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ミシガン州 にじいろ小学校

NBAデトロイトピストンズ初の日本人ダンサーを迎えて

April 2022

元気いっぱ
い！

「小笠原礼子と夢に向かって踊ろう！」ダンスイベント開催！

去ア市のにじいろ小学校にて、デトロ

る３月１日（火）、ミシガン州リボニ

イトピストンズのダンサーである小笠原礼
子さんを迎えたダンスイベント『Dancing
Towards Your Dreams with Reiko
Ogasawara』が行われた。にじいろ小学
校は、英語・日本語の双方向イマージョン
プログラムを取り入れており、異なる言語
や文化背景を持つ児童が、お互いの文化
を尊重しながら、第二言語に慣れ親しむ

リボニア学区公立の小学 校だ。イベント
は、当初２月１８日を予定していたが、前
日の 猛 吹 雪の 影 響で 当日は休 校 。その
後、日程を変更して開催に至った。加えて
コロナ禍２年ぶりのPTA主催による学校
内イベントということもあり、児童、保護者
皆にとっても待ちに待ったイベントとなっ
た。体育館には、赤・青・白の風船で飾ら
れたスローガンポスターを準備されてお
り、児童たちの気持ちをいっそう高めた。
今回のイベントに迎えたNBAデトロイ
ト・ピストンズ初の日本人ダンサーとして活
躍する小笠原礼子さんは、アメリカでダン
サーになることが夢だった。オーディション
にチャレンジするもコロナ禍とあり、オー
ディションがなかなか行われない状況に陥
る中、オンライン・オーディションが開催さ
れると聞き参加。見事、NBAデトロイトピ
ストンズ・ダンサーとして合格した。その後
は、ビザ取得に相当な時間がかかるなど数
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ある困難を乗り越え、２０２１年の夏、つい
に米国ミシガン上陸を果たしたという背景
がある。

見学。バーチャル中継をすることで密を避
け、自宅・職場からも様子を見ることがで
き、大変好評のイベントとなった。子ども
の様 子をバーチャルで見ながら、自宅で
ダンスを楽しんでいる保護者も多くいたと
いうことだった。

このイベントは、一人のにじいろ小学校
保護者のアイディアから始まった。イベン
トは、日本語を学ぶ児童とミシガンで活
動する日本人ダンサーとの地域交流を目
的とし、体を動かす楽しさ、また夢を諦め
ずトライする姿、誰でも何歳からでもチャ
レンジできる姿を児童に伝える、というも
のだった。

イベントが始まると、児童たちの声援の
なか、小笠原さんが登場。歓声が沸いた。
小笠原さんの自己紹介の中で「去年の夏
にミシガンへ来たこと。皆の方がミシガン
の先輩だ」と伝えると、児童たちは驚いた
ようだった。また、小笠原さんの優しい口
調が児童達により親近感を持たせた。

当初、イベント参加は一学年ずつの予
定だったが、マスク着用の規制緩和に伴
い、２学年ずつ行うことに。コロナ対策と
して、１０名ほどのPTAボランティアが、写
真撮 影・児童誘導・イベント後の消毒な
どサポートに携わった。その他の児童保
護者は、バーチャルにてイベントの様子を

まずは、ストレッチをし、体 全 体をほ
ぐす。先 生方、P TAボランティアも積極
的に参加し、児 童とともにイベントを楽
しんだ。
『Chris Brown-Yeah 3×』のテンポ良い

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆
日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。

[営業時間]

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）
まで、
ご希望日時、
メニューを簡単な英文で結構ですので、 [住所] 105 Legato Dr.
Walled Lake, MI 48390
Eメールまたはテキストで、ご連絡ください。

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

JasmineHairSalon.com
(料金をご覧いただけます)
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曲に合わせて児童の体が動き始める。低
学年のダンスでは、小笠原さんのダンスを
一生懸命マネする姿がみられ、生き生きと
していた。初心者にとって、漠然と「ダン
ス」と言われても何をして良いのか分から
ない。しかし、小笠原さんの言葉は、
「大
波のポーズ」
「ゴリラのポーズ」など児童が
イメージしやすいものだった。簡単な振り
付けを組み合わせながら、最後にポーズを
決め、曲を踊り上げた。短時間ながら、一
連のダンスを完成させることができ、児童
たちは達成感に満ちた表情を見せた。ま
た、高学年の児童は、小笠原さんの軽快な
ダンスに目を輝かせていた。着用している
Tシャツにサインを求める児童もおり、充実
したイベントだったことが伺える。

元デトロイトピストンズ 初の日本人ダン
サーが児童と対話し、共にダンスをできた
ことは、大変素晴らしい機会となった。小
笠原さんの夢を諦めずトライする姿は、に
じいろ小学校児童に良い刺激を与えてく
れたことだろう。
また、保護者たちは、子どもたちがダン
スにチャレンジし、
「初心者でもダンスが
できる」という達成感を持てたことを喜ば
しく、企画を進めたにじいろ小学校PTAに
感謝を述べた。

イベント後、小笠 原さんに感想を伺っ
た。
「ダンスを通して新しいことに挑戦して
みること、楽しむことを伝えられたらと思い
このダンスイベントを承諾した。にじいろ
小学校の児童はみんなとても明るく、キラ
キラしていた。それと同じくらい先生方や
PTAの方々のパッションが溢れている。身
近な大人が輝いていれば、子どもはそれ
を見て希望を持つ」と話した。
「子どもに
夢を与えたい」という気持ちはもちろんあ
るが、それ以上に「夢を見続ける大人であ

りたい、そういう姿を見てほしい」と熱意を
持って語った。
プロのダンサーの姿を体感し、児童・
先生方・保護者共にのびのびとダンスを楽
しんだ。キラキラとした笑顔があふれる２
年ぶりのPTA主催学校内イベントは成功
裏に終わった。

（取材協力・写真：にじいろ小学校PTA）

デルーカ校長は、児童・先生・P TAボ
ランティアが楽しそうにダンスをしている
様子を微笑ましく見つめていた。
「このよう
なイベントを開催できて本当に感謝してい
る」
３月は女性の歴史月間、その初日に地

登録・投票は簡単です

用意する物

・旅券
・申請書
・居住している事を
証明できる書類

選挙人証
大使館
電話 又は 葉書

（在留届を提出済の方は
不要です。
）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります

※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

在外選挙登録資格
❶ 満18歳以上で

在外公館投票

❷ 日本国籍を持っていて

郵便等投票

日本国内 で 投票

❸ 海外に3か月以上お住まいの方
（出国時登録申請を除く）

※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホーム
ページから入手できます。

詳しくは、在デトロイト日本国総領事館

外務省

申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書 ※、代理の方の旅券を御用
意ください。

直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）
に出向いて
投票する方法。

投票用紙等を事前に請求して、
記載の上、
登録先の選挙管理
委員会へ郵送する方法。

一時帰国した方や帰国直後で転入
届を提出して3か月未満の方は、
日本国内でも投票できます。

1.平成22年5月に憲法改正国民投票法が施行されました。在外選挙人証をお持ちの方は国民投票にも投票できます。
2.平成30年6月から出国時登録申請が始まりました。国外転出する際に市区町村の窓口で申請できます。

TEL：313-567-0120 (内線215番)

Mail：senkyo@dt.mofa.go.jp

または

外務省 在外選挙

検索

まで。
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デトロイトりんご会補習授業校

卒園・卒業式 〜出会いと希望を胸に旅立つ
2021（令和３）年度デトロイトりんご
会補習授業校の卒園・卒業式が３月１９
日に行われた。幼稚園部の卒園式は午
前にノバイ・メドウズ校で行われ、午後の
小学部・中学部・高等部の合同卒業式
は会場を３年ぶりにノバイ高校オーディ
トリアムに移して行われた。合計152名
の園児・児童・生徒が卒園・卒業し、引
き続き補習校の次の学部に進学する人、
日本に帰国する人、新しい道に進む人た
ちが、それぞれの別れと希望に満ちた門
出を迎えた。
幼稚園部卒園生は合計59名で、卒園
式の様子については、幼稚園部教務主
任のサビーナ先生から伺った。卒園生は
来賓、保護者の拍手の中、入場。式では
林る美校長がひとりひとりに卒園証書を
渡すなか、園児たちはしっかりと校長先
生の顔をまっすぐ見て証書を受け取った
とのことだった。式の最後に「ありがと
う こころをこめて」を卒園生が合唱。
「保護者の中には感動で涙ぐむ方も見
られた。先生の先導で退場する際も並ん
で、保護者から大きな拍手をもらった。
退場する園児に大きな成長を感じた」と
語った。

三学部合同の卒業式は国歌斉唱から
始まり、アメリカ合衆国国歌演奏、校歌
斉唱に引き続き、卒業生が登壇。校長か
らひとりひとりに証書が授与された。小
学部は63名、中学部は21名、高等部は
９名が卒業。静寂の中、礼法正しい卒業
生の立ち居振る舞いは日本の学校の卒
業式に臨んでいるかのような厳かな雰囲
気だった。
コロナ禍に配慮し、進藤雄介在デトロ
イト日本国総領事の祝辞はZoom画面
から贈られた。学校長式辞で林る美校
長は平日は現地校に通いながら土曜日
の補習校卒業を成し遂げたことにねぎら
いとお祝いの言葉をかけた。
三学部の卒業生の代表として高等部
の中村晃輔さんが「お別れの言葉」を述
べた。
「幼稚園部から高等部まで13年間
補習校に通い続けたことをふりかえった。
補習校は大切なコミュニティであり、共に
学生生活を過ごす仲間たちと支えてくれ
る多くの先生方との出会いの場 であり、
現地校ではできない体験ができる場所」
と語った。保護者や周囲の方々への感謝
とともに、ともに卒業する小学部、中学部
の卒業生へはこれからの旅立ちへの希

望を、高等部のクラスメートには励まし
合った日々を忘れずにそれぞれの道での
活躍を祈る思いを届けた。最後に、これ
からもデトロイトりんご会補習授業校が
生徒たちのためにあり続けることを願い、
お別れの言葉を締めくくった。
「お別れの
言葉」は式に参加した保護者、卒業生そ
れぞれの思いと重なったことであろう。会

場からは大きな拍手がおこった。
卒業式を終え退場する卒業生は惜し
みない拍手で送られた。式の緊張から
解き放たれた卒業生の表情はほころぶと
ともに、安堵と成就感で満ちていた。
デトロイトりんご会補習授業校はこの
日で令和３年度の全授業を終えた。
			

(JNC)

www.riveroakswest.com

明治安田生命子会社

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

アメリカにいるメリット、
活かせていますか？

● 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

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

● コミュニティーイベント

◆ 万一の場合のご家族の保障に
米国在住中のみ
◆ お子様の学資準備に
ご加入できます
◆ 老後の資金準備に
◆ 将来のご家族の資産形成に
米国保険の素朴な疑問
•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？

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。

•商品説明は日本語で聞けるの？
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

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！

AD 02-2021-11

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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在デトロイト日本国総領事館主催

第２７回ミシガン日本語スピーチコンテスト
外国語の持つ力と光るひたむきさ

在

デトロイト日本国総領事館主催の第

Shyn さん(Troy HS)は小学生のころ日本

２７回ミシガン日本 語スピーチコン

で祖父母と旅行した思い出を語り、当時の

テストが３月１３日に行われた。コロナ禍

自分を振り返った。そして、コロナ禍が収束

に配 慮して、今年もバーチャルイベントと

したら、このスピーチを祖父母に届けたい、

なった。高校の部と大学の部に合計10人

と滑らかな言葉で締めくくった。自分のこと

が参加し、Zoomの画 面を通して熱 弁を

を語ったり家族を思ったりするスピーチが
多かった高校の部だが、大学の部では社

振るった。
このイベントは外国語の持つ力を体験す
ること、日本語を学習している学生の日本
語力や理解の向上、そして日米両国のたゆ
まぬ努力による友好関係をさらに堅いもの
にすることを目的としており、今年は第２７

会や環境の身の回りの問題だけではなく、
宇宙開発、言語としての日本語をスピーチ
のトピックとして選ぶ学生もいた。日本語の
力だけではなく、内容もいっそう深まって
いた。
大学の部の総領事賞を受賞したSiyao

回目になる。
開会のあいさつで進藤雄介在デトロイト
日本国総 領事は、今年度も皆さんの安全
のためテクノロジーを使いオンライン開催と
なった、ミシガンでは39の高校、17の大学
が日本語を開講しており、5500人の学生が
日本語を学習している、と、この大会を開催
する意義を述べた。そして、世界的な視野

Duさん (U-M)は大学で心理言語学を専攻
している。その専攻分野に関連して「日本
語の方言」と題し、出身の中国での方言と
共通語の関係や意識のあり方、誰もが平等
に理解し合うには共通語は必要、方言は文

葉で会が始まった。

学から日本語を学習し始めた人、大学で日

対象に入る。

本語を専攻している人、高校で一番難しい
教科だったから挑戦して今まで続けている
人など様々だった。Heejin Shyn さんのよ
うに大学ではバイオロジーを専攻するつも
りであったり、医学部へ進学準備をしてい

引越

高校の部で 総 領 事賞に輝いたHeejin

参加者全員に順位に応じて、スポンサー
のデトロイト日本商工会（JBSD）、ミシガン

順位は以下の通り。
（敬称略）

高校の部
最高賞 – 総領事賞: Heejin Shyn (Troy HS) 「祖父母との思い出」
２位: Alexander Kizy (Athens HS) 「海をまもりたい」

参加した学生は4年間日本語を学習した

では発表後のジャッジとの質疑応答も審査

西オンタリオ日米協会（JASMO）からギフ
トカードが贈られた。

と深い考察を述べていた。
人、ホームステイをしたことがきっかけで大

人のジャッジが判定する。そして大学の部

発表し合うひたむきな姿が光ったイベント
だった。

１位: Hibah Ahmed (Athens HS)

に立ってミシガンや世界中でチャンスを求

語運用力、プレゼンテーション、内容」を３

日本語教師会（JTAM）、 ミシガン及び南

化と人をもっと理解することができるもの、

めていくことを祈っている、との励ましの言
審査の観点は高校・大学の部ともに「言

ドや希望を持つ学生が日本語で気持ちを

３位: Lachlan O’Neill (Troy HS)

「言語のひょうげん」
「私の養母」

大学の部
最高賞 – 総領事賞: Siyao Du (U-M)

「日本語の方言」

１位: Kellyn Ryan-Eyde (MSU)

「宇宙開発」

２位: Seth Nisley (EMU)

「自然の中で時間を過ごすことの大切さ」

& Vishwaas Gangeddula (U-M)「僕はどうして日本語を続けるのか？」
３位: Anoosha Vemulapati (Wayne State U.)

「お礼」

& Madeline Schroeder (Kalamazoo College) 「変化の時代」

る学生もいたりした。様々なバックグラウン

Standard Golf
暖かくなってきましたね。もうすでにコースは開いておりますが、ドライビング
レンジの方はまだのようです。恐らく４月下旬までには開くと思います。
生徒さんに必ずお勧めしていることが、
「トーナメントに出ること」です。ゴルフ
の楽しみ方は人それぞれだと思います。一人で黙々練習、ラウンドすること、コン
ペで楽しくラウンドすること、飛距離重視、新作クラブ検索、ゴルフ旅行とその他
いっぱいあると思います。この中でトーナメントに向けて練習するゴルファーは限
りなく少ないです。僕の周りは多いのですが、一般的にみて少ないです。これが良
いか悪いかは断定できませんが、勿体無いと思います。特にアメリカでは簡単に登
録できて会場での練習ラウンドも気軽にできます。練習ラウンドの際に他のゴル
ファーと一緒にプレイすることがあります。その方がもしそのゴルフ場のメンバー
だったら色々な情報を提供してくれます。そこでの出会いや時間は今までと違うゴ
ルフを味わえると思います。グランドキャニオンに行ったことのある人はわかるか

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

米 国ヤマト運 輸

もしれませんが、あの時くらいの衝撃が走ると思います。
（笑）
只今インスタの更新が滞っております（笑）。なぜなら、単に更新していないから
です。
（笑）レッスン動画もアップしていきますので、これからも宜しくお願いいた
します！！！

YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

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

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

<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
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク” （第230回）

ロシア軍の攻撃 続くウクライナの春

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

卯

月４月、日本では政府や多くの企業、各種学校の新年度、新学期になりました。桜

皆さんも連日のニュースでご存知の通り、北京冬季五輪閉幕直後の２月２４日に始まっ

前線も南から北へ移動し、各地でサクラ便りが聞かれます。
『まんぼう法』が解除さ

たロシア軍のウクライナ侵攻は１ヶ月余り経過した今なお続いています。ウクライナの東

れた直後の週末には場所によってはかなりの人混みが見られたようですが、オミクロン株

部、南部、北部の３方から次々と侵入を繰り返し、国境近辺の地上部隊やクリミア半島南

の主流系統だけでなく派生変異種で感染性が更に強いBA.2が新たな感染爆発に繋が

部の黒海沖に停泊中の艦艇からのミサイル攻撃、戦闘機やヘリコプターによる空爆、戦

らないように個人、個人がガードを下げないように要注意ですね。米国では先月末FDAと

車・装甲車と歩兵部隊による地上攻撃など連日にわたる攻撃でウクライナ国軍や義勇軍、

CDCが２回目のブースターショット使用を承認した２社のワクチンでブースター１回目から

空港などの軍事施設、官庁・政府機関の建物、原子力発電所、通信アンテナ・施設などの

４ヶ月以上経過した５０歳以上の人に２回目のブースターショット（合計４回目のワクチン

インフラだけでなくロシアの国連代表や外相の「民間人、民間施設は攻撃しない。してい

接種）を奨励したのに続き、バイデン大統領が記者会見で直々にパンデミック収束に向け

ない。」との公式発言とは真逆で民間施設、民間人を標的として意識的に攻撃している節

て最新の対策方針を発表し、特に未接種もしくは、接種回数不足の国民の理解と協力を

があります。犠牲者のニュースを見るたびに心が痛みますが、特に悲惨だったのは『難民

求めました。早速自分が２回目のブースターショットを受ける映像もニュースで流れていま

回廊』と呼ばれる幾つかの指定避難経路を通って両軍が攻撃休止合意した時間帯に国

したね。またコロナに関する総合的な情報を一元的に管理・掲示する連邦政府のウェブ

外に避難しようとしていた幼少の子供連れの家族が本来ならあるはずのないミサイル攻撃

サイトを立ち上げ、国民が偽情報・誤情報に振り回されないように正確で有用な情報を提

の巻き添えで亡くなったり、４００人以上の民間人が観劇中の劇場がミサイルの直撃を受

供するシステムが遅ればせながら２年越しで出来上がりました。これであちこちのウェブサ

けて崩壊し、１００人程は救出されたものの瓦礫の中に埋もれた３００人以上（正確な数

イトに行って個別の情報を探さなくても１箇所で済むのは時間の節約上もありがたいです

は未だに不明）は継続するロシア軍の攻撃下では直ぐに捜査・救出作業が出来ず、残念

ね。料理のメニューで言えば、好みの料理が単品のアラカルトではなく定食セットメニュー

ながら次々と遺体として発見される結末となったことです。

で提供されるのに似ています。

この２１世紀の時代に空襲警報のサイレンが鳴り、人々が建物の地下や地下鉄の駅構

先月割愛したスポーツの話題では、待ちに待った球春到来です！
日本ではいち早くレギュラーシーズンが開幕し、見どころや期待の選手、優勝チーム予
想などがニュースになっています。昨シーズン終了後から大きな話題となっていた日本ハ
ム・ファイターズの「ビッグボス」こと新庄新監督が注目されていましたが、期待とは裏腹

内に避難する映像を見て、亡くなった母が私の子供時代に話してくれた第二次世界大戦
末期の東京大空襲の話を思い出しました。戦時経験者の多くは酷くて悲しく恐ろしい戦
争体験談を思い出すのが嫌で余り子供や孫には話さないようですが、私が小学生高学年
だったその時に一度だけふと話をしてくれたのが印象に残っています。

に開幕５連敗のスタートとなり、本人も周囲も心穏やかでなくなりました。初勝利を挙げら

東京大空襲は１９４２年４月１８日から１９４５年３月１０日の長期間にわたり東京都市

れればチームも彼も心機一転で流れが変わると思うのですが、本紙が皆さんのお手元に

部を標的に６０回（都下、諸島を含めると１００回以上）を超えた無差別空爆のことです

届く頃には初勝利の祝杯を挙げているでしょうか？ 就任１年目は何かと多難と思います

が、南方から飛来するB−２９戦略爆撃機の大編隊が何列も横並びになって一つも目標を

が、リーグ優勝とまで行かなくとも話題先行だけにで終わらず実力、実績もついてくるとい

外さないように大量のナパーム弾と呼ばれる油脂焼 夷弾の雨を降らせたいわゆる『絨 毯

いですね。

しょういだん

じゅうたん

爆撃』を繰り返し、確認された遺体数だけでも１０万５千人超、負傷者は約１５万人、罹災

当地米国では、長引いていたMLBオーナー会と選手会の団体交渉がようやく合意に達
し、各球団のトレーニングキャンプとオープン戦が始まりました。レギュラーシーズン開幕
は今月７日、１週間ほど遅れましたが、シーズンの試合数が大幅に減らずに済んで本当に
良かったです。今年も楽しみにしていたSHOTIME＝二刀流大谷劇場が観られるのは「め
でたし、めでたし。」また、ポスティングシステムでシカゴ・カブス入団が決まった鈴木誠也
選手もホッとしたことでしょう。今やベテラン組のダルビッシュ投手、前田投手、菊池投手
らと共に同姓のイチローさんの後継者として日本から移籍した他の野手も活躍できること
を実証して欲しいですね。テニスでは男子の錦織選手は今年初めに実施した股関節手術
の術後ケアで引続き長期離脱中。西岡選手やプレーが進化したダニエル太郎選手が頑
張っていますが、錦織選手が引退する前に有望な新人は出て来ないでしょうか？
女子では昨年出場試合数、獲得ポイント数が少なくランクが一時８０位まで落ちた大坂
選手が先月末週に開催されたマイアミオープンではかなり復調し、本稿作成時では準決
勝進出が決まっていましたが、最終結果はどうなったでしょうか？ これからシーズンが本
格化するので、とにかく心身ともに健康で伸び伸びプレーする姿を見せて欲しいですね。今
回はダメでしたが、ベテランの土井選手やダブルスの青山・柴原組も応援したいです。
では、今月号の本題『ロシア軍の攻撃続くウクライナの春』に入ります。

者（焼け出されて家の無くなった人）約３００万人、罹災住宅戸数約７０万戸の被害をもた
らした大空襲ですが、最も大規模で被害が酷かったのが３月１０日夜間に低高度から軍
需施設がほとんどない下町の住宅密集地帯と民間人の殺戮と戦意喪失を狙った下町大空
襲です。折りからの強風に煽られた火災は直接標的だった地域だけに留まらず、下町の大
部分を焼き尽くし一帯は地獄絵となりました。
やぐら

母の話によると空襲の際には「空襲警報発令」とともに今はない火の見櫓の半鐘が鳴ら
され、各家庭では電灯の灯りが漏れて標的にされないように電灯の傘の周りを黒い布切
れで覆い地下に潜るか、指定の防空壕に避難するかして空襲が終わるのをひたすら耐え
忍ぶだけだった由。防空壕に避難する途中で体の近くに爆弾が着弾するとその衝撃で目
玉が飛び出すこともあるので、避難する際には手で瞼を押さえて逃げ込んだ、という嘘のよ
うな話も聞きました。３月１０日夜の大空襲では江戸川区側の自宅近くを流れる江戸川と
荒川放水路の向こう側（いわゆる川向こう）江東区の本所、深川辺りが遠目からでも見渡
す限り一面の火の海で夜空を明々と照らしていたそうです。当時の自宅は今も続いている
公衆浴場（風呂屋）でしたが、戦時中に２度も空襲で焼け出されそこは3軒目で、それが
なければもう少し財産が残っていたはずと一度だけ母がこぼしていたのも覚えています。
そんな絵空事のような昔話を思い出すようなウクライナでの空爆は本当に信じられない出
来事です。余談を元に戻します。
国外に避難したウクライナ難民は隣国ポーランドやルーマニア、ハンガリー、スロバキア、
モルドバ、更に西方のチェコやドイツにも達し、遠く米国や日本も含めると先月末で総数

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

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

４００万人を超えたとのことで、とんでもない数の人々が悲惨な目に遭っています。中でも

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

目立つのは小さな子供連れの女性や高齢者の姿ですが、１８歳から６０歳（先月号の５０
歳は誤りでした。訂正してお詫びに代えさせていただきます。）までの男性は国内に留まる
義務を命じた国令で家族とは離れ離れになっても武器を持って国を守る意思のある者に
は武器が与えられてロシア軍に抵抗しています。米国やNATO加盟諸国からの武器・物
資供給、軍事支援・指導を受けながら国家の存亡を賭けた戦いに臨む義勇軍や民間人志

お気軽に日本語でご連絡ください!

願者の意志は強烈でロシアのプーチン大統領や軍幹部の予想を遥かに上回る抵抗に合い

Cell : 248-767-1343

ているようです。
『ジャべリン』と呼ばれる人が持ち運び可能な歩兵携行式多目的ミサイル

zen.chen@remax.net

リースと不動産売買 ご相談ください。
ローンのご案内も親身に致します。
個 人 住 宅、投 資 物 件 の 仲 介 の 他、生 活 情 報 提 供、電 気・ガス口 座 開 設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

ロシア軍にもかなりの死亡者、負傷者や戦車、装甲車、ヘリコプターなどに物的損害が出
発射装置や携帯式防空ミサイルシステム『スティンガー』の攻撃で撃墜炎上した軍用ヘリ、
たん

破壊されたロシア軍の戦車や装甲車、兵站運搬車両が道路に放置されたり、その近くに
横たわるロシア兵士の死体を映したニュース報道もありました。
ロシア側は認めても公表もしていませんが、一説では既に１万から１万五千人の死亡者
とその何倍かの負傷者が出ているのではないかと見られています。歩兵部隊による地上銃
撃戦と異なり、軍用ヘリや戦車・装甲車などは必ず複数の乗員で出撃するため１機、１台が
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破壊されると複数の犠牲者が出るので必然的に被害が大きくなります。プーチン大統領と

土産（追加納税）を持たせて早く引き上げてもらう方がいい」と言っていましたが、それと

軍幹部は、ウクライナの抗戦力を物質・精神両面で過小評価していたと同時に、トランプ前

似た感じです。

政権時代に「NATOは時代遅れの遺物」とか「NATOを継続・維持するためには加盟国が
それ相当の費用を負担すべき。米国は余分には負担しない」と言って従来の慣例を突然変
えて結束力を弱め、自分の考えや意向に従わない国を名指しで非難して相互の信頼・尊重
関係が崩れていると見て、ウクライナ侵攻を実行してもNATOが即時に結束して対応策を取
らないうちにウクライナの主要都市占拠、現政権転覆、ロシア寄りの傀儡政権樹立が極め
て短期間で完了すると予測していたと思われますが、予想に反して驚くほどの抵抗力、反発
力に遭遇し思い通りに事が運ばず、自軍の損害と犠牲者は増えるばかり。長期戦に備えて
たん

いなかった兵站線が断続的になり物資供給不足でカサにかかった攻撃が続けられず、一時
は占拠しかけた都市もウクライナ側の反攻に遭い直ぐに明け渡して退却せざるを得ない場
面があり、一進一退の状況が続いています。
驚くべき事に、ウクライナから国外に避難する人の流れに逆行して家族を見送った後ウ
クライナに戻り、国を守るためにロシア軍と戦う勇敢な戦士たちや国外から生まれた国ウ
クライナに戻り仲間と一緒に戦う愛国者もいます。中には戦争が始まってから結婚した若
夫婦や武器を一度も扱ったことのない一般の若者や隠居暮らしの老人、火炎瓶製造や食
料・飲水の配布で活躍する家庭の主婦の姿もあり、映画やドラマではないリアルな世界で
の愛国心と信念の強さに心を打たれました。

真冬でも凍らない不凍港が喉から手が出るほど欲しいロシアは、黒海に通じるクリミア
半島を強奪しましたが、それと連動して国際交易の要衝でウクライナ第三の都市オデッサ
を手に入れたいのでしょうが、そこはウクライナにとっても国家経済の太い生命線でもある
ため譲るわけにはいかないので、南部か南東部でそれより格下の都市を一つか二つ含む
地域を渋々でも譲渡しないと収まらず、戦争は終わらないのではないでしょうか？
それ以外の考えられるシナリオとしては、米国とNATO加盟国を始め、人権と自由民主
主義を支持・擁護する西側諸国、アジア、アフリカ、南米の諸国が結束してロシアやプー
チン大統領と取り巻きの大富豪など国や企業、個人に対して実行しているかつてない規模
とレベルの金融・経済制裁が時間経過とともにロシア経済、国民生活に致命的な打撃と
なってロシア国内の戦争反対・終結を求める声が大きくなり、全国的な大きな波となって
プーチン政権を揺るがし、戦争を止めざるを得ない状況に追い込まれるかでしょう。いず
れにしても多数の犠牲者、崩壊された都市、国外に逃れた何百万人の難民、直接当事者
の両国だけでなく何らかの形で関与した国々の疲弊し活力を失った経済、何も生産的な
効果に結びつかない巨額のお金の無駄遣い等々でこの戦争は（この戦争も）結果として敗
者が残るだけで、誰も勝者なき戦いに終わりますね。ホモサピエンス＝賢い人は幻か、人
類の自惚（うぬぼれ）に過ぎませんでした。本当にやり切れない、悲しい事です。

ベラルーシ国境付近で複数回開催された二国間の直接和平交渉もロシア側の本気度
が疑わしく、単なる時間稼ぎでその間にも抜き打ちの攻撃を計画・実行していたようでま
とまる道理がありませんでした。最新の状況ではトルコのエルドアン大統領が仲介役を
買って出て新たな和平交渉が始まりましたが、今回は話がまとまるかどうかは疑問です。
私見では、プーチン大統領が「ウクライナは歴史的に旧ソビエト連邦、ロシア連邦の属領
であり独立国と認めない。親ロシア派住民が虐待され、虐殺されている２州はロシア連邦
へ り く つ

内の自立国として承認し、保護する」と自分勝手な屁 理屈をつけてウクライナに対して最

現地取材の多数のレポーターから送られる悲惨な光景やインタビューの映像を見ると
時々小雪がチラつく画面がありましたが、この悲惨で無慈悲、無意味な戦争が終わり、ウ
クライナに本当の春が訪れるのはいつのことでしょうか？
敵味方の区別なく、犠牲者の方々のご冥福をお祈りするとともに、ウクライナ国外に避
難された方々や国内に留まっている方々の苦難が少しでも軽く済みますようにお祈りして
末筆とします。
（合掌）

後通牒も宣戦布告もなしにこの気違い染みた戦争を始めた以上、予想以上の多大な損害
と犠牲者が出たまま振り上げた拳を下ろして、国全体の占拠、政権交代、属領化は無理と

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。
執筆者紹介

しても、何も戦果も手土産もなしで手ぶらでおめおめと軍隊を引き上げるわけにはいかず、

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

和平交渉が合意するには、強盗に押し込まれたようなウクライナ側が何らかの譲歩をしな

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、

いと更に攻撃が無差別で熾烈・凄惨なものとなり事態は悪化、泥沼化するのではないか

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、

と思います。喩えとしては適当でないかもしれませんが、大分以前にある知人が「会社に国

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

税の調査が入った場合は何も手土産なしでは帰らない。何か出るまで居座られて調査が

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・

長引くよりも、多少議論の余地や疑問があっても先方の言い分を受け入れて、そこそこの手

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。

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

Japanese Family
Health Program

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

■ 家庭医学 ・一般診療

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

■ 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
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》
大崎 晴子 RN

■ 人間ドック健康診断

《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

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

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

Livonia Health Center

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

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

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

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

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

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ
取 扱 説 明 書

歯医者や眼医者のかかり方について

ア

払われる場合などもあるので保険内容の確認が必要

かるのが怖い、などの声をよく聞きます。今まで主に医

メリカで矯正する日本人の方もいます。

メリカで歯医者や眼医者にかかったことはあり

ますか？誰にとっても歯も目もとても大切ですよ

ね。ただ、どうやって受診したら良いか分からない、か
療の話をしてきましたが、歯医者と眼医者は受診の仕
方、保険の確認の仕方や注意点なども少し異なりま
す。保険に関しても、歯科保険（Dental insurance）と眼

の保険（Vision insurance）があり、医療保険（Health
insurance）とは異なります。

１．

歯医者のかかり方

歯科領域は歯医者の範囲になってくるので、詳しい歯

の病気のことは歯医者へ相談して頂きたいですが、ま
ずは一般的な受診の流れについて説明していきます。

① まずは、ご自身の加入している歯科保険の名前と
Policy numberを確認します。予約の時に聞かれます。

② 自分の希望する歯科を探します。ミシガンには

日系の歯科も複数あるようですので、検索してみてく
ださい。

③ その希望する歯科に連絡して、まずはお持ちの保
険が使えるかをチェックします。もしくはご自身の保険
のホームページなどから利用できる歯科のリストが見

つかる場合もあります。ただ、保険によっては、
「歯科
検診」のみしか適応されず、
「歯科治療」は適応されな
い、などの可能性もあるので、保険内容を詳しくチェッ
クする必要があります。
④

保険が適応されるのを確認したら受診の予約

をします。初回の受診の時に、Full-mouth X-ray（全
ての歯のレントゲン）を撮るかと聞かれる事がありま

c)

矯正：基本、自費ですが、子供の場合は、50%支

です。その結果、日本より安くなる場合もあるので、ア
最後に歯科保険についての注意点です。歯科保険

は、その内容・プランにもよりますが、例えば、年間（通

常、1月1日～12月31日まで）ある一定金額までは保険適

応にはなるが、それ以上は自費、などのように利用可能
金額の上限が設定されている場合が多いです。例えば、
「年間一人当たり1500ドルまで、それ以降は何をされよ
うが全て自費」のように、です。

従って、その年の初めに上限額を使い切ってしまうと、

その年の残りの期間の歯科治療は全て自費になる、という
ことになりかねないので、現時点で「いくらまでなら使用

できる」というのを把握しておくことも大切です。残りの利
用可能額は歯科の窓口で教えてくれる場合が多いです。

２．

ここでの眼医者というのは検眼医（Optometrist）に

ついての話です。医師のうちで眼を専門にする眼科医
（Ophthalmologist）ではなく、主には視力検査をして

眼鏡やコンタクトの処方箋を書いてくれる専門です。日
本では眼鏡屋に行くと、そこで視力検査をしてくれて眼

鏡を作ってくれますが、アメリカでは眼鏡屋に行っても
処方箋がないと眼鏡を売ってくれません。コンタクトは

日本でも眼科での処方箋が必要で、アメリカでは検眼
医の予約を取るところから始まります。では、それを踏
まえた上でいくつか注意点を解説していきます。

とその決められた年数以上は撮れないということで

保険でカバーされるものもありますが、視力の矯正

す。例えば、受診してみたが、しっくり来ないので、他
の歯科に変えるとなった場合、このレントゲンはその
後3年などは保険を使っては撮ることが出来ないの
で、そのレントゲンを次の歯科に送ってもらう必要が

あります。これはメールなどで送ってくれる場合が多
いですので、必要と言われたら依頼してください。
また、次のような受診例の注意点を解説します。

異なります。緑内障、白内障、角膜潰瘍など、医療
は眼の保険の範疇です。もともと視力が良い方は眼

の保険に入っていない方も多くいます。ただ、眼鏡
やコンタクトも1年に1回ほど定期受診や作り直しの

必要性の評価が推奨されますので、普段から眼鏡や

コンタクトを使用している方は入っていた方がお得
かもしれません。

検眼医もちょっとした病気なら診てくれますが、先

かっても治療は同時にはしてくれません。また、お子

た」などの心配な目の病気に関しては眼の保険では

さんの場合、歯科では「歯が生えてきたら歯科検診」
と言われますが、一般の歯科医では、自分で口を開
けられるようになる3歳位から診てくれる場合が多い

ようです。それ以前に、虫歯の心配がある場合は、小
児専門の歯科医にかかる必要があります。
b)

虫歯などの問題があった時：治療がどこまで適

応されるか確認が必要です。例えば「適応される」と

言われても「Filling（詰めもの）は50%支払われるが、
Crown（被せもの）は全て自費」のように、歯医者や
保険の内容・処置によって適応率が変わってきます。

ほどありました通り「目が痛い」
「急に見えなくなっ

なく医療保険の適応になり、かかりつけ医や眼科医
（Ophthalmologist）に相談してください。近視（近

眼）や遠視（老眼）も「病気」ではありますが、矯正
が主な治療になるので、その場合は検眼医の受診に
なり、眼の保険でのみカバーされます。
c) 眼科医（Ophthalmologist）

と検眼医（Optometrist）の使い分け

眼科医と検眼医を受診する上での大まかな違いを
解説します。

ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。 https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program

何か病気が心配な場合やお子さんで初めて視力
検査で引っかかった場合（通常の近視かまだ分か
らない）などは、眼科医にかかると良いでしょう。
医療保険によっては直接眼科に受診出来たり、か

かりつけ医からの紹介が必要だったりします。眼
鏡やコンタクトの処方箋はかかりつけ医では書け

ません。緊急の場合は、かかりつけ医から紹介し

てもらうと迅速に眼科医に診察してもらえる場合

もありますが、救急外来に行かざるを得ないこと
もあります。

② 検眼医（Optometrist）でも良い場合
検眼医は、眼鏡やコンタクトの処方箋を書く専門
なので例えば、既に近視と診断が付いていて、特
に他の病気が心配なく、
「眼鏡やコンタクトを作

合に利用します。先ほど記載した通り結膜炎やド

ライアイなど、ちょっとした目の病気は診てくれま
すし、眼底の診察や眼圧測定も可能です。

d) 眼の保険（Vision insurance）のメリット
以上見てみると、いざという時は医療保険を使えば
良いから「眼の保険はいらない」と考える方もいらっ
しゃるかもしれませんが、当然メリットもあります。
① 検眼医への定期的な受診の保険が効く
定期的な視力検査や、眼鏡やコンタクトの処方

保険なしでは、1回の受診（視力検査・処方箋）に

150～200ドルと高額であるようですので、保険な
しではなかなか気軽には受診できないです。

② 眼鏡やコンタクトが安くなるかもしれない
アメリカでは、一般的に眼鏡やコンタクトは、日本
に比べると高額ですが、保険が効いて安くなるか
もしれません。これは保険によって異なるので確
認が必要です。

以上、歯医者と眼医者のかかり方についてまとめまし

b) 検眼医（Optometrist）について

歯科検診（クリーニングを含む）：半年に1回受

けるように勧められます。通常、齲歯（虫歯）が見つ

眼科医は、主には心配な病気を診る医者なので、

箋などへの保険が効き安くなります。平均では、

a) 眼の保険（Vision insurance）
眼の保険は医療保険（Health insurance）とは全く

ことが出来る（保険適応になる）ものです。逆に言う

① 眼科医（Ophthalmologist）の方が良い場合

り直す」
「定期的な視力検査を受ける」などの場

眼医者のかかり方

す。これも保険によりますが、大体3年に1回など撮る

a)

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。

た。アメリカは保険が細分化していてかなり難しくなっ

ています。とは言え「分からないから」
「不安だから」と

いう理由で、受診をためらっていると状況が悪化してし
まうかもしれません。分からない場合は、確認するよう
にしましょう。

筆者プロフィール：

医師

若井俊明 (わかいとしあき）

ミシガン大学医学部 家庭医学科助教授
弘前大 学 医学 部 卒 業 後、手 稲 渓 仁会 病 院 内 科 研 修 修了、
University of Pittsburgh Medical Center Shadyside 家庭
医療研修修了後より静岡家庭医養成プログラム指導医、健康
会おおあさクリニック院長、2017年よりミシガン大学日本家庭
健康プログラムで診療。現在、ミシガン大学家庭医療科リボニ
アヘルスセンターの外来で幅広い診療を行っている。

▶︎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。

18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506
クリントンタウンシップオフィス
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心臓病治療の最前線

スピ ン オ

フ

日本の歴史を振り返る

〜幕末、明治、大正の 女 性 たち〜
ロシア軍艦対馬占領事件、大津事件 ＆

Yuko Hatakeyama

15500 Nineteen Mile Road, Suite 330,
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
山﨑博
循環器専門医
http://www.eastsidecardiovascular.com/
日米両国医師免許取得

畠山勇子

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
循環器科臨床教授

Eastside cardiovascular
専門医
Medicine, PC -Roseville Office
25195 Kelly Rd
山崎 博
Roseville, MI 48066
Tel: 586-775-4594 Fax: 586-775-4506

ろこう

ウクライナ侵攻：

文化露寇および日露国境紛争：

本年2月24日、ロシアのプーチンがウクライナに侵略
してから一月が経とうとしています。プーチンは、ウクラ
イナなど数日で落とせるとの予想をしていたと言われ
ており、ウクライナの人々の勇敢な抵抗により、その予
測が覆されると、この原稿を書いている時点で、攻撃の
野蛮さを増すことでその野望を達成しようとしており、
子どもたちや妊婦を含む一般市民にまで無差別攻撃
を広げ、ウクライナ全土で戦争犯罪を繰り返していま
す。このプーチンの行動を許してはなりません。核兵器
をもった軍事独裁大国がその使用をチラつかせながら
周辺国を脅す行為に対して、民主主義を信奉する世界
の人々が連携団結し、反プーチン、反独裁の声をあげる
ことは大変大事なことだと思っています。

よう指令を出します。ニコライ2世は、鹿児島と長崎に
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
それ以前にも、ロシアは、1778年、北海道の厚岸
立ち寄った後、神戸港に停泊し、陸路で京都に向かい
（あっけし）に現れて日本に通商を求め、
1806年には
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
ました。長崎では、人力車に乗って観光し、かんざしを
フォボストフ大尉が南樺太の亜庭湾の日本人集落に
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、
買ったり、右腕に７時間かけて龍の刺青を彫ってもらっ
武装上陸して放火、略奪、誘拐する事件を起こし、
翌
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
たりして楽しんだといいます。京都では、河原町二条の
1807年には、日本領択捉（えとろふ）島老門（おいと）
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。
京都ホテルに宿泊し、人力車で琵琶湖観光に向かいま
に上陸し、略奪のかぎりを尽くす事件を起こしました
す。事件はその帰途に置きました。大津市内で警備中
（文化露寇）。これに対し、日本側は箱館奉行の指揮
の津田三蔵巡査が、突然ニコライ2世にサーベルで襲
のもと、弘前藩、南部藩、津軽藩の連合軍で対応しま
いかかり、顔に傷をつけます。津田巡査は直ちに取り
したが、ロシア軍の圧倒的火力の前に敗退し、択捉島
押さえられますが、ニコライ2世は京都ホテルに戻り、
紗那（しゃな）会所は全滅しました。箱館奉行は敗戦
ロシアの軍医に手当を受けます。明治天皇の名代とし
の責任を取って切腹自害しました。日本とロシアはその
て、接待係をしていた有栖川能久（ありすがわよしひ
後1855年、下田条約（日露和親条約）を結び、その中
さ）親王は、驚いて、ニコライ2世に謝罪するとともに、
では、南樺太日本人居住地域および択捉、国後、色丹、
東京の明治天皇に報告し指示を仰ぎます。
歯舞の島々については日本の領土であることが確認さ

振り返ってみると、近現代の日本の歴史は、ロシアの
東方拡張、侵略とどう戦うかで形成されてきたように
思えます。現在も、ロシアは日本の固有領土である国後
（くなしり）、択捉（えとろふ）、歯舞（はぼまい）、色丹
（しこたん）を含む全千島列島を不法に占拠していま
す。日本に対するロシアの脅威が今も決して無くなった
わけではありません。
ロシア軍艦対馬占領事件：
1861年、ビリリョフ船長の指揮するロシア軍艦ポサ
ドニック号が対馬に来航し、上島と下島の間にある浅
茅湾（あそうわん）に侵入、芋崎（いもさき）を占領して
そこに兵舎、工場、練兵場などを建設して半年余りにわ
たって滞在する事件が起こりました。対馬藩主宗義和
（そうよしかず）はロシアの不法占拠を責め、直ちに退
去するよう求めましたが、ビリリョフ船長は、船が難破
して航行に耐えられないので修理のために来航したと
偽りの回答をし、さらに修理工場設営資材や食料、遊
女を要求しました。対馬藩は徳川幕府に急使を送り、
助けを求めました。事態に驚いた徳川幕府は、箱館奉
行を通じて同地駐在のロシア総領事に強く抗議すると
ともに、外国奉行小栗忠順（おぐりただまさ）を咸臨
丸（かんりんまる）で対馬に急派しました。小栗は、ビ
リリョフと三回に渡り交渉しましたが、交渉は決裂、小
栗は、江戸に帰り、老中に、対馬を幕府直轄領とするこ
と、今回の事件の折衝は正式の外交形式で行うこと、
国際世論に訴えることなどを主張しましたが、受け入れ
られず、小栗は外国奉行を辞任しました。事件は、その
後、駐日イギリス公使オールコックが幕府に対し、イギ
リス艦隊の圧力によってロシア艦隊を退去させること
を提案、これが実行され、イギリス東洋艦隊の軍艦２
隻が対馬に回航し示威行動を行ったため、ロシア総領
事は形勢不利と判断、ビリリョフに命じて対馬から撤
退させました。ロシアの造営物は幕府により撤去され、
その材料は長崎に保管されました。

対馬中央部

対馬中央部拡大図

日米両国医師免許取得。

れました。その間、ロシアは清朝の弱体化につけ込ん
で、アムール川以北（1858年）および沿海州（1860
年）をロシア領に編入し、その南端をウラジオストック
（ロシア語で東方を制圧せよとの意味だそうです）と
名付けます。1875年、明治政府は、榎本武揚をロシア
の首都サントペテルスブルグに派遣して千島樺太交換
条約が結ばれます。この条約で、千島列島は北端の占
守（シュムシュ）島まで含めて日本領、樺太については
日本は領土権を放棄するということで日露国境が定ま
りました。ちなみに、その後の日露戦争でロシアは日本
に賠償金を払わない代わりに北緯５０度以南の南樺太
の領土権を放棄しました。このため南樺太は日本領の
島として漁業などを中心に発展します。1920年第一次
大戦後のシベリア出兵時に起きた尼港（にこう）事件
に対する謝罪および賠償の担保として、日本軍は樺太
全土を指揮下に置きますが、親ソ主義者後藤新平な
どの推進した日ソ基本条約が1925年成立し、尼港事
件に対する謝罪および賠償はされないまま、日本は北
樺太から撤退しました。その後、1945年8月、日ソ中立
条約を破ったソ連が満州、南樺太および千島列島に攻
め込み、これらの地域を占拠します。ソ連は1952年の
サンフランシスコ講和条約に署名していないので、そ
のソ連の後継国ロシアと日本の国境は2022年現在、
未確定のままです。

明治天皇：
明治天皇は、直ちに、自ら謝罪に向かうことを決断
し、新橋駅から列車で京都に向かいました。何しろ、
当時の日本にはまともな軍艦もなく、大国ロシアを怒
らせて、領土要求や賠償要求をされれば、国家の一大
事となります。神戸港に停泊中の７隻のロシア艦隊は、
砲門を直ちに開ける状態にあり、日本国にとって十分
な脅威でした。明治天皇は、翌朝京都ホテルにニコラ
イ2世を見舞いましたが、御所に帰ると、ニコライ2世
はその後の日本旅行の日程を全て取り消してウラジオ
ストックに向かうとの報告を受けます。明治天皇は驚
いて、せめて、天皇主催の晩餐会に招待したいと申し
出ましたが、これに対して、ロシア側は、明治天皇が単
身、神戸港停泊中のロシア軍艦内で行う夕食会に出席
するよう逆提案します。明治天皇の側近たちは、朝鮮
の大院君が清の袁世凱に騙されて、船でそのまま北京
に連れ去られて幽閉された事件を引き合いに出して、
明治天皇が単身でロシア軍艦を訪問することに大反対
しますが、明治天皇はその反対を振り切って単身ロシ
ア軍艦に乗り込み、無事夕食会を済ませて下船されま
した。側近たちは安堵の胸を撫で下ろしました。明治
天皇の行動力、胆力には驚かされます。なぜ明治天皇
があれほど日本国民の英雄として尊敬と信頼を受けて
いたかがよくわかります。

北方四島 および北海道

大津事件：
少し話が先走りすぎました。話を1891年に戻しま
す。この年、ロシア皇帝アレクサンドル3世は、一大国
家事業としてモスクワとウラジオストックを結ぶ全長
九千二百八十八キロに及ぶシベリア鉄道の敷設を宣言
しました。その時、従兄弟でギリシャおよびデンマーク
の皇太子ゲオルギオスと共に東洋旅行中の息子のニ
コライ2世に、東洋旅行の終了後ウラジオストックに立
ち寄り、シベリア鉄道の東端からの起工式に参加する

1888(明治21)年 創業時京都ホテル
©️京都ホテル

児島 惟謙：
大津事件の、もう一人の英雄は、大審院長の児島 惟
謙（こじま これかた）でした。総理大臣松方正義、西
郷従道内相、青木周蔵外相、伊藤博文伯爵、井上馨伯
爵、大山巌陸相など、主だった行政の長や軍人らは、
ロシアに対する忖度から、実行犯の津田三蔵に対して
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出典・引用元：
（左）長崎で人力車に乗るニコライ2
世。
（ウイキペヂアより上野彦馬撮影）
（中央）ギリシャおよびデンマークの皇
太子ゲオオルギオス（向かって左）とロ
シア皇太子ニコライ2世。二人は従兄弟
同士であった。
（国立公文書館アジア歴
史資料センター）
（右）大津事件と児島 惟謙（国立国会
図書館デジタルコレクション。児島 惟
謙：護法の神、沼波瓊音 著）

極刑である大逆罪による死刑を要求しましたが、児島
は、この圧力によく耐え、ロシア皇太子は、日本国の皇
太子ではなく、大逆罪を適用することはできないとつ
きはなし、通常の傷害罪として無期懲役としました。こ
れは日本における司法の独立を示した事件として海外
でも有名となりました。
畠山勇子：
大津事件には、もう一人の人物が登場します。それ
は、畠山勇子（はたけやまゆうこ）という女性です。勇
子は、1865年、安房国（現在の千葉県鴨川市）に、農
家の長女として生まれました。5歳で父を失い、17歳で
結婚しましたが、23歳で離婚、東京に出て華族の邸宅
や銀行家宅の女中として働いた後、伯父の世話で日本
橋区の魚問屋にお針子として住込み奉公をするように
なりました。東京という都会にあって俗風に染まらず、
向学心が高く、政治小説や歴史書などを熱心に読んで
いたといいます。
「私も学校に行ける資力があって教育
を受けられていたらもう少しマシな人間になれたもの

を、いたずらに歳をとってゆくのが残念です」というの
が口癖だったそうです。
勤務態度は、口数少なく、もの静かで、真面目で、よ
く主人たちにつくしたといいます。大津事件を新聞記
事で読んだ勇子は、奉公先をやめ、
「このまま皇太子
にロシアに帰られたのでは、わざわざ京都まで行って
謝罪した天皇陛下の面目が立たない」と伯父に話し、
伯父は、一介の平民女性が国家の大事を案じてもど
うなるものでもあるまいと説得しましたが、思い詰め
た勇子は、新橋駅から列車で京都に向かいました。勇
子は「露国御官吏様」
「日本政府様」
「政府御中様」
と書かれた嘆願書を京都府庁に投じた後、その門前
で、白装束を身に纏い、死後見苦しからぬようにと両
足首を手ぬぐいで括った後、剃刀で気管を切って自殺
しました。すぐ病院に運ばれましたが、出血多量で死
亡しました。享年27歳。当時の日本はまだ極東の弱
小国であり、この事件を口実に大国ロシアに宣戦布告
でもされたら、国家存亡の危機となると考えたのでし
た。その壮絶な死は、“烈女勇子”とメデイアに喧伝さ

れました。墓は京都市下京区末慶寺にあり、ラフカデ
オハーン（小泉八雲）も彼女の墓を訪れ、彼女を日本
の烈女として紹介しているといいます。一介の市民で
名も無いお針子の娘が、新聞を読み、日本の国難を自
らの命に代えて防ごうとした事件として、明治の女性
たちの識字率の高さと愛国心の高さを象徴する事件
でした。畠山勇子のニコライ2世宛の手紙にはこう書
いてありました。“ロシア皇太子様、少しでも私のこと
を不憫に思われ、京都にお戻りになり、十分ゆっくり
とご観光ご遊山をなされていただければ、小国の女
の身に余る光栄です。明治24年5月18日 畠山勇子”
(現代語訳は著者による)
自らの命に替えて日本の国難を救おうとした烈女
畠山勇子の壮絶な死は、明治の女性たちの識字率の
高さ、自国の運命を自分の運命とする愛国心の高さ
を示しており、無意味な死だと嘲るのは簡単ですが、
一人の女性が死を堵して示そうとしたものはなんだっ
たのか、考えさせられます。

Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告も承っております
https://w w w.JapanNewsClub.com
japannewsclub@pntrpress.com

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

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。

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere
★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

カラオケ有!!

Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)
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英語教授法資格を持つ講師による
オンライン・対面レッスン
春の訪れが待ち遠しい季節になりましたね。
「ひと月1作品」、今月は2003年に発
表された映画、”Bobby Jones Stroke of Genius”（邦名：「ボビージョーンズ〜球聖
と呼ばれた男〜」）をご紹介します。

仕事のプレゼンの準備・指導
学校のオンライン授業の課題・
宿題のサポート

ボビー・ジョーンズをご存知でしょうか。1920−30年に活躍したアメリカ人のゴル
フプレイヤーで、生涯アマチュアを通した名選手です。プロ、アマチュアの資格に関
係なく出場できる大会の名前には「オープン」が付きます。有名な全米オープンと全
英オープンに加えて、アマチュアだけの大会である全米アマチュアと全英アマチュア
を加えた4つが、アマチュアのメジャー4大大会とされます。彼はそれらの大会にわず
か8年の間に13回優勝しましたが、28歳の時にあっさりと引退してしまいました。

日本語を話せる米人現役大学講師
（数時間の空きあり）
帰国後もレッスン継続可能

1900年代初頭、ボビーは、祖父が事業を経営し父が弁護士をしているジョージア
州アトランタ名士の家に生まれ育ちました。祖父は安息日の日曜日に息子（ボビー
のお父さん）が接待ゴルフをすることを好まず、散歩をさせるために体の弱い孫（ボ
ビー）をコースに連れ出すことにも小言を言っていました。

連絡先：ayumi@suzukimyers.com
(248)344-0909 担当：内野
主要サービス：通訳・翻訳・語学クラス(英・日)・通訳クラス
お見積りは無料ですので、ご相談ください。

office@suzukimyers.com
www.suzukimyers.com

言葉の架け橋

−1 4 5 −

〜こんな日本語、英語にできますか〜
色に関する言 い 回し （4）
今回も、
「青」に関する言い回しを見ていきましょう。非常に苦しい時やがっかり
した時、
「青息吐息である」と言いますが、これは、
「青息」とは苦痛に耐えかねて
吐くため息だそうです。青色吐息は誤りですのでご注意を。1984年の歌謡曲「桃
色吐息」が大ヒットして、青色吐息と言われ出したようです。英語は、“be at one’s
last gasp” とか “be in great distress” になります。
「青写真を描く」と言いますが、近頃は使われない「青写真」とは、設計図の
複写に用いられたことから設計図を意味し、将来の計画を具体的に考えることで
す。青写真は英語では “blueprint” で、それをそのまま動詞として使い “to blueprint a plan” あるいは名詞として “to make a blueprint of a plan” で同じ意味にな
ります。これは英語が先かもしれませんね。
さて、続けて「隣の芝生は青い」。これは明らかに英語が先で、 “The grass is
always greener on the other side (of the fence).” から来ています。他人のものは
何でもよく見えるという人間共通の心理なのでそのまま受け入れられたのでしょ
う。では、
「青菜に塩」(青はこの場合明らかに緑色です)。急に人がしょんぼりし
た状態になることを言いますが、“He is utterly dejected.” と言えば良いでしょう。

もう一つ、
「青筋を立てる」という表現をご存知だと思います。青ですから静脈
で、普通顔の静脈を指し、怒った様子を示します。“He got angry, with his blue
veins standing out.” といったところでしょうか。
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。

ある日お父さんのメンバーコースでチャリティゴルフが行われ、当時人気絶頂の
ツアープロ、ウォルター・ヘイガンがやって来ました。彼の鋭いショットを目の当たり
にしたボビーは、すっかりゴルフの虜になってしまいました。
コース内の森の陰からプロのスイングを盗み見て真似するボビー。バックヤード
でトラッシュキャンにボールを入れるアプローチショットを練習しながら、15歳で
ジョージア州のステイトアマチュアで優勝し、全米アマへの出場権を獲得します。
幼少時にお母さんから「あなたは寅年だから怒りやすいのね。でもどんなライバル
がいても狙った獲物は逃さないのよ」と言われていた通り、ミスショットをするとす
ぐにクラブを放り投げ、悪態をつきます。とうとうUSGAから「その性格を直さない
限り、以降の大会への出場を辞退されたし」と、ツアーへの出禁を言い渡されてし
まいます。
そんなボビーは幾多の困難を乗り越え、大きな舞台でトロフィーを総なめにして
いきます。成功の裏には、感情のコントロール、奥さんとの約束、神経の障害、いず
れ見つかる難病など、様々な苦悩がありました。映画はそんなボビーの生涯を細か
く丁寧に描いています。
1930年、大きな目標を達成したのちにボビーは引退しました。懇意にしていた記
者に、
「おじいさんのために弁護士になり、お父さんのためにゴルファーになり、奥
さんのためにゴルフを引退した。これから君は自分のために何をするんだい？」と
聞かれます。ボビーが嬉しそうに「これだ
よ！」と見せたのは、アトランタ郊外の小
さな町、オーガスタに見つけた広大な空
き地でした。そう、引退後ボビーはゴルフ
コース作りに専念するのでした。そのコー
スこそが、マスターズトーナメントが行わ
れるオーガスタナショナルです。今年は4
月7日から始まります。昨年は松山英樹選
手が優勝しました。花々の咲き乱れると
ても美しいゴルフコースです。咲き乱れる
花々に隠れて、どこからかボビーが見守っ
てくれているかもしれません。チャンスが
ありましたらぜひ映画とセットでご観戦く
ださい。

©︎2003 Bobby Jones Film, LLC. （「」内は映画より引用。筆者翻訳。）

<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
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

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、Novi Oaks Golf Centerでレッスンを行なっている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

April 2022・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 11

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
Spring Conversations in Michigan :
ミシガンでの春の会話

アメリカでは、春に大掃除をします！ お友達に聞いてみましょう。
・So, did you do your spring cleaning yet?（ もう春 の 掃 除 をしました か？）
▶︎ 何か捨てたい物があるなら、代わりにドネーション（寄付）ができますよ。

Sushi Den の隣にある Salvation Army に持って行ってください：建物の左側にあ

るドネーションの受け付けドアまで車で行くと、係の人が出てきてドネーションす
る物を引き取ってくれます。このように言う必要があるかもしれません。

・I don't need a receipt.

（レシートは要りません。)

▶︎ このレシートは税額控除のためなので、必要な場合はレシートをもらいましょう。

・The donation is in the back of the car.
（ドネーションする物は車の後ろにあります。）

▶︎ 通常は係の人が荷物を下ろしてくれるのであなたは車から降りる必要はありません。

植え込みの季節になりました！
● もし、ガーデンセンターに行ったら、こう尋ねてみましょう：

・Is this a perennial or annual?

（これは多年草ですか、一年草ですか？）

・Can I grow this in a pot?
（これは、鉢植えで育てられますか？）
・How often should I water it?

（お水はどのくらいの頻度であげればいいですか？）

・Do I need special dirt or fertilizer?（特別な土や肥料が必要ですか？）

N

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

・Do you have netting to protect my plants?

（植物を保護するためのネット（網）はありますか？）

● もし一軒家に住んでいるなら、お庭を掃除しなければいけません。お店で芝生

用の紙袋を購入して、枯葉や落ちた枝を集めましょう。このようなヤードウェ
イスト（Yard waste）は市によって回収を始める日が違うのでインターネットで

お酒を
飲めるように
なりました！
( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

www.sushidenonline.com

Sunoco

Clark

Pont

てください。お店でこう尋ねてみましょう。

iac T
rail

● たくさんの野生動物が、あなたの植物やお花が大好物だということを覚えておい

Maple Rd

Burger
King

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

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

検索したり、ご近所さんに尋ねてみましょう。

・When does yard waste pickup begin?

（いつ庭のゴミの回収が始まりますか？）

● もし庭仕事か何かをやりたくて、必要な道具を買いたくない場合はご近所さん

に尋ねてみましょう。

・Can I borrow your ___? （あなたの＿をお借りできますか？）

・Do you mind if I borrow your ___?
（あなたの＿を借してもらってもいいですか？） ＊上記よりも丁寧な言い方
このようなフレーズを練習しながら春のミシガンを楽しんでください！
									

Christina

４月のイベント 2022年４月４日～４月２９日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。

Japanese Family Services, USA

当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。

www.jfsusa.com
information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375
248-946-4301

●ESL

夏期講習

一日講習(午前午後)

各期 10 日間＄330/期*(2 期は 9 日間$297)；＄640/期(2 期$576)
月〜金 9:05am-12:00pm もしくは 12:30-3:30pm
☆早割り‼☆
基礎英語力の習得に重点を置いた集中 ESL クラス。サイエンス・
クラフトの時間も♪現地校で必要なスキル、話す・聞く・読む・書くを 5/31 までにお申込みで
＄10 割引！
学びます。10 日目にはキャンプでの成果を各自披露する
プレゼンテーションを行います。
ESL 夏期講習五期に渡り開講
午前中と午後のプログラムを組み合わせての一日講習も出来ま
◎週
3，週 4 日での参加は＄38/半日、$68/一日で可能です。 １期:6/13(月)-6/24(金)
す。
2 期: 7/5(火)-7/15(金)
*各プログラムで教材費 7 ㌦が別途掛かります。

●夏期キンダーガーテン準備クラス
火＆木の週２日・$110/月

3 期:7/18(月)-7/29(月)
4 期:8/1(月)-8/12(金)
5 期: 8/15(月)-8/26(金)

7 月 9:25am-10:25am; 8 月 1:00pm-2:00pm

キンダーガーテン入学準備を目的にした、4 才から 5 才児対象のクラ
ス。英語での歌、遊び言語を学ぶ事で指示に従う練習をします。
（時間中、保護者の方は敷地内に留まって頂く事をお願いします。）

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road
Novi, MI 48375

info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
248-513-4635
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ひのきバイリンガル教育振興財団主催

第5回ひ のき杯

ひ

レポート

画 面越しのバイリンガルクイズ大会

のきバイリンガル教育振興財団主

黄・黒・青・茶）に分けられたチーム対

ベーションが上がることがこの競技のね

年3月6日(日)、去年に引き続きコロナ感

ゲームだ。問題のレベルは1から8まであ

す。
「どの年齢、どのレベルの生徒でも

催による第5回ひのき杯が、2022

染対策のためZoomにて開催された。ミ
シガン州の小・中・高校（3年生から9年
生）より集まった40名が、朝9時半から

午後2時半まで、みっちりバイリンガルク
イズ大会を楽しんだ。参加は、生徒に加

え、ボランティア24人、その他観覧の保

護者の方々、招待された方がZoom上で
集合。今年で５回目ということもあり、本
物のクイズ番組さながらの同イベントを

心待ちにしていた参加者も多かっただろ
う。

本大会は、バイリンガルレベルをバラン
ス良く混ぜた、3年生から9年生からな

る5人1組の8チーム（赤・橙・白・緑・

抗戦。日英語に関する問題に挑戦する
り、数字が高くなるほど難易度も上がる

が、その分得点も上がる仕組み。それぞ

れ、クイズ回答者が自身で難易度を決め
てクイズに答える形式だ。当日は、1回戦
から決勝まで3回の対戦が行われた。

今年はどの対戦も接戦が多く、決勝戦

は同点でチームキャプテンによるタイブ
レイクで決着。優勝はブラウンチーム、

2位はグリーンチーム、同点3位はレッド

チームとブラックチームとなった。毎回

らいです」とひのきの団体の担当者は話

楽しむことができるのがひのき杯の特
徴だと言えます」

回を重ねるごとに、何度も参加している

生徒はそのレベルが上がり、毎年新しい
挑戦者が増えていくという。10年生以上

の元選手は、ボランティアとして大会の

運営にも協力している。
「来年は是非ま

た大きな会場でたくさんの観覧者の方

と一緒に6回目のひのき杯を迎えたいと

開 催！

願っています」
今回のひのき杯は、JFLA（ロサンゼル
ス日本 文化センター）及び CGP（T h e

Japan Foundation The Center for

Global Partnership New York)から
の 助 成 金 により賄 わ れている。ミシ
ガ ンの日本 語 教 育は 盛 んだ が、ミシ

ガ ン 学 生 の 日 本 語 教 育 、継 承 語 教

育 が 今 後 も 更 に 発 展 す る ことを 願
い た い 。財 団 へ の 問 い 合 わ せ は 、
info@hinokifoundation.org

（取材協力・写真：ひのき財団）

の対戦前に両チームによって行う掛け声

コンテストも大変盛り上がり、今年の1位
はホワイトチームとなった。

「個々の言語力も重要とはいえ、チーム

でいかにバランス良く、それぞれの言語
レベルに合わせた問題を選ぶかもキー

となる同イベント。それぞれが、クイズに

正解する喜び、チームで協力し合う楽し

み、難しい問題に挑戦するワクワク感を
体験することで、バイリンガルへのモチ

Seoul Unisex Hair Salon

♢ 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

ファーミントンより

ノバイに New Open!

ヘア以外にも ♢ 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

（上）画面よりどのパネルを選ぶのか！そこから勝負
は始まっている！
（下左）優勝チームには「Legentds
of
Language」トロフィーが贈られる （右）クイズ正解の嬉
しさが画面越しから伝わる一枚

N.

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）
< Hour >

24263 Novi Rd. Novi, MI

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

Tel.

248-553-2345 または、
248-773-2281

Novi Rd
10 Mile Rd

Budo Class for Youth and Adults
場所：

Recreation Center at Hillside Middle School
700 W. Baseline Rd.
Northville, MI 48167

時間：

G
IRIN
RE H
WE'
引越作業スタッフ募集！

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）

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。

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

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)
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Spring - 2022

おうちで楽しむ
季節の和菓子 作り方

桜寒しるこ

季節のうつろいを最も感じさせてくれる花、桜の花びらの舞う和菓子

Ch erry
blo sso m
pa ls

作り方
1.

How to make W ag ashi

桜寒天を作る。

桜の塩漬けは、水に10分以上漬けて、塩抜きをする。
キッチンペーパーにのせて、茎や

ガクを外して、
花びらをバラバラにする。

鍋に分量の水と粉寒天を入れて中火にかける。沸騰したら弱火にして、
よくかき混ぜ

ながら1分煮る。寒天が完全に溶けたら、
グラニュー糖を加えて、混ぜる。
グラニュー糖
桜が咲き、新年度がはじまる春。新しい出会いや環境、色
々なことのはじまりに夢がふくらむ時期ですね。中西部でも
桜の木が植樹され、お花見を楽しめるのはとても有難いこ
とです。見事な満開の桜はもちろんですが、
ひらひらと花び
らがちりゆく姿もいとおしむ日本人の感性も素敵だと思い
ます。今回はそんな日本人にとって特別な花、桜の花の塩
漬けを使った桜寒しるこのレシピをご紹介します。

固まらない様に気を付けてください。
）

粗熱がとれたら、
容器に分け入れる。
寒天液に、
桜の花びらを入れて広げる。
冷蔵庫で
冷やす。
2.

2人分 ]

桜寒天
桜の塩漬け 20g
粉寒天 2g
水 70g
グラニュー糖 80g

しるこ
小豆あん
水 80g

白玉だんごを作る。

白玉粉は水を少しずつ加えて、耳たぶくらいの柔らかさになるまで練り、適当な大きさ

に丸める。鍋に湯を沸かし、白玉を入れてゆでる。浮き上がってきてからさらに2分程

I n g re d ie n t s

材料
[ 桜寒しるこ

が完全に溶けたら火をとめて、粗熱を取る。
（※寒天は40度から固まりはじめるので、

ゆで、冷水にとる。

3. しるこを作る。

ボウルに小豆あんをいれて、
水を加えて溶かす。
桜寒天の上に注ぎいれる。

150g

白玉だんご
白玉粉 20ｇ
水 適量

4.

白玉団子をトッピングして出来上がり。

杉井ステフェス淑子 東京出身。2016年よりオハイオ州クリーブランド在住。和菓子作家。
アメリカで
オーダーメイドの和菓子作品の制作、
オンライン教室やワークショップ、
デモンストレーション、展示
などを行う。和菓子・琥珀糖スタジオ；https://kohakuto.com/ Instagram: topico_wagashi

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

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.

＜診療時間＞

月 水 木: 9:00-18:00
|
金 土: 9:00-12:00
火 日: 休診
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〜ヨガ を 通して見 えてくるもの 〜
第56回

最終回？
春だ！花咲爺さん召喚！

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-Hear t-Yoga,-Thai-Yoga-Massage、解剖
学 と 筋 膜 の 働 きに 基づくヨガポーズへ のアプ ロ ー チ、調 息 整 体 法 等 精 力 的 に 勉 強 中 。
ヨガクラス、 瞑 想会 やワークショップを開 催 。目指 すのは、" Yo g a f o r E V ERY B O DY ”。
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

8世紀のインドの高僧Shantidevaによる

「6 Flavors(Attitudes) of Mahamudra〜肉

体改造ならぬ内部改造の取説」とでもいいましょうか〜ご紹介の最終回です。
広義のエンターテイメント、競争の中でのゴール達成、嗜好品などをバランスよく使いなが
ら人生の質的(幸福感)向上とバランスを図るのが平均的現代人です。程度の差こそあれ、それ
はおおむね良くも悪くも現代の「当たり前」として受け入れられていますが、その最大の弱点
は、私利私欲を満たすのみであることと外部からの供給頼みということです。我々の多くは電
力の供給が途絶えた瞬間から街を真っ暗にしてしまう街灯のような状態です。
それを外部からのインプットに依存しない太陽光発電パネル付きの常夜灯に改造する指南
書にふれてみるのは新鮮で面白いかも知れません。
現代のように膨大な量の娯楽や気晴らしとは無縁だった大昔の人たちがどうやって健全な
幸福感、人生の意味と達成感、充足感を手に入れたかという具体的方法論がこの6項目の教え
だと私は個人的に位置づけています。
ヨガ指導員訓練中も実利的な生徒はそんな大昔の坊さんの教えなんて、現代の私たちには
意味がないと言いました。それに対する先生の答えは「千数百年以上の長きに渡り、数えきれ
ない先達の手を経てなおこの教えが大切にされ、生き残っているという事実そのものが、この
教えの重要さと有効性を証明していると言っても良いのではないか。」でした。
※「教え」といっても盲目的に従う事はむしろ諌められます。また「神」に尽くす宗教的教えとは一線
を画しますので念のため。

頭で考えることが「種」
「苗」です。憎しみや嫉妬心、私利私欲、侮蔑、欺瞞(嘘)、吝嗇(ケチ、
出し惜しみ)や貪欲の種があるなら見つけて、直ちに捨てる。代わりに優しさと他を思いやる親
切で愛情に満ちた種に置き換えていくことで自分自身が幸せになりますよ。自分のことが好き
になりますよ、人生が満ち足りたものになりますよ、というのが良い庭師になれという教えの根
幹です。
良い種を植え育てなさい。悪い種は捨て、万一芽が出たら小さい内に抜きなさい。大木に

なると抜くのは大変だから。

単純に聞こえますが、意外とトリッキーです。気をつけたいポイントは下記の通り。
☆良い種を「植えようと思う」のと「植える」のは全く別次元の事と知るべし。
☆「植えたつもり」になったり(自分に嘘)「植えたふり」をする(他者に嘘)くらいなら何もしない
方がまだマシである。(嘘の種が大きく育ち自分に返ってくるから)
分かり易いように例を挙げます。大雪のアップダウンのある道。１台のFR車が目前でスタック。
私→助けてあげたいな〜と思うが、寒いし自分の運転に精一杯と思い何もせず見ていた。
先生→薄着のまま自分の車からすぐ飛び出してスタックした車の後ろを懸命に押しディッチか
ら助け出す。
運転していたおばあさん→大喜びで車から降り雪道で先生とハグ。無事運転を続けた。
私→次から言い訳と照れ臭さをかなぐり捨て、直ちに助けの手を出すようになった。

なるほど。投げ出さずに先へ進んでみますか。
１. 〜 5．までは毎回復習しながらご説明してきましたので、誌面の都合上今回は項目のみ記し
ます。
詳細にご興味のある方は2021年10月から隔月の過去記事をオンラインでご確認下さい。
1. THE WISDOM OF CHANGE~This too shall pass
2. THE WISDOM OF SERENITY ~I cannot control it in the present moment
3. THE WISDOM OF RESPONSIBILITY ~I have put this person & myself here
4. THE WISDOM OF PERCEPTION ~There is someone who would find it pleasant
5. THE WISDOM OF 50/50 ~I can use this problem as a path(Labels & Parts)

理由→いくら思いがあっても行動する努力もしなければ、相手にとっては無視するのと同じだ
と、先生と自分の行動を見比べて思い知ったから。

これが後に奇跡的に仲介の方が見つかり生徒さんと一団となって、長く東北大震災の被災地
への直接物資支援や他のドネーション活動へと繋がっていった。この教えを学ばなければ、間
違いなく私はただ何かできればいいんだけどねーと「言うだけ」の「やるつもり」の人で終わって
いたはず。
最近社会のサークルがどんどん縮小、弱体し、心も行動も外に出しにくい日本社会になって
きたように思うのは私だけでしょうか。そんな時代だからこそ、この8世紀の智恵の教えが活
き、ブレークスルーの鍵になるのではと思います。自分のために親切にするんです。自分の心の
健康と幸せと未来の充足のために。
完全に自分勝手に自分の利益のために他者(人だけ出なくあらゆる生き物)によくするんです。

そして今回のテーマ

私は何かしたい気持ちはあっても、偽善とか施しを与えるとかが苦手だったので、この考え方

THE WISDOM OF SELF MASTERY
~We must live as gardeners
副題は「良き庭師になれ」というもの。
例えば庭師の私がアザミとイバラとウルシの種を植えたとします。間違って植えた、わざと
じゃないと言い訳しても「わたしが」それらを植えたら「わたしの」行為の結果として 100%ア
ザミとウルシとイバラが育ち、トマト、ひまわり、桜は絶対に生えてきません。逆にトマトグルー
プを植えたら絶対にアザミグループは出て来ません。

を受け入れた時「なーんだ．そういうことか！」とすっかり目の前の霧が晴れた気がしました。
さあ、ミシガンの春ももう目前です。自分の庭を花盛りにすると周りの人も喜ぶ。ヨガの教え

はいつも当たり前のことなんです。

なぜかというと良い種が我々一人一人の心の中に元々備わっているからだそうです。
教えと言うと仰々しいですが、個々人が気付かずに胸の内に持っている良いものを、ほら、あ
なたの中にこんな良い素敵なものがありますよ。ここ掘れワンワン。それがヨガの役目なんで
しょうね。

これが、“THE LAW OF CAUSE & EFFECT”(原因と結果の法則)です。

仏陀の言葉として有名な”What you think, you become.”(他の偉人の言葉とされる場合

も散見される)に要約される教えです。

嚙みくだくと、あなたが頭の中で考えていることが言葉となってあなたの口から発せられま

す。あなたは言葉として認識している事を行動に移します。行動を繰り返すとそれは習慣にな
ります。習慣があなたの運命を形造ります。ということ。

逆に考えるとあなたが頭の中で考えたこともないような事を口に出すことは決してない。あ
なたが考えたこともないような事を行動に移すことは絶対にない。あなたが背負っている運命
はあなたがあなた自身の考えを軸に何度も同じような事を繰り返してきた結果として、今あな
たと共にある、ということ。

思考

→ 言動

→ 行動

→ 習慣

→ 運命

								

了。合掌。
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ノバイシビックセンターにて書道作品展

『〜Sense of Calligraphy Art〜 Traditional and Modern Japanese Calligraphy』開催に向けて
書家

ミ

藤井京子さん

インタビューシリーズ

-Global Community-

シガンの長い冬がやっと終わり、ついに活動の季節となりました。４月１日より、

で少し遠く感じる日本に思いを馳せながら心をこめて書きました。書のモノクロ平面

ノバイ市のシビックセンター市民ギャラリー（玄関ホール）にて、ミシガン在住、米

の世界を広げるため、いろんな書体を使い墨絵なども入れました。私の作品という窓

国を拠点に創作に励む書家藤井京子さんの書道作品展が開催されています。
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する藤井

を通して、皆様の心の中にも美しい日本の情景を映し出して楽しんでいただければ嬉
しいです。

京子さんにお話を伺いました。
ーー 今後の活動について、アーティスト、その他の活動について教えてください。
ーー 本イベントは、どのような経緯で？

欧米のインテリアにも合う日本の書道作品を作りだしていきたいという夢をもって
います。日本の伝統を大切にしつつ、現代の環境にあったもの、視覚だけでも楽しめ

以前からいつか個展をやってみたいという夢がありましたが、生活の忙しさを理

るもの。海外では表具師も不在、和材料にも限りがある「不便さ」から意外なアイデア

由に月日が経つばかり。コロナ禍で立ち止まり人生を考えるある日、
「実力が十分と

が偶然生まれることもあります。日本書道の融合と進化系でこの先どんなアートが生ま

思える日まで待っていたら人生は終わってしまう」という意味の言葉に出会い背中

れてくるのか自分でもワクワクします。活動を通じて多くの人と出会い、人生を豊に楽

を押されました。限りある人生、将来の自分のために今できる挑戦をしてみようと思

しみたいです。

いました。
ーーアメリカ、ミシガン州で書家として活躍するまでのみちのりについてお話ください。
日本では仕事の他に、書道講師や書デザインをしていました。主人の仕事で2009
年ミシガン移住。子育てに奮闘する毎日でしたが、2011年日本で東日本大震災。ここ
ミシガンでも募金イベントがあり作品販売や実演をしたところ盛況で多くの寄付が集

伝統、そして同時に現代をも表現する藤井さんのアート。日本ではちょうど桜満開の
季節です。ミシガンも追って美しい季節がやってきます。日本の情景に想いを馳せなが
ら、作者の感性で揮毫された作品を通じて、日本語のもつ美しいかたち、響きを体感す
るために、ぜひ足を運んでみてください。

（JNC)

まりました。その後コミュニティの皆様のご好意で多くの発表の機会をいただき、今日
に至ります。
「置かれた場所で咲きなさい」という頭の片隅にあった言葉が体現され
嬉しく思っています。
ーー 日本で育った藤井さんの作品に関して、こちらでのこれまでの評価はどのようなも
のですか。

日時：2022 年 4月1日から28日市民ギャラリー玄関ホールにて
住所：Novi Civic Center : 45175 W 10 Mile Rd, Novi, MI 48375

ここで頂くご質問や評価はとても新鮮で率直なものが多く、ハッとすることがあり
ます。みなさんの日本文化への興味の高さにも驚かされ、同時に、真剣に見てくださ
る方々に間違ったものを紹介してはいけないという責任も感じます。言語がちがって
も作品を通して相手と気持ちが繋がったと感じる瞬間は興奮します。また、こちらで
暮らす日本人、本物の日本を知る方々の存在が私にとってもっと腕を磨くべく精進を
続けていく励みになっています。
ーー

藤井京子 書道作品展
『〜Sense of Calligraphy Art〜 Traditional and Modern Japanese Calligraphy』

今回の展覧会を楽しみにしていらっしゃる読者の皆さまに、今回の作品について

お話いただけますか。
英語圏に暮らしていると日本語が恋しくなるときがありますよね。文字を書く時、い
つもその「日本語の意味」を大切にして書くように心がけています。今回はコロナ禍

「クリスティーナのおしゃべりカフェ」
「ケンケンガクガク」な
どコラム連載のバックナンバーはJapan News Club公式サイト
でもご覧いただくことができます。

w w w. JapanNewsClub.com

詳細・連絡先 https://kyoko-shodo.amebaownd.com/
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Vol. 9：耳かきってどのようにするの？

Dr. K
ミ

＜今月の質問＞

＊＊＊

6歳の息子がいます。その息子の耳かきをたま
にしているのですが、周囲のママ 友 から「耳か
きはあまり必要ない」という話をよく聞きます。
ネットを検索すると、確かに耳かきはあまり必要
がないという情 報を見つけました 。かかりつけ
の小児科医（アメリカ人）に聞いたのですが、ア
メリカでは耳かきは一般的ではないようで、あま
りよくわからないそうです。こどもの耳かきはし
ても大丈夫でしょうか？ また、どのようにする
のが良いですか？
＊＊＊

人にしてもらう耳かき、確かに格別に気持ちいい
ですよね。私がかつて日本に住んでいた時に「耳か
きサロン」というのがありました。私は行ったこと
はありませんが、気になっていました。アメリカで
は耳かき自体が一般的でないので、耳かきが商売
になるなんてまず誰も考えられないでしょうね。
耳あかは医学用語で「耳 垢（じこう）」と言いま
す。ちなみに日本ではさらさらした「乾性耳垢」が
ほぼ9割を占めますが、逆に欧米ではネバネバした
「湿性耳垢」の方が9割以上を占めます。実は、耳
垢を除去するのはアメリカの家庭では一 般的では
ありません。おそらく、人生で一度もこどもの耳垢
を取ったことがない親はアメリカでは全く珍しくあ
りません。もし耳垢を取るとしても、海外では主に
綿 棒を使 用します。日本でよく見られる竹 製のミ
ニしゃもじ型の耳かきは、日本が誇る「メイドイン
ジャパン製品」であり、海外の方は見たことすらな
い方が大多数でしょう。

に 外 部 に 排 出され たものです。医 学 的 な見 地 か
らは、こどもの耳 垢は自然に排出されることがほ
とんどであり、大多数のこどもたちにとって「耳か
きは必要ない」ということは、医学界でも最近、広
く知られるようになってきました。
ここに「今までの日本の耳かきの常 識は、実は
世界の非常識だった」実例を挙げます。
① 「耳を掃除しないと耳垢がたまるから、定期的
に掃除をしよう」

（事実） → 実は綿棒などで耳垢を押し込んで
しまい、逆に耳垢がたまる原因になってしまう
ため、定期的な耳垢掃除は必要ない。

② 「耳かきをしないと耳が痒くなる」

（事実） → 耳かきを、月に何回も行う必要は
ありません。耳かきを頻 繁に行うと、耳の通 路
(外耳道）を傷つけてしまい、痒みなどを伴う炎
症の原因になってしまいます。決して見えない
耳の奥まで無理に触らないようにしましょう。
耳が痒くなるのは、耳かきで外耳道に炎症が起
こってしまった場合がほとんどです。

③ 「プールに入った後は、ちゃんと耳の中を綿 棒
で拭いて中耳炎を防ぎましょう」

実際のところ、こどもの耳かきは「(多くの場 合
において) 医学的には必 要がないばかりか、危険
ですらある」ことが、この10 −2 0 年で医学 関 係 者
の間で言 われるようになってきました 。確 かに動
物たちはこどもの耳かきをしませんよね 。耳 垢と
は 耳の奥にある鼓 膜が時間とともに古くなって剥
がれ落ちて、皮 脂などの分泌 物などと一 緒に徐々

◆

医師 桑原功光： (くわばら のりみつ)
Children's Hospital of Michigan

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

シガン州のみ なさん 、ついに冬が 明 け て春
が来ましたね 。今回の質問は「オリーブ畑」
さんです。

		

筆者プロフィール：

（事実） → プールに入ると中耳炎になる、なん
ていうのは医学的に『大ウソ』です。そもそも、
中耳炎とは、耳の奥の「中耳」という小部屋が
鼻や口の「内部」からつながっており、そこから
ウイルスや細菌が忍び込んで、炎症を起こすた
めに発症します。耳の通 路と中耳とは「鼓 膜 」
で隔たっており、プールの水が中耳に入ること
はできません（ 鼓 膜に穴でもない限り）。中耳
炎にはプールの水は関係ないのです。また、綿
棒の使用については、2017年のアメリカ耳鼻咽
喉科学会を通じて警告が出ており、アメリカで
は市販の綿 棒 のラベルに『 耳の穴に 綿 棒を入
れないこと』と明 記されています。耳の穴に綿
棒を入れて耳 垢を取り出そうとすると、逆に耳
垢を耳の奥に押し込んでしまいます。耳をきれ
いにしたい場合には、月に数回だけ、シャワー
や風呂上がりに耳の入り口だけ軽くタオルで拭
くだけで十分なのです。

まれですが、耳の入り口を塞ぐくらい耳 垢 がた
まってしまうお子さんがいます。医学用語で「耳垢
塞 栓 」と言います。耳 垢 塞 栓 があると、聴 力に影
響が出てしまいます。もしもお子さんの聴力に問題
がありそうな場合は、小児科や耳鼻咽喉 科で診療
を受けることを勧めます。しかし、こどもの耳垢塞
栓の頻度は実際はそれほど多くはなく、こどもより
もむしろ高齢 者に非常に多く存 在します。特に耳
垢塞 栓はジメジメした湿性耳 垢に頻 度が 高く、湿
性耳垢がほとんどを占める欧米の高齢者の約3割
に耳 垢 栓塞が 存 在するという報告もあります。日
本では乾性耳垢が多く、欧米より頻 度が低いとは
言えども、耳 垢 栓塞により不利益を被っている高
齢者は一定数いると考えられます。
こどもや高齢者の耳垢塞栓を完全に取り除くの
は、家庭では難しいので専門家に任せた方がいい
です。こどもや認知症のある高齢者はじっとしてい
られませんし、さらに耳 垢 が 硬い時は 軟らかくす
る薬を点 耳して、ふやかしてから耳 垢を除 去しま
す。小児 科もしくは 耳鼻咽喉 科に相談するのが良
いでしょう。
このように、かつては当たり前に思っていた医
学 的 知 識 で も 、時 代 が 進 むにつれて間 違ってい
たと判 明することは多々あるので、私たち医 師も
日々、知識をアップデートする必要に駆られていま
す。たかが耳かき、されど耳かきです。耳は私たち
にとって大事な器官のひとつですしね 。しかし、私
は 以 上のように「耳かきは医学的には一 般的に必
要ない」ことは頭では理解してはいるのですが、そ
れでもやめられない 、止まらない。耳かきはかっ
ぱえびせんと一 緒です。耳かきは確かに気持ちい
いんですよ。ちなみに、私はLEDライト付きの耳か
きをアマゾンでクリックすべきかどうか、今日も
悩んでいます。
日米の小児 科、医 療、育児関連のどんなささい
な質問や疑問も紙面でお答えします。質問をぜひ
以下のようにメールで送ってください。質問が採用
された方にはアマゾンeGif t 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。

Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆

Email 宛先： jncfaceoff@aol.com
メール件名： 「Dr.K 相談室」

メール本文： お名前と質問したい内容をご記入ください。質問が採用された当選者は紙面で質問と一緒にお名
前を発表します。匿名希望の方は「匿名希望」
「イニシャル」
「ペンネーム」のいずれかを記入してください。採用
された方には、アマゾンのeGift Cardをメールでプレゼントいたします。
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CLASSIFIED ADS.

求人
■ 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

smochizuki@yamatoamerica.com
.......................................................................

サービス
■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

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

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
		

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

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

■ 先生を募集しています！ 駿台ミシガン

■ 信頼できる保険、ファーマース保険

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

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

連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp

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

クラス・稽古

Eメール:

■ 歯科受付を募集しています！
（フルタイム）

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。

・平日（月〜金 and 土曜）働ける方。
・平日、週1~2回は１pm-8pmのシフトあり。
・月1~2回、土曜（8am - Noon) も働ける方。
・就労資格があり、日・英でコミュニケーション
がとれる方。
詳細は日本語デスクまでご連絡ください。
ノバイファミリー歯科医院 日本語デスク
(248)471-3321
novidentists@gmail.com

■ 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！

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

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

jhan@farmersagent.com

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

団体・グループ

プロビデンス産婦人科

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

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn
サービス内容: ● 婦人科検診

マンモグラフィー検査
● 婦人科疾患ケア 手術（ロボット手術も行っています）
● 妊娠出産ケア - 出産前の母親学級及び母乳クラス
- 産後新生児育児ケアサポートサービス

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

全米COVID-19関連ウェブサイト
（日・英）:

https://jcc-us.org/

電話番号： 248-465-4508（日本語専用） 248-465-4040（英語）
Email: ProvidenceOBGYNJapanese@ascension.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

Novi, MI 48374

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

#1４

クラシファイド広告の掲載について

For information about placing a free or business classified ad on Japan News Club,
please contact us via website or email> japannewsclub@pntrpress.com
□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 有料クラシファイド広告 １回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。
□ カテゴリー
・ 仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５
□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
ご住所、Eメール、 掲載期間 を
Eメール、もしくはウェブサイト
コンタクト欄よりお送りください。
お支払いはお申し込み時に支払い方法
をお知らせします。
（クレジットカード
払い or チェック郵送）
下記はチェック郵送先
□ お申し込み／お支払い先

Pointer Press, LLC
PO Box 725459
Berkley, MI 48072
japannewsclub@pntrpress.com

今年の春も、売主に有利なマーケット？
今春、物件の売却を検討されておられる方は、
「タイミング」がキーになりま
す。３つのポイントを抑えておきましょう。
１：売却物件が引き続き少ない
情報が更新されると、内見希望の依頼が多々来る上、オファーが多数来
ます。予想以上に早く売れるケースがほとんどです。
２：金利が少しずつ上昇
金利が上がる事で、物件購入にあたっての必要資金のコストもあがります。
その為、買主は早めに物件を購入しておきたい気持ちになり、売主の
取って有利になります。
３：物件価格も引き続き上昇中
売却の際に高く売れる可能性がある上、売却→購入を検討されている
方は、購入先の物件価格の上昇が見込めます。
物件売却・購入の参考まで。

□ 締切
掲載希望号の前月２５日必着
２５日必着（支払）

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については一切の責
任を負いません。
※広告原稿は電子メールもしくはウェブサイトコンタクト欄よりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が確認された場
合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数ですが、お
問い合わせください。
※お支払いはクレジットカードのみ承ります。お申し込み時にお支払いいただきます。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんので、ご了承
ください。

お問い合わせ：

Keisuke Takemoto （竹 本恵介）
MK T H o m e s
73 4 - 6 6 0 -9232
K Takemoto @mk thom es .com
m k t h o m e s .co m
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ブリューワリー

Hartland Brewing Co. - Howell, MI

絶品のピザが楽しめるブリューワリー
HartlandはOakland County に隣接

するLivingston Countyの街。I-96とUS
23を乗り継ぐとNovi, New Hudson方面
からは30分もかからない。Covid-19の
パンデミック前にHartland Brewing Co

はオープンした。出だしはコロナ禍の影
響を受けたが、現在ではコミュニティー
に愛されるブリューワリーだ。

なんといっても絶品のピザがこのブ

リューワリーの人気の証。特に14インチ
（約35.5 cm）Pizzaは４種類のチーズの
組み合わせとピザソースは今までどこで

も出会ったことがないほどのおいしさ

だ。オプショナルのItalian Sausageもピ
ザを引き立てている。毎回訪れるたび

にこのブリューワリーはほとんど満員。
家族連れ、カップルと、訪れる年代層も

文＆写真

には14インチピザを何枚もキャリーアウ

のだろう。ピザの他にも

愛されている。

しい。ピ ザ の 生 地 を 使

トする人もいる。それほど、ここのピザは

Cheezy breadも素晴ら

オーナーの R y a n は気さくにインタ

い 、こちらも４ 種 類 の

guyではなくて culinar y guy。いいブ

リックの味が出ており、

という。この絶品ともいえるピザをどの

が、ユニークだ。

ところ「自分の親がレストランを開いて

ビール が ライン ナップ

なことを教えてもらった」そうだ。Rising

I P A のスタイル の H o p

ビューに答えてくれた。「自分はb rew

チーズのトッピング。ガー

リュー・マスター、スタッフと出会えた」

ピ ザと 見 間 違 えそうだ

ようにして作り出したのかを聞いてみた
いた。子供のころそこのCookにいろいろ
crust pizza～生地が豊かに膨らんだア

ツアツのピザとトマトソース。柔らかい

食感が何とも言えないのは、長年の観

察とクリエイティビティーからきている

様々だが、ピザを楽しむ人ばかりだ。中

訪れた日は11種 類の

していた。We s t co a s t
Dodger (AVB. 6.9%) は

琥珀色のボディー。Dry hopを使ってい

いるという。Ryanはbrew guyではない、

踏み込んではいない、という。それなら

てみると、MLBのLA Dodgersからきて

しみがある、今は子供の野球のコーチを

しているし、もう一人の子供はソフトボー
ルもしている、と話す声が明るいから
だ。気さくなRyanは、コミュニティーにも

認めてもらってみんながブリューワリー
によく足を運んでくれている、とブリュー

ワリーの成功を喜んでいる。彼の人柄と
アイディアがうかがわれる。

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

あまりの人気なので店の拡張や缶で

の販売を考えているのを聞いてみた。現

学生の頃、野球をしていたので野球に親

（上）
このマークが目印
（下）絶品のピザのメニュー

14インチピザ（$16。
ソーセージはオプショナル。）

るがスムーズ。ネーミングの由来を聞い

と言っていたが、Family guyともいえる。

店内の様子

by ヤマトノオロチ

在は先行きを観察中なので、慎重に考え
ば、やはりこのブリューワリーに足を運ん
で絶品のピザとビールを楽しみたい。

H a r t l a n d B Cへ のアクセスは 大 変

便 利 。I - 9 6から U S -2 3 を北 に走り、

Hartland (M-59との合流点)で高速を降
り、すぐ。

Hartland Brewing Co.
1812 Old US 23, Howell, MI 48843
http://hartlandbrewco.com/
Tel：810-746-9141

ワンワールド マーケット
42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

月～土： 1 0 am - 8 p m
日： 1 1am - 7：3 0 p m
月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

www.oneworldmarketinc.com

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS
•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

N

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

Novi Rd.

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

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

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

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

ミシガン会 会長 小山
副会長 岡田
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・グループ

Campaign!”

30 日(土)

引もしくは入学金を 20 ドルに割引！

Community Information

受講料を 10％割引！！

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)

クテスト

有料)

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

Summer intensive
first year Japanese
Language course
日本語 夏の集中学習コース
ASIANLAN 127 10 credit
M, Tu, W, Th, F 9 am-12:30 pm
June 1st - Aug. 10th, 2022 for ten weeks

Koby Learning Group

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

Are you a fan of Japanese pop-culture like anime, manga, games and J-pop?
Do you need to fulfill a language requirement?
Are you looking for a worthwhile, but fun way to spend your summer?
Do you want to learn a new language in a small size class?
Do you like to challenge yourself?
Couldn't take a language class because your schedule was always tight?
Are you from a Japanese family, but never received formal education in Japanese?

If YES, take advantage of our Japanese course this summer!
にほんご

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。
4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

山蔵元郎
Motoo Yamakura

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

教えて看護師さん

LIVE Q & A
- コロナワクチン・CDCガイド
ラインについて
- 話し⼿：Sarahさん
ICU看護師・コロナエキスパート

⽉ ⽇（⼟）午前 10時
レジスターURL:

4 23

https://forms.gle/3HnDLLYxadS77K2n7

のギフトカードが抽選で
5名様に当たります

べんきょう

日本語を勉強しましょう！
Let's study Japanese!

$25

⽇本語・英語訳可能

For more information, visit our website or scan this QR code:
https://lsa.umich.edu/lsa/academics/engaged-learning/summer-learning/summer-language-institute.html

For questions about courses, classes, programs, or instruction, contact us:
alc-summerlanguageinstitute@umich.edu

シカゴ会メンバー募集

シカゴ会とは︖
その昔、シカゴ在住の諸先輩⽅がミシガンへ移住した際に発⾜した、ゴルフ好き
の集まりでシカゴ会です。その歴史は、既に35年以上です。
・Novi近辺から1時間程度と少々遠いけど⽳場・⾯⽩いコースで、年8回
のHC戦を⾏います。
・参加者の平均スコアは95程度ですので、お気軽にご参加下さい。
・⽉例会優勝者には、素敵なトロフィーを進呈、⾶び賞、ニアピン・ド
ラコン賞等もあります。最終回には、グラチャンも決定︕
・参加賞・バーディー賞含めた各賞にはポイントを進呈し、年末には
(シカゴ会オリジナルグッズ等との)ポイント交換会を兼ねた忘年会も
開催しています。
シカゴ会でゴルフ友達の輪を拡げませんか︖⼥性プレイヤーも歓迎です。
取り敢えずのゲスト参加も歓迎します。
会費
年会費 ︓$60
⽉例会費︓$70 (スピンオフは$80)
連絡先
HP
︓https://www.facebook.com/ChicagoKai
お問い合わせ ︓golf.chicagokai@gmail.com お気軽にメール下さい。

2022年度⽇程
4/17 (⽇)
5/8 (⽇)
6/5 (⽇)
6/19 (⽇)
7/10 (⽇)
8/7 (⽇)
8/14 (⽇)
9/17 (⼟)
10/8 (⼟)

コース (予定)
Boulder Pointe
The Legacy
The links at Hunters Ridge
Devilʼs Ridge
Calderone
Sugarbush
Spin-off (College Fields)
Washtenaw
Solitude Links
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ノバイ ファミリー歯科医院

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

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

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

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

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

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

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com
ドクターと日本 人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

10 Mile Rd.
8 Mile Rd.

Grand

96

696

River A
ve.

★

Haggerty Rd.

●

Bashian

●

Meadowbrook Rd.

●

経 験 豊 富なドクターが診療に当たります。
フロントでは日本人スタッフが、診察室では日本人助手が
予約から治療完了まで全て日本語で対応いたします。
専門医へは通訳を派遣いたします。
日本語でお気軽にご相談ください。

Novi Rd.

●

275

月～ 木
金
土

受付時間

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

（夏期 8am-12pm)

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

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

ミシガン州 アナーバー市

これからのスタンダード。それは
快適な賃貸アパート暮らし

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

734-274-4505
詳細はこちらから

CenterraPointe.com

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

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

