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氷点下以下の芯から冷える日が続いた
新年最後の週末の１月３０日にデトロ

イト日本商工会 (Japan Business Society 
of Detroit：JBSD）による「新春オンラ
イン 新年会」が開催された。コロナ禍に配
慮し、今年の新年会もオンラインのプレミ
アム配信での開催となった。司会のIkigai 
Connectionsのカーシャ・ リンチ氏による
朗らかな笑顔により、新年会が始まった。
　開会の挨拶でJBSD会長のDENSO 
International America, Inc.の前田 聖司氏
は今年もJBSD、JBSD基金によりアメリカと
日本の相互理解を行うこと、JBSDの50周年
に向けたさらなる発展を祈っていること挙げ
た。また「コロナウイルスに対する飲み薬の
開発のなど明るいニュースも聞こえており、よ
りよい年になりますよう」と呼びかけた。
　続いて特別ゲストの在デトロイト日本国
総領事館の進藤雄介総領事にご挨拶をい
ただいた。総領事はオミクロン株の急激な
広がりの厳しい状況に対してお見舞いの言
葉を述べられた。そして昨年７月の着任以
来、ミシガン州知事への訪問等を通してア
メリカ中西部における日本への理解の熱心
さに触れた思いをお話しになった。最後に
「ますますのご発展とお元気にお過ごしい
ただきたい」と締めくくった。
　その後、新年会イベントへと続いた。今
年度は2015年に続き2回目となる八神純
子さんのパフォーマンス。東京のスタジオ
からの熱唱が届けられた。「ごあいさつ代

わりに」と歌った「みずいろの雨」はおなじ
みのサンバホイッスルの音色を響かせた。
これを皮切りに八神さんの自身のMCを織
り交ぜながら全9曲を披露。その中で八神
さんは2015年の初デトロイト訪問の時に、
Motownを訪れたことにふれた。その夜ホ
テルで作曲している夢をみたという。「絶対
に忘れたくない、とはいずり起き、携帯電
話に録音」し、次のアルバムに収めたとい
う「There you are」。コンサートのオープ
ニング、エンディングで歌っている曲となっ
た。サビを「There you are デトロイトの
街へ」と本企画のために歌詞を変えたバ
ラードをしっとりと歌い上げた。八神さん自
身も在住のアメリカ・ロサンゼルスに帰れな
い日々が続いたことを話した。コロナ禍によ
る日常の生活の変化とともに、環境問題、
自然災害、人種差別の問題等、一気に多く
の問題を我々が抱えている、と話し、コロ
ナ禍でいったん始めた新アルバムのレコー
ディングが何度も延期された、という。2021
年9月に完成した新アルバム「TERRA - 
here we will stay」はいくつかの組曲の思
いを込めたものとなったがそのストーリー
を聞いてほしい、と八神さんからのメッセー
ジ。地球が我々人類を包んでいるが、その
地球を傷つけていたことへの悔い、今を未
来へつなごう、という大きなメッセージを歌
によって伝えていた。最後の曲「負けない
わ」では、コンサートなどを行うことができ
ない期間が続き、八神さん自身がコロナ禍

 新規受講の方対象 

 Kobyは TOEIC公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かりもしております。 

（有効期限 9/30/2017) 

Koby Learning Group 248-513-4635 
info@kobylearn.com  Kobylearn.com   24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

 
ESL、英語会話、クラフト、ゲームタイムと 

盛りだくさんのキャンプ。 

 

一日当たり    
48 ドルで      

3日間、 4日間
での参加も可能

です！      
家族割引 5%！ 

◎ESL ファンキャンプ（K-8th
grade） 

$200 
 

 

2022年デトロイト日本商工会新年会  2022年デトロイト日本商工会新年会  

          明るい年への思い込め                    明るい年への思い込め          

〜 〜 八神純子 Show八神純子 Show  〜 〜
オンラインにて開催オンラインにて開催

デトロイトりんご会補習授業校
の中・高等部は毎年、新春書

き初め会を行っている。

　コロナ禍により昨年の書き初め
会は実施できなかったが、今年は２
年ぶりの１月１５日に借用校舎であ
るノバイ高校のカフェテリアで行わ
れた。

　2021年に書道は文化庁の「無
形文化財」に指定されることになっ
た。中国からの漢字文化を取り入

れ、江戸時代には和様の書が確立し日本文化
としての形が確固となった。その日本文化体験
を行えるのも補習授業校の特色の一つ。

　同校の学校だよりでは「墨のにおいや、静
けさ、みんなで書いたことも、良い思い出です
ね」と紹介されていた。中学部は学年ごとの課
題、高等部は白楽天の五言律詩から「春風吹
又生」に挑戦した。当日は床の上に毛氈（もう
せん）を広げ、日本国内の書き初め会さながら
で行われた。　（JNC)

補習授業校 中高等部 新春書初め会

で知らず知らず唇をかみしめた表情になっ
ていた、というつらい気持ちをユーモラスに
紹介。困難な中での心境を明るく青空を見
上げる日まで負けない、という歌詞に参加
者も勇気をもらった人々が多いだろう。ク
リスタルボイスは健在。今回の新年会のパ

フォーマンスで何曲か披露された新アルバ
ム「TERRA - here we will stay」からの
楽曲は、明るく2022年を始めようと思う気
持ちを大いに盛り立てていた。
　最後にドアサプライズの当選者発表を
もってJBSDの新年会は終了した。(JNC)

（上）真剣に筆を運ぶ
生徒たち

（左）書き上げた作品
を掲げる

（下）気持ちをこめて半
紙に向かう姿

今月の Japan News Club
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  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

　Immersive Van Gogh展が全米各地
で開催されています。中西部でも複数の
都市で開催されており、私はオハイオ州ク
リーブランドの会場で鑑賞してきました。
(デトロイトは今年5月へ延期） 

　Immersive Van Gogh展は、直訳する
と「没入型ゴッホ展」。画家のゴッホとい
えば、その名前はもちろん、ひまわり、麦
畑、星月夜など、代表作品を知っている
方は多いと思います。この「没入型ゴッホ
展」では、デジタルアニメーション化され
た有名なゴッホの絵画作品が、50台以上
のプロジェクターを通して会場の壁面と
床面のすべてに投影され、３D、２Dに動
く作品をダイナミックな音楽とともに楽し
むことができます。目のみならず、耳、そし
て肌と、全身でゴッホの芸術を体感でき
るような空間です。

上映時間は30分程度。私はとても感動
して、3回も鑑賞しました。1回目はベンチ
に座って、2回目は配布されたクッション

＃２月　 ＃冬のたのしみ＃２月　 ＃冬のたのしみ

を床に置いて座り、3回目は会場の端の
方を歩き回りながら。3回とも違う角度
と、目線で、太陽の光が降り注ぐ風景、
星が輝く夜景、向日葵、肖像画や静物画
などの作品にどっぷりと浸かりました。そ
して、自分の体にも投影される、ゴッホの
力強い筆のタッチ、鮮やかな色彩を浴び
ることで、まるで自分が絵画を描いてい
るゴッホの目となり、ゴッホと同じ世界を
見ているような、そして作品と一体化した
ような不思議な感覚になりました。これが
まさに「没入」感でしょうか。この映像作
品をより盛り上げているのはドラマチック
な音楽と言えると思います。作曲家 ルカ・
ロンゴバルディが、オリジナルのサウンド
トラックを手掛けています。また、ゴッホ
は日本の浮世絵のコレクターでもあった
ので、途中で馴染みのある浮世絵も登場
し、その時は日本の音楽がかかり、日本
人として嬉しくなる瞬間もありました。

 主催者は、このコロナ禍においても安

　 ＃バレンタイン　#おでかけ　 ＃バレンタイン　#おでかけ

　この季節、デトロイトに店舗を構える
BonBonBonのたまらなく可愛らしい
チョコをご家族、パートナーへ、ご友人
へいかがでしょうか。この時期限定のバ
レンタイン向けチョコレートセットには、
「大人限定」の“露骨な内容”のコンテン
トならぬ「Bonテント」と表現されるThe 
Valentine's Day Collectionのチョコセッ
トがありますが、これは送る相手によって
気をつけて（！）いただきたい遊び心溢
れるコレクション。 それ以外には、店舗

没入型ゴッホ展 ！？ に行ってきました！没入型ゴッホ展 ！？ に行ってきました！

　デトロイトのチョコレートショップ、 Bon Bon Bon へ　デトロイトのチョコレートショップ、 Bon Bon Bon へ

The Valentine's Day Collection: $49

Build-A-Box: $3 per Bon Bon Bon 
(only available in-stores)

Hot Pic Flopy Disk: $10

心して鑑賞できるように、CDCの規定に
沿ったパンデミックフレンドリーを掲げて
運営しています。クリーブランドは3月ま
で、デトロイトは５月の開催です。ぜひこの
「没入する」というアート体験をお楽しみ
ください。

でじっくり見比べて、相手を思って選ぶ
Build-A-Boxも、選ぶ楽しみが相まって、
バレンタインをより一層楽しめるギフトと
なるのではないでしょうか。
　オンラインショップで購入可能なもの
もありますが、店舗まで足を伸ばして、心
踊るかわいらしい店内で、ぜひ、ひとつひ
とつ目に飛びこんでくるかわいらしいチョ
コたちを選ぶ楽しさも味わっていただき
たいです。　
Bon Bon Bon公式サイト 
　　　　　　https://bonbonbon.com/

BonBonBon  :Midtown Detroit Storefront
実店舗   Monday - Saturday 11-7, Sunday 12-6

441 Canfield, Suite 12, Detroit, MI 48201
313-316-1430 

Ann Arbor Storefront
Monday - Saturday 11-7, Sunday 12-6
5 Nickels Arcade, Ann Arbor, MI 48104
734-369-8558

                                               Immersive Van Gogh展　公式サイト：
   https://www.immersivevangogh.com/　　          
     （レポート・写真: Toshiko Steffes）

(写真提供：BonBonBon)

場所： Recreation Center at Hillside Middle School

700 W. Baseline Rd.

Northville, MI 48167

時間： 毎週土曜日

6pm－7pm

会費： $40/month

生徒年齢： 5歳以上

（大人参加も歓迎）

服装： Ｔシャツとスウエットパンツ

武道着は教室で購入頂けます。

内容： 礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、

型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.com または

携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)

Budo Class for Youth and Adults

糸東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

糸東館は幕末明治に掛けて
活躍した剣聖山岡鉄舟の武
道精神と哲学を修行する道
場です。空手道、合気柔術の
稽古を通して体と精神を鍛え
日本人の誠の心を養います。
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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

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
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バイデン政権の苦悩と苦境

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク” （第228回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

２月になりました。米国では元 日々本の正月気分は味わえず、年明け早々に仕事始めとな
り、学校の新学期も始まってパンデミック下での日常生活が再開しましたが、皆さんは

順調な新年のスタートを切れましたでしょうか？「1年の計は元旦にあり」と言いますが、私の
新年の抱負はここ数年あいも変わらず「家族の安全と健康」です。そのために自分で何か特
別努力するのでなければ、抱負と言うより『願掛け』ですね？ 長年ミシガンに住んでいなが
ら寒さが苦手な私の冬場のプライベートな楽しみ（慰め？）としては、週末テニスの他にTVや
オンラインでのウィンタースポーツのプレーオフ、映画、イベント鑑賞くらいですが、読書や音
楽好きの方は特に不平・不満はないかもしれませんね。恥ずかしながら最近はほとんど読書
をしていませんが、以前は気に入った本なら夜更けから明け方近くまで読み続けて最後まで
一気に読み切ったのが夢のようです。小説にしろ随筆にしろ、はたまた新聞や雑誌、オンラ
イン記事やブログ、メールにしても長文を読むのがだんだん苦痛になってきました。決まり文
句のような「時間がない」、「目が疲れる」を言い訳にしていますが、時間管理、自己管理が
出来ていないだけで「これではいかん！」と反省しております。

　さて、そのウィンタースポーツの話題ですが、年末年始にかけて一足先にプレーオフが終了
したカレッジフットボール王座決定戦では準決勝で久しぶりに大舞台に出た地元ミシガン
大に圧勝したジョージア大がプレーオフの常連であるアラバマ大を３３−１８のスコアで破っ
て４１年ぶりに全米王者となりました。前半こそロースコアの接戦でしたが、後半第４クォー
ターに３タッチダウンをあげたジョージア大が攻守に圧倒しました。個人的にはまたアラバ
マ大が優勝かと予想していましたが、とにかくジョージア大が凄かったですね。（脱帽）

　プロフットボールNFLプレーオフでは、１/２３（日）にたまたまタイミング良くNFC及びAF 
Cのディビジョンラウンドの試合を続けてチラ観する機会がありました。前者はベテランQB
トム・ブレイディ率いる昨年のスーパーボウル覇者タンパベイ・バカニアーズ対デトロイト・
ライオンズから今シーズン移籍したQBマシュー・スタフォード率いるロスアンジェルス・ラム
ズ。こちらもまたバカニアーズ勝利を予想していましたが、試合開始からラムズが攻守に圧
倒し、前半あのブレイディをFGの３点のみに抑え２０−３とリード。後半も先にタッチダウン
で加点し一時は最大２７−３の点差。バックスが１FGで３点は返したもののまだ３TD差があ
り、「これは勝負あったな」とTVから離れようと思ったところで次のラムズ攻撃時にいきなり
ボールファンブルによるターンオーバーがあり、バックスが１TD加点で１４点差に。QBがブレ
イディなので「ひょっとするとミラクル・カムバックがあるかも？」「いやあ、いくら彼でも無理
だろう」と自問自答していましたが、残り時間４分少々の時点から相手の再度のファンブル、
ターンオーバーを挟んで２TDを加点し残り１分を切ったところで遂に２７−２７の同点。OTに
なるかという場面でラムズのスタフォードも最後の意地を見せてギリギリの連続パス攻撃を
成功させ、時間切れ直前最後のプレーでFGをものにし紙一重の勝利。どちらを応援してい
たわけではありませんが、ハラハラ、ドキドキの凄い試合でした。

　これ以上のスリリングな試合はないだろうと思いましたが、その直後のカンザスシティ・
チーフス対バッファロー・ビルズの試合がそれ以上の２転３転の内容でまたまた驚かされま
した。既に長くなりましたので詳細は割愛しますが、この試合は最終盤残り時間１度でも
得点するのが難しい２-minutes warningを切って（１分５４秒でしたか？）から両チーム
壮絶な点の取り合いとなり、何と３TD（２ポイントコンバージョンが１回）＋１FGで２５点も
スコアが動き、３６−３６の同点でOTに突入しコイントスで先攻となったチーフスが攻撃権
を譲らず劇的なTDをものにして勝利しました。両QBがそれぞれ４TDパスを成功し３００

ヤード以上を投げ、自ら７０ヤード近く走り、パスインターセプト
やファンブルによるターンオーバーはゼロ。他のプレーヤーのラン
プレーを含めると合計５００ヤード近く、二人合わせると１,０００
ヤード弱もボールを前に進めたことになり、本当に信じがたい、あ
り得ない、クレージーでアメージングな試合でした。上記２試合
にご興味のある方は、「論より証拠」、“Seeing is believing.”で
オンラインの録画かストリーミング配信でビデオクリップをご覧く
ださい。

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

　久しぶりにアメフトの試合を観たため前書きが長くなり過ぎましたので、ここらで本題に移
ります。

　今回のテーマは『バイデン政権の苦悩と苦境』です。

　バイデン大統領と政権誕生から先月でまる１年が経過しました。ご承知のように前半６ヶ
月は積極的なコロナ対策と中小企業・個人商店のビジネス継続支援や一般国民のための生
活保護・経済復興策が功を奏し、大統領の好感度、支持率が５５〜６０％近くでしたが、後
半６ヶ月はアフガン駐留米軍の引き上げによる混乱、移民・難民受け入れ緩和策によるメキ
シコ国境での入国管理問題、半導体を始めとする物・部品・資材・原材料不足、港湾におけ
る輸入品の受け入れ、通関手続きの遅れ、輸送・配達サービスの不足と遅延、それに伴う急
激なインフレ・物価高騰、史上最低レベルの失業率で仕事はあるにもかかわらず働き手が
いない人手不足、コロナ変異株（デルタ、オミクロン）の感染拡大、頑固なワクチン未接種者
や接種対象外低年齢層の存在によるワクチン接種率の頭打ち、全米各州・都市・市町村で
の大企業、医療機関、学校などでマスク装着、ワクチン接種の義務化を巡る論争・対立・混
乱、前回選挙後の国民間、２大政党間の融和が進まず、相変わらず分裂・対立・憎悪が蔓延
し、犯罪件数とともに悪化していること、昨年議会を通過し立法化されたインフラ投資・雇
用促進関連予算に続くはずの総枠３.５兆ドルのリコンシリエーション（財政調整）と投票権
保護法案（正式法案名はBuild Back Better Act、及びVoting Right Protection Act）の
議会通過・承認・立法化が民主党内の意見不一致で遅れ、遅れになっていること、更に直近
ではウクライナ東部国境にロシア軍の大部隊が集結し、突然越境・侵攻の恐れがにわかにク
ローズアップされている等 、々大統領と連邦政府に対する批判、不平・不満が続出し、現時点
では支持率４５％、不支持率５０％前後と逆転しています。ただでさえ通常不利な１１月の中
間選挙に向けて大統領の支持率低下は民主党の苦戦に更に重荷となってしまいそうです。

　原因・理由は歴史的なもの、地域的なもの、人種・階層差別的なもの、政党間の過半数
議席追求的なもの、国家安全保障上の地政学的なものなど色 あ々り複雑ですが、共通する
悪の根源（元凶）として全てに影響している一番大きなものは新型コロナウィルスによるパン
デミックだと思われます。

　即ち、感染急拡大で罹患者が急増し、人が集まる会社、事務所、工場や作業現場、販売
店、飲食店、スポーツ・娯楽施設などは営業停止・制限・制約で在宅勤務やリモートワーク
以外は通常のビジネス活動ができなくなり、特に消費財や部品、資材、原材料の製造メー
カーはモノづくりができないか大幅に制限されて生産量が大幅減となり国内生産品も海外
からの輸入品も需要に供給が追いつかない状態が発生。パンデミック下でも比較的制限・
制約が緩かった建設業界では鉄骨材、建材などがかなり早い時期から品不足でそれらの値
上がりと連動して新築物件や既存物件の増築・改装コストも上昇し、戸建てや集合住宅の
価格も上昇しました。

　産地と消費地を繋ぐロジスティック（輸送・倉庫保管・配達）も運転手不足、稼働ト
ラック・トレイラー不足、輸送用コンテナー不足で物不足に拍車がかかり、スーパーの陳
列棚に物が空っぽとか、入荷しても即売り切れて次の入荷がいつになるか分からない時
もありました。需給のバランスが崩れれば価格変動が起こるのは自明の理ですが、食料
品や生活必需品など生活に毎日必要な物は品不足で値段が上がっても買わないわけに
はいかず、昨年１年間の物価上昇率や今年初めの前月比の物価上昇率が３０年ぶりとか
４０年ぶりというレベルのインフレでした。車がないと動けない米国ではガソリン価格の
急騰も喉に刺さった魚の骨のように毎日気になり不自由を感じる頭の痛い問題です。米
国の音頭取りで日本を含む主要国が国家石油備蓄の一部を市場に緊急放出して一時的
にガソリン価格は下がりましたが、先月半ば過ぎから再度また上昇トレンドとなっており、
冬場は暖房用に使われる石油量も多いためこの傾向はまだしばらく続きそうです。

　また、あらゆる電子製品のコア部品である半導体が世界的に供給不足となり、自動車やパ
ソコン、スマホ他の電子機器など極めて多くの関連製品が生産量大幅カット、供給不足に
なりました。近年特に電子部品の塊のような自動車の生産・供給不足は顕著で昨年実績で
前年比５割超減のメーカーも多く、グローバルリーダーのメーカーでも計画比で４割減を余
儀なくされました。私自身も車の定期点検で立ち寄ったディーラーで待ち時間の間に「今は
どんな車が展示されているのかな？」とショールームを覗いてビックリした経験があります。
いつもなら少なくとも５〜６台は展示されていたのに全くゼロ、1台もなかったのです。セール
スマンも姿が見えず、点検の係員に聞いたら「今はオーダーしてから平均６ヶ月待ち。特殊な
車体色やオプションを希望したらいつになるか分からない。次に入荷予定の車も輸送用のト
レーラーに載せられた時点で既に買主が決まっている」とのことでした。 

　『産業の米』である半導体の生産・加工工程は長く複雑で１箇所では全て処理できず、
グローバル規模で役割分担して作業しており、顧客も容易に発注から入荷まで自分の思い
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執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。 
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合開発室、米国ニューヨークの子会社、経営企画室、製品開発部、海外事業室、 
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・ 
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

通りにコントロールできないようです。自動車用の電子部品は一般的に軍需産業や航空宇
宙産業向けの最新・最先端の電子部品は不要でどちらかというと汎用タイプの電子部品
で用が足りるようですが、数年前から世界的な設備の過剰投資で生産能力過剰だったと
ころにパンデミック騒ぎとなり、多くの製造メーカーは更に需要が落ち込むと予想して設備
削減、生産量削減を続けていましたが、勤務形態が在宅勤務やリモートワークに移行し
たり、既にやり始めていた所はそれが加速したりでパソコン、ノートパッド、スマホなどの半
導体需要が急増するという予想と逆目となり、品不足に拍車が掛かったようです。需要予
測は、特に特異な状況下では難しいですね。

  それもこれも、突然国外で発生し米国に侵入してきた新型コロナがトランプ前大統領とそ
の政権幹部の甘い読みと科学的知識・データを無視した杜撰で拙速な対応で国としての初
動が遅れ、米国内の急拡散を招き、その後の対策（らしき動き）も株価維持の情熱ほど力が
入らず、マスク装着や身体間距離確保、ビジネスの営業制限・制約にしても徹底せず、連邦
レベルの感染拡大防止策が的外れでタイミングも後手後手となり、前回の大統領選挙では
「このままでは皆トランプに殺される！」恐怖感と「国が滅亡する！」危機感からどっち着か
ずだった中間日和見（ひよりみ）層と一部の共和党支持層もトランプ降ろし＝バイデン支持
に回って大統領・政権交代に至ったわけですが、もしトランプが再選され今も大統領だった
としたら米国内１月末で７,600万人超の感染者数、91万人超の死亡者数はもっとずっと多く
なっていたと確信します。恐らく昨年中冬のホリデーシーズン前に既に死者は１００万人を超
えていたと想像します。今現在バイデン大統領の支持率が下がり国民の不平・不満が聞こえ
る問題のほとんどは現大統領・政権の責任ではなくトランプ前政権から引き継いだ負の財産
（コロナ対策不備と国際的信頼喪失）の後始末が根本原因で、とばっちりを受けている現
大統領が気の毒です。

　トランプはワクチン開発が過去に前例がないスピードで完成したのを自分の手柄にする発
言もしておりましたが、前回選挙前に開発の進捗度を把握もしておらず、完成後の生産・輸
送・配布・接種計画など政権内で誰も考えてもいなかったのに選挙キャンペーンに利用でき
なかったことを悔しがっていましたが自業自得ですね。自分はこっそり内緒でいち早くワクチン
を接種したのに自らは公言せず、トランプ支持派、支持層の有権者はその後もマスク装着反
対・拒否、ワクチン接種反対・拒否のままでずっと来ておりますが、最近のニュースでは幾つ
かの集会で「ワクチンは打った方がいい」とか「ブースターを打ったのに打ったと言えないのは
臆病者だ」などと暗にひょっとすると２０２４年次回大統領選挙候補のライバルになるかもし
れないデサンティス・フロリダ州知事を皮肉る場面もあり、毎度のことながら勝手なものです。

　コロナのせいで営業できない、できても人が確保できない、モノが作れない、作れても動
かせない、配達できない連鎖で世界中どこも物不足となり物価高騰の大幅で継続的インフ

レとなっています。また、地球温暖化、気候変動の影響でこれも世界規模で大規模な自然災
害、異常現象が続出し、その被害も１件数十億ドルから数百億ドル規模と甚大で被災地や
被災者救出・緊急支援のために緊急物資・設備輸送、緊急人員派遣など予定外、予想外の
突発需要と緊急出費が重なり、当然その調達費や輸送費、人件費は通常の何割増しとか何
倍かになりますので、それが更に物価やサービスコストを引き上げ、インフレが拡大します。

　最後に直近の緊急懸念であるウクライナ問題ですが、NATO陣営の切り崩し、米国の世
界的な政治・経済コントロールと権威失墜、旧ロシア帝国またはソビエト連邦並みのロシア
の覇権回復を目指しているプーチン大統領が何をどこまでやろうと本気で考えているのか
ですが、彼は元KGB出身のスパイ。非常識な世界で生きてきてトップに返り咲いた人物な
ので、世間一般の常識的な考えや行動はしません。敵や狙う相手の弱みを突き、無警戒か
警戒が薄い時に秘密裏に（最近はしばしば半ば公然と）突然行動を起こすのがスパイの常
識。バイデン大統領と米国政府はウクライナやNATO諸国首脳と連携を取りながら対抗措
置を準備または取りつつありますが、必ずしも全ての関係者が同じページ、同じ考えになっ
ていないように見受けられます。当のウクライナにとっては国家存亡の死活問題で万一ロシ
ア軍が侵入すれば、既に過去の衝突で軍関係者や一般人で１万５千人もの死者が出ている
上に更なる犠牲者が出ることは避けられなくなります。腐敗政治が問題であった専制的前政
権に代わって現政権が民主主義路線を取り、西側諸国と協力・協働して国力と経済振興を
目指している中で戦争状態となれば、外国からの要人や企業、投資グループが国外逃避し、
将来的な希望が全くなくなってしまうため、ロシアに対抗するにしても米国やNATO諸国の
意地や思惑優先でウクライナの運命を決めて欲しくないことは明白です。米国にもロシアにも
慎重な配慮と行動が望まれます。 

　私見では、中国の習近平中国共産党総書記・国家主席に対する配慮でプーチンは中国が
国家の威信をかけている北京冬季五輪開催中は動かないと思いますが、過去にもソチ冬季
五輪直後の2014年3月にクリミア侵攻・併合、2008年北京夏季五輪と同時期にグルジア（現
呼称ジョージア）侵攻の歴史があり、五輪閉幕後が一番危ないと感じています。バイデン大
統領と政権幹部には何としてでもこの苦悩と苦境を乗り越えて欲しいと願っています。
   May the Force be with you!!

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。。
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さて、前回は、幕末の会津藩に生まれ、戊辰戦争に
おいて会津城籠城戦を戦った娘が、米国へ留学

し、日本人女性として初の米国大学卒業生となり、数奇
な運命から、その会津城への攻撃の総司令官だった大
山巌将軍と出会い、結婚し、日本の看護婦制度の母とな
り、また日本におけるボランティア活動やチャリテイー
活動の草分けとなったという、大山捨松の話をさせてい
ただきました。

　今回は、その会津若松鶴ヶ城籠城戦を戦ったもう一
人の女性についてお話ししたいと思っています。その人
の名前は、山本八重（やまもとやえ）。この文を書くにあ
たって調べていましたら、2013年、綾瀬はるかさんとい
う方が主演された『八重の桜』というNHKの大河ドラマ
で放映されたことがあるということがわかりました。そ
ういうわけで、すでにこの方のお話はご存知の方もある
と思いますが、今に生きる私たちにいろいろ考えさせる
ことがあると思いますので、ここで取り上げさせていた
だきます。

　山本八重は、1845年、会津藩の砲術師範、山本権八
の娘として生まれました。前回お話しした大山捨松より
15歳年上でした。会津籠城戦の時8歳であった捨松と、
当時23歳で会津藩狙撃兵として戦った八重とは、籠城
戦における役割も違っていました。捨松はあくまで、大
人の手伝いでしたが、今回の山本八重は、籠城戦の主力
兵として戦いました。

　八重には17歳年上の兄がいました。その兄、会津藩
士山本覚馬（やまもとかくま）は幼少時より神童と呼ば
れ、4歳で唐詩選の五言絶句を暗誦することができたと
いいます。兄覚馬は、22歳で江戸に出て、勝海舟と共に
佐久間象山に師事し、砲学と蘭学を学び、28歳で会津
に帰り、藩校日新館の教授になります。1862年会津藩
主松平容保（まつだいらかたもり）が京都守護職になる
と、これに従い京都に行き、黒谷本陣で西洋式軍隊の
調練に当たりました。1866年長崎に行き、ドイツ商人か
ら、紀州藩、会津藩、桑名藩のために計4,300丁の新式
銃を購入する契約を結びます。覚馬は、蛤御門の変、及
び鳥羽・伏見の戦いにおいて会津藩士として幕府側で
戦い、失明し、薩摩の捕虜となりました。

　八重は、兄覚馬の紹介で、1865年に但馬国出石藩出
身の洋学者、化学者で、会津藩の藩校日新館で蘭学を
教えていた川崎尚之介という会津藩士と結婚しますが、
二人の間に子供はありませんでした。1868年に、会津若
松城籠城戦が始まると、八重は、鉄砲を主力に戦うべき
と考え、刀や薙刀で戦うとした婦女隊には参加せず、断
髪男装して、家芸であった得意の射撃の腕前を発揮し
て、兄が長崎で買って送ってくれた、スペンサー連発銃
を使い、主君松平容保（まつだいらかたもり）と会津藩
一族、若松城を守るために戦いました。スペンサー銃と
いうのは、別名スペンサー連発ライフル銃と呼ばれ、銃

床に一度に7個の銃弾を保持することができ、それまで
日本で使われていた単発銃に比べて連射の効率を飛躍
的に高め、かつライフル銃ですから、命中精度が高く、
戦場での武器としての効果を、格段に高めることができ
ました。この時の活躍を称して、八重は会津のジャンヌ
ダルクと呼ばれました。この戦いで、八重は3つの日本の
伝統を打ち破りました。それは、サムライ上位、男上位、
刀上位の3つです。それまでは、戦いはサムライがするも
の、男がするもの、刀で戦うものとの固定観念がありま
したが、八重はこの3つの迷信を、会津籠城戦での活躍
で完全に吹き飛ばしてしまいました。

　会津籠城戦は、八重たちの奮戦にもかかわらず、 官
軍側の勝利に終わり、夫は官軍に捕らえられ、他の会 
津藩士と共に、青森県下北半島北端の斗南藩に強制的 
に移住させられます。夫と生き別れになり、その後離婚
した八重は、一年ほど、山形県米沢で過ごします。一方、
兄覚馬は鳥羽・伏見の戦いの中で失明し、薩摩の捕虜
となりますが、覚馬の才能を知っていた薩摩軍の首脳
は敵兵でありながら、覚馬を丁重に取り扱い、のちの明
治政府成立後、京都府の要職に就かせます。八重は、
1871年、京都府顧問となっていた兄を頼って京都に移
ります。そこで、兄の紹介で、京都女紅場（じょこうば、の
ちの京都府立鴨沂（おうき）高校）の権舎長、教導試補
（今で言えば、住み込みの寮監長兼助教諭のようなも
のでしょうか）に採用されます。この時、女紅場に教えに
来ていた裏千家の師匠から茶道を学び、1894年には裏
千家師範の免許を与えられ、また1896年には、生け花
の池坊師範の免許も取りました。

　その頃、群馬県安中市出身で、1864年、幕府の禁
制を犯して箱館港からアメリカに密出国したのち、マ
サチューセッツ州に10年間滞在して、名門アムハースト
（Amherst)大学を日本人として初めて卒業し、1874年、
キリスト教宣教師として日本に帰国した新島襄（にいじ
まじょう）と知り合い、1876年に再婚します。新島は、八
重の兄山本覚馬から譲り受けた、元薩摩藩邸6000坪を
学校用地として、ここに1875年同志社今出川キャンパ
スを作ります。京都府は、地元の神社や寺から、キリス
ト教の学校を建てることに対する猛反対を受け、このた
め、八重は、襄と婚約すると同時に女紅場を解雇されま
す。八重は、襄が作った同志社英学校（のちの同志社大
学）の運営に協力し、またその1年後、アメリカ人宣教師
アリス・スタークウエザーと協同で同志社女学校を設立
します。

　1890年、襄は同志社英学校を大学に格上げすること
を目指した同志社大学設立運動中に心臓病により急逝
します。二人の間に子はいませんでした。襄の死後間も
なく八重は看護婦になることを決意し、45歳で日本赤
十字社の正社員となり、1894年の日清戦争では、当時
49歳で、広島の陸軍病院で４カ月間篤志看護婦として
従軍、その功を認められて民間人として初めて、勲７等

宝冠章が与えられました。その後篤志看護婦人会の看
護学修業証を得て看護学校の助教を務め、1904年の日
露戦争では、当時59歳でしたが、大阪の陸軍病院で２
カ月間篤志看護婦として従軍し、その功績で勲６等宝冠
章が与えられました。山本八重は皇族以外の女性とし
て初めて政府より叙勲した人物だと言われています。八
重は傷病兵の看護に献身したため、日本のナイチンゲー
ルと呼ばれました。1932年病没。享年86歳。

　私生活においては、八重は古い日本の習慣のはるか
先を歩んでいました。夫をジョーと呼び、車に乗るとき
にも夫より先に乗る八重を明治の人々は、悪妻だと悪口
を言い、新島襄の弟子、著名な思想家、ジャーナリスト
徳富蘇峰(とくとみ そほう)は、襄が生きている間、八重
の陰口を言っていたと言われていますが、実際の夫婦仲
は極めて良く、夫の襄は、八重の生き方を”handsome”
と述べていたと言われています。徳富蘇峰は、新島襄の
臨終に立ち会った際、八重に、「私は同志社以来、あな
たに対しては誠に済まなかった。しかし新島先生が既に
逝かれたからには、今後あなたを先生の形見として取り
扱いますからあなたもその心持を持って私に付き合って
ください。」とのべ、徳富蘇峰は八重が亡くなるまでそ
の約束を守ったと言われています。

　旧幕府軍と官軍が戦った戊辰戦争で、主君と会津
藩、会津城を守るために、第一線で戦い、日本のジャン
ヌダルクと称された八重。その後、保守的な地元の大反
対を押し切って日本初のキリスト教女学校を京都に設
立した八重。45歳で看護婦になることを決意して、看護
学校に入学し、日清、日露の大戦争で銃後で傷病兵の看
護にあたり、その功を称されて日本で皇族以外で叙勲さ
れた初めての女性となった八重。老年期の八重の写真
は本当に淑やかで、上品で人の良い、優しい日本のおば
あちゃんという印象ですが、この人のどこにそんな熱情
がこもっていたのか、“明治の女”たちの内に秘めた強さ
を感じさせます。

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/

（左）「本邦高等女学校之濫觴 女紅場
址」の碑、京都市上京区・丸太町橋西
詰。新英学級及女紅場（鴨沂高校の前
身）の跡地。　

実 在 の 山 本 八 重
の 写 真 。若 い 頃
（左）と晩年のもの
（右）

参考文献・写真：Wikipedia (新島八重・
女紅場）, 1.30.2022)

 日本の歴史を振り返るスピンオフ

心臓病治療の最前線の記事を毎月1回、足掛けほぼ14年、前回の番外編を含め、166回にわたって書かせていただいたこと、ジャ
パンニュースクラブの皆様、および読者の皆様に大変感謝しております。

世界的なコロナの大流行で、医者としての私は、自分が長くお世話してきた患者さんや、同僚の医師たちが、コロナに罹り、闘病の
末、亡くなられるのをみてきました。命の儚さを思わされます。今私はアメリカに住んでいますが、このような時こそ、少し視野を広
げて、私の生まれ育った日本という国を作り上げた先人たちの一人一人の生き様に習うことが多くあるのではないかとの思いに駆ら
れるようになりました。このような気持ちから、心臓病の話から少し脱線させていただき、本紙に、”日本の歴史を振り返る：幕末、
明治、大正の女性たち”の連載をさせていただけないかとお願いしたところ、快諾していただきました。私の思いのごくわずかでも皆
様にお伝えできれば本望です。よろしくお願いします。

(CC BY 3.0)
 Photo by
mariemon - mariemon

(CC0 1.0)

心臓病治療の最前線

〜幕末、明治、大正の女 性たち〜
Yae Yamamoto (Nijima) 山本（新島）八重山本（新島）八重
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日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。
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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！

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。

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。

Covid Communication at Schools:
コロナ禍における学校とのコミュニケーション

 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

　コロナ禍のパンデミックはまだ継続中で常に状況が変わっています。学校によってワク
チン接種、マスク着用、自主隔離、サニタイザーの使用、ソーシャルディスタンス、学校
への連絡等コロナ禍に関必要事項や規則があります。特に状況が頻繁に変わるのでどうす
るべきかを知るためにお子様の学校の必要事項をしっかりと把握しておきましょう。追加
のアドバイスとしてこちらをご覧ください。

欠席連絡ホットライン (Absence Hotline)

現在、お子様が病気で欠席する際にどのような病状なのかを知りたい学校が多いので
必要であれば欠席 / 遅刻連絡のホットラインに詳細のメッセージを残してください。あ
なたのお子様が病気の時はこのように言ってください：

• “Today is (date). My son/daughter, (say full name, then spell the last name) is in 
the (__th grade). 
*He/She will be absent today because he/she is not feeling well.” *

「本日（日付）私の息子 / 娘（フルネームの後に苗字をアルファベットで言う）、
（__ 年生）。* 彼 / 彼女は本日学校を欠席します。体調が良くありません。*」

その後で必要であれば以下を加えましょう。
• “He/She has [a low/high fever / chills / a headache / a stomachache / a cough / 

a cold / a sore throat / diarrhea / constipation / fatigue / a runny/stuffy nose / 
etc.]. 　Thank you.” 

「彼 / 彼女は [ 微熱 / 高熱 / 寒気 / 頭痛 / 腹痛 / 咳 / 風邪 / のどの痛み /
下痢 /便秘/ 吐き気 /鼻水 /鼻詰まり等 ]があります。宜しくお願いします。」

コロナ禍関連の文章

また学校に E メールや電話で連絡をする際の例文がこちらです。（最初の３つの文例は
上記にある * 文章の変わりに使うことができます。）：

• “My son got sick from Monday and tested positive for Covid.  He will be absent 
until next Friday.”

「息子が月曜日から具合が悪く新型コロナウィルスの検査をしたところ陽
性でした。来週の金曜日まで欠席します。」

• “My daughter has been sick but tested negative for Covid.  She will go back to 
school when she feels better.”

「娘は病気でしたが新型コロナウィルスの検査は陰性でした。体調が良
くなりましたら登校させます。」

• “My daughter is not feeling well today and we have to wait for Covid test 
results, so she will be absent [for 3 days / at least until tomorrow / until 
Friday].  We will call again when we have results.”

「本日娘の体調が悪く、新型コロナウィルスの検査の結果を待っているの
で、[3 日間 / 少なくとも明日まで / 金曜日まで ] 欠席します。結果が出ま
したらまた電話をします。

• “My son is feeling fine but is waiting for Covid testing results because he was 
exposed to it, so he will be absent today and tomorrow.”

「息子は元気なのですが、濃厚接触者のため新型コロナウィルスの検査
を受け、結果を待っていますので、今日は学校を欠席します。」

• “We heard that my son’ s classmate tested positive for Covid.  What should we 
do?  Does my son need to quarantine?”

「息子のクラスメイトが新型コロナウィルスの検査で陽性だったと聞きま
した。どうすべきでしょうか？息子を自宅隔離させるべきでしょうか？」

みなさん、ご家族共にこの時期問題なく無事に過ごせますように！
Please take care and be safe,

Christina

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

2月のイベント 2022年2月1日～2月28日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。
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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
ai

n 
St

M
or

to
n 

Ta
yl

or
 R

oa
d

275

Sanpei

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。

　物価が上がり続ける中、物件購入を保留にしている方いませんか？
物件価格もインフレーション中に影響を受けます。では、インフレー
ション中であるにも関わらず物件を購入するベネフィットが何かを考え
てみたいと思います。それは「コストの固定」です。

　食べ物や娯楽、サービスの価格が上がる一方で、ローン価格が固定と
なるため、インフレーションに影響されず、固定額を払うのみ、という安
心感が得られます。（固定資産税・保険等の上昇は除きます。）
仮に賃貸をしている場合、家賃上昇も起こり、上昇額もまちまちです。

　金利もまだまだ低金利ですので、購入の検討をしてみてはいかがで
しょうか。

インフレーション中でも、物件は買うべき？

#1３

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

Japan News Club 公式ウェブサイト
www. JapanNewsClub.com

過去の記事、コメント欄、フォト、
広告、無料クラシファイドなど、

ウェブならではのコンテンツを提供！
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

色に関する言い回し　（2）色に関する言い回し　（2）

〜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〜
−−1 4 31 4 3 −−

　では、「赤」の続きです。「亭主の好きな赤烏帽子」(赤鰯というのもありま
す) とは、烏帽子は黒塗りが普通であるが、亭主が赤い烏帽子を好めば家族
はそれに同調しなければならないという意から、どんなことでも一家の主人の
言うことには従わなければならないということのたとえ。ちょっとひと時代前の
感はありますが、これの英語は “Even an eccentric head of family must 
be obeyed.” 今時日本でも米国でもそういう事はまずないでしょうが。

　さて、「赤」に似た色として「紅」があります。「紅一点」と言った場合、
「紅」は女性を指しますので、“the only woman in the group”となり
ます。もう一つ「紅」を使った言葉で、「柳は緑花は紅」という表現がありま
す（元は蘇軾＜そしょく＞による漢詩から取ったもの）が、これは人間の手に
かかっていない自然の状態の美しさを示しています。ですから単純に “nat-
ural state” と言えば良いでしょう。

　次に「黄」に関するものを二つ。「黄色い声」と言いますが、英語ではこれ
は色では表さず、“shrill voice”（甲高い声）です。「嘴（くちばし）が黄色
い」は若くて経験の浅い人に使う言葉です。雀なども雛のうちは嘴が黄色
くて、まさにそこから来ています。ですから英語は “an inexperienced 
young person” でいいわけですが、口語的な言い方で、“greenhorn” 
（出始めたばかりの角のこと）というのがあり、考え方としてはとても似てい
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　

<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)

 

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる  

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン  

  

 仕仕事事ののププレレゼゼンンのの準準備備・・指指導導  

  

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・      

  宿宿題題ののササポポーートト  

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師  

（（数数時時間間のの空空ききあありり））  

  

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

  

  

  
  

             
                                                                                       

        連連絡絡先先：：ayumi@suzukimyers.com                                                                                       

        (248)344-0909 担当：内野 
                      
  主主要要ササーービビスス：：通通訳訳・・翻翻訳訳・・語語学学ククララスス((英英・・日日))・・通通訳訳ククララスス  

       お見積りは無料ですので、ご相談ください。 

                        office@suzukimyers.com 
             www.suzukimyers.com 

 

 
 

　まだまだ寒い日々が続きますね。「ひと月に1作品」というテーマで、ゴルフに関する
映画や本をご紹介しています。今月は1996年に発表されたコメディ映画”Happy Gilmore”
（邦題：俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル）です。かつて私がアシスタントプロとして
働き始めた頃、ボスのヘッドプロから課せられた最初のアサイメントは、（先月紹介した）
キャディ・シャックと（今月の）ハッピー・ギルモア、2本のDVDを観ることでした。

　ハッピー・ギルモアという名の少年
は、アイスホッケー好きのお父さんに
育てられてプロのホッケー選手になる
ことを夢見ていました。スケーティング
は上手くないのですが、パックを引っ
叩く力だけは一流です。何度もプロ
チームのトライアウトを受けますが、う
まく行きません。ある日一緒に暮らし
ていたおばあさんが税金滞納のため
にIRSから家を差し押さえられてしまいます。引っ越し業者の若者2人が、作業をサボって
祖父の形見のゴルフクラブで遊んでいるのをハッピーがとがめたところ、誰が一番遠くま
で飛ばせるかの賭けをすることになりました。ハッピーはゴルフをしたことがありませんで
したが、ホッケーのスティックのようにクラブを握り、2ステップで思いっきりスイングする
と、ボールは400ヤード以上先の家の窓ガラスを壊すほどに飛んで、賭け金40ドルをゲット
します。それを見ていた近所のカントリークラブのティーチングプロが、ゴルフプロになら
ないかとハッピーに声をかけます。祖母の家を取り戻すためにお金が必要なハッピーは、ツ
アー出場権を得るためにカントリークラブのトーナメントに参加することを決めました。

　試合当日、1番ホールPar 4の1打目は大空振り、2打目はナイスショットでグリーンオン。
しかしパットができません。ミスショットするとクラブを放り投げ、ボールに向かって悪態
を突き、気に入らない観客はボコボコにやっつけます。ここからハッピーの大冒険が始ま
ります。正統派のジョークあり、今では信じられないようなナンセンスギャグあり、ロマン
スありの95分です。

　ハッピー扮するのはアダム・サンドラー。大学卒業後スタンドアップコメディでキャリア
をスタートさせましたが、80年代に大ヒットしたコメディ番組コーズビー・ショーに出演し
たことをきっかけに有名になり、サタデーナイトライブに呼ばれて脚本を書き、その後レ
ギュラー出演を果たしました。アダムが小さい頃に一緒にゴルフをした友達がアイスホッ
ケーをやっていて、自分よりも飛距離が出ていたことをヒントに本作品のストーリーを思い
ついたそうです。

　ハッピーのラフプレイのたびに首を振って呆れた顔をする仲間の役で、超大物の本物
ツアープロが登場します。私は思わずビデオを止めて2度見してしまいました。でもこのプ
ロは、「こんなにたくさん悪態をつく映画と知っていたら出演しなかっただろう」とのち
に語っています。それ以外にも、ゲーム番組The Price is Rightのホストを務めていたBob 
Barkerというベテランの司会が大暴れします。映画がリリースした後、彼の番組の視聴率
はウナギ登りだったとか。

　たくさん出てくるゴルフのシーンの中で、圧巻はハッピーの走りながら打つ400ヤード
ドライブです。リアルなゴルフの世界では、どんな飛ばし屋のツアープロでもステップ
は踏みませんが、果たしてハッピーの打ち方をしたら飛距離は伸びるのか？を実際に検
証したツアープロがいます。全英オープン2回、全米プロ1回の覇者、アイルランド出身の
パドレイグ・ハリントンです。Sports Scienceの企画ものだったようですが、きちんと距
離計測もしてフォームの解析もしてくれます。YouTubeで”Padraig Harrington Happy 
Gilmore”で検索するとすぐ出てきますので、見てみてください。面白すぎます。私は
Coyote Preserveの練習場で、ハッピーっぽい打ち方で練習をしている米人ゴルファーを
見たことがあります。彼はステップだけでなくひねりまで入れていました。3ステップと1回
転でボールを打つのです。周りのみんなが注目していました。本人は「ただのドリルさ」と
言っていましたが、私には何のドリルかわかりません。お願いして動画を撮らせてもらい
携帯に保存してあります。ご興味ある方にはお見せしますので声をかけてください。　 
Happy Gilmore、雪景色に飽きてゴルフが恋しくなったらぜひご覧ください。

（参照：『Happy Gilmore』1996年 監督：Dennis Dugan, Universal Pictures  
     邦題『俺は飛ばし屋/プロゴルファー・ギル』）
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隣の部屋のボールペン第55回  
〜ヨガを通して見〜ヨガを通して見えてくるもの〜

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

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

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

“6 Stages(flavors) of Mahamudraの話を進めてきましたが、いよいよ大詰めです。この教
えの総括的説明はオンラインで2021年10月号、12月号をご参照ください。

6つの教えのうち既述の4項目をキュッとまとめると以下の通り。
1. The Wisdom of Change( Impermanence)〜This too sha l l  pass 

万物流転／良い事も悪い事も必ず終わる時が来る
2. The Wisdom of Serenity〜I cannot control it in the present moment 

現状を今すぐ変えることは不可能／他人を自分に都合よく今すぐ変える事は不可能
3. The Wisdom of Responsibi l i t y〜I have put this & myself here 

原因 (自分の思考／言動／行動)の結果として今の状況がある/ 人のせいではない
4. The Wisdom of Perception〜There is someone who would find it pleasant 

物の見方考え方は十人十色／ 自分のアイデアに100％同意するのは自分だけ 
→他者の見識が素晴らしく、既存の考えの間違いに気付いたなら迷わず自分を変えていけ
ば良い

　8世紀の高僧Shantidevaがインドのナーランダ大僧院で仏僧に教えたとされる、“6 Flavors of 
Mahamudra”〜人として真に成熟するための実用的アプローチ(私見)〜の手引きはいちいち容赦ない。
　現状維持が楽なので、変えていかなくちゃね〜とは言う。言うだけでやったつもりになるのが生ぬ
るく心地良いので、このくらいドンと突き付けてもらわないと、人生の立て直しのため、実際に舵を
切って進もうとは思えませんでした。
　これを読んでそんなキツイこと言わなくても、と思う人も心の底ではわかっているはずです。真実
を真実と認め、受け入れるのが自分を良い方向に持っていく第一歩、そして唯一の道だという事を。
では気を取り直して第5項へ進みましょう。

5．The Wisdom of 50/50〜I can use this problem as a path 
（Labels & Parts)

　意外と難解で時間をかけなければならなかった項目。トレーニング中、先生は教えるのに四苦
八苦し、生徒は理解できず頭を抱えたり天井を見たり。6項目の内実践的な教えのラストですから
ハードルも高いです。

①50／50とは　〜我々が目にするあらゆるものに対して抱く対象物のイメージの半分は、思い込
みと決めつけ(完全に自分の都合だけででっち上げたlabelingが50%)の産物である事。対象物その
ものが本来持つpartsの性質(残り50%-自分以外)とは無関係に私たちは物事を認識している事に
気づきなさい。

分かりにくいので先生との当時のやり取りを共有します。
ボールペンを手に持ち、先生(以下M〜マイケルだから)「これは何？」　
生徒(以下S)「ボールペン…」
M「じゃあ、このボールペンを隣の部屋に置いて扉を閉めたら？」　
S「ボールペン。」(困惑)
M「本当に？」
S「絶対。ボールペンはどこに置いてもボールペン！」(先生の精神状態を心配)
M「じゃあ、無人の隣の部屋にこれ(ボールペン)を置いたまま、そこへ犬を入れたら、これは何？」
S(ため息)「ボールペン…」　M「本当に？」　S「はい」(もうやめて)
M「隣の部屋に人は居ない。これを見てるのは犬だけだよ。犬にとってもこれはボールペン？」ここ
らでチラホラ「あっ！」と気づく生徒が出てくる。私はまだボールペン派。
M「では、言い方を変えよう。犬として生きてきた動物がこれを見たら、これを何と思うの？」
S「あ！(犬の)おもちゃだ！」「木の枝みたいなもんだ！」とアメリカの自由な生徒たちは寝転がったりあぐ
らをかいたりしながら口 に々言いました。キチンと座って真面目に聴いてる頭の硬い私はまだ腑に落ちな
い。どう見てもボールペンだろう、という固定観念から抜け出すのにもう何往復かの問答が必要でした。

　そして、訪れたA-ha moment。ボールペンは材質、形状に一切の変更ないまま、観察者が変わる
だけで筆記用具からオモチャ、枝へと変貌しました。「自分の側の思い込みや決め付け」の呪縛の強
さと、それを当たり前と心底疑わない自分に驚きました。

②自分の側50%の見方の歪み、偏りの原因は、今まで我々が世界(に存在するもの)をどう見て来た
か、相手をどう扱って来たか、というlabelingによって決定される。

　どう言うことか身近な例をあげましょう。アメリカ在住の日本人。一部のアメリカ人には道を聞か
れたり仲良くなったり、よそ者としてではなく全く同等に扱われますが、行く場所や人によっては異人
種、異文化、異宗教の者として差別される事もあります。日本に帰ると日本人としてしっくり収まるこ
ともあれば、人や地域によってはアメリカに住んでいるというだけで純粋な日本人と見なしてもらえ
ない場合もあります。アメリカにいても日本にいても、誰に会っても私たちの中身は全く変わらない
のですが、相手が今まで世界をどう見て来たか、どのように人を扱って来たかが、私たちの受け止め
られ方に大きく影響していることが実感できます。

③優しい世の中で暮らしたいと望むなら大元の原因（①や②)に気付くこと。

　わざとにしろ無意識にしろ、今まで人や生き物を傷つけて来た自分のやり方が間違っていたことに
気づく。そしてそれをやめて抜本的に改める。(チョコチョコ枝葉末節を変えても意味なし)

④代わりに本当の優しさを込めて親切に、慈愛の心で全てに接する。優しそうなそぶり、は無効。

　上のようなリアルな例を我が身に引き当てて考えてみると、愛情のある思いやりや親切心がいか
に大切で、自分が変わる事で周りがどれほど変わるかが実感できるのではないでしょうか。

　今まで述べた5つの項目は全てが互いに絡み合って自分の人生を良くも悪くも変える要因になりま
す。具体例を挙げましょう。

　国籍、人種、貧富、家系、学歴など沢山の思い込みが我々のものを見る目を曇らせ、不幸にしてい
る事は誰もが知っています(50/50)。その歪んだ思考をベースに相手を決め付け心無い言動行動を
すれば、結局我が身にツケが回って来ます(Responsibility)。我々が今価値があると信じている上
記のような思い込みも、未来永劫同じ価値を持つとは限りません(Change)。本来そこまでしがみ付
く程の価値があるかどうかも疑わしい、と気付きます。自分を煩わす相手を変えられないのならば、
自分の考え方をより愛情深い親切なものに変える(Serenity)ことによって、もっと自分自身が生き易
くなる道を選択する可能性も出てくる(Perception)。

　悔しいけれど、この教えに沿って自分を変えると人生楽になりそうな予感がします。

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

※ コロナ感染が落ち着き次第クラス再開の予定

　成人は、特に強い矜
きょうじ

持の念を持つ人は今までの見識を変える事、従来のやり方を抜本的に見直す
ことに大きな抵抗、恐らく恐怖さえ感じるのではないかと思います。もうこんな話を聞くのも嫌で怒
りたくなるくらいに。生徒の何人かは「有難いお話」に非現実感と抵抗を感じていました。それを汲
み取った先生が仰った言葉が目から鱗だったので、おすそ分けして今回は終わります。

「過去の間違い、失敗や問題はそこから学んで
利用するためにあるのだ。大木をさらに大きく
育てる肥やしになる良いものだ。執着すると木
を枯らす。無視すると腐ってくる。良い先生なの
だから上手に使いなさい。」　              

    　　 合掌
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アメリカは近年、医療機関が電子カルテを使う事
が義務付けられてきたことに伴い、多くの医療

機関で、患者が自分の医療情報を閲覧できる、患者
ポータルサイトが使えるようになっています。

　患者ポータルサイトとは、スマートフォンのアプリや
自分のコンピュータのウェブブラウザーから、自分の
医療情報を見ることができるシステムです。すでに入っ
ている予約の場所や日時を確認したり、請求額を見
て、そこから支払ったりできることは便利ですし、ご自
分の検査結果や、ワクチンの記録もそこから閲覧でき
ます。予約を入れたり、医療上の質問ができたりするよ
うなシステムもあります。

　検査結果の連絡も、以前は手紙の郵送、または電話
での連絡が主でしたが、今は患者ポータルから、結果
が出るとすぐに患者さんからも閲覧できることが多く
なりました。医師のコメントの付いた検査結果を自分
で見ることができ、後で見直したり、以前の結果と比べ
たりもできるため、電話で聞いた内容をメモしていなく
ても、後から見直すことが可能です。

　その他にも、ご自分のカルテはこの患者ポータルサ
イトからほとんど見ることができます。すぐ見えると
ころになくても、医療情報をリクエストする、というボ
タンを押せば受診時のカルテなども閲覧できます。言
葉の問題で受診時に言われたことがよくわからなかっ
た場合など、その時のカルテを閲覧することで、診断
名やこの先の経過観察のプランなどを読むことがで
き、受診時によくわからなかったことについて理解を
深めることもできます。また、外部の医療機関の医師
にかかるときや、引っ越しなどで別の医療システムに
移るときは、今までの医療情報を送るようにリクエス
トすることができますが、2週間程度かかることが多
く、リクエストしたのに必要な時までにカルテが届い
ていないことなどがよくあります。この場合も、ご自分
のカルテを、自宅のコンピュータから印刷しておけば
問題ありません。また、日本など、アメリカ以外の国に
引っ越す場合は、医療情報をファックスで送ることが
できないことが多く、また、自分のカルテを印刷した
ものを郵送してもらうように医療システムに頼むと手
数料などがかかることが多いため、この場合も自宅で
印刷して持参すれば余分なコストを省けます。引っ越
してからカルテを印刷すれば、書類をもって引っ越し
する手間も省けます。

　先月に説明した、個人情報の保護のため、患者ポー
タルサイトは、基本的には本人のみがアクセスできる
ようになっています。10歳以下の乳幼児や小児の医療

情報は、両親のどちらでもすべての医療情報を閲覧で
きますが、11歳から17歳の子供の場合は、思春期の子
供のプライバシーが守られる仕組みになっています。
そのため、親は、予約を取る、ワクチンの記録を見る、
請求書を見て支払いをする事などはできますが、カル
テそのものは閲覧できないようになっています。18歳
以上は、成人とみなされ、本人のみがアクセスでき、親
はアクセスできなくなります。18歳以上の成人が、自分
の医療情報を管理する能力がないとされる場合は、法
定後見人が医療情報にアクセスする許可を取ることに
なります。

　この患者ポータルサイトを使い、最近はよく、ビデオ
診療が行われるようになりました。電話による診療と
ビデオ通話による診療を総称して、「バーチャル診療」
または、「オンライン診療」と呼びます。以前から、僻
地に住んでいたり、交通手段がなかったりという理由
で、診療所に行って受診することが困難な場合にビデ
オや電話の診察をしようという動きがありましたが、
実際に健康保険がバーチャル診療をカバーするように
なったのは、新型コロナのパンデミックが起こってから
です。なるべく感染しているかもしれない人との接触を
減らすため、バーチャル診療が保険診療として認めら
れるようになりました。当初は、電話診療も、保険診療
が認められていましたが、長期的には、ビデオ診療の
みが、保険診療の対象となる方向です。

　ビデオ診療は、コンピュータまたはスマートフォンを
使って患者ポータルサイトを経由して、医師、看護師、
栄養士などの医療従事者とのビデオ上での診察を受け
る仕組みです。ビデオ診療では、聴診器を当てて聞い
たり、口の中を診察したりはできませんが、皮膚の病変
を診察したり、呼吸の状態を観察するなど、多少の身
体所見はとれます。不安神経症や鬱などのメンタルヘ
ルスの診療などは、ビデオ診察が適していますし、診断
がついていて、薬の調節をするような診察も、ビデオ診
察が適しています。自宅に血圧計がある場合は、高血
圧の薬の調節のための診察にもよく利用されます。糖
尿病の経過観察も、採血検査をあらかじめ受けてから
ビデオ診療を受ければ、治療の変更などを診療所での
診察と同様に行うことができます。

　電話診療やビデオ診療を受けるためには、患者さん
は、医療機関と同じ州にいる必要があります。州外に
旅行中の場合は、保険がカバーされません。また、ビ
デオ診療は、インターネットの接続が悪いところでは、
うまくいきません。Wi-Fi環境である必要はありません
が、インターネットが繋がりにくい場所からは、うまくい
かないことがよくあります。ビデオ診療を受けたい場

合は、ビデオ診療の予約を取ります。家が診療所から
遠い、大雪が降ったり氷が張ったりして歩くのが危な
い時、小さい子どもが家にいて預ける人がいない等の
場合にも、便利な方法です。最近は、薬の処方箋も薬
局に直接送られるので、紙の処方箋を受け取る必要も
なく、ビデオ診療でできる内容も増えてきています。診
療所に行く予定だった場合でも、遅くなりそうな場合、
診療所に電話をして、ビデオ診療に切り替えてもらう
事もできます。ただし、小児健診や大人の定期健診な
どの健診は、65歳以上のメディケアによる定期健診以
外は、健康保険が診療所での診察のみをカバーするの
で、一般的に診療所に行くことが必要です。

　このように、最近使えるようになった医療をうける
ためのツールを上手に使うと、ご自分の医療情報の
管理もしやすいですし、わざわざ診療所に行かなく
ても済むことも多くありますので、是非、活用してみ
てください。

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。

ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授

1988年慶応義塾医学部卒業 
1996年形成外科研修終了。 
2008年Oakwood Annapolis 
Family Medicine Residency 
終了後、2008年より、ミシガン
大学家庭医学科で日本人の患者
さんを診察しています。産科を

筆者プロフィール：
医師　リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ） 

含む女性の医療、小児医療、皮膚手術、創傷のケアに、特に
ちからを入れています。
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　帰国予定の方にとっては、お子さんの帰国後の学校選びは大きな課題の一つです。帰
国後の住所や帰国時期（学年や学期）によって受け入れ校の状況が異なりますし、在外
年数や在外生活開始年齢などによって、お子さんの日本語力や英語力が国内の子どもた
ちと異なりますので、それに合わせた学校選びや受験対策が必要になります。

　ここでは、帰国後の学校選びをする際によく聞かれる質問について回答します。

Q．帰国するタイミングはいつがよいのでしょうか。
A. この質問については、小学生、中学生、高校生の場合に分けて説明します。

≪小学生の場合≫
　住所地の公立小学校であれば、いつでも編入できますが、お子さんが馴染める環境があ
るかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、長野、
静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立小学校は編入受入れ時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られている学校
も目立ちます。したがって、帰国時期を各校の編入受入れ時期に合わせる必要があります。
　中学校への進学は、国内生は９割以上が公立中ですが、帰国生の場合は約３割が私立や
国立の中学校を選択します。ただし、国私立校への進学が目立つのは東京、神奈川などの大
都市のみです。国私立校では入学試験が課され、帰国生入試の場合は、国語、算数の２教
科の学校が多いですが、英語を課す学校が増えています。また、社会や理科を課す学校もあ
ります。国内生と同じ問題が課されることも多いので国内生と同様な受験対策が必要です。
　したがって、中学受験のため小学４年生や５年生で帰国し、日本で早めに受験対策をする
方も目立ちます。帰国生中学入試の出願資格は在外年数が１〜２年以上で、帰国後１〜２年
以内が多いのですが、中には帰国後３年経っても受験できる学校や、帰国後の年数は無制
限という学校もあるからです。小学６年生まで海外に在住し、中学受験に臨むという受験生
は、最近では少なくなりました。このような状況を考えると早めに帰国するのもよさそうです。
　ただし、作文や面接のみで選考するような負担の軽い入試を行う学校もあります。中高
一貫校では、帰国生の英語力や異文化体験を重視して受け入れ、６年間かけてじっくり育
てようという方針の学校もあります。受験対策が準備できていない場合は、このような学
校を選ぶとよいでしょう。

≪中学生の場合≫
　住所地の公立中学校であれば、いつでも編入できます。しかし、お子さんが馴染める環境
があるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、長
野、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。
　一方、国私立中学校では、編入受け入れ時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られて
いる学校も目立ちます。各校の編入受け入れ時期に合わせて帰国できない場合には、公
立中学校に編入しなければなりません。もちろん、随時受け入れる学校もあります。
　中高一貫校や中等教育学校の場合は３年生での受け入れもありますが、そうでない場合
もあります。また、高校の履修内容を先取り学習している学校もあり、３年生への編入試験
でも高校１年生相当の問題が課されることもあります。編入試験がどのような範囲から出
題されるのかを確認することも必要です。また、中高一貫校や中等教育学校では高校１年
生に当たる４年生からの編入ができない学校もあります。
　高校に進学する場合には、必ず入学試験が課され、国語、数学、英語、社会、理科の５
教科の受験が必要です。帰国生入試では、国語、数学、英語の３教科という学校が多いで
すが、５教科が課される高校もあります。このため、進学校の入学試験での合格ということ
を考えると、海外で受験対策をすることに不安を感じ、早めに帰国される方もおられます。
　また、現地校の９年生を修了していないと、ほとんどの公立高校や一部の私立高校では
入学が認められません。９年生修了前に高校に入学をする場合には、遅くとも中３の冬休
み前に帰国して、公立中学校に編入し、卒業する必要があります。私立高校の場合には、
９年生修了前でも入試に合格すれば入学できる学校が目立ちます。

≪高校生の場合≫
　帰国生の編入を実施する高校は決して多くはなく、定員に欠員が生じた場合のみ行われる
のが一般的です。また、編入受け入れ時期も４月、９月、１月などに限る高校も目立ちます。ま
た、編入できる学年も２年生までという高校が多く、３年生に編入できる高校はわずかです。
　編入するためには入試が課されます。入試は編入時期の２か月ほど前に実施する学校
が多いので、３か月ほど前には受験校を決定し、出願せねばなりません。急に帰国が決ま
り、帰国までの期間が短い場合には、入試や出願の時期を逸してしまうこともあります。も
ちろん、随時受け入れる学校もあります。
　編入試験の出題教科は高校によって異なりますが、国語、数学、英語の３教科が目立
ちます。国語には古文や漢文も含まれ、理科(物理、化学、生物など)や地歴公民(日本史・
世界史・政治経済など)が課されることもあります。出題範囲は編入する高校の進度によっ
て異なります。編入後に授業についていけるかどうかを確認するために、直近に実施され
た定期テストが入試問題として使われることもあります。数学は高校によっては進度が異な
り、例えば、１年生に編入する場合でも２年生の履修科目が課される場合もあります。
　このように高校生が帰国する場合には、帰国予定時期の志望校の編入実施の有無、学
年、入試日や出願期間、入試科目や出題範囲などを早めに確認する必要があります。志

～受験生と保護者の質問にお答えします～～受験生と保護者の質問にお答えします～

望校が帰国のタイミングで編入を行わないことも踏まえ、多めに選定しておきましょう。
　なお、日本の高校では、履修したすべての科目の単位を取得しないと卒業できません。
また、日本の高校に編入すると、ほとんどの国公立大と早稲田大、慶應義塾大など一部の
私立大は、帰国生入試で受験できません。また、１年生で編入した場合には、帰国生入試
で受験できる大学が少なくなります。 

Q. 帰国生入試のための対策を教えてください。
A. できるだけ早く受験予定校を決定し、各校の入試教科や出題傾向に合わせた学習を
することが大切です。帰国生中学入試では、国語と算数の２教科を課す学校が主流です
が、英語も課すという学校が増えています。また、社会や理科も加えた４教科を課す学校
や作文を課す学校もあります。また、帰国生高校入試では、国語、数学、英語の３教科を
課す学校が多いのですが、社会や理科を加えた５教科を課す学校や作文または小論文を
課す学校もあります。また、ほとんどの学校で面接を課します。
　国語、数学・算数、英語の３教科は、多くの学校で課されますので、教科書の学習に加
え、入試問題集を使って問題を解く練習を積むことが大切です。社会や理科は、入試教
科ではないとしても、教科書での学習はしておきたいです。以下に、国語、数学・算数、英
語の学習方法についてご説明します。
　国語は、課題文が入試で初めて読む文章であることが多いので、日頃から幅広いジャン
ルの文章を読むことをお勧めします。小説は読み慣れていても、論説文や随筆は読み取れ
ないということもありますし、苦手意識のある歴史小説や古典も学習しておきましょう。古
典は難問が少ないため、得点しやすいともいえます。また、ことわざ、慣用句、四字熟語、文
学史などは、覚えれば得点を稼げますので予め練習しておきましょう。
　数学・算数は、問題を早く解けるようにする練習が必要です。計算も日頃から計算機に
頼らず学習を進めましょう。計算問題の途中式を書き込むことや証明問題の日本語での
説明も大切です。中高一貫校や進学校では、当該学年より先の学年の履修内容が出題さ
れていることもあります。過去の入試問題を入手して練習を積んでおきましょう。
　英語は、英会話が問題なくできても、入試で得点できるとは限りません。日本の受験英語は、
相変わらず文法重視の出題が目立ちます。現地で普通に使っている言い回しでは不正解になるこ
ともあります。また、英語といえども、和文英訳や英文和訳もあり、日本語での学習も必要です。な
お、中学入試でも英語を課す学校はあります。中学・高校ともに、日本式の英語ではなく、TOEFL
形式で出題する学校もあります。この場合には、現地校での英語の学習が対策に直結します。
　入試において安定した得点力を身につけるためには、問題演習を繰り返すことが大切で
す。また、時間内にスピーディーに問題を解く練習を積むことも必要です。模擬試験は海
外では受験機会が少ないですが、一時帰国の際に受験するとよいでしょう。

Q. 帰国生の公立高校入試は国内生とどう違うのですか。
A.　公立高校では、調査書（中学校の成績など）と学力検査（国語、数学、社会、理科、英語）
を総合的に評価して入学者が選抜されます。ただし、帰国生への対応は都道府県によって
様々です。
　まず、次の１３の都府県（福島、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵
庫、奈良、岡山、福岡）では帰国生受け入れ高校を特定校に定めているので、それら以外の
高校では特別な配慮はないといえます。その他の３４道県ではすべての高校において特別
な配慮がされることになっています。ただし、入試での負担軽減がほとんどで、入学後のサ
ポートはあまり期待できません。全国で帰国生が１０人以上いる公立高校は３０校ほどです
し、ほとんどの高校では帰国生がいないとか在籍したことがないというのが実態だからで
す。一方、帰国生在籍数の多い高校では、ある程度のサポートは期待できそうです。ちなみ
に帰国生在籍数が２０人以上の公立高校は次の通りです。東京都立：国際、三田、竹早、
日野台、神奈川県立:横浜国際、神奈川総合、新城、横浜市立:東、愛知県立:千種、豊田
西、刈谷北、大阪府立:住吉、千里、神戸市立：葺合
　次に、入試の教科数に目を向けると５教科が２４道県、３教科が１６都府県、２教科が
２府県で、それ以外が５県です。３教科の都府県の多くでは国語、数学、英語が課されま
すが、長野は数学、理科、英語の３教科ですし、山梨と熊本では５教科のうち３教科を選
択できます。栃木、群馬、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、三重、奈良、広島、福岡、熊本
では学力検査の他に作文または小論文が課されます。学力検査を課さない４県の内、兵
庫は適性検査と小論文・面接、岡山は面接、福島は日本語または英語の作文と面接、長崎
は作文と面接が課されます。また、札幌市立の高校は英語と適性検査・面接、東京都の９
月入学は英語または日本語の作文と面接が課されます。
　このように公立高校の帰国生入試は都道府県によって様々ですし、仕組みが変わること
も多いので、各々の教育委員会や受験予定校に問い合わせて情報を収集することをお勧
めします。

筆者プロフィール：　筆者プロフィール：　米日教育交流協議会・代表  丹羽　筆人丹羽　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･学習塾講師を歴任し、デトロイト補習授業校
では中高等部教務主任を務めた。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、北米各地で講演も行っている。河合塾海外帰国生コー
ス北米事務所進学アドバイザー、名古屋国際中学校・高等学校、国際高等学校（2022年9月開校予定）、
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も務める。

                      ◆米日教育交流協議会（UJEEC）　Website：www.ujeec.org

帰国生の小学・中学・高校選び Q & A帰国生の小学・中学・高校選び Q & A
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◆　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。

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

れは絶対にダメ」ということはきっぱり伝えましょう。我
が家では私が脳の専門家であり、睡眠が身体の発達にい
かに重要か心得ているため、就眠時間だけは口酸っぱく
言っています。

3. 親は安全地帯：

世間の育児本は「自己肯定感」流行りですね。優越感、
劣等感と向き合い、その上で自分を信じて前に進む自己
肯定感を育んであげることが大事だと、さまざまな本が
説いています。その自己肯定感の土台となるのが、何より
親子関係です。助産師であった私の母は昔から「子ども
は親との生育歴」とずっと言っていました。子どもは親を
相手に「依存」と「自立」の間で揺れ動きながら、大きく
なっていきます。しっかりと親に甘えた経験を得ること
で、人に甘えるさじ加減を覚えて、安全地帯である親か
ら徐々に自立していけるのです。何も難しく考える必要は
ありません。忙しくともせめて１日１回は家族みんなで一
緒に食卓を囲んで、お互いの顔を見ながらご飯を食べる
ことから始めましょう。話題が見つからなければ、無理
に見つけなくてもいいんです。「あなたと食べるご飯が美
味しいよ」。ただ、そう伝えるだけで十分です。また、大
事なのが夫婦間の仲です。夫婦が笑わない家に子ども
の笑顔はありません(大原則)。みなさん、お子さんの前
で夫婦でハグしていますか？　冗談ではなくて、とっても
大事なことですよ。

　最後に、思春期のお子さんに悩む親御さんにオススメ
したい本があります。まずは、日本を代表する児童精神科
医である佐々木正美先生の著書です。2017年に81歳で亡
くなられるまで、代表作「子どもへのまなざし（福音館書
店)」を始めとして、幾多の著書を残されました。その温か
いメッセージは今なお、子育てに悩む私たちを励まし、そ
して支えてくれます。社会が変化しても、子育ての大事な
根幹は変わらないと再認識させてくれます。

　もうひとつは「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ
ルー（新潮社）」です。最近、完結となる第2巻が出まし
た。イギリス在住の著者が思春期の真っただ中の息子と
の日常を描いており、「本屋大賞2019 ノンフィクション本 
大賞」も受賞したのでご存知の方も多いかもしれません。
読めば、思春期の子どもと過ごす時間の流れが心から愛
おしくなりますよ。

　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。質問をぜひ下記の枠内の
要領のとおりにEメールで送ってください。質問が採用さ
れた方にはアマゾンeGift Cardをメールでプレゼントいた
します。個別へのメール回答は原則として控えさせていた
だきます。

　ではみなさん、また来月に紙面でお会いしましょう。

ミシガン州のみなさん、こんにちは。ついにミシガンに
も冬将軍がやってきました。屋外スケートのシーズン

です！　寒さにめげず、みなさん、外に飛び出しません
か？　今回の質問は「ガトーショコラ」さんです。

＊＊＊

＜今月の質問＞

こんにちは。子どもが生まれてから常に育児の悩みは
尽きませんが、現在思春期の息子との向き合い方につ
いて悩んでいます。習い事に行かないと突然言い出し
たり、叱っても反省の態度がないなど、母親の私から
みると何を考えているかよくわかりません。これまで
はそういったことはなく、素直に育っていると思ってい
たので、私自身が混乱しています。日々、息子とどのよ
うに対話していくのがいいか。アドバイスいただけたら
と思います。

  　　　＊＊＊

　ガトーショコラさんの息子さんが思春期を迎えて、親子
間で葛藤が尽きないご様子、我が事のように感じながら
拝読しました。私たちにも思春期がありましたし、我が家
も思春期の息子たちがいます。思春期の子どもと親との
難しい関係は、どの家庭でも見られる普遍的な問題です。
一般的に、思春期とは小学校高学年頃から高校卒業くら
いまでの時期を指します。「今までいろんなことを話して
くれたのに、話してくれなくなる」「話しかければ、うっと
おしそうにされる」「感情の起伏が激しくなる」「勉強や習
い事を突然、やらなくなる」「気むずかしくなり、何を考え
ているのかよくわからない」といったことが起きます。

　どうして思春期には心が揺れ動くのかですが、これは
脳神経学から説明すると、「大脳辺縁系と前頭前野の
アンバランス」に起因します。大脳辺縁系とは脳の奥にあ
る部分で、本能に基づく原始的な感情・情緒（喜怒哀楽、
異性に対するドキドキする気持ちや性欲）を沸き立たせま
す。この大脳辺縁系は思春期に性ホルモン量が一気に増
えることで、劇的に成熟が促されます。つまり、思春期は
「衝動的な感情・情緒にアクセルを踏む」状態が続く結
果、情緒が不安定になってしまうのです。これに対して、
脳の前方にある前頭前野は「衝動的な感情・情緒にブ
レーキをかける」役割を担います。しかし、この前頭前野
が十分に成熟してくるのは20代半ばであり、思春期から
はまだ時間がかかります。思春期では、このアクセルとブ
レーキのバランスが取れていないため、心情が不安定に
なり、周囲への言動に変化が現れるのです。つまり、思春
期の言動の変化は脳の発達上、とても自然なことで、お子
さんが順調に成長している証なのです。

　では、親として、こうした思春期を迎えた子どもたちに
何ができるでしょうか。ここでは思春期を迎えた息子たち
との距離の取り方について、私が心がけていることも踏ま
えて、3点だけ要約します。

1. 子どもの人生は子どものもの、親の思いどおりにはな
らない： 

子どもの幸せを望まない親はいません。しかし、子ども自
身は何を望んでいるのでしょうか。子どもの態度を逐一と
がめてもキリがありません。むしろ、状況を悪化させてし
まったことはありませんか？ 親の希望は、子ども自身が
望んでいることと決して合致しません。本当は「何を考え
ているかわからない」ではなく、私たち親がわかろうとす

る努力がまだ足りないだけかもしれません。子どもの人
生は結局、彼らのものであり、私たちにはどうもできない
部分があるのは事実です。私自身も息子たちが思春期を
迎えて、無意識のうちに握り締めてきた「自分の価値観を
押しつけたいという欲求」を手放さなくてはいけない時期
になってきたわけですね。

　私は大学時代に、半年間ほど、ある医師のお子さんの
家庭教師をしていました。その子は当時、まだ小学生でし
たが、そのご両親は「この子には医者になってもらわなく
ちゃ困る」とよく語っていました。親の面子を保つために
その価値観を無理に押しつけることは「あなたはそのまま
ではダメなのよ」というメッセージとして伝わってしまいま
す。私の家系では私よりも年上で、大学に進学できた方は
誰もいません。父は戦後の貧困で高校にすら行けず、最
終学歴は中卒です（「桑原功光　民間医局」で検索すれ
ば出てくるインタビュー記事に詳細を記載しています）。
私の両親は私に医者になれと言ったことはただの一度も
ありません。私の両親は共働きでしたが、寂しいと感じた
記憶もありません。忙しくても、私と向き合う時間を確保
してくれていたからでしょうね。私の息子たちの将来の夢
は日々揺らいでいるようですが、私と妻は「ちゃんと家庭
を養える職業につけばそれで良い」と語る以上は何も言わ
ず、暖かく見守っています。

2. 思春期にはメッセージの伝え方を変えてみましょう：

 子どもたちの成長とともに、親子の関係も自然と変わっ
てきます。親がうざくなるのは当たり前です。私は高校生
だった頃、隣の市までバスで登校していました。学校から
帰りのバスで、当時、助産師をしていた母親が病院の勤務
を終えて一緒に乗り合わせることがありましたが、「恥ず
かしいから俺に話しかけないでくれ」と言っていました。
因果は巡る糸車、私もその当時の母親の年齢になってし
まいました。いずれ同じことを息子たちに言われるので
しょう。

　それでも、親として伝えたいことはありますよね。伝え
方の一例として、「YOUメッセージ(あなたはこうである)」と
「Iメッセージ(私はこう感じる)」の違いについて紹介しま
す。思春期の子どもを相手にYOUメッセージで話した場
合、「決めつけられた、強制された」感がして、反感が生じ
ることがあるので、Iメッセージで話すとより受け入れられ
るかもしれません。実例はこんな感じになります。

・YOUメッセージ「(あなたは)やりたくないんでしょ」  
    → Iメッセージ「やりたくないように(私には)見えるよ」

・YOUメッセージ「(あなたは)言葉の使い方が乱暴だ」 
    → Iメッセージ「言葉の使い方が乱暴だと(私は)思うよ」

 しかし、親として絶対に譲れないところは、はっきり伝え
ることが大事です。思春期は世界が広がって、非行や性問
題など危険なことに自分を試したくなる時期です。特に米
国ではなお心配です。親として「あなたを守るために、こ

Vol. ７： 思春期の息子との付き合い方
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ賽(さい）は投げられた
　「“賭け”、はいつも人生の一部だっ
た。父は競走馬を所有していて、親戚が
集まったときにはいつもトランプで遊ん
でいた。ブリューワリーを開店するとき
も、うちのブランドやビールの名前も、無
限で遊びのあるテーマが大切なのだと思
う」。ブリューワリーのオーナーJefはそう
語る。2020年のパンデミックの中の開店
も「たまたまそうなっただけ」という。

　Loaded Dice BreweryはTroyにある。
Jefはもともとミシガン出身だが、カリ
フォルニア州へ移り、再びミシガンに戻っ
てきた。平日はWeb　Design 関係の会
社に勤めながら、Loaded　Dice BCを
オープンした。カリフォルニア在住時代
から（ハイレベルの）ポーカー、ホーム
ブリュー経験、友人とBBQを楽しんっで
いたが、戻ってきたミシガンでは友を作

りたい、と思ったことがきっかけ。マーケ
ティング経験もあり、手が届ける範囲内
で何かをしたい、とブリューワリーの開店
を決意した。

　Jefの思いは「セレクションもいつも違
うものを。次にうちのブリューワリーに来
た時にはその都度違うものを味わっても
らいたい」こと。他のブリューワリーとの
積極的なコラボも、なかなか行くことの
できない地域のビールをこちらで提供す
ることによって、いろいろな地域のものを
楽しめるという「Win for everybody」と
いう考えから、という。11月はNorthville
の N o r t h  C e n t e r  B C 、12 月はB r e w 
Detroit、とさまざまなブリューワリーとコ
ラボする勇気は彼の「地域のためにビー

ルづくりをしている」からきている来てい
る。インタビューを通しての話しぶりも彼
の気さくで大らかな人柄がうかがえた。

　 彼自身、キッチンのライセンスはあ
るが、現在、食べ物は提供していない。
Food Trackというケータリングサービス
の形をとり、毎週様々な企画を提供して
いる。訪れた日は、BBQのトラックが停
まっていた。

　Hazy IPAもよかったが、缶入りも手に
入れることができるバーレーワインの
Krampusはおすすめ。North Center BCと
のコラボレーション。North Center との
違いはLoaded Diceは砂糖漬けにしたfig
（イチジク）を加えたこと。まろやかな舌

Loaded Dice Brewery - Troy, MI

（ 上 ）カ ウ ン タ ー の 向
こ う に は 醸 造 タ ン ク 

（ 写 真 提 供 　 L o a d e d 
Dice Brewery）

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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10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N
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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

触りと甘さが口の中でと
ろけるのが何とも言えな
い。ホリデー用に作った
ものだが、寒さの厳しさ
が増す冬にも十分に楽し
むことができる。Loaded
　DiceのビールはJefが話
した通り、いつも新しい
ものを提供しようとして
いるから、訪れたときと
現在とではラインナップ
も若干異なっている。こ

（上）訪れた日のフードトラック
（下）ラインナップ

Krampus
（写真提供　Loaded Dice Brewery）

１月にリリースされたスタウト
（写真提供　Loaded Dice Brewery)

Loaded Dice Brewery　
1725 Rochester Road, Troy, MI 48083

https://www.loadeddicebrewery.com/

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

　ゴルフ業界は景気に流されやすい業界の一つです。私はリーマンショック前にこの業
界に入ってきたわけですが、その前後の人とお金の激流を見てきました。当時は自分で言
うのもなんですがクラブプロとして高級メンバー制クラブに勤務しておりました。どうし
ても雇用を制限しなくてはいけない状況で以前の状態に維持してきたつもりですが、限
界がありました。その場合は、自分の見返りを返上して自分のゴルフ場の質を守らなけれ
ばいけない数年でした。今年がデジャブー・イヤーになる予感がしますが、見事に外れて
いただきたいですね。今年は３、４回金利をあげる方向らしいですが、このような“焦らし”
が断片的なガス抜きのような気がするので心の準備はできますね。

　まだ冬は続きますが、皆さん、池が凍っている日にラウンドしたことありますか？ 楽し
めると言ったら嘘になりますが、シーズン中であれば起こり得ない事が起こります。例え
ばボールが池に入っても跳ねて池を越えてくれます。越えてくれればいいのですか、池の
氷の上に乗ってしまう時もあります。氷が割れる可能性があるので、決してやってはいけ
ませんが、氷の上から打つこともできます。実際打って見ましたが、足が安定せず力が出
ませんでした。絶対に真似しないでください。

　この冬、異様なトレーニングを始め左肘を負傷してしまいました（笑）。腕の全ての関
節を大きく動かしながら体幹のバランスを維持する動きです。わかりやすく表現すれば、
うつ伏せで平泳ぎの動きをして体幹を意識してバランスを維持する感じです。こんな動き
で腰を痛めそうですが肘を痛めるとは思いませんでした。冬は無理せず体をあっためる
ことが来シーズンに向けての最善の準備かもしれませんね。

　今年でStandard Golf Club７周年を迎えました。これからも宜しくお願いいたします。

の緊張感がこのブリューワリーの良さと言
える。また、リカーストアーへの販路を積
極的に伸ばしており、Troy以外でも手に入
れることができる。詳しくはFacebookに
て。

　パンデミックが始まってから２年が経と
うとしている。そのさなかにブリュワリー
を立ち上げた。変化があるのが面白い、と
語るJefが繰り出すビールを楽しみたい。
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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

■ 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

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

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

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

■   先生を募集しています！　駿台ミシガン

担　当：国／算・数／英（英検・TOEFL） 
勤務日：平日または土曜（応相談） 
待　遇：当社規定による 
その他：経験豊富な教師のサポートあり

連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp  
............................................................................................

クラシファイド広告

　　　　　　　　　　　募集中
！

お問い合わせは Pointer Press, LLC まで
Eメール：　japannewsclub@pntrpress.com

　掲載は５行で＄１５から。１行増えて＋３ドルです。

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
無料でのレベルチェックテスト、受講相談＆

グループクラス体験レッスン
Koby Learning Groupでは無料で以下のサービスを致しております。

ご予約お待ちしております。

ココーービビーー・・ララーーニニンンググ・・ググルルーーププ  
無無料料ででののレレベベルルチチェェッッククテテスストト、、受受講講相相談談＆＆  

ググルルーーププククララスス体体験験レレッッススンン  
  
 

 
 

  

Koby Learning Groupでは無料で以下のサービスを致しております。 
〇英語レベルチェックテスト実施 

〇クラスのご相談 
〇グループクラス無料体験受講 
ご予約お待ちしております 

〇 英語レベルチェックテスト実施
〇 クラスのご相談
〇 グループクラス無料体験受講

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、 ジャパニーズストレートパーマ、 
    レギュラーウェーブパーマ、 ハイライト、 カラー など

♢ スキンケア、眉マイクロブレーディング
♢ アイラッシュ エクステンション、メイクアップ
♢ 頭や肩のマッサージ　♢着物着付け 

 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

Hinoki Foundation　第５回　ひのき杯　参加者募集中！
 英語と日本語の力をクイズ大会で試してみませんか。

日本語クイズ大会 ひのき杯 @ Your House! (Zoomオンラインイベント）
●日時：３月６日 (日)　9:30am ~ 3:00pm 
　　　　　ご自宅でご参加できます！(休憩たっぷり有り)
●対象学年：小学３年生〜中学９年生まで（例外あり）
●参加無料！　賞品あり！　記念Tシャツ!
●問合せ info@hinokifoundation.org
●詳細・お申込み：https://www.hinokifoundation.org/
    (申込み完了後ひのき財団より確認メールあり）
●定員制・先着順　
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●  経験豊富なドクターが診療に当たります。
● 　 フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が
　 予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
● 　 専門医へは通訳を派遣いたします。
● 　 日本語でお気軽にご相談ください。

BRIAN H. ANDRESS D.D.S.
DANIEL J. HAMMAKER D.D.S., M.S.
KEN R. MARRIOTT D.D.S., F.I.C.O.I.
SHANNON L.YOUNG D.D.S.

ドクターと日本人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

月～木	 8am ~ 8p m
金　	 8am ~ 5 p m
土	 8am ~ 1 p m
             （夏期 8am-12pm)

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.

No
vi 

Rd
.

Ha
gg

ert
y R

d.

Me
ad

ow
br

oo
k R

d.

Ba
sh

ian

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


