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#ファーマー
ズマーケット
に 出 か けよ
う！

Support Local Markets！
雨の多かった7月が過ぎ、さてどんな8月が待っているのか。グローバルパンデミック
明けのストレスをねぎらい人恋しさを癒すには、夏の青空市場散策が狙い目。広く豊か
なミシガン州で事前に地域や開催日別にローカルファーマーズマーケットを探し情報収
集するには、オンラインサーチが早道。
検索＞＞
Find A Farmers Market – Michigan Farmers Market Association (mifma.org)
田舎道に点在するトウモロコシスタンド感覚の、簡素な農家直営売り場が連なるこぢん
まりした市場もあれば、大手のスポンサーが付き人々へのおもてなし要素も押し出し、
案内所も設けられて多くの買い物客に対応できる市場もある。好みとニーズに合わせて
自分に適した規模を選び、個性と人間味溢れるローカルビジネスを応援しよう。

●ESL

夏期講習

各期 10 日間＄320/期*

一日講習(午前午後)

＄624/期

月〜金 9:05am-12:00pm もしくは 12:30-3:30pm

家族割引‼☆

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・
二人目からお申込み
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
5%割引！
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。
ESL 夏期講習五期に渡り開講
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
＊週
3，週 4 日での参加は＄35/半日、$65/一日で可能です。
１期:6/14(月)-6/25(金)
す。
2 期: 7/5(月)-7/16(金)
*各プログラムで教材費 7 ㌦が別途掛かります。

●夏期キンダーガーテン準備クラス
火＆木の週２日・$100/月

3 期:7/19(月)-7/30(月)
4 期:8/2(月)-8/13(金)
5 期: 8/16(月)-8/27(金)

6,7 月 9:25am-10:25am; 8 月 1:00pm-2:00pm

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。）

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road
Novi, MI 48375

info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
248-513-4635
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日 火 土

Eastern Market
Historic District, Detroit, MI

Sundays 10 am - 4 pm & Tuesdays 9 am - 3 pm (June-Sept.)
Saturdays 6 am – 4 pm (Year-Round)

ht tps://w w w.easternmarket.org/public/

ミシガンに住み、
ファーマーズマーケット
と聞いたらまず思い浮かぶのは、デトロイト
市のイースターンマーケット。19世紀まだ荷
馬車の時代の1840年代にそのルーツを辿
る、歴史と活気を誇る大規模市場。
もともと
は、
農作物と干し草・木材の二部門から成っ
たが、現代は野菜のほか花、焼き菓子、蜂
蜜、肉、
ジャム、
チーズ、香辛料、民芸品など
がスペースを埋め尽くす。1967年から続くフ
ラワーデー、
ブックデーなどイベントも開催さ
れ、
Shedと呼ばれる複数の納屋で通年運営
されている。履き慣れた靴で遠足気分の物
見も、良い運動となる。

イースタンマーケットには、
フレッシュなお花を求めて
可愛いお客さんも

今月の
今月
の Japa n News Club
02
04
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08
09
10
11
12
13
14
15

・・・ファーマーズマーケットつづき
・・・コミュニティ面
・・・心臓病治療の最前線
・・・喧喧諤諤
・・・言葉の架け橋/ゴルフノスゝメ
・・・おうちで楽しむ季節の和菓子
・・・＜新コラム＞ Dr.Kのミシガン育児相談室
・・・アメリカ生活の豆知識 /Standard Golf /
住宅アカデミー
・・・アメリカ医療のトリセツ
・・・クラシファイド広告
・・・ブリューワリー
・・・コミュニティ情報
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Canton Farmers Market
500 N. R idge R d., Canton, MI

Walled Lake Farmers Market

ht tps://w w w.canton-mi.org/496/Canton-Farmers-Market

https://www.facebook.com/WalledLakeFarmersMarket/?rf=195022773884385

日

Sundays 9 am -1 pm, Rain or Shine. (-Oct. 17, 2021)

雨天決行の掲示通り、
日曜午前のキャントン市場に
はテントが張られ人が集っていた。Ridge と Cherry
Hill Rd の交差点にあるシアター前では、
傘をさして首
から小型犬を下げた女性が”Happy Sunday!” と往来
する車ににこやかに手を振り続けている。
その裏の徒歩1分の距離の敷地でアコースティッ
クギター弾き語りの生演奏に乗り、ベーカリー、肉、
オーガニック農産物、
ジュエリーなどの売り場が並ぶ。
Ypsilanti からの野菜売りの母娘は、
トマトをひとつおま
けにつけてくれた。

Ann Arbor Farmer’s Market

水 土

Kerrytown Market & Shops に隣
接する一角は、
こちらも由緒あるマー
ケット。新鮮な卵や手工芸品、
コーヒー
豆やハンドクリームも並んでいる。一方
通行や駐車制限の多いダウンタウン・
アナーバーだが、
マーケット利用者には
短時間無料の駐車スペースもあり入れ
替わりも早い。ほぼオハイオとの州境
Erieにある農園から大粒で甘いブルー
ベリーを売りに来ていた男性は、
「食べ
てみて」と買う前の味見もさせてくれ、
現地でのハンドピックに来たらいいと
誘ってくれた。

315 Detroit St., Ann Arbor, MI

Wednesdays & Saturdays 7 am – 3 pm
(Opens 8 am during Winter), Year-Round.

1499 E . West Maple R d., Wal led Lake, MI

水

Wednesdays 7 am – 1 pm (-Oct.)

地元農家支援を強く唱えるウォールドレイ
ク市。舗装された広い駐車場と簡易トイレも
用意されている。
野の花のブーケをそれぞれ手にした女の
子が二人、買い物袋持参で保護者に手を
引かれ、近隣から徒歩で訪れていた。
今はリタイアしフロリダ在住だが、
ミシガン
が好きで夏の間はマーケットに手作りの品を
売りに来ていると語った男性は、子供たちが
小遣いで無理なく買うことの出来る値段の
素朴な作品を並べ、
微笑んでいた。

Northville Farmers’ Market
木

アッパーペニンシュラで捕
れた魚やオーガニックチキン、
搾りたてレモネードのスタンド
も出てひと際活気に満ちてい
る。植木などかさばる買い物
をする人のために、品を乗せ
車まで引いて行けるワゴンも
無料で提供されている。
Brittonからの生産者父子

7 Mile R d x Center St., Nor thv il le, MI

Thursdays 8 am – 3 pm (-Oct. )

https://www.northville.org/farmers-market-vendors

は、Plymouth Community
の 市 場（ h t t p s : / / w w w .
plymouthmich.org/events/
Plymouth-CommunityFarmers-Market-2021_
ET1080.html）でも出店して
いると言い、午前2時起きを感
じさせない丁寧で迅速な対
応を続けていた。
彼女たちの働いているアナーバー西方の White Lotus Farms
からは、Edible Flowers（食べられるお花）のサラダも

周辺の古くチャーミングな家々には、郵便局職員が近くにトラックを停め徒歩で一軒一
軒配達を続けている。
すれ違いざま帽子のつばを軽く掴みにっこり会釈してくれたのには
良き時代のアメリカを彷彿させ、心がきゅんとなった。
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Westland Farmers & Artisans Market
木

Ford Rd の南側のNewburgh とCarlson
Rdの区間には、
ウェストランド市のPark &
Recreation、
Tattan Park とパビリオンが位置
し、
コンクリートジャングル、
ウォーターパーク、
広
い運動場など徒歩の距離に隣接して整備・管
理され、
市民の憩いと集いの場となっている。
記者の訪れた7/15は偶然にもキッズ・デー。
大
規模でカラフルな子供対象のイベントが展開
しちょっとしたカーニバル。
地元のダンススタジ
オの指導者がヒップホップやフラを子供たちに
無料で教え、
実物のカヌーにライフジャケットを
着用し乗り込んだ写真を撮らせてくれるコー
ナーも。
コンセッション
スタンドで料金を支
払いウォーターパーク
で歓声を上げはしゃぐ
子供達は、
そのまま水
着で日向を歩けばアイ
スクリームスタンド。
そ
の中心部で市場は賑
わっていた。
すぐそばの

1901 N. Carlson, West land, MI

Thursdays 3 pm – 7 pm (-Oct. 14, 2021).

http://www.westlandfarmersmarket.com/

Farmington Farmers Market

土

331 1 3 Grand R iver Ave., Farming ton, MI

Saturdays 9 am – 2 pm (-Oct. 30, 2021)

https://www.farmingtonfarmersmarket.com/
小さな手提げ袋に一品ずつ料理のレシ
ピとその材料を詰め、
小綺麗なブースで販
売していた女性は、
「何か始めたかった」
と言い、
コロナ禍に自炊の習慣の増えた
人々のニーズへ素晴らしいアイデアで応え
る。退役したデトロイト警察の方々による
手作りまな板の販売やカマキリの卵やてん
とう虫を売るブースなど、
ひと際個性の光
るマーケット。
早朝その場に居合わせ選ば
外食が少なくなった人々の生活のニーズにピッタリ
れた子供が紐を引き市場の鐘が鳴り響く
と、大声でマーケットオープンが告げられ
る。
Coldwater から昔は朝3時起きで開場
に間に合わせたという年配のコーヒー売
りのご夫妻は、今はキャントンで一泊して
来るから少しゆっくりできるのと笑い、
蓋が
しっかり閉まっていないと危ないから気を
付けてと一言添えながら、温かいコーヒー
を手渡してくれた。

ウェストランド警察からパトロー
ル中のドイツ生まれの警察犬は、
麻薬探知や建造物捜索のエキ
スパート。
有事の際には連絡を、
と立派な名刺を渡された。

アートショー同様、
ファーマーズマーケットへの出店にはVendorとしての登録が必要。主催者側の承認を得、必要なプロセスを経た上で参加する。
Vendorは既に独自の店舗やウェブサイトを持ち力強くビジネスを確立しているようなところもあれば、駆出しの草の根レベルの個人参加まで様々。
カード決済のできるところも増えているが、
キャッシュやチェックのやりとりが現場では根強くむしろそちらが主流なので、小さめのお札と小銭を用意し
ておく配慮も必要。
マスクの着用についてはこの7月末現在、
どこもそれぞれ個人の判断に委ねられている様子。
Vendor独自のソーシャルメディアによる情報発信が充実する今、運営をバックアップしている市町村のウェブサイトに加え、そちらからも出店
情報や内容の詳細を確認できる。
ミシガン州政府のウェブサイトPure MichiganOfficial Travel & Tourism Website for Michigan
(https://www.michigan.org)でも、
フェアやフェスティバル、
その他アクティビティ情報の入手が可能。
美しい夏を是非堪能していただきたい。
(JNC)

www.riveroakswest.com
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。

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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ミシガン州 Hinoki Foundation
ひのき塾 夏のSTEMプログラム開催
ミシガン州に本拠地を置くHinoki Foundation (ひのきバイリンガル教育振興財団)は、日
英バイリンガルおよびバイカルチュラル教育向上を目指し活動を続けている。日本語学習者
が競い合うクイズ大会や、無料言語（日英）バーチャルクラスなど、さまざまなイベントを催し
ているが、現在は二つの方向性においてバイリンガル教育活動を拡大しようとしている。
一つ目は、デトロイトのような未だプログラム認知が行き届いていないエリアへの活動拡
充。デトロイトは現在、ミシガン州で最も日本語教育プログラムが急成長をしているエリア
だ。そして、二つ目はSTEM教育の促進。ミシガン州の５００を超える日本関連の自動車部
品会社や、関連研究施設などで通用するスキルを高める目的だ。日英バイリンガリズムを
サポートすると同時に、地域の社会的、教育的、およびビジネス上のニーズを満たすことがで
きるようプログラムを充実させたい思いで、学習者へ楽しいイベントを企画している。今回の
ひのき塾バイリンガルSTEMセミナーでは、
「ヘリコプターづくり」
「設計建築をつまようじで
学ぶ！」などの楽しく学べる夏のプログラムを実施。受付開始と同時に定員の四十名に１日で
達したほどの人気となった。
オンラインでのアクティビティに必要な材料は事前に郵送され、インストラクターには、化
学メーカーや航空系企業のエンジニア、パイロット、自動車関連企業の技術翻訳者など、多
くの専門家がボランティアとして参加し、日英両方の言葉でプログラムを進めていく。英語・
日本語両語で新出の専門用語に触れ合えるのもこのプログラムに参加する特権だ。本セミ
ナーは無料で開催されているが、ニューヨーク日本文化センターグローバルパートナーシップ
センター（CGP）からの助成金の一部を使用して開催されている。今後も同プログラムの更
なる発展のため常時新規パートナーも受け付けている。本年は上半期のみで、すでに1000
人を 超 える参 加 者 が オンライン
で同財団のイベントに参加してい
る。次回のイベントも乞うご期待！
問合せ：

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。

info@hinokifoundation.org
ウェブサイト：
hinokifoundation.org

セミナーでつくったヘリコプターを嬉しそうに写真でシェア

山蔵元郎
Motoo Yamakura

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

4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

Novi Adult Education

大人向け E SLクラス
対面 & オンライン 可

2021年9月 - 202 2年 6月
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

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

申込受付 : 2021年 8月16〜20日

I n s t r u c t i o n a l Te c h n o l o g y Ce n t e rにて受 付
2 53 45 Ta f t R o a d , N o v i , M I 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)

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

• 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

★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

• 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

カラオケ有!!

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

• 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

18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506
クリントンタウンシップオフィス
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15500 Nineteen Mile Road, Suite 330,
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
山 崎 博 循環器専門医
http://www.eastsidecardiovascular.com/
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院 循 環 器 科
インターベンション部長
循環器科
京都大学医学部循環器科臨床教授

心臓病治療の最前線

Eastside cardiovascular Medicine, PC

第162回

蚊除けダニ除け対策は十分ですか?

Roseville Office

専門医

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

ミシガンにも本格的な夏がやってきて、野外で過

ごすことも多くなってきました。その時に気になる

のが、蚊やダニなどの害虫に刺されることです。ミシ

ガンは、比較的、蚊やダニに媒介される病気、例え
ば、
マラリヤ、ジカ熱、デング病、黄熱病、日本脳炎、ウ
エストナイル病、ライム病、ツツガムシ病などは、比較

的稀ですが、それでも、蚊やダニに刺された後は、痒
みや腫れ、痛みなど不快な症状に悩まされることが

多くあります。ある種のダニ（deer tick)に噛まれた後
には、ライム病などの心配が起きることがあります。こ
うしたことを避けるためには、何よりも予防が一番と

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

数週間は効果が持続すると言われているものも

のくらい皮膚から流れ落ちるかによって有効時

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

あります。このような、あらかじめ薬を染み込ませ

間は変わってきますので、汗をたくさんかいた場

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、

た衣服を買うのも一方法ですが、数度の洗濯で、

合や、プールなどで水に入った場合は、薬を上塗

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
効果がなくなってしまうことを考えれば、自分の
りすることが必要になることもあります。
またワ

長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。
お気に入りの服に、自分でスプレーするのが、良
イプの持続時間は比較的短く、2時間と言われて

いますので、ワイプを使用してのち、戸外に長く

いように思われます。このお薬は、肌に塗布して

ります。また、アメリカ小児科学会は、小児に使用

したりすることは避けてください。

使うお薬ではありませんので、肌に直接スプレー

いる場合は、2時間後には再び塗布する必要があ

するDEETの濃度の上限を、30％以下としていま
す。ですから、濃度が高いもの程よいというわけ

その他、DEETなどを、リストバンドや、貼付薬のよ

ではありません。市販のDEETの大部分は、こうし

うなものにつけて市販しているものもあるようです

を近づけない薬(insect repellants)の使用を勧めてい

D E E T以 外には、ピカリヂン（ p i c a r i d i n )、

害虫による感染症

やダニの多く出ている場所や時間帯を避けるといっ

Eucalyptus)、PMD、２undecanon, Citronella

いうことになります。こうしたことから、アメリカでは、

疾病予防局（CDC)や、環境保護局（EPA)などは害虫

ます。こうしたお薬は、長袖、長裾の衣服の着用や、蚊

た方法と組み合わせることによって最も効果が上がる
と言われています。

こうした害虫よけのお薬は、市場にたくさん出

た理由から濃度を30％以下に抑えてあります。

I R 3535, レモンユーカリ油（O i l of L em on

のもいいと思います。

を塗った上から、虫除けスプレーをかけるという

の記事をもとに、日本語で、できるだけわかりやすく

噛まれることで起きる病気です。拡張性の心筋
症、心不全を起こします。
Lyme disease（ライム病)

volume 63)には、医学的立場から見た、害虫よけの
は、読んでみられるといいと思います。ここでは、そ

南アメリカなどでkissing bugと呼ばれる害虫に

嫌だという人は、こうしたお薬を試してみられる

また、日焼け止めのクリームを使用される方も多

お薬のまとめが特集されており、もし興味がある方

Chaga’s disease（チャガ病)

Oilなどが市販されています。DEETはどうしても

回っており、どれがいいのか迷うことがあります。
今月号のThe Medical Letter誌（July 12,2021,

が、これは効果がないと言われています。

アメリカ東北部などで、ダニ(deer tick)の一種に

よって媒介される病気で、循環器の領域では、伝

いと思いますが、その場合、日焼け止めクリーム

ことが推奨されています。虫除けスプレーは、日
焼け止めクリームのSPF効果を少し弱めると言わ

導系の障害を起こし、不整脈を起こす可能性が
あります。

Zika（ジカ熱）

れていますが、逆に、それを避けるために、DEET

中南米に流行っていた、蚊を媒介とした伝染病

体内に吸収することを促進すると言われていま

の危険が高まりますが、2021年現在では、アメリ

の上から日焼け止めクリームを塗ると、DEETを

で、妊婦がかかると、胎児に、重篤な先天性奇形

す。こうしたことから、日焼け止めクリームと防虫

カ合衆国内部での感染は報告されていません。

言われているのが、DEETという成分をもとにし

めの下に使うことは避けるべきだと言われていま

このような病気は、ミシガン州では、ごく稀であると

て、妊婦にも、2ヶ月以上の乳児にも、安全だとさ

ら塗布してください。

解説させていただきます。
Deet（ディート）:

アメリカで、一番よく使われており、最も効果的と

剤を混ぜて使うこと、および、防虫剤を日焼け止

た、虫除け剤で、使用法を守って使う限りにおい

す。防虫スプレーは、日焼け止めクリームの上か

れています。DEETを基にしたお薬にもいろいろ

あって、スプレーや、ローション、ワイプなどがあり

みなどの不快感を考えると、蚊やダニに噛まれること

Permethrin（パーメスリン）:
今までに述べたお薬は、露出した肌に使用して効

プを使うという方法は、良い方法だと思います。

トや蚊帳、寝袋などに塗布して、虫除け効果ばか

DEETの成分がどのくらいの期間、肌にとどまっ
て、虫除けの効果を発揮するかは、DEETの濃度

の高いものほど、長期間その効果が持続すると

言われており、また、汗や、雨風、プールなどでど

夏の間の楽しい野外活動を避ける必要はないと思い

ますが、蚊やダニに噛まれた後での、痒み、腫れ、痛

ます。赤ちゃんの肌に向かってスプレイをかけるの
は気になる、というもっともな心配に対して、ワイ

考えられており、害虫に噛まれることを過度に恐れて、

を最小限にすることには意味があると思います。

果を上げようとするものですが、衣服や帽子、テン
りでなく、接触した虫に対する殺虫効果をあげる

薬剤があります。パーメスリン（Permethrin)とい

うお薬で、スプレーで市販されています。また、こ
のお薬をあらかじめ染み込ませた衣服も市販さ

れており、製品によっては、数回の洗濯に耐え、

おまけ：

私の生まれた山口県では、蚊に刺されることを、“刺す”
と表現し、“蚊に噛まれる”という表現は聞いたことがあ

りませんでした。大学生の時、関西に来て、“蚊に噛まれ
た”という表現を初めて聞いた時はずいぶん違和感があ
りました。蚊の口は、顎が退化して、一本の中空の管に

なっており、それを突き刺して、注射針のように、血を
吸うわけですから、“刺す”が適当だと今でも思っていま
す。しかし、時が経って、何度も“蚊に噛まれた”という表

現を聞かされた後には、今では最初の頃の違和感は無
くなりましたが、皆さんの故郷ではどうですか? “蚊に噛
まれる”派ですか? “蚊に刺される”派ですか? 言語学の先

生に会う機会があれば、一度聞いてみたいと思っていま
す。アメリカは、昆虫には全く興味がない国で、虫の全て

をbugで済ましてしまう国ですから、“mosquito bite”と
言いますが、これは、勘定には入らないと思います。
左から、DEETスプレー 、DEETワイプ、DEETローション、IR3535スプレー、ピカリジンスプレー、OLEスプレーなどの一例。

衣服やテントなどに使う
パーメスリンスプレーの一例。
参考文献：The Medical Letter誌（July 12,2021, volume 63)
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”（第222回）
東 京オリンピックとコロナに思う
８月になりました。先月中旬には現地校に続いて日本人補習校も夏休みに入り、お子
さんのあるご家庭では親御さんたち（特にお母さんがた）は休みどころではなく余計に忙
しい毎日をお過ごしのこととお察し致します。

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

さて、今回のテーマは「東京オリンピックとコロナに思う」です。
学校の夏休み入りと前後して東京オリンピックが１年遅れで開催され、当地米国でも連
日関連ニュース報道と日本選手の話題で持ちきりです。開催前のみならず開催中の今も

本題に入る前に先月号の拙稿中コロナ変異株の種類と呼称に関する記述に誤りがあり
ましたので、本蘭をお借りして訂正とお詫びをさせていただきます。
拙稿に記述されていなかったものも含めて整理しますと、今年５月末に発表されたWHO
（世界保健機構）による分類では、イギリス型がアルファ、南ア型がベータ、ブラジル型
がガンマ、そしてインド型がデルタでした。通常原稿作成時には事実関係の確認チェック
を自分自身に義務付けておりますが、前回は（前回も？）原稿締切りに遅れてその労を惜
しんだためにミスに繋がってしまいました。重ねてお詫び致します。
余談になりますが、このミスは近頃流行りの言葉で言えば①ミスインフォメーション
（Misinformation＝誤情報）でしたね。似たような言葉で②ディスインフォメーション
（Disinformation＝偽情報）と③マルインフォメーション（Mal-information＝悪意の
ある情報）というのもありますが、それらの違いをご存じですか？ご存じの方には読み飛
ばしていただくとして、
元々①は悪意のない単純なミスで文中の日付や場所、関係者の名前など記述内容に
誤りがあるものを指します。②は意図的に、多くは発信者自身またはその関係者に有利に
働くように事実を曲げたり、事実でない架空の情報を指します。③は明確な悪意のある情
報で特定の個人や企業、団体を標的として攻撃するもので、必ずしも誤情報もしくは偽情
報とは限りません。一例が本意でなく別れた元カレや元カノに対する私情・怨恨からのリ
ベンジ・ポルノや暴露記事、解雇された会社の悪評流布や誹謗・中傷、社内機密情報漏
洩など事実であっても通常は公（おおやけ）にしない情報で、しばしばスキャンダルや訴
訟問題に発展しかねないものです。
やや複雑なケースは、②の偽情報を見聞きした人がそれを偽情報と知らずに他の人に
そのまま伝えたり、ブログやSNSで流した場合ですが、この場合当人は意図的に偽情報
を流した認識がないため偽情報ではなく誤情報の扱いになります。
偽情報だと認識していたか？意図的に他へ流したか？という判断は元の発信者やそれ
を繋いで流した当人及び受信・閲覧者側の立場、両者の関係、周辺環境やその時の状
況、タイミングなどで判断が難しい微妙な点があるため、正確な分類が難しい場合があ
り、分かりやすく①、②を合わせて誤情報としているケースが多いようです。
トランプ前大統領が権力と権限に執着して「前回大統領選に不正があった。自分が
当選した選挙を盗まれた。」とウソ発言を繰り返し、それを取巻き陣や支援グループが拡
散・扇動したり、コロナワクチンに関する不信・反感・反対・抵抗を促す偏向TV局・メディ
アニュースやフェイスブック、ツイッターなどの相乗り掲示、投稿も一括りすれば全て誤情
報です。FOX Newsの看板キャスターが視聴者に向けて恥も外聞もなく毎日のように誤
情報（正確には偽情報）を流していながら２千万ドルとも３千万ドルとも言われるとんでも
ないサラリーを受け取っていることが本当に信じられません。こんな有害・有毒で恥知ら
ずな行為が何も咎められずいつまでも野放しになっていることも信じられません。
『言論
の自由』を履き違え他人の不幸を餌にして我が物顔にのさばっている連中（悪い奴ら）を
何とかできないものでしょうか？（閑話休題）

コロナ禍が続く中での強行開催に賛否両論があり、国際及び日本オリンピック委員会や
運営にあたる関係者に対するデモ行進、抗議集会だけでなく、全国各地で無償のお手伝
いをしているボランティアの方々や個々の代表選手にまで非難や誹謗・中傷のコメントが
ネットや個人のブログ、各種SNSツールで見受けられるのはいくら何でも行き過ぎ、やり過
ぎの感があります。
私自身も開催にはやや反対の考えでしたので、実際に開催後、緊急事態宣言が延長さ
れたり、コロナの新規感染者数が急増したりしている事実を見ると開催しない方が良かっ
たのではないかと思う反面、史上初めて無観客で行われたオープニングセレモニーの実
況中継やビデオ放送を観た際には「これだけの数の国・地域、異種競技の代表団が国
境、政治・経済・社会体制、人種、言語、文化・慣習、宗教などの違いを超えて同時に一
堂に集まる大規模な国際イベントはオリンピックしかない」ことを改めて再認識させられ、
これも賛否両論あったオープニングセレモニーの内容一つひとつに関してどれだけ多くの
人たちがアイデアを出し、計画を立て、長い年月をかけて汗水流し準備をしてきたのかと
考えると、費用のことはともかくとして、それらの貴重で尊い努力と時間が日の目を見ない
まま無駄にならないように、中止にせず、開催に踏み切って良かったのかなとも思いまし
た。異論はあると思いますが、それが偽らざる感想です。
更に具体的に各種競技が始まり、開催国である日本の選手たちの活躍を見聞きする度
に否応なく自然に心が弾み喜びが込み上げてくるのもオリンピックの力ですね。特に大会
４日目を終えて日本の獲得金メダル数８個！常連の強豪スポーツ大国（米国、中国、ロシ
アなど）を抑えて単独首位となり、８日目が終えた時点でも金メダル１７個で首位を維持し
ていたのには日本人として素直に大感激でした。特に今大会で野球と共に復活した女子
ソフトボールで前開催の２００８年北京大会に続いて１３年ぶりの決勝で宿敵米国代表
を破って堂々金メダルは感動ものでした。優勝投手は長年第一線で驚異的な記録を残し
てきた日本の、いや世界のリジェンド上野由岐子選手。米国代表チームに「今回も上野を
打てなかった。」とため息を吐かせました。また、４試合に救援登板し、神がかり的な投
球で優勝に大きく貢献した左腕の後藤希友選手や予選ラウンド・カナダ戦で延長の末サ
ヨナラ打を放ち決勝では奇跡的なダブルプレーで米国の反撃を断ち切って攻守のヒー
ローとなった渥美万奈選手も印象的でした。男女テニスと男子水泳陣は残念な結果にな
りましたが、女子水泳で大橋悠依選手の競泳２種目優勝も凄かったですね。男子体操
では最終演技種目の鉄棒まで僅差のポイントのままもつれた結果ほぼノーミスの演技で
個人総合優勝した橋本大輝選手の鋼（はがね）のような精神力の強さが際立っていまし
た。長年団体・個人でリーダーとして頑張ってきた内村航平選手の力強い後継者が現れ
て頼もしい限りです。
開催直後はメダル獲得が十分期待できた新種目のスケートボードや伝統的に得意種
目の柔道などが先行したとは言え、日本選手の活躍には嬉しいと同時に昨年コロナ騒ぎ
の影響で１年延長が決まった後も人知れぬご苦労の数々を想像して本当に頭が下がりま
す。皆さん、おめでとうございます！！
もちろん、ご家族や友人・知人にコロナによる犠牲者・被害者をお持ちの方々にはオ
リンピック開催を喜べない、祝えないお気持ちがあることを忘れてはならず重々心に留
め、また１年延期の影響で代表選出に漏れたり、開催時にピークが過ぎてしまったり、
ピークを合わせ切れず、残念ながらベストを出し切れずメダルを取れなかった選手たち
（中でも白血病から復帰し痛みを乗り越えながら苦しいトレーニングを重ねて代表選考

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

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

会を経て正式代表に選ばれた女子水泳の池江璃花子選手などはもう競技会場のプール
サイドに立っているだけで奇跡でしたが、決勝まで残って泳ぎ切った姿は感動以外の何
物でもありません）にも労いの拍手と心からのありがとう！とお疲れ様！を言いたいです。
国民の誇りと意気高揚というプラス面とは逆に国民の健康や社会衛生上マイナス面が
あっても、それは根本的に選手やボランティアの責任ではなく優柔不断、判断ミス、的外

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

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

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

れの対策と拙速・時期遅れの実施で国民に我慢と辛抱を強いた日本政府と地方行政の
落ち度です。ワクチン接種を含めて延期決定から大会開催までにタイミング良く適切な対
策がその都度実施されていれば、今のような大きな不安なく開催できたと思うと残念でな

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

りません。
それでもなお、海外からはコロナ禍の中「日本だから開催できた。他の国だったら開催
できなかった。」という声もあり、開催前に日本に入国し、各地でトレーニングキャンプを

www.oneworldmarketinc.com

張っていた各国代表チームからその地の日本人ボランティアの皆さんの献身的で温かい
レセプションと応待に感謝の声が鳴り響いています。コロナ騒ぎで何をするにも制限・制
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約がある中で、一昨年のラグビーワールドカップ開催時に劣らぬ日本の『おもてなし』は

一方、首都ワシントンでは更なる景気浮揚と雇用拡大のための総額５,５００億ドルとい

来日した各国代表団の心に深い感銘と思い出を残したようです。まだ終わっていません

う大型インフラ予算案が先月末ようやくバイデン政権と民主・共和両党（有志）間で基

が、ボランティアの皆さん、お疲れ様！！また、代表選手だけでなく来日してチームに同行

本合意に達し、順当に行けば先に上院で審議可決した後下院で審議可決し正式通過・

取材やオリンピック村や各競技会場などで取材・報道に当たっている海外メディアの一

成立するか？という状況になってきました。タイム誌によれば、通常は考えや利益が対立

番の驚きとお気に入りは何と日本のコンビニと自販機の素晴らしさとのこと。日本人には

するビジネスオーナー・経営者側と労働組合側の有力者が協力してインフラ予算は双

日常当たり前の光景ですが、見慣れていない海外からの来訪者にとっては大袈裟でなく

方にメリットありと両党の歩み寄り合意に強力な圧力を掛け続けたのが大きな後押しに

欲しい時に欲しい物が何でも買える、手に入る便利さがまるで魔法のランプか打ち出の

なったようです。下院では民主党のペロシ議長がインフラ予算と抱き合わせでチャイルド

小槌のように思われるようです。これもちょっと嬉しいですね。コンビニ関係者の皆さん、

ケア及び教育関連予算など諸々の懸案事項推進のための予算を含む３.５兆ドルの超大

自販機にもご苦労様！

型追加予算を同時通過させたいと願っていますが、民主党のシネマ上院議員が余りに巨

当地米国では、冒頭で触れたコロナ変異株デルタが先月の独立記念日連休あたりから
全米規模で急速に拡散し、特にワクチン接種やマスク装着に消極的なフロリダ州、南西

額過ぎると難色を示しており、民主党内でも完全な挙党一致態勢になっていない点が気
掛かりです。

部諸州、山間部州などでは直近の３〜４週間連続で前週比３０％台、５０％台、６０％台

他方、やはり先月末に司法省が２年前の前言を翻し、IRS（米国歳入庁）にトランプの

増の新規感染者数となっており、医療施設の緊急受け入れキャパが病床数、医療スタッ

個人所得税申告書を議会に手渡してもOKと言明したニュースがありました。同じ資料が

フ数とも限界に近い状態になっています。ワクチンの接種件数、接種率の伸びが頭打ちと

直ちに一般国民にも公表される意味ではありませんが、トランプ前大統領が初当選する

なり、デルタ変異株が目に見えて拡散を始める前でも既に新規の感染者及び入院患者の

前のキャンペーン中も在職中も退任後も表裏から可能な限りのあらゆる手段を用いて必

約９５％はワクチン未接種者という状況になって初めて、ワクチン接種奨励に非協力的で

死に守り続けてきた強固な防護壁が崩れて彼の収支活動報告、所得・納税申告の実態

あった共和党の有力議員や問題のFOX Newsのキャスターまでが突然ワクチン接種を呼

が徐々にまた具体的に表面化されそうです。先に起訴されたトランプグループ会社の金庫

び掛ける様変わりの事態になっていましたが、先月末ワシントンポスト紙が入手した CDC

番であるワイゼンバーグCFO（最高財務責任者）も絡めてお金の動きを追った会計・財

の内部資料によるとデルタ変異株は感染力がチキンポックス（水疱瘡）並に強く、また現

務面から長年積み重ねられてきたトランプとグループ会社の悪行がいよいよ白日の元に

場勤務の医療関係者などでワクチン接種済みの人にもブレークスルー（ワクチン免疫の防

照らされ、次々と芋づる式に暴かれていくかもしれません。乞う、ご期待！ですね。

護壁を突き破って人細胞に侵入）感染した事例もあって、要はデルタ変異株は誰にでも感
染する危険が少なからずあるとのことで、CDCは以前発表したガイドラインを強化してワク
チン未接種の人はもちろん、接種済みの人も室内で人が集まる所ではマスク着用を再度強
く求める事態に逆戻りし、余計に国民の不信感と混乱を招いてしまいました。

そんなこんなで、オリンピック開催中の日本でも当地米国でもコロナ抜きでは物事が
語れない、進まない状況に変わりありませんが、今後も予想される新種の変異株発生も

含めて政府主導でタイミング良く適切な対策が取られ、ワクチン接種が進み 、新規感染

者・入院患者数、重篤患者数、死亡者数が大幅に減少してコロナ騒ぎが収束に向かい、

その影響もあってか、先月末にはそれまでワクチン接種率、新規接種実施件数とも全

最終的に終息することを切に祈ります。

米ワースト１０の上位に並んでいた南西部諸州や山間部州で一気に接種率、新規接種件

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。

数が跳ね上がり、後者の数字では全米トップ１０に並ぶ驚きの逆転現象が起きました。遅

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

れていた接種実施が“Better than never”でデルタ変異株の拡散スピードとの競争に勝

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、

ち“Too little, Too Late”にならねばと願うばかりです。また、間もなく新年度が始まる学

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、

校で現在ワクチン接種対象になっていない１２歳未満の学童に対するマスク装着義務付

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

けも猛烈に反対する親・保護者が存在し、どうしたら学童の安全と健康を確保しながらレ

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・

ベルの高い教育を効率良くできるのか？と教育関係者・指導者は頭を痛めています。

立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

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

Japanese Family
Health Program

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

■ 家庭医学 ・一般診療

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

■ 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
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》
大崎 晴子 RN

■ 人間ドック健康診断

《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

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

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

Livonia Health Center

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間
734-647-6523 (日本語)
月 ー 金 8時から5時

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

248-473-4300
英語・24時間
日本語 ―日本語は１を押して
ください（ 月ー金 8 時から5 時 ）

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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英語教授法資格を持つ講師による
オンライン・対面レッスン



今シーズンは「ゴルフの上達」というテーマでスキルアップのヒントをご紹介して

います。先月に引き続き、今月のテーマは「コースマネージメント」です。具体的にコ

学校のオンライン授業の課題・  
 宿題のサポート

ースをどう攻めるか？というお話をしたいと思います。

まずは、ティーイングエリアからです。左右のティマーカーを線で結び、クラブ2本

日本語を話せる米人現役大学講師
（数時間の空きあり）

テスト対策を熟知した日本人講師
  による英検準備クラス

帰国後もレッスン継続可能

分の奥行きの長方形の中からスタートするのがルールです（図1）。

ボールは区域内にあればいいので、ティマーカーの右寄り、左寄り、あるいは真ん

中、どこにティアップするかを自由に決めることができます。林や池、OBなどの障害

が左にあれば左端から、右にあれば右端から打つことで、気になるものが視界から
消えてフェアウェイを広く使うことができるといわれています（図2、3）。スライス、
フックの出やすい人も、端から打った方がいい場合があります。ただしティイングエ





リアが端に行くほど平坦でないことがよくあり、案外真ん中が一番安全だった、とい

うこともありますので、いろんなところに立ってみて、打ちやすい景色が見えるスポッ



トを探してみてください。





         



                                                                 

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

主要サービス：通訳・翻訳・語学クラス 英・日 ・通訳クラス


 お見積りは無料ですので、ご相談ください。

 office@suzukimyers.com
 www.suzukimyers.com

（図1）長方形の中から

（図2）左に障害がある

（図3）右に障害がある

次は、グリーンへのショットを考えます。下図のようなPar4のホール、左はずっと

言葉の架け橋

−１３７
１３７−
−

〜こんな日本語、英語にできますか〜

池です。グリーンは左奥へ細長く、池のほうへ下がっています。プレッシャーのかか
るティショットは成功し、230ヤード飛んでフェアウェイにあるとします。残り140
ヤード、赤い丸の辺りからグリーンを狙うのですが、グリーンは左右に長く奥行き

が使えません。このように、ショットの

打球方向とグリーンの長手方向が違う

花に関する言い回し（8）

レイアウトがゴルフを難しくします。シ

ョートしたら池へ、少しでも長いと奥の

先回に引き続き、植物関 連の言い回しを見て行きます。
「団栗（どんぐ
り）の背比べ」と言うのは、
「大した差がない」ということなので、英語では

バンカーへ、左へフックしても池ポチャ

です。右の手前、青い丸の狭いスポット

“being much of a muchness” とか “being more or less the
same” と説明的になります。「木の実は本に落つ」というのは、「物事は
皆その元に帰る」という意味で、その場合英語は “All returns to dust.”
ですが、英語のよく似た表現である “The apple doesn’t fall far from
the tree" は「子は親に似る」という意味になり、ニュアンスがかなり違いま

が唯一セーフで、そこからなら花道を使
ってランニングショットが打てます。パ

ーオンを狙うには距離も方向も正確な

ショットが求められるけれど、ボギーで

良いなら救済の道が用意されている、

すので気を付けてください。

よく考えられたレイアウト設計です。も

し奥のバンカーの部分もグリーンで、

次に「檜（ひのき）舞台」ですが、これは江戸時代にできた表現で、当時
の格式ある舞台は高級な木材である檜で作られ、そういった舞台に立てる
役者も一流である、という概念がありました。ですから「役者が檜舞台に立

奥行きのあるグリーンだったなら、打

球方向とグリーンの長手方向が一致し
て、難易度はぐんと下がると思います。

つ」というのは、“The actor takes the stage of a major theater.”

実は今シーズンこのコースへ2回行き

で、そこから舞台でなくても人生で「脚光を浴びる」、即ち “got into the

ました。2打目をどうしたかというと、

limelight” と言います。
さて、一転して「茨（いばら）の道」はどうでしょうか？これは英語でも似た
表現があり、“a thorny path” (トゲだらけの道) とか “a rocky road”
(石ころだらけの道)となります。

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

1ラウンド目はハイブリッドで果敢に

狙ったけれど、フックして池に入ってダボ、2ラウンド目は7番アイアンで右へ
レイアップし（刻んで）、寄せてパーでした。

こんなふうにコースと対話しながら、設計者の術中にハマらないように作戦を

練り、攻めていくのがゴルフの醍醐味です。来月も引き続きコースマネージメントを
掘り下げます。お楽しみに！

<プロフィール> 東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中に
ゴルフを始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。
「もっと遠くの、
狙った場所へ」をモットーに、夏はミシガンで、冬は日本でレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)
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Natsuyasumi- 2021

おうちで楽しむ
季節の和菓子 作り方

トマトの 錦玉かん

甘酸っぱいトマトのシロップ煮を入れた錦玉かんで、暑気払いをしましょう。

作り方

How to make Wagashi

1. トマトのシロップ煮を作る。耐熱ボウルにトマトのシロップ煮用の水とグラニュー糖を入
れ、電子レンジで1分加熱する。電子レンジから取り出し、ヘラでよく混ぜる。
さらに30
秒加熱し、
グラニュー糖を完全に溶かす。

暑中お見舞い申し上げます。暑い日が続きますね。
うだる
ような暑さの中、成城学園前の
「とんかつ椿」
に行ったことを
思い出します。
とんかつはもちろん、
デザートの冷やしトマト
が、甘酸っぱく、
さっぱりしててとっても美味しかったのです。
また椿さんに食べに行きたいなぁと、冷やしトマトに思いを
馳せながら、
プチトマトのシロップ煮をいれた錦玉かんを作
りました。
目にも涼やか、暑い日のデザートにぴったりです。

In g re d i e n ts

材料（12個分）

錦玉とは？

寒 天 と 砂 糖 を 煮 溶 か して

ぎょく︶
といいま す︒あんこ

固 め た も の を 錦 玉︵ き ん

[錦玉]
寒天は英語で
Agar-agar
粉寒天 … 3g
といいます。
水 … 180g
グラニュー糖 … 90g

なしの羊羹のようなもの︒

[トマトのシロップ煮]
プチトマト … 12個
水 … 160g
グラニュー糖 … 80g

2.

ボウルに冷水を用意する。鍋に湯を沸かし、ヘタをとったトマトを湯にさっと通し、冷水

3.

錦玉を作る。鍋に粉寒天と水を入れ、中火にかけて

にとる。
トマトの皮をむき、1のシロップにつけて冷ます。

寒天を溶かす。
ヘラでよく混ぜる。寒天が完全に溶け

たら、
グラニュー糖を加えて混ぜる。煮立った後、2分
煮詰めて、火を止める。

4.

小さめの容器にラップをしき、
トマトを

入れ、錦玉液をトマトが半分ひたるくら

いまでそそぐ。
ラップで茶巾しぼりにし、

ワイヤー入りタイでしっかりしばる。

ラップごと冷水につけて冷まし、食べる
時にラップをはずす。

杉井ステフェス淑子 東京出身。2016年よりオハイオ州クリーブランド在住。和菓子作家。
アメリカで
オーダーメイドの和菓子作品の制作、
オンライン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

Japan News Club 公式ウェブサイト
w w w. JapanNewsClub.com
過去の記事、コメント欄、フォト、
広告、ウェブならではのコンテンツを提供！
Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告も承ります！
問い合わせ：

japannewsclub@pntrpress.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。
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7月度 月例会 優勝 Sumitomo Corporation 岡田さん

7月18日（日）に今シーズン4回目とな
る7月度月例会が開催されました。初参
加者5名を含む、総勢63名にエントリー
いただき、前月の過去最多64名に迫る大
会となりました。大会前まで降り続いて
いた雨の影響で、ゴルフ場からカートパス
オンリーが宣言され、参加者の皆さんに
は炎天下の厳しい条件となったものの、
無事に大会を終えることができました。
難しいコンディションにもかかわらず、
参加者の集中力が研ぎ澄まされたのか
上位10名がNETアンダーパーで回り、

稀に見るハイレベルな一戦となりました。
見事頭一つ抜け出し栄冠を手にした
のは、Sumitomo Corporationの岡田
さん。今年の開幕戦ではブービースター
トとなりましたが、自身ミシガン会ベスト
を叩き出し、大躍進を遂げました。同組
メンバーからのコースマネジメントに対す
る的確なアドバイスが非常に助けになっ
たとのコメントがありました。初優勝の栄
冠は、不遇の時期を乗り越え、より格別
なものになったようです。
2位は、Iriso USAの鯛島さん。

21年7月度月例会集計
順位

Last Name

First Name

COMPANY

OUT

www.michigan-kai.com
苦節4年で初の上位入賞を果たしました。
いきなりのバーディースタートで、スコア
～ 今月の上位入賞者 ～
を意識しながらのラウンドだった、と第一
2位 鯛島さん、優勝 岡田さん、3位 寺尾さん
声、またスイングの改善にも取り組み、手
ゴルフを通じたコミュニケーションの大切
応えを感じたようで、納得いくプレーがで
さを実感されていました。
きたことに清々しさを感じました。
次回は8月15日（日）開催となります。
3位はAnn Arbor Bilingualの寺尾
いよいよ今シーズンも折り返しを迎えま
さん。久しぶりのミシガン会参加でした
す。更なる熱戦を期待しつつ、皆さまの多
が、復 帰 後いきなりの上位 入 賞となり
数のご参加お待ちしております！
ました。同組メンバーの大きなサポート
のおかげと感謝の弁、そしてコロナ禍で
自身の英語教室が開催できない中で、
ドラコン賞（男性）Gold
#8 Yasuhiko Hayashi (Nissan N.A.)
#17 Yusuke Nakane (Individual)
IN

GROSS

H.C.

NET

1

Okada

Jun

Sumitomo Corporation

41

44

85

21

64

2

Taijima

Shigeo

Iriso USA

43

49

92

26

66

3

Terao

Rumi

Ann Arbor Bilingual

48

44

92

25

67

4

Marumoto

Shigeo

Chiyoda Integre

48

46

94

27

67

5

Nakane

Yusuke

Individual

41

40

81

13

68

6

Tachibana

Toshiya

Nippon Express

44

45

89

20

69

7

Nakamura

Kyosuke

Yaskawa

42

42

84

14

70

8

Harada

Naoyuki

Sumitomo Bakelite

46

51

97

27

70

9

Saruhashi

Takao

Daifuku

48

50

98

28

70

10

Cho

Danny

Individual

38

46

84

13

71

11

Kamei

Yoshio

Yamato Transport

42

45

87

15

72

12

Lee

Kyu Ha

Schaeffler Group USA

49

41

90

17

73

13

Yamaguchi

Taichi

DENSO International America, Inc.

42

52

94

21

73

14

Hayashi

Yasu

Nissan North America

39

45

84

10

74

15

Komura

Tadahiro

Teijin

48

46

94

20

74

Dr. K
ミ私は現在、デトロイトのダウンタウンにあるミシ
シガン州のみなさま、初めまして。

ガン小児病院に小児神経科医として勤務している桑原功
光（くわばら のりみつ）と申します。今月号から、米国で
の育児・医療・小児科に関する質問に答えるコーナーを
連載する機会が与えられたことに感謝しております。

私が日本で医師をしていた2000年初頭から2010年
頃では、日本で小児科トレーニングと言えば「発熱や風
邪」を主体とした急性期・病的小児の治療が一般的でし
た。小児科医といえば「こどもの風邪のお医者さん」と
いう印象は、こうした事実に基づいています。しかし、ア
メリカの小児科トレーニングで驚いたことのひとつは、
アメリカでははじめに「正常なこども」を徹底して教わ
ることでした。アメリカの小児科医は、赤ちゃんから20
そら
歳の各年代でどのような成長が予測されるか、諳んず
ることができるまで徹底的に繰り返して学びます。ま
た、日本の小児科医とは異なり、思春期の問題である非
行・薬物・性感染症・避妊などについて学ぶことも義務
づけられています。私はハワイの小児科トレーニング中
に、更生施設や少年院に訪問して、ある17歳の女の子に
出会いました。彼女はすでに一児の母であり、
「あなた
は日本人ね。“Marijuana”は『マリワナ』と発音するの。
私はワイキキのストリートでドラッグを売ってたけど、
日本人は『マリファナ』と発音するから、誰が日本人だ
かわかるわ」と言われた衝撃は今でも覚えています。

ドラコン賞（男性）Blue
#8 Yasuhiro Morioka (BASF)
#17 Takashi Nagashima (Individual)
ドラコン賞（女性）
#8 Sachiko Nomura (Individual)
#17 Danny Cho (Individual)
ニアピン賞
#3 Danny Cho (Individual)
#6 Jun-Okada
(Sumitomo Corporation)
#12 Eri Pochubay (Individual)
#14 Tadahiro Komura (Teijin)
ベスグロ賞
81 Yusuke Nakane (Individual)
イーグル賞
#11 Kyosuke Nakamura (Yaskawa)

筆者プロフィール：

医師 桑原功光： (くわばら のりみつ)
ミシガン小児病院（デトロイト）に勤務する日本・米国
小児科＆米国小児神経科専門医。北海道砂川市出身。
2001年に旭川医科大学卒業して早くも医師20年目。北
海道から沖縄県まで日本各地で研鑽した後に2012年に
渡米。ハワイ大学、テネシー大学を経て、2019年より現
職。趣味はアイスホッケー、ボードゲーム。
「あめいろぐ」
にも不定期連載しています。

アメリカの一般小児科医はこどもの発達のフォロー
に長けていますが、そこで全て問題が解決するわけで
はなく、時にさらなる「専門医」に紹介する必要があり
ます。小児神経科は、その紹介先となる専門医のひと
つであり、こどもの神経系（脳、脊髄、末梢神経）、筋
肉の動作、精神、心理に至るまで幅広く診療していま
す。最近話題の発達障害やADHDも小児神経科の範疇
です。
私は読書が好きで、数年前に、宮本輝の「流転の海」
シリーズを全9巻読破しました。宮本輝自身の父親をモ
デルにした松坂熊吾とその家族が戦後の混乱の中で懸
命に生きる様を、37年もの長い間かけてついに完結し
た長編大作です。その中で、主人公である松坂熊吾がと
あるセリフをつぶやきます。
『家は一年、木は十年、人
は百年』。松坂熊吾は息子にその言葉の意味をこう説明
します。
「家を建てるのに一年かかることはわかる。木
がいちおう木らしい風格が出るのに十年かかることもわ
かる。しかし、人生五十年ちゅう言葉がある。百歳まで
生きる人間は稀じゃっちゅうのに、なぜ『人は百年』と言
うのか……。……ひとりの人間には必ず父と母がおる。
その父と母にも、それぞれ父と母がおるんじゃ」
私が不定期にウェブ連載している「あめいろぐ」でも
述べましたが、私の父母の世代は戦後で高校にすら行
くことがままならない時代でした。その間に生まれた私
がここまで至ることができたのは、多くの方々からのご

支援に恵まれたおかげです。こうしたありがたい縁を、
少しずつ別の方につないで、将来のこどもたちのために
何か残したいと願い、今回の相談室を始めるに至りま
した。
次回からは、読者のみなさんからいただいた日米の
小児科、医療、育児関連のどんなささいな質問や疑問
も、紙面で答えていきたいと思います。質問をぜひ以下
のようにEメールで送ってください。送られたうちから毎
号１つか２つを採用して、紙面で回答する予定です。個
別へのメール回答は控えさせていただきます。
宛先：jncfaceoff@aol.com

メール件名：「Dr.K 相談室」

メール本文：お名前と質問したい内容をご記入ください。
質問が採用された当選者は紙面で
質問と一緒にお名前を発表します。匿
名希望の方は「匿名希望」「イニシャ
ル」「ペンネーム」のいずれかを記入
してください。採用された方に
はアマゾンeGift Cardをメール
でプレゼントいたします。
ではみなさん、また来月に紙
面でお会いしましょう。
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Casual Home English : カジュアルな家での英語 Part 2

MEALS：食事

自宅で英語の練習ができるシリーズ第 2 弾です！家族に面倒がられるかもしれませんが、
自宅で何度も繰り返すことでもっと流暢に英語が話せるようになるでしょう！今回は家で食
事をする場合です。
伝統的に共働きの親が帰宅したら、家族全員で夕飯を食べる事が重要でした。近年では多
忙なスケジュールやライフスタイルの変化により、家族全員で食事をするのが難しくなって
きました。しかしアメリカでは世界中から多くの人達が集まってきているので、家族ごとに
スタイルが違います。以下のフレーズは私が大きくなるまでに使っていました。
多くの家庭では、よく料理を作るので、すべての料理が同時に出来上がるようにします。テ
ーブルに乗っている全ての料理が温かく（サラダや類似している料理は冷たい状態で）、食
べる準備が整っていることが重要です。
「ご飯」のような「meal」という単語は使いません。日本語
ヒント：アメリカでは、

で「ご飯できたよ」と言いますが、英語では食事毎に「Breakfast is ready」とか「
Dinner is ready」と言い、
「Meal is ready」とは言いません。

Common Phrases Before the Meal
•
•
•
•
•
•
•
•

Can you make breakfast?
I’ m making lunch.
Can you help make dinner?
Breakfast will be ready in 10
minutes!
Lunch is ready! / Lunch is on
the table!
Set the table and get out the
[dressing / milk / salt].
Come in and eat!
Wash up and sit down!

Common Phrases During the Meal
•
•
•
•
•

Pass the salt, please.
This is [pretty good / really
good / delicious / yummy].
How did you make this?
Could I have seconds? Thirds?
Save room for dessert!

Common Phrases at the End of the Meal
•
•
•
•
•
•

Thank you for making dinner.
May I be excused?
You may be excused.
Clear the table, please.
Put leftovers in the fridge.
You can wipe the table with
the sponge.

Teaching Traditional Table Manners
•
•
•
•
•

Don't reach in front of someone.
Sit up straight, without your
elbows on the table.
Don't chew with your mouth
open.
Don't play with your food.
Finish what's on your plate.

食事の前によく使われるフレーズ
•

朝食を作ってもらえるかしら？

•

昼食を作るわ。

•

夕食を作るのを手伝ってもらえるかしら？

•

朝食があと１０分で用意できるわよ！

•

昼食ができたわよ！ / 昼食はテーブルに
あるわよ！

•

テーブルに食 器 をおいて [ ドレッシング
/ 牛乳 / お塩を ] 出して。

•

食べるわよ！

•

手を洗って座りなさい！

食事中によく使われるフレーズ
•

お塩を取ってもらえますか。

•

これは [ なかなかおいしい / すごくおいし
い / とてもおいしい / おいしい ]。

•

これはどうやって作ったのですか？

•

おかわり、もう一度おかわりをもらえますか？

•

デザートのためにお腹のスペースを取って
おかないと！

食後によく使うフレーズ
•

夕食を作ってくれてありがとう。

•

失礼してよろしいでしょうか？

•

席を立ってもいいですよ。

•

テーブルを片付けてください。

•

残り物を冷蔵庫に入れて。

•

ス ポ ンジ で テ ーブル を 拭 いてください。

Standard Golf
よく聞かれることがありますz
１.

どうやってコンスタントにまっすぐ打てるようになるか。

２.

どうやったら飛距離が伸びるか。

実は両方とも改善方法がほぼ一緒なんです。
スイートスポットに当てる

インパクト時のフェースアングルがターゲットに向かう
当たり前の様ですが、この2点だけです。２の飛距離に関しては＋ヘッドスピード

になります。

上記を全て成し遂げるためにはアドレスからテイクバック、トップ、ダウンスイン

グに入るまで今までの半分くらいの速さ（テンポ）で行ってください。この過程で
スイートスポットに外れたり、フェースアングルがずれてしまいます。過度にバック

スイングを走らせることで体全体のテンポがバラバラになってしまいます。典型的
な例がヘッドアップと言われている頭（及び上半身）がインパクト時に上がってし
まう悪い例です。

ヘッドスピードに関しては早いスイングをしたいのになぜゆっくりなバックス

イングをしなければならないのかという疑問があると思います。実際最初から最

後まで２００％の力でクラブを振るとトップの時点で力尽きるからインパクトまで
腕力がもたないの方が大半なのです。それゆえにダウンスイングから加速しやす
いスイングができるということです。テンポはこのようにしていただいて、あとは

バックスイング粋についてですが、もしあなたのトップでクラブをしょってしまっ
ている感じと言われているのであれば、右利きの方はカカトをそのままにして、
右のつま先を内側に閉じてください。そうすることによってバックスイングがオー
バースイングでなくなります。

参考スイング選手：コリン・モリカワ

是非 今シーズンが 終わるまでに試してください。これからもよろしくお願い
いたします！

<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

#10

伝統的なテーブルマナーを教える
•

人の前に手を伸ばしたりしない。

•

テーブルに肘をつかず、背 筋を 伸ばして
座る

•

口を開けて噛まない。

•

食べ物で遊ばない。

•

お皿にある物は全部食べる。

ヒント：食前のお祈りの後や、そのまま食事を始める時は「Let's eat」または「Dig in!」
と言って自分の目の前にある料理を取り、それを自分のお皿にのせていきます。そ
してその料理を右側にいる人へ渡して回していきます。たくさんの料理が左から回
ってくるでしょう。大きな音を立てて食べないようにして、料理に感謝し、褒め言
葉を述べましょう。

夏のメンテナンス確認事項 （８月）
住居の管理を兼ねて、該当する項目の夏のメンテナンス確認事項を

確認ください。

・ファーネスフィルター交換。
・冷蔵庫、コイルの埃掃除。

・地下室がカビ臭くないか確認。
★シーリングファンの向きの変更

賃貸をされている皆様は、不具合に気付き次第、大家・管理事務所

に報告をするようにしてください。

個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項を大家にて対応い

ただけないか相談してみましょう。業者紹介もしておりますので、お問
い合わせください。

8月のイベント 2021年8月1日～8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。

お問い合わせ：

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

Web: www.standardgolfclub.com

Keisuke Takemoto （竹 本恵介）
MK T H o m e s
73 4 - 6 6 0 -9232
K Takemoto @mk thom es .com
m k t h o m e s .co m

PAGE 12・JAPAN NEWS CLUB・August 2021

Vol.

08

アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ
取 扱 説 明 書

6

アメリカの健 康 保険（3） 保険のプランで 何がカバーされるのか？

月号と7月号で、アメリカの健康保険をどのように選ぶかということを説明しましたが、これは、次の年
のプランを選んだり、転職したりする際には役立ちますが、読者の多くは、いま既に健康保険のプラン

に入っていて、そのプランで何がカバーされて、何が自己負担分として請求が来るのかに、最も興味をある

と思います。ご自分の健康保険が何をどこまでカバーするかを調べるには、保険のプランの詳細を記した

本を参照するか、健康保険のウェブサイトにいって、ログインすることによって詳しいカバーの内容を参照
することができます。その中でよく出てくる語彙について、実例とともに紹介していきます。

ネットワーク Network：

１.

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。

保険のプランのほとんどは、医療を受ける場所が

3.   予防医療・健康診断、検診
		
Preventive Service：
Deductibleが高い保険も、予 防 的な 検 診 は100%

ネットワ ー ク 内 か ネットワ ー ク 外 によって自己
負担分が変わり、ネッワーク内で医療を受けるほうが、

支 払 わ れるプラン が 多 いで す。毎 年 の 検 診 や、健

クは、保険によってはウェブサイトから調べることがで

多いです。では、どのような内容がP r e v e n t i v e

自己負担分が少ない仕組みになっています。ネットワー

康 診断で勧められる検 査は概ね支 払われることが

きますが、直接電話をして質問しないと、どの病院や医

s e r v i c e に含まれるのでしょうか。保険でカバーさ

師がネットワーク内なのかわからないこともあります。
例１）日本語を話す医師にかかりたいが、その医師は

ネットワーク外なので、受診費用がすべて自費にな
る。でも、診察は日本語で受けたいので、自費で受

診しているが、採血やレントゲン検査は、医師から

のオーダーをネットワーク内の医療機関に送っても
らって行うので、保険が効いて、診察以外の出費は
ない。

れる予防医療は、年一度のかかりつけ医との診察、年

齢や既往によって米国医療のガイドラインによって推
奨される癌検診（子宮頸がん検診、
マンモグラム、大腸
がん検診など）や血糖とコレステロールの採血検査、予

防接種などです。保険によっては、特に理由がはっきり
していなくても、検診の一部としてもっと多くの種類の

血液検査をしてもカバーする保険プランもありますが、

確認せずに推奨されていない検査を追加すると、自費
負担となることもあります。また、胃がん検診のバリウ

ム検査は、日本では行われていますが、アメリカでは胃

例２）神経科医にかかりたいが、6か月待ちなので、

がんの検診は、胃がんの予防にならないことが立証さ

状をもらったら、ネットワーク内の専門医と同様に

が多いです。また、予防接種の支払いも、保険のプラン

ネットワーク外の専門医を紹介してもらった。紹介

れているため、勧められておらず、保険が効かないこと

カバーされた。

やワクチンの種類によっても支払いが違うので、医師に
勧められても、自費負担分がないということではありま

せん。また、検診の際に、予防医療以外の医療相談を

2.    コペイ

Copay：   

受診 の時に支 払う予め決まっている自己負 担分

をいいます。どのような保険プランか、ネットワーク内
か外か、かかりつけ医か専門医か、どのような手術か、
等の状況によって額がそれぞれ違い、健康保険のカ
バーの詳細の欄に記載されています。
例）

かかりつけ医による定期健康診断：無料
かかりつけ医での一般受診：$25

ネットワーク内の専門医受診：$30

した場合や、検診で見つかった異常について検査をし

たり、治療をする場合、その相談や治療は、予防医療や
検診にはあたらないため、一般受診と検診を両方受け
たという扱いになります。

筆者プロフィール：

医師

リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ）

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

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。

4.    受診時に勧められる検査：
検診でも、病気で受診しても、医師が検査を勧め

ることはよくあります。検査には、血液検査、尿検査、
レントゲンなどの画像検査、および、大腸カメラなど
の手技が含まれます。これらの検査を、勧められた場
所で受けた場合、どれくらいの自己負担になるのか
はある程度、予め把握しておくことが必要です。今ま
で、病気でかかって採血やレントゲンで請求が来たこ
とがない、という人は、おそらく保険が効いているの

でしょうが、高額な医療については、保険が効くかど
うかは調べておくことをお勧めします。婦人科的な処
置、大腸カメラ、皮膚病変の生検などの手技や、レン

トゲン検査の中でも、CT、MRI、超音波検査などは、
かなり高額なので、検査の予約を取った後でも、保険

のカバーを確認することをお勧めします。たとえ、カ
バーされなくても、せざるを得ない検査というのもあ

りますが、請求が$2000とわかっていれば、他の方法
を医師と相談することもできるかもしれません。

例１）子宮内膜症のため、子宮内器具の挿入を勧

められたが、保険会社に確認したら、自費負担が

例１）検診でかかりつけ医と相談して、大腸がんのス

クリーニングとして大腸カメラを受けることにした
ので、胃カメラも同時にしてもらおうと思ったが、保

$2500といわれたので、医師と相談して、ピルの処

方箋をだしてもらうことにした。ピルも保険は効
かないが、月々$4でもらえることがわかった。

険会社に確認したら、胃カメラを足すと$2500の自

例２）血尿で受診したところ、CTを勧められたが、保

を受けることにした。

CTは$1500 全額を払わないといけないと言われた

己負担になることが分かったので、大腸カメラだけ

ネットワーク外の専門医受診：紹介状がない場合は

例２）検診の際に、最近落ち込み気味であることを

アージェントケア：$35

れて、カウンセリングと投薬を勧められて、治療を

険に確認したところ、deductibleが$4000なので、
ので、医師と相談して、様子をみることにした。

全額負担。紹介状がある場合は$35

かかりつけ医に話したら、かなりひどい鬱だといわ

例３）大腸カメラは大腸がん検診としてカバーさ

救急外来受診：$100

開始した。検診だからコペイはないと思ったのに、

その場で切除してもらったら、手術料$3000の請

など

受診料を請求された。

☞ これは、検診と一般受診を一度に受けたことになります。

最後に

れるということだったが、ポリープがみつかって
求書がきた。驚いて保険会社に連絡して、自分の
deductibleが$5000だと初めて知った。

このように、アメリカの健康保険は日本と違って、会社の数もプランの種類も

確認する質問がいくつかあるので、本人またはご家族が電話することが理想的

く、医療従事者側が患者さんそれぞれのプランのカバーを把握することは不可

語通訳、Japanese interpreter をリクエストして、通訳を通して質問をして、答え

多種多様で、何がカバーされて、何が自費負担分になるのか、とてもわかりにく

能です。まずはご自身が入っている健康保険プランの詳しい情報に目を通し、高
額と思われる検査や手術を受けるときには、保険会社に連絡して、支払われるこ

とを確認することをお勧めします。保険会社に連絡すると、ご本人であることを

です。健康保険会社は、通訳を提供する義務があるので、電話した際、まず日本
てもらうことができます。いちいち自分で保険会社に連絡するのは面倒ですが、

予想外に高額な請求書が来る危険を回避する、または予測するために是非
お勧めします。

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。 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ウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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CLASSIFIED ADS.
求人

サービス

団体・グループ

クラス・稽古

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

■デトロイト武道塾

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

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

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

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
ht tps: //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
.................................................................................

smochizuki@yamatoamerica.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 S OZ A I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。

www.linguascience.com/ja/licenses

.................................................................................
■ 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 248758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン)
Eメール:jhan@farmersagent.com
............................................................................................

248-677-3232
bancho@sozairestaurant.com
............................................................................................

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

ー初心者も歓迎

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

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

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

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

■ 天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

Japan News Club公式サイト

当 地 で も ふ るさと 会 が 発 足し 定 期 的 に 食
事 会、情 報 交 換 会 を行 います。お 気 軽 にご
参 加 くだ さ い 。お 道 の 方 も 大 歓 迎 で す。
問い合わせ先：tenri.skylarkhills@gmail.com
または、734-660-2028
.................................................................................
■ デトロイト岐阜県人会会員募集

クラシファイド広告
募集中！

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

ウェブサイトより
バックナンバーもご覧ください

https://www.JapanNewsClub.com
............................................................................................

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

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークルなどの広告は
本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 有料クラシファイド広告 １回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。
□ カテゴリー
・仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５
□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
お支払いはお申し込み１週間以内に
下記までお送りください。
□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub
@pntrpress.com
□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着
２５日必着

♢ 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）

ファーミントンより

ノバイにNew Open!

ヘア以外にも ♢ 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

N.

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）

24263 Novi Rd. Novi, MI

< Hour >

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

Tel.

248-553-2345 または、
248-773-2281
N

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

お酒を
飲めるように
なりました！

Pont
iac T
rail

クラシファイド広告の掲載について

Seoul Unisex Hair Salon

Novi Rd
10 Mile Rd

Maple Rd
Sunoco

Clark

Burger
King

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

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

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

www.sushidenonline.com

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

プロビデンス産婦人科

日本語での診療介助有り

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

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。

サービス内容 ・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー

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

Novi, MI 48374
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ブリューワリー

夏本 番！本 格 的なラガーを
じっとりと汗ばむような雨の日が多い
今年のミシガン。いつか南国で休みを過
ごした時のように、水滴がたまっていくグ
ラスのラガーを飲む爽快さ、倉庫の間を
抜けて入ってくる風が心地よいー。夏は、
開放感あふれるマーケットとビールを味
わうには一番の季節だ。

Lagerhaus NO5 - Detroit Eastern Market

店内はこぢんまりとしたカウンターと、
大きなテーブル、そして店頭にあるパティ
オ。この日の４種のラインナップはLager、
Blonde、Pale Ale、Porter。やはり圧巻は
Lager。正統派のストレートなラガー、とい
う印象だ。気軽にブリューワーのJamesが
話に応じてくれた。Jamesが“Beer flavor
beer”といったように、ビールはビールそ
のものの味を、という信念が表れている。
「ほかのブリューワリーではHazy beerや
flavor beerを出しているが、それを追うこ
となく作りたいものを作る」。Porterにして
も、コーヒーとチョコレートの風味がしっ
かりと絡み合っている、正統派の風味がし
た。そもそもビールづくりを始めたのは20
年前。買うよりも安くビールが飲めないか
と思い、始めたという。他のブリューワー
とは違い、そのための学校にも行っていな
いけれど、知人であるオーナーに誘われて

Lagerhaus No5は“デトロイトの台所”
とも称されるEastern Marketにある。
Welcome Centerからも目と鼻の先、
マー
ケットを散策した後、ちょっとビールを楽
しみたいという人に好条件な立地だ。
デトロイト、といえども気軽にアクセスで
きる。I-75を降りて２ブロック、駐車場は
広々としておりマーケットに直結してい
る。Eastern Marketは地元の人だけでは
なく、多くの人でにぎわう観光名所、とい
う雰囲気もある。

Lagerhausでビールを作ることになった。
Lagerhausが順調なのでよかった、という。
実は平日はEMSの仕事を24年間勤めてお
り、来年退職後の人生のためでもあると
いう。自分はもう年を取っているから無理
はできないけれど、と謙遜した言葉の中に
も、情熱と人生の遊び心を感じた。
カウンターに座りながらJamesとの話
はさらに弾んだ。コロナ禍の今年の冬、
室内での飲食が制限されていたころ、店
頭にテントをつくってビールを飲みつつス
ポーツゲームを見ながらお客さんを待っ
ていた。寒くなったら店内に入り、という
ことを繰り返していた。そんな時にやって
きたお客さんと意気投合し、ゲームを見
ながら盛り上がったという。その時のお客
さんが偶然、この日Jamesと話していると
きに来店し、当時のことを笑い合ってい
た。コミュニティーともしっかりつながっ

文＆写真

by ヤマトノオロチ

(左）American Lager
(右上）25ヵ国のビールが入ったショーケース
(右下）
ロゴ

ている。また、店頭のテラスでビールを楽
しんだどのお客さんも”Thank you”と言っ
て、使ったグラスやボトルをカウンターに
下げに来ていた。このLagerhausの持つ
ほのぼのとした面を実感できた。
次 の J a m e s の プ ロ ジ ェ クト は
Oktoberfest。もうすぐ取り掛かり、８月
にはリリースの予定。Lagerhaus では
25ヵ国（ベルギー、日本、スリランカ、ド
イツ等）の缶・瓶入りビールもあり、６本
購入で10％オフ。店内でも楽しめる。

店内から通りの方を臨む

			

Shedの中

自動車の街ならではのマーケットの風景

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

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

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!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。

Lagerhaus No. 5
1529 Adelaide St, Detroit, MI 48207
https://lagerhausno5.com/

引越

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。

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS
•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

9 Mile Rd,

Novi Rd.

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

N

10 Mile RD.

Taft Rd.

23595 Novi Road, Suite 110
Novi, MI 48375
(248) 449-8000
日本語ライン(248)513-4754

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

診療時間:
月9-5
火 10 - 7
水9-2
木8-5
金8-1
土 8:30 - 1

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

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

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

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。
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コミュニティー情 報
コービー・ラーニング・グループ
Back to School新学期キャンペーン!
8月1日～8月31日限定！‼

◎新規受講をご検討の方◎

名古屋国際中学校・高等学校のオンライン海外入試実施
国際高等学校新設（2022年9月開校予定）
毎年多数の帰国生を受け入れている学校法人栗本学園名古屋国際中学校・高等学校
（愛知県名古屋市）
では、
自宅にてオンラインで受験できる海外入試を実施します。対象は、
海外在住１年以上で、2022年3月までに東海地区に帰国する小学６年生、中学生、

☆入学金免除！

高校１・２年生（４月以降に帰国の方はお問い合わせください。）。入試日は10月９日・30日

☆無料体験クラス!

・11月15日の3回です。

☆無料英語レベルチェックテスト!
☆無料クラス相談!
◎ご希望の方は下記連絡先へご予約お申込みください。

Koby Learning Group

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

ウェブサイト： https://www.nihs.ed.jp/entrance/back/entry-664.html
また、学校法人栗本学園では、
インターナショナル・ボーディングスクールの国際高等学校
(愛知県日進市)を開設予定です。本校は、次世代で活躍できる国際感覚を備えたリーダー育
成と独創性の高い教育環境を実現するために多国籍の生徒を国内外から広く受け入れ、
「リ
ーダー教育」
をコンセ プトとした環境でMBA流のケースメソッド授業による世界標準の魅
力ある高等学校教育を実践します。卒業時には日本および国際標準の高等学校卒業資格の
2つを取得できます。本校は国際バカロレア・ディプロマプログラム候補校です。

在デトロイト日本国総領事館後援、
JBSD・ミシガン大学日本家庭健康プログラム共催

ウェブサイト： https://ic.nucba.ac.jp/jp/college/

在留邦人応援プロジェクト
（8月26日から11月29日）

◆問い合わせ先：

アドミッションオフィサー北米地域担当
（丹羽）

◆ 医師によるウェビナー
1.新型コロナ感染およびワクチンについての最新情報
• 日時: 9月10日
（金） 東部標準時 午後3時―5時
• 講師: ミシガン大学家庭医療学科 日本家庭健康プログラム
医師 平野
（リトル）
早秀子、
清田礼乃
• 参加申込み: JBSDウェブサイトより （https://jbsd.org) 前日までに
【質問事前受付】 詳細はJBSDウェブサイト （https://jbsd.org) イベントリンクより前日までに
▶︎締め切りは8月23日
（月）

2.コロナ禍での妊婦や、
乳幼児の過ごし方について
• 日時: 10月11日
（月） 東部標準時 午後1時―3時
• 講師: ミシガン大学家庭医療学科 日本家庭健康プログラム
医師 平野
（リトル）
早秀子、
橋川ミシェリーンしずか
• 参加申込み/詳細: JBSDウェブサイト （https://jbsd.org) イベントリンクより前日までに
•

◆ 臨床カウンセラーによるウェビナーならびにワークショップ
1. ウェビナー：コロナ禍で健やかに過ごすためのマインドフルネス教室

• 日時: 8月26日(木) 東部標準時 午後1時―3時
• 講師: ミシガン大学家庭医療学科 日本家庭健康プログラム
臨床カウンセラー フォーク阿部まり子
• 参加申込み: JBSDウェブサイトより （https://jbsd.org)イベント掲載リンクより

2. マインドフルネス ワークショップ
• 日程: 9月13日から11月末までの毎週月曜日 12回シリーズ
（各回ごとの参加も可）
【 9 月】 13日/20日/ 27日
【10 月】 4日 /11日 /18日 / 25日
【11 月】 1日/ 8日/15日/22日/29日
• 講師: フォーク阿部まり子
（同上）
• 時間: 各回とも東部標準時 午後12時30分－1時
• 参加申込み/詳細: JBSDウェブサイト （https://jbsd.org) イベントリンクより前日までに

イベント詳細・問い合わせ: Japan Business Society of Detroit

https://jbsd.org

Tel: 248-513-6354 / Fax: 248-513-6376
Email: jbsdmich@jbsd.org

Sunny Pointe Child Care Center
Preschool Classes accepting
プリスクール 秋クラス 入園受付中

		
Ages 3 to 5 1/2 years
		
日本人教師常駐
問い合わせ： sunnypointecc@yahoo.com ｜ 248-347-6580

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

◆
◆
◆
◆

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

19149 Fry Rd., Northville, MI 48167

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

E-mail：nihs@ujeec.org

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~
場所:

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

日時： 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 August etc...
ー
Farmington Farmers Market
営業時間: 9am-2pm Saturdays from July 8-Oct. 30, 2021
問い合わせ： NPOアンサンブル花火 ensemblehanabi@gmail.com

シカゴ会メンバー募集

シカゴ会とは?
その昔、シカゴ在住の諸先輩方がミシガンへ移住した際に発足した、ゴルフ好きの
集まりでシカゴ会です。その歴史は、既に30年以上です。
・Novi近辺から1時間程度と少々遠いけど穴場・面白いコースで、年8回のHC戦
を 行 いま す 。
・参加者の平均スコアは95程度ですので、お気軽にご参加下さい。
・月例会優勝者には、素敵なトロフィーを進呈、飛び賞、ニアピン・ドラコン賞等も
あります。最終回には、年間グラチャンも決定!
・参加賞・バーディー賞含めた各賞にはポイントを進呈し、年末には(シカゴ会
オリジナルグッズ等との)ポイント交換会を兼ねた忘年会も開催しています。
シカゴ会でゴルフ友達の輪を拡げませんか?女性プレイヤーも歓迎です。
取り敢えずのゲスト参加も歓迎します。お気軽に参加して下さい。
会費
年会費 : $ 6 0
月例会費:$60~$90 (開催コースにより異なります)
連絡先
HP
:http://chicagokai.com
お問い合わせ :info@chicagokai.com お気軽にメール下さい。

2021年度日程
5/1 (土)
5/29 (土)
6/12 (土)
6/26 (土)
7/17 (土)
8/7 (土)
8/21 (土)
9/18 (土)
10/2 (土)

コー ス
Eagle Eye
Rattle Run
Hunters Ridge
Legacy
Calderone
Greystone
Spin-off (Solitude Links)
Timber Trace
Shepherd’s Hollow
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ノバイ ファミリー歯科医院
Novi
DENTISTS

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.

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産に関することなら

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

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

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025
Real Estate Services

ドクターと日本 人スタッフ

River A
ve.

★

275

月～ 木
金
土

受付時間

8 Mile Rd.

8 am ~ 8 p m
8 am ~ 5 p m
8 am ~ 1 p m

（夏期 8am-12pm)

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

www.n ovid en tis ts . com

＊ナショナルホリデーのみ閉店

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）

Tel: (734)

Main St

696

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

Ann Arbor Road
Joy Road

Morton Taylor Road

96

Haggerty Rd.

10 Mile Rd.

Grand

Bashian

●

Meadowbrook Rd.

●

Novi Rd.

●

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。

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com

Sanpei

大人と子どものための家庭歯科医

●

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

Sanpei
275

Ford Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

QSM3テクニック
COREscore
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
当院ではCOREscoreを使って施術結果を数値データで患者様に
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
提供します。COREscoreとはThermal-scansとEMGそしてHeart
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
Rate-Variabilityを使って脳と体をつなぐ脊椎神経がどのくらい機
おりません。QSM3とは上部頸椎テクニックのひとつで、Posture
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
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
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、
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
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
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。
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)
当院の症例
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
頭(緊張型頭痛、偏頭痛)、首、肩、腰、股関節、膝、足首、足裏の
ーによるNRT (Nutrition Response Testing)検査を行いその結
痛み、手脚の痺れ、むち打ち、ヘルニア、坐骨神経痛、顎関節症、
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
不眠、疲労、消化不良、アレルギー、めまい、耳鳴り、生理痛、高
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
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
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。
症、側弯症、多発性硬化症 等

