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９月12日、ミシガン州Saginaw市にあ
るJapanese Cultural Centerにて、

在デトロイト日本国総領事館のスポン
サーのもとJapanese Festivalが行われ
た。コロナウイルスの影響で昨年はオン
ラインイベントとなり、実質２年ぶりと
なったこちらのフェスティバル。進藤雄介
総領事を迎え、約30人のボランティアが
活躍した。スタッフはミシガン州在住の
書家、藤井京子氏が揮

き ご う

毫した文字入りの
Tシャツを着て、約300人の入場者を温か
く迎えた。
　Japanese Cultural Centerはデトロ
イトから約100マイル北にあるSaginaw
市にある。Saginawと徳島市は姉妹都
市。1961年、徳島からSaginaw市へ留学
した高木宏幸氏が帰国後もSaginaw市

滞在時に知り合った友人と友情を深め
ていた。その友人の知人がSaginaw市長
に就任したことがきっかけで、徳島市と
Saginaw市との縁は姉妹都市提携へと
発展した。1971年に日本式庭園（徳島サ
ギノー親善庭園）が開園。その後、日本
の茶室建築と庭園の匠をアメリカにもた
らした。茶室の建築設計と組み立てを一
度日本で行い、解体し、それをアメリカ
で現地の労働者とともに組み立てなおし
た。1986年、日米の共同の力で16世紀
の数寄屋造様式の茶室、阿

あ わ さ ぎ の う あ ん

波鷺能庵は
生まれた。その茶室と3エーカーの敷地を
誇る日本庭園を舞台に、Japan Festival 
in Saginawは地元からの入場者を中心
ににぎわった。
　最も人気の茶会は２回、各回17名限定

室に設けられた椅子席に集まった観覧者
は1回目は裏千家、2回目は表千家のお点
前の観覧を十分楽しんだ。所作の一つ一
つ、亭主と客のやり取り、床の間に掛けら
れた掛け軸、生け花が持つ季節感、茶道
具にこめられた匠の極みについてボラン
ティアが逐次英語で参加者に説明した。
観覧者は静寂と荘厳さを理解した。お点
前中には音もたてず見入るように所作に
注目していた人々は、最後に出演者が一
堂に会し観覧者に一礼したときには一挙
に拍手でその感動を表した。「亭主はな
ぜ一緒に茶を飲まないのか」「客と亭主

日本とアメリカの懸け橋日本とアメリカの懸け橋
       Japan Festival in Saginaw       Japan Festival in Saginaw ２年ぶりに開催 ２年ぶりに開催
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の会話の内容は決まっているのか」など、
もてなしと味わいに対する本質的な質問
も出た。
　テレビでの案内を見てグランドラピッズ
からこの茶会に参加したご夫婦は「所作
の一つ一つに敬意、深い意味、自制を感
じた。すべてに現代には失われているも
のをお点前に見た。Discipline（規律、
立ち振る舞い、などの意）、まさにその通
り。」と感動を語った。その女性はK-12
（幼稚園から高校まで）の教育に携わっ
ている方で、ひとしお一連の所作に感動
していた。

（上）茶の湯の披露の風景 （下左）鷺能庵の裏手、日本の風景を思えわせる花 （々下右）茶室の網代編みの天井

今月今月のの  Japan News Club
で行われた。残念ながら茶
菓の提供はコロナ感染防止
のためなかったが、立礼式茶
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　お茶会の後に表・裏千家のみなさんに
お話を伺った。「楽しくお点前を披露でき
た」「２年ぶりの日本祭りでの披露だった
が、終わってほっとしている」「お茶を好き
な方にもっと知っていただきたい」「コロ
ナの収束を願っています」等、安堵ととも
に今後も日米の懸け橋として日本文化を
広く楽しんでいただける方との交流を望ん
でいる力強いメッセージをいただいた。
　会場は阿波鷺能庵の周囲の日本庭
園。入場した人々が楽しめるように、折り
紙、生け花、書道、盆栽のブース、グッズ
や地元陶芸家の作品販売、パフォーマン
スステージが設置された。現地の若い人
の入場者が多い印象だった。書道体験
ではボランティアの補助を受けながら、
慣れない筆遣いに苦労しながらも自分の
名前を書いて楽しむ入場者や、折り紙の
世界の精巧さに興味を示す人々の姿が見
られた。遠方からのパーフォーマンス参
加では、長年ワシントンDCのNational 

Bonsai & Penjing Museum of the 
U.S. National Arboretum でキュー
レーターを務めた盆栽家Jack Sustic氏
が、参加者に作品をプレゼントするラッフ
ル（くじびき）を企画し、入場者を楽しま
せた。地元陶芸家のTim Rickettsさん
の作品の展示販売も行われた。
　Saginawのダウンタウンと隣の教会を
木々の合間に垣間見ながら、水量豊か
なSaginaw川沿いに建てられた茶室と縁
側から臨む日本式庭園は、あたかも日本
の一景色を切り取ったようだった。ミシ
ガンにいながら日本の趣を感じた空間と
も言える。特設テントに設けられたステー
ジでは、地元歌手Emily Bischoffさん
の歌、Ensemble Hanabi, Koto, Cloud 
Hands of MichiganのTaichiと多彩
なジャンルの発表があった。Japanese 
Festivalの締めくくりはダイナミックな太
鼓のパフォーマンスだった。Great Lakes 
Taiko Centerの演奏は、ミシガン湖やミ

The Japanese Cultural Center,
  　　Tea House, and Gardens

http://japaneseculturalcenter.org/   
イベント情報は Facebook：
Japanese Cultural Center, 
Tea House and Gardens of Saginawで。 
　
最近、ウェブページが上記に統一されたのでご注意を。

シガンの自然を時には
力強く、また時にはその
静けさを表現し、人々を
ひきつけていた。
　 主 催 者J a p a n e s e 
Cultural Center, Tea 
House and Gardens 
of Saginaw, Inc.の 
阿津ますみさんは、コロ
ナ感染に対しての安全
対策がやはり一番の課題であり、会場の
設定を若干変えたり、準備の段階からボ
ランティアには十分に衛生と感染予防の
指導をして協力を求めるなどコロナ禍の
中安全な環境を提供できることをまず考
えていた、と語った。今回のイベントは２
年間の思いを温め、その準備が十分なさ
れており大成功だったと言えよう。若い入
場者が多く、日本文化への理解を求めて
いる地元の人々の関心の高さを伺うこと
ができ、多彩な出演者・出品者を得たの
は主催者の熱意を反映していた。
　阿波鷺能庵のあるJapanese Cultural 

Centerへは、Novi方面からはUS-23を
走ると１時間ほど。毎月第２土曜日に予約
制のお点前のデモンストレーションを行っ
ているので、日本文化に興味のあるアメリ
カ人を誘うには最高の機会だ。参加費は
＄10。すぐに予約がいっぱいになるので、
早めの予約を。また、日本文化に関するイ
ベントも企画されている。Japan Festival
のパンフレットにもあるように、阿波鷺能
庵の運営は50％がSaginaw市から、10％
はイベントなどの催しものから、残りは寄
付で賄っている。この本格的な茶室の維
持には地域からの協力が大切になってく
る。ご興味のある方は下記ウェブサイトで
も寄付を募っている。

（上）屋外の会場
で展示された

生け花

（下）フィナーレを
飾った

Rai-On-Taiko

文・写真：JNC編集局（上）表・裏千家のみなさん　（下）折り紙のデモンストレーション 日本庭園の風景

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

2021年度 JBSD基金ファンドレイジングゴルフ大会開催2021年度 JBSD基金ファンドレイジングゴルフ大会開催

去る8月26日（木）、デトロイト日本商
工会基金（JBSD基金）は、2021

年度ファンドレイジングゴルフ大会をイン
ディアンウッド・ゴルフ＆カントリークラブ
において開催した。
　コロナの感染動向について先行きが不
透明な状況もあるなか、州（MDHHS）
のガイドラインに従って会場との打合せを
行い準備を進められた結果、50名が参
加。無事開催される運びとなった。
　同基金の具体的な使途は、JCMU
（ミシガン大学州立連合）ならびにYFU
（Youth For Understanding：高校生
の海外留学サポート組織）が運営する日
本留学プログラムに対するJBSD基金奨
学金、そして、州内の非営利団体の活動
支援のためのグラントなど、地元のNPO
活動や、学生などの個人・団体への支援
だ。JBSD基金活動の基盤となる一年で

も大変重要なイベントとなっている。
　当日の表彰式では、岩附JBSD基金理
事長から未だ厳しい状況の中にもかかわ
らず多くの方の参加があり同大会が開催
されたことにお礼が述べられ、ミシガンと
日本の相互理解と友好を促進するという
JBSD基金のミッションを遂行するために
ご寄付を使わせていただくことを報告し
た。
　例年はゴルフ後に日本への体験留学を
した大学生を招いて支援者へのお礼や留
学体験談を共有する時間が設けられる
が、コロナ禍において今年はそれが叶わ
ず。「来年はぜひ学生たちの声もお聞きし
たい」とJBSD事務局長植田氏。「本年の
ゴルフ大会にご参加をいただきました各
社様には改めましてお礼申し上げます。」 
　　　(取材協力・写真　JBSD基金） 

2021年度　JBSD基金
　ファンドレイジングゴルフ大会　支援企業　（ABC順）

•	 Aisin	Technical	Center	of	America,	Inc.
•	 Aisin	World	Corporation
•	 AW	Transmission	Engineering	U.S.A.,	Inc.
•	 Butzel	Long
•	 Comerica	Bank
•	 DENSO	International	America,	Inc.
•	 Fragomen,	Del	Rey,	Bernsen	&	Loewy	L.L.P.
•	 HIROTEC	AMERICA,	INC.
•	 Hitachi	Automotive	Systems	Americas,	Inc.
•	 Hylant	Group,	Inc.
•	 INOAC	USA,	INC.
•	 Magna	International
•	 Mitsubishi	Electric	Automotive	America,	Inc.

 

•	 Plante	Moran
•	 Ray	Law	International,	P.C.
•	 TGK	North	America,	Inc.
•	 Toyota	Motor	North	America,	
Inc.
•	 Yazaki	North	America,	Inc.

優勝チーム　
AW	Transmission	Engineering	U.S.A.,	Inc.    JBSD基金理事長 岩附氏 

 Aisin Technical Center of 
America, Inc

https://riveroakswest.com
http://takadadentalclinic.com/
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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

10月のイベント 2021年10月1日～10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。

秋です！ハロウィーン、サイダーミル、紅葉などを楽しめる季節ですね！そんな秋に役立
つ会話をいくつかご紹介します。

Popular Autumn Conversations：一般的な秋の会話
 クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識

Trick- or-Treating　トリック - オア - トリーティング 

A)	 Trick-or-Treat!	 （トリック - オア-トリート！）
B)	 Oh,	you're	so	cute/handsome!		What	are you?*
	 	 （あら、とてもかわいい / かっこいいわね！あなたは何かしら？）
A)	 I'm	Batman!	/	 I'm	a	ghost!	 	(If	the	parent	talks:	She's	a	princess.	/	He's 

Dracula.)		（僕はバットマンだよ！/私はおばけだよ！（親が返事する場合：彼女はプリ
ンセスです。/彼はドラキュラです。）

B)	 Well,	here	you	are!		Happy	Halloween!
	 	 (あらそう。これをどうぞ！楽しいハロウィンを！)
A)	 Thank	you!		 （ありがとう！）

*		“What's	your	costume?”（あなたのコスチュームは何？）や  	“What	do	you	wear?”
							（何を着ているの？）と言わないように注意しましょう。未来形で話す場合は、
    “What	will	you	be	for	Halloween?”（ハロウィーンには何になるの？）や
    “I	will	be	Wonder	Woman!”（私はワンダーウーマンになるの！）と言いましょう。

Cider Mill　サイダーミル

A)	 What cider mill do you recommend?	（あなたのお勧めのサイダーミルはどこ？）
B)	 I	recommend	Long's	Orchard,	Three	Cedars	Orchard,	Erwin	Orchard	and	

Spicer's	Orchard.		They	have	things	like	hay	rides,	corn	mazes,	petting	farms,	
play	areas	and	more!

							(私のお勧めは、Long's	Orchard、Three	Cedars	Orchard、Erwin	OrchardとSpicer's	
Orchardよ。そこには干し草の乗り物、トウモロコシ畑の迷路、ふれあい農場、遊び
場などがあるのよ！）

A)	 Oh,	sounds	nice	but	I	just	want	to	get	donuts.	
            （あら、いいわね、でも私はドーナツだけが欲しいのよ。） 
B)	 Oh,	then	I	recommend	Parmenters	or	Franklin	Cider	Mill.		But	Long's	Orchards	

are	my	favorite	donuts	because	they	are	small	and	soft,	like	an-donuts.
						（そうなの、それなら Parmenters か Franklin Cider Mill がお勧めで小さくて柔らかい

アンドーナツみたいのもあるのよ。）
A)	 Oh,	that	sounds	yummy!		Maybe	I'll	go	there!
	 	 （そう、おいしそう！多分行ってみるわ！）

*		“What	do	you	recommend	cider	mill?” と言わないように注意しましょう。よく間違ってし
まうのが最後に名詞をおいてしまうことです。“What	(noun)	do	you	recommend?”

	 （何（名詞）がお勧めですか？）  のようなパターンを使いましょう。それに対する返答は名詞
を最後におきます：“I	recommend	(noun).”（名詞）がお勧めです。）

 Autumn Colors and Leaves　紅葉

A)	 	So,	where	are	you	going	to	go	see the fall colors?
	 	 （ところで、紅葉はどこへ見に行くの ?）
B)   Well,	I'm	going	to	check	the fall foliage map	for	Michigan	to	find	the	best	

places.*	You?
	 	 （ミシガンで一番の見頃な場所 * を fall foliage map で探してみるわ。あなたは？）
A)  We	 just	 like	 to	drive	 around	and	view the autumn colors	 in	 the	

neighborhood.		We	can	even	see	it	from	our	house	because	we	have	a	
beautiful	tree	in	our	front	yard!（近所をドライブしながら、紅葉を見るのが好きな
の。家の前庭に綺麗な木があるから、家からだって楽しむことができるのよ！）

B)    Yes,	but	you	also	have	to	do	a	lot	of	leaf raking,	too.
  （そうね。でも、大量の落ち葉集めをしないといけないわね。）
A)					Yeah,	its	not	fun.		But	my	kids	like	to	jump	in	the	leaf pile!
  （そうなの。それは全然楽しくないわ。でも子供たちはその集めた落ち葉に
    ジャンプするのが好きなのよ！  ）

*		何か動いている物または座って長時間見ることではないので	“…watch	fall	colors”（紅葉をみ
る）と言わないように注意しましょう。“See”（見る）や 	“look	at”（見る）の方が良いです。

Michigan	Fall	Colors/Foliageでミシガンの紅葉情報を検索してみてください。
Enjoy	the	Michigan	Autumn!　ミシガンの秋を楽しんでください！

ノバイ市の“アジア ビレッジ”ノバイ市の“アジア ビレッジ”
「桜ノバイ」開発、前進「桜ノバイ」開発、前進

2021年9月17日、ミシガン州
ノバイ市のアジアビレッジ開

発プロジェクトを進めるSakura 
Novi, LLCは、ノバイ市のグラン
ドリバーアベニューとタウンセン
ターの北東の角に位置する以前
市が所有していた10エーカーの
区画にあるすべての空き建物の取り壊
し申請を提出したと発表した。この土地
は、今年8月20日にSakuraNovi, LLCに
よって市より購入されたばかりで、15エー
カーの開発用地の一部。「桜ノバイ」プロ
ジェクトがいよいよ本格的に始動するこ
ととなる。

　当初「アジアビレッジ」と呼ばれたアジ
アをテーマとするこの「街づくり」プロジェ
クトの計画は、後に“Sakura Novi”と名付
けられ、ミシガン州で、初のアジアをテー
マにした多目的不動産プロジェクトとして
開発実現を目指し、推し進められてきた。
現在、将来の「桜ノバイ」を描いたキャン
パスには、３万平方フィートのレストランと
小売店スペースが、そして132のタウンハウ
ス・アパート、1万4,000平方フィートのオ
フィス群、また池を囲むアジア風の庭園な
どが配置され、当地に住む日本人や関係
者、その他地元の日本文化ファンからも大
変高い関心が寄せられている。

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

 

 

BIRMINGHAM, MI.  (September 17th, 2021) - Today, Sakura Novi, LLC submitted its application to 
demolish all of the vacant buildings on a 10 acre parcel formerly owned by the City of Novi in 
downtown on the North-east corner of Grand River Avenue and Town Center Drive.  The former 
City property was purchased by Sakura Novi, LLC on August 20th, 2021 and will become part of a 
15 acre development site.   This application, required by the City when it re-zoned the property 
last May, is the first step in cleaning up the land and starting the development of Sakura Novi.   

Sakura Novi is the first Asian-themed mixed-use project in Michigan.  The Sakura Novi campus 
will feature a 30,000 sf collection of restaurants and retail; 132 townhouse apartments; 14,000 
sf of professional office; and Asian-inspired gardens surrounding a pond.   

 

Originally dubbed “Asian Village”, Sakura Novi has been in the planning stages for several years.  
Government, civic and business leaders have all helped in the development of this concept.  At 
a meeting several years ago at the City of Novi Civic Center, community leaders, including 
members of City Council, representatives from Oakland County, Japanese Deputy Consul 
General Ryoji Noda, and Japanese Business Society of Detroit Executive Director Shosaku Ueda, 
brainstormed what this vision of an Asian-themed district should provide.  Now that the land is 

  本プロジェクトは、数年前より政府、市
民、および地元のビジネスリーダーによ
り支援されてきた。ノバイ市シビックセン
ターで開催された会議では、市議会の
メンバー、オークランド郡の代表、当時
在デトロイト日本国首席領事であった野
田氏、デトロイト日本商工会事務局長の
植田氏と、コミュニティリーダーもこのビ
ジョンについてブレインストーミングを
行った背景がある。
　
　この一帯の土地が再区画整理され市
から開発グループに売却された今、ノバ
イ市ダウンタウンの中心部にある「桜ノ
バイ」開発は、これからも引き続き国際
地区として発展するために、市の取り組
みの中心となることが期待されている。
　
　開発グループによると桜ノバイプロ
ジェクトの着工は2021年末を目指して
いる。2023年春のグランドオープニン
グに向け、大きな一歩を踏み出したと言
える。　　　　　

Japan News Club 公式ウェブサイト
www. 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
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心臓病治療の最前線

第164回    菅総理、ご苦労様でした。第164回    菅総理、ご苦労様でした。

　9月3日、日本の菅総理は、今回の自民党総裁選挙
に立候補しないという声明を発表され、事実上の退
陣を宣言されました。コロナワクチンの積極的な導
入と普及を始め、数々の良い施策を次々に実行し、成
功されたのにも関わらず、地味な人柄からか、国民か
らあまり高く評価されなかったことは大変残念で、
これからまだまだやり残したことが多くありそうで
すが、次の首相へバトンタッチされることとなりそう
です。菅政権の功績は数々ありますが、なんといって
も、首相就任直後のアメリカ訪問でバイデン首相と
真っ先に首脳会談を開くとともに、ファイザー社の
社長と直談判で、１億本のワクチンの日本への供給
の約束を取り付けたことは、特筆にあたります。その
後も国内での数々の困難を押し切って、当時日本の
誰もが不可能と考えていた一日100万本のワクチン
接種を公約し、実行し、超過達成したことは、なんと
いっても菅総理の業績でした。やっと日本国内のコ
ロナ新規感染者数が低下し始めているのは、菅総理
の努力に負うことが多いと思っています。私の日本在
住の家族、友人たちに代わり、厚くお礼を申し上げま
す。菅首相ありがとうございました。
　その他、菅総理の功績としてあげられるのは、東
京五輪、パラリンピックの開催および成功、デジタル
庁の創設、福島原発処理水の海洋放出決定、“従軍
慰安婦”表現不適切との閣議決定、重要土地利用規
制法の制定、不妊治療への保険適用、携帯料金値下
げ、日本学術会議の見直し、台湾外交の進展、などこ
れまで懸案となっていたにもかかわらず、火中の栗
を拾う勇気のあるリーダーがいなかったために先送
りされてきた懸案を次々に解決、実行されてきた点
にあります。国民のためになると自分が信じることに
は、不人気となるのを覚悟で実行するのがリーダー
の条件で、菅総理は、まさにそのリーダーとしての役
割を立派に果たされたと思っています。

　JAMA（アメリカ内科学会雑誌）９月２日号に興味
深い記事が載っていました。それは、2020年の7月
から、2021年の5月まで、毎月、アメリカ全国で行わ
れた1,443,519献血者の検体の血液について、コロ
ナウイルスのS抗体とN抗体が存在するかどうかを検
査し、それを、採血場の郵便番号地域での性別、年
齢、人種などによって補正したものと照らし合わせ
て、時時刻刻の累積感染者の数と比較した結果につ
いて報告したものです。N抗体は、過去のコロナ感染
のみによって陽性となり、S抗体は過去のコロナ感
染かワクチンの接種により陽性となります。これによ
り、SもNも陰性であれば、ワクチンも、感染も起きて
いない人、Sだけ陽性であればワクチンを打った人、
NもSも陽性であれば、その人に過去にコロナの感染
が起きたことの証明になります。このN陽性の人の中
には、ワクチンを打ったのちに感染した人、感染が起
きた後ワクチンを接種した人、ワクチンを打たず、感
染が起きた人の全てが含まれます。この図１のグラ
フを見てみると、アメリカ全土で、なんらかの経緯で
新型コロナに対する抗体を持っている人は、2021年

5月現在、80%を超えています。そのう
ち、なんと約４分の一は、新型コロナ
の自然感染によって、抗体を獲得して
いることがわかります。しかも、図２に
よれば、時々刻々の感染状況と比べて
みると、疫学的な“感染者（＝発症報
告者）”に比べて、抗体陽性者（＝感染
者）数は、約２.１倍から３.１倍となっ
ていることがわかります。つまり、新型
コロナの感染者のうち約半数は、無症
状か、ごく軽い症状で、コロナ感染の
自覚がない人だということがわかりま
す。従って、感染者＝発症者ではなく、
発症報告者がいればそのおよそ倍の
人数の感染者がいるということがわか
ります。
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図２　月別のコロナ発症報告者数およびN抗体検査によって判明した感染者率。（JAMA Sept 2, 2021)

コロナ感染者▶︎

コロナ発症者▶︎

感染者/発症者比▶︎
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図３。2021年8月19日現在のオレゴン大学病院のコロナ患者入院者数、集中治療室入室者数、呼吸器装着者数。白色が、
ワクチン未完了者。黄色がワクチン二回接種完了者。重症者は圧倒的にワクチン未完了者に多いことがわかる。（personal 
communication)

　また、感染者：発症者率が2020年7月の３.１から
2021年5月の２.１に下がった原因としては、PCR検査
の普及などにより、新型コロナ検出率が向上したこ
とが関与しているかもしれません。また、図１によれ
ばワクチンが導入された2020年の12月以降のS抗
体陽性率の急上昇は、その大部分が、ワクチン接種
のおかげだということがわかります。

　最後に、8月19日付のオレゴン大学病院の入院者
数、集中治療室入居者数、および呼吸器装着患者数
をコロナワクチンを接種したかどうかで層別化した図
（図３）をお示しします。ワクチンはコロナによる重
症化を防ぎます。ワクチン未接種の人は、どうか、こ
れらのデータを見た上で、賢明な判断をしていただ
けるようお願いします。

図・出典：JAMA (アメリカ内科学会雑誌）

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
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居座るコロナ、秋風吹くバイデン政権
混迷する民主党

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

（第224回）

　１０月（神無月）。日本では全国の八百万（やおよろず）の神々が出雲に集まり、
土地神様が不在になる各地では神無月。逆に出雲だけは神様全員集合の神在月
（かみありづき）です。出雲以外の住人は今月神頼みしても声が届かず、願いは叶
わないかもしれません。逆に出雲の住人が「神様が大勢ござる。」とあれこれお願
いしても聞いてもらえるとは限りません。何処にいても先ずは自助努力ですね。私も
ですが（汗）。ミシガンは秋のお彼岸が過ぎた途端に朝晩かなり涼しくなり暖房の
スイッチが入る日が出てきましたが、新型コロナとその変異株だけでなくインフル
エンザの流行も予想される冬場に向かう季節の変わり目は、お互い体調管理に気を
つけましょう。

　コロナと言えば、日本では９月３０日付で１９都道府県の緊急事態宣言および８県
の蔓延防止法が一斉解除されましたが、その週末いきなり都市部で人出が急増した
との報道があり、直ぐにまた逆戻りにならないかハラハラします。解除後３〜４週間
の新規感染者数の動きを注視する必要があります。菅前首相退任に伴い先月末誕
生した岸田自民党新総理・新首相の重要政策はコロナ対策と経済復興という従来
路線に貧富の差・二極化を是正する『富の再分配』を掲げているようですが、従来
以上にはっきり目に見える効果と成果を見せてほしいものです。岸田新首相は外務
大臣経歴があり、外交面では知識・経験がありますが、従来露出度が少なく存在感
は薄いため内政、外交とも安倍・菅政権時代から続いている基本路線に大きな変
化は期待できなさそうです。

　本号では定番のスポーツ関連コメントは割愛し、本題に入ります。拙稿作業時に
はまだMLBのレギュラーシーズンが終了しておらず、プレーオフ出場チームも確定し

ていないため、大谷選手関連だけでも書きたいことが沢山ありますが、次号のお楽
しみに願います。

　さて、今回のテーマは「居座るコロナ、秋風吹くバイデン政権、混迷する民主党」です。

　先のCDC発表によると、米国では９月末時点でコロナワクチン接種有資格者の
７７.５％が少なくとも１回は接種済み、６５％が接種完了済みとのこと。いまだに３
割前後の有資格者が未接種ということになりますが、ワクチンが異例の早さで開
発・認可され有資格者は誰でも無料で接種を受けられるにもかかわらず、まだこ
れほどの未接種者（約７百万人）がいるのは驚きです。そのため同じく先月末の統
計データでは、全米で世界の１９％にあたる約４,３５０万人の累計感染者数、また
１４％にあたる約７０万人の累計コロナ死亡者数となり、これは第１次世界大戦下の
１９１８年から１９２０年にかけて世界中で大流行したスペイン風邪パンデミック時
の米国内総死亡者数を上回る惨状と悲劇です。いずれも世界最悪の数字でトランプ
前大統領が掲げたアメリカ・ファーストが別な意味で実現してしまい、これがMAG 
A（メイク・アメリカ・グレート・アゲイン）の悲劇的結末でもあります。
　当地ミシガンでも学校の新年度、新学期が始まり、幸い今のところコロナ絡みで
クラスター感染発生など大きな問題は出ていないようですが、油断禁物ですね。カ
リフォルニア州ではワクチン接種有資格者で対面授業受講の学生・生徒に対して全
米初のワクチン接種を義務化。同様に人口密度が高く校内・クラス内でも密になり
やすい他州もこれに追随するとより安心ですが、拒否・反対派も多くどうなります
か？新たなニュースとして先月末には薬品製造大手のマーク社が開発したコロナ治
療飲み薬が入院・死亡のリスクを１／２に軽減する効能があり、FDAに実用化を緊
急承認申請する予定との報道もありましたが、これはあくまで感染・発症後の事後
対応処理であり、リスク軽減効果も１／２でありゼロにはなりません。事後対応処理
よりも事前の予防であるワクチン接種が現存する最善・最強の対策であることに変
わりありません。つい２ヶ月ほど前には全米でワクチン接種率第１位で州知事もTV
会見で誇らしげだったウェスト・バージニア州が９月末には接種率が全米５０州で
唯一５０％未満の最下位、死亡率はワーストワンと天国から地獄へ急降下。州知事
がTV会見で今度は必死の形相で州民に即ワクチン接種を促していたのが気の毒で
した。

　バイデン政権はワクチン未接種の一般国民への説得策、指導策の一環として連邦
政府の省庁や各部署の職員を始め出入りする取引業者の社員に対しても先月から
ワクチン接種を義務付けましたが、多くの病院や医療・診療所、顧客との接触機会
が多い航空会社やWOKE（ウォーク＝目覚めた）と呼ばれて社会現象や風潮に敏
感で社会正義や人道的意識の高い民間企業でも社員にワクチン接種を義務付け、
未接種のままだと事前の接種猶予許可がない限り解雇や退職勧告の対象となるた
め、９０％以上の接種率を実現しているようです。
　しかしながら同時に他方ではワクチン拒否・反対派も根強く、医療現場の最前線
で患者と毎日のように接触する医療従事者の中にも患者や周囲に対する説得努力ど
ころかワクチン接種拒否・反対する人が少なからず存在するのは驚きでしかありま
せん。ワクチン接種すれば自分自身の感染予防はもちろん、患者や同僚、家族や周
囲の人に感染させるリスクや重症化、入院、死亡のリスクを遥かに軽減できるにもか
かわらず、偽情報、誤情報を恥も外聞もなく継続拡散している偏向報道メディアや
悪意ある洗脳・扇動的SNSメッセージの悪影響を受けてワクチン接種すると妊婦は
流産や胎児に異常が起きたり、体が磁気を帯びるなどとのデマを鵜呑みにしたり、
接種してもブレークスルー感染する人がいるとか、接種後に体調不良や不快感を訴
える人がいたり、死亡したケースもあるなどと、確率が１％未満の極めて稀な例外的
ケースを言っているようですが、肝心のワクチン未接種の人と接種済みの人の感染
率、重症化率、入院率、死亡率の比較や未接種の場合のリスクが何十倍とはるかに
大きい事実が看過され科学的な事実・データに基づく説明や真剣な議論が十分に
なされていないのが残念でなりません。
　また、フロリダ州、テキサス州、ネバダ州、ミズーリ州、ミシシッピ州、サウスダコタ
州など州知事が率先して個人の選択の自由を理由に公共の保健衛生を無視した言
動を押し通そうとしているワクチン拒否・反対派はマスク装着も反対のまま具体的で
有効なコロナ対策の提示も指導もなく「企業や商店は営業しろ」「学校は対面授業
再開しろ」とゴリ押ししていますが、では一体どうやって顧客、社員、店員、学生・生
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徒、教師・教員、一般州民をコロナ感染から守るのか？安全と健康を保証するのか？
という点が事実と科学的データを基に理路整然と説明されているのを聞いたことが
ありません。ラッキーを神頼みし、サイコロ博打のような有り様で情けないですね。

　しつこく居座るコロナのせいでワクチン未接種者がその９５％以上という新規感
染者数、入院患者数、死亡者数に歯止めがかからず、最前線の病院・医療機関の受
入れ病床数、医療スタッフ数は全く余裕がなくなり、医療従事者は連日連夜の勤務
で疲弊し、州や都市、市町村によっては患者をトリアージ（選別・優先順位付け）せ
ざるを得ないとか、州内では受け入れ先が見つからない場合は近隣州・都市や隣接
市町村に転送せざるを得ず、たらい回しの転送中に患者が死亡する悲報もありまし
た。ニューヨーク市内の病院、医療機関などではワクチン接種の義務化を頑固に拒
否するスタッフが退職または解雇され、ただでさえ不足しているスタッフの人員不足
に拍車がかかるケースもあり、ワクチン接種してもしなくても悩みは尽きません。この
煽りを受けて、世界的な半導体不足、物不足、人手不足、物流サービスの供給不足
と大幅遅延など複数のマイナス要因により８月まで回復・拡大基調が続いていた景
気動向、経済指標、雇用創出にも陰りが出て、史上最高値を更新していた株価も先
月には急落し一時の勢いがなくなりました。先日認可されたファイザー社の３回目の
ブースターワクチン接種を含めて全米のワクチン接種数・接種率が上がらないとこの
先、更に景気の落ち込み、株価の続落につながるかもしれません。

　バイデン大統領就任後、当初の６ヶ月はプラス効果の高い政策実施で比較的順
調に推移し、国民の支持率も常に５割以上６割前後あったものが、ここにきて急落
し統計的にただでさえ分の悪い来年の中間選挙に向けて逆風が強まってきました。
８月末で作業完了が正式発表されたアフガニスタン派遣・駐留米軍の最終的撤退
にまつわるゴタゴタや先月突然表面化したメキシコ国境のテキサス州の橋梁下に集
まったハイチ人を主体とする何千人もの移民・難民の取り扱い対応、メキシコ湾岸を
襲ったハリケーン・アイダの残した爪痕（直撃を受けたルイジアナ州ではもう１ヶ月以
上も停電が続き仮設避難所で耐乏生活を強いられている人が多数）、テキサス州
で立法化された新たな中絶禁止法、既に上院では事前可決・承認されているもの
の下院民主党内の意見の対立で遅 と々して進まない新規インフラ投資予算案及び
総枠３.５兆ドルのリコンシリエーション（財政調整）法案の議会通過・承認・実施
など早急に対応処理、解決せねばならない問題が山積みで、バイデン政権に秋風
が吹き込んでいます。この対応を誤ると共和党が多くの州で立法化に走っている有
権者資格・投票権の制限・制約強化法と相まって、現状でも民主党が僅差マジョリ
ティーの下院、同数の上院（同数投票の場合は副大統領のタイブレーク投票権で民
主党が紙一重マジョリティー扱い）の力関係が逆転し、大統領は民主党でも共和党
マジョリティーの上下院では法案議決権を自力でコントロール不可能になり、就任
前に国民に約束した公約や民主党の重要政策の具体的実施の道筋が閉ざされてし
まい、更なる国民の不満、支持率の低下、２０２４年の次期大統領選で共和党に政
権奪取される恐れが大となってしまうので、これ以上失点が許されない今が踏ん張
りどころと言えます。

　ワクチン接種率向上とともに現政権の挽回策の強力手段の一つが、上院では超
党派で事前承認され現在下院で懸案となっている１兆ドルのインフラ投資法案と
総枠３.５兆ドルの財政調整法案の議会通過・承認・実施ですが、共和党の非協力
とあからさまなバイデン政権・民主党引きずり落としの動きも継続悪化を続け、民
主党内の意見対立で両法案の上下院可決・通過も予断を許さず、予算審議時に常
に話題となる米国国家財政の債務上限引き上げが通例両党共通責任事項として超
党派で可決承認される慣行を破って共和党のマコーネル上院院内総務は「米国とし
て債務不履行があってはならない」と言いながら共和党は投票しないと宣言し、民

主党単独議決の責任を押し付けました。上記二つの予算案の審議と並行して債務
上限引き上げが実現しないと今月半ばには国家財政上の債務不履行、カスケード的
負の連鎖のリスクが再浮上し、国家の信用は台無し、米軍関係者や連邦職員への
給与支払い、定年退職者への年金支払い中断、金融取引、国内経済や貿易、海外
投資など国際取引も破綻し、世界中を巻き込んで大混乱になります。インフラ予算
投資法案に関しては、先月下旬の時点では民主党のペロシ下院議長が９月３０日に
は投票実施したい意向でしたが、民主党内の意見の食い違いで混迷が続き、もう一
つの３.５兆ドル財政調整法案を同時審議可決（同時でない場合はインフラ投資法
案に賛成投票しない）を主張する民主党前進派の言い分が通り、先送りとなりまし
た。その財政調整法案に関してはバイデン大統領とホワイトハウス幹部が目指す総
枠３.５兆ドルの超大型予算構想に対して保守派のジョー・マンション、キルステン・
シネマ両上院議員が膨大な予算額が財源の確保不安とともに国家債務を更に悪化
させる恐れありと難色を示し、マンション議員は上限１.５兆ドルに固執しており、絶
対に譲れないと公言しております。逆に前進派は３.５兆ドルの予算が少しでも削ら
れてしまうと、それぞれの予算割り振り使用分野の活動に不十分となり、期待する成
果が得られないとこちらも一歩も譲れない態度です。両予算案の可決・承認・実施
を急ぎたい大半の中道派の議員の中には折衷案として２.７兆ドル程度の予算金額
打診で妥協を目指している動きもあるようですが、バイデン大統領とペロシ議長の
イライラを横目にまだしばらく民主党内の混迷は続きそうです。

　ここにきてバイデン大統領の党内求心力とリーダーシップの弱さが目立っていま
すが、先の大統領選で出だし複数州の予備選で他候補者の後塵（こうじん）を拝
し元気のなかった彼を強力な支援で盛り上げた民主党のクライバーン下院議員のお
かげでノース・カロライナ予備選で大量の黒人票を集めて勝利した後一気に勢いが
つき、とにかくトランプ外しを最優先して民主党勝利実現に集中すべく対立候補が
次 と々辞退して挙党体制でバイデン支援に協力した結果当選した経緯があり、自力
でなく他力に寄るところが大きかった負い目があり、選挙時には自分の言い分を抑
えてバイデン支援に回った民主党の前候補者や前進派、中道派、保守派がそれぞ
れの主張を言い始めて、今回大型予算の金額、使途割り振り、原資の捻出方法など
に関しても有権者に対して自分たちの存在を顕示するため「一言物申す」の態度に
なった結果、民主党内の意見の食い違いで挙党体制とならず下院の単純過半数確
保すら危ない混迷状態が続いている経緯がありと思われます。

ここは「対立グループの融和や意見の相違調整は可能」と自ら公言していたバイ
デン大統領の腕の見せ所です。当初の志を忘れず国家の持続的繁栄と国民のため
の善政を目指して老体に鞭打って陣頭指揮、率先垂範でペロシ議長と力を合わせ
て党内をまとめ上げ、両法案の議会通過・承認・実施を何がなんでも実現して欲し
いものです。ちょいと態度が大きいかもしれませんが、頑張れバイデン！！

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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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。

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
Bloomfield Hills, 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 確認してからご出発を。

秋まっさかり！
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プ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プルサイダー＆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
リンクをクリック。ウェブサイト 
h t t p s : / / w w w .
japannewsclub.comで「サイ
ダーミル」検索でも可。 今年も新たな伝統を〜  Franklin Cider Mill 

　Labor Dayの前後、多くのサイダーミルがオープンしています。 Ann Arbor、 Novi
方面からもI-696とTelegraph Rdですぐ行けて、田舎風の雰囲気を楽しめるのが、
Franklin Cider Millです。1832年開業のミシガンきっての老舗ともいえるサイダーミ
ルは、「コロナ後」の楽しみ方が満載です。サンクスギビングの週の日曜日（11月
28日）まで開店しているので、お見逃しなく！イベントは参加費は無料です。

•  10月9・10日の週末: 
  11－5時にはマジシャンのパフォーマンス
 （オープンエアーイベント）

• ミシガンの風味販売が再開：
 テント内でバラエティーに富む
 自然の味豊かなミシガンの物産販売。
 ギフトにも最適。（アップルソース、
 メイプルシロップ、ピクルス、ベイクなど）
•	りんごのプレスをまぢかに見学：

 毎週金、土、日の11時。パネル展示は常時。
•	 フランクリン図書館との共催のお話の会：

 10月９日のテーマ　＞＞　ドーナッツ
 11月13日のテーマ　＞＞　サイダーミルとアヒル。
 　※参加者にはサイダーミルのドーナッツ等のスナックのプレゼント有り。

お出かけの際はマスク着用や
日時の最新情報をご確認を。

  Reminding you : “A Family Tradition” 

Bloomfield Hills, MI

https://www.franklincidermill.com/
thefranklincidermill@gmail.com

248.626.8261

JNCおすすめ！

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

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

https://www.keikokikuchidental.com/
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://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
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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（10）花に関する言い回し（10）

〜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〜

−−１３９１３９−−

　「芽を摘む」という比喩は、物事がまだ始まったばかりの時にそれを無く

してしまうことで、英語の場合、 “To nip something in the bud”(つ
ぼみ、あるいは芽のうちに摘み取る)でとても似た表現です。 ここでいくつか
「種」を使った表現を見てみましょう。「種を明かす」は手品などをやってそ

の手の内を見せることですから、 “reveal the trick”   と言えばいいで
しょう。名詞形の「種明かし」であれば、“disclosure of secret/expo-
sure of trick” といったところでしょうか。

　「種を蒔く」は英語でも同じ比喩が使われており、「彼のしたことは対立

の種を蒔くことになった。」であれば、“His deeds sowed the seeds 
of conflict." となります。その逆に「蒔かぬ種は生えぬ」は、“Nothing 
comes from nothing”  とか“Don’t expect things to happen on 
their own.”です。「種」をひっくり返した言葉である「ネタ」は幾つかの意
味がありますね。お寿司のネタであれば、“seafood for sushi”。新聞、週
刊誌などの材料であれば、“news/information/copy” です。小説や本
のネタであれば、“material/stuff” が使えます。

　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　

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「練習とラウンドをリンクさせるには」です。練習場ではまあまあ上
手に打てるのに、ラウンドすると思ったような良いショットが出ない、というお悩みをよ
く聞きます。お気持ちよーくわかります。一体それはなぜなのでしょうか？

■   理由その1： 物理的に難しい

ほとんどの練習場ではマットから打ちます。打つ場所は平らですし、マットの上では
ソールが滑りやすいので多少のミスなら吸収してくれます。それに比べてコースで
はフェアウェイでも傾斜があることが多いし、ラフからはクラブが長い芝生に引っか
かりやすいし、ダフったら土ばかりが飛んでボールはちっとも飛んでくれません。

■   理由その2： 精神的に難しい

練習場はだだっ広くて開放的です。自分のペースで好きなように打てますし、障害
物や傾斜などに気をつけながら落とし所を決めることもありません。コースでは、
前後に知らない人たちがいるし、見られると緊張するし、歩いて、止まって、距離を
測って、クラブを選んで、どこに飛ばすか考えて、打つ順番が来るまで静かに待っ
て、番になったらすぐ打たないといけないし、やること・考えることが多すぎます。

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

　そこがゴルフの面白いところでもあるのですが、難し
いことだらけのラウンドでは練習場ほど良いショットが
出ないのは当たり前です。私の経験では、練習場の確
率に対し、コースではその80%ぐらいの割合でナイス
ショットが出れば上出来です。例えば練習場でPWの10
球中7球（70％）がだいたい狙った距離と方向に飛ぶな
ら、0.7x0.8=0.56ですから、コースでは10球中6球が
グリーンに乗ったなら練習の成果が出ているといえるで
しょう。ティショットならもう少し確率は上がるかもし
れません。長いクラブになるほど確率は下がります。以
前松山選手は、「自分が納得するナイスショットなんて1
ラウンドで数えるほどしかない」と話していました。

　そもそも、ただ気持ちのいいショットをぶっ放したいのか、多少手加減してでもスコ
アがまとまるようなショットを打ちたいのか？という議論があります。とある80前後で
回る友人、1ラウンドに2、3回はティショットでOBを出しますが気にしません。OBをな
くせばもっといいスコアが出るのに、「でも当たりは良かったから」「まあOBは付き物」
とポジティブに受け止めます。ボギーやダボも多ければバーディも多い飛ばし屋さんタ
イプには、爽快感を大事にする人が多いように感じます。飛ばない私なぞは、特に長い
コースではOB・池ポチャのペナルティを極力避けて、手前から寄せワンを取ることに
命をかけます。ロマン追求型と安全追求型、これはもはや性格の違いだろうと思います
し、ラウンドにどんな楽しみを求めるかは自由なのですが、ここではテーマである「ゴル
フの上達」に話を戻します。

　かつて、上ってなンボ‼︎というゴルフ漫画があっ
たように、上達の一番わかりやすい指標はスコア
です。スコアをまとめるのに必要なのは1本のスー
パーショットではなく、たくさんのまあまあのショッ
ト（＝グッドミス）です。だからこそ、ふだんの練習
はマットの上でするのが良いと私は思います。ソー
ルがマット上で滑ってくれるから、インパクトにとら
われずスイングそのものに集中することができま
す。気持ちよく打てた時の感触、打感を覚えること
ができます。マットは四角いので、真っ直ぐの辺に
対してスクエアに立ちやすく、狙った軌道にスイン
グしやすくなります。良いライからはどのぐらいのシ
ョットが打てるのか、自分の最良ショットを知るこ
とができます。プライベートのラウンドの時など芝

から練習する時も、体がほぐれるまではアイアンでもティアップして打つようにすると
ドキドキせずに備えることができますよ。

　次号は納得のラウンドにつなげる効果的な練習方法をご紹介します。お楽しみに！

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

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

 

 

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

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

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

お見積りは無料です。ご相談ください。

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

https://www.suzukimyers.com/
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驚きのビフォー、アフター！第53回  

　8世紀のナーランダ大学の高僧Shantideva師によるとされている“6 stages 
(flavors) of Mahamudra”の第二項まで話したところで、諸事情あって投稿の
間隔が空いてしまいました。

　このマハムードラの教えは広汎なものの考え方、見方、活用の仕方の羅針盤
と言えます。私個人としてはヨガの教師育成トレーニングの中で一番役に立った
教えです。通販広告の様にビフォーとアフター・マハムードラで、私の中にハッキ
リとした境界線が見えます。21世紀を生きる俗世の人間の生き方に8世紀の托
鉢仏僧に教授したのと同じ教えが役立つとは不思議ですが、「8世紀だろうが21
世紀だろうが、一般人だろうが托鉢僧だろうが人間の『心』は今も昔も変わらな
い」とペマ・チョドロンという現代の仏僧が言っていました。納得です。

　特に今、コロナ禍中の全ての人間にとって、身近に迫った恐怖がやがて怒りや
否定的な見方に変わり自らを苦しめる事を、また自身の健全な成長が周りの不
協和音によって影響を受ける事を、最小限に食い止めるためにも、このような時
代や宗教にとらわれない指針は重要だと思います。(仏教は生き方の哲学。偶像
崇拝ではないので厳密には宗教ではない。ブッダは悟りを開いた「人」であって
「神」ではない) ※本来、如来や観音は仏教の教えの象徴。当時の市

し せ い
井の人々の

ために難解な教えの理解の一助として作られた。

　では、もう一度軽くおさらいをしていきましょう。箇条書きでサクサク行きます。

　前述したようにこの教えには六つの項目があります。腕利きの大工さんが手抜
きせず順を追うように、青写真を頭の中に入れつつ、一つ一つを丁寧に自分のもの
にしていくのがお勧めです。プレハブは工期は短いが耐久性に難ありですから。

筆者：秀島聖子　｜　ヨガ教師・レイキ・マスター： ２００４年より当地でヨガを教え始める。 
２００５年２００時 間 、２００８年５００時 間 の ティー チャートレ ーニング を 終 了 後 も 
精力的に-Yoga-as-Therapy,-妊婦ヨガ、Tibetan-Heart-Yoga,-Thai-Yoga-Massage、解剖
学と筋 膜 の 働 きに 基づくヨガポーズへ のアプロー チ、調 息 整 体 法 等 精 力 的 に勉 強 中。 
ヨガクラス、 瞑 想会やワークショップを開催 。目指すのは、" Yo ga for  E VERY BODY”。
お問い合わせは (248) 891-5298 までテキストか留守電で。　　　　 Farmington Hills, MI

〜ヨガを通して見〜ヨガを通して見えてくるもの〜

※ コロナ感染が落ち着き次第クラス再開の予定

注:英語で習ったのと、ネットで日本語でぴったり同じものを見つけられなかったので英語混じります。

1. The Wisdom of Change 〜This too shall pass

★ 万物流転…諸行無常の理。

    =どんな嫌なこともやがていつか必ず終わる。
　　永遠に続いてほしい幸せなことも必ず終わる時が来る。

★  あらゆる物事はそれぞれ理由があって毎瞬変化している。

★ この不可避な変化の刺激に対し、自分がどう反応するかを客観的に観察し
てみる。

2. The Wisdom of Serenity 
  〜I cannot control it in the present moment 

★ 全ての物事はそれぞれの目的で動いている(あなたの目的のためではな
い)。従って今起こっている事の何一つ、誰一人、自分の命令(思い)通り
にコントールすることはできない。

★ 痛み、忌避したい事、嫌いな人…自分の思い通りに変えるのは絶対に不
可能。

★  執着を手放し、ちょっとリラックスしてみる。深呼吸。

ここまでが今までのまとめ。

3. The Wisdom of Responsibility 
  　　〜I have put this person and myself here

★ 過去の行いや言動の積み重ねの結果として、今現在あなたは相手(人・
物・事)と進行中の出来事を経験している。(カルマ/原因と結果の法則)

     例: トマトの苗を植えると夏が来てトマトがなる。ピーマンは取れない。

★  今起こっていることがどれほど理不尽でも、「私」はそうなった責任の
一端を担っている。

 例:たとえ気づかずにピーマンとトマトをうっかり植え間違えたとして
も、トマトが取れないことの責任は自分にあるということ。

★　不満な現実を全て相手の責任と思い過敏に「反応(react)」する代わ
り、良い種を植え、今後より望ましい収穫ができるよう、未来を見据えて
「対応(respond)」するよう心がける。自らを望ましくない現状に導い
たのと同じやり方を再び繰り返すなら、又将来同じ不満を経験しなけれ
ばならないから。

6つのうち半分まで来ました。

　いかがでしょうか。私は如何に自分が精神的に未熟だったかを突き付けられ
たようで、最初茫然としました。ショックの後に100の言い訳と共に否定がきて、
それが怒りに変わりました。まるで今までの自分のやり方や感情のうねりを全否
定されたようで。

　最終的に現実を現実として、色をつけずにこの教えを文字通りに受け入れられ
る様になった時から、全てがスッキリとして生きやすくなりました。肩も心も頭も
凝らせて、本来必要ないところに随分エネルギーを使っていたことにも気づきま
した。

今年の秋の訪れが皆様に

多くの素晴らしい収穫を

       もたらしますように。  
   　合掌

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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d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N
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 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

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

https://www.eastbrookedental.com
mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
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アメリカで具合が悪くなった時、または普段から高
血圧や糖尿病といった持病のために定期的に薬

を飲んでいる場合に医師から薬の処方箋を受け取りま
す。診察を受けて、症状に合わせた薬を処方される流
れは日本と同じですが、薬の受け取り方にはかなり違
う部分があり、戸惑ったことがある方もいらっしゃるか
と思います。今回から数回に分けてアメリカでの薬局
の使い方について解説していきます。

電子処方箋について：

　ここ数年アメリカの病院や診療所での薬の処方は電
子処方箋 (Electric Prescription)で行われることが殆ど
です。以前の様に「ではこのお薬を飲んでくださいね」
と薬の名前や飲み方が書かれた紙の処方箋を手渡さ
れるのではなく、医師の使っているパソコンの電子カル
テから直接薬局に処方箋の情報が送られます。そのた
め、病院や診療所を受診すると必ず「薬を受け取る薬
局はどこにしますか？」あるいは「〇〇薬局を今も使っ
ていますか？」と確認されます。

薬局の選び方：

　家や職場から近く、便利な場所にある薬局を選んで
登録しましょう。もしも、後からもっと良い薬局を見つ
けた場合には登録を変更することもできます。全国的
に支店があるCVS, Rite Aid, Walgreens といった薬局、
Costcoや Targetなどの薬局を併設しているお店、近所
のスーパーなどで薬局を併設している所もあるかと思
います。殆どの場合、自由に薬局を選ぶことができます
が、時々使っている保険によって使うことができない薬
局があることがありますので、その際には保険会社が
契約している薬局の中から選びます。もしも途中で薬
局を変更する場合には、登録されている電子処方箋を
移動(Transfer)することができます。その際には、新し
く行きたい薬局に行って「〇〇薬局から処方箋をこち
らに移動したいのですが (I would like to transfer my 
prescription from 〇〇pharmacy to you)」と頼みま
す。基本的に薬局は定期的に来てくれるお客さんが増
えることは嬉しいことですので、喜んで移動の手続きを
してくれます。

処方された薬の受け取り方：

　医師から処方箋が届くと、薬局は速やかに薬の準備
をします。その際、薬剤師は処方された薬が患者さん
の保険でカバーされるかどうかも確認します。保険の
種類、薬によって保険会社がカバーするかどうか、自己
負担額が変わってくるのが通常です。初めて薬局を使
う場合には、薬局に出向いた時に保険のカードの提示
を求められます。カードに記載されている情報を薬局
のコンピューターに登録することで、薬がカバーされる
か、される場合には自己負担がどれくらいになるのかわ
かります。

Vol.

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

薬局の使い方１（処方箋、薬局の種類、リフィルとは）

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。
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　薬を受け取るために薬局に行くときには、紙の処方
箋は持っていませんので、そのまま薬局のカウンター
でスタッフに声をかけます。” I am here to pick up my 
medicine”という様に薬を取りに来た旨を伝えます。そ
うすると大抵名前と誕生日を聞かれます。ここで登録
がまだされていないことが確認されると、上記の保険
情報の登録をします。以前薬局を使ったことがある場
合には、処方箋の内容が確認され、準備ができていれ
ば薬を持ってきてくれます。自己負担が10-30ドルくら
いの場合はそのまま薬を持ってくることが多いですが、
自己負担が多い場合や保険でカバーされない場合には
「〇〇ドルかかるけれど、どうする？」と言う様に聞か
れます。その際に似た様な薬に変更すれば自己負担が
安くなる、といったことを告げられることもあります。も
し、薬の変更を希望される場合は薬剤師が処方医に
連絡をし、医師が処方の変更をするまで待つことにな
ります。この様な場合は薬の受け取りが1-2日遅れるこ
とがあります。薬を手渡されるときには大抵本人確認
のために住所を聞かれますので、引っ越したばかりで
も住所を暗唱できる様に準備しておきましょう。

処方された薬が処方箋なしで買える薬であった場合：

　 多くの 保 険は処 方 箋なしで買うことができる薬
(Over-the-counter OTC medication 市販薬)はカバー
をしてくれません。その場合、処方箋が薬局に送られる
と、薬剤師さんに「これは市販薬なので、処方薬として
はもらえません」と言われ、自分で市販薬の並んでい
る棚から薬を選んで買うことになります。処方された
薬がどこにあるのか分からない場合には薬局のスタッ
フが同じものを探すのを助けてくれます。

処方のリフィルについて：

　高血圧や糖尿病などの持病がある方は毎日定期的
に薬を飲んでいるかと思います。そして、調子が安定し
ている場合には同じ種類の薬を、同じ量で何ヶ月も飲
むことが多くなります。アメリカではそういう人の処方
箋には「リフィルrefill」というものが付いています。リ
フィルはカフェなどで飲み物をお代わりできるシステ
ムで耳にしたことがある方がいらっしゃるかもしれま
せんが、ここでは同じ薬を新しい処方箋なしでおかわ
りが受け取れるシステムです。薬の入れ物や外用薬の
箱に貼ってあるシールにリフィルが何回できるか書いて
あります。リフィルをもらうに従って、あと何回リフィル
が貰えるかの数字が減って行き、最後にはゼロになり
ます。リフィルをもらうには診療所に連絡する必要はな
く、薬局に連絡するだけでもらえます。その際、前もっ
て電話やメールで連絡することもできますが、英語に
自信がない場合には処方箋の情報のシールが貼ってあ
る容器や外用薬の箱をもって薬局に出向き「この薬の
レフィルが欲しいのですが(I would like to have a refill 
of this medicine)」と言っていただくのが一番簡単で
す。前もって連絡しておけば、薬を受け取るまでの待ち

時間は少なくなります。抗生物質など、短期間のみ使う
薬にはリフィルはつきません。また、新しく飲み始めた
薬や量を変えたばかりの薬は安定して使う様になるま
ではリフィルをつけません。麻薬系鎮痛薬や向精神薬
などの薬は法律によってリフィルをつけることができな
くなっています。

長期処方とメールオーダー薬局
	 　　	(Mail	order	pharmacy)：

　一度に受け取ることができる薬の量は医師の処方の
仕方、そして保険会社の判断で１ヶ月分であったり、３ヶ
月分であったりします。どの様な場合でも３ヶ月分が最
長の処方期間です。もし一般の薬局で１ヶ月分の薬し
かもらえず、一度に３ヶ月分もらいたい場合、保険会社
によってはmail order pharmacyという通販専門の薬
局を使うことを勧められます。この場合は医師が処方
箋を直接そのmail order pharmacyに送り、薬は郵送
で直接自宅に届きます。保険会社によって契約してい
るmail order pharmacyが決まっていますので、ホーム
ページやパンフレットを参照するか、保険会社に電話
で問い合わせをすると教えてもらえます。Mail order 
pharmacy を使うと、３ヶ月分の薬を受け取るのに２ヶ
月分の自己負担で済む、などの割引がある場合があり
ます。多くの場合mail order pharmacyはリフィルが
残っている場合３ヶ月ごとに自動的に薬を送ってきてく
れますので便利です。

旅行や出張のために早めにリフィルが必要な場合：

　旅行、一時帰国、または出張のために普段よりも早
いタイミングで薬を受け取る必要がある場合に、リ
フィルを早く受け取ることができます。これをTravel 
Overrideと言います。この場合は普段使っている薬局
に相談をしていただき、薬局の方から保険会社に許可
を申請してもらいます。この手続きをする際に診療所
に連絡する必要はありません。もし、タイミングが早す
ぎて保険会社から許可が出ない場合には自己負担で必
要な分だけ薬を買うことが可能です。

　以上のように、アメリカでの処方薬の受け取り方を
理解しておくと、便利です。

筆者プロフィール：
清田礼乃 (きよたあやの)   ｜　
ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授

千葉県出身。聖マリアンナ医科大学
卒業。University of Pittsburgh 
Medical Center Shadyside  
家庭医学研修、Detroit Medical 
Center / Wayne State University 
ホスピス・緩和医学フェローシップ、University of Hawaii 老年医
学フェローシップ、およびUniversity of Hawaii医学教育フェロー
シップ修了。2016年よりミシガン大学医学部家庭医学科に所属し
Livonia Health Center, Chelsea Retirement Community, 及
びミシガン大学病院にて家庭医学、老年医学、緩和医療の診療をし
ています。

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

原因が分からなかった方、是非ご相談ください
  Mr. Tom Shobeが全身の関節と筋肉の痛みで当院を
初めて訪れた時、痛みのため自力で歩くことができず歩
行器を使っていました。

　様々な病院を受診し検査をしても何の病気か分から
ず、評判の良いリウマチの専門医を紹介されて検査をし
ても結局原因不明と言われ、最後に助けを求めたのが
Lazar Spinal Careでした。

　彼は当院で頻尿とめまいが改善した女性の患者さんの
紹介でやって来ました。彼女からLazar Spinal Careでの
アジャストメントの効果を聞いた彼と彼の家族は、通院に
片道2時間（Spencerville, Ohio在住）かかるけれど試し
てみようと決め、上部頸椎のカイロプラクティックケアを
開始しました。4ヶ月半のアジャストメントを経て、彼は今
自分の足で歩いています。痛み止めの飲み過ぎで血色の
なかった顔に適度な赤みが戻り、痛みのため全く上がら
なかった肩も今は完全に上がるようになり髪の毛を自分
で洗うことができるようになりました。

　手術や薬を一切使わずに回復していく彼を見ていた
家族は「奇跡が起きているようだ」と言っていました。
ですがこれは奇跡ではありません。Lazar Spinal Care
でやっている施術は、まず3Ｄで首のずれを解析するた
め、角度の異なる3枚の首のレントゲンを撮影し、その
レントゲンを上部頸椎のカイロプラクティックのルール
通り解析、第一頸椎が何ミリ左右・上下・前後にずれて
いるかを測定します。そしてアジャストメントの方向と数
値（リスティング）を決めたらそのリスティングのルール
に沿って首のアジャストメントをし上部頸椎のミスアラ
イメントを元に戻します。最初の2回のアジャストメント

加藤真理子 - 上部頸椎カイロプラクター

筆者プロフィール: Dr. Mariko Kato D.C./加藤真理子 D.C. 

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

が終わった時点で再度2枚の首のレントゲンを撮り、患
者さんに何ミリずれが戻ったのかを共有します。第一頸
椎は他の椎骨と比較して、とてもユニークな形をしてい
てすぐに動きます（＝すぐにずれる）。なぜ上部頸椎の
カイロプラクターが第一頸椎のミスアライメントに特化
しているかというと、第一頸椎は環椎と呼ばれリングの
ような形をしいてその真ん中に脳幹が位置しています。 
全身の筋肉や生命機能を司る脳幹が圧迫されること
で、頭痛・首の痛み・肩こり・腰痛といった痛みの症状か
ら、不眠や鬱症状・消化不良・アレルギー・生理不順や
不妊といった様々な不調を引き起こします。上部頸椎の
アジャストメントは乳児から高齢者まで安心して受けら
れるような軽い力で矯正します。脳幹の圧迫を取ること
で、脳への血流が改善し脳と脊髄が正常に機能できる
ようになるとあなたの身体はもともと人間の持つ治癒
能力を発揮し修復を開始します。

　上部頸椎のカイロプラクターにとって上部頸椎のミス
アライメントを治すことは治療の中で最も簡単なパー
トです。なぜならレントゲンを撮り解析した角度と数値
を元にルール通りにアジャストメントすれば戻るからで
す。最も難しい部分は、患者さんに治療内容を理解して
いただき、問題の根本が解決するまで必要な期間通院
を続けていただくことです。何十年もかけてミスアライ
メントが蓄積しとうとう痛みというサインを出した身体
を1回のアジャストメントで治すことは物理的に不可能で
す。全体の15％程の患者さんは初回のアジャストメント
で痛みが取れます。ですが「痛みが取れた＝正常」では
ないのです。なぜその痛みが出て来たのか、の根本的な
原因が解消されなければ、痛みが取れたから治療をス

トップしまた痛くなって通院するといったことを繰り返
すことになってしまいます。

　身体の回復に必要なことは、時間と治療頻度の厳守
です。それを実現するためには患者さんとそのご家族に
現状と治療方針をご理解いただくことが最も大切です。

当院は予約制です。
734-821-8635(日本語)、または
drkato@lazarspinalcare.com

までご連絡ください。
予約、診察、治療、ご相談、全てをDr. Katoが日本語で
対応致します。
　　　　https://www.lazarspinalcare.com/

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

文＆写真　by	ヤマトノオロチ木 材産 業の 名残をふんだんに
　Loggers Brewing Companyは2016年
にオープンした。Saginawにブリューワ
リーがオープンしたのは1941年以来だそ
うだ。家族経営のブリューワリー。オー
ナーは姉弟と甥の３人。「Saginawには50
年以上住んでいるから私たちはSaginaw
人ね。」と話してくれたオーナーの一人の
Cynthiaにブリューワリーについて語って
いただいた。そもそもは自宅でビールづく
りを楽しんでいたのがきっかけ。25年間
の趣味がブリューワリーへと発展した。
　Saginawはミシガン州の中央部に位置
する。歴史を紐解くといくつかの大きな変
遷があった。最初に西洋人がこの地に来
たのは布教が目的で、1675年と記録され
ている。もともとはSaukとChippewa部族
がこの地に住んでおり、毛皮の交易により
入植してきた人 と々の摩擦があった。1820
年代にUnited States ArmyがSaginaw川
西部に砦を作るも、湿気、蚊、病気によ

り撤退してしまう。その後、Saginawが繁
栄を見せたのは木材ブームが起こった19
世紀になる。市のサイトによると、「1850
年代には2,609人だった人口が34年後の
人口調査では75，813人へと飛躍した」
（https://www.saginaw-mi.com/index.
php）と書かれている。Saginaw川を通じ
て木材を運び、製材所で加工後も川を通
じて出荷し、Huron湖を通り目的地に運搬
する、そのような水上運搬、のちには鉄道
運搬も行われた。Saginawの歴史に木材
ブームは重要な輝きを見せた。その後、自
動車産業の発展ではギアなどの生産、第
二次世界大戦での軍需産業としての活躍、
1980年代まで続いた工業都市として発展
していた姿は、ダウンタウンに残る歴史あ
る建物から垣間見ることができる。
　2000年代以降のミシガンでのブリュー
ワリー隆盛を受けて、家族経営でブリュー
ワリーを開くことになった。Saginaw市と

Shields市の境界線近くにLoggersはある。
いくつかの候補地はあったが、教会をリノ
ベーションしてビジネスの場へと転じた例
を知り、この古い教会が目を引いた。ここ
で木材産業のモチーフをフロアープランに
盛り込んで歴史に敬意を表している。テー
ブルや家具はホワイトシーダー。床は元の
素材を再生したカエデ材。タップタワーと
呼ばれるサーバーノブが据え付けられて
いる木材は、自宅のクルミの木を利用し
たものだそうだ。今も建物に残っている小
窓は往年の教会の雰囲気の名残を残す。
ブリューワリーのあるRiver Rdを走ってい
ると、うっかり見過ごしそうなこじんまりと
した建物だが、ところどころに教会を思わ
せる。マグを並べてある棚は教会のピュー
（長椅子）だった。また、現在はバーの裏
に当たる半地下にはボクシングリングあっ
たという。なるほどこの近隣のやんちゃな
子供たちが利用できるように、ということ
らしい。このブリューワリーは広大な農園
地帯の近隣にあり、コミュニティーの集会
場だったということがうかがえる。
　地 元 の産 業 の 名 残をふ んだ んにフ
ロアーに盛り込んだLoggersのビール
は、洗 練されていた。特に一番人 気の
Electric Squirrel IPA (ABV. 7.1%) はCitra、 
Centennialホップの風味とフルーティー
さが抜群だった。Ale、 Stout、 Lager、 
Pilsnerとビール一筋のラインアップだ。
キッチンはなく、食べ物を持ち込んでもよ
い。家族経営ゆえに大きな販路へのマー

Saginaw Loggers Brewery Co.

（上左）Courtecy: Loggers BC。持ち帰り缶のデザイン。
　（上右）Electric Squirrel IPA　(下）フロアー内

Loggers Brewing Co.
1215 S. River Road, Shields, MI

Tel: (989) 401-3085　
https://loggersbrewingcompany.com

ケティンはせず、缶入り（前述のIPAは16oz. 
$6）やGrowlerを持ち帰りで購入できる。
Saginaw近辺の街（Bay City、Lapper、 
Fenton）のレストランやバーでLoggersの
ビールを見つけることができる。
　ここでしか感じられない、ロッジ風の
タップルームの雰囲気があるユニークな
ブリューワリー。機会があったら、ドライ
ブの途中にぜひ足を運んでみてほしい。

(上）River Rd.からの正面　　　　　　　　　　　(右上）入口のサイン　 (右下）グラスの背後に見えるTap Tower

○○ 米米国国でで合合法法的的にに働働けけるる方方（E、L ビザをお持ちの方の配偶者、J2ビザをお持ちの方

には労働許可証の手配を行います）

ここんんなな方方をを求求めめてていいまますす！！！！

○○ 笑笑顔顔でで元元気気よよくく子子どどももたたちちとと接接すするるここととががででききるる方方

○○ 幼幼稚稚園園、、小小学学部部、、中中学学部部、、高高等等部部でで学学級級担担任任やや教教科科担担任任ににななるるここととにに興興味味ののああるる方方

（教員免許や講師経験のある方を歓迎いたしますが、必須ではありません。）

○○ 講講師師ととししてて土土曜曜日日にに勤勤務務ででききるる方方（短時間勤務制度もあります）

おお問問いい合合わわせせ

ＥＥメメーールル ：： saiyojsd@jsd.org 電電話話：： 248-946-4697  内内線線 200              

デトロイト補習授業校
次年度新規講師採⽤説明会

⽇時： 2021年 10⽉ 9⽇（⼟）午前10時〜10時30分

https://us02web.zoom.us/j/81613148094

★研修システム、新任講師サポート制度あり

★教員免許保持者手当てあり

★常勤講師として採用された場合、お子さん１名につき学費の約40％(賛助金)を免除

★勤続年数に応じた表彰制度あり

★欠勤手当あり ★通勤手当あり

○○ 短短大大卒卒程程度度のの学学歴歴ををおお持持ちちのの方方

開催⽅法：ズーム形式（参加のためのリンクは以下）

ミミーーテティィンンググID: 816 1314 8094
パパススココーードド: 119856

HPの講師募集ページ⇒

https://www.jsd.org/tetsuduki/teacherwanted

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。

https://www.jsd.org/tetsuduki/teacherwanted
https://www.yamatoamerica.com/cs/
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るので、家族のサポートが必須です。また、夜間にお
ねしょを何回もする子の場合、最初のアラームが鳴っ
たら、その後は装置を外してあげましょう。さもない
と、こどもも家族も度重なるアラームで睡眠不足にな
ります。効果は早くて数週間、遅くても3か月ほどで
表われます。私の経験でも、だいたい70%くらいの夜
尿症に効果があります。薬物ではないので、副作用の
心配もありません。アメリカのamazonで手軽に入手
できます(“enuresis alarm”で検索）。

　他にも、『薬剤療法』として、先ほど述べた「抗利
尿ホルモン」を寝る前に服用する方法もあります。自
宅以外でお泊まりするような時など、絶対におねしょ
してほしくない状況に使用します。効果は絶大です
が、投与を中止するとおねしょは再発します。また、外
来受診をしないと、処方箋が手に入りません。

　ちなみに、私は8-9歳頃までおねしょを頻回にして
いました。私の母親は助産師であり、医学的知識が
あったために逆に心配になったのでしょうか、母が当
時勤務していた病院に連れて行かれました。今でも
覚えているのが、小児科医たちに手足を無理やり押さ
えつけられて、尿道に管を無理やり入れられたことで
す（導尿検査）。すでに小学生になっていた私にとっ
て、激痛に加えて、これ以上ない恥辱であったことは
言うまでもなく、今でも忘れがたい昭和時代のトラウ
マです。母も「あの時はお前に悪いことをした」と（苦
笑）。今の時代では、導尿は夜尿症の検査にまず必要
ありません。夜尿症に対する理解が乏しかったあの
時代から比べると、今のこどもたちと親御さんはなん
て恵まれているのでしょうか。ちなみに、私の夜尿症
はそれからすぐに治まりました。一種のショック療法
だったのかもしれません（笑）。

　リサさんも、シーツの洗濯にめげず、ぜひ子育てを
慈しんで楽しんでください。夜尿が頻回であれば、今
のところはおむつを夜間にしてもいいと思いますし、
洗濯は旦那様にも手伝ってもらいましょう（重要）。
夜尿症が長引いてご心配な場合は私の小児神経ク
リニックでも診療できますし、必要に応じて薬も処
方できます。息子さんを導尿するなんてことはありま
せんからご安心ください（苦笑）。

　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。質問を下記のとおり
メールで送ってください。質問が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。個別
へのメール回答は原則として控えさせていただきます。
ではみなさん、また来月に紙面でお会いしましょう。

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。私の故郷で
ある北海道とミシガンは、緯度がほぼ同じで気

候が似ています。夏は蒸し暑くなくて過ごしやすく、
冬は氷点下になり、雪が降ります。私がこどもの頃は
両親が「高校野球が終わったら、あっという間に北
海道に秋が来る」とよく言っていました。ミシガンも
紅葉が美しい季節をまもなく迎えようとしています
ね。先月から始まったこの質問コーナー、第2号の質
問者は「リサ」さんです。

＊＊＊
＜今月の質問＞

　いつもためになる情報をありがとうございます。
今回、6歳の息子について質問したくご連絡させてい
ただきました。
　6歳になった今も、毎晩のようにおねしょをしてし
まうことに親子ともに悩んでいます。元々日中のトイ
レトレーニングが完了したのも4歳前と遅めでした
ので、夜のおねしょが治るのもゆっくりかなと思い、
ずっと見守っていたのですが、とうとう6歳を迎えてし
まいました。
　現在4歳の下の子（同じく男児）は3歳になってすぐ
にトイレットトレーニングを始めてから1週間以内に
日中、夜共にオムツが取れ、おねしょも今まで一度
もないのに対して、上の子は未だにほぼ毎晩のおね
しょをしてしまう状況です。
　夜寝る前はトイレに行き、お水も控えて、濡れる感
覚があれば途中で起きてくれるかも？と思い、普通の
下着で寝かせるなど、試行錯誤を繰り返して来ました
が、結局は朝まで全く起きず、パジャマからシーツま
でベチャベチャ…。毎日の寝具一式の洗濯に親の私
の心が折れ、結局現在は夜にはオムツを履かせてし
まっています。成長につれて身体も尿を溜めることが
できるようになるからあまり気にしないで…と言われ
るものの、本人も次第に自我も芽生えて気にするよう
になるだろうと思うと、このまま見守るべきか、それと
も何か他にできることがあるのかご教示いただける
とうれしいです。
　  　　　＊＊＊

　 リサさんは、6歳の息子さんが未だに毎晩のように
おねしょを繰り返していることでお困りなのですね。
このおねしょ、小児科医の間では『夜尿症』と言いま
す。英語では “enuresis”が正式な医学英語ですが、
英語を母国語とするアメリカ人にすら、なかなか通じ
ません。“bed-wetting”が一般的です。実は日本は夜
尿症研究の先進国であり、過去10-20余年の間に研
究を積み重ねて、治療法が大きく進歩しました。私が
夜尿症のトレーニングを受けたのは主に日本でのお
話なので、その時の経験をもとにお話します。
　まず、夜尿症とは『5歳以降で月1回以上のおねしょ
が3か月以上続く』状態を言います。さらに『1週間に
4日以上の夜尿を頻回、3日以下の夜尿を非頻回』と
いいます。つまり、ご長男はこの定義から言うと「頻回
夜尿症」に当てはまります。5歳の夜尿症は全く珍し
くありません。5歳で16％、10歳でも5％はおねしょを
していることが報告されています。かの幕末の英雄で
ある坂本龍馬は中学生頃までおねしょをしていて、司
馬遼太郎の「竜馬がゆく」にも、次のように記載され
ています。「竜馬は、十二になっても寝小便をするくせ

がなおらず、近所のこどもたちから『坂本の寝小便っ
たれ』とからかわれた」。しかし、子どもとご家族に
とってはおねしょはストレスですよね。リサさんの息子
さんに「坂本龍馬のように、おねしょをしても志高く
あれ！」というのはなかなか酷なお話です。

　次に、夜尿症の原因について説明します。夜尿症は
主に3つのタイプに分類されます。

1. 多尿 型（抗 利尿ホルモンが 夜間に十 分に 
分泌されていない）

2. 膀胱型（膀胱の発達がまだ未熟で、尿をたく
さん蓄えられない）

3. 混合型（上記が組み合わさった状態）

　抗利尿ホルモンは、脳から分泌されるホルモンで、
腎臓に働いて「おしっこの量をできるだけ少なくする」
役割を持ちます。しかし、年齢が幼いうちはこのホル
モンが寝ている間に十分に分泌されないため、夜間で
もおしっこがどんどんできてしまいます。さらに、幼い
うちは膀胱におしっこをまだ少ししか蓄えることがで
きません。こうした原因があるため、小学生になって
もおねしょをしてしまう子は珍しくないのです。

　 以上、一般的には夜尿症の根本的な治療は『お子
さんが成長するのを待ちましょう』なのですが、それ
ではリサさんが先に参ってしまいますね。夜尿症が少
しでもよくなるための方法をいくつか述べましょう。

　その第1は『行動療法（生活改善）』です。以下に代
表的なものを列挙します。
① 早寝、早起きをして、夕食は就寝2時間前に済ませる。
② 塩分はほどほどにする。塩分が多いとおしっこの
　  量が増えます。
③ 寝る前2時間は水分摂取を控えめにする。
④ 寝る前にトイレに行く。
⑤ 寝ている時は寒くない程度に体をあっためる。
⑥ 便秘に気をつける。

　ちなみに、夜更かしは抗利尿ホルモンの分泌を鈍
らせるため、おねしょの敵です。6歳の必要な夜間睡
眠時間は10-11時間です。理想的には8時には寝かせ
たいですね（我が家は息子たちが6歳の時には、平日
も週末も夜8時には寝かせていました）。⑥の便秘で
すが、おなかにたくさんのウンチがあると膀胱を圧迫
して、おしっこが出てしまうことがあります。ウンチは
必ずしも毎日出なくてもよいのですが、週に数回しか
出ない、もしくは、いつもコロコロとした硬い便しか出
ない場合は便秘です。かかりつけの小児科医にご相
談ください。

　この行動療法で効果がない場合、次に考えるべき
治療が『夜尿アラーム』です。お子さんが寝る前に
パンツにセンサーをつけて、おねしょでセンサーが
濡れるとアラームが鳴る仕組みです。とても原始的な
トレーニングですが、国際的に効果が証明されてい
る立派な治療です。アラームに無意識のうちに反応
して、おしっこを止めることを繰り返しているうちに、
脳が刺激されておしっこを持ちこたえる力がつき、さ
らに膀胱に蓄えられるおしっこの量が増えます。しか
し、こどもの眠りが深いとアラームが鳴っても起きら
れないことがあり、一緒に寝ている家族まで起こされ

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

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

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

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

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

9月度 月例会 優勝 Nippon Express USA　橘さん
　9月5日（日）に今シーズン6回目となる9
月度月例会が開催され、初参加者3名を含
む、総勢55名にエントリー頂きました。春
先からスタートした今シーズンもいよいよ
残すところ、10月大会のみとなり、次月に
迫った最終戦に向け、参加者の調整に余
念がない姿がとても印象的でした。
　当日の天候は少し風が強かったものの、
ミシガンの短い夏を惜しむかのような絶
好のゴルフ日和となり、最高のコースコン
ディションの中で熱戦の火蓋が切って落と
されました。

　大混戦を頭一つ抜け出し、見事戴冠の
座についたのは、Nippon Express USA
の橘さん。ミシガン会に参加して苦節 
4年、悲願の初優勝を果たしました。自身
のスコアにムラがあり、中々攻略できな
かったコースだったが、当日は同組メン
バーが以前からの顔見知りであったため、
平常心で終始プレーできたことが良かった
と、メンタル面での支えが好結果をもたら
してくれたようでした。いいリズムでプレー
した結果、ショット・パットとも冴え渡り、
納得いくプレーができたことに大変満足し

ている、とのコメントがありました。
　2位は芥川さん。今シーズンは抜群の
安定感で上位入賞の常連でしたが、1位と
同ネットながら惜しくも2位という結果に
なりました。終始ボギーゴルフに徹し、無
理はしないスタイルを貫き通した、とのコ
メント。今回の2位でグラチャンポイントも 
一気に首位に立ち、最終戦のキーマンに 
踊り出ました。
　3位はNidec Machine Tool-America
の湯澤さん。今シーズンからミシガン会に
参加、更なる高みを目指し、プロによる個

別レッスンをスタート。いきなりその効果
が出たと喜びを口にするとともに、同伴者
への感謝を述べていました。
　次回はいよいよ10月3日（日）最終戦
となります。「安全に、楽しく」というミシ
ガン会の理念を最後まで全うしたいと思
います。
　皆様のご参加お待ちしております！

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 芥川さん、優勝 橘さん、3位 湯澤さん

www.michigan-kai.com

2211年年99月月度度月月例例会会集集計計

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Tachibana Toshiya Nippon Express 42 43 85 20 65
2 Akutagawa Hiroshi Individual 45 46 91 26 65
3 Yuzawa Toru Individual 44 42 86 20 66
4 Nakane Yusuke Individual 40 38 78 10 68
5 Ichikawa Yoji SMK 46 53 99 29 70
6 Kamei Yoshio Yamato Transport 41 45 86 15 71
7 Hijima Toby ROHM 48 50 98 27 71
8 Kikuchi Yoshie Individual 51 49 100 29 71
9 Yamada Masami Individual 43 44 87 15 72
10 Kokubo Takahiro ARRK North America 46 47 93 21 72
11 Shinozuka Kevin Celanese 47 46 93 20 73
12 Pochubay Eri Individual 57 45 102 29 73
13 Oi Matt SMC Corp of America 39 45 84 10 74
14 Morioka Yasuhiro BASF 42 43 85 11 74
15 Sugiyama Katsuhiko Nissan North America 50 49 99 25 74

ドラコン賞（男性）Gold
#8  Yusuke Nakane  (Individual)
#17  Yasushi Ogawa  (Individual)
 
ドラコン賞（男性）Blue
#8  Masanori Yamanami (Individual)
#17  Yasuhiro Morioka (BASF)

ドラコン賞（女性）
#8    Hiroko Sotokawa (Faurecia)
#17  Yoko Ishikawa (Kurabe America)
ニアピン賞
#3  Toshiya Tachibana  

 (Nippon Express)
#6  Ken Nozaki  (Individual)
#12  Lee Kyuha  

 (Schaeffler Group USA)
#14  Mitch Oda   (Individual)
  ベスグロ賞
78  Yusuke Nakane   (Individual)

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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　いきなりですが、僕のインスタを公表することにしました。下のプロフィール最下部
にIDがありますので、フォローお願い致します！インスタの内容はゴルフがメインです
が、僕の趣味やアメリカ生活をお送りしております。

　今秋、石川遼くんがKorn Ferry Tour(PGA Tourの下部ツアー)のQTに参加すことを発表
しました。下部ツアーといってもレベルはかなり高いです。友人で同ツアーをパートタイム
で参戦していますが、ディスタンス・コントロールの精度が桁違いと言うのが印象的でし
た。ゴルフショットにおいて、方向精度と距離感精度はどちらが難易度が高いのかをこの
数年の記事で何回か説明させていただきましたが、断然距離感だと僕は感じています。

　みなさんはクラブ１本ずつ距離を把握できていますか？できていると言う人、いらっ
しゃると思います。例えば、７番１６０Yとか。大体把握できている人は次のレベルをご
紹介します。

　７番１６０Yというのはおそらく思いっきり振って１５０Yと推測致します。これではク
ラブ一本一役で勿体無い。１６０Y距離が出せる体力があればスタンダードを１４０Y〜
１５０Yにしてみてください。そうすれば普段から１本のクラブでバラエティ豊富にゲー
ムを楽しむことができるでしょう。１０Yも距離が出せなくてカッコ悪い？ いいじゃない
ですか。「〜さん、意外に飛びませんねぇ」みたいに言われたら上の説明をしてくださ
い。そして実際１６０Y打ってみてください。かっこいいじゃないですか！

＜注意事項＞その時にミスショットしたり実際１５０Yしか飛ばなかった時の責任は負
いませんのであらかじめご了承ください。（笑）

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 
Instagram: rikiyapga
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　価格帯やエリアを問わず、引き続き物件価格の上昇が続いています。
あるデータでは、約１９%の上昇があったとのこと。

　Federal Housing Finance Agency (FHFA)によると、どの地域でも物件価
格の上昇が見られたというデータが出ています。

  

2022年の物件価格上昇はいかに？

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

 2022年の物件価格上昇は引き続きあると予想されるも、少し緩やかになると
見ているようです。専門家の予想では、平均5.12%とのことです。
 物件購入・売却を検討されていらっしゃる方は、不動産市況に関して不動産業
者に相談してみましょう

Pacific
20.1% Mountain

22.9%

WestNorth Central
14.9% East North Central

15.7%
Middle
Atlantic
17.1%

West South Central
15%

East South Central
16.4%

South Atlantic
17.3%

  #11

New England
20.4%

United States
17.4% 5%to10% 10%to15% 15%to20% > 20%0%to5% 出典：FHFA

Home Price Appreciation Rising in Every Region
Year-Over-Year, Q2 2021

。

https://jbsd.org
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■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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

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

求人

CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.

クラシファイド広告の掲載について

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

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については
一切の責任を負いません。
※広告原稿を郵送、電子メールもしくはウェブサイトコンタクトよりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が
確認された場合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますの
で、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数
ですが、お問い合わせください。
※お支払いはチェックで承ります。郵送でのお申し込みの場合はお支払いを同封した上で弊社までお送りください。Eメー
ルの場合はお申し込み後の１週間以内にお支払いください。
※お申し込みの締切は、掲載希望号の前月２５日必着です。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんの
で、ご了承ください。

□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークルなどの広告は
    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

■ 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

■ 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！

■ 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

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

■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 

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

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

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

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

■ 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

■	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 

............................................................................................
■ ひまわり幼稚園 クラス担任・アシスタント募集

永住権を含む就労ビザをお持ちの方で、子ど
も好きの方！小学生も参加の延長保育スタッ
フも、募集しています。週2.3日の勤務も可能
です。詳細はお問い合わせ下さい。 

info@himawaripreschool.org

クラシファイド広告

　　　　　募集中！

http://www.linguascience.com/ja/licenses
https://www.sushidenonline.com
https://www.JapanNewsClub.com 
https://www.kobylearn.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
“Bring Your Friends 20-20“

お友達を誘って20㌦割引！
10月1日(金)〜10月31日(日)

Koby Learning Groupでは10月度キャンペーンとして
お友達にコービーをご紹介くださり

その方が入学された場合は紹介者共に受講料を20ドルを割引します！！
クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

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

  

11月以降のオンライン講義内容・詳細も上記ウェブサイトから

芸術の秋！　オハイオ州日本文化関連イベント情報
 
　　　◆　Green Japan Ukiyo-e Exnibit 

　日時: 2021年12月まで　

　　@ Ripin Gallery, Oberlin, OH
https://amam.oberlin.edu

 
　　◆　Verne Collection of Japanese Prints at Fine Print Fair

　　　日時: 2021年10月8日（金）-10日（日）: 
　　 @ Cleveland Museum of Art, Cleveland, OH
 　　　 　　　https://vernegallery.com/

ミシガン大学　参加無料　秋のオンライン講義 
2021年10月　

 

Ouchipan* Bak ing  
おおううちちパパンンをを焼焼いいててみみよようう！！

* Ouchipan is pronounced Oh-Oochi-Pahn and means “homemade bread.” 

Hinoki Foundation is hosting a fun, new 
bilingual event for kids! Learn to bake 
bread with a certified Ouchipan master, 
while practicing Japanese & English. 
 
量りもオーブンも要らない簡単パンの
ご紹介です！日本語と英語を使いながら、
一緒に楽しくパンを焼きましょう！

T h a n k  y o u  f o r  j o i n i n g  u s !  

皆皆様様ののごご参参加加ををおお待待ちちししてておおりりまますす！！

Date & Time日日時時: Oct 10, 2021 (Sunday)  10月月 10日日 日日曜曜日日 11am~1:00pm 

Place 場場所所: Ypsilanti Performance Space,218 N Adams St, Ypsilanti, MI 48197 

Who Can Join対対象象年年齢齢:  K-8 grade  年年長長ささんんかからら 8年年生生ままででのの児児童童生生徒徒 

What’s Cooking 作作るるもものの:  Halloween Style Ouchipan  おおううちちパパンンハハロロウウィィンンババーージジョョンン 

What to Bring持持ちち物物:  Maskママススクク  Apronエエププロロンン 

 Hand Towelおお手手拭拭ききタタオオルル  Sanitizerササニニタタイイザザーー 

Registration参参加加登登録録ははここちちららままでで:  

This event is sponsored in part by The Japan 
Foundation Center for Global Partnership. 

ここののププロロググララムムををササポポーートトいいたただだきき、、国国際際交交流流基基金金
日日米米セセンンタターーのの皆皆様様にに深深くく御御礼礼申申しし上上げげまますす。。 

Requires No Scale or Oven！！
 

No Cost to Register!
 

On the web at hinokifoundation.org 

◆　Online Talk （ひのきオンライントーク ）10月１日 ~ 11月 12日
１０月１日（金）から、「ひのきオンライントーク」を再び開催。このサービスは、Zoom
等の会議ツールを使い、ネイティブとの対話により、日本語を練習するというもので
す。小３〜高１の児童生徒を対象にバイリンガル能力のレベルで分かれ、島根大学教
育学部の学生さんによる会話練習、指導が受けられます。

◆　おうちパンを焼いてみよう！　10月10日(日） 11am-1pm 
          @ Ypsilanti Performance Space, 218 N Adams St. Ypsilanti, MI 48197
対象年齢: Students in grades K-8 幼稚園年長さんから8年生まで

（屋外イベント・申し込みが必要です）　

　　　　申し込み問い合わせは：　　www.hinokifoundation.org
　

Hionki Foundation Events！

https://www.yamatoamerica.com/cs/
https://www.hinokifoundation.org
https://ii.umich.edu/cjs/news-events
https://amam.oberlin.edu
https://vernegallery.com/
https://www.hinokifoundation.org
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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

帰帰国国生生大大学学入入試試説説明明会会  

実実施施日日時時

帰帰国国生生大大学学入入試試のの概概況況とと今今後後のの受受験験対対策策  
①①帰帰国国生生入入試試のの基基礎礎知知識識とと海海外外在在住住中中のの心心構構ええ  

②②主主なな大大学学のの最最新新入入試試情情報報とと攻攻略略法法  

③③河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーーススののカカリリキキュュララムムのの特特長長  
  

★★参参加加者者アアンンケケーートト回回答答者者にに説説明明会会資資料料とと情情報報誌誌「「栄栄冠冠めめざざししてて帰帰国国生生入入試試編編」」をを進進呈呈！！

<<おお問問いい合合わわせせ先先>>  河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーースス北北米米事事務務所所  EE--mmaaiill  ::  kkiikkookkuu@@uujjeeeecc..oorrgg    
  hhttttpp::////wwwwww..kkaawwaaii--jjuukkuu..aacc..jjpp//kkiillkkookkuu//                        

 河合塾海外帰国生コースでは、海外で学び日本の大学をめざす受験生をバックアップするため、帰国生大学入試の説

明会を実施します。北米におきましては、今年度は下記の日程でオンラインで実施します。大学入試の最新情報および合

格の秘訣をお伝えいたしますので、是非この機会をご活用ください。テーマおよび内容は下記の通りです。（内容は都合

により変更になる場合があります。） 

◆◆１１００月月のの実実施施日日

１１００月月１１００日日（（日日））・・２２４４日日（（日日））

◆◆１１１１月月のの実実施施日日

１１１１月月７７日日（（日日））・・２２１１日日（（日日））

◆◆  実実施施時時間間

米米国国東東部部時時間間：：午午後後１１時時～～３３時時

米米国国中中部部時時間間：：正正午午～～午午後後２２時時

米米国国太太平平洋洋時時間間：：午午前前１１００時時～～正正午午

◆◆参参加加方方法法
・オンラインで実施します。必ず事前にお申込みください。

・お申し込みは、 （米日教育交流協議会のウェブサイト）に掲

載の河合塾説明会参加用フォームをご利用ください。＊ では申し込めません。

・定員は各日程 家庭ですので、お早めにお申し込みください。

・在住国・地域に関係なく、どの日程にもご参加いただけますが、より多くの方に参加

いただけるよう、１家庭１日程のみとさせていただきます。

・参加に必要な とパスコード等の情報は、実施日前日までにお知らせします。

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

TABLE FOR TWO は、
“「食」を通じて世界の食料・健康問題の解決に取り組ん
でいます。　10/5(火)〜おにぎり写真を募集中。
写真1投稿につき、100円が賛同企業から寄付され、
アフリカ・アジアの子どもたちに5食寄付されます。

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。

「おにぎりの写真」
「おにぎりを作っている写真」

「おにぎりをいただきます！している様子」
「おにぎりを食べている写真」　

　　などなど、＃OnigiriActionをつけてSNSで投稿を！

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

http://izakayasanpei.com/
http://ujeec.org/%E6%B2%B3%E5%90%88%E5%A1%BE%E5%B8%B0%E5%9B%BD%E7%94%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E5%85%A5%E8%A9%A6%E8%AA%AC%E6%98%8E%E4%BC%9A
https://www.sozairestaurant.com/
https://onigiri-action.com
https://sunnypointe.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
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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

