：
長編アニメーション映画(スクリーニング上映）下記ウェブサイトより
 『夜明け告げるルーのうた』（監督：湯浅政明監督・2017年）
   Presented dubbed in Eng. 107 minutes. PG.

  Mon. June 14 :     Manga Drawing Workshop
    Tue. June 15 :    Calligraphy Reading Workshop
  Wed. June 16 :    Wild Tempura Cooking Demo
Thurs. June 17 :    UMMA Family Art Studio: Kusudama Origami

詳細・ウェブサイト
  https://ii.umich.edu/cjs/news-events/events/ann-arbor-japan-week.html

   All week - 15% off at the Slurping Turtle Restaurant
Mention “Japan Week” to receive a 15% discount on dine-in and carry out 
orders! June 13-18!

http://www.michigan-kai.com
http://chicagokai.com/
https://bit.ly/3f2wSGk
https://ii.umich.edu/cjs/news-events/events/ann-arbor-japan-week.html
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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

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。

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

M
ai

n 
St

M
or

to
n 

Ta
yl

or
 R

oa
d

275

Sanpei

https://www.novidentists.com/japanese-info
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
https://www.brookhaven-lake.com
https://www.yamatoamerica.com
https://izakayasanpei.com/

