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　米国のダートマス大学、ブランチ・フラ
ワー教授の調査によると、人生の幸福度
は40代～50代が底となっています。背景
としては子供の問題、夫婦の問題、年老
いた親の問題、そして自分自身のカラダ
の変化があります。
　今日はこういった一般的なお話をさせ
ていただき、まず自分の体の変化を知っ
たうえでおススメの過ごし方をご紹介さ
せていただきます。

　  女性ホルモンによる身体の変化

　45～55歳は女性にとって更年期と言
われ、その前から少しずつ女性ホルモン
の低下により体の変化が起こります。更
年期というと皆さんイライラやホットフ
ラッシュ（発汗・のぼせ）が有名ですが、
実は症状は200以上とも言われていま
す。この時期多いのが、疲れやすさ、ひど

い頭痛や肩こり、そして睡眠への影響で
す。最近寝ても疲れが取れない、眠りが
浅い、夜中に目が覚める、なかなか眠れ
ない…そういった悩みを抱えておられる
方も多いのではないでしょうか？
　背景には女性ホルモンであるエストロ
ゲンの急激な変化があります。更年期は
閉経（平均50歳）を挟んで前後5歳と言
われてますが、初潮の時期に個体差があ
るのと同様、変化を感じる時期はひとそ
れぞれです。
　月経に至っても、毎月あったのにある
時期からぱったりなくなった、という方も
いれば、周期が乱れてそのうちなくなっ
た、と人それぞれです。更年期の厄介なと
ころは個体差が大きく、自分の中の「当た
り前」が人には通用しないところです。
　また、女性ホルモンは体を守るお守り
です。一般的に女性は男性に比べてコレス
テロールや血圧が大きく上昇する人が少

 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 
 

ないのは女性ホルモンに守られているか
らです。しかし、更年期の時期から女性に
も徐々にコレステロールや高血圧の問題
が出てきます。そして、閉経後気をつけた
いのが「骨粗鬆症」（こつそそうしょう）で
す。骨がもろくなり、晩年何もしてないのに
骨折、といった自体がおこりえます。
　40代、50代からの心身のケアは今後
の人生に大きく影響を与えます。ですから
「自分には関係ない」と思わず、今一度ご
自身のカラダのケアを考えてみましょう。
　　
         この時期の気持ちの変化

　また、更年期になって気分の落ち込み

今月の Japan News Club

　　「ひとりじゃない」　　「ひとりじゃない」
　　 更年期の悩みを　　 更年期の悩みを
　　 社会で理解して、　　 社会で理解して、
　　 そして、乗り越える。　　 そして、乗り越える。

誰にでも訪れえる更年期に起こる心身の問題。「私には関係ない」「まだそんな年齢じゃない」と思ってしまうのも無理ありませんが、少し周りを見渡せば、家族、友人、上
司......など、悩みをかかえている誰かがいるかもしれません。昨今のSDG's(Sustainable Development Goals)の観点からも人々の健康に関する教育、理解、備えの重要
性を周知する目的で、更年期に関するさまざまな取組や事業が行われています。今回は、女性の更年期にフォーカスを当て、その分野で現在国連広報機関支援事業などに
も関わる高本玲代氏に更年期について、そして、自身が運営するサービスに関してわかりやすくご紹介いただきました。

●40代、50代で増える悩みとその対応 筆者プロフィール：高本玲代　
パートナーシップ改善プログラム・カウンセリングプログラムを提供する
「よりそる」代表。その他、無料で利用できる40代、50代向けのオンラ
インフォーラムの開催など、NHK、日経をはじめ40社近くのメディアで
紹介され、（株）POLAの社内研修でも採用。国連広報機関支援事業
にも採択される。日経ｘＷｏｍａｎやヨガジャーナルに寄稿し、Yahoo
ニュース転載多数。本人もうつの経験や更年期で辛さを抱えた経験
があることから「一人で辛さを抱えない社会」を目指し、多くの女性の
Well-being向上を目指す。

を感じる方もおられます。ハーバード大学
の研究では、更年期の時期は他の時期の
女性に比べてうつになるリスクが2倍という
データもあるほとです。海外駐在で気が張
る中、体の変化によりメンタルを崩しやすく
なりますので、是非そういった知識も頭に

▶対馬ルリ子先生の「プレ更
年期1年生」という本が分か
りやすくておススメです。

入れてください。不
安になるのはもしか
したら「更年期の影
響かもしれない」と
知っておくことは役
に立ちます。
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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

「ひとりじゃない」　 更年期の悩みを  社会で理解して、 そして、乗り越える。「ひとりじゃない」　 更年期の悩みを  社会で理解して、 そして、乗り越える。

更年期世代におススメの解決方法更年期世代におススメの解決方法

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。

　更年期世代におススメの解決方法としては、以下が重要となってきます。

１. 自分の体の変化を正しく知る

これは、知識なので比較的容易に情報
を集められますが、無理せず医療機関
で正しい診断を受けるのが良いでしょう。
しかし2.3. については周りの人たちの協
力が必要になる場合もあります。

2.  生活スタイルを見直す

これまで家族優先だった自分の生活を少
し「自分ファーストにしてみる」ということ
が大切かもしれません。　

	 体が辛ければ「家事も今までの６
～７割できれば十分」くらいに自分
自身を甘やかしてあげましょう。

	 無理に付き合っていた辛い人間関
係、参加してきた物事は、この時期
考えなおすことも重要でしょう。少
し立ち止まり、話し合う、適度な距
離をとる、など。更年期は「断捨離
の時期」ともいえます。

3.  一人で抱え込まない

外部サービスを使ってみるのも良いで
しょう。海外駐在の方だと、仲が良い友人
でも夫の会社でつながりがあり、知られ
たくない、といった感情がわくのも当然で
す。無料のフォーラムで質問をしても良い
ですし、有料サービスで専門のカウンセ
ラーに相談してみるのもおススメです。

①　自分の体の変化を正しく知る　
②　生活スタイルを見直す　
③　一人で抱え込まない　

「よりそる」のサービスは、更年期及びこ
の時期のお悩みを家族や社会で乗り切る
ためのサービスです。自分一人で抱えてい
ることには限界があります。「よりそる」で
は、1人用と2人用があり、パートナーと一
緒に使いたい、という方もいれば、いきな
りパートナーと使うには気が引ける、とい
う方には1人用を使っていただけるように
なっています。

　あすか製薬の調査では8割以上の男性
が女性特有の不調などを「理解したい」
と言っているくらいですから、男性も本
当はなんらか協力したいと思っておられ
ます。

　しかし、男性側の悩みを聞くと「実際ど
のように声を掛けたらよいかわからない」
と困っている方が多いのも事実です。
　当社では一人用の方には最終的に2人
で使えるようにもっていきながら、サポー
トしあえる体制を作っていきます。お二人
用では、この時期必要なお二人のコミュニ
ケーションや、どのように伝えれば伝わる
か、といったことをお伝えしながらコミュニ
ケーションがスムーズに行くように支援を
しております。

　最近NHKなどでも「更年期はもはや女
性一人で抱える問題ではない。家族や社
会が支援していくべきだ」として特集が組
まれています。昔は一人で行った出産も今
は立ち合いが当たり前になっています。

　女性の苦労を女性一人のものにしな
い、という社会的な動きも出てきていま
す。また、一人用でも二人用でもカウンセ
リングのご利用が可能です。自分一人、も
しくはパートナーとの間では解決できな
い問題などは、是非カウンセリングをご利

用ください。カウンセリングはテキストと
WEBと両方利用でき、月最大5回の利用
が可能（詳細下記QR）。また、無料で参
加できるフォーラムもあり、Yahoo知恵袋
式にお悩みを相談できる場もあります。そ
ちらは心理的安全性を大事にし、基本当
社のサービスユーザー様が中心に回答さ
れたりしています。
悩みの深さや求める回答の正確さに応じ
て有料サービスと無料サービスを使い分
けてみてください。

　体の変化や外部環境の変化はある程度
やむを得ないことです。しかし、この時期
ご自身を整えていくと大抵の苦労は乗り越
えていけるようになります。
今とてもつらい、という方、是非一緒に乗
り越えていきませんか？

　私たちはアドバイスをするわけではな
く、ご相談者の方に情報を提供しながら
「気づきを与え」「ご本人に選択いただ
く」形をとっております。

よりそるの無料フォーラム▼　

https://www.yorisol-konenki-community.com

よりそるのカウンセリング含む有料サービス
（1980円/月
          ＋税▶）

https://uni-que-inc.com/your/yorisol

（NHK）あさイチで紹介された     　「よりそる」とは？

挿絵・写真：Canva.Com
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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

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
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　去る1月29日、The Great Lakes Chapter of the JET Alumni Association（以下、
GLJETAA※）による第６回目となるキャリアフェアが行われた。本イベントは 通常は会
場で行われるが、過去２回ともコロナ感染拡大によりオンライン形態となっており、今年
も関係者全員の安全を考慮し再びオンラインでの開催となった。
　オンラインイベントに参加した約180名は、それぞれが、これからの日本企業での、ま
たは日本語知識を生かしたキャリアの開始、構築に向けて情報を得るために、元JETプ
ログラム参加者等、日本滞在歴がある、など日本関連の仕事に興味を持つ方々が全米
から集まる形となった。　
　イベントは、Ikigai Connections創設者であるカーシャ・リンチ氏によるプレゼンテー
ションで始まった。履歴書作成、インタビューのテクニックについてアドバイスなど丁寧に
説明。また、同イベントのメインとなるキャリアフェアのパネリストには、ビジネス、教育、外
食産業、マンガの翻訳、公共サービスなど、日本に関連する職業のさまざまな分野の経験
を持つパネリストが集合。各自のユニークな経験を共有した。イベントでは多くの質問が飛
び交い、参加者の関心の高さが伺われた。フェア終了後にも連絡先情報が頻繁に交換さ
れるなど、ネットワーキングの機会にも恵まれた。
　プレゼンテーションを終えたカーシャ氏は「日本語や文化のスキルをキャリアに生かす
ことに興味を持つ多くの参加者の姿を見ることができ、嬉しく思った。雇用機会と、場合に
よってはトレーニングが必要ではあるが、彼らの知識、意欲をもって一緒に働くことは、企

Great Lakes JETAAGreat Lakes JETAA

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

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

業にとっても素晴らしい機会になる」と話した。参加者からも「このイベント企画に感謝し
たい。これまで就職説明会に参加したことがなかったが、これは非常に役に立った。仕事
で日本語を使うという話を聞いて、私も日本語の言語と文化のスキルを使って仕事を見つ
けることができると確信できた」との声が聞かれた。
　主催した団体、GLJETAAのカイル・ベレンジャー副会長は「今年もイベントをバーチャ
ルに移行したので、ミシガン州とオハイオ州だけでなく、全米から、さらには海外からも多
くの人々のフェアへの参加が可能になった。今後、私たちは、日本語と日本文化に関心のあ
る人々の広大なコミュニティを引き続きサポートできることを望んでいます」。
　毎年行われるこのジョブフェアが、参加企業、日本企業側にとってもさらに有益なイベ
ントとなっていくことを願う。来年のジョブフェアへ企業側の参加に興味がある場合は、
JETAAへ問い合わせを。(https://greatlakesjetaa.org)　　      　（取材協力：Jetta）

日本関連ジョブ・フェア ２０２２ 開催日本関連ジョブ・フェア ２０２２ 開催

 JAPAN NEWS CLUB 
Japan News Club公式サイトから

Eメール登録すると最新号のお知らせ、その他 
ローカル情報も随時お届けします！

登録はウェブサイトから https://www. JapanNewsClub.com

Instagramアカウント 
@japannewsclub

　▶︎JETAAはJETプログラム※を通して日本滞在を
経験したメンバー達で構成される団体で、同プログ
ラム経験者や日本語を学ぶ現地の学生、また日本企
業就職希望者のために、本イベントを開催。※JETプ
ログラムは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」
(The Japan Exchange and Teaching Programme
の略称。参加者は日本の中学・高校に英語教師サポー
トや文化交流他を目的に数年間、日本各地に派遣され
る- jetprogramme.org）地方自治体が総務省、外務
省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会
(CLAIR)の協力の下に実施されている。
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プーチン殿、ご乱心！？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”

（第229回） By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

３月弥生になりました。当地ミシガンでは桃の節句、ひな祭りもすっかり縁遠くな
りましたが、先月日本の留守宅で義母が虫干しを兼ねて久しぶりに出して飾った

ひな壇の写真を義妹がスマホで撮って送ってくれ、目を楽しませてくれました。娘たち
が小さかった頃同じひな飾りの前で人形を愛でながら柏餅、ちまき、ひなあられなどを
口にしていた遠い昔の光景が頭に浮かび、懐かしく思いました。日本では梅の便りが
聞かれ、南から桜前線が北上する春の訪れが近いようですが、こちらではまだ雪が降
る日があり、冬を抜け出しておりません。それでも少しずつ日が長くなり、日差しも強く
なっているのは間違いありません。

　そうした中で先月下旬に突然起きたロシア軍のウクライナ侵攻は信じ難い事件で
す。先月号の本欄で侵攻がないことを心で祈りながら、もしあるとしたら「北京冬季五
輪閉幕後が一番危ない」と書きましたが、不幸にもそれが当たってしまいました。この
２１世紀の時代に、それも『世界の火薬庫』と呼ばれ、常に紛争の火種が絶えない中
東でも南北朝鮮問題がある極東でも中南米やアフリカでもなくヨーロッパ大陸でこん
なことが起こるとは誰が予想したでしょうか？一体全体、プーチン大統領に何があっ
て、こんな気違いじみた暴挙に出たのでしょうか？

　それに関連して、今月号では「プーチン殿、ご乱心！？」をテーマとして取り上げます。
スポーツの話題は今回お休みです。

　遡（さかのぼ）れば、米軍関係者や国防省が衛星写真などで確認した事実として年
明け早 １々月から１０万人規模のロシア軍大部隊が東部ウクライナ国境付近に集結し
ているというニュースが流れ、その数が２月には１５万人から２０万人近くまで膨らみ、
外交・軍事関係者でなくても２０１４年に起きたロシア軍のクリミア半島占拠の再現
か？と不安な空気が流れました。当時はウクライナに投資しているロシアの大富豪絡み
で政権幹部の贈賄・背任行為、選挙違反などの不正事件でウクライナ前政権は国内

がゴタゴタしており、オバマ政権時代の米国や西側諸国も対ロシア戦略上及び国際安
全保障上の重要拠点として認識はしていても、国家としてのウクライナを完全には信用
できず、経済支援や軍事支援も限定的だったため、ロシア帰属復帰希望者が過半数
であったというクリミア地区住民のレファレンダム（直接国民投票）の結果（不正の疑
いあり）を盾にロシア軍がそのまま居座り、親ロシア派グループとともに無抵抗で占拠
となり、今も継続したままです。

　その後ゼレンスキー大統領就任で政権が安定し、経済的にもロシアの大富豪だけ
でなく西側諸国からの投資や新規開発プロジェクトが進み、軍事面でも同様の支援
を受けて２０１４年の二の舞にはならないと現政権も諸外国も思っていたのですが、
「もしもロシア軍が越境して侵攻すれば過去に前例のない強烈なサンクション（経
済・金融制裁）をする」というバイデン大統領直々、再々の事前警告にもかかわらず、
正式な宣戦布告もないままロシア軍が侵攻してこの緊急事態となりウクライナ政権・国
民だけでなく世界中を驚かせました。プーチンに一体何があったのでしょう？

　動機となる理由は先月号でも少し触れましたが、プーチン大統領は本気で旧ロシア
帝国かソビエト連邦のような専制国家、諸国同盟・連合、社会主義統合経済、覇権政
治復活を目指しているのでしょうか？

　トランプ前大統領就務時代の4年間で米国とNATO同盟国間の相互信用低落、
信頼関係悪化、結束力低下が顕著だったため、ウクライナ侵攻を強行しても米国と 

NATO諸国は足並みが揃わず強硬な対抗手段を取れないだろうと舐めていた節が
あったプーチンは国内で部下に対して我儘し放題だった手前対外的にも大胆に振る
舞わないわけにいかず、何も成果がないままロシア軍撤退という形で一旦振り上げ
た拳を簡単に降ろせなくなり、面子が潰せないプーチンは頑固に意地を張ってわが
ままを押し通した結果だと思います。米国とNATO諸国もプーチンの個人口座・資産

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。。
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の他ロシア最大の銀行を含む主力大手銀行やプーチンの資金源となっている大富豪
の銀行口座凍結、取引停止、SWIFT制度からの除外など、これ以上無いほどの強力
な追加サンクションを実施し彼らの重要な財源、資金源を断ち切っているので、ロシ
ア経済の生命線であるドイツ他西欧諸国向け石油・天然ガス供給ラインの運転停止
や先進国金融・経済圏からのシャットアウトで既に低迷しているロシア経済は更に悪
化して国内動乱・暴動、政権崩壊の引き金になると思われます。ドイツは国内消費石
油の約半分を世界第２位の石油産出国であるロシアから購入していたので米国など
代替え供給源に切り替えて供給確保、レベル維持するのも一苦労ですが、グローバ
ルで石油需給バランスが悪化するため、我々の生活も真っ先にガソリン価格が更に
高騰したり、生活用品などサプライチェーンも影響を受け、今後の展開次第では株価
暴落、経済衰退、最悪世界恐慌に繋がる恐れまであるので、今後の展開から目が離
せません。

　フランスのマクロン大統領他プーチンと直接何度も接触した経験がある複数の政治
家・軍事専門家は、彼の直近の言動が以前と違ってきたと証言し、政治・経済評論家
は継続する新型コロナのパンデミック騒ぎもあってロシアの国家的存在価値や立場が
衰退・弱体化し、国際舞台で孤立化するとともにプーチン自身もロシア国内、国外で孤
立化が進み、焦りと欲求不満でイライラが募り、自分が権力の座にある今もう一度ロシ
アの国際的威厳と栄光を回復して「プーチンがやった！」という歴史的事実を残したい
のではないかというコメントをしています。当たっているように思えます。ひょっとして、
コロナに感染して脳に障害が残り別人になってしまったのかもしれません。（余談です
が、トランプ前大統領が感染した直後の言動については、感染前から常軌を逸した言
動が多かったため、感染後の言動も特に異常とは思われず驚く人がいなかったようで
すが・・・）

　コロナに感染有無は別として、事後情報によるとプーチン大統領はグローバルシーン
でのロシアの権威復活のシナリオを１年前から着 と々計画（妄想？）していた節がある
ようです。国境のロシア軍大部隊集結で威圧し、「戦争は望んでいない。外交で解決
したい」と繰り返しトランプ並みの大嘘をつき、ウクライナ政権と国民に油断をさせて
（させたつもりで）いきなりミサイルで先制攻撃をかけ、続いて戦車など重装備の地
上部隊を送り込めばウクライナ国民の恐怖心と軍関係の犠牲者多数発生で簡単に占
拠、政権奪取できるとクリミヤ占拠と同様に２匹目のドジョウを狙っていたのかもしれ
ません。しかし、ミサイルによる先制攻撃で圧倒的優位を保ちながら地上部隊を送り
込んだロシア軍はウクライナ北方にある首都キエフに続く国内第２の都市ハリコフでは
想定外のウクライナ軍と国民有志の抵抗を受け重装備した軍用車が破壊され一時撤
退を余儀なくされたニュースもありました。ウクライナ側の軍関係者、民間人だけでなく
ロシア軍側にもかなりの犠牲者が出ているようで、ロシア国内の公共放送ではウクラ
イナ側が先に攻撃を仕掛けたとか、ウクライナ国内の２つの地区でロシア親派の人た
ちが虐待・虐殺されており緊急救援を求めているなどとロシア政府の事前検閲・許可
を得たプーチン政権に都合が良い偽情報、プロバガンダ（教宣活動）だけが流されて
いるようですが、SNS情報やウクライナ在住の家族や友人からの直接情報を得ている
十万単位の人たちが各地で停戦要求の抗議活動を始めており既に逮捕者も出ていま
す。ロシア軍側の犠牲者の遺体搬送袋か棺桶がロシア国内に輸送されれば、その家
族や友人、関係者などから事実が伝わり抗議の声が強まるのは必至です。日本を含む
海外でも抗議集会があり、プーチン、ロシアが悪者で非難されるべきという事実は共通
の認識として理解されているようです。

　ウクライナのゼレンスキー大統領は身の危険を承知で国外退去せず居残り、１８
歳から５０歳までの男性は予備役として国内に留まるように義務付け、希望者には、
誰でも銃を支給するとして国民に国家防衛、民主主義維持のための徹底抗戦を呼
びかけ、短期決着を目論んでいたロシア軍にゲリラ戦を仕掛けて簡単に都市部への
侵入を許していないようです。心配なのは、長引くウクライナ側の抵抗に業を煮やし
てプーチンが軍事施設、軍関係者だけでなく民間施設や一般民間人にまで無差別
攻撃を仕掛けないか？です。最新ニュースではプーチン大統領は場合によってはロシ
ア軍保有の核兵器使用もある得る発言をして更に威嚇したようですが、そうなるとた
とえ局地的、限定的な戦術核兵器の使用でも通常兵器とは比較にならない甚大な
被害が出ますので、歴史的な建物や市街地、各種インフラが破壊され、戦争の最終
決着がどうなろうと国の政治・経済機能や日常生活が元に戻るのは至難になります。
プーチンはそこまで狂気の行動には出ないと思いたいですが、今回も可能性はあって
も最後のところで侵攻は思いとどまると思っていたのに強行した事実があり、１００％
ないとは言い切れない不安があります。

　米国もNATO諸国も正式なNATO加盟国でないウクライナに対して軍隊を派遣
したりウクライナ国内でロシア軍と直接交戦など戦闘活動はできないため、有事に
備えてNATOメンバーの隣接国、周辺国に軍隊を派遣増員はしても当事国のウクラ
イナには兵器や軍用資材、消耗品、軍用資金の緊急支給・支援に留まり、隔靴掻痒
（かっかそうよう）の感は否めません。米国のサッキ大統領報道官はTV記者会見で
プーチン大統領の核兵器に関するコメントは『作り上げた脅し』であり真実ではない
としていますが、万一どんな形の核兵器でも使用されたりすれば、NATOの枠を超

えた対応をせざるを得なくなるでしょうし、そうなると米軍またはNATO混成軍はロ
シア軍との直接交戦が避けられなくなり、局地戦から全面戦争、更に絶対にあって
はなりませんが、最悪人類滅亡の第３次世界大戦まで発展し兼ねません。

　ロシア軍の越境侵攻に関しては、プーチンが侵攻開始直前の会見で今更ながらウク
ライナを独立国として認めず、現在親ロシア派が多数を占めるウクライナ東部地区を独
立国として勝手に承認し、その連中をウクライナ側の攻撃から保護する『平和維持軍』
としてロシア軍を派遣するという全く理解不能な詭弁を弄して突然侵攻を開始し、米
国や諸国が即対応しなければそこからなし崩し的に西方に進む意図が見え見えでした
が、この一大事にプーチンと大の仲良しのトランプはこの狡（ずる）賢い戦法を『天才
的』と絶賛し、前国防長官であったマイク・ポンペイオも次期大統領選でトランプが再
当選となれば自分も復活できる可能性に期待してプーチン礼賛のコメントで調子を合
わせていたのが誠に腹立たしい限りです。トランプとその悪党一味はホワイトハウスを
伏魔殿に変えて暗躍し、私利私欲のために謀略の限りを尽くしましたが、内部告発や
部内者によるメディアへの情報リークで悪事がバレると告発者や情報漏洩者を『売国
奴』、『反逆者』呼ばわりしていましたが、国や国民の平和や幸福を蔑ろ（ないがしろ）
にして自分の野望と欲求のためにひた走った過去と敵性国家のリーダーを礼賛する彼
らこそが『売国奴』、『反逆者』であり、最近明らかになった事実でも就務時代にホワ
イトハウスから機密情報書類をフロリダ州マララーガの自宅に持ち出していた行為はそ
の秘密情報を取引条件の餌として私腹を肥すために使っていたとしても全く不思議は
ありません。

　ウクライナでは、ゼレンスキー大統領が事前の国民向けメッセージでパニックになら
ないように冷静を呼びかけ、特に避難命令・勧告を出さずにいたため、いざ実際に侵
攻が始まって国民間の驚きと動揺、混乱は避けられず、避難場所も極めて限定される
ため、食べ物も飲み物もない状態で地下鉄の構内や地下室に一時的に緊急避難する
人たちのニュースが報道され、子供連れの女性の不安な姿、子供を守る健気なコメン
トが印象的でした。その後隣国ポーランドなどへ避難する長い車の列や途中から諦め
て何十マイルも歩いて国境に辿り着いた人たちの映像も流れ、非現実的な環境に置か
れた姿や家族を避難させた後自分はウクライナに戻り国を守るために他の同志と共に
ロシア軍と戦うとコメントした男性の姿に胸が熱くなりました。

　２月末のニュースでは当事者の両国が前提条件抜きでベラルースとの国境付近で
面談交渉の予定があるとの報道がありましたが、直後にそれを否定しロシア側の仕
組んだ偽情報、ガセネタであるとの別情報もあり確認できておりません。本欄も状況
が刻一刻と変わる切迫した中での記述になりますので、印刷物がお手元に届く頃には
古い情報になっていますし、注意していても誤認、誤解、勘違いの可能性がありますの
で、もしそのような場合は平にご容赦願います。

　いずれにしても抗争が長引かず、１日でも早く収束して犠牲者や被害がこれ以上出
ないことをお祈りして末筆と致します。
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2019年の春、私は、妹に案内されて、山口県下関市綾
羅木（あやらぎ）にある、中山（なかやま）神社とそ

れに隣り合う、愛新覚羅(あいしんかくら）社を訪れていま
した。中山神社は、幕末に、公家出身でありながら、尊王
攘夷・倒幕の志士として活躍し、この地で暗殺され非業
の死を遂げた中山忠光（なかやまただみつ）卿を祀ってい
ます。中山忠光卿は明治天皇の母方の叔父にあたります。
その一粒種の娘、南加（なか）が日本の名門候爵嵯峨家
に嫁入りし、その孫として生まれたのが、嵯峨浩（さがひ
ろ）です。愛新覚羅社には、満洲国皇帝の弟愛新覚羅 溥
傑（ふけつ）とその妻、浩（ひろ）、そしてその娘、慧生（え
いせい）の三人が神様として祀ってあります。中山神社と
その隣にひっそり寄り添う小さな愛新覚羅社に祀られた
計四人の数奇な運命を思いながら私は胸がいっぱいにな
りました。愛新覚羅社は響灘を望む下関市綾羅木の高台
に、満洲・中国大陸に向かって建てられています。

　嵯峨浩(さがひろ)は1914年、嵯峨侯爵家の父実勝と母
尚子の間の長女として東京に生まれました。嵯峨家は、
明治以前までは、王親町三条（おおぎまちさんじょう）を
名乗り、五摂家（せっけ）、九清華家（せいがけ）につぐ、
公家の名門で、祖父嵯峨公勝（さがきんとう）侯爵の妻で
浩の祖母である南加（なか）は、幕末の尊王攘夷派の公
家で天誅組（てんちゅうぐみ）の総大将であった中山忠光
が、奈良県五條市での挙兵に失敗し、長州に逃れて身を
隠していた時に生まれた、ただ一人の忘れ形見でした。こ
の中山忠光は、ここ山口県下関市で長州藩内の俗論派に
発見され、暗殺されます。享年わずか19歳でした。忠光
の姉、中山慶子は孝明天皇の側室で明治天皇の生母でし
た。つまり、浩は、父方の曽祖父が明治天皇の叔父にあた
るという、明治天皇と非常に近い姻戚関係にありました。

　嵯峨浩は父母及び三人の妹と一人の弟の家族の長女と
して、女子学習院高等科を卒業後、油絵に熱中して良家
の令嬢として気ままな生活を送っていたところ、1936年、
23歳の時、満洲国皇帝の弟、愛新覚羅溥傑（あいしんかく
らふけつ）の婚約相手として白羽の矢が立ちました。

　愛新覚羅 溥儀(あいしんかくら　ふぎ）は、17世紀、満
洲地方の女真族を統一して後金を建国した太祖愛新覚羅
ヌルハチから数えて12代目の清の皇帝でした。愛新覚羅 
溥傑（あいしんかくら ふけつ）は、1907年生まれ、兄の溥
儀（ふぎ）は清の第11代皇帝、ラストエンペラーで、その後
1934年満洲国皇帝となります。溥儀（ふぎ）と溥傑（ふけ
つ）は1歳違いの兄と弟でした。兄に子がいなかったため、
兄が満洲国皇帝になると、1937年に制定された帝位継承
法という法律で、溥傑は皇嗣となりました。1923年、関東
大震災が起きると、皇帝溥儀は、紫禁城の貴重な宝飾品
などを、日本に義援品として送りました。

　溥傑（ふけつ）は、遡ること1924年、満洲貴族の娘と結
婚しますが、子供はなく、のちに離婚します。溥傑は1929
年、学習院に入学し、日本語を流暢に喋れるようになり、そ
の後、日本陸軍士官学校に入学し、1935年卒業します。卒
業に際して、関東軍本庄繁（ほんじょうしげる）などの後押
しで、日本の貴族の娘嵯峨浩とお見合いし、1937年、結婚
することになりました。全くの政略結婚でしたが、二人の間
には強い愛が生まれたと言われています。溥傑は駐日満洲
国大使館付き武官に任命され、二人は、千葉県稲毛海岸の
新居で生活し、その後、満洲帝国近衛歩兵連隊上尉に任
命された溥傑に伴って家族は満洲国の首都新京（しんきょ
う、現在の長春）で生活を始めます。東京と新京を行った
り来たりの生活があり、二人の娘、慧生（えいせい）と嫮生
（こせい）に恵まれます。1945年2月、7歳の慧生（えいせ

い）を学校のため日本に残して、溥傑、浩、嫮生（こせい）
の三人が新京にもどります。これが慧生と父の最後の別れ
になりました。1945年８月9日、日ソ中立条約が有効期限
中であるにもかかわらず、大量のソ連軍が、条約を破って、
突然一斉にソ満国境を超え、満洲になだれ込みます。不意
打ちを食らった満洲帝国軍および関東軍は、急遽、首都新
京から、あらかじめ第2首都と決められていた朝満国境に
近い通化（つうか）に首都を移すことを決め、溥儀、溥傑、
およびその家族、国務院の要人たちは、特別列車で通化
に避難し、そこも危険だとの噂が流れたため、さらに大栗
子（だいりつし）という小さな街に移動し、そこで国務院が
満洲帝国の終焉を宣言し、溥儀が皇帝退位を宣言します。
この後、溥儀と溥傑は日本に亡命するため専用飛行機で奉
天（ほうてん）経由で東京に向かいますが、奉天空港で乗
り継ぎ待ちをしているところにソ連軍がやってきて逮捕さ
れ、シベリヤに抑留され、のち、中華人民共和国が建国さ
れたのち、満洲にある撫順（ぶじゅん）戦犯収容所で長い
間洗脳教育を受けることになります。

　大栗子に残された浩と嫮生の運命も大変惨めなもので
した。暴徒とソ連軍、中共八路軍に怯えながら大栗子か
ら、臨江を経て通化に入ると、そこでは、中共八路軍が、日
本人や満洲人の金持や要人に対して毎日のように市中引き
回しの上、“人民裁判”を行い、勝手な“罪”をでっち上げては
公開処刑、虐殺し、身ぐるみ剥がして金品を吐き出させ、骨
の髄までしゃぶりつくような扱いをし続けていました。大
村卓一満鉄総裁は、満鉄の総裁であったという理由だけ
で逮捕、暴行を受け、獄中死しました。万里の長城以南で
は、旧日本兵の日本帰国は順調に進んでいましたが、満洲
では、在満日本人から金品を搾り尽くしたり、日本人の医者
や看護師、技術者、パイロットなど、中共にとって喉から手
が出るほど欲しい人材を甘言を使って自分達の協力者にし
たりする一方、八路軍に反抗するもの、八路軍にとって用
のないものは容赦なく殺すという政策が続けられていて、
日本帰国事業は一向に進められてはいませんでした。こう
した状況にたまりかねて、1946年2月2日、旧日本軍人の有
志が、ピストルや手斧などのありあわせの武器で蜂起し、
通化の八路軍本部を襲いますが、日本軍から接収した重火
器で武装した八路軍の前に敗退します。日本軍の一部は、
浩や嫮生、婉容皇后などの満州貴人を救出の為突入に成
功しますが、皇帝の乳母の右手が砲弾で吹き飛ばされる
など、悲惨な迫撃戦の後、日本軍は壊滅します。その後、
長い、陰惨な八路軍の報復が、通化に住んでいた日本人全
体に対して行われ、首謀者とされた藤田大佐は、“戦利品”と
して、市内のデパートに後ろ手に縛られて棒にくくりつけら
れて立たされて晒し者にされ、懺悔の言葉を一日中言わさ
れ、大小便など垂れ流しのまま肺炎を発症して死亡しまし
た。通化市では多くの日本人たちが言葉に尽くせない悲惨
な扱いを受けました。菅義偉前総理の父上も満鉄職員とし
て通化で終戦を迎えられたそうです。

　浩や嫮生は命は助かりましたが、その後、八路軍の厳し
い尋問を受け、新京、吉林、延吉、チャムスなどに連れ回
された後、やっと釈放されます。その間に、麻薬中毒を患っ
ていた婉容皇后は、獄中死します。その後母娘は粗末な身
なりに身をやつし、ハルビン経由で日本人引き上げ団に混
じって、葫蘆島（ころとう）で引き上げ船の到着を待ってい
ましたが、そこで国民党軍に発見されて身柄を拘束され、
北京を経由して上海へ移されました。1946年12月、浩母
子は上海の拘束場所から田中徹雄元陸軍大尉に発見救出
され、最後の引き上げ船で日本に帰国することができまし
た。日本に帰国後は、嵯峨家に預けていた慧生と合流し、

母娘３人で消息の不明な夫の身を案じながらの暮らしが続
きました。1954年、長女の慧生が支那語で周恩来首相宛
に書いた手紙を周恩来が読んだことをきっかけに、撫順戦
犯収容所に勾留中であった夫との文通が許され、夫の無
事がわかりました。やっと夫の消息が知れ、一家に希望と
安堵の光が射し始めた時、次の事件が起こります。　

　1957年、学習院大学在学中の長女慧生が、突然行方不
明となり、家族や親族、学友、警察の必死の捜索の結果、4
日後に伊豆天城山中で同級生で平民の大久保武道とピス
トル心中(浩及び嵯 峨家の見解では無理心中)しているのが
発見されました。ピストルは、家から武道が元軍人の父親
の所持していたものを持ち出したと言われています。享年
19歳。奇しくも、高祖父の中山忠光が暗殺されて死亡した
歳と一緒でした。慧生は、当時皇太子（後の平成天皇）妃
候補として噂されるほど、美しく、才色兼備な学生でした。
浩は強い悲しみに襲われます。

　1960年、溥傑が解放され、浩は中国北京で溥傑と16
年ぶりの再会を果たしました。この後、浩は夫と共に、北
京に住みしばらく静かで平和な日 を々過ごしますが、再び
二人に悪夢が襲います。1966年、毛沢東の指導する文化
大革命が始まり、溥傑と浩は黒五類という最悪の出身階
級に分類され、1966年には二人の自宅が紅衛兵に襲わ
れ、命の危険に晒されました。周恩来の介入で二人はか
ろうじて命を救われましたが、この事件で二人にとって中
国は安住の地ではないことを思い知らされました。1987
年、浩は北京で腎不全により死去。夫の溥傑は1994年に
死亡、慧生、浩、溥傑の遺骨はそれぞれ半分に分けられ、
半分は山口県下関市にある愛新覚羅社に納骨され、半分
は、中国妙峰山上空より散骨されました。

　日本で名門侯爵家のお姫様として生まれ、育ち、満洲
帝国の皇帝の弟と結ばれて二人の娘を授かる幸せの絶頂
から、満洲帝国の崩壊、夫との16年間の生き別れ、幼い嫮
生の手を引いて共産軍に囚われて悲惨な流転の苦労を重
ね、ようやく日本に帰り、夫の消息も知れたその後、突然
長女の慧生を悲劇的な死によって失い、その傷がやっと
癒えた頃、文化大革命で黒五類として糾弾され命の危険
に晒されるなど、波瀾万丈の人生を送り、しかし、その中
でも、強い愛情と意志で生き抜いてきた浩の生き様に日
本の女性の芯の強さを思い知らされます。

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/

     参考文献：
• 「流転の王妃の昭和史」愛新覚羅浩著 2012

　中央文庫
• 「流転の子　最後の皇女・愛新覚羅嫮生」

本岡典子著　2011 中央公論新社
• 「8月15日からの戦争“通化事件”ーー日本

人が知らない満洲国の悲劇」加藤康男著　
2018  扶桑社　

出典：ウィキペディアより
愛新覚羅溥傑と嵯峨浩　

 日本の歴史を振り返るスピンオフ心臓病治療の最前線

〜幕末、明治、大正の女 性たち〜
 Vol . 3     Hiro  Ai shinkakura　 愛新覚羅 浩愛新覚羅 浩

愛新覚羅社に隣接して、愛新覚羅浩、溥傑、慧生の遺
品を展示した宝物館があります。ここにしかない遺品の
数々が展示されています。山口県下関市綾羅木本町。
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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。

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

　凍てつくような日々が続くのも、あと少し。霜柱を靴底に砕く音を聞きながら周
囲と自身を励まし、開花の便りと優しくあたたかな春の日差しを待ち侘びており
ます。騒々しい人類関係の世界ニュースをしばし脇へ置きます事と致しますれば、
夕刻の闇の訪れが確実に遅くなっている事実に気付いて微妙で繊細な風の変化
を肌で感じております。

　あと何年か経ちもう少し諸々の情勢が安定し、且つまとまった休暇がとれるよう
になりましたら、1988年にGreat Lakes Commission (Ann Arbor, MI) が打
ち立てたという風光明媚なサークルツアールートの、五大湖に境を接する全8州（と、
カナダのオンタリオ州）を通り抜ける6500マイル走破を夢見ております。全米の表
流水の90%の源である “des Grands Lacs” の最寄りにご縁あり居を構えること
になったのですから、その荘厳な自然の厳しさと美を、より近くで感じ鑑賞する旅に
出てみたいと思っております。

　五大湖はじめ、地球の尊い財産である名所や希少な生物の数々が、深刻な環境
汚染や心無い生息地破壊により深刻な危機を迎えていることは今更私が申し上げ
るまでもございませんが、私の身近にある話題で、アメリカのワシントン州からカナ
ダにかけての西海岸で環境汚染に起因する鉛中毒により飛べなくなった白鳥が、な
すすべもなく無力のまま死に至る事例が確認され続けているというものがあり、そ
の白鳥らを何とか救うことが出来ないかと知人が海岸線をボランティアとして奔走
し、尽力し続けております。

　現実が落とす暗い影につい沈みがちな心を奮い立たせるため、レンギョウの枝を
買ってまいりました。厳しく暗く長い冬が明けた頃に目に飛び込んで来る黄金色の
花。これを生垣に仕立ててある御宅の前を私はのんびり散歩するのを毎春の楽し
みに致しておりまして、今年は一足早く同じ景色を見たくなったのです。もう40年近
く桐箱の中に入ったままであった染付の壺を出してきて固い蕾の付いたその枝を投
げ入れ、外は雪と氷に覆われた如月の半ばに、それがゆっくりと一週間をかけ開花
してゆく様を愛でておりました。レンギョウの英名はイギリスの植物学者名に因み
Forsythia、一般名はGolden Bells 又はYellow Bells で親しまれており御好み
の方も多いかと存じます。「希望」の花言葉を持ち、ここミシガンではデッキの上に
鉢で越冬させても春に必ず開花してくれる、寒さに強く丈夫な植物です。子どもに
観察画など描かせたらきっとそれぞれの感性で独特の良い絵を描いてくれることで
しょう。写真では決して残ることの無い、絵画の人間味溢れるあたたかさを私は好
みます。切り花として長持ちする Limonium の可憐な小花や Moluccella (Bells 
of Ireland) の新緑色と取り合わせて洋風の印象に生けたり、他に春花の球根など
室内で水栽培しその香りを楽しむのもこの季節の楽しみのひとつです。

　久しぶりに松谷みよ子氏の赤ちゃん向けの絵本「のせて のせて」に再会する
チャンスに恵まれました。まこちゃんの自動車にのせてほしいうさぎ、くま、ねずみの
一家、みんなをのせてまこちゃんのじどうしゃは突然真っ暗なトンネルに入ってしま
います。でも最後のページでは「でた！おひさまだ！さあ いくぞ びゅーん」で、挿絵
のまこちゃんと動物達はいっせいに笑顔で万歳をしている姿が載っています。屋内
で開き始めた蘭や鉢植えのお花たちにも気持ちを支えられ、無駄を極力抑える暮ら
しや身の回りに配慮する考え方を次世代の子供たちに伝え、美しい地球へ恩返し
せんと努めております。

織田貴和子

《お花の随筆　第59回》　
雪解け道

Forsythia Golden Bells

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。



March 2022・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 9

 

言言葉葉のの架架けけ橋橋 

色に関する言い回し　（3）色に関する言い回し　（3）

〜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 41 4 4 −−

　今回は、「青」です。まず、青には成熟していないという意味合いがあります。
その関係で行くと、まず「青臭い」という言葉がありますが、これは、面白いこ
とに英語では経験がないということで “green” (inexperienced, im-
mature も使えます) になります。尤も、日本語で青と言った場合、緑も含む
場合が多くありますね。例えば、信号の色は「青」と言いますが、実際には緑
色です。野菜なども「青 と々した」という場合、緑色を指していますね。
    
　さて、続けて「尻が青い」。これは青い蒙古斑 (Mongolian mark/spot) がま
だ残っているような未熟な人を指すのですが、英語では “wet behind the ears”
（耳の後ろが濡れた）という面白い表現が、一番感じが似ていると思います。

　「青田買い・青田刈り」という表現があります。まだ米が実っていない、稲が
青 と々しているうちに買い取る、あるいは刈り取る、ということで大学生のうちに
雇用契約を結ぶ意味で米国にはない概念ですので、説明が必要で、“start 
recruiting college students earlier than the officially agreed 
date” と言えば良いでしょう。

　もう一つ、「青二才」という表現をご存知だと思います。これも未熟者と
いう意味合いで、英語ではまさに “He is stil l  green.” また、“callow 
youth” とも言えます。日本語の「青」に対して持つ感覚と英語の “green” に
対して持つ感覚がほぼイコールだということがわかります。

　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 

 

 
 

　日本では梅の開花の便りが聞こえますが、ミシガンでは寒い日々が続いていますね。

「ひと月に1作品」、今月は2000年に発表された映画”The Legend of Bagger Vance” 
（邦題：バガー・バンスの伝説）をご紹介します。

　時は1932年。大恐慌のさなかにジョージア州サバンナに作られたゴルフコースが舞
台です。マット・デーモン扮する主人公のラナルフ・ジュナは、16歳の時にジョージアオー
プンで優勝し、地元サバンナから期待
されたゴルフプレイヤーでした。街の実
業家の娘アデルと恋に落ち、華やかな生
活を送っていましたが、第一世界大戦が
始まると出征を志願。名誉勲章を与えら
れるほど戦地でも活躍したものの、過
酷な戦いのせいでトラウマになり、地元
に帰ってからは何もせず身を隠すように 
暮らしていました。

　地元ハードウェア店の息子ハーディ・グリーブスは、ジュナが帰還した時は10歳でした。
お父さんからジュナのゴルフの活躍を繰り返し聞いて、ジュナのようなゴルファーになりた
いと夢見ていました。

　大恐慌のせいで事業に行き詰まったアデルの父親は、ピストル自殺してしまいます。
借金だらけの家業を立て直すべくアデルが考えついた奇策は、父が遺してくれたゴルフリ
ゾートに有名選手を呼んで、トーナメントを開催することでした。地元アトランタには、あ
の球聖がいます。アデルはビジネスの才があるに違いありません。えーほんとに！？と叫び
たくなるような当時の超大物選手2人の参加を取り付けます。みんなの元ヒーロー、ジュナ
も参加し、3人でマッチプレイが行われることになりました。ジュナのキャディを申し出た
のが、バガー・ヴァンス（ウィル・リー）でした。

　いきなり幽霊のように闇から現れ、とんでもないタイミングで去るキャディのバ
ガー・ヴァンス。トーナメントの最中も、”Don’t think about it, just feel the field and 
harmony”、”I can’t take you there, but I hope you find your way”（作中より引用）など
意味深で哲学的な言葉で、迷えるジュナを導きます。試合中に追い詰められている時は極
度のストロンググリップだったのに、集中力が高まるにつれてナチュラルグリップに変わっ
ていくのは、芸コマな演出です。だいたいバガー・ヴァンス(Bagger Vance)なんて変わった
名前はどうしてなのだろうと思い、baggerを辞書で調べたら、野球のベースと、容貌の良
くない女性、という意味がありました。ピンと来ないのでウィキペディアを読み進めると、
その答えが見つかりました。

　映画評論家P.トラバースによると、バガー・ヴァンスとラナルフ・ジュナの名前は、なんと
紀元前に書かれたヒンドゥ教の聖典、Bhagavad-Gita（バガヴァッド・ギータ）に由来する
ものだとか。バガヴァッド・ギータは「バガヴァン（神）の詩」という意味で、戦いたくない
迷える戦士アルジュナ（Arjuna）が神様バガヴァンの教えを受け人生の倫理を学ぶという
ストーリーです。ナハトム・ガンディは、この聖典を「スピリチュアル・ディクショナリー」と
呼んでいるそうです。つまり、神＝バガヴァンがBagger Vance（バガー・ヴァンス）に、戦士
アルジュナがR.Junah（アール・ジュナ）になりました。うぅむ、何か深いものを感じます。

　誰もが沈んでいた時代の、悲哀あり、ちょっぴり笑いあり、ロマンスあり、ゴルフの教え
あり、の映画です。さすがロバート・レッドフォードの監督作品、海岸線やリンクスコース
の映像とそれに乗せた音楽は目を見張るものがあります。ロケは、サウスカロライナにあ
る世界屈指の難コースKiawah Island Golf Resortと、ゴルフのメッカ・ヒルトンヘッドの近
くにあるColleton River Clubで行われました。マッチプレイの勝敗が決まるクライマックス
の18番ホールは、なんと20万ドルをかけて映画のために作ったのだそうです。当時のゴル
フウェアやゴルフクラブ、華やかなクラブハウスの様子も興味深いです。ゴルフのルールも
ちょっと違います。バガー・バンスの伝説、ゴルフが恋しくなったらぜひご覧ください。

(参照：『The Legend of Bagger Vance』 2000年 監督：Robert Redford, Dream Works 
Pictures/20th Century Fox 邦題『バガー・バンスの伝説』）
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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。

“I’m ok, thanks.”:
私は結構です。ありがとう。

 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

申し出を断る簡単な言い方は
    “I 'm ok, thank s.” 「私は結構です。ありがとう。」

•　　“Would you like a piece of pie?”  
  “I'm ok, thanks.  It looks good, though!” 
   「パイはいかがですか？」
   「私は結構です。ありがとう。でもおいしそうですね！」）
• “Would you like to open a credit card?”
  “Oh, I'm ok, thanks.” 
   「クレジットカードをお作りしましょうか？」
   「あっ、私は結構です。ありがとう。」）
• “Would you like to start a dressing room?” 
  “Thank you, but I'm ok.” 
   「更衣室をご利用になりますか？」
   「ありがとうございます。でも結構です。」）
• “Would you like more coke?” 
  “Oh, I'm okay, thank you.  We are done.”
    「もっとコーラはいかがですか？」
  　　　　「あっ、私は結構です。ありがとう。ご馳走様でした。」

もし手作りの食べ物、状態の良いおさがりの服、必要のない手助けのような、何か特
別な申し出を受けた場合は、断るためのいい言い訳が要ります。 “I'm ok.”（私は結構です）
だけではいけないでしょう。

•  “Would you like a cookie I made?” 
  “Ohhhh, that looks so good but I am on a diet!  Maybe next time?” 
   「私の作ったクッキはいかがですか？」
   「 えっと、とても美味しそうだけど、ダイエット中なの！今度でいい 

  かしら？」
• “Would you like me to help you with your English homework?”
   “Oh, thank you for the kind offer, but I'm okay.  I can't study unless
     I am by myself and listening to music!” 
   「あなたの英語の宿題を手伝いましょうか？」
   「ご親切にありがとう。でも大丈夫です。私は一人で音楽を聴きな   

  がらでないと勉強ができないの！」）
• “Would you like me to drive your child to school?” “Oh, you’ re so kind, but 

my husband is going to drive him.  Thank you though!!!” 
   「お子さんを学校まで車で送りましょうか？」
   「あら、親切にありがとう。でも主人が送っていくから大丈夫です。 

  本当にありがとう !!!」）
• “I can loan you $20 if you need.” 
  “Oh, thank you very much, but I'm ok.  I'll figure something out.” 
   「もしよかったら＄２０ドル貸しましょうか？」
   「あら、どうもありがとう。でも結構です。ちょっと考えるわ。」）
私たちは、頭の中で文をどのように翻訳するかを考えていると、よく簡単な単語や文法
に戻ってしまいます。これが原因であなたは英語で “No, thank you” と言ってしまうし
だろうし、私も日本語で “いらない” や “イヤ” と言ってしまうのでしょう。しかし、日
本語でも丁寧な言い方は “あっ、ありがとう。結構です。” というので、次回からは
“I'm okay, thanks!” と言える練習をしましょう。

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

3月のイベント 2022年3月1日～3月31日の間、Eメールにて無料でご相談を
お受けいたします。

　　　私は大学で初めて日本人のルームメイトを知った思い出があります。ある週末に、私は
彼女に一緒にイベントに行くか誘ってみました。彼女は少しの間考えて “No.” と答えまし
た。私は彼女の率直さに驚かされたのを覚えています。実際の状況で、私がフランス語や
日本語を話す時に同じ簡単な言語構成を使ったように、今ではそれが言語を学ぶ上での
問題であって、文化的な問題ではない事を理解しています。そこで、このブログの英語のヒン
トは “no.” と言わない方法をご紹介します。

育児をする上で、何か気になることはありませんか？
Dr. KがJapan News Clubで、そのご質問にこたえてくださいます！

（３月号本紙　P. 13)

◆　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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1. 1. かかりつけ医にかかるかかりつけ医にかかる

　英語が堪能かつ、かかりつけ医の紹介なしで直
接精神科の専門医にかかることできるタイプの健
康保険を持っている一部の人を除き、最初のステッ
プになるのが、かかりつけ医の受診です。日本で診
察を受け、内服薬などの治療を受けている人は紹
介状、お薬手帳、そして手元にある処方薬を持参さ
れることをお勧めします。比較的症状が軽く、安定
しているうつ病や不安症の方達のケアはかかりつけ
医で続けることができることが殆どです。

　今までに精神科的な病気にかかったことはない
けれども、具合が悪い場合、または以前に病気に
なったことはあるけれども現在は治療を受けておら
ず、治療を再開したい場合などは、まずかかりつけ
医に相談することになります。ここでも症状が比較
的軽く、一般的な薬などで治療可能であれば、その
ままかかりつけ医で治療を受けることになります。

2.2. 精神科専門医にかかる精神科専門医にかかる

　双極性障害や統合失調症は複数の薬を組み合わ
せるなど、専門的な治療が必要ですので、かかりつ
け医から専門医に紹介をされ治療を続けることに
なります。また、うつ病や不安症といった病気でも日
本で専門の先生から複数の薬を処方される必要が
あった様な方達は専門医に紹介される場合がありま
す。かかりつけ医での治療で十分に具合が良くなら
なかった場合にも専門医に紹介されます。

　アメリカでは専門医を受診する予約がすぐに取
れないことが予想されますので、もしもご自分が専
門医にかかる必要がありそうだと思われたら、手元
のお薬が十分にあるうちに専門医への受診の手配
をされることをお勧めします。

　専門医のクリニックは大学病院などの規模の大き
な医療機関に所属しているものと、その様な機関から
独立したクリニックがあります。規模の大きな医療機
関に属するクリニックは日本語の通訳をつけることが
できる可能性が高い一方、受診までの待ち時間が長
くなる傾向があります。小規模の独立したクリニック
は通訳などのサービスが一般的ではない可能性があ
りますが、予約は取りやすい可能性があります。お手
持ちの健康保険の種類によって、受診することがで
きるクリニックが変わってくることもありますので、ご
不明な場合は保険会社に受診可能な精神科専門医・ 
クリニックのリストをお問い合わせください。

3. 3. カウンセリングをうけるカウンセリングをうける

　メンタルヘルスケアは多くの場合、処方薬とカウン
セリングを上手く組み合わせると治療の効果が上が
ります。病気や重症度によってはカウンセリングのみ
で治療を行う場合もあります。カウンセリングはかか
りつけ医のクリニックに所属するソーシャルワーカー
が行う場合と、専門の臨床心理士が行う場合があり
ます。臨床心理士は精神科のクリニックに所属して
いる場合と、独立して診療している場合があります。
一般にカウンセリングの手法は治療する病気に合わ
せてガイドラインが決まっていますが、カウンセラー
との相性により、とても上手く行く場合としっくりこ
ない場合があります。カウンセリングの流れが通訳
を介することで途切れ途切れになり、通訳を介さず
英語で話す方が良いと感じる方もいます。この辺は
実際に試してみないとわからない部分もありますの
で、カウンセリングに興味がある場合にはかかりつ
け医にご相談ください。

4. 4. メンタルヘルスケアの薬についてメンタルヘルスケアの薬について

　メンタルヘルス、精神科疾患の処方薬の使い方は
日本とアメリカで異なっていることがあります。アメ
リカでは一般的に依存性の少ない薬をなるべく少
数使うことを目指します。また、日本とアメリカでは
治療に認可されている薬の種類や数に違いがあり
ます。そのため、日本から処方されてきた薬がその
まま続けることができないことが多くあります。特
に、ベンゾジアゼピン系（デパス、マイスリーなど）
という、日本では不安症や不眠症に頻繁に処方さ
れる薬はアメリカではその強い依存性のために麻
薬系鎮痛薬と同様に厳しく処方が管理されており、
可能であれば使用を避けるようになっています。日
本から処方された薬がアメリカにない場合や、アメ
リカでの使用が勧められていない場合には処方薬
の調整をする必要があります。時間をかけて安全に
行う必要がある場合もありますので、お手持ちの薬
が多めにあるうちにかかりつけ医にご相談されるこ
とをお勧めします。

　アメリカに来てから新しい薬が処方されることに
なった場合、可能であれば日本でも認可をされてい
て、一般的に使われている薬から使う様になります。
そうすることで、日本に戻られてからも治療をスムー
スに続けることができます。

5. 5. 医療休暇について医療休暇について

　病気の重症度によっては治療の一環として、仕事
を減らしたり、休んだりすることが必要になること
もあります。または、ご自分でも仕事を減らす必要性
があると感じることもあるでしょう。１、２週間の短
期間の休みであれば医師からの手紙を職場に提出
するだけで十分であることが殆どですが、長い医療
休暇をとるためには会社から指定される書類手続き
（FMLA: Family and Medical Leave Act）が必要に
なります。この書類は作成にある程度時間（一般的
に2−３週間みておくことが安全です）がかかったり、
書類作成のための受診が必要だったりするので、必
要な場合には余裕を持ってかかりつけ医、または専
門医にお問い合わせすることをお勧めします。

　医療休暇を取っても十分に回復しない場合、また
は日本での療養を希望される場合には、当初の予定
を前倒しして日本に帰国することを決める方もいま
す。この場合も帰国の準備をするために仕事を調整
する必要がありますので、かかりつけ医と連携しな
がら職場との調整をし、準備されることになります。
調子が悪いときに引っ越しの準備をすることは大変
ですが、日本への帰国により家族や友人のサポート
を受けながら、日本語で診療とカウンセリングを受
けることができるメリットがあります。

6. 6. 小児のメンタルヘルス小児のメンタルヘルス

　小児のメンタルヘルスは幼児期、思春期前後など
成長発達の時期により、かかりやすい病気や対応が
異なってきます。まずはかかりつけ医を受診し、比較
的軽度な問題であればそこで対応されます。専門医
にかかる必要がある場合には年齢と状況にあった適
切なクリニックに紹介されます。

　メンタルケアは、体調管理と同様に、早めに異変に
気付いて対処することが大切です。落ち込む、やる気が
わかない、楽しいはずのことが楽しめない、夜寝られな
い、朝すっきり起きられない、いつも疲れている、様々
な事が心配で仕方がない、仕事や学校にいくのがつら
い、などの症状がある場合は、かかりつけ医に早めに
相談しましょう。

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。  https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program　　▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの 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

メンタルヘルスケアの受け方1515

多くの在米邦人は日本からアメリカに引越し、慣れない土地で言葉の壁に苦労しながら生活をしています。その中で、自分に必
要なメンタルヘルスケア（精神科医療）を受けることは一般的な医療を受けることと同様に大切なことです。日本にいる頃か

らうつ病、双極性障害、不安症、統合失調症、ADHD（注意欠如・多動症）、人格障害（パーソナリティ障害）などの診断を受けていて
治療を続ける必要がある場合はもちろん、アメリカに来てから精神的な病気にかかることもあります。今回はその様な時にどの様に
メンタルヘルスケアを受けることができるかを解説します。

医師　清田礼乃 (きよたあやの)   
ミシガン大学医学部 家庭医学科助教授

千葉県出身。聖マリアンナ医科大学卒業。
University of Pittsburgh Medical Center 
Shadyside 家庭医学研修、Detroit Medical 
Center / Wayne State University ホスピ

ス・緩和医学フェローシップ、University of Hawaii 老年医学フェ
ローシップ、およびUniversity of Hawaii医学教育フェローシップ
修了。2016年よりミシガン大学医学部家庭医学科に所属しLivonia 
Health Center, Chelsea Retirement Community, 及びミシガン
大学病院にて家庭医学、老年医学、緩和医療の診療をしています。

***
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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!!

「土曜日は、週に一度の真剣勝負」
　～デトロイトりんご会補習授業校　加藤教頭先生ご帰任インタビュー

　デトロイトりんご会補習授業校には日本国政府派遣教員が校長、教頭として来米し、
教務を掌り、現地採用の講師の指導に当たっている。このたび、３年間の派遣期間を終
了し３月に帰国となる加藤義行教頭先生に帰任にあたってのオンライン・インタビューに
お答えいただいた。

―デトロイトに来る前にはどのような印象をお持ちでしたか。

　予備知識があったわけではありません。約25年前にワシントンの補習校に赴任した
際、フライトはデトロイト経由だった縁があります。デトロイトは犯罪が多い、と周囲に
脅かされましたが、住んでいる地域はデトロイトの街から離れており、住みやすく自然
が多いところでした。

―この３年間で印象に残っていることをお願いします。

　コロナの感染が拡大していったことです。赴任１年目が終わろうとしていたころでし
た。卒業式も中止になり、入学式もありませんでした。2020年5月から当時の校長先生
であった井口校長先生の先導で補習授業校はネットによる授業を開始しました。手探
りの状態でとにもかくにもスタートしました。今思うと、このように前に進めることができ
たことが1年後（2021年5月）の対面授業再開につながったのだと思います。自分が経
験したことのないことを補習校の講師の先生たちにしていただきました。私自身も学ぶ
ことがありました。また、現地校で教えていらっしゃる先生もいて、ついていこう、という
気持ちでした。

―お仕事から話題を変えて、生活のことをお伺いします。

　ミシガンならではの自然が豊かだと思います。散歩中に鹿に出会えることです。日本
では東京に住んでいたので、そんなことはあり得ませんでした。車で１５分のところにあ
るケンジントン・メトロパークでは野鳥、鹿に会えます。

　この３年間で五大湖をひととおり見ました。海みたいですね。その中で印象に残って
いるのはスペリオール湖です。２年目の夏にアップノースに旅行に行きました。五大湖、
「Great Lakes」はまさにその名の通りと感じます。

　ノバイ地区は日本人、日本食も多く、過ごしやすかったです。昨年の秋、ボストンから
友人が来た時にノバイ地区のことを「LittLe Japan」と言っていました。前回赴任したワ
シントンにも日本人は住んでいましたが、車で４０分ほどのところに行かないとこのよう
な日本のものがそろうところはありませんでした。

―最後に海外で学ぶ、生活する生徒さんへのメッセージをお願いします。

　日本では中学校の教員でした。日本で生活していると見えないものが、海外で暮らし
ていると見えてくるものを大切にしてほしいと思います。海外で身に付けた感覚は日本

に帰ったときだけではなく、海外でも役に立ちます。その経験を、人生、仕事に生かして
いってほしいと思います。「土曜日は週に一度の真剣勝負」と補習校の生徒さんにお話
ししました。日本の学校では明日もある、あさってもあります。補習校はそれとは違い、
週に一度しか授業がありません。限られた時間で伝えなければなりません。それを真剣
勝負、と呼びました。

　派遣教員の方々はそれぞれ研究テーマをもって赴任中に研究し、帰国後発表するとい
う。コロナ禍により深められなかったのが残念、と加藤先生はおっしゃっていた。しかし、
イマージョン教育を行う学校が身近にあるということは、アメリカの懐の深さを感じた、と
おっしゃっていた。また、前回２５年前のアメリカ赴任の時は現役だったので、４月からす
ぐ次の学校へ異動という慌ただしさだった、今回はシニア派遣なのでそのようなこともな
く、むしろ整理する時間を持ちたい、とおっしゃっていた。

＊＊＊＊＊＊

　りんご会補習授業校には経
験豊かな派遣教員が日本から
いらっしゃり、春風のように爽
やかにまた日本へお戻りにな
る。海外では一期一会、まさに
その通りだ。　

　加藤先生はご帰国後も海
外で見えたもの、真剣勝負の
意味を学んだ生徒さんを心の
中で応援していらっしゃるに 
違いない。　　　　　　

  　  （JnC)

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
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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！
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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

「コンカッション」がその年のゴールデングローブ賞に
ノミネートされ、世界的にも一気に注目を浴びるきっか
けになったわけです。その結果、ここアメリカでも「こど
もにはアメフトはさせたくない」という親が急増していま
す。私も個人的に周囲の同僚たち（医師・看護師）に「こ
どもがアメフトをしたいと言ったら許可するか？」と聞い
たところ、少なくとも半数以上は「NO」でした。

　アメフトと慢性外傷性脳症の論争は他のスポーツま
で波及して、世界的に大きな話題となっていますが、未
だその結論が見えていません。まず、この慢性外傷性脳
症の診断は、実際には脳を解剖して病理的に判断しな
くては厳密に判断できないこともあり、データを集めに
くいのです。また、脳震盪を繰り返しても、なぜ慢性外
傷性脳症になる人とならない人がいるのか、その理由
も、未だによくわかっていません。おそらく、脳震盪以
外にも、多くのなんらかの因子が絡んでおり、「アメフト
は悪だ」とは言い切れないのです。また、十分な注意さ
えすれば、慢性外傷性脳症は防ぎ得るという研究者も
います。実際に、アメフト界では、無防備な選手の頭や
ヘルメットに向かってぶつかる行為は反則になりまし
た。また、脳震盪を起こした場合には医療機関で評価
されて、復帰までの安静期間が厳密に指示されます。昭
和ドラマの名作「スクールウォーズ」では、脳震盪を起こ
した選手にヤカンで水をかけて起こして、練習に復帰さ
せるシーンがありましたが、そんなラグビー名物「魔法
のヤカン」は現代では許されないわけです。もう二度と
あのヤカンをテレビで見ることはないでしょう。

　結論ですが、私であれば、お子さんが「僕はどうして
もアメフトがやりたい！」というのであれば反対はしま
せん。私自身が10代の頃に柔道をしており、現在はミシ
ガンでアイスホッケーをしています（柔道もアイスホッ
ケーもコンタクトスポーツ）。でも、少なくとも私自身は
慢性外傷性脳症を発症しておりません（最愛の妻には
「あなたはどこか抜けてるところがある」と、いろいろダ
メ出しはされますが）。何より、こどもたちはスポーツを
通じて、コミュニケーション能力や相手を尊重する気持
ちを養うことができます。また、自分を肯定できる居場
所を確立することで、自分に自信がつきます。ただし、ア
メフトのコーチが安全面に注意を払っているかどうかは
確認するでしょう。そして、親として何より大事なのは、
どんなスポーツを選んだとしても、息子さんが仲間たち
と楽しくハッピーに過ごせるように、暖かい応援のエー
ルを送ることではないでしょうか。

ミシガン州のみなさん、風にはまだ冷たさが残ります
が、日ましに春めいてきて、日照時間が長くなってきまし
たね。太陽光を浴びると、「幸せホルモン」とも言われる
脳内物質のセロトニン合成が盛んになるため、自然と嬉
しくなります。お外に出て日光を浴びて、脳内セロトニン

を増やしましょう！　今回の質問は「のん」さんです。

＊＊＊

＜今月の質問＞

２児のママです。最近、１0歳の長男がアメリカン
フットボールを始めたいと言い始めました。私も夫
もルールすらよくわかりません。心配なのは、アメフ
トは怪我をする可能性が高く、脳震盪（しんとう）を
起こして脳に障害を起こすから止めた方がいいと周
囲の友人たちがいいます。実際のところはどうなので
しょうか？

  　　　＊＊＊

　アメリカンフットボール（以下 アメフト)はアメリカの
高校生に不動の一番人気のスポーツです。2位は陸上、
3位はバスケットボールだそうで、この2位と3位の数を足
しても、1位のアメフトの数を上回らないほど、アメフト
を選ぶ男子が多いそうです。また、2022年2月13日(日)
に行われたスーパーボールをご覧になった家庭も多いの
ではないでしょうか。アメフトの頂点を決めるこの決戦
は、ロサンゼルス・ラムズがシンシナティ・ベンガルズを
下して、22年ぶりの優勝を果たしました。高度な戦術を
元に、軍隊のように列になったチームが相手の領土を征
服するために、選手同士が勢力を集結して激しくぶつか
り合うという、まさにアメリカらしいスポーツです。のん
さんの息子さんもおそらく周囲にアメフトをしている友
人がいるのでしょうね。もしかしたら、友人から誘われ
ているのかもしれません。

　ただし、確かにのんさんがご心配されるように、アメ
フトは体がぶつかり合うコンタクトスポーツであるた
め、怪我の発生率が高いことで有名です。意外なこと
に、同じコンタクトスポーツであるラグビーに比べても、
アメフトの方が怪我の確率が3倍以上高いという統計
結果があります。おそらく、アメフトは防具を装備してい
るため、手加減なく全速力で相手にタックルしにいくか
らでしょう。また、印象としては、アメフトは「上半身か
ら激しくぶちかます」のに対して、ラグビーは「下半身か
ら確実に倒す」のが大きな違いでしょうか。知人のラグ
ビー経験者によると、ラグビーでは真正面から相手に当

たらずに、少し軸をずらして当たることで、相手の勢い
を削いでまともに受けないことが重要だそうです。それ
に反して、アメフトは防具やヘルメットを着ていること
もあり、頭からまともに当たりにいくことも珍しくありま
せん。

 よく誤解されるのですが、脳震盪は防具では防げま
せん。パッケージで包まれた豆腐を思い浮かべてくださ
い。いくら豆腐がパッケージで守られていても、床に落
としたら中の豆腐は崩れます。脳は激しい揺れには耐え
られないのです。そのため、コンタクトスポーツのコーチ
にとって、「自分と相手が怪我をしないように体当たりす
る方法」を教えることは、安全に競技を進める上で重要
な指導ポイントです。　

　ミシガン小児病院小児神経科の脳震盪外来には、ス
ポーツで脳震盪を起こしたお子さんたちが数多く受診
しています。私たちの脳震盪外来で、男児のスポーツで
一番多いのは何と言ってもアメフトです。ミシガン州の
男児（というか、アメリカの男児全般）にアメフトは人気
が高く、小学生から始めている子も多いため、相対的に
競技人口が多いからでしょう。女児では意外かもしれま
せんが、サッカーが一番です。これもおそらく競技人口
の比率が影響していると考えられます。

　2000年台頃から、のんさんのご友人が言うように、ス
ポーツで脳震盪を繰り返すと、一部の選手に「慢性外
傷性脳症」が発症することが注目されるようになり、小
児神経科でもホットな話題となっています。古くはボク
サーの中に「パンチドランカー」と言って、認知症やパー
キンソン病に似た症状が若いうちから出現することがよ
く知られていました。昭和の名作「明日のジョー」でも、
最後に主人公の矢吹丈がパンチドランカーになってし
まいますし、実際にも元プロボクサーでコメディアンの
「タコ八郎」がパンチドランカーになりました（若い方
はご存知ないかもしれません）。

 　同じ頃から、アメフトの世界でも、慢性外傷性脳症が
大きな注目を集めています。アメフトで活躍した花形選
手が引退した後、若いうちから認知症になる人が次 と々
報告されてきたからです。そこで、元アメフト選手の脳
を病理解剖すると、タウ蛋白という脳神経の変性病変
が発見されました。脳震盪を繰り返したことで、タウ蛋
白の蓄積が促進されたのではないかという研究が次々
と報告されるようになり、大論争になりました。2011年
には6000人のアメフト選手たちが、脳障害の補償を求
める集団訴訟を起こしました。また、2015年には、この
集団訴訟のきっかけとなった医師を主人公として映画

Vol. 8： アメフトと脳震盪について
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチアジアン・ストリートフードのブリューパブ
　“HOMES“は何のacronym（略語）な
のか？ミシガンにお住まいならご存じの
方も多いはず。五大湖（Huron, Ontario, 
Michigan, Erie, and Superior）の頭文字。
それをブリューパブの名前にしたのが、
Homes Brewery。U-Mのおひざ元、Ann 
Arborにある。

　Jackson Avenueに面しているが、前面
からだと店の中の様子がわかりにくく、建
物の裏手が入り口。入ってみると通りから
は想像できないほどのスペースの広さ。
壁面にはコンテンポラリー・アートが描か
れ、ラインナップのディスプレー、小さめ
のカウンターバーの後ろにはスタイリッ
シュなサーバースペース、店内にいっぱい
にかかる音楽、と入った瞬間に活気を感
じさせる。

　HOMESのビールは評判だが、それと同
時にユニークなのは、アジアのストリート
フード。Korean BBQ wing、Bulgogi Fries 
bowl、 Cucumber salad、 Edamame、 
Tuna Pokeが目を引く。ちょうどPubに
入ったときに、アジア系の家族連れが
bowlを注文していたので、同じくBulgogi 
Fries bowlを頼んだ。注文は「Order 
here」とサインが掲げられたところです
る。何度もスタッフは「心配するほど辛
くないよ」と言ってくれたが、辛かった場
合を考えハーフsizeにした。それでも十
分なボリューム。フライドポテトの上に
Bulgogi、そしてその上にチーズとフライ
ド・エッグ。彩鮮やかにGreen Onionの
乱切りと散らしたゴマ。アイオリソースが

サイドに付いてくるので、Bulgogiと調和
した味が楽しめた。たいてい14種類ほど
のビールがタップリストにある。この日は
Phosphor（ABV. 7.5％）にしてみた。Hazy 
beerでフルーティー、キリッとした良さが
あった。意外にもBeef Bulgogi Fries bowl
と合う。訪れたのは日曜日のランチタイ
ム。そんなことを知っているのか、やってく
る人々に目を向けるとbowlとビールを楽
しむカップルの姿が多かった。

　アウトドアスペースにはFire pitが勢い
よく燃え盛っていた。ベンチがあるだけ
だが、Jackson Avenueの交通量がわか
らないくらいにプライベートな感じがする
バックスペース。白い吐息を吐きながら
Fire pitの炎を頼りにフルーティーなビー

Homes Brewery - Ann Arbor, MI

（上）Phosphor

（右）Jackson-Avenue 
からの正面

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

ルを楽しむのもミシガン
ならではの趣だ。さすが
に寒かったのでダイニン
グスペースに戻ると、再
びコンテンポラリー・アー
トとそれにマッチした音
楽が迎えてくれた。歴史
と伝統とともに、ここは
学生の街だ、と改めて実
感した。

（上））Fire pitにあたりながら飲むのも
いい (下）壁面アート

Bulgogi bowl($8)バーエリア

Homes Brewery (Brew Pub)
2321 Jackson Ave, Ann Arbor, MI 48103

https://www.homesbrewery.com/home

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７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

　ロシアによるウクライナ侵攻。太平洋戦争と同じシナリオで開戦してしまったような気
がします。悲しいです。ウクライナ出身の有名人はたくさんいますが、私は真っ先にスー
パースター、シェフチェンコの名前が浮かびます。９０年代から２０００年代に活躍したウ
クライナ出身のサッカー選手。彼は引退後ヨーロッパツアーのプロゴルファーに転身しま
した。あまり目立った成績を残せませんでしたが、現役時代からゴルフがプロ級と噂で
した。サッカーとゴルフの共通点はボールを使うことぐらいで、イメージとしてはその他は
全くないように思います。私の生徒さんで何気にサッカー経験者が結構多いんです。サッ
カー経験者の共通点はスタンスが大きいです。でも人によってはこれが良いのです！

　スタンスを広げることによって足場や下半身が固定されて軸がぶれにくくなります。
その反面、腰や膝の痛みの原因になります。なので、ここでスタンスを広げていい場面
はショートゲームのような力むことのないスイングの時です。よって、サッカー経験者は
ショートゲームが比較的お上手です。（笑）

　あと、ゴルフとサッカーを足して２で割ったスポーツ、Foot Golf。ご想像の通りです。
サッカーボールを蹴って、穴に入れるゴルフそのものです。いまだにコースは少ないで
すが、Fox HillsではStrategy Course（ショートコース１８H）のところにあります。通常の 
グリーンの横にサッカーボールが入る穴があり、橙１００Y〜２００Yの長さのホールが 
１８個あります。サッカーボールでゴルフというスポーツです。世界選手権があるくらいの
大きいマーケットです。是非お試しあれ！

　どうか世界平和が維持できる世の中でありますように。

　バラエティーに富むビールは店内での
飲める他は４Can-packのTo Goのみとな
るから、希少価値が高い。また、Homes 
Brewer yは2021年にAnn-Arbor内の
Jackson Plazaにもブリューワリーをオー
プンさせている。日曜日はのどかな顔を
見せていたHomesのブリューパブだが、
次回は学生の街のエネルギッシュな顔を
見せるのも楽しみたい。

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
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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

............................................................................................
■ 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
“Spring into Learning Campaign!”

4月1日(金)〜4月30日(土)

期間中新規受講の方には登録月受講料を10％割引もしくは入学金を20ドルに割引！

在校生にはクラスの追加で該当月受講料を10％割引！！

 ☆無料でのクラス受講相談、レベルチェックテスト

☆および体験クラス(個人クラスの体験は有料) 

を随時受け付けております。 ご予約お待ちしております。

ミシガン会 会長 小山
副会長 岡田

書展のお知らせ　（無料イベント）
4月1日（金）-28日（木）

『〜Sense of Calligraphy Art〜　 
Traditional and Modern Japanese Calligraphy』

ノバイシビックセンターの市民ギャラリー（玄関ホール）にて、ミシガン在
住、米国を拠点に創作に励む書家の藤井京子氏の作品展が開催される。
伝統的な書法を用い、かつ現代的な表現を取り入れた自由な書アートを披
露。コロナ禍で少し遠く感じる日本に想いを馳せながら、作品を通じ、日本
語のもつ美しい響と情景を映し出す世界をお楽しみください。 
　             （ https://kyoko-shodo.amebaownd.com ）

Hello Spring!!



PAGE 1６・JAPAN NEWS CLUB・March 2022

●  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ノバイ ファミリー歯科医院
DENTISTS
Novi

(248) 442-0400   

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

TEL:  248-626-8700
FAX:  248-626-4572
携帯:  248-705-9833

 E-mail：meiwei888@gmail.com

20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。
いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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

734-274-4505
CenterraPointe.com

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

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

ベッドルームアパートメント

詳細はこちらから

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします


