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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
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•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

秋晴れ、というよりは夏の強い日差しと汗ばむほどの暑さだった。9月18日（日） 
サギノー市のJapanese Cultural Center, Tea House and Gardensで、 

Japan Festival in Saginawが行われた。昨年に引き続き多くの入場者を迎え、盛大
なフェスティバルとなった。

　午後１時のオープニングを待ちかねるように入場者はお昼過ぎから集まり始めた。
Todd Hall氏（Japanese Cultural Center Board of Directors）の司会で、オープニン
グセレモニーが行われた。挨拶に立った在デトロイト日本国総領事・進藤雄介氏(写真
下左）は昨年のこのフェスティバルが印象に残りまた訪れることができた喜び、サギノー
市と徳島市の姉妹提携が61周年になることをご自身の生涯よりも長い、とユーモアで
会場の笑いを誘いつつ、日本とアメリカのWコラボレーションの絆や友情をもたらす大
切さを語った。続いてサギノー市長のBrenda Moore氏（写真下右）の挨拶があった。
フェスティバルはステージのRaion Taikoのパフォーマンスとお茶室でのお茶会を皮切
りに始まった。

　人気のお点前披露はメトロデトロイトから駆け付けた表千家・裏千家の皆さんによっ
て行われた。各回20人限定のチケット制。1.5グラムのお茶と195度（F）のお湯によっ
て点てられるお茶、という物理的な面の説明から、床の間にかけられた書の意味、茶
道具は職人の技の粋であること、そしてお茶を点てる所作と主人の心遣いを、所作と同
時進行で説明がなされた。参会者はじっとその動きを凝視していた。

　お点前の後、今年は参会者に茶菓と抹茶がふるまわれた。静寂と緊張した雰囲気の
茶室に参会者の笑顔があふれた。Caseville（Michigan Thumbの町）からウエブの
イベント情報でこのフェスティバルを知って訪れたご夫妻は「（お茶会は）静寂。宗教
的なものを感じた。このフェスティバルを色々見て楽しみたい。」と感想を述べていた。
お点前を披露した両派の代表の方も、「茶菓とお茶をお出しすることでお茶らしくなっ
た。また今年もこのフェスティバルに出れたことをうれしく思います」と語っていた。

　庭園付近では、盆栽、陶芸、生け花、折り紙、書道、伝統的な子供の遊び、日本食やお
土産の販売、Midland市のDow 高校の日本語サークルの生徒の日本紹介のパネル、総
領事館の広報パネルの展示が行われた。今年は実際にろくろを回す実演も見られた。 

　　サギノー・日本まつりサギノー・日本まつり
          Japan F e sti va l  in SaginawJapan F e sti va l  in Saginaw  

      和やかに盛大に行われる和やかに盛大に行われる
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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

ソーダ焼成の手法で陶芸を行っているTim Ricketts氏は、日本には行ったことがないが、
自分の作る陶器は実用的なもの、生活の一部となるものをテーマにしている、と語った。

　ステージでは、剣道、高校生の楽器アンサンブルグループの演奏、琴の演奏、Tai 
Chiとバラエティーに富むパフォーマンスが繰り広げられた。ステージのあるテントでは
地元の人が楽しんでいた。デトロイト剣道道場の師範による技の披露はステージいっ
ぱいの立ち回りで気迫あるデモンストレーションだった。技の披露の後、テント内の参
観者から希望者を募り、竹刀を実際に手に持ってもらい「面」「胴」を打ってもらう参加
型の楽しい場も提供された。しっかりとした一打ちには会場が沸き、胴のはずが脚を
打ったときには、会場から笑いが起こった。パフォーマンスの後、デトロイト剣道道場の
田川氏にお話を伺った。「道場稽古の雰囲気で、楽しくできた。仲良く、楽しく、正しい
剣道をしよう、を目標に稽古を行っている」と語りつつ、コロナ禍での稽古場の確保の
苦労があることも。しかし「どんどんデモンストレーションを行い、日本の伝統文化を広
めていきたいです」とコロナ以降への活動の意欲をお話しになった。

　天候にも恵まれたが、昨年よりも人出が多かったフェスティバルだった。地元の人
も多く、テントに設置された音楽会場はずっと満員でテントの外からも演奏を聴く
人 も々見られた。主催者Japanese Cultural Center, Tea House and Gardens of 

Saginaw, Inc, の阿津ますみさんは、「蒸し暑かったが天気に恵まれた、新しいデモン
ストレーションを取り入れ、体験する楽しさが増えたので、若い人々にも人気だった」と
振り返った。今年は庭園にも手を入れたという。確かに昨年との違いとして、庭園内に
は案内の表示が設置されていた。茶室建物の設計をした竹中氏の写真、日本庭園の
中の青石の説明など、訪れる人がこの庭園とその歴史をよく知ることができるように、
歴史にも触れることができるような配慮がなされていた。庭園とパフォーマンスを楽し
む人たちであふれた今年のJapan Festival in Saginawは成功のうちに幕を閉じた。

　サギノー市はデトロイトからおよそ100マイル北に位置し、ノバイからはハイウエイで
約１時間ほどのところにある。徳島市と姉妹提携を結び、今年で61周年。1986年には
友好庭園内に数寄屋造の茶室「阿波鷺能庵」が作られた。庭園には朱塗りの橋、滝
口から流れ出、豊かな水量をたたえる湖、灯篭があり、ここは日本かと思うほどの空間
は、サギノーと徳島の友好のシンボルとなっている。鷺能庵の運営は50％がSaginaw
市から、10％はイベントなどの催しものから、残りは寄付で賄っている。この素晴ら
しい茶室の維持には人々の協力が大切。www.japaneseculturalcenter.orgでは 
寄付も受け付けている。

　日本庭園は無料で訪れる人に開放され、お茶室では毎月第２土曜日にお茶会が催
されている（有料。要予約）。メトロデトロイトからも遠くはなく、友人や日本文化に興
味のある方を誘ってのお出かけにも最適。サギノーからジャーマンの雰囲気が楽しめる
Frankenmuthへ30分もかからないので、サギノー周辺の楽しみはたくさんある。ぜひ、
秋のドライブに阿波鷺能庵やFrankenmuth近辺を訪れてはいかがだろう。 (JNC）

https://riveroakswest.com
http://www.takadadentalclinic.com
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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
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制
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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
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かぼちゃ　120ｇ
団子粉（上新粉・米粉）　40ｇ
グラニュー糖　20ｇ
バター　適量
粒あん　適量

　
　

かぼちゃの焼き団子
O c t o b e r -  2 0 2 2

こんがりとバターで焼き色をつける香ばしいかぼちゃの焼き団子

材料

作り方 How to make  Wagash i

かぼちゃは薄くスライスして、ラップに包み、電子レンジで3分程度加熱す
る。（竹串が通るまで）
粗熱をとり、皮をむいて、ボウルにいれる。ハンドブレンダーやマッシャー
などで、ペースト状にする。
団子粉とグラニュー糖を加えて、耳たぶくらいの固さになるまでなめらか
に練る。（かぼちゃの水分が多い場合は、団子粉を追加する）
等分に分けて丸める。
たっぷりの湯でゆで、浮いてきたら冷水にとって水気を切る。
フライパンでバターを熱し、香りがたってきたら、団子の表面に焼き色をつ
ける。
器に粒あんと団子を盛って、出来上がり。

　街中が少しずつハロウィンムードに、にぎやか
になってきました。今年はどう楽しもうかなと、ワク
ワクしてきますね。今月号では、10月の主役”かぼ
ちゃ”を使った和菓子のレシピをご紹介します。
こんがりとバターで焼き色をつける香ばしいかぼ
ちゃの焼き団子、どうぞお楽しみください！

Ingredients

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

おうちで楽しむ
季節の和菓子

１．

２．

３．

４．
５．
６．
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「明日は我が身」が現実に！
喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”（第236回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC
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　１０月に入り今年も残すところ３ヶ月を切りました。「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったもので、ミ
シガンも秋分の日を境に気温がグッと下がってきました。厳しい残暑が続いていた日本でも９月末に同
月内７つ目の台風１８号が発生しましたが、一つ前の１７号が通過した後は「台風一過」でだいぶ涼しく
なったようです。今年は台風の当たり年でしょうか？宝くじや景品のくじ引きなら「当たり」は大歓迎で
すが、台風では有り難くないですね。

　当地米国でも先月末にフロリダ州を襲ったハリケーン・イアンがその数日前に全国規模の停電被害
をもたらしたプエルトリコ（奇しくも５年前にハリケーン・マリアの直撃を受けた当日の１日前に被災）の
話題がそっちのけになるほど甚大な被害が出ている模様です。直近通過時の風力強度は最大規模の
カテゴリー５に限りなく近いカテゴリー４でしたが、通過速度が遅く同州全域にもたらした長時間にわ
たる大雨増水と沿岸部の高潮による洪水のため間違いなく同州史上最大・最悪の被害になりそうなこ
とが刻一刻と伝えられるニュース報道で明らかになりつつあります。場所によっては増水が地上１５〜
１８フィートの高さにも達し、乗用車はもちろん平屋建ての家が屋根近くまで水没している映像があり
ました。沿岸部では停泊中の多くの小型船舶、ボートなどが打ち上がられてかなり内陸まで押し流され
たり、車や建物、オーバーパスなどに打ち付けられていました。

　最大級の被害を受けたフォート・マイヤーズでは沖の小島と結ぶ唯一の陸上交通手段である渡橋の一
部が崩落し、島の住人は孤立状態でボートかヘリコプターでしか行き来ができない悲惨な状態です。ハリ
ケーン通過後も残る洪水、浸水、道路上の瓦礫のため負傷者、病人を救出する救急隊も現場に行けず、
行けても収容する先の病院、医療機関が浸水で入院患者を避難させねばならなかったようです。特殊な
医療設備、医療技術が必要なICUの関係者は即刻患者の生死に関わることなので気が気でないと思いま
す。救急隊も発進基地である消防署や救急センター自体が浸水したり、移動途中で立ち往生したりで思う
ように動けていないようです。救急隊のメンバーもそれが仕事とは言え、自分の自宅が浸水しているのにも
かかわらず救出に出動する姿には敬服します。強風や倒木、落ち枝、飛散物などで断線したり冠水した電
線、給電ケーブルの復旧にも州外からの応援を含めて３万人ほどの作業者が避難する人たちと逆行するよ
うに現場作業に向かっているというニュースにも感動します。被災地フロリダ全州の皆さんや被害に遭わ
れた方 に々は心よりお悔やみ申し上げるとともに一刻でも早い救出・救助、瓦礫の除去、復興・回復ができ
ますようにお祈りしております。

　ハリケーン・イアンはフロリダ州通過後一旦熱帯性低気圧になりましたが、海水温度の高いメキシコ
湾を北上しながら再び勢力を強めカテゴリー１のハリケーンとなり、本原稿作成時点でサウス・カロライ

ナ州チャールストン方面に向かっています。有り難くない訪問者を迎える現地では過去の経験や事前情
報を活かしてできる限りの準備をしているようですが、被害が最小限になることを祈ります。

　スポーツの話題です。最終盤の日本のプロ野球ではセ・リーグは今シーズン話題の村上選手の活躍
でヤクルトスワローズの連覇が決まり、２位のDeNAベイスターズと２チームはいち早くプレーオフ進出
確定。もう１チーム３位が阪神に決まりました。パ・リーグは西部ライオンズが３位当確。ソフトバンク・
ホークスとオリックス・バッファローズが僅差で首位争いしており、最終戦までもつれるかもしれません。
同じく残り数試合となっている当地MLBではナ・リーグ東地区のニューヨーク・メッツとアトランタ・ブ
レーブスの首位争い以外は両リーグ各地区優勝チームが確定。今年は３チームが出場できるプレーオ
フはア・リーグがほぼ確定、ナ・リーグは最後の１スポットがフィラデルフィア・フィリーズかミルウオー
キー・ブルーワーズのどちらになるかです。

　今年も昨年以上に活躍し新たな記録を作り続けている大谷選手がニューヨーク・ヤンキースのジャッ
ジ選手を退けて２年連続ア・リーグMVPに選ばれるかどうかが論議の的になっています。異論は多々
ありますが、個人的には数十年に一度レベルのホームラン記録よりも１００年〜１２０年に一度かそれ以
上のレベルの二刀流が選ばれるべきだと思います。ネット記事やSNSブログで時々見かけるコメントで
「我々は今現実に起きている投打二刀流について慣れ過ぎてしまい、日常起こり得る当たり前のことと
勘違いし、正当な評価をしていないのではないか？」という趣旨のものがありますが、全く同感です。大谷
選手が毎日のように打席に立ち、数日間隔でマウンドに登ること自体が稀有（けう）でミラクルなのです！
しかもただ出るだけでなく、投打の一流選手たちと比較されるほどのトップレベルでプレーし続けている
のです。毎日奇跡を起こしていて我々はそれを見てワクワク、ドキドキしながら夢のような時間を過ごして
いるのです！！はっは、ちょいと熱くなり過ぎましたが、ご賛同いただける諸氏も多いと思います。

　今年もまたプレーオフで一流プレーヤー相手に投打両面で溌剌とプレーする姿を見られないのは本
当に残念です。シーズンオフには球団の売却先と合わせて大谷選手の移籍の可能性有無が大きな話題
となる予想でしたが、１０月１日に年俸調停回避で年俸３,０００万ドルの１年契約合意が電撃発表され
ました。残留が決まった以上は、誰が球団オーナー、GM、編成部長になろうとも来年こそプレーオフに
出られるチームメンバー編成になることを切に願います。

　前書きが超長くなってしまいました。前書きというより複部構成の第１部という感じになってしまい、
失礼しました。

　では、今回（第２部？）のテーマ【「明日は我が身」が現実に？】に移ります。

　先月起きたウクライナの高速（光速）反攻による南東部におけるロシア軍占拠地域の大幅奪還、ロシ
ア軍特殊部隊壊滅・残軍敗走、プーチン大統領によるロシア軍予備役３０万人の部分的招集、国際法に
従わず独断的・一方的にウクライナ国土の１/５に相当する４州での強制的住民投票によるロシアの属州
扱い賛同多数操作に続いて同４州をロシアに併合する旨の宣言、併合条約の署名問題。英国のエリザベ
ス女王２世のご逝去と空前絶後の葬礼・葬儀。米国内の１/１６議会乱入事件調査委員会の継続証人喚
問、トランプ前大統領が権限なく持ち出しマララーゴの私邸にずぼらに保管（所有）していた米国政府公
文書の違法性問題、各種インフレ対策の効果と来月に迫る中間選挙への影響など幾つか書きたいテー
マがありましたが、先月末に起きたプライベートな出来事について急遽書くことに決めました。

　誠にお恥ずかしい話ですが、フィッシング・メールによる『なりすまし詐欺』に引っ掛かりました。似たよ
うな話は日米のネット記事やニュースで何度もいくつも見聞きしていましたし、家族にも注意を促していま
したが、まさか自分が実際に巻き込まれ、「明日は我が身」が現実になるとは思っていませんでした。

　自分としては極めて恥ずかしいのでこのような場で公表したくない気持ちもありましたが、本紙の読者やそのご
家族、友人、知人のどなたかが同じような災難に遭ってはならないと思い直して本稿で公表することにしました。

　「年甲斐もなく」とか「私としたことが」と大いに自省しておりますが、むしろ「この年だから」とか「私
だから」起きた事件かもしれません。（汗）

　では、一連の出来事を思い出しながら（本音では思い出したくないのですが）時系列で書き出してみます。



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。

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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1. 事の発端は皆さんもご存知で利用されている方も多いと思いますが、世界中に利用者がいる
オンライン決済代行サービスのPayPal（実際はそのなりすまし人物）からのメールです。

2. その日は夕方５時過ぎまでラップトップでちょっと時間のかかる仕事をしていてようやく終わっ
て受信メールでもチェックしようかなと思っていたところにポロンと１通のメール。

3. タイトルを見るとInvoice from Billing Department Of Paypal となっており、「最近何か買っ
たかな？」と思いながら開いてみると前にも見た様なPayPalのロゴマーク入りのメールで「同社
の請求部門が私宛に＄１,０００の請求書を送った」というフォントの大きな文章とその下に「私の
PayPal口座が不正にアクセスされグーグル・プレーのEギフトカード購入費として＄１,０００が計
上された証拠がある。この取引をした覚えがなければ、直ちに無料のこの電話番号にコンタクト
してください。当方営業時間は西海岸時間の月曜日から土曜日の午前６時から午後６時」と記載
されていました。

4. この手のメールやテキストは常に疑い、多くは開かずプレビューで見れる範囲のみ読んで削除す
るか、全く読まずに削除したり、開いてもそこに記述されている関連リンクや添付物は絶対にク
リックしたり、開いたりしない習慣でおりましたが、何故かこの時だけ疑念が湧かず反射的に指
定の電話番号に掛けてしまいました。

5. 直ぐにアレックスという男性が出て覚えがないと伝え、先方が知っている事情を尋ねたら、私の
PayPalの口座がハックされテキサス州のヒューストン、オハイオ州のコロンバス、海外ではナイジェ
リアとコロンビアでも口座を使った取引が行われた形跡あり、直ぐに止める必要があるとのこと。
同口座に連結している私の取引銀行名まで口にしたので、真に受けて信用してしまいました。

6. どうしたらいいか尋ねたところ、「PayPalのセキュリティーカードを持っているか？」と聞かれ
「持っていない」と答えると「電話を繋いだまま直ぐに近くのKrogerかWalmartに行ってパー
キングロットに着いたら次の指示をする」とのこと。生憎娘が車を使っており家内も出かけていた
ため「車がない」と伝えると料金は後で払い戻すのでUberで行くように言われ、Lyftを呼んで携
帯電話のバッテリーがいつまで切れずに続くか気にしながら最寄りのKrogerに向かいました。

7. パーキングに着いて次の指示を尋ねたところ、その後中国や日本でも私の口座が使われており
被害拡大を防ぐ意味で急ぐ必要あり、セキュリティー担当に繋ぐと言われ今度はポールという
別の男性に代わり、周りに人がいないのを確認した上で説明を聞くように言われ、音波状態が
悪くて聞こえにくかったのですが、「店に入ったら誰とも話さず、プリペイドのeBayギフトカード
＄400を購入し、レジで何か言われたら孫へのプレゼントだと答えるように。買ったらまたパー
キングに出るまで電話でも話すな」と言われました。その店にはなかったので他のではダメかと
確認してTargetのプリペイドカードを手に取ってレジに並びました。

8. 夕方の買い物客でレジが混んで並んでいる間に「プリペイドカード購入？何処かで聞いたような

話だな。これでいいのかな？」とやや疑念が湧き、元の受信メールの再確認やPayPalのオンラ
インサイトに行って確認した方がいいかな？と思ったのですが、手持ちの携帯ではあれこれ同時
進行でやり切れず、電話が切れたりバッテリーパワーが急速になくなっても困るので、そのままレ
ジで＄４００のプリペイドに指定して購入し、店外に出ました。

9. パーキングの立ち話でまた周りに人がいない所に行って話す様に言われ、指示通りカード裏の
シール部分を指で削り、カード番号とアクセス番号をこれでいいのかな？と思いながら伝えまし
た。今思い返すと被害の拡大を止めたい気持ちが強過ぎて普通の心理状態ではなく、まるで催
眠術にかかっているように誘導され不思議な感じでした。番号を伝えた後、電話の相手がまた
アレックスに変わりましたが、処理に３分から５分かかるのでそのまま待機する様に言われまし
たが、それ以上待たされたかもしれません。（帰宅後カードが登録できるか確認したところ既に
誰か別人（犯人）が登録済み。当然ながら待たされている間に処理されていました。）

10. その間に自宅に帰っている筈の家内に電話し、詳細は話さず帰りの迎えを頼みました。家内が
来て車に乗って家に向かって行こうとした矢先に「更に海外で被害が拡大しており、インターナ
ショナルのセキュリティー対策をしなければならなくなったので、別の店に行って別のプリペイド
カードを買って同じようにしてくれ」と言われ、短い説明を聞いた家内に「それ詐欺じゃあ！電話
しちゃダメじゃない。」と言われ呪縛が解け、催眠術から目覚め、まだ繋がっていた電話を直ぐ
に切りました。その後も何度か掛け直してきましたが、もちろん出ませんでした。

11. 自宅に戻って直ぐにPayPal口座とメインの支払い方法としてクレカが登録してあるAMEXに電
話して事情を説明しカードを無効にし、新規カードの発行依頼をし、またバックアップの支払い
方法として登録している銀行口座の連結も解除しました。その後数日他に何か被害がないか注
視していますが、幸い今のところ無いようです。PayPalの口座はハックされた形跡はなく覚えの
ない購入費用も発生していないので、私のメルアドや連結していた銀行名は恐らく私が過去に購
入した先の海外メーカーか中間の取次業者の関係者が犯罪グループにデータを売ったか悪友
に漏らして悪用したのではないかと思われ、PayPalのセキュリティーの問題ではないようです。
ご利用の方はご安心ください。

　以上、恥を忍んで長 と々書きましたが、自戒の念と共に、日本人は狙われやすいので、皆さん似たよ
うなフィッシングメールにはくれぐれもご注意ください。

https://www.yamatoamerica.com
https://www.godaiko.com/home


ミシガン発祥の有名な食べ物や飲み物をご存知ですか？私もこの州に 15 年います
が、まだ全部を把握していません！！ご存知の方もいると思いますが、こちらになります。
日本へのお土産にも良いかもしれませんね。 

• Coney Dog 

• Vernors (ginger ale)

• Mackinac Island fudge 

• Apples (cider mills!!)

• Better Made (chips)

• Faygo (pop/soda)

• Kellogg (cereal)

• Hudsonville Ice Cream

• Sanders (chocolate and ice cream)

• Cherry Republic (cherry stuff!)

 

以下の中で私もいくつか知らないのですが、試されたことはありますか？ 

• Detroit square pizza 

• pasty (pocket pastry meal)

• Garden Fresh Gourmet (salsa)

• Gerber (baby food)

• Germack Pistachio Co. (snack nuts)

• Lake fish (Great Lakes fish!)

• Vlasic (pickles)

• McClure’ s (pickles)

 

もちろんその他にもポップコーン、ドーナッツ、名物ビールなどミシガンで作られ
たり、始まったものがあります。お店やレストランに行った時にミシガンで作られた商
品があるかもしれないので、聞いてみてはいかがでしょうか。こちらの質問文を使っ
てみましょう。

• Do you have any (products / food / drinks) made in Michigan?

  ミシガンで作られた（商品 / 食べ物 / 飲み物）はありますか？

• Do you have any locally-made (products / food / drinks)?

  この地域で作られた（商品 / 食べ物 / 飲み物）はありますか？

• Can you recommend any (products / food / drinks) that are special to Michigan?

  ミシガンで有名な（商品 / 食べ物 / 飲み物）のお薦めはありますか？

• What do you have (from Michigan / made in Michigan)?

  （ミシガン産 / ミシガンで作られた）ものはありますか？

 
　今年の楽しいプランとして、全部試してみては如何でしょうか！　　　　　　　　　
　私もやってみようかと思います。楽しんでくださいね！ 
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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

10月のイベント 2022年10月3日～10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。

Made in Michigan!
 メイド・イン・ミシガン

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

　寒くなってきましたね。飛距離が伸び悩む時期でもあります。８月はラスベガスへ
行ってゴルフをしてきました。レッスン動画をとる予定でしたが、「一緒にやらない
か？」と声をかけられ、結局は楽しいゴルフをしてきたという結果になりました。お
いおい。こらこら。何してんねん。ちゃんと動画撮らんかい！と自分でも言い聞かせ
ているのですが、これもゴルフの醍醐味でもあります。中には知らない人とゴルフ
をやるのに抵抗がある方はいると思います。僕の場合はこれとない貴重な情報収
集の場なんです。ゴルフ外交と言われる通り（中には批判的な声があると思います
が）、ゴルフをやる人間にとってゴルフをプレイする時が一番裸になって会話がで
きる環境だと思います。

　今回は、不動産業界の社長さんでした。ベガスやダラスの不動産情報をいただ
き、カジノの話もしました。ゴルフは遊びでもありますが、ゴルフ場は情報収集の場
でもあります。この言い方は許してほしいのですが、できるだけ良いゴルフ場をお勧
めします。特に日本人の方に多いのですが、見知らぬ人とゴルフをしたがらない。こ
れはこれでプライベートを楽しむという意味では否定しませんが、もし一人でプレイ
するのであれば、できるだけ知らない人でも一緒にまわることも新しい出会い、情
報収集ができるかもしれません。見知らぬ人とラウンドをして楽しめるスコアは大
体１００以下だと思ってください。楽しんでください。

　最後に...。今LA―ベガス間を４０分で結ぶエクスプレスの鉄道を引いているそう
です。物価もTaxも高いカルフォルニアからベガスに人が移っていくだろうという推
測があります。ベガスの物件市場はあまり伸びないというイメージでしたが、これ
からは変わりつつあるかもしれませんね。

<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

ちょっとした情報ですが、上記にある Faygo soda について：ファーミントン
ヒルズのダウンタウンにあるカフェ専門店 Browndog Barlor & Restaurant に
Faygo アイスクリームがあります。最近見つけました！試してみてくださいね！

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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Vol.

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

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

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。

義務があるので、CPSが関与して、父親は刑務所に
入ることもあります。父親が刑務所に入らない場
合は、子供が里親に送られる場合もあります。この
場合、母親が父親と離れるという選択をしない限
りは、母親も子供には会えなくなります。アメリカ
は小児虐待には厳しく対応するシステムが出来上
がっています。ですから虐待はもちろん、体罰・躾
目的など、どのような理由があっても、子供に対し
ては殴る・蹴るなどの暴力はすべきではありません
し、それが知られると大問題になります。

　以前に私が日本で研修医だった頃、救急外来で
額に傷ができた子供を処置したことがあります。
この両親は夫婦喧嘩でお茶碗を投げ合っていたの
ですが、父親がお茶碗をよけた後ろに、子供がい
て、母親が父親めがけて投げた茶碗が子供の額に
当たって怪我をしました。この両親は子供を傷つ
ける気が全くなかったのは明らかで、子 供がけが
をしたことであわててそろって救急外来に子供を
連れてきたわけですが、これがアメリカだったら、
子供のいる環境は危険ということで、両親からは
引き離され長い経過観察を経て、安全と確認され
て初めて親元に戻される、という経過をたどるこ
とになったでしょう。このように、子供に対する虐
待・暴力に対しては、アメリカの制度は日本より
ずっと厳しくなっています。

　では、大人の間での家庭内暴力、虐待はどうで
しょうか。例えば、夫婦間で言葉や身体的暴力を
パートナーから受けている、というような場合で
す。暴力が起こっているときには、警察を呼べば、
警察が来て暴力をふるっている人を逮捕してくれ
ることもあります。注意で済むこともあれば、留置
所に行くこともありますが、長く拘束されることは
なく、また暴力は続きます。暴力を受けている大人
が、自分で判断して行動できる能力がある場合、
その対処は本人がするべき、とされています。つま
り、子供の虐待とは異なり、虐待者から逃げるの
は被害者の意思でする、という考え方です。家庭
内暴力ホットライン（800-799-7233）などに相談
すると、どうやって逃げるかなど具体的に協力し
てくれます。一般的には、セイフハウスと呼ばれる
共同宿泊施設を紹介してくれます。セイフハウスに
は、虐待者に居場所を知られないで子供と一緒に
住むことができます。ただ、そこに移る決断をする
のは被害者ご本人しかできません。経済的な理由
などにより、虐待されていても一緒にいることを
選ぶ人も多く、その場合は、子 供が暴力を受けて
いない限り、本人の意思で虐待されている環境に
とどまることも自由です。

　大人でも、自分で判断や行動ができない人の場
合は、状況が多少異なります。例えば、知的障が
い者、認知症のある高齢者など、自分では逃げた
くても逃げられない立場の人たちには、成人保護
サービス(Adult Protective Service; APS) が関与
してくれます。高齢者や知的障碍者が十分な食事
を与えられていない、必要な世話をしてもらえな
い、などのネグレクトは暴力・虐待と同等と考えら
れます。自分がそういう目にあっている、または、
知っている人 がそういう扱いを受けていると思
う、という場合には、州カウンティの成人保護サー
ビス（Adult Protective Service; APS）または、家
庭内暴力ホットライン（800 -799-7233）https://
www.thehotline.org/ から相談できます。

　このように、日本とアメリカでは、家庭内暴力・
虐待に対する制度が大きく違いますので、知って
おくことが大切です。

日本でもアメリカでも、国にかかわらず、残念
ながら家庭内暴力や小児虐待は起こってい

ます。ただ、それに関する法律や対処の仕方はアメ
リカと日本では大きく異なるので、知っておくこと
が大切です。

　日本で時々、児童虐待によって幼い子供が死亡
したという悲しいニュースをみますが、日本では
周囲の人や児童相談 所の職員が虐待を疑ってい
ても、なかなか子供を親から引き離すことは困難
です。アメリカでは状況はかなり違います。アメリ
カでは虐待を少しでも疑った場合は、証拠がなく
ても、州のカウンティの児童保護サービス（Child 
Protective Service; CPS）に通報することが義務
付けられています。CPSは報告を受けると、状況に
よっては警察官を派遣することもありますし、CPS
の職員が自宅を訪問することもあり、更にはその
場で子供が両親から取り上げられることもありま
す。今いる環境が安全であるとみなされない限り
は、子供はその環境から離されて里親に預けられ
ます。この処置は日本と比べてかなり厳しく、疑わ
しくても親のサポートをすることで子供を救おう
という日本の児童相談所のアプローチとは大きく
異なり、疑わしければ子供の安全を最優先する、
というのがアメリカのアプローチです。アメリカで
は日本よりも里親の謝礼金の支払いが高く、登録
されている里親の数も多いようです。

　体罰は、以前は躾の一部とみなされることもあ
りましたが、虐待・体罰・躾の境界線ははっきりせ
ず、現在は日本でも、学校・家庭共に体罰は禁止
されています。子供を叱るときに、言葉でいっても
わからないときに叩く、というのは時々聞きます
が、基本はすべきではありません。アメリカの学校
で、親に叩かれた子供が友達や先生にそのことを
話すと、話を聞いた大人はCPSに報告する義務が
あります。その場合は児童虐待とみなされる場合
もあります。また日本人の感覚では全く虐待に相
当しそうでなくても、報告されることもあります。
例えば、家族でハイキングやキャンプに行って転ん
で顔に傷がついた場合、顔の痣を見た隣人や先生
はCPSに報告するかもしれません。蒙古斑をみた
保育所が殴られた痣だと思ってCPSに連絡した例
もあります。

　では、子供が実際に虐待を受けていると家族が
感じている場合はどうでしょうか。例えば、父親か
ら子供への虐待を、母親が心配している場合など
です。母親は心配しているので、かかりつけ医に相
談するかもしれません。相談された医師は、報告
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アア メ リ カメ リ カ 医 療医 療 のの 渡米してすぐの方も、長年こちらに住んでいる方
も、米国医療に関することになると「よくわから
ない」「もっと知りたい」と感じている方も多いの
ではないでしょうか。そこで、ミシガン大学の家庭
医学科の先生方に医療に関する様々なトピックに
ついてまとめていただき、連載でご紹介します。

取 扱 説 明 書
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

家庭内暴力・小児虐待について2222

https://medicine.umich.edu/dept/japanese-family-health-program
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	 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置			               
                         							　　　　　2022年09月26日

　９月２６日、新型コロナウイルス感染症に関する水際措置見直しの詳細が公表されました。
１０月１１日午前０時（日本時間）以降適用される措置の概要は以下のとおりです。

１．外国人の新規入国制限の見直し

外国人の新規入国について、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康確認システム
（ERFS）における申請を求めないこととします。併せて、外国人観光客の入国について、パッ
ケージツアーに限定する措置を解除します。

２．査証免除措置の適用再開		 査証免除措置の適用を再開します。

３．検査等の見直し

　新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、入国時検査を
実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機
関不使用等を求めないこととします。ただし、全ての帰国者・入国者について、世界保健機関
（WHO）の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書（３回）又は出国前７２時
間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出を求めることとします。

４．入国者総数の管理の見直し

　現在１日５０,０００人目途としている入国者総数の上限は設けないこととします。

  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。

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！

５．措置の詳細は、以下の別紙１及び２を参照してください。

別紙１「水際措置の見直しについて」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_1.pdf
別紙２「水際対策強化に係る新たな措置（３４）」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf
外務省の感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/

問い合わせ窓口

　○　厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口（検疫の強化）

	 日本国内から：0120-565-653
	 海外から：+81-3-3595-2176（日本語、英語、中国語、韓国語に対応）

　○　出入国在留管理庁（入国拒否、日本への再入国）

　		 電話：（代表）03-3580-4111（内線4446、4447）

　○　外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

　		 電話：0570-011000（ナビダイヤル：案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、
	 「5」を押してください）一部のIP電話からは、03-5363-3013

　○　海外安全ホームページ

　　https://www.anzen.mofa.go.jp/	（PC版・スマートフォン版）
　　http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html	（モバイル版）

（2022年10月11日以降適用） 

出典：外務省	海外安全ホームページ　https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html

アメリカからのお土産アイデアアメリカからのお土産アイデア

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！japannewsclub@pntrpress.com 
または、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、＃USAgift4JNC、＠japannewsclubとメンションくだ
さい◎。紙面で紹介させていただくことがあります。

オフプライスストアの食品類

●　黒トリュフのシーソルト 

日本はエコバッグを持ち歩く

ことが多いので、この軽いの

が喜ばれるんです！

　このお塩、

日本で買うより

お得、配りやすく

おすすめです♩

●　Baggu のエコバッグhttps://www.baggu.com/

https://nipponexpressusa.com/
https://www.sushidenonline.com
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_1.pdf 
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0926_34_2.pdf 
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
https://www.anzen.mofa.go.jp/ 
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C083.html


　セベはスペインの北部ペドレーニャという小さな村で生まれ育ちました。一家は酪農を
営んでいました。4人兄弟の末っ子で、お兄ちゃん3人はお父さんを助けながら近所のカン
トリークラブでキャディのアルバイトをしていました。セベが初めてゴルフに触れたのは8
歳の時です。お兄ちゃんからもらった、壊れた3番アイアンのヘッドに木の枝をくくりつけ
てゴルフクラブに見立て、砂浜にカップを掘って、それに向かってゴルフボールを打って遊
んだそうです。学校にはあまり行かずにビーチで練習してばかりいました。

ロングショットからパッティングまで3番アイアン1本で色々な種類のショットを打ち分け
ることができました。7月号で紹介したプロゴルファー猿を地で行くような人が現代にい
たのですね。セベはお兄ちゃん達を追って9歳からキャディを始め、13歳の時にクラブの
キャディトーナメントで優勝、16歳でプロに転向しました。

　プロ転向2年目の1976年、ロイヤル・バークデールGCで行われた全英オープンでセベ
は3日目まで首位につけていました。最終日にジョニー・ミラーが逆転優勝したものの、セ
ベとジャック・ニクラスがタイ2位になったことで、セベの名前は世界中に知られることと
なりました。1979年に23歳の最年少記録で全英オープンに優勝し、メジャー1勝目を挙
げました。ヨーロッパ大陸出身の選手としては約100年ぶりの快挙でした。80年、83年
とマスターズで優勝、84年にセント・アンドリューズで行われた全英オープンで優勝、生
涯で計5つのメジャータイトルを獲得しました。ヨーロッパツアー50勝（最多記録）、ヨー
ロッパツアー賞金王、日本ツアーでは日本オープン2回を含め5勝するなど、セベは80年
代から90年前半にかけて大活躍しました。

　この当時の映像を見ると、フィニッシュは独特の逆Cにのけぞるポーズで、距離は出る
もののロングショットの精度はあまり高くなく、枝の下や灌木のわき、バンカー、潜って見
えないほど深いラフなどにバンバン入れます。誰もが「万事休す、もう無理だ」と思うよう
なライからでも、ひざまずいて打ったりすごく狭い隙間からパンチショットですり抜けた
り、考えられないようなアクロバットショットや繊細なアプローチショットをやってのける
のです。一番有名なエピソードは、最初にメジャーを獲った全英オープンの最終日、16番
ホールの2打目です。例のごとくティショットが大きく曲がり、臨時の駐車場に停めてあっ
た車の下に入ってしまいました。「動かせる障害物」として扱われた車を移動して、踏み荒
らされたベアグラウンドから、セベは見事グリーンに乗せ込みバーディを取りました。同じ
組で回り、このミラクルショットを見ていたヘイル・アーウィンは、笑いながら持っていた
白いタオルを手に持ってぐるぐると回し、「降参」の合図を送って見せたとか。

　30代後半から腰痛に悩まされたセベでしたが、2007年50歳の時に引退を決意しまし
た。翌年にマドリード空港で突然意識を失って倒れ入院、脳腫瘍が見つかりました。複数
回の手術で回復はしたものの、2011年にわずか54歳で亡くなりました。亡くなった翌年
に行われたライダーカップは、同じスペインのホゼ・マリア・オラサバルがキャプテンとな
り、ヨーロッパチームが見事に勝利を収めます。生前セベはトーナメント最終日にネイビ
ーのウェアを好んで着ていたので、ヨーロッパチームの最終日のウェアはネイビー。そこに
セベの有名なガッツポーズのシルエットが刺繍されていました。「セベが前にいたし、セベ
が後ろにいた。セベはみんなのところにいて、僕らに勝利を運んできてくれた」と涙を流し
ながらインタビューに答えるイアン・ポルターが印象的でした。ライダーカップは1927年
に創設され当初はイギリス対アメリカの対決でしたが、’79年からヨーロッパチームに変
更、それまでアメリカが負けたのは3回しかなかったにもかかわらず、セベが初代ヨーロッ
パチームの選手として参加して以来、オラサバルやヒメネスらスペイン選手と共に、ヨー
ロッパチームに5回の勝利をもたらしました。

　セベのお葬式は故郷ペドレーニャの教会で行われ、遺灰は家の敷地内に埋められたそ
うです。みんなに愛された甘いマスクのスラリとした長身のセベ。どんな生涯だったのか
が細やかに描かれています。ぜひ映画でご覧ください。

(参照：”Seve The Movie” ©︎2010 Renaissance Films. Director: John-Paul Davidson）
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<プロフィール>東京都出身、慶応大学法学部卒。駐在員の妻としてミシガン滞在中にゴルフ
を始め、ゴルフ好きが高じて2009年にPGAメンバーとなる。「もっと遠くの、狙った場所へ」を
モットーに、夏はミシガンで、冬は日本でレッスンを行っている。
（sonya_nomura@pga.com / www.crazygolfersworld.com)

　ミシガンはだいぶ肌寒くなってきました。
コースが落葉で覆い尽くされる前に、もう
少しラウンドに出かけたいものです。「ひと
月1作品」、今月は2016年に発表された映
画”Seve The Movie”をご紹介します。セベ
（英語ではセビ）の名前で親しまれたスペ
インのツアー選手、セベリアノ・バレステロ
ス(Severiano Ballesteros Sota:1957-
2011)の生涯を描いた映画です。

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                  
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

色に関する言い回し　（10）色に関する言い回し　（10）

〜こんな日本語、英語にできますか〜〜こんな日本語、英語にできますか〜
−−１５１１５１ −−

 

　「白」「黒」に引き続き次は英語の “red” を取上げましょう。先回 “in the black” 
は「黒字」、すなわち収入が支出を上回っている状態、という話をしましたが、“in the 
red” は「赤字」、すなわちその逆の状態で、これは英語の表現をそのまま日本語に当
てはめたようです。「赤字を脱する」でしたら “get out of the red” となります。定冠
詞が付くことを忘れないでください。“He saw red.” とは何かわかりますか？これは
「彼はかんかんに怒った。」という意味で、その由来は闘牛で牛が赤い布を見ると興
奮するとされたことからだそうです。

　さて、これは慣用句ではありませんが、“red hair” と言いますね。これは実際には
よくアイルランド人などに見られる赤毛、色としてはオレンジに近い髪の色です。日本
人は本来みな黒髪なので人の形容には使いませんが、西洋人は人の見分けや覚える
手段として髪の色を使います。特に赤毛は少ないので、“Red Jamie” （赤毛のジェイ
ミー）などあだ名をつけることがあります。そうでなくても「～のこと覚えてる？」と

聞くとまず、“Oh, that girl with brunette hair?”（ああ、あのこげ茶っぽい髪の
子？）とか、“Oh, that blonde guy.” （ああ、あの金髪の人ね。）などと答えることが
よくあります。

　 “She was caught red-handed.” とは「彼女は現行犯で捕まった」です。その由
来は殺人を犯して手が血で赤く染まっているところから来ているそうです。“red-eye 
flight” はご存じの方も多いでしょう。夜中に飛ぶ航空便で、眠れないため目が赤くな
るところから来ています。“red tape” は「お役所仕事」。わりにネガティブなものを並
べてしまったので、最後にポジティブな言葉を持ってきましょう。“red-carpet treat-
ment” は「下にも置かない特別な待遇をすること」です。 

　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　

https://www.suzukimyers.com/
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　楠本稲（失本稲、シーボルト・イネ）
は1827年、31歳のドイツ人、フィリッ
プ・フランツ・フォン・シーボルトと、日
本人の20歳の娘楠本滝（くすもとた
き）の間に長崎出島で生まれました。

　シーボルトは、ドイツ、ババリア地
方の出身の医師・博物学者・軍人、
貴族で、オランダ領東インド（現在の
インドネシア）総督によって長崎出

島のオランダ商館医として任命され、長崎出島に1823年、来日
しました。当時は日本は鎖国中で、西欧諸国の間ではオランダ人
だけが長崎出島で貿易をすることが認められていました。従って
シーボルトは日本滞在中、自分はオランダ人だと名乗り、オラン
ダ語にドイツ訛りがあるのを怪しまれると、自分は“山オランダ”
の出身だと言い訳をしたと言われています。（実際にはオランダ
は平坦な海面下の国で、山はありません。）シーボルトは、出島の
役人と交渉して楠本滝を自分のお抱えの遊女という体裁を整え
て出島に住まわせ（当時日本人の女性は、遊女以外は出島に住
むことを許されず、外国人は出島の外に住むことは許されなかっ
たため、これが唯一の解決策とされました。）、6年間の日本滞在
の間に楠本滝との間に一人娘、稲（イネ）をもうけました。シーボ
ルトは医師として出島の外に診療所及び蘭学塾鳴滝塾を設ける
ことを許され、日本人の患者の診察治療にあたると同時に、全国
から彼のもとで学ぶために長崎にやってきた多くの日本人の弟
子達にオランダ語や予防接種、病理解剖などの医学を教えまし
た。シーボルトはまた博物学者、軍人として、日本在住の間に多
くの日本の工芸品、絵画、動植物などを収集し、その膨大なコレ
クションを数回に分けて本国に送り、それは、その後、オランダ、
ライデン市の膨大な日本の動植物コレクションの基礎となりまし
た。シーボルトの日本植物のコレクションは12000種に上ったと
言われています。地元の画家川原慶賀（かわはらけいが）はシー
ボルトのために多くの動植物や風景、人物などを描き、それもま
たオランダに送られました。またシーボルトは、日本茶の種を密
かに持ち出し、それまでお茶の存在しなかったオランダ領ジャワ
へ持ち込み、これはその後の世界的に有名なジャワ産茶産業の
元となりました。

　1826年、シーボルトが幕府に招かれて江戸に旅行した際、自
分の持っていたヨーロッパ地図と交換に天文学者高橋景保（た
かはしかげやす）からその弟子の伊能忠敬（いのうただたか）
が作成した大日本地図を貰い受けましたが、それが幕府によっ
て発見され、徳川幕府は、禁制の地図を所持し、これを国外に
持ち出そうとしたとして、シーボルトがロシアのスパイであると疑
い、彼を逮捕し、1829年、国外追放しました。イネが2歳の時で
した。シーボルトが国外退去命令を受けて日本を去る際、滝は
日本人であるため鎖国令により、日本を出国することが許されま
せんでした。その後滝は回漕業者俵屋時次郎と再婚し、イネも
母と一緒に、俵屋時次郎の家に住むことになりました。幕府は
伊能忠敬の地図以外は、その価値が分からず、没収しなかった
ため、シーボルトは国外退去に際してその膨大な日本動植物及
び工芸品や絵画などのコレクションをそれまで持ち出したもの
を含め、オランダに持ち帰ることに成功しました。裕福なシーボ
ルトは、国外追放の際、妻の滝と娘のイネに自分の財産として当
時日本に貯蔵していた貴重品の砂糖の蓄えを資産として残し、
また日本の弟子たちにイネの身の上を保護するよう依頼するこ
とを忘れませんでした。また、シーボルトは帰国後、イネにオラン
ダ語の文法の本を送りました。シーボルトは四国宇和島藩の町
医者で自分の弟子であった二宮敬作（にのみやけいさく）に、イ
ネの後見人となり保護と教育を与えることを依頼しました。二宮
敬作はこのシーボルトの依頼に応えて、イネに7年間、医学入門
教育をしたと言われています。イネは1845年、18歳の時、本格的
に医学の勉強をするため、二宮敬作の紹介でシーボルトの弟子
の一人、岡山藩の石井宗謙（いしいそうけん）の下で産婦人科学
を学びはじめました。しかし、1851年、石井宗謙が24歳の彼女
を強姦し、彼女を妊娠させたため、イネは即時に石井宗謙の下

を去り、長崎で一人娘タダ（のち高子と改名）を産みました。イ
ネは終生石井宗謙を憎み、彼を許しませんでした。イネは生涯
独身で、未婚の母として、医者をしながら、一人娘タダを育てま
す。イネは、その後も医学の勉強を長崎の医師阿部魯庵（あべ
ろあん）の下で続け、日本女性最初のオランダ医学を身につけ
た医者となりました。イネの後見人の二宮敬作は、イネを有名な
蘭医として四国宇和島藩の藩主伊達宗城（だてむねなり）に紹
介し、蘭学に興味を持っていた伊達宗城は喜んで彼女を宇和
島藩に迎えました。不幸にしてまもなく二宮敬作は脳卒中で倒
れ、イネは二宮敬作とその甥三瀬周三（みせしゅうぞう）を連れ
て長崎へ帰りました。二宮敬作は、その後、1862年、死亡しまし
た。

　一方オランダに帰ったシーボルトは、この間、ライデン市に
日本植物博物館を作り、また彼の日本動物コレクションはライ
デン自然史博物館に寄贈されました。シーボルトは、1832年, 
Nipponと題する動植物を描いた挿絵の豊富な書物を出版し
ました。シーボルトが持ち前った標本の中には、ヨーロッパ初の
オオサンショウウオの標本も含まれていました。またシーボルト
はヨーロッパには知られていなかった日本紫陽花（あじさい）
の一種をオランダに送った際に、これに、Hydrangea Otaksa 
との学名をつけたましたが、これは、妻の楠本滝をシーボルト
が“お滝さん” Otaksaと呼んでいたことに由来すると考えられて
います。またシーボルトがオランダに持ち帰った植物の中には、
たった一本の標本から、ヨーロッパ大陸とアメリカ大陸に瞬く
間に広がり、両大陸で最も侵襲的な外来植物となった、イタド
リ（Reynoutria japonica)も含まれていました。

　シーボルトはその後ドイツで結婚し、ドイツ人の妻、ヘレンと
の間に長男アレクサンダー、次男ハインリッヒを含む３男2女
を設けました。シーボルトは1852年にロシア皇帝に招かれて
日本をどうしたら開国させることができるかのコンサルトを求
められました。アメリカ人ペリーも1854年に日本に出かける前
に、彼のもとに相談に来ています。

　1859年、日蘭修好通商条約の締結により、入国禁止措置
を解かれるとすぐ、シーボルトは長崎に、イネの異母弟の13歳
のアレクサンダーを連れて帰ってきました。当時32歳のイネ
は大変喜んで、夢にまで見た父と長崎で再会し同居しました
が、父のドイツ語訛りのオランダ語がよく理解できなかったこ
とと、同居していた日本人の召使いを父が妊娠させたことが
きっかけで、父の家を出ました。その時シーボルトは64歳で
した。シーボルトは、この頃、徳川幕府の顧問として、外国代
表団との通訳や仲介をする職を得ようという野心を持って幕
府にさまざまな働きかけをしていましたが、オランダ政府は
このシーボルトの野心を嫌い、1862年帰国命令を出し、それ
に従ってシーボルトは日本を離れました。以後シーボルトは、
ヨーロッパに帰ってからもフランスやロシアに、自分を公使と
して日本に派遣するよう売り込みを続けましたが、実現せず、
ついに日本に帰ってくることはありませんでした。シーボルト
の２度目の日本滞在は3年間、最初の6年間を加えると、通算
計9年間日本に滞在したことになります。1866年シーボルトは
ミュンヘンで71歳で死亡しました。

　シーボルトの２度目の来日中にその弟子となり、またイネの
異母弟のアレクサンダーに日本語を教えていた医師の三瀬周
三（二宮敬作の甥）は英語とオランダ語が得意でシーボルト
に伴って江戸に出かけた際、通訳として同行しましたが、幕府
の役人の誰よりも通訳として有能であったため嫉妬され、「町
人（医師）の分際で宇和島藩士と称して帯刀したという罪」
で江戸で投獄されましたが、宇和島藩主伊達宗城の取りなし
で釈放され、宇和島へ戻ってきました。三瀬周三は1866年、
イネの娘タダ（高子）を嫁にし、明治になってから大阪北御堂
（きたみどう）に診療所を開業しましたが、コレラに罹って、
1877年に死亡しました。

　イネはそのまま長崎に住み、オランダ医師ポンペに学びまし
た。ポンペは、長崎療養所（のちの長崎大学医学部）を開設し、

 日本の歴史を振り返るスピンオフ
心臓病治療の最前線

〜幕末、明治、大正の女 性たち〜
Ine Kusumoto 楠本 稲楠本 稲

イネもそこで学び、また手術の補助も行いました。ポンペはイネ
の手技の高さを文書で誉めています。またポンペはそこで死体
解剖も行い、イネは日本で初めて死体解剖に立ち会った女医と
なりました。イネは宇和島藩の伊達宗城藩主の信頼と庇護を受
け、産婦人科医として藩主伊達宗城の妻の出産に立ち会い、長
崎と宇和島を頻繁に往復しました。1869年イネの母滝が死亡。
イネはこの頃さらに長崎で産婦人科医のボードウイン、さらに
マンスフィールドの下で腕を磨きました。イネはその後東京に出
て、英国領事館に勤務していた異母弟のアレクサンダーやオース
トリア領事館で勤務していた異母弟のハインリッヒと交流を続
けました。イネは二人のドイツ人の異母弟を通じて明治政府の
高官や皇室にも知己を得ました。アレクサンダーは明治政府に
信頼されて、明治政府の高官たちが欧州旅行に出かける時は、
たびたびその随行員として指名されました。ハインリッヒは日本
の美術品やコイン収集などに興味を持ち、archaeologyの日本
語訳として考古学という日本語を作り出したのはハインリッヒだ
と言われています。明治維新後、イネは宮中に招かれ、産婦人
科医として、1873年明治天皇の側室葉室光子（はむろみつこ）
の出産を担当しました。イネは1871年より1877年までの7年間
東京築地１番地で産婦人科を開業しました。これは日本最初の
産婦人科開業医院でした。1882年にイネは皇后陛下の侍医と
なり、1883年宮内省御用係を拝命。慶應義塾大学の創始者福
沢諭吉の義姉はイネの弟子でした。1895年ごろイネは医業から
退職。1903年死亡しました。享年77歳。

　司馬遼太郎の歴史小説「花神」の中では、イネは明治維新
の革命家で2歳年上の大村益次郎（村田蔵六）の恋人であっ
たと描かれていますが、それを証明する記録は見つかってい
ません。長州藩出身の大村益次郎は、イネと同時期に宇和島
藩に招聘されており、また、イネと益次郎、二宮敬作は蘭医仲
間であったことから、益次郎とイネとの接点は多くあり、また、
大村益次郎が1869年京都で暴漢に襲われて刀傷を受け、そ
れが元で敗血症で死亡した際、イネが医者として看病したこと
はよく知られています。しかし、1924年、イネの娘72歳の高子
が行ったイネの回顧談の中に、大村益次郎（村田蔵六）の名
前は一度も出てこず、二人が恋仲であったという話の信憑性
は確かではありません。

　イネは娘の高子（タダ）に医師となってもらいたいと希望し
ており、高子も夫三瀬周三の死後大奮発して医師になる勉強
をはじめましたが、医師になる勉強中に東京で医師片桐重明
（かたぎりしげあき）に強姦され妊娠したため、高子は、医者
になることを諦め、片桐の子を出産し、その子は亡き夫と同じ
名前の周三と名付けられ、長崎の楠本家をつぎました。高子
はその間、一般人の山脇太輔（やまわきだいすけ）と結婚し、1
男2女をもうけました。高子は、医者になることを諦めた後、琴
三味線の猛修行をして、その奥義を極め、琴三味線権大教正
の地位も与えられたと言います。母イネは、娘の高子が琴三味
線の修行に朝早くから晩遅くまで打ち込むのを見て、それと同
じくらいのエネルギーを注ぎ込めば医者になれるのにと嘆いた
と言われていますが、母イネの希望は叶いませんでした。

　ドイツ人の父シーボルトに憧れて日本最初の女性蘭医婦人
科医となった楠本イネ、その生涯は、過酷で波乱に満ちたも
のでしたが、今の日本の女性達、女医さん達の直面している
問題と無縁のものでもないように思えます。

1

Photo 1-5)Wikimedia Commons, 5) Naturalis Biodiversity Center/Wikimedia Commons

1)本を読む楠本イネ、2)母のお滝、3)三
瀬周三と楠本タダ夫婦、三瀬は帯刀して
いるが頭がちょんまげでないので、侍で
はないことがわかる。4) 川原慶賀による
シーボルトの家族。望遠鏡を除いているのがシーボルト、後ろで
赤ん坊を背負っているのが楠本滝、赤ん坊が楠本イネ。5) 川原慶
賀によるカブトガニの絵。川原慶賀はシーボルトの求めに応じて詳
細な動植物の絵を描き、その一部はシーボルトの“日本”という本の
挿絵にも使われた。オランダに送られ、ヨーロッパ各地に分散され
た川原慶賀の絵は約6000点から7000点に上ると言われている。

2
4              

33

筆者プロフィール
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
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202２年9月 月例会 優勝  Danny Cho さん
　９月１８日（日）に第６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４名を含む４７名となり、今回も多
くの方にご参加戴き、誠にありがとうござい
ます。毎月気を揉む天気ですが今回は終日晴
れのベストコンディション。今年も残すところ
あと２戦となり入賞を目指す方、年間チャン
ピオンを狙う方、皆様各々に熱い思いを持ち
ながらのご参加となりました。

　今月栄えある優勝の栄冠に輝いたのは、
Danny Choさんです。パターの調子が今一歩
のプレーながら、スコアを纏められたのは楽

しい同伴者とリズム良くラウンドできたからと
の事。そのお陰もありパター以外のショットは
大変調子が良く、パーを量産。今回は優勝に
加え、ベスグロ賞（８０）も獲得されておられま
す。この優勝で年間チャンピオンの可能性も見
えてきており、最終戦が楽しみな状況です。

　さて、２位はKurabe Americaの石川さん
です。先月新調したアイアンセットに慣れる
ため、毎日練習した事が好成績に繋がったよ
うで、久々のTOP３入賞となりました。おめで
とうございます！飛距離のあるドライバーと
安定の寄せを武器に、粘り強いスコアメーク

が好成績に繋がりました。

　続きまして３位入賞はSanyo Machine 
Americaの早川さんです。今年はスイング安
定のために下半身の強化を行い、試合ではフ
ルスイングを封印し方向性重視のコントロー
ルショットを徹底。普段から練習に誘ってく
れるゴルフ仲間、そしてラウンド中に励まして
くれた同伴プレーヤーの皆様に感謝・感謝と
の事でした。

　今大会では久々のイーグル賞がありまし
た。森岡さん、おめでとうございます。５番

パー５にて５番ウッドで放ったセカンドショッ
トがピン下６ydにナイスオンとの事でした。

　次回第７戦はいよいよ最終戦、１０月２日
（日）開催となります。今年最後の月例会優
勝者は誰か？年間チャンピオンはどなたに
決定するのか？最終戦ならではの見どころ満
載の月例会です。大勢の会員・ゲスト、皆様
の奮ってのご参加お待ちしております。

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8    Masaya Oi (SMC Corp)
#17   Ikuma Saito (Chiyoda Integre)
＜ドラコン賞（男性）Blue＞
#8  Takashi Nagashima (Individual)
#17  Yoshio Kamei (Yamato Transport)
＜ドラコン賞（女性）＞
#8    Naoko Sakamoto (Individual)
#17   Danny Cho　(Individual)
＜ニアピン賞＞
#3    Jun Okada (Sumitomo Corp.)
#6  Mike Kikuchi (Individual)
#12  Taichi Yamaguchi (Denso)
#14  Jun Okada (Sumitomo Corp.)
＜ベスグロ賞＞
80    Danny Cho (Individual)
＜イーグル賞＞
#5    Yasuhiro Morioka (Individual)

～ 今月の上位入賞者 ～
優勝 Choさん

    2位 石川さん             3位 早川さん

www.michigan-kai.com

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

1 Cho Danny Individual 40 40 80 14 66

2 Ishikawa Yoko KURABE AMERICA CORPORATION 49 47 96 26 70

3 Hayakawa Koji Sanyo Machine America Corp. 53 51 104 34 70

4 Okada Jun Sumitomo Corporation of Americas 46 42 88 16 72

5 Yuzawa Toru Individual 43 47 90 18 72

6 Harada Naoyuki Sumitomo Bakelite North America, Inc. 50 46 96 24 72

7 Kikuchi Yoshie Individual 51 50 101 29 72

8 Morioka Yasuhiro Individual 42 42 84 11 73

9 Sugimoto Satoshi CHIYODA INTEGRE OF AMERICA, INC. 48 48 96 23 73

10 Yamaguchi Taichi DENSO International America, Inc. 45 47 92 18 74

11 Yamanami Masanori Individual 51 55 106 32 74

12 Mizusawa Hidemitsu Nissan North America, Inc. 41 45 86 10 76

13 Kamei Yoshio Yamato Transport U.S.A., Inc. 45 43 88 12 76

14 Nagai Shunji Individual 47 40 87 10 77

15 Akutagawa Hiroshi Individual 44 48 92 15 77

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

みなさん、ミシガンの秋を楽しんでいますか？　せっ
かくアメリカにいるので、アメリカならではの秋を

満喫できるといいですね。10月末になるとハロウィンで
す。こどもたちはこの時期になると、どんなコスチューム
を着るかワクワクしてしょうがない頃ですね。親はこども
が希望するコスチュームをどうやって手に入れるか、頭の
痛いところですが。秋のサイダーミルめぐりも楽しいです
よ！　今月の質問は「ミシガン駐妻」さんです。

＜今月の質問＞　　　＊＊＊
　 7か月のこどもがいるのですが、毎日、ウンチ
が出ません。2-3日おきにウンチが出ます。こち
ら（アメリカ）のかかりつけ医に聞くとそれでも
大丈夫と言われました。でも、たまにふんばって
いて苦しそうです。現在8歳の長男が日本でまだ
赤ん坊だった頃に小児科にかかった時には浣腸
を勧められました（長男の排便は現在全く問題
がありません）。何が本当に正しいのでしょうか？  
  　　 ＊＊＊

　乳幼児の便秘の質問、すっごい多いです！ わかりま
す！ 便秘はこどもが医療機関を受診する理由の約5％を
占めるよくある悩みですが、日米の小児科医の間で便秘
へのアプローチが若干異なるため、親御さんが迷うのも
無理はありません。日本と米国で医師として計22年間過
ごして、日米の小児科医の違いをよく知る私が、便秘の
一般的な考えや治療に加えて、日米の便秘に対するアプ
ローチの違いも交えて説明します。

　まず便秘の定義ですが、「通常よりもウンチの回数が
少ないか、もしくは便が硬くてふんばっても出ない状態」
とされています。排便の回数については細かく言及してい
ないことに注目です。ウンチの回数や便の硬さは年齢に
も個人間によっても異なります。一般的には、生後間も
ない新生児はウンチの回数が多く、１日に4回以上ありま
す。母乳を飲んでいる乳児は人口乳を飲んでいる乳児よ
りもさらに排便回数が多いです。母乳を飲んでいる乳児
のウンチはよく粒々が混ざったマスタードのような感じに
見えることがあります。この粒々は脂肪とカルシウムが結
合したもので心配ありません。月齢を経ると、少しずつ排
便が少なくなります。特に、離乳食を導入した頃から排便
が少なくなり、2-3日に１回しかウンチが出ない子も珍し
くありません。このように、便の回数は個人差があり、毎
日ウンチが出ないから便秘と決めるのは難しいのです。
2-3日ウンチが出なくても、多少便が硬くても、お子さん
の機嫌がよくて食欲もあればあまり気にせずともよいで
しょう。

　乳幼児の便秘は確かに親を心配にさせますが、便秘
が深刻な結果をもたらすことは通常ありません。しか
し、定期的に腹痛を訴えたり、排便時に肛門が切れた
りする場合（裂肛）には治療が必要となります。小児期
の便秘に対しては、以下の治療を考慮します。

食事の工夫：乳幼児が便秘の場合には、日本では古
くから「マルツエキス」が使用されてきました。明治
39年から発売されている麦芽糖からできた水飴で、
味は淡く甘い黒糖に似ています。マルツとはビール
でおなじみの麦芽「モルツ(malt)」のことです。つま
り、薬剤というよりも食品ですね。授乳の前にお湯か
ミルクに溶かして飲ませるか、指で頬の内側に塗り
つけてから授乳させます。アメリカでも“Blackstrap 
molasses”として簡単に薬局などで手に入ります。ま
た、コーンシロップや果汁（アメリカでは伝統的にプ
ルーン、梨、リンゴのジュースがよく選択されます）を
与えたりするのも効果があります。食事がすでに始
まったこどもでは、果物、野菜など食物繊維の摂取
を増やして、牛乳やチーズなどの便秘を起こしやすい
食物の摂取量を減らすのも一案です。その昔、あるア
メリカ人の家族に外来で便秘について相談されたと
きに「野菜はどんなものを食べていますか？」と尋ね
たら、「ポテトチップス」と言われて、唖然としたこと
がありました。食事は便秘の治療の根幹です。

行動の改善：生活習慣を変化させることで便秘が改
善する場合があります。例えば、すでにトイレットト
レーニングが始まっている幼児に対しては、食事が排
便反射を誘発することを利用して、毎食後に5～10分
間ほどトイレに連れて行って座らせてあげて、排便を
促すのもひとつの手です。排便ができれば、表にシー
ルを貼って褒めてあげましょう。このようにして、定期
的な排便の習慣を体に覚え込ませるのも効果的です。
あと、なんといっても運動は大事です。家に閉じこもっ
てスクリーンばかり見て、ゲームばかりしているこども
は便秘になります。運動が不足すると、腸の活動が弱
くなるからです。

薬剤治療：便秘薬には主に2種類あります。ひとつ目
は便を軟らかくする薬（便軟化剤）です。アメリカで
代表的な便軟化剤はなんといっても“MiraLax”です。
成分のポリエチレングリコールが腸内にたくさんの水
分を取り込むことで、便を柔らかくして排出しやすく
します。副作用がほとんどなく安全なため、多くの病
院・クリニックで広く使用されていますし、一般の薬
局でも手に入ります。
　ふたつ目は消化管に直接刺激を与えることで、腸
の自発運動を活発化させる薬（緩下薬）です。代表
的な薬として、ビサコジル（Bisacodyl）とセンノシド
（Sennosides）などがありますが、一般的には乳幼
児に対して、これらの薬が第1選択になることはない
でしょう。

　日米の便秘治療で大きく異なるのが、グリセリン浣腸
と綿棒浣腸への敷居の高さです。私が日本にいた頃に
は、乳幼児が便秘で苦しそうな顔をしている時にはグリ
セリン浣腸をよく使用していました。すぐにウンチが出
て、こどもたちは苦痛から解放されてホッとした表情に

Vol. 1５ ：小児の便秘について

なり、腹痛もすぐに治ります。また、乳児に対して、オイ
ルなどを塗った綿棒を肛門に入れて優しく刺激して排
便を促す綿棒浣腸は日本ではよく知られています。しか
し、アメリカの家庭や医療機関でグリセリン浣腸や綿
棒浣腸を行うことはまずありません。おそらく文化の違
いに起因するのでしょう。

　 ちなみに、英 語で「浣 腸 」と言う場 合、その内 容
液によって2種 類の英単語があることはご 存知です
か？ (「サポズィットリー」“suppositor y”と「エネ
マ」“enema”)。一般的に、日本人になじみが深いの
は“suppository”の方で、内容液にグリセリン液を含
むため、“glycerin suppository”と言うこともありま
す。“enema”はリン酸ナトリウムが主成分です。グリセ
リン浣腸は比較的安全に何度も行えます。しかし、リン
酸ナトリウムが主成分であるenemaを短期間に繰り
返して投与すると電解質異常を引き起こすことがある
ため、私は個人的には家庭で乳幼児にenemaの使用
は勧めておりません。という訳で、みなさまが薬局でお
子さまにまず買うべき浣腸はグリセリン浣腸(glycerin 
suppository)の方です。

　昨年のある日、ミシガン小児病院でぐったりして元
気がない乳児の診察依頼を受けた際に、私は「ある病
気」を第1に疑いました。その病気の診断には便検査が
必須です。しかし、その子の担当看護師は一言、「この
子が便秘で便が出ないから検査を出せません」。そこ
で、私自らが綿棒浣腸してウンチを出させたところ、そ
のベテランナースは感嘆して言いました。「私はこのミ
シガン小児病院で30年ほど勤務しているけど、あなた
のように綿棒浣腸をした医師なんて見たことがない」。
その子の便から私が予想した通りに「ボツリヌス菌」の
毒素が判明。診断・治療が遅れると命に関わる神経感
染症です。発生原因としてはハチミツが有名ですが、ボ
ツリヌス菌自体は土壌中などに広く存在しており、この
子のようにハチミツを食べていなくて発症する例も珍
しくありません。日本でもアメリカでもまれで見逃され
やすい病気ですが、私は今まで何例も経験していたの
ですぐにボツリヌス中毒症と診断できました。おかげで
その子は後遺症なく回復できて、日本人医師の面目躍
如を果たしました。

　質問に戻りますが、お子さんはまだ7か月であり、
ウンチを力んで苦しそうなら、まずは綿棒浣腸やグリ
セリン浣腸を行って排便させて楽にさせてあげるの
はいかがですか？　綿棒浣腸もグリセリン浣腸も癖
になることはありません。マルツエキス(Blackstrap 
molasses)を試してみるのもいいかもしれませんね。マ
ルツエキスが余ったら、アイスクリームにきな粉と一緒
にかけて食べると美味しいです。お母様のお通じもよく
なり、一石二鳥です。

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

　日米の小児科、医療、育児
関連のどんなささいな質問や
疑問も紙面でお答えします。

　ではみなさん、また来月に
紙面でお会いしましょう。
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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

■ 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
  

■ 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 

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

□ 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      （英語） 248-465-4040 　　
　　　          248-266-2854 

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:

（日本語）   

■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

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

クラシファイド広告

　　　　　　　　　　　募集中
！

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。

■ アロマセラピーワークショップのご案内

アロマセラピーに興味がある、体験してみたい
なと考えている皆さんに向けたワークショップ
を開催します。楽しくアロマディフューザーを
手作りしなががら、精油の香りを感じてみてく
ださい。詳細はインスタグラムを。
インスタグラム：@orange_green_sundrops 
 

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

クラス・稽古

ぜひ、Japan News Clubのインスタグラムも
フォローお願いいたします！

               @japannewsclub

https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
http://www.sunnypointe.com
https://kobylearn.com/


PAGE 14・JAPAN NEWS CLUB・October  2022

ブリューワリー

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　二年越しでかなった訪問。田舎の直線
道路にポッと現れたRestaurant ＆Micro 
BreweryのThe Maple Grilleを紹介する。

　「田舎だから、みんなビールを飲んだ
ら帰るから」とオーナー・シェフのJoshは
言った。昨年は遠出先のディナーを目指
して車を飛ばしたけれど8時の閉店時間
に間に合わず、Joshと少しおしゃべりを
して、次の訪問を願った。そして、今年は
それをかなえることができた。サギノー
郊外にThe Maple Grilleはあるが、行っ
てみてよかった、ビールも食事も雰囲気
も本当に楽しめるMicro Brewer yだ。

　古い建物を買い取って、レストランにし
たそうだ。平屋だけのレストランスペースだ
が、大きな納屋のようでもあり、中に入っ
た途端、そのスペースの広さにゆったりとし
た気持ちになる。「オーダーはここでする
のよ」と言われ見ると、入り口近くのカウン

ターの頭上には黒板（チョークボード）に書
かれたメニュー一覧がある。窯火焼きのピ
ザ、ステーキ、ビールのラインアップは見上
げる高さに掲示されているが、どれも自家
製とミシガンの食材からのもの。ピザソー
ス、バジル、チーズを加えたピザを頼んで、
パイン材のテーブルについた。店内の壁は
地元の画家や田園風景の絵がかけられて
いる。スポーツバーのようなテレビは一切
ない。広々としたフロアーと高い天井は、ビ
アホールという雰囲気ではなく、食事と会
話を楽しめる空間だった。10人ほどが食事
をとれそうな大きなパイン材のテーブルで
ピザを待っていると、メープルシロップが添
えられたコーンブレッドが来た。次にBurch 
Syrup Vinaigretteで味付けられ、イタリアン
パセリがちりばめられたミニトマトや少し
調理されたズッキーニなどの野菜のプレー
トが運ばれてきた。そして注文したピザが
来た。ピザや食事にはこの野菜が添えられ

ているのだ。ドレッシングのす
がすがしい酸味と、窯で焼か
れたピザの絶妙なコンビネー
ション。地元の野菜や食材を
生かし、手作りでピザの生地
をこね、店内のかまどで焼か
れた新鮮な味は手作りだけれ
ど、工夫や確かな経験を感じ
させるものだ。Joshと話をす
る機会があって聞いてみると、
レストランのパイン材のテーブ
ルは全て母方のおじの作品だ
という。「作ったテーブルをガ

(上）ピザ（右）ラインナップ

The Maple Grille
13105 Gratiot Rd, Hemlock, MI 48626

https://www.themaplegrille.net/

素晴らしき田園の中のブリューレストラン
　The Maple Grille - Hemlock, MI

（右上）カウンターすぐ後ろのオーブン釜で本格的ピ
ザが焼かれる。（下）ビール越しの店内と、レストラン
外観。８時で閉店

　　

レージに置いておいただけ」というが、そん
な簡単にいうテーブルの数ではない。家庭
のみんなで協力をしてこのBrew Restaurant
を盛り立てているのだ。もともとはメープ
ルシロップづくりをしていたが、いつの間
にか道路沿いでグリルで肉を焼き、そして、
Micro Breweryへと発展したそうだ。2011年
の開店当時からユニークなお店、として地元
新聞やYoutube等で取り上げられてきた。

　常時10種類がラインアップしている。
Reggie Rye IPA はステンレス容器に入れ
られ、ビールがその冷やかさを保つように
なっていた。Oktoberfest BeerはWood Fire 
Craft Beerと入ったグラスで提供され、深み
のある味が完成度の高さを感じさせた。

　The Maple Grilleは火曜日から土曜日
までの営業。サギノーの中心からは20分

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

ほど 西に行く。サギノー地 域の 素 朴さ
や、自然体のフードに巡り合いたい人に
はぜひおススメするブリューワリーだ。
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Community Information
●コービー・ラーニング・グループ

“Bring Your Friends 20-20”
お友達を誘って20㌦割引！

コービー・ラーニング・グループ 
““BBrriinngg  YYoouurr  FFrriieennddss  2200--2200““  
おお友友達達をを誘誘っってて 2200㌦㌦割割引引！！  

  
Koby Learning Groupでは 10月度キャンペーンとして 

お友達にコービーをご紹介くださり 
その方が入学された場合は紹介者共に受講料を 20ドルを割引します！！ 

 
クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。 

 
 

  

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

Koby Learning Groupでは10月度キャンペーンとして
お友達にコービーをご紹介くださり、その方が入学された

場合は紹介者共に受講料を20ドルを割引します！！

クラスのご相談＆無料体験クラスをご予約お待ちしております。

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

  Moose 9.2022-2.2023Moose 9.2022-2.2023

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。

注目イベン注目イベント！ト！

●　生け花展示会＠ クランブルックス ハウス　   
 Date:     2022年１0月 7・8・9日（金〜日）
　 Place:　Cranbrook House
  380 Lone Pine Road, Bloomfield Hills, Michigan 48304

詳細・事前申込みはこちら：  https://center.cranbrook.edu 
いけばなインターナショナルデトロイト支部による約30点の作品実演・展示およびハウ
ス・ガーデンツアー、夜の部となる7日には、大光晴美氏の琴演奏をワインとともに楽し
める会も。

● JBSD Japan Festival 日本祭　入場無料
  Date:     2022年　１0月 ２日（日）
　 Place:　Novi High School  /   24062 Taft Rd, Novi, MI 48375
 

●　Van Gogh in America＠ DIA （デトロイト美術館）ゴッホ展
 Date:     2022年１0月 2日（日）- 2023年 1月 22日
　 Place:　Detroit Institute of Arts　
  5200 Woodward Avenue, Detroit, MI 48202
 詳細・事前申込みはこちら：  https://dia.org

DIAは、全米でゴッホの作品（Self-Portrait：自画像 (1887)）を入手した初めての公立美術
館として、今年１００年目を迎えるこの節目の年に、それら祝しゴッホ展が開催される。

https://www.kawai-juku.ac.jp/kikoku/lct/north-america/
https://www.kawai-juku.ac.jp/kikoku/lct/north-america/
https://www.kobylearn.com
https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program


●  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

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.novidentists.com
https://www.michigandepressionglass.com/about-the-club

