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2022 Harvest
Michigan Apple Schedule

MICHIGAN APPLE COMMITTEE • 13750 S. Sedona Parkway, Suite 3, Lansing, MI 48906 • (800) 456.2753 • MichiganApples.com

First-available and eagerly awaited. 
Pleasingly tart. Available: Aug. 23

PAULA R
ED

Sweet-tasting, with a hint of tartness. 
Stores well. Available: Aug. 26  

GINGER G
O

LD

A consumer favorite. A soft bite over a 
mellow sweetness. Available: Sept. 5

GALA

A classic by any standards. Juicy with  
a lightly tart flavor. Available: Sept. 7

MCINTO
SH

Sweet as honey, with a crisp bite.  
Creating quite a buzz! Available: Sept. 15

HONEYCRI
SP

A crisp, spicy tang that blends well  
with other apples. Available: Sept. 23

JONATH
A

N

A gingery-smooth taste. Known for  
its sweetness. Available: Sept. 30

GOLDEN DELI
C

I O
U

S

Sweet and refreshing, floral notes  
with low acidity. Available: Oct. 2

AMBROSI
A

Michigan grows them best!  
A must-try. Available: Sept. 29

JONAGO
LD

America’s most popular. Full-flavored 
sweetness. Available: Oct. 3

RED DELI
CI

O
U

S

A popular late-season variety.  
Crisp and sweet. Available: Oct. 9  

FUJI

An old-time favorite. Excellent  
for baking. Available: Oct. 12

ROM
E

Tastes tangy and tart. Great for  
sauces and pies. Available: Oct. 12

IDA R
ED

Firm apple with spicy-sweet flavor.  
Stores very well. Available: Oct. 24

BRAEB
U

R
N

Sweet, juicy and firm. Packs a  
powerful crunch. Available: Oct. 25  

EVERCR
IS

P

Pinkish skin with crisp, juicy flesh. Tart  
with a sweet finish. Available: Oct. 31  

CRIP

PS
 P

I N
K

● ミシガンの秋の風物詩 アップルサイダー&ドーナッツ●　爽やかな夏を存分に満喫した後は、 
ちまたでは新学期が始まり街は少し落ち着きをみせる。澄んだ空気からミシガンの秋の始まりを感じる季
節の到来だ。りんごやパンプキン、その他秋の収穫の時期は、期間限定でミシガン州のあちらこちらで「サ
イダーミル」がオープン（通常9月から11月初旬）。農家で採れた新鮮なりんごを丸々絞ってつくられるアップ
ルサイダーが店頭に並ぶ。ドーナッツと組み合わせてサイダーをいただくのが、ミシガンの秋の醍醐味だ。Happy Apple Season！Happy Apple Season！

出典：Michigan Apple Committiee 　MichiganApples.com

待ちに待った収穫期のトップバッター。
さっぱり酸味あり。

　　ほんのり酸っぱく甘みもあり。
　　比較的よくもつ。

みんなが大好きGala。程よい甘みで 
ソフトな噛み心地。

クラシックなりんご。多汁で軽い
酸味を楽しめる。

人気が高い理由は、その名のとおり、
Honeyのように甘く、Crisp（パリッと）な
食べ心地！

パリッとした歯ごたえにピリリと酸味
も感じるりんご。他種とブレンドして
も邪魔にならない。

ミシガン州産が一番！試す価値あり！ ジンジャーのようなさっぱりスムースな
テイスト。甘みがたっぷり感じられる。

甘いがさっぱり、酸味も低く。フローラル
な香りをまとう。

アメリカの一番人気 。りんごの甘みが
たっぷり感じられる。

ぴりりと酸味の効いた風味を生かし、
パイやアップルソースにおススメ。

遅めのシーズンにとれる日本発大人気の
Fuji。パリッとスウィート。

古き良き時代のりんごのお味。デザート
などに調理するのにぴったり。

硬めでさっぱり甘めの風味があり、長期
保存に適す。

丸くて多汁、だが、噛めばパリッとパワフ
ルな食べ心地。新種のりんご。

ピンクがかった皮が特徴的。パリッとして
いるが多汁で酸味の中にも甘さを感じる。

Available: Aug. 23            　　　　　　　 Aug. 26                                              Sept. 5                                                 Sept. 7                 

Available: Sept. 15                　　　　　　　　Sept.  23                                            Sept. 29                                                  Sept. 30

Available: Oct. 2                   　　　　　　   　　Oct.  3                                                      Oct. 9                                                  Oct. 12

Available: Oct. 12                   　　　　　　   　　Oct.  24                                                Oct. 25                                                  Oct. 31

ミシガン州　りんご収穫スケジュール　２０２２

ミシガンの秋といえばりんご！　健康にも良く手
軽なことから、欠かせないフルーツの代表です
が、今回はりんごの季節到来、ということで、「ミシ
ガン州とりんご」についてここで少しおさらい。
　ミシガン州の気候と地理は、りんごの生育に理
想的な条件で、ミシガンの穏やかな春の気候や
肥沃な土壌と十分な熱、太陽の光と雨がうまく合
わさり、高品質でカラフル、そして風味豊かなりん
ごをつくってくれるのです。
　この季節様 な々種類のりんごが収穫時期ごとに
店先に並びます。ここで種類と味の特徴を少し学
び、地元ミシガン産の新鮮なりんごを左のチャー
トを参考にして、収穫時に試してみてはいかがで
しょうか。　　　　　　　　　　　　(JNC)

３rd Largest Apple Producer in the USA

全米でりんごの収穫量3位のミシガン。(USDA NASS, July 2022)

州内では最大の生産量を誇ることから最も経済効果の高い
果物であると言える。

29.5Million Bushels (1.239 billion pounds)

ミシガン州のりんご生産者によると、2022年りんご収穫量
は、2千950万ブッシェル※（12億3900万パウンド）と予想
されている。平均は年間24 million bushels ２千400万ブッ
シェル（10億8000万パウンド）。そのうち、半分はりんごのま
ま出荷され、半分はアップルソースや、ジュース、その他加工品
となり市場へ出る。 （※35リットル／ブッシェル）

14.9 　 Million Apple Trees 
ミシガン州で商業生産されるりんごは、約1490万本もの
りんごの木より収穫される。その土地の広さは、計34,500
エーカーにもなり、農家の数は、775にのぼる。

 ミシガンのりんごトリビア

・・・・ FreshFresh

どんな食べ方に向いてる？

・・・・ BakedBaked

https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
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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

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
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！

Erwin Orchards(South Lyon) 
61475 Silver Lake Rd 
South Lyon, MI 48178 
http://www.erwinorchards.com/

Franklin Cider Mill 
7450 Franklin Rd 
Franklin Village, MI 48301 
http://www.franklincidermill.com/

Long Family Orchard 
1342 East Commerce Rd,  
Commerce Twp, MI 48382 
https://www.longsorchard.com/

Obstbaum Orchards 
9252 Currie Rd, Northville, MI 48167 
http://www.obstbaum.com/

Parmenter's Northville Cider Mill 
714 Baseline Rd, Northville, MI 48167 
https://www.northvillecider.com/

Plymouth Orchards & Cider Mill 
10685 Warren, Plymouth, MI 48170　 
https://www.plymouthorchards.com/

アクセスしやすいデトロイト近郊　サイダーミル / ファームリスト　　　　

こちらはJNCウェブサイトに掲載のア
クセスしやすいサイダーミル／農家リ
ストのフルバージョン。

Three Cedars Farm 
7897 Six Mile Rd.Northville, MI 48167 
https://threecedarsfarm.org/

Spicer Orchards Farm Market  
  & Cider Mill 
10411 Clyde Rd. Fenton, MI 48430 
http://www.spicerorchards.com/

Blake's Orchard and Cider Mill 
17985 Armada Center, Armada 
www.blakefarms.com

 

Blake's Big Apple 
71485 North Avenue, Armada, MI 48005 
www.blakefarms.com

Stony Creek Orchard & Cider Mill 
2961 32 mile Rd, Bruce Twp, MI 
https://www.stonycreekorchard.com/

Goodison Cider Mill 
4295 Orion Rd, Rochester MI 
https://goodisoncidermill.com

Hy's Cider Mill 
6350 37 Mile Rd, Bruce Twp, MI 
https://www.facebook.com/hyscidermillMI/

Miller's Big Red Apple Orchard 
4900 32 Mile Rd, Washington, MI 48905 
www.millers-bigred.com 
https://www.facebook.com/bigredorchard/

Paint Creek Cider Mill 
4480 Orion Rochester, MI 
https://paint-creek-cider-mill.business.site/

Rochester Cider Mill 
5125 Rochester Rd, Rochester, MI 48306 
http://rochestercidermill.com/
 Verellen Orchards 
63260 Van Dyke, Washington, M 48095 
Old fashioned train 
http://www.verellenorchards.com

Westview  Orchards  &  Cider  Mill  of   Romeo 
65075 Van Dyke, Washington, MI 48095 
www.westvieworchards.com/

                      ※　営業時間等に関しては変更がある場合もあるため 確認してから出発を。

Yates Cider Mill 
1990 E. Avon Road, Rochester, MI 48307 
http://www.yatescidermill.com

ANN ARBOR エリア
Alber's Orchard & Cider Mill 
13011 Bethel Church Rd, Manchester, MI 
48158 
https://www.alberorchard.com/

Dexter Cider Mill 
3685 Central Street, Dexter, MI 
http://www.dextercidermill.com/

Wasem Fruit Farms 
6580 Judd Rd, Milan, MI (south of AA) 
http://www.wasemfruitfarm.com/ 
https://www.facebook.com/Wasem-Fruit-
Farm-255034514021/

Wiard's Orchards & Country Fair 
5565 Merritt Rd, 
Ypsilanti, MI 48197 
http://www.wiards.com/ 
https://www.facebook.com/wiardsorchards/

Noviエリア

ROCHESTER エリア

9月ですよ！　　　秋になったら出かけたい！　

Windy Ridge Orchard & Cider Mill 
9375 Saline Milan, Saline, MI 
https://windyridgeorchard.com/

ミシガン州全土のリストは、
https://www.michiganapples.
com/Where-to-Find/Farm-
Markets-and-Cider-Mills

MICHIGAN APPLE COMMITTEE • 
13750 S. Sedona Parkway, Suite 
3, Lansing, MI 48906 • (800) 
456.2753 • MichiganApples.com

https://riveroakswest.com
http://www.takadadentalclinic.com
https://www.sushidenonline.com
http://www.erwinorchards.com/
http://www.franklincidermill.com/
https://www.longsorchard.com/  
https://www.longsorchard.com/  
http://www.obstbaum.com/ 
https://www.northvillecider.com/
https://www.plymouthorchards.com/
https://www.japannewsclub.com/2020/08/odekake/michigan-cidermill/
https://threecedarsfarm.org/ 
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これからこれから
イベントイベント

2009年の発足以来、五大湖太鼓センターは
子どもから大人まで幅広い年齢層向けに和

太鼓教室を展開し、ミシガン内外各地で太鼓演
奏を行ってきております。毎年のリサイタルに足を
運んでくださった読者の方 も々多くいらっしゃるこ
とと思います。2020年からはそれまで活動拠点と
していたスタジオをたたみ、全く新しい形での活
動を模索、現在に至っています。

　去年の8月には、コロナ対策をしっかりととった
上で第１回MIBon Festival（マイボンフェスティバ
ル）をノバイ市のワイルドライフウッズパークで開
催いたしました。太鼓センターの３つの演奏グルー
プ、雷音太鼓、五大湖ドラマーズ、そしてT3(楽し
い太鼓隊）の太鼓演奏に盆踊りを加えたこのイ
ベントは、私たち太鼓仲間、そしてその家族や近し
い友人が新しい形での太鼓演奏のあり方や地域
にどのような形で溶け込み、何を発信していける
のかを考える上で、大きな一歩となりました。

　太鼓を斜めに置いて叩く独特のスタイル、盆太
鼓。盆太鼓は鉦（チキチキと音のなる手のひらサ
イズの楽器）とともに盆踊りの曲に合わせて場を
盛り上げる役割をします。今まで手がけてきた太鼓
曲と違い、曲に合わせて太鼓を叩くというスタイ
ルに私たちは新鮮な感動を覚えました。さらにオリ
ジナル曲、ミシガン音頭も加わり、炭坑節や東京
音頭とともに私たちの新しいレパートリーとなって
いきました。

　MIBon2022（第２回マイボンフェスティバ
ル）は9月24日土曜日、午後3時よりノバイ図書
館のパティオで開催されます。レストランなどで
MIBon2022のポスターを見かけた読者の方も
いらっしゃると思いますが、もともとこのイベントは 

8月20日に行われることとなっていました。ところ
が、悪天候が予想されていたために図書館側と
協議のすえ、延期することになったのです。今回も
昨年同様、五大湖太鼓センターの３つのグループ
の太鼓演奏と盆踊りを行います。盆踊りの方は来
ていただいたお客様にも踊りの輪の中に入って
もらい、一緒に楽しんでいただけるように簡単な
チュートリアルも行うことにしています。

　いつもは揃いの舞台衣装を身につけている太
鼓奏者たちもこのイベントでは、お祭りをテーマに
した思い思いの衣装をまとって登場します。日本
のお祭りをテーマにしたMIBon イベント！Japan 
News Clubの読者の皆さんも、はっぴ、浴衣、祭り
装束などを着て、日本のお祭り気分を一緒に楽し
みませんか。沢山の方 の々ご来場をお待ちしており
ます。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
MIBon 2022 （マイボンフェスティバル）

日時：　2022年9月24日（土曜日）
 午後３時より５時まで
場所：　ノバイ図書館パティオ
参加費：無料！
　　※〜はっぴ、浴衣等、お祭り装束、大歓迎です！

詳しい情報、ノバイ図書館のイベント登録の仕方
などはこちら　▼▼▼

https://michigantaiko.net/#taiko-community

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

五大湖太鼓センターより こんにちは！こんにちは！

在外選挙登録資格
❶満18歳以上で
❷日本国籍を持っていて
❸海外に3か月以上お住まいの方
　（出国時登録申請を除く）

在
外
選
挙
の

制
度
と

手
続

に
つ
い
て

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

外
務
省

大使館

電話又は葉書

・旅券
・申請書
・居住している事を
 証明できる書類
　（在留届を提出済の方は
　不要です。）

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに数か月かかります　※選挙人証受取は郵送又は窓口での受取が選べます

選挙人証用意する物

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

郵便等投票

直接日本大使館・総領事館
（領事事務所）に出向いて

投票する方法。

在外公館投票

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

日本国内で投票

詳しくは、 TEL：                                            Mail：313-567-0120 (内線215番)          senkyo@dt.mofa.go.jp在デトロイト日本国総領事館

登録・投票は簡単です

申請者の上記書類と署名入り在外選挙人名簿
登録申請書と申出書※、代理の方の旅券を御用
意ください。
※申請書と申出書は領事窓口または総務省のホーム
ページから入手できます。

または
外務省　在外選挙 まで。検索

●●RESTRICTED

4 3/4 “

3 
1/

4“

Japanese Fried Chicken
Sozai Chicken

ONLINE ORDER  - Takeout or delivery only 
https://www.sozaichicken.com

ADDRESS
30705 W. 12 Mile Road
Farmington Hills, MI 48334

HOURS 11:00am – 8:00pm  Sunday Closed

唐揚げとアメリカ管理栄養士
の資格を取得した日本人監修
のヘルシーサイドメニュー！

https://michigantaiko.net/#taiko-community 


トランプウィルス、封じ込めなるか？

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク” （第235回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

９月、ほんの少し前に学校が夏休みに入り、勤務先の盆休みが続いたと思っていたら、も
う新学期が始まりました。今月半ば過ぎれば秋のお彼岸、秋分の日を迎えるミシガン

は一気に秋色を帯びてきますね。コロナ騒ぎは続いていますが、ピークを過ぎた米国では一
足先に航空機内や店舗、学校のクラス内、屋内集会でのマスク装着や人間（じんかん）距離
確保の義務が解除され、既往症のある病弱の方、高齢者、特殊業務従事者以外はマスクを
している人をほとんど見かけなくなりました。自由な空気、解放感は感じるものの、変異株や
サル痘他の感染症の局地的、一時的感染爆発が再発あるいは新規発生しないかという心配
も消えません。世界一マスク装着率が高かった日本でここ数ヶ月新規感染者数が過去最悪
になり、実数把握すら危ういというニュースには驚きしかなく、海外在住の我々日本人は「ど
うした日本？大丈夫か？」という思いです。この１０年〜１５年ほどで国際的な学力測定・比較
で日本の学生の数学力が下降線をたどり続けていますが、日本政府が難しい数学ではなく
単純な算数でさえできない状態とは情けない限りです。正確な数字、データがなくては正確
な分析、対策も手遅れや的外れとなり、被害規模が大きく問題が深刻化して長引くことにな
りかねません。「しっかりせい！」と発破をかけたいのは私だけではないでしょう。

　新学期の始まりと機を同じくして、パンデミック中は出来るだけリモートワークを奨励し
ていた企業がRTO（Return to office）の方針に舵を切り始めたニュースもあります。会
社の経営者、管理者の多くは業務遂行上、近密なコミュニケーション、OJT（On-the-job 
training）、業務や部下を目で見る管理が可能なRTO歓迎ムードですが、リモートワークの
利便性、自由度に慣れてこれに反対する管理者もいますし、部下であるかなりの従業員が反
対・抵抗する傾向もあるようです。会社経営、事業継続、収益性確保が危うかったり、働き
手が確保できなかったりでは元も子も無くなりますから、どちらも一方的な要求に固執せず
双方納得・合意できる合理的な解決方法、着地点を見つけて欲しいと思います。

　スポーツの世界では、カレッジフットボールがシーズン・イン。プロのNFLが直ぐ後に、そ
してバスケットボール、アイスホッケーとウィンター・スポーツが続きます。プロ野球MLBはレ
ギュラーシーズンが残り１ヶ月を切り、プレーオフに出れる球団と出れない球団がハッキリし

てきました。出れない球団が来シーズン以降に向けて若手の育成やトレード補強の構想を
練る一方、まだ少しでも出場可能性のある球団は夢に向かって、また現時点で可能性が高い
球団はそれを確実にするために最後の一踏ん張りをするホームストレッチですね。

　二刀流大谷選手が所属するロスアンゼルス・エンジェルスは残念ながら１９１４年を最後に８
年連続で今年もプレーオフ進出できず、彼がプレーする姿を少しでも長く観たいファンには残
念でなりません。エンジェルスに関しては８月２日のトレード期限までに大谷選手の残留が決
まり、球団のファンは一安心したのも束の間、先月下旬にオーナーのモレノ氏が球団売却検討
の意向を発表（既にその２ヶ月前から売却の方向で動き始めていたとの報道もあり）。チームの
メンバー、ファンはもちろん、MLB全体に波紋が広がっています。トラウト選手に加えて大谷選
手が球団にいる、いないで球団の市場価値、売却価格が大きく変わる（逆に買い取り側はその
分買取価格に大きく影響する）ため興味はあっても買えない球団もあるでしょう。大谷選手のト
レードを見合わせたのは売却価格を高くする狙いがあったと思われます。もう一つの要素は、
エンジェルスより５ヶ月ほど前から球団身売りの話が具体的に進んでいるワシントン・ナショナ
ルズの進行状況です。ナショナルズを買い取った新オーナーは資金的にエンジェルスには手を
出せませんので、買えなかった落選組からエンジェルスの新オーナーが出る可能性がかなりあ
ります。大谷選手自身は「売却は自分ではコントロールできないこと。自分は残りのシーズンや
れることをやり切るだけ。」と達観していますが、ポストシーズン中にトレードの可能性再燃で周
りが騒がしくなりつつあります。所属球団がどこであれ、新オーナーが誰であれ、彼が二刀流
を続け投打で活き活きとプレーでき、願わくはプレーオフ進出、ワールドシリーズでMVP級の
活躍をして、新たなMr. Octoberの称号を得る日がそう遠くないことを願ってやみません。

　さて、今回のテーマは「トランプウィルス、封じ込めなるか？」です。

　先月号で世紀末の様相？と書きましたが、今も毎日日替わりで色々なニュースが飛び込ん
できます。美味しい日替わりランチならいいのですが、良いニュースが少なく、多くの悪い
ニュースには辟

へきえき

易としています。幾つかを挙げますと；

１） ロシア軍のウクライナ侵攻はまる半年を経過しても収まる兆しが見えず、ロシア軍
に占拠されたウクライナ南部のザポロジエ原発が制御不能のメルトダウン状態になるかもし
れないというリスクの現場検証のためIAEA（国際原子力機関）の視察団が先月末現地に向
かいましたが、経路をロシア軍が砲撃して現地入りを妨害しているという報道もあり、現時
点では現場検証が実現するか、検証結果が安全・合格と出るか未知数です。

２） コロラド州では１５年ほど前からコロラド川流域の旱魃（かんばつ）による水資源
不足が悩みの種でしたが、今年は更に悪化し先月全州で下流での取水制限、企業や一般家
庭での水の使用量制限を緊急発令。生活用水だけでなく流域の生態系が回復不能なレベ
ルになる恐れがあると専門家は警鐘を鳴らしており、人間優先でなく生態系保全優先が叫
ばれています。上流にある二つのダムの保水量が３０％台まで落ち込んでいる旱魃と水不足
は同州だけに留まらず灌漑用水の供給を受けている米国西部アリゾナ、ネバダ、カリフォル
ニア州、更にメキシコにも及び、１００年の歴史で初めてという大幅な来年の水使用量削減
が義務付けられました。流域で大量の水を使う米栽培をやめろと言う声も出ているので、輸
入国日本とも無関係ではありません。

３） テキサス州共和党選出のアボット州知事はメキシコ国境から際限なく入り込んでく
る移民・難民の取り扱いに業

ごう

を煮やし、事前協議・了解取り付けもせず一方的に移民・難民
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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。

に寛容な民主党基盤の首都ワシントンD.C.やニューヨーク市に毎週連日のようにバスで移
民を送り込む暴挙に出ました。既にバス輸送に１２百万ドルもの費用を費やし、その累計人
数は１万人近くになり、受け入れ側では食料・飲料水の確保、住まいの割り当て、外国人向
け英語学習クラスの手配などでテンヤワンヤとなっています。英語表現では「自分の背中の
サルを他人の背中に乗せる」と言いますが、責任転嫁で真の問題解決になりません。全く州
知事の度量もない恥知らずな行動で、イジメ、嫌がらせとしか思えません。

４） ケンタッキー州東部で過去最大規模の洪水が発生し、多数の死者と物的被害が出
たのに続き、ミシシッピー州の州都ジャクソンで河川の氾濫と水処理施設の不具合で飲料水
の供給が間に合わず１５万人以上が助けを求めています。体を洗うシャワーやトイレを流す生
活用水も断水状態で最低限の日常生活に支障を来しています。海外ではパキスタンで致命
的な大洪水が発生し、被害、混乱を解決するための海外諸国からの支援を求めています。

５） 先月号でも触れたグリーンランドの融解氷による海面上昇はこのままの速度で進
むと今世紀末までに全地球規模平均で１０インチ上昇するとの専門家予想。平均ですから、
場所や季節、気象条件によってはそれ以上になるので、水没、洪水、浸水、冠水する地域が
今の数倍から数十倍に膨れ上がるかもしれません。氷は溶ける時に融解熱として気温を下
げる働き以外に太陽光を大気圏外に反射して陸地や海面に吸収される太陽熱を軽減する
働きもあるので、極地や氷河、寒冷地の氷の量が減ると二重のマイナスで気温上昇に拍車
がかかります。溶けた氷は元の氷塊には戻りません。分離、流出した海上の氷塊は船舶の航
行や漁獲作業の障害となります。

６） 過去最大規模の気候変動対策を盛り込んだインフレ削減法案が上下院とも可決
通過し、大統領署名を得て正式立法化。前回大統領選時のキャンペーンで公約していた気
候変動対策、法人税増税、医療費・薬価の引き下げなど民主党の目玉の政策がようやく実
施可能となります。更に追い掛けで学生ローンの負債免除・軽減補助計画の詳細も発表さ
れ、生活苦に悩む低所得層、学生には歓迎されています。７月に就任後最低の支持率だった
バイデン大統領の評価も急速に４０％台に回復し、１１月の中間選挙に向けて民主党の士
気高揚、予備選でトランプ推薦候補者と非推薦候補者の党内対立が見られる共和党は上下
院ともマジョリティーを奪還できるとの楽観視から多少悲観的な予想に繋がっています。

７） トランプ前大統領のマララーゴの私邸に司法省から捜査令状を得たFBIが家宅捜
査に入り、最高度の国家機密資料を含む公文書多数を押収。トランプ側や共和党幹部は中間
選挙と次期大統領選に向けて民主党有利を目指す政治的目的の個人攻撃と非難しています
が、米国国家公文書館が前回大統領選後トランプがホワイトハウスを退去する前後に持ち出

した公文書を返却するようにトランプの弁護士団に何と昨年１月から正式書面で繰り返し要
求していたにも拘らず、実行されていないことを司法省も察知して今年５月からFBIがトランプ
の弁護士団に何度か接触し速やかに返却するように、返却が完了するまではアクセス権のな
い人物が近づけないように安全な保管場所に厳格に保管管理するように指示して、違法行為
扱いの大事にならないように配慮していた節がありますが、内部情報源から核に関する国家
機密や諜報活動に携わる諜報員や情報入手元に関するトップシークレットも含まれていること
が判明し、国家安全保障に関わる重大問題として公文書押収に急遽動いたものと判明しまし
た。また、持ち出した機密扱いの公文書は機密扱いを解除したものであると、トランプ自身が
解除手続きをした記録もないのに嘘の言い訳をしたため、大統領職を離れた後私人の立場で
公文書を違法に持ち出したこと、私邸に違法に保管していたことを自ら認めて墓穴を掘った形
となり、今回ばかりは如何に弁護士団が言い訳しても、法的懲罰は免れない状況のようです。

８） 本原稿作成作業中に入った最新ニュースでは、旧ソビエト連邦最後の共産党書記
長、国家元首であり唯一の存命者であったミハイル・ゴルバチョフ氏が９１歳で逝去。米国
の故レーガン元大統領との対話で米ソ間の冷戦、核兵器開発拡大競争に終止符を打ち、
冷戦の象徴であった東西ドイツを分離していたベルリンの壁を撤去して緊張緩和に向けた
功績は西側諸国のみならず世界的に評価された一方、国内共産党タカ派や対立支持派から
は『売国奴』、『裏切り者』呼ばわりされて評価が分かれた経緯がありますが、強く記憶に
残る人物でありました。R.I.P.（合掌）

　上記の内、６）がインフレ、地球温暖化の影響に悩む米国民にとって（間接的には他国民
にも）グッドニュースですが、７）も諸悪の根源であるトランプが犯罪者として起訴され法的
に有罪となれば、大統領職はもとより二度と公職に就けなくなり、再びホワイトハウスや米国
議会で私利私欲のみを追求する悪行を未然に防げる意味で朗報と言えます。トランプの取り
巻き連中や頑固な支持派、甘言に乗せられ騙され続けてきた庶民も諦めるか、目が覚めて
正気に戻り、「トランプウィルス、封じ込めなるか？」という期待感もあります。

　常識ある善男善女の皆さん、Keep your fingers crossed!

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!!
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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

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

9月のイベント 2022年9月1日～9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。

Yoroshiku onegaishimasu
よろしくお願いします。

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

　最近他のスポーツ選手の方々と話する機会が増えてきました。やはり面白いの
が、体の使い方の共通点や相違点の発見です。もちろんほとんど共通して言えるの
が体幹の重要性なのですが、ゴルフならではのものは非常に少ないと思いました。
これは我々ゴルファーにとって朗報でもあるのです。なぜなら、特別ゴルフ独自の
動きを小さい時から訓練しなくてもいいということで、いつから始めてもそれなり
に上手くなるということです。もちろん小さい時からやった方がいいというものもあ
りますが、他のスポーツに比べて少ない良い発見をすると、また自分も成長した気
になります。

　さて、ゴルフシーズンも残りわずかですが、私はミシガン会にも少し顔を出させて
いただいております。そこではちょっとした賞品の提供や、ゴルフスイングのワンポ
イントアドバイス等やっておりますので、是非ミシガン会にお越しください。たまに
会員さんと一緒にラウンドもしております！

　そんな私は、シーズン終盤ということでメトロ・デトロイトを離れいろんな場所で
ゴルフをしています。ミシガンのUPもいいのですが、あえて今真夏真っ只中の熱い
ところでゴルフをしています。ボールが飛ぶ飛ぶ。やはり熱いほうが体も動くし、最
高に楽しいです。早くコロナもみんなが安心できるようになって、いろんなところで
レッスンしたり、PGA Tourのレポートだったりしたいです！今はLIV Golfが話題に
なっていますが、そちらの方もぜひ足を運んでみたいと思います。色々問題はありま
すがゴルフはゴルフなので皆で楽しみましょう！

<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

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

「よろしくお願いします」という言い方は日本社会にとってはとても重要なことなので 
アメリカに来た日本人の方々はたいてい最初に質問してくるものです。ですが、どう訳し
てもその感覚がアメリカの文化には上手く表現できません。実際に何も言う必要がありま
せん。でも、どうしても英語で気持ちを伝えたい場合はこのような言い方があります。

• 長めで丁寧な言い方： “I would like to say thank you in advance for ….” 

• 短めでベストな言い方： “Thank you for …!”  

• 一番簡単な言い方： “Thank you!”

備考：色々な事柄やイベントなどの最後に「お世話になりました」という意味で  
“Thank you for….” と言うこともできます。

例文（始めと終わりに使うことができます。）：

• Thank you for teaching my son this year. 
  （今年１年、息子をよろしくお願いします。）

• Thank you for taking the time to help me.  
  （お時間を割いてお手伝いいただきありがとうございました。）

• Thank you so much for letting me take your class. 
  （あなたのクラスに入れて下さり、本当に感謝しています。）

• Thank you for doing that.（どうぞよろしくお願いします。＊頼みごとをした時）

• Thank you for your time.（お時間をお掛けしますが、宜しくお願いします。）

• Thank you for your help.（お手数をお掛けしますが、宜しくお願いします。）

　▶︎　学校

学校で、このような簡単な文章を使ってお子様の先生に「よろしくお願いします」
と言うことができます。

Hi, my name is Christina Pierce.  Nice to meet you!  This is my son, Cameron. 

He's looking forward to your class.  Thank you for teaching him this year!

こんにちは、私はクリスティーナ ピアースです。はじめまして。私の息子
のキャメロンです。息子はあなたのクラスを楽しみにしています。今年一年、
息子をよろしくお願いします。

　▶︎　家

　誰かのお宅を訪問した際の「お邪魔します。」はこのように言います。

• （訪問先の方）

 Hello, thank you for coming!  Come in! 
  （こんにちは、お越しくださりありがとうございます。どうぞお入りください！）

• （お客様） 

 Hi, thank you for having me/us! 
  （こんにちは、お招きいただきありがとうございます！）

　▶︎　クラス

　あなたがクラスの新入生で自己紹介する場合はこのように言います：

• （日本式） 

Hi, my name is Sara.  Nice to meet you.  Thank you for teaching me! 
  （こんにちは。私の名前はサラです。はじめまして。宜しくお願いします。）

• （アメリカ式）

 Hi, I'm Sara, nice to meet you.  I'm excited to take your class! 
  （こんにちは。私はサラです。はじめまして。あなたのクラスを 
  　　受講できることを楽しみにしています！）

https://www.standardgolfclub.com
https://www.noblefish.com
https://www.oneworldmarketinc.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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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

筆者プロフィール：
医師　リトル（平野）早秀子（ひらのさほこ） 

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。

ます。子宮内膜症やチョコレート嚢胞などがある人
は、避妊ピルを服用することで病気が改善するの
で、一石二鳥のこともあります。ただ、月経に問題
がなく、避妊が主な目的の場合は、日本では保険適
応になりません。また、日本では薬の処方を継続し
て受けるために頻繁に受診しなければいけないこ
とも多いですが、アメリカでは１年分が薬局へ処方
できるため、薬局に３か月に一度受け取りに行けば
いい仕組みになっています。また、保険が避妊ピル
をカバーしなくても1か月分で4ドルから9ドル程度
の値段で買うことができます。

　アメリカでは、避妊ピルの代わりに、週一度皮
膚に貼るパッチや、膣内に挿入してホルモンが徐々
に放出されるNuvaRingという器具もあり、毎日薬
を飲むのを忘れがちな人にはお勧めです。これも、
薬局に処方箋が届き、薬局から受け取る形になり
ます。また、３か月に一度、クリニックで注射をうけ
る、Depo Provera という方法もあります。どの方
法も、月経の量も痛みも軽くなります。

　子宮内避妊具、(Intra Uterine Device = IUD) は
日本にもアメリカにもあり、両方で使用されていま
す。「リング」という名前で聞いたことがある人が多
いかもしれません。その種類は大きく分けて２種
類あり、ホルモンが徐々に放出される「ミレーナ」
(Mirena, Inter uterine system= IUS) と、ホルモン
治療ではなく、銅でできていることによって着床を
阻害する「銅付加IUD」 (Paragard)があります。卵
胞ホルモンが持続的にでるIUDは、生理が軽くな
り、ほとんど生理がなくなる人もいます。生理痛が
ひどい人や出血量が多い人には最適で、７年間留
置できます。銅付加IUDは、生理は軽くなりません
がホルモン剤が入っていないため、体調の変化も
ありませんし、１０年間継続して留置できます。妊
娠する可能性はどちらも1%未満で、確実な避妊法
です。挿入後も妊娠したい場合は医療機関で簡単
に取ることが出来、妊娠しやすさは元通りになりま
す。アメリカでは保険適用になることがほとんどで
すが、あらかじめ確認することが必要です。日本で
は、生理痛や月経過多などの症状がある人は、ホル
モン放出型のIUDは保険適応になることがありま
す。日本でも行われているため、アメリカで挿入して
から日本に帰国しても、日本の産婦人科で診てもら
えるので安心です。

　アメリカでは、上腕の内側の皮下に挿入するホル
モン放出型のインプラントもあり、ミレーナ同様、
生理が軽くなります。これは、３年で入れ換えるこ
とになっています。日本にはないので、日本に帰る
予定の人は他の方法がいいかもしれません。

　このような様々な避妊法のうちで、どれが自分に
合っているか等を相談するのは、かかりつけ医と

の年一度の検診の時にするのが最適です。アメリカ
では、ほとんどのかかりつけ医が、家族計画や避
妊方法について話し合う用意があります。時々、妊
娠はしたいか、したくないか患者さんに聞くと「わ
からない」という答えが返ってくることがあります。
「できたらできたで」という回答をよく聞きますが、
妊娠したら嬉しいのか、できればしない方がいいの
か、ご自身とご家族と、よく話し合って決めることが
ベストです。

　「できたら嬉しい」という人はきちんと葉酸を
飲んで妊娠に備え、妊娠したら困る、という人はき
ちんと避妊することをお勧めします。生理がある人
は誰でも妊娠可能なので、妊娠したいと思っていな
い人は、是非避妊をして中絶をしなくていいように
しましょう。

　では、最後に、妊娠したくないけれど、避妊をせ
ずに性交渉してしまった、コンドームが破れた、ピ
ルを飲み忘れたのに性交渉してしまった、などの場
合は、どうすればいいでしょうか。アメリカでは、緊
急避妊薬 (Moring after pill) は処方箋なしで薬局
で購入できます。性交渉後７２時間以内に服用すれ
ば、ほとんどの妊娠は予防できます。ただ、４０ドル
程度するので、毎回それに頼るのは、経済的にも望
ましくありません。日本では、緊急避妊薬は、現在
のところ処方箋が必要なため、処方をしてくれる産
婦人科医にすぐに受診する必要があります。

　 避 妊 のために体の中に器 具を入れたり、薬を
飲んだりすることに抵抗がある人も多いと思いま
す。また、まさか自分が希望しない妊娠をして中絶
をすることになる、とは思いもよらないという人も
多いと思います。以前に不妊だったとしても、妊娠
することもありますし、今まで１０年間避妊しない
で妊娠しなくても、４５歳で妊娠することもありま
す。中絶は、体にも心にも傷を残すことがあり、でき
ればきちんと避妊をすることで、予防をすることを
お勧めします。

先月号では、アメリカにおける妊娠中絶に関す
る問題について書きました。アメリカでは州

によっては人工妊娠中絶は違法ですし、現在合法
となっている州でも、いつ違法扱いになるかわかり
ません。日本では中絶は可能といえ、自分のお腹に
宿った小さい命ですから、殺すことになることがわ
かっているなら、または、子供を産んで育てること
が大きな問題になることがわかっているなら、妊娠
しないようにすることがベストです。

　日本では、かかりつけ医制度がそれほど確立し
ていないこと、かかりつけ医が必ずしも避妊につい
てカウンセリングをしないこと、多くの避妊法が保
険適応にならないこと、などの様々な理由から、避
妊についての教育やカウンセリングを受ける機会
が少なく、コンドーム以外の方法についてはほとん
ど知られていないのが現状です。

　アメリカでは、妊娠・出産が保険適応になるのと
同様に、避妊も保険適応になることが多く、かかり
つけ医に定期検診に行くと、妊娠をしたいかどうか
聞かれ、したくない人は確実な避妊をするように勧
められます。生理がある人は誰でも妊娠可能なの
に、日本人は、４０歳を過ぎると妊娠しないと思っ
ている人も多く、日本では４５歳以上の中絶率はと
ても高くなっています。日本では10代の中絶率もと
ても高く、若い世代への避妊の教育がされていない
ことが大きな理由と思われます。文部科学省の規
定で、学校では性交渉について教えない決まりに
なっていることも、知識不足による未成年の妊娠に
つながっています。日本では、わざわざ避妊ピルを
処方してもらうために産婦人科にかかる人はとても
少ない上、保険が効かないことも問題です。本来、
ティーンエージャーに教育するべき両親に知識がな
いと教育することは難しいので、大人も子供も、避
妊については知っておくことが必要です。

　日本では、コンドームが一般的に使われています
が、コンドームは射精の直前に装着したのでは遅す
ぎる場合があり、また、破れたりすることもあり、失
敗率が高いことが問題です（100人中15-30人が１
年間に妊娠する）。膣外射精は、避妊とはみなされ
ないほど失敗率が高く（100人中20人が一年間に妊
娠）、また排卵日を避けるなどの方法も確実な避妊
とはなりません。

　避妊ピルを毎日服用する方法は、飲み忘れがな
い限り避妊効果は高いですが、飲み忘れた場合に
は効果が下がり、妊娠の原因になります。ただ、毎
日薬を飲むことが問題なくできる人にとって避妊ピ
ルは便利で、月経量が多い、生理痛、生理前症状
が強いなどの場合、これを飲むことで症状は軽減さ
れますし、生理の頻度を減らすこともでき、このよ
うな症状がある場合は保険適応になることもあり
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https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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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： Recreation Center at Hillside Middle School

700 W. Baseline Rd.

Northville, MI 48167

時間： 毎週土曜日

5pm－6pm

会費： $40/month

生徒年齢： 5歳以上

（大人参加も歓迎）

服装： Ｔシャツとスウエットパンツ

武道着は教室で購入頂けます。

内容： 礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、

型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.comまたは

携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)

Budo Class for Youth and Adults

糸東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

糸東館は幕末明治に掛けて
活躍した剣聖山岡鉄舟の武
道精神と哲学を修行する道
場です。空手道、合気柔術の
稽古を通して体と精神を鍛え
日本人の誠の心を養います。

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。

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。

織田貴和子

お花の随筆　 
       
   第62回　       ねもとの話

　　外交、経済、教育。世界のそれぞれの国に住む人々がそれぞれのレベルで抱える多様で複雑
化した課題に、日々、どう取り組んでゆけば良いのか。人間は忘れる動物であるが故に、大切な事
項を忘れないよう努めるためのモチベーションと励まし、リマインダーが日々必要となってまいります。
なんともハイメインテナンスで厄介な生き物と申すことも出来ますが、そのお茶目な魅力を保持しな
がら、人間の持つ弱い面である浅はかさ、狡さ、身勝手さを極力自制し、先の、もっと大きな目標へ
向かって周囲と助け合いながらあゆみ、ひいては定めたゴールへ到達することができるのかどうか。
大願成就なるか否かは、それぞれの心がけと、各々に与えられた時間のゆとり次第と思われます。

　夏の名残にしがみつき、色鮮やかで涼しげな草花を少しでも長く鑑賞しようと私は毎年頑張りま
す為、秋の活動への取り組みが遅れがちになります。それを重々承知しておりますもので、今年は潔
く割り切り、8月半ばにはもう、テンポよく冬支度を始めることに致しました。豪華に成長し目を楽し
ませてくれたコンテナガーデンの数々を解体してゆくのは淋しいことですが、道行く人たちにもお褒
めいただき感謝すらされ、お蔭様で今年も良い思い出がたくさん出来ました。ですので次のシーズン
について既に計画しながら屋内に取り込めるものとそうでないもの、ミシガンの寒さでも外で冬を越
すものとそうでないものとを仕分け、それぞれの運命に事務的に対処してゆくよう努めます。

　この夏は、物心つきかけの子供たちと野外で活動する機会に恵まれました。畑に育てた野菜に水
を遣る課題を与えられた子供たちは生き生きと目を輝かせ、一斉にそれぞれの容れ物に水を汲み畑
に走ってゆきました。ふと気が付きますと、何か様子が違います。僕はトマトに水を遣る、と大きな声
で言った子供は、何故かトマトの実そのものに水をかけて満足し、私はナスに水を遣る、といった子
供はなぜか、フェンスの外へ育ってぶら下がっているおナスの実そのものに水をかけ、満面の笑顔で
私を振り返ったのです。地面は乾ききり葉っぱはだらんと垂れ下がったまま。あれれ、お野菜たちは
地面の中へ伸びている根っこを使ってお水を吸い上げて自分の中へとり込むの。だからお水は根元
の地面にあげなくっちゃあ、野菜がお水を飲めないことになるのよ、と私が申しましたら皆きょとんと

して私を見つめ、次に野菜を見つめ、考え込んでしまいました。　

　庭作業や花のデザイン関係の仕事で枝もののごみがたくさん出るような折には、それを袋詰めに
する際、ごみを集めに来た作業員の方が怪我をしないよう出来るだけ鋭い部分や棘は落とし、持ち
やすいよう小さくまとめることに配慮します。大きなイベント用の生花や材料を輸送の為にテープや
ひもでまとめる作業をする折には、それをほどく方々が困らぬよう、手がかりを残す心配りをします。
ひもなら固結びにせず蝶結びや片蝶結びにしてほどき易くして差し上げる。鋏などの道具を使わず
とも作業を続ける事が出来るか、パッキングする側の方が梱包を解く側のことを配慮してくださって
いるか否かで、作業をする側の者のスピードは段違いとなってきます。特にストレリチア・レギネ（極
楽鳥花）の梱包、テープの端はつまみ易いように折り返してあるか。テープの2周目は一周目にぴった
り重ねずわざとずらしてあるか。見た目の美しさだけを気にされた梱包で来てしまえば、急ぎ荷解き
をする側でお花の首はもげてしまいます。時に極楽鳥花の花言葉は「輝かしい未来」。次の人が困
らない仕事をするよう心がければ、豊かな未来へと繋がります。根元、スタート地点、つまり根本か
らの知識は生きてゆく術。

　人の動きも物の流れも再び躊躇なくまわり始めた社会では、次の人が困らない仕事をするために
自分がどこまで頑張れるか、が懸案事項。次の世代へ、次世代の世界へ、自分が残してゆけること
を考えた時、まだまだ前の世代から教えて頂かなくてはならぬこと、もっともっと次の世代へ教えて
ゆかねばならぬことが残されております。目を逸らすことなく現実と向き合い、謙虚に急がずたゆみ
なく、あゆみ続けてまいりましょう。

https://nipponexpressusa.com/
https://www.keikokikuchidental.com/
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<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)

　朝晩少し肌寒くなってきましたが、ミシガンは快適な晩夏の気候が続いています。 
「ひと月1作品」、今月は1999年に発売されたゴルフ教則本“Dave Pelz’s Short Game 
Bible”をご紹介します。400ページを超える分厚いハードカバーです。発売以来20年以
上経った今でも、ゴルフの文字通り「バイブル」として、プロ・アマチュアを問わず多くのプ
レイヤーに読まれているベストセラーです。

　著者デイブ・ペルツ(1939-)は、インディアナ州出身のゴルフコーチです。ショートゲー
ム専門のコーチで、パッティングとアプローチショットしか教えません。長年ゴルフチャン
ネルにレギュラー番組を持ち、ゴルフダイジェストにも記事を書いてきましたので、顔を見
ればわかる方も多いかもしれません。ペルツは7歳からゴルフのトーナメントに出て、ゴル
フの奨学金を得てインディアナ大で物理学を専攻しました。1年下にオハイオ大のジャッ
ク・ニクラスがいて、2人は何度も試合で顔を合わせたそうですが、戦績は22回対戦して
22回ぺルツの負け。花形スターのジャックは、両親の経営する地元のドラッグストアを継
ぐのでプロになるつもりはないと言っていて、ジャックでさえツアーに行かないのなら自分
は絶対無理だと思いプロにならなかった、と書いています。

　ぺルツは、大学を卒業し1961年にNASAに就職
しました。ゴルフ競技は続けたものの、ショートゲー
ム（パッティングとアプローチ）が苦手で、得意の物
理学を活かしてパターやウェッジで打つ瞬間に何が
起きているかの解析を始めました。全く新しいコン
セプトのパターを考え出し、その自作パターでUSア
マチュアに出場して1ラウンド目を突破、しかし2ラ
ウンド目でUSGAから形状のルール違反を指摘され
失格になりました。このパターが投資家たちの目に
止まり、ペルツはNASAを休職し起業します。パーフ
ェクトにパットを打つPurfyクン（右写真）の他、様
々な実験・練習ギアや、ヘッドをネジで変えられる 
フィッティング用クラブなど、今では当たり前に使わ
れているような道具をペルツは次々と発明したので
すが、1985年に負債を抱えて倒産します。倒産直前にパテントを買い、翌年キャラウェイ
が発売した2-ballパターは、大人気を博し莫大な利益を生みました。同僚だったBarney 
Adamsは、倒産後の会社を買い取ってアダムスゴルフを作りました。

　この頃ペルツを悩ませていたのは、勝てる選手と勝てない選手の違いでした。スイング
が良いわけではない、飛距離が抜群に出るわけでもない、なのに試合で好成績を出す選
手がいるのはなぜなのか。逆に実に美しいショットを打つのに勝てない選手はなぜなの
か。ペルツは3年間プロのトーナメントに通い、多くの選手について回って数千ラウンド分
のデータを集めました。狙った場所から何ヤードずれたところにショットが着地するかを
観察し、例えば200ヤード離れたところからピンへ向かって20ヤードずれたら20/200で
10％のエラー、というふうに「エラーインデックス」を記録しました。その結果、100ヤー
ド以上離れたところからのショットだと上位選手のエラーは平均7％ぐらいなのに、100
ヤード以内のショットではそれが12-20％に跳ね上がってしまうこと、100ヤード以内の
短いショットのエラー率が小さい選手ほどマネーランキングが高いことを突き止めまし
た。つまり、フルショットできない中途半端な距離の精度こそが、スコアメークには大事だ
ということがわかったのです。加えて、専門的なことになってしまいますが、長短ともに安
定した飛距離を出すには、シャフトの振動数のフローをスムースにすることが大事だとい
うことも、見つけ出したのでした。

　ぺルツは、コースデータを集めている時に顔馴染みになったツアー選手たちへマンツー
マンのレッスンを始めます。90年代のトム・カイト、リー・ジャンセン、ペイン・スチュアー
トらのUS Open優勝、2000年以降もフィル・ミケルソンやマイク・ウィアーのマスターズ
優勝など、ペルツは超有名選手を次 と々メジャー優勝に導きました。

　この本では、なぜフルスイングよりもコントロールショットにミスが出やすいのか、練習
場では打てるのになぜコースではうまくいかないのか、克服方法、練習の仕方、色々なシ
ョットの打ち方、などを図解・写真入りで丁寧に説明しています。ちょっと深く掘り下げす
ぎているかなあと思うところもありますが、理論好きな人には楽しめる教則本です。機会
があればぜひ手に取ってみてください。

(参照：”Dave Pelz’s Short Game Bible” ©︎2000 by David T. Pelz）
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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 

 

 
 

　先回からこれまでとは逆に英語の色を使った表現を見ています。先回は 
“white” でしたので、今回は “black” を取上げましょう。

 まず、慣用的な使い方として日本語では「白黒テレビ」等のようにこの2色を並
べて言うときには「白」が先に来るのですが、英語では「黒」が先で “black and 
white”です。“Not everything is black and white.” （すべて白黒で－善悪で－割
り切れるものじゃない。）他の色との組み合わせをもう一つ、“He beat the enemy 
black and blue.” （彼は敵を青あざのできるほど殴った。）で、日本語では黒は出
て来ませんね。

　黒を動詞として使った “black out” は舞台などの照明を「暗転する」時によく使
いますが、「瞬間的に気を失う」時にも使うことがあります。“Looking at the scene, 
I blacked out for a second.” （その場面を見て一瞬気を失った。）　色ではない
のですが、黒にちなんだ形容詞として “dark” があります。その面白い使い方とし
て、“The theatre is dark.” というのは通常なら公演しているはずの劇場が閉まっ
ている、というのがあります。

　“The company is in the black.” （その会社は黒字だ。）ここで黒は良い意味に
使われています。「赤字」に対しての言葉で、収入が支出を上回った状態ですね。
‘the’ をつけるのを忘れないようにしてください。“He’s not as dark as he’s painted.”

これは悪魔を黒で描くことから来ているそうですが、「彼は評判ほど悪い人間で
はない。」という意味です。近頃ではほとんど使われていませんが、古い映画で聞
くことがあるかもしれません。    

　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。
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　ミシガンも暑い日が続いていますが、お元気でお過ごし
でしょうか？

　循環器科開業医としての私は、総勢七人の循環器科医
グループの一員として、外来を週に2日半、病棟回診及び
カテーテル検査及び治療を週に2日半行っています。週末
は交代で休みをとりますが、3つの病院をカバーしなけれ
ばならないため、週末は二人で当直となります。3つの病院
は互いに１０マイル以内の距離にあります。こうして、平均月
に3日程度（土日プラスもう1日）、週末当直となります。週
末当直の忙しさは、日によって大きく違い、たくさんの入院
患者さんがいたり、新規の患者さんが多く入ってきたり、複
雑な病態を抱えている患者さんがいるときなどは、朝から
回診を始めても、夕方一杯までかかる時もあります。サント
ジョン病院は通常最も多くの患者さんを抱えているため、
循環器の上級看護師さん（アメリカではナースプラクチ
ショナーと呼ばれています。）と協同で回診します。

　さて、今日は、そのような週末当直の日の出来事につい
てお話しします。その日は、2つの病院の掛け持ち当直で、
しかも、そのうち一つの病院では、緊急当直と、新規入院
当直、心電図当直、心エコー当直、負荷試験当直なども兼
ねていました。忙しいことは覚悟ができていましたので、ま
ず、朝７時から、当直に当たっていない病院に行って患者
さんを診て、幸い病態が安定している患者さんばかりでし
たので、一時間以内にそこを終え、次の病院に出かけまし
た。次の病院に着くと、コンピューター上で七人の新規入院
の患者さんがおり、先にその患者さんたちのデータを集め
てから、一人ずつ病室を訪問して診てゆきました。昔は、電
子カルテがなかった頃は、患者さんの話からの情報だけで
カルテを作ろうとすると、患者さんがうろ覚えであったり、
忘れていたりしていて、その話の正確性を他の情報源と併
せて、裏をとって、確認する作業は大変でした。昔は、古い
カルテを事務の人に倉庫から引っ張り出してもらったり、胸
部写真を引っ張り出してもらったり、本当に大変でした。10
年ほど前にオバマケアが導入された際、飴と鞭を使って、
全米で電子カルテの導入が進み、今では、入院患者さんの
すべてに、古いカルテや、胸部写真、血液検査の結果など
が10年ぐらい前まで遡って（データがあれば）病棟の全て
のコンピューター端末で検索できますので、新規患者さん
を見るときの情報の大きさ、その収集の簡便さとスピード
は、昔と比べ物になりません。また手書きのカルテは、日本
でもアメリカでも、読めないことで有名でしたが、電子カル
テとなってから、他科の先生が書いたカルテが読めるとい
うことだけでも、大きな進歩です。もっとも、当初のオバマ
ケアの目標はもっと野心的で、アメリカ中の全ての医療機
関が患者さんの医療情報を共有できる（個人のプライバ
シー保護をした上で）ことが最終目標でしたが、現在同じ
病院系列の病院間では、情報共有がなされていますが、
病院系列が違うと、それがなかなか難しく、結局不完全な
情報で落ち着かざるを得なかったり、重複検査をせざるを
得ないことが、なきにしもあらずです。

　コンピューターによる情報検索を行う時に注意しなけれ
ばいけないのが、その正確性の担保をどのように行うかと
いうことがあります。一旦コンピューターに入力されてしま
うと、その情報や診断名が一人歩きを始めて、次々に間違
いが複製され、拡大してしまう可能性をはらんでいます。ま

た昔行われた診断名についてその時は正しいと思われて
いたがのちの情報によって違う診断名となったものもあり
ます。間違いが再生されるのを防ぎ、最新の、できるだけ正
確な診断名に行き着くためには、それぞれの診断名につい
て、患者さんと会話をしながら、他の診断名との整合性、
時系列で意味が通っているか、現在の身体所見や服用薬
と整合性があるか、今回の病態にどの程度関与しているか
どうか、その診断名にどの程度の信用性があるか、根拠は
何か、裏が取れているのか、などを考えながら、カルテを
完成させ、検査や治療方針を決めていきます。一人の新規
患者さんにかかる時間は、その病態の複雑性にもよります
が、古いカルテ検索から、患者さんとの面談及び診察、新
規カルテの完成とオーダーの入力で、約30分から45分ほ
どです。新患でない患者さんについては、前日のカルテが
ありますから、それを参考にして、追加所見とオーダー（も
し必要があれば）を付け加え、また修正の必要があればそ
れをした上で、その日のカルテを完成させます。新患でない
患者さんについては、病態が落ち着いていれば、５分から
10分ほどで新規カルテが完了します。

　こうして全ての患者さんを一応診終わってから心電図の
読図にかかります。最近はコンピューターが仮読図をしてく
れているため、それに問題がなければ、クリック一つで読
図が完了します。最も悩ましいのが、リズムの解析で、患者
さんにパーキンソン病の既往があったりすると、心電図上
では、心房粗動のように見えてしまうことがよくあります。
また、心房性の期外収縮が頻発していると、場合によって
は心房細動との鑑別が難しいことがあります。心筋梗塞
や、心筋虚血、房室ブロックなどの診断については、最近
のコンピューターにはあまり見落としはなく、どちらかと言
えば、過剰診断の方が多いように思います。その場合は、
XXXの可能性あり、とか、XXXが否定できない、などの診
断名に改めます。コンピューターが読み間違えをしていない
かに気をつけながら、その日その病院の1日分、200件余り
の心電図の読図を完了しました。一つの心電図読図にかか
る時間は、平均して5秒から10秒程度です。

　次は、心エコー（超音波検査）です。心エコーは、ほとん
どの場合、エコー専門の技師さんが検査を行い、仮読影を
してくれていますが、一つ一つの動画を見ながら、壁運動
異常はないか、弁膜機能や形態に異常はないか、大動脈
や心嚢膜に異常はないか、異常な瘤や構造物は存在しな
いかなど、確認しながらの読影となりますので、結構時間
がかかります。一つの検査を読影するのに、平均５分から
10分かかります。昔は、心エコーの記録媒体は、VHSのビ
デオテープでしたので、巻き戻しや初期出しに時間がかか
り、また、読影は、そのVHSが保管されている部屋でなけ
れば読影ができず、非常に不便でした。今はデータは全て
クラウドを通じて病院中のコンピューター端末でいつでも
どこでも読影ができますので、これも大きな進歩です。1日
分30件余りのエコーの20数件ほどの読影がすんだ頃、救
急室から緊急コールが入りました。

「80歳の女性、めまいと軽い精神混濁。軽度の胸痛もあ
り。救急室の心電図で、３度の房室ブロック。心室心拍数は
30/分。血圧120/75。服用薬の中にはベータブロッカーや
カルシウム拮抗剤などを含まない。」 

　直ちに、ペースメーカーの適応有りと判断したので、たま
たま病院内にいた電気生理学の先生にお願いして、救急
の処置を行なってもらうことにし、急いで残りの心エコー
の読影を片付けてしまおうとしたところに、二回目の救急
室からの緊急コールが入りました。

「73歳の女性、胸痛と呼吸苦を訴えて来院、緊急CT検査
にて両側性の騎乗型肺塞栓症。SaO2※＝83%と低酸素血
症があり、CT 上で右室/左室比が1.5。脈拍数120。血圧
110/80。緊急治療を要します。」

　この時、電気生理学の先生から最初の患者さんについ
ての報告が入り、胸痛があり、虚血性の房室ブロックの可
能性があるので、緊急カテが必要だと思います、との話で
した。まさに盆と正月が一緒に来たような状況で、これは、
両方緊急カテで解決するしかないと腹を括り、心エコーの
読影はひとまず後回しにして、緊急カテの立ち上げをオー
ダーしました。緊急性の順番を考えて、虚血の診断治療が
優先すると考えたので、最初の80歳の女性を先にすること
にし、待つこと半時間、カテ室緊急チームが到着しました。
ここで時計を見ると午後5時半。

　最初の患者さんは、まず、鼠径動静脈にシースを入れ、
鼠径静脈から、右心室に、臨時のペースメーカーを留置し
リズムを安定させ、心拍数を確保しました。その後鼠径動
脈からカテをして冠状動脈造影をしてみると、冠状動脈
狭窄はなく、虚血性の疾患は除外されたので、手技は完了
し、鼠径動静脈シース及び臨時ペースメーカーを手術用の
針と糸で確保し、集中治療室に送りました。患者さんは翌
朝埋め込み式ペースメーカーの治療を受けられ、翌々日元
気に退院されました。

　2番目の患者さんは、肺塞栓をINARIという道具を使っ
て経皮的に吸引除去する事とし、緊急INARIチームを立
ち上げ、鼠径静脈から、両側の肺動脈に吸引装置をすす
め、そこにあった大量の血栓を除去することに成功しまし
た。血栓除去の直後に、血行動態は著明に改善し、酸素
飽和度は正常化し、患者さんの胸痛と呼吸苦も完全に改
善しました。（図１）

　２例の緊急カテを終え、心エコーの読影も終了して、帰
途に着いたのが午後9時。緊急当直なので、次の日の朝ま
では、緊急電話の応対もあり、長い1日で疲れましたが、満
足感もありました。患者さんの命を救い、苦痛を取り除くと
いう医師の仕事は、忙しいですが、達成できた時の満足感
は、何者にも変え難いものがあります。

図１

心臓病治療の最前線

第165回    あるアメリカ循環器開業医の1日。第165回    あるアメリカ循環器開業医の1日。
   緊急当直日の出来事など。   緊急当直日の出来事など。

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/

注)　※　SaO2：動脈血酸素飽和度
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202２年8月 月例会 優勝 Ryosan Technologies 加藤さん

　８月２１日（日）に第５戦ミシガン会月例会
が開催されました。本大会のエントリー数は
ゲスト参加５名を含む４２名となり、毎回多く
の方にご参加戴き、誠にありがとうございま
す。今月も雷雨の予報で大会中止をも覚悟し
ておりましたが、晴女、晴男の多い会員皆様
のおかげで予報が外れ、暑いコンディション
の中、参加者全員が最後まで気持ち良くラ
ウンドすることができました。さて今月見事
に優勝されたのは加藤さんです。２０１８年

７月大会以来、４年ぶり２度目の優勝となり
ました。おめでとうございます。曲がらない
ティーショットに加え、グリーン周りからの柔
らかいアプローチが頻繁にピンに絡み、パー
セーブを連発。優勝スコアも２位に大差をつ
けるネット６３となりました。残り２戦でのご
活躍も期待しております。

　そして、２位は久しぶりにご参戦の西村さん
です。曲がらないアイアンとパターを武器に、
スコアメークができたとのこと。今後も優勝

争いへの参加が期待できそうな内容となりま
した。

　続きまして、３位は長井（俊）さんです。毎
日ガレージでコツコツ練習していることが
好結果の要因とのことで、今回のラウンドで
も安定したティーショットを披露されておら
れました。また長井さんは併せベスグロ賞も
受賞されています。次回、第６戦は９月１８日
（日）開催です。いよいよ今シーズンも残り２
回となり、年間チャンピオンを決定するグラ

チャン争いも大接戦となっています。最後ま
で盛り上げて参りますので、皆さまの多数の
ご参加お待ちしております。また最後になり
ますが、ミシガン会WEBサイト運営担当役員
の茶木さんが今大会を最後に、ミシガン会を
卒業されます。２年間に亘る運営へのご尽力
ありがとうございました。新天地でのご活躍
を祈念申し上げます！

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8    Jun Okada (Sumitomo Corp.)
#17   Yasuhiro Fujishiro (Chiyoda Integre)

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

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

＜ニアピン賞＞
#3 Naoko Sakamoto (Individual)
#6 Atsuhiko Goto (Univance)
#12 Masaya Oi (SMC Corp)
#14 Atsuhiko Goto (Univance)

＜ベスグロ賞＞
82  Shunji Nagai (Individual)

～ 今月の上位入賞者 ～
優勝 加藤さん

2位 西村さん、3位 長井さん

www.michigan-kai.com

順順位位 First Name Last Name COMPANY OUT IN GROSS H.C. NET

1 Seiya Kato Ryosan Technologies USA Inc. 41 43 84 21 63

2 Hideki Nishimura SHIKOKU CABLE NORTH AMERICA,INC. 45 43 88 20 68

3 Shunji Nagai Individual 38 44 82 12 70

4 Toru Yuzawa Individual 43 45 88 18 70

5 Yoshio Kamei Yamato Transport U.S.A., Inc. 40 43 83 12 71

6 Yasuhiro Fujishiro CHIYODA INTEGRE OF AMERICA, INC. 46 43 89 18 71

7 Takahiro Kokubo Individual 46 48 94 23 71

8 Kyosuke Chaki Sanyo Corporation of America 45 49 94 23 71

9 Yoji Ichikawa SMK Electronics Corporation, U.S.A. 54 45 99 26 73

10 Mike Kikuchi Individual 40 44 84 10 74

11 Hugo Tanaka Individual 38 54 92 18 74

12 Akio Koyama Nitto Seiko America 44 50 94 20 74

13 Yasuhiro Morioka BASF 42 44 86 11 75

14 Hiroshi Akutagawa Individual 44 46 90 15 75

15 Yoko Ishikawa KURABE AMERICA CORPORATION 48 53 101 26 75

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。。
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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

ミシガンの気候は私の故郷、北海道を思い出さ
せてくれます。実際、ミシガン州と北海道の緯

度は同じくらいであるため、東京や大阪に比べると
夏は北海道と同じように比較的涼しくて快適です。
北海道では『お盆や高校野球が終わると一気に秋
が来る』と言われています。ミシガンも9月になると
少しずつ肌寒くなってきて、初秋の彩りが見られる
時期になってきますね。今月の質問は「ぐるりんぱ」
さんです。

＊＊＊
＜今月の質問＞

　知人のお子さんが円形脱毛症になりました。日
本では皮膚科にかかるそうですが、アメリカでは
やはりかかりつけ医にまずかかるべきですか？　
皮膚科か精神科にかかった方がいいのですか？す
ぐにまた生えてきますか？何か薬は必要ですか？ 

  　　 ＊＊＊

　円形脱毛症！アメリカでは小児神経科医なので
診療することもないですが、その昔、日本で相談さ
れたことは無数にあります。また、私自身もかつて
円形脱毛症になったことがあります（後述）。お子
さんの年齢が書かれていないので、どの年齢層の小
児患者を対象にお話しすべきか迷いますが、髪が抜
けるというのは確かにどの年齢でも不安になります
よね。

　 ちなみに、大 人の 髪 の毛 が 抜ける理 由で圧 倒
的に多いのは「男性型脱毛症 」 (Androgenetic 
Alopecia：AGA）です。男性型脱毛症とはその名の
通りに男性ホルモンが大きく関わっていますが、そ
の進行度合いや発症年齢には個人差が大きく、20
代から50-60代に発症することが多いですが、早い
と10代の高校生からでも認めます。思春期以後に
発症する進行性脱毛症で、生え際から頭頂部にか
けて薄くなっていくM型（ドラゴンボールのベジー
タ頭）や、頭頂部から薄くなっていくO型(カッパの
皿頭)に主に分けられます。男性型脱毛症の発症に
は、遺伝による影 響が大きく関わり、他にも頭 皮
の血行不良、生活習慣の乱れなどもその進行に関
わっています。

　その昔、1989年〜1993年に週刊ヤングマガジン
に連載されていた「ハゲしいな！桜井くん（高倉あつ
こ著 講談社）」というマンガを読んだことはありま

すか？ 主人公の桜井くんは18歳の高校生で、ハン
サムかつ学業にも秀でて、彼女もとても可愛く、完
璧な人生を送っていました。若ハゲという一点を除
いては、というコメディマンガです。当初はこの若
ハゲで悩む桜井くんが彼女に必死でハゲを隠そう
とするストーリーなのですが、その続編に結婚後の
「新婚編」、さらに父親になった後の「ハゲまして！
桜井くん」と話が続き、桜井くんのハゲが進行して
いるのがわかります。今のご時世では、人が気にし
ていることをあげつらうこのようなマンガの連載は
難しいでしょう。私は「ハゲしいな！桜井くん」の連
載時にちょうど主人公と同じ高校生であり、「自分
は高校生からはハゲたくないな」とある同情を持っ
て読んでいました。主人公が毎朝、父親と一緒に頭
皮マッサージで1日が始まるのを読んで、「頭皮マッ
サージはハゲ防止に大事なんだ」と思い、自分も必
要もないのにいろいろ頭皮をマッサージしていまし
た。その成果か、現在でも髪は十分に残っていて、
今でもアメリカ人の知人たちには年齢よりもずっと
若く見られています。

　このように大人であれば、脱毛症でなんと言って
も多いのは男性型脱毛症なのですが、小児期で認
められる円形脱毛症はさらに異なった原因が考え
られます。まず、ここで述べておきたいことは、『円
形脱毛症とストレスとの関係は医学的にはまだ証明
されていない』という点です。むしろ、最近は『毛根
に対する自己免疫反応が円形脱毛症の主な原因で
ある』とわかってきました。つまり、円形脱毛症は、
体の免疫が毛根を異物と間違えて攻撃してしまっ
た結果、毛根が傷害されて、髪の毛が突然抜け落ち
てしまう病気なのです。しかし、なぜその様な免疫
反応が生じるのかは、まだ完全に明らかになってい
ません。円形脱毛症は小児から大人まで起こります
が、何らかの免疫異常の病気(アトピー性皮膚炎、甲
状腺免疫疾患など)を持っている人に比較的多いこ
とからも、自己免疫反応が主因であることが裏付け
されています。しかし、円形脱毛症の患者の多くに
は、特定の免疫疾患を認めないことも事実です。

　気にかかる予後ですが、脱毛範囲の少ない場合
は、ほとんどの例で数か月から1年以内に自然に治
ります。特に治療も必要ありません。しかし、円形
脱毛症がより広範囲になる場合、さらに頭部全体の
毛が抜けてしまうような場合（全頭型)は専門医に
診てもらう必要があります。

Vol. 14 ：小児の円形脱毛症について

　また、小児の円形脱毛症を診た場合に、私が小児
科医の観点から見逃してはいけないと考えている疾
患が主に２つあります。

① 抜毛症：髪の毛を自分で抜いてしまう病気
で、多くはストレスが関連しており、抜毛部分は
利き手側に多いです。ストレスの原因もさまざ
まで、比較的真面目で一生懸命な子に多くみら
れます。また、抜毛症患者のかなり多くの方が、
抜いた毛髪を自ら食べてしまいます(食毛症)。
自分で毛を引き抜く抜毛症は、円形脱毛症とは
全く異なる疾患であり、治療には精神科などの
心のケアが必要です。　

② 頭部白癬：白癬菌という真菌（カビ)の感染
により、頭部にできる水虫です。円形脱毛症と
異なり、脱毛部分の周囲にうろこ状にカサつい
た発疹が存在します。柔道やレスリングなど頭
を直接つけあう格闘技や、ペットから感染する
方もいるので、疑った場合には私はスポーツや
ペットの有無を確認しています。

　上記で述べたように、現在の医学界では「円形
脱毛症とストレスは関係ない」という医学関係者も
います。でも、ぐるりんぱさんが心配されるように、
私自身はストレスが関与している例があると感じて
います。というのは、かつて私自身が日本でストレ
スに満ちたある病院で勤務していた際に、円形脱
毛症に陥ってしまった経験があるからです。幸いに
も、その病院から次の病院に移ったとたんに治り、
抜けた部分も元どおりになりました。そんな自分
の経 験からも、ストレスは体の免疫反応に大きく
影響する因子のひとつだと私は信じています。ぐる
りんぱさんの知人のお子さんは、まずはかかりつけ
医に相談して、必要に応じて皮膚科などの専門医
に紹介してもらうのがよろしいかと思いますが、い
かがでしょうか。

　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。質問をぜひ下記
に記載の要領でEメールにてご相談ください。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）

　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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■ 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
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
気軽にご相談ください。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  

□ 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。

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

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:

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

■   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 
　

■ホワイト・パイン男声合唱団 団員募集

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。

　　問い合わせ：info@wpgc-mi.com

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

■   ESL 個人・グループレッスン

English as a Second Language Lessons 
Individual and Group Lessons  
Offered in my West Bloomfield Home 
First Lesson Available at No Charge  
25 Years Experience  
 esldiane@gmail.com  
        248-229-6459  
         Diane Baum 
　

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

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

クラシファイド広告

　　　　　　　　　　　募集中
！

https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
http://www.sunnypointe.com
https://www.dickinson-wright.com
https://kobylearn.com/
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ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　 8月は例 年 ほどの 暑さで は なかった
ミシガ ン だった が、日本 は 大 雨と猛 暑
つづきだった。そんな中、多くの方が一
時帰国をされたことだろう。アメリカで
はブースターショットが 進 み 、マスクを
せ ず外出する姿 を多く見 かけた 。海 外
旅 行、旅 の 楽し みが 復 活してきたよう
だ 。旅 路 の 交 差 点ともいえる空 港 のブ
リューワリーの楽しみ方をご紹介する。

　デトロイト・メトロポリタンには、At　
Water　Breweryがある。ダウンタウンや
Gross Pointe Parkのビアガーデンなどに
なかなか行く機会が持てない方には、空港
にあるブリューワリーはうれしい。Detroit 
City JuiceやPog-O-Licous IPAをTapか

らで楽しみ、ゆったりと空の旅の時間を
過ごすのもいい。RochesterのRochester 
Mills Breweryが地方空港のFlintのBishop 
Airportに出店しているのをご存じの方は
そう多くはないだろう。ミシガンのブリュー
ワリーの先 駆けの２店が 積 極 的に地 域
産業に貢献している様子がうかがえる。

　 デトロイト出 発 で は なく、シ カゴ か
ら日 本 行 き に 搭 乗 す る 人 に は ここを
お 勧 めす る 。シ カ ゴと 言 え ば G o o s e 
Is land Brewer y。愛らしいGooseのロ
ゴ が 缶 の ラ ベ ル に も 用 い ら れて い る
の で、目 にし た 人も 多 い だ ろう。この
Goose Island Brewer yは1988年創業
の シ カ ゴ の 老 舗 ブ リュー ワリ ー だ 。

　オヘア空港のコンコースB
にあるGoose Islandに寄っ
て見 た 。昼 下がりで ランチ
の 時 間 も過 ぎ たころ 、日本
行 きフライトの出発 まで の
隙間時間だった。１杯のお値
段（＄14）は少々驚いたが、
「ここは今 の時 間 静かなん
だよ」とバー・ストップを切
り盛りするサーバーが言う。
NY・ラガーディア、デトロイ
ト・メトロ、サンフランシス

(上）Bishop空港のRochester Mills BC　（右）シカゴ・O'Hare空港。見事な演奏に魅せられた。

- Detroit Metropolitan Airpor t
-Bishop Int'l Airport（Flint） MI州
-O'Hare Int'l Airport -  IL州

旅の合間にブリューワリーで
　 空港＠ M州 / IL州

おなじみのGoose Island BCの缶 
の ラベル。出発までの時間をゆっ
たりと過ごした。

　　

コへと向かう便 が 到 着するまで はこの
コンコースは発着便が少なく、このバー・
ストップでゆったりとした時間を過ごせ
る。サーバーおススメのSummer Haz y 
I PAをじっくりと楽しむことができた 。

　シカゴ・オヘア空港はいくつかの航空
会社のHub空港だけあって、多くの人々
が行きかう大空港だ。テナントの数も多
い。NHKの番組に「駅ピアノ・空港ピアノ・
街角ピアノ」がある。通りがかりの人や旅
人に駅や空港、町に置かれたピアノを即
興で 弾いてもらう、という番 組だ。その
番組をを思わせるような、ワイン・バーの
隣に置かれたグランドピアノを旅人たち

が弾き、忙しく空港内を行き交う人々も
足を留めたくなるような光景にオヘア空
港で出会った。ワイン・バーで歓 談に浸
る人たちもいつしか名演奏に耳を傾け、
大きな拍手を送っていた。「ブラボー！」

　 コ ロ ナ に より、旅 行 へ の 足 が 遠 の
いて いたこの２年 間 、人々が 行 き交う
空 港 で ほ っとし た 時 間 を 過 ご せ た 。

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

https://www.lazarspinalcare.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
https://kobylearn.com

コービー・ラーニング・グループ
Back to School Campaign!

9月1日～9月30日

Koby Learning Group 
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

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

 

Koby Learning Group 
Back to School 新新学学期期キキャャンンペペーーンン 

8 月月 1 日日～～9 月月 30 日日限限定定！！‼‼ 
 
 

◎◎新新規規受受講講ををごご検検討討のの方方◎◎ 
☆☆入入学学金金免免除除！！ 
☆☆無無料料体体験験ククララスス! 

☆☆無無料料英英語語レレベベルルチチェェッッククテテスストト! 
☆☆無無料料ククララスス相相談談! 

 
 

◎◎ごご希希望望のの方方はは下下記記連連絡絡先先へへごご予予約約おお申申込込みみくくだだささいい。。 
 

 
 

注目イベン注目イベント！ト！

帰帰国国生生大大学学入入試試説説明明会会  

実実施施日日時時

帰帰国国生生大大学学入入試試のの概概況況とと今今後後のの受受験験対対策策  
①①帰帰国国生生入入試試のの基基礎礎知知識識とと海海外外在在住住中中のの心心構構ええ  

②②主主なな大大学学のの最最新新入入試試情情報報とと攻攻略略法法  

③③河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーーススののカカリリキキュュララムムのの特特長長  
★★参参加加者者アアンンケケーートト回回答答者者にに説説明明会会資資料料とと情情報報誌誌「「栄栄冠冠めめざざししてて帰帰国国生生入入試試編編」」をを進進呈呈！！

<<おお問問いい合合わわせせ先先>>  河河合合塾塾海海外外帰帰国国生生ココーースス北北米米事事務務所所  EE--mmaaiill  ::  kkiikkookkuu@@uujjeeeecc..oorrgg    
  hhttttpp::////wwwwww..kkaawwaaii--jjuukkuu..aacc..jjpp//kkiillkkookkuu//                        

 河合塾海外帰国生コースでは、海外で学び日本の大学をめざす受験生をバックアップするため、帰国生大学入試の説

明会を実施します。北米におきましては、今年度は下記の日程にてオンラインで実施します。大学入試の最新情報および

合格の秘訣をお伝えいたしますので、是非この機会をご活用ください。テーマおよび内容は下記の通りです。（内容は都

合により変更になる場合があります。秋入学や英語プログラムの大学の情報は提供しません。） 

◆◆実実施施日日

１１００月月９９日日（（日日））・・２２３３日日（（日日））

１１１１月月６６日日（（日日））・・２２００日日（（日日））

◆◆  実実施施時時間間

米米国国東東部部時時間間：：午午後後１１時時～～３３時時

米米国国中中部部時時間間：：正正午午～～午午後後２２時時

米米国国太太平平洋洋時時間間：：午午前前１１００時時～～正正午午

◆◆参参加加方方法法
・オンラインで実施します。必ず事前にお申込みください。

・お申し込みは、下記の河合塾海外帰国生コースのウェブサイトに掲載の参加申込

フォームをご利用ください。＊ では申し込めません。

・定員は各日程 家庭ですので、お早めにお申し込みください。

・在住国・地域に関係なく、どの日程にもご参加いただけますが、より多くの方に参加

いただけるよう、１家庭１日程のみとさせていただきます。

・参加に必要な とパスコード等の情報は、実施日の２～３日前にお知らせします。

JAPAN NEWS CLUB

只今、ミシガン州、オハイオ州では
保険外交員として一緒に働ける方募集中！

まずは、お気軽に（お電話、テキスト、Email）でお問い合わせください

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

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

米国保険の素朴な疑問

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

米国在住中のみ
ご加入できます

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

明治安田生命子会社明治安田生命子会社

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

AD 02-2021-11

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
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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

● 日本祭 in サギノー（MI州）
 2022 年９月１８日（日）１-４pm
 Place: Japanese Cultural Center, Tea House, and Gardens 
 入園無料

期間中新規受講の方には入学金40ドルを免除！
在校生にはクラスの追加で該当月受講料を10％割引！

無料でのクラス受講相談、レベル
チェックテストお よ び 体 験 クラス ( 個 人クラスの 体 験 
は有料) を随時受け付けております。

ご予約お待ちしております。

● デトロイト・ジャズフェスティバル（無料）

   2022年　9月2日（金）-５日（月）
　 Place:　デトロイト（Hart Plaza / Woodward沿い/ Campus Martius Park)
 駐車場所やその他詳細: https://www.detroitjazzfest.org/faq/

2022年デトロイト・ジャズ・フェスティバルに鳥取JAZZのジャズアーティストが3年ぶりに帰っ
てくる！ デトロイト・ジャズ・フェスティバルのアーティスティック・ディレクター兼プレジデン
トのクリス・コリンズをはじめ、地元のジャズ・ミュージシャンと再会し、鳥取・デトロイト・ 
リユニオン・バンドを結成！ パンデミック中も、ピアニストの菊地比美子さんが 2020 年と 
2021 年のデトロイト ジャズ フェスティバルに日本からオンラインで参加しました。 
 (2021 年のライブストリームはこちら: https://youtu.be/Y-yvoRav7Pg)

同バンドが、9 月 4 日（日）午後 5 時 45 分、ハート プラザの
ピラミッド ステージでパフォーマンス！お見逃しなく！！

https://www.kobylearn.com
https://www.kawai-juku.ac.jp/kikoku/lct/north-america/
https://www.kawai-juku.ac.jp/kikoku/lct/north-america/
https://www.eastbrookedental.com
http://japaneseculturalcenter.org/
https://www.detroitjazzfest.org/faq/
https://youtu.be/Y-yvoRav7Pg


●  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 ~ 8pm
金　	 8am ~ 1pm
土	 8am ~ 12pm
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Grand River Ave.

(248) 442-0400   

★

受付時間

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

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

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

(248) 442-0400   

不動産に関することなら
メイ ・ ウェイ （Mei Wei）

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

 E-mail：meiwei888@gmail.com

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

32440 Franklin Road.  
Franklin Village, MI 48025

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

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム
不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Associate Broker

Real Estate Services

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

734-274-4505
CenterraPointe.com

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

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

ベッドルームアパートメント

詳細はこちらから

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆

ご予約はノエル・ラング（Noel Leung）まで、
ご希望日時、メニューを簡単な英文で結構ですので、 

Eメールまたはテキストで、 ご連絡ください。
N o e l @ j a s m i n e - s a l o n . c o m
テキストメール: 248-719-0236

  [営業時間]　
  月曜～土曜  9:00am ~ 6:00pm
  [住所] 105 Legato Dr. 
　　　  Walled Lake, MI 48390
 JasmineHairSalon.com
        (料金をご覧いただけます)

日本人のお客様が多く、日本の
カタログ・雑誌よりヘアスタイル
をオーダーできます。

https://www.novidentists.com
https://www.CenterraPointe.com

