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幼稚園部・小・中高等部

対面で入園・入学式実施

〜 大きな一歩を希望とともに

２０２２年4月、デトロイトりんご会補習授業校は昨年春より100人多い全校776名でスタートした。

ご入園・入学おめでとうございます

2

0 2 2 年 4月9日、デトロイトりんご会

それぞれの門出に在デトロイト日本国

斗馬さんが「歓迎のことば」を述べた。

択をしたということで、その選択は挑戦

補 習 授 業 校 で は 幼 稚 園 部 の入 園

総領事館の進藤雄介総領事からもご祝

新庄さんは、中学校は生徒会活動や

であり、目標を立てて前進することは、

式、小学部・中高等部の入学式が執り行

辞をいただき、現地校との学業の両立や

行事に主体的に取り組むことで大きな達

大きな経験になると話した。それぞれの

われた。

将来の活躍に対し励ましの言葉をいただ

成感が得られることや、困ったことなど

学部ごとの「歓迎のことば」は、新入生

いた。小学部の入学式では新2年生の富

は何でも上級生にたずねてほしいことな

にとって補習校で学ぶことの素晴らしい
希望や目標となったであろう。

今年度は2年ぶりに保護者や来賓を招
き、対面で実施された。新入園児は34
名、小学部新一年生92人、中学部新一
年生54人、高等部新一年生15人の総勢
195人が入学した。

田一成さんが、楽しかった1年生の学習

どを伝えた。米山さんは、補習校で学ぶ

を振り返り「歓迎のことば」を送った。ま

ことは現地校との厳しい両立が待ってい

た、中高等部の入学式では中学部を代表

るが、この入学式に参加している人は補

し新庄彩生さんが、高等部を代表し米山

習校での生活、学習に挑戦するという選

  （寄稿文・写真 りんご会補習校）

今月の Japan News Club
●ESL

夏期講習

02・・・ ＃オハイオだより

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 & 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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#オハイオだより

ボウリング・グリーン州立大学

第21回お花見祭り

レポート

Text & Photo by Toshiko Steffes

お

花見といえば、日本では春の訪れを祝う国民的なイベントですが、ここアメリカでも

ワシントンD.C.  のみならず、各地で桜まつりやお花見祭りが開催されています。

そこで、今年はじめて、オハイオ州ボウリング・グリーンにあるボウリング・グリーン州

立大学の「第21回お花見祭り」に参加してきました。このお祭りは、同大学の日本ク
ラブ・日本語プログラム・アジア研究プログラムの主催で、2022年4月10日にオンラ
インで開催されました。
オープニングセレモニーの川野朗子先生のスピーチで、同大学の桜の木の歴史に
ついて紹介がありました。東京の同窓生が2001年に桜の木を寄贈し、その後ボウ
リング・グリーンにゆかりのある日本企業や日系企業からも寄贈されたそうです。そし
て毎年の桜のシーズンに、お花見祭りが開催されるようになり、今年は21回目を迎え
られたということでした。
今年のお花見祭りでは和太鼓、折り紙、和菓子、タップダンス、尺八、剣道の6つ
のプログラムがありました。
トップバッターは、和太鼓グループ「風の大地」。まずは太鼓演奏のビデオ上映が
あり、その後に3人のプレゼンターが太鼓の説明やリズムの取り方、自宅での練習方
法などの基本を教えてくださいました。

きるように工夫がなされた「参加型」のイベントだったことです。参加者は、和太

イベント全体を通してとても印象的だったのは、参加者はそれぞれのパフォーマン

鼓・折り紙・タップダンスを一緒に楽しみました。また、Zoomのチャット欄に寄せ

スを鑑賞するだけではなく、画面を通して一緒に手を動かし、体を動かし「体験」で

られるコメントも多く、プレゼンターと参加者のやり取りも活発な「参加型」イベン
トでもありました。
太鼓の次は折り紙。こちらは川野先生の元でお仕事をされて、昨年日本へ帰国され
た先生によるセッションで、日本から風船や寅などの折り方を紹介されていらっしゃ
いました。日本から参加できるのも、オンラインイベントの醍醐味のひとつですね。
その次は、僭越ながら私より和菓子を紹介させていただきました。和菓子とは何
かということを簡単にご紹介して、その後に練り切りの、桜、菊、牡丹を作るデモン
ストレーションしました。参加者の方からは「どんな味がしますか？」というご質問
を頂いて、
「ほんのりと甘く、お茶とよく合う味です」と回答をしました。次回は、実
際に召し上がっていただきたいですね。

写真右が本イベントの川野朗子先生。剣道のプレゼンターとともに。

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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方々に伝えてくださっていることはとても嬉しく、感謝の気持ちを抱きました。
この「お花見祭り」は、アメリカにいながらにして日本独特の文化に触れることがで
き、とても楽しく学びの多いイベントでした。オンラインであっても、コミュニティの方々
のあたたかさが伝わってきて、一緒に楽しい時を過ごせたことはとても尊い時間です。
川野朗子先生は、1983年より38年間、ボウリング・グリーン州立大学で教えて
いらっしゃり、昨年ご退官されました。その後もなお、数々のワークショップを開催
され、日本クラブではZoomによる家庭訪問をなさったり、エネルギッシュに大学の
プログラム、日本クラブを率いていらっしゃいます。この「第21回お花見祭り」が盛
況のうちに幕を閉じた後、川野先生は「来年のお花見祭りはぜひ対面でやりましょ
う！」とおっしゃっていて、先生の熱意に感銘を受けました。川野先生の長年にわた
るご活動とご尽力、感謝の念に堪えません。
ボウリング・グリーン州立 大 学 の桜 の
木は、Alumni Mallの北側、K reischer
quadrangleの近くで見ることができるそう
その後はタップダンスが続きました。華麗なタップダンスのビデオ上映後、
「上を向い
て歩こう」に合わせたダンスのステップを教えてくださいました。この振付は、今回のお

です。お近くに行かれる際は、ぜひ美しい桜
の木をご覧になってください。

<OH州

桜スポット＞

Bowling Green State University
Bowling Green, Ohio 43403-0001
https://www.bgsu.edu/

花見祭りのために作られた特別バージョンだったそうです。私はうまくできませんでし
たが、何人かの参加者の方は上手に楽しそうにステップを踏んでいました。
そして、次の尺八の発表では「東獅子」
「鶴の巣籠もり」の演奏がありました。本格
的な尺八を鑑賞できるとは驚きましたが、その後の説明で、尺八は竹の根っこから作ら
れているということもはじめて知りました。尺八に関しては、質問が多数寄せられて、参
加者のみなさんの関心の高さがうかがえました。
最後は剣道です。同大学の学生さんがプレゼンターとなり、剣道の理念、起源、礼儀
作法、竹刀、構え、防具について教えてくださいました。そして、稽古や大会のビデオを
分かりやすく解説してくださいました。
今回の太鼓・尺八・剣道のプレゼンターは日本人ではない方々であったことも記憶に残っ
ています。ローカルの方々が日本文化に興味を持って親しんでくださり、それをコミュニティの

Photo credit: Benjamin Pachter- from Taiko Source
2019年のEast Coast Taiko Conference での一枚。お花見のための「舞花」と
いう曲を披露した時の写真。

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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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク” （第23１回）

裏から見たお風呂屋さんの話

五

月晴れ、端午の節句の５月になりました。日本では３年ぶりに緊急事態宣言もまん
ぼう法も無いゴールデンウィークの連休に各地で相当の人出があったようですが、
今月中旬から下旬にかけてコロナの新規感染者が急増しないことを願っています。当地ミ
シガンでは先月中旬に１日だけ雪が積もり、咲き始めていた草花が驚いて冬が逆戻りした
かと首をすくめたように見えましたが、翌日には雪も消えてやれやれとまた背筋を伸ばし、
勢いを増した陽射しの中で若葉や芝生の緑が目立ってきました。
スポーツの話題では日米ともプロ野球が先月開幕しましたが、日本のNPBセ・リーグで
は昨年最終盤までヤクルト・スワローズとリーグ優勝を争った阪神タイガースが何と開幕
９連敗のセリーグワースト新記録。一時勝率が甲子園球場のある兵庫県西宮市の市外局
や ゆ
番０６３を下回るのではないか？とまで揶 揄され、最悪４月中に今季自力優勝の可能性
が消滅するかもしれないとまで言われましたが、何とか踏みとどまり、直近の先月末には
４連勝し、半身不随タイガースからおめでタイガースに変貌しました。パ・リーグでは千葉
ロッテマリーンズの佐々木朗希投手が先月１０日のオリックス・バッファローズ戦で１３者
連続奪三振のプロ野球新記録と毎回の１試合１９奪三振のプロ野球タイ記録で元巨人の
槙原投手以来２８年ぶりの完全試合達成。毎回奪三振での達成は史上初、プロ通算１４
試合目での達成は史上最速、２０歳５ヶ月（若い！）での達成は史上最年少と記録づくめ
のおまけ付きでした。その次の先発登板でも８回まで完全試合を継続し、１７イニング連
続無安打と５２者連続アウトはどちらもプロ野球新記録。今後もどれだけ凄い記録を作っ
ていくか楽しみです。
一方米国MLBでは大谷二刀流復活。今シーズンは投打ともややスロースタートながら相
変わらず話題には事欠きません。開幕戦１番・投手として先発したのが史上初ならば、開
幕７試合ホームランなしも8戦目敵地で１番・指名打者で出場した対テキサス・レンジャー
ス戦の第１打席で初球を豪快に叩き今季第１号を記録しただけでなく第３打席で第２号、
翌日の試合で第３号と続けてファンの懸念を払拭しました。また、４/２０敵地で先発登板
した対ヒューストン・アストロズ戦では初回１球も投げる前に打者として２度打席に立ち、

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

１９００年以降では史上初の記録。この２打席は１四球、１二塁打で得点１、打点２。投げ
ては強打のアストロズ打線を相手に６回１死まで完全試合、１２奪三振の快投で投打に躍
動するワンマンショーでした。今季から彼のために作られた感のある先発降板後も指名打
者としてプレー継続可能になった新ルールにより同じ試合で二刀流を見る機会が増えそう
ですし、先発登板する度に『史上初』の新たな記録がまた幾つか生まれそうです。昨年は
唯一見劣りがした打率は今年もまだ２割半ばですが、先月末には１試合３安打の猛打賞、
休養日後の対クリーブランド戦では４号ホームランを含む２試合連続マルチ安打と調子を
上げて来ており、まだ累積打数が少ないシーズン序盤の今は数試合マルチ安打が続けば
急上昇するので期待できます。今シーズンは強打者の証であるホームラン数、長打率、打
点に加えて好打者の証である打率３割も達成して欲しいですが、過剰期待でしょうか？
ポスティング制度でシカゴ・カブスに入団した鈴木誠也選手も出だし好調で嬉しいで
す。日本での実績同様にMLBでも通用するか？活躍できるか？が注目されていましたが、
ボール球に手を出さない選球眼の良さと左右、中央に打ち分けられる広角打法はMLBで
も十分通用しますね。足の速さと広い守備範囲も合わせてカブスは理想的な外野手を手
に入れたと言えます。性格も明るく球団内、選手間やメディアにも好印象を持たれており、
MLB移籍は成功と思われる好スタートです。先月後半はやや勢いがしぼみましたが、大谷
選手や他の日本人選手と共にシーズンを通して怪我なくこの調子を続けて完走して欲しい
と願っています。気が早いですが、オールスターゲームで大谷選手と対決する夢のシーン
が実現すると最高ですね。
春めく当地を他所に、ロシア軍の侵攻・攻撃が続くウクライナからは連日悲惨なニュー
スと映像が届いています。和平交渉はプーチン大統領の意地を通したいロシア側が形式
的なジェスチャーだけで本気で戦争を終結させる気がないと感じます。長期化しつつある
この戦争はロシアとウクライナの国家間の戦争ではなくロシア軍を私物化して動かしてい
るプーチン個人とウクライナの戦争の色合いが強いです。意地を張り続けるプーチンの兵
力増強や兵器レベルアップと同時に民間施設、民間人攻撃も激化し、これに対抗・反発す
る米国・NATO陣営の兵器供与、戦術指導もレベルアップし、間接的代理戦争から米露
の直接対決にエスカレートしかねない恐れもあります。万一、偶発的にでも米軍・NATO
連合軍関係者やNATO陣営の地域が攻撃を受けたり、化学兵器や戦術核兵器が使わ
れたりした場合はウクライナ一国の悲劇では済まない恐ろしく悲惨な事態になりかねま
せん。鬱が高じて別な形の五月病にならないといいですが・・・
先月末でウクライナから国外に避難した難民の数は５５０万人を超え、受け入れ先の
国々もそれぞれ対応に追われていますが、ロシア軍の手中に落ちたと言われる南部のマリ
ウポリではほとんどの建物が破壊され、投降を拒否している千人超のウクライナ軍と数百
人の民間人が立て篭もるアゾフタリ製鉄所はロシア軍に包囲され蟻の這い出る隙間もな
い状況でしたが、グテーレス国連事務総長がプーチンと会談し人道的避難経路確保のた
めの協議後民間人が数十人、百人単位で脱出できたとのことで、少なくとも民間人だけで
も全員無事に脱出できることを祈ります。また、北部の首都キーウ（前呼称キエフ）近くの
ブチャーもロシア軍のコントロール下にあり、投降したウクライナ軍人が射殺され、道路に
放置されていたり、無抵抗の民間人女性が自宅で子供と食事中に酒に酔った数人のロシ
ア軍人に押し入れられ強姦されたなどという残虐で非人道的な戦争犯罪行為や国際法違
反行為があったと聞いて強い憤り（いきどおり）を覚えます。こんな事があってはならず、許
されてはなりません。１日でも早い戦争の終結と戦争犯罪行為の立証、犯罪者の糾弾・懲
罰を願います。
前書きはここまでにして、今月号の本題『裏から見たお風呂屋さんの話』に移ります。
何故このタイミングでこんな話題？と不思議に思われる方が多いと思いますが、お風呂屋
さんと私はこの世に生まれてから今まで切っても切れない深い縁で結ばれています。読者
の中にはご存知の方もいらっしゃると思いますが、実は私の生家はお風呂屋さん（公衆浴
場）です。

東京都内江戸川区の西小松川町に『小松湯』という名で店を構え、三男坊で末っ子の
私が物心ついた幼稚園年少組の頃から同じ場所にありましたので、少なくとも約７０年の
歴史があります。その場所に移る前に別な場所で営業し、２度空襲で焼けて今の地に建
て直したと亡き母から聞きましたので、店名は変わったとしても公衆浴場業としては前後４
代１００年近くになると思います。今回本欄で私的な記事を書くきっかけになったのは、そ
の思い出深い小松湯が先月２９日付で暖簾を下ろし、店仕舞いしたためです。３月末に廃
業すると聞いて居ても立ってもいられず、日本の入国手続き、フォロー管理が緩和したの
を幸いに４月４日出発、１０日帰米の駆け足で一時帰国してきました。
（余談ですが、私が
風呂屋の息子と分かるとほとんどの人、特に男性が尋ねてくる質問は「番台に上がったこ
とある？」ですね。耳にタコができるほど何度も訊かれるので、私は「あるよ。」と先ず答え
ます。相手の目が好奇心で輝くのを見てから次に「休みの日にね。」と言うと輝きが失せま
す。私が長男だったらひょっとして家業を継ぐか、臨時応援で番台に上がることもあったか
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もしれませんが、若い男性が番台に上がると若い女性のお客さんが嫌がり敬遠されます。
綾小路きみまろのギャグが好きな中年のおばさん、おばあさんは若い男性でもお構いなし
（むしろ歓迎？）ですが、若い女性客が他の風呂屋に鞍替えされては商売になりません
ので、男性が番台に上がる場合は既婚者のおじさんかおじいさんが相場です。それにして
も今改めて思うのは、不謹慎ながら「お金をもらって女性の裸を見れるのは風呂屋だけか
も？」です。ヌードショーにしてもストリップショーにしても通常はお金を払わないと見れま
せんものね。下衆（ゲス）な話で失礼しました。話を本線に戻します。）
私が幼稚園児の頃既に祖父は他界していましたが、祖母はまだ健在で私の両親が家業
を継いでいました。父は当時江戸川保健所の所長と二足の草鞋を履いており、実際の店
の切り盛りは表のお客さん相手の仕事は母が、裏の仕事は住み込みの番頭さんが当たっ
ていました。私が小学３年生９歳の時に父が脳溢血で急逝した後しばらくは母が経営者と
して取り仕切っていましたが、住み込みの番頭さんの扱い対応や年配男性がほとんどの公
衆浴場組合の会合、燃料供給業者との交渉など当時は女性では難しい環境であり、長兄
が大学卒業のタイミングに合わせて母の余生と我々兄弟、姉が社会人として独立するまで
面倒を見ることを条件にして家業を譲りました。私が社会人となって名古屋に就職後しば
らくして、その長兄が時代の移り変わりに合わせて古くなった風呂屋の改築・改装という
一大決断をして新しい建物となり、私が幼少時代から大学卒業まで住み慣れた住居も風
呂屋の建物、店構えも様変わりし、
「もうこの家は私の家ではないな。兄夫婦と姪・甥の家
だな。」と実感した次第です。
長兄は若い頃から高血圧症の気があり、結婚後姪二人、甥一人の子持ちとなってから
は自分自身で食事療法と生活習慣改善にかなり気を使って、塩分を控え好きなビールも
週一１本だけに抑えて数値も良好になっていたと義姉から聞いていたのですが、５０代半
ばの働き盛りの時に皮肉にも定期検診に出掛けた病院のロビーで待っている間に突然倒
れて急逝しました。当時既に米国赴任中だった私も家内も姪からの国際電話で訃報を聞
いて大いに驚きましたが、死因は動脈瘤破裂とのことでしたので若い頃の高血圧症が遠
因のようでした。誰も全く予想していなかった突然のことで、慌ただしく葬儀を終えた後家
業をどうするか？継続するか、廃業するか？という大問題を前にして残された家族と近し
い親戚一同が熟慮の結果、当時３０代半ばだった長兄の次女にあたる姪が「私がやりま
す！」と決意を表明し、家業を承継しました。当時姪にはまだ小学生、中学生の子供がい
る家庭事情でいきなり日々の現金収入がなくなり、今までの生活が続けられなくなる事態
を避けるために止むを得ない選択だったかもしれませんが、清水の舞台から飛び降りるく
らいの決断・決意だったと思います。それ以降先月末までの２０年間表のお客さん相手の
事しかやったことのない義姉を支えて交代に番台に上る役目と合わせて、住み込みの番頭
さんと一緒に全く経験のない裏の仕事も切り盛りしてきたことはもの凄い忍耐と努力を必
要とする大仕事だったはずです。
裏の仕事と一言で言っても、お客さんが出入りする店側からは窺い知れない別世界で毎
日店が開く前と閉めた後の数時間にわたる作業で、着替えをする板場やトイレ、ロッカー、
小児用の着せ替えベッド、足拭きマット、下駄箱、出入り口周りの掃除、燃料の仕込み、下
湯の準備と湯加減の調節、店舗内販売の飲料の在庫管理・補充、入浴関連用品（石鹸、
シャンプー、タオル、垢すり、髭剃りなど）の品揃え在庫管理、釣り銭の準備、閉店後の湯
船と洗い場・カラン・シャワー、鏡、腰掛けと湯桶の掃除・水切り・乾燥など店が閉まって
いる間も裏の仕事は続いており、その合間に家事と子育てをする超激務なので、それを若
女将として２０年も続けたことに大いに感服し頭が下がります。私にはとてもできません。
今のご時世の風呂屋は人を雇って営業していたのでは利益が出ず、家族営業でなければ
経営を続けるのは至難の技です。小松湯も義姉の知り合いで山梨から引っ越してきて長
年働いてくれていた家族同然の住み込みの番頭さんが数年前に引退した後は雇いの番頭
さんを使わず、姪が女手一つで仕入燃料の角材の切断作業など男でも大変な裏の力仕事
も全て面倒見ていたそうで二重に驚きです。

他の風呂屋と違う小松湯の特徴はいくつかありましたが、１番の違いは水道水ではなく井
戸水を使っていたことです。井戸水と言っても昔の映画に出てくるような丸井戸に鶴瓶で組
み上げる小さな井戸ではなく、長い鋼管を何本も連続して地中深く打ち込んで地下何百メー
トルの綺麗で潤沢な地下水を組み上げる井戸水です。地表近くの浅い井戸では雨水や生活
排水が紛れ込む恐れがありますが、地下何百メートルの深さまで行くと途中何十、何百の地
層がフィルターとなり極めて水質の高い天然のミネラルウｵーターが汲み上げられます。実際
に中学校の理科の時間にリトマス試験紙などを使った水質検査の授業があり、先生が水道
水以外の水を持ってこれる人を募集したので我家の井戸水を持参して検査してみたところ水
道水よりずっと上質で綺麗だったと先生に言われ嬉しかった思い出があります。
この井戸工事が難産で、確か途中まで打ち込んだ鋼管の角度が曲がってしまい、それ
を引き抜いてまた打ち込み直し作業を２度繰り返したと記憶しています。工事屋のお兄
さんが「過去にも親切にしてくれるお客さんほどこんな事故があった」と言っていたそうで
すが、今でもそのお兄さんの顔がはっきり浮かびます。眉毛が太く、キリッとした顔立ちで
体格もがっちりした男らしい人で、今で言うイケメンに近い印象でした。昨日や一昨日の
ランチのおかずは覚えていないのにずっと昔のことは覚えているなんて不思議ですね。
「三
つ子の魂百まで」でしょうか？
１ヶ月以上もかかった難産の結果、最終的に狙い通りの地点に到達し、ポンプで汲み
上げた地下水に初めて触れた感触は「温かい」でした。地下水は外気温に比べて冬は温
かく、夏は冷たい感じがするものですが、夏場にスイカを冷やしておくと冷蔵庫に入れてお
くのと同じような効果があります。家庭の電化が進んでいなかった当時はまだ冷蔵庫がな
く、氷屋さんが配達する氷の塊を氷冷庫に入れてそこに肉や魚、牛乳など冷蔵の必要な食
品を保管するシステムでした。懐かしいですね。
ここまで書いて通常のページ数、行数をかなりオーバーしているのに気付き、ここで一旦
中断して、続編は次号以降に致します。中途半端をご容赦ください。
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

主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経

済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合 開 発室、米国ニューヨークの子 会社、経営企 画 室、製 品開 発 部 、海 外 事 業 室、
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

引越

私が住んでいた頃は風呂屋の営業時間は午後３時から夜中の１２時過ぎ、１時近くまで
でした。理由は一般のお客さんと違いそば屋、すし屋、中華料理店、飲食店などいわゆる
店屋業の職人さん達が夜遅く仕事が終わってから入浴できないと困るからです。夜１１時
半過ぎごろには店の入り口の引き戸を半分以上閉めて細く開けておき「職人さんオンリー」
を暗示していました。また、開店時間もお年寄りは身体には良くない一番風呂を好み、３０
分以上も前から入り口前で立ち話していることが多いので、寒い冬場は特に早めに開けて
入ってもらっていました。
店舗と住居が併設の風呂屋の建物は通常の建物より天井が高く３階建て相当の高さが
あります。天井が低いと湯気が直ぐに天井に当たり結露して冷たい水滴が背中に落ちてヒ
ヤリと感じるパターン（ドリフの「いい湯だな」の歌詞そのもの）を避けるためです。東京
ディズニーランド方面に向かう首都高速道路ができる前までは、年末年始休みや台風一
過のスモッグのない晴天の際には２階の窓から遠く駿河湾越しに富士山が望めました。
積み上げた薪材やドラム缶入り廃油（コールタール）の燃料置き場だった隣の空き地にア
パートが建つ前は夏恒例の両国隅田川の打ち上げ花火も良く見えましたね。この空き地
は近所の子供達の遊び場にもなっていて、缶蹴り、かくれんぼ、馬跳び、キャッチボールや
ゴロピッチ（ピッチャーはボールを投げずに転がし、バッターは地面を拭き払うようにボー
ルを打つ）の三角ベース野球（スペースが狭いためホームベース、一塁、２塁だけの三角形
状）をよくやりました。また、積み上げた薪材から２〜３本薪を引き抜いて刀代わりにした
チャンバラごっこや３〜４メートルの高さの薪材の上に登って当時人気のTV番組『月光仮
面』の真似をして「ターッ！」と掛け声を発しながら飛び降りたりしていました。足を捻挫し
たり骨折しなかったのは幸運でした。

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

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

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

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。
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日本の歴史を振り返る

〜幕末、明治、大正の 女 性 たち〜

＃５ イバンジャと呼ばれたお姫様

梨本宮方子

梨本宮方子（なしもと
のみやまさこ）は、1901
年、皇族で大日本帝国陸
軍大将の父梨本宮守正
（なしもとのみやもりま
さ）王と同妃伊都子（い
つこ）の第一皇女として
生まれました。母伊都子
は、旧佐賀藩主でイタリ
ア大使であった鍋島直大
（なべしまなおひろ）の

次女。1916年、学習院女子中等科在学中の15歳の方
子女王と李王世子※1の19歳李垠（りぎん、イ・ウン）と
の婚約が発表されました。この結婚について、方子女
王が自らの婚約を知ったのは、避暑のため現在の神奈
川県中郡大磯町にある梨本宮家大磯別邸に滞在して
いた1916年8月3日の早朝、手元にあった新聞を何気
なく開いて記事を発見した際であったと言われていま
す。方子は大変ショックを受けましたが、父梨本宮守
正王から正式に婚約を告げられた時には、
「よくわか
りました。大変なお役だと思いますが、ご両親のお考
えのように努力してみます」と答えたと言われていま
す。
さて、この結婚がどのような背景で行われたかを知
るためには、当時の李氏朝鮮の状況をまずご説明する
必要がありそうです。
李氏朝鮮は、1392年、高麗の武将であった李成桂が
反乱を起こし、明の洪武帝に朝鮮という名前をつけて
もらってできた王朝で、その成立時から、明の冊封国で
した。冊封国というのは、親分である宗主国に対して
朝貢、すなわち貢物をする代わりに家来として認めても
らい、軍事や外交においては宗主国に依存するという
関係にある国のことです。そのため、首都漢城（現在の
ソウル）の北西部には、迎恩門という明の使者を迎える
立派な門が造られ、そのそばには慕華舘（ぼかかん,文
字通りChinaを慕う館）という、迎賓館が建てられ、明
からの使者が到着するたびに李氏朝鮮国王は、そこま
で出かけて、三跪九叩頭（さんききゅうこうとう：三回
地面に跪いて九回額を地面に打ち付けてお辞儀をする
こと、臣下の礼）をすることがしきたりになっていまし
た。ところが、その後、北方の女真族の太祖ヌルハチが
1616年満洲を統一し、後金という国を建国し、それをつ
いだ息子の太宗ホンタイジが国名を清と変え、北から
漢城に攻め込み、1637年、16代李氏朝鮮国王仁祖に
三跪九叩頭をさせ、今後は明ではなく清が宗主国であ
ることを誓わせ、その印に、ソウルに大清皇帝功徳碑と
いう碑を建てさせました。その後、清は、1644年、明が
李自成反乱軍によって滅ぶと、賊軍を打つという名目
で万里の長城を南に超えて北京に入り、明に替わって

Masako Nashimotonomiya

ଛৢ؛

漢族を支配する満洲族の王朝を打ち立て、その後1911
年まで万里の長城の南北にまたがって大清帝国という
強大な国を作り上げました。こうして李氏朝鮮は最初は
明、次には清の冊封国であり続けました。

と2人の娘(うち成人したのは息子3人と娘一人のみ)を
作りました。成人した子供のうち、正室閔妃との間に生
まれたのは純宗ただ一人でそれ以外は、全て側室との
間にできた子でした。

李氏朝鮮の国内社会は、両班制度という厳しい身分
制度のもとで硬直腐敗した社会でした。支配階級であ
る両班たちは、働くことや体を使うことを卑しみ、金が
なくなると、富裕な農家などに手下を派遣して、難癖を
つけ、身代金を要求し、金を出すまで、梁に逆さ吊りを
したり、拷問をしたりして金を出させました。法律はな
く、地方の役人は、小金を持っている人を見つけると難
癖をつけては金をむしり取るのが常でした。このような
社会の中で、李氏朝鮮国王は、対立抗争を繰り返す有
力な両班一族の支配のための道具と化してゆき、実際
の権限は、勢道家と呼ばれる国王妃の父親となった両
班一族に握られていました。

閔妃（びんひ、1851−1895）は、1866年、15歳の時一
歳年下の国王高宗と結婚、高宗との間に、のちの純宗
が産まれるまでに3回妊娠し、1回は流産、２回は出産
後すぐ死亡と、子供に恵まれず、舅の大院君から、健
康な男子の世継ぎを産めない嫁だと罵られていまし
た。
（閔妃は高宗との間に生涯合計５児を妊娠しまし
たが、次男坧（ちょく、後の純宗）を除いて、いずれも
１歳を迎える前に夭折しています。）そうこうするうち、
1868年高宗と側室の李順娥（りじゅんが）との間に
長子完和君（かんわくん）が産まれました。これを大
変喜んだ大院君は、完和君を世継ぎとしますが、高宗
の妻の閔妃は、これを認めず、大院君との壮絶な家内
闘争を始めます。1873年、閔妃は高宗が成人するや、
大院君を摂政の地位から失脚させて実権を握ります。
1874年、４度目の妊娠で次男坧（ちょく、後の純宗）
を出産すると、自分の親戚閔氏一族の力を借り、国費
を乱用して王宮内で呪術儀式を毎日のように行い、清
に巨額の賄賂を送り、自分の息子坧（ちょく）を世太子
（世継ぎ）と認定してもらうことに成功しました。1880
年、閔妃の息子坧の対抗馬完和君は12歳で殺害され
ます。大院君は、閔妃の義兄で最大の後援者であった
閔升鎬(ミン・スンホ）を1874年閔の自宅で爆殺し、こ
れに対抗して閔妃は、翌年11月大院君の兄興寅君の家
を襲撃させる事件を起こしました。1882年には、大院
君が裏で指揮をする壬午軍乱が発生し、閔妃は王宮で
襲われましたが、辛うじて身代わりをたててそれを殺さ
せ、自らは侍女に変装して王宮から脱出することに成
功しました。大院君は、閔妃を殺すことに成功したと
勘違いし、閔妃の国葬を公布して催し、国政を握り、閔
妃が進めてきた政策を全て反故にします。一方、閔妃
は忠清道の隠れ家から当時朝鮮総督をしていた清の
袁世凱（えん せいがい）に訴え、大院君を逮捕させて
北京に幽閉させます。大院君の追放に成功した閔妃は
ソウルに戻りますが、1884年、開化派の金玉均が指導
する朝鮮近代化を目指すクーデターが起きると、開化
派の政策項目の中に、大院君を北京から連れ戻すとの
項目があったことなどから、これに反対し、またもや袁
世凱の力で、このクーデターを押し潰し、首謀者金玉均

このような時に登場したのが野心家の興宣大院君
（こうせんたいいんくん1820−1898）でした。李垠（り
ぎん）の祖父、方子（まさこ）の義祖父にあたります。
本名は李昰応（イ・ハウン）。16代仁祖の8代目の子孫
で、先に述べたような理由で、朝鮮では、王族であるこ
とがわかると、有力な両班たちに取り込まれるか殺さ
れるかのどちらかの運命であったので、李昰応は、な
るべく目立たぬよう、ソウル市内で、市井のごろつき、
酔っ払いであるように振る舞いながら、機会を狙って
いました。1864年、25代哲宗が子供を残さず死ぬと、
李昰応はすかさず次期国王の命名権を持っていた大
王大妃に取り入り、自分の次男当時11歳の李命福（イ
ミョンフク）を第26代李氏朝鮮国王高宗に指名しても
らうことに成功します。次期国王として、王宮から迎え
の使者が家に来たとき、李命福は近所で友達と凧揚
げ遊びに夢中になっていたと言われています。こうして
国王の父となった李昰応は、大院君(王様のお父様）と
名乗り、国政の実権を握り、摂政として、偏狭な儒教主
義に基づいた独裁政治を始めます。キリスト教を弾圧
し、鎖国攘夷を実行し、日本に関しては、小中華主義の
立場から、
「日本夷狄（いてき）に化す。禽獣（きんじゅ
う）と何ぞ別たん。我が国人にして日本人と交わるもの
は死刑に処せん」という布告を出しました。つまり、日
本人は人間以下の、獣（けだもの）であると宣言したの
です。こうして、最初のうち飛ぶ鳥を落とす勢いであっ
た大院君が致命的なミスを犯します。1866年、13歳に
なった息子の嫁として、幼くして両親をなくし、孤児と
なっていた閔玆暎（ミン・チャヨン、閔妃・ビンひ）とい
う娘を選んだことです。閔玆暎は、その後大院君の生
涯の敵として、1895年、殺されるまで、大院君と血で血
を洗う家内闘争を続けました。閔妃の夫で国王の高宗
は、もともと政治には興味がなく、11歳で国王となって
以来、酒色に溺れ、後宮で過ごすことを好み、閔妃との
婚姻の夜も、お気に入りの側室の部屋で過ごし、閔妃
の部屋には近づかなかったと言われています。無学で
王としてのしつけや学問、教育を受けていなかった高
宗は政治的には無能で、酒色を好み、父親の大院君や
妻の閔妃が存命中は、その時々、権力を持った方の言
うままに任せていました。高宗は、記録に残っているだ
けでも約14人の妻および側室を持ち、合計6人の息子

（きんぎょくきん）を
捕らえて晒し首にしま
した。日清戦争が起き
ると、大院君は日本軍
の力をかりて閔妃から
政権を奪い、三度目に
政権に返り咲きます。
1995年4月下関条約
の後、三国干渉で、日
本が、ロシアなどの圧
力で遼東半島を返還
させられるのを見た閔
妃は、日本弱しと見て
ロシアに就くことを決

大韓帝国初代皇帝高宗（左）
及び2代皇帝純宗

迎恩門 （ソウル）
※1 李王世子：李氏朝鮮王朝の王世子（皇太子）のこと
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定、1895年7月ロシア公使ウエーバーの力をかりて大院
君を追い落とし、政権を再び奪い返します。これに不
満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、つ
いに、1895年10月、閔妃殺害に成功し、閔妃の死亡の
事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
平民とすることを宣言します。しかし、その後事実が明
らかになり、大院君は、その罪を問われて、自宅に幽閉
され、死亡します。
国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
せることになるため、これを容認することはできず、つ
いに日露戦争となりました。日露戦争中は、多くの朝鮮
人が日本軍を支持し、特に一進会という組織は、日本
軍の北進を支持する為、鉄道建設に15万人、軍需品の
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
ランチアを提供しました。
日露戦争の勝利後、1910年、大韓帝国と大日本帝国
は合邦しました。その際、大韓帝国皇族のうち、高宗、
純宗、純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
となり、その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
本国政府から受けました。高宗は1919年死亡、その息
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、純宗
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
ており、第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、

ソウルにある大清皇帝功徳碑
ソウルにある大清皇帝功徳碑
（三田渡碑）
（三田渡碑）
Kang
Byeong Kee

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
た。李堈（イ・ガン）の長男李健（イ・ケン）は日本学習
院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。李健は陸
軍中将で終戦を迎え、日本国籍を取得、桃山虔一と名
前を変え、佳子と離婚、その後平民女性と再婚、クラ
シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
長などを務めた後、1990年に死亡しました。李堈（イ・
ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、翌日死
亡しました。李うのお付きの兵士は日本人でしたが、そ
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、その死の責任
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、ソウルで行われま
した。日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
といわれています。
長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
1895年殺害され、高宗が1896年2月ロシア公使館に
逃げ込むと、母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
入り、そこで李垠を懐妊しました。李垠は翌1897年誕
生しました。母43歳の時の出産でした。23歳年上の異
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、20歳年上の異母兄李
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、李垠
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。1919年、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
たため1年間の喪に服し、1920年、結婚しました。方子
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています。
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、これは
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。晋は毒
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、その後、
二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
みました。ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
て営業目的で使われるようになりました。1931年には
第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。李垠は、その後
日本陸軍の中で昇進を続け、1940年陸軍中将、1941年
には陸軍第51師団長、1943年第一航空軍司令官など
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。1945年、
日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
および朝鮮皇族の地位を、天皇とその三人の弟を除い
て全て剥奪しました。方子はそれ以降朝鮮名の李方子
（イ・バンジャ）と名乗るようになりました。方子は旧朝
鮮籍のため無国籍となりました。1948年大韓民国大統
領となった李承晩（イスンマン、りしょうばん）は李朝の
直系子孫である李垠を警戒し、韓国への入国を認めま
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、ウ
クライナ系アメリカ人のジュリア・マロックと結婚しまし
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。
日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と
なっています。

李垠（左）と方子
李垠（左）と方子

(CC BY 3.0)
Kang Byeong
Kee

(CC BY 3.0)

伊藤博文と李垠（当時10歳）
伊藤博文と李垠（当時10歳）

赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸
Bain Collection (CC BY-SA 3.0)
赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸
				
Bain Collection (CC BY-SA 3.0)
写真出典元：ウィキペディア
写真出典元：ウィキペディア
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クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識
Mother’s Day :
母の日

May 8th is Mother's Day this year! What do you have planned? Maybe you have
heard about Mother's Day traditions in America?

今年は５月８日が母の日です。何か計画をしていますか？アメリカでの母の日の習慣を聞いたこ
とがあるかもしれませんね。

We might get breakfast in bed that has been dutifully prepared by hubby and/or
kids, we might get treated to a special brunch with family, or we might receive a

present of flowers or jewelry or even a trip or event. (Some of you may have seen
commercials on TV with moms receiving breakfast in bed and think it's a normal
thing, but it's only once a year, maybe… )

夫や子供が、気を利かせて用意してくれた朝食をベッドで食べるとか、特別に用意されたブラン
チを家族と一緒に食べるとか、お花やジュエリーのプレゼントをもらったり、旅行やイベントに
招待してもらえるかもしれません。テレビで母親がベッドで朝食を食べてるシーンを見て、当た
り前のことだと思ってるかもしれませんが、これは１年に一回だけですよね、多分…

If you are thinking of going to brunch, just remember that Mother's Day is the 2nd
biggest go-out-to-a-restaurant day in the US, only behind Valentine's Day, so it may
be a little crowded.

もし、母の日にブランチに出かけようと考えてるなら、アメリカではバレンタインに次ぐ、２番目
に外食に出かける人が多い日だということを念頭においてください。なので、ちょっと混み合っ
てるかもしれませんね。

If you are talking with other ladies about Mother's Day plans, here is a sample
conversation for ideas:

もし、女性同士で母の日の事について話すなら、こちらの例をに参考にしてみてください :

A. So, what are you doing [for/on] Mother's Day?
母の日は何をするの？（‘for’ は「〜のため」‘on’ は「〜の日に」
）

B. I'm not sure yet. I received a hand-made present from my son.
He made it at school.

まだ、何も決めてないの。私は、手作りのプレゼントを息子からもらったわ。
学校で作ったみたいなの。
（’ Handmade’ は通常「物」を表し、
’ homemade’
は通常「食べ物」を表します。
）

A. Oh, that's nice. I think we will go to a restaurant for Mother's Day.
We go every year.

素敵ですね。私は、母の日にレストランに行くと思うわ。毎年行ってるの。

B. Oh, that sounds like a good idea. We don't have any plans for that.
いいですね。私たちは何も計画してないわ。
（‘sounds like’ は、何か聞いた時に使い、
‘looks like’ は、何か見た時に使います。
）

A. Will you at least get breakfast in bed? It's easy for your family.

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

You can request what you want to eat, or let it be a surprise.

ベッドで朝食だけでも食べれないの？家族にとっては簡単な事よね。朝食に何を食べたい
かリクエストしてみたら？それとかサプライズしてほしいとか？
（'Breakfast in bed’ で一つのフレーズです。 ）

B. Oh, I see. I'll ask if they can do it. But it's not Japanese style, so...
そうね。やってくれるか聞いてみるわ。でも日本のスタイルじゃないからな ......。

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

A. But you are in America now! You can ask for flowers, too!
でも、今アメリカにいるじゃない！お花も頼んじゃえば！

B. Well, that's true… I’ ll try!!

★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

それもそうね ......。試してみるわ！！

5月のイベント 2022年５月２日～５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。

Japanese Family Services, USA

カラオケ有!!

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

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

www.jfsusa.com
information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375
248-946-4301
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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
木々の芽が膨らみだんだんと春めいて来て、ゴルファーの皆さんは忙しくなって
来ましたね。
「ひと月1作品」、今月はディズニーピクチャー製作の”The Greatest
Game Ever Played”（邦名「グレイテスト・ゲーム」）をご紹介します。
2 0 0 5 年 に発 表され たこの
映画、原作はMark Frostの同
題の本で、本人 が脚本を書い
ています。主 人 公 のフランシ
ス・ウィメットは 実 在 の人物
で、1910 -3 0 年 頃 に活 躍した
米 国 人アマチュアゴルファー
で す。フランス 系 カナダ人の
移 民 で あ る お 父 さ ん と 、ア
イル ランド 出 身 の お 母 さん
の間に生まれ 、ボストン近 郊 のブルックラインという街 で 育 ちました 。フラン
シスの 家 からは 、通りを は さんで T h e C o u n t r y C l u bというゴルフコースの
17 番 ホール が見 えました 。18 8 2 年 開 業 の 由 緒 あるカントリークラブ で、古く
は18 9 5 年 の ナ ショナルア マチュアチャンピ オンシップ、19 6 3 年 と19 8 8 年 の
U S オープ ン、19 9 9 年 のライダーカップ など 数々の 大 きなトーナメントが 開 催
さ れて 来 ました 。な んと今 年 6 月の U S オープ ンもここで 行 わ れるそうで す。
ゴルフに興味を持ったフランシスは、11歳からこのゴルフコースでキャディのアルバ
イトをしました。もらい物のクラブとコースで拾ったロストボールで自主練を重ね、
高校時代にはステートチャンピオンとなり、そのうまさはメンバー達の目にも留まり
ました。当時16歳を過ぎてもキャディを続けるとアマチュアのステータスを剥奪さ
れるため、フランシスはキャディをやめなければなりませんでした。アマチュアの
大会はプライベートコースで行われ、ホストコースのメンバーの子弟が出場すること
が多かったので、メンバーの子弟と元キャディ、の間には大きな隔たりがありまし
た。賞金を稼ぐプロよりも、アマチュア選手のほうが裕福な家庭の出身者が多かっ
たそうです。
「（家の前の）ストリートのこっち側と向こう側には大きな溝があるんだ。ゴルフ
は俺たちのスポーツじゃない、もっと役に立つことをしろ」。フランシスのお父さんは
彼がゴルフをすることに強く反対しました。
フランシスはスポーツ用品店で働きながらゴルフを続け、1913年20歳で運命の
時が訪れます。マサチューセッツ州のステートアマチュアに優勝し、USアマチュア
にも参戦しましたが準決勝で敗れてしまいます。敗退後、全米ゴルフ協会（USGA）
会長のロバート・ワトソンから直々に、USオープンに出場しないかと打診されます。
すでにUSアマチュアのために休暇を取っていたフランシスは、仕事を理由にこのオ
ファーを断りました。しかし、仕事先の店のオーナーがサポートして、フランシスの最
もよく知っているコース、The Country Clubで行われるUSオープンに、地元の有力
選手として出場することになりました。
作品はこのUSオープンの様子を中心に、フランシスと周りの人たちを細やかに描
いています。小さい頃からキャディをして貯めたお金を家に入れ、両親の言うことを
よく聞く子供だったのに、ゴルフに挑みたいという思いだけは押し隠すことができま
せんでした。
「今度負けたらゴルフから手を引く」とお父さんと約束しながらも、周
りがそうはさせてくれない、自分もやりたい、そんな自身の葛藤や、お父さんとの確
執、何よりも心を痛めたろうメンバー達からの非情で不当な扱い。フランシスは困難
に打ち克つことができたのでしょうか？わずか10歳のキャディと共に臨んだUSオー
プンの結果はいかに？！
さすがはディズニー映画、コースやラウンドシーンの映像はとても美しく、タイトル
の通り素晴らしいUSオープンの戦いを堪能することができます。ゴルフっていいな
あと素直に思える作品です。ゴルフで感動したくなったら、ぜひご覧ください。
(参照：”The Greatest Game Ever Played” 2005年 ©︎Walt Disney Pictures 文中「」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
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、The Links of Noviでレッスンを行なっている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

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
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

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 6 −

〜こんな日本語、英語にできますか〜
色に関する言 い 回し （5）

今回は、あと二つほど「青」関連の言い回しを見てから次に進みます。
「青
は藍より出でて藍より青し」。子が親に勝る、あるいは弟子が師を勝る時に使
いますので、英語は、“ The pupil has outdone the master.” とか “ The son has
eclipsed the father.” 等と言えば良いでしょう。
「紺屋（こうや）の白袴」という
表現がありますが、紺屋とは染物屋のこと。お客の着物を染めるのに忙しくて
自分の袴を染める時間がない、ということで、似たものとしては「医者の不養
生」等がありますね。英語でも似た言い回しで “ The shoemaker’s children go
barefoot.” (靴屋の子供たちは裸足)

というのがあります。

ここで「黒」に行きましょう。
「腹黒い」と言いますが、“wicked/crafty/scheming” が普通で、“blackhearted” とも言えますが、これは形式ばった表現で普
通は使いません。
「頭の黒いネズミ」は、職場からお金を盗む人、ということな
ので、“A person who steals money from the workplace” と説明するか、一言
で “ Embezzler” でもいいでしょう。
「白黒をはっきりさせる」は良いか悪いか
を決定することですので、“ To distinguish right from wrong.” といったところで
しょうか。一つ注意したいのは、英語では色の順番が逆になり、例えば「白黒
テレビ」は “Black-and-white TV” となります。
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
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《お花の随筆

Standard Golf
今

第60回》

キャビン・フィーバー

年は大分ゴルフシーズンスタートが出遅れましたね。寒いし、雨や雪が降る
し4月はドライビングレンジのみの活動でした。コロナでレッスンが消極的

になっておりました。オンラインでのレッスンなどを試みた結果、やはり対面での
レッスンの方が効果的ですが、上級者になっていけばなっていくほどオンラインで
も機能することがわかりました。残念ながら初心者の方へのオンラインレッスン
は難しいです。しかし、今年からは僕のインスタにて少しでもタメになることを動
画配信していきますので楽しみにしてください。各１分ほどの動画ですが、よろしく
お願いいたします。

織田貴和子

長い冬の間中どうしているかと毎日気がかりで、雪の上に点々と残された足跡や庭の隅
で掻き乱された軽石を見やる度、ああ、我が家の近くで生まれ育ってきたウサギ達はまだ
達者でおるのだ、と安堵に胸を撫で下ろしておりました。日々の食べ物に困っているであろ
うかと足跡の残る辺りや時折姿が見え隠れしているところに、小さめに折った色良い人参
や、キャベツのみどりで美味しそうなところを置いてあげ、それが綺麗になくなっているこ
とにいちいち感激することの繰り返し。片手に乗るお手玉かおはぎほどの大きさであった
愛くるしい子ウサギ達がいつのまにかぴょんぴょんとすばしこく跳ね駆け回る若ウサギとな
り、ある日私が普段は使わない勝手口のほうの扉を突然開けましたら、そこに鎮座してい
たのは大きな漬物石、かと目を見張るほどにまで成長した、よく肥えた貫禄ある大ウサギ
でした。

レッスン動画のみならずマナーやどうやったら早いラウンドを心がけるかなど全
体的に楽しめるようにしたいです。

春は名のみの風の寒さや
時にあらずと

今年もミシガン会さんの方にお邪魔いたします。参加者の皆様、見かけましたら
ご遠慮なくお声をおかけください。何かゴルフに関してご質問ありましたら気軽に
聞いてください。ゴルフ以外でももちろんOKです！（笑）そこでインスタの内容に
ついて質問いただけたらさらに嬉しいです。

声も立てず

谷の鶯

歌は思えど

時にあらずと

声も立てず

ここアメリカはミシガン州に長く暮らすようになりまして、毎年、この早春の時季が人間と
しての一番の根気を試されているような、
「忍」の一文字で耐え忍ぶ勝負どころの気が致
します。突然暖かくなりコートを脱ぎ捨て散歩を楽しみ、そのまま陽気にほだされ家の中
で越冬させた鉢植えなどをうっかり「さあ、春よ。」と外へ出してしまうと次の朝には氷点
下へと逆戻り。小さな子供たちに日本の春の歌などおしえ始めた矢先に外を見やれば一面

さて、宣伝はここまでにしといて（めっちゃ書いとるやんけ！）ミシガンのゴルフ
シーズンのはじめは怪我や体調不良はつきものです。特に、そうそこのあなた、40
代以上のあなたです。まず体調不良の原因は、いきなり４時間も日光に照らされる
ことです。大量のエネルギーを吸収することで、体が追いついていけません。あく
までも僕の見解ですが。あとは花粉症。今の時期コロナとダブってややこしいです
が、花粉症は僕の場合は３、4月は地獄です。なので、できるだけ冬でも外に行くこ
とをお勧めします。怪我は、これはしょうがないでは済まされません。冬でも体動
かしましょ。
ということで今シーズンもよろしくお願いいたします！

の雪景色でうらめしや。ひたすら本当の春の訪れを待ち侘びる心に、まあだだよ、と乱暴に
残酷に毎度扉を閉められてしまうのが毎年恒例の気候のいたずら。ウィンター・ブルーとで
も申しますのか、しばしば触れられるところのキャビン・フィーバー。冬の暗く狭い室内に
閉じ込められ続けることにより発症するさまざまな人の程合いの不具合。それを癒すには、
良い書物や綺麗なお花、身近な観葉植物などの力添えが不可欠。神秘なる力の効果にあ
やかり、のんびり自他を励まして参りましょう。
春高楼の 花の宴

めぐる盃 影さして

千代の松が枝 わけいでし

むかしの光 いまいずこ

遂にクロッカス、水仙、チューリップ、ヒヤシンスと外にお花が次々と開き始め、
マグノリア
や枝垂桜も咲き始めた景色爽やかなこの季節。在宅でのお花見にと、好みのワインを少々
グラスに注ぎ薄着で庭に降り立ったものの、風の冷たさにまた屋内へ。そうして普段はあま
り見ぬテレビなどつけてみましたら、懐かしいアメリカンクラシックが。いえ、18年程前にア
メリカンティーンエイジャーに「クラシックというのは3年も前のもののことを言うのよ」とレ
クチャーされてしまい思わず笑ってしまいましたから、化石のビンテージ作品とでも申しま

<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

しょうか、往年の珠玉の名作「大草原の小さな家」が。私が小さい頃アメリカという未知の
国と文化へ色々な憧れを抱き日本で観たものは、すべて日本語版へ吹き替えされていたも
のでしたので、本当の俳優さんたちの生の声や息遣い、そして実際に使われていた英語の
言葉がどんな表現であったのかなど、当時の私には知る由もないことでした。しかしお話
の温かさ、人のぬくもり、子供心にも共感出来る尊い価値観といったものは、洋の東西の
違いを感じさせることなくまっすぐ心に響き、素直に受け入れられ、魅了されるものでした。
外出先で接した町の人の言葉に珍しく憤慨したいつも美しい母親のキャロルが「あの人
は私をこんな言葉で呼んだのよ！」と父にこぼすのを聞いたローラ。
「それは何？」と母に
聞き返せばすかさず父は横からローラに「それはあなたのお母さんは絶対に使わない言
葉。」とぴしりと言い、会話を終わらせる。こんな素敵な教育の場面も心に刻まれています。
普段から評判の気分屋で時に意地悪で、誰もが閉口するような大人や子供がぎゃふんと

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。

言わされるエピソードにはドキドキしました。しかしミセスオルソンや子供のネリー、たとえ
それが誰であっても、ポイズン・アイビーの葉を千切りそれが綺麗と喜びほおずりしている
ような方がいたら、それは触ったら大変、と教えてあげねばなりません。オルソン家とイン
ガルス家がキャンプへ出かけた珍しい回のストーリーがそれでした。休日の間にいろいろ
な種類の植物の葉を集めてブックレットを作り、休み明けに先生に提出するというコンテ
ストの課題を渡された子供たちが競い合う微笑ましいエピソードだったのですが、普段か
ら外遊びをし植物をよく知る子らと、普段全く外で遊ばない子らが手を伸ばして集めて来
るものが違ったのです。これは触ったら肌がかぶれ、こっちはとげとげで痛い。それは実際
に体験しなければ知りえない大切な知恵。アメリカ建国開拓時代を懸命に生きた人々の
家族愛、コミュニティ内での共同生活の苦労や生活の知恵、支え合いの素晴らしさ、その
舞台となった自然の大きさ、美しさ。永遠に色褪せる
ことの無いノスタルジアに惹き込まれ、ひととき、胸も
きゅんとなりました。
さあ、季節は遅い本当の春から一気に初夏へ。緑と
水の豊かなミシガンの新鮮な空気を胸に、冬の間に
蓄えた活力で生活の知恵とサバイバルスキルを磨いて
ゆきましょう。
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

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

取 扱 説 明 書

日本とアメリカの健康診断（ヘルスメンテナンス）の比較

健 それらについて日米の比較を交えながら解説します。なお、今回は成人（18歳以上）の健康診断の内容です。

康診断と聞いてどのようなものを思い浮かべますか？ 健康診断、人間ドック、ヘルスメンテナンス、等の様々な言葉があって分かりにくいと思います。今回は、

健康診断とは ▶︎▶︎▶ 健康診断は、英語ではヘルスメンテナンス（Health Maintenance Exam）と言いますが、Annual Check-up、Annual physicalなどとも呼ばれます。主には1年に1回、

症状がなくても医療機関を受診して問診・診察や検査を行う予防医療のことです。いわゆる、症状が出る前に早期発見、早期治療 しようという目的があります。
例えば、何か持病があり定期受診をする場合は、健康診断とは呼びません。また、健康診断は「健診」と略語で使われたりもします。

◆

日本の健康診断

日本では、アメリカとは異なり、歴史的には予防接種やがん検診などの予防的な医療、いわゆるヘ
ルスメンテナンスは、医療保険ではカバーされず、地方自治体の保健所で行われてきました。最近で
は診療所で検診を受けることもできますが、本来は自治体主導で行われています。保健所では、厚生

◆
1.

に受けているのでしょうか。通常アメリカでは、1年に1回、症状がなくてもかかりつけ
医を受診して、患者さんの年齢やリスク、診察所見などを考慮して医学的に根拠（エビ

健康診断の会社義務

デンス）のある検査などを行います。なので、日本のように検査項目が決まっておらず、

日本では、労働安全衛生法によって事業者（会社）は、労働者（従業員）に対して健康診

一人ひとり内容が異なります。例えば、同じ年齢・性別の方であっても、
「喫煙している

断を行う責務があります。その内容は細かく規定されていますが、会社によって独自の内

ので肺がん検診を勧められる」
「家族歴があるので乳癌検診を30代から勧められる」

容を設けている場合も多くあります。従って、会社の従業員は、会社もしくは国の規定に
則って決められた健康診断の項目を半年～1年に1回受けるというのが一般的です。雇用さ
れている従業員は保健所の案内の期日に行くことが困難だという配慮かもしれません。
2.

などです。なお、かかりつけ医は家庭医や内科医、産婦人科医などが担います。
2.

査（血圧測定、採血など）、癌検診など、人間ドック（日本の健康診断）に似ている箇
所もあります。しかし、症状がなければ心電図、尿検査やレントゲンも通常行いません

岐にわたります。自由診療なので、上記の健康診断とは異なり、病院やクリニックは

し、採血の検査項目も日本の健康診断に比べるとかなり少ないです。また、日本では

パッケージのような形で検査内容と料金設定を行い患者さんに選んでもらうといった

一般的には50歳から推奨される胃がん検診（バリウムや胃カメラ）もアメリカでそもそ

形を取っています。検査内容が幅広く、また医学的根拠に基づいてというよりは、患者

も健康診断としては行いませんし、超音波検査（エコー）も症状や検査異常がない限

さんが金額や病気への心配の程度を加味して自分で内容を選んでいくので、患者さん

りは行いません。アメリカはなるべく検査をしないという訳ではなく、症状やリスクが

自身は自分が何を受けたら良いか分からないといった側面もありますし、追加すれば

あればそれぞれに応じた必要な診察・検査・治療を行うオーダーメイドな健康診断な

するほど自己負担が増えていきます。会社の健診で、人間ドックのように、項目を増や

のです。また、たくさん検査した方が良いという印象をお持ちの方もいらっしゃいます

せる場合もあります。

が、医学的に根拠の乏しい検査をたくさん行うと不要な検査が増えてしまい、結果患
者さんが大変な思いをされる場合があります。

アメリカ駐在中の健康診断

逆に、人間ドックでは余り重要視されない予防接種や生活指導はアメリカの検診で

では、アメリカにある日系の会社に駐在で来ている方々とその家族はどうでしょうか。
実は労働安全衛生法によって6ヶ月以上海外で仕事する場合は日本出国前と日本への

帰国後に健康診断を受ける決まりはありますが、出国中（アメリカ駐在中）の健康診断
においては特に義務規定は見つかりませんでした。従って、日本で働いていた時と同じ
内容の健康診断を受けさせるか、アメリカの健康診断を受けさせるかは会社の方針次

第と言うことになります。その会社の方針で、アメリカ駐在中も、日本の時と同じ内容
の健康診断を受けると決めている場合は、下記の選択肢が考えられます。

健康診断の内容
前述した通り、一人ひとり内容は異なります。ただ、問診、診察、生活習慣病関連の検

人間ドックとは
人間ドックとは、医療保険を使わず自由診療で行う健康診断のことで、その範囲は多

3.

アメリカでの通常の健康診断の受け方
アメリカ人や日本人でも現地採用の方々やその家族は「通常の健康診断」をどのよう

労働省が推奨するがん検診やワクチンを無料で受けられます。

1.

アメリカの健康診断 （ヘルスメンテナンス）

は、とても大切です。
3.

健康診断の費用
アメリカの健康診断は多くの場合、健康保険でカバーされる事が多いですが、お持ちの

保険の内容によるので確認が必要です。保険会社は、被保険者（患者さん）に定期的な
健康診断を推奨しているので、自己負担（Co-pay）も通常よりも安い事があります。

① 日本へ一時帰国時に日本の健康診断を受ける
② アメリカで日本の健康診断を受けられる医療機関で受ける

後述しますが、アメリカの健康診断は、上記の「日本の健康診断」の内容とは異

なります。そのため、アメリカの健康診断と区別する上でも、多くのアメリカの日
系医療機関は、敢えてこれを「人間ドック」という呼び方をしていますが、内容と
しては、労働安全衛生法による日本の健康診断に近いものと言えます。

アメリカでその人間ドックを受けようとしても、アメリカの保険ではほとんど

以上、日米の健康診断の違いについて解説してきましたが、日本の法律や日

米の検査の推奨の違いなど、様々な要因が絡み合っているので分かりにくくなっ

ています。ただ、今回の内容は予約の際などに便利なので大まかに理解し、かか
りつけ医を受診して健康診断を受け、健康維持をしましょう。

カバーされず、通常のアメリカの医療機関では受けることができません。ただ、ミ
シガン州のように日本人の多い地域では、例えば、ミシガン大学家庭医療科の日

本家庭健康プログラムのように日本人向けの人間ドックを予め用意している医療
機関もあるので、そういったところであればアメリカで受けることも可能です。
③ 駐在員の家族の健康診断

駐在員について家族が海外滞在をするにあたり、日本の保健所に行くことはで
きなくなるため、日本式の健康診断を薦める会社は、その配偶者や子供の健康
診断も日本式の会社の健康診断に似た形を薦めることが多いです。

4.

健康診断の費用
人間ドックを含めた日本の健康診断は、保健所で行うもの以外は、日本でもアメリカ
でも基本自費です。前述した通り日本からの駐在の方々で会社の指示で人間ドックを

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。

受ける場合は、会社に支払ってもらうことが多いですので、会社に確認は必要です。
ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。 https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program

▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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Have you ever thought about trying
bonsai? Well, we are here to help you get
started. Join us for Bonsai Workshop! This
interactive class will explain step-by-step
how to create and maintain this wonderful
natural Japanese art form. We will provide
you with all the information you need to
keep a bonsai healthy and happy. You will
have the opportunity to create your own
juniper bonsai to take home, along with
the knowledge of how to care for it.

ジャック・サスティク氏の盆栽へ興味は、韓国の軍
隊で勤務していた1980年代半ばに遡る。
サスティク氏は、1996年にワシントンDCの米国
国立樹木園にある国立盆栽＆ペンジン博物館の最
初のインターンに選ばれ、2002年に博物館学芸員
に任命されてから2016年11月に退職するまで同職
に従事。
盆栽に関しては、米国と日本の両方の師より正式
なトレーニングを受けて技術を修得。2005年には、
手がけた盆栽が世界盆栽友好連盟（WBFF）写真
コンテストの国際優勝者に選ばれる。その後多くの
地方および全国の盆栽展示会にて作品を展示。い
くつかの盆栽や石研究の組織のメンバーであり、ま
た、日系人の盆栽マスターであるジョン・ナカ氏の
学生で構成される研究グループである南風会の名
誉会員でもある。

ップを開催します
Jack盆栽ワークショ
Sustic’s interest in bonsai began in the mid

初めての盆栽づく
りthe Military in South Korea. In
1980’s
while serving in
1996 Jack was selected as the first intern at the
講師Jack
Sustic
さん Museum,
(President
the
National
Bonsai
& Penjing
U.S.of
National
Arboretum
Washington
DC and
in 2002 was
North Ainmerica
Bonsai
Federation
)から直
appointed Museum Curator, retiring in November of
接盆栽づくりの方法を学びながら、小さな盆
2016. He has received formal bonsai training from
栽をつく
ります。
masters
in both
the United States and Japan. In 2005
one of his trees was selected as an International
日時：
１日土曜日
午後1:00Federation
-4:00
winner
in5月２
the World
Bonsai Friendship
(WBFF) photo contest and his trees have been
場所：The Japanese Cultural Center、Tea and
exhibited in numerous local and national bonsai
Garden A member of several bonsai and viewing
exhibitions.
stone organizations, he is also an honorary member
Ezra
ust Drive, Saginaw, MI 48601
of 527
Nanpu
Kai, R
a study
group comprised of bonsai
master John Naka’s students. He served as co-chair
定員：10名
of the 5th World Bonsai Convention in 2005 and CoPresident
of the National
Bonsai
Foundation
(NBF),
苗木のほかに鉢、
用土、
などセ
ットにした講座用
World Bonsai Friendship Federation North American
材料を参加費＄
８５
としてお求めいだだき
Regional
Director and
President
of the North ます。
American Bonsai Federation (NABF). Jack keeps busy
ご予約 電話番号989-759-1648
maintaining his own bonsai collection and currently
cares
for:the
bonsai＠
collection
at The Matthaei .org
Email
director
japaneseculturalcenter
Botanical Gardens in his home state of Michigan.

盆栽ワークショップ講師：
ジャック・サスティク氏 経歴

This class is designed for novices of all
ages looking to have a fun afternoon
creating your very own bonsai.

2005年には、第5回世界盆栽大会の共同議長を
務を、
そして、国立盆栽財団（NBF）の共同議長、世
界盆栽友好連盟北米地域ディレクター、北米盆栽
連盟（NABF）の会長を務めた。
現在は、自身の盆栽コレクションの管理に加え、
故郷ミシガン州のマタエイ植物園で盆栽コレク
ションを手がけ多忙な日々を送っている。

Japanese Cultural Center, Tea House & Gardens of Saginaw
527 Ezra Rust Drive, Saginaw, MI 48601

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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日本への帰国の際、ご家族に、ご友人に！

アメリカからのお土 産

アイデ ア集

Dancing Eye Gallery
ノースビルのダウンタウンの角にある、ミシガンローカル色いっぱいのお店。店

内に入った瞬間に楽しくなるほどのふんだんな品数。
Ｔシャツ、
マグカップだけでは

なく、オーナメント、ソープ、アクセサリーなど、店内のほとんどのものがミシガンで

手作りされたもの。Michigan、 Northville、 Noviのネームが入ったキーチェーン、
ミニオーナメント、セラミックの壁かけ等が売っており、日本へのお土産にするとミ
シガンへの注目度がアップは間違いなし。値段も手ごろで買いやすい。

NorthvilleのMain Stの角にあり、周りにパブリップパーキングも多く便利。

ストリートは歩行者専用なので、散歩がてらお気軽に。

Dancing Eye Gallery
101 North Center St., Northville, MI 48167
Tel: 248-449-7086
www.dancingeye.com

なで
みん ！
シェア

読者のみなさま「日本へのお土産で喜ばれたもの」を共有ください！
Japan News Club のインスタグラム @japannewsclub をフォローして、皆さんが
共有したいおすすめUSお土産の写真をInstagramに投稿して、＃USAgift4JNC、そし
て＠japannewsclubとメンションください！どこで購入できるかの情報もなお良し
◎。紙面で紹介させていただくことがあります。

日本のクリニックにいるような安心感をご提供します
• 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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震災と新しい世界をつなぐ
～デトロイトりんご会補習授業校に佐々木匡人教頭が着任
４月は日本の学校の新学期。デトロイト補習授業校は日本の学校暦で授業を行ってお
り、この度、佐々木匡人（ささき まさと）先生が文部科学省派遣教員として教頭に就任
した。渡米後間もない佐々木先生にインタビューのお時間をいただいた。
―教育に関する自己紹介をお願いします。
この３月まで38年間岩手県の中学校で国語科の教師を務めておりました。19941997年にクアラルンプールの日本人学校に派遣された在外経験があります。クアラル
ンプールの日本人学校では乗り入れ授業として小学校４年生の国語の授業をしたこと
もありますが、南国ゆえに「白露」などの四季のある繊細な自然に接したことのない生
徒がいたので、指導については難しい面もありました。今回は2回目の海外赴任、そして
前回の日本人学校とは違う、補習校への派遣を希望しました。国内では22年間ボラン
ティアで日本語教師をした経験がありますので、日本語教育にも興味がありました。
―岩手県宮古市からいらっしゃったと伺っております。東日本大震災をご経験なさった
ことについてお願いします。
自宅は一部損壊でしたが、宮古市は壊滅状態でした。町中が廃墟となり、40メート
ルの山の麓まで波が押し寄せ、引き潮の被害を受けました。お亡くなりになった方は
２万数千人に上りますが、その中でも助かったはずの命があるはずと考えました。
―それが「防災士」の資格を取得するきっかっけなったのですね。
「防災士」について
お願いします。
2015年に資格を取得しました。消防団と協力して地域防災や予防教育を行います。
この活動の経験から伝えていきたいと思ったことは合意形成の仕方を考えていくことで
す。具体的には、復興に向けての話し合い、家をどこに建て直すのか、地域ごと新たな
場所へ移るのかという問題の話し合いに時間がかかってしまいました。地縁血縁があ
るからこそけんかになってしまったりします。話し合いの仕方、合意の仕方を教える必
要がありました。これは今までの学校では教えられていないことだったので、震災がな

ければそう考えることはなかったです。
―そして国際交流基金日米センターの援助資金による、ハワイ・ホノルル東西センター
「日米草の根交流プログラム」へのご参加となりましたね。
自然災害の被災地となった日米の４都市、岩手県宮古市、兵庫県神戸市、ルイジア
ナ州ニューオーリンズ市、テキサス州ガルベストン市から５名ずつ代表者が集まり復
興、再建に関しての意見交換、ワークショップ、研究発表を行ったのです。日米一度ず
つ各国を訪れた後、３回目の会議はフィラデルフィアにあるペンシルベニア大学で行わ
れました。今回のアメリカは3度目の経験となります。
―話題を転換して、宮古についてもう少しお聞かせください。
「瓶どん」という海産物を牛乳瓶の中に入れる食べ物で町おこしを行っています。瓶
の中にウニを入れる食べ方は昔からありましたが、おしゃれにさまざまなバリエーショ
ンが現在あります。500円ほどの食堂のメニューからアワビの入った2000円ぐらいのも
のまであります。
―宮古にはおいしそうな食べ物がありますね。では、赴任中挑戦してみたいことを
お聞かせください。
ミシガンと緯度が同じ北海道が好きでした。学生時代にはバイクで１周しました。ミ
シガンには北海道に通じる大らかさを感じています。現在はSUP（手漕ぎボート）をし
ています。バイクとは不安定さが共通しています。SUPを趣味とする仲間を探していま
す。また、五大湖すべてを制覇して地元を極めたいです。
予定していた時間が過ぎたのも忘れるほど佐々木先生は様々なご経験をお話しくださった。
感謝申し上げるとともに、ミシガンでの生活が充実したものになるようお祈りします。

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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202２年 シーズン開幕！4月月例会 優勝 SMC・大井さん
2022年ミシガン会のゴルフリーグがいよ

様、並びに本年度も多くの協賛を頂いたス

が、当日の気温は27℃まで上昇し、1週間前

も無事に開幕できるのは皆様のお陰です。

いよ開幕しました。まだ肌寒いミシガンです
に雪が降ったとは思えない程の春日和とな
りました。今年度初回大会となる4月月例会

ではゲスト参加10名を含む、合計48名の方
がエントリー。半年振りの大会、ゴルフシー

ズン開幕したてという状況下で、いかに仕上
げられるか？がポイントのようです。

22開幕に先立ち小山会長より、
年4月度月例会集計 日頃よりミ

シガン会をご支援頂いているご参加者の皆

順位
順

Last
Last Name
Name

1

Oi
Kitagawara

2
33
55

Mizusawa
Tachibana

44
6

6

7

7

なお本年度は更なるPLAY

FAST!を目指

ディー2個奪取。アプローチとパットが噛み

H.C.
H.C.

NET
NET

Masaya
Taiki

SMC
Corp of
America
Shinano
Kenshi

4044

4341

83
85

11
15

68
74

Ide
Yamaguchi

Yuzo
Taichi

ROHM America, Inc.
DENSO International

4445

4450

88
95

18
20

70
75

Mizusawa
Goto

Hank
Atsuhiko

Nissan
North America,
Univance
AmericaInc.

Hiroki
Yoshio

individual
Yamato
Transport

4449

83
97

11
22

Ito
Kamei

3948

72
75

Atsuhiko
Danny

Univance
America
Individual

5044

5447

104
91

32
13

49

9

Morioka

Shuji
Tony

4943
44

44

individual
BDO
USA

74

11

75

Individual

44

43

87

12

75

ROHM

55

56

111

36

75

Individual

46

47

93

17

76

Teijin

47

49

96

20

76

BASF

12

Yamada

Masami

Mike

Tetsuya
Masami

Tadahiro

Harada

Seiya
Naoyuki

Tanaka

Hugo

Toru
Yasu

52
48
46
48

Individual

47

Ryosan
Technologies USA
Sumitomo Bakelite

Nidec
Machine
Tool America
Nissan
North America,
Inc.
Individual

5151
4150

49

52
47
60
44
50

15

95

26

106

102
100

51

100

80
80

81
76

18

82

＜ベスグロ賞＞
85 Masaya Oi (SMC Corp)

21
18
7

100
84

＜ドラコン賞（女性）＞
#8 Cho Danny (Individual)
#17 Yoko Ishikawa (Kurabe America)

79

24

16

97

＜ドラコン賞（男性）Blue＞
#8 Yoshio Kamei (Yamato Transport)
#17 Yasuhiro Morioka (BASF)

＜ニアピン賞＞
#3 Hiroji Okamoto (Individual)
#6 Jun Okada (Sumitomo Corp)
#12 Takahiro Kokubo (Individual)
#14 Masaya Oi (SMC Corp)

11

92

4951
4350

25

104

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8 Yasuhiro Hayashi (Individual)
#17 Takahiro Kokubo (Individual)

79

86

Yasuhiro

15

20

41

Morioka

14
15

94

48

45

11

Kato

16

50

47

多数のご参加お待ちしております！

79

BASF

10

Yuzawa
Hayashi

95

44

次月開催は5/15（日）となります。皆様の

73

Yasuhiro

Individual

13
14

21
14

74

SMK Electronics Corporation

Komura

93

21

Yoji

Yamada

94

申し上げます。

72
78

95

Mike

ました。ご協力頂きました方々に重ねて御礼

72
77

44

Kikuchi

13

25
12

51

Ichikawa
Sumida

50

97
89

DENSO International America, Inc.

9

Kikuchi

4846

Taichi

ROHM

ポンサー様に支えられ開幕することができ

輩会員からアドバイスがあり、再度練習場に

が機能した様で、同伴者と楽しいラウンドが

GROSS
GROSS

Kida
Yaoita

本 年も多くの 会 員、ご 関 係 者 並びにス

後藤さん。

スタート前の練習でかなり調子が悪く、先

合い、また冬の間にリシャフトしたアイアン

Toshiaki

12

そして、3位はUNIVANCE

ININ

Goto
Cho

さんで、見事強風の試合を制しました。

たいとの熱いコメント。

のは、SMCの大井さんです。強風の中バー

Individual
Nippon
Express

謝とのことです。尚、ベスグロも優勝の大井

入賞しており、今年こそは栄光の1位を獲り

さて、本年度最初のチャンピオンとなった

Junko
Toshiya

戻って試した所これが的中。先輩会員に感

堂々の2位です。3年連続で毎年必ず2位に

なローカルルールを導入しております。

Hijima

11

悪い中でも大きくスコアーを崩すこと無く、

し、ティーショットの打ち直しに関する新た

First
FirstName
Name

～ 今月の上位入賞者 ～

あまり調子が良くなかったとの弁ですが、 2位 山口さん、優勝 大井さん、3位 後藤さん

OUT
OUT

Yamaguchi

10

2位はDENSOの山口さん。

COMPANY
COMPANY

8

8

できたとのことです。

ポンサー様への謝意表明がありました。今年

81
81

82
77

住宅探しのスペシャリスト

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

Pont

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

iac T
rail

N

Maple Rd
Sunoco

Clark

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

Zen Chen

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

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

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

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

ノーブル フィッシュ

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

電話： 248-585-2314

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

電話： 248-374-0844

月～土： 10a m - 8p m
日： 1 1am - 7：30pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

月～土： 9am - 8p m
日： 10 a m - 8 p m

www.oneworldmarketinc.com
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Vol. 10：傷跡の対処法について

Dr. K

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22
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。

こ

のJapan News Club 2022年5月号を読んでいる
ミシガン州のみなさんは、ベルアイル島の桜をご
存じですか？ デトロイトのダウンタウンからも近い
ベルアイル島には、デトロイトの姉妹都市になってい
る豊田市とデトロイト日本商工会が1994年に寄贈し
た桜が毎年、見事な花を咲かせます。開花時期はだい
たい4月中旬から5月上旬くらいでしょうか。桜を見る
たびに、遠くの日本が思い出されますね。では、今回の
質問は「ミシガンハウスワイフ」さんからです。

＜今月の質問＞

筆者プロフィール：

＊＊＊

はじめまして。ミシガンハウスワイフと申します。
職業柄、包丁などで手を切ってしまうことや、やけ
どをすることが多々あります。そのときの傷跡の
残りにくい対処はどのようなものなのでしょうか？
また、アメリカでそのようなときにつける良い薬
は売っていますか？ とても素朴な疑問ですいま
せん。でもきっとおんなじように思っている方がた
くさんいるのではと思い投稿させてもらいました。
よろしくお願いします。
＊＊＊
		

なるほど、お子さんの育児に対する質問ばかりが
来るかと思っていましたが、あるお母様から料理中に
負った切り傷、やけどの治し方についてご質問があり
ました。私は現在こそ小児神経科医ですが、若い頃
は外科や救急などさまざまな科も研修しました。切
り傷ややけどの対応も日常茶飯事でしたし、現在も
知人からよく相談を受けるので、この類の質問への回
答は非常に得意としています。
ちなみに医療従事者の間では、体の表面に起こっ
たあらゆる傷のことを「創傷(そうしょう)」と呼び、そ
の傷が治っていく過程のことを「創傷治癒(そうしょ
うちゆ)」と呼びます。実は過去約20年の間で、この創
傷治癒の治療に革命が起きました。今では医療者の
間では当たり前になっているこの知識を、できるだけ
わかりやすく説明していこうと思います。

私が幼かった頃の常識は「傷口はまず消毒しよう」
「傷口は乾燥させて、かさぶたを作ろう」でした。み
なさんの中にも、傷口に消毒液を塗って、手を振って
乾かした経験のある方は少なくないでしょう。傷口に
消毒液がしみると痛いんですよね。ところがそうした
考えは実は全て間違いである、という仰天の事実が
次々に出てきたのです。私が日本で研修医だった20
年ほど前、創傷治癒の革命的な本である「これから
の創傷治療 （医学書院 2003年)」が出版されたこと
もあり、過去の創傷治癒の概念が一気にひっくり返
されて、日本中の医療従事者に激震が走ったのでし
た。この創傷治癒の革命となった２大原則についてま
ず説明していきましょう。
【①傷口に消毒は必要ない】 意外かもしれません
が、消毒液は細菌のみならず、傷を治すために再生し
ようとがんばっている細胞まで次々に殺してしまいま
す。結果として、傷の治りを逆に遅くさせてしまうこと
がわかってきました。また、消毒液はすぐに乾燥して
しまうため、実は細菌を殺すだけの量も濃度も残り
ません。加えて、消毒液をずっと使用していると、皮

膚に炎症を起こして、かぶれを新たに生み出し、皮膚
の状態はさらに悪化することもあります。年配の方に
なつかしい「赤チン」は、医学的に根拠が乏しいこと
がわかった結果、2020年に販売中止となりました。
今振り返ると「傷口に赤チン」は、傷の治りを逆に妨
げていたわけです。

現在は日本の多くの救急外来で、
「傷口は消毒しな
いで、水で洗浄」するのが常識となりました。私自身
が大阪の救急病院で勤務し始めた約20年前ですら、
すでに傷口に消毒液は使わなくなっていました。私個
人的な経験でも、アメリカの救急外来で傷口に消毒
液を使うのを見たことがありません。
（注：手術前に皮膚を消毒するのは今でも行ってい
る正しい医療行為です。外傷に対する消毒と混同し
ないでください。手術前の皮膚消毒はメスを入れる
際に、皮膚の常在菌を、皮膚深部や組織内に押し込
まないために行っており、ここで述べている切り傷な
どの外傷とは別の話です）。

【② 傷を乾かしてはいけない。かさぶたは皮膚の
治りを妨げてしまう】 単純に言うと、人間の体を構
成するあらゆる細胞は、乾燥すると死んでしまいま
す。さらに、傷ができるとグジュグジュした液が出て
くることを経験したことはありませんか？ あの液
は非常に重要で、皮膚の細胞に元気を与えて傷を治
す成分が含まれているのです。つまり、傷口を乾かす
とせっかく治るためにがんばっている新しい細胞が
みんなバタバタ死んでしまい、さらに傷を治す成分ま
で失ってしまうのです。また、傷が乾燥してできる「か
さぶた」とは、皮膚がきちんと再生できずに心ならず
死んでいった細胞のミイラです。かさぶたが存在する
と、その下から出てくる皮膚の再生を邪魔してしまう
ことも判明してきました。
では、今後は切り傷、すり傷、やけどができたらどう
したらよいのでしょうか？ それが「湿潤治療」で
す。簡単に言うと、
「傷口をずっと湿らせて、乾燥さ
せない」。この一言に尽きます。この湿潤治療を行う
と、痛みが少なくて済み、早く治って、傷跡も残りにく
くなります。その実践方法は以下の通りです。

1. 切り傷、すり傷、やけどを負ったら、はじめに流水
で傷口を洗って、異物をしっかり洗い流しましょ
う。傷口に異物があると、傷の治りが妨げられて
しまいます。水道水で十分です。滅菌水である必
要はありません。
2. 水で洗って、異物を除去した後は、傷口に市販の
ワセリンを塗ってから絆創膏を貼ります（絆創膏
は傷のサイズにあったものを選びましょう）。ワ
セリンは高い保湿効果が期待できます。傷口が少
◆

Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆

し広範囲の場合は、絆創膏の代わりにラップをそ
の上から貼っても大丈夫です（どの家にもあるサ
ランラップです）。ただし、ラップは浸出液を吸収
しないので、こまめにラップを取り替える必要が
あるかもしれません。

3. 傷専用に開発された創傷被覆材（ドレッシング
材）を使えばさらに簡単です。軽 度の切り傷、
すり傷 、やけど では市 販の「ハイドロコロイド
（hydrocolloid)」という被覆材が使いやすいで
す。アメリカでは薬局やウォルマートなどで売っ
ています(アメリカではJohnson & Johnson社
の“Band-Aid hydroseal”がよく使用されていま
す。日本でも同社の同製品が「キズパワーパッド」
として手に入ります。値段を気にされる方は、プ
ライベートブランドで同様の製品“hydrocolloid
bandages”が売られています。さまざまな形があ
るので、傷のサイズに応じて選びましょう。この創
傷被覆材があれば、ワセリンを塗らなくても、こ
れを貼っておくだけで傷口を乾燥させずに済むの
で簡単です。

4. 湿潤治療に慣れないうちは、原則としてはじめの
数日間は傷口を確認した方がよいでしょう。もし
も傷口の周りにひどい赤み（炎症）や痛みが広
がってくるのであれば、感染なども考慮して医療
機関の受診をおすすめします。

上記の通り、全過程で消毒は一切使用しておりま
せん。湿潤治療を用いれば、軽度の傷であればすぐ
に治っていきます。我が家では、いつ誰が怪我をして
も大丈夫なように、さまざまなサイズの絆創膏、ワセ
リン、創傷被覆材（ハイドロコロイド）はいつでも常
備しています。ただし、上記の方法はあくまで軽症の
傷の場合です。中重症もしくは広範囲の場合、または
傷に異物が多数ある場合は、医療機関を受診するこ
とをお勧めします。

書いていて思い出しましたが、昔から「唾には殺菌効
果がある」と言って、傷口によくつけましたね。私も幼
少期に転んで膝にすり傷ができた際に、当時両親が
共働きの間に面倒をみてくれていた祖母に、思いっき
り唾をドロリとつけられたのを今でも覚えています。
実を言うと、唾はバイキンだらけなので、傷口につけ
るのはオススメしません（苦笑）。でも、祖母は孫を
守りたい一心だったのでしょう。確かに医学的には正
しい判断とは言えませんが、今でもあの時の祖母を
思い出すと、胸に温かいものがこみ上げてきます。
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。ではみなさん、また
来月に紙面でお会いしましょう。

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.
サービス

求人

クラス・稽古

団体・グループ

■ 社員募集

■ 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

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

募集支店： ヤマト運輸デトロイト店
業務内容： 引越現場スタッフ
（リロケーションコーディネーター）
募集条件： 米国就労ビザお持ちの方
（永住権、市民権、OPT等）
経験は問いません。
保険、401Ｋ制度、有給休暇等有り
応募先 ： 望月まで
電話番号 （７３４）９４１－３２４０
ファックス（７３４）９４１－８８４８

ミシガン州運転 免許取得時に提出が必 要な
日本の運転免許証や戸籍の英訳を２日以内に
致します。詳しくは、まりこ又はスーまで日本
語でお問い合わせ下さい。リンガ・サイエンス
または (734) 930-1553

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
		

同好会（コーラス・ブリッジ）や乳幼児サーク
ル、日本文化紹介ボランティア活動等に参加
して、ミシガン生活を充実させましょう！

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

www.linguascience.com/ja/licenses

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

.................................................................................
■ 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 248758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン)
Eメール:

jhan@farmersagent.com

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

連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp

賃貸
■ Commerce のコンド テナント募集
★ ２ベッドルーム・２バスルーム、及び地下室
にもう一部屋
★ 家電製品すべて込み、芝刈り・除雪込み
★ 2台ガレージ付き、サブには ジャクジー・
プール付き
★ 月2200ドル、日本人オーナー、８月頃入居可
248-697-4503

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

Japan News Club公式サイト

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
............................................................................................
■ デトロイト岐阜県人会会員募集
岐阜県に関する情報のメール配信、会員が集
まる食事会の開催などを行っています。岐阜
県出身の方や岐阜県にゆかりのある方、一緒
にふるさと談義をしましょう。
● 問い合わせ先
gifu@ujeec.org 248-346-3818

クラシファイド広告
募集 中！

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

ウェブサイトより
バックナンバーもご覧ください

掲載は５行で＄１５から。
１行増えて＋３ドルです。

https://www.JapanNewsClub.com
............................................................................................

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

プロビデンス産婦人科

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

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

□ お申し込み／お支払い先

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

□ 締切
掲載希望号の前月２５日必着
２５日必着（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。

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
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ブリューワリー

North Center Brewing Company - Northville, MI

コラボレーションのネットワーク/ Past & Future
２月号で紹介したLoaded Dice BCがコ

Futureはfigを漬け込んだ。North Center

た月曜日は休業日だった

れたのがNorth Center BC（NCBC）。開店

あとからなのでFutureとした。
「Jefはい

ベートパーティーのため

が先に開業したのでPast、Loaded Diceが

ラボレーションしている関係で紹介してく

つも新しいアイディアがあり良き親友」と

した時もJNCで紹介した。それから７年。

語っていた。

現在のオーナーKevinと語り合った。

KevinはLivonia出身、大学を卒業後は

にフロアーを貸し出すな

ど、コミュニティーに愛さ

この7年間で変わらないことはいいス

れている場所だとうかが

と。そして変わったことはビールの品質が

辺の街が比較的日本人が

食事を提供し始めたこと。毎週、新しい種

から仕事で何年間か住む

大人も子供も楽しめるようにしているこ

行ったらわからないと思

も受け入れられていることを挙げてくれ

てほしい」と言ってくれた。

タッフにめぐり合い、今も続いているこ

える。Northvilleやその近

があり、インタビューした時も結婚する前

向上しただけではなく、Kitchenを持ち、

多いことにも触れ、
「日本

類のビールや食べ物のメニューを変え、

人たちは、最初はどこへ

と。そして、Northvilleのコミュニティーに

う。そんな時NCBを訪れ

に奥さんからもらった日本語の手紙を財
布の中から取り出して見せてくれた。現在

はブリューワリー事業に専念するために日
系企業を退職したが、日本の文化の中に
見えるものを大切なものと思っている、と

た。実際、４月に行われた７周年記念のイ

話してくれた。

ベントでは店内は超満員、インタビューし

Loaded Dice BCとコラボレーション

したのは昨年 冬 のホリデー・ビール。

ビールのメニューボードにはぎっしり

「店内の手作業では１分間に４～５本しか

缶を封じる作業はできないが、倉庫を借
りて機械で行うと16本。」と格段の差だ。

Copper Kolsch(ABV.5.5%)を薦める。飲ん

でも販売しており、またNoviの住宅街から

みだから、いろいろ試してみるといい」と

あるから便利。HPが充実しているので、事

でみていいな、と思ったのがその人の好
言ってくれた。７周年記念限定のBirthday
S.M.a.S.H(ABV. 6%)Aleはミシガン産の
Aztecホップを使い、甘く飲みやすい。NCB

の70％以上のホップはミシガン産を使用
しており、地元志向。

今後は店内を拡張し、醸造場所は倉

庫を借りて行うことを考えているという。
通りから見たパティオ（提供

（左）おすすめの缶入り
（右）Birthday SMaSH

とラインナップが書かれていた。Kevinは
「飲みやすい、日本のビールに近いなら

Krumpas pastはpomegranate、Krumpas

by ヤマトノオロチ

が地元の委員会のプライ

日系の会社に12年間勤務し2度日本を訪

れたという。奥さんは日本語の学習経験

文＆写真

NBCのビールは店内・一般のスーパー等

10分のところ、Northvilleダウンタウンに
前にメニューが詳しくチェックできる。
North Center Brewing Company
410 N. Center St.
Northville, MI 48167
Tel: 248-444-7967
https://northcenterbrewing.com

（上）ラインナップのボード（下）オーナ
ーのKevin（提供NBC）

NBC）

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

[営業時間]

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

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

JasmineHairSalon.com

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

(料金をご覧いただけます)

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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Community Information
コービー・ラーニング・グループ
“夏期ESL講習”
Koby
Learning Group
早割キャンペーン！
夏期 ESL 講習

早割キャンペーン ！
5月31日までにお申込みで10㌦割引

アナーバー・サマーフェスティバル
Ann Arbor Summer Festival
Kidzone and Retreat Series
Retreat

June 10-July 3, 2022 at 5pm
無料イベントもたくさん！

ヨガクラスやズンバ、
その他のウェルネスクラスを無料で楽しめる。
@the Power Center lawn
121 FLETCHER ST

夏期講習の詳細は当校ウェブサイトをご覧ください。
5 月 31 日までにお申込みで 10 ㌦割引！

Ann Arbor, MI 48109

夏期講習の詳細は当校ウェブサイトをご覧ください。

＊現在開講中の大人向け子供向けクラスでは

---

＊
現在開講中の大人向け子供向けクラスでは ！
随時、
無料相談および無料体験クラス受付中
随時、無料相談および無料体験クラス受付中！

参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。
参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。

Kidzone

June 10-July 3, 2022 at 5pm

子供向けハンズオンの無料アクティビティ、
イベントの数々。
音楽や
ストーリーテリング、
映画など

メインステージ@Top of the Park
Koby Learning Group

Koby
Learning
24055 Meadowbrook
Road, Group
Novi, MI 48375

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

Rackham Graduate School
915 E. Washington Street

Ann Arbor, MI 48109 USA
---

Live Here Now

May 20-21, 26-27, & June 3-4, 2022

在デトロイト日本国総領事館より
百歳以上の長寿者調査（ご協力のお願い）
日本政府は、
毎年
「老人の日」
（平成１３年までは
「敬老の日」
）
の記念行事とし

て、
百歳以上の長寿者の状況について
「記者発表」
を行うと共に、
百歳を迎える日

アナーバーのあちらこちらで地元のアーティスト・ミュージシャンが
ライブを行う。

＜詳細スケジュールは下記URLより＞

https://a2sf.org/calendar/

本人の方に対し、
その長寿を祝いかつ多年にわたり社会の発展に寄与してきたこ

とを感謝し、
内閣総理大臣からのお祝い状及び記念品の贈呈を実施しています。
海外に在留している日本国籍保持者の方も調査・贈呈の対象となりますので、

下記をご参照の上、
該当される方、
又は該当者をご存じの方は、
当館までご連絡い
ただきますようご協力をお願いします。
記

１．
調査対象

１９２３年
（大正１２年）
３月３１日以前に出生した日本国籍保持者
【注１】
調査の対象は、
百歳以上の在留邦人です。

【注２】
今年度の長寿表彰の対象は、
１９２２年
（大正１１年）
４月１日

から１９２３年
（大正１２年）
３月３１日までの間に出生した在留
邦人です。

【注３】
自己の志望によって外国の国籍を取得
（帰化）
した方は、
国籍

法第１１条第１項により、
日本国籍を喪失しており本調査・贈呈

の対象とはなりません。

【注４】
当館管轄地域
（ミシガン州、
オハイオ州）
外に居住する方は、
最
寄りの大使館・総領事館・領事事務所にご連絡ください。

２．
期限

本年５月１３日
（金）

３．
連絡いただきたい事項
（分かる範囲で結構です）
○氏名とふりがな
○性別

○生年月日
○年齢

○本籍地

○連絡先の氏名、
電話番号、
ＦＡＸ番号、
メールアドレス
４．
連絡先

在デトロイト日本国総領事館 領事班 「長寿者調査」
係
Consulate General of Japan, Consular Section

住所：400 Renaissance Center, Suite 1600, Detroit, MI 48243
電話：
（313）
567-0120

（電話受付時間 9:00～12:00, 13:00～17:00 土日, 祝日を除く）
ＦＡＸ：
（313）
567－0274

メール：zairyu@dt.mofa.go.jp

全米COVID-19関連ウェブサイト
（日・英）:

https://jcc-us.org/

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

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

