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ミシガンには魅力が
いっぱい！
夏のおでかけリポート ＆
						

夏はたけなわ。グローバルパンデミック中に中断されカムバックした恒例 (and /
or レア！）イベントや、新たに始まったものなどをいくつかをご紹介したい。
どこの催事も、事前にウェブサイトやソーシャルメディアのアカウントから企画の
詳細やFAQ、駐車場の案内など知ることの出来る便利な時代。有料のものであ

レポート

これからガイド

The Saline Celtic Festival

Ann Arbor市の中心部から車で20

れば予めチケットの入手が可能なところもあり、十分な予備知識を持ち安心して

分ほど南に走ったところのSaline市の

会場へ向かうことができる。

ダウンタウンからすぐのS a l i n e R i v e r
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のほとりの敷地で、第25回目のケルト族
フェスティバルが開催された。歴史的な
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装いを再現したアクターたちが行き交う
中 、牧 羊 犬が 実 際に羊を追うショーや
中 世ヨーロッパの糸つむぎ、騎 士の馬
上 槍 試 合 、スコットランドのハイランド
ダンス、グラスゴー音楽など、土曜は朝7
時から真夜中まで、アルコールも振舞わ
れ賑やかに続いた。
ワゴンを牽きながら
のんびり歩く家族連れや年配のカップル
など、良いお天気に恵まれたひとときを
のんびりと楽しんでいた。
ミシガン州に
長く生 活していてキルト姿の男 性に何
度もすれ違ったのは、セイントパトリック
スデーの頃の飲 屋 周 辺を除けば 、
この
お 祭りのみ 。近くの学 校の駐 車 場から
無料シャトルも運行されているが、歩い
ても程よい運動となる距離。川に浮かん
だMillie the Mill Pond Monster &
Friends の仕掛けは可愛らしく楽しい。
来年にも大いに期待したい。

ケルティック・フェスティバル

w w w. SalineCeltic.org
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Michigan Brewers Guild

レポート

ミシガン・ブリューワーズ・ギルド・ビア・フェスティバル
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The Horticulture Gardens

Michigan State Universit y

ミシガン州立大学園藝ガーデン
1066 Bogue Street, East Lansing MI 48824
w w w.canr.msu.edu/hr t/our_ gardens

w w w.mibeer.com

１９９７年１０月に３０ほどのブリューワ

入れて参戦するのも楽しい。
ミシガン州在

１９２２年 に 始まった A m e r i c a n

リー専門家が集まり、
お互い競争するより

住の21歳以上でオリジナルの曲を2時間

Horticultural Society は、今年でちょう

協力してミシガンビールをプロモートしよ

以上演奏できるのなら、
という条件付きで

ど１００周年。
そのウェブサイトhttps://

うと始まったイベント。
２５周年を迎え祝賀

バンドのパフォーマーのエントリーも受け

ahsgardening.org/ では、
アメリカ・カナダ・

ムードの漂う、
時期をずらして3か所で開催

付けている。賑やかな音楽やおいしそうな

USテリトリー他のパブリックガーデンにつ

されるビアフェスティバル。
ミシガン州には

匂いの漂う屋台を背景にヒューロンリバー

いても紹介されている。
そのAHSにも関連す

現在400近くものブリューワリーがありその

のほとりでミシガンの地ビールを味わい

るイーストランシングのミシガン州立大学

全米ランクは6位とのことで、地ビールを堪

続けるうちに、
ミシガン・ビア・ファイト・ソン

の庭園「The MSU Horticulture Gardens」

能するには参加は絶好の機会。皮切りは

グという歌も、毎年会場で大声で歌われ

は、
日の出から日没まで誰もが無料で散策

イプシランティで行われるSummer Beer

る。第二弾のアッパーペニンシュラでのU.P.

できる。
子供と一緒なら’’the most creative

Festival（7/22-23

@Riverside Park）

Fall Beer Festival はSat 9/10 @200 N

half-acre in America” と称えられる

で今年23回目。入口でIDを見せ入場券と

Lakeshore Blvd, Marquette で続き、第

4-H Children’s Gardenを歩いてみよう。

引き換えに小さいカップとトークンを渡さ

三弾のデトロイトイースターンマーケットにて

花、
植物、
野菜、
虫、
色々なテーマに会話を

れ、好きなブリューワリーのテントへ足を運

開催されるDetroit Fall Beer Festival は

楽しみながら園芸の知識を深め、
大人でも

び希望のビールの味見が始まる。
因みに前

Sat 10/22 ＠2934 Russel Stで、
今年13

胸のときめく仕掛けに驚き、
笑う。

売り券は当日券より10ドル安い。
トークン

回目となる。
つい、長くなってしまうが、他に

1個なら3オンス、2個なら6オンスのビール

もミシガン湖のほとりMuskegonで8月に行

が注がれるが度数の高いものが少なくな

われる Burning Foot Beer Festival（Sat

いため、
小さいカップで十分。
プログラムに

8/27 @ Pere Marquette Park）があり、
そ

ある長いリストは出店者名とその品揃え。
好みのブリューワリーとビールに目星を付

こでは70以上のブリューワリーーとローカ
ルレストランの出 店

けて味見のはしごを繰り返す、勿論21歳

もあり、土曜の夜には

以上が対象のイベント。首からかけ齧りな

湖 畔でのキャンプも

がら歩く、紐にプレッツェルを通したネッ

許可される（https://

クレス型のおつまみを付けて歩いている

burningfoot.beer/ ）。

早朝から学生、
研究者、
ボランティアらが
黙々と庭園を美しく整えており、
訪問者はそ
の間を自分のペースで歩くことができる。
イ
ベントもあり、
ビジター用に庭園マップを配
布してくれるブースや御手洗いも設置されて
いる。
駐車場はマシンに自分のプレートナンバー
を入力し1時間2ドルからの料金を納める。

人もいるが、ポケットに柿の種やするめを

www.riveroakswest.com
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。

子供のための ESL&大人のための英会話
“Back to school! Jump start the fall season!”
☆新規入学の方には入学金(＄40)免除！！

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

校舎での対面授業とオンラインレッスンから選択出来ます！
●小・中学生のための伝統的な ESL/アカデミック ESL/英文法
●高校生のための ESL/TOEIC/TOEFL ●ビジネスマンのためのビジネス英会話
●大人のための生活英語、英文法、TOEIC ●個人指導:英会話・英検・現地校の教科等

Koby Learning Group
TOEIC 公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かり

24055 Meadowbrook Rd. Novi, MI 48375
Kobylearn.com / info@kobylearn.com

248-513-4635
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Immersive Van Gogh Detroit

没入 型ゴッホ展（デトロイト）開催中

Lighthouse ArtSpace Detroit
311 E. Grand River, Detroit, MI 48226

パリで大きな反響と入場者数を記録し

w w w.detroit vangogh.com/

た話題のショーが、
ここデトロイトでも始ま
り好評を博している。入場者数が日にちと
時間帯できっちり制限されるため、事前に自
分のプランを決めチケット購入を済ませて
おく事。ベーシック、
プレミアム、VIP券か、
ま
たピークの時間帯か否かで料金が違って
くる。エレベーターや広い回廊があり随所
に案内人もいるので、車いすや小さな子供
連れの鑑賞にも親切に対応してくれる。2階
と3階の展示があり、
どちらも優れた音響の
荘厳な音楽とぐるり360度鮮やかなゴッホ
の作品に囲まれるアート体験は別世界。同
じ会場で晩秋から始まるImmersive King
Tut のプリセールの案内も、既に出ている。

最寄りの市町村のアートフェアに出かけてオリジナリティ溢れる一点ものを
愛でたり、ファーマーズマーケットで地元の生産者を応援するのも悪くない。
この夏新たに彫刻が追 加されたフレデリックマイヤーガーデンや、M ED C
（Michigan Economic Development Corporation）がビジネス誘致を
投資家に働きかけているMackinac Islandなども様子を伺いに出かけたい
ところ。また、Secretary of State を通し、車のライセンスプレートを更新
する際「Recreation Passpor t」を購入している方は、それを活用して夏の
ステートパークを楽しむことも忘れずに。デトロイトのワールドクラス会場で
のエンターテイメントならw w w.313presents.com/eventsで情報を。ミシ
ガン州政府のウェブサイトhttps://www.michigan.org/ でも、イベントを
見つけてみよう。

●

Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park
1000 E Beltline Ave NE, Grand Rapids, MI 49525
https://www.meijergardens.org/

●

Mackinac Island

https://www.mackinacisland.org/

Upper PeninsulaとLower Peninsulaの間、東側に位置する島

デトロイト付近から北へ車で向かう場合、または、西側のビーチタウンをまわりつつ、
ミトン（手袋）の形をしたミシガン Lower Peninsula の先、北端の Upper Peninsula

へ渡る橋がかかる町、Mackinac Cityからフェリーが出ている。島に自動車で入るこ

とは禁止されているため、観光客は、馬車や自転車のみで島内を楽しむため、ゆっ
たりとした時間が味わえる。通常、デトロイト方面から向かう場合は、Traverse City

や、Sleeping Bear Dunes State Park、周辺のビーチタウンへの滞在も含めて向かうの
が定番。Mackinac Islandは１、２日あれば十分島内を楽しめるだろう。

●

State Parks in Michigan
https://www.michigan.gov/dnr/places/state-parks
Pictured Rock State ParkやTahquamenon Falls State Parkは、中でもミシガ
ンの上半島（UP)に位置し、ミシガンに来たならマストの旅行先。Pictured Rock

State Parkの大自然を体験しないでミシガンを去ることは許されない！ スペリオ
ール湖の透明、コバルト色の水面をカヤックで楽しめるほか、周辺クルーズ船ツ
アーもあり。ドライブやキャンプで北の大自然もぜひとも楽しもう！

●

まだまだ
８月もファーマーズマーケットが楽しめる！

Ann Arbor Farmers Market

315 Detroit St., Ann Arbor, MI

水 土

Wednesdays & Saturdays 7 am – 3 pm
(Opens 8 am during Winter), Year-Round.

https://www.a2gov.org/departments/Parks-Recreation/parks-places/farmers-market/
Kerrytown Market & Shops に
隣接する一角は、
こちらも由緒ある
マーケット。新鮮な卵や手工芸品、
コーヒー豆やハンドクリームも並んで
いる。一方通行や駐車制限の多いダ
ウンタウン・アナーバーだが、
マーケッ
ト利用者には短時間無料の駐車ス
ペースもあり入れ替わりも早い。

Canton Farmers Market
500 N. R idge R d., Canton, MI 48188

日

Sundays 9am-1pm (Rain or Shine) -Market closed on September 4

ht tps://w w w.canton-mi.org/496/Canton-Farmers-Market

Ridge と Cherry Hill Rd の交差点に
あるシアターの裏の徒歩1分の距離の
敷地でアコースティックギター弾き語り
の生演奏に乗り、
ベーカリー、
肉、
オーガ
ニック農産物、
ジュエリーなどの売り場
が並ぶ。

Eastern Market

2934 Russel l St, Detroit, MI 48207, Detroit, MI

Sundays 10 am - 4 pm & Tuesdays 9 am - 3 pm (June-Sept.)
Saturdays 6 am – 4 pm (Year-Round)
規模の大きさはやはりここ。デトロイ
ト市のイースターンマーケット。野菜
のほか花、焼き菓子、蜂蜜、肉、ジャ
ム、チーズ、香辛料、民芸品などがス
ペースを埋め尽くす。Sheds 2と3の
間にウェルカムセンターもある。＠
1445 Adelaide, Detroit, MI 48207

日 火 土

ht tps://w w w.easternmarket.org/

Northville Farmers Market

7 Mile R d x Center St., Nor thv il le, MI

Thursdays 8 am – 3 pm (-Oct. )

木

ht tps://w w w.nor thv il le.org/farmers-market-vendors

アッパーペニンシュラで捕れた魚
やオーガニックチキン、搾りたてレモ
ネードのスタンドも出てひと際活気に
満ちている。
ノースビルは周辺に古く
チャーミングな家々、
そして散策楽し
いダウンタウンもあり、
ゆったり平日に
街歩きも悪くない。

著名アーティストのコンサート情報
www.313presents.com/events

●
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８月のアート・クラフト フェア
▶︎Blueberry Festival Craft Fair

August 13 – 14, 2022
＠ Stanley Johnston Park, South Haven, MI 49090

▶︎Charlevoix Art Fair

August 13, 2022
＠ East Park Downtown Charlevoix

▶︎Shelby Township Art Fair

August 13 – 14, 2022
＠ 5700 22 Mile Road, Shelby Township, MI 48317

▶︎Roundup Family Fair/Art in the Village

Sep 5, 2022
＠ Franklin Road between 13 and 14 Mile, Franklin, MI 48025

Walled Lake Farmers Market

1499 E . West Maple R d., Wal led Lake, MI

Wednesdays 7 am – 1 pm (-Oct.)

水

ht tps://w w w.facebook .com/Wal ledLakeFarmersMarket

地元農家支援を強く唱えるウォール
ドレイク市。舗装された広い駐車場と
簡易トイレも用意されている。
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク” （第234回）

２１世紀初頭に世紀 末の様相？

８

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

月になりました。日本では学 校の夏休み、勤 務 先の盆休みが 重なるこの時

また、日本国内でも感染第１号が確認されたサル痘についても、世界７５カ国・

期、直近の２年間はパンデミックで自重されていたものも含めて、先月中旬か

地域で総数１万６千人超の感染者が確認された時点でWHO（世界保健機関）がコ

ら各地で夏祭りや夏の行事が次々と催されていますが、それと機を同じくして第７波

ロナではタイミングが遅れた緊急事態宣言を先月下旬に発し、各国に一層の注意を

と思われる新型コロナの感染爆発が全国規模で起きているのが気掛かりです。米

喚起しました。先月末にはホークル・ニューヨーク州知事が州内のサル痘拡大を受け

国でも新規感染者の約８割がそうであるようにオミクロンの変性亜種BA.５が感染

て緊急事態宣言を発令。地元ミシガンでは先月末現在４名の感染者が確認されて

の主役のようですが、先月下旬から連日２０万人を超える過去最大規模の新規感染

いますが、今後増加が懸念され必要なワクチン不足が明らかですので、皆様、コロナ

者数になっており、医療機関の受け入れ・医療対応能力が急激に逼迫しています。

と合わせて十分にご注意ください。

GW連休前の緊急事態宣言及びまん防法適用の全面解除後に人的流動性（人の動
く頻度、範囲）が増えたのと連動して徐々に新規感染者が増加し、感染爆発の予兆
があったにもかかわらず、政府として特段の対策を講じないまま外国人の入国制限
緩和、全国的な参院選のキャンペーン・集会活動が続いたのが災いしたようです。

スポーツの話 題では、８月２日が 期 限であるM L Bのトレードの話 題で二刀流
大谷選手の去就が注目されていますが、原稿作成時点では残留か電撃トレードか
結論が出ておらず、どうなりましたでしょうか？ 所属するロスアンジェルス・エンジェ
ルスは、シーズン初めの４月から５月上旬までア・リーグ西地区のトップを独走し、今

特に沖縄などの有名観光地、ホットスポットには全国から観光客が訪れ、たまたま

年こそプレーオフ進出と２００２年以来２０年ぶりのワールドシリーズ制覇かと期待

そこで感染した人たちがそれぞれ居住する都道府県に帰ってから２次感染、３次感

させましたが、５月中旬アウェイでのテキサス・レンジャーズ戦でつまらぬ継投の失

染となって拡がり全国レベルで感染件数が急増したものと思われます。検査能力・

敗から３連敗を喫したのがケチのつき始めとなり、５月下旬から６月上旬にかけて昨

件数の増加やワクチン接種後の時間経過に伴う免疫力の低下、感染力の強い変性

年までと同じ投手陣の崩壊に打撃陣の不振が重なり、不名誉な球団新記録の１４連

亜種の発生も寄与していそうですが、都市圏など人口密度、密集度の高い場所を中

敗を喫して一気に急降下。７月末には地区４位に低迷し、プレーオフ進出もほぼ絶望

心とする感染機会・リスクの増大が一番の理由でしょう。
「時すでに遅し」の感は否

的となっています。球界のスーパースターであるトラウト、大谷両選手を抱えながらの

めませんが、政府と関係省庁・機関にはBetter than neverで今からでも最善の緊

チーム状況を悲観して、プレーオフで活躍する大谷選手の姿を見たいファンや評論

急対応策を実施・徹底してもらいたいものです。

家からトレードを薦めるコメントが相次いでいましたが、球団の経営・財務状況、二
刀流をハイレベルで何年続けられるか、トレード候補先の懐事情と現有選手の起用
状況、見返りに出せる有力・有望選手の有無など複雑な要素があり結論出しは容易
でありません。本人は「自分には決定権がないので、やれることをやるだけ」と今まで
同様に全力プレーを続ける姿勢ですが、最終的には本人が納得できる形で決着して
いるといいですね。
さて、今回のテーマは「２１世紀初頭に世紀末の様相？」です。
時は２０２２年、２１世紀初頭と言っていいくらい今世紀（２００１年〜２１００年）
に入ってまだ日（年？）が浅いですが、最近身の回りで起きている諸々の事件、事故、
現象や世相を見ると何か世紀末的な感じがします。つい先日も仕事でお世話になって
いる知人と電話で話した際に、奇しくも同じ『世紀末』という言葉を聞いたので、そう
感じているのは私だけではないのだと知って急遽このテーマを思い立った次第です。
年齢が４０代以上の皆さんはご記憶があると思いますが、
「１９９９年７月に恐怖
の大王が舞い降りて来て人類滅亡の日が来る」と言われた五島勉の著書『ノストラ
ダムスの大予言』が１９７３年に出版され、映画化もされて当時の社会不安とメディ
アの興味本位の取り扱いを背景にセンセーショナルな話題となり、約四半世紀にわ
たって日本国内で未来に対する悲観的な影響を与えました。
『恐怖の大王』は宇宙
から飛来する流星か隕石だとか、複数の大地震と火山噴火の同時発生だとか、スペ
イン風邪を凌駕する世界的な疫病の大流行だとか、噂話や憶測が飛び交い、本当に
信じていたのか世相に流されていたのかは別として、人類滅亡の日が近づいている
と思って、未来を悲観し、日常的な義務や努力を怠り現実逃避的にルールや他人の
迷惑を顧みずに自分勝手な言動をしたり、刹那的な快楽・快感を求めてさまよい、自
律自制できない人、自暴自棄になる人、自殺する人などが少なからずいたように記憶
しています。
何か２０２２年今の世の中の様相に似ていると思いませんか？
スペイン風邪を上回る犠牲者が出ている新型コロナ（加えてサル痘も出現）の世
界的大流行、地球温暖化の加速による南極大陸の棚氷、北極圏の氷河・氷山・海
氷の記録的な速度と規模の融解、ロシアやアラスカのツンドラ（永久凍土）地域の
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気温上昇と融解、有害埋蔵物質の露出、グリーンランドの陸氷融解で先月には毎日

一国の元首やリーダーが政敵や暴漢に命を狙われるケースは時々ありますが、銃

６０億トンの融解水量（オリンピックサイズのプール２百４０万個分相当）を確認、植

の取り締まりや管理・監督・監視が世界トップレベルで厳しい日本で起こるとは驚

樹とバランスが取れていない過剰森林伐採による砂漠化、二酸化炭素を吸収・固定

きです。日本でもこんな事件が起こるとは、正に世紀末の様相と言えるかもしれま

し有益な生体物質を生成する光合成能力の減少、大規模で頻繁な旱魃と山火事、

せん。インターネット情報や３次元プリンターの普及で手製銃の製作や悪用などコ

大型台風・ハリケーン・サイクロン・竜巻、大雨・洪水の頻発、海水温度と海面の上昇

ピーキャット（模倣犯）が後追いして、日本でもテロ事件が増加すると予想している

による島嶼国や湾岸都市・地域の水没・浸水・冠水、海流の変化と棲息魚群・プラン

政治・社会評論家もいますが、そうならないように既存の法令・規制の見直しと改定

クトンから始まる生態系と漁獲量の変化、頻発する地震・火山噴火などなど世界各

が必要かもしれません。

地で高頻度・大規模な自然（人的要素も大きいですが）災害の発生が常態化してい
ます。これはアブノーマル（異常）なことであって、決してニューノーマルにしてはなり
ません。

以上、色々と書き連ねてきましたが、我々の次の世代の未来に少しでも多くの夢と
希望が引き継げるように、自戒も含めて一人ひとりが自覚を持って今の世紀末の様相
を具体的に消していかねばなりません。

人的には、規制強化が進まず件数も犠牲者の数も増えるばかりで後を絶たないテ
ロ攻撃や銃乱射・銃撃事件、鎮痛剤オピオイドに代表される薬禍、人種・性（性的
指向を含む）差別、移民・難民受け入れ厳格化と差別の存続、貧富差の２極化と貧
困層の拡大、コロナ禍から回復した景気の先行きを不安視させる物不足、人手不足
と高止まりするインフレ、民主・共和の２大政党間だけでなく各種グループ・団体・
家族・個人レベルまで蝕む対立・分裂・抗争・憎悪・暴力の波、ロシアのウクライナ
侵攻、北朝鮮の核・ミサイル開発と脅威の継続、覇権を目指す中国の一帯一路政策、
『世界の火薬庫』中東の絶えることのない紛争とキナ臭さ、三権分立と公平な参政

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。

権・投票権が基本の民主主義への政治的介入と偏向、偽情報・誤情報を乱発・氾濫
させ国民を操作・煽動しようとする自己中で悪意に満ちた政治家・グループ・団体・
個人の存在、自分達に不利・不都合な有権者の投票権・投票機会を剥奪・制限・制
約しようとする反民主主義的動き、時代の流れに逆行する最高裁の判断、政党の党
利党略で悪化する対立・分裂と国民の不平・不満、生活苦などなど。いやあ、数える
のに手指１０本ではとても足りませんね。
白昼堂々公然と事実に基づかない偽情報や誤情報を鵜呑みにして不当に人を非
難、誹謗、中傷するだけでなく暴力行為も容認して威嚇、恐喝する輩が何と多くなっ
たことでしょうか。これも自律自制能力年齢が６歳の子ども並みと言われる自己中
でわがままなトランプ前大統領がパンドラの箱を開けてしまい、この世のありとあら
ゆる災いを米国内だけでなく世界中にばら撒いてしまった結果、大統領自身が悪の
ロールモデルとなって、それまでギリギリ何とか良い子になろうとしていたか、良い子
を演じていた一般国民のタガが外れて「大統領がああなら我々もそうしていいのだ
な」と節操のない自分勝手な言動に走り始めたのが今の状況に繋がっています。本
当にトランプの犯した罪は重大です。
先月末で調査が一段落し、９月に再開予定の１月６日議会乱入事件調査委員会に
よる複数のトランプ直近関係者のTV公開議会証言で旧知の事実も含めて「本当に
どこまで腹黒い、根の腐った悪い奴らだ」と思いましたが、引き続き調査を続けて核
心に迫り９月再開の際にはトランプ自身の首根っこを押さえてグーの音も出ない絶体

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: //w w w.JapanNewsClub.com
japannewsclub@pntrpress.com

引越

絶命の窮地に追い込んで、２０２４年の次回大統領選出馬の断念だけでなく、司法
省の正式犯罪捜査で起訴・有罪化まで持ち込み、２度と公職につけないように、ま
た政界・政治・共和党への影響力を無力化できるようにして欲しいですね。
余談ですが、共和党の１議員が「（長年軍用目的以外の製造制限や一般人への
販売禁止、取得資格・年齢制限が求める声を横目にいまだに18歳でも購入可能な）
AR−１５自動小銃の販売制限をしても銃乱射・銃撃事件は減らない」と呆れた発言
をしていましたが、たとえ発生件数は同じとしても装填弾薬数が多く自動連射が可
能で大量殺傷能力の高いA R−１５と連射能力のない普通の小銃やハンドガン（拳
銃）では１件当たりの犠牲者の数が段違いになる点を全く無視しています。百害あっ
て一利なしのこんな政治家がまともな国政に寄与できるとは思えません。次回選挙
では再出馬を断念するか落選して国政の現場からお引取り願いたいものです。
冒頭で触れた参院選キャンペーンと言えば、安倍元首相が奈良県で応援演説中に
暴漢に手製の銃で撃たれ亡くなられたニュースは、
「世界一安全な国」と言われる母
国日本と日本人の私にとって極めてショッキングな事件でした。生前現職就務中の
国政や公私両面での言動には賛否両論ありで評価も分かれましたが、故人となった
今はご冥福をお祈りするばかりです。
（合掌）

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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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

Standard Golf

Back-to-School Conversation
新学年始まりの際の会話

みなさんはギャンブルと聞いたらどういうイメージをするでしょうか？ 恐らく良
いイメージが湧く人は少ないのではないでしょうか？ ギャンブルの性質は日常生活
にも多く見られると思います。Aの店でゴルフクラブを買ったら後日Bの店で安売り
をしていたっていう経験、あると思います。これはただ話の対象がゴルフクラブで
あって値段というお金の部分が隠れているからギャンブルほどネガティブなイメー
ジが湧きません。しかし、ギャンブルもお買い物もどちらも得するか損するかで手
持ちのお金が変わってきます。ゴルフも一緒で多々このギャンブル性のある場面に
出会します。例えば番手選び、風のよみ、グリーンのよみ、色々とあります。
話は長くなりましたが、これを一般的には“経済学”と皆さんはよんでいらっしゃい
ます。ギャンブルは“経済学ごっこ”です。決してやましい者ではございません。私が
ここで言いたいのはゴルフは１００％技術ではないということです。私が研修を受
けていたときに言われていたのが、“ゴルフは技術、精神の強さ、ゴルフクラブのス
ペックだ”と言われました。確かにこれが模範解答なんですが、運も付け加えたいと
思います。ぶっちゃけこれがないと楽しみが半減していると思います。先が１００％
分からないから面白い。先にオチをしていたらつまらないです。映画タイタニックが

学校が間もなく始まりますね！新しい土地やお子様が新しい学校に通うことになる時
は以下のような質問があるかもしれませんね。
● We will move here soon. Could we get a tour of the school?
近々こちらに引っ越してきます。学校見学はできますか？

● What form do I need for ～？ ～ にはどの用紙が必要ですか？
▶︎ enrolling my child for school? 入学手続き
▶︎ car pick-up? (for after-school pick up)
車でのお迎え（バスに乗らず、放課後迎えに行く場合）
		
▶︎ physical? (to prove shots or play sports)
健康証明（予防注射の確認と課外運動するため）
		
▶︎ medication request? (to administer meds at school)
薬に関するリクエスト（学校で投薬するため）
		
▶︎ the background check for volunteers?
ボランティア活動をするための身元調査
		
● Do I [give you this form / turn in this form] [here/online]?

この書類は、ここに提出 / 再提出すればいいですか？（こちら / オンライン）？

● Do I pay the lunch money [here/online]?

ランチのお金は（こちら / オンライン）で支払えますか？

放映する前にアメリカではTVでめちゃ宣伝していたのを覚えています。そのCMで読

お子様が先生に初めて会う時、
「よろしくお願いします」を以下のようなフレーズを使います。

み取れたのは男女が惹かれあって最後は船が沈む。僕的にはそれで満足しちゃいま

● Thank you for teaching Miu this year.

した（笑）。なので映画を見に行った時は楽しみが１割程度になっていました。ゴル
フもボールが落下した地点からどう転がるかは多少予測できますが、１００％予測
はできません。

美雨を今年 1 年宜しくお願いします。

● I'm glad that you're her teacher this year.
今年、先生が娘の担任でよかったです。

● She's looking forward to your class.
先生のクラスを楽しみにしています。

ちなみに私は日本のカジノには反対寄りです。なぜなら現代では日本ではカジノ
は儲からないから。文化がちがうので......

自己紹介をしたい場合は次のように長め、短めの言い方があります。
● Hi, my name is Akiko. Nice to meet you! This is my son, Shuya. He will
be in your class. He's looking forward to your class. Thank you for
teaching him!
こんにちは、亜希子です。初めまして！息子の修也です。これからお世話		
になります。先生のクラスで勉強するのを楽しみにしています。よろしくお願いします。

● Hi, my name is Akiko. I'm Shuya's mom. Nice to meet you! Thank you
for teaching him!
こんにちは亜希子です。修也の母です。お会いできて嬉しいです。宜しくお願いします。

<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

お子さんにアレルギーがあるなら、その情報を記入する書類がオフィスにありま
すが、先生宛の手紙も準備しておきましょう。例がこちらです。
Mrs. OOO,

Hello, how are you? Thank you for teaching Miyuki this year.

We wanted to let you know that Miyuki has an allergy to milk. We told the
office, but I wanted to tell you as well. Please e-mail me anytime about it.

Thanks again,
(name)

OOO 先生へ

こんにちは。いかがお過ごしですか。今学年の間、よろしくお願いします。

住宅探しのスペシャリスト

Zen Chen

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

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

美由紀の牛乳アレルギーについてお知らせしたいと思います。オフィスには既に連
絡済みですが先生にもお伝えしておきたいと思いました。何かありましたらご連絡く
ださい。 よろしくお願いいたします。 ( 名前 )

Back-to-School に関する写真付きのショッピングリストは、

information@jfsusa.com にご連絡頂くかコービーにてご覧いただけます。

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。

8月のイベント 2022年8月1日～8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

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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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

アメリカでの妊娠中絶について
アメリカ在住中に、妊娠や出産を経験する方も多いかと思いますが、前号の日本での妊娠・出産をする場合の注意点に加え、今号
では中絶についてのお話をしていきます。

厚絶の数は出産数1000人につき15.3人で、アメ

生省によると、日本で報告されている妊娠中

め、Roe裁判の見方は覆されるのではないかという

リカよりも少ない数ですが、日本では妊娠中絶は

支持し、規制を多くつけることで中絶をし難くする事

病気とみなされないため保険 適応にならず、自費

診療のため、医療機関が所得を少なく見せるため
に報告していないケースも多く、実際の数字はもっ
と多いことが予想されます。アメリカでは、出産数

1000人につき195人が中絶されています。アメリカ
では、2022年6月24日のアメリカ最高裁の判決を

もって、中絶が合法か違法かはそれぞれの州の決
断にゆだねる、ということになりました。今は国全
体が大きく変わっている途中なので、まずは、その
前の状況を説明します。

2022年6月24日より前は、1973年以降、アメリカ

全土で中絶は合法でした。1973年の最高裁の“Roe
対Wade”の判決によって、中絶は女性の基本的人
権であるという憲法の解釈がされたことを受けて、

初めてアメリカ全土で中絶が合法になりました。

この裁判は、テキサス州で中絶が違法だったため
に中絶できなかったRoeという女性がテキサス州

の州検事Wadeを相手取って裁判を起こしました。
このときは、最高裁判事は7対２で、中絶が人権で
あるという判決を下しました。中絶が合法といって

も、それぞれの州で様々な決まりが設けられてお
り、ほとんどの場合は普段かかっているかかりつけ

医や産婦人科医では中絶はしてもらえず、それを専
門にしている医療機関に行くことになります。そう

いう中絶専門の医療機関では、中絶反対派の人た

ちがデモをしていたりして、入りにくいこともよくあ
るようです。州によって、超音波をして胎児を妊婦

さんに見せることが義務付けられていたり、中絶に
よる危険性を妊婦さんに説明することが義務付け

られていたり、一定の週数以降は中絶が認められ
なかったり、細かく法律で決められています。

19 92 年にも有名な 最 高 裁 判 決、“ P l a n n e d

parenthood 対 Casey”というのがあります。これは、
ペンシルバニア州では、中絶に最低２４時間の待機
期間、夫の許可、子供の場合は親の許可が必要で、

この法律が中絶をしにくくしているという趣旨で、中
絶をする医療機関であるPlanned Parenthoodが州

を相手取って裁判を起こしたものです。この時の最

高裁はRoe裁判の時の判事が２人引退して、共和党
ブッシュ大統領が任命した２人の判事が加わったた

自分 が 住む州で 中 絶 が 違 法なら、合 法な州に

予想がされていましたが、結局は5対4でRoe判決を

いって中絶をすればいいと思う人もいると思います

は女性の権利の侵害であると判決しました。

罰する法律を制定しようとしている州もあります。

さ て、問 題 の2 0 2 2 年 6 月 2 4 日 に 最 高 裁 判 決

が出た、D obbs 対 Jack son Women’s Health

Organizationというのは、ミシシッピ州では妊娠
１５週以降の中絶は認められていないことに対して

Jackson Women’s Health Organizationという中

が、州によっては、他州に行って中絶を受ける人を
また、中絶が合法な州の中絶をする医療機関は、受

診したい人が殺到して、予約がなかなかとれないか
もしれません。また、違法となると、健康保険も適
用しない可能性がでてきます。

このように、現在は最近の最高裁判決によって国

絶を行う医療機関が州の保険 局を相手に2019年

全体の中絶に関する対処や法律が大きくかわりつ

告したものです。最高裁判決では、1973年のRoe判

とはありませんが、アメリカでは違い、中絶は殺人

に裁判をおこし、保険局長のDobbsが最高裁に上

決も1992年のPlanned parenthood 判決も間違い
であり、憲法に中絶をする権利は記していないとし

て、6対3で、女性の中絶する権利は憲法にはないと

し、それぞれの州がそれに関する法律を決めるべ

き、という判決を下しました。５０年間、人権とされ
ていたことがなぜ急に間違っているという逆の解
釈になったのでしょうか。アメリカでは、宗教的な

理由などから、中絶は殺人に等しいという中絶反

つあるときです。日本では中絶が犯罪扱いされるこ
と同様の悪であると考えている人が多くいます。生
理がある人は誰でも妊娠可能なので、妊娠をした

ら困る人は、是非避妊をして、中絶をしなくていい

ようにしましょう。日本では１５歳以下と４５歳以上
の中絶率はとても高く、４０歳を過ぎても妊娠は可
能なので、妊娠をしたくない人は避妊を心がけるよ
うにしましょう。

対派がたくさんいて、中絶に関しては賛否両論があ
り、人によって大きく意見が分かれます。保守派と

いわれる人たちは、概して中絶には反対なことが多
く、共和党トランプ大統領が任命した４人の最高裁

判事が加わったことで、最高裁判事の多数派が変
わったことが大きな要因と思われます。

アメリカ合衆国としては、
「中絶は女性の権利とは

いえない、という判決を受けて、中絶に関する法律は
それぞれの州が決めることになります。この判決が
出た直後に中絶はすべて違法になった州はケンタッ
キーやルイジアナをはじめ13州ありますし、ニュー

ヨークやイリノイ州のように中絶をみとめる法律を

定めている州もあります。共和党支持者の多い26州

ではおそらく中絶は違法になるだろうといわれてい

ます。私たちの住むミシガン州では、現在は別に進
行中の裁判により今のところ合法ですが、州の法律
は1973年以前と同様で、それによると中絶は違法で
す。ミシガン州は現在、やや民主党よりなので、この
法律が変わる可能性もあります。現在の州知事は中

絶を合法化しようと努力していますが、州知事選挙

が2022年の11月にあるので、その結果にも大きく左
右されるでしょうし、その選挙で中絶に関して民意
を問う投票が行われるかもしれません。

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

筆者プロフィール：

医師

リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ）

ミシガン大学医学部
家庭医学科助教授
リボニア・ヘルスセンター
1988年慶応義塾医学部卒業
1996年形成外科研修終了。
2008年Oakwood Annapolis
Family Medicine Residency 終
了後、2008年より、ミシガン大学
家庭医学科で日本人の患者さんを診察しています。産科を含む女性の
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。

▶︎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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夏秋・サンギビに行きたい旅先4選
Tha

人気No.1ビーチリゾート「カンクン」
渡航制限なく（※）気軽に入国できるカリブ
海リゾート「メキシコ・カンクン」。ホテルエリア
では、家族向けからラグジュアリーな大人専用
ホテルまでニーズに合ったホテルを選ぶことが
でき、さらにオールインクルーシブプランなら
滞在中の費用がコミコミで、お財布いらずで過
ごすこともできます。ビーチやホテル以外にも、
カンクンの魅力と言えば世界遺産や本場メキシ
コ料理。オプショナルツアーも豊富で、9月には
年に2回しか見ることができない神秘のイベント
「ククルカン降臨現象」など、貴重な体験もでき
ます。
※アメリカに入国する際、ESTA・非移民ビザで
入国される方はワクチン証明・宣誓書の提示が
必要です。

豪華に過ごす手頃な贅沢旅「クルーズ」
いつかは行ってみたいクルーズ旅行。アメリカ
発のツアーの多くは、普段は船上で過ごしなが
らカリブ海のリゾート地に立ち寄ります。ホテル
並みの客室はもちろん、プールやショー、多種多
様なレストランなど、海の上にいることを忘れて
しまうような豪華な設備が備わっており、これら
のほとんどはクルーズ代金に含まれています。豪
華なイメージのクルーズですが1泊100ドルほど
から行けるものもあり、手軽に行ける上質な旅と
して人気があるのも納得です。

四季折々の景色を楽しめる「国立公園」
アメリカに50カ所以上存在する国立公園は、
季節によって異なる表情を見せ、どのシーズンに
行っても違った楽しみ方ができます。特に有数
の国立公園が集まる「グランドサークル」では、
その土地によってもさまざまな絶景を目の当た
りにすることができ、各国立公園を巡る周遊旅
行もおすすめです。また周遊の移動手段として
人気のキャンピングカー旅行は、ルートも広大
な道が多く自宅並みに設備も整っているため、
初心者でも安心して利用することができます。

家族連れならやっぱり「フロリダ ディズニー」
50周年のイベント真っ最中の「フロリダ ウォ
ルト・ディズニー・ワールド・リゾート」。特別仕
様のシンデレラ城の前で記念撮影をしたり、記
念グッズを買ったりできるのは今だけ。休止して
いたパレードも再開し、子どもから大人まで夢
の世界を存分に味わうことができます。また、
部屋から敷地内で暮らす動物が見える「ディズ
ニー・アニマルキングダム・ロッジ」をはじめ、さ
まざまな特色のある直営ホテルに宿泊すること
で特別なサービスを受けることもできます。

今秋、サンクスギビングの旅先をそろそろ決定
したいところです。

今回の旅プロ：ナンポー

Amnet New York, Inc. https://amnet-usa.com/
※記事作成時の情報となりますので、ご旅行
前に必ず最新の渡航情報をご確認ください。

日本行き航空券からアメリカ国内・海外バケーションツアーまで、旅行のことならアムネ
ットにお任せください！プロのエージェントがサポートいたします。メルマガ・SNSで最新
情報配信中！https://amnet-usa.com/newsletter/

Budo Class for Youth and Adults
場所：

Novi Civic Center - Fitness Studios
45175 W. 10 Mile Road.
Novi, MI 48375

G
IRIN
RE H
WE'
引越作業スタッフ募集！

毎週土曜日
5pm－6:30pm

会費：

W. 10 mile Rd.

Novi Rd.

時間：

$40/month
Civic Center

生徒年齢： 5歳以上
（大人参加も歓迎）

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。

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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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

ミシガンらしい美しい夏の日々が続いていま
すね。青い空と緑の芝生、小鳥がさえずり、そ
よ風が肌を乾かし…最高です。こんなお天気

仕事のプレゼンの準備・指導

が永久に続けばいいのに、とラウンドするたび
に思います。
「ひと月1作品」、今月は2002年に

学校のオンライン授業の課題・
宿題のサポート

発表されたエッセイ「さいとう・たかをのゴルフ
13」をご紹介します。

日本語を話せる米人現役大学講師
（数時間の空きあり）

さいとう・たかを氏はニッポンの漫画家で、不
朽の名作「ゴルゴ13シリーズ」の著者です。主
人公はデューク東郷。性別は男性、国籍や年齢
は不明、世界を股にかけて暗躍する職業スナイパーです。一回の報酬は数十万ドルと言わ

帰国後もレッスン継続可能

れ、成功率は99％以上。どんなに困難な依頼でも承諾に値すれば引き受けます。常に冷
静沈着、いかなる時も隙を見せません。毒物や薬品の知識に優れ、射撃・格闘技は無敵で
す。引き金を引く右手を人に預けることになるため握手を拒み、背後から攻撃されないよ
う壁や木に背中をつけて立ちます。彼の出生や経歴を調べようとした者は、間違いなく消
されます。私の実家には単行本が全て揃っていまして、昭和43年の連載当初は、若気の至
りか自分の感情を言葉に出すことがよくありましたが、ここ30年ほどは「……。」というセ
リフ（？）が多く、無駄話は一切しません。彼はとにかくすごい人で、私にとっては人生の師
匠でもあります。
さいとう氏は生前「ゴルフの合間に仕事をする」と宣言していたほどゴルフ好きで、60歳
でゴルフを始め80台を出すまでに腕を上げたそうです。そんな彼が大真面目に、デューク
東郷に学ぶゴルフ術を書いた「さいとう・たかをのゴルフ13」を出版しています。もちろん
これも我が家の本棚に並んでいます。作中に散りばめられた格言に私なりの解釈を加え

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

ながら、ゴルゴとゴルフの共通点をここにご紹介したいと思います。
「自分のスタイルを確立しろ」：デューク東郷氏には、美学とも言える彼なりのルールが

あります。暗殺を依頼する時には依頼主自身が東郷氏と顔を合わせて話をする必要があ
ります。代理人はもちろんダメ、本人でも電話やカーテン越しの依頼は受け付けません。
依頼の背景や理由を包み隠さず正直に伝えなければ、依頼主が標的にされます。ゴルフ
も然り。自分の持ち球を打ち続けて自分のスタイルを貫いてください。ラウンドでいつもと
違う打ち方を試すのは大ケガの元です。スライスでもフックでも全く問題なし、再現性が
高い人の方がスコアをまとめやすくなります。
「自分の腕となる道具を持て」：ある依頼を受けて国連暫定軍から銃を調達した際、東

郷氏は最新式の高性能銃ではなく愛用のM16アーマーライトを選びました。ゴルフも然
り。今持っているクラブとじっくり向き合って、使いこなせるようになるまである程度時間
をかけて練習をする必要があります。使い慣れた道具だからこそ、自信を持ってショット
を打つことができるでしょう。
「信じるのは自分一人」：東郷氏に仲間はいません。人物調査や銃改造のために協力者

を雇うことはありますが、仕事は常に1人で遂行します。ゴルフも然り。ナイスショットも
ミスショットも全て自分のしたことです。自分の鍛錬・上達が即結果につながります。東郷
氏も実戦を通して強くなったはずです。斜めのライや固いバンカーなど、難しいショットは
コースで失敗と成功を繰り返し、自分で得た経験をスキルアップにつなげましょう。
さいとう氏自身のゴルフに対する考え方や心構えなども書かれていて、なかなか興味深
い一冊です。ぜひ話のネタに読んでみてください。ところで、もしデューク東郷氏がゴルフ
プロを目指すとしたらどうでしょう。彼の身体能力と精神力を持ってすれば、すぐに実技テ
ストに受かると思います。しかし証拠が残ることを嫌ってトーナメントの中継カメラを片っ
端から破壊してしまうでしょうし、うかつに背後に立った同伴者が居ようものなら、クラブ
で暴行を加えて即引退に追い込まれるかもしれません。うーん、やっぱり本業に専念して
いただきましょう。
(参照：“さいとう・たかをのゴルフ13” ©︎リイド社

著者：さいとう・たかを）

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

言葉の架け橋

−1 4 9 −

〜こんな日本語、英語にできますか〜
色に関する言 い 回し （8）

さて、色を使った表現は英語にもたくさんあります。ただ各色に対する感覚が

違うものもあり、なかなか面白いと思うので、今回からしばらく英語の色を使っ

た表現を見ていきたいと思います。まず “white” から。“After arguing with my
brother for a while, I waved the white flag. He is an attorney, and there
wasn’t much chance I’d win.” （暫く兄と口論したが、あきらめた。弁護士の
彼に勝てるわけがない。）“to wave a white flag” というのは昔戦争で負けを
認めた側が白旗を振ったことから来ています。次はどうでしょう？“We had to
tell Mom a white lie. There was no way to tell her she had a terminal illness.” （母に本当のことは言えなかった、命の助からない病にかかっていると
は。）ここで “a white lie” とは人を傷つけない嘘のことです。真実を言うこと
の方が相手を傷つける場合に使います。

“Hearing the words, she turned as white as ghost.” （その言葉を聞いて
彼女は青ざめた。）直訳すると「幽霊のように白くなった」ですが、そのように
訳す必要はありません。 “Having been given a huge, heavy vase during his
business trip, he grumbled in a low voice, “This is a white elephant.”（出

張中に重くて大きい花瓶を贈られた彼は、低い声で「厄介のものをもらった。」

とつぶやいた。）“a white elephant” とは無用の長物、余計な貰い物という意
味です。これは白象が昔タイで神聖視され、買うのに費用が掛かったため、王
は失脚させたいと思う臣下にわざと白象を贈ったことから来ています。

上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方は、

izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。
鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。 www.suzukimyers.com
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米国で新しく生活される皆様へ

〜

日米の習慣の違いにご注意ください

１. 小さな子供を車や家に残さない！

3. スクールバス乗降時には停車する

ミシガン州及びオハイオ州には小さな子供を家に残すことを直接禁止する法律

スクールバスが児童生徒の乗降のためにSTOPサインを出し、赤色停止灯を点滅

はなく、身体や精神に危険が発生した場合には児童虐待又は育児放棄の容疑

させて停車している場合は、安全を確保するために対向車も含めて、バスから約

がかけられます。子供を一人で留守番させる目安は、どんな事態が発生しても自

6メートル（20ft）離れて停止しなければなりません。但し、道路が中央分離帯等で

分自身の判断で身を守る、保護を求める等の適切な行動をとることが出来るこ

物理的に遮断されている場合には対向車線の走行車両は停止を免除されます。

とです。911番通報や警察官その他に対して英語で適切な対応が出来ることは
最低条件です。
在留邦人が多く居住するある警察署幹部によると、
「個人差があり、年齢の目安
は決められないが、どんなにしっかりしていても小学生に留守番をさせる行為は
適切とは認められない。」と説明しています。
ミシガン州では6歳未満の子供を監護者なく車に残す行為が禁止されています。
しかし、たとえ6歳以上であっても客観的に見て危険性があると判断される場合
には親が逮捕され子供が保護されることもあります。この際、警察官はほとんど
言い訳を聞いてくれません。これは米国の警察官は、目の前の危険な状態を解
消することが仕事であり、言い訳を聞き、是非を判断するのは裁判官の仕事と割
り切っているからです。大事なお子様の安全はご家族の手で守ることを良くお考
えください。

4. 緊急車両通過時には右側に寄って停車する
緊急車両が近づいてきた場合には全方向の車両が交差点を避けて停止しなけ
ればなりません。上記のスクールバスの場合と違い中央分離帯による除外規定
はありません。

5. パトカーに停止を求められたときの注意
パトカーが後方で赤青灯を点滅させたら、速やかに道路脇へ停車することが求
められています。日本とは違いサイレンやスピーカーによる停止合図はなく、気
づかないで走行し続けると逃走したと判断され、逮捕される可能性があります。
警察官は停止後に本部へ報告し、ナンバー等各種の照会をした後にパトカーを
降りるので数分間は車内で待つことになります。この時に免許証や保険カード

2. ドメスティックバイオレンスと児童虐待

を出しておく行為は外部から見ると「何かを隠している」
「武器を探している」と

米国ではドメスティックバイオレンスは法律で厳しく禁止されています。配偶者
や子供への暴力はもちろんですが、怒鳴る、身体の危険を感じさせ又は精神的
に傷つくような言動をすることも犯罪とされています。

の誤解をうける可能性があるので手はハンドルにおいておきましょう。また、警
察官が遅いからといって自分から車を降りパトカーに向かっていく行為も「攻撃
に来た」との誤解をうける可能性があります。
但し、警察官を装う犯罪者もいることから、夜間や人けがない道路では、明るい
場所や人がいる場所まで走行して停止してください。

日本への帰国の際、ご家族に、ご友人に！

アメリカお土 産アイデ ア募 集！

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、もしくは、Eメール：japannewsclub@pntrpress.comまでお送りください。購入品の
写真、どこで購入できるかの情報とともにお知らせください。紙面で紹介させていただきます。

MI

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

w w w. JapanNewsClub.com

P ic s 倶楽部

読者のみなさまご自慢のミシガンの写真を紙面で発表しませんか？
Japan News Club のインスタグラム @japannewsclub をフォローし、皆さんが共有し
たい「ザ・ミシガン！」の写真をInstagramに投稿して、＃MIPicClub とタグづけし、
＠japannewsclubとメンション！もしくは、Eメール：japannewsclub@pntrpress.com
まで写真（300 DPI )とタイトルつけてお送りください。採用された方の作品は、Photo
Creditをつけて紙面にてご紹介いたしますので、クレジットもお忘れなく！

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！

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

www.noblefish.com

https: //www. JapanNewsClub.com

電話： 248-374-0844

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

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

登録はウェブサイトから

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

Instagramアカウント
@japannewsclub
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出典：在デトロイト日本国総領事館ホームページ

（2022/7/31)

https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/USnewlife.html

6. シートベルトの着用

及びオハイオ州共に0．08ミリグラムと厳格に規定されています。飲酒運転で検

米国ではシートベルトの着用義務が徹底されています。幼児にはチャイルドシ
ート、4歳以上8歳未満にはブースターシートの着用義務があり、ミシガン州では
16歳未満・オハイオ州では15歳未満はどの座席でもシートベルトの着用義務が
あり、それ以上の年齢は前席の場合に着用義務があります。

挙される場合は原則として逮捕され、朝まで留置されることが多いようです。
米国では自動車走行中に同乗者がアルコール類を飲むことは禁止されていま
す。また、封の開いたアルコール類を乗用部分持ち込むことは禁止されています
から、飲みかけのウイスキーボトル等はトランクにしまう必要があります。

10. 信号機のない交差点の通行方法

7. 公務員に対する犯罪
米国では公務員等の職務が厳格に守られています。公務員等に対する暴行等は
論外ですが、
「大声で文句を言う」
「非協力的な態度で質問に応じない」等の行
為は公務員等暴行罪又は公務員に対するいやがらせの罪に問われる可能性が
あります。

停止標識（STOP）のある道路とない道路では停止標識のない道路が優先です。
停止標識のある側は必ず停止してください。場所によっては直線方向に停止標
識があり、右左折側が優先となっている場所もありますから注意が必要です。
標識が全くない場合や、全ての道路に停止標識がある場合には先に停止した順
に通過することになりますから周りの状況をよく見ておきましょう。

8. 法律や規則をよく知る

11. 高速道路のサービス道路走行時の注意

これまで州法を中心に説明してきましたが、各自治体の条例による規制もあり
ます。例えばミシガン州法では運転中の通話は禁止していないのに対し、ミシ
ガン州デトロイト市では運転中の通話を禁止しています。ミシガン州トロイ市で
は運転中のテキスティングに関する全ての行為や安全運転の妨げとなるような

高速道路の脇を併走するサービス道路では、ほとんどの合流場所では高速道路
から流出する車両が優先し、サービス道路走行車両はたとえ直進であっても停
止又は車線を譲る必要がありますから注意が必要です。

行為を禁止しています。御自身が住んでいる場所はもちろん行動範囲の法律、
条例、慣習をよく知って安全に生活してください。
詳しくは在デトロイト日本国総領事館ホームページ 安全の手引き

9. 飲酒運転について

（https://www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/000369454.pdf）

日本の飲酒運転の基準値は呼気1リットル中0．15ミリグラムですが、ミシガン州

1/8 page size ad. Godaiko Restaurant
March 2007

Fine Japanese Cuisine
in an authentic atmosphere
★リッカーサービス有★
日本のビールや日本酒も
お楽しみ頂けます。
3115 Oak Valley Drive
Ann Arbor, Michigan
(734) 930-2880

をご覧下さい。

カラオケ有!!

Village Center内 (Ann Arbor-Saline Rd.を挟んでMeijerの反対側)
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おうちで楽しむ
季節の和菓子 作り方

Natsuyasumi- 2022

かき氷しろくま
真夏日に、ひんやりいただくお手製のかき氷「しろくま」は格別！

How to make Wagashi

作り方

夏の風物詩、
かき氷。歴史は長く、
さかのぼれば平安時代に清少納言によって書か

れた
「枕草子」
に
「削り氷」
が出てきます。製氷技術や冷蔵庫がなかった頃のかき氷は、
特権階級しか口にできないものとのことですが、
日本人はずいぶん昔から、氷水を楽

しんできているのですね。明治2年にはじめて氷水店ができ、昭和初期に製氷機が一

般に普及し、戦後にいちごやレモンなどのシロップが販売されるようになったそうです。
氷にシロップをかけたシンプルなかき氷に、
チェリーやレーズンをトッピングしたところ、

暑中お見舞い申し上げます。暑い日が続きますね。真夏
日におすすめ、簡単に出来るかき氷の作り方をご紹介しま
す。
ふわふわのかき氷の上に、練乳とフルーツをトッピングし
た、鹿児島名物「しろくま」。
コンビニでも買える身近な冷菓
なので、
きっと口にしたことがある方は多いと思います。
小倉あんの上に豆乳のかき氷を盛り、
カラフルなフルーツ
をトッピング。練乳をかければ出来上がりです！

In g re d ie n ts

材料

白くまの顔に見えたことから
「しろくま」
という名前がついたそうですよ。本場鹿児島で

は、白くま以外にも、
「赤くま」
「黒くま」
「黄ぐま」
などもあるのだとか、面白いですね！

今回は豆乳を製氷皿で凍らせて削ったので、少しクリーム色の
「くま」
になりました。

アーモンドミルクや、
ココナッツミルクなどで作っても美味しそうですね。丸い鼻はブル

ーベリー、
目は黒豆、耳はピーチを使いました。甘納豆やドライフルーツなどを使っても
面白いですね！小倉あんが和の風味を高めてくれます。
この夏休みに、ぜひ様々な食
材で、思い思いの色、表情の
「くま」
のかき氷をお楽しみください！

１．器に小倉あん
（ゆで小豆）
をいれる。
牛乳（豆乳） 適量
小倉あん（ゆで小豆） 適量
コンデンスミルク 適量
お好みのフルーツやフルーツ缶

２．牛乳（豆乳）
の氷でかき氷を作って盛る。

３．
フルーツを飾る。
適量

下準備：
牛乳（豆乳）を製氷皿に流し入れ、
冷凍庫で冷やし固めて氷を作る。

４．
コンデンスミルクをかける。

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

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
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www.michigan-kai.com

202２年7月 月例会 優勝 菊池さん
７月１７日（日）に第４戦ミシガン会月例会

さて、今月の栄えある優勝者は菊池さんで

今年は体調が優れず、ゴルフをすること自体

ラウンドが出来たことと、お気入りのプロゴル

はOB無し、
１４０ヤード前後のアイアンショッ

が開催されました。本大会のエントリー数は

す。勝因は同伴メンバーに恵まれ、リズム良く

りもやや少なく、入賞のチャンスがいつもよ

ファーと同じクラブセッティングに変更したこ

ゲスト参加４名を含む３６名となり、通常よ
り狙いやすい？大会となりました。前日、当日

とが要因とのコメントです。菊池さんの組は

の朝までの天気予報では、午後から雷雨であ

なんと３時間半でラウンドした様で、まるで貸

り、プレーに影響が出ないか心配していまし

し切りコースの様にリズミカルなプレーを楽

たが、我々のプレー中は全く降雨が無く暑く

しまれたとのことでした。優勝おめでとうご

ないコンディションでの開催となりました。

ざいます。

２位は、ミシガン会・会長の小山さんです。

りの上位入賞おめでとうございます！

抑えられたことが入賞の大きな要因とのコ

続きまして３位は野村さんです。安定したス

メントでした。今月もベスグロ賞とのダブル受

勝に続き、連続入賞の３位を獲得。パーオン

次回第５戦は８月２１日（日）開催となりま

を逃すピンチの際には必ず寄せワンでパー

COMPANY

OUT

IN

GROSS

H.C.

NET

1

Kikuchi

Mike

Individual

42

41

83

15

68

2

Koyama

Akio

Nitto Seiko America

47

45

92

24

68

3

Nomura

Sachiko

Individual

37

39

76

7

69

4

Cho

Danny

Individual

41

43

84

14

70

5

Kato

Seiya

Ryosan Technologies USA

45

46

91

21

70

6

Yamanami

Masanori

Individual

53

49

102

32

70

7

Hayakawa

Koji

Sanyo Machine America Corp.

54

50

104

34

70

8

Kikuchi

Yoshie

Individual

53

47

100

29

71

9

Morioka

Yasuhiro

BASF

44

41

85

11

74

10

Mizusawa

Hidemitsu

Nissan North America

40

45

85

10

75

11

Yamaguchi

Taichi

DENSO International America, Inc.

50

43

93

18

75

12

Chaki

Kyosuke

Sanyo Corporation of America

45

53

98

23

75

13

Mori

Shigetaka

STT USA, INC.

51

50

101

26

75

14

Okada

Jun

Sumitomo Corporation of Americas

43

49

92

16

76

15

Fujishiro

Yasuhiro

Chiyoda Integre

47

48

95

18

77

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

■ 妊婦検
検診および出産

www.med.umich.edu/jfhp/

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8 Tony Yaoita (BDO)
#17 Yasuhiro Fujishiro (Chiyoda Integre)
＜ドラコン賞（男性）Blue＞
#8 Mike Kikuchi (Individual)
#17 Yasuhiro Morioka (BSDF)
＜ドラコン賞（女性）＞
#8 Danny Cho (Individual)
#17 Sachiko Nomura (Individual)
＜ニアピン賞＞
#3 Hidemitsu Mizusawa (Nissan)
#6 Sachiko Nomura (Individual)
#12 Sachiko Nomura (Individual)
#14 Yasuhiro Morioka (BSDF)
＜ベスグロ賞＞
76 Sachiko Nomura (Individual)

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》
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

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

■ カウンセリング

ております！

カール ルー MD

■ 家庭医学 ・一般診療

（紹介時、通訳サービスあり）

期待しつつ、皆さまの多数のご参加お待ちし

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

大崎 晴子 RN

■ ミシガン大学専門科への紹介

ラチャンの行方も気になる所。更なる熱戦を

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。

■ 人間ドック健康診断

す。いよいよ今シーズンも折り返しを迎え、グ

セーブし、スコアは７６。パット数を２７まで

First Name

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

賞をされておられます。

イングと隙の無いコース攻略で、前大会の優

Last Name

Health Program

優勝 菊池さん、
2位 小山さん、3位 野村さん

トが頻繁にピンに絡むナイスプレー。２年振

順位

Japanese Family

～ 今月の上位入賞者 ～

も困難だったとのことですが、ティーショット

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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スピ ン オ

フ

日本の歴史を振り返る

〜幕末、明治、大正の 女 性 たち〜

& Kazunomiya
＃５ Atsuhime
イバンジャと呼ばれたお姫様

天 璋 院 篤 姫 と ଛৢ؛
皇女和宮

Masako Nashimotonomiya

今

日は幕末の第13代及び第14代徳川将軍家に嫁いだ
梨本宮方子（なしもと
二人の女性の話をします。
一人は薩摩島津藩から、
のみやまさこ）
は、1901も

そう
とします。こうして、1862年には、皇女和宮が徳川家茂
漢族を支配する満洲族の王朝を打ち立て、
その後1911

に従って、
“攘夷を実行し鎖国の体制に戻すならば和宮の
と2人の娘(うち成人したのは息子3人と娘一人のみ)を

はギクシャクしたものの、最後は仲直り
して、明治新政府の
軍大将の父梨本宮守正

違いませんでしたが、
姑と嫁の関係となりました。
身分から
強大な国を作り上げました。
こうして李氏朝鮮は最初は
言えば、
篤姫は外様藩の武家の娘、和宮は皇女で、内親王
明、次には清の冊封国であり続けました。

し続けました。
これに対し孝明天皇は、１. 和宮があく
まで
まれたのは純宗ただ一人でそれ以外は、
全て側室との

う一人は皇室から、徳川将軍の正室と
して迎えられ、最初
年、皇族で大日本帝国陸

朝敵とされた徳川家を守るために共に力を合わせて戦った
（なしもとのみやもりま
二人の女性の話です。この二人は、
さ）戊辰戦争で江戸が火の
王と同妃伊都子（い
海になることを防ぎ、幕末から明治維新への移行を最小限
つこ）の第一皇女として
の犠牲で行うことに努力しました。
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
まず、天璋院篤姫（てんしょういんあつひめ）の話です。
梨本宮方子
（なべしまなおひろ）の
篤姫(1836−1883)は、
薩摩國
（現在の鹿児島県）にて今
次女。1916年、学習院女子中等科在学中の15歳の方
※1
和泉
（いまいずみ）島津家の当主の娘と
して生まれました。
子女王と李王世子
の19歳李垠（りぎん、
イ・ウン）と
1853年、
篤姫17歳の時に、
従兄弟である島津斉彬
（しまず
の婚約が発表されました。この結婚について、方子女
なりあきら）
の養女となり、鹿児島を出て、
江戸薩摩藩邸に
王が自らの婚約を知ったのは、
避暑のため現在の神奈
入りました。
1856年、
家格を上げるために、
５摂家筆頭の
川県中郡大磯町にある梨本宮家大磯別邸に滞在して
右大臣近衛忠煕
（このえただひろ）
の養女となり、その11月
いた1916年8月3日の早朝、
手元にあった新聞を何気
に第13代徳川将軍家定
（いえさだ）
に嫁入りし、その継室と
なく開いて記事を発見した際であったと言われていま
なりました。
将軍徳川家定は生まれつき病弱で将軍職を担
す。方子は大変ショックを受けましたが、
父梨本宮守
える健康状態ではなかったと言われており、
篤姫の前に二
正王から正式に婚約を告げられた時には、
「よくわか
人の正室がいましたがいずれも早世し、
子供をも
うけること
りました。大変なお役だと思いますが、
ご両親のお考
はありませんでした。
徳川将軍家が、
なぜ日本の最果ての
えのように努力してみます」と答えたと言われていま
外様大名である薩摩藩から、
しかも島津の分家出身で家格
す。
の低い嫁をわざわざ迎えたかという原因については、諸説
さて、この結婚がどのような背景で行われたかを知
がありますが、
家定の祖父、第11代将軍の徳川家斉（いえ
るためには、
当時の李氏朝鮮の状況をまずご説明する
なり）
が、島津藩からの嫁広大院
（こうだいいん）を持ち、
必要がありそうです。
子沢山で、オットセイ将軍と呼ばれていたことにあやかろ
うとしていたのではないかとの説があります。島津藩にして
李氏朝鮮は、1392年、高麗の武将であった李成桂が
も、徳川家斉の岳父島津重豪（しまずしげひで）が娘の広
反乱を起こし、明の洪武帝に朝鮮という名前をつけて
大院が11代徳川将軍家斉の嫁であることを利用して江戸
もらってできた王朝で、その成立時から、明の冊封国で
で絶大な権勢を振るったことから、徳川将軍家への影響力
した。冊封国というのは、親分である宗主国に対して
を回復する下心があったと考えられます。ところが、せっかく
朝貢、すなわち貢物をする代わりに家来として認めても
薩摩から健康な嫁をもらったのにも関わらず、家定の病弱
らい、軍事や外交においては宗主国に依存するという
気質は回復せず、家定に執政能力がなかったため、将軍に
関係にある国のことです。そのため、首都漢城（現在の
代わって老中阿部正弘（あべまさひろ）が、徳川家の執政
ソウル）の北西部には、迎恩門という明の使者を迎える
を行うことになりました。1853年開港を求めてペリーが来
立派な門が造られ、そのそばには慕華舘（ぼかかん,文
航するなど、日本にとって重要な時期に、執政能力を欠い
字通りChinaを慕う館）という、迎賓館が建てられ、明
た将軍が政権についていたことが日本の不幸の一因だった
からの使者が到着するたびに李氏朝鮮国王は、そこま
と考えられます。結婚後わずか1年9ヶ月で子供がないまま
で出かけて、三跪九叩頭（さんききゅうこうとう：三回
1858年家定は急死し、篤姫は、22歳の若さで未亡人とな
地面に跪いて九回額を地面に打ち付けてお辞儀をする
り、当時の習慣に従って出家し、天璋院（てんしょういん）
こと、臣下の礼）をすることがしきたりになっていまし
と名乗り大奥に勢力を築きます。家定の死後、その後継を
た。ところが、その後、北方の女真族の太祖ヌルハチが
めぐり、一橋慶喜（ひとつばしよしのぶ）を推す薩摩の島津
1616年満洲を統一し、後金という国を建国し、それをつ
斉彬（なりあきら）や水戸藩の徳川斉昭（なりあき、一橋慶
いだ息子の太宗ホンタイジが国名を清と変え、北から
喜の実父）と、近江彦根藩出身の大老井伊直弼（いいなお
漢城に攻め込み、1637年、16代李氏朝鮮国王仁祖に
すけ）の推す紀州藩の徳川慶福（よしとみ）
（のちの将軍徳
三跪九叩頭をさせ、今後は明ではなく清が宗主国であ
川家茂（いえもち））の激しい争いとなりましたが、結局大
ることを誓わせ、その印に、ソウルに大清皇帝功徳碑と
老井伊直弼が押し切り、徳川家茂が第14代将軍に就任し
いう碑を建てさせました。その後、清は、1644年、明が
ました。ところが、この将軍後継問題の混乱に加えて、朝廷
李自成反乱軍によって滅ぶと、賊軍を打つという名目
が水戸藩に幕政改革を求めて直接密勅を下した戊午の密
で万里の長城を南に超えて北京に入り、明に替わって
勅問題が明らかとなり、これを知って危機感を募らせた大
老井伊直弼は、1858年、安政の大獄に踏み切り、全国で
一斉に、反徳川、反井伊直弼派の一斉検挙、処罰を行い
ました。ところが、この安政の大獄には批判の声が高まり、
1859年には桜田門外ノ変が起こり、水戸脱藩志士たちに大
老井伊直弼は殺害されてしまいます。こうした情勢を見て、
徳川幕府は失墜した幕府の権威を復活させるため、朝廷か
ら嫁を迎えて、朝廷との融和を図り、公武一体を内外に示

に降嫁し、
大奥へ入ることとなり、篤姫と和宮は10歳しか
年まで万里の長城の南北にまたがって大清帝国という

の資格のまま家茂に降嫁したため、和宮の方が遥かに身分
李氏朝鮮の国内社会は、両班制度という厳しい身分
が上となりますが、儒教に基づく徳川時代の家制度の下で
制度のもとで硬直腐敗した社会でした。支配階級であ
は、嫁は姑に絶対服従しなければなりません。また、朝廷
る両班たちは、働くことや体を使うことを卑しみ、金が
で皇女として育った和宮と、武家育ちの篤姫とでは、育ちも
なくなると、富裕な農家などに手下を派遣して、難癖を
考え方も全く違っていたと思われます。こうして、当初、和宮
つけ、身代金を要求し、金を出すまで、梁に逆さ吊りを
は、江戸での生活にうまく馴染めなかったようですが、幸い
したり、拷問をしたりして金を出させました。法律はな
和宮は同い年の夫家茂とは相性が良く、夫婦仲も良かった
く、地方の役人は、小金を持っている人を見つけると難
と言われ、10歳年上の篤姫と和宮の関係も改善してゆきま
癖をつけては金をむしり取るのが常でした。このような
す。ところが、1866年、第２次長州征伐に出かけた家茂が
社会の中で、李氏朝鮮国王は、対立抗争を繰り返す有
大阪城で急死して帰らぬ人となり、次に将軍となった一橋
力な両班一族の支配のための道具と化してゆき、実際
慶喜は、大政を奉還してしまい、1868年鳥羽・伏見の戦い
の権限は、勢道家と呼ばれる国王妃の父親となった両
が始まり、それに続く戊辰戦争では、和宮の許嫁であった
班一族に握られていました。
有栖川熾仁（ありすがわのみや たるひと）親王を大将とす
る東征軍が、
箱根の山を越えて、江戸に攻め入る構えを見
このような時に登場したのが野心家の興宣大院君
せました。
ここで、
篤姫と和宮は協力して、
徳川の救済と慶
（こうせんたいいんくん1820−1898）
でした。
李垠（り

喜の助命に尽力しました。
決戦を主張する徳川軍勢を説得
ぎん）の祖父、方子（まさこ）
の義祖父にあたります。
し
て、
和平こそが徳川への忠義であると
して、江戸城の無血
本名は李昰応（イ・ハウン）。16代仁祖の8代目の子孫
開城を成功させました。
篤姫は、
度々の薩摩からの誘いを
で、先に述べたような理由で、
朝鮮では、
王族であるこ
断って、
嫁入り後は徳川家の人間と
して、一度も薩摩の地に
とがわかると、有力な両班たちに取り込まれるか殺さ

足を踏み入れることはなかったと言われています。
明治維新
れるかのどちらかの運命であったので、李昰応は、
な
後は、
新政府からの資金援助は一切受け取らず、
自分の身
るべく目立たぬよう、ソウル市内で、市井のごろつき、
銭を切って、
もと大奥関係者の就職、縁組に奔走したといい
酔っ払いであるように振る舞いながら、
機会を狙って
ます。
そのため死後に確認された所持金はたった３円
（現
いました。1864年、25代哲宗が子供を残さず死ぬと、
在の6万円ほど）
だったと言われています。1877年和宮が
李昰応はすかさず次期国王の命名権を持っていた大
脚気
（かっけ）
治療のため箱根に療養に出かけたときは、
王大妃に取り入り、自分の次男当時11歳の李命福（イ

見舞いのため箱根に出かけました。
これが篤姫にとって嫁
ミョンフク）を第26代李氏朝鮮国王高宗に指名しても
入り後最初で最後に江戸を離れた機会だったといいます。
らうことに成功します。次期国王として、王宮から迎え
1883年、
徳川宗家で脳溢血で死亡しました。
享年47歳。
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
次は皇女和宮親子（かずのみやちかこ）
の話です。 と
国王の父となった李昰応は、
大院君(王様のお父様）
名乗り、国政の実権を握り、摂政として、偏狭な儒教主
和宮は1846年、第120代仁孝天皇(1800−1846)とその
義に基づいた独裁政治を始めます。キリスト教を弾圧
側室橋本経子の間に生まれました。和宮の生誕時、父仁
し、鎖国攘夷を実行し、日本に関しては、小中華主義の
孝天皇はすでに崩御していました。仁孝天皇の死に伴い母
立場から、
「日本夷狄（いてき）に化す。禽獣（きんじゅ
は落飾し、勅命により、和宮は実家である橋本邸で育てら
う）と何ぞ別たん。我が国人にして日本人と交わるもの
れることになりました。この当時、禁中及び公家の生活はど
は死刑に処せん」という布告を出しました。つまり、日
こも苦しく、橋本家は朝廷から受け取る養育費では皇女の
本人は人間以下の、獣（けだもの）であると宣言したの
体面を維持するには十分でなく幼少時の和宮の衣装は大
です。こうして、最初のうち飛ぶ鳥を落とす勢いであっ
半が仕立て直しのものだったと言われています。その頃の
た大院君が致命的なミスを犯します。1866年、13歳に
天皇及び公家の生活は徳川家康が1615年制定した公家
なった息子の嫁として、幼くして両親をなくし、孤児と
諸法度（くげしょはっと）によって住居や職業（内職）、衣
なっていた閔玆暎（ミン・チャヨン、閔妃・ビンひ）とい
服から日常生活に至るまで、厳密に規制されていました。
う娘を選んだことです。閔玆暎は、その後大院君の生
皇女和宮は、第121代孝明天皇とは異母兄妹でした。1851
涯の敵として、1895年、殺されるまで、大院君と血で血
年、5歳の時、有栖川熾仁親王と婚約しました。しかし、井
を洗う家内闘争を続けました。閔妃の夫で国王の高宗
伊直弼による安政の大獄と桜田門外ノ変を受けて、1860
は、もともと政治には興味がなく、11歳で国王となって
年、老中安藤信正と久世広周は、公武融和の雰囲気を促
以来、酒色に溺れ、後宮で過ごすことを好み、閔妃との
進するため、第14代徳川家将軍家茂（いえもち）の嫁とし
婚姻の夜も、お気に入りの側室の部屋で過ごし、閔妃
て皇女和宮を迎える策を朝廷に打診しました。これに対し
の部屋には近づかなかったと言われています。無学で
孝明天皇は、１. 和宮にはすでに熾仁親王との婚約が成立
王としてのしつけや学問、教育を受けていなかった高
している、2. 先帝の娘であり、異腹の妹である和宮の進退
宗は政治的には無能で、酒色を好み、父親の大院君や
は天皇の意志のままにはできない。3. 年少の和宮が、異人
妻の閔妃が存命中は、その時々、権力を持った方の言
のいる関東へ行くことを嫌がっている、ことを理由に内願を
うままに任せていました。高宗は、記録に残っているだ
却下しました。しかし、京都所司代の酒井忠義は再考を願
けでも約14人の妻および側室を持ち、合計6人の息子
い出、孝明天皇は、侍従岩倉具視（いわくらともみ）の進言

降嫁を認める”との勅令を下しましたが、
和宮は縁組を固辞
作りました。成人した子供のうち、正室閔妃との間に生
辞退するならば、
前年に（自分に）生まれた皇女寿万宮を
間にできた子でした。

代わりに降嫁させる、2. 幕府がこれを承知しなければ、自
閔妃（びんひ、1851−1895）は、1866年、15歳の時一
分は責任をとって譲位し、和宮も林丘寺に入れて尼とする、
歳年下の国王高宗と結婚、高宗との間に、のちの純宗
との決意を示しました。ついに和宮は折れ、降嫁に同意し
が産まれるまでに3回妊娠し、1回は流産、２回は出産
ました。翌1861年、東海道は過激派による妨害の可能性
後すぐ死亡と、子供に恵まれず、舅の大院君から、健
があり、また雨による川止めの危険もあるとして、中山道を
康な男子の世継ぎを産めない嫁だと罵られていまし
通って、総勢3万人の行列が江戸へ向かいました。行列の
た。
（閔妃は高宗との間に生涯合計５児を妊娠しまし
長さは50kmに及び、御輿の警護には12藩、沿道の警備に
たが、次男坧（ちょく、後の純宗）を除いて、いずれも
は29藩が動員されました。この様子は明治の文豪島崎藤
１歳を迎える前に夭折しています。）そうこうするうち、
村の小説「夜明け前」に克明に描かれています。1862年、
1868年高宗と側室の李順娥（りじゅんが）との間に
江戸城内で同い年16歳同士の和宮と家茂夫婦の婚礼が
長子完和君（かんわくん）が産まれました。これを大
行われましたが、和宮は内親王の地位で降嫁したため、和
変喜んだ大院君は、完和君を世継ぎとしますが、高宗
宮が上座であり、家茂は下座でした。その後京都では、各
の妻の閔妃は、これを認めず、大院君との壮絶な家内
地から尊王攘夷を唱える志士たちが集まる事態となり、治
闘争を始めます。1873年、閔妃は高宗が成人するや、
安が悪化したため、朝廷は薩摩藩の島津久光に命じて上
大院君を摂政の地位から失脚させて実権を握ります。
洛して市中の警備をするよう依頼しました。これに応えて、
1874年、４度目の妊娠で次男坧（ちょく、後の純宗）
久光は武装上洛し、1. 将軍が諸大名を率いて上洛し、国
を出産すると、
自分の親戚閔氏一族の力を借り、国費
事を議する、
2. 沿海５大藩の藩主を大老に任じて国政に
を乱用して王宮内で呪術儀式を毎日のように行い、
清
参加させる、3. 一橋慶喜を将軍後見職に、松平春嶽を政

に巨額の賄賂を送り、自分の息子坧（ちょく）
を世太子
事総裁職に任じ将軍の補佐にあたらせる、
の提案を行い、
（世継ぎ）
と認定してもら
うことに成功しました。
1880
孝明天皇はこれを承認したため、久光はそのまま300名の

年、閔妃の息子坧の対抗馬完和君は12歳で殺害され
武装した薩摩兵を率いて江戸に向かい、
これを徳川幕府に
ます。
大院君は、
閔妃の義兄で最大の後援者であった
呑ませることに成功しました。この頃、公武合体派の岩倉
閔升鎬(ミン・
スンホ）
を1874年閔の自宅で爆殺し、
こ
具視
（いわくらともみ）
は朝廷内で勢力を失い、
落飾しまし
れに対抗して閔妃は、
翌年11月大院君の兄興寅君の家
た。10月、朝廷は幕府に対し、破約攘夷の実行を迫る勅使

を襲撃させる事件を起こしました。
1882年には、大院
を江戸に送り、
家茂は、“攘夷実行について説明するため
君が裏で指揮をする壬午軍乱が発生し、
閔妃は王宮で
上洛する”との答えを出さざるを得ませんでした。
1863年、
襲われましたが、辛うじて身代わりをたててそれを殺さ
家茂は約束通り上洛し、
賀茂神社への行幸には同行しま
せ、
自らは侍女に変装して王宮から脱出することに成
したが、石清水八幡宮への行幸には風邪を口実として、同

功しました。大院君は、
閔妃を殺すことに成功したと
行しませんでした。
しかし、“5月10日をもって攘夷を決行す
勘違いし、
閔妃の国葬を公布して催し、
国政を握り、閔
る”との約束は、せざるを得ませんでした。6月16日、家茂は
妃が進めてきた政策を全て反故にします。一方、閔妃
海路で江戸に帰りました。1863年、8月18日の政変で長州
は忠清道の隠れ家から当時朝鮮総督をしていた清の
藩勢力が朝廷から一掃されると、天皇は再び、家茂に上洛
袁世凱（えん せいがい）に訴え、大院君を逮捕させて
を命じ、家茂はこれに応えて、海路12月27日江戸を出て、
北京に幽閉させます。大院君の追放に成功した閔妃は
5ヶ月間、関西に留まりました。この時は幕府を目の敵にす
ソウルに戻りますが、1884年、開化派の金玉均が指導
る長州勢は京都から一掃されていたため、家茂の京都での
する朝鮮近代化を目指すクーデターが起きると、開化
居心地は良かったものと思われます。1864年7月、禁門の
派の政策項目の中に、大院君を北京から連れ戻すとの
変が起こり、家茂は長州征伐の命を下します。長州藩は事
項目があったことなどから、これに反対し、またもや袁
変の責任者を処分し、藩主親子は恭順の意を表して事態
世凱の力で、このクーデターを押し潰し、首謀者金玉均
は一旦収束しました。しかし12月15日、高杉晋作による功
（きんぎょくきん）
を
山寺挙兵が起こ
り、長州藩内で尊攘派が再び政権を握っ
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

天璋院篤姫

ウィキペディア

皇女和宮

ウィキペディア

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
たため、
家茂は自ら指揮をとって長州征伐に乗り出すこと
君を追い落とし、
政権を再び奪い返します。
これに不
になりました（第2次長州征伐）
。1865年5月16日、
家茂は

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
や公家の岩倉具視などの陰謀により、
慶喜を除いた小御
た。
李堈
（イ
・
ガン）
の長男李健
（イ
・ケン）
は日本学習
所会議で徳川の御領地返上が議決されてしまいます。
慶

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
徳川家の墓所に葬られました。
家茂は歴代徳川将軍の中
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、
その後、
では珍しく、側室をおかず、妻和宮との一夫一婦の仲睦ま

事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
また二人の今生の別れとなりました。
1865年9月、米、英、
平民とすることを宣言します。
しかし、
その後事実が明
仏、蘭の軍艦が通商条約の勅許と兵庫開港を求めて兵庫

軍中将で終戦を迎え、
日本国籍を取得、
桃山虔一と名
戸城に帰り、
恭順の意を示した慶喜は、
徳川１
５代将軍の
前を変え、
佳子と離婚、
その後平民女性と再婚、
クラ
中でただ一人、将軍在職中に江戸城に一度も足を踏み入れ

有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
蔵野の露と消ゆとも”と詠み、
また1866年、家茂が長州征
て営業目的で使われるようになりました。
1931年には
伐に出かける際、凱旋の土産は何が良いかと聞かれて、
西

満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、
つ
大奥対面所で和宮の見送りを受けた後、
品川から海路大
いに、
1895年10月、
閔妃殺害に成功し、
閔妃の死亡の
阪へ向かいました。これが家茂にとっては３度目の上洛で、

らかになり、大院君は、その罪を問われて、
自宅に幽閉
浦に集結し幕府を威嚇したため、
幕府の奏請を受けた孝
され、
死亡します。
明天皇は条約を勅許しました。これを聞いた和宮は、“攘夷
を条件として降嫁したのに、条約が勅許されたのではその
国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
甲斐がない”といったと言われています。1865年、母橋本
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
経子が病死します。夫家茂は病に倒れ、1866年7月、20歳
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
で大阪城で病死しました。12月25日、孝明天皇が崩御し、
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
和宮は一年余の間に、母、夫、兄を失うこととなりました。
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
5年間の結婚生活でした。子供はありませんでした。20歳
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
で未亡人となった和宮は落飾し、号を静寛院宮と改めまし
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
た。1867年1月9日、明治天皇が践祚（せんそ）します。徳川
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
家茂の死後形の上では和宮の養子となり第15代徳川征夷
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
大将軍となった慶喜（よしのぶ）は、1867年大政奉還を行
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
いますが、徳川幕府の存続を敵視する薩摩藩の西郷隆盛
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな

院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
喜は戦を避けるため大阪城に退去しますが、
薩摩藩の挑
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。
李健は陸
発によって始まった鳥羽伏見の戦いに敗れ、密かに船で江

シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
たことのない将軍となりました。
徳川宗家の当主ではありま
長などを務めた後、
1990年に死亡しました。
李堈（イ・
したが、将軍ではなくなった慶喜は第13代将軍徳川家定

ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
未亡人天璋院篤姫の仲介で第14代将軍徳川家茂未亡人
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
和宮に会い、
和宮に官軍との和解の仲介を依頼しました。
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
和宮は京都へ嘆願の使者を送りました。
東征軍が箱根を
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、
翌日死
越え、江戸への総攻撃の構えを見せると、和宮は血気には

亡しました。李うのお付きの兵士は日本人
でしたが、そ
やる徳川軍勢に対し
て恭順こそが徳川への忠誠となると説
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、
その死の責任
き、
江戸無血開城に尽力しました。維新後、
1869年、和宮
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、
ソウルで行われま
は東海道を西に下り、
京都聖護院に入り、
明治天皇と対面
した。
日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
しました。1874年、東京に戻り麻布の元八戸藩主の屋敷

二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
じい夫婦生活を楽しんだと言われています。
家茂上洛中の
みました。
ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
1863年、和宮は“惜しましな君と民とのためならば身は武

第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。
李垠は、その後
陣織を所望したと言われています。
しかし家茂は大阪城で
日本陸軍の中で昇進を続け、
1940年陸軍中将、
1941年
死んでしまい、形見として西陣織が和宮に届けられました

には陸軍第51師団長、
1943年第一航空軍司令官など
が、
“空蝉（うつせみ）の唐織衣
（からおりころも）何かせん
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。
1945年、
綾（あや）も錦（にしき）も君ありてこそ”との和歌を添え、
そ

日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
の西陣織を増上寺に奉納し、
それはのちに追善供養の際、
および朝鮮皇族の地位を、
天皇とその三人の弟を除い
袈裟として仕立てられました。これは空蝉の袈裟
（うつせみ
て全て剥奪しました。
方子はそれ以降朝鮮名の李方子
のけさ）
として現在まで伝わっています。
（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
幕末の激動の時代、第13代徳川将軍家定の継室となった
領となった李承晩（イスンマン、
りしょうばん）は李朝の
薩摩藩出身の侍の娘篤姫と、
第14代将軍家茂の正室となっ
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
直系子孫である李垠を警戒し、
韓国への入国を認めま
に居住するようになりました。1887年、脚気（かっけ）治療
た皇女和宮、10歳の歳の差と、侍の娘と皇室のお姫様という
といわれています。
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
のため箱根に転地療養しましたが、
同年脚気の悪化により
身分差を超えて友情を育み、
徳川家存亡の危機に際して力
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、
ウ
死亡。享年31歳。和宮の希望で、夫の家茂と同じ増上寺の
を合わせて徳川家を救ったうら若き2人の女性たち、
どっこ
長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
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
い、
幕末の女性たちのパワーには目を見張らせられます
。
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
安倍元総理暗殺を悼む：
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
年後、東京で生まれましたが、元々は、山口県熊毛郡田布施町の酒造家、佐藤秀助の曾孫
本年7月8日、奈良県近鉄西大寺駅前で、安倍元総理(1954−2022)は、
自民党候補の
1895年殺害され、
高宗が1896年2月ロシア公使館に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
選挙応援演説中に、
背後から近づいてきた男に暗殺されました。
今年は、安倍元総理の故
で、昭和の大宰相岸信介を祖父に、佐藤栄作を大叔父にする政治家一家の出身です。佐
逃げ込むと、
母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
せることになるため、
これを容認することはできず、
つ
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
郷の大先輩、明治の大宰相伊藤博文(1841−1909)がハルビン駅頭で朝鮮人テロリストに
藤家のある田布施町から、
入り、そこで李垠を懐妊しました。
李垠は翌1897年誕 伊藤博文の生まれた束荷村までは、一山越えるだけの11キロの
いに日露戦争となりました。
日露戦争中は、多くの朝鮮
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
暗殺されてから113年目にあたります。
伊藤博文元総理は享年68歳、
安倍晋三元総理は享
隣村でした。
安倍元総理は、明治の初代総理大臣伊藤博文を継ぐ、平成及び令和の日本
生しました。
母43歳の時の出産でした。
23歳年上の異
人が日本軍を支持し、
特に一進会という組織は、
日本
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
年67歳でした。
国内閣総理大臣として、
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、
20歳年上の異母兄李日本の安定政権の指導者として、世界の指導者たち、アメリカの
軍の北進を支持する為、
鉄道建設に15万人、軍需品の
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
オバマ大統領およびトランプ大統領、
ロシアのプーチン大統領、中国の習近平主席、インド
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、
李垠
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
伊藤博文は周防国熊毛郡束荷村（つかりそん、現在の山口県光市束荷村）の貧しい百姓
のモデイ首相、
韓国の元大統領朴槿恵など、
今日の世界の指導者たちと１対１で話のでき
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
ランチアを提供しました。
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
林十蔵の長男、林利介（はやしりすけ）として生まれました。その後吉田松陰の松下村塾で
る、数少ない政治家の一人でした。
安倍元総理と伊藤元総理の間には故郷が近いというだ
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。
1919年、
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
学び、さらにイギリスやアメリカ、
ヨーロッパに留学し、明治天皇の絶対的な信頼を受けて、
日露戦争の勝利後、
1910年、大韓帝国と大日本帝国
けでなく多くの共通点がありました。
二人とも複雑な国際政治の中で、先見の明を持ち、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
明治日本の重鎮として、
大日本帝国憲法を制定し、
初代内閣総理大臣となり、ロシアと清と
は合邦しました。
その際、大韓帝国皇族のうち、
高宗、
地球を俯瞰する外交が得意でした。伊藤公は日本に初めて近代憲法を制定し、一方、安倍
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
東亜の小国であった日本を近代国家として世界
純宗、いう二つの大国と正々堂々と渡り合って、
純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
元首相は、
マッカーサーによって押し付けられた日本国憲法を改正し、
歪んだ歴史観を正
たため1年間の喪に服し、1920年、
結婚しました。
方子
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
史の舞台に登場させた明治の大宰相でした。
貧農の家に生まれた伊藤少年は、英語を学
となり、
その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
し、日本を当たり前の主権国家にするための努力を積み重ねて来られましたが、
志半ばに
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています
。
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
び、経済を学び、欧州の法律や行政制度を学んで、
明治の日本の卓越した指導者となりま
本国政府から受けました。
高宗は1919年死亡、その息
凶弾によって倒れられました。
ご冥福をお祈りします。
あなたは星となられました。
今後、空
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
したが、テロリストにより、惜しくもその命をたたれました。
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、
純宗 安倍元総理は伊藤公の死亡45
高くから、日本および世界の行末を見守り、
行く道を指し示してくださることと思います。
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、
これは
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
著者注: 脚気（かっけ）：第二次大戦前の日本で、結核と共に国民病といわれた。
現在では、ビタミンB1欠乏症によって起きる心不全と末梢神 日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま 江戸患い
経障害であることが判明している。地方で粗食をしていた人々が、江戸や大阪で精製された白米を食べるようになることで起きたため、
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
とか、大阪腫とかいわれた。治療としては、玄米や蕎麦、洋食など、ビタミンB1を多く
含む食事を摂ることにより、寛解する。1950年代に武田製
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。
晋は毒
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ており、
第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、
薬から発売されたアリナミンは、
日本での脚気の予防及び治療に貢献したとされている。
日本陸軍軍監で陸軍における食事や医療政策の総責
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
任者であった森鴎外らは、白米原因説を拒否し続け、陸軍兵士に白米を食べさせ続けたため、日本海軍に比べて、陸軍兵士の間に脚気患者及
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
び脚気による死亡者を多く出した。日本の内科診療で、膝蓋腱反射を検査するのが欠かせなかったのは、この脚気を診察するためであった。日

女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と

本での脚気死亡者は1923年の26,796人をピークとして、1950年代まで年間1万人から2万人の死者があった。アルコール多飲や、白米やジャン
なっています。
クフードなどのみを食べ続けるとビタミンB1欠乏により、現代でも脚気症状が起きることがあり、注意が必要である。
著者注２: 周防国熊毛郡の山の中の水呑百姓の息子林利介（のちの伊藤博文）の生涯については、伊藤之雄の「伊藤博文、近代日本を創っ
た男」講談社学術文庫 2015年出版、に詳しい。

山口県光市束荷村 伊藤公産湯の井戸

（三田渡碑）

お酒をKang Byeong Kee
飲めるように
なりました！

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。
ソウルにある大清皇帝功徳碑

iac T
rail

N

(CC BY 3.0)

伊藤博文と李垠（当時10歳）

( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

www.sushidenonline.com

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

Seoul Unisex Hair Salon

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

ファーミントンより

ノバイに New Open!

ヘア以外にも ♢ スキンケア、眉マイクロブレーディング
李垠（左）と方子
♢ 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

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）

24263 Novi Rd. Novi, MI

N.

Novi Rd
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)
月曜-土曜 : 9:00am ~ 8:00pm
または、
Tel
10 Mile Rd
日曜 :
10:00am ~ 7:00pm
写真出典元：ウィキペディア

< Hour >

. 248-553-2345
248-773-2281
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Vol. 13 ：小児の歯の問題について

Dr. K
み

＊＊＊

＜今月の質問＞
うちの子は10か月になりますが、まだ歯が生え
てきません。ネットで調べると、普通は半年頃に
は歯が生えてくると書いています。大丈夫でしょ
うか？歯医者に行った方が良いでしょうか？
＊＊＊

私は歯 科医ではありませんが、結 論から申し上
げると、まず心配ないでしょう。乳幼児期の歯の生
える時期には教科書には生後3-9か月頃で、乳歯20
本が全て生えそろうのは3歳頃と言われてはいます
が、実際はかなり個人差が大きいです。小児科医が
乳児健診で尋ねられるよくある質問のひとつです。
ちなみに、私の次 男に最初の乳歯が生えてきたの
は、1歳の誕生日の3日前でした。
乳歯の生える順番には一定の法 則があり、基 本
的には「前歯から奥歯」の順番で生えてきます。ほ
とんどの場 合、最初に下の前 歯、その次に上の前
歯、そして生えている前歯の両隣と生えてきます。た
だし、お子さんによっては上下の順番が逆になるこ
とは珍しくありません。
私が乳歯の生え方について相談を受けた場合に
は、以下の場合には小児歯科医への受診を推奨して
います。
① １歳を過ぎても乳歯が全く生えてこない
場合。
② 最後に生えてくるはずの奥歯が、前歯より
も先に生えてきた場合。
③ 全く生えてこない歯がある場合。
④ 逆に、生まれた時にもう歯が生えている場
合、もしくは生後2か月以内に歯が生えてき
た場合(魔歯）

④のように、歯が生えるのが早すぎる場合(魔歯)
にも注意が必要です。魔歯とは通常より早く形成さ
れる歯です。歯のエナメル質が完全ではなく、茶色

◆

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。

なさん、ミシガンの夏を楽しんでいますか？
この連載が2021年8月号から始まり、おか
げさまで早くも１周年を無事に迎えることができま
した。今月の質問はノバイ在住の「ラーメンスープ」
さんです

		

筆者プロフィール：

がかった色をしています。また、歯根も未熟でもろ
く、ぐらぐらして自然に抜けやすいです。魔歯の原因
はよくわかっていません。放置しても問題がないこ
とがほとんどですが、授乳中にお母さんの乳首を傷
つけることがあるので、小児歯科医への受診を私は
勧めています。
ラーメンスープさんのお子さんに歯が生えてくる
のはおそらくもう少しの辛抱です。まだ焦らずに様
子をみてはいかがでしょうか。なお、乳歯が生えて
くる頃に、お子さんがむずかって泣いて、よく眠らな
かったり、よだれの量が増えて、おもちゃなどをずっ
と噛み続けたりする様子がみられます。そのような
時には「歯固め」を与えてあげると良いでしょう。
歯固めは英語では “teether (ティーザー)”と言いま
す。歯固めはミシガンの様々なお店で簡単に手に入
ります。破損したり、部品がとれたりするようなもの
は適しません。また小さすぎるものを赤ちゃんに持
たせると誤飲の恐れがあります。むずかっているお
子さんも歯固めを咥えさせると多少落ち着きます。
歯ぐきをマッサージして、ひんやりしたものを咥えさ
せるのも有効です。時にはアセトアミノフェンやイ
ブプロフェンも効果があります。しかし、ティーシン
グジェル（乳児の歯ぐきに塗るジェル）は使用を避
けたほうが良いでしょう。ティーシングジェルはど
この薬局でも簡単に手に入る薬剤ですが、アメリカ
食品医薬品局（Food and Drug Administration：
FDA)は乳児への使 用を推 奨していません。ティー
シングジェルが痛みを緩和する効果ははっきりして
おらず、まれにメトヘモグロビン血症と呼ばれる重
篤な病態を引き起こすアミノ安息香酸エチルを含ん
でいることがあります。
「歯が生えてくると発熱する」という話を聞いた
ことはありませんか？ ちょうど歯が生えてくる時期
と赤ちゃんに知恵がついてくる頃が同じ頃であり、
「知恵熱」と昔から呼ばれてきました。最近では、
「頭を使いすぎると知恵熱が出る」とも言われます
が、その使い方は間違いです。実は歯が生えてくるこ
とと発熱の関連については、医学的には否定的な意
見が多く、私自身は歯が生えても熱は出ないと考え
ています。ちょうど歯が生えてくる生後6-7か月頃に
母親からの免疫がなくなってきて、風邪にかかりや
すくなって熱を出すことが多いため、昔の人は歯の
せいだと考えたのでしょう。

ところで、ラーメンスープさんのお子さんは百日祝
い(ももかいわい)で「お食い初め」をされましたか？
お食い初めでは赤ちゃんに丈夫な歯が生えるよう
に願いを込めて「歯固め」の儀式を行います。一般
的には、この歯固めの儀式では角のない丸い小 石
を使用します。歯固めの石に箸をちょんちょんとつ
けて、その箸を「石のように丈夫は歯が育ちますよ
うに」と願いをかけて、こどもの歯にあててあげま
す。歯固めの石は、地方によっては食べ物で代用し
ます。私の家では妻が関西の出身なので、息子たち
には「タコ」を使用しました。関西では「固いタコで
も噛めるような丈夫な歯に恵まれますように」とい
う意味と、
「多幸(たこう)な人生を送れますように」
という意味を込めて、タコを使用します。おかげさ
まで、1歳近くまで歯が1本も生えてこなかった次男
も、今は無事に丈夫な歯が生えそろいました。みな
さまの地 域では歯固めに何を使 用しましたか？
歯は一生のパートナーです。大事に育んであげたい
ですね。
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。

Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆

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

メール本文： お名前と質問したい内容をご記入ください。質問が採用された当選者は紙面で質問と一緒にお名前を発

表します。匿名希望の方は「匿名希望」
「イニシャル」
「ペンネーム」のいずれかを記入してください。採用された方に
は、アマゾンのeGift Cardをメールでプレゼントいたします。
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CLASSIFIED ADS.
サービス

求人

団体・グループ

■ 社員募集

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■ホワイト・パイン男声合唱団 団員募集

■ 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、まりこまたはスーまで日
本語でお問い合わせください。リンガ・サイエ
ンス
または (734) 930-1553

1998年から活動しています。NYカーネギー・
ホールでも合唱しました。家族、仲間との交流
も大切にしています。

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
連絡先：michi-info@sundai-kaigai.jp

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
気軽にご相談ください。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

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

Japan News Club公式サイト

問い合わせ：info@wpgc-mi.com

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

クラス・稽古
■ 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
		
............................................................................................

............................................................................................
■ 歯科衛生士募集
一緒に楽しく働ける方募集です。
詳細は高田歯科までご連絡ください。
問い合わせ電話番号：
248-449-4970
履歴書送り先：
DrTakada@TakadaDentalClinic.com

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

ウェブサイトより
バックナンバーもご覧ください
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
□ 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。

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
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ブリューワリー

閑静な通りの知られざるデトロイトのブリューワリー
デトロイトのイメージを変えてくれるよ

うなBrewery―。車をブリューワリーのす

ぐ前に停め店に入る。通りを挟んで木々を

眺め、蝉時雨を聞きながら屋外の椅子に
腰かけ、会話やビールを楽しむ―。ダウン

タウンの喧騒から５分ほどしか離れてい
ないベルアイル近くのIslandview地域にあ

るBrewery Faisanは隠れ場的なところだ。
オーナーはカップルのPaul とRachel。

「“Faisan” というネーミングは、デトロイト
のマスコット的な鳥、キジにちなんだ」とい
う。デトロイトの空き地のあちこちでキジが

見られること、町が反映していた時のフレン

チスタイルの建物が今でも残っていること、
などデトロイトを意識したもの。オーナー
のPaulは「もっとみんなにデトロイトを探索

してもらいたい」と気さくに話してくれた。

度近くまで上がり、通りに面し

（ABV. 6％）は黒のボディーにパッション

腰かけ、木々の緑を眺めなが

IPAだ。2000年代から2018年ごろまで人気

だった。グループで訪れる人も

Catcher（ABV. 6％）はコーヒー風味のダー

楽しめる場所であるようだ。

なのど越し。店内はデトロイトの自動車産

てが順風満帆ではなかった。

したもの。高い天井、9,000 Sq.ft.の広々と

ことから、何か町のためにし

ルだが、Sympathy for the Abyss - Black IPA

て設置されているチェアーに

フルーツのヒントと甘さがあるユニークな

らビールを飲むには絶好の日

のあったWest Coast Styleのビール。Spy

多く、コミュニティーにとっては

業を反映した、工業建物をリノベーション

したオープンスペースが居心地よい。モスグ
リーンを基調にした壁のペイントは「Wellthought color」とPaulが言うように、フロ

アー全体からにじみ出るセンスの良さが光

文＆写真

by ヤマトノオロチ

る。訪れた日は初夏、気温が30

ベルギースタイルがフラッグシップビー

クラガー。夏の暑い日にぴったりのスムーズ

Brewery Faisan - Detroit, MI

（左）Black IPA (右）Double IPA
（下左）
ブリューワリーの正面
（下右）
ユニークなラベル

そんなBrewery Faisanは全

ホームブリューを楽しんでいた

たいと思いブリューワリーを始
めよう、と構想を立ててから９
年。このデトロイトのあちらこ

ちらにある空き地に目を留め、

ここを購入。だが、2019年10月
のオープン直後に起きたコロナの流行。その
逆境を機会に変えた。
「コミュニティーのた

めのTaproomとしての存在、小売り先との関
係を築くことができた」とPaulは語った。

Wayne State Universit yで建 築とデ

ど で見 か け た 人もい るだろう。緩 や か
に 、そしてさらに 成 長し 続 け て い る 。

今 後 の目 標 は 、町 に受 け入れら れる

Taproom。BYOF(Bring Your Own Food)な

ので、気軽に食べ物の持ち込みができる。

ザインを学んだR a ch e lが 作る缶のラベ

ル は 、建 物 や 家 を モ チ ーフにした 絵 柄
で「クリーンなデザイン」。To t a l W i n e

& More（Novi等にある大 型小売店）な

Brewery Faisan
1087 Beaufait St, Detroit, MI 48207
https://breweryfaisan.com/

店内（左）
と、目前に広がる木々
（右）

明治安田生命子会社

アメリカにいるメリット、
活かせていますか？

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。

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

•米国のビザでも加入できるの？

Motoo Yamakura

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

4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

◆ 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

山蔵元郎

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

•帰国しても保険は続けられるの？

• 日本人スタッフが対応します。

•商品説明は日本語で聞けるの？

• 顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療

• ほとんどの歯科保険

In-Network対応

• インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

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

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

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

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

Novi Rd.

TEL: 310-617-5782

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

Taft Rd.

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

診療時間:
月9-5
火 10 - 7
水9-2
木8-5
金8-1
土 8:30 - 1
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Community Information
コービー・ラーニング・グループ
Koby Learning Group
Back to School新学期キャンペーン
Back to
School 新学期キャ
8月1日～9月30日限定！
‼ンペーン

8 月 1 日～9 月 30 日限定！‼
◎新規受講をご検討の方◎

◎新規受講をご検討の方◎
☆入学金免除！
☆入学金免除！
☆無料体験クラス!
☆無料体験クラス!
☆無料英語レベルチェックテスト!
☆無料英語レベルチェックテスト!
☆無料クラス相談!
☆無料クラス相談!
◎ご希望の方は下記連絡先へご予約お申込みください。

◎ご希望の方は下記連絡先へご予約お申込みください。
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
Phone: (248)513-4635,
E-mail: info@kobylearn.com
www.kobylearn.com
www.kobylearn.com
ベント！
注目イ

帰国生中学・高校入試説明会
海外に滞在していると帰国時の進学がとても気になるでしょう。特に高校や国私立中学へ
の進学には入学試験が必要ですので、そのための準備も必要です。この説明会では、複雑な
帰 国 生入 試の 仕 組み を分 か りや すく 解 説し なが ら 、 海 外滞 在 中に して お きた い 対 策 にも触
れさせていただきます。
講師は、日米両国において長年にわたる指導経験がありますので、受験生や保護者の皆さ
んのお役に立てるお話をさせていただけると思います。
なお、本説明会はオンラインで実施しますので、ご自宅からお気軽に参加いただけます。
多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

《中学入試・編入の部》
日時：年月日（日）午前時～時（米国太平洋時間）
内容：帰国生中学入試・編入の現状と対策
     ～海外滞在中にしておきたいこと

《高校入試・編入の部》
日時：年月日（日）午前時～時（米国太平洋時間）
内容：帰国生高校入試・編入の現状と対策
     ～海外滞在中にしておきたいこと

講師：丹羽筆人（にわふでひと）

● Yoshitomo Nara: Recent Work

現在開催中 （〜10月2日）
Place: The Cleveland Museum of Art - 11150 East Blvd, Cleveland, OH 44106
URL: https://www.clevelandart.org/exhibitions/yoshitomo-nara-recent-work

● NASCAR Xfinity Series「New Holland 250」

Date & Time: ８月６日（土）
Place: Michigan International Speedway：12626 US-12, Brooklyn, MI 49230
NASCARドライバー尾形明紀選手が、ミシガンスピードウェイで開催されるレース「New
Holland 250」に出場！ NASCAR唯一の日本人ドライバーとして活躍する尾形氏は今年は
ノースカロライナ州でのレースで５回優勝中。ミシガン州でのレースは初出場。
出場レース NASCAR Xfinity Series「New Holland 250」：
https://www.mispeedway.com/events/2022-nascar-xfinity-series-250/































・米日教育交流協議会 代表
・河合塾海外帰国生コース北米事務所 進学アドバイザー
・名古屋国際中学校・高等学校アドミッションオフィサー北米地域担当
・国際高等学校 アドミッションオフィサー北米地域担当
・複数の州の補習授業校の教員や学習塾の講師を歴任し、現在も補習授業校に勤務。



◆参加予約お申込み
 米日教育交流協議会のウェブサイト KWWSZZZXMHHFRUJ に掲載の参加予約
フォームにてお申し込みください。（帰国生中学・高校入試のタブをクリックして
ください。）
◆ ご 案 内
 説明会終了後、名古屋国際中学校・高等学校（国際バカロレア認定校）の学校説
明を行います。ご希望の方は、上記の参加予約フォームにてお申し込みください。
◆お問い合わせ先
 米日教育交流協議会 (PDLO：LQIR#XMHHFRUJ


尾形明紀選手公式サイト：https://www.akinoriogata.com/
● JBSD Foundation Fundrasing Golf 2022

Date & Time: August 25th, 2022 (Thursday)
Place: Indianwood Golf and Country Club
(1081 Indianwood Road, Lake Orion, MI 48362)
URL： www.jbsd.org
● JBSDテニスレッスン・テニストーナメント

2022年度受講生募集（9月〜翌年6月）

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

入会金（初年度のみ）

日本語・日本文化継承クラス

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）

へアクセス

※【Japan News Clubより お詫びと訂正】 2022年印刷版７月号「JBSD写生大会」報告記事内の入
賞者リストにおいて一部お名前の漢字表記に誤りがございました。オンライン版にて訂正をいたしま
した。謹んでお詫び申し上げます。 （JNC編集部）

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

日本語・日本文化継承クラス

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。

生徒1人につき $
50
授業料
前期・後期各 $ 700
年一括払い
$１,350

レ ベ ル 5 ~ 6 (AP 準備コース)
レベル4
(ハイブリッド)
レ ベ ル 1~ 3 (少人数、オンライン)

* Grad e３ 〜 1 2 年 生 対 象

全クラスにはセンター内、地域文化活動あり

テーマ別・コン
テントベース、
プロジェクト
中心の授業

＊きょうだい割引あり

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
自発的に
協働で楽しく
学ぶ

文化交流
地域への
文化貢献

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。

ミシガン日本語継承センター

M ic h ig an Japanes e H erit ag e
Cent er (M JH C)
Web site: michigankeisho.org

Email: michigankeisho@gmail.com

当センターは、国際交流基金と
JBSD基金からの助成金を頂いて
運営しています
詳細は事務局（左記）までお問い合わせ
下さい。
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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

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.

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

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。

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.

Grand

96

696

River A
ve.

★

Haggerty 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。
Bashian

●

Meadowbrook Rd.

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

Novi Rd.

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025

275

8 Mile Rd.

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

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

