METRO DETROIT MICHIGAN - ミシガン州.デトロイト近郊

Want to advertise
for the
Japanese community?

Pointer Press LLC
PO BOX 725459
BERKLEY, MI 48072
JAPANNEWSCLUB@PNTRPRESS.COM

Contact us at

japannewsclub@pntrpress.com

www.JapanNewsClub.com

November 2021

んだ空気とやや色づき始めた木々
の中、10月２日（土）、デトロイト

さんへの感謝の言葉を述べた。

今 年度は密にならないよう配 慮を施

りんご会補習授業校の大運動会が開催

し、競技の内容も多少変更されている。

同校の運動会が開催されるのは、2年4

き、大玉転がし、紅白リレーは健在。幼

された。コロナ禍で昨年度は中止され、
か月ぶり。前週からの雨天順延での開催

となり、会場はノバイ・メドウズ校の校舎
後方のグランドとなった。例年は多い時

には約1,000人弱の児童・生徒が一堂に
会して競技するが、今年度はコロナ対策
で密を避けるため、午前・午後の学年入
れ替え開催となった。

開 会 式 では、在デトロイト日本 国 総

領事館の領事加藤

俊輔氏は、紅白の

Tシャツを着て整列した児童らに「がん
ばりましょう」と激 励、林る美校長は運

動会の準備に尽力したボランティアの皆

それでも運動会ならではの徒競走、綱引
稚園部の児童がボールを抱えながら一生

懸命走る姿は微笑ましかった。また、小
学部３年生の「綱引き」では、グラウンド

一杯に大綱が伸ばされた。はやる気持ち
で綱に触ろうとする児童に担当講師は、
「先生が始め、と言ってから綱を引きます

よ。まだですよ。」と何度も呼びかけてい
た。合図で一生懸命に引き始めると、会

ではなく対面でしか感じることのできな
い臨場感と気持ちの動きがあった。
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場全体は緊張感に満ち溢れ、オンライン
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デトロイトりんご会補習授業校

「やっと！」叶った
２年ぶりの大運動会 ！！

澄

の登場人物が快走する様
子を楽しんでいた。

結果は1,10 0点の大台

恒例の１年生の玉入れで

に乗 せた紅 組が圧勝し、

投げ入れる児 童たちの活

取った。白組代表には準優

は、無我夢中で紅白の玉を

生徒代表が優勝旗を受け

気あふれる姿が生き生きと

勝カップが授与された。

以上と中・高等部の競技と

小学部教務主任にお話を

小学部リレーでは、力走す

成功を祈りつつ楽しんでも

を大きく振って応援。最後

いたそうだ。約２年ぶりの

していた。

午後は４年生

大 会 の 後、中 野 ゆう子

なった。クライマックスの

伺った。今 年も運 動 会 の

る選手を児童らがポンポン

らいたい、という気持ちで

の種目、中・高等部リレー
では、高等部３年生が恒例

の「仮 装」をして登場。今

年のテーマは「鬼滅の刃」
で小 学生は驚きの声を上
げるとともに次々とアニメ
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開催とあって、教務・事務部もさまざま

力いっぱい、最後まで諦めません！

な趣向を凝らしたそうだ。急 遽 会 場が

局員が手作りの工夫を凝らしたこと、競

諦めていた万国旗をフェンスに貼り巡ら

黄門のテーマ」にしたことなど、運動会の

小グラウンドに変更になったため、当初
したこと、フェンスに掲げられた「運 動
会」のサインは校長先生の発案で、事務

技のネーミングに合わせてBGMを「水戸

盛り上げを支えたエピソードを伺えた。
また、前日の金曜日と当日の早朝から、
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会場のあちらこちらに見られた手作り

企業ボランティアの方々の尽力があった
ことに感謝の気持ちを述べていた。

子供たちがのびのびと競技を行い、そ

の姿をカメラ席から保護者が場所を譲
り合いながら見守る。参加・観覧した全

員の心の中に思い出が大きく膨らんだ
2年ぶりのりんご会大運動会となった。
				

（JNC)

炭治郎の仮装で１着でゴールの高校生

第29回JBSD親善ソフトボール大会
去る9月12日（日）、9月19日（日）の2日

間にわたり、第29回JBSD親善ソフトボー

ル大会が開催され、参加全27チームによ
る白熱した試合が繰り広げられました。

2年ぶりの開催となった今大会。前大

会上位7チームがシードチームとなり、大

会初日はノーシードのチームが2日目へ進
出する切符を争い、2日目はシード7チー
ム＋ノーシード9チーム、計16チームで優

「桜組」大会４連覇！

しました。来年の活躍に期待です。
大会2日目も好天に恵まれる中、シー

ド7チームが登場。会場は更に盛り上が

りを見せました。ダークホースとなったの

は初戦から打線が爆発した「FCチョット
チョット」。シードチームを次々と退け、
初戦の勢いのまま準決勝へ勝ち進みま
した。一方、別のブロックでは「Yazaki
Arrows」が大きな声援を受けながら奮

Muskrats」と対戦。結果、大量得点で駒

を進めてきた「桜組」の打線がここでも
爆発し、決勝進出をものにしました。

もう一方の準決勝は、勢いに乗る「FC

チョットチョット」と、前 回 大 会 3 位の
「TGNA Trefuerza」を破り、駒を進め
てきた「Bombers」。両チームとも強力な
打線を売りに拮抗したゲームとなりました

が、最後は守備に秀でた「Bombers」に
軍配が上がりました。

決 勝 戦は、４連 覇のかかる「桜 組 」

闘を見せ、準々決勝で「桜組」に敗れる

と、ノー シ ード か ら 強 豪 を下 し 勝 ち

後より激戦が繰り広げられました。中でも

発揮しました。

「Bombers」を前に一時はリードを許す

ぬ戦いぶりで会場を盛り上げましたが、地

組」が、前回大会4位の「NISHIKAWA

勝を争う方式です。

大会初日は秋晴れの下、プレイボール直

も、過去に優勝経験を持つ実力を存分に

「さんじゅーだらーズ」は初出場とは思え

準決勝の一方は、前回大会優勝の「桜

力に勝る「MEIDEN AMERICA」に敗退

らばーず」を接戦の末に制した「N M B

進んできた「Bombers」との好カード。
など苦戦を強いられますが、ここはやはり

常勝軍団の「桜組」。ホームラン攻勢で
逆転し、鉄壁の守備で2回以降をシャット

アウト。9対4で見事４連覇を達成しまし
た。3位決定線では、
「NMB Muskets」
が10対7で「FCチョットチョット」との接
戦を制し、3位の座を手に入れました。

今大会では参加チームが減った一方、

2年ぶりの開催で士気が高まる中、初出

場チームやダークホースの出現により盛り
上がりを見せました。その中で見事優勝

をものにした「桜組」は果たして5連覇な

るのか、来年の大会が非常に待ち遠しく
大会４連覇、おめでとうございます！
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思います。 （記事・写真提供：JBSD）

小学部リレーの力走
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＃そろそろ帰りたい！

九州バーチャルフェスト開催

10月24日、28日と二日間にわたり、

IACEトラベルUSA、Wismettacフーズ、

ANA3社合同の日米イベントとなる「九州

バーチャルフェスト」がオンラインにて開
催された。

昨年からの新型コロナウイルス感染が

落ち着きをみせつつある日本だが、これか
ら日本への帰国の際、または、米国から日

本旅行の際に九州に向かいたくなる！九

州の観光オススメスポット他、グルメ、アク
ティビティがたっぷり紹介された。

福岡は太宰府天満宮や中洲グルメ、熊

本の鍋ヶ滝、鹿児島の砂風呂スポットなど

その他のさまざまなオススメ観光地が取
り上げられ、普段みられない現地の景色

が映像で紹介されるなか、チャットルーム
は参加者で賑わい、それらの映像を一緒
に楽しみながらコメントを寄せ合い交流で

プロビデンス産婦人科

ミ

し

が

ン

““M
M I滋賀ン
I滋賀ン”交流会、
”交流会、オンライン甲賀忍者ツアー
ミシガン州と姉妹県州にあたる滋賀県

ついても言及。実は星形手裏剣よりも、当

する九州の特産物も取り上げられ、生産

ているが、10月28日（木）
「ミしがン」交流

星形よりも主流で、思い描いていた忍者の

多織をはじめとする九州の職人が作り上

甲賀市の「リアル忍者館」から、忍者に関

に富む九州に出会えたイベントとなった。

も日本の忍者は、“Ninja”としてさまざまな

きるバーチャルイベントであった。
また、旬のくだものや、和牛をはじめと

ではまざまなイベントを開催し交流を図っ

者の方々が直接顔を出し紹介。他にも、博

会はこの度、忍者の里として有名な滋賀県

げた工芸品も紹介されるなど、バラエティ

するオンラインツアーを開催した。国外で

イベント内容にちなんだクイズでは正

映画、アニメキャラクターとしても描かれて

等が当たるなど、さまざまな仕掛けも施さ

のひとつだが、それでもまだ海外では謎の

解者に景品として日本行きの往復航空券

いることから比較的浸透している日本歴史

れ、同イベントを盛り上げた。

多い忍者。当日は、次々と溢れる質問に、

当日 紹 介され た 九 州 のさまざ まな

品が、イベント後もウェブサイトより米

国から購入できるということで、実際に
九 州になかなかいけない方にとっては
ありがたいサービスも盛り込まれた。
（https://www.kyushufes.com/）

通訳を交えて甲賀市地域おこし協力隊の

忍者、嵩丸氏が丁寧に答え、大変盛り上が
りを見せた交流会イベントとなった。

嵩丸氏によると、忍者の歴史は約500

年前の戦国時代にまで遡る。
「甲賀の地

には有名な大名がいなかった。忍者たち

を守る殿様がいなかったので、自分たち
の身を守らなければならず、修行を積んで

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo c tors.org/providenceobg yn
サービス内容 ・婦人科一般検診(保険適用)・マンモグラフィー

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

Novi, MI 48374

力をつけた五十三人の忍者が生まれた」
と説明。三重県の伊賀忍者とライバルとさ
れることが多い甲賀忍者だが、実は隣合

わせの地に位置し、使っている忍術や戦
い方は基本的には変わらないとのこと。組

織の運営方法には違いがあったと話した
が、甲賀忍者の特徴は、特定のリーダーは

つくらず、皆で話し合いをもち、取り決めを
行い、その時のルールや忍術書とともに館
内に展示されている説明がなされた。

道具、武器の展示エリアでは手裏剣に

時は棒形の方が使いやすく制作が高価な
イメージとのギャップを楽しめる内容も多
く紹介された。また、忍者は、誰もがなれ
るものではなく、忍者の家系の長男がなる

ことも説明した他、
「くノー」として女性忍
者を思い浮かべるが、実は、男性が入れ

ない場所に忍び込む際にヘルプとして女
性を送り込んだということで、実際には女
性は忍者にはなれなかった時代であった
と話した。

「もしなりたくなかったら？」
「女性として
忍者の家に生まれたら？」という鋭い質問

も飛び出し、日本の特殊な歴史文化につ
いても学ぶ時間となった。メディアの忍者

に対する刷り込みによる「イメージギャッ

プ」のある映画やアニメ作品についてどう
思うかを問われた嵩丸氏は、
「本物からは

かけ離れているように見えても、300年前
に絶滅しているにもかかわらず世界で忍
者が今でも人気なのは、メディアが取り上

げてくれるからこそ。格好良い忍者が出て

きて、歴史が語り継がれることは良いこと
だと思っている」という明るい言葉が印象
的な締めとなった。

同イベントは、ミシガン滋賀姉妹県州

委員会（滋賀県）、甲賀市、ミシガン州立
大学連合日本センター、びわこビジター
ビューローの共催のもと行われた。

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

家具付 ＆ 家具なし
長期 ＆ 短期

1,2,3 ベッドルームアパート
・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
もちろん 水道、ガス、電気、食器、
さらに 寝具、ケーブルTV付で即入居可能。

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”（第225回）
秋の夜長のよもやま（四方山）話
１１月に入りました。ようやく残暑も収まりコート姿の人々が見られ始めた日本では神

無月が過ぎて出雲に集まっていた地方の神々もそれぞれのホームタウンに戻り、地場の
お守りに専念してくださっていることでしょう。ハロウィンを境に一足先に秋から初冬に

向かうミシガンでは気温もグッと下がり、先月のある朝には初霜が見られました。陰暦で

は１１月を霜月と呼びますが、言い得て妙ですね。米国では日本のような小さな真っ赤な
紅葉は見られませんが、黄色、オレンジ色、紫色などのカラーリングは別な趣があり、黄
色の葉に陽が当たると目に鮮やかなゴールド色が映えます。種類によっては既に一部落

葉し始めている草木もあり、落ち葉拾い、落ち葉かきをせねばならない季節になります
が、雨に濡れると濡れ落ち葉の始末が厄介ですね。お隣さんと屋根続きのデュープレッ

クス・コンドミニアムの我家はあいにく風下の吹き溜まりになる立地のため、風上の向かい

の他家の落ち葉がこちらの庭に吹き寄せられ迷惑しています。予算が厳しいコンドーの
委託管理会社は毎年シーズン最後に一度だけしか落ち葉かきをしてくれないため、それま

で放っておくわけにいかず溜まり過ぎたり濡れ落ち葉になって見苦しくならない内に掃除

をするのですが、去年一度１時間半以上も作業して汗をかき、膝や腰も痛くなってヤード
ウェイスト４袋分の落ち葉を綺麗にした翌日、北風がピューッと吹いて向かいから落ち葉

が吹き寄せられ掃除する前と同じ位の落ち葉が吹き溜まりガックリしました。向かいの家

主は自分で掃除しなくても風が代行してくれるので落ち葉かきに熱心でなく、こちらは迷
惑しています。今年はちゃんとやってくれるといいですが......
さて、先月割愛したスポーツの話題です。
先ずプロ野球。日本ではセ・リーグでヤクルト・スワローズがパ・リーグではオリックス・

バッファローズがレギュラーシーズン優勝。しかもどちらも２年連続最下位からという野球

評論家さえも全く予想外の結果でした。特にパ・リーグでは投打に盤石のソフトバンク・

ホークスが昨年同様に独走と予想されていたのに、CS（クライマックス・シリーズ）にも残

引越

れない４位になるとは誰も予想しませんでした。バッファローズは近鉄とのチーム合併後

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

初優勝で２５年ぶりとか、宮内オーナーはじめ関係者の喜びはひとしおでしょう。セ・リー
グはヤクルトと阪神、パ・リーグはオリックスとロッテと両リーグとも最後の最後まで優勝

争いが続き、野球ファンは毎日の試合結果に一喜一憂したことでしょう。
「勝負はゲタを
履くまでわからない。」と言いますが本当にわからないものです。だからこそ面白いとも言

えます。勝因は監督の手腕、選手の奮起、投打のバランス、チームケミストリー、予想外
のヒーローなど色々ありますが、とにかく結果が全て。スワローズ、バッファローズ、両チー

ム関係者の皆さん、とりあえずレギュラーシーズン優勝おめでとうございます！！CS、日本
シリーズも頑張ってください。

当地米国MLBではプレーオフ最終ワールドシリーズの最中。直近５年間で３度目進出

のア・リーグ、ヒューストン・アストロズと２２年ぶりに進出のナ・リーグ、アトランタ・ブレー
ブスの対決。本紙発行の頃には覇者が決まっていると思いますが、ブレーブスが優勝す
れば実に２６年ぶり。結果はどうなりますか？

スポーツの話題では、日米とも他にも色々話題があり冒頭前書きだけでは書き切れ

ませんので、今月号のテーマは『秋の夜長のよもやま話』として他分野の話題とともに
続けます。

その１：MLBでは今シーズンを通して話題を提供し続けたエンゼルスの二刀流大谷選

手を外せません。日本人一ファンとして怪我・病気なくシーズンを全うして活躍できるかが

一番の関心事（心配事）でしたが、こちらの（大方の）心配をよそに見事に完走し、記録
ずくめの本当に素晴らしい成績を残しました。投打の二刀流に加え、走塁でも飛ぶような
走りを見せ、投手として２３試合、１３０回１/３投球回、９勝２敗、防御率３.１８、１５６奪

三振、打者として１５５試合、４６本塁打、１００打点、１０３得点、１３８安打、２６盗塁、

１００四死球（９６＋４）、出塁率.３７２、長打率.５９２というとてつもない数字を残しまし

た。１８９三振と打率.２５７は今一つでしたが、ホームランバッターには良くあるケースで打

点、得点は１００越えしてますのでチーム貢献度は抜群です。彼の性格からして既に改善
策も考えているでしょうし、オフシーズンに具体的なトレーニングをして来シーズンこの二
つの数字が改善されたら、もう本当に手が付けられない打者になりますね。チームはここ

何年も言われ続けている弱体投手陣のせいで今年もプレーオフ進出できず、もう少し長く
彼のプレーする姿が見られなくて残念でしたが、ワールドシリーズ初戦のアストロドームに

姿を見せ、事前公表を聞いていなかったメディアやファンは驚きましたが、MLBコミッショ
ナーから『Historic Achievement Award（歴史的偉業アワード）』の受賞に喜びを分か

ち合いました。また、その直後にはMLBの選手間投票による年間最優秀選手賞（日本人
選手では２００５年のイチロー氏以来１６年ぶり）とア・リーグの最優秀野手賞を同時受

賞し、多くのスタープレーヤーから賛辞を受けました。それまでに受賞していた米専門誌
「ベースボール・アメリカ」の年間最優秀選手、
「ベースボール・ダイジェスト」の野手部門
最優秀選手、スポーツメディア「スポーティング・ニュース」の年間最優秀選手受賞と合わ

せて、先月末時点で所属球団内受賞とは別に球団外で６冠達成。ワールドシリーズ終了後

に予定されるMLBア・リーグのMVP（年間最優秀選手）最有力候補にもなっており、他の

いくつかの受賞候補と合わせて１０冠から１２冠まで受賞の可能性があります。現役選手

の実体験からのコメントを見聞きしても、投手か打者か片方だけでも心身ともに多大なス
トレスがかかるにもかかわらず、年間通して、しかも今季のようなハイレベルでプレーをし
続けたのは驚異的（異常）なことで前例がありません。
『異次元』、
『異星人』、
『地球外生

命体』などと通常使われない表現で称賛されるのも無理ありません。
「称賛する適当な言
葉がない」と嘆く評論家までいます。１００年も前の先人ベーブルースと度々比較されます
が、グローバルなスポーツになった現代と時代も選手層も、球団数やプレーレベルも全く

違う環境では妥当な比較になりません。ルースさんには申し訳ないですが、大谷選手の一
人勝ちです。大谷選手自身の歴史的記録を更新できるのは彼自身のみと確信します。来年

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

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

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

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

も健康を維持して、エキサイティングな “SHO–TIME”を見せて欲しいですね。

大谷選手の話だけでこんなに長くなってしまいました。まだまだ書き足りませんが、既に数

多のメディアで報道されていることも多いので、今回はここまでとして他の話題に移ります。

その２：NPB西武ライオンズの松坂大輔投手、日本ハム・ファイターズの斎藤佑樹投

手、読売ジャイアンツの亀井善行選手が今季限りで引退しました。松坂投手は高校時代

から『平成の怪物』と呼ばれ横浜高校、ライオンズやサムライ・ジャパン代表、MLBボス
トン・レッドソックスなどで活躍した大スターで同期や前後の有力選手団も束ねて『松坂

世代』と呼ばれ、一世を風靡しました。日本代表として出場したワールド・ベースボール・
クラシックでは２００６年第１回、２００９年第２回と２大会連続でMVPとなり、勝利数６

勝は今も歴代１位。現役時代中盤から後半にかけて股関節、右肘、右肩と次々に怪我に

見舞われ、彼本来の力強いピッチングができなくなっての引退は残念でしたが、前半の輝
かしい成績と記録は消えるものではありません。特に今でも記憶に残っているのは横浜高
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校３年在籍時最後の１９９８年第８０回夏の甲子園大会準々決勝でPL学園相手に延長

１７回、２５０球を一人で投げ切った完投勝利、翌日の準決勝明徳義塾戦でも１イニング
登板、更に決勝の京都成章戦ではノーヒットノーランで春・夏連覇達成、と正に『怪物』

の名に相応しい神がかり的な大活躍でした。他にも記録と記憶に残るストーリーが山ほ
どありますので、ご興味のある方はご自分で！（笑）

次に斎藤投手。言わずと知れた『ハンカチ王子』です。元巨人軍の王さんと同じ早稲田

実業３年在籍時の２００６年これも最後の夏の甲子園大会で延長再試合となった決勝戦

で当時の駒大苫小牧（とまこまい）のエース『マー君』こと田中将大投手と先発で投げ合
い４−３で勝利して甲子園初優勝。同大会での投球回６９、投球数９４８はいずれも１大

会では史上最多記録。大会中彼が尻ポケットに入れた青いハンカチで汗を拭う仕草が
話題となり、ハンカチ王子の愛称を授かりました。以後『ハニカミ王子』と呼ばれたゴルフ

の石川遼選手他様々な分野で活躍する男性ヤングスターを次々と〇〇王子と呼ぶ走りと

なりました。２００７年高校卒業後直ぐにプロ入りせず早稲田大学に入学し、野球部に入
部。その年春の東京６大学リーグ戦で東大相手の開幕戦で勝利し、１年生春の開幕投手
勝利は当時で何と昭和初期以来８０年ぶり、優勝がかかった早慶戦でも先発を任され勝

利投手として優勝。その春のリーグ戦では４勝無敗、防御率１.６５の成績で１年生投手

として史上初のベストナイン入り。大学時代は球速を追い求めた結果フォームを崩して成
績がパッとしなかった３年生時を除きほぼ無敵・無双状態で数々の功績と記録を残し、

国際大会にも大学日本代表として４年連続選出されたのも史上初。２０１１年に日本ハム
ファイターズに入団しプロ入り、２年目の開幕戦に先発指名され９回１失点の完投勝利は
当時のNPBで５０年ぶり、パ・リーグでは６２年ぶりの快挙。その４月にはプロ初完封勝
利もあげ順風満帆かと思われましたが、
「好事魔多し」とはこのことか６月中旬以降は６

戦連続勝ちがつかず成績不振に陥り、７月末には１軍出場選手登録抹消となり２軍で再
調整を余儀なくされ、２軍戦や社会人チーム相手の試合でも打ち込まれて苦しみました。

９月末に１軍に復帰し１０月初旬の試合に先発するも６失点でシーズン8敗となり、翌日１

軍登録抹消されそのままレギュラーシーズン終了。その年の成績は１２球団全投手の中で
ワーストとなる悲惨なものでした。２０１２年の夏頃から感じていた右肩痛の原因が関節

唇損傷と判明し、その後は１軍での登板・勝利がほとんどなく２軍での調整と登板が続き
ましたが、今季をもって引退となりました。プロ在籍１０年で合計１５勝と学生時代無双状
態だったことを考えると本人が一番悔しいと思いますが、松坂投手と同様に怪我が投球

能力を低下させ、投手生命を縮めてしまった例で残念でなりません。松坂投手ともどもこ
のプラス・マイナス両面の経験を生かして引退後も何らかの形で野球界に関与してもらい
たいと思います。

最後は、ジャイアンツの亀井選手。先の二人ほど大スターではなく目立つ存在ではあり

ませんでした。それでも原監督が「困った時には亀ちゃんがいる。巨人においての守り神

という存在だった。」と言うように打撃、守備、走塁でレギュラーの穴を埋めるユーティリ
ティー・プレーヤーとして地味な存在でしたが、時にはサヨナラ打とか代走やファインプ
レーでニュースや活字に表れることもありました。基本的には縁の下の力持ち的存在でし

たが、原監督にとっては実際に試合でプレーする、しないにかかわらず、いなくては困る
貴重な選手だったようです。お守りか胃薬もしくは精神安定剤のような存在だったかもし
れません。

今季も打率が悪いにもかかわらず終盤戦にクリーンアップに起用などと使い続けて偏

重起用とも思える原監督の選手起用に批判が高まっていましたが、今年引退の花道を飾
らせる温情起用とも言われました。もう一つ、彼が２００９年の第２回WBC大会の日本代

表に選ばれた際には原代表監督の巨人贔屓（びいき）だとやはり批判されましたが、この

時はチームキャプテンのイチロー選手に何かあった場合の控えとして他に代表候補となる
スター選手は大勢いたものの、ずっとイチロー選手の控えでベンチではやる気をなくして
しまい、不満が出てチームケミストリー（化学のように反応・生成するチームの調和やメン

バーの相性、団結する一体感）に悪影響する恐れがあり、万一の時の代役としてあえてス

ターではないが守備・走塁は固い亀井選手を選出したようです。亀井選手自身も「正直
選ばれたくなかった。」と戸惑いがあったようですが、そう言われてみれば納得できる理
由かもしれません。彼も怪我で苦しんだ選手でしたが、引退会見時の笑顔を見ると自分

のやるべきことをやり切った満足感が感じられました。３選手ともアマ時代も含めて長い
間ご苦労様でした！！第二の人生に幸あれと祈ります。

その３：政治面では、バイデン政権が前回キャンペーン中から言い続けている永続的

再生可能エネルギー型新規インフラ投資と社会的弱者救済を目指す超大型経済振興予
算がまだ下院で投票も可決もされていません。主な理由は毎日のように報道されている

民主党内の意見の食い違い、調整・合意難航による単純過半数の確保が保証されてい
ない点です。マンションとかシネマとかしょっちゅう出てきますが、建売りまたは分譲マン

ションや映画館の話ではなく、下院投票と可決通過を阻んでいる民主党の上院議員２名
の名前です。マンション上院議員は相変わらず総枠予算３.５兆ドル案に対し上限１.５兆

ドルに拘っており、シネマ上院議員は予算の使用目的には大筋合意しているものの、その

予算の収入源としてバイデン政権や民主党前進派が描いている今は、全くもしくは微々た
る納税しかしていない大富裕層や高収益の有力大企業に対する増税はビタ一文認めずと

真っ向反対しているとの報道です。バイデン大統領は先月末にイタリアのローマで開催さ
れたG２０首脳・外相会議及びその後スコットランドのグラスゴーで開催されたCOP２６
国連気候変動枠組条約締約国会議に発つ前に両案の議会可決通過を完了し、米国とし

て確約できる手土産として持参し現政権と国家の面目を保ち、グローバルリーダーとして
権威と信頼を回復したい意向でしたが、自分の所属党内の取りまとめができず空振りに

終わりました。ただでさえこのところ急降下している同大統領の支持率低下に歯止めがか
からない状況です。党内最新情報では盛り沢山の予算構成の中で原案にあったコミュニ

ティーカレッジの授業料無料化の見送り、チャイルドケアサポートの実施対象期間の短
縮など止む無く一部を削って総枠予算を１.７５兆ドルから２兆ドル程度に圧縮した調整・

妥協案で最終合意を目指しているとの報道もありましたが、党内前進派は既に共和党も

事前合意しているインフラ予算だけの投票には反対し、総枠調整後の財政調整予算も同
時投票しない限り、インフラ予算投票に賛成投票しないと宣言しており、合意点、着地点
が見出せていません。既に１１月に入りタイミングが遅れるほどバイデン政権と民主党支

持率に悪影響しかねず、関係者全てに焦りが見えています。本稿作成時には結果が出て
いませんが、１１/２(火)実施のバージニア、ニュージャージー両州の州知事選挙にも影響

して民主党候補落選の恐れも十分あり得ます。特にバージニア州は両党とも必勝目指す

大接戦でどちらに転ぶか予断を許しません。ニュージャージー州も民主党勝利が絶対保
証できる状況ではなく安心できません。

その４：前出のCOP２６会議に出席予定だった英国のエリザベス女王が担当医師から

静養が必要とアドバイスされ先の北アイルランドと今回スコットランドへの公務訪問を取
り止めたとの報道がありました。先日も公務で初めて杖を使われているお姿が映りました
が、先月中旬には数日の検査入院をアドバイスされ１日だけでご退院したニュースもあり

ました。９５歳というご高齢に加えて今年４月には長年連れ添われた夫である故エジンバ
ラ公フィリップ殿下のご逝去もあり、またコロナ禍の中今年だけで既に６,５００Km以上

も旅行されていると聞いた覚えもあるので、決してご無理をしていただかないようにお祈り
するのみです。

以上、先月末週には米国内外で色々な出来事、ニュース報道があり、どれを題材にして

も簡単に書き切れないほどでしたので、どれも中途半端で不十分ですが『秋の夜長のよ
もやま話』としてご容赦願います。

執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合 開 発室、米国ニューヨークの子 会社、経営企 画 室、製 品開 発 部 、海 外 事 業 室、
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。
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心臓病治療の最前線
第165回

先

ブースターショットについて

月9月2 2日、アメリカ食 品 衛生 局は、ファイ

4. イスラエルにおける、2回のワクチン接種 後

接種、いわゆるブースターショットを65歳以上か、医

て、ブースター接種を受けた人は、受けてい

ザー社製のコロナワクチンについて、3回目の

学上、コロナにかかると重篤化する危険の高い人、ま

たは医療従事者などの人たちを対象に、2回目の摂
取から6ヶ月以上が経っていることを条件に、緊急使

用許可を与えました。これは、臓器移植を受けた人
や、慢性のステロイド薬の使用、さまざまな免疫不全
症候群の人などに対して、３度目のブースターショッ
トを２度目の摂取から４週間経っていることを条件
に既に許可を与えていることに続くものです。

ブースターショットの量は、２度目の量と同じ30

マイクログラムで、肩の三角筋に筋肉注射を行います。
この決定の根拠となったのは、次のような臨床デー
タによるものです。

1. 米国の12歳以上の340万人の追跡調査で、

ファイザー社のワクチン接種者は、未接種者
に比べて有意に新型コロナ感染の危険が減

少したが、この効果は、ワクチン接種後1ヶ月
以内の８８％に比べて、5ヶ月以上では４７％
に下がった。その一方で、ワクチン接種は、未

接種者に比べて、コロナによる入院の危険も
減らすが、この効果は、1ヶ月未満（87％）と
5ヶ月以上（88％）で差はなかった。

5ヶ月以上経った110万人の追跡調査におい
ない人に比べて、11.3倍の感染率の減少が認

められ、19.5倍の重症化阻 止効果が認めら
れた。

注射も可能ですが、前者は経静脈注射でのみ使用可

能です。この２つのお薬はどちらもデルタ変異株に対
しても有効性があります。

2020年初頭から、全世界を襲った新型コロナの猛

威も、ワクチンの開発と社会的距離、
マスクの着用な
どで、ようやく先が見えるようになってきているよう

にも思えますが、油断大敵、勝って兜の緒を締めよ
の諺通り、さらに気を引き締めて、この災禍を克服し

ワクチンの副作用について：
ファイザー社のブースターショット後の副作用の

発生率は、2回目の接種後の副作用の発生率と変わ
らないと報告されています。

ていきたいものです。

ブースター適応のあるかた、65歳以上の方、ぜひ、

ブースターショットを受けてください。近所の薬局

米国内では、モデルナ社やヤンセン社のワクチン

についても、この原稿を書いている時点で、ブース
ターショットが認められました。また、ブースター

ショットに、最初の2回のワクチンと異なるワクチン

を使うことも認められました。さらに、ワクチンの対
象年齢を5歳から11歳の年齢にも広げることがCDC

により勧告され、これが承認されれば、米国では、

近日中に5歳以上の全ての人についてワクチンを受
けることが勧められることになりそうです。

で無料でワクチンは接種できるはずです。その際、
前に接種をした時にもらった接種 証明のカードを

忘れずに持参しましょう。また、インフルエンザワク
チンの接種も大事です。コロナとインフルエンザの

ワクチンを同時に接種することは理論的には可能の

ようですが、あまり勧められません。２週間ぐらい
は間隔を空けるのが無難だと思います。明治のはじ

め、福沢諭吉が言ったように、“天は自ら助くる者を
助く”です。自分の健康は自分で守ることを心がけま
しょう！

新型コロナ感染症に対する、モノクローナル抗体カ

クテル療法も進歩しています。感染初期に投与して、
重症化を抑えるバラニビマブとエテセビマブの抗体

2. イスラエルで行われたコロナPCR試験の疫学

カクテルは、最近、暴露後予防療法（Post exposure

了したグループと、3ヶ月前に同じく完了した

た。これによって、家庭や、老人ホーム、刑務所、病

に感染者数が多かった（1000人につき、３.２

防的に使うことで、他の成人に広がるのを最小限に

かった（同0.29対0.15）。

す。今のところ、12歳以下の学童や小児については、
胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高

調査で、６ヶ月前に２度のワクチン接種を完

prophylaxis) のエージェントとしても承認されまし

グループを比較したところ、前者の方が有意

院、軍隊などで、患者が発生した場合、この薬剤を予

対１.６）、また重篤感染者数も前者の方が多

抑え、クラスターとなるのを抑える効果が期待されま

3. ファイザーワクチン接種前後にコロナ感染のな

かったと考えられる210人の人たちについて、2

回目の接種後1ヶ月目とブースター接種後1ヶ月
目のコロナウイルスに対する抗体量を比べたと
ころ、ブースター接種後の抗体量は、2回目接

1/8 page
size ad. Godaiko
Restaurant
種後の抗体量に比べて、
3.29倍であった。
March 2007

ワクチンも、予防薬も治療薬も存在しませんので、家

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、

庭や学校で、それ以外の大人が、できるだけワクチン

お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

を接種し、感染が広がるのを最小限にすることが大事
だと思われます。カシリビマブとイムデミマブの抗体
カクテル療法も暴露後予防療法の薬として承認され
ていますので、米国ではこれで２つのお薬がこの適用

で使えることができるようになりました。後者は皮下

ローズビルオフィス（メインオフィス）

18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066
（上）最近新型コロナブースターショットを受けた筆者。
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

(下）先週子供達と一緒にハロウインのカボチャ作りをしました。
今年は私は、コロナかぼちゃを作りました。
“ワクチンを 打って迎える コロナかな”

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
山http://www.eastsidecardiovascular.com/
﨑博

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

循環器専門医

日米両国医師免許取得

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan
(734) 930-2880

循環器科

デトロイト市 サントジョン病 院 循 環 器 科

★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。

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

カラオケ有!!

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

専門医

Eastside cardiovascular Medicine,
山PC
崎 博
Roseville Office
25195 Kelly Rd
日米両国医師免許取得。
Roseville, MI 48066
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
Tel: 586-775-4594 Fax: 586-775-4506
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。
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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

Holiday Gathering Conversations：ホリデーに招かれた時の会話

気温が低くなり、紅葉も始まり、日が短くなってきました。これは、ここミシガンではどんなことを意味するのでしょうか？そうです、
これは長く寒い冬が始まっただけでなく、温かくて美味しいホリデーのご馳走も意味します。もし英語を話す人たちと自宅もしくは他の方の
家でホリデーのお食事を楽しむ機会があるなら、こちらの会話例を参考にしてみてください。自宅に集まった際によく使う英会話例です。

Arriving / 到着の時
A. Hello, how are you? Come in! Welcome! Thank you for coming over.
B. Thank you for having me (over). I'm sorry I'm late.
A. Were you able to find my house okay?

B. Yes, it was fine. Oh, I love your house! Should I take off my shoes?

A. No, it's not necessary. Let me take your coat. Come in and have a seat.
Make yourself at home.

B: Oh, thank you. Your house is beautiful. Oh, should I keep on my mask?
A: It's up to you, whatever you are comfortable with.

B. Oh, ok. By the way, I brought this for you. It's homemade.
A. Oh, you shouldn't have! Thank you, it looks delicious!!

A. こんにちは、お元気ですか？どうぞお入りください。ようこそ我が家へ！
B. お招きいただきありがとうございます。遅くなってすみません。
A. うちは、すぐ分かりましたか？
B. はい、分かりました。とても素敵なお宅ですね！靴を脱いだ方がいいですか？
A. いいえ、大丈夫ですよ。コートをお預かりします。どうぞお掛けください。
くつろいでくださいね。
B. ありがとうございます。お家の中も素敵ですね。あ、マスクはしたままの方が良いで
すか？

Other Conversations / その他の会話
A. Is this your first Thanksgiving dinner?
B.

Yes. We're really happy to be here. Do you have any Thanksgiving
customs?

A. Well, sometimes we go on vacation, but usually we relax at home. So
how do you like Michigan?

B. It's a very beautiful place to live. How long have you lived here?
A. About 10 years. Do you live close by?

B. Yes, about 10 minutes away. By the way, do you need any help?
A. No, I got it! Just relax!

B. Okay, but let me know if you need anything. Actually, could I use your
bathroom? (Not “borrow” or “restroom.” )

A. Just around the corner, first door on the right.

B. Thank you. Also, where can I throw this garbage away?
A. Oh, sorry! The garbage is under the sink.

A. 初めてのサンクスギビングディナーですか？

A. あなた次第ですよ、落ち着く方で。
B. 分かりました。ところで、こちらをどうぞ。私が作りました。
A. あら、そんなことをしなくても良かったのに！ありがとう、とっても美味しそう！！

Of fering Food or Drink / 食べ物や飲み物を勧める
A. Would you like something to drink?

B.

はい。 招いて 頂いて 本当に 嬉しいです。 サンクスギビ ングにはどのような
習慣があるのですか？

A. そうね、旅行に行くこともありますが、たいていは家でリラックスしています。
ところで、ミシガンはどう？
B. 住むにはとても素敵なところですね。こちらにはどれくらいお住まいですか？
A. 約 10 年くらいです。お近くにお住まいですか？
B. はい、ここから約 10 分くらいのところです。
ところで、何かお手伝いしましょうか？

B. That would be great, thank you!

A. いいえ、大丈夫ですよ。リラックスしていてください！

A. Are you interested in some pie?

B. (Refusing) Oh, thank you, but I'm okay right now.
A. Okay, how about hot cider?

B. 分かりました、もし何かあれば言ってくださいね。 ところで、
お手洗いをお借りしてもいいですか？（borrow や restroom は使いません）
A. そこの角です。ドアを出て右側です。

B. Wow, this is delicious! How did you make it?

B. ありがとうございます。それと、ごみはどこに捨てればいいですか？
A. あら、ごめんなさい。ゴミ箱はシンクの下にあります。

A. 何かお飲みになりますか？
B. ありがとうございます、頂きます！

Saying Goodbye / お帰りの時

A. パイはお好きですか？
B. ( お断りする時 ) あ、ありがとうございます。今は結構です。
A. そうですか。それではホットサイダーはいかがですか？
B. あら、これは美味しい！どうやって作るんですか？

A. Well, thank you very much for coming! It was a nice time. Come again
anytime!

B. I had a good time. Thank you for having me over. Next time, please
come over to my house.

A. Yes, let's get together again soon. Take care and drive safe!
B. Thank you. Have a good evening.

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

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

New Trend
38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331
Office: 248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。
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。

A. 来てくださり、ありがとうございました。楽しかったです。またお越し下さい！
B. 楽しかったです。お邪魔しました。次は是非うちにもいらしてくださいね。
A. そうですね、また、近いうちに集りましょう。お体に気をつけて、
安全運転で帰ってくださいね！
B. ありがとうございます。素敵な夜を。

11月のイベント 2021年11月1日～11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。

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
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《お花の随筆

第5７回》

黄金の稲穂の海を夢見て
織田貴和子
ちゅうぼう

「生姜が無くっちゃぁショウガ、ねえ。」厨 房で呟いた料理人の背後で私は思わずけ
たたましい笑い声を上げました。俗世間に言う「おやじギャグ」というものが、私のツボ
には恐らく、よそ様の受けるおよそ５倍のインパクトで入ってしまうらしきことが、最近
よくわかってまいりました。その生姜、湿度の高い日本での生活とは異なりこの辺の気
候ではすぐに乾燥しミイラになってしまいますので、すりおろしラップに小分けし冷凍
保存など致しております。秋も終わりゆく今頃は紫蘇、三つ葉、ニラ、ネギなどそれま
で野外で強い太陽を浴び栄養満点に育ってきた新 鮮な野菜たちにしばしの別れを告
げる季節でもあり、出来れば冬の間も楽しめるようにと、色々の工夫を試しております。
この夏のある日、車庫のシャッターを開けましたらすぐ足元のコンクリートに大きな
蝉がじっとしておりました。あれれ 、生きているのか死んでいるのか、ともかくこんな
暑い処にいないでお外へ、と手でつかむ勇気がなかったものですから紙を折りたた
み、蝉の足の下へ滑り込ませようと一所懸命になっていたところ、気づけば蝉が、私が

ノーブル フィッシュ

ワンワールド マーケット

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

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

その紙を掴んでいる親指にしっかりと掴まり始めたではないですか。私は、普段虫に話
しかけたり距離をおいて観察する分には平気で頓着しないのですが、実は、苦手なの
です。昆虫にしっかり六肢ですがられたのには「ぎ、や、あ、あ、おおうう。」言葉にな
らない低い唸り声を絞り出し全身にオンブレで鳥肌が立って行くのを感じながら、が
まん、がまん、蝉は何年も地中で暮らしやっと地上に出て来ても、地球を楽しめるのは
う ろ た

たった２週間程と子供の時図鑑で読んだではないか、私がここで狼 狽えこの子を払い
のけ吹っ飛ばしてしまって頭でもぽろんと取れてしまったら、蝉のお母様に何と言って
謝れば良いのか、とにかく、がまん。目をつむり歯を食いしばり全身を凍り付かせたま
ま「嚙まないでね」と蝉に囁き、とにかく私の指を放してと願いながらあっちの茂みに

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

ピタ、こっちのお花にピタ、とくっつけてみましたが蝉は動きません。そうか、蝉なら木の
幹じゃないとと閃き古いカバノキの日陰まで走ってゆき、そこへ手をぐっと押し付けて

www.noblefish.com

みました。すると蝉はゆっくり、ゆっくり、確かな足取りで即刻木の幹へと移動し始めた

www.oneworldmarketinc.com

のです。なんだ、ちゃっかり者だ。こいつ白目は無いけどしっかり周囲が見えてるじゃな
いか。蝉と自分との意外で当たり前な共通点を見つけとても嬉しくなり、見送りました。
空 気は冷え、風が強まり、気持ちもきりり引き締まる美しい秋 。星 座の綺麗な厳冬
を目前に色々なことに思いめぐらせるこの季 節の庭 仕事の最後の楽しみは、来年の

Seoul Unisex Hair Salon

す

ファーミントンより

♢ 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）

ノバイにNew Open!

な冬が 到来するまでに植えつければ大 地に根を張り成長し続けてくれますので、大
いに穴 掘りを楽しみます。グローバルパンデミックの間に、不思議なことにお気に入
りの服は皆 縮んでしまったようですので、気合を入れ 運 動しませんと。来 春 向けの
N.

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）

24263 Novi Rd. Novi, MI

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

Tel.

葉を利用したマルチやバーラップでミシガンの寒さ対 策を万全に施します。店ではも
う半 額以下にされて処 分目前の多年 草や薔 薇の鉢 植えの数々は、霜が 降り本 格 的

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

< Hour >

春夏のお花を植えつけること。土を耕しバランスの取れた弱い栄 養を鋤 き込み、枯

248-553-2345 または、
248-773-2281

Novi Rd
10 Mile Rd

球 根の植えつけで注 意せねばなりませんのは、地元の近くの店に出回っているから
といって、植えれば必ず 育つわけでは決してない、という大きな落とし穴があること
です。USDA (United States Department of Agriculture) によるゾーンPlant
H a rd i ne s s Z one M ap ( PH Z M )の注 意 書きに必ず目を通してから、お買い上げ
なさってください。アメリカは東 西にも南北にも桁 違いに大きな国ですので、ご自分
のお住まいのあたりの 気 候 風 土に適したものを、またミシガンの 寒さにも強いもの
う か つ

を、特に慎重に選ばねばなりません。私も一度迂 闊にも、ラナンキュラスの球 根を見

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。

つけてあら珍しい、ミシガンでも地 植えに出来るのね、と勘違いして衝 動買いし、帰
宅後よくパッケージを読んでみますと「Product of Israel」とあり、ミシガンの寒さ
ではとてもとても、生き残るはずの無いものでした。仕方なく屋内で植木鉢に植え付
けましたものは発芽はしたものの元気は悪く、結局腐らせてしまいました。過 剰な商
業 主義を恨めしく思いました。寒 暖、日当たり、風 通し、水の量、水はけ具合、土の
質、栄養の有無、そして根気と運。すべてが完璧に調和されて初めて奇跡は起こります。
最近気になりだしたのが、自分に幸せでない人間が増えているのではないだろうか
と。自分に不幸であれば他人を思い遣る気持ちなど生まれるはずもなく、ごみの捨て方
ひとつとりましても地球上には悲しいことに、身勝手な人間が増えすぎたのではないか
と。自分さえ便利で都合が良ければ、たとえ世界規模で見ても宇宙規模で考えても決
して宜しくないとわかることにも平気で目をつむりやり過ごしてしまう。
「実るほど頭（こ
うべ）を垂れる稲穂かな」日本にゆかりのある方々は、たとえ地球のどこにお住まいで
いにしえ

あろうとも、この「詠み人知らず」の古 の美しき言葉を、忘れるべきでないと私は考えま
す。往々にして横柄で乱暴で威圧的になりがちな自分にもしも、幸運にも気づくチャン
スを遅かれ早かれ与えられたのなら、心に手を置き目をつむり、今の自分は礼儀正し
く親切であるのか、自分を幸せに出来ているか、先見性と洞察力を持ち過ごせている
か尋ね見つめ直すことが出来れば、周囲を思いやることが出来るようになるのでは、と。
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英語教授法資格を持つ講師による
オンライン・対面レッスン

美しい紅葉の季節がやってきました。“Leaf Rule”

をご存じですか？コース上の落ち葉のせいでボー



レイを続けることができるというルールです。これ

学校のオンライン授業の課題・  
 宿題のサポート

ルが見つからない時に、罰なしで新しいボールでプ

にはRule-16-1e「異常なコース状態の中や上にあ
るが見つからない球の救済」を適用しています。

ローカルルールですから、適用は同伴プレーヤー
と相談してくださいね。

さて「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「納得のラウンドにつなげる効果的な練習方法」です。
■

練習とラウンドの比率：あくまでも私の経験からですが、100を切るまでは練習

7：ラウンド3ぐらいで、少なくとも良いライからは安定したショットが出るようになる

までたくさん練習をします。90台になると、深いラフや傾斜からのトラブルショット
やグリーン周りのアプローチショットを強化したいので、実践の経験を増やすため
にラウンド比を上げて5：5に。もう少し上手になって80台・70台を維持するには、

6：4ぐらいに戻してラウンドよりも練習の比率を少しだけ上げた方が良いスコアが出
続ける感じがします。練習でスイングの調整をしつつ、コースではテンポよくパー・
バーディを取る感覚をキープするようにします。
■

狙ったところへ打つ練習をする：ラウンドのように練習して、練習のようにラウンド

する。どこかで聞いたようなフレーズですが、まさにこれが理想です。ラウンドする時は
いつでも狙ったところへショットを打たなければなりません。ですから練習場でも、例
えば「赤い旗に向かって○○ヤード打つ」というふうに距離と方向を決めて打つように

すると効果的です。もちろんスイングそのものの練習も大事ですから、狙う練習とスイ
ングの練習を分けてやるといいと思います。
■

日本語を話せる米人現役大学講師
（数時間の空きあり）

テスト対策を熟知した日本人講師
  による英検準備クラス

帰国後もレッスン継続可能










         



                                   

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

主要サービス：通訳・翻訳・語学クラス 英・日 ・通訳クラス


 お見積りは無料ですので、ご相談ください。

 office@suzukimyers.com
 www.suzukimyers.com

コースを想像しながら練習する：これは

翌日にラウンドを控えている時など直前の

調整をしたいときにやる練習です。1番から

ホールのレイアウトを思い出し、1打目はド
ライバー、2打目は140ヤード残って8番アイ

言
葉の架け橋 −１４０
１４０−
−
〜こんな日本語、英語にできますか〜

アン、ちょっと右に外したからSWで寄せ、2

番ホールは170ヤードpar3なので5番ハイブリッド、というふうに1球ずつクラブを
変えて打つのです。気に入らなければもう1回ティに戻ってそのホールをやり直しても

花・植物に関する言い回し（11）

OKです。ラウンドの良いイメージが掴めるようにリハーサルをしましょう。いつも失
敗するクラブが見つかったり、気負わず、かといっておざなりにしない心の構え方が

今回は幾つか「竹」を使った表現から始めましょう。
「彼は竹を割ったよう

わかったりするのでなかなか面白いです。

な性格だ。」とは、英語にすると “He has a very open and straight-

■

プリショットルーティンから始めてみる：ラウンド中に時間的余裕が生まれてくると

for ward charac ter.” で、これは分かりやすいと思います。これは竹を

をしてショットが打てた時にはスコアが良くなります。逆に言えば、毎回同じ動作で構え

やはりその性質を表現した「破竹の勢い」はどうでしょうか？例えば、
「上杉

い練習場で、本番どおりのルーティンを練習してみてはいかがでしょうか。クラブ選択、

Uesugi’s troops pushed forward, pulverizing all opposition.”

気付くことなのですが、コースであまりドタバタせず、終始落ち着いて準備（ルーティン）

割った時に下までスパッと割れる性質を、人の性格にたとえたものですが、

に入れるほうが、より安定したショットを打ちやすくなるというわけです。ジャマが入らな

謙信の軍勢は破竹の勢いで前進した。」と言うのなら、英語では ”Kenshin

素振り、狙いを定める、何歩でスタンスを決める、息の吐き方、スイング開始のトリガー
などなど、ショットに向けて集中しやすい動きはどれなのか？色々試してみてください。
■

フィニッシュで静止して脳にフィードバック：脳の短期記憶は、8秒で消えてなくなる

そうです。せっかく打つ前にやった素振りの感触も、構えてじーっと止まっているとどん
どん真っ白になっていきます。何に気をつけてどんなふうにスイングしたか、この感触で

何ヤード飛んだか、などの記憶もスイング後8秒で消えますので、フィードバックは8秒以
内にかける必要があります。ミスショットをしたからとすぐ歩き出したり、大声を出した

りすると、スイングの記憶は新しい記憶で塗り替えられてしまいます。コースでも練習場
でも、ショットを打ったらフィニッシュで止まり、静かにボールを追いながら脳にフィード
バックをかけるようにすると、しない時に比べて上達効率は50％もアップするそうです。

繰り返し練習したことが意識せず自然にコースでもできるようになるには少し時間

がかかるかもしれませんが、慣れてくれば心に余裕が出てきて、練習の時に気づいたこ
とをコースで思い出すようになります。量より質・密度の高い練習をしましょう。次号は
「春に差がつく！ミシガンの冬おすすめ練習法」をご紹介します。お楽しみに。

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

と言えるでしょう。次に「雨後の筍（タケノコ）」ですが、英語では筍の代わり
にキノコで、“shoot/spring up like mushrooms after rain” という

表現があります。

「竹の子生活」は竹の子の皮を1枚ずつ剥がすように身の回りの衣類・家財
などを少しずつ売って食いつないでいくことなので、英語ではその概念が無
いため説明的になり、“a poverty-stricken life maintained only by

selling one’s belongings one by one" となります。「根を詰める」は、
“persevere” とか “keep at something (despite fatigue)” です。
「溺れる者は藁をもつかむ」は元々英語から来た表現なので、“A drowning man will grasp at even a straw” と言います。
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
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

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

薬局の使い方 2 -

Tier system, prior authorization, Good Rx, scheduled drugについて

ア

メリカの医療を複雑にしていることの一つに処
方薬が保険でカバーされるか、カバーされるとき

に自己負担のCo-payはどれくらいになるのか、また処
方薬によっては厳しい管理をされていて一度にたくさん
処方をしてもらうことができない、といったことがあり

ます。特に個人の持っている健康保険の会社や種類に
よってカバーされる薬の種類が違ったり、自己負担が
異なったり、というのは日本の医療システムと違うため
にわかりにくいところです。今回は健康保険が処方薬を

どの様に分類して患者さんの自己負担を分類している

か、使いたい処方薬が保険でカバーされないときにど
うするか、そして処方薬の中でも厳しい管理をされてい
て処方が制限されている薬について解説します。

Prior Authorization：

厳しい管理をされている処方薬

合、または健康保険が勧める薬のリストの中で優先

薬）、麻薬系鎮痛薬、一部の抗てんかん薬などは薬の

することが必要になる場合があります。これをPrior

されています。このタイプの薬を処方するためには、医

処方薬をカバーしれくれるように、事前に許可を申請

Authorization と言います。特別な事情があって、特定
の薬の処方が必要な場合や特殊な検査をする必要が

ある場合に行われる手続きです。医学的に特定の薬を

使う必要がある場合には許可が降りることがあります
が、あまり確率は高くないのが現実です。大抵の場合、
まず健康保険がカバーする薬を使い、何らかの理由で
その薬を使うことができない場合（副作用がある、効

日本にいるときに使っていたから、という理由は医学的

健康保険は処方薬をいくつかのカテゴリー（大抵

な理由ではないためPrior Authorization の対象には
なりません。

効果と安全性が確立されており、かつジェネリック

薬品が既にあるような、長年使われている薬です。糖
尿病の治療に使うメトホルミンや高血圧の薬のアムロ

ジピンなどが含まれます。薬剤の値段も低く抑えられ
ているため、自己負担も最も低いカテゴリーです。

Tier 2 処方薬

ジェネリック薬がまだ販売されていない新しい薬で

ブランド薬しかない場合、もしくはジェネリック薬でも

より安価で同等の効果のある薬が別にある場合には

Tire 2に分類されます。Tire 2では、殆どの場合、ブラン
ド薬でも比較的値段が抑えられているものが多く、健

康保険がカバーしてくれます。薬自体の値段がTire 1よ
り高めになるため自己負担もTire 1より上がります。

Tier 3 処方薬

ジェネリック薬もあるブランド薬などが分類されて

います。より安価な薬があるにもかかわらず、ブラン
ド薬を使うことになるため自己負担も高くなります。

Tier 4 処方薬

重傷者を治療するときに処方される、特殊かつ

高価な処方薬のカテゴリーです。肺癌治療薬のオプ
シーボのような薬が含まれます。

乱用につながる可能性が高いために処方が厳格に管理

師は医師免許の他に州から発行される管理された薬
剤処方用の許可証と国の機関である麻薬取締局(DEA)
から発行される許可証を持っている必要があり、いつ、

誰に、何を、どれだけ処方したか、厳格に監視されてい
ます。一度に処方をすることができる日数も多くの場

合３０日分までとなっており、おかわりをするためのリ
フィルもつけることができないことがほとんどです。

日本でよく処方される睡眠薬のマイスリー（ゾルピ

デム）、抗不安薬のソラナックス（アルプラゾラム）な

どのベンゾジアゼピン系の薬、麻薬の一種であるコデ
インの入った咳止めなども対象になります。特に抗不
安薬、または睡眠薬として日本でよく使われるベンゾ

４つ、Tier 1からTier 4）に分けて分類をしています。

Tier 1 処方薬

精神疾患を治療する薬（向精神薬、抗不安薬、睡眠

順位が低い（Tierの数字が高い）場合に健康保険に

果がないなど）に、希望する薬を使う許可がおります。

健康保険による薬の分類 ー Tier System

Scheduled Medications について：

使いたい薬が健康保険のカバーする薬とは違う場

使いたい 薬 が 保 険 でカバーされ ないとき、または
処方薬をカバーする健康保険を持っていない場合

ーGood Rx

日本で長年使っていた、またはアメリカで 新しく

使 い 始める薬 で も、自分 の入っている健 康 保 険 が

その薬をカバーしないことがあります。前述のPrior

Authorizationをしても、保険会社がカバーをすること
を拒否することも多く、その場合には保険会社がカバー
する薬に変更するか、全額自己負担で薬を購入するこ

とになります。その決断をするときには、全額を自己負

担とする場合には薬代がいくらになるのか、ということ
を知りたいところです。その際に役に立つのがGood

ジアゼピン系の薬は麻薬系鎮痛薬以上に依存性が非

常に高く、副作用も多いためにアメリカでは可能な限
り処方を避けるようになっています。また、このベンゾ
ジアゼピン系の薬はもともとアメリカでは日本ほど処

方されていないため、種類も限られています。例えば、

日本で頻繁に使われているデパス（エチゾラム）はアメ
リカにはありませんので、別の薬に切り替える必要が
あります。

このように管理をされている処方薬を使う場合は必

ず３ヶ月に１度は外来受診をすること、処方薬の使い方
に関する誓約書への署名、薬剤の尿検査を受けること
などが求められることがあります。

Rx というサイト (goodrx.com) です。Good Rxのサイト

で自分の希望する処方薬を検索すると取り扱っている
薬局のリストと共にそれぞれの薬局での薬の販売価格
が表示されます。同じ薬でも薬局によって値段が異な

り、また薬によって安く販売している薬局が違います。
また、30日分よりも90日分をまとめて購入すると割引

率が高くなる可能性があります。全額自己負担で薬を

購入する場合、このGood Rxのサイトで薬を検索し、割
引用のクーポンを印刷して薬局に持っていくと割引も

受けることができます。Good Rxのアプリをスマホにダ
ウンロードすれば、クーポンの画面を見せるだけで、割
引を受けることができます。

今回は、処方薬にかかわるルールと用語についてご

説明しました。それぞれの保険会社やプランが、どのよ
うなルールを使っているかは、多種多様なので、直接保
険会社に患者さんが連絡して問い合わせない限り、薬

局が保険会社に薬のカバーを請求して初めて、どの程
度カバーされるかわかることが多いです。薬局に薬を

取りに行って、法外な額を請求された場合は、とりあえ
ず受け取らずに帰り、医療機関に連絡して相談するこ

とをお薦めします。薬を受け取ってしまうと、後から返
還や変更をすることは不可能であるためです。

それぞれのTierの自己負担額や、どの薬がどのTierに

含まれるかは健康保険のプランによって異なります。こ
のシステムのため、日本から処方されている薬をその
ままアメリカで続行しようとすると、高額になってしま
うことがよくあります。特にブランド薬を使っている場

合には健康保険のプランを選ぶときに自分が普段から
使っている薬がカバーされるのか、確認をしてから選ぶ
ことが理想的です。

医師

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。

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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2021年度最終戦！

10月度 月例会 優勝 芥川さん

10月3日（日）に今シーズン最終戦となる
10月度月例会が開催されました。初参加者4
名を含む、総勢62名にエントリー頂き、
今年
を締めくくる一戦のスタートを迎えました。
恐らく参加者全員が気に揉んでいた当日
の天気ですが、週中から予報は変わらず雨
模様、スタート前に大雨が降り、スタート自
体が危ぶまれましたが、何とラウンド中は
晴れ間も指す程の天候に急回復、奇跡的
なミシガン会パワーで最終戦を無事完走
することができました！
2021年最終戦のチャンピオンに輝いた
のは、芥川さん。前月大会を終えた段階

21年10月度月例会集計

www.michigan-kai.com

で、グラチャンポイント首位、最終戦のキー
マンがそのまま独走で、月例会の優勝と
21年度グランドチャンピオンの2冠を達成
しました。御年75歳での戴冠は最年長とな
り、まさに記録にも記憶にも残る大会とな
りました。ボギーゴルフを基軸に同伴者と
力を抜いてラウンドした結果、パーを量産
できた、また40年ゴルフをやってきたが、
今年はやっと自身のスイングが安定してき
た、とレジェンドと呼ぶに相応しいコメント
を頂きました。
2位はRohmの肥嶋さん。初の上位入賞
でいきなり2位と大躍進を遂げました。

惜しくも優勝と同NET、ハンデ差で2位と
～ 今月の上位入賞者 ～
なりました。同伴者にも恵まれ、勝負所で
2位 肥嶋さん、優勝 芥川さん、3位 市川さん
ロングパットが入ってくれたことを挙げてく
れましたが、
に引続きコロナ禍での開催となり役員一同
次年度に向け、雪辱を誓った様子が
「健康と安全」を最優先に運営して参りまし
とても印象的でした。
た。参加者皆様からのご理解とご協力を以て
3位はSMKの市川さん。今シーズンは数
完遂できたことを改めて御礼申し上げます。
度TOP10入りするなど、安定感が光りまし
22年4月にまた皆様とお会いできること
た。夏の間毎週金曜日の会社帰りに9ホー
を楽しみにしております。
ルで修行を積んだ成果が出たとの喜びの
1年間、ありがとうございました！
声を頂きました。
さて10月度月例会にて、無事2021年度
ドラコン賞（男性）Gold
ミシガン会を終えることができました。昨年
#8 Mitch Oda (Individual)
#17  Jun Okada
IN
GROSS
H.C.
NET
(Sumitomo Corporation)

順位

Last Name

First Name

COMPANY

OUT

1

Akutagawa

Hiroshi

Individual

44

44

88

20

68

2

Hijima

Toby

ROHM

48

47

95

27

68

3

Ichikawa

Yoji

SMK

47

50

97

29

68

4

Sugimoto

Satoshi

Chiyoda Integre

46

46

92

23

69

5

Mori

Shigetaka

STT USA

50

47

97

27

70

6

Hayakawa

Koji

Sanyo Machine

48

54

102

32

70

7

Kanno

Tetsu

Individual

41

43

84

13

71

8

Ito

Hiroki

Individual

49

52

101

30

71

9

Ojiro

Yoshiya

I-PEX

46

43

89

17

72

10

Kato

Seiya

Ryosan

46

47

93

21

72

11

Marumoto

Shigeo

Chiyoda Integre

46

53

99

27

72

12

Morioka

Yasuhiro

BASF

42

42

84

11

73

13

Kikuchi

Mike

Individual

43

43

86

13

73

14

Cho

Danny

Individual

39

47

86

13

73

15

Goto

Atsuhiko

UNIVANCE AMERICA

46

49

95

22

73

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

Japanese Family
Health Program

■ カウンセリング

■ 妊婦検
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

《 家庭医学科医師 》
清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

（紹介時、通訳サービスあり）

Livonia Health Center

カール ルー MD

■ 家庭医学 ・一般診療

■ ミシガン大学専門科への紹介

ニアピン賞
#3 Hiroki Ito (Individual)
#6 Watari Nakanishi
(ThreeBond Inter.)
#12 Yoshya Ojiro (I-PEX)
#14 Jun Okada
(Sumitomo Corporation)
  
ベスグロ賞
84 Tetsu Kanno (Individual)

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

大崎 晴子 RN

■ 人間ドック健康診断

ドラコン賞（女性）
#8   Cho Danny (Individual)
#17  Yoshie Kikuchi (Individual)

マイク フェターズ MD

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

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

ドラコン賞（男性）Blue
#8 Hiroshi Akutagawa (Individual)
#17 Takashi Nagashima (Individual)

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

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

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

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

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

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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Dr. K
ミ

筆者プロフィール：

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

シガン州のみなさん、こんにちは。デトロイト
近郊はあっという間に寒くなってきましたね。

質問第3号となる今月号の質問者は「こもりっこ」
さんです。

＜今月の質問＞

＊＊＊

突然の質問、失礼いたします。うちの息子は現在

1歳ですが、最近、けいれんを起こして、
「熱性けい

れん」と診断されました。小児神経の専門医に受診
したいのですが、英語に自信がなく、どうしようか
と考えていた時に、桑原先生がミシガン小児病院

にいらっしゃると知人から教えてもらいました。桑

原先生が勤務している「ミシガン小児病院」はミシ
ガン大学と関連があるのですか？ ミシガン小児

病院はダウンタウンにあるんですよね。どうやった
ら桑原先生に受診できますか？ 教えていただけ
ないでしょうか？

＊＊＊

「こもりっこ」さんの息子さんは、現在1歳で、最

近になりけいれんを起こされたのですね。詳細な経
過はわかりませんが、
「熱性けいれん」と書かれてい

ることから、おそらく発熱時にけいれんを起こしたの

発熱時にお子さんがけいれんを起こした場合に、

まず大事なことは以下です。
①

まずは、親御さんがパニックにならずに落ち着

いてください。ほとんどの熱性けいれんは数分

で自然に収まります。お子さんの周囲に危険なも

のがあれば取り除き、安全な場所に横に寝かせ
てあげましょう。お子さんがけいれん中に気分

が悪くなると嘔吐することがあるので、吐いたも
のでノドを詰まらせないように注意しましょう。

また、保護者が2人以上いる場合は、もう1人の
方が携帯のビデオでけいれんの様子を撮影して
おくと、医師の診察の際に非常に役立ちます。

② けいれんが止まらずに続く場合は、救急車を呼

びましょう。けいれんが長引いてしまうと、脳に
何らかの影響を与える可能性がある他に、髄膜

炎、脳炎など、他に見逃してはいけない疾患が
潜んでいることもあるからです。

③ けいれんがすぐに収まって、お子さんの意識が回
復すれば、必ずしも緊急に病院を受診する必要

はありません（が、おそらく最初のけいれんであ
れば、医療機関に受診した方が無難です）。

だと推測します。けいれん、初めて見た方は誰でもあ

④ 実は、熱性けいれんの約3割は、5歳までに発熱

もだったらなおさらです。質問が熱性けいれんとミシ

では「ダイアップ」というけいれん予防の座薬が

わてるのは無理ないことですし、それが自分のこど
ガン小児病院の受診方法の２点ですね。まずは、熱
性けいれんについて説明しましょう。

熱性けいれんとは、幼少期にみられる最も一般

的な小児神 経 疾 患のひとつであり、特に日本では
欧 米に比べて多いことが知られています。一 般的

には 5 - 8%の日本人の子 供が 経 験すると言われて

います（対して、アメリカ全体では2-3%くらい）。

主に生後6か月頃から5歳までの年齢層に認め、

時にけいれんをまた起こすことがあります。日本
日常的に処方されているのに対して、アメリカで

はけいれん予防として処方されることはまずあり
ません（アメリカでは、熱性けいれんを「予防」

するという考えがまずありません。日米小児医療
の違いのひとつです）。アメリカでは、予防として

ではなく、あくまで「もしもけいれんが長引いた
時に、緊急にけいれんを止める薬」として、ダイ

アップと同様の成分の座薬が処方されることは
あります。

その中でも特に多いのが1 歳台です。熱が急に上

⑤ 日本でもアメリカでも、熱性けいれん自体は日

白目を向いて、泡を吹き、全身がガクガク揺れます

や救急医が多くの場合は対応するのですが、け

がっていく最 初 の 段 階 で けい れ んが 起きます。

が、中には体の力が抜けて反応が乏しくなるだけのこ
ともあります。けいれんを起こした後、しばらくして
意識が回復します。

熱性けいれんは見た目が派手ですが、けいれん時

間が短くて、診断さえ正しければ、決して恐ろしくは
ありません。短時間の熱性けいれんが後遺症を残す
ことは、まず一般的にありません。

◆

常でよく出会う疾患であり、かかりつけ小児科医
いれんが長引いたり、普通の熱性けいれんと経
過や様子が違ったりした場合は、小児神経科医

の出番です。脳画像や脳波を確認して、時には遺
伝子検査も行います。過去10-20年で、けいれん

を起こしやすい遺伝子が一部の熱性けいれんに
関わっていることが明らかになってきました。日

が、私の小児神経外来では、毎日のように遺伝
子検査をしています。

次に私が勤務しているミシガン小児病院 (Children’s

Hospital of Michigan) についてですが、ミシガン州

で最も長い伝統を持つ小児病院です。実は先日発行
されたNewsweek(10月18日号)で、世界中の小児病

院ランキングで世界第13位！に選ばれる快挙を成し
遂げました！！！

ht tps://w w w.news we ek .com/wor lds- be s tspecialized-hospitals-2022/pediatrics

ミシガン小児病院は、実はミシガン大学とは関連

がありません。ミシガン小児病院がダウンタウン近

くに位置するのに対して、ミシガン大学の小児病院
（C.S. Mott Children's Hospital)はアナーバーに位

置しています。デトロイト都市圏の方はミシガン小児
病院、デトロイト都市圏以外やアナーバー近郊の方
はミシガン大学病院に受診することが多いかと思い

ます。興味深いことに、ミシガン小児病院とミシガン
大学はそれほど競合関係にはありません。理由とし
て、ダウンタウンとアナーバーがある程度離れている

こと、そして、何と言ってもデトロイト都市圏だけで
も400万人以上の人口があることが挙げられるでしょ
う。ミシガン小児病院のクリニックは、デトロイト郊
外にもTroy, Canton, Southfield, Clinton Township,

Dearbornにもあります。私はダウンタウンのクリニッ

クに加えて、Troy, Dearbornに出張しています。ちな
みに、アメリカで働く日本人小児神経専門医は極め
て数が少なく、ミシガン州では私のみです。私の小児

神経科外来に受診するには、まずはかかりつけ医に
ご相談してみてください。

回答は以上になりますが、これから冬が訪れてくる

ので、お子さんの風邪は確かに心配ですよね。少しで
もこもりっこさんの不安が和らげれば幸いです。

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。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。

本ではこうした検査は一般的に行っていません

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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CLASSIFIED ADS.
求人

サービス

団体・グループ

クラス・稽古

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■デトロイト武道塾

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

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

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

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)

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！

smochizuki@yamatoamerica.com

.......................................................................
■ 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
............................................................................................

□ 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）

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

日本語OK: gdbudojuku@gmail.com

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

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

■ 信頼できる保険、ファーマース保険

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

車、家、ビジネス、生命保険のエージェント。
ベストを尽くすエージェントのジョアンにお
気軽にご相談下さい。お問合わせ : TEL 248758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン)

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
		

Eメール:

jhan@farmersagent.com

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

Happy
Thanksgiving!

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

□ 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。

ht tp://w w w.jsdwomensclub.org/

個人稽古や教室、行事への貸し切りも対応

www.linguascience.com/ja/licenses

クラシファイド広告の掲載について

□ 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。

https://greaterdetroitaikikai.com

□ 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
............................................................................................
■ 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
............................................................................................

ちいさな

お便り

“先 週の土曜日、幼 稚園の子どもたちは、外へ 秋散 策へ出かけました。
紅葉の美しさに子ども達は大喜びで、
袋の中に落ち葉や松ぼっくり、どんぐりなどを拾って楽しみました。”

（りんご会幼稚園講師・サビーナともこ）
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ブリューワリー

Griffin Claw Club House - Rochester Hills, MI

30種類のクラフトビールが人気のブリューパブ
Rochester Hillsに活気あふれるブ

感じた。その日のバーテンダーは日本語

チを十分に楽しんでいたように見える。

は違う、一種独特の雰囲気を持ってい

ていた。気軽にTシャツの話や写真撮影

る、ということなのだろう。

リューワリーがある。スポーツバーと
るGriffin Claw Club Houseだ。ここは
BirminghamダウンタウンにあるGriffin
Claw Breweryの２号店で、ブリューパブ
と醸造施設が併設されている。

フロアーの様子は入ってみると外観

のすっきりとした感じとは一転し、天井
から吊るされた自転車、ミシガンのクラ

フトビールのサーバーノブが飾られてお

り、典型的なパブの雰囲気を醸し出して

いる。座席はフロアーはウッドテーブル

が基本だが、バースツールはレザー調と

いうのも粋な感じだ。数回ここを訪れた
が、いつもほとんど満員状態で活気に満

ちている。バーのサーバーもきびきびと

動き、その中にもきめ細かいサービスを

とグラフィックのデザインのTシャツを着
に応じてくれたのも楽しかった。

Griffin BCの缶ビールをよくスーパー

の店頭で見かける。ブリューワリーを訪

ダー、と多彩なラインナップだが、Food

やはり楽しみの一つ。Tシャツを見せてく

もそれに引けをとらないフルキッチンだ。
特にサンドイッチはボリュームも満点、

バラエティーにも富んでいる。Buf falo

Chicken Sandwichはややスパイシーだっ

れた際はそこでしか味わえないものも

れたサーバーがお勧めなのがWet Hop
Brown (ABV 7.0%)。確かにドライな味わ
いだが、フルーティーさを感じるBrown

Ale。そして、驚いたのがソラチエース

たが、プリッツエル・バンがユニークで、

を使ったラガー”Madam” (5%)があるこ

和していた。これぞアメリカンの味とゴー

は言っていた。その説明通り、キレは他

上にのせている岩塩がほどよく辛みと調
ジャスさはPulled Pork Sandwich。細か
く切ったBBQの豚肉をたっぷりとしたソー

スで絡めたもの。かなりのボリュームだ
が、周りの人々もこのサイズのサンドイッ

by ヤマトノオロチ

これもやはり、キッチンにこだわりがあ

Griffin Claw Club Houseは約30種類

のビール、さらにスピリット、ハードサイ

文＆写真

と。超クリスプ、とマーケティングのChris

のラガーとは格段に違った。シンプルだ
が、醸造の工程で時間がかかるから、ブ

リューマスターの腕が試される。マスター
はSapporoビールのようなものを作り

たいと思い、このRice Lagerを作った。

Madamという名は、Birminghamにでき

たホテルのレストランのために作ったた
めのネーミングだそうだ。

Griffin Claw Club HouseはRochester

Hillsの高速M-59沿いにある。店内入り

口のショップでは、クーラー一杯に30種

類のビールが待っている。しかもMadam
は４缶で$８、その他もお得な値段で購入
(上）ボリューム満点のサンドイッチ

できるのが嬉しい。

(右下）Hazy ForceとFaygo。

全米COVID-19関連ウェブサイト
（日・英）:

https://jcc-us.org/

全米日本商工会議所・商工会団体によって制作されたコロナウイルス、ワクチン及びテスト情報、各航空会社、
日米両国の出入国情報など全米共通の最新情報をまとめ一元化した日英両言語サイトです。
N

お酒を
飲めるように
なりました！

iac T
rail
Pont

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

www.sushidenonline.com

Standard Golf
るので色々調べて最後の追い込みでゴルフ場へ行ってらっしゃい！例えば10月に入ると
5:00pm以降、$13で歩きハーフが回れるゴルフ場などもあります。

Wendy’s

Walled Lake
Clark
Commons Sushi Den 5

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

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

Griffin Claw Club House
2265 Crooks Rd, Rochester Hills, MI 48309
www.clubhousebfd.com

ミシガンはシーズンが終わりに近づきましたね。シーズン終盤は安くラウンドができ

Burger
King

Maple Rd
Sunoco

（上左）これだけの種類がすべて缶売りなのはうれ
しい。 (中央）ソラチエースのラガー。４缶で$８+tax
(下）陽気なサーバーがTシャツを見せてくれた

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

オフシーズンになり3月ごろに新しいクラブのモデルの試打会が始まると思いますが、２

年おきに新モデルを発表しているメーカーが来年はるにリリースするはずですのでお見逃

しなく。Srixonが代表的なメーカーなので楽しみですね。クラブはあまり値下げしないの
で買うのであれば早めが良いと思います。自身は“鉄屑れ”と表現するのですが、クラブの

フェイスは使っていけば目には見えない傷やヒビが入ってきます。これがどうプレイに影
響するかというと、飛距離が出なくなったりします。
１０年も使えば、ヘッドとシャフトのつ

なぎ目が取れてしまうこともあります。なので、初心者以外は買い換えるのであれば新品
をお勧めしております。僕は中古を買う時がありますが、それを使ってグリップを太くした
り、細くしたりして遊んでいます。そこから自分のクラブセッティングのヒントが隠されてい
ることが多々ありますので、そう言う時だけ中古の購入は良いと思います。

イーストブルック歯科医院

毎度オフシーズンになるとインドアゴルフをお勧めしています。Noviに数カ所シュミ

Stephen J. Jarvie, DDS

レーションゴルフができる所があり、数年前にAnn Arbor(Saline)にもできました。バーも

•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

併設してあるところもあり、ゴルフというよりゴルフバーですね。ぜひ身体がゴルフを忘れ
ないように通ってみてください！

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

N

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

Novi Rd.

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

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

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

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

<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
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コミュニティー情報
コービー・ラーニング・グループ
Winterキャンペーン‼
11月1日(月)～30日( 火)
☆新規にコービーへ入学された場合
$20クラスクレジット進呈！

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。

＊キャンプ等特別講習へは利用できません。
◎無料体験クラス受付中！

参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。

Koby Learning Group

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

The Nutcracker

DECEMBER 10, 2021, 7:00 PM
DECEMBER 11, 2021, 2:00 PM & 7:00 PM
DECEMBER 12, 2021, 2:00 PM

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

@ Stranahan Theater, Toledo,  OH

          https://www.toledosymphony.com/

MI ◆

A Charlie Brown Christmas - Live On Stage
DECEMBER 11, 2021, 12:00 PM, 3:30PM & 7:00 PM

＊ナショナルホリデーのみ閉店

伝統の味とサービスをお届けします

★日本の生ビールあります！★

@ Fox Theater, Detroit, MI

(アサヒ・キリン・サッポロ）

          https://www.313presents.com/events

  

MI ◆

Macomb Ballet Company: The Nutcracker
DECEMBER 17, 2021, 7:00 PM
DECEMBER 18, 2021, 1:00 PM & 7:00 PM
DECEMBER 19, 2021, 12:00 PM & 5:00 PM

     

MI ◆

Disney's Lion King

275

Ford Road

帰国生大学入試の概況と今後の受験対策
①帰国生入試の基礎知識と海外在住中の心構え
②主な大学の最新入試情報と攻略法
③河合塾海外帰国生コースのカリキュラムの特長

https://www.broadwayindetroit.com/

★参加者アンケート回答者に説明会資料と情報誌「栄冠めざして帰国生入試編」を進呈！

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆
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。

[営業時間]

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

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、 [住所] 105 Legato Dr.
Walled Lake, MI 48390
Eメールまたはテキストで、ご連絡ください。

JasmineHairSalon.com
(料金をご覧いただけます)

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

Sanpei

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。）

@ Detroit Opera House

◆
◆
◆
◆

Joy Road

帰国生大学入試説明会 

JANUARY 27 - FEBRUARY 20, 2022

Noel@jasmine-salon.com
テキストメール: 248-719-0236

Ann Arbor Road

416-9605 43327 Joy Road, Canton MI 48187

Tel: (734)

@ Macomb Center For The Performing Arts
- Clinton Township, MI

    https://www.macombballet.org/the-nutcracker

Main St

Sanpei

主宰者の規制に従い安全にお楽しみください！

Morton Taylor Road

OH ◆

Motoo Yamakura

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

4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

年末年始家族向け 人気パフォーマンス

				

山蔵元郎

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

19149 Fry Rd., Northville, MI 48167

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

実 施 日時 
◆１０月の実施日
 １０月１０日（日）・２４日（日）


◆１１月の実施日
１１月７日（日）・２１日（日）
◆ 実施時間



 米国東部時間：午後１時～３時
 米国中部時間：正午～午後２時

 米国太平洋時間：午前１０時～正午
◆ 参 加方 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、KWWSZZZXMHHFRUJ（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。＊(PDLO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。
<お問い合わせ先> 河合塾海外帰国生コース北米事務所 E-mail : kikoku@ujeec.org
http://www.kawai-juku.ac.jp/kilkoku/
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ノバイ ファミリー歯科医院

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

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.

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

いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。
32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025
Real Estate Services

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

TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com
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

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

現在ホスト、
キャッシャーも募集しております

●

10 Mile Rd.

Grand

96

696

River A
ve.

★

Haggerty Rd.

寿司 ・ 割烹料理
豊富な日本酒も用意しております！

●

Bashian

Metro Detroit に新規開店！

Meadowbrook Rd.

●

JAPANESE AND BEYOND

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。

Novi Rd.

●

275

月～ 木
金
土

受付時間

8 Mile Rd.

8a m ~ 8p m
8a m ~ 5 p m
8a m ~ 1 p m

（夏期 8am-12pm)

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

w w w.n o v i d e n t i s t s .c o m

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

1 & 2 ベッドルームアパートメント
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
詳細はこちらから

CenterraPointe.com

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

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

