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　使用する精油は、自分が好きだと思う精油が
おすすめ。精油はインターネット販売で入手でき
ますが、精油を販売しているお店（Whole Foods 
MarketやPlum Market等）の中にはサンプルと
して香りを実際に感じることができる場所もありま
す（コロナ禍のため現在は残念ながらテスター
でのお試しはできません）。いろいろな香りを試し

　アロマセラピーという言葉は、「アロマ＝芳香」と「セラピー（療法）」という言
葉を組み合わせた造語です。ヨガスタジオ、サロンでのトリートメントやショップ
等でサービスを受ける時に体験したことがある方も多いのではないでしょうか。
また、健康や病気予防のために、日本でも予防医療、介護、ボランティア等の現
場で取り入れられることも増えてきました。

　アロマセラピーの基本となる精油(エッセンシャルオイル）は、植物の花、葉、果
皮、果実、芯材、根、種子、樹皮、樹脂など植物の様 な々部位から抽出された香り成
分で、天然の素材です。鼻からかいだ精油の香りは、そのにおい物質の情報が脳へ
と伝わり、自律神経系や内分泌系、免疫系などのバランス調整を行う「視床下部」
にも伝わります。また、精油は植物油で希釈して肌に塗ると浸透しやすい性質も持っ

ており、肌に作用してニキビ対策や美肌効果が期待され研究が進んでいます。

　仕事や学校、子育てなどの忙しいスケジュールの中で感じるストレス、また
年齢を重ねていくなかで、体の不調を感じるなど、気持ちが落ち込むこともあ
るでしょう。コロナ禍のなか、社会や人同士の繋がりが以前のように持てなく
なり孤独や不安を感じることもあるかもしれません。イライラ、不安感や落ち込
み、そうした負の気持ちを抱えてしまった時に、自然の香りを使ったアロマセラ
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生活に寄り添う生活に寄り添う

使用する精油

 　　　まゆみ  公益社団法人　日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー

例えば・・・
多くの人が好むラベンダーは、リラックスで
きる誰もが好む香りとして知られています
が、苦手な人も。かくいう私も、つい最近ま
でラベンダーの精油の香りがずっと苦手で
した。十年以上が経って「ブレンドしてみた
ら？」というすすめから、少量のラベンダー
とティートリーと他の香りを混ぜてみること
に。ほのかなラベンダーの香りが心地よい
ものとして感じられたのには驚きでした。産
地によっても香りは異なりますが、これまで
の香りの好き嫌い経験や、体調等が影響し
て、いつの間にかラベンダーが苦手ではな
くなっていたのでしょうか。

ピーがあなたの生活に寄り添ってくれ
ることを願い、今回は簡単にできるアロ
マセラピー活用法をご紹介したいと思
います。

て、自分が心地よい、好き
だと感じることができる香
りから始めてみてくださ
い。好きな香りは人それ
ぞれ、まったく異なります。
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芳香浴その１

◆市販のアロマディフューザー
市販のアロマディフューザーを使って、
精油の香りを部屋の中に拡散します。

 
  

精油の使用量目安 ......  １〜５滴

芳香浴その２

◆コットン・はんかちアロマ
精油の種類や強さによって、体調も見ながら好みで滴数を加減してください。

コットンやハンカチ、または手軽にティッシュに精油を垂らして、オフィスのデス
クに置いたり、カバンの中に入れて、いつでもどこでもアロマセラピー。

 精油の使用量目安　　１〜２滴

注意！　精油によってはシミになるものもあります。 
また、肌に直接つかないようご注意ください。

〜睡眠のサポートに 〜

アロマセラピー活用法

おすすめ

勉強や仕事で集中したいとき、ローズマリーを試してみ
ては。脳の海馬を刺激して記憶力を高めてくれるとも言
われ、受験の時期にはよく売れるそうです。また、認知機
能低下の予防にも期待されるという研究もされています。

生活環境に精油の香りを拡散して香りを楽しみます。
精油の種類や強さによって、体調も見ながら好みで滴数を加減してください。

芳香浴その３

◆アロマスプレー
気分転換したい時、好きな香りに包まれたい時、気分を上げたい時、集中 
したい時・・・

好きな香りのアロマスプレーをシュッと一拭き。部屋やお手洗いなど、場所に合わ
せて作っておいてもよいですね。ペパーミントとお好みの柑橘類の精油をブレン
ドしたスプレーに仕上げて、すっきりとしたい朝に 
使うのもおすすめです。

材料：　出来上がり 約 50ml 

スプレーボトル　 
無水エタノール 
   （ウォッカで代用も可） 
お好みの精油　     
水　
 
作り方：

　　      ・・・・・・・・・
   　        ・・・・・・・・

　 　    　   
                  　 ・・・・・・・・・

　　・・・・・・・・・・・・

1本（50ml用）
5 ml 

合計10滴
45 ml

５mlの無水エタノール（ウォッカで代用も可）を
スプレーボトルに入れ、精油を合計10滴加えて

〜芳香浴〜
寝室を精油の香りでほんのり包み、リラックスしながら 眠りをサポートしてもらいましょう。生活臭も
取れておすすめです。ストレスなどで寝られない時には、精油の力に寄り添ってもらい、リラックスで
きるとよいですね。

◆リードディフューザー 

材料：　出来上がり 約 20ml 

ガラス容器

竹串（BBQ用でもOK)　

無水エタノール 
   （ウォッカで代用も可）

お好みの精油　    

作り方：

　　      ・・・・・・・・・

   　   

     ・・・・・・・・

・・・・・・ ・・・・・・・・

　　　　・・・・・・ ・・・・・・・

1本

3 - 5本 

20 ml 

合計50滴

よく混ぜます。そこに水
45mlを入れてよく振っ
て混ぜれば完成。

保存期間の目安：

    　　１〜2週間

高温多湿を避け、冷暗
所に保存しましょう。

Aromatherapy 
Recipes

※ 倒れにくい安定したサイズや   
     スタイルのもの

ガラス容器に無水エタノール（または
ウォッカで代用）２０mlを入れ、精油５０
滴を加える。竹串やB B Q用に売られて
いる串を適当な長さに切って、ガラス容
器に差す。

使用精油例：スイートオレンジ３、ゼ
ラニウム１、ベルガモット1の割合。 
スイートマジョラムやラベンダーも快適
な睡眠が期待できます。

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

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

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

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

　「イライラした時にグレープフルーツの皮を剥いてその香りを嗅ぐと落ち着く」という友人がいま
すが、まさにネロリが私の心と身体のバランスをとってくれていた時があったなと思い出します。

　なんだか体の不調を感じ、夜中に目が覚めて寝られない毎日が続き、不安感や落ち込みを
感じた一時期、友人が以前教えてくれたネロリの精油を思い出しました。聞いたこともない精油
の名前、植物名としても馴染みのない名前で、なんとなく気になり調べると、ビターオレンジの花
から水蒸気蒸留法で得られる精油でした。不安軽減への効果に期待できるらしく、ちょっと高価
だったのですが友人が「いい香りだよ」と教えてくれて購入していた精油です。毎晩寝る前にこ
のネロリの精油でアロマセラピーを試したところ、寝つきもよくなり、夜中に寝られないということ
がなくなりました。疲れた体が甘いものを欲するように、この頃は毎晩のように体が脳がネロリの
香りを欲していましたね。面白いもので、今ネロリの香りを嗅いでも同じようにと欲することはあり
ません。柑橘系の香りにグリーンの香りが入ったネロリは今でも大好きな香りです。

Safety 

注意！

香りの不思議

注意！ ＊今回は紹介しませんでしたが、好きな精
油でトリートメントオイルやローション、アロ
マバームを作る場合、皮膚の弱い方や初め
てアロマセラピーを利用する方は注意しな
がら薄い希釈濃度から始める、まずパッチテ
ストをする等をおすすめします。

＊精油を誤飲してしまった、目に入ってしまった、肌に赤み、刺激、発疹など
見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。

　安全に実践して家族が健康に楽しく過ご
せる助けになればと学び始めたアロマセラ
ピー 。大人だけではなく子供たちともリード
ディフューザーを一緒に作ったり、野菜やハー
ブを栽培しながら香りを嗅いだり、森林の中
を歩いて意識的に風や香りを感じたりするこ
とが多くなった気がします。「くさい！！」という
正直な感想が子供たちから返ってくるのもま
た楽しいものです。

　日本の公益社団法人 日本アロマ環境協
会の活動の一環である「香育」は、小・中高
校生たちに向けた、五感の一つ「嗅覚」に意
識を向けて自然環境の大切さも伝える体験
教育です。自然豊かなミシガン州に住んでい
る子供たちにも、香りを通して自然の力を感
じてもらいたいと願っています。

有機野菜を栽培し添加物を摂取しない食生活を大切にする親戚・家族の中
で育つ。家族の心と身体の健康と楽しい生活のためにと、以前から興味があっ
たアロマセラピーの勉強を始める。アロマセラピーを知りたいという人たちに、
精油の正しい使い方や香りの楽しさを伝えながら、自身も勉強を続けている。

筆者プロフィール：　まゆみ (公益社団法人 日本アロマ環境協会認定 アロマテラピーアドバイザー)

Photos by:  Mayumi, Canva.com

      今回紹介したアロマセラピーを
安全に楽しむために。

　精油は適切な使い方をすれば、誰にでも楽しめる物ですが、精油の使用に慣れない方
は、使用法を必ずご確認の上、ご使用ください。

• 精油は安全に希釈して使用するものです。原液等が誤って肌についてしまった場
合は、大量の水ですぐに洗い流すことをおすすめします。肌につけると皮膚に炎症
や色素沈着、紅斑、痒みなどの刺激を起こす精油があるので注意しましょう。

• 香りは個人差があります。心地よいと思われる香りをお楽しみください。
• 精油は引火するため、キッチンなどでの使用時には、火気に注意してください。
• 子どもやペットの手の届かないところに保管しましょう。
• 精油を目に入れない、飲まないようご注意ください。

 

• 妊産婦の方は芳香浴以外でアロマセラピーを楽しむ場合には十分注意してください。
• 病気・薬の処方中の方は医師に相談してください。アレルギーにも充分注意しましょう。
• 3歳未満の幼児は、芳香浴以外は行わないように。3歳以上の子供でも、精油は

成分の１０分の１から初め、多くても２分の１程度にします。
• 高齢者や既往歴のある方は、まずは基準の半分以下の量の精油で試し、様子を

見ながら行ってください。

http://takadadentalclinic.com/
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（次ページにつづく）

心臓病治療の最前線

第163回  第163回    コロナワクチンの接種を コロナワクチンの接種を 
       まだ迷っている人たちへ       まだ迷っている人たちへ

　2019年の年末ごろ中国武漢に発生した新型コロナウ
イルスは、今や、日本や米国を含めて世界中に広がり、
2020年の7月に世界的大流行という宣言が、世界保健
機構より出されて以来、もう1年以上経ちますが、いまだ
に先行きの不透明感が必ずしも払拭されていないのが
残念ながら現状のようです。日本では東京オリンピック
が無観客の中開催され、日本を含めて世界中の人に多く
の感動を与えてくれましたが、その直後ごろから、東京を
はじめ日本の各地で、感染者が増加するなど、予断を許
さない状況が続いています。
　このような中で、良いニュースといえば、ウイルスの発
生が2019年12月31日世界で初めて武漢で報告されて
以来1年以内という驚異的スピードで、新型コロナウイル
スに対するワクチンが開発、実用化されたことで、これ
には、メッセンジャーRNAをワクチンとして使うという、
技術上の、大きなブレークスルーが貢献しており、この
技術を開発した研究者が、近い将来ノーベル賞を受賞
するのは間違いないことと思われます。メッセンジャー 
RNAを使ったワクチンには、ファイザー社とモデルナ社
の２つのワクチンがありますが、どちらも、有効性と安
全性は、極めて高いことが示されており、医学的な観点
からは、12歳以上（ファイザーワクチンの場合）、モデル
ナは18歳以上、の全ての人々に、これらのワクチンを接
種することが、推奨されています。従来型のアデノウイル
スを使ったワクチンも実用化されており、これらを含め
て、この原稿を書いている2021年の８月の時点で、全世
界で、48億９千万回のワクチン接種が行われたと言わ
れています。これは、単純計算で、100人につき、64回の
接種が行われたことになります。米国では、３億６千万
回の接種がなされました。これは、全人口の50.8％、ワ
クチン対象の人口の59.4％に相当すると言われていま
す。日本では、これまでに１億１千万回接種されたと報
告されています。アメリカでは、免疫不全疾患がある人
には、三回目のワクチンを推奨するとの発表が本年８月
３日にあり、また、８月18日には、本年９月20日から、全
人口を対象としてファイザーとモデルナのワクチンの三
回目の接種（二回目の接種から８ヶ月を超えた人に対し
て）ブースター接種を開始するとのニュースが発表され
ました。これは、ワクチンの効果は時が経つにつれ減少
し、８ヶ月後には、十分な防御作用に必要なレベルを下
回るとのエビデンスが出てきたためと言われています。
また、これらのワクチンについては、近い将来、緊急使
用許可（EUA)という規定を解除し、通常の使用許可に
切り替える可能性があると報道されています。通常使用
許可になれば、現在接種をためらっている人にさらに説
得性を持ってワクチン接種を薦めることができる可能
性があります。

◆ ブレークスルーがあると聞いたけど本当？

　ファイザーかモデルナのワクチンの二回の接種を終え
た後に新型コロナに感染することがあるという話を聞い
て、ワクチンは効かないと思っておられる方がおられるの
ですが、それは、事実ではありません。色々な理由で、免
疫力が低下している人、例えば、ステロイドなどのお薬を
使用していたりすれば、当然、ワクチン接種後の抗体生
成能力は低下しているわけで、これらの人に、正常免疫
能力のある人と全く同じワクチン効果を望むのは無理が

あります。また一度新型コロナウイルスに感染したことの
ある人が、再度新型コロナウイルスに感染した例も報告
されています。こうしたことから、ワクチンを接種したか
ら、自分はもうコロナに感染したことが過去にあるから、
マスクをしないで良い、社会的距離を取らなくて良いと
いう議論は成り立ちません。
　ワクチンの効果は、身体がウイルスに遭遇したのち、
感染を防ぐという効果だけではありません。米国疾病管
理局の発行する、疾病死亡率及び病態率週報の本年７月
９日号によれば、ファイザーおよびモデルナのワクチン
は、30歳以上の男性について、百万回の接種につき、1万
5300のコロナ感染を防ぎ、4598のコロナによる入院を
防ぎ、1242の集中治療室入院を防ぎ、700のコロナによ
る死亡を防ぐ効果があると報告しています。つまり、これ
らのワクチンには、感染を防ぐという効果ばかりでなく、
症状の発症を防ぎ、入院の必要を低下させ、集中治療室
治療の必要性を低下させ、コロナによって死亡すること
を防ぐという、何層にもわたる多重の効果があるのです。
ですから、ワクチン接種後に、不幸にして感染したとして
も、症状を軽くし、入院を必要とせず、重症化したり、死
亡したりする危険を低下させるという効果が高いというこ
とです。また、ワクチンが、コロナ感染後に、長期にわたっ
て、呼吸苦や、倦怠感が持続する、コロナ感染後症候群
を減少させる効果も見逃せません。ワクチンは、新型コロ
ナ感染の全ての段階に影響する、欠かせない武器です。
　実際、私の勤務する病院で、最近２週間の間にエクモ
（対外循環式酸素交換装置）治療を必要とする３例の重
篤コロナ患者さんが搬送されてきましたが、その３人すべ
てが、ワクチン未投与の患者さんでした。ワクチン投与に
よっておそらく防げたであろうこのような悲劇を見るにつ
け、ワクチンの重要性を日々の病院勤務で肌で感じてい
ます。私の経験では、今までにワクチンを接種された人で
コロナで死亡した症例は一度も見たことがありません。

◆ ワクチンの副作用が心配です

　先ほど述べた、疾病死亡率および病態週報７月９日号に
よれば、ファイザーおよびモデルナのワクチン接種後に、ご
く稀に心筋炎、心囊膜炎が起きることが報告されています。
これは、若い男性に多く、１２歳から２９歳の男性１００万回
の接種で39から47例の率で発生すると言われています。女
性には少ないようです。症状としては、胸痛や呼吸苦が起き
ると言われています。その多くは、安静と保存的治療で寛
解すると言われています。死亡に至る例は今のところ報告
されていません。それ以外は、他のワクチン同様、接種箇所
の軽度の痛みや腫れ、頭痛、発熱などがありますが、そのほ
とんどは、数日以内に寛解すると言われています。ギランバ
レー症候群の発生は報告されていません。
　ヤンセン ジョンソンアンドジョンソン社のワクチンは、
ごく稀に血小板減少症を伴う血栓症や、ギランバレー症
候群(四肢の麻痺)などの副作用の発生が報告されてお
り、前者による死亡例も報告されています。米国食品薬
剤管理局は、今年７月、ジョンソンアンドジョンソン社の
ワクチンによるギランバレー症候群の可能性に対する警
告書を発行しました。
　アストラゼネカ社のワクチンは、現在のところ米国で
は承認されていません。

◆ デルタ変異株って何？

　コロナウイルスは、RNAウイルスで、RNAウイルスは、
増殖するときに、コピーエラーが発生しやすいことで有
名です。これらのエラーは、ランダムに起こり、その多く
は、ウイルスをむしろ弱めてしまう効果があります。とこ
ろが、たまに、ウイルスの病毒性を強める変異が起きる
ことがあり、その結果ウイルスの間での生存競争により、
その変異株が優勢種になります。デルタ株は、感染力の
強さを示すRoという数字が６で、既存のウイルスのRo＝
２.５の３倍近くあり、こうして、２０２０年の１２月にイン
ドで初めて報告されたデルタ変異株は、瞬く間に世界中
を席巻し、今ではアメリカで流行しているコロナウイルス
の90％はデルタ変異株であると言われています。しかし
良いニュースは、現在アメリカで使われているファイザー
とモデルナのワクチンは、デルタ株にも有効であり、重
症化や死亡を抑える効果があるということが示されて
います。実際、現在アメリカのコロナウイルスのホットス
ポットは、アラバマ州などのワクチン未接種率の高い地
域で、このような州では、未接種者の重症化や死亡が報
告されています。デルタ株は、ワクチン既接種者に対して
も感染を起こすことが稀にあり、ワクチンの作用によっ
て発症が抑えられて本人が気づかないまま他人にデルタ
株を伝染してしまう可能性が稀に起こりうることが報告
されています。ワクチンを接種した後も、人混みでのマス
クの着用や、社会的間隔保持の必要性は当分なくなるこ
とはなさそうです。

◆ コロナは子供達にも感染するの？
          子供から大人への感染リスクは高いの？

　コロナの流行の発生した初期の頃は、重症化や死亡
率の高い老人や既往疾患のある人の感染に、関心が向け
られてきました。しかし、高齢者へのワクチン接種が一
応ひと段落ついた最近になって、若い成人や青年、そし
て子供達のコロナの感染に関心が向けられるようになっ
てきました。JAMAアメリカ内科学会小児科分会雑誌
の最新号によれば、０歳から3歳の赤ちゃんと14歳から 
１7歳の青年を比べると、赤ちゃんからの家庭内感染の
リスクは、年齢の高い子供たちに比べて1.43倍高いとい
う結果が出たそうです。赤ちゃんにマスクをさせること
は至難の業ですし、赤ちゃんは、抱っこされたり、あやさ
れたり、涎を垂らしたり、オムツを換えてもらったりと、
大人との濃厚接触を避けることは不可能です。家庭内で
のコロナ感染を防ぎ、重症化を防ぐためには、家庭内で
ワクチンの対象となる全ての人がワクチンを接種するこ
とが、唯一の方法です。赤ちゃんからもらったコロナが、
病原性が少ないというデータはどこにもありません。現
在、アメリカでは、６歳から１２歳の児童に対してのワク
チンの治験が進行中で、専門家によれば、その治験の結
果が今年末にも判明する予定で、その治験でワクチンの
安全性と有効性が確認されれば、６歳以上の児童にも、
2022年初頭にはワクチン接種が開始される可能性があ
ります。さらにその先には乳幼児を対象としたワクチン
の治験がなされることでしょう。

◆ コロナワクチンの職場や学校での義務化について

　現在、軍隊や学校、病院などでは、そこに属する全て
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Japanese Family Services, USA  
当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。   
www.jfsusa.com　               information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375            248-946-4301

９月のイベント 2021年9月1日～９月30日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。

ミシガンの秋がすぐそこに近づいてきている！と言うことはリンゴ狩りとサイダーミルの
季節が近づいています！ 北米ではりんごを原料に作る無濾過・無加糖・ノンアルコー

ル飲料のことをアップルサイダーと言い、サイダーミルとはこうしたアップルサイダーや自家
製ドーナッツを販売しているお店のことを言います。もしもあなたがアメリカ、もしくはミ
シガンに引っ越したばかりであれば、これは絶対に逃してはいけない体験です、特にドー
ナツを！

Apples and Cider Mills!： りんご狩りとサイダーミル
 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
Eastside cardiovascular Medicine, PC

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/

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

の人たちに、コロナワクチンの接種を義務化する動きが
進んでいます。私の働く病院でも、医師や看護師だけで
はなく、全ての従業員に、ワクチンの接種が義務化され
ることが告知され、今年11月１日までにワクチン接種をし
ていない人は、職を失うことになります。ミシガン大学で
は、全ての学生にワクチンが義務化されました。新型コ
ロナという病気の脅威と、ワクチンの有効性、安全性の
データを突き合わせてみれば、これらの動きは妥当であ
るように思えます。学校における感染を防ぐことは、家
庭内感染を防ぐことにつながります。

◆ 妊婦とワクチン

　新たに承認される薬剤やワクチンの治験において、妊
婦が含まれることはごく稀です。それは妊婦や胎児に未
知の副作用があるかもしれないということで、ファイザー
やモデルナのワクチンの治験にも、妊婦は含まれていま
せんでした。したがって、昨年末にワクチンが承認され
た時には、妊婦に関する安全性は不明のままでした。し
かし、ワクチンが承認されたのち、世界中で多くの妊婦
さんにもワクチン接種がなされ、その安全性が確認され
ました。したがって、現在、アメリカ疾病管理局は、12歳
以上のすべての成人（妊婦、授乳中の母親、将来妊娠を
予定している若い女性なども全て含めて）に、コロナワク
チン接種を勧めています。授乳中の母親がワクチンを接
種した場合、その抗体が、母乳を通じて赤ちゃんに伝え
られることもわかっています。妊娠中の女性や授乳中の
お母さんが、コロナにかかって重体になったり死亡した
りすれば、死亡率は１人ではなく２人（以上）となりかね
ません。妊婦さん、若いお母さんは、ぜひワクチンを接種 
してください。

◆  “ゼロ・コロナ” から “ウイズ・コロナ”へ

　このウイルスの震源地、中国では、今でも一人でも患
者が見つかれば、そのマンション全体、村全体を閉鎖し
たり、ゴーストタウンにすることで、感染を封じ込めよう
としているとの報道がされていますが、民主主義の国で
は、このような乱暴な手法を取ることは可能であるとも、
適切であるとも考えられてはいません。一方で、世界で
一番コロナワクチンの接種が進んでいると言われている
アイスランド；そこでは１６歳以上の女性の96％、男性の
90％が少なくとも一回の接種済みだと言います。そのア
イスランドでも、デルタ変異株の影響で、コロナ患者の
数が最近上昇してきたと言われています。しかし、コロ
ナでの死亡率は上昇しておらず、大半の感染は軽症に終
わっています。つまり、ワクチンが効果を顕しているとい
うことです。現在の世界の状況を見ると、コロナの流行
がすぐにも終息することはなさそうですが、ゼロコロナ
ではなくウイズコロナ、ワクチンと社会的距離、マスクの
使用などを適切に組み合わせることにより、人間らしい
生活を取り戻していける日が１日も早く来ることを希望し
ています。

参考資料：JAMA September 18,2021. “Confronting the Delta variant of SARS-COV-2, Summer 2021.”
JAMA Pediatrics September 16,2021. “Association of age and pediatric household transmission of SARS-COV-2 infection.”
JAMA pediatrics September 16, 2021. “Yes, Children can transmit COVID, but we need not fear.”
Morbidity and Mortality Weekly report July 9, 2021.: Centers for disease control and prevention

Apple -Picking：リンゴ狩り 
 
日本語を英語に訳すときによくある間違いが、「I go apple pick.」または「I pick up 
apples.” 」です。その場合、「go + ing」の形式（go swimming, go golfing など）に従
うことをお勧めします。リンゴ狩りに行く際は、「I go apple-picking.」と表現しましょう。
他の例はこちらです。

•	 We	went	blueberry-picking.				  ブルーベリー狩りに行きました。	

•	 We	will	go	chestnut-picking.					 栗拾いに行きます。
•	 Have	you	gone	asparagus-picking	yet?	　アスパラガス狩りにはもう行きましたか？
•	 I	really	want	to	go	strawberry	picking.							いちご狩りにとっても行ってみたいわ。

Cider Mills：サイダーミル

ミシガンのサイダーミルは、店舗によって特色があります。農園があったり、そこで
アップルサイダーやドーナツを作っていたり、巨大迷路や子供のアクティビティがあっ
たりといったものです。行った際には、下記のような質問をしてみましょう！

•	 Do	you	have	plain	donuts?			プレーンドーナツはありますか？
•	 Can	I	buy	just	a	few	apples	(of	each	kind)?		
	 	 2，3 個のリンゴを購入できますか？（それぞれの種類ごとに）
•	 Do	you	sell	any	small	apple	pies?		 小さなアップルパイは売っていますか？
•	 Is	there	U-Pick	at	this	location?		(Some	orchards	allow	customers	to	pick		 	

	 produce,	some	do	not.)	
		 	 フルーツ狩りはこちらではやっていますか？（農園によっては、お客さんが 

  狩ることができるところと、そうでないところもあります。）
•	 When	does	the	cider	season	start/finish?	
	 	 	いつサイダーシーズンはスタートしますか / 終わりますか？

 Apple Cooking Ideas：りんご料理のアイディア

•	 Apple	Crisp	–	easier	than	apple	pie	and	just	as	yummy!
	 	 アップルクリスプ：アップルパイより簡単で、おいしい！
•	 Apple	Sauce	–	an	American	staple	that	can	also	be	used	in	lieu	of	oil	for		 	

	 healthy	baking!
	 	 アップルソース：アメリカの特産品で、ヘルシーな焼き方として油の代わりにも 

  使えます！
•	 Apple	Pancakes	–	shred	apples	and	put	in	pancake	batter	(with	cinnamon	if		

	 you'd	like)!
	 	 アップルパンケーキ：リンゴを細かく切り刻んで、パンケーキの生地に練りこみ 

  ます。（シナモンを入れても良いですよ！）

最後に、リンゴの季節が終わっても冬の間アップルサイダーを飲むことができます。それは
アルパイン・スパイス・サイダーと呼ばれ、  スーパーマーケットでホットココアの隣に置かれ
ています。  

Enjoy!
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つまずくバイデン政権と悩める民主党

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第223回）

　９月になりました。先月はミシガンとしてはかなり暑い日が続きましたが、皆さんお変
わりありませんか？今もまだコロナ騒ぎが続く中、Labor Dayの連休明けから州内の
多くの学校では新年度・新学期が始まりますが、ワクチン接種認可対象外の１２歳未
満のお子さんをお持ちのご家庭では通学、対面授業時の安全確保が大いに気になり
ますね。幸にしてミシガン州政府は学校でのマスク装着を義務付けており、教職員は
もちろん、装着しない学生・生徒は登校も授業受講も許されませんので、その点少しは
安心感があります。もちろん、マスクは１００％の感染予防を保証するものではなく、先
生・生徒はもちろん学校職員・関係者、各家庭の保護者は個々に自覚と責任を持って
適切な対応を継続しなければなりません。特にデルタ変異株が猛威を奮っている今は
一層の注意が必要ですね。

　母国東京ではオリンピックが先月幕を閉じ、続いてパラリンピック開催中ですが、
ほとんどのチームがバブル環境のオリンピック選手村と各競技場で過ごした各国の代
表選手・役員団のメンバーにはコロナ感染、病気・怪我など大きな災厄がなかったこ
とは幸いでしたが、一般国民の間では既に開催直前から拡大・増加傾向にあったコロ
ナ新規感染者数が開催中、閉会後も増えるばかりで緊急事態宣言都市の数も大幅に
増えました。医療関係者・有識者からの警告・警鐘があったにもかかわらず、国家レ
ベルでの事前対策が不十分なまま開催したツケが回ってきたもので因果関係は明ら
かです。国民の健康と安全よりも自分のメンツとキャンセルした場合のペナルティー支
払い義務回避を優先したと批判されている菅首相ですが、日本選手団の活躍による
メダルラッシュと数多くのボランティアの方々の日夜にわたる献身的な奉仕活動のおか
げでかろうじて首相としてのメンツを保ち、国民の耳目をコロナ騒ぎから逸らせること
に成功したものの、その効果は一時的なもので長続きせず、結果としてコロナ感染の
急増・拡大、医療機関の対応能力逼

ひっぱく

迫、企業の事業運営、国民の日常活動、強いては
国の経済活動全般の制限・制約と言う負の財産を残してしまい、直近の内閣支持率は
２６％と超低空飛行。今月下旬に予定されている次期自民党総裁選挙は大混戦の様
相を呈してきており、早ければその前に国会解散、衆議院選挙が実施される見込みも
ある中で強気の自民党の優位がどこまで維持できるか判然とせず、太平洋を挟んで対
岸にいる我 も々成り行きを注視せねばなりません。

　一方、当地米国では大統領就任後の半年余り積極的なコロナ対策と経済復興・雇
用拡大政策が功を奏して過半数の国民の好感と支持を得てきたバイデン政権に逆風
が吹き始めています。発端は皆さんも既にご存じのようにアフガニスタン派遣・駐留米
軍の最終的撤退にまつわる想定外の混乱です。

　ちょうど２０年前の２００１年９月１１日に米国で起きた同時多発テロ事件の首謀者
でありタリバン政権下で保護されていた反米組織アルカイダのリーダーであったビンラ
ディン容疑者（当時）を追跡し、テロリストの巣窟を一掃するために米軍を派遣駐留開
始してから４人の大統領、足掛け２０年にわたる『アメリカの最も長い戦争』に終止符
が打たれ、米国中央軍のマッケンジー司令官は本稿脱稿直前の先月８/３０付で撤退
完了を宣言しました。去る４月にバイデン大統領が今月１１日の追悼記念日前に完全
撤退完了の意向を表明後、８/３１を具体的な目標日とし、アフガン政府軍や国際協力
諸国軍と慎重に事前協議と準備をした上で先月上旬から徐々に米国人や駐留米軍の
協力者を優先して撤退作業を始めたはずでしたが、具体的な撤退開始と同時に驚異

的なスピードでタリバン反政府軍が国内の複数主要都市に侵攻し始め、米軍が期待
していたアフガン政府軍の抵抗もほぼ皆無のまま次 と々主要都市が制圧され、先月中
旬には首都カブールもタリバン軍に制圧されてしまいました。

　今月号のテーマはそれに関連して『つまずくバイデン政権と悩める民主党』です。

　アフガニスタンからの米軍撤退の話はバイデン政権が初めてしたわけではなく、歴
代の大統領が現職就任中の継続的課題で「アフガニスタンの支援、テロリスト対策は
上手くいっている」という趣旨の軍関係者、歴代政権幹部が繰り返す報告や発言を受
けて「それなら莫大な費用がかかる駐留米軍を引き上げたらどうか？」と言う世論の
圧力が増し、トランプ前政権当時にトランプ自身が「米軍は無駄なお金のかかるアフ
ガニスタンから撤退すべきだ」と明言し、昨年２月に米国とタリバン間で和平合意に至
り、同年９月には当時のポンペイオ国務長官がアフガン政府軍とタリバン反政府軍の
戦闘が続く中でカタールの首都ドーハにてタリバン交渉団とアフガニスタン政府交渉
団の和平交渉の仲介をするとともに、反対意見もある中で実際に一部駐留米軍の撤
退、人員削減を実施しておりました。

　バイデン政権はその流れに乗ってタリバン反政府軍と和平状態を維持しながら、多
少のリスクは想定内として速やかな米軍撤退完了を目指していたはずですが、タリバン
反政府軍の動きが予想以上に速く、政府軍の抵抗が見られないまま瞬く間にアフガニ
スタン主要地区を制圧してしまい、米軍撤退作業の唯一の空路出口である首都カブー
ルのハミド・カーザイ国際空港が孤立状態になってしまったのは全くの計算外だったと
思われます。タリバン側は４月の米軍撤退表明以降綿密な侵攻計画を立て着 と々実行
準備をし、米軍の撤退開始と同時に動き始めたのは明白で、米軍側がそれ程速くタリ
バン側が動くと思っていなかったこと、動きがあってもアフガニスタン政府軍が防御壁
として少なくとも米軍撤退が完了するまでの短期間は安全確保と時間稼ぎに貢献でき
ると見込んでいたことが大甘で計算外れ、期待外れに終わったと言うことでしょう。

　複数のテロリストグループの誕生・存続の原因となっていたアフガニスタンの内戦
停止、米国に対する国際テロ活動阻止を主目的に２０年にわたる米軍及び米国政府
によるアフガニスタン政府軍への軍事支援・指導・訓練に注ぎ込んだ８３０億ドルと
も８５０億ドルとも言われる軍事支援費を始め、日本を含む諸外国の国際協力体制で
民主主義政権と国民の経済・生活支援に供与した何兆ドルもの巨額な支援金はアフ
ガン政権内外での不正・腐敗で横領・詐取され政治・経済の底上げ、国民の人権擁
護・生活改善への効果が減殺され期待通りの成果に繋がらなかったり、米国の後ろ盾
があって成り立っていた政権幹部が米国の意に沿わない自分勝手な路線を取り始めた
りで、実情は米国内の報道や米国民向けの報告とは大きく異なり、決して上手くいって
いなかったようです。
アフガニスタン政府軍は長年の内戦や外国軍または国外グループの攻撃などが複雑
に入り混じり、正規軍として長期継続安定した軍隊でなく、まともな軍隊教育・訓練を
受けた軍人がどれだけいたのか、今もいるのか？国を守るとか国家のために戦うと言う
強い意志・忠誠心が本当にあるのか？も疑問です。政府軍とは言っても多くは雇われ
の傭兵（ようへい）のような立場の兵士で個人の生計を立てるための職業として選んだ
だけで、国を守る意志や国家への忠誠心は薄いのではないかと思います。政権が変わ

電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

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

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

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

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

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

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

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

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
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れば新政権の政府軍として再雇用されたり、反抗勢力に加担したりする兵士がいても
驚きません。丁度日本の江戸時代末期に武家社会が崩壊し、主家への帰属意識や主
従関係が崩れ禄を切られた下級武士たちが浪人となり食い扶

ぶ ち

持を求めて一時的、短
期的に新たな主人や雇用主を探して渡り歩いていたのと似ています。

　更に、撤退作業進行中の先月２６日には空港付近で自爆テロがあり、米軍兵士１３
名、アフガニスタン人１７０名もの犠牲者が出ました。事件後、従来から米軍、米人だ
けでなく一般人まで標的にしている通称I S I S-Kと呼ばれるイスラム系過激グループ
が犯行声明を出しましたが、米軍情報部、米国政府国家安全保障関係者からは米軍
撤退作業に関連して帰国を希望する米人とその家族や国外退避を求めるアフガニス
タン人が許可を求めて密集する空港内・周辺でのテロ活動の恐れを事前に警告して
いましたが、それが現実となってしまいました。その後も空港近くの住宅街で別の爆発
（米軍の情報ミスによる誤爆の可能性あり）や小型トラックの荷台にロケット発射装置
を取り付け空港敷地内にロケットを数発打ち込んだ改造車を米軍が空爆して破壊し
た事件が続き緊急対応が迫られる中で期限内に撤退・退避作業完了することが最重
要・最急務となりました。

在米の退役軍人、軍事専門家や外交・国際関係の専門家からは「撤退開始のタイミン
グが遅過ぎる、もっと早く始めるべきだった」とか「大半の撤退・退避作業が完了して
も少数の米軍部隊をアフガニスタンに残し、少数（２００人程度？）残留米人や国外退
避を希望するアフガニスタン人の安全な脱出支援と現地でのテロリスト活動の情報収
集にあたるべき」と言う声もありますが、バイデン大統領自ら「今回の決断は間違って
いない。そのために発生した問題は私の責任であり、帰国を希望する全ての米人の安
全な帰国を保証する。万一期限の８/３１までに作業が完了しない場合、完了するまで
米軍は居残る。」と明言したのですが、実際は作業が長引くほど新たなテロ攻撃を受
ける恐れが大きく、タリバン側も「期日までに米軍が撤退完了するなら米軍や関係者
には手出しをしない」と言う意思表示があったため、期限を伸ばすわけにはいかなかっ
た事情があります。

　現地時間の８/３０（月）深夜午後１１：５９に駐留米軍の最後の一人がC−１７軍用
輸送機に乗り込み、カーザイ国際空港を飛び立ち期限より１日と１分早く駐留米軍撤
退が完了しましたが、勝利宣言したタリバン側が現在関係者以外の空港立ち入りを禁
じており、今後軍用機ではなく民間航空会社の特別チャーター便を手配しても帰国を
希望する残留米人や国外退避を希望するアフガニスタン人の脱出をタリバン側が許可
するのか、I S I S-Kからのテロ攻撃のリスクを抑えて空港での安全な離着陸を責任
持って保証するのか、今現在はっきりしません。タリバン内部にも派閥があり、必ずし
も内部意見が一致するわけでなく時と場所、条件によっては行動が異なったり、以前
の約束や前言が翻る可能性もありバイデン政権で記者会見などメディア対応している
カービー報道官は「タリバンは信用できない」と公言しながら、タリバン内部強硬派の
協力拒否もあり得る中でその相手に対してバイデン政権から米軍撤退完了まで手出し
をしないように、帰国希望の残留米人や国外脱出希望のアフガニスタン人の妨害をし
ないように要求（お願い）する限定的信頼ベースをあてにせざるを得ない矛盾した状況
です。米国以外の諸国からの外交関係者、経済支援者の安全な帰国手続きについて
も空路か近隣国を経由しての陸路での帰国になるのか明確な指針がありません。

　また、米軍撤退を受けてアフガニスタン国民の多くが「我々は協力したのに感謝も
されず米国に見捨てられた、裏切られた」と言う悪感情を持っている事実があり、その
一部が今後反米化してタリバン軍や更に過激なI S I S-Kに合流する恐れも十分ありま
す。加えて、民主主義を認めずイスラムの教条主義を押し通し、音楽や女性の権利を認
めずミュージシャンや女性の権利擁護者、人権活動家を厳しく処罰するタリバン制圧

下で生命の危険を感じている人々も多く、毎日不安と恐怖を抱えながら身を隠し、脱
出する機会をうかがっています。米国に移民・帰化したアフガニスタン人で家族や親類
がアフガニスタンにおり、移民申請手続きしたもののまだ認可が下りていない在米の
人たちも自分の命が危険にさらされているのと同じで気が気でないと思います。

　このような状況になったのは、バイデン政権と米軍幹部の十分な事前情報収集・分
析、タリバン反政府軍やI S I S-Kなど反米組織・グループの動き予想、アフガニスタン
政府軍や国際協力諸国との連携協力しながら予想リスクの回避・防御策を盛り込ん
だ撤退・実施計画立案の不備、判断・想定ミス、過剰期待、見込み違い、計算ミスが
あったと言わざるを得ません。バイデン大統領と政権幹部、現役軍関係者は米軍撤退
の決断は間違いではない、米国内での国際テロ再発防止と言う当初の任務、主目的を
達成した上で駐留米軍は最善を尽くし無事に撤退を完了したと自認・自賛しており、諸
外国の政治家、軍事専門家やアフガニスタン駐留経験のある退役軍人も含めて賛否
両論分かれていますが、やはり計画に齟

そ ご

齬があった事実は順調に来ていたバイデン政
権のつまずきと言え米国民の評価と支持に味噌をつけてしまったと言えます。今後米
国内での国際テロ活動根絶のための手立ては本当にできたのか？以前より安全になっ
たと言えるのか？などなど一番肝心で最も気になる疑問が残りますが、悲惨な事件、悲
しいニュースを見聞きしないで済むことを願っています。

　前後して先にホワイトハウスと両党上院議員有志間で事前協議、予備交渉で合意し
ていた総枠３.５兆ドルの超大型インフラ予算案の下院通過手続き方法に関して下院
で合意決議され、今月下旬に正式可決通過する目処がつき、続いて上院でも可決通過
する見込みとなり、来年の中間選挙に向けてバイデン政権の評価、支持率が大きく落
ち込む心配はないものと期待していたのに、このつまずきは共和党に突かれる弱点とし
て大きなマイナスですね。

　タイミング悪く先日ルイジアナ州に１６年前のハリケーン・カトリナの上陸日と同じ日
に過去最大規模のハリケーン・アイダが上陸し、百万人以上に影響する大停電がひと
月以上続く可能性もあるとのニュースがありました。この救済、復旧支援にも政府とし
て速やかに善後策を講じる必要があり負担は増えるばかりです。被害に遭われた方々
には誠にお気の毒で、心よりお悔やみ申し上げます。

　アフガニスタン絡みでつまずいたバイデン政権の擁護と火消しに走りながら、共和
党主導で前回民主党が勝利したブルーステートも含めて大半の州で強力に進められて
いる投票権制限・制約法案の立法化に対抗して州法や市条例を無力化するための連
邦レベルの投票権保護法案の上下院議会通過を現在進行中のインフラ予算案と抱き
合わせで同時にまたは前後して目指している悩める民主党にとっては新たな悩みが増
えた感がありますが、それが上手くいかないとトランプ支持層や過激極右白人至上主
義団体・グループ、偽情報・誤情報を撒き散らし続けている保守偏向メディアの陰謀プ
ロパガンダに乗せられて共和党支持に変心する有権者が増えて来年の中間選挙で共
和党が議会（特に上院の）過半数を占めたりすると、民主党が継続してやりたい政策
議案が議会通過できず、立法化も実行もできず存在価値がなくなってしまいます。そ
うならないことを祈るばかりです。

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。1/8 page size ad. Godaiko Restaurant

March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

(734) 930-2880
Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

https://www.godaiko.com/home
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　去る8月7日、ノバイ市のワイルドライフ
ウッズパークにて、第一回目の盆踊り祭り
「MIBON Festival(マイボン祭り)」を開催
致しましたので、レポートさせて頂きます。

　2009年の発足以来、五大湖太鼓センター
は子どもから大人まで幅広い年齢層向けに
和太鼓教室を展開し、ミシガン内外各地で太
鼓演奏を行ってきました。過去９回にわたり、
毎年大がかりなリサイタルも開催してまいりま
した。JNC読者の皆様の中にも私たちのコン
サートに足を運んでくださった方が多くいらっ
しゃることと思います。

　昨年2020年、10周年記念リサイタルに向
けての準備を進めていたのですが、コロナ
ウィルス感染症拡大に伴い、中止を余儀なく
されました。スタジオに集まっての太鼓の練
習やクラス、演奏活動も全てできなくなった
中、私たちはズームによる太鼓のクラス、北

米の他の太鼓グループとのオンラインでの
交流、太鼓カンファレンスへの楽曲投稿な
ど、手探り状態で新しい形の活動を模索、
太鼓コミュニティの結束を図ってきました。

　2020年9月から、日本で盆太鼓（盆踊り
の曲に合わせて叩く太鼓、多くは櫓

やぐら

の上で
演奏される盆踊りの花形）を学んだインス
トラクターによる盆太鼓クラスが始まりまし
た。そんな矢先、私たちはカリフォルニアで
活躍する日系人太鼓奏者、P.J Hirabayashi
の作った盆踊り曲、“EiJaNaiKa ~えいじゃ
ないか~”に出会います。盆踊り大会がここ
北米でも日系人・日本人コミュニティで開催
されているのは知っていましたが、オリジナ
ルの盆踊り曲があることに衝撃を受け、ここ
ミシガンでもオリジナル曲を作ってみんな
で踊れないだろうかと考えました。作詞、作
曲、踊りの振り付け......　約３ヶ月かけて、 
『ミシガン音頭』ができあがりました。 

今、学んでいる盆太鼓とこの
ミシガン音頭を何かの形で
発表できないかということ、
そして、できなくなってしまっ
た恒例のリサイタルの代わり
になる何かを、と昨年12月、
MIBon Project（マイボンプ
ロジェクト）を立ち上げまし
た。これは盆踊りと太鼓の演
奏の融合を図るイベントで、

五大湖太鼓センターよりこんにちは！
〜HELLO from Godaiko Taiko Center!〜
五大湖太鼓センターよりこんにちは！
〜HELLO from Godaiko Taiko Center!〜

MIBonのMI（マイ）とは、ミシガンのMIと
my~私の~をかけたもので、『私たちのミシ
ガン盆踊り』といった意味合いを込めてい
ます。

　雨上がりの午後、ワイルドライフウッズ
パークに集まったのは約７０名の五大湖太
鼓センターのパフォーマーや生徒、そしてそ
の家族や友人たち。８月のすがすがしいミ
シガンの空のもと、同センターのパフォー
マンスグループである雷音太鼓と五大湖ド
ラマーズの力強い太鼓演奏に加え、新たに
結成されたグループ、楽しい太鼓隊（T3)も
その名のごとく、楽しい演奏を披露しまし
た。盆踊りの部では、お決まりの炭坑節、東
京音頭、そして東京オリンピック開催中のタ
イムリーな東京五輪音頭2020を踊った後、

記事・写真提供　五大湖太鼓センター

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。

ミシガン音頭を初めてお披露目をしました。
スペシャルゲストの加藤恵子さんのライブの
歌声と盆太鼓の音で大いに盛り上がりました。

　今回は、コロナの影響もあり、太鼓セン
ター関係者のみのイベントでしたが、来年
以降、一般の方も参加できるコミュニティイ
ベントにしていきたいと思っております。

　最後に、太鼓を通じて、ここミシガンの地 
に日本文化を広めていければとの願いも兼
ねて、これからも積極的に太鼓活動を続け
ていきたいと思っています。皆様からの温か
いご支援を頂ければ幸いです。

五大湖太鼓センター
問合せ： https://www.michigantaiko.net

第１回 MIBON Festival (マイボン祭り）開催レポート！
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

花に関する言い回し（9）花に関する言い回し（9）

〜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〜

−−１３８１３８−−

　「瓢箪から駒」という諺があります。この駒とは、将棋の駒ではなく、馬
を指します。中国の仙人が馬を瓢箪にしまっていたという故事から来るもの
で、「思いがけないことが起こる」という意味です。英語では “Something 
unexpected happened.” とか “being more or less the same”   
と説明的になります。「紅葉のような手」という表現は、小さくてかわいらし
い幼児の手を指しますが、英米ではそのような喩えはなくせいぜい “cute 
little hands” といったところでしょうか。

「根に持つ」は、「いつまでも恨みに思って忘れない」ことですから、「彼
女はいまだにあのことを根に持っている。」と言うのであれば、“She stil l 
holds a grudge over that matter.” となります。「根も葉もない」は根
拠がないことですから、“groundless”  とか“unfounded”で、英語です
と「地盤がない」という意味合いになります。もう一つ、「根」を使った表現
で、「根を断つ」という言葉がありますが、これは「大元をきれいに取り除く」
という意味で、英語は “to get rid of the source of (something)” 
です。但し、「葉を欠いて根を断つ」となりますと、「小さい欠点を直そうと
して根本をダメにしてしまう」ことの譬えで、 “to try to correct small 
weak points to ruin the foundation” と言えるでしょう。

　上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方
は、izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。

鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。www.suzukimyers.com　

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・

宿宿題題ののササポポーートト

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師

（（数数時時間間のの空空ききあありり））

 テテスストト対対策策をを熟熟知知ししたた日日本本人人講講師師

にによよるる英英検検準準備備ククララスス

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

 

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

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

お見積りは無料ですので、ご相談ください。

                       office@suzukimyers.com 
www.suzukimyers.com

 

 
 

　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。今月のテーマは「パー3のコースマネージメント」です。パー3（ショートホール）での
攻め方・考え方の一例をご紹介します。

1.	 距離を知る：まずはティから今日のピンまでの距離を測ります。レンジファインダー
を使えば一番正確です。それ以外にゴルフウォッチやスマホのアプリなどでも、グ
リーンのセンター、フロントエッジ、バックエッジへの距離表示がありますので、大
体の距離が分かります。私は大まかな距離はウォッチで見て、グリーンに乗せる 
ショットはレンジファインダーで正確な距離を測るようにしています。

<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、冬は日本でレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

2.	安全な落とし所を見つける：池越え、谷越え、バンカー越えなど、ショートホールには
様々なワナが仕掛けられています。ピンを狙っていけそうなら真っ直ぐ狙いましょう。
ミスショットしてもバンカーに入るぐらいならまだ頑張れますが、池や谷に入るとボー
ルを無くすだけでなく、ペナルティまで加算されて悲しい気分になるので、なるべく
ボールが陸地にいられそうなところを探します。一番グリーンの広いところ、グリーン 
外なら池や谷が浅い方向や2打目でピンを狙いやすいところを見つけましょう。

磁石付レンジファインダー ゴルフウォッチ スマホアプリ

3.	クラブを選ぶ：安全なスポットにボールを落とすためのクラブを選びます。手前に
越えなければならない池や谷がある場合は、キャリーの（空中を飛ぶ）距離を考え
て番手を選びます。

4.	クラブに迷ったら：飛距離が中途半端な時があります。150ヤード打ちたいのに、7
番アイアンだと155ヤードで8番アイアンだと145ヤード、というケースです。私の経
験では、7番でゆっくり振る、8番で思い切り振るなど、スイングのテンポを変えると
ミスショットが出やすくなります。ダフる、スイートスポットに当たらないなど、ミス
ショットではたいてい飛距離が落ちるので、ショートしてしまった時の落ち所を考え
ておく必要があります。ピンが手前だからと小さめのクラブを握って、もしショート
すると手前のラフやバンカーに捕まって難しいアプローチが残ることがあります。
ショートしてもナイスショットの距離通りでも、必ずグリーンに乗っているほうが 
パーの確率は高くなります。ですからグリーンの真ん中（広いところ）に乗せること
を優先させて、同じ150ヤードだとしても、ピンが手前なら大きめの7番、ピンが奥
なら小さめの8番を選んで、いつものテンポでスイングするのがいいと思います。

池越え 谷越え

ピンが手前 ピンが奥
　打つ前に狙いを定めて、そこに構えて、意思を持ってスイングすれば、そこへ飛ぶ可
能性は大いにあります。私はゴルフができることに感謝し、狙った所へボールが飛んで 
くれることを祈りながらラウンドしています。
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在在留留邦邦人人支支援援ププロロジジェェククトト  

在在デデトトロロイイトト日日本本国国領領事事館館後後援援、、JBSD・・ミミシシガガンン大大学学日日本本家家庭庭健健康康ププロロググララムム共共催催 
 

                                                             

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
このたび日本国政府の後援による海外在留邦人支援事業として、JBSDはミシガン大学日本家庭健康プログラ
ムの先生方のご協力を得て、以下のイベントを共催することになりましたのでお知らせ致します。  
この企画は在留邦人を対象としておりますので、どなたにでもご参加いただくことができます。 

JBSDホームページ https://jbsd.org/ からお申込みください。 

 

◆◆  医医師師にによよるるウウェェビビナナーー 

   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  

  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月月 11日日（（月月））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                          
    ◆◆  臨臨床床カカウウンンセセララーーにによよるるワワーーククシショョッッププ  

         コロナ禍で健やかに過ごすためのマインドフルネスワークショップ 12回シリーズ 

   ひと月だけの参加も継続参加も可能です。 

      ▪日時：9月～11月の下記月曜日 午後 12時 30分～1時 

      【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 ミシガン大学家庭医療学科 日本家庭健康プログラム 臨床カウセラー    

     

 ◆新新型型ココロロナナ関関連連情情報報質質問問ココーーナナーー  

  2021年 9月上旬（予定）から 11月末まで、ミシガン州およびオハイオ州在住の方からの、新型コロナ関 

  連の一般的な質問にお答えするコーナーです。ウェブサイトから質問をいただき、数日後に担当者が電子 

  メールで回答させていただきます。ご自分の病気、健康、症状などに関する質問にはお答えできませんの 
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このたび日本国政府の後援による海外在留邦人支援事業として、JBSDはミシガン大学日本家庭健康プログラ
ムの先生方のご協力を得て、以下のイベントを共催することになりましたのでお知らせ致します。  
この企画は在留邦人を対象としておりますので、どなたにでもご参加いただくことができます。 

JBSDホームページ https://jbsd.org/ からお申込みください。 

 

◆◆  医医師師にによよるるウウェェビビナナーー 

   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  

  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月月 11日日（（月月））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                          
    ◆◆  臨臨床床カカウウンンセセララーーにによよるるワワーーククシショョッッププ  

         コロナ禍で健やかに過ごすためのマインドフルネスワークショップ 12回シリーズ 

   ひと月だけの参加も継続参加も可能です。 

      ▪日時：9月～11月の下記月曜日 午後 12時 30分～1時 

      【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 ミシガン大学家庭医療学科 日本家庭健康プログラム 臨床カウセラー    

     

 ◆新新型型ココロロナナ関関連連情情報報質質問問ココーーナナーー  

  2021年 9月上旬（予定）から 11月末まで、ミシガン州およびオハイオ州在住の方からの、新型コロナ関 

  連の一般的な質問にお答えするコーナーです。ウェブサイトから質問をいただき、数日後に担当者が電子 

  メールで回答させていただきます。ご自分の病気、健康、症状などに関する質問にはお答えできませんの 

  
 

このたび日本国政府の後援による海外在留 このたび日本国政府の後援による海外在留 
邦人支援事業として、JBSDはミシガン大学 邦人支援事業として、JBSDはミシガン大学 
日本家庭健康プログラムの先生方のご協力を日本家庭健康プログラムの先生方のご協力を
得て、以下のイベントを共催することになりました得て、以下のイベントを共催することになりました
のでお知らせ致します。 のでお知らせ致します。 
この企画は在留邦人を対象としておりますのこの企画は在留邦人を対象としておりますの
で、どなたにでもご参加いただくことができます。で、どなたにでもご参加いただくことができます。 

下記のJBSDホームページからお申込みください。下記のJBSDホームページからお申込みください。

　　　　　お申込みはこちら　　　　　お申込みはこちら　　　　 　 　　　

  

  1.  新型コロナ感染およびワクチンについての最新情報 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 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 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   医師　平野（リトル）早秀子、 清田礼乃 

  2.  コロナ禍での妊婦や、乳幼児の過ごし方について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 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                           医師　平野（リトル）早秀子、 橋川ミシェリーンしずか                         

       コロナ禍で健やかに過ごすためのマインドフルネスワークショップ12回シリーズ       コロナ禍で健やかに過ごすためのマインドフルネスワークショップ12回シリーズ
　　 ひと月だけの参加も継続参加も可能です。　　 ひと月だけの参加も継続参加も可能です。

日時：9月～11月の下記月曜日　午後12時30分～1時日時：9月～11月の下記月曜日　午後12時30分～1時
 　 【9月】  13日、 20日、 27日 　 【9月】  13日、 20日、 27日
　  【10 月】 4日、 11日、18日、 25日　  【10 月】 4日、 11日、18日、 25日
　  【11 月】 1日、  8日、 15日、 22日、 29日  　　  【11 月】 1日、  8日、 15日、 22日、 29日  　
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  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　　　  臨床カウンセラー  フォーク阿部まり子

　 　 　 　 

◆ 医師によるウェビナー◆ 医師によるウェビナー

◆ 臨床カウンセラーによる ＜マインドフルネス＞ ワークショップ ◆ 臨床カウンセラーによる ＜マインドフルネス＞ ワークショップ 

在留邦人支援プロジェクト

◆ 新型コロナ関連情報質問コーナー◆ 新型コロナ関連情報質問コーナー

在留邦人支援プロジェクト在留邦人支援プロジェクト
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

2021年9月上旬（予定）から11月末まで、ミシガン州およびオハイオ州在住の方2021年9月上旬（予定）から11月末まで、ミシガン州およびオハイオ州在住の方
からの、新型コロナ関連の一般的な質問にお答えするコーナーです。ウェブサイト からの、新型コロナ関連の一般的な質問にお答えするコーナーです。ウェブサイト 
から質問をいただき、数日後に担当者が電子メールで回答させていただきます。 から質問をいただき、数日後に担当者が電子メールで回答させていただきます。 
質問の送り先は、JBSDのウェブサイト（https://jbsd.org)に、後日掲載いたしますの質問の送り先は、JBSDのウェブサイト（https://jbsd.org)に、後日掲載いたしますの
で、そちらをご参照ください。で、そちらをご参照ください。

※ご自分の病気、健康、症状などに関する質問にはお答えできませんのでご了承ください。※ご自分の病気、健康、症状などに関する質問にはお答えできませんのでご了承ください。
　その内容については、かかりつけ医にご相談ください。　その内容については、かかりつけ医にご相談ください。

https://jbsd.orghttps://jbsd.org  

https://jbsd.org
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6月から8月まで、どのように保険を利用するかと 
いう実用的なことについて書きましたが、読まれた

方々は、「なぜ、アメリカの医療はこんなに高いのか」
と感じたのではないかと思います。また、実際にアメリ
カで手術を受けたり、入院治療を受けたりした方々も、
自己負担は少なくても、明細書を見てその高額さに驚
いた方も多いのではないかと思います。

　今月は、なぜアメリカの医療がこれほど高いのか 
読み物として読んでいただけるように書きたいと思い
ます。アメリカの人口あたりの医療費は、先進諸国の平
均の約2倍です。日本の人口当たりの医療費は先進諸
国の平均の約85％です。医療システムのランキングは
色々な種類がありますが、概ね日本のほうがアメリカ
よりも医療費に対する医療の内容はいいとされてい
ます。例えば、WHOのランキングでは、日本は世界10
位、アメリカは37位です。ただ、心臓移植などの特殊
な分野では、日本では受けられない治療がアメリカで
はうけられたりすることもあり、アメリカの医療の質
が劣っているということではありません。では、どうし
て医療費が、世界のどの国と比べてもこれほど高いの
でしょうか。

１）国民全員が同じルールで使える健康	
保険がない

これが、最大の問題点です。世界のトップ10の国は、日
本も含めてすべて、国民皆保険の制度が整っています。
アメリカは、国民全員が安価な健康保険を得ることが
難しい国です。これが、アメリカの健康保険制度の最
大の問題点です。健康保険会社も病院も、利益を得る
ための機関であることが多く、多くの健康保険会社が、
それぞれの決まりをつくり医療費の支払いの基準を決
めるため、それぞれの会社が、決まりをつくる人員、患
者や医療従事者の問い合わせに答える人員、また、個
別にカバーを検討する人員などを雇うことになります。
ルールが保険会社により、またプランによって異なるた
め、何が支払い対象なのか、把握しにくいだけでなく、
支払いしてもらうための交渉などの人件費が余分にか
かります。この人件費も医療費に加算されていきます。
また、アメリカでは、日本と異なり救急外来に来る患
者さんを断ることはできない決まりなので、健康保険
を持っていない患者さんが、具合が悪くなって救急外
来を受診した場合、健康保険を持っている人と同様に

Vol.

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

なぜアメリカの医療費は高いのか？

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。

0909

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　｜リボニア・ヘルスセンター

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。

検査や治療をされ、入院や手術が必要な場合も同様
に治療されます。差別なく治療が受けられるのはいい
ことなのですが、その患者さんには多額の請求が課せ
られ、払えない場合は医療費は病院が負担することに
なります。そういう状況が多いため、病院は赤字になら
ないように、健康保険を持っていて医療費が支払われ
る患者に水増しして請求するのが一般的です。そのた
め、額面で見る請求額はかなり高額になります。そして、
それぞれの病院がひとつの手技や治療に対して請求す
る額には制限がありません。全員に同額請求してさえ
していれば、高額の請求しても罰せられることはありま
せん。ただ、保険会社は病院と交渉をし、医療費の支払
いを減額していることがほとんどです。保険がないため
に自分で払おうとすると、大きな団体が交渉してくれる
のとは異なり、請求されたままの高い金額を払うことに
なるという不条理なことになります。なぜ、この状況を
誰も変えようと思わないのか不思議に思う人も多いで
しょうが、政治家も含めて「個人の自由で選べる」こと
が大事だと思う人が多く、また「今もっている良い健康
保険をキープしたい」裕福な人も多く、これが保険会社
が関与しているプロパガンダなのかどうか、私個人には
判断がつきませんが、政権が何度変わっても、実際にこ
れを改革することは困難を極めるようです。

２）薬価が高い

アメリカでは、薬の値段（特に新しい薬の値段）が、他
の先進諸国の4倍です。この請求額を政府がコントール
しない理由は不明ですが、自己負担が少なくても、健
康保険会社は高額な薬のコストを支払うことになり、
医療費が上がる大きな理由の一つです。これにより、製
薬会社は大きな収入を得ることになります。

３）医療従事者（医師、看護師、理学療法士な
ど）の給料が高い

他の先進諸国に比べて、アメリカの看護師の給料は
ヨーロッパに比べ、2割ほど高いようです。

４）病院が利益団体である

アメリカの病院で外来や入院での手術や治療を受ける
際にかかる費用のうち、医師や医療従事者に払う費用
の他に、施設に払う費用があり、これが、医療費全体の
3分の1を占めています。この額は、他の先進諸国の２倍
から4倍になっています。

５）不必要な検査が増えて医療費がかさむ

医療訴訟が多く、訴えた側が勝訴や和解で多額の補償
金を得ることが多いため、医療従事者が「念のため」
に多くの検査をすることになり、不必要な検査が増え
て医療費がかさむ、ということが指摘されています。た
だ、検査が他の国よりも極端に多いというよりは、それ
ぞれの検査の値段が高い、ということが最も大きな原
因といわれています。

　この様に、政府がさまざまなことを管理することを
嫌う国民性のせいか、政府が医療費の設定にかかわら
ないことが、アメリカの医療費が他の先進諸国に比べ
てかなり高額になっている理由と考えられます。

　そのため、保険会社やプランを選ぶ際にも、多少自
費で払ってもいいか、と考えてプランを選ぶ人もいる
かもしれませんが、想像している以上にすべてが高額
であると覚悟しておく必要があります。どのくらい高い
か、実際の例をあげておきます。

　　　　　

	 　実際どのくらい高額か 	
例１

　日本で子宮筋腫切除術を受けたときは、1週間
入院して、45万円、3割負担で15万円支払った。ア
メリカで同じ手術を受けたら、3日間の入院で、手
術代は80万円、麻酔料が40万円、入院費が250万
円で、自己負担分はゼロだった。

例２ 

　時々動悸が出て、救急外来に行かざるを得な
い。1万円の自己負担だったが、薬の値段は400円
で、点滴セットが10万円かかったという明細書が
きた。なぜ点滴セットがそれほど高いのか、理解
できない。

例３ 

　マンモグラフィーで異常を指摘され、詳しいマン
モグラフィーと超音波をすすめられたので、検査を
受けたら50万円の請求がきて、癌の疑いがあるか
ら生検をしたほうがいいとすすめられたが、見積
もりは100万円といわれた。
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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

　オハイオ州クリーブランドでは、7月の
独立記念日から9月のレイバーデイまで、
ブロッサム音楽祭が開催されます。この
音楽祭では、クリーブランドを本拠地と
するオーケストラ、クリーブランド管弦楽
団（The Cleveland Orchestra）の演
奏を鑑賞することができます。ローカル
の人々は食べ物と飲み物をバスケットに
入れて持って行き、レジャーシートを敷
いて、まずはピクニックを楽しみます。そ
して日が暮れてくる頃に、オーケストラが
始まり、自然の中に響く心地よい音色に
聴き入ります。

　今年の独立記念日の演奏は、1年4ヶ

月ぶりの、金管楽器と木管楽器の入っ
たフルコンサートということもあり、パビ
リオンも芝生席も超満席でした。ステー
ジで“The Cleveland Orchestra is 
back!”とアナウンスされた時の観客のあ
ふれんばかりの歓声と拍手、その熱狂は
忘れることはできません。昨年はパンデ
ミックの影響で中止だったので、喜びも
ひとしおです。広さ800エーカーという大
自然の中、開放感を感じながらオーケス
トラの生演奏に感動し、演奏後は迫力あ
る花火を満喫しました。

　例年レイバーデイの週末は、映画音楽
が演奏されます。巨大スクリーンに投影

＃オハイオだより　

される映画をオーケストラの
生演奏で楽しむことができる
なんてとても贅沢です。今年は
ジョン・ウィリアムスの音楽が
演奏されるようです。

　夏が過ぎると、セヴェランス
ホール（Severance Hall）にて
クリーブランドオーケストラの
演奏を鑑賞することができま

クリーブランドオーケストラ Cleveland Orchestra
https://www.clevelandorchestra.com/
◆2021年9月4日（土）7:00PM　SALUTE TO JOHN WILLIAMS

◆2021年9月11日（土）7:30PM　

　　　STEWART COPELAND’S POLICE DERANGED FOR ORCHESTRA

す。クリーブランドオーケストラは1918年
に創立され、米5大オーケストラ“ビッグ・
ファイヴ”の一つに数えられており、日本
人の音楽家も複数名活躍されていらっ

しゃいます。機会ありましたら、ぜひとも
クリーブランドオーケストラをご鑑賞くだ
さい。

Text: Toshiko Steffes
 Photo : Roger Mastroianni 

　クリーブランド オーケストラ　クリーブランド オーケストラ
     コンサート レポート!     コンサート レポート!
　クリーブランド オーケストラ
     コンサート レポート!

https://www.lazarspinalcare.com
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ブリューワリー

文＆写真　by	ヤマトノオロチ
M i c h i g a n  T h u m b  R o a d  Tr i p
　右手と左手を組み合わせてミシガン州
の形を作るーー 親指はMichigan Thumb。
８月の盛夏にこの親指の形をめぐる州道
M-25を走るドライブ旅行に出かけた。
　M-25はLower PeninsulaのBay City
からPort-Huronまでの150マイルほど
の州道で、ヒューロン湖を眺めながら走
る。Upper Peninsulaとそこから臨むミ
シガン湖の人気にはかなわないが、実は
白い砂浜、多彩なウォーターレクリエー
ションが近場で楽しめるところだ。特に
M-25の起点Bay Cityから１時間ほどの
Caseville、Port Austinには数々のビーチ
があり、数こそ少ないがリゾート形式の
バケーションホームやコンドミニアムがあ
る。Bay CityのTri-City Breweryはちょう
どM-25の分岐点近くにあり、そこでサー
バーとの会話を楽しんだのち、Caseville
へ向かった。Bay Cityから畑作地帯を過

ぎると、青空に映える風力発電塔の白
さが美しい。また「クリームコロン」（昔 
はやったグリコのお菓子）のように見える
丸めた干し草が、大地にいくつも転がっ
ているのを見ると日ごろのせわしない人
口密集地での疲れを忘れる。そして、樹林
を抜ける道路はM-25とM-53の合流地点
のあるPort Austinへと続いていく。
　リゾート地のCasevilleのダウンタウン
では一気に車のスピードを緩めること
になった。この日は「Cheese Burger 
Fe s t i v a l」。ダウンタウン中心 地では
Cheese Burgerの露天、街中に響くライブ
音楽、BBQでにぎわっていた。昨年はこの
フェスティバルは中止になったので、２年
ぶりの賑わい。このビーチリゾートに滞在
する人、RV車でキャンプする人、バイクで
ツーリングする人などでごった返してい
た。“普段のアメリカの夏の雰囲気と活気”

を実感した。
　 この ダ ウンタウン に あ る T h u m b 
Breweryは、M-25とその近辺にある唯一
のブリューワリーだ。フェスティバルのた
め座席は全てPatioのみ。すかさずWest 
Coast IPAを注文した。街中の熱気とその
日の気温の高さがちょうどIPAとマッチし
た。Flat Breadのピザのmargheritaは手
ごろな早めのディナーだった。Caseville
から見る湖に沈む夕日が美しく、次の宿
の街に進むのが残念なほどだった。
　Casevilleから親指の先Port Austinは車
で約20分の距離。ビーチは町の中心にあ
り、白砂のビーチを楽しむ家族連れが多
く見られた。そのこぢんまりとしたビーチ
からヒューロン湖へ延びるボードウォーク
は先端まで歩くとゆうに20分もかかる。
歩き通してMichigan-Thumbの先端につ
いた思いは格別だ。ドライブはこのPort 
Austinからヒューロン湖沿いにM-25を走
り、Michigan-Thumbを下っていく。１時
間ほどでHarbor Beachへ。ここは静かだ
が整備された白浜が広がっていた。湖の
はるか遠くはカナダだ。ヒューロン湖は荒
波が驚異の湖で知られるが、その多難な
航海の歴史とは裏腹に、青空にはえる白
砂のHarbor Beachはゆったりとした時間
を楽しめるところだ。
　Michigan Thumbをめぐる旅はM-25の
終点Port Huronで終わる。実はCaseville

Thumb Brewery -Caseville,MI

2014年に開店。家族経営のブリューワリー
（上）Thumb BreweryのFlat Bread（下）Casevilleの
ダウンタウンの賑わい

Thumb Brewery 
6758 Pine Street

Caseville, MI   48725
https://www.thumbbrewery.com/

からはブリューワリーはない。ちょうど中
間点のSanduskyにあるブリューワリー
は営業休止中だった。LexingtonとPort 
Huronのブリューワリーは閉店していたの
は残念だ。しかし、M-25をめぐるドライブ
旅行で唯一のブリューワリーを訪れ、絶
景の夕日を見て、ミシガンの別の魅力と
歴史を知ることができたのが良かった。

(上）Casevilleの夕日　    　　　(右上）Port Austin　(右下）Harbor Beach

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

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
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i R
d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N
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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

 OPEN DAILY 8:00 AM - 6:00 PM DAILY •  INDOOR & OUTDOOR SALES AREAS

Voted 
Best of the Best

& 
Hour Magazine’s

#1
Apple 

Cider Mill 
2020 & 2021

*****

*****

7450 Franklin Rd., Bloomfield Hills, MI 48301  •  248.626.8261

Easy Onl ine Order ing Opt ions!
Pre-Pay Pick-up & Grub Hub
www.fr ankl inc idermi l l . com

Same Great  Fresh C ider  & Warm Donuts!
Slushes & Caramel  Apples

Your  Favor i te  Michigan Made Products
• Maple Syrup •  Jams •  Honey •  Cheeses •  Meats  •

•Chows •  Salsas  •  Dressings •  Apple Sauce • 
•  AND MORE • 

Franklin
Cider

Mill
A NATIONAL

HISTORIC SITE
ESTABLISHED 1832

<< OPENING >>
Saturday

September 4th

mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://www.eastbrookedental.com
https://www.franklincidermill.com
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すなわちご両親の背が低くはなくともそれほど高い
わけでもないため、お子さんもそれほど背が高くない
こと。「思春期遅発症」とは、骨発達が比較的遅れて
おり、後学童期中盤まで低身長ではあっても成長曲
線に沿って伸びていき、13-14歳頃からぐっと大きく
なることです（両親の思春期も遅いことが多く、小児
内分泌専門医は母親の生理開始の時期も確認しま
す）。実際の臨床では、この両者が組み合わさったも
のが最も多いです。なお、身長が低くても、成長曲線
の正常範囲であれば、成長ホルモン投与の適応はあ
りません。
　医学的には、息子さんの身長が低めであっても、
成長曲線の正常範囲の中で、線に沿って伸びている
ことが何よりも重要なチェックポイントです。もしも
線から大きく外れていくことがあれば、小児内分泌専
門医の受診をお勧めしますが、現時点で担当医が問
題ないというのであれば、このまま様子を見ていても
大丈夫でしょう。むしろ、背が低くてもコンプレック
スにならないように、自己肯定感を高めてあげること
が何より大事ではないでしょうか。ハリウッドの名優
「アル・パチーノ」の身長は公には168cmとされてい
ますが、実際には165cmもありません。その彼の出
演作「セント・オブ・ウーマン」の学校裁判シーンをぜ
ひyoutubeでご覧になってください（「セントオブウー
マン 字幕」で検索）。盲目の退役軍人（アル・パチー
ノ）が、濡れ衣を着せられた青年を学校裁判で救うた
めに“５分間、瞬きもせずに”訴えたスピーチは、映画
を見た多くの人の心を揺さぶりました。

“It’s a valuable future. Believe me, Don’t destroy 
it. Protect it. Embrace it. It’s gonna make ya proud 
one day,  I promise you”.

「価値がある未来だ　私が保証する　
 潰さずに守ってやれ　優しく 
  その決断を誇れる日が来る」

　アル・パチーノはハリウッドに身長は関係ないこと
を、未来ある若者たちに証明しました。息子さんが自
信と余裕を持った素敵な青年に育ってくれますように
祈っています。

　日米の小児科、医療、育児関連のどんなささいな質
問や疑問も紙面でお答えします。質問をぜひ下記のよ
うに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、紙面で回答します。個別への
メール回答は控えさせていただきます。今回採用され
た「まりもママ」さんには、アマゾンeGift Cardをメー
ルでプレゼントいたします。 

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。

筆者プロフィール：
医師 桑原功光： (くわばら のりみつ) 

Dr. KDr. K

ミシガン州のみなさん、こんにちは。ミシガンも
盛夏を迎えましたね。こどもたちの学校も始ま

り、お忙しい頃だと思います。ついに今号から本格的
に質問コーナーを開始します！　記念すべき第１号
の質問者は「まりもママ」さんです。

＊＊＊
＜今月の質問＞

いつも楽しみに購読させていただいております。
今回、息子（９歳）の身長についての相談です。

毎年身体検査で身長を計測しています。成長曲線
の正常範囲には留まってはいますが、ずっと下限あ
たりを推移しています。医師にも診察を受けました
が、特に他に問題は認めず、このまま成長を見守る
方針になりました。しかし、クラスでも一番小さく、
数歳下の弟ともこのままでは背丈が並ぶのではな
いかと思われるほど身長の伸びが遅く、本人も気に
しています。普段から食事も残さず完食し、栄養的
にも偏りはありません。夫も私も身長は特別小さい
わけでありません。身長が伸びるように十分なカル
シウムを摂取して、バスケットボールもしています
が、成長が緩やかで私たちも口には出しませんが
心配しています。

甲状 腺切除の後に急激に身長が伸びた話や、ト
ランポリンをやらせるといいとか、薬での治療で効
果があったなど、色々聞きますが、このまま成長を
見守るべきか、それとも今から何か対策を取るべき
なのか教えていただきたく思います。

＊＊＊

　まりもママさんは、お子さんが低身長であることが
気がかりなのですね。低身長は小児科の日常診療で
多い質問のひとつです。多くのご家族がさまざまな情
報に右往左往しているのではないでしょうか。結論か
ら申し上げると、身長の伸びには特に「遺伝」「食事」
「睡眠」「運動」が大きく影響します。

[遺伝] すなわち「両親の身長の高さ」です。両親の背
が高いとお子さんも背が高くなる傾向があり、両親の
背が低いとお子さんも背が低くなる傾向があります。
両親の背丈を元にした予測最終身長は以下のように
なります。

・男児：（父の身長+母の身長+13)÷2 ± 9 (cm)

・女児：（父の身長+母の身長-13)÷2 ± 8 (cm)

　このように、最終身長はプラスマイナスのばらつき

があり、個人差が大きいため、あらかじめなかなか予
想できないのが現実です。最終身長を最大限にする
には、食事、睡眠、運動を意識する必要があります。

[食事] 身長を伸ばすにはカルシウムをまずたくさん取
りなさい」とよく言いますが、これは医学的には正しく
ありません。そもそも身長は骨の両端にある「軟骨」
が伸びることで大きくなるのですが、この軟骨の主成
分はカルシウムではなくて、たんぱく質（コラーゲン）
です。そのため、たんぱく質やビタミンも含めて栄養バ
ランスに富んだ食事をとる必要があります。日本では
誇大広告が跋

ば っ こ

扈して、さまざまなカルシウム製剤が売
られています。日本小児内分泌学会では学会ウェブサ
イトに「特にカルシウム製剤は、成長を促進すると思
われていますが、骨を強くする作用はありますが、成長
促進作用はありません」とはっきり明記しています。

[睡眠] 軽視されがちですが睡眠は非常に大事です。
身長の伸びに関わる「成長ホルモン」は睡眠中に分泌
されるため、睡眠不足では成長ホルモンの分泌が低
下します。最近のこどもはかなり夜更かしするように
なり、私の小児神経科外来でも問題になっています。
かつて私が小学生の頃、日本では「ドリフ派」「ひょ
うきん族派」が分かれていました。これらの番組は土
曜日の8時から始まり、毎週月曜日にはクラスメート
と話題にしたものでした。私はドリフ派で、親も「早く
寝なさい」と言いつつも、ドリフを見るのは許してくれ
て、家族で笑いながら見ていたのは今でも温かい思い
出です。つまり、私は小学生時代には遅くても8-9時に
は就寝していました。私は小学生には1日10-11時間
は眠るようにと指導しています。もしも朝７時に起き
るのであれば、夜8-9時頃には就寝しているのが理想
です。あと、睡眠不足は肥満にもつながりますので、
大人も要注意です。

[運動] 適切な運動は身長の伸びに必須です。運動
をすると重力負荷が骨にかかり、実はこの負荷が思
春期の骨成長に欠かせません。宇宙飛行士やオリン
ピック水泳選手は骨密度が低下することがよく知ら
れています。バスケットボールをすると身長が高くな
ると言われていますが、確固たる医学的根拠はありま
せん。バスケットボール選手は背が高い人が多いた
め、そうした迷信が広まったのかもしれませんね。ト
ランポリンにも医学的根拠はありません。どんな運動
であれ、息子さんが楽しく続けられることが何より一
番でしょう。

　最後になりますが、お話から伺うに、おそらく息子
さんは「家族性低身長」＋「思春期遅発症」の可能性
が高いのではと推測します。「家族性低身長」とは、

◆　Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆
Email 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、アマゾンの
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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8月度 月例会 優勝 Schaeffler Group USA 李さん
　8月15日（日）に今シーズン5回目となる
8月度月例会が開催されました。初参加者
1名を含む、総勢63名にエントリー頂き、 
6月度から3大会連続で60名越えを記
録しました。今シーズンは中々コンディ
ションに恵まれない大会が続いておりまし
たが、当日はスッキリとした快晴で絶好の
ゴルフ日和となり、参加者全員が最後まで
気持ちよくラウンドすることができました。
　今シーズンから参加されている会員に
もハンディキャップが付与され、今大会は
何と57名に戴冠のチャンスが巡ってくる

大混戦となり、優勝争いは益々熾烈を極
めることになりました。
　見事優勝の座に辿り着いたのは、
Schaeffler Group USAの李さん。
2016年10月大会以来、約5年振りの栄冠
に輝きました。元々実力者として常に上位
入賞の期待を受け、更なる高みを目指し、
度重なるフォームの改善、クラブやボール
も吟味し、昨年冬から特訓を行い、約1年
間の苦労が報われた瞬間が訪れ、終始興
奮冷めやらぬ様子で、当日の軌跡を振り
返っておられました。弾けた笑顔がとても

印象的でした。
　2位はDenso International America
の山口さん。昨年大会に続き、2度目の2
位入賞。あと一歩及ばずの結果でしたが、
ドライバーとアプローチが好調だったこと
に加え、当日はゴルフの師と仰ぐ方と同組
になり、メンタル面での支えが躍進に繋
がったと感謝されていました。
　3位は中根さん。前月ベスグロを獲得し
た実力者からは、同伴者と天気に恵まれ、
気持ちのいいラウンドなったと開口一番。
100ヤード以内のショット精度を上げる

練習を積み、次回こそは優勝を目指すと
力強いコメントをもらいました。
　次回は9月5日（日）開催となります。い
よいよ今シーズンも残り2回となり、年間
チャンピオンを決定するグラチャン争い
も大接戦となっています。最後まで盛り上
げて参りますので、皆さまの多数のご参加
お待ちしております！

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 山口さん、優勝 李さん、3位 中根さん

www.michigan-kai.com

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Lee Kyu Ha Schaeffler Group USA 41 42 83 17 66
2 Yamaguchi Taichi DENSO International America, Inc. 41 47 88 21 67
3 Nakane Yusuke Individual 40 41 81 13 68
4 Akutagawa Hiroshi Individual 47 47 94 26 68
5 Morioka Yasuhiro BASF 38 42 80 11 69
6 Mizusawa Hank Nissan North America, Inc. 40 39 79 9 70
7 Shinozuka Kevin Celanese 42 48 90 20 70
8 Hirose Toru Individual 49 44 93 23 70
9 Muramatsu Yuzuru TTMS 56 42 98 28 70
10 Yuzawa Toru Mitsubishi Heavy Industries 41 50 91 20 71
11 Saruhashi Takao Daifuku 49 50 99 28 71
12 Harada Naoyuki Sumitomo Bakelite 50 49 99 27 72
13 Kikuchi Mike Individual 42 44 86 13 73
14 Yaoita Tony BDO USA 43 43 86 13 73
15 Kamei Yoshio Yamato Transport 43 45 88 15 73

ドラコン賞（男性）Gold
#8 Toru Hirose (Individual)
#17  Lee Kyu Ha  

 (Schaeffler Group USA)
#17  Toru Hirose (Individual)
ドラコン賞（男性）Blue
#8  Takashi Nagashima (Individual)
#17  None
ドラコン賞（女性）
#8   Danny Cho (Individual)
#17  Keiko Isomura (KDDI)
ニアピン賞
#3  Naoyuki Harada 

 (Sumitomo  Bakelite)
#6  Yasuhiro Morioka (BASF)
#12  Shunji Nagai (Individual)
#14  Jun Okada  

 (Sumitomo Corporation)
ベスグロ賞
79  Hank Mizusawa (Nissan N.A.)

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

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

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

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

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

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


PAGE 1６・JAPAN NEWS CLUB・September 2021

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。

　高温多湿の続く週に、私は閉店間際の小さなスーパーマーケットに立ち寄りまし
た。小さい店舗ながらもセンスの良い生花コーナーの充実しているところで、ただ一目
眺める為だけにも、四季を通じてその品揃えを楽しみに、好んできた処でした。その日
も、よそでの出来合いの花束では決して見ることの無いお花が小ぶりのバケツに分け
られ足元の高さに並んでいたので、もっとよく見ようと軽くひとつのバケツを持ち上げま
したら拍子抜けするほど軽く、水が入っていませんでした。担当の方が後で水を入れよ
うとしていてうっかり忘れたのかしら、このまま閉店されてしまったらと心配になり、私
がお隣のバケツから自分で半分水を分けてあげようかと覗きましたが、隣のバケツも下
２センチほどの水しか入っておらず、そのお隣も空でした。余計な事とは思いつつ、傍
で別な作業をしていた若い女性に声をかけてしまいました。「お忙しい時間にごめんな
さいね、でもここに水が入ってないからお花が心配で。」その方はまず私を見つめ、次
に指差されたバケツを覗き、そして周囲を見渡すと、隣のバケツをいきなり持ち上げそ
の少ない水をただ空だったバケツの方にザッと全部注ぎ、コン！と音を立てバケツを床
に置くと、目を丸くした私には目もくれずさっさとまたご自分の作業に戻ってしまいまし
た。呆気にとられ、頭ではこれを「アメリカらしい」と片付け笑って流せば良いのだろう
なと考えつつも、私の余計な一言の為に入れ替わりに空にされてしまったバケツの方
には綺麗なミニ薔薇が入っていたものですから、あれは一晩置かれ売り物にならなく
なり捨てられてしまったか、と長く引きずり心を痛めることになりました。店舗側にして
みれば「迅速なカスタマーサービス」と二重丸を付けられる対応であったのでしょうか。

　心の伴わない所作に遭遇してしまうのは残念ながら耳新しい事ではなく、そもそも
赤の他人に過剰に自分と同じ心づもりを期待しなければよいことなのです。けれど、小
さな事にも心を配ってくれる人が身近に増えてくれたら、ほんの少しでも、より住みや
すい世になってくれるのではないかと、淡く脆い期待を抱き続けてしまうのです。以前
歴史ある驕奢なレストランで、綺麗に盛られたディナープレートのトレイを上手に肩に
担ぎ身なりもきちんとされていた給仕の女性が、カランと音を立てて落としてしまった
銀のフォークを、立ち止まりかがんで拾い上げるのかと思いきや、いきなり足を振り上
げ「カーン！」と音を立て傍の重厚な古い木の家具の下へ勢いよく蹴り入れそのまま歩
いて行ってしまい、それを食事しながら目の当たりにしてしまった周囲の客らは苦笑す
るしかありませんでした。その行動には一瞬の迷いも見られませんでしたから、それが
当たり前の生き方をなさって来た方だったのでしょう。がっかり、さみしい、でもどうし
ようもなく可笑しい。困ったな、これじゃあいけない筈だけれども。しかしとにかく忙し
い現代のテンポの観点からプライオリティーとタイムマネジメントの天秤にかけられた
ら、あの判断は見事だったのか。あのフォークは何年も後にレストランが解体されるま
で出てこないだろうなあ。背後で静かに流れる室内管弦楽が哀しい余韻を残しました。

　夏の終わりを嫌でも意識するこの季節、そばで必死に生きる野生の生き物たちから多
くの事を考えさせられ学ばせてもらっております。遅生まれのカーディナルの雛が両親
の愛情を一身に受け８月の終わりの暑いさなかでもクラブアップルの低い木の枝を伝っ
て移動の身のこなしの練習をしています。車庫の屋根の上からお父さんが、近くのサー
ビスベリーの枝からお母さんが、それぞれに短く甲高い声で雛に声をかけながら近寄り
また遠ざかり、周囲を鋭く見渡しながら子育てを頑張り、雛はして良いことと悪いこと
ひとつひとつを実践で教わっています。伸び放題の庭の木々の剪定も、それを見てはも
う少しの我慢と先送りしております。ハチドリは、自分が既にどの花に嘴を突っ込んだ
かちゃんと覚えているそうです。人類の悪い例として私のように忘れ、間違い、無駄だら
けの時間をよろよろの手探りで歩み、また戻っては躓き転び、失敗を何度も繰り返すう
ち時間切れのゲームオーバーを迎えそうな生き物とはわけが違うようです。ハチドリの
好む鮮やかな色合いの夏の花に肥料と水を遣り、せっせと咲かせては訪れを待ちます。

　「ホーオ、へー！」甲高い声。鳥の鳴き声辞典があれば良いのにと私は子供の頃から
思っておりました。オノマトペア。デジタル音声の技術にたけた今ならば、同じ興味を
持って下さる方がいれば無理なく実現可能でしょう。世界の人間の言語のみならず野生
の生き物の言葉の翻訳や同時通訳もなされるようになったら、平和共存も夢でなくなり
誤解の少ない世界になりうるか。暗黙で絶対のルールとして自然界の生き物たちは天敵
ともバランスをとりながら上手に共存していたはずでした。どこぞの人間社会の、反対
意見は全く聞かず短絡的思考や感情に訴え、針の先ほどの大きさの例をあたかも巨大
な山のごときイメージにすり替えながら押し出し、勢いだけで異なる意見や思想を封じ
込め抹殺せんとする暗い動きには大きな危険を感じ、将来を憂います。往年の子供向
けクラシックフィルム、アカデミー賞すら受賞したトムとジェリーのエピソードのハラハラ
で終始笑える展開の数々を思い出しながら、敵を知り敵を生かし、互いの長所短所をよ
く理解して上手に補いながら楽しく共存して生きてゆく術を冷静に考察致しております。

織田貴和子

　先日USアマチュア選手権でJames Piotが優勝しました。彼はミシガン出身で、私が
レッスンしているFox Hilsの生徒です。私の生徒ではないですが（笑）、素晴らしい青年
です。これからも見守っていきたいと思います。
　レッスンに来られる方々に必ずプロの試合を見に行ってみてください、と言っていま
す。これは色々な理由があるのですが、まずは

1.	 	プロの一人一人のルーティーンや練習方法をみること	

テレビでは見れない細かい上達のヒントが隠されています。真似してみてください。

2.	 プロでもそこまでアプローチショットはピンに寄らない。

言い方は悪いですが、そこまで皆さんが思っているほどプロはピンに近づきま
せん（笑）。ポーカーやブラックジャックをする人は分かると思いますが、配られ
るカードは運ですが、そこからいかに負けを少なくするのがポイントになってきま
す。ゴルフも似たようなところがあり、バーディーを狙える、取れるという状況に
なるまで辛抱するのがゴルフの一つの踏ん張りどころだったり楽しいところだっ
たりします。なのでプロだからって毎回ピンの近くにアプローチできているわけ
ではありません。安心してください。

　ミシガンはPGA Tour, PGA Tour Champions, LPGA Tour, Symetra Tourが毎年行
われています。9月はThe Solheim Cup がToledo, OH（Noviから1時間）でおこなわれ
ているので見てみてください！

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	

《お花の随筆　第56回》　

天敵
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貸家

■ 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
・個人やサークルなどの広告は
    本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 有料クラシファイド広告　１回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。

□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。

□ カテゴリー
・仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５

□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、Eメール、 掲載期間 を記載。
・広告原稿は郵送、Eメールで。
　お支払いはお申し込み１週間以内に
　下記までお送りください。

□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub
　　　　　@pntrpress.com

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日必着２５日必着

■ ミシガン滋賀県人会会員募集

滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ：
shigavisitingofficial@michiganshiga.org

■		JSDウィメンズクラブ会員募集

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

■		天理大学ふるさと会ミシガン支部発足

当 地 で も ふ るさと 会 が 発 足し定 期 的 に食
事 会、情 報 交 換 会を行 います。お 気 軽 にご
参 加くだ さ い 。お 道 の 方 も 大 歓 迎 で す。 
問い合わせ先：tenri.skylarkhills@gmail.com
または、734-660-2028 
.................................................................................

団体・グループ
■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

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

サービス

■	デトロイト岐阜県人会会員募集

岐阜県に関する情報のメール配信、会員が集
まる食事会の開催などを行っています。岐阜
県出身の方や岐阜県にゆかりのある方、一緒
にふるさと談義をしましょう。
●  問い合わせ先 
gifu@ujeec.org   248-346-3818 

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

クラス・稽古

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

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

■デトロイト武道塾

柔道: 少年部6歳から・一般は14歳以上
合気道(合気会): 一般(13歳以上)

https://greaterdetroitaikikai.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！

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

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

■ Clawson の日本食レストラン 
 ホスト・キャッシャー募集

新規開店の日本食SOZAIでホスト、キャッシャー
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
............................................................................................

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

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

■ ノバイ歯科医院　歯科助手を募集します

ノバイファミリー歯科医院では、フルタイム、
またはパートタイムの歯科助手を募集します。
日本語デスクまでご連絡ください。

(248) 471-3321
    novidentists@gmail.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

■ ノバイの高級コンド貸します

ノバイの高級コンド。2200Sqft、2ベッド・2バス。
芝刈・除雪・水道・ゴミ収集込、屋内駐車。
プール、ジム、サウナ、ジャクジ付。セキュリテ
ィ万全。出張の多い方に最 適 。$24 0 0/月。 
 (248）346-0333
............................................................................................

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://www.sushidenonline.com
https://www.JapanNewsClub.com 
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コミュニティー情報

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

コービー・ラーニング・グループ
Back to School新学期キャンペーン! 

9月1日(水)〜9月30日(木)
期間中新規受講の方には入学金40ドルを免除！

在校生にはクラスの追加で該当月受講料を10％割引！！
☆無料でのクラス受講相談、レベルチェックテスト

および体験クラス(個人クラスの体験は有料) 
を随時受け付けております。
ご予約お待ちしております。

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
在留邦人応援プロジェクト（8月26日から11月29日） 

  ◆ 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   

   【質問事前受付】　詳細はJBSDウェブサイト　　 　　　
     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

• 
  ◆  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　　

 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

　

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

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。

　

Novi周辺
 1.	　Erwin	Orchards(South	Lyon)
61475 Silver Lake Rd
South Lyon, MI 48178
248-437-0150
http://www.erwinorchards.com/

2.　	Franklin	Cider	Mill
7450 Franklin Rd
Franklin Village, MI 48301
248-626-2968
http://www.franklincidermill.com/

3.　	Long	Family	Orchard
1342 East Commerce Rd, Commerce Twp, MI 48382
248-360-3774
https://www.longsorchard.com/

4.	　Obstbaum	Orchards
9252 Currie Rd, Northville, MI 48167　734-560 2840
http://www.obstbaum.com/

5.	　Parmenter's	Northville	Cider	Mill
714 Baseline Rd, Northville, MI 48167　248-3493181
https://www.northvillecider.com/     

6.	　Plymouth	Orchards	&	Cider	Mill
10685 Warren, Plymouth, MI 48170　734-455-2290.
https://www.plymouthorchards.com/

7.	　Three	Cedars	Farm
7897 Six Mile Rd.Northville, MI 48167　248-437-8200
https://threecedarsfarm.org/

                      ※　営業時間等に関しては変更がある場合もあるため 確認してから出発を。
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９月です！
ミシガン南東部

サイダーミルリスト

　今年もサイダーミルオープンの時期になりました。各農家・店舗の
COVID-19対策の違いにご注意を。オンラインで注文を受け付けると
ころもあり。事前に下記より調べてアップルサイダー＆ドーナッツを
楽しんでください。

ロチェスター周辺、アナーバー周辺
その 他 地 区のリストは、こちらのコ
ードからJNCウェブサイトでご覧くだ
さい。方法は簡単、携帯電話のカメ
ラ機能で上記コードをかざすだけ。
あとはウェブサイト（ht tps: //w w w.
japannewsclub.com）クリック。

在外邦人の皆様へ
孤独・孤立及びそれに付随する問題でお悩みの方へ
• 外務省（領事局及び在外公館）は、以下の国内ＮＰＯ団体と連携し、在外邦人の

皆さんが抱える孤独・孤立及びそれに付随する様 な々問題に対してきめ細かく対
応します。

• 悩みをお抱えの方々は、以下の団体の窓口で日本語によるチャット・ＳＮＳ相談
等を受けることができますので、ご利用ください。

特定非営利活動法人あなたのいばしょ (https://talkme.jp)
　SNSやチャット相談を通じて孤独・自殺対策に取り組んでいます。24時間365日、
年齢や性別を問わず、誰でも無料・匿名で利用できます。　

特定非営利活動法人 自殺対策支援センターライフリンク (https://yorisoi-chat.jp)
　SNSやチャットによる自殺防止の相談を行い、必要に応じて電話や対面による支
援も行います。さまざまな分野の専門家及び全国の地域拠点、在外公館と連携して「
生きることの包括的な支援」を行っています。

特定非営利活動法人 チャイルドライン支援センター (https://childline.or.jp)
　18歳以下の子ども対象にお話を聴いています。海外からはオンラインチャットによ
る相談ができます。 対応日時はこちら（https://childline.or.jp/chat/calendar）

特定非営利活動法人 東京メンタルヘルス・スクエア (https://www.npo-tms.or.jp)
　主要SNS（LINE、Twitter、Facebook）およびウェブチャットから、年齢・性別を問
わず相談に応じます。相談内容等から必要に応じて対面相談・電話相談（一般電話回
線の他にLINE、Skypeなどの通話アプリにも対応）、および必要な場合に在外公館を
含む各種公的機関やさまざまな分野のNPO団体へつなぎ支援を行っています。

特定非営利活動法人 BONDプロジェクト (https://bondproject.jp)
　“生きづらさを抱えた10代20代の女性”に世代が近い相談対応スタッフが寄り添っ
て一緒に考えます。SNS、電話、対面、同行支援等の相談を行っています。
    　出典：外務省 海外安全ホームページ

https://jbsd.org
https://healthcare.ascension.org/Locations/Michigan/MIDET/Novi-Ascension-Providence-Hospital-Novi-Campus/Japanese-Program
http://www.erwinorchards.com/
http://www.franklincidermill.com/
https://www.longsorchard.com/  
https://www.longsorchard.com/  
http://www.obstbaum.com/ 
https://www.northvillecider.com/
https://www.plymouthorchards.com/
https://threecedarsfarm.org/ 
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://childline.or.jp/chat/calendar
https://bondproject.jp
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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。。

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。

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

現在ホスト、キャッシャーも募集しております

call for reservations (248) 677-3232
PROUDLY SERVING SUSTAINABLE SUSHI

sozairestaurant.com

JAPANESE AND BEYOND

Metro Detroit に新規開店！　
寿司 ・ 割烹料理

豊富な日本酒も用意しております！

シェフのお任せ料理をカウンターでくつろいでお楽しみ下さい。
ご予約はお電話で

http://chicagokai.com
https://jasminehairsalon.com
http://izakayasanpei.com/
http://japaneseculturalcenter.org/
https://www.sozairestaurant.com/
https://www.kobylearn.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

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

734-274-4505
CenterraPointe.com

ミシガン州 アナーバー市
　これからのスタンダード。それは
　　　　快適な賃貸アパート暮らし

プレミアム仕上げの内装・アタッチガレージ
良質アメニティ多種・便利なロケーション

ベッドルームアパートメント

詳細はこちらから

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

https://www.novidentists.com/
mailto:meiwei888%40gmail.com?subject=
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
https://centerrapointe.com

