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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 

 
  

 

info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

248-513-4635 
 

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) 

 

 
家族割引‼☆         
二人目からお申込み

5%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

 
  

 

デトロイトりんご会
補習授業校

―約１年ぶりに
       対面授業再開!
   ＆

林る美新校長先生 
着任インタビュー

対面授業再開ー隣同士の距離を保って（写真提供：りんご会）

　デトロイトりんご会補習授業校はこの
度、幼稚園部は４月17日、小学部は隔週
で5月１日から、5月29日の授業日からは
中・高等部を含む全学部で対面授業が
再開された。補習授業校ですべての学
部の児童・生徒が登校するのは2020年

3月7日から実に14か月ぶり。安全対策
スタッフは校舎入り口のチェックポイン
トで、一人一人から健康調査票の提出
を確認、セキュリティーのガードマンも入
り口に待機。駐車場には入校開始時間
を待つ車でびっしりになった。隔週で

　

土曜日の学校に子どもたちが帰ってきた！       
   　−デトロイトりんご会補習授業校再開 一足先に再開した幼・小学部は昼食前

に下校を数週間続けていた。中・高等
部は再開初日から午後まで授業が行わ
れた。感染防止のため、各机の配置は2
メートル（約6フィート）のソーシャルディ
スタンスがとられた。昼食は教室で前
を向いて摂った。授業も落ち着いた雰
囲気で行われ、対面学習の良さが見ら

れた。りんご会ではカナダなど遠方の在
住者や当面はオンライン学習を希望す
る児童・生徒に授業をウエブカメラで同
時配信する「ストリーミング」を提供し
ている。コロナ禍においても一人ひとり
のニーズに沿った配慮をしている。9月
には大運動会の開催を予定している。	
	 	 　　（P.2へつづく）

デトロイトりんご会
補習授業校

―約１年ぶりに
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　デトロイトりんご会補習授業校は1973年に当地在住の日本人駐在員の
方々が集まり創立された在外教育機関。現在は非営利団体「デトロイトりん
ご会」として、幼稚園部から高等部まで約710名が毎週土曜日の授業を受け
ている。文部科学省からの日本国派遣教員が校長・教頭として現地採用の
講師の毎週の授業の指導、助言を行っている。帰任した井口豪校長を引き
継ぎ、4月に林る美先生が校長に着任。デトロイト補習授業校初の女性の校
長先生でもある。初夏、6月にインタビューにお答えいただいた。					

―教育者としての経歴をお願いします。

　大阪府の豊中市で小学校の教員と
して23年間学級担任等を務め、その
後教育委員会でも勤務いたしました。
豊中市は人口が40万人ほどの市です。
生徒数が200人ほどの小規模校から
1000人の大規模校まで勤務した経験
を持ちます。日本での教員生活はとて
も恵まれ充実していたと思います。

―海外での教育経験とエピソードをお願
いします。

　シンガポールの日本人学校に1987
～1989年まで赴任しました。初任校で
5年間勤めた後、次は海外に行ってみ
たいと思ったのがきっかけです。シンガ
ポールは面積こそ小さいですが、多民
族国家、文化が豊かという印象があり
ます。学校スタッフにも様々な民族の

方がいらっしゃったのが印象に残って
います。

―当時のユニークなエピソードをお願い
します。

　校舎にコブラが出るので、コブラ除
けに毎日硫黄をまく係の人がいまし
た。捕まえたコブラを出没したところ
に吊るし、「ここにコブラが出るから気
をつけなさい」と。これは怖かったこと
を覚えています。熱帯地域なので年間
を通しての水泳指導はどの子も真っ黒
に日焼けしたこと、6年生の修学旅行
はジェット機で隣国マレーシアに行き、
マラッカなどを訪れたのは懐かしい思
い出です。当時は2000人近くの児童
生徒が在籍しており、多くの日本人が
集うナショナルスタジアムでの大運動
会は、さながらオリンピックのようで壮
観でした。

―二度目の海外赴任をご希望なさった理
由と赴任してみての印象をお聞かせくだ
さい。

　もう一度海外へという思いからで
す。チャンスをいただけて大変うれし
かったです。アメリカ・ミシガン州に赴
任するとは思ってもみませんでした。ア
メリカの印象は日本のメディアで見るよ
りも広いということです。日本では、治
安や人々の暮らしの様子、コロナワク
チンの対応など、この広いアメリカの切
り取られた一部の情報しか伝えられて
いないと感じました。多様で豊かない
いところが伝えられたらいいのに、と
思います。ミシガンの自然豊かでありな
がら暮らしやすい環境は大好きになり
ました。

―着任してから約三か月目に迎えた学校
再開についてお願いします。

　着任した時には、すでに再開への
手順ができていました。その中で考え
たことは、日本国内と補習校の違いで
す。国内の学校は、基本的に家庭と
学校というベクトルの中で感染対策を
行っています。補習校の児童・生徒は
平日様々な地域の現地校に通っている

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

　　2021年度より、りんご会補習授業校校長を務める林る美先生 。
「アメリカにいる間にゴスペルを聞いてみたい」と文化への好奇心を見せていらっしゃる

２０２１年度 林る美新校長先生 着任のインタビュー

中・高等部のあるノバイ高校の初日

こと、借用校との関係も考えると、感
染を広げず再開を進められるかは大
変なことだと考えました。その中でワク
チン接種が始まったこと、入校時に健
康調査票を提出していただくことで保
護者の皆様にも意識を高く持っていた
だいたこと、さらに安全対策スタッフ
の方々による入校時のチェックも加わ
り、大きなセーフティーネットになりま
した。

―再開時の印象をお願いします。

　対面授業の初日に登校してきた児童
の嬉しそうな顔が良かったです。昨年
度の一年間のオンラインでの授業を保
護者の方々も子供たちも頑張ったから
こそ、対面授業への喜びと期待を持っ
て登校してきたのだと、昨年度一年間
の姿がうかがえました。特に幼稚園部
の子供たちは登校していろいろな活動
をするのが楽しそうでした。この補習
校が地域の人々にとって希望、心の支
えとなり、児童・生徒たちが勉強した
り友達を作ったりしながら心の支えの
場であり続けていき、子どもたちの教
育を軸に保護者の皆さまとも強くつな
がっていきたいと感じています。

―着任してお考えになったことをお願い
します。

　補習校は設立の経緯から、保護者
や駐在員の皆様の努力によって支えら
れています。特に本校は、保護者と駐
在員の皆様という地域とのかかわりが
深いと感じました。子供の教育という
視点から考えると、日本の学校教育の
原点の姿に近いと感じました。学校行
事を地域の方が支え、子どもを地域の
宝としてみんなで育てる力合わせが、
補習校ではなされています。その中で、
講師は日本国内の学校と違い毎日会っ
て話し合うことはできません。質の高い
コミュニケーションが大切だと思いま
す。それぞれが何を願って、何のために
するのかをしっかりと考えることは大切
です。講師一人一人が同じ願いをもっ
て子供たちに向かう、何でも話せる聞
き合える職場でありたいと考えます。

https://riveroakswest.com/


どうやってこの大きな国を作ってきた
か、大きくて豊かでダイナミックな国が
どのような歴史を作ってきたか、大統
領の存在感の大きさにも興味を感じま
す。例えば、リンカーンが大統領になる
前に勤めていた法律事務所を訪れて
当時の様子を想像したりしたいです。

　約1時間のインタビューを終え印象
に残ったことは、林校長先生の大きな
包み込むようなお人柄だった。学校再
開で登校してくる子供たちの表情から
それまでの姿を思いやるお心、アメリ
カを「大きくて豊かでダイナミックな」
と表現したところがそれを象徴してい
たと感じた。
	 	 	 									(JNC)
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ホワイトボードの前にウェブカメラを設置しストリーミング

―今後の抱負をお願いします。

　現地校と補習校の両方の学校で学
び続けることを支えたいと思います。
ここで学んだことが自分の可能性や
夢の広がりになるでしょう。中には日
本語で学び続けることが難しくなる児
童・生徒もいるでしょう。しかし、日本
語で伝える力を持つことは自分の可能
性を広げることにつながります。民族
を越えていろいろな人がいることを知
り、いろいろなことに興味を持つ大切
さを学んでほしいと思います。現地校
で学んだデトロイト補習校の子どもた
ちには未来を変える力があると思いま
す。補習校が児童・生徒の学び続ける
力になればうれしいです。

―最後に赴任中に成し遂げたいことな
ど、学校のお仕事以外の点についてお伺
いします。

　まずは帰任までなんとか健康でや
り切りたいと思います。

　アメリカにいる間は、アメリカで日本
人がどのように生きているか、なぜここ
に住んでいて、何をしているのかを見
たいです。またアメリカに来てアメリカ
という国にとても興味を持つようにな
りました。建国以来240年ほどの間に

          
 

花に関する言い回し（７）花に関する言い回し（７）

　先回に引き続き、植物関連の言い回しを見ていきます。

「草木も靡（なび）く」と言うのは、「威勢や徳望などが著しいためにすべて
の者が靡き従うさま」を表します。英語では “even the plants yield” と
言っても通じると思いますが、“to bow in great numbers to a greater 
authority”   と説明的にも言えます。もう一つ、草木を使った表現で「草木
も眠る丑密時（うしみつどき）」というのは、怪談などでよく出てくる表現で、そ
の場合英語は “the dead of the night/ the witching hour” (魔女
が横行する夜半)が適切です。

　次に「生木を裂く」という表現ですが、「これは愛する者同士を、特に母子
を残酷に引き裂く」という意味ですから、“to forcibly separate a child 
from mother” ということになります。さて、「木に竹を接ぐ」という表現
がありますが、これは合わないものを組み合わせることで、つじつまが合わな
い、一貫性が無いことのたとえで使われます。ですから意味的には “incon-
sistent” の一言になりますが、場合によっては “You are comparing 
apples and oranges.” (違うものを比較しても話にならない)と言えるかと
思います。「木を見て森を見ず」と言う言葉は、よく使われるのでご存知かと思
いますが、英語では “cannot see the forest for the trees” とか意訳して 
“You need to see the big picture” (全体図を見るべき)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。

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　

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

各種クラス：英語／日本語／通訳講座
プライベートレッスンを中心に英語／英会話レッスンや日本語（Japanese 
Class）クラスを提供しております。また、更に英語力を高めたい方や通訳者を
目指したい方には通訳者養成講座があります。オンラインで受講可能です。

 

 

通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング
社内外での打ち合わせやお客様との会議、工場見学
や研修から法廷（証言録取など）に至るまで対応して
います。ミシガン州内のみならず、全米各地や米国外
へも出張致します。同時通訳ブース、同時／ウィスパ
リング用機材のレンタルも行っております。

   電話やテレビ会議の通訳、
 スカイプやZoomを使った遠隔通訳も対応します。

翻訳業務：各種文書／免許証翻訳
技術／契約書／法律文書／戸籍謄本・抄本／各種証明書など翻訳致します。
必要に応じて公証人の証明書もご用意致します。運転免許証翻訳は、実物を
見る必要がある、レターヘッド（社用便箋）に印刷することなどSecretary of 
Stateの条件を満たしています。

お見積りは無料です。ご相談ください。

                    　　　お問い合わせ （日本語で対応）
電話：(248) 344-0909              メール：office@suzukimyers.com
　　　オフィス営業時間： 月曜日～金曜日　9時～17時
　　　　　　ウェブサイト：www.suzukimyers.com

http://takadadentalclinic.com/
https://www.suzukimyers.com/
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電話： 248-585-2314 
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　日　　：11am～7pm

www.oneworldmarketinc.comwww.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375Novi, MI 48375

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

・ 日本食品    ・ 鮮魚・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

月～土　：  9am～8pm
　日　　：10am～8pm

電話： 248-585-2314 

www.noblefish.comwww.noblefish.com

月～土　：10am～7pm
　日　　：11am～7pm

www.oneworldmarketinc.comwww.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375Novi, MI 48375

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

・ 日本食品    ・ 鮮魚・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

月～土　：  9am～8pm
　日　　：10am～8pm

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。

　2021年6月2日水曜日にミシガン州で
発効されたCOVID制限の緩和と地元
地区での陽性症例率の低下の結果、デ
トロイト美術館（Detroit	 Institute	 of	
America、以下DIA）は、美術館の収容
人数を30分あたり50人から65人に最小限
に増やした。制限人数を増加させたこと
で職員や美術館運営にどのように影響す
るかを評価している。
　DIAは職員とのコミュニケーションを
継続しつつ、州および米国疾病対策セン
ターのガイドラインと、エレベーターとバス
ルームの容量制限の撤廃、多くのギャラ
リーの再開など、外部コンサルタントから
の推奨事項に基づき、運用方針に追加変
更を加えている。　
　例えば、一方通行と容量制限（一部の
例外を除く）を排除するためのスペース作
り、多くの美術ギャラリー内の一方通行パ
ターンの排除などで、さらに、ミシガン州
のマスクの強制装着規制は7月1日に失効

する（6月２4日時点）。その時点以降にお
いては、DIAでは来館者と職員にマスク
着用は必要なしとなる。ただし、来館者と
職員は、必要に応じてマスクを着用し続
けることもあるという。
　DIAは、「ワクチン接種はウイルスから
私どもを守るための最も効果的な方法で
あり、DIAはまだワクチン接種を受けて
いない職員に接種奨励を続けています」
と声明している。

As a result of loosening COVID 
restrictions and lower positive case rates 
locally, effective Wednesday, June 2, DIA 
minimally increased its museum capacity, 
from 50 visitor admissions per half-hour to 
65. Over the coming weeks until July 1, 
DIA will assess the increase and how it 
impacts staff and operations.  

As DIA continues communications to our 
staff, DIA is making additional changes to 
our protocols, based on the State and 
Centers for Disease Control guidelines and 
recommendations given from our 
consultant, including the removal of 
elevator and bathroom capacity limits, 
reopening of many gallery spaces to 
eliminate one-way traffic and capacity 
limits (with some exceptions), and 
elimination of one-way traffic patterns in 
many museum spaces. Additionally, the 
State of Michigan mask mandate will 
expire on July 1. At that time the DIA will 
no longer require face coverings for 
visitors or employees.  Visitors and 
employees may continue to wear face 
coverings if they choose. Vaccinations 
remain the most 
effective way to 
protect against the 
virus, and DIA 
continues to 
encourage staff who 
have not yet been 
vaccinated to do so.  

6月2日水曜日に発効したCOVID制限の緩和と
地元地区での陽性症例率の低下の結果、DIA

は美術館の収容人数を30分あたり50人から
65人に最小限に増やしました。人数増加し
たことで職員や美術館運営にどのように影
響するかを評価しています。 
DIAは職員とのコミュニケーションを継続し
つつ、州および米国疾病対策センターのガ
イドラインと、エレベーターとバスルーム
の容量制限の撤廃、多くのギャラリーの再
開など、外部コンサルからの推奨事項に基
づいて、運用方針に追加変更を加えていま
す。例えば、一方通行と容量制限（一部の
例外を除く）を排除するためのスペース作
り、多くの美術ギャラリー内の一方通行パ
ターンの排除などです。さらに、ミシガン
州のマスクの強制装着規制は7月1日に失効
します。その時点以降、DIAでは来館者と職
員にマスク着用は必要ありません。ただ来
館者と職員は、必要に応じてマスクを着用
し続けることがあります。最後に、ワクチ
ン接種はウイルスから私どもを守るための
最も効果的な方法であり、DIAはまだワクチ
ン接種を受けていない職員に接種奨励を続
けています。 

現在開催中デトロイト美術館の”Detroit 
Design”ギャラリーのCorvette Stingray 
Racer, 1959
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デトロイト美術館の現在デトロイト美術館の現在

As a result of loosening COVID 
restrictions and lower positive case rates 
locally, effective Wednesday, June 2, DIA 
minimally increased its museum capacity, 
from 50 visitor admissions per half-hour to 
65. Over the coming weeks until July 1, 
DIA will assess the increase and how it 
impacts staff and operations.  
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Centers for Disease Control guidelines and 
recommendations given from our 
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elevator and bathroom capacity limits, 
reopening of many gallery spaces to 
eliminate one-way traffic and capacity 
limits (with some exceptions), and 
elimination of one-way traffic patterns in 
many museum spaces. Additionally, the 
State of Michigan mask mandate will 
expire on July 1. At that time the DIA will 
no longer require face coverings for 
visitors or employees.  Visitors and 
employees may continue to wear face 
coverings if they choose. Vaccinations 
remain the most 
effective way to 
protect against the 
virus, and DIA 
continues to 
encourage staff who 
have not yet been 
vaccinated to do so.  

6月2日水曜日に発効したCOVID制限の緩和と
地元地区での陽性症例率の低下の結果、DIA

は美術館の収容人数を30分あたり50人から
65人に最小限に増やしました。人数増加し
たことで職員や美術館運営にどのように影
響するかを評価しています。 
DIAは職員とのコミュニケーションを継続し
つつ、州および米国疾病対策センターのガ
イドラインと、エレベーターとバスルーム
の容量制限の撤廃、多くのギャラリーの再
開など、外部コンサルからの推奨事項に基
づいて、運用方針に追加変更を加えていま
す。例えば、一方通行と容量制限（一部の
例外を除く）を排除するためのスペース作
り、多くの美術ギャラリー内の一方通行パ
ターンの排除などです。さらに、ミシガン
州のマスクの強制装着規制は7月1日に失効
します。その時点以降、DIAでは来館者と職
員にマスク着用は必要ありません。ただ来
館者と職員は、必要に応じてマスクを着用
し続けることがあります。最後に、ワクチ
ン接種はウイルスから私どもを守るための
最も効果的な方法であり、DIAはまだワクチ
ン接種を受けていない職員に接種奨励を続
けています。 
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デトロイト美術館にて 現在開催中（〜2022年1月9日）の 
“Detroit Design”ギャラリー：

Corvette Stingray Racer, 1959 
（写真提供：デトロイト美術館）

　　アメリカ中西部初の日本映画祭　　アメリカ中西部初の日本映画祭「シカゴ日本映画コレクティブ」閉幕　 「シカゴ日本映画コレクティブ」閉幕　 
  　2021年第1回観客賞は「もみの家」  　2021年第1回観客賞は「もみの家」

　去る５月２５日～３１日の７日間に渡り
オンライン開催された米国中西部初の日
本映画祭「シカゴ日本映画コレクティブ」
（CJFC）が盛況のうちに閉幕した。本年
度は国際プレミア２作品を含む９作品（ナ
ラティブ７作品、ドキュメンタリー２作品）
が上映され、全米で750回視聴された。

　今回はコロナ感染拡大防止のため、オン
ラインで開催され、中西部のシカゴを中心
に、東海岸はメインからフロリダ、西海岸は
ワシントンからカリフォルニア、西はハワイ
の30州から視聴者が参加。９作品どれも
80回から90回程度再生、総計750回の視
聴を記録。また視聴者投票の結果、観客
賞には「もみの家」が選ばれ、坂本欣弘監
督には記念盾が贈られる。

映画祭閉幕後のアンケートでは「イリノイ州
郊外には日本食以外に日本のものに触れ
る機会がないので、とても楽しめた」「オン
ライン視聴ができたのが嬉しい。劇場だっ
たら、全作品観ることができなかった」「シ
カゴに日本映画祭があったら、とずっと
思っていたので、今回の立ち上げは本当に
嬉しい」など感想が寄せられた。

設立者の坂本氏は「皆さまの要望に応えら
れるよう、来年に向けて改めて映画祭の形
態、開催期間、視聴方法などの改善と良
質化を計り、さらなる集客を目指したい」と
語った。

　本イベントは坂本有紀氏（Coyote	Sun	
Produc t ions代表）と河野洋氏（Mar	
Creation代表）が主宰、後援は国際交流基
金、CATCH	US	PERFORMING	ARTS	
(CUPA)、Full	 Spectrum	Features、
DePaul	Universit y	Depar tment	 of	
Modern	Language、Kaede	Kimonos、
MyWashlet.com、映画祭のプラットフォー
ムには、Eventiveが使用された。

【2021年　第一回CJFC上映作品】
•	 A l l 	 A b o u t 	 C h i a k i 	 M a y um u r a	
(Provisional)／眉村ちあきのすべて（仮）　  
  [松浦本| 2019]

•	 Alone	Again	in	Fukushima／ナオト、いまも
ひとりっきり      [中村真夕 | 2020] 

•	 BOLT　        　[林海象 | 2019]
•	 Dynamite	Graffiti／素敵なダイナマイト	
スキャンダル	     [冨永昌敬 | 2018]

•	 House	of	Seasons／もみの家　[坂本欣弘 
| 2020]

•	 The	Manga	Master／漫画誕生	  [大木萠  
| 2019]

•	 Prison	Circle／プリズン・サークル  [坂上香 
| 2019]

•	 VIDEOPHOBIA　[宮崎大祐 | 2019]
•	 Yan／燕	Yan  [今村圭佑 | 2019]

シカゴ日本映画コレクティブ(Chicago Japan Film 
Collective)：２０１８年坂本有紀氏（Coyote Sun 
Productions代表）が着想、２０２０年に河野洋氏
（Mar Creation代表）が賛同、構想し、２０２１年
に共同設立。米国で上映が難しい日本インディペン
デント映画の紹介、及び日本映画の米国マーケット
拡大を目的とし、新型コロナウイルスの感染者拡大
防止の為に一年目は５月２５日〜３１日にオンライン
開催、米国全土で視聴された。次年度からは会場
とオンラインのハイブリッド開催を予定。公式ウェ
ブサイト：https://www.cjfc.us

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
https://www.dickinson-wright.com
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　今年の独立記念日ですが、皆さんはどのようにお過ごしですか？
ご家族やご友人と昨年より少しは楽しく幸せな時間を持てたでしょうか？拙宅の近
所では花火の音が聞こえたり人家越しに遠目の花火も見えたりしますが、世間の喧
騒を他所に我家は今年も代わり映えのしない連休です。古典『徒然草（つれづれぐ
さ）』の著者吉田兼好ではありませんが、「つれづれなるままに日暮らし、硯に向いて
心にうつりゆくよしなしごとを、そこはかとなく書きつくれば・・・」と毎月原稿締切り
でご迷惑をお掛けしている本紙の発行責任者の方に喜んでいただけるように、原稿
下書きの書き溜めでもやっておけばいいのですが、締切り直前まで何が起こるかわ
からないご時世を言い訳にして話題のトピック、テーマのネタ探し、確認作業、取捨
選択などをしております。まあ、独断で「日々是好日」特に悪いことがなければ善（よ
し）としましょう。
　トピックと言えば、海の向こうの本国日本では東京オリンピックの開催日が目前に
迫っているにもかかわらず、ワクチン接種の実施も拙速感が否めない中でコロナ禍の
緊急事態宣言や蔓延防止法の適用解除に二の足を踏んでいます。日本国内だけでな
く海外諸国でも各競技の代表最終選考会と代表役員・選手団の決定が終わり、予定
通り開催ならば続 と々日本に派遣・入国するばかりとなっています。（既に一部入国し
たグループでコロナ感染者や濃厚接触者が発生し残念です。）日本国内でも開催賛成
派と反対派で意見が二分されているようですが、実際に開催となれば、会場観客の有
無を問わず、日本代表団や一般国民は元より海外から来訪する代表役員・選手団、オ
リンピック運営委員会関係者、ボランティアの皆さんの安全と健康を第一に考えて会
場、宿泊施設、移動経路、緊急対応策など全体から細部まで細心の注意を払って最善
の方策を取っていただきたいと願っています。なお、テニスの大坂選手は現在開催中
のウィンブルドン大会を欠場し、公式会見義務のないオリンピックには出場予定と発
表されました。先月号原稿締切り直前のフレンチオープン開催中に起きた公式会見拒

アメリカンドリームか？アメリカンナイトメアか？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第221回）

否、２回戦棄権については当時十分な情報がなくやや短絡的なコメントをしましたが、
その後彼女は２０１８年のU.S.オープン優勝後ずっとウツ状態が続いて精神的に苦
しんでいたと自ら公表しました。選手の精神的健康に配慮しない公式会見での辛辣な
質問の繰り返しにも苦痛を感じていたとのこと。その当時も義務違反となる会見拒否
は「プロとしての自覚が足りない」、「自分勝手なわがまま」、「今の地位につけたのは
メディアとファンのお陰なのに恩を仇で返すのか」などなど厳しい批判コメントがありま
したが、外からは見えない心の病は本人でさえ揺れ動く心の実態、実情を正確に把握
し、分かりやすく言葉で表現して他人に伝えるのは至難の技、ましてや他人にはとても
理解できないことです。批判するのは簡単ですが、彼女の真のファンならば（ファンで
なくても）今は批判や叱咤激励するのではなく、彼女が心の健康を取り戻すまで温か
くそっと見守り、優しく応援してあげるのがベストではないでしょうか？（閑話休題）

　一方当地米国では、コロナワクチンの接種件数、接種率の伸びが頭打ちとなり、バイ
デン大統領が力説していた独立記念日までの達成目標に至らず。イギリス型ベータ変
異株に続くインド型デルタ変異株の新規感染が世界各国・各地で急増、急拡大してお
り、米国も例外ではありません。国民全体が気を引き締めず安易な対応をしているとワ
クチン未接種の若年層や接種反対・拒否・不可能な人達が感染、重症化したり、更に
凶悪な変異株の発生を助長したりする恐れがあり、既にワクチン接種済みの人達も決
して安心できません。

　明るいトピックとしては、引き続きMLBエンジェルスの大谷選手の活躍が連日のよう
に話題となっています。開幕から先月末まで先発投手を兼務しながら量産した本塁打
数がチームメイトのトラウト選手やドジャースに移籍したプホルス選手が持っていた球
団記録を更新しました。（本原稿執筆中には未然形だった６月末日の結果次第では更
に２、３の記録更新可能性もあり。）また、今月中旬開催のオールスターゲーム前日恒
例のホームランダービーに日本人として初めて参加を予定しており、対抗馬と目された
現役スラッガーも彼の優勝を予想すると同時にファン投票でDH（指名打者）として選
出される可能性が濃厚。おまけにア・リーグの監督采配次第ではレギュラーシーズン同
様に二刀流で投手としても出場するかもしれない期待感もあり、まるで漫画の世界のよ
うに大いに盛り上がっています。

　逆に暗いトピックとしては、今回のテーマ「アメリカンドリームか？アメリカンナイトメ
アか？」にも関連する出来事が挙げられます。

　連日の報道でご存じのように、先月下旬フロリダ州サーフサイド市で高層コンドミニ
アムビルの部分崩壊事故がありました。夜中の１時半過ぎにビルの約半分近くが突然
崩壊、翌朝のニュース報道で見た現場の悲惨な光景には息を飲みました。事故発生が
日中ならば外出中で難を逃れた人も多かったと思われますが、運悪く夜中の就寝時に
起きたため先月末時点で身元確認ができた11名の犠牲者と150名以上の行方不明者
という最悪の事態となってしまいました。崩壊した瓦礫に閉じ込められた生存者の緊
急救出作業が最優先事項ですが、作業中に瓦礫が滑落したりビルの残存部分が崩壊
する２次災害の危険性や不安定な瓦礫上・中で作業する救出部隊の安全確保も難し
い状況のところに火災が発生し、消火用散水で作業が一時停止されたりで、１分１秒
も待っていられない犠牲者のご家族や関係者の切望を知りながらも作業が遅 と々して
進んでおりません。時間が経てば経つほど生存者の発見救出の望みが薄れてしまうた
め、ニュース報道を見る度にいたたまれない気持ちになります。一人でも多く奇跡的に
生存者が発見救出されることを願って止みません。

　救出作業と並行して原因究明と現場周辺や近隣で懸念される同じような設計構造
のビルの崩壊リスク確認調査と崩壊防止・回避策の策定が進められています。
ニュース報道によると、３年前の２０１８年に実施されたコントラクター（建物保全管
理下請け業社）による点検でプールデッキの構造設計が悪く排水を助ける傾斜がな
いため溜まり水が発生し、浸透した水による直下のパーキングガレージの鉄筋コンク
リートの鉄筋のサビ付き、膨張（錆びが進行すると元サイズの７倍にもなる由）、コンク
リートのひび割れ、劣化・欠損指摘と改修の必要性報告が出ていたものの何も具体的
な改修処理がされないまま放置されており、その後更に劣化が進んだことが崩壊に繋
がった原因のようです。天災ではなく明かに人災です。実際に今年４月にコンド経営管
理理事会から住人宛にリスク警告兼改修予算（総額＄１５百万）の分担予想金額通知
書の配布があった由。

大人向け ESLクラス
対面 & オンライン 可 

2021年9月 - 2022年 6月

 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

　 詳 細・申込については下記のリンクから
https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl

または、"Novi Adult ESL" を検 索

https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
https://co.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
https://cp.novi.k12.mi.us/novi-adult-esl
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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。

　また、地元マイアミヘラルド紙がコントラクターから入手した崩落発生３６時間前に
撮影した現場（崩壊した南側ではなく北側ですが、加速した構造物の劣化は同レベル
と推察される）のビデオとインタビュークリップを見るとそんな所に人が住んでいたの
か！？と驚くばかりです。従って、今回の崩壊は上層階から雪崩現象的に下層階に順々
に崩れ落ちたものではなく、プールデッキ下の最下層が先に崩れ、支えの無くなった上
層階が積み木落としかダルマ落としのように次 と々崩れ落ちた可能性が大です。また、
別の専門家の速報コメントでは同じような設計構造の建物が近隣に１００件ほどある
ようで、同じ悲劇を繰り返さないように緊急点検実施と場合によっては住人の暫定避
難、早期改修工事実施が急務となると推察されます。

　目を移して米国議会を見ると、民主党ジョー・マンションおよびキルステン・シネマ両
上院議員の党内抵抗と共和党議員の挙党一致的な反対行動で遅 と々して進まない連
邦政府・民主党主導による雇用確保・創出のためのインフラ投資法案および連邦投票
権保護法案（共和党による各州レベルの投票権及び投票行為の制限・制約州法を無
力化、無効化するためのもの）というバイデン政権の次なる二つの目玉政策承認・実
施が頓挫しておりますが、今回のビル崩壊事件を『天の声』的に活かして共和党の協
力的少数議員の票数も加えてインフラ投資法案を突破口として投票権保護法案も抱き
合わせまたは前後して何としても議会通過、大統領署名、立法化・実施に漕ぎ着けて
欲しいものです。銃規制強化や難民・移民受け入れ問題の改善対策も後に続いていま
すので、時間を無駄にできません。

　国民の生活保護、経済復興、雇用創出よりもバイデン政権潰しと次期中間選挙、
大統領選挙での勝利を党利党略として最優先する共和党メンバーは民主党政権に協
力して政策が上手く行ってしまうと主役である民主党の手柄となり、更に国民の評価
と支持を得て次期選挙での挽回、失地回復が困難になるとの目算があるのか、全く
非協力的で超党派案の検討・交渉をしている少数派議員もひょっとすると国民への
ジェスチャーだけで何処まで本気かわかりません。平気な顔で嘘や虚偽のストーリー
をAlternate truth（オルタネイト・トゥルース＝別の真実）と言い換えてさも真実のよ
うに思い込ませて自分たちに有利になるように群衆を扇動操作しようとしている面々の
巣窟化している現在の共和党では、彼らが提案、提言する政策案や法案も所詮虚構
の世界の産物、砂上の楼閣であり、本当の真実や正確なデータに基づいた確固たる基
盤を持たない怪しげで不安定なものになるため超党派での合意、法案審議・通過は極
めて望み薄（ほぼ絶望）のようです。

　その間にもQAnonなどの右翼過激派保護主義グループや白人至上主義者グループ
の多くは大統領在職中に自己中心で自分の野望実現のために勝手気ままに振る舞え
た甘い思い出が忘れられないトランプ前大統領がこの８月末までに復職するとか、復
職が実現されないと米国は内戦状態となり、今でも全米各地で多発している銃乱射事
件や暴力事件があちこちで更に増加すると発言するトランプ信者、トランプ支持層が
現実に存在し、良識派の国民の日常生活を不安と不信で脅かしています。最近では各
種教会のイベントにも政治論争が持ち込まれ、信者や参列者たちを正しく導くべき神
父や牧師自身が政治的かつ偏向的な発言をして反対する者を追い出し排斥する傾向
まで表面化しており、神を崇め祈りを捧げに来る敬虔な信者たちは「教会に神の居場
所が無くなってしまった」と嘆いている由。

　他方では、トランプの愛娘であるイバンカと娘婿のジャリッド・クシュナー夫妻が負
け戦となった前回大統領選挙は不正投票があったために本来勝利すべき自分が当選
しなかったといつまでもMove on（次に進む）しようとせず、負け惜しみタラタラの嘘
八百を並べてグズついているトランプ親父に愛想を尽かしたのか、最近は前回選挙に

関する公のコメントなしで距離を取り始めており、まだ先の長い野望たっぷりの若夫婦
はトランプの動向とは別に自分達の人生シナリオの次章に入ろうとしているようです。
上手く行ったら、それも怖いですね。

　米国生まれの若者や子供たちだけでなく海外から移住してくる難民・移民の中には
『自由な国』米国でアメリカンドリームの実現を夢見て来米し、実際に夢を実現した例
もTVやネットのニュース、ブログなどで時々紹介されていますが、単に政情や経済が
不安定で身の危険や生活不安のある中近東、中南米、アフリカなどの開発途上の祖国
を離れて安全で将来の望みもある米国に来たという人々も多く、なけなしの財産を現
金化して渡航費用にしたり、密航業者に手数料として渡したりして、生まれ育った祖国
に戻らない一大決心をして文字通り命懸けでこの地を目指して来たわけです。中には
密航業者に騙されて金品だけ奪い取られ、同行帯同または子供だけ送り込んで米国
に入るはずが、途中で山賊や盗賊に襲われ、携行品や命を奪われたり、子供や女性
が誘拐されたり、国境越えや河川横断中の事故で離れ離れや行方不明になったり、不
慮の事故や病気で亡くなったりする人も跡を絶ちません。

　しかもやっとの思いで米国に着いたと思ったら、国境管理・警備部隊による入国審
査で受け入れ拒否されたり、生命の危険さえある本国に強制送還されたり、メキシコ
側の路上キャンプでいつまでも当てどなく待機させられたり、多少運が良くても米国側
の収容所暮らしと失望に包まれる事例も多く耳にします。晴れて入国審査に合格し（あ
るいは密入国で）、米国生活が始まっても雇用や生活保証はなく、食料や飲料水、衣
服、生活用品を物乞いし雨露をしのぐ寝ぐら探しは元よりその日暮らしの生活苦に喘
ぎ、場所や環境によっては人種差別や暴力を受けて大怪我をしたり、一命を落とす人
まで出ております。運良く仕事が見つかっても密入国や公式な滞在資格証明書がない
弱みにつけ込まれ、最低賃金以下の給料で半ば強制的に３Kの極めて悪い職場環境
で長時間の重労働を課せられたり、人間らしい扱いをされないケースも耳にします。そ
うなると、アメリカンドリームではなくアメリカンナイトメア（悪夢）ですね。

　少しまともな仕事と職場環境に恵まれても、いつ何処で何が起こるかわからない今
のご時世では自分と家族を含めて食料品・生活必需品の不足、輸送・配達の遅延とコ
スト増、インフレによる継続的物価高、戸建て・リース・レンタルとも住宅費高騰など通
常の生活不安だけでなく銃乱射事件、国内テロ、交通事故、住まいや職場・学校での
管理監督ミスによる不慮の事故、薬物中毒、医療ミス、地球温暖化と環境破壊により
頻発する大規模自然災害・人災など心配の種は尽きません。

海外からの難民・移民に限らず、米国生まれの米人にとっても生きづらい、暮らしにく
い世の中になってきていますが、バイデン現政権には粘り強く継続的な効果が望め
る政策を一つ一つ実施して、着実な成果を出すように誘導してもらい、少しでもまた
規模は小さくてもアメリカンドリームを夢見て実現できる人が増えますように祈ってお
ります。（合掌）

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?gclid=Cj0KCQjw2NyFBhDoARIsAMtHtZ6P7Lbk1gqwR5SMIWW8Bubut6_LbH64dlTlF0cfm6vU8fhCyPT3qNoaAphbEALw_wcB
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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。

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

7月のイベント 2021年7月1日～7月31日の間、Eメールにて無料でご相談を 
お受けいたします。

アメリカに住んでいる間に、家の中で英語で話してみるのは楽しいかもしれません。 
もし試してみたかったり、家で使うカジュアルな表現に興味があるなら、こちらで 

練習してみてくださいね。来月号はパート２となります。お楽しみに！Good luck!

Casual Home English : カジュアルな家での英語 Part 1 
 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

外出をする 
　一人で出かける

• 出かけてくるね。

• 買い物に行ってくるわね。

• 用事をいくつか済ませてくるわ。

• 仕事に行くわね。

• [ すぐに / ３０分で ] 戻るわ。

• [ またね / 後でね / 今晩ね ]。

• 良い一日を！ 

家族全員で出かける

• 準備できてる？行くわよ！

• 行きましょう！

• コートを着て車に乗りなさい！ 

• 急いで！遅れるわよ！ 

家の外にいる人とのコミュニケーション

• いまどこ？

• いつ帰ってくるの？

• 家に帰ってくる途中で [ 卵を買って / 

     銀行に寄って ] きてもらえる？

• スーパーマーケットにいるなら牛乳を

     買ってきてもらえる？ 

帰宅したら
帰宅した人

• ただいま！

• 買い物から戻ってきたわよ！

• ただいま！[ 仕事 / 学校 ] から帰ってきたよ

• 疲れた！

• 何か食べる物ある？/ 夕食は何？

• ちょっと休ませて 

家にいる人
• お帰りなさい！

• お土産は何？（子供）

• [ 仕事 / 学校 / 今日 ] はどうだった ? 

• [ 交通状態 / 通勤 ] はどうだった ?

• 足を拭いて！

• 手を洗いなさい！

• コートを片付けなさい。 / コートをかけなさい。

• 物を床に置かないで！

• お腹すいている？

     [ お菓子 / 夕飯 ] の用意ができたよ！ 

家での子供達

• ハーイ ダディー！/ ハーイ マミー！

     （小さい子供達が言います）

• ハーイ ダード / ハーイ マアーム

     （大きい子供達が言います）

• 一緒に遊んでくれる？

• 今日学校で何をしたか見て！

• 何か持ってきてくれた？

   LEAVING THE HOUSE 
     One Person Leaving

• I'm going out.　　　
• I'm going out to pick up some groceries. 
• I'm gonna (going to) go run a few errands.
• I'm off to work. / I'm going to work.
• I'll be back [soon/in half an hour].
• See you [soon/later/tonight].
• Have a good day!

     Leaving All Together

• Are you almost ready? Get ready to go!
• Let's get going! / Let's go!
• Get your coat on and get in the car! 
• Hurry! We're gonna be late!

     Talking with Person Outside of the House

• Where are you at now?
• When are you coming home?
• Can you [pick up eggs / stop by the bank]        
     on the way home?
• If you're at the supermarket, 
 can you [buy / grab] milk?

   COMING BACK HOME
     Person Arriving Home

• I'm home! / I'm back!
• I'm back from shopping!
• I'm home from [work / school]!
• I'm [so tired / exhausted]!
• What is there to eat? / What's for dinner?
• Let me unwind for a few minutes.

     Person at Home

• Welcome home! / Welcome back! 
• What did you get me? (child)
• How was [work / school / your day]? 
• How was [traffic / the commute]?
• Wipe your feet!
• Wash your hands! / Wash up!
• Put your coats away. / Hang up your coats.
• Don’ t leave your things on the floor!
• Are you hungry? 
   [A snack / dinner] is ready!

     Children at Home

• Hi Daddy! / 
 Hi Mommy! (younger children say)
• Hi Dad. / Hi Mom. (older children say)
• Can you play with me?
• Look what I did at school today!
• Did you bring me anything?

https://www.yamatoamerica.com
http://www.gvtech.com
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Luka Sakai
境　瑠加

Eastern Mennonite High School

Sara Shinotsuka 
篠塚　咲良

Northville High School Ryoji Justin Mishina
三品　亮司

Saline High School

Anika Takai
髙井　杏華

Walled Lake Western High School

Ethan Yuta Patch 
イーサン　優太　パッチ　（右）

Owen Kento Patch 
オーエン　健人　パッチ　（左）

Walled Lake Central High School

Julia Fujita
藤田　珠里亜

Perrysberg High School
Rina Kawaguchi

川口　璃奈
Northville High School

Issa Murata
村田　逸早

Novi High School

Mia Brooks
ブルックス　未亜

 Berkley High School
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Shiori Akutsu  
阿久津　栞里 

Novi High School
Kaisei Watanabe

渡辺　快晴
Berkley High School 

Kako  Kobayashi
小林　爽子

 Novi High School

Vic Gore
ヴィック　ゴア

Farmington High School

Yamato Miura
三浦　大和

Hartland High School

Nicole Freundl
フレンドール　ニコル

Northville High School

Momoko Takahashi
高橋　ももこ 

 Walled Lake Central High School

“アメリカ生活で培った経験を元に
日本に帰国後も頑張っていきたいと思います”

“I should've gone to 
Shiratorizawa.”

Katerina Skarakis
小田　莉奈

International Academy 

“現地校と日本語補習校の 
両立、そして数多くの部活動で忙しくも充実した

高校生活を送ることが出来ました。大学では 
自分の専門を追求していきたいと思います”

ご卒業おめでとうございます

２０２1年卒業⽣のみなさま

The Best Is Yet To Come!
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《お花の随筆　第5５回》　

水無月の夜桜　
織田喜和子

　初夏の早朝、外で鉢植えに水遣りをしておりましたら私の膝の高さ５０センチの距離にハチドリ
が現れました。鮮やかなピンクのバーベナの花の中心ひとつひとつに順番に忙しく嘴を入れてゆき
ます。夢中で私の存在に気づきもしません。力強く羽ばたき続ける美しいブルーグリーンの背中には
多めに皺が寄っています。そうか、お前もコロナ太りか。相当な運動量で心拍数も上がりましょう。
長い長い冬を越し、やっと暖かになった春先にどんどん出荷されてくる綺麗なお花に気分もほださ
れ、ついあれもこれもと買い込んでしまって気付けば鉢植えの数は大変なもの。真夏の水遣りの大
変さに軽い後悔の念をおぼえることは毎年毎度のルーティーン。されど、今年も学習しませんでした。

　今年は裏庭のキイチゴが豊作で、鳥や小動物が毎日競って熟れた実に舌鼓を打っておりま
す。鳥の糞から種が運ばれあちこちから芽が出てコントロールは大変ですが、それでも生き物
が好んで毎日我が家を訪れてくれる嬉しさに、体力の続く限り時間の許す限り草木の統制に
励みます。庭で孵った鳥の雛たちがおぼつかない伝い歩きから飛ぶ練習をし始めるため、下の
方の枝は極力残します。産毛のヨタヨタ歩きの頃からの成長を見守り続けその安全と、親鳥の
賢い教育ぶりや忍耐力をつぶさに観察し、喜び感心致しております。危険を察せず土の上で呑
気に遊ぶ子には、親は口いっぱいにミミズを銜えそれをちらつかせながら少しずつ高い枝へ雛
を誘導し、子が自分の足で枝を掴み横へ伝って登り、安全な高さのところで寛げるよう上手に
教えています。雨上がりにエアコンの室外機カバーの上にできた水溜りでいつまでもはしゃい
で遊んでいる子には、溺れていないか危険に面していないか冷や冷やで、男親も女親も代る
代る飛んで来ては様子見をしあっという間に日は暮れます。親の便利で「今日は５時間ゲーム
していなさいね」などと子らに言い目を離す鳥は、私はまだ見たことがありません。２秒の油断
で命を奪われるかもしれない生きてゆく真剣勝負のために、親は片時も目を離さず、生き延び
るすべを実践で、子を教育し続けます。子を守り導き、繰り返し繰り返し、知恵を伝授します。

　ある日私が大型スーパーのダブルドアから入店した日没前、その２枚目の扉が開く前、足下
の靴ふきマットの真ん中で小鳥の雛が途方に暮れているのを見つけました。辺りに人は見当
たりませんでした。どうしましょう、でも放っておいたら次の人がぺっしゃんこに踏んでしまう。
とにかく拾い上げ外に出たものの、周りはアスファルトの駐車場。いったいどこから来て何故
こんなところに迷い込んだのか謎でした。雛は黙り込んだままけだるそうに綺麗な黒い瞳を
半開きにしてただ私を見つめ返しておりました。死んじゃうのかなあ、声もあげないし疲れて
いるのだろうなあ。車のカップホルダーの一コマにそうっと鎮座頂き、買い物のことはすっかり
忘れ家に連れて帰りました。小さめの箱を用意し、遠い昔に母がまだ羽も生え揃わぬインコ
の雛を育てた時にしていたことを思い出しながら、白米を炊くときに混ぜる雑穀パックをアワ
玉餌としてお湯を注ぎ、それをふやかし冷まし、竹べらが無いのでストローの先を丸くハサミで
切りそれを使って雛の口元に持って行きました。すると、喉が渇いていたのか大変な勢いで飲
み込み始めました。持って行くたび綺麗にたいらげ、用意した分がほとんどなくなる頃に雛は
箱の中ですやすや眠ってしまいました。全身から生きようとする力が伝わってまいりました。

　一夜明け日が昇り、私はあてもなくその箱を日向に出し一緒に座っておりました。すると雛が
突然、耳もつんざくような甲高い声で力いっぱい鳴き始めたのです。そうすること１５分。なんと、
雌雄の鳥が突如すぐ頭上の雨樋のふちに現れ、私と箱の雛を覗き込みこちらも鋭い声で鳴き
始めました。呆気にとられている私を残し、雛はガタン、ゴトンとぎこちない動きで箱から飛び出
し、芝生へと躍り出ました。二羽の鳥に誘導されながらあっという間に隣の芝生へ、歩道を超
え街路樹へ、跳ねながら飛びながら嬉しそうに、本当に嬉しそうに、通りを曲がり消えてゆきま
した。あれは、あの子の親だったのでしょうか、それとも自分の子を失い養子を迎えたかった鳥
たちだったか。距離にして約２マイル、車で約７分のところのマーケットからでしたが、もしかし
たら私の車の後を追いずっと飛んで来て、近くで眠れぬ夜を過ごしていたのかと思うと、子を思
う親の想い、若い命を助ける周りの力、自分が生長できた奇跡に、感謝で胸一杯となります。

　子の成長と親の白髪は正比例。無心無償の愛に支えられ、無邪気な子どももどんどん大きくな
ります。立派な体格で色々自分でできるようになりましても甘え、美味しそうなキイチゴをねだり
親に付いて回っています。時にまるで一人で大きくなったような顔で胸を張っていても、頭に寝ぐ
せのような産毛と幼さの面影を残しながら興味本位の不用意さで人に近づき、手元で何をしてい
るのか伺っているようでは、まだまだ。多雨の続いた週の深夜、私は白い紫陽花の中に上品で静
かな光の点滅をみとめ、不思議に思い外へ出ますと、それは花の中にとまっていた蛍でした。静寂
の中幻想的な即興曲を音なく奏でておりました。月の美しい別の夜には、空き家となった鳥の巣
のかかる樺の木に何故、６月に雪が積もっているのかと目をこすりよく眺めてみますと、駆除せず
根元から這わせていた野薔薇が生育し、初めて見事な白い花が満開したところでございました。

お母さんが心配 お父さんだって心配

　今シーズンは「ゴルフの上達」というテーマでスキルアップのヒントをご紹介していま
す。今月から「コースマネージメント」についてのお話をしたいと思います。
　まずは皆さんに質問です。ボールの飛び方には下図の9つがあって、⑤は構えた方向ど
おりにボールが飛び出してまっすぐ飛んだパターン、①は左へ飛び出してさらに左へ曲が
るプルフック、⑨は右へ飛び出してさらに右へ曲がるプッシュスライスです。この9種類の
うち、どれが理想のショットだと思いますか？
　答えは、右表で太字になっている、③のフェード、⑤のストレート、⑦のドロー、の 
3つです。理由は、3つは狙った方向に飛んで行っているからです。
⑦（青線）のドローを目指そうという教えが日本には多いようです。ドローは打球の勢い
が強く転がりも大きいため、飛距離が稼げるのですが、⑦ドローと同じ回転の①や④のフ
ックが出てしまうと、飛んで転がって狙った場所からどんどん離れていく危険性がありま
す。逆に右へ逃げていく⑥や⑨のスライスは、飛距離も転がりも少ないため、ミスによる
ケガが比較的小さくてすみます。

<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、夏はミシガンでレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

　ドローが打てることに越したことはありませんが、ターゲットに向かってボールが飛ぶ
限り、必ずしもドローを打つ必要はないというわけです。
　スライスでもフックでも、毎回同じ球筋で同じぐらい曲がるショットが出てくれるのが
イチバンです。英語でいうConsistencyです。怖いのは、どの方向へどのくらい飛ぶのか
がわからないことと、それを気にせずに打ってしまうことです。「コースマネージメント」の
カギは、コース設計者が仕掛けたトラップにハマらないよう、ミスショットを想定していか
にトラブルを回避するか？なので、まずは「己を知る」作業をしましょう。

■　各クラブのショットの傾向を知りましょう
　私は時 こ々んな実験をします。PWからドライバーまでそれぞれのクラブで1球ずつショ
ットを打ち、これを10周繰り返します。いっぺんにやると疲れるので、2、3日に分けてもい
いです。ターゲット通りに飛んだか、左右にどのくらいずれたか、トップやダフりが出たか
など、各クラブの方向と飛距離の記録をつけます。すると精度や傾向、平均飛距離がはっ
きりします。例えばPWで10球中7球に距離通りのナイスショットが出たなら精度は70％
です。85ヤードが3回、100ヤードが7回出たのなら、(85x3+100x7)÷10で平均飛距離
は95ヤードです。クラブが長くなるにつれて精度は落ち、曲がってターゲットから離れる
距離が大きくなるかもしれません。クラブによっては右に行く、左に行く、と違う傾向が出
るかもしれません。クラブごとのショットの傾向を知っておけば、曲がりやすい方向に池
や森など障害物があったら、届かないクラブで打つとか別のクラブを使うなど、対処する
ことができますよね。

■　各クラブのショットのキャリーとランを知りましょう
　ボールが空中を飛んでいる距離がキャリー、転がる距離が
ランです。キャリーとランの合計が飛距離なわけですが、池や
バンカーなどを越えなければならない時に、キャリーを知っ
ておくと作戦を立てやすくなります。最近はハイテク練習場が
あちこちにあって、キャリーとランを計測することができます。
打ったらすぐに距離が表示されるので、練習が楽しくなりま
す。TrackMan Rangeや、Toptracer Rangeで検索してみて
ください。

　次号では、とある私の大好きなコースのホールレイアウトを例にとり、どう攻めるか？の
シミュレーションをしたいと思います。お楽しみに！
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文＆写真　by ヤマトノオロチ
美しいブリューワリー ２　
　前回に引き続き、美しいBreweryを紹介
する。6月22日にマスクの着用、レストラン
の収容人数の規制が取り除かれた。それ
を機に、以前からその建物と雰囲気の美
しさからぜひ訪れてみたいと思っていた
Salt Springs Breweryに足を運んだ。

　Salt Springs BreweryはYpsilantiの8マ
イルほど西のSalineのダウンタウンにあ
る。US-12が街を横断するSaline。ユニー
クな歴史としてとどめておきたいのは、
600～200万年前はここは海面下であっ
たこと。海水が引いたあと、豊かな塩や
鉱物資源が残った。Michigan Historical 
Co m m is s i o nによると、この 辺りでは
Mastodonという恐竜の化石も発見され
ている。塩を求めてこの地に住んでいた
と思われる。そしてネイティブ・アメリカン
もこの地の塩泉に引き寄せられた。

　教会をリノベーションしたこのブリュー
ワリーで圧巻なのは、１階のメインフロ
アーのステンドグラス。1899年当時のも
のだ。そして目をアーチ状の天井へ向ける
と１枚の絵画へと行きつく。指が触れん
ばかりの緑はホップなのだろうか。しゃれ
た演出だ。そしてところどころに教会だっ
た当時の豪華さや荘厳さが残っている。
壁のトリミングは芸術的な装飾を施して
あり、建物の外から見上げると教会の塔
が高くそびえている。前庭は今はビアガー
デンになっているが、祈りを終えた人々で
当時はにぎわっていたのではないか、と想
像が膨らむ。

　週末の外出でにぎわう人々でいっぱい
だったホール。40人ほどいた客の中でマ
スクをしていたのは我々のみ。かつての
週末のブリューワリーの賑わいが現実に
戻っていた。

　 サンプルを2 つ 頼 んだ が 、パ
イントを注文することにしたのは
Cashmere Zeppelin (American 
IPA, ABV 7.7%)。100％ミシガン産
のCashmere hopでメロンとタン
ジェリン・オレンジフレーバーだ
が、どちらかというとほんのりとメ
ロンの風味を感じる、Cashmere 
hopならではのクラシックなビー
ルを 楽しんだ 。そして自家 製 サ
ワードーの生地のピザ。これが本
当においしかった。カリッとした
食感だが、スモークベーコンとポ
モドーロソースがかみ合い、バジ
ルが 独 特 の風 味を添える。フル
キッチンメニューにはスターター
から、ハンバーガー、サンドイッ
チ、ディナー料理までバラエティー
に富む。前回 紹介したAt w ate r 
Brewery at Parkが教会をリノベー
ションしたカジュアルダイニングな
ら、Salt Springs Breweryはステン

Salt Springs Brewery  - Saline, MI

（上から）フロアー全景。（中央右）
オーナー の 知 人 が 描 い た 天 井 画 

（中央左）Italiano　Pizza。＄16。
（右） Cashmere-Zeppelin。16Oz   $6

ドグラスから差す光を感じながらビールと
食事をゆったりと楽しめる至福の時を過
ごせるブリューワリーだ。

　 Salineのダウンダウンはコンパクト。 
パーキングもブリューワリーのすぐ前にあり、

Salt Springs Brewery
117 S ANN ARBOR ST, SALINE MI 48176

Tel：734.295.9191
http://www.saltspringsbrewery.com/

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

ストリートパーキングのスペースも多い。夏
のビアガーデン、秋のオクトーバーフェス
ト、冬のファイアーピットを囲んでの風景
など、実に絵になるブリューワリーだ。

ロゴの左右に伸びるのはホップ／1899年のステンドグラス外観

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）まで、
ご希望日時、メニューを簡単な英文で結構ですので、 

Eメールまたはテキストで、 ご連絡ください。
N o e l @ j a s m i n e - s a l o n . c o m
テキストメール: 248-719-0236

  [営業時間]　
  月曜～土曜  9:00am ~ 6:00pm
  [住所] 105 Legato Dr. 
　　　  Walled Lake, MI 48390
 JasmineHairSalon.com
        (料金をご覧いただけます)

日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。

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！

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

菊地ベルトラン慶子歯科
Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本大学小児歯科卒業　ミシガン大学で歯科資格を取得

お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
平日お忙しい方のために、
土曜日も診察しております。

診察曜日：　金・土
時間：　10:00am〜8:00pm

住所：　
21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375

電話：　(248) 767 - 7117
ご予約は日本語で承ります。

mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://jasminehairsalon.com
https://www.sushidenonline.com
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
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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。。

 Grand River Avenue 沿いに1824年
以来歴史を刻むFarmington市のダウン
タウン。市民の絆を強めるためデザインさ
れ2005年にオープンしたRiley-Park の
一角が、夏季毎週土曜ファーマーズマー
ケットで賑わう。昨年10月設立のNPO 
「アンサンブル花火」2度目の野外コン
サートは6月19日にそこで行われた。

　アンサンブル花火は現在、熱意と実
力兼備の中学・高校生8名から成り、
それぞれの持ち味を生かし多彩な創
作活動を楽しんでいる。子 供たちは
Oakland-University発祥の音楽メソー
ドであるTMU (Teaching Musical 
Understanding) 教室で親交を深め、
設立にあたってはNPO規定の理解に始
まり全て自分達で手掛けた。コロナ禍の

逆境にもオンラインピアノ発表会と前向
きに歩み、JBSDとファーマーズマーケッ
トよりグラントを授与された今、コミュニ
ティーへ還元すべく異文化交流に役立
て、地域を活性化し人々を元気にしたい
と意気込む。今季は活動拠点の音楽スタ
ジオでデイキャンプの指導者となり、参
加者の才能を導くことへも挑戦する。

　マリンバの心地よい音色や、東京オ
リンピックへ出場する選手達へ捧ぐとの
優しい歌唱に、芝生に置かれたコーン
ホールの周りで犬と寛ぐ家族が聴き入
り、賑やかな八 木節に幼子を抱いた
母親もリズムをとる。4か月程かけ思
いを込め編曲したという「さくら」には 
“Beautiful. We want to support 
k ids.” と大きな拍手が沸いていた。 

演奏グループの丁寧な紹介と歓迎ぶりで
親しみを醸すマーケット運営側。早朝か
ら機材搬入を助け雨模様を心配する保
護者。和太鼓を快く貸与した五大湖太
鼓センター。プログラムを支援する温か
な輪が、音楽を媒体に心を響かせ合う
人々の笑顔と素晴らしい時間が、そこに
存在した。

　次回は8月28日。ミシガンの産物や工
芸品と人との出会いを、気持ち和らぐ音
楽のひとときを楽しみに、またふらり出か
けてみよう。

「アンサンブル花火」
～音楽好きの子供たちによるNPO活動～

次回コンサート:　2021年8月28日（土）9：00 & 10：00 am 
場所：　Farmington Farmers Market 
　　　　 https://www.farmingtonfarmersmarket.com/

アンサンブル花火ウェブサイト：
             https://www.ensemblehanabi.org/ 

　「アンサンブル花火」メンバー8人全員

Riley Park and Sundquist Pavilion

すっかり「花火」の魅力のとりこ

ファーマーズマーケットへようこそ

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
https://www.farmingtonfarmersmarket.com/
https://www.farmingtonfarmersmarket.com/
https://www.ensemblehanabi.org/
https://www.ensemblehanabi.org/
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上部頸椎カイロプラクティックの価値

Louella Harris (以下LH)：
私のクライアントの一人のKarri Stokely(FL州)は片頭痛に苦しんでいまし
た。彼女の片頭痛は嘔吐を催す程重症でベッドから起きることができません
でした。アーティストとして働くBarbara Ellington(MA州)は頸肩腕症候群
（けいけんわんしょうこうぐん）を発症し痛みのため手と腕が使えなくなり
仕事を失いやがて鬱病を発症しました。James Tomasi(OK州)は三叉神経
痛（さんさしんけいつう）のため死をも考えていました。

【加藤追記：三叉神経痛は顔面に突如激痛が走る疾患です。インターンとして実習していたクリ
ニックで私のスタッフドクターの患者さんは長年の激痛から鬱病を併発、処方されたオピオイド
の乱用により死に至りました。患者さんのご家族から感謝の手紙が私達に届いたのですがそれ
を思い出すたび、感謝はされても救えなければ仕事は完了していないと気付かされます】

インタビュアー：
あなたは、リハビリテーションカウンセラーとして自分の経験を元にまだあまり知られていない
治療法をアメリカに広めることで助かるはずの命を救うことに人生を捧げました。13年前、あな
たは線維筋痛症(せんいきんつうしょう)とポリオ後症候群を併発し突然寝たきりの状態になり
ました。あなたの夫のRichardは寝たきりのあなたの介護を強いられました。ですが、あなたは
あきらめませんでした。今起きている全ての事を受け入れ生き続けようと努力していました。そん
なある日、あなたの友人が世界中のカイロプラクターの中で2000人程しかいない上部頸椎テク
ニックというカイロプラクティックについて話しました。

LH：
私はこの話を聞かされた時、カイロプラクティックに非常に懐疑的でした。彼らはただ骨をポキ
ポキ鳴らすものだと思っていたため、上部頸椎テクニックのドクターが脳と神経の専門家と聞か
されても全く理解できませんでした。このテクニックは第一頸椎の歪みを特殊なレントゲンで撮
影し元の位置に戻すという非常に特殊なタイプのカイロプラクティックです。ドクターが私の第
一頸椎をアジャストした瞬間から私の脳と神経の伝達回路のスイッチがオンになったように感じ
ました。すべての血流が私の中で一気に流れ出したように感じられ、同時に耐えがたい痛みが
全身に発生しました。

インタビュアー：
上部頸椎のアジャストメントを受けてから3ヵ月後、あなたはベッドから起き上がり仕事に戻り、
妊娠もし、全国的な非営利団体である National Awareness Campaign for Upper Cervical 
Care, Inc.を設立、痛みに対する新しいアプローチである上部頚椎テクニックの啓発キャン
ペーンを続けています。

アメリカ三大テレビ局の一つであるCBSが車椅子患者Louella Harrisへ行った
インタビューをご紹介します 

加藤真理子 - 上部頸椎カイロプラクター

左から、Dr. Lazar、Dr. Sarver、Dr. Kato

LH：
上部頸椎テクニックはあまり知られていません。ですが私達に大きな影響を与えました。
Richardと私はこのテクニックをアメリカ国民に周知しなければならないと感じました。

インタビュアー：
あなたは三叉神経痛、線維筋痛症、あらゆる種類の頭痛、首、背中、肩、腰の痛み、および 
手根管症候群は、このアジャストメントを受けることで薬や手術をしなくても大幅に改善でき
ると言います。あなたはこれらの痛みに苦しむ人々へ希望のメッセージを届けるためアメリカ全
州、カナダをツアーしています。あなたのスタッフはこの非常に珍しいテクニックを習得したカイ
ロプラクターを見つけるためアメリカ全州とカナダを調査しています。

LH：
ほとんどのコミュニティでは上部頸椎のカイロプラクターが自分の住む地域にいることを認識
していません。私達はここMI州で優れた上部頚椎のドクターを見つけました。Dr. Lazar、Dr. 
Sarver、そしてDr. Kato。「私たちは第一頸椎の位置を修正しているだけで、患者さんが修正し
た位置を保持できるようになれば自己修復能力が回復し自然と治癒に向かいます。身体を治し
ているのは私たちではなく患者さんの自己修復能力です。 (Dr. Lazar)」 Dr. Lazar は彼らが
治しているのは病気ではないと主張しますが、むち打ち症、不眠、喘息、アレルギー、消化器系の
問題、腱炎、関節炎の多くはこのアジャストメントで効果をあげています。「ほとんどの人は様々
な病院を転々とした後に最終手段として私たちのクリニックを訪れます (Dr. Kato)」

インタビュアー：
Louella は自身の経験を元に非営利団体を設立、その活動で数千人の命を救い続けています。
Jamesは三叉神経痛で苦しむ人々に講演しています。Barbaraはいま喜んで絵を描いています。
Karriはほとんど片頭痛を起こしていません。あなたのテレビやラジオ、地域コミュニティでの講
演の結果、何千人もの人々が生活を取り戻しています。

多くの方に上部頸椎カイロプラクティックを知っていただき、何歳になっても痛みが無い(または
コントロールできる)人生・健康な生活を取り戻していただくことが私の上部頸椎カイロプラクター
としての目標です。

Louella Harris

QSM3テクニック
当院では患者様のお体への負担の少ない上部頸椎テクニックを採
用しておりますので乳児からシニアの方まで治療を受けて頂くこと
が可能です。腰を左右にひねったり首を鳴らすような施術は行って
おりません。QSM3とは上部頸椎テクニックのひとつで、Posture 
IQという計測器を使用し施術前後の体重差、肩、腰の歪みをミリ
単位で計測し施術を行います。施術直後に体の歪みが改善された
ことを数値データで患者様に実感して頂くことが可能です。

COREscore
当院ではCOREscoreを使って施術結果を数値データで患者様に
提供します。COREscoreとはThermal-scansとEMGそしてHeart
Rate-Variabilityを使って脳と体をつなぐ脊椎神経がどのくらい機
能しているかを判定します。なんとなく痛みが取れたから治ったの
かなといったあいまいな判断では、通院をやめるとまた痛くなる、
といった負の連鎖に陥ります。定期的に数値データを計測し比較 
することで治療のゴールを明確に判断します。

栄養相談 (NRT)
当院では体の治療をサポートするため専門の資格を持ったドクタ
ーによるNRT (Nutrition Response Testing)検査を行いその結
果を元に患者さんに不足している栄養素は何か、を診断しサプリ
メントの活用をご提案します。ご希望の方には当クリニックが推
奨する医療機関専用サプリメントをご提供することが可能です。    

当院の症例
頭(緊張型頭痛、偏頭痛)、首、肩、腰、股関節、膝、足首、足裏の
痛み、手脚の痺れ、むち打ち、ヘルニア、坐骨神経痛、顎関節症、
不眠、疲労、消化不良、アレルギー、めまい、耳鳴り、生理痛、高
血圧、うつ症状、自閉スペクトラム症、パーキンソン病、線維筋痛
症、側弯症、多発性硬化症 等

筆者プロフィール: Dr. Mariko Kato/加藤真理子 

アイオワ州Palmer College of Chiropractic卒業
Doctor of Chiropractic学位取得し米国国家資
格取得。ジョージア州とミシガン州の州資格取
得後、ジョージア州のカイロプラクティッククリ
ニックに勤務。現在はミシガン州のLazar Spinal 
Careに勤務。

https://www.lazarspinalcare.com
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　コロナの世界的流行も、ワクチンの成功により、アメ
リカでは、病院や診療所では、まだ１００％マスク着用
は続いているものの、ワクチンを打った人たちの間での
マスクなし会合は徐々に始まっていますし、全体として
随分と落ち着いてきたようで、大変喜ばしいことです。
私が通っているジムでも、マスク着用は不要となりまし
た。日本でも、この原稿を書いている時点で、約3000
万本、全人口比で約１５％のワクチン注射が達成された
というようなニュースもあり、菅総理の提唱していた1日
100万本のワクチン注射を行うという意欲的な計画も
達成されたもようで、オリンピックを前に、全国民に対
するワクチン注射が進んでいることは喜ばしいことで
す。東京オリンピックについては、色々賛否もあるよう
ですが、オリンピックを行うという目標があるからこそ、
ワクチン注射が加速されているようで、もしオリンピッ
クがなければ、保守的な世論の強い日本で、ワクチン
注射はいつまで経ってもぐずぐずしていたのではない
かと思います。黒船の到着で明治維新が始まったよう
に、オリンピックという黒船の到来で、日本の次の進路
がひらけて行くことを祈っています。

　個人的には、オリンピックに向けて大変な努力をして
準備をしてきた日本代表選手達の活躍を見てみたいと
いう希望があります。卓球の伊藤美誠、石川佳純、急性
白血病を克服してオリンピック代表に選ばれた水泳の
池江璃花子、マラソンの鈴木亜由子、体操の内村航平、
テニスの大坂なおみ、中距離トラックの田中希実など、
日本が世界に誇る選手達が東京オリンピックという世
界の大舞台で活躍するのを見るのは、コロナで打ちひ
しがれた世界に大きな希望を与えてくれるに違いありま
せん。

　今日は、心臓カテーテル検査室における日本企業の
活躍というテーマでお話しします。あまり知られていな
い話かもしれませんが、心臓病治療の最先端をゆく心
臓カテーテル検査室で、日本企業の製品が、存在感を
増しています。その代表的なものが、朝日インテックと
いう会社とテルモという会社です。
　朝日インテックという会社ですが、心臓カテーテル
治療に欠かせないワイヤーを作るのを得意にしていま
す。昔は、私を含めて、多くのアメリカの医者達は、ガ
イダント（アボット）という会社の作るワイヤーを使っ
ていましたが、心臓カテーテル治療が次第に複雑化
するに従い、それぞれの状況に特化したワイヤーが必
要となり、そのためのワイヤーとして、朝日インテック
社製のシオン、シオンブルー、シオンブラックなどのワ
イヤーを使うようになりました。その他にも朝日の製
品には、ガイヤ、ガイヤネクスト、フィールダー、ミラク
ル、スオーなどそれぞれの状況に合わせて使う特殊ワ
イヤーの品揃えが豊富です。また分岐部病変に使う、
サスケという、側孔カテーテルもあります。また慢性閉
塞病変の通過に欠かせない、極小カテーテルのコーセ
ア、カラベル、トーナスなども朝日の製品です。心臓カ
テーテル治療が複雑さを増せば増すほど、日本製品
が欠かせないものになって行くというのは間違いない
傾向だと思います。

　また、テルモという会社ですが、もともと体温計メー
カーとして日本で設立された会社ですが、今では、アメリ
カを含め多くの国に子会社や関連会社を持つ世界的大企
業となっています。テルモは、滑りやすいワイヤーの得意
な会社で、ワイヤーやカテーテルのコーチングの工夫によ
り、滑りやすいワイヤーやカテーテルの市場で絶対的な
存在感を示しています。滑りやすいコーチングは、海藻な
どのヌルヌルしたぬめりを研究して開発されたという話を
聞いたことがあります。手首からカテーテル検査や治療を
する際に、テルモのシースは、滑りやすく、挿入がしやすい
のが特徴です。テルモのグライドアドバンテッジというワ
イヤーは少し値段が張るのですが、０.０３５インチのワイ
ヤーの中では、先端の滑りやすさに加えて、群を抜いた安
定性と操作性があり、優れ者のワイヤーです。またテルモ
のランスルーというワイヤーは、操作性、反応性に優れて
おり、私の冠動脈治療に使う汎用性ワイヤーの第一選択
の一つです。治療中に二本、三本と複数のワイヤーを使う
ことも多いのですが、その時に、ワイヤーの終末端に特徴
的なマーカーが入っており、これも、混乱を防ぐために大
変有用な、私が気に入っている特性の一つです。

　こうした日本企業の製品を使っていての楽しみは、製品
に日本語名が付けられていることが多く、それぞれの製品
につけられた名前の由来を想像しながら、私一人で密かに
楽しんでいます。もちろん私以外に日本語がわかる医者は
いませんので、私一人の楽しみということになります。

　例えば、シオンというのは、菊科の植物の紫苑（シ
オン）に由来しているのではないかと想像しています。ま
たサスケというのは、真田十勇士に出てくる、猿飛佐助を
想像させますし、タケルというバルーンは、日本武尊（ヤ
マトタケル）をおそらく念頭においたネーミングだと思わ
れます。スオーはおそらく、周防（山口県）のことではない
でしょうか？

猿飛佐助：
真田幸村に仕えた真田十勇士の一人で、甲賀流忍術使
い。大坂夏の陣で徳川方に敗れたのちは、幸村と共に薩
摩に逃れたと言われている。明治末期から大正期にか
けて作られた立川文庫の作者達によって作られた架空
の人物という説もあるが、実在の人物をモデルとして作
られたという説もある。漫画などでは、忍術使いのスー
パーヒーローとして描かれることが多い。

ヤマトタケル：
日本武尊は、日本の古事記、日本書紀、常陸国風土記な
ど多くの実在する歴史書に描かれた日本古代の英雄。
古代の英雄の中では、聖徳太子とともに、天皇の皇子で
ありながら、結局天皇にならなかった、数少ない人物の
一人。父の景行（けいこう）天皇に命じられて、双子の兄
の大碓尊の代わりに、西国にゆき、クマソタケル兄弟退
治をする。女装をしてクマソ兄弟の宴会場に忍び込み、
まず兄を、そして弟タケルを殺したが、その際、弟は、日
本武尊の武勇を認め、タケルという自分の名前を彼に与
えた。西征が勝利に終わって都に帰ると父景行天皇は、
タケルに直ちに東征を命じた。タケルは、伊勢神宮に参
拝し、草薙剣（くさなぎのつるぎ）を与えられ、東征にで

かけたが、静岡県の焼津というところで、敵に野中で
火責めに遭う。タケルは草薙剣で草を払い、火打ち
石で迎え火をつけ、炎を退ける。生還したタケルは敵
を殺し、敵の死体に火をつけて焼いたことから、その
地が焼津と呼ばれるようになった。タケルはさらに
東征を続け、相模国（現在の静岡県）から、上総（現
在の千葉県）に渡る際、にわかに海が荒れ、これを
鎮めるために、妻の弟橘媛（おとたちばなひめ）が海
中に身を投じると、たちまち海は静まった。入水の際
に弟橘媛は、ヤマトタケルの優しさを回想する歌を
詠んだ。

さねさし相模の小野に燃ゆる火の
	 	 	 	火中に立ちて問ひし君はも

訳:	相模野の燃える火の中で、私を気遣って声を
かけて下さったあなたよ……

　その後、タケルは東征を続けたが、行く先々の各
地で、自分のために海に身を投げて死んだ弟橘媛を
悼み、思い出して、“吾妻はや”	我妻よ！と嘆いた。そ
れにより、関東各地に吾妻という地名が残っている。
信濃を経て、尾張（愛知県）に戻ったタケルは、そこ
で美夜受比売と結婚する。タケルは、草薙剣を美夜
受比売の元に置き、素手で伊吹山の荒ぶる神退治に
出かけた。山に登る途中で白い大猪が現れるが、タ
ケルはこれを単なる荒ぶる神の使者として見逃すが、
実は、それは荒ぶる神自身であった。これにより、神
は大氷雨を降らし、タケルは失神する。その後よう
やく山を降りたタケルは、病の身となっており、能褒
野（のぼの、現在の三重県亀山市）にて死亡する。こ
の時、「倭（やまと）は国のまほろば　たたなづく	青
垣（あおがき）　山隠れる　倭（やまと）し麗（うる
わ）し」から、「乙女の床のべに　我が置きし　剣の
大刀　その大刀はや」に至る4首の国偲び歌を詠っ
て亡くなった。ヤマトタケルの息子の一人が第14代天
皇仲哀天皇である。仲哀天皇の妃が、三韓征伐で有
名な神功皇后である。

（猿飛佐助およびヤマトタケル：ウイキペヂアの叙述
を下に、著者が要約した。文責著者）

　

　悲劇の英雄ヤマトタケルを偲びながら、冠動脈複雑
閉塞病変を治療している今日この頃です。

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

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
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　最近ミシガンにとどまらず、他州に行って出張ゴルフレッスンをするようになり
ました。コロナの影響で前から計画していたこの企画もやっとスタートを切れま
した。8月にはテキサス州はPlanoで数日皆さんのゴルフを楽しませていただこう
かなと思います！あわよくば道中ゴルフレッスンをしながら車で行くのも悪くない
かもとも思っちゃいますね。いっそのことRV買っちゃおうかな！？こんな感じで最
近陽気です！

　最近いろいろとゴルフ界でアップデートされたことがあります。PGA Tourで 
禁止された項目が追加されました。グリーンを読むブックレットがあるのです
が、それを一切使用禁止。なんでだろ？とも思いますが......2021年ですよ。アプ
リだったらだったらいいのか？とも問いたいですね。レンジファインダー（距離
計測器）もやっと最近ですからね、ローカルのプロの試合で認められたのが。
　いろんな分野で情報化が進み、ゴルフもその時代の流れを逆らっているの
かもしれません。確かに昔ながらのゴルフスタイルが面白いですが、時代の流
れに乗って我々が作り上げていくという活動も更に面白いと思うのは私だけで
しょうか？

　先月は私がゴルフの世界に入ってちょうど15年を迎えました。皆様のご支援と
優しさでゴルフを楽しませていただきました。本当にありがとうございます。

これからもよろしくお願いいたします！

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

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

6月度 月例会 優勝 Kurabe America 石川さん 
　6月6日（日）に今シーズン3回目となる 
6月度月例会が開催されました。初参加
者8名を含む、総勢64名にエントリーい
ただき、過去最大規模の参加人数とな
り、スタート前から大いに盛り上がりをみ
せていました。当日は真夏を思わせる猛
暑でしたが、時折吹く夏風に心地良さを
感じながら、参加者全員が無事完走でき
ました。
　今シーズンからミシガン会に参加され
ている方々にも、6月大会から過去2大会
の成績を元にハンディキャップがつき、 

スタート前の練習風景から、リラックスし
ながらも、黙々と集中力を高めている様
子が非常に印象的でした。
　大混戦の大会を見事制したのは、
Kurabe Americaの石川さん。
ゴルフレッスンによりアプローチ、パット
の精度が向上、課題のドライバーも後半
からグッと良くなったとのコメントがあり
ました。また毎週金曜夕方から参加して
いるゴルフサークルでの特訓の成果が発
揮でき、サークルメンバーへの感謝の意
を述べていました。　

　2位はSMCの大井さん。
今シーズン2度目の2位となり、今回もあ
と一歩及びませんでしたが、同組メンバー
と楽しくゴルフを出来た事が何よりも良
かったとのコメントがありました。
年間チャンピオンを決めるグラチャンポ
イントでも一気に首位に立ち、後半戦に
向けて、更に気合が入ったようでした。
　3位はCelaneseの篠塚さん。
メンバー、天気に恵まれ、最高のラウンド
だったとのコメントがありました。
パットは悪かったが、フェアウェイウッド

の調子が良く、最後まで我慢できたこと
が、上位入賞に繋がったようです。
　今大会、上位10位までが3打差以内で
決着し、稀に見る大混戦となりました。
次回7月18日（日）の7月大会でも、更な
る熱戦を期待しつつ、皆さまの多数のご
参加をお待ちしております！

ドラコン賞（男性）Gold
#8 Katsunori Nakamura (Individual)
#17 Yasuhiko Hayashi (Nissan N.A.)
ドラコン賞（男性）Blue
#8  Takashi Nagashima (Individual)
#17  N/A
ドラコン賞（女性）
#8   Danny Cho (Individual)
#17  Yoko Ishikawa (Kurabe America)
ニアピン賞
#3 Yusuke Nakane (Individual)
#6 Hiroshi Akutagawa (Individual)
#12 Tadahiro Komura (Teijin)
#14 Hideki Nishimura (Shikoku Cable)
ベスグロ賞
82 Hank Mizusawa (Nissan N.A.)

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 大井さん、優勝 石川さん、3位 篠塚さん

www.michigan-kai.com

2211年年66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 Ishikawa Yoko Kurabe America 55 51 106 36 70
2 Oi Matt SMC Corp of America 44 39 83 12 71
3 Shinozuka Kevin Celanese 46 47 93 22 71
4 Matsui Tsunekazu Individual 49 55 104 33 71
5 Akutagawa Hiroshi Individual 49 49 98 26 72
6 Marumoto Shigeo Chiyoda Integre 53 46 99 27 72
7 Mizusawa Hank Nissan North America, Inc. 42 40 82 9 73
8 Morioka Yasuhiro BASF 41 43 84 11 73
9 Sato Yasuro NVC Sales 40 44 84 11 73
10 Kikuchi Mike Individual 41 45 86 13 73
11 Taijima Shigeo Iriso USA 48 51 99 26 73
12 Kamei Yoshio Yamato Transport 45 44 89 15 74
13 Hijima Toby ROHM 52 49 101 27 74
14 Koyama Akio Nitto Seiko America 47 46 93 18 75
15 Kato Seiya Ryosan 46 50 96 21 75
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  １.  Deductible

　プランを選ぶ際にはDeductible に注意しましょう。日本語訳は、「控除対象」ですが、自動車保険でも健康保
険でも、deductibleというのは、その額までは自分が負担する、という意味です。自動車保険でdeductible $1000 
というのは、1000ドルまでの出費は自分が負担し、それを超える分は保険会社が払う、という意味です。健康保
険でも、例えば、deductible $4000 という保険に入ると、4000ドルまでは、すべて自費で、それを超えたら保険が
カバーする、という意味です。自己負担であるdeductibleを超えたら、保険がカバーしてくれるのは100%なのか、
80%なのか、ということも確認する必要がありますが、最低限その額に達するまでは保険は一切支払われない、と
いうことを意味します。Deductibleが高い保険に入ると、医療を受けた場合の自費分が増えますが、入院や手術な
どの高額な医療を受ける際には、一定額以上は保険が支払ってくれるので、何万ドル以上の医療費を支払わなくて
はならない可能性は、かなり減らせます。また、deductibleが高いプランは、deductibleの低いプランと比べると、
月々の支払いは少ない仕組みです。

　 D e d u c t i b l eが 高い 保 険も、予 防 的な検 診（ p r e v e n t i v e  c a r e）は10 0 %支 払わ れるプランが 多い 
です。そのため、毎年のがん検診や、健康診断で勧められる検査は概ね支払われ、本人に請求が来ることはほ
とんどありません。ただ、具合が悪くなって受診した場合の受診料は、このdeductibleの額に到達するまでは、自
費となります。風邪をひいたくらいでは、医者にかかる必要はありませんが、ひどい腹痛が起きれば、救急外来に
行くこともあるかもしれませんし、その請求が2000ドルを超えることはまれではありません。

　普段健康で、病院にかかることはめったにないから、毎月の支払いが安い、deductibleが高いプランを選ぶこ
とはよくあります。それで、高額が請求が来る例をあげてみます。

アメリカの健康保険は日本と違い保険会社の数もプ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 

プランを選んでしまったことで、思わぬ出費につながることもよくあります。前回は、保険の種類を大ま
かに説明しましたが、今回は、健康保険のプランを選ぶ際に知っておいたほうがいい用語の意味につい
て説明します。

　保険のプランがいくつか提示されて選ぶ際に、つい、毎月の支払の少ないものを選びがちです。 
ただ、今まで健康で特に医療機関にかかる必要がなかったとしても、この先今までなかったような 
思わぬ事態が起こる可能性は十分あります。例えば、交通事故でケガをしたり、急に具合が悪くなって
救急外来受診をしたり、などの起こりうる状況を考えて、プランを選ぶ必要があります。

Vol.

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

アメリカの健康保険（2） 保険のプランを選ぶのに必要な用語について

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。  https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program　　▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイ（japannewsclub.com)に掲載中。

 2.    Copayment または Copay 

　Copayment または Copayとは、一度に払う患者
負担分、という意味です。例えば、医者を受診する際
に、保険が効くことはわかっていても、かかるたびに
Copayを払うことが決まっていることも多いです。プ
ランに明記されているはずですが、主治医にかかる
Copayが20ドルの場合、3回かかると、６０ドルを診
療所に払う計算になります。また、アージェントケア
(Urgent care）にかかる場合のCopayや救急外来に
かかる場合のCopayもそれぞれ異なります。また、
かかる医療機関がネットワーク内か外かによっても、
Copayは違うことが多いので、自分がかかる医療機関
がネットワーク内なのか、外なのか、知っておくほう
がいいでしょう。理学療法（リハビリ）なども、保険が 
カバーしても、Copayが25ドルとすると、10回行くと
250ドルの請求が来る計算になります。

例1. 大腸癌検診のためにやった大腸カメラで、将来癌にな
る可能性があるポリープが見つかり、カメラの時に同
時に切除された。一度に取ってもらったことはよかっ
たが、3000ドルの請求書が来た。

       ☞ 解説：ポリープを見つける前までは検診でも、将来癌になる 
ポリープを取り除くという治療は検診ではなく、病気の治療とみ
なされるので、自己負担が発生します。

例2. 乳がん検診のマンモグラムを受けたら、怪しいとこ
ろがあるから、詳しいマンモグラムを受けるように勧
められ、詳しいマンモグラムと超音波を受けたら、 
800ドルの請求が来た。

　　 ☞ 解説：詳しい検査は、検診ではなく、問題を診断するための
検査なので、自己負担が発生します。さらに、乳癌が疑われれ
ば、生検（組織を一部取る精密検査）が勧められ、このような検
査も治療も、deductibleに達するまでは、保険が支払われない
契約になっています。癌検診をする目的は、早期に癌または前
癌病変をみつけて治療することなので、もし、癌かもしれない病
変が見つかった場合に、その検査や治療を支払わない保険は、
保険としての役割をあまり果たしていませんし、deductibleが高
い場合、その額に達するまでは、個人で払わないといけない、と
いうことを理解しておく必要があります。

例3. 腹痛で救急外来を受診し、急性虫垂炎と診断さ
れ、盲腸を取る手術をうけて3日間入院した。入院
費は4万ドルだったが、自己負担分はdeductibleの 
5000ドルだった。

＜高額請求が来る例＞

　Deductibleは、1年間に個人でいくら、家族でいくら、というように決まっていることが多いです。例えば、妻が入院 
してdeductibleをすでに払った場合、その年内で夫が検査や治療を受ける場合、すでにdeductibleに達しているとみな
されて、保険が支払われることが多いです。保険の年度は、benefit periodといい、多くの場合は1月から12月ですが、保険 
によっては違う場合もあるので確認が必要です（4月から3月、等)。例えば、年度初めにdeductibleに達すると、その
年のうちに別の検査をしても保険が払ってくれます。そのため、もし必要な検査が高額だから伸ばしていたような場合
は、deductibleに達した年のうちにやっておくと保険が支払ってくれるので、いい機会と思って受けるといいでしょう。
逆に、年末にせっかく自費分を払っても、年度が替わると、昨年度の自費分はdeductibleには加算されず、またゼロか
ら払わないといけなくなります。

　このように、健康保険のプランを選ぶ際には、注意
すべき点がいくつかあります。毎月の支払いだけでな
く、万が一の事も考慮して、最もご自身やご家族に適
したプランを選びましょう。

　例えば、deductibleが高いプランと低いプランを比
べた場合、deductible が5000ドルのプランが、毎月
の支払いが500ドル少ないとすると、年間で6000ドル 
節約できるので、その分、多少自己負担分を払って
も、概ね節約したことになり、たとえ何かあって5000
ドル払っても、十分おつりがくる、という計算になりま
す。ただ、アメリカの医療費は高いので、全体の20%
を自己負担する、というようなプランは極力避けるこ
とをお薦めします。

リトル（平野）早秀子 
ミシガン大学家庭医学科　助教授 

リボニア・ヘルスセンター

0707

☞ 解説：こういうdeductibleが高いプランを、catastrophic planとも呼びますが、これは、「とんでもないことが起こったとき
は、多額の負債にはならないように、一定額以上は保険が払う」という意味です。保険がまったくないのに比べると、緊急入院
や手術などになった場合の医療費による、高額の負債のリスクを減らしてくれます。　

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/11

■  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
丁寧な指導・清潔な畳の道場・快適な稽古
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 

■ 日本食サーバー／キッチンヘルパー募集

新 規開店の日本食SOZ AIでサーバー／キッ
チンヘルパーを探しています。夕方４時から10
時位のシフトになります。連絡はハジメまで。            
        248-677-3232
       bancho@sozairestaurant.com

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
ウェブ広告募集中 

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

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

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

■ 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。

クラシファイド広告
募集中！

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://www.JapanNewsClub.com 
http://www.sunnypointe.com
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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/

Blake's Lavender Festival
July 9, 2021 -Armada

Blake's Orchard & Cider Mill
https://blakefarms.com

**
Lansing Symphony Orchestra 

Summer Chamber Concert Series 
“Concerts on the Lawn”
July 27, 2021 - East Lansing

MSUFCU Headquarters
https://www.lansingsymphony.org

**
2021 Michigan Steam Engine Show

July 30, 2021-Mason
Mason Steam Engine & 

 Threshers Show Grounds
http://www.michigansteamengineandthre

shersclub.com/index.html

JBSD基金2021ファンドレイズゴルフ 
2021 Fundraise Golf Outing hosted by  

JBSD Foundation
1. Date & Time: August 26th, 2021 (Thursday 

Registration: Begin 9:30am, Tee-off: 11:00am (Shotgun)                       
Lunch at the halfway house, Dinner: From 4:00pm (approx.)

2. Place: Indianwood Golf and Country Club (1081 Indianwood Road, 
Lake Orion, MI 48362)

3. Format: Best Ball Scramble（チームプレー）

4. Participantion fee: $250/per person (Play fee $125, Donation $125) 
Receipt from JBSD Foundation will be issued with statement of 
donation of $125 to JBSD Foundation.   The receipt can be used for 
tax purposes. ($125は税務上寄付金扱い)

5. Payment: Check payable to JBSD Foundation 
  Mailing address:  JBSD Foundation    
 42400 Grand River Ave., Suite 202, Novi, MI 48375

6. Registration: Go to https://JBSD.org　

7. Please provide the Logo of your company which will be introduced 
at dinner.

8. Due Date for Registration: Monday August 16th, 2021

9. Gifts such as golf balls and others are welcome for door price at 
dinner.

10. Contact: JBSD    　　　 　jbsdmich@jbsd.org     
   Phone: (248)513-6354

Immersive Van Gogh Exhibit Detroit 
イマーシブ　ヴァン・ゴッホ展 

昨年よりサンフランシスコやトロントなどで開催された北米で大人気の同展は、
プロジェクションマッピングにより四方の壁にゴッホの世界を光と音で表現したもの。

絵画の中を歩き、どっぷりとゴッホの世界に浸りたい。
ロケーション：

• シカゴ（IL) 
 期間：　現在開催中 
 場所：Lighthouse ArtSpace at Germania Club 
 108 W. Germania Pl, Chicago IL108 W. Germania Pl,   
 Chicago IL

• クリーブランド（OH)・場所：TBD 
 期間：2021年9月9日〜

• デトロイト（MI)・場所：TBD 
 期間：2021年10月21日〜

• コロンバス（OH)・場所：TBD 
 期間：2021年10月28日〜

チケット：
入場料金：from 49.99ドル（ピーク時）

39.99ドル（オフ・ピーク時）+fee
https://www.detroitvangogh.com/#

Brighton Wine Arts Music 
Festival

July 30, 2021- Brighton
Downtown Brighton (Mainstreet)

https://www.brightoncoc.org

**
Friend Fridays: Paddle 

Boarding
July 30, 2021- Detroit

Outdoor Adventure Center
https://www.michigan.gov/dnr/0,,7-

350--562676--evt,00.html

**
Canterbury Village Celebrates 

Harry Potter's Birthday
July 31, 2021 - Lake Orion

Canterbury Village
https://www.facebook.com/
events/1290602781354932

https://nipponexpressusa.com/
 https://JBSD.org
https://www.detroitvangogh.com/#
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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 

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

上記総領事館ウェブサイトより、
以下全ての詳細資料に直接アクセスできます。

それらを読み、日本入国に備えてください。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 情 報  新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 関 連 情 報  
(６/30/2021時点）

日 本 へ の 入 国 を ご 予 定 の 方 へ日 本 へ の 入 国 を ご 予 定 の 方 へ

 https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
デトロイト総領事館ウェブサイト詳細

　日本への入国時は、出国前72時間以内に検査を受け取得した陰性証明の提出が
求められ、到着空港でも改めて検査を受ける必要があります。このほかにも、入国後
2週間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォロー
アップ等、入国後の様々な防疫措置を遵守する旨の誓約書を提出することが求めら

れます。日本への入国をご予定の方は必ず以下の資料をご確認ください。

● 厚生労働省

• 【重要情報】海外から日本へ来られる方すべての方へ

　　　1．「出国前72時間以内の検査証明書」の提示 
 （＊デトロイト総領事館資料も併せて参照ください）

　　　2．誓約書の提出

　　　3．スマートフォンの携行・必要なアプリの登録

　　　4．質問票の提出
 

• 検査証明書の確認について（本邦渡航予定者用 Q＆A）(日本語 / 英語)
• Q＆A（帰国後の検疫について）
• 新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの

連絡先 
 

参考リンク・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/itpr_ja/11_000001_00141.html

MI州では2021年6月22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）が解除

されました。ワクチン接種完了の有無にかかわらず、原則、屋内・屋外における
マスク等の着用は不要となります。

　ただし、米国疾病予防管理センター（CDC）のガイドラインにより、ワクチン
接種の有無にかかわらず、航空機、電車、バス等の公共交通機関を利用する場
合、空港、駅等に滞在する場合、引き続き、マスク等の着用が求められていま
す。

　また、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ことが求められています。

　その他、マスク等の着用が推奨される場合がありますので、詳細について
は、以下の二番目のリンクをご確認ください。

（ミシガン州関連リンク）

• https://www.michigan.gov/coronavi-

rus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_103043-562057--,00.html

• https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Face_Mask_Recommenda-

tions_5.20.21_725941_7.pdf

出典：在デトロイト日本国総領事館HP
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00005.html

【 ミ シ ガ ン 州 保 健 局 に よ る 集 ま り・ 【 ミ シ ガ ン 州 保 健 局 に よ る 集 ま り・ 
マ ス ク 着 用 命 令 解 除 】マ ス ク 着 用 命 令 解 除 】

JNC編集局より：　JNC2021年6月号印刷版のコラムタイトル部の漢字表記に一部誤りがありましたのでお詫び申し上
げます。正しくは、「新型コロナワクチン接種の重要性」です。ウェブサイト版は修正済みです。（JNC)

23595 Novi Road, Suite 110  
Novi, MI 48375
(248) 449-8000 
日本語ライン(248)513-4754
Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

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

N
ov

i R
d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N

Ta
ft

 R
d.

 

•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

http://www.michigan-kai.com
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_103043-562057--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_103043-562057--,00.html
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Face_Mask_Recommendations_5.20.21_725941_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Face_Mask_Recommendations_5.20.21_725941_7.pdf
https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00005.html
https://www.eastbrookedental.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

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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Sanpei

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。。

デデトトロロイイトトりりんんごご会会
補補習習授授業業校校幼幼稚稚園園部部

募募集集要要項項

募集対象：年中・年長組
受付期間： 月 日から 月 日まで
入園日  ８月 日から
※詳細は学校のホームページでお確か
めください。https://www.jsd.org/tetsuduki/yochien

歳歳児児 ～～ 歳歳児児

デデトトロロイイトトりりんんごご会会補補習習授授業業校校

　追加募集HP QRコード

https://www.novidentists.com/japanese-info
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
https://izakayasanpei.com/
http://chicagokai.com/
https://www.jsd.org/tetsuduki/yochien

