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今月の Japan News Club

抜けるような青空が広がった５月８
日、JBSD主催のマラソン大会が

ケンジントン・メトロパークで行われた。
一昨年はコロナ禍で中止、昨年はサン
ダーストームの予報で中止になったの
で、３年ぶりの開催となった。５月に入っ
ても寒さがなかなか抜けなく、大会当日
もやや気温は低めだったが、澄み渡った
青空のもと参加者とその家族はミシガン

の初夏の一日を楽しんだ。

　レースに先立ち開会式が行われた。杉
山スポーツ部会長は、この大会のために
120名のスタッフがサポート、晴天下で
走れる喜びとともに楽しんで走りましょ
う、とあいさつの言葉を述べた。引き続
き、参加者を代表し、小学生の榊原旭陽 
さんが選手宣誓を行った。

　4種のレースに昨年参加希望をした人
数よりも多い189名の走者、60名が伴走
の合計249名が参加した。

　最初のレースとなったのは9歳以下の
１マイルレース。スタート地点に立った選
手たちは、スタートの合図をまだかと待
ち構えていた。子供と伴走する保護者も
ゼッケンをつけ、笑顔で一緒に待つ姿も

見られた。スタッフの合図で勢いよくス
タート。新緑の木々の中を進んでいく子
供たちの姿が見えなくなるまで応援の家
族は見送った。

　ケンジントンメトロパークはノバイと
US-23の間のI-96に隣接する州立公
園。Kent Lakeを包みこむように広が
る4481エーカーの公園。マラソン、ジョ
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7月 & 8月 1:00pm-2:00pm 

 

 
  

 

 

 

●  ESL夏期講習
 

  
 

●夏期キンダーガーテン準備クラス      
火＆木の週２日・$110/月 

 
  

 

info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

248-513-4635 
 

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375  

 

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
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。 
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
す。 

ESL夏期講習五期に渡り開講                  
１期:6/13(月)-6/24(金)       
2期: 7/5(火)-7/15(金)                
3期:7/18(月)-7/29(月)     
4期:8/1(月)-8/12(金)                         

5期: 8/15(月)-8/26(金) 

 

 10日間以上の参加で
＄10割引！ 

*各プログラムで教材費 7㌦が別途掛かります。 

 

 
  

 

月〜金 9:05am-12:00pmもしくは 12:30-3:30pm 

 

 
  

 

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。） 

一日講習(午前午後) 

 

 
  

 

 ◎週 3，週 4日での参加は＄38/半日、$68/一日で可能です。 

 

 
  

 

各期 10日間＄330/期*(2期は 9日間$297)；＄640/期  (2期$576)

 
  

 

02・・・ JBSDマラソン大会行われる
03・・・ おうちで楽しむ季節の和菓子
04・・・ 心臓病医療の最前線　コロナワクチンアップデート
05・・・ 喧喧諤諤
07・・・ アメリカ医療のトリセツ
08・・・ アメリカ生活の豆知識
09・・・ ゴルフノスゝ メ/言葉の架け橋
10・・・ ＃オハイオだより（トレド大学日本語文化祭）
11・・・  睡眠のサポート、ストレス軽減にアロマセラピーを取り入れたい！
12・・・ そろそろ旅にでませんか　（旅のプロによる旅のおはなし）
13・・・  日本帰国？お土産何にしよう！？
14・・・  住宅アカデミー（終）・Standard Golf
15・・・  ミシガン会 結果
16・・・  Dr.Kのミシガン育児相談室
17・・・  クラシファイド広告
18・・・  ブリューワリー
19・・・  コミュニティ情報 
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2022年度　JBSDマラソン大会 各レースの入賞者

ギング、サイクリング等のために湖を１周
するトレイルが整備されている。各所に
あるピクニックエリアでは家族や仲間で
食事を楽しむ人も多い。また、夏期のみ
で有料だが240フィートあるウォーター
スライドは人気。夏の夕方、夕日を楽し
みながら家族で過ごせる場所でもある。
大会が開かれるこのシーズンは、ミシン
ガンの州の鳥のロビンを公園内のあちら
こちらでも見かけることができる。湖畔
一周のコースのやや静かな森林地帯で
はブルー、白、黒を基調にしたオスのブ
ルージェイも時折姿を見せる。また、湖
畔では鷺などの大型の水鳥との出会い
を楽しむこともできる。

　最後の出発となった男女8.4マイル
レース。湖畔を一周するレース。参加者
の中には世界でも著名なマラソン大会
に参加した経験のある地元アスリートの
ほか、健康増進にジョギングを趣味とす
る人がレースに挑戦した。それぞれの思
いをこの大会に賭けることができるのも
JBSDマラソン大会ならでは、だ。

　この広大なケンジントン・メトロパーク
を走りぬいたレースの後は、ファミリー
ごとで昼食。持参した敷物に座る人、小
さなテントを知人ファミリーと一緒に過
ごす家族など、リラックスした雰囲気で
いっぱいだった。そしてフィールドでは

ゲーム大会が行われた。JBSDのサポー
トスタッフの準備で、サンダル飛ばし大会
など子供たちが気軽に楽しめるゲームが
たくさん見られた。

　閉会式は、表彰式とともに行われた。
各レースの3位以内入賞者にはメダルが
かけかれ、賞状と日系レストランの食事
券等の副賞が贈られた。JBSDはJBSD
登録会員、JBSD法人会員の従業員、
りんご会会員、ウィメンズクラブ会員の
方々にこのようなミシガン生活を楽しめる

１位 ２位 ３位

１マイル男⼦  榊原 旭陽 ⻑⾕川 喜⼀  松井 央樹

１マイル⼥⼦  ⽥中 美帆 成⽥ 枝美 清⽔ なずな

２マイル男⼦  千住 亮太 松井 志侑 藤⽥ 悠⼀

２マイル⼥⼦  ⽥中 南帆 ⽯川 杏  倉島 ゆり

３マイル男⼦  菊⽥ 健  北村 遼 宮本 愉来

３マイル⼥⼦  ⽯河 愛実  廣川 知⼦

３マイル⼀般男⼦  ⽮嶋 康⽣   Chris Kelley  ⻑⾕川 洋平

３マイル⼀般⼥⼦  ⼟屋 依⾥⾹ ⻄村 有紗 守⽥ 恵利⼦

8.4 マイル男⼦  成⽥ 英介 ⼩野⽥ 将⼤ Kikuchi Hisashi

8.4 マイル⼥⼦  プリンス 亜希⼦ 廣川 眞⼦

ようなイベントを用意しているのでぜひ
今後も参加しましょう、と呼びかけた。

　大会終了後は恒例の「サイコロゲー
ム」。これは用意した大きなサイコロを
振って、出た目を予想するゲーム。マラ
ソン走者でなくても会場の全員がゲーム
に参加できるので、毎年人気の余興だ。
ギフトカード等、豪華な賞品をめがけて
振られたさいころの目に一喜一憂しなが
ら、笑いと明るい笑顔でマラソン大会が
締めくくられた。

開会式の選手宣誓

レース後のゲーム大会

男子１マイルのゴールイン

マラソン入賞者（提供：JBSD）

サイコロゲームで楽しむ様子

＃JBSDマラソン大会　＃JBSDマラソン大会　

※【お詫びと訂正】（本オンライン版は訂正済）　上部１マイル女子の部、1位の方のお名前に誤記がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに訂正いたしました。 
2022年6月号印刷版紙面では誤った表記となっておりますが、正しくは「田中　美帆」さんです。深くお詫び申し上げます。（JNC編集部）
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より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から  
     午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室
● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器 
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
  もちろん 水道、ガス、電気、 食器、
  さらに 寝具、 ケーブルTV付で即入居可能。

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

JAPAN NEWS CLUB

只今、ミシガン州、オハイオ州では
保険外交員として一緒に働ける方募集中！

まずは、お気軽に（お電話、テキスト、Email）でお問い合わせください

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

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

米国保険の素朴な疑問

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

米国在住中のみ
ご加入できます

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

明治安田生命子会社明治安田生命子会社

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

AD 02-2021-11
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作り方

 

 
 

 

煮豆缶　…　一缶15oz(425g)
※汁を切った後の豆だけの分量　…　約230g
グラニュー糖　…　230ｇ※豆と同量　
水　…　230ｇ※豆と同量

　

　

豆グラッセ
M a m e G l a c é -  2 0 2 2

煮豆缶を使って手軽にできる甘納豆、豆グラッセ。パンやシフォンケーキのアクセントにも。

作り方 How to make  Wagash i

煮豆缶をあけ、汁を切って、流水で洗う。豆のみの重さをはかる。
豆と同量の水（230ｇ）と半量のグラニュー糖（115ｇ）を鍋に入れて、火にかけて、グラ
ニュー糖を煮溶かす。出来たシロップに①の豆を入れる。
中火にかけ、沸騰したら弱火にし、3～4分煮て、冷ます。冷蔵庫で一晩おく。
翌日、グラニュー糖（115g）を入れて火にかけて煮溶かす。③を繰り返す。三日目、味見
をして中までもっと甘くしたい場合は、③と④の工程をもう一度繰り返す。
ザルなどにあけて蜜を切って、パーチメントペーパーの上に間隔をあけて並べて半日
程度乾かす（オーブンを使う場合は、80℃（176℉）で30分～※量によって調整要）。
完全に乾く前に、グラニュー糖（分量外）をまぶす。乾かしすぎると固くなるのでご注意
のほど。出来上がったら、容器に入れて保存。冷凍保存も可能。

1.
2.

3.
4.

５.

Ingredients

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、オンライン和菓子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  

おうちで楽しむ
季節の和菓子 かんたん

 
 作り方

　

　

作り方 
 材料

　夏のはじまりを感じ、冷茶も欲しくなる頃、お茶請けにぴ
ったりな甘納豆、豆グラッセのレシピをご紹介します。アメリ
カのスーパーでよく見かける煮豆缶。乾燥豆を崩れないよう
にふっくらと炊くのは大変ですが、煮豆缶を使えば簡単！
少しずつ糖度を上げていくシロップに浸けこむことで、甘味
が中まで浸透、しっとりした甘納豆に仕上がります。ひとつ、
またひとつと手が伸びてしまう美味しさです。

見本は、3種類のお豆が入った
「Bean Trio」を使用。黒豆、
Kidney beans、Butter beans
などもおススメ。

Mameglace

https://riveroakswest.com
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心臓病治療の最前線

第167回    コロナワクチンアップデート第167回    コロナワクチンアップデート
　3日前、私と妻とは一緒に2回目のコロナブースターワクチン
を受けてきました。最近はマスコミもロシアのウクライナ侵攻
の話題で一杯で、コロナ関連のニュースは、片隅に追いやられ
た雰囲気ですが、この原稿を書いている時点で、中華人民共
和国や北朝鮮などアジアの国々でコロナ感染の拡大のニュー
スがあり、もうコロナは終わったと考えるのは尚早のような気
がします。米国政府は、5月15日、COVID19緊急事態宣言を延
長し、少なくとも本年7月15日まで、緊急事態宣言が延長され
ることになりました。緊急事態宣言発令中は、ワクチンや、テ
スト、治療薬などについて、全てが無料になりますので、ワク
チンをまだ受けておられない方、ブースターをまだ迷っておら
れる方、2度目のブースターを受けておられない方には、是非、
ワクチンを受けられることをお勧めします。
　アメリカ合衆国では、新型コロナの流行が始まって以降、
100万人の方が亡くなられました。アメリカ全国でのワクチン
の接種率は、少なくとも一回接種した人の割合は67.2%、二回
以上接種した人の割合は60%にとどまっており、ミシガン州
をはじめ全米で少しずつ新規感染者数及びコロナによる入院
患者数が増えはじめているのは気になるところです。また、コ
ロナ後遺症、アメリカでは、Long COIVIDとか Post COVIDな
ど様々な名前で呼ばれる病態の人も無視できない数の患者が
存在し、まだ病態や治療法が確立していないため、治療困難
で、症状が長引く人がかなりおられます。私の外来でも、Long 
COVID の患者さんが数名おられます。この後遺症は、コロナ
感染時に軽い症状や、無症状であった人にも起きると言われ
ており、決して無視できる状況ではありません。
最近号の医学雑誌NEJM5月19日号では、メッセンジャーRNA
ワクチンであるファイザーのワクチンの有効性について、二本
の研究論文が出ていました。ひとつは、子供および青少年に
おけるオミクロン変異株に対する同ワクチンの有効性、もうひ
とつは、同ワクチンのブースター接種の安全性と有効性につい
てです。
　最初の論文では、オミクロン株が優勢になった時期を含ん
だ2021年7月から2022年2月までの時期に、2812人の5歳か
ら18歳の青少年入院患者を対象にした研究において、コロナ
感染の有無、ワクチン接種の有無、および年齢、により層別分
析を行った結果、ファイザーワクチンの2回の接種により、デ
ルタ株が優勢な時期で92%程度の入院抑制効果が観察され
ました。5歳から11歳の年齢層では、オミクロン優勢の時期で
も、68%の入院抑制効果が観察されました。12歳から18歳の
年齢層でも、オミクロン優勢期に、79%の重症化予防効果が
観察されました。
　二番目の論文では、一般成人を対象にした、ブースター接
種の有無によって、ワクチン効果の違いが認められるかどうか
の論文です。2回目のワクチン接種後平均10.8ヶ月後のブース
ター摂取をおこなった群は、行わなかった群に比べて、95.3
パーセントの、感染予防効果が認められました。（図1のグラ
フ）。ブースターワクチン接種群では、接種箇所の痛みや、筋
肉痛、頭痛やだるさなど以外には、アナフィラキシーなどの重
篤な副作用は認められませんでした。また、この論文で重要な
のは、偽薬投与群でも、新型コロナによる入院は認められな
かったことです。つまり、この研究での偽薬投与群は、すでに2
回のワクチン接種を受けており、ただ、ブースターを受けてい
ないというだけの人たちで、これらの人たちにもすでに投与さ
れている2回のワクチンにより、入院予防効果、重症化予防効
果、死亡予防効果が認められているということです。
　この二つの論文は、どちらも、ファイザー社製のワクチン
についての研究論文ですが、これまでにモデルナ社製のワク
チンについても多くの論文が書かれており、現在アメリカや日
本で使われているこの二つのワクチンの有効性や安全性に大
きく差があると考えられるデータは見たことがありませんの
で、これらの二つのワクチンは、ほぼ同等の安全性と有効性が

あると考えて良いと思います。
　この文章を書いている現在において、中華人民共和国では
いまだに、ゼロコロナ政策が行われており、上海では、本年3月
27日より全市のロックダウンが続いています。これにより、中
華人民共和国の経済はおろか、全世界に影響が出ています。
私の所属する循環器科でも、動脈造影に使う造影剤 Iohexol
の大部分が上海で製造されているらしく、先月より、全世界的
にiohexol が品薄となっており、先週、全病院に対して、造影
剤の節約と、不急な使用を控えるようにという緊急通達が出さ
れました。この造影剤を製造販売している会社は、急遽アイル
ランドなどの工場をフル稼働させて、不足を補おうとしていま
すが、製造が追いつかず、造影剤の品不足は、早くても6月末
まで続くと予想されています。
　中華人民共和国で使われているワクチンは、コロナウイル
スを殺して不活化して作ったワクチンで、Sinovax 及び国営の
Sinopharm社が製造しています。伝統的なワクチン製造法に
従ったワクチンで、ある程度効き目はあり、摂氏２度から８度の
温度で保存が可能なため、冷凍庫の不足している発展途上国で
は歓迎されました。しかし、メッセンジャーRNAのテクノロジー
を使ったファイザーやモデルナのワクチンと比べて、効果は見劣
りがするようで、インドネシアやタイ、チリ、フィリピンなどの国
で中華人民共和国製のワクチンが導入されたものの、ワクチン
接種率が高いにも関わらず感染の拡大が起きたため、これらの
国では、違うワクチンに切り替える動きが加速されています。
　これまでマスクをせず、防疫手段をあまり取らずに、大規模な
軍事パレードや集会を続けてきた北朝鮮で、この原稿を書いて
いる時点で、今になって、コロナウイルスの感染が大発生してい
るようです。独裁者金正恩は、一昨日“中華人民共和国に倣って
コロナ対策を行え”と通達を出したそうですが、その中華人民共
和国が今のような有様では、北朝鮮でのコロナ感染の広がりを
抑えるのはなかなか難しそうです。
　あまり知られていないのが、2020年後半、ロシアで開発、
製造販売された、Sputnik V(スプートニックV）というワクチン
です。スプートニックは、旧ソ連時代世界最初に打ち上げられ
た人工衛星の名前からとったもので、VはVictory の頭文字だ
と言われています。このワクチンは、アデノウイルスをベクター
として、コロナウイルスのスパイクタンパクを組み込んだもの
で、2021年のLancet 医学雑誌4月号に、76人の健康なボラン
チアーに初期の人体臨床治験を行なった結果が報告され、こ
れによって安全性と効果が確認されたとして、それ以上の臨
床治験は行われず、直ちに全世界で実用化された初めてのワ
クチンとして大々的に宣伝され、ロシア国内と全世界で独占的
なワクチン投与が開始されました。しかし、その安全性と効果
は不透明なままで、ロシア国民の間では、このワクチンの信頼
度は低く、二回接種率は51%にとどまり、ブースターは9.9%と
極低率です。このワクチンの全世界への輸出の旗振りを自ら
行ったプーチン大統領でさえ、発売後７ヶ月してから、やっと
自分に接種したと報告しました。本当に接種したか、真偽の程
は不明です。さらに、工程上の問題により、2021年になって、
2回目の投与のためのワクチンの製造が進まず、それに追い打
ちをかけるように2022年のロシアのウクライナ侵攻により、こ
のワクチンを製造している会社とその責任者が、プーチン政
権の支持者であるという認定を受け、アメリカおよびヨーロッ
パから制裁対象になりました。2月に予定されていた、WHO
による視察も無期限延期となり、このワクチンがWHOから安
全性と効果についてお墨付きをもらえる可能性はほぼゼロと
なりました。この会社は、RDIF(Russian Direct Investment 
Fund)という、いかにも怪しげな名前を持った会社で、仮想通
貨の取引などにも手を染めていて、プーチン政権の金蔓となっ
ていたと考えられています。スプートニックVのワクチンも、
プーチンの懐を肥やすために、全世界に鳴り物入りで輸出さ
れたと考えられています。こうしてみれば、スプートニックV

が、必要な第３相の治験も行わず、わずか76人の健康な人に
接種をした結果だけで安全性と効果が確認されたとして、全
世界に輸出された理由がわかります。ロシアのウクライナ侵攻
により、スプートニックVのロシア国外への大規模な販売はほ
ぼ不可能になり、国内での製造販売継続にも赤信号が点りま
した。アルゼンチンでは、1回目のスプートニックVの投与を受
けたものの、2回目の投与を受けられない状態が続いていま
したが、つい最近アルゼンチン政府が、ファイザーやモデル
ナなどの、メッセンジャーRNAを、2回目投与分として使うこと
を承認したと報道されました。しかし、ロシア国内では、多く
のロシア国民は、スプートニックV以外の選択肢はなく、その
苦境の影響をまともに受けていると考えられます。ここにも
プーチンのウクライナ侵攻の知られざる犠牲者がいそうです。
（Naturemedicine 2022年3月15日号の記事による）
　日本では、最近、さまざまな自治体で、有効期限を過ぎたコ
ロナワクチンの廃棄のニュースが続いており、心を痛めていま
す。また、アメリカでワクチン接種が失速しているのを見るの
は残念です。世界中でワクチンが不足しており、ワクチンがあ
れば救えていたはずの命が失われているのを見るのは心が痛
みます。どうか皆さんワクチンを受けてください。せっかくのワ
クチンを無駄にしないでほしいと思っています。
　本日5月17日のニュースによると、ロシア侵攻が始まった2月
24日よりウクライナのマリウポルのアゾフスタル製鉄所の地
下にこもって戦闘を続けていた260数名のウクライナ戦士た
ちに対し、ウクライナ参謀本部は、当地における戦闘目的が達
成されたとして兵士たちの人命救助のため、戦闘停止をし、ロ
シア軍に降伏するよう命令を出しました。これは、「生きて虜
囚の辱めを受けず」との旧日本軍の考え方とは、ずいぶん違い
ます。マリウポルで戦っていた兵士の皆様ご苦労様でした。あ
なた達は、ウクライナの英雄であり、全世界の自由と独立を愛
し、独裁と戦う人々の英雄です。
　プーチンのウクライナ侵攻は、国際法上、開戦の正当性
（Jus ad bellum)を犯している, A級戦犯にあたり、また、交
戦中に民間人を陵辱虐殺したロシア兵士たちの行動は、交戦
法（Jus in bello) を犯している、B級戦犯にあたります。プー
チンは、直ちにウクライナ侵攻を止めるべきです。

山﨑博       循環器専門医   
　　　　　日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院
循環器科インターベンション部長
京都大学医学部循環器科臨床教授

Eastside cardiovascular
 Medicine, PC  -Roseville Office 

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

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

１９８９年京大医学部卒業。トマスジェファーソン医科大学およびミシガン
大学で循環器科フェローシップ。北九州市小倉記念病院循環器科医長および
部長待遇を経て、現在地にて開業。アメリカ内科専門医、循環器科専門医、
インターヴェンション専門医。サントジョン病院インターヴェンション部
長。京都大学医学部循環器科臨床准教授。

ローズビルオフィス（メインオフィス）
18325 Ten Mile, Suite 400, Roseville, MI 48066 
(tel)586-775-4594, (fax)586-775-4506

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高
血圧、高コレステロール症その他各種心臓病でお悩みの方、
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/
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続・裏から見たお風呂屋さんの話

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”（第232回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

６月、日本ではジメジメした梅雨の季節に向かう時期ですが、先月でも結構雨の
日があったりして季節の移り変わりや区切りが以前ほど明確でなく曖昧になっ

ている感じがします。当地米国ではメモリアルデーの連休が過ぎて学校が夏休みに入
る時期になりましたが、今年は去年までコロナ騒ぎで自重されていた対面の卒業式や
卒業パーティーが復活しそうです。人生の大きな節目である高校や大学の卒業式が対
面で出来るのは本人にとっても親にとっても大きな喜びでしょう。ビジネスシーンでは
コロナパンデミックの影響で重要度、緊急度、必要度の高いエセンシャルワーク以外
の仕事や業務の多くはリモートワークにシフトしていましたが、ここに来て雇用者側は
社員を従来の職場であった事務所や工場に戻す動きが出始めているようです。決めら
れた時間に決められた場所で働くスタイルから離れ、通勤時間や交通費、ガソリン代
を節約できる自宅やリモートで働く自由度の高いスタイルに慣れてしまった社員の中に
は必要性に疑問を持ったり、個人的なわがままから元の就業形態に戻ることに抵抗や
不満を持つ人も少なからずいるようです。一体感やコミュニケーション、チームワークの
維持・強化を目指す経営者側と従業員側それぞれに理由や意向があるようですが、仕
事の効率化だけでなく社員の参加意識、意欲向上を推進する動機付けと環境作りが
必要です。

　職場環境で仕事に対する意欲や効率が変わる一例として思い出したのは、長女が
大学生だった頃に親のキャンパス訪問ウィークエンドがあり、夫婦でキャンパス訪問し
た際に、たまたま同校の有名なベテラン心理学教授の引退前の最後の授業を親も聴
講できると聞いて同席した時のことです。円形ドーム型大講堂の階段席に学生と親を

合わせて何百人もの聴講者がいましたが、スライドを使った教授の授業の中で特に私
の興味を引いたのは空軍パイロットの敵機識別能力テストに関する部分でした。教授
の専門分野である心理学の見地から空軍パイロットが正規の軍服を着ている場合と
私服の場合の敵機識別能力の比較テストの結果にかなりの有意差があるというもので
した。即ち、私服の時よりも正規の軍服を着ている方が敵機の識別能力（遠距離での
視認や友軍機との識別も合わせて）が高いというテスト結果です。軍服を着ている場
合は職業意識、就業意識が高く集中力が高まり識別能力が高くなるためという教授の
心理学的見解でした。なるほどと思い今でも強く印象に残っています。

　パンデミックで一般的になったリモートワークやリモート学習の効率、成果にも通じ
るものがあると思います。人間の心理は環境に影響される要素が大きいので、自宅で
朝起きてパジャマ姿のまま仕事を始めたり、授業を受けたりすると「仕事をする」、「勉
強する」という意欲や集中力が高まらず、効率が上がらず成果も期待通りに出ない恐
れがあるということです。ビジネスミーティングも対面からバーチャルとなるケースが増
えましたが、上半身や背景などの見える部分だけ体裁を繕い、下半身はパジャマやト
レーナー姿とか実際の背景は物が散らかった寝室またはリビングルームとかいう環境
ではオフィスに出社したり客先に訪問してするミーティングと緊張感や集中力のレベル
が異なり効率や成果も期待薄になる可能性が増すということですね。例が適当でない
かもしれませんが、女性が普段外出時にはきちんと化粧して出掛けるのに、コロナ騒ぎ
でマスク着用が習慣化、常態化し、マスク着用時には「周りからは見えないからいいか」
と化粧をしないで外出することが多くなり、会食などでマスクを外す必要があった際に
化粧無しであったことに気付いて慌てるケースも似たようなものかもしれません。化粧
してマスクをするとマスクが汚れてしまい洗って再利用するか、使い捨てになるので化
粧無しにするのにも理由がありますが、人付き合いや心理学的な点で気を使います
ね。（閑話休題）

　スポーツの話題やウクライナへのロシア軍侵攻、米国内での直近の連続銃乱射
事件、コロナ騒ぎが収束しないまま一部規制緩和が進む中で新たなモンキーポッ
クス（サル痘）の発生、継続・長期化するインフレーションなど触れたい深刻な項
目は沢山ありますが、今回のテーマは先月号の続きで「続・裏から見たお風呂屋
さんの話」にします。

　前回廃業になったとお話した生家の風呂屋はGW連休明けから建物の解体・取り壊
し作業に入りましたが、通常の建物と設計も作りも大きく異なる風呂屋の建物は解体・
取り壊しも容易でなく、梅雨時を挟んで来月７月末まで掛かる見込みとのことです。廃
業の届出や解体作業の許可申請など経験のない事務・書類手続きも色々あって大変
なようですが、梅雨の長雨で作業が遅れたり、想定外の問題が起きたりしないことを
願っています。義姉と姪の家族は近隣のマンションに引っ越し済みで環境や生活習慣
は様変わりしましたが、少しずつ慣れて安定しつつあるとのことで一安心です。

　先月号でも他の風呂屋と違う特徴として１番の違いは水道水ではなく井戸水を使っ
ていたことと書きましたが、カルキ臭がありチョロチョロしか出ない水道水を使ってい
る近隣同業者に比べて豊富な水量が出るのが気に入られて、自宅近くの風呂屋ではな
くわざわざ遠くから車で来るお客さんもいました。カランを押せばお湯がバシャバシャ
出るので、お客さんは文字通り湯水のように使っていたものです。自宅の内風呂では水
道代が更に気になりますよね。

　もう一つの特徴は湯を沸かす燃焼釜が燃料として重油の他に薪、オガくず、石炭も
使える併用タイプだったことです。改築設計時にそこまで細かく意識・考慮していたか
分かりませんが、世界中を騒がせたあの第１次、第２次オイルショック当時にはこの併
用釜が大いに威力と存在価値を発揮し、重油専用釜にしていた同業者が燃料供給を
断たれて休業を余儀なくされた間も営業を続けられ、お客さんにも大いに喜ばれまし
た。その後も廃業まで高価な重油よりも遥かに安価な木材の端材や薪の使用で運営
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引越
米国ヤマト運輸

YAMATO TRANSPORT  U.S.A. 
11701 METRO AIRPORT CENTER DR., SUITE 103

ROMULUS, MICHIGAN 48174

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

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

執筆者紹介執筆者紹介：Premia Partners, LLC(プレミア・パートナーズ・エルエルシー) パートナー。 
主に北米進出の日系企業向け経営・人事関連コンサルタント業務に従事。慶応義塾大学経
済学部卒。愛知県の自動車関連部品・工業用品メーカーに入社後、化成品営業、社長室、
総合開発室、米国ニューヨークの子会社、経営企画室、製品開発部、海外事業室、 
デトロイトの北米事業統括会社、中西部の合弁会社、WIN Advisory Group, Inc.勤務
を経て現在に至る。外国企業との合弁契約、技術導入・援助契約、海外現地法人設立・ 
立ち上げ・運営、人事問題取扱い経験豊富。06年7月より本紙に寄稿中。JBSD個人会員。

コスト削減、収益改善に役立ったようで貢献度大です。

　また、改築前の旧風呂屋には中庭（当然ながら覗き防止のために高い塀に囲まれて
いました）があり、今では余り見掛けない広葉樹や草木が植えられていて春夏にはモン
シロチョウ、紋黄チョウ、キアゲハ、ムギワラトンボ、シオカラトンボ、アブラゼミ、ツクツ
クボウシ、ニーニーゼミなどが入れ替わり、立ち替わりで訪れ、庭でセミ捕り、トンボ捕
りをしていました。ある時にはキアゲハが草木に産みつけた卵からイモ虫が生まれその
草木の葉を全て食い尽くしてから蛹（サナギ）となり、数日後背中が割れて中からまだ
翅（はね）が縮んだ状態のキアゲハが抜け出して数分で翅が伸び羽化した成虫として
飛び去っていくのを目撃しました。後に残った丸坊主の草木は光合成ができず、翌年は
２度と新芽が出ずに枯れてしまいました。また、ある時は広葉樹の根元近くに抜け殻
になる前のアブラゼミのサナギがついているのを見つけ、家の食卓に持ち込んで観察し
ているとやはり背中が割れて同じく翅が縮んだ状態のアブラゼミが抜け出してきて、最
初は全体が茶色ではなく白っぽく翅の翅脈だけが緑色だったのが凄く印象的でした。
数分で見る見る内に胴体も翅も茶色に変わり成虫になっていきましたが、左右4枚ある
羽の片側の一部が何故か癒着していて翅を伸ばせず飛べない状態だったため、慎重
に指で剥がしてあげてから窓を開けて離してあげたら無事に飛び去っていったので子
供心にホッとした記憶もあります。今思えば天然の理科の青空教室だったなと懐かしく
思うと同時に、近所のハス田のドジョウ、オタマジャクシ、カエル観察や小川、池でのザ
リガニ捕り、メダカやフナ捕り、セミ捕り、トンボやヤンマ捕り、昆虫採集など今の子供
たちにはそういう環境や機会がなくて気の毒だなと改めて思いました。

　風呂屋といえば季節の行事として正月２日の朝風呂、５月端午の節句の菖蒲湯、１２
月の柚子湯もありました。年末の大晦日は年が変わる深夜過ぎまで営業し、一年の垢
を流して元日はお休みの後すぐまた２日は新年のスタートに体を清める朝風呂と忙しい
年末年始でした。３日はまた休みで家族揃って比較的近くの亀戸天神にお参りに行っ
たこともありました。菖蒲湯の時には頭に菖蒲の葉を巻いたり、葉を掌と指で挟んで息
を吹き込んで鳴らしてみたりもしましたね。柚子湯の時は柚子を丸ごと何個も湯船に
浮かべて良い香りに包まれながら入浴したり、裏で柚子を絞ってちょっぴり砂糖を入
れて飲む柚子湯を楽しんでいました。

　また、昭和世代の方はご記憶があると思いますが、風呂屋といえば浴場の奥の壁一
面の背景画ですよね。３〜４年に一度専門の背景画業者に依頼して描き替えるのです
が、これが三日がかりの大作業。高所作業になるため何本も丸太を使って足場を組む
のに１日、絵描き作業に１日、最後の仕上げタッチと乾燥、足場外しに１日かかりその
間は休業でいつもは裏から入るお風呂に入れず、近所の同業者のところへ出かけまし
た。私にとっては生まれてからずっと風呂屋の大きな湯船と洗い場が内風呂でお店側
から入ったことがなく、番台で入浴料を払って他所の風呂に入るのはこの時だけ。一般

の人には当たり前でも私にとっては特別な経験でいつもと違う周りの景色に違和感が
あり、落ち着いてゆっくり湯船に浸かっていられずサッと身体を洗ってそそくさと退散
したものです。富士山や湖、海辺の景色など何種類かパターンがあるこの背景画も描
けるプロがその後は減るばかりで今では皆無ではないかと思います。代わりに壁面全
体をタイル画にして描き替えをしなくていいようにしている風呂屋がほとんどではない
かと思います。

　ああ本当にあの大きな内風呂が懐かしい！なくなってしまったのは残念至極！！

　日本の公衆浴場は身体を清潔に保つだけの単なる入浴施設ではなく、ご近所さん
達の重要な交流コミュニティー、心身ともにリラックス・リフレッシュできる大切な場所
であり、男湯と女湯の区別はあっても老若男女、貧富の差や身分・階級に関係なく文
字通り『裸のお付き合い』ができる場であり、何百年も歴史のある町の文化、日本の文
化です。近年では来日した外国人観光客や長期・短期の滞在者が温泉ではなく銭湯
を気に入ってわざわざ入りにくるケースも紹介されているので、今回生家の廃業は止む
を得ないとしてもこの歴史と伝統を日本人である我々が大切に守って続けていけること
を祈って末尾とします。

　まだまだ数多くの思い出があり、前後２回ではとても書き切れませんので、また別の
機会があれば再度触れたいと思います。

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

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

https://www. JapanNewsClub.com

Instagramアカウント 
@japannewsclub

https://www.yamatoamerica.com
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ミシガン大学についての情報は、ウェブサイトで確認できます。  https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program　　▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの 渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

予防接種（ワクチン）について1818

● ロタウイルス    
● B型肝炎 
● 肺炎球菌 
（乳幼児及び高齢者）

　これらのワクチンは、主に、本人を病気から守る
のが主な目的です。

● ヒトパピローマウイルス（HPV）
　HPVのワクチンは、以前は子宮頸がんワクチン
と呼ばれていましたが、子宮頸がん以外にも、膣
がん、外陰部がん、陰茎がん、肛門がん、咽頭がん
等がHPVによって起こるということがわかっていま
す。その為、アメリカでは、男性にもワクチンが推奨
されています。女性はHPVの有無を子宮頸がん検診
の際に調べることができますが、男性は、検査の方
法がありません。その為、女性にウイルスを移さな
いというだけでなく、男性自身のがんの予防にもな
るという適応を受けています。

日米推奨ワクチンの違い

　日本の厚生省の推奨するワクチンと、アメリカ疾病
センターが推奨するワクチンは、ほぼ類似しています
が、小さな違いがあります。例えば、日本では、おたふ
く風邪、A型肝炎、男性のHPVワクチンは任意となりま
すが、アメリカでは推奨されています。逆に、日本では
BCG、日本脳炎が薦められていますが、アメリカでは行
われません。また、アメリカのほうが、ワクチンの間隔
の基準が厳しく、決まった期間よりも早く接種されたワ
クチンは接種したとみなされません。

　日本もアメリカも、ワクチンは保健所または医療機
関で受けられます。ただ、日本では、ワクチンを受けて
いない人を見つけて薦める、というシステムがありま
せん。かかりつけ医制度もそれほど浸透していないで
すし、個人が大人になってもワクチンの記録を保持し
ていないという自覚のある人も少ないため、子供の時
に受け損ねたワクチンがあるかどうか、大人になってか
ら必要なワクチンがあるのか、自分には何が必要なの
か、わかりにくい面があります。

　アメリカでは、ワクチン接種を徹底するため、学校が
ワクチンの記録を閲覧して、足りない場合は保護者に
通知がいきます。アメリカではかかりつけ医制度が確
立しており、かかりつけ医はワクチンの記録を保持し
て、必要なワクチンを行います。そのため、記録がない
患者さんは、記録を取り寄せるか、記録がない分のワク
チンを接種するように薦められます。

〜　なぜワクチン接種は必要なの？  〜

予防接種は、接種しておくことによって、病気にかかることを予防する役割があります。歴史的には、18世紀に天
然痘の流行によって多くの人が亡くなっていたのを、免疫をつけさせる方法を開発したジェンナーを初めてとし

て、ワクチンの開発が進み、天然痘は1980年には根絶したため、現在は種痘（天然痘ワクチン）は必要なくなりまし
た。多くのワクチンは筋肉注射や皮下注射によって投与されますが、ロタウイルスのワクチンのように、経口のもの
もあります。最近の新型コロナのように、流行が蔓延していて致死率が高い場合は、特にワクチンの必要性が身近
に感じられますが、あまり見たことも聞いたこともない病気のワクチンが、本当に必要なのか、と疑問に思う事があ
るのではないでしょうか。今回は、ワクチンが必要な理由について説明したいと思います。

● ポリオ
　ポリオは、日本語で急性灰白髄炎と呼ばれ、“ポリ
オウイルス”に感染することで発症する感染症で、小
児まひ（麻痺）の呼び名でも知られています。ポリ
オウイルスは、便の中に排出されたウイルスが、手
や食物を介して口から入ることで感染します。感染
しても、ほとんどの場合は症状がないか、あっても
風邪のような軽い症状で済んでしまいますが、手足
に力が入らなくなり、そのまひが生涯続いてしまう
こともあります。1960年代に経口のワクチンが導入
されてから、小児麻痺の症例は劇的に減り、日本で
もアメリカでも、1980年からポリオの症例は報告さ
れていません。しかし、世界の一部にはまだ症例が
報告されており、旅行者が持ち帰ることがあり得ま
す。その場合、社会でのワクチン普及率が高いこと
が、その社会を感染流行から守る、もっとも有効な
方法です。世界からポリオウイルスが根絶されるま
では、ワクチンを続けることが必要です。最近イス
ラエルで30年ぶりにポリオの発症が報告されてい
ます。新型コロナの流行によってワクチンの接種が
滞っているせいかもしれません。

● 風疹・はしか
　もう少し身近な例は、風疹やはしかの流行です。
はしかは、日本では2008年に大流行して以降、大
きな流行はないものの、年間100例から500例程度
の発症が続いています。はしかは脳炎や肺炎など
を合併することもあり、特に大人では重症化しやす
く、1000人かかると、そのうちの1人が死亡します。
風疹は、妊婦さんがかかると、先天性風疹症候群と
いう胎児の難聴、心奇形、発達障害などの問題を
引き起こすことがあります。日本では2013年に大流
行し、世界4位の感染者数、世界8位の先天性風疹
症候群という先進国とは思えない事になりました。
予防にはワクチン接種がもっとも有効ですが、たま
に、ワクチンを受けても、抗体価が上がらない人が
いるので、社会全体が免疫力をあげて、流行しない
ようにすることが、重要です。

● 水疱瘡 
● おたふく風邪 
● 百日咳

　このように、普段見かけない病気でも、いつ身近
に出現するかはわかりません。そうなったときに、
社会の人たちが皆ワクチンを受けていて免疫があ
ると、病原菌が近くに出現しても、流行にはなりま
せん。はしかや風疹の他にも、水疱瘡、おたふく風
邪、百日咳、ジフテリア、髄膜炎菌、新型コロナウイ
ルス、インフルエンザなど、感染力が強く、人から人
に感染しやすい病気に関しては、ワクチンを打つこ
とが、周りの社会をも守ることになります。

　次に、アメリカのかかりつけ医として、よくあるワク
チンについてのやりとりの例をあげてみます。Aさんは
健康な30歳男性で、最近日本から出張でミシガンに
引っ越してこられました。奥さんは妊娠中。

▶︎ 医師：接種したワクチンを教えてください。

A：必要と言われたワクチンはすべて日本で受けてき
たけれど、その記録はもっていません。破傷風と肝炎
ワクチンを受けた事をおぼえています。

▶︎ 医師：ジフテリアと破傷風は10年に一度、百日咳は
子供の三種混合ワクチンにはいっているが、大人にな
ると免疫が下がるので、大人になってから最低一度は
ブースターが必要。どのタイプの破傷風をうけたので
しょうか。

A：破傷風は受けたと思うけれど、破傷風単体なの
か、他のものが混ざっていたのか、わからないです。

▶︎ 医師：ワクチンの記録を見て、いつ、どのタイプのワ
クチンを受けたのか確認した後、もし、百日咳のワク
チンをうけていないようなら、今回はなおさら生まれて
くる赤ちゃんのために、ワクチン接種をお薦めします。

はしか、風疹、おたふく、水疱瘡などの病気になった
か、ワクチンを受けた事はありますか。

A：水疱瘡とおたふくにはなった記憶がありますが、
はしかと風疹は、わかりません。

▶︎ 医師：母子手帳などから、確実に病気になったか、ワ
クチンを接種した記録がない場合は、妊婦さんや新生
児が病気になるのを予防するためにも、ワクチン接種
をお薦めします。

 

　このように、子供でも、大人でも、ワクチンの記録は
大変重要で、誰かが一括して管理する必要がありま
す。アメリカ在住で、かかりつけ医がすべてのワクチン
の記録を管理している場合は、そこにかかっている限
り、自分で管理する必要はありませんし、年1度の健
診にいけば、必要なワクチンは薦めてくれます。ただ、
引っ越しをして別の国に移る場合や、日本に住んでい
る場合、ご自分のワクチン記録はご自分で保持して適
宜アップデートするしかありません。

● 帯状疱疹 
● 破傷風 
● 日本脳炎

● ジフテリア　    ● 髄膜炎菌 
● 新型コロナウイルス 
● インフルエンザ

ミシガン大学医学部  
家庭医学科助教授

1988年慶応義塾医学部卒業 
1996年形成外科研修終了。 
2008年Oakwood Annapolis 
Family Medicine Residency 終
了後、2008年より、ミシガン大学
家庭医学科で日本人の患者さんを

筆者プロフィール：
医師　リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ） 

診察しています。産科を含む女性の医療、小児医療、皮膚手術、創
傷のケアに、特にちからを入れています。

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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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

学校の最終日はもうすぐ！自分の先生や子供の先生に何と声をかけますか？ どんな 
メッセージを書けばいいのでしょうか？ どんなプレンゼントをあげたらいいの？ たくさんの
質問がありますね。こちらがその答えです。
● ちょっとした会話

 You:　Hi, how are you?  You're almost done!
  （あなた ) こんにちは、お元気ですか。もうすぐ終わりですね！

  Teacher:      I'm getting through!!  Yep, almost done! 
   （先生 ) どうにかやってます !  そうね、もうすぐね！

 Y:　 Thank you so much for all you did this year!  I really appreciate it! 
  今年はお世話になりました！本当に感謝をしています！

  T:      Oh, it's my pleasure.
   あら、どういたしまして。
 Y:　This is for you. 
  こちらをどうぞ。  
  T:      Oh, you're so sweet!  You shouldn't have!
   あら、ありがとう !  こんな事しなくてもいいんですよ ! 
 Y:　Thanks again!  I hope you have a [good / relaxing / fun] summer!!
  本当にありがとうございました。
  [ 良い / リラックスした / 楽しい ] 夏をお過ごしください ‼
  T:      Oh, thank you.  You, too!
   ありがとうございます。あなたもね !
 Y:　 See you [later / again / next time]!  Take care!
  それでは [ 後で / また / 次の機会に ]！  それでは、お元気で！
  T:      Ok, take care!  Bye!
   はい。あなたもお元気で！さようなら！

● 手紙
< 担任の先生宛て >
 Ms. Bomann,

Thank you so much for teaching [me / my son] this year. 
  [I / He] really enjoyed your class.  
You are a [kind / great / helpful] teacher. 
 [I / We] hope you have a wonderful summer!!  Take care, 

Bomann 先生、
今年は、[ 私 / 息子 ] にご教授くださり、ありがとうございます。   [ 私

/ 息子 ] はとても先生のクラスを楽しむことができました。 あなたは [ 親
切 / 素晴らしい / 配慮のある ] 先生です。  素敵な夏をお過ごしください ‼
それでは。 

< ちょっとしたギフトやカードを他の先生やスタッフに渡したい時 >
 Thank you for all that you do!  Have a good [winter / summer] break! 
  お世話になりました！いい [ 冬 / 夏 ] 休みを！    

● 贈り物
担任の先生には１人あたり $５から $２０でいいでしょう。ギフトカードは気軽に

渡せますが、写真立て（お子さんの書いた感謝の絵を添えて）や、本、クラスで使え
そうな物、コーヒーや紅茶グッズ、お菓子作りの道具、日本の小物なども喜ばれると
思います。 私は、ホームメイドクッキー、チョコレート、コーヒー、紅茶などを小分
けにしてミニ ギフトを作るのが好きです。

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

６月のイベント 2022年6月1日～6月30日の間、Eメールにて無料でご相談を
お受けいたします。

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。

3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan

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

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere

カラオケ有!!カラオケ有!!

Last Day of School :
学校の最終日

http://www.takadadentalclinic.com
https://www.godaiko.com/home
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

色に関する言い回し　（6）色に関する言い回し　（6）

〜こんな日本語、英語にできますか〜〜こんな日本語、英語にできますか〜
−−1 4 71 4 7 −−

　「白」関連の言い回しは沢山あります。「白い眼で見る」あるいは「白眼視
する」ですが、「白い眼」とは瞳でない部分を指しますので、横目で見る感じで
しょうか。英語では割に素直に、“to look coldly on (a person)” となります。目を
使った表現としては、“to cast a gimlet（鋭い） eye” という言い方もありますが、
少し古い表現です。「白羽の矢が立つ」はどうでしょうか。これも説明的です
が、 “to be selected (from among many people)”  です。「白（しら）を切る」と
はすっとぼけることですが、“to pretend to know nothing about”  や“play inno-
cent” や “brazen it out” 等いろいろな言い方があります。 「色の白いは七難
隠す」は “White skin hides many faults.” でそのままですね。但し昨今この表
現は白人至上主義と捉えられそうなので、言わない方が良さそうです。元々は日
本国内で色白の人を指して言っていただけの話なのですが。

　元々中国語から来た「白眉」はお判りでしょうか。非常に優れたものや人を指
しますので、“the finest example/best/highlight” となります。これは中国の「蜀
書」の故事に由来するもので、三国時代の蜀に優秀な5人兄弟が居り、その中
でも最も優れた馬良（ばりょう）には眉に白い毛があった、ということです。次に
「目を白黒させる」。驚いて目をぱちぱちさせたりすることですので、“to goggle 
in astonishment/blink in surprise” 等がいいでしょう。もう一つ、「白紙に戻す」
という言い方がありますが、“to wipe the slate clean” とか、“to start anew” と
言えます。

　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　

 

英英語語教教授授法法資資格格をを持持つつ講講師師にによよるる  

オオンンラライインン・・対対面面レレッッススンン  

  

 仕仕事事ののププレレゼゼンンのの準準備備・・指指導導  

  

 学学校校ののオオンンラライインン授授業業のの課課題題・・      

  宿宿題題ののササポポーートト  

 日日本本語語をを話話せせるる米米人人現現役役大大学学講講師師  

（（数数時時間間のの空空ききあありり））  

  

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

  

  

  
  

             
                                                                                       

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

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

       お見積りは無料ですので、ご相談ください。 

                        office@suzukimyers.com 
             www.suzukimyers.com 

 

 
 

<プロフィール> 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)

　暑かったり寒かったり、気候は不安定ですが本格的なゴルフシーズンが始まりま
したね。「ひと月1作品」、今月は1921年制作チャーリー・チャップリンの無声映画 
”The Idle Class”（邦名「のらくら」）をご紹介します。のらくらとは、何もしないで
遊んでいること、のらりくらりと同じ意味で、オリジナルタイトルのThe Idle Classは
有閑層という意味だそうです。

　マイアミのリゾートに遊びに
来た有閑層夫妻、その旦那さん
と、とある放浪の男性が瓜二
つであるという設定で、チャッ
プリンが二役を演じています。
序盤にゴルフのシーンがありま
す。放浪者（チャップリン）は、
クラブは持っているけれどボー
ルがありません。どうしようと
思っていたら、フェアウェイに
他の人が打ったボールが転がっていました。そこまで歩いていって、その人のボール
を打ってしまいます。当然、打たれた人は怒ります。「私は知りませんよ」と言わん
ばかりにスッとぼける放浪者。もめているうちに、次のゴルファーがやってきて、ティ
ショットを打ちそのボールが2人の足元に転がってきました。「ほら、ここにあるじゃ
ないですか」と放浪者はそのボールを指差し、紳士は「本当だ、勘違いしてすみま
せんでした」と謝って、2人は意気投合して一緒にプレイを続けようとします。当然で
すが、打たれた人は怒って追いかけてきて、紳士の上に馬乗りになってケンカになっ
てしまいました。放浪者は2人を尻目に、素知らぬ顔で1人ラウンドを続けます。あま
り上手じゃないのかそれともそういうスイングなのか、右や左へ行くのは当たり前、
空振りしたあと戻したクラブで後方に打ったりもして、こんな破天荒で自由なラウン
ドはなんだか羨ましいとさえ思ってしまいます。

　当時のゴルフはすごいです。ティインググランドらしき場所のすぐ横に木の箱があ
り、そこには砂が入っています。地面に砂の山を作って、その上にボールを置いて打
つのです。ちょっとでもクラブが下に入ったらバンカーショットになってしまいます。
ティアップ？の高さも一定でないでしょうし、クリーンに打つのは至難の業だろうと
思います。しかも砂を使うとは、SDGsの最先端を行っています。

　一方の裕福な夫妻の方は、有閑マダムがコースの周りで乗馬を楽しんでいるとこ
ろへ放浪者がボールを探しにやってきます。とってもお上品なマダムは気づかずに通
り過ぎますが、放浪者は彼女をじっと見つめておりました。その夜、ボールルームで
豪華な仮装ダンスが開かれました。ひょんなことから放浪者はその会場に入って、
旦那さんと待ち合わせをしていた有閑マダムと再会します。彼は「乗馬のマダムだ！」
と気づいて心躍るのですが、マダムの方は瓜二つの放浪者を旦那さんだと勘違いし
てしまい、手を握ったりして親しく接します。放浪者は、シルクハット、つぎはぎだら
けのズボン、ピチピチのジャケットにどた靴とステッキ、といういつものいでたちで
すが、仮装パーティなので奥さんは気づきません。しかし、ゴルフコースで馬乗りに
なって喧嘩をしていた男性が、なんとマダムのお父さんだったので、「なんでお前が
ここにいるんだ！」と大騒ぎになり、ここからドタバタ劇が展開していきます。作中に
はチャップリンの2人目の奥さんリタ・グレイがメイド役で出演しています。

　チャップリンはイギリス出身で、初舞台は5歳の時。女優のお母さんの代役で舞台
に立ち、歌を歌ったのが始まりだそうです。19歳でイギリスの名門コメディ劇団に入
り、24歳の時にアメリカ巡業中に映画会社から声がかかり、俳優としてデビューし
ました。このThe Idle Classは32歳の時の作品です。2年後34歳で独立したあとに黄
金狂時代やモダンタイムスといった有名作が生まれます。次第に政治・思想色が濃
くなっていき、63歳の時にアメリカ再入国の許可を取り消され、アメリカとの関係を
絶った後はスイスで余生を過ごしました。

　30分ほどの短編作品です。奇想天外なギャグが散りばめられていますので、ゴル
フの合間にちょっと一息つきたくなったら、ぜひご覧ください。

(参照：”The Idle Class” 1921 ©MCMXXI Charles Chaplin　邦題：『のらくら』）

https://www.suzukimyers.com/
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菊地ベルトラン慶子歯科
Dr. Keiko Kikuchi De Beltran, DDS. PC

日本大学小児歯科卒業　ミシガン大学で歯科資格を取得

お子様から大人の方に歯科治療をいたします。
平日お忙しい方のために、
土曜日も診察しております。

診察曜日：　金・土
時間：　10:00am〜8:00pm

住所：　
21580 Novi Road, Suite 100
Novi, MI 48375

電話：　(248) 767 - 7117
ご予約は日本語で承ります。

ノバイに New Open!

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

♢ 子供から大人、 家族皆様のヘアカット 
♢ 写真をお持ちください。 どんなヘアスタイルも可能です 
♢ デジタルパーマ、 ジャパニーズストレートパーマ、 
    レギュラーウェーブパーマ、 ハイライト、 カラー など

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

 24263 Novi Rd. Novi, MI < Hour >

 ファーミントンより

Novi Rd

10 Mile Rd

N.

       Tel. 248-553-2345 または、
   248-773-2281

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）

Seoul Unisex Hair Salon

ヘア以外にも

4月吉日、オハイオ州トレドにあるトレド大学（The University of Toledo）で日本文化 
祭が盛況のうちに幕を閉じました。この文化祭は同大学のJSA（The Japanese Student 

Association、日本学生協会）の学生さん達による企画運営、国際交流基金とJASCO （The 
Japan-America Society of Central Ohio ）の支援で開催されました。

　入口受付では、スタンプラリーのカードが渡されました。会場に一歩入って、まずは会場の
大きさに、そして日本文化を体験できるブースの数の多さにも驚かされました。着物の着付け、
ダルマ落とし、こけしの絵付け、けん玉、羽根つき、書道、茶道、じゃんけん、折り紙。九つもの
日本の伝統文化、遊びが勢ぞろい！ さらにそれぞれのブースには、手書きの日本語の看板が
掛けられており、着物やハッピ、メイドカフェ姿のJSAメンバーがおもてなしをしていました。

　一目みて「 楽しそう！ 」という印象でした。そしてその仕組みも「なかなかやるな！」とい
うものでした。各ブースをスタンプラリー方式で回り、複数の日本文化を体験すると、目玉で
あるメイドカフェでお茶をすることが出来る、という流れになっていました。よく考えられてい
ますよね？！

　ホールの中央には舞台が
設置され、赤い布を敷いた
お茶室が作られており、お
茶会が行われていました。
お茶室や畳がなくても、アイ
ディア一つでここまでの茶道
の空間を作れるのですね。
　私は今回、和菓子づくり
ワークショップと、お茶会の
ための上生菓子の提供をさ
せていただきました。「こん

オハイオ州 トレド大学 　　     　　   レポート！日本文化祭日本文化祭

#オハイオだより　　#オハイオだより　　　　　　

なのはじめて！」「楽しかった」と喜んでいただけて、とても嬉しかったです。

　日本から遠く離れたアメリカのオハイオ州の一都市で、こんなにも多くの若い人たちが、日本
語や日本文化に興味を持って親しんでくださっていることに深く心を動かされました。この日
本文化祭を成功させた JSAのみなさんの企画力、アイディア、実行力はもちろん、当日のおもて
なし、礼儀正しさも素晴らしいものでした。JSAのみなさん、ありがとうございました！

Japanニュース倶楽部ウェブサイトへの
ウェブ広告承ります！

https://www.JapanNewsClub.com 
japannewsclub@pntrpress.com

Text & Photo by Toshiko Steffes （和菓子作家）

https://www.keikokikuchidental.com/
https://www.japannewsclub.com
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街中でふと漂ってきた香りから懐かしい思い出や風景を思い起こす
ことがありませんか？散歩中に漂ってきた花の香りから住み慣れた

家、ふと香ってくる香水の香りから昔の恋を思い出したり。そういえば、アメ
リカにいながらふと懐かしい香りを嗅いだのは、クランブルックに存在す
るスミス・ハウスを見学に訪れた際だったなと覚えています。入口を抜け
てすぐに、懐かしい祖父母の家を訪れたかのような香りに包まれ、祖父母
の顔、幼少期の記憶がひきだされた瞬間。日本文化に影響を受けた建築
家フランク・ロイド・ライトが設計した家で使用していた木材が、日本家屋
である祖父母の家にまつわる記憶を呼び起こしてくれたようです。
　これは、鼻から伝わったにおいの信号が脳の海馬にスピーディーに伝達された

から。喜怒哀楽の感情や欲求の情動を司る扁桃体と、記憶を司る海馬は、脳の大

脳辺縁系という領域にありますが、鼻から嗅いだにおいの信号は、視覚や聴覚な

どの信号よりもいち早く大脳辺縁系へ伝わります。嗅いだ香りが大脳辺縁系を刺

激し、感情や記憶に働いてくれるのです。

　また、大脳辺縁系の下部にある視床下部にも、香りの情報は伝わります。視床下

部は自律神経系や内分泌系、免疫系などのバランス調整に深くかかわる脳の器官

です。なんだか難しい話になってきましたが、好きな香りを楽しみリラックスやリフレッ

シュをするなど、アロマセラピーを楽しみ笑顔になることは、ストレスケアや気分転

換にもなり、同時に視床下部によい影響を及ぼしてくれます。それは、内臓の働きを

整える、ホルモンバランスを調整する、免疫力を高める期待につながるでしょう。

　今回は、公益社団法人　日本アロマ環境協会が取り組んだ研究を紹介しながら、

アロマセラピーの精油の香りから体にどのような作用が期待できるかを皆さんにも垣

間見ていただきたいと思います。 日常にふと笑みがこぼれ心地よいと感じる瞬間を持

つことは大切なこと。アロマセラピーに寄り添ってもらい、健やかで豊かに感じて暮ら

すために取り入れてみてください。

Aromatherapy
〜 睡眠のサポートに、ストレスの軽減に 〜 

  

Essential oil

     筆者プロフィール:     まゆみ ・ 公益社団法人　日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー
　　　     公益社団法人　日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター　
有機野菜を栽培し添加物を摂取しない食生活を大切にする親戚・家族の中で育つ。家族の心と身体の健康と楽しい生活のためにと、以前から興味があっ
たアロマセラピーの勉強を始める。精油の正しい使い方や香りの楽しさを伝えながら、自身も勉強を続けている。さまざまな精油を体験できるワークショップや、
アロマセラピーをもっと知りたい方、親子を対象としたクラスを開催予定。詳細はインスタグラム（＠orange_green_sundrops）より。

　水25mlにベルガモット精油５滴を
混ぜて完成。よく振って、肌に直接つ
かないようにマスクの外側にスプレー。

（日本で無水エタノールが手に入る
場合には、無水エタノール５mlに精油
5滴を入れてよく混ぜてから、水20ml
を加えて完成。)

Orange Sweet

ベルガモット精油
	 	 			ベルガモット精油の芳香浴が免疫力に与える影響
　

　健康な成人男性16人を対象に、ベルガモット精油、ラベンダー精油、レ

モン精油でアロマディフューザーによる芳香を30分間行ったところ、ベルガ

モット精油を芳香（弱）で噴霧した場合において、吸入30分後の唾液中の分

泌型免疫グロブリンA（SlgA)が優位に増加し、コルチゾール濃度の低下が確

認されました。

【分泌型免疫グロブリンA（SlgA)】　

 身体を細菌やウィルスなどから守る抗体の一種

【コルチゾール】　

 過剰なストレスを受けた時に増加するため「ストレスホルモン」とも 

 呼ばれる

桂伸彦、他（2019）エッセンシャルオイルによる香り刺激が口腔内免疫脳に及ぼす
影響についての生理心理学的研究. アロマテラピー学雑誌20(３):28−37

マスクスプレーの作り方

Bergamot

オレンジ・スイート精油
　　　 オレンジ・スイート精油がもたらす就眠前不安への生理的影響

　眠りが浅いといわれる高齢者を対象に、就寝前にオレンジ・スイートの香り

を１０分間吸入して就寝してもらったところ、香りのない水と比較して、就眠前

の副交感神経活動が優位に増加。リラックスしていることを示しています。さら

に、就寝中も居室内にオレンジ・スイートの香りを漂わせ続けたところ、香りの

ない水と比較して、起床後の副交感神経活動が優位に低下。これはつまり、

覚醒度がアップし、すっきり目覚めていることを示しています。

松永慶子、李宙営、朴範鎭、宮崎良文（2013）オレンジ・スイートの匂いが要介護高
齢者の就眠前不安にもたらす生理的影響.アロマテラピー学雑誌　vol.13(1),47-54

　幅広い年齢層にも睡眠や目覚めに働きかけてくれることが期待できるオ

レンジ・スイート。芳香浴や、2021年9月号でもご紹介したアロマ・ディフュー

ザーを作って寝室に置いてもよいですね。

アロマセラピーを取り入れたい！

芳香浴で精油を安全に使うために

・　精油は子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
・　精油の原液を直接皮膚につけない、飲用しない、目に入らないように気をつけましょう。
・　誤って精油の原液が皮膚に直接ついたときは、速やかに大量の水で洗い流しましょう。

・　高齢者や既往歴のある方は基準の半分以下の量の精油で試し、
　   様子を見ながら使用しましょう。
・   医療機関で治療中の方、薬を処方されている方は、かかりつけの医師にご相談ください。
      

 それぞれの精油の特性を理解した上で、安全に使用してください。 【出典】公益社団法人　日本アロマ環境協会（AEAJ) ホームページ　aromakankyo.or.jp
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  引越作業スタッフ募集！ 

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

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

WE'RE HIRING

場所： Novi Civic Center - Fitness Studios

45175 W. 10 Mile Road.

Novi, MI 48375

時間： 毎週土曜日

5pm－6:30pm

会費： $40/month

生徒年齢： 5歳以上

（大人参加も歓迎）

服装： Ｔシャツとスウエットパンツ

武道着は教室で購入頂けます。

内容： 礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、

型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.com または

携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)

Budo Class for Youth and Adults

系東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

系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。

NoviRd.W. 10 mile Rd.

Civic Center

夏の大人気の旅行先は、何と言ってもグ
ランドサ ークルで す ね 。一 度 には全

部を見きれないため、２回、３回と旅行がし
たくなる魅力のある地域です。 日本人のグ
ランドサークルブームに火をつけたのは、
焼酎（i ic h i ko)のコマーシャルからだったよ
うな私の記憶です。中でも、世界の七不思
議 の１つとされるグランドキャニオンは、 
“MUST”行かなきゃいけない国立公園です。

　アリゾナ州のPageを拠点とするときの日程に、
アンテロープキャニオンとホースシューベンドだ
けでなく、グランドキャニオンノースリム(北壁)を
忘れてはいけません。Pageかユタ州のkanabか
ら日帰りのドライブでノースリムまで行ってみま
せんか？　グランドキャニオンロッジに宿泊をし
て、朝日のノースリムをハイキングするプランもい
いですね。

グランドキャニオン ノースリム(北壁)

Page, aZ から車で片道2.5時間  
kanab, UT から車で片道1.5時間

　LaS VegaSやPhoenixから、多くの人が向かう
のは、グランドキャニオン サウスリム（南壁）。
コロラド川を挟んだ向こう側にノースリム(北壁）
があります。サウスリムには、冬でも雪で通行止
めにならない限り、年中行くことができるのです
が、ノースリムに行くには、季節が限られます。
今年は、5/15〜10/15/22までですが、事前に
必ず確認が必要です。冬季は、積雪のため閉鎖
されます。コロナ禍では、さすがに訪問者数は
減り、サウスリムのビューポイントは、混雑してい

るのが当たり前になってしまいましたが、ノース
リムは、人が少なくそれがまた良いのです。１年
に平均500万人がグランドキャニオンを訪れる
と言われてますが、そのうちほんの1割の人しか
ノースリムへ行かないそうです。

サウスリム 標高 2195M 

 ノースリム 標高 2500M

　標高が南壁より高く、空気が薄く息が苦し
くなる人もいます。ビジターセンターやグランド
キャニオンロッジ　（北壁の唯一の宿泊施設）
からノースリムの絶景ポイントであるブライト
エンジェルポイントまで、ゆっくり歩けます。ま
た、ビジターセンターから車で３０分ぐらい北東
のポイント、インペリアル(標高2684M)から見え
る岩（MT hayden：写真左下) は、渓谷の中に
そびえ立つ神殿かのような神秘的な景色で、必
見の場所です。7~9月はモンスーンシーズン、雲
は多くなりますが、より一層、キャニオンの景色
を輝かせるのです。

　今年は、航空券の運賃の上昇率が過去数十
年で最大に達しています。レンタカーもホテルも
インフレどころの騒ぎではない現状です。それで
も、皆、旅行をしています。なるべく３ヶ月以上前
に手配をすることを計画しましょう。航空券より
レンタカーが高くなるかもしれませんが、iace 
TRaVeLでは、レンタカー予約もお得に手配で
きること、ご存じですか？

Vol. 1   グランドキャニオン国立公園

今回の旅プロ：トラべーる雅子　　
IACE TRAVEL　https://www.iace-usa.com
旅行会社に勤めているが自ら旅にでるのも大好き、天職に携わると感じる日々。旅に関
するお手配はIACE TRAVELへお任せを！ 日本の大切な人へ、チェリーを送りたい方、10%
割引クーポンもありますよ https://www.iace-usa.com/gift/nishimoto-worldgift

https://nipponexpressusa.com/
 https://www.iace-usa.com/gift/nishimoto-worldgift  
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LAZAR SPINAL CARE, PC.
レザースパイナル ケア 
   カイロプラクティック

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

当院は予約制となります。 

    734-821-8635  (日本語ライン)  または 

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

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

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

ご相談ください

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

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

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アメリカからのお土産アイデア

Dancing Eye Galleryよりお土産おすすめ品 その２

　Dancing Eye Galleryはまさにミシガンがいっぱいのお店。日本に一時帰国する際のお土産を探
しているなら、まずこのギャラリーをおススメする。お土産だけではなく、帰任する際のミシガン
の思い出に、または、毎日の生活の身近なものとしても最高のモノがここで見つかる。

　ギャラリーのオーナーTheresaと話してみた。どうしてこのギャラリーを作ったか、それは自分も
アーティストだが、地元のアーティストのことをもっと知ってもらおうと思ったからだという。その
ため、一つ一つの値段もリーズナブルなものになっている。

　デザインもどことなくレトロなイメージのハンドメイドのアクセサリー、ノバイのファクトリーが作っ
たハンドメイドソープなどはパッケージにもノバイのアドレスが入っているので、ローカル感あり。

　女性に人気がありそうなものだけではない。ミシガンを感じさせるご帰任グッズもたくさんあ
る。まずは、ミシガンの州地図のイラストの入ったトレー。ブレックファーストを載せて出したいと
思うぐらいの大きさ。車のイラストも描かれ、五大湖に取り囲まれた湖の州を思わせるようなラ
イトブルーもステキだ。「ノバイ」の名前が入ったミニオーナメントもかわいい。明るい雰囲気の
店内の奥へ進むと、Pewabic Potteryの作品が目を引く。これはデトロイトにある非営利団体のタ
イル、陶磁器の製作所。1903年に設立された歴史のある製作所だ。ハンドメイドのクラスやギャ
ラリーショーなども行っているという。Dancing Eye Galleryで見つけた作品は、デトロイトにある
Pewabicの建物や、自然をモチーフにした作品が架けられている。レターサイズ半分ぐらいの作品
なので、飾りやすい大きさだ。そのほかに店内で見つけた物には、「ノースビル」「ノバイ」などの
名前の入ったキーチェーン。ミシガンをいつまでも身近に感じられるアイテムになる。それほど大き
くない店内だが、たっぷりとミシガンという雰囲気に吸い込まれてしまう。

　Dancing Eye Galleryはノースビルのダウンダウンの中心にある。建物自体は1940年代には雑貨屋
だった、というからこれも歴史がある。ダウンタウンの中心通りの一部は歩行者だけの専用スペース
になっている。市の都市開発課がコロナパンデミック後の街の活性化の一つとして、屋外でも飲食
できるようにレストラン等に配慮したアイディアによる。最近行われた住民の調査では約80％近く
がこの「ダウンタウンの道路は歩行者専用」に賛成しているという調査結果がでた。Dancing Eye 
Galleryの近くには公共の駐車場もあり、これからの季節は散歩やランチに訪れやすい。

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。

みんなで
みんなで

シェア！シェア！

ハンドメイドのアクセサリーは$10台から

Dancing Eye Gallery
101 North Center St., Northville, MI 48167

Tel: 248-449-7086        |       www.dancingeye.com

ノバイのファクトリーが作ったハンドメイドソープも１つ＄8から

Pewabic Potteryの作品

Pewabic Potteryの作品

https://www.lazarspinalcare.com
mailto:@japannewsclub
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Family Medicine @ Domino’s Farms 
《 家庭医学科医師 》

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

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

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

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

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

　今年のミシガンはどうなってるんだ！！！五月に入っても暖かい日が続かず、雨も降る。という声
が多々聞こえてきます。僕が住んできた地域はゴルフは生活の一部でしたが、ミシガンでは“希少
価値”が高い存在になっていますね。

　さて、そんなミシガンでゴルフができない期間は僕の場合は色々ゴルフ理論を考え込む時期で
もあります。やはりゴルフができない状態なりに違った角度からゴルフを見直すこともできると思
います。

　皆さんゴルフの上達に大切なことってなんだかわかりますか？答えは１つではありません。し
かし、高確率で一つ重要なことがあります。それはミート率です。ミート率とはいかにクラブのス
イートスポットにボールを当てるかという率です。皆さん、特に90代前半以下の平均スコアのゴル
ファーの皆さん、過去にベストスコアを出した時の爽快感はたまりませんよね。その時は気持ち
のいいものですが、今となって感じてみてください。そんな大したスコアじゃないですよね（笑）、
そうなんです、スコアじゃなくて、ボールがクラブに比較的当たっているから結果その時のスコア
よりいい結果になっているのです。いいスコアで回る時って、体が痛くないんです。疲れないんで
す。ボールがクラブフェイスに当たっている感じがしないんです。＝ミート率が上がっている状態
なんです＝ボールが真っ直ぐ、遠く飛ぶんです。

　それではいかにミート率を上げるのか？それはグリップの握り方だったり、自分とボールと
の位置関係によります。ここで私がアプローチでのグリップの握り方を紹介いたします。単純
にパターのグリップでやってます。僕の場合はリバースオーバーラップ（呼び方は様々みたいで
すが）です。一般的なパターグリップですね、ツアープレイヤーがほとんどパターの時にやって

<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

ます。右利きの場合：オーバーラップもしくはインターロックグ
リップの繋ぎの部分（右手の小指と左手の親指）を解いていた
だいて最初に右手の小指を握って、それから左手の人差し指を
その上にのせます（写真参考）。これで僕は５０Y以内のミート
率を上げています。（たまにミドルアイアンでもやってます。） 
いつかその理由を書きますね（笑）

売却価格上昇の中、売主が見るべきポイントとは？

#1５

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

近々物件売却を考えておられる売主の方。
需要と供給のバランスが取れていない不動産市場において、売主が 
見るべきポイントは、ある統計では、物件価格は２０２６年まで上昇 
傾向にあるとの予想が出ています。

物件価格が上昇する事で、Equityも増え、物件売却をした際の手元に
残る金額も増えます。

ただし、良い事ばかりではありません。
売却後、次の家の購入を検討されている方は、物件価格が高い市場 
にての 購 入を余 儀 なくされます。物 件 価 格 の 上 昇 の 見 込 み の 中、 
将来への投資とし検討する事が大事です。

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
https://www.med.umich.edu/jfhp/
https://www.standardgolfclub.com
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202２年5月 月例会 優勝  KOBE STEEL・杉田さん
　５月１５日（日）に第２戦ミシガン会月例会
が開催されました。初参加３名を含む、４７
名のエントリーとなりました。多くの方のご参
加、誠にありがとうございます。当日の天候
は最終組が雨に祟られる状況でしたが、プ
レー開始からほぼ快晴、気温も２７℃となり
月例会としては最高のコンディションとなりま
した。　　　

　さて、今月見事優勝を射止めたのはKOBE 
STEELの杉田さんです。フェアウェイキープ

率が１２／１４ホールとティーショットが絶好
調。加えて最近の課題であった右ひじの動き
が修正でき、安定したショットを量産出来たこ
とが勝因との事です。おめでとうございます！

　そして、２位はUNIVANCEの後藤さん。
優勝の杉田さんとは同ネットながら惜しくも
ハンディキャップ差により２位。先月の月例
会も３位に入賞されており、引き続き、ショッ
ト・パットの調子を維持。月例会での自己ベ
ストスコアも叩き出し、これで年間ポイント

ランキングTOP。今後も注目な選手です。

　３位は長井さん。プレー開始時点ではアイ
アンの距離感にばらつきがあったとの事です
が、ラウンド中になんとか修正に成功。また
去年から今年にかけてドライバーの飛距離が
２０ｙｄｓ程伸びた事もスコアメークに好影
響があった様です。同伴者と楽しく回れた事
も、良い結果に結びついたとの事でした。尚、
ベストグロスも長井さんが獲得されてダブル
受賞となっております。

　今月も事故、ケガが無く、皆様のご協力で
無事月例会を実施する事が出来ました。また
先月に続き、協賛にご協力頂きました多くの
スポンサーの皆様に、改めて御礼申し上げま
す。次月開催は６/１２（日）となります。

　本格的なゴルフシーズン到来に合わせ、当
ミシガン会も盛り上げていきますので、皆様
の多数のご参加お待ちしております！

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8      Shuichi Sugita (Kobe Steel)
#17    Tony Yaoita (BDO)

＜ドラコン賞（男性）Blue＞
#8 　Kevin Shinozuka (Celanese)
#17 　Yasuhiro Morioka (BASF)

＜ドラコン賞（女性）＞
#8  Candy Nagai (Individual)
#17     Sachiko Nomura (Individual)

＜ニアピン賞＞
#3  Akio Koyama (Nitto Seiko)
#6  Harutoshi Maehata (Individual)
#12  Danny Cho (Individual)
#14  Shunji Nagai (Individual)

＜ベスグロ賞＞
85   Shunji Nagai (Individual)

～ 今月の上位入賞者 ～
2位 後藤さん、優勝 杉田さん、3位 長井さん

www.michigan-kai.com

順順位位 Last Name First Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET
1 Sugita Shuichi Kobe Steel USA INC. 43 44 87 17 70

2 Goto Atsuhiko UNIVANCE AMERICA, INC. 44 47 91 21 70

3 Nagai Shunji Individual 42 43 85 13 72

4 Kikuchi Mike Individual 43 44 87 15 72

5 Yamada Masami Individual 45 44 89 16 73

6 Komura Tadahiro TEIJIN KASEI AMERICA, INC, 43 51 94 21 73

7 Hayakawa Koji Sanyo Machine America Corp. 50 57 107 34 73

8 Sugimoto Satoshi CHIYODA INTEGRE OF AMERICA, INC. 50 47 97 23 74

9 Tachibana Toshiya NIPPON EXPRESS U.S.A., INC. 42 46 88 13 75

10 Kato Seiya Ryosan Technologies USA Inc. 43 53 96 21 75

11 Hijima Toshiaki ROHM Semiconductor U.S.A.,LLC 48 52 100 25 75

12 Matsui Tsunekazu NIPPON EXPRESS U.S.A., INC. 52 57 109 34 75

13 Cho Danny Individual 45 45 90 14 76

14 Shinozuka Kevin Celanese Corporation 47 45 92 16 76

15 Tanaka Hugo Individual 48 46 94 18 76

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

Maple Rd

Po
nt

ia
c 

Tr
ai

l

Walled Lake
Commons 5

Wendy’sSunoco

Clark

Burger
King

N

Sushi Den

716 N Pontiac Trail. 
Walled Lake, MI 48390 

(Walled Lake Commons Mall 内)

tue-fri:   11:30-14:30, 17:00-21:30  
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

(248)960-1141
www.sushidenonline.com

お酒を
飲めるように
なりました！

住宅探しのスペシャリスト

* 日・英・中３カ国語堪能
* 日本での滞在経験
* アメリカのＭＢＡ取得

リースと不動産売買 ご相談ください。ローンのご案内も親身に致します。
個人住宅、投資物件の仲介の他、生活情報提供、電気・ガス口座開設、
チューター紹介などのお手伝いもしております。

Cell:  248-767-1343 
zen.chen@remax.net

New Trend
38275 12 Mile Road, Suite 101
Farmington Hills, MI 48331

Office:   248-553-5050

お気軽に日本語でご連絡ください!

Zen Chen 
(ゼン チェン)

  Relocation Specialist

電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

https://www.sushidenonline.com
https://www.dickinson-wright.com
https://www.noblefish.com
https://www.oneworldmarketinc.com
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◆　Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆
Email 宛先： jncfaceoff@aol.com
メール件名： 「Dr.K 相談室」
メール本文： お名前と質問したい内容をご記入ください。質問が採用
された当選者は紙面で質問と一緒にお名前を発表します。匿名希望の
方は「匿名希望」「イニシャル」「ペンネーム」のいずれかを記入してく
ださい。採用された方には、アマゾンのeGift Cardをメールでプレゼン
トいたします。

ミシガン小児病院（デトロイト）に勤務する日本・米
国小児科＆米国小児神経科専門医。北海道砂川市出
身。2001年に旭川医科大学卒業して早くも医師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。

筆者プロフィール：

医師 桑原功光： (くわばら のりみつ) 
Children's Hospital of MichiganDr.	KDr. K

また、頭痛を予防するために最も重要なのが“生活習
慣の改善”です。簡単に言うと

『食べて、動いて、よく寝よう』

この一言に尽きます。

「栄養バランスの良い適量な食事・適度な運動・十
分な睡眠」は健康の基礎ですが、この生活習慣が乱
れているために頭痛を訴えるお子さんが後を絶ちま
せん。私の外来でも「かかりつけで頭痛薬を出しても
らってもよくならない」というお子さんが次々と来ま
すが、乱れた生活習慣を続けている限り、頭痛は決
してよくなりません。以前はアミトリプチリンやトピ
ラメートといった薬が頭痛予防薬として小児科でもよ
く使われていたのですが、2017年に世界的な権威の
ある雑誌The New England Journal of Medicine で
「こどもの繰り返す頭痛にはアミトリプチリンやトピ
ラメートは無益であり、生活習慣改善のカウンセリン
グがまず重要」というデータがはっきり出てしまいま
した。何度も言いますが、頭痛予防で一番大事なのは
「食べて、動いて、よく寝よう」です。しかし、陰に何
らかの病気が潜んでいる二次性頭痛の場合は、基本
的にはその原因となる病気の治療が主になります。

　野うさぎさんの娘さんも生活習慣に気をつけて経
過をみて、それでも頭痛が良くならない場合はかかり
つけ医に相談するのが良いでしょう。なお、アメリカ
では小児科医に頭痛を相談すると、かなりの確率で
小児神経専門医の受診を勧められます。もしも日本
語での診察がご希望であれば、私の外来もご考慮く
ださい。

 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eGift Cardをメールでプレゼントいたし
ます。個別へのメール回答は原則として控えさせてい
ただきます。

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。

ではみなさん、また来月に紙面で 
お会いしましょう。

ついにミシガンにも夏が到来ですね。5月の最終
月曜日の祝日「メモリアルデー(戦没将兵追悼

記念日)」を過ぎると本格的に暑くなってきて、屋外
プールも開いてきます。学校によっては、6月下旬から
夏休みも始まりますし、日本に一時帰省されるご家
庭も多いのではないでしょうか。新型コロナウイルス
が世界的にまだまだ蔓延しているため、海外渡航に
当たって様々な規制があるのが悩ましいですよね。さ
て、今月の質問は「野うさぎ」さんからいただきまし
た。

＊＊＊

＜今月の質問＞

　６歳の娘が最近になり、よく頭が痛いと言ってい
ます。毎日ではありませんが、結構頻繁です。痛が
る割には平気そうな時もあるので、様子を見てい
ますが、やはりかかりつけ医に相談した方がいいで
しょうか？　日本から来てまだ間もないので、英語
が通じるか心配です。
  　　　＊＊＊

　野うさぎさんが心配になるお気持ちはもっともで
すよね。というのも、頭痛は小児神経科の受診理由
トップ3に常にランキングされるほど多い悩みだから
です。頭痛はこどもでも（幼少期からでも）まれでは
ありません。命に関わらない軽症なものがほとんど
ですが、頭痛の際に発熱があったり、嘔吐したりす
ると、「髄膜炎じゃないかしら？」「脳腫瘍じゃない
か？」と多くの親御さんが懸念されるのは無理もない
話です。

　頭痛の種類は、大きく２つに分けられます。

    1. 「一次性頭痛」
恐ろしい基礎疾患がなく、命には別状のないもの

    2. 「二次性頭痛」
陰に潜んでいる病気が頭痛を起こしている
　(脳腫瘍、頭部外傷、髄膜炎、副鼻腔炎など）

　実は、小児神経科外来で頭痛の患者を診療する際
に、はじめに私が考えるのは「この頭痛は一次性か二
次性か」という点です。一次性頭痛であれば命に関
わることはありません。しかし、二次性頭痛である場
合、その原因である疾患を見逃してしまうと大変なこ
とになります。ちなみに、小児がんで一番多いのは白
血病であり、二番目に多いのが脳腫瘍です(こども10
万人に約1-5人)。そのため、脳腫瘍の患者は忘れた
頃に必ず現れます。ここミシガン小児病院の小児神
経科外来でも、たったひと月の間に2人、脳腫瘍を見
つけたことがあります。

　しかし、問題はどうやって一次性頭痛、二次性頭
痛を見分けるかですね。単純に頭痛と言っても、軽
度のものから学業に支障を来たすほどの強い頭痛ま
で様々なものがあります。しかし、痛みの程度だけ
ではなかなか一次性頭痛、二次性頭痛は見分けら
れないため、詳細な問診と身体診察が何より必要に
なります。

私は小児神経外来で頭痛の患者には以下のことを必
ず確認しています。野うさぎさんも一緒に確認してみ
ませんか。

	 頭痛がいつ頃から始まったのか

	 頭のどの部位に起こるのか

	 一旦始まると、どのくらい続くのか

	 1日の中で頭痛が起こる決まった時間帯はない
か

	 夜間に頭痛で起きてしまうことはないか

	 どんな痛みなのか（お子さんが自分で表現でき
る年齢であれば）

	 頭痛の時の様子はどんな感じか(頭痛発作時に
静かな暗い部屋で寝ていることが多ければ、頭
痛時に光過敏・音過敏がある可能性がありま
す)

	 発熱、嘔吐、めまい、視界の変化など、頭痛以
外の症状はないか

	 過去の既往歴、頭部の外傷歴

	 薬物歴（痛み止めの過剰摂取でも頭痛が起こ
ることがあります）

	 ご家族に頭痛持ちの方はいないか

 また、こどもの一次性頭痛の多くが生活習慣の乱れ
によっても引き起こされます。コロナウイルスのパンデ
ミックのせいで自宅にいることが多くなり、スクリーン
を見る時間が増えて、夜更かしをして運動不足となり、
私の小児神経科外来でも頭痛の患者が急増していま
す。そのため、以下の質問も確認しています。

	 就寝時間と起床時間、日中の過度の眠気の有無
（睡眠不足は頭痛の元）

	 食事と水分をきちんと取っているか（朝食を抜
くだけでも頭痛が起こるこどもは珍しくありま
せん）

	 適度な運動を行っているか（散歩程度の運動で
も頭痛予防になります）

	 ストレス、眼精疲労の有無（長時間のテレビゲー
ム、携帯電話、タブレットは頭痛に大敵です）

	 肥満の有無（肥満は頭痛と強く関連しています）

　こうした問診や身体診察の結果から、命に別状のな
い一次性頭痛がまず考えられる場合には、必要に応じ
てアセトアミノフェンやイブプロフェンを服用させて、
休息して頭痛を和らげてあげるのが良いでしょう。 

Vol. 11：こどもの頭痛について



　June  2022・JAPAN NEWS CLUB・ PAGE 17

■ 社員募集 　　　　　　　　　　　　　　

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

求人

CLASSIFIED ADS.CLASSIFIED ADS.
■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

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

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

サービス

■ 信頼できる保険、ファーマース保険

車、家、ビジネス、生命保険のエージェント。
ベストを尽くすエージェントのジョアンにお
気軽にご相談下さい。お問合わせ : TEL 248-
758-8031・担当者 : Joann Han(ジョアン ハン) 

Eメール:  jhan@farmersagent.com

■ デトロイト剣道道場剣士募集のご案内

あなたも日本の伝統的武道の世界を体験しま
せんか？日本の中学校では体育の授業で武道
が必修となります。無料体験入門もできます
ので、お気軽にお問い合わせください。
E-mail：detroitkendodojo@gmail.com
  

クラス・稽古

............................................................................................
■ ミシガン滋賀県人会会員募集

滋賀県出身の方、滋賀県にゆかりのある方、
懐かしい地元のことを話に集まりませんか。
滋賀弁が話せない人も大歓迎です。
●問い合わせ：
shigavisitingofficial@michiganshiga.org

■  JSDウィメンズクラブ会員募集

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

団体・グループ

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

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

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

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

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

■   先生を募集しています！　駿台ミシガン

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

連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp  

クラシファイド広告の掲載について

□ 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

□ 締切
　 掲載希望号の前月２５日必着（支払）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。

For information about placing a free or business classified ad on Japan News Club,  
please contact us via website or email> japannewsclub@pntrpress.com

電話番号：  248-465-4508 （日本語専用）   　248-465-4040 （英語）
Email: ProvidenceOBGYNJapanese@ascension.org

http://stjohndoctors.org/providenceobgyn
日本語での診療介助有り日本語での診療介助有り

26850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 4837426850 Providence Parkway, Suite 425 　Novi, MI 48374

● 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　

Providence OB/GYN
プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科プロビデンス産婦人科

サービス内容:

4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

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

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

■   歯科通訳、助手募集（フル/パートタイム）

神経治療専門医、Novi Endodontics では歯科
通訳、助手を募集しています。月，火、木、金の
何日か働ける方。土日、水曜日は休診日です。
就労ビザがあり、日、英でコミュニケーション
がとれれば経験の有無は問いません。 
詳細は下記のEmail アドレスまで日本語、英語
両方でEmail して下さい。 
 
          team@noviendodontics.com 
　

■   リフレクソロジーサロン６月オープン

アナーバーのメインストリート、歴史ある建物
の一室にある予約制サロン。日本人セラピスト
が手だけを使い、足裏から優しく全身に働き
かけます。日本人セラピストが手だけを使い、
足裏から優しく全身に働きかけます。リラク
ゼーション、自律神経を整える、活性酸素を抑
える(老化予防）、免疫力を高める効果があり
ます。ミシガンでは数少ない「全米リフレクソ
ロジー認定協会」認定のセラピストです。

ウェブサイト：nekkoreflexology.com 
E -mail（日本語）：yorefelxology@gmail.com

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。

https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
http://www.sunnypointe.com
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23595 Novi Road, Suite 110  
Novi, MI 48375
(248) 449-8000 
日本語ライン(248)513-4754
Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

診診療療時時間間::  

月月 9 - 5  
火火 10 - 7 
水水 9 - 2  
木木 8 - 5 
金金 8 - 1  
土土 8:30 - 1

N
ov

i R
d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N

Ta
ft

 R
d.

 

•29年の豊富な経験、ご家族とお子様の為の歯科医院
•日本人スタッフが対応します。
•ほとんどの歯科保険 In-Network対応
•顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療
•インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

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

4820 Rochester Rd
Troy, MI  48085

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

山蔵元郎
 Motoo Yamakura

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。

ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　夫妻と二人の兄弟による家族経営の
ブリューワリーがOak Parkにある。６月
１１日に開店１周年を迎える。

　ミシガン州Cantonで育ったオーナー・
Kyleは10年越しの夢をかなえた。2018
年から自分のブリューワリーを持つこと
に本腰を入れ始めた。いくつか候補の町
はあったが、実際に後押しを感じたり協
力的だったりする町はなかなかなく、こ
のOak Parkが最も好意的だったので、こ
こにオープンすることになった。この１
年間に醸造したビールは38のスタイル、
常時12種類がラインアップしている。精
力的に取り組む姿は自分のブリューワ
リー内だけではなく、フロリダ州のフェ
スティバルに参加したり、10月にはミシ

ガン州西部Three OaksのJourneyman 
Distil ler yが主催するBrew festivalに
も 参 加 を 予定 するなど、「 F o c u s  o n 
Quality」と彼が言う通り。

　ブリューワリーは11 Mile Rd沿いに
あり、Oak Parkのダウンタウンの真ん
中。店 内 は 天 井 が 高く、すっきりした 
フロアー。バー・カウンターの背後には
Brew Systemがある。夏にはGlass Door
を開けて11 Mile Rdと背後の駐車スペー
スの風通しのよさが体感できるだろう。
フロアーの特徴は、Pewabic（デトロイ
トにある非 営 利 団 体 の 陶 器 製 作 所。
https://www.pewabic.org/）が制作した
犬のPaw（肉球）のタイルが壁面を飾っ
ていること。「コミュニティーに感謝も込

だがバックの色はそれぞ
れに違い、１枚１枚に愛
犬の名が入っていて訪れ
る人の目を楽しませてい
る。「愛犬が一緒に来店
できる日が来るために市
と調整中」とのこと。

　 「 Q u a l i t y を重 視し
て い る」という言 葉 通
り、IPAなどの 仕 上がり
度は高い。M e g a  P i n t 
(Imperial Double IPA, 
8.2%)はpint (16 oz.)では （左）ラインナップ (右）Mega Pint

なく、10 oz.のチューリップ・グラスで出さ
れたのにはちょっとしたひねりがあった
が、フルーティーさが心地よかった。キッ
チンはないが、毎日Food Truckが来て、
さまざまな料理が楽しめる。訪れた日は
日曜日だったせいか、家族連れが多く、
cateringを楽しんでいた。

　Oak Parkはデトロイト動物園から車で
５分ほど。Dog and Pony Show Brewing 
はI-696を降りて北に向かうと東西に走
るブリューワリーは11 Mile Rd上にある。
裏手の駐車スペースは広く、心配はいら
ない。＊１周年記念パーティーは前売り制
（$75。詳しくはHPでご確認を。）

Pewabicのタイル11 Mile RD からの外観

Dog and Pony Show Brewing
14661 W. Eleven Mile, Suite 200, 

Oak Park, MI 48237
Tel: 248-850-8910

https://www.dogandponyshowbrewing.com

壁面を飾るPewabicのタイル　コミュニティーとともに
Dog and Pony Show Brewing - Oak Park, MI

めて、犬の名前がはいった壁掛け
タイルをファンドレイジング」で
作った。ベースのデザインは同じ

（左）１周年記念パーティーのフライヤー（右）ロゴ

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

 

JJack Sustic’s interest in bonsai began in the mid 
1980’s while serving in the Military in South Korea.  In 
1996 Jack was selected as the first intern at the 
National Bonsai & Penjing Museum, U.S. National 
Arboretum in Washington DC and in 2002 was 
appointed Museum Curator, retiring in November of 
2016.  He has received formal bonsai training from 
masters in both the United States and Japan.  In 2005 
one of his trees was selected as an International 
winner in the World Bonsai Friendship Federation 
(WBFF) photo contest and his trees have been 
exhibited in numerous local and national bonsai 
exhibitions.  A member of several bonsai and viewing 
stone organizations, he is also an honorary member 
of Nanpu Kai, a study group comprised of bonsai 
master John Naka’s students.  He served as co-chair 
of the 5th World Bonsai Convention in 2005 and Co-
President of the National Bonsai Foundation (NBF), 
World Bonsai Friendship Federation North American 
Regional Director and President of the North 
American Bonsai Federation (NABF).  Jack keeps busy 
maintaining his own bonsai collection and currently 
cares for the bonsai collection at The Matthaei 
Botanical Gardens in his home state of Michigan. 

 
 HHave 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.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

はじめての盆栽づくり
講師Jack SuSticさん (PreSident of the 
north america BonSai federation)から
直接盆栽づくりの方法を学びながら、小
さな盆栽をつくります。
日時：5月２１日土曜日　午後1:00 -4:00
場所：the JaPaneSe cultural center、tea 
and Garden 
 527 ezra ruSt drive, SaGinaw, mi 
48601
定員：10名
苗木のほかに鉢、用土、などセットにした講
座用材料を参加費＄100としてお求めいだ
だきます。
ご予約: 電話番号　989-759-1648
 email:  
　director＠JaPaneSeculturalcenter.orG

はじめての盆栽づくり
講師Jack SuSticさん (PreSident of the 
north america BonSai federation)から
直接盆栽づくりの方法を学びながら、小さ
な盆栽をつくります。
日時：6月２5日土曜日　午後1:00 -4:00
場所：the JaPaneSe cultural center、tea 
and Garden 
 527 ezra ruSt drive, SaGinaw, mi 48601
定員：10名
苗木のほかに鉢、用土、などセットにした講
座用材料を参加費＄100としてお求めいだだ
きます。
ご予約: 電話番号　989-759-1648
 email:  
　director＠JaPaneSeculturalcenter.orG

https://www.eastbrookedental.com
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Community Information

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

Phone: (248)513-4635, E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com

コービー・ラーニング・グループ
“Summer 10 キャンペーン！”

6月１日〜３０日

☆新規にコービーへ入学された場合
$10クラスクレジット進呈！

☆在校生の方で新しくクラスを追加された場合
＄10クラスクレジット進呈！

☆夏期ESL講習に10日間以上参加でお申込みされた場合
お一人当たり＄10割引！

◎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。

2022年度⽇程 コース (予定)
4/17 (⽇) Boulder Pointe
5/8 (⽇) The Legacy
6/5 (⽇) The links at Hunters Ridge

6/19 (⽇) Devilʼs Ridge
7/10 (⽇) Calderone
8/7 (⽇) Sugarbush

8/14 (⽇) Spin-off (College Fields)
9/17 (⼟) Washtenaw
10/8 (⼟) Solitude Links

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。

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

Phone :(248)513-4635, E-mail:info@kobylearn.com 
www.kobylearn.com 

 

Koby Learning Group 
Summer 10 キキャャンンペペーーンン‼‼ 

6 月月 1 日日～～30 日日 
 

☆☆新新規規ににココーービビーーへへ入入学学さされれたた場場合合 
$10 ククララススククレレジジッットト進進呈呈！！ 

 
☆☆在在校校生生のの方方でで新新ししくくククララススをを追追加加さされれたた場場合合 

＄＄10 ククララススククレレジジッットト進進呈呈！！ 
 

☆☆夏夏期期 ESL 講講習習にに 10 日日間間以以上上参参加加ででおお申申込込みみさされれたた場場合合 
おお一一人人当当たたりり＄＄10 割割引引！！ 

 
◎◎無無料料体体験験ククララスス受受付付中中！！ 

参参加加ごご希希望望のの方方はは下下記記連連絡絡先先へへおお申申込込みみくくだだささいい。。 
 

 
 

JBSD（デトロイト日本商工会）イベント
●　蚤の市（フリーマーケット）開催
6月26日(日）

【開催時間】：　13:00 ー16:30            入場無料
【場所】　ノバイ高校アトリウム　(Novi High School, Atrium)

 
● JBSDテニスレッスン・テニストーナメント　8月28日（日）＞申し込み受付中！

● JBSD親善ソフトボール大会

9月11日(日)   1、2回戦（前回大会ベスト８を除くチームによる） 

9月18日(日)   3回戦、準決勝、3位決定戦、決勝戦（前回大会ベスト８は３回戦から出場）

9月25日(日)   予備日

 その他にもさまざまなJBSDローカルイベント▶︎　JBSD.ORG　へアクセス

注目イベン注目イベント！ト！

没入型ゴッホ展 in Detroit
〜2022年9月5日まで開催中

　　https://www.detroitvangogh.com/

【場所】　Lighthouse ArtSpace Detroit
　　　　311 E. Grand River, Detroit, MI

【チケット】：

日本語・日本文化継承クラス
2022年度受講生募集（9月～翌年6月）

日日本本語語・・日日本本文文化化継継承承ククララスス
レレベベルル55~~66  ((AAPP準準備備ココーースス))
レレベベルル44 ((ハハイイブブリリッッドド))
レレベベルル11~~33  ((少少人人数数、、オオンンラライインン))
**GGrraaddee３３～～1122年年生生対対象象
全クラスにはセンター内、地域文化活動あり

ミミシシガガンン日日本本語語継継承承セセンンタターー
MMiicchhiiggaann  JJaappaanneessee
HHeerriittaaggee  CCeenntteerr  ((MMJJHHCC))
michigankeisho@gmail.com

詳詳細細はは事事務務局局（（左左記記））ままででおお問問いい合合わわせせ
下下ささいい。。

入会金（初年度のみ）
生徒1人につき $ 50
授業料
前期・後期各 $    700
年一括払い $１,350

＊きょうだい割引あり

テーマ別・コン
テントベース、
プロジェクト
中心の授業

自発的に
協働で楽しく
学ぶ

文化交流
地域への
文化貢献

ＡPレベル５
を目指す
画期的な
カリキュラム

日本語
日本文化の
継承

当当セセンンタターーはは、、国国際際交交流流基基金金とと
JJBBSSDD基基金金かかららのの助助成成金金をを頂頂いいてて
運運営営ししてていいまますす。。

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

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

ドクターと日本人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

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

96 696

275

8 Mile Rd.

10 Mile Rd.

No
vi 

Rd
.

Ha
gg

ert
y R

d.

Me
ad

ow
br

oo
k R

d.

Ba
sh

ian

Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

受付時間

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375

                   　　　日本語ライン (248) 471-3321
www.novidentists .com

ノバイ ファミリー歯科医院ノバイ ファミリー歯科医院
DENTISTS
Novi

(248) 442-0400   

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

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

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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

734-274-4505
CenterraPointe.com

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

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

ベッドルームアパートメント

詳細はこちらから

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

https://www.novidentists.com
https://www.CenterraPointe.com
https://catpunch0131.wixsite.com/ajishin

