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1.	 ディナー前日にチミチュリソースをつ
くる。ハーブ類は葉の部分だけを取
り、にんにくと細かく刻む。

2.	 レモンは皮の黄色い部分を擦ってお
き、実は絞って汁を取っておく。

3.	 ハーブ、にんにく、レモン（皮と
汁）、バルサミコ酢、塩胡椒をボ
ウルでよく混ぜる。少しずつオリ
ーブオイルを入れながら混ぜる。	
（フードプロセッサーやブレンダーを
使用する場合、オリーブオイル以外を
入れて回す。よく混ざったら、少しず

＜材料＞  4人から6人家族用のレシピ

- Roasted Lamb with Chimichurri Sauce -

チミチュリソースとは、アルゼンチンや中南米でお肉に合わせる定番ソース。ハーブ 
たっぷりの爽やかな風味がどんなお肉にも合いますが、今回は下味（マリネ液）もソー
スにもたっぷり使って、召し上がれ！

＜作り方＞

少なくとも15分まな板の上で休
めてからスライスする。（すぐに
スライスすると肉汁が流れ出て
お肉がパサパサになりやすい）

仔羊のロースト  チミチュリソース

12月　Holiday Dinner Recipes

Recipe 1.

　　2ブロック
	 	 　　　		6片
	 	 														2カップ
	 2カップ														
	 									¼	カップ
	 　　　	小さじ２

														２個分	
	 													大さじ1
	 														1カップ
	 														小さじ１

　少々
	 	 													少々
	 	 　　　			大さじ２

仔羊（ラムラック）
にんにく		 　　　
パセリ	 	 														
シラントロ	 													
ローズマリー	 														
タイム	 	 　　　
レモン（擦った皮と汁）														
バルサミコ酢	 										
オリーブオイル	 												
塩　	 	 											
黒胡椒　	 										
レッドペッパーフレーク　
醤油
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ディナーの前日に、
マリネしておきましょう。

つオリーブオイルを入れて撹拌する）
4.	 半分に分け、半分はマリネ液、半分は
ソースとして使う。

5.	 ラムラックの水分をペイパータオルで
拭く。４）のマリネ液に醤油を混ぜ、ラ
ムラックとマリネ液をジップロックバッ
グに入れて一晩から24時間冷蔵庫で
寝かせる。

ディナーの当日は
こちらから。

6.	 焼き始める30分前に冷蔵庫から取り
出す。

7.	 フライパンで表面に焼き色をつける。
（肉汁を閉じ込めジューシーに仕上げ
るために必要！）

8.	 425Fのオーブンで30分から35分焼
く。お肉の一番厚いところで温度
を測り135Fになれば出来上がり。	
（ミディアムの焼き具合）

ホリデーディナーレシピホリデーディナーレシピホリデーディナーレシピ

いつものレシピをいつものレシピを少少しだけグレードアップ！しだけグレードアップ！いつものレシピを少しだけグレードアップ！

テーブルも気分も華やぐ

フライパンで作る 

簡単赤ワインソースを添えても◎
仔羊に焼き目をつけたフライパンに1/2カップの
赤ワインを入れて火にかけ、水分が飛んでトロト
ロになってきたら火を止める。小さく切った30g分

のバターを入れて泡立て器で混ぜながら溶かす。

https://www.japannewsclub.com
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3種のチーズのマカロニ＆チーズ
- Homemade Mac'n Cheese -

1. マカロニは、指示通りの時間で先
に茹でておく。

2. 鍋にバターを溶かし(微塵切りにし
たタマネギとにんにくを炒める。に
んにくの良い香りがしてきたら小麦
粉を入れ、2分ほど火を入れる。

3. 牛乳を少しずつ入れ、泡立て器で
混ぜスムーズなホワイトソースを作
る。

4. チーズ、粉パプリカ、レモン汁を入
れ、チーズが溶けるまで火を入れ
る。

5. 生クリームを入れてよく混ぜる。塩
胡椒で味を整える。

6. 茹でておいたマカロニをソースの中
に入れ、よく混ぜる。ここまでで普
通のマカロニ＆チーズ。

7. 耐熱皿に入れ425Fのオーブンで20
分ほど焼く。お好みで、刻んだパセ
リ、レモンの皮を混ぜたパン粉にオ
リーブオイルを入れて混ぜたものを
散らし、パン粉に良い色がつき、マ
カロニがグツグツしてきたら出来上
がり。この方法だと事前に作ってお
き食事の前にオーブンに入れて温
めることができる。冷蔵庫で冷えて
いる場合は40分ほど焼く。

ビーツのサラダ シトラスドレッシング
- Beet Salad with Citrus Dressing -

1. ビーツに塩とオリーブオイルをふっ
てからアルミホイルで包み350度の
オーブンで1時間ローストする。竹串
などで出来上がりをチェックする。
まだ硬いときは5～10分延長する。
（前日にローストしておくのも可）

2. 赤玉ねぎとフェンネルは薄切りにする。
スライサーがあると綺麗に切れる。

3. オレンジ、グレープフルーツは周り
の皮を取り、皮なしのふさに切る。
実をとった後のオレンジとグレープ

フルーツを絞り、汁を取っておく。 
（写真）

4. ピスタチオは細かく刻む。
5. ドレッシングを作る。オリーブオイ
ル以外の全ての材料をボウルでよく
混ぜる。少しずつオリーブオイルを
入れてかくはんさせる。

6. サラダミックスとフェンネル、タマ
ネギ、柑橘類、皮をむいて一口大に
切ったビーツを混ぜる。大きなお皿
に盛り付ける。

7. 上から山羊のチーズ、ピスタチオ、ド
レッシングをかける。

＜作り方＞  ＜作り方＞  

226g(0.5パウンド)
50g

 2片
　

½スティック(¼カップ)
 ¼カップ
  2.5カップ

½カップ
3カップ 

 
小さじ１

  少々 
 少々 

小さじ¼

　 
½カップ

　大さじ３
 大さじ１
 小さじ１

マカロニ 
玉ねぎ 
にんにく 
無塩バター　

小麦粉 
牛乳  
生クリーム　
チーズ　 
(チェダー、グリエール、パルメザン。       
            チェダーを多めに）
レモン汁 
塩   
黒胡椒  
粉パプリカ 

トッピング（お好みで）

パン粉　 
オリーブオイル　
パセリ
レモンの皮

ビーツ
(中くらいのサイズ、200gほどのもの） 
オレンジ  
グレープフルーツ 
赤玉ねぎ   
フェンネル  
山羊のチーズ 
ピスタチオ 
サラダミックス 

2個

1個
1個
30g 
30g
100g
30g
120g

Recipe 2.
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＜材料＞ 4人から6人家族用のレシピ

Recipe 3.

＜材料＞ 4人から6人家族用のレシピ
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ドレッシング
オレンジとグレープジュースの汁 
白ワインビネガー  
ディジョンマスタード　  
はちみつ   
オリーブオイル    
塩　    
タイム    
 

 
大さじ２
大さじ１
小さじ１
大さじ１
135ml
小さじ¼
小さじ½
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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。

今月のJapan News Club
-03・・・ レシピつづき
04・・・喧喧諤諤
06・・・心臓病治療の最前線
07・・・アメリカ生活の豆知識/住宅アカデミー
08・・・お花の随筆
09・・・ゴルフノスゝ メ/言葉の架け橋
10・・・アメリカ医療のトリセツ
12・・・ 帰国生大学入試受験対策

13・・・JBSDオンライン写生大会入選作品
14・・・りんご会補習校入園・小学部入学案内
15・・・Dr.Kのミシガン育児相談室
16・・・ヨガを通し通して見えてくるもの
17・・・クラシファイド広告  
18・・・ブリューワリー/Standard Golf
19・・・Community Information

https://www.keikokikuchidental.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

JAPAN NEWS CLUB

只今、ミシガン州、オハイオ州では
保険外交員として一緒に働ける方募集中！

まずは、お気軽に（お電話、テキスト、Email）でお問い合わせください

TEL: 310-617-5782 
   E-mail: sfujikawa@pacificguardian.com

•	米国のビザでも加入できるの？米国のビザでも加入できるの？
•	帰国しても保険は続けられるの？帰国しても保険は続けられるの？
•	商品説明は日本語で聞けるの？商品説明は日本語で聞けるの？

米国保険の素朴な疑問

◆	万一の場合のご家族の保障に
◆ お子様の学資準備に
◆ 老後の資金準備に
◆ 将来のご家族の資産形成に

米国在住中のみ
ご加入できます

米国生命保険に関する
素朴な疑問から上手な活用方法まで
日本語で丁寧に説明いたします

明治安田生命子会社明治安田生命子会社

アメリカにいるメリット、アメリカにいるメリット、
活かせていますか？活かせていますか？
アメリカにいるメリット、アメリカにいるメリット、
活かせていますか？活かせていますか？

AD 02-2021-11

JAPAN NEWS CLUB

スモークサーモンのディップ
- Smoked Salmon Dip -

＜作り方＞  

1. クリームチーズは室温に戻しておく。
2.  材料の全てをフードプロセッサーに入れて混ぜる。
3.  フードプロセッサーがない場合、スモークサーモン、ディル、ケイパー、玉ねぎを細か
く刻み、クリームチーズ、サワークリーム、マヨネーズ、レモン汁と皮と一緒に混ぜる。

東京都出身　大学卒業後フランス
に渡る。そこで豊かな食文化に魅せ
られ食の世界でのキャリアに進む
ことを決意。東京でワインと食材の
輸入会社に勤務、その後結婚を機
に渡米。ミシガン州の料理学校を
卒業後、デトロイトアスレチックク
ラブ、プラムマーケットなどでシェ
フとして勤務したのち、現在は個人
で活動中。 
https://www.instagram.com/
mino.y/

レシピ提供：
斉木　美乃（さいき　みの） 
職業　シェフ

＜材料＞ 4人から6人家族用のレシピ

Recipe 4.

スモークサーモン  
クリームチーズ  
マヨネーズ   
サワークリーム 
レモン（皮と汁）  
ディル  
ケイパー  
赤玉ねぎ 

100g
１カップ(226g)

¼カップ
¼カップ

　　　　　　小さじ１ずつ
 大さじ１

大さじ１
20g
  

・・ 
・・・・

        ・・・・・・ 
・・・・
・・・

・・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・

・・・・・

・・
・・・

・・・
・・・
・・・・・・

写真：Leo Saiki, Canva   　　　　　　　　　　※材料写真は広告ではありません。

https://riveroakswest.com
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さよなら、丑年！ 年越すコロナ！！

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”（第226回）

　師走１２月、丑年も残りひと月を切りました。自宅周辺の植木の葉もほとんど落ち、前
庭に溜まった落ち葉をそろそろかき集めてヤードウェイストの大袋に入れてゴミ出ししな
いといけないと思っていましたが、先月号の冒頭で書いた願いが通じたのか、今年はコン
ドーの管理事務所から依頼先のメンテ業者がサンクスギビングの連休前に早めに一度ク
リーンアップに来てくれました。「やったー！」と喜ぶと同時にこれが今年最後でないこと
を心の中で祈りました。（笑）

　では、先ずスポーツの話を少々。

　日本では何と言っても一番の話題はプロ野球日本シリーズでしょう。セ・パともに前年最
下位のヤクルト・スワローズとオリックス・バッファローズがプレーオフCSでは下位チームの
下剋上を許さず、１勝のアドバンテージを含めて両チームとも３勝１分の無敗通過で顔合
わせは誰も予想しなかったものでした。最終決着した第６戦まで全ての試合が２点差以内
という接戦、熱戦の連続。初戦で２点を追うバッファローズが９回裏の土壇場で３点入れ
大逆転のサヨナラ勝ちが「野球は筋書きのないドラマ」そのもので、その後のシリーズを予
兆する形でしたが、どの試合も途中経過では結末が想像できないハラハラ、ドキドキの展
開で最後の最後まで分からない好試合の連続でした。私は実況中継やビデオ録画、スト
リーミングサービスを観ておりませんが、ネットでの試合速報、ブログや紙面でのプロの解
説、ファンのコメントを読むだけでも選手たちの熱い思い、真剣なプレーが伝わってきて近
年（少なくともここ１０年）で最高の日本シリーズだったのではないでしょうか？両チームの
ファンでなくとも画面に引き込まれてシリーズ通して大いに楽しめたと思います。

　結果はスワローズが４勝２敗で２０年ぶりの栄誉に輝きましたが、僅かの差で敗れた
バッファローズも全く恥じることはありません。敵地で１勝３敗の崖っぷちに追い込まれ
ながら「神戸に帰ろう！」の熱い思いを胸に続く第５戦を逆転勝ちして、本拠地に戻った
意地と根性は素晴らしかったです。特に第６戦では今季パリーグ投手部門４冠に加えて

投手の最高栄誉である沢村賞をただ一人受賞した絶対的エース山本由伸投手が先発
登板。８回終了で降板の予定を自ら志願して９回も続投し、プロ入り後初めてとなる最長
１４１球の熱投。先発投手は１００球前後が目処になっているプロ野球界で甲子園の高
校野球を思い起こさせる大奮闘で「負けない、負けられない」という強靭な意思を感じさ
せ、ファンの胸を熱くしました。お見事！天晴れ！

　スワローズは故野村監督の教えを受けた高津監督の下で結束し一丸となったプレーが
印象的でした。レギュラーシーズンを２位阪神タイガースとゲーム差なしの紙一重で優勝
し、日本シリーズも制して頂点に上り詰めました。監督の手腕でこれほどチームが変わる
のか？とリーダーシップの重要性と難しさを同時に感じさせるとともに、これは日米他どこ
の国でも同じだし、スポーツの世界だけでなく政治やビジネスの世界にも通じることだと
改めて思いました。スワローズの選手、監督、コーチ、球団関係者、ファンの皆さん、優勝
おめでとうございます！！

　同じくバッファローズの皆さん、お疲れ様！両チームとも感動をありがとう！！

　一方当地米国では、これまたやはり何と言ってもMLBロスアンゼルス・エンゼルスの二
刀流スーパースター大谷選手の話題に尽きます。右肘の手術や故障から復活した今年、
球聖と呼ばれるベーブ・ルース以来１００年ぶりにシーズンを通して二刀流を貫き最後ま
で連日のように明るい話題を提供してチームのファンだけでなく、他チームのファンや選
手たちまでが注目し賛辞を惜しみませんでした。母国日本では毎朝起きて直ぐに大谷選
手の試合結果、プレー速報を見て明るく楽しい気分で仕事や学校に出かけたり、家庭で
1日の始まりとした人たちがどれだけ幸せな気分を味わえたかしれません。また、野球と
いうスポーツ自体がプレーされず関連知識がなかったり、マイナースポーツで関心が薄い
国々の一般の人々の間でも話題となり、地方チームの１選手という存在から一気に世界的
なヒーローとして認識されるまでになりました。

　本人はただ野球がたまらなく好きで、野球小僧か野球少年が大きくなって「世界一の
プレーヤーになる！」と夢を追い続け、毎試合一生懸命プレーした結果として先月１位票
満票で獲得したア・リーグMVPに続いて最終受賞した最強指名打者賞を含めて合計１１
冠の偉業。同賞は引退したイチローさんがシアトル・マリナーズに現役として在籍当時の
指名打者であり、その後慈善活動に多大の功績を残した選手に贈られるロベルト・クレ
メンテ賞も受賞しているエドガー・マルティネス氏に因んで命名されたもので、日本の野
球ファンにも馴染みが深く、これでイチローさんから大谷選手にスーパースターのバトン
タッチがなされた思いがします。（拍手）

　もう一つ、日米にまたがるプロ野球絡みと言えば、広島カープの鈴木誠也選手が球団
の合意・協力を得てポスティング制度を利用してMLB挑戦を発表したことです。チームとし
ては今シーズン満足な結果にならず多少心残りはあると思いますが、個人としては今年も
優秀な成績を残し、大いにチームに貢献しているので、前々から本人の意向を聞いている
球団としても気持ち良く送り出すことになり、本当に良かったです。既にMLBでも話題に
なり、複数球団が興味を示しているようで正式にポスティングで交渉権を希望する球団が
今月早々にも名乗りを上げるかもしれません。投手に比べて野手としてMLBでも活躍した
事例はまだ少なく、鈴木選手には良い意味で例外になって欲しいものです。

　MLBで成功するための課題をいくつか挙げると、①広い球場での外野守備適応、②投
手の縦横に大きく鋭く動くムービングボール対応、③誤審を含む審判のボール、ストライク
判定のバラつきに惑わされないこと（審判を味方につけて長嶋巨人名誉監督の現役当時
彼が見逃せばストライクでもボールと判断された『長嶋ボール』を再現して欲しい）、④国
内で時差、気温差のある中での長距離移動及び連戦や総試合数の多さを克服し怪我・
病気なくプレーし貢献すること、⑤英語でのコミュニケーション能力と米国文化・慣習へ
の順応、⑥地元かアウェイかにかかわらずファンや各種メディアへの適切な対応、などが
ありますね。

　MLBに挑戦すると決意した以上は多少の障害や困難はあってもへこたらず一つ一つ
ベストの対応をして乗り越え、野手として成功する事例となり後に続く後輩たちに夢と希
望を与えてもらいたいものです。『聖闘士星矢』という漫画の主人公もいましたが、名前が
『誠也」なので苦しくても「何とかセイヤ〜！」と言いたいです。（ダジャレで失礼）

　少々の筈のスポーツの話がやたらと長くなってしまいましたが、本題の「さよなら、丑
年！ 年越すコロナ！」に入ります。

　先月号拙稿では「よもやま話」と題したにもかかわらず、終わってみればわずか４つの
小話のみで自分でも中途半端で内容不足だったなと反省しています。本当はもっと多くの
話を詳しく書きたかったものの、言い訳ですが紙面と締切り期限の関係（実は私の能力

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。

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC
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不足が真の原因！？）で実現できませんでした。友人にも話したのですが、最近は情報過
多でインプットは必要以上に溢れるほどあるのですが、それに見合ったアウトプットがで
きずバランスが取れていない感じがします。原稿のネタ探しでネットサーフィンや検索をし
て興味をそそるテーマやトピックがあるとそれを追いかけて調査、深掘り、内容と正誤の
確認など反対意見も含めて事前準備作業をするわけですが、実際に原稿作成する時間
よりもそちらの時間の方がはるかに長くなるのが実情です。反対意見や偽情報、誤情報
もそういうものが存在し、世の中に氾濫しておりそれを信じて行動する人たちもいるとい
うことで無視できず、それらが事実かどうか？正しいかどうか？は別としても認識して考慮
する必要があり、たとえ気分は悪くても見たり読んだりしないわけにはいきません。そこま
で手を広げるとインプットの件数が膨大となり時間がいくらあっても足りない程になりま
す。特に最近ではSNSやネット検索サービスを利用すると一つの検索作業中に似たような
商品やテーマ、トピック、サービスの紹介・お勧め提案が表示され、利用者がそれにも興
味を示すと更に追加の紹介・お勧めが提示される仕組みが多く、本来利用者が望んでい
なかった画面に誘導されたり、商品やサービスを半強制的に押し付け、押し売りされたり
するケースが多くなりました。表面上は如何にも利用者の便宜を図って助けているように
感じられますが、これがアクセス件数や広告表示件数、更に購入件数・金額を増やすた
めのサービスプロバイダー側のマーケティング戦略であり、利用者は自分が選んで判断・
操作しているつもりでも知らず知らずのうちに本来の自分自身の意図・意思とは別に誘導
され、その仕掛けられた罠に嵌まり込んでいくわけです。そしてその全てがデータとして記
憶され、次回同じような検索やサイト訪問すると新たな紹介・お勧め提案が展開され更
に深みにはまることになります。

　この話題については、最近長女と家内に勧められて自宅で観たオンライン映画制作・
配給会社のN社が配給している“Our Social Dilemma”という映画を観ていただくとそ
の背景と詳細が分かります。最近また問題になっているFacebook（今は社名変更して
Meta）やInstagramの社会倫理問題、特に低年齢層利用者の鬱（うつ）症状助長から
自殺につながる事例、人身売買につながる誘惑行為の氾濫・放任など、先日議会証言に
まで至った内部告発や実際に同社や類似サービスを提供するApple、Google社などの
アプリ企画・開発現場やマーケティング戦略部門の最前線でアイデアを出し、指揮して
指示を出したり実行したりしていた人たちが、自分で「これでいいのか？社会正義・倫理
に反していないか？」と疑問を抱き、退職後内部告発、議会証言、啓蒙活動など反対運動
を始めた経緯が描かれており、映画を観ると利用者は彼らの商品として扱われ、プロバイ
ダーの思い通りに操られ誘導されて彼らの巨万の富の源泉となっており、思っていた以上
に恐ろしいことになっているのが分かります。私は元々口座を持っていませんが、長女は
観賞後Facebookの利用を減らそうと考えています。映画にご興味がある方は一度ご覧に
なることをお勧めします。決して誘導ではありません。（笑）

　本号が今年最後の発行になるので改めて世相を眺めてみると、今も続いているコロナ
騒ぎは米国内最初の感染者認知から既に2年近くになり、トランプ前政権が迅速で的確
な初期対応からベストの継続対策を打っていれば、今頃はほとんど収まって普段の生活
スタイルかそれに近いレベルまで回復していたのではないかと思うと本当に残念です。
特に今年の２月には過去にない異例の速さでコロナワクチンが完成し、大きな負の財産
を含めて政権を引き継いだバイデン大統領と政権幹部による強力な優先実施策の下FD 
A、CDCの緊急承認・実用化がOKされ、各地で接種が徐々に実施され接種数、接種率
が上がるとともに新規感染者数、入院者数、死亡者数は目に見えて斬減していたので、そ
のまま行けば早ければ今秋、遅くても年内には騒ぎが静まるのではないかと期待してい
ましたが、その期待はあっさり裏切られました。残念ながら干支が切り替わる来年まで年
越しになるのは火を見るより明らかです。現職大統領や政権幹部がワクチン接種を奨励
または一部義務化しても、それ以前のマスク装着や人身間の距離確保の奨励時と同様に
国民の安全・健康問題を政治問題化したトランプ前大統領支持グループ、共和党の保守
強硬派、右派・保守偏向メディアに加えて世論に影響力がある人気映画スター、スポーツ

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
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Ann Arbor, Michigan
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選手、有名セレブなどが科学的事実・データを無視し（あるいは偽情報や誤情報と加工
データを使って）真っ向からワクチン不信・拒否・反対を連日のように呼びかけ、嘘とデタ
ラメのストーリーをでっち上げ自分たちに都合の良いように群衆心理操作・煽動しながら
現職大統領と民主党の政権運営、政策実施の妨害に全力で今もなお継続集中している
のが最大の原因です。更に直近では南アフリカから新たに広がり始めた感染力がデルタ
株より強力なオミクロン変異株が最初の知見からわずか２週間でデルタ変異株に取って
代わって南アフリカの新規感染者の主要原因になっており、既に周辺諸国の他に欧州、
香港、カナダ、更に本邦日本でも感染者が知見され岸田首相が外国人入国禁止という思
い切った緊急対策を打ち出しましたが、米国内で知見されるのも時間の問題でしょう。
　先月末バイデン大統領は南アフリカからの入国制限を実施すると同時に緊急会見で
「新たな（オミクロン）変異株は心配の元にはなるが、パニックの元ではない」と国民に冷
静を呼びかけ、「米国内にも早晩やってくるので対策としてワクチン未接種の人は至急接
種を、初期接種の済んでいる人は免疫力強化のためにブースターショットを追加接種する
ことが重要」と繰り返し強調しました。これで少しでも接種人数、接種率が上がればいい
のですが、既に反対派はこの新変異株も「民主党の作り話で、それを来年の中間選挙に向
けて政治利用しようとしている」とケチをつけています。本当に彼らは国民の安全と健康を
無視して、死人が出てもへっちゃらという人非人（にんぴにん）だと何度も思います。

　政治面では、バイデン政権の目玉となる永続的再生可能エネルギー型新規インフラ投
資案が予算額は多少削られたものの、ようやく上下院とも可決通過し、大統領署名を受
けて正式に立法化されました。今後は一つ一つの分野・項目について具体的な投資内容
と方法、実行に移すタイミングが重要となりますが、担当幹部も新たに任命され着実に前
進して国民が効果を実感できるレベルに少しでも早く到達して欲しいと思います。

　もう一つの目玉である社会的弱者救済を目指す超大型経済振興予算法案もギリギリ下
院を可決通過し、上院での審議が始まります。前々から膨大な予算額とその原資の調達
方法、インフレ助長のリスクなどで反対している身内のマンション民主党上院議員やイン
フラ法案には賛成投票してもこの法案については必ずしも協力的でない多くの共和党議
員が抵抗を続けており、上院としてかなりの変更を盛り込んだ新たな変更案を作成して可
決通過できるか微妙な状況です。それを下院に差し戻して再審議し前進派も納得した上で
可決通過できるかは更に難度が高いですが、この二つの法案が揃って立法化、実施でき
ないとバイデン大統領と民主党政権の選挙公約が果たせない失態となり、来年の中間選
挙と２０２４年の次期大統領選に向けてアフガン米軍撤退でミソをつけ雪崩現象的に低
下している現職大統領と政権与党民主党の更なる支持率低下が危惧されます。

　中間選挙で上下院の過半数議席を共和党が奪還すると現政権と民主党が今までやっ
てきた政策、今後続けてやろうとしている政策を全てひっくりされる恐れがあり、バイ
デン大統領と民主党を支持してきた有権者を裏切り、国際舞台でも安全保障問題や地
球温暖化防止協定に沿ったCO2削減対策、石化燃料から再生可能エネルギーへの切り
替えなど基本的な重要国家政策がまたまた方向転換してトランプ前政権当時に逆戻り
し、NATOなど同盟国、友好国の米国に対する不信感を増長し、リスペクトも失う羽目に
陥りそうです。今年1月６日に起きたトランプ支持グループの米国議会乱入・暴動事件の
下院合同捜査委員会も即解散、証人喚問も撤回され何もなかったことにされて、大きな
汚点となった歴史をトランプと共和党にとって都合が良いように書き換えられてしまいそ
うです。

　バイデン大統領と民主党政権には上記双子の法案を是が非でも立法化し、弱者救済
を図るとともに共和党があからさまに打ち出している各州での投票権や投票方法を制
限・制約する州法を無力化し全ての有権者の投票権と民主主義の維持・強化を実践して
もらいたいものです。

　では皆さん、多少早いですが、年末に向けて安全・健康に留意され、素晴らしい新年
をお迎えください。

https://www.godaiko.com/home


PAGE 6・JAPAN NEWS CLUB・December 2021

心臓病治療の最前線

第165回    最近の話題第165回    最近の話題
最近お世話した患者さんの話をします。プライバ

シー保護のため、細部は少し変えてあります。

症例１：
７０数歳の男性。18年ぐらい前、他州で心臓バイパス
手術をおこなったが、その後、別の州に引っ越し、最
近ミシガン州にやってきた。本人によると、バイパス
は三枝に対して行われたと記憶しているが、詳細は
不明、手術記録も残っていない。左前腕部に手術の
跡があり、左橈骨動脈が、おそらくそのバイパスの一
つとして使われたものと思われた。数ヶ月前から、階
段を登ったり、少し歩くと、胸がキューッと締め付け
られるような感じがするようになってきた。かかりつ
けの医者にニトロの製剤をもらって、飲んでいるが、
最近胸の圧迫感の頻度も重篤度も増してきており、
先週には、胸痛で夜中に目が覚め、冷や汗が出るこ
とがあったので心配になり、私の外来に来られた。心
電図は正常、身体所見も特に異常なし。タバコ喫煙
の既往もなく、糖尿病もなく、血圧のコントロールも
良好であった。新エコーで、左室躯出率は保たれて
おり、局所的な壁運動異常は認められなかった。軽
度の大動脈弁不全と僧帽弁不全症が認められた。症
状から不安定狭心症の診断をつけ、鼠径部から、心
臓カテーテル検査を行った。造影をしてみると、左内
胸動脈から左前下降枝へのバイパスは、良好な状態
で、問題はなかったが、他のバイパスは全て完全閉塞
していた。左回旋枝は、比較的細い動脈で、多少狭
窄があったが、症状を説明できるようなものではな
かった。右冠動脈を造影してみると、中位部から遠位
部にかけて、90%以上の狭窄が、直列的に多数存在
しており、これが症状の原因と考えられた。この病変
に対し、フェローの若い先生と共に、直ちにステント
治療を行い、良い結果を得た。所要時間は１時間程
度であった。（図１及び２、治療前と治療後）

　私が循環器医になった頃は、このような病変は、難
治病変と考えられており、たとえ風船治療を行っても、
短期及び長期の成績は悪いと考えられていました。し
かし、最近のステント技術の発達により、このような病
変が、比較的簡単に治療ができ、しかも薬剤溶出性の
ステントの登場で長期的な開存率も飛躍的
に改善したため、今では、外科手術を行うことなしに、
経皮的に比較的容易に治療を行うことができます。

症例２：
７０歳半ばの女性。現在喫煙中。最近、左頸動脈狭
窄症が見つかり、その検査及び治療のため右脚鼠径
部から、頸動脈造影を行なったが、その際、両側の
腸骨動脈（大動脈から分岐して両足に行く大きな
動脈）の狭窄及び閉塞が見つかった。左総腸骨動脈
は完全閉塞、右総腸骨動脈は高度狭窄しており、本
人に後から話を聞くと、両脚のけだるさと痛みがあ
り、特に左脚は、慢性の、軽度の蜂窩織炎を伴って
いた。足が痛いのは、”歳のせい”と考え、放置してい
た。左の腸骨動脈の閉塞は、その起始部から始まっ
て、外腸骨動脈、総大腿動脈に及ぶ長い閉塞で、経
皮経管治療のみによっては、治療困難が予想された
ので、外科治療とのハイブリッド治療を行うことにし
た。右の鼠径部から、逆行性に風船を入れ、風船を
膨らませて、ある程度下ならしを行った後、直径１０
ミリの自然拡張性のステントを置き、良好な成績を得
た。（図３及び４、治療前と治療後）

　この後は、血管外科の先生にバトンタッチをし、右
鼠径動脈から左鼠径動脈に人工血管のバイパスをつけ
てもらうことで、両脚の虚血が解除されることになりま
す。このハイブリッド治療の良い点は、経皮経管治療の
良い点と外科手術の良い点を組み合わせて、最も侵襲
が少ない方法で両脚の虚血の治療ができる点です。外
科手術だけだと、腹部大動脈から両側の大腿動脈へバ

イパスをつけることになり、腹部大動脈が深いところに
あるため、手術の侵襲度が飛躍的に高まります。鼠径
から鼠径へのバイパスだと、下腹部の皮下にゴアテック
スの管を通すだけなので、手術の難しさも、侵襲度もは
るかに軽度です。

閑話休題：
　南アフリカ発のオミクロン変異の出現で、コロナの見
通しはまた不明になってきていますが、日本では、最近
劇的にコロナの陽性率、発症率、入院率、死亡率が激
減しているようで、大変良いことだと思っています。そ
れに比べて、しばらく小康を保っていたミシガンのコロ
ナの感染状況は徐々に増加する傾向を見せており、予
断を許さない状況になりつつあるのはあまり気分が良
くありません。私の勤務する病院でも、コロナの入院総
数は、しばらく10人から20人程度の横ばいを保ってい
たのですが、一昨日になって、コロナの入院総数が59人
（うちワクチン未接種者43人）、最近２４時間以内のコ
ロナ診断での入院者12人（そのうちワクチン未接種者
11人）と、じわじわと患者数が増加し始めているのが気
にかかるところです。アメリカでは、ワクチンを打つか打
たないかが、政治信条と絡まって語られることが多く、
ある党の信奉者の中に強硬なワクチン反対派がいたり
することで、ワクチン接種が頭打ちになっているのは残
念なことです。またインターネットで偽情報を流す人が
いるのも問題です。

　11月19日、アメリカFDA及びCDCは、モデルナとファ
イザーの両方のワクチンについて、18歳以上の成人の
全てに対して、ブースターショットを認める決定を下し
ました。今までは、65歳以上の高齢者か、ハイリスクの
人に限られていたものを、18歳以上の成人の全てに広
げたものです。2回目のワクチンを受けてから6ヶ月以上
経っている方、是非、ブースターショットを受けられるこ
とをお勧めします。また今まで不幸にしてコロナに罹ら
れた人も、ワクチン接種が再感染のリスクを下げること
が確かめられています。ワクチンはコロナによる重症化
や死亡率を下げます。コロナワクチンは無料で近所の
薬局などで受けられます。前に受けた接種証明のカー
ドを忘れずにご持参ください。

山﨑博       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  -Roseville Office 

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

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/

症例１）
（図１）治療前の右冠状動脈
（図２）治療後、ステント留置後の右冠状動脈

↓↓↓

症例２）
（図３）治療前の腹部大動脈、左腸骨動脈が閉塞している　
（図４）治療後　ステント留置後

　↓　↓　↓　↓

↓　↓　↓　↓

左腸骨動脈左腸骨動脈
が完全閉塞しているが完全閉塞している

↓↓↓

図１

図２

図３ 図４

腹部大動脈腹部大動脈

↓↓↓↓↓↓

↓↓

↓↓↓↓↓↓
↓↓右腸骨動脈右腸骨動脈

↓↓
↓↓

↓↓ 腹部大動脈腹部大動脈

右腸骨動脈右腸骨動脈

右腸骨動脈に右腸骨動脈に
　　　ステント留置　　　ステント留置

この後、外科手術で右から左への鼠径一 
鼠径動脈バイパスを行う予定。

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。
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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

12月のイベント 2021年12月1日～12月20日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。

“Happy New Year” , “Happy Halloween” , “Happy Birthday！” は み な さ ん も
ご存じですね。ですが、いつでも使える言い方があるのをご存じですか？ “Happy 
February” や” Happy first day of spring!” のような挨拶を誰かがあなたに言ってた
かもしれませんね。その時何と返事をしましたか？
おそらく “Yes” や “Thank you” と答えたのではないでしょうか。  “Thank you” でも
いいのですが、“You, too” や "Happy February (to you, too)!”  と答えるのもいいで
すね。
ところで、いつ “Happy・・・・・・” ?と言えばいいのでしょうか？それは新しいイベン
ト、新しい週、月、ホリデーなど何か特別なことに使えます。是非使ってみてください！

Everything Is Happy!
 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

一般的な例

New day:  
Happy Monday!  Happy Friday!（日の始まり：楽しい月曜日を！ 楽しい金曜日を！
New month: 
Happy March!（月の始まり：楽しい３月を！）
New season: 
Happy [winter/spring/summer break]!（新しい季節：楽しい冬 / 春 / 夏休みを ! ）
School change:
 Happy [first/last] day of school! （学校：楽しい最初の / 最後の学校の日を！）
Weather change: 
Happy [snow/rainy/sunny] day!（天候：楽しい雪の日を !）
Holiday:
Happy Easter!  Happy Fourth of July!  Happy Mother's Day!

（祝祭日：楽しいイースターを ! 楽しい独立記念日を !  楽しい母の日を !）

（ヒント：良いアイディアだとは思いますが、"Happy Christmas"とは言いません。
"Merry Christmas!” ですね。）

“Happy” を使った会話例

A:  Hey, happy first day of spring!　こんにちは、楽しい立春を！
B:  Oh, you, too!!  I didn't know about it!　あら、あなたもね !!  知らなかったわ !
A:  Yep!  From today!  I'm so happy!　そう !  今日からですよ !  とっても嬉しいわ !
B:  Maybe, but there's still snow outside...そうね、でもまだ外に雪があるんだけど…。

A:  Happy Friday!　楽しい金曜日を！
B:  You, too.  Any plans for the weekend? あなたもね。週末に何か予定はあるの？  
A.  Nope, just relaxing at home.　いいえ、自宅でゆっくりするわ。
B:  Oh, really?  We have Japanese school. え、本当 ?  私たちは日本の学校があるの。

A: Happy Monday!　月曜日、うれしいわね！
B: What?  It's Monday!  Definitely not happy!　え？月曜日よ！全然嬉しくないわ！
A: Ha-ha. I guess you need more coffee!!　（笑）コーヒーをもっと飲んだ方が良い

みたいね！！

A: Happy winter break!　嬉しい冬休み！
B: Yes, 2 weeks off!  I'm so excited!　そうね、2 週間休み！すごく楽しみだわ！　
A: Any plans?  Going somewhere warm like Mexico?
 何か予定はあるの？メキシコみたいに暖かいところに行くとか？
B: Oh, I wish!  Just going to relax at home.
 ああ、そうだと良いんだけどね！家でゆっくりするわ。

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

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！

　この季節がやってきましたね。体調等を崩されない様に、お気を付け
ください。住居の管理を兼ねて、該当する項目の冬のメンテナンス確認
事項を確認ください。
 

・ファーネスフィルター交換。
・冷蔵庫、コイルの埃掃除。
・外の蛇口を閉める。ホースを蛇口から外す。
★シーリングファンの向きの変更。

・水漏れがないか。（シンク・トイレ・洗濯機・食洗器・冷蔵庫）
 
　賃貸をされている皆様は、不具合に気付き次第、大家・管理事務所に
報告をするようにしてください。
個人大家の物件にお住まいの皆様は、★の事項を大家にて対応頂けな
いか相談してみましょう。業者紹介もしておりますので、お問い合わせ 
ください。

冬のメンテナンス確認事項

#1２

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
mk thomes.com

　　

mailto:zen.chen%40remax.net?subject=
https://www.yamatoamerica.com/cs/
https://www.sushidenonline.com
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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

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

M
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 R
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d

275

Sanpei

LAZAR SPINAL CARE, PC.
レザースパイナル ケア 
   カイロプラクティック

203 S.Zeeb Rd Suite 106 Ann Arbor MI 48103 
www.lazarspinalcare.com

当院は予約制となります。 

    734-821-8635  (日本語ライン)  または 

    drkato@lazarspinalcare.com 
にてご予約をお取りください。24 時間以内に日本語でご返信 
します。      Dr. Mariko Kato D.C.  /  加藤 真理子 D.C. 

• 日本人のカイロプラクターが日本語で対応致します
• 首や腰を左右にひねって鳴らすような施術は行いません
• 上部頸椎テクニックでは乳児からシニアまで施術を 

受けていただくことが可能です
• 原因不明と言われた方、根本から改善したい方、 

ご相談ください

＜診療時間＞
月 水 木:　9:00-18:00        |        金 土:  9:00-12:00
   火 日:  休診

日本のクリニックにいるような安心感をご提供します日本のクリニックにいるような安心感をご提供します

https://www.noblefish.com/
http://oneworldmarket.us/
https://izakayasanpei.com/
http://www.takadadentalclinic.com
https://www.lazarspinalcare.com
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

花・植物に関する言い回し（1２）花・植物に関する言い回し（1２）

〜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〜
−−１４１１４１−−

　今回で花、植物に関する言い回しは終わりにします。
日本で愛されている木に「柳」があります。まず、「柳眉を逆立てる」です
が、美人が怒った時の様子を形容したもので、英語にすると “The beau-
tiful woman raised her eyebrows in anger.”で、美しい眉を柳にた
とえるのは西洋人にはピンと来ないでしょう。次に、以前にも出てきたかもし
れませんが、「柳の下にいつもドジョウは居ない」は、同じ手を二回使えるわ
けではない、ということなので、英語で似た表現を探すと、 “A fox is not 
caught in the same trap twice.”  (キツネは二度同じ罠にはかからな
い) とか “Birds never come back to last year’s nest.” (去年の巣
には鳥は居ない) 等があります。

　「柳腰」という表現がありますが、これはやはり女性に使われ、ほっそり
とした腰つきのことを言いますので、“slim waisted”、また体全体を差し
て “slender” と言えます。因みに、この ‘slim’ や ‘slender’ は中立的な  
‘thin’ に比べて良いニュアンスがあります。最後に「柳に風と受け流す」は
さらっと嫌なことをかわしたり、聞き流すことですので、“handling things 
without making waves” とか “taking things in stride” と言いま
す。類語として、「柳に雪折れなし」または「柳の雪に折れなし」というのもあ
ります。

   それでは、皆様が健康で良いお年を迎えられますように。

　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　

　とうとうミシガンに冬がやってきてしまいました。冬は練習場に行く回数が減り、体は
なまり、スイングを忘れた頃にようやく春が来て、夏になると体がよく回ってスイングもス
コアの調子もだんだん上向いてきたような気がして、でもそんな頃にはもう秋が来て、冬
になってまたスイングを忘れる…を繰り返します。ミシガンからLAに駐在した友人は、 
「ミシガンの方が季節にメリハリがあって、夏に集中してラウンドや練習ができる。LA
だといつでもできるからとダラダラ過ごしてしまうので、ミシガンにいた時のほうがゴル
フは上手だった」と話していました。そう、ゴルフの練習にはメリハリが必要です。今月は 
「春に差がつく！家でできるミシガンの冬おすすめ練習方法」をご紹介したいと思います。

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

■ ケージでマン振り：練習ネットがあれば実
弾（＝本物のボール）でフルスイングの練習が
できます。天井が高ければベースメントに置
けますが、男性がドライバーを振るには8ftぐ
らい必要だと思います。ガレージに置く人も
いますが、冬はさすがにキツイかもしれませ
ん。私はリビングに常設してしまいました。吟
味して選んだのは、The Net Return社のゴ
ルフネットです。ネットの張られ方に特徴があり、ショットを打つと同じところにボール
が戻ってくるので、ボール1個でずっと練習が続けられるという良さがあります。ネット
際に落ちたボールを集めるのは面倒なので、地味ながらこの機能は素晴らしいです。

■ ウレタンもしくはプラスチックのボールでアプローチ：家具やカベを傷つけないよう
に、アプローチ練習の時は柔らかいボールを用意しましょう。

■ 色違いのハンドタオル3つで距離コントロール：まずボールを打つ場所を決めて、そこ
から壁までの歩数を数えます。その間の距離を4等分して、それぞれの距離のところにタ
オルを敷きます。全体が10歩なら、2.5歩、5歩、7.5歩のところです。それぞれの色のタ
オルの上にボールが着地するように、キャリー（空中を飛ぶ距離）を調節して打つ練習
をします。ウェッジを複数持っている人はクラブを変えて打ってみます。どのクラブでどの
振り幅をすると何歩のところに着地するのか、どの組み合わせが打ちやすいか、を打ち比
べます。キャリーとランの割合は、春になってからグリーンで検証しましょう。冬の間は 
①ちゃんと当てる、②高さを決めてから打つ、③狙った距離に落とす、の3つを練習する
と、グリーン周りの距離コントロールショットが大きくグレードアップすると思います。

■ レーザーと鏡でパターをスクエアに構える練習：私は額縁を飾る時などに使うレー

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

　

 

   

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

 

 

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

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

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

お見積りは無料です。ご相談ください。

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

ザーレベル（水平器）を使っています。床に
固定できるならペン型のレーザーポインター
でもいいと思います。小さな鏡の裏に両面
テープを貼り、フェースの真ん中に貼り付け
ます。私はいらなくなった口紅ケースにつ
いていた鏡を引っ剥がしました。まず、3m
ほど離れた壁際からレーザーを照らし、線
に向かってパターを構えます。フェース上の
鏡に反射した光が真っ直ぐレーザーの少し上の壁に当たっているかをチェックします。 
フェースが閉じていたら光は左を指し、フェースが開いていたら右を指します。フェース
の向きがはっきりわかって面白いです。繰り返し練習すると、スクエアに構えられるよう
になります。

■ Putting Tutor / Eye Line Belt：真っ直ぐボールを打ち出す練習に最適のギアです。

　思いっきり打ちたくなったら、ヒーター付きの屋外練習場や、フル暖房のドーム練習
場に足を運んでみてください。アプローチやパットは家でみっちり練習できます。ラウ
ンドできないのは寂しいけれど、冬もゴルフ練習で暖かく、楽しくお過ごしください。
今年もお世話になりまして、ありがとうございました。来年のテーマは…考え中です。

　良いお年をお迎えください。

https://www.suzukimyers.com/
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前回、アメリカの処方薬への保険のカバーについ
ての話がありました。今回は処方箋なしで買え

る薬、市販薬（Over-the-counter medicationやOTC 
medicationと呼ばれます）についての話です。日本で
は、市販薬でも処方されると保険が効いて値段が安
くなる場合もありますが、アメリカでは市販薬の種類
が多く、市販薬は保険が効かない場合が多いです。

　アメリカでは、何の薬がどこまで実際カバーされ
るかは、一人ひとりが持っている保険・プラン次第に
なってきます。なので、医師に処方されても薬 局に
行ってみて初めて、処方された薬がカバーされたか、
Copayがいくらになるかなどが分かり、処方される時
点では分からない場合が多いです。従って、薬を処方
され、実際薬局に行ってみて高額な請求をされる場
合があり、その場合は他の類似薬を探したり、Prior 
authorization（詳細は先月号にあり）を申請したりし
ますが、市販で売っている薬は保険でカバーされない
場合が多いのです。ただ、保険でカバーされて安くな
ることもあるので、試しに医師に処方箋を出してもら
い、カバーされないことが分かれば市販薬を買うとい

Vol.

アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの

薬局の使い方 3  - 処方箋なしで買える薬について

渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

ミシガン大学についての情報は、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。

1212
う方法もあります。日本のように処方箋料は請求され
ないため、医師が処方を出すだけであればカルテ上
に記録が残るだけで請求は発生しません。カバーさ
れない場合、処方箋が薬局に送られると、薬局の薬
剤師さんに「これは市販薬にあり、あなたの保険では
カバーされません」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
タッフに助けてもらいましょう。処方された、もしくは
勧められた薬については、外来終了時に印刷される
書類または、医療システムのアカウント（ポータル）で
確認できます。

　アメリカは、日本に比べてクリニックの受診も予約
制で、またER（Emergency room、救急救命室）も
混んでいる場合が多く、医療機関へのアクセスは良い
とは言えないかもしれません。従って、アメリカでは
明らかな風邪などでは医療機関へ受診せず市販薬で
様子を見る場合も多いです。ただし、腎疾患をお持ち
の方や、妊娠中など使用を避けた方が良い市販薬も
あるので、予めかかりつけ医にクリニック受診やER受

診すべきタイミングを相談しておくとよいでしょう。ま
た、ご不明なことがあれば、かかりつけ医のクリニッ
クの看護師に電話で相談することもできます。

　では、実際に市販薬の例についてみていきましょ
う。市販薬はかなり多くあるので、これらはあくまで
代表的な市販薬の例です。なお、薬には、薬の成分
名を表す一般名という名前と、同じ成分でも各製薬
会社が独自に付けたブランド名（商品名）というのが
あります。例えば、よく使われるのが、熱さまし（解熱
薬）としてTylenolというのは大変よく使われますが、
Tylenolというがブランド名で、一般名（成分）はアセ
トアミノフェンという名前になります。日本ではカロ
ナールというブランド名がなじみがあると思います。

　　      ＜次ページにその他の市販薬例をリストアップします＞

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

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

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

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

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

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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２． サプリメントについて

 
　アメリカでも日本でもサプリメントは多く市販で
売っています。サプリメントの多くはその効果が医学
的には実証されていないものが多いですが、中には医
学的に推奨されるものもあります。その例を紹介して
いきます。

a)　Prenatal Vitamin

妊娠をお考えの方、妊娠中の方は葉酸を内服した
方が二分脊椎などの神経管欠損症（Neural tube 
defect）という新生児の先天疾患の可能性を下げ
ることが分かっているので、妊娠前3か月程度から
妊娠初期（妊娠12週）にかけて内服した方が良い
とされています。ただ、妊娠をお考えの方はいつ
妊娠できるかはわからないので、妊娠をお考えの
時点で内服を開始することをお勧めします。アメリ
カでは、避妊効果の高い方法を使っている人以外
は、妊娠可能な年齢の女性は全員葉酸のサプリ 
1日0.4m以上を摂取することが勧められています。
どれを内服した方が良いかわからないと思います
が、Prenatal Vitaminと呼ばれる葉酸を含むマル
チビタミン薬が便利です。日本の産婦人科学会で
も積極的に妊娠前から授乳中に接種するように
推奨していますが、日本では妊娠する前には、産
婦人科医にかからないことが多いので、妊娠前に 
内服し損ねている女性も多いようです。

b)　カルシウム・ビタミンD

女性の方はホルモンの関係で閉経後から骨粗しょ
う症になりやすくなります。また、性別に関係な
く、特定の薬（ステロイドなど）を慢性的に内服
している方も骨粗鬆症のリスクになります。65歳
以上の女性の方やそういった薬を内服されてい
る方などは、骨粗鬆症の検査が推奨されており、
診断されると治療薬が必要になってきます。特に
閉経後の女性はカルシウムやビタミンDが不足し
がちですので、骨粗しょう症予防としてのサプリ
メントとして補充することが推奨されています。
なお、カルシウム剤のみとビタミンDのみが分か
れているものもありますが、合剤（両方を含む）
だと便利です。

　以上、処方箋なしで買える薬についてまとめました
が、これらはあくまで一例で、自分の判断で内服すべ
きでない場合もあるかもしれませんので、事前にか
かりつけ医や薬局の薬剤師に相談頂くことをお勧め
いたします。

１． 市販薬の例

種類 効果 薬（⼀般名） ブランド名の例 

解熱鎮痛薬 
痛み⽌め 

熱さまし 

Acetaminophen 

アセトアミノフェン 

Tylenol® 

タイレノール 

解熱鎮痛薬（⾮
ステロイド系抗
炎症薬） 

痛み⽌め 

熱さまし 

Ibuprofen 

イブプロフェン 

Motrin® モトリン 

Advil® アドヴィル 

Naproxen 

ナプロキセン 

Aleve® 

アリーヴ 

抗ヒスタミン薬 

花粉症 

アレルギー 

⿐汁など 

Diphenhydramine 

ジフェンヒドラミン 

Benadryl® 

ベナドリル 

Cetirizine 

セチリジン 

Zyrtec® 

ジルテック 

Fexofenadine 

フェキソフェナジン 

Allegra® 

アレグラ 

Loratadine 

ロラタジン 

Claritin® 

クラリチン 

感冒薬 咳⽌め 

Guaifenesin 

グアイフェネシン 

Mucinex® 

ミューシネックス 

Dextromethorphan 

デキストロメトルファン 

DayQuil® デイクイル 

NyQuil® ナイクイル 

（他の成分も含む） 

⽌痢薬 下痢⽌め 
Loperamide 

ロペラミド 

Imodium® 

イモディウム 

下剤 便秘薬 

Magnesium 

マグネシウム 

Milk of Magnesia® 

ミルク・オブ・マグネシア 

Polyethylene Glycol 3350 

ポリエチレングリコール 

MiraLAX® 

ミララックス 

Sennoside 

センノシド 

Senna® 

センナ/セナ 

胃薬 制酸薬 

Famotidine 

ファモチジン 

Pepcid® 

ペプシッド 

Omeprazole 

オメプラゾール 

Prilosec® 

プライロセック 

Esomeprazole 

エソメプラゾール 

Nexium® 

ネキシウム 

Lansoprazole 

ランソプラゾール 

Prevacid® 

プレヴァシッド 

ステロイド 

塗布薬 

アトピー性⽪膚
炎などの⽪膚炎 

Hydrocortisone 1% Cream 

ヒドロコルチゾン 1% 

Cortisone® 

コルティゾン 

 

抗真菌薬 
⽔⾍などカビに
対する治療薬 

Terbinafine 1% cream  

テルビナフィン 

Lamisil® 

ラミシール 

眠剤 睡眠薬 

Diphenhydramine 

ジフェンヒドラミン 

Sleep Aid® 

スリープ・エイド 

Melatonin 

メラトニン 

Melatonin® 

メラトニン 

筆者プロフィール：

医師　若井俊明 (わかいとしあき） ｜ 
ミシガン大学医学部 家庭医学科助教授

2 0 0 5 年弘前 大 学 医学 部 卒 業 、2 0 0 8 年
手 稲 渓 仁 会 病 院 内 科 研 修 修 了、2 0 11
年University of Pittsburgh Medical 
Center Shadyside 家庭医療研修修了

後より静岡家庭医養成プログラム指導医、2013年より健 康会 
おおあさクリニック院長、2017年よりミシガン大学日本家庭健康 
プログラムで診療。
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　帰国生大学入試では、海外の高校での在学年数や卒業の有無、各国の大学入学
資格試験合格やスコア（米国ではSATやTOEFLなどのスコア）など、大学ごとに異
なった条件を定めています。また、選考方法も国内生の入試とは異なり、秋入学の大
学では北米の大学と同様に高校の成績や推薦書、大学入学資格試験の合格やスコ
アなどの書類審査のみで合否が判定されます。一方、春入学の大学では書類の提出
に加え、学科試験が課されるケースが目立ちます。学科試験の科目は大学・学部に
よって異なりますが、概ね文科系学部では小論文と英語、理科系学部では数学・理
科と小論文が課されます。また、多くの大学・学部で面接も行われます。

入試の出題傾向を意識した学習とTOEFLのスコアアップが必要
　では、帰国生入試に合格するためには、どのような準備をしておけばよいでしょうか。
まず、日本語での学習がとても大切です。学科試験の科目の多くは日本語で出題さ
れ日本語で解答します。面接の質疑応答もほとんどが日本語です。入学後の講義や
リポート・論文作成、定期テストなども同様です。日本の大学なのですから当然とも
言えます。帰国生入試は９月初めから始まりますので、高校卒業後の準備期間は約
２カ月しかありません。海外にいる今から日本語での学習を始めておかないと間に合
いません。小論文の対策には時間がかかります。小論文は作文とは異なり、体験や感
想だけではなく自分の意見を述べなければなりません。自分の意見を構築するため
には豊富な知識や体験が必要です。
　小論文で与えられるテーマや課題文、図表の内容は大学や受験する学部によって
異なり、最近の時事問題が提示される大学・学部と学部の専門領域に関する問題
が提示される大学とがあります。
時事問題をテーマとする小論文作成のためには、今世界や日本で起こっているできご
とに目を向ける必要があります。例えば、気候変動や人権、食料、ジェンダー不平等、
新型コロナウイルス、SNSなども問題を十分理解しておくことが必要です。
　一方で学部の専門領域をテーマとする小論文作成のためには、専門領域に関する
書籍や雑誌などを積極的に読むことが必要です。学識者の論文を掲載している新書
を読むこともよいですが、まずは志望する専門分野に関係がある内容の書籍で自分
が読みやすいものを読むことをお勧めします。例えば理科系志望者なら科学雑誌、
経済系志望者ならば経済誌を読むのもよいでしょう。日本語の書籍や雑誌が入手で
きなければ英語のものを読んでも構いません。また、新聞やテレビなどで報道され
ている学問領域に関連するニュースもキャッチしておきましょう。新聞の社説を読む
ことは、課題文の読解力アップに役立ちます。
　そして、知識を得るだけではなく、書籍の記述やニュースに潜む問題点を指摘し、
それに対する自分の意見を考えることを習慣づけましょう。それが小論文作成に大切
な自分の意見を論ずることのできる力を養うことにつながります。
理科系学部志望者にとっては、数学と理科の学力も必要です。数学や理科は現地校
でも学んでいますが、日本の高校の数学や理科の教科書や参考書、問題集に目を

～志望校合格のためには現地校での学習に加え、日本の学習も必要！早めに受験準備を進めよう！～～志望校合格のためには現地校での学習に加え、日本の学習も必要！早めに受験準備を進めよう！～

帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策帰国生大学入試受験対策

通し、そこで使われている日本語の用語や問題の解き方に慣れることが大切です。 
　また、米国の高校で履修していない分野があるかどうかを知ることも必要です。
帰国生入試の英語は、日本の大学受験英語＝高校英語の学習が必要ですので、過
去の入試問題に目を通し、出題傾向を把握しましょう。中には、国内生と同一問題を
使用する大学もあります。一方、最近では、英語の試験に代えてTOEFLのスコア提
出を必須とする大学が増えていますので、TOEFLのスコアアップが重要になってい
ます。また、TOEFLのスコアを出願基準としている大学もありますので、TOEFLの重
要性が高まっていると言えます。

現地校での学習も入試に合格する力につながる　
　現地の高校の成績（＝GPA）はどの程度必要でしょうか。書類審査のみの秋入学
の大学の選考では高校の成績が重視されるともいえますが、春入学の大学では合否
には大きく影響していません。しかし、高校での成績が悪くてもよいかというとそうで
はありません。当然卒業に必要な単位が取得できなければ大学受験資格を失います
し、科目ごとの成績を見た際に良くない成績があれば目立つため、面接でその理由を
指摘されたりします。
　また、高校での学習は大学での学習の基礎にもなりますし、社会人としての教養に
もなりますのでとても大切です。入試においても小論文作成のために必要な知識にも
なりますし、日本の大学の入試問題の数学や理科の問題を解くときにも海外の高校
で履修した数学や理科の知識が役に立ちます。さらに高校での学習は帰国生入試に
必要な英語力の向上にもつながります。SATやTOEFLなどの高スコアが必要となる大
学もありますので、これらのスコアアップのための英語力を上げるためには高校での
学習が重要です。多様な科目を英語で学習しているのですから、自然に英語力を上げ
るのには高校の授業や宿題で使っている英語を着実に習得することが効率的です。

志望大学や学部について知ることも重要
　受験対策として、もう一つ大切なことは、志望する大学や学部のことを十分に理解
しておくことです。帰国生入試ではほとんどの大学で面接があります。また、出願書
類として「志望理由書」を提出させる大学もあります。なぜその大学や学部に入学し
たいのかという理由を説得力あるものにするため、志望する大学や学部に関する情
報収集をしましょう。大学のウェブサイトを閲覧すれば、情報がキャッチできます。 
これも海外にいる今からできることの一つです。
　このように海外にいるときからすべきことは多数ありますので、帰国が迫ってから
慌てることのないように早めに準備を進めるとよいでしょう。

　なお、近年、帰国生入試を廃止する傾向が目立ちますが、一方でAO入試やグロー
バル入試、国際バカロレア入試などという新方式が登場しています。書類や面接、小
論文などで選考されるので、帰国生入試と同様な対策で受験できます。このような
入試も視野に入れるのもよいでしょう。

筆者プロフィール：筆者プロフィール：
河合塾海外帰国生コース北米事務所河合塾海外帰国生コース北米事務所
	 	 										アドバイザー	　丹羽　筆人	 	 										アドバイザー	　丹羽　筆人
　河合塾で十数年間にわたり、大学入試データ分析、
大学情報の収集・提供、大学入試情報誌「栄冠めざし
て」などの編集に携わるとともに、大学受験科クラス担
任として多くの塾生を大学合格に導いた。また、全国の
高等学校での進学講演も多数行った。一方、米国･英
国大学進学や海外サマーセミナーなどの国際教育事
業も担当。米国移住後は、CA、NJ、NY、MI州の補習
校･学習塾講師を務め、2006年に「米日教育交流協議
会（UJEEC）」を設立し、日本での日本語･日本文化体
験学習プログラム「サマー･キャンプ in ぎふ」など、国
際的な交流活動を実践。また、帰国生入試や帰国後
の学校選びのアドバイスも行っており、北米各地で進
学講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事
務所アドバイザー、名古屋国際中学校・高等学校、国
際高等学校（NIC）、名古屋商科大学アドミッションオ
フィサー北米地域担当、サンディエゴ補習授業校指導
教諭。
◆問い合わせ先
河合塾海外帰国生コース北米事務所：
kikoku@ujeec.org

  引越作業スタッフ募集！ 

 
正社員及びパートタイム社員
米国で合法に働ける方 
（市民権、永住権、OPT等）
経験不問。

応募先：浅井まで
電話番号：734-941-5884
Eメール： 
    Kazumi.asai@ 
　　　　nipponexpress.com

WE'RE HIRING

河合塾海外帰国生コース北米事務所アドバイザー:  丹羽筆人
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JBSD写生大会2021入選作品展 例年デトロイト商工会（JBSD)主催 写生大会は、デトロイト動物園で行われている大変人気の行事の
ひとつです。昨年に続き、新型コロナ感染拡大を避けるためオンライン写生大会が行われました。 
入選された個性ある各23作品をご紹介します！

岡本 花子さん

マコーミック 仁那 さん

佐々木 勇心さん

アンダーソン 桜良 

鶴薗 希奏さん

森　慶太さん

佐々木 郁加さん

中川  絵茉さん

渡辺  亜子さん

三宅 健太さん

森　心晴さん

デューモント 威杏さん

鶴薗 利仁さん

渡辺 璃子さん

古里  彩葉さん

橘  梨央さん

廣川 知子さん

クリフォード マヤさん

三宅  杏奈さん

未就学
児の部

小学１
〜３年

の部

小学４
〜６年

の部
中学・高

校の部

カプート マッテオさん

伊藤  奏さん

長嶋 るなさん

植田 雄一朗さん

オンラインオンライン
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                     令和３（２０２１）年１２月 1日 

各関係者様 

デトロイトりんご会補習授業校 

 運営委員長  東村  泰伸 

校    長   林  る美 

 

 

デデトトロロイイトトりりんんごご会会  補補習習授授業業校校  令令和和４４（（22002222））年年度度小小学学部部入入学学ののごご案案内内  

（（願願書書受受付付・・面面接接・・説説明明会会・・体体験験入入学学ににつついいてて））  

デトロイトりんご会補習授業校では、令和４（2022）年４月から小学部への入学希望者を下記

の要領で募集します。入学をご希望の方は、りんご会補習授業校ホームページ

（http://www.jsd.org）をご覧いただき、入学願書に必要事項をご記入の上、電子メールで送付

してください。現在本校幼稚園の年長組に在籍されている場合も新たに願書の提出が必要です。

（入学願書は、ホームページからダウンロード可能）。電子メール以外では受け付けませんので、

ご注意ください。 

  

記  

 

１. 願書受付開始： ２０２１年 １２月７日 （火）午前１０時から（東部標準時） 

２. 願書締め切り： ２０２２年  １月６日 （木）  

３. 入学対象者：  誕生日が 2015年 4月 2日～2016年 4月 1日のお子さん 

４. 願書送付先：  1stgrade@jsd.org 
※メールの「件名」にお子様の氏名と、本校幼稚園部に在籍の方は、

在籍学級を記入してください。 

５．面接について 

      入学が決まったお子さまに入学面接を実施しています。 

   面接実施日：2022年1月29日(土）午前 

             各自の時間は追ってお知らせいたします。 

             指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡くだ

さい。 
1stgrade@jsd.org 

   面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用 

        講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できている

かなどをみます。 

６．説明会について 

   入学に際して、学校および事務手続きに関する説明会を実施いたします。 

   説明会実施日：2022年1月29日(土）14;00～15;00 

   実施方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用 

７．体験入学について  

1月 29日(土）の説明会後 15:30から入学されるお子さまに「体験入学」を実施します。 

30分程度学習規律などについて子どもたちにお話します。 

８．その他 

   ※上記の説明会等に関する会議アプリのリンクは、願書を提出された方に後ほどお送りい

たします。 

   ※入学式は、2022年 4月 9日に予定しています。 

[ここに入力] 
 

                     令和 3（ 2021）年 11 月 19 日 

各関係者様 

デトロイトりんご会補習授業校 

 運営委員長  東村  泰伸 

校    長   林  る美 

 

デデトトロロイイトトりりんんごご会会  補補習習授授業業校校  令令和和４４（（22002222））年年度度入入園園ののごご案案内内  

（（願願書書受受付付・・面面接接・・説説明明会会・・体体験験入入園園ににつついいてて））  

 

デトロイトりんご会補習授業校では、令和４（2022）年４月から幼稚園部への入園希望者を下

記の要領で募集します。入園をご希望の方は、りんご会補習授業校ホームページ

（http://www.jsd.org）をご覧いただき、入園願書に必要事項をご記入の上、電子メールで送付

してください。現在年中組に在籍されている方の年長組への申し込みの必要はありません。（入

園願書は、ホームページからダウンロード可能）。電子メール以外では受け付けませんので、ご注

意ください。 

  

記  

 

１. 願書受付開始： ２０２１年 １２月７日 （火）午前１０時から（東部標準時） 

２. 願書締め切り： ２０２２年  １月６日 （木）  

３. 入園対象者：  年中クラス：誕生日が 2017年 4月 2日～2018年 4月 1日のお子さん 

年長クラス：誕生日が 2016年 4月 2日～2017年 4月 1日のお子さん 

４.  願書送付先： 年中クラス申込  prek22@jsd.org 

年長クラス申込  kinder22@jsd.org 

※メールの「件名」にお子様の氏名を記入してください。 

５．合否について：２０２２年  １月８日 （土）以降 

幼稚園部は定員制（年中クラス18名、年長クラス20名）ですので、先着受付順に入

園できることとなります。 

６．面接について 

      入園が決まったお子さまに入園面接を実施しています。 

   面接実施日：2022年1月22日(土）・1月29日(土）・2月5日(土）いずれも午前 

             各自の時間は追ってお知らせいたします。 

指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡くだ

さい。 

                       tsavina@jsd.org 

   面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用 

        遊びを通して保育者の日本語の指示が理解できているかなどをみます。 

７．説明会について 

   入園に際して、学校および事務手続きに関する説明会を実施いたします。 

   説明会実施日：2022年2月5日(土）14;00～15;00 

   実施方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用 

８．体験入園について  

2月 5日(土）の説明会後 15:30から入園されるお子さまに「体験入園」を実施します。30

分程度クラスに分かれてオンラインでの保育を体験していただきます。 

９．その他 

※入園式当日に連絡なく欠席した場合、入園を取り消すことがあります。何らかの事

情で出席できなくなった場合、必ず事務局へ連絡してください。初登園日が不明の

場合、もしくは大幅に遅れる場合は、入園を取り消すことがあります。 

※入園式は、2022年 4月 9日に予定しています。 

 

 

希望学年等 願書について 説明会 面接 体験入学等 その他 

年中 全員提出 
2月5日(土) 

14:00～15:00 

1月22日(土) 

1月29日(土) 

2月5日(土) 

いずれも午前 

2月5日(土) 

15:30～16:00 

定員制 

（8 月と 12 月に再募集） 

 年長 編入者のみ提出 

小１ 全員提出 
1月29日(土) 

14:00～15:00 

1月29日(土) 

午前 

1月29日(土) 

15:30～16:00 
定員なし 
※本校の幼稚園の年長に在籍し

ている場合、小学校に進級する

際には願書の提出が必要です。 

本校の小学6年生から本校の中

学校に進学する際には願書の提

出は必要ありません。 

中１ 編入者のみ提出 
2月12日(土) 

時間未定 
なし なし 

高１ 全員提出 
12月4日(土) 

時間未定 

あり（詳細は未

定） 
なし 

その他の編入 
（上記の学年以

外の4月編入） 

全員提出 
3月24日(土) 

17:00～18:30 
なし なし 

 

2022年度 新規編入学者の手続き等について 

デトロイトりんご会補習授業校
令和４（2022）年度　入園・小学部入学のご案内　

http://www.jsd.org
http://www.jsd.org
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皮膚炎）が存在すると、食物アレルギーを悪化させるこ
ともわかっています。食物が皮膚を通じて体を刺激する
と、消化器を通じた場合と逆に、アレルギー反応を悪化
させてしまうのです（これを「経皮感作」と言います)。
そのため、アトピー性皮膚炎のお子さんは、食物アレル
ギーを治すために皮膚の状態も良くすることが推奨され
始めたのです。

　話が逸れましたが、バナナアレルギーがどれくらい寛
解するかについて私も調べましたが、それを明記した学
術論文は見当たりませんでした。そこで、私が地球上で
最も信頼している小児アレルギー専門医の「西田理行
先生」（大阪府岸和田市　にしだこどもアレルギークリ
ニック院長)にもお聞きしたところ、『バナナアレルギーで
すが、果物アレルギーの中では比較的多い印象です。自
分が診ている患者では、血液検査上は改善しても、味が
嫌いになって食べてくれない子が多いです。あと、バナナ
アレルギーのお子さんは、ラテックスとの交差抗原が問
題になることがあるので、そちらも注意した方がいいかも
しれません』とアドバイスをいただきました。
 「ラテックス・フルーツ症候群」と言って、バナナにアレル
ギーのある方はアボガド、栗、キウイなどにもアレルギー
を示すことがあり、さらにラテックス(手袋や絆創膏、カ
テーテルなどの医療用具に使用される）にも症状が出る
場合があることは知っておいた方が良いでしょう。

　お嬢さんの情報が限られているので、これ以上のアド
バイスは難しいですが、もしもバナナを食べるたびに日
常生活に影響が出るほどの症状が出るのであれば、この
ままバナナを食べるのは避けて、アレルギー専門医を受
診することをお勧めします。血液検査などの結果をもと
に、バナナを食べさせてもいいタイミングを考えていくこ
とになるでしょう。なお、小児の食物アレルギー治療に関
して、日本はダントツの先進国です（アメリカでは検査へ
のハードルも費用も高く、外来・入院下で食物を食べさ
せて反応を見る「食物負荷試験」が日本ほど容易には実
施できません）。もしも帰国される機会があったら、日本
でご相談されても良いかもしれません。岸和田市付近で
あれば、西田理行先生を個人的にお勧めします。

　日米の小児科、医療、育児関連のどんなささいな質問
や疑問も紙面でお答えします。質問をぜひ下記のように
メールで送ってください。

　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) 
Children's Hospital of MichiganDr. KDr. K

ミシガン州のみなさん、こんにちは。デトロイト近郊
は12月になり、雪が散らつくようになりましたね。

ついに今年も冬が到来です！　こどもは元気に外に出て
駆け回り、大人は家にこもる日が続くでしょうか。質問
第4号は「バナナ」さんです。

＊＊＊
＜今月の質問＞

娘のアレルギーについて相談があります。 
娘が１歳になる前にバナナにアレルギーがあると診
断されました。現在３歳ですが、自分でバナナアレル
ギーがあるのを自覚していて、バナナはもちろん、バナ
ナマフィンなどバナナ味のものは避け、今まで食べさ
せていません。小さい頃のアレルギーは、成長してな
くなると聞いたことがあり、アレルギーを克服してほし
いと思いますが、どのように対応したらよいのでしょう
か?  アドバイスをいただけますと有り難いです。

＊＊＊

　ペンネームが「バナナ」って、そのまんまですね（笑）。
バナナさんのお嬢さんは、バナナにアレルギーがあると
診断されたようですが、具体的にはどんな症状があった
のでしょうか？ 食物アレルギーは小児科ではとっても多
い質問で、いくつかのタイプに分かれるのですが、以上
の相談文から推測できる限りでお答えしたいと思いま
す。正直に言いますと、医師生活20年の中で「バナナア
レルギー」の知識はあれども、実際の患者に出会ったこ
とはほとんどありません。調べてみると、バナナアレル
ギーは、果物アレルギーの中では比較的多い果物のひ
とつなのですね。ちなみに、私の中学生時代の悪友のひ
とりは私のことを「バナナ」と呼んでいました。おそらく、
アゴがややしゃくれているせいでしょう。その悪友は私
以上にあごが立派で、ど根性ガエルに出てくる寿司屋の
梅さん(今の若い人たちは知らないかもしれません）のよ
うだったので、私は「ナスビ」と呼んでいました。今の時
代ではお互いに問題になるので絶対にマネしてはいけ
ません。また、実は私の妻は幼少期からバナナが嫌いで
す。バナナ男とバナナ嫌いな女が結婚したというのは、
不思議なめぐり合いとしか言いようがありません。幸い
なことに、妻はバナナは嫌いでも、私のことは好いてくれ
ている様子です。

　食物アレルギーの頻度は実は各国で若干異なります。
日本では、食物アレルギーのトップ3は「卵、牛乳、小
麦」であるのに対して、アメリカのトップ3は「牛乳、卵、
ピーナッツ」です。特にピーナッツアレルギーはごく少量

でも「アナフィラキシー」と言われる重篤な症状を引き起
こします。アメリカのおやつのラベルに、ピーナッツの有
無が必ず記載されているのはそのためです。

　おそらく「バナナ」さんの心配のひとつは、お嬢さんが
このバナナアレルギーを克服してくれるかどうかじゃない
でしょうか。食物アレルギーが成長に伴って次第に起こ
らなくなることを「寛解(耐性獲得)」と言います。厚生労
働省の平成２７年度のデータによると、何らかの食物ア
レルギーが存在するお子さんは、乳児期に6-7%も存在
するのですが、6歳になるまでに0.8%まで減少して、多く
のお子さんが自然に寛解します。ただし、寛解に至らな
いお子さんが一定数存在するのも事実です。また、学童
から成人にかけて比較的遅れてから発症する食物アレル
ギー（甲殻類、魚類、果物、木の実など）は寛解しづらい
とされています。日本ではソバ、アメリカではピーナッツ
が代表的な「寛解しづらい食物」です。余談ですが、私が
かつて日本で受験した「小児科専門医試験」の問題のひ
とつが『食物アレルギーのうち、寛解しづらい食物を次
の中から選べ』でした（答えはソバとピーナッツ）。

　その昔、日本では、両親や兄弟姉妹に食物アレルギー
がある場合、卵や牛乳など比較的アレルギー頻度が高い
食物はなるべく遅く与える、というのが当たり前に指導さ
れていた時代がありました。ピーナッツアレルギーが多
いアメリカでも同様で、3歳まではピーナッツを与えない
ようにアメリカの小児科学会ですらかつて指導していま
した。しかし、最近は考え方が全く逆になりました。とい
うのも、むしろ経口摂取を乳児期から促すことで、食物
アレルギーが抑えられることがわかってきたからです。特
に2008年のある研究が世界中の医療者に衝撃を与えま
した (The Journal of Allergy and Clinical Immunology 
122: 984-991, 2008)。この研究によると、アメリカと同じ
ようにピーナッツの制限をしている英国のユダヤ人は、
制限をしていないイスラエルのユダヤ人に比べて、ピー
ナッツアレルギーがとても多いことが判明したのです。つ
まり、必要以上に食物を制限してしまうと、反対に食物
アレルギーを誘発してしまうことが分かりました。この研
究結果は世界中の医療機関に大きな影響を与えました。
2008年からアメリカの小児科学会は、アレルギー症状の
ない乳幼児へのピーナッツ成分除去はする必要がないと
方針を転換しました。

　加えて、最近の知見では、食物が消化器の中に入る
と、逆にアレルギーを抑える細胞が誘導されることが知
られています。そして、乳児期早期に湿疹（アトピー性

◆　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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サニーポイント  チャイルドケアセンター

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

(248)
  347-6580

☆ 日本人スタッフがいます。日本語による説明が可能 ☆ 園児募集中！(見学可）

  19149 Fry Rd., Northville, MI 48167
                                          (7 mileをHaggerty より西へ１マイル程。北側のFry Rd.角)

www.sunnypointe.com

Sunny Pointe 
Child Care Center

ノバイに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

犬がお尻を向けて座ったら…の考察第54回  

　さて、前回に引き続き”6 stages(flavors) of Mahamudra “の第四項から
進めていきましょう。この教えの総括的説明についてはオンラインで10月号の
記事をご確認ください。

前回おさらいした項目は以下の三つです。
1. The Wisdom of Change 〜This too shall pass
2. The Wisdom of Serenity 
  〜I cannot control it in the present moment 
3. The Wisdom of Responsibility 
  　　〜I have put this person and myself here

一口に言えば
1．過度の悲観も有頂天も人情だが「あらゆる物事には終わりが来る」事を知
ろう。
2．渦中にあれば一刻も早い解決、変更を願うのが人情だが「世界中の誰一人
としてあなたの都合に合わせて変わってはくれない」またいくら目を背けても
「現状を変更も無かったことにもできない」。
3．現時点までの「自分自身の思考、言論、行動」(原因)の結果として今現在
自分の置かれた立場や経験があるという事。矛先を他者や環境などに向け
恨みたいところだが、自分の果たした役割からは逃れられない。(ここでいう
「責任」とは巷間言われる罰を伴う「自己責任論」とは一線を画す。自分が
関わったという事実とその関わり方をあるがまま受け入れて認める、という責
任の取り方)

　もう皆さんお気づきと思うが3項に共通するのは、自分が生きる限り主体
は自分自身以外の何者でもない、という少し切なく寂しいけれど揺らがな
い現実だ。これに目を背け感情に流され、現実から自分から目を背けるのも
100％自由だが、結果、他ならぬ自分へのダメージが大きいですよ、後々代償
を払う前に賢く気付きましょう、ということ。賢智に長けた8世紀の仏僧、そし
てその教えを綿々と受け継ぐことを使命とした多くの賢者からの壮大で貴重
なプレゼントだ。

では、続けていきましょう。

4．The Wisdom of Perception 〜 There is someone who 
would find it pleasant

★　仕事、国籍、人種、学歴、性別、世代、病歴、支持政党…そう、最近はワ
クチンの是非に至るまであらゆる事に人それぞれのラベル付けがあり、皆自
分の見解を正しいと感じている。
だから自動的に他人も自分と同じ物差しを持っている(べきだ)と思い込んでし
まう。
そのため違う意見を排除、忌避したくなるのも人情だが、これは現実に則して
いない。(理由は後述)

★　「私が大嫌いな物事や人を、大好きな人がいる」
経験、今の心情、現状を背負った上で、人間は各々多様な色、グラデーショ
ン、濃さの『色眼鏡』をかけ、その歪められたレンズを通して世の中を見てい
る。この世の誰一人として自分と全く同じ眼鏡をかけている者は居ない。人間

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 のアプロー 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プを開催 。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

の数だけ世界が、現実が、正しさがあるのだ。〜という現実を受け入れよ、と
いう教え。
何色のメガネをかけている人が正解、という様なジャッジメントそのものが
本来成立しない。

★　自らの見方が(悪意なく経験、慣習、環境などに培われた)誤解から生じ
た可能性が否めないことを知れば、方向転換は難しくない。
より善意に満ちた解釈をすることは、周りに平和をもたらすのみならず、自身
の幸福や健康にも影響が出るので結局自分が得をする。賛成はしなくても、
容認の幅が拡がると明らかにストレスが減るので。(容認した振りはこの限り
にあらず)

★　この教えは世界が緊張に満ちている今特に大切だと思う。
偏狭な誤解に端を発した否定的な解釈を推し進めると戦争にまで至ってしま
う。自らの誤解を修正し、他者との相違点を攻撃する代わりに受け入れる賢
さを持つ事は、我々の次の世代への責務でもあるとさえ思う。

例え話:　犬が客人にお尻を向けて座る(寝る)。
　
　「無礼な。躾はどうした？」と怒る人、汚い、愛想がないとますます犬嫌い
になる人もいるだろう。だがこの行動は、自分の無防備な後ろを預ける程に犬
はその相手を信頼して好いている、というサインなのだ。また頭を外へ向ける
事で、万一の際は外敵からその人を全力で守ろうとしているサインなのだ。

　犬の客人への溢れる愛も真逆に解釈される事はある。

　Wisdom of Perception を教え終わってマイケル(私の先生)は言った。

　「自分の昨日までの『正しい解釈』だって、今日それが誤解や間違いであった
と学んだなら、即刻データを書き変えろ。言うことが安定しないと文句を言われ
ても、より良い考え方を知ったなら、今までの正解を潔く捨て去れ。」と。これを
何年も自信を持ってヨガを教えて来た先生たち相手に言ってのけたのだから、
あっぱれだ。
　私たちは全員ウヘ〜と顔を見合わせたが、今も彼の教えを忠実に守っているの
は私だけではないだろう。より生徒の心に寄り添い平和な方向に向かうなら、今
までのやり方にしがみつく理由はないのだから。

　では、皆様心安らかに、良い年末、年始をお迎えください。

　大昔のお坊さんから、当時私の息子ぐ
らいの年のヨガの師まで受け継がれた
教えのお裾分けが、私から皆さんへのク
リスマスプレゼント、お歳暮、お年玉で
す。好きなリボンとポチ袋でお役立てい
ただけたら幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　合掌。

http://www.sunnypointe.com
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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.
■ 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

■ 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 

■ 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/
.................................................................................

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 

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

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.

□ 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・お支払い方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
　ご住所、掲載期間、広告内容を記載して
　下記Eメールまでお申し込みください。

japannewsclub
　　　　　@pntrpress.com
　＜件名：クラシファイド＞

・１週間以内に、クレジットカードでのお支払
　方法とともにご返信するので支払いの完了
　確認後、翌月以降の掲載となります。

□ 締切
・掲載希望号の前月２５日までにEメールにて２５日までにEメールにて
　お申込をお願いします。　お申込をお願いします。

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

https://kobylearn.com
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチクリスマス向け、地元ビール3選!
　サンクスギビングが終わるとクリスマ
スまではもうすぐ。コロナへの油断はま
だまだ禁物だが、クリスマスに向けて足
取りも今年は軽い気がする。今回はメト
ロ・デトロイトのクリスマス・ビールを3つ
取り上げる。

　メトロ・デトロイトのブリューワリーの
中で早々にクリスマスエールをリリース
したのがAtwater Brewery。クリスマス
らしく赤地に雪の紋章が基調の缶のエー
ル。“Lebkuchen”（レーブクーヘン）の名
がつけられている。レーブクーヘンとはド
イツやヨーロッパで作られている蜂蜜、
ナッツ類を用いて作ったケーキのこと。
このビールはクルミの風味とともに、地
元産のジンジャー、アーモンドのフレー
バーを加えた、クッキーのような味だ。

ABV6.1％で琥珀色のボディ、深いモルツ
の風味がこれからの季節に合うビール
だ。もちろんスーパー等で簡単に見つけ
出すこともできるが、Atwater Brewery
に足を運ぶのもいいだろう（Detroit , 
Grosse Pointe Park, Grand Rapids）。

　次に紹介したいのが、これもこの季節
になったらお目にかかれる3 Scrooges 
(ABV 6.5%)。こちらはWinter Warmerの
ニックネームがつけられている。Griffin 
Claw（Birmingham, Rochester Hills）。
オレンジ、蜂蜜、クローブとユニークで
Warmerでありながら、ピリッとした清
涼感もあるビールだ。Dickensの名作
“Christmas Carol”の守銭奴Ebenezer 
Scroogeをブランド名にした冬限定の

エール。アメリカで戦前に人気だったThe 
Three Stoogesというコメディーグルー
プもビールの名前にかけたものだ。コメ
ディアンの一人の独特の笑い方"N'yuk, 
n'yuk, n'yuk" と クリスマスを台無しにし
ようとするEbenezer Scroogeのキャッチ
フレーズ “Bah Humbug”がGriffin Claw 
Breweryのウェブサイトの3 Scroogesの
紹介に載っている。クリスマスの伝統や
アメリカのコメディーなどを感じながら楽
しめるビールだ。

　コミュニティーのブリューワリーとし
てクリスマス向けのビールで注目したい
のが、Drafting Table Brewery (Wixom)
のBourbon Barrel Aged Buzz Blanket 
(ABV 11%)。 クリーミーなstoutで、
Traverse Cityの高地で作られたコーヒー
とラクトースで醸造され、バーボンの樽
に11か月間寝かせたものだ。「室温にな
るまで待った方がいいわよ」とサーバー
に言われた。見る見るうちに表面の泡
が消え、口にすると甘くバーボンの風
味が口中に一気に広がった。ブリューワ
リーで缶入りを購入できるが、「２週間ほ
どすると売り切れて、あとはお店のタッ

Holiday Season beers in Michigan

Drafting Tableの缶のラインアップ。
一番上がBuzz blanket  (Drafting Table BC 提供）

Griffin Claw Club House
Birmingham/ Rochester Hills
griff inclawbrewingcompany.com

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
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•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

プで飲むだけになる」という貴重品。
Drafting Table BCは多くの安定した味
のビールづくりで、ブリューワリー通には
人気だ。

　ホリデー休暇が続く12月、ミシガンの
ブリューワリーが工夫を凝らしたクリスマ
ス・ビールをぜひ楽しんでいただきたい。

　2022年が皆さんにとって良い年であり
ますように。   Cheers!

 
（上）Griffin Clawの3 Scrooges
（下）バーボン樽でビールを

醸造する(Drafting Table BC)

AtwaterのChristmas Ale

Buzz Blanketはすっぽりブランケットに
入ってしまったような風味

Atwater Brewery
Detroit/Grosse Pointe/Grand Rapids
www.atwaterbeer.com/

Drafting Table Brewery
Wixom
draftingtablebeer.com

 Season's Greetings

Happy Holidays!

　平素より Japan News Clubをご愛顧いただきありがとうございます。
　皆さまのお力添えを頂き、本年も無事発行を終えることができました。
　いつも弊紙をお取りくださる皆さまへ感謝申し上げます。2022年も
　引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
　来る202２年が皆さまにとって健やかなる一年となりますよう
　心よりお祈り申し上げます。良いお年をお迎えください。 

      
     Pointer Press, LLC

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

<プロフィール＞ 長倉力也
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。
Instagram: rikiyapga 　お問い合わせはインスタDMから。
Email: info@standardgolfclub.com　　　 Web: www.standardgolfclub.com 

　師走です。Big Bossが走り回るくらい忙しい月となっておりますが、皆様いかがお
過ごしでしょうか？
　ゴルフを初めて約３５年。８０年代だったわけですが、当時から一人でゴルフ場に
向かう時はテンションを上げるために音楽を聴いていました。今は音楽だけじゃな
くYouTubeでバラエティを聴きながらできる時代になりました。皆さんは音楽を聴い
たりしてゴルフ場に向かいませんか？よく音楽をかけながらゴルフをしている人を見
かけますが、すごいなぁと思います。確かにリラックスはするのですが、僕は集中で
きません......。最近は80,90年代聴いていた曲のカバー（ロックやパンクバージョン）
を聴きます。We belong, Glory of Love, Canyou feel the love tonightなどなど。か
なり個人的な好みが偏っていますが、おすすめです（笑）
　よく野球経験者は、ゴルフが上手な傾向があるとか言われますが、音楽をやって
いた、または音楽好きな人にゴルフを人一倍楽しむ傾向があります。これはあくま
でも僕の見解です（笑）。ゴルフという競技はハマってしまったら人間関係にも影響
してしまいます。

ハンデ２０の人は家庭を疎かにする
ハンデ１０の人は仕事を疎かにする
ハンデ５以下の人は全てを疎かにする

という格言があります。なので他の趣味や楽しみと掛け合わせた方が迷惑をかけ
ません。どうしてもそれができない人は唯一ハンデ０以下にするといいでしょう。人
が寄ってきます。　それでは良いお年を！

https://griffinclawbrewingcompany.com
https://www.eastbrookedental.com
http://www.atwaterbeer.com/
https://draftingtablebeer.com 
https://www.standardgolfclub.com
http://www.standardgolfclub.com


JAPAN NEWS CLUBJAPAN NEWS CLUB January2021・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 19

Community Information

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
Winterキャンペーン‼

12月1日（水）〜21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！
＊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。

Zoom 

ashinoha@umich.edu

IRB

               https://forms.gle/fB2QvjZCEsByKhGz9 https://forms.gle/fB2QvjZCEsByKhGz9

x

お申込はQRコード 
　または、下記リンクより  

　 　　　年末年始家族向け 人気パフォーマンス
   　　　主催者の規制に従い安全にお楽しみください！ 
 
OH ◆　The Nutcracker

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

　　 　@ Fox Theater, Detroit, MI
      　   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

　　 　@ Macomb Center For The Performing Arts - Clinton Township, MI 
              https://www.macombballet.org/the-nutcracker

MI  ◆　 Disney's Lion King
JANUARY 27 - FEBRUARY 20, 2022　

　　 @ Detroit Opera House
 https://www.broadwayindetroit.com/

最新日本行きについて知りたい方へ、11月末に日本へ一時
帰国した方のお話を聞けるオンライン座談会を12月15日
に開催!

●今一度の渡航規制のおさらい

●皆様が不安に思っている小さな疑問点も解決できるよう
な質疑応答コーナーあり。

●ミシガン州にあるPCR検査の医療機関

●デトロイト空港発、シカゴ空港発のフライトスケジュール

●航空券料金など

ミシガン州密着情報もお届け致します。この年末年始や来
年、日本への一時帰国を予定されている方、悩んでいらっし
ゃる方は是非お気軽にご参加ください！お申し込みは、上記
URLもしくは、QRコードよりお進みください。

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆

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

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

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

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

Importance of the Doctor/Patient Relationship　 
「日米の視点から見る、患者と医師の関係」セミナー開催

　より良い医師と患者の関係を作り出すには、何から改善する必要があるのか、グローバル化する中
で、どこで病気になっても自分の身体を守れる患者になるにはどうすれば良いのでしょう。本イベント
では、アメリカの医療現場で働く医療者に、患者と向き合うときの考え方や環境の違い、またシステム
が引き起こす治療への影響等を伺い、改善のヒントを提案いただきます。 ＊本セミナーは、お申し込みいただいた
方のみ、ライブ配信及びアーカイブ配信をご視聴いただけます

【テーマ】

1: 患者と医師、双方の考え方

2: 患者は、医師は、どうあるべきか

3: 病院の働く環境と患者への影響

【ゲスト】

ジェームス スパイヤー医師 

（ニューヨーク大学病院）

デボラ アクセルロッド医師

 （ニューヨーク大学病院）

【日時】12月17日 (金)
17:30~19:00 (PST)
18:30~20:00 (MST)
19:30~21:00 (CST)
20:30~22:00 (EST)
15:30~17:00 (HST)

（日本時間: 12月18日 (土) 10:30〜12:00）

【参加費】無料

【参加方法】

https://sharejp.org/schedule/2021/12/17

【申し込み締め切り】日本時間12月16日（木）

by Japanese SHARE
347-220-1110

Web: sharejp.org

https://jasminehairsalon.com
https://sharejp.org/schedule/2021/12/17
https://forms.gle/fB2QvjZCEsByKhGz9
https://sharejp.org/schedule/2021/12/17
https://sharejp.org
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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
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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

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

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
http://sozairestaurant.com
https://www.CenterraPointe.com

