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JBSD・JSDウィメンズクラブ共催

日本祭り３年ぶりに開催

Ce leb rating Culture To gether Once Again !

“待

ち望んでいた”。コミュニティーの気持ちがまさに表れたようだった。デトロイ
ト日本商工会（以下JBSD)・JSDウメンズクラブと共催の日本祭りが2022年

10月2日、Novi高校アトリウムを中心に行われた。会場はすれ違う時に肩がぶつか
るぐらいの訪れた大勢の人々でいっぱいとなる大盛況ぶりだった。当日は澄み渡っ
た青空と平年以上の暖かさのもと、オープニング・リマーク、そしてそのあとアトリ
ウム、体育館、教室、カフェテリアで日本文化の紹介と体験の様々な催しが行われ
た。

さんも多く、縁日の華やいだ雰囲気があふれた。
アトリウムでは入場者に日本の伝統文化の紹介とその体験ができるコーナーが
繰り広げられた。簡易畳とついたてを用意した茶室空間が作られ、裏千家、表千
家、石州流のデモンストレーションが３回行われた。着席した参加者にはお茶と
茶菓がふるまわれた。お話を伺った石州流の渡辺氏は「茶道は茶碗、お花、掛け
軸、歴史、と日本芸術の総合」と述べ、まさに多くの入場者がデモンストレーション
を興味深く見守っていた。

長蛇の列になるほど人気だったのがアトリウムで行われた日本のお祭りならでは
の射的。割りばしで実際に作った鉄砲で景品を撃つ。縁日さながらの赤い布をかけ
た台には、日本のお菓子が置かれ、子供たちがお目当てのお菓子を狙って真剣な表
情を見せていた。また、同じく人気の水風船（ヨーヨー）釣り、おもちゃすくい、輪投
げコーナーにもチケットを求める親子連れの長い列ができた。浴衣姿で訪れたお子
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秋のすがすがしい日が差すアトリウムには、季節の花やハロウィーンを感じさせ
る生け花が展示されていた。その隣では、書道のデモンストレーションも行われ
た。床に広げたデモンストレーション用の大きな画仙紙にミシガン州在住の書家・
藤井京子氏が揮ごうしたのは「感謝」。
「日本祭りにて今日生きていることに感謝を
込め」、3年ぶりのコミュニティーの祭りに感謝と希望を表していた。
折り紙コーナーでは伝統的な鶴の折り紙や人気アニメのキャラクターの折り
紙を楽しむ姿が見られた。現地の人々も気軽に参加していた。その現地の高校で
日本語を学び、日本語スピーチ大会にも出場したという参加者に感想を聞いた。
「5年前に初めてこの祭りに来たが、また来たかった。また来れてうれしい。楽し
い。」と言っていた。

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

[営業時間]

月曜～土曜 9:00am ~ 6:00pm

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

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

JasmineHairSalon.com
(料金をご覧いただけます)
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今年度の特徴としては、現地の団体や日本語教育関係の団体の展示参加が増え
たことだ。手作りのタオル帽子を現地の癌センターや病院に届けている、タオル帽
子会、読み聞かせの時間や日本語の蔵書もあるノバイ市図書館と、リボニア学区の
日本語マグネットスクールのにじいろ小学校は今年度も参加。JCMU（ミシガン州
立大学連合日本センター）はミシガン州にある15の州立大学と姉妹都市提携をし
ている滋賀県との共同事業。州立大学から滋賀県へ語学留学のプログラムを行っ
ている。今年新たに日本祭りに参加した日本語・日本文化の継 承を促 進する教育
機関のミシガン日本語継承センタ―のブースも設けられた。
体育館では、祭りを盛り上げる熱 気あるパフォーマンスの数々が 行われた。ド
リームシンガーズの子供たちのはつらつさ、高校生アンサンブルHanabiのさわや
かな演奏と歌に惜しみない拍手が送られた。日本の武道の紹介でデトロイト剣道
道場と合 気道がデモンストレーションを行った。祭りはクライマックスへと向かっ

（左）今日生きていることに感謝。壁面を飾ったデモンストレーションの書
（右）鮮やかな華道の展示

た。3年ぶりに盆踊りのやぐらも復活。紅白幕は日本の祭り、晴れがましいイベント
の象徴。JSDウィメンズクラブがやぐらを囲み、祭りの盛り上げに盆踊りをリードし
た。体育館での最後のパフォーマンスとなった五大湖太鼓センターの演奏に観覧
席は満員だった。J BSDの植田事務局長は、3年ぶりの日本祭りを振り返って、地
元の方ともふれあいの場になり、日本祭りの本来の目的が達成された、と語ってい
た。カフェテリアで販売された日本食（たこ焼き、焼きそば、おにぎり弁当）と、縁日
（輪 投げ、おもちゃすくい、水風 船など）のチケットは売り切れ、ラムネは1時間ほ
どでこれも売り切れ、と初めての売り切れが続いた。詳しい入場者数は発表されて
いないが、2000人ぐらいは入場したのでは、と植田氏は語った。
企業ボランティア、大学生・高校生のボランティア、デモンストレーションを行った
方々の協力で、祭りは大盛会となった。日本人のコミュニティーだけではなく、現地
の方々にも親しみと楽しさをもたらした3年ぶりの日本祭りはにぎわいのもと幕を閉
じた。 （JNC）
（左上）和紙でちぎり絵を楽しむ入場者（右上左下）大人気だった射的や折り紙コーナー。
（右下）体育館では、地元子ども等の武道デモンストレーションや、歌、楽器演奏などのパフォーマンスで盛り
上がりを見せた。

www.riveroakswest.com
より快適な住宅環境を
皆様に お届けします。
● ゲート守衛が午後６時から
午前２時まで訪問者に対応
● フィットネスセンター/スチーム室
● 照明付テニスコート
● 室内とスパ付屋外のプール
● プールサイドに屋根付きグリル
● アタッチガレージ
● コミュニティーイベント

家具付 ＆ 家具なし
長期 ＆ 短期

1,2,3 ベッドルームアパート
・ウッドフローリング
・グラナイトのカウンター
・新型の調理機器
・家具付の部屋は一流家具で豪華な雰囲気。
もちろん 水道、ガス、電気、食器、
さらに 寝具、ケーブルTV付で即入居可能。

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870
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ミシガンの秋を祝う日本のお祭り、もうひとつ
「マイボン・フェスティバル」開催

レポートです！

五大湖太鼓センターから
去る９月２４日、五大湖太鼓センターは、
第２回マイボンフェスティバル（2nd MIBon
Festival）をミシガン州ノバイ市公立図書館
にて開催しました。

「ミシガン音頭」は昨年、
第１回のマイボン
フェスティバルで発表された盆踊り曲で、
ミ
シガンの美しい自然や変化に富んだ四季お
りおりの情景を歌ったものです。

前回同様、五大湖太鼓センターの３つの
パフォーマンスグループ『雷音太鼓』
『五大
湖ドラマーズ』
『T3ー楽しい太鼓隊』がそれ
ぞれ太鼓演奏を行い、加えて２回に分けて
盆踊りを行いました。

「ええじゃないか」はサンホセを中心に
活躍する日系三世のPJ Hirabayashiさんが
かね
1994年から1996年にかけて太鼓や鉦の
軽快なリズムと踊りの部分を完成させたあ
と、2001年に、
日本を代表する太鼓グループ
「鼓童」の創設メンバーのひとり、藤本容子
さんが歌をつけた北米を代表する盆踊り曲
のひとつです。

盆踊りの方は、
お客様にも踊りの輪の中に
加わってもらい、簡単な踊り方の講習を行っ
たあと、東京音頭、炭坑節、
ミシガン音頭、
そ
して「ええじゃないか」を次々に踊りました。

（PJ Hirabayashiさんのホームページ：
https://taikopeace.love/ejnk より）

昨年の第１回のマイボンフェスティバル
は、コロナ禍ということで太鼓センターの
メンバーとその家族、友人に限ったごくごく
小さな内輪のイベントでしたが、今回はノ
バイ公立図書館のご協力をいただき、一
般のお客様にもたくさん参加していただく
ことができました。MIBonFesttivalのオリジ
ナルロゴの作成、生花グループ、"Ikebana
International-Detoit Chapter 85"の生け
花展示の同時開催と、前回から一歩踏み出
したイベントとなり、来年再来年と回を重ね
るごとに少しずつ成長をしていければと考え
ております。
太鼓演奏と盆踊り......日本でなら手軽に
楽しめるごくごく当たり前に存在するイベン
ト......これらを通してここミシガンの地で日
本の文化や風習の紹介・そして理解を深め

るべくこれからも私たちの活動を続けてい
きたいと願っております。最後にこのイベント
を支えてくださった方々、
ノバイ図書館、
そし
て足を運んでくださり一緒に盆踊りの輪に
くわわってくださった観客のみなさまに感謝
の気持ちをこの場で伝え、
そして来年のマイ
ボンフェスティバルでもお会いできることを
楽しみにしております。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Great Lakes Taiko Center
五大湖太鼓センター
www.michigantaiko.net

GLTC MI Bon Projects 2022 & 2023
https://opencollective.com/gltc/projects
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Seoul Unisex Hair Salon

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

ファーミントンより

ノバイに New Open!

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

お手頃な価格で承っています（ご予約 または、ウォークイン可）
< Hour >

N.

24263 Novi Rd. Novi, MI

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

Tel.

248-553-2345 または、
248-773-2281

Novi Rd
10 Mile Rd
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喧喧諤諤
“ケンケンガクガク”（第237回）

米国中間選 挙の結果は如何に？

By 小久保陽三
Premia Partners, LLC

ハロウィーンを終えて霜月１１月となり、朝霜が降りてもおかしくない寒い日が多くなりました。ミシ

威厳を７０年以上もの間維持し続けてご逝去された故エリザベス女王２世はこの情けない状況を今天

ガン州のアッパー・ペニンスラでは先月既に吹雪も経験していますが、ミトン型のローワー・ペニンスラ

国でどう思っていらっしゃることでしょう？トラス前首相の就任式を病状悪化の中で私邸で亡くなる直

でもいつ雪がチラついても不思議はない時季です。ハロウィーンと言えば、今年はキャンディーやコス

前に完遂された故女王陛下のご存命時代に起きなくて良かったと思ってしまいます。

チューム、ディスプレーに使われた金額が過去数年よりかなり多かったとのこと。パンデミックの酷かっ
た間子どもたちが（大人も？）ホリデーシーズン前の年中行事として楽しみにしているイベントを自重・
自粛していた反動とインフレによる物価高の影響で販売数量の単純増加以上に金額が増えたものと思
われます。ハロウィーンを挟んで世間を騒がせていた大きな話題は１１/８（火）実施の米国中間選挙を
めぐるキャンペーン活動と関連報道でした。この件に関しては、本号のテーマとして後述したいと思いま
す。その前に一つご報告しておきたい事があります。

また、今年２月２４日に始まったロシア軍のウクライナ侵攻が新たな局面を迎えています。和平交渉
が進展しないまま一進一退を繰り返し、先の見えない長期化、泥沼化しています。先月ウクライナ軍の
敏速かつ大規模な反攻によりウクライナ南東部を占拠していたロシア軍の特殊部隊が壊滅したり、大
半が国境付近や正規のロシア領まで撤退する事態に陥り、クリミア地区との重要な交通・軍需輸送の
要衝である橋梁が破壊され兵站（兵站）確保が極めて困難となり、プーチン大統領の自尊心と面目丸
潰れとなりました。ショイグ国防相が身代わりとなって国内強硬派からは弱腰の悪者扱いされていま

先月号で恥を忍んで書き連ねましたフィッシング・メールによるなりすまし詐欺に関する続報ですが、

すが、退任とはならず新たにウクライナ特殊軍事作戦の総司令官としてアフガン戦争、タジキスタン内

幸にしてその後継続被害、２次被害はないようです。一度味をしめた犯人グループは２匹目の『柳の下

戦、第２次チェチェン戦争、シリア内戦で参戦介入経験のあるセルゲイ・スロビキン将軍が任命されま

のドジョウ』を狙って、あの後にも被害者本人である私宛に２度、３度と同様のフィッシング・メールを

した。プーチンの意を受けた超タカ派の彼がどんな動きをするかです。

送って来ました。全く商売熱心な連中で、その勤勉さと頭脳をまともな仕事と世間に役立つ事柄に使え
ばポジティブな評価と感謝をされるのに残念な事です。まあ、決まった時間に決まった場所に出勤する
必要がなく、在宅勤務で楽にお金が稼げるので「やめられない、止まらない」のでしょうね。皆さんの
中には同じようなメールを受信されても私と同じミスをして被害に遭った方がいないことを願います。
スポーツの話題では、米国MLBは２００９年以来８回目の出場となるフィラデルフィア・フィリーズと
プレーオフ常連で２年連続５回目の出場となるヒューストン・アストロズが頂点を争うワールドシリーズ
の真っ最中ですが、一足先に日本のNPB日本シリーズはオリックス・バッファローズが２連覇を目指した
ヤクルト・スワローズを下し２６年ぶり２回目（合併前の阪急ブレーブス時代を含めると５回目）の優勝
を飾りました。１９９６年の初優勝時にはイチローさんもいたチームを故仰木監督が率い、長嶋監督率
いる読売ジャイアンツを４勝１敗で退け、本拠地地元神戸で胴上げを実現し、その前年１月に発生した
阪神淡路大震災で壊滅状態となり絶望状態にあった神戸市民を「がんばろうKOBE」を合言葉に大い
に力づけました。３４年間務めたオーナー職を今季で退く宮内オーナーにとっては、初優勝時の喜びと
記憶が蘇ると同時に忘れられない最高の花道となりました。優勝おめでとうございます！！
国際政治関連では、９月に就任したばかりのUKのリズ・トラス首相が過去最短のわずか４４日間で
退任し、同国２００年の議会史上最も若く初の有色人種である保守党所属のリシ・スナク氏が新首相
に就任しました。退任理由は引き当て財源のないインフレ対策の強行が対立政党の労働党のみならず
身内の保守党内でも不評を買い、議会で吊し上げられて弁明に窮し協力者もなくては挽回の余地なし

引越

と判断した結果のようですが、７週間で何と３人目の首相という醜態です。古き良き大英帝国の栄光と

ショイグ国防相は先月末の会見で先にプーチン大統領が発令した予備役３０万人の部分緊急招集
が完了し、その内４万人がウクライナ戦線に派遣されたと発表しましたが、真偽は定かでないもののロ
シア軍関係者や当の新規派遣兵の内部告発によると彼らに対する事前訓練は正規のベテラン教官が
不足しており極めていい加減で、与えられる軍服もバラバラ、兵器も旧式で戦闘能力に劣り、NATO諸
国から近代兵器を供与されているウクライナ軍に対抗出来ず、ただ死を待つのみ、との悲観的（絶望
的？）な声が上がっています。
ロシア軍の退却、劣勢を認めず苛立ちを隠しながら強気な姿勢を崩さぬプーチン大統領の会見で
は、ウクライナ軍はロシア併合４州の住民に対してダーティー・ボム（核爆弾ではないが、爆薬の周りに
内包されている放射性物質が爆発と同時に飛散し、広範囲にわたり放射能汚染を引き起こし、長期間
日常生活が不可能となる大打撃）攻撃を計画しているという根拠のないデマ情報を流し、その対抗措
置として住民保護と自己防衛のために戦術的核兵器の使用もあり得る発言をしておりましたが、先の
併合州におけるマーシャル・ロー宣言、住民避難勧告と併せて、考えるだけでも恐ろしい戦術核兵器の
使用を正当化するための準備工作と思えて仕方ありません。私の取り越し苦労になることを切に祈って
います。
他方、極東・東アジア地区では先月突然再開された北朝鮮による複数回の弾道ミサイル発射や直近
の中国共産党大会にて習近平共産党総書記、国家主席の３期目継続就任と権力の１点集中強化が大

1/8
page size ad. Godaiko Restaurant
きな懸念材料となっています。党大会開催中のビデオに胡錦濤前総書記が係員に腕をつかまれて途中
March
2007
退席させられた映像もあり、
その後の所在がいまだに確認できないこともショッキングな事実です。

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

カラオケ有!!

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

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

米 国ヤマト運 輸
YAMATO TRANSP O RT U.S.A.

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

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。
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余談になりますが、ウクライナ、ロシア絡みの動きで最近OPEC＋諸国が原油の大幅減産を発表しま

て認めない」と確かな根拠もなく言い続けています。彼らと連動して誤情報、偽情報を散りばめた報道

したが、最大の輸出国であるサウジアラビアがこのドタバタ騒ぎで大いに潤い、資産を増やしているこ

でそれを扇動し煽り、増幅し続けている偏向メディアに乗せられて、騙され、誤信して支持・支援し続

とをご存じでしょうか？余り話題にならず私も聞いて驚いたのですが、サウジはNATOや西側諸国から

けている多くの人たちがいることも信じ難いことです。

非難を浴びながらロシア産原油を国際的購入制限による市場価格下落やルーブルの一時的為替レー
ト下落で安く買って国内消費に使う一方で、自国産の原油を高値で輸出して巨万の富を得ています。増
産して原油価格を下げるよりも減産して価格維持もしくは高騰した方が収益は増え、西側諸国の政治
力、経済力を弱めて国際市場や政治面でプレゼンスと発言力も増す狙いもありそうです。
７月中旬にバイデン大統領が中東訪問した際の目玉がサウジのMBSことムハンマド・ビン・サルマン
皇太子との会見でした。バイデン大統領が前回選挙期間中の不用意な発言で大統領就任後も両者
の関係が冷え込んでいましたが、原油価格高騰の緩和・解消のための増産要求や中東地区の緊張緩
和、安全保障確認目的のため人権侵害やワシントンポスト紙の反体制政治記者カショウギ氏殺害関与
疑惑が濃厚な同皇太子と会見しフィスト・バンプまでして関係修復を目指したのを裏切られ体面を失っ
た感じです。

既に一部の州では本選挙の事前投票、不在投票が始まっており、何百万票もの数になっています
が、
「前回選挙でメール・イン投票は不正の根源で信用できない」とメール・イン投票を無効にする訴
訟を起こして敗訴したり、今後のメール・イン投票を禁じる法案を提出したアリゾナ州とお膝元ミシガン
州の共和党議員連が今になって突然共和党支持者に事前投票をドロップ・ボックスに入れるかメー
ル・インで早くするように促しているドタバタ劇はお笑いとしか言えません。
また、アリゾナ州知事選に立候補しているトランプ推薦のカリ・レイク共和党候補者はCNNレポー
ターの「選挙結果を認めるか？」という質問に対し、
「私が選挙に勝つ。その結果は認める。」と返事。
続けて「選挙に負けた場合も結果を認めるか？」という質問に対しても同じ返事で答えになっていま
せんでした。選挙に勝てば結果を認める、負ければ結果は認めない、という本音が見え見えで呆れま
す。知名度優先かトランプ崇拝で選ばれた同じ考えのトランプ推薦共和党候補者がウジャウジャいて

今回の減産措置も米国経済を混乱させ国力を奪い、国民の不満を煽ってバイデン政権と民主党を

予備選で前回選挙結果を認めまともな考えの共和党の現職候補者や対立候補者を退けて予備選を勝

窮地に追い込み、自分達に都合の良い共和党主導の米国議会、更にトランプ（もしくは彼の意で動く候

ち取り、共和党の正式候補者になっているケースが９割程度にもなっています。
「選挙結果は勝ったら

補者）の再出馬・再選を目指す裏工作があったのではないかと疑いたくなります。

認める、負けたら認めない」というのでは選挙ではなく『暴挙』です。

余談が長くなってしまいましたが、同じく政治に関する今回のテーマ「米国中間選挙の結果は如何
に？」に移ります。
現職大統領の当選後２年が経過した時点で実施される中間選挙は上院議員の１/３と下院議員全員
が改選となり、同時に多くの州で州知事、州務長官、市長など州政府や自治体の重要な公職ポジション
も改選されるため、その結果次第で連邦政府、州政府、自治体の政権・議会運営、行政、法令などが大
きく変わることもあり、一般国民や市民の日常生活にも影響する節目の一大イベントです。本号が皆さん
のお手元に届く頃には選挙が終わり、次々と開票速報から最終結果が報道されていると思います。
歴史的に中間選挙は現政権及び与党の過去２年間の政策の評価を反映するため、選挙前の期待が
大きいほど与党（今は民主党）に厳しい結果が出ることが多く、第２次世界大戦後に行われた１９回の
中間選挙で当時の与党が上院で議席数を増やしたのは５回、下院では２回のみ。与党が上下院とも議
席数を増やしたのは米国同時多発テロ事件のあった翌年２００２年の中間選挙の一度のみで、今回も
民主党には強い逆風が吹いています。
有権者の主な関心事として、民主党、共和党支持者に共通するのは長引くインフレーション対策で
す。後者には最大の関心事ですが、前者には妊娠中絶禁止法の復活・厳罰化、多数州での共和党主
導の投票権・投票機会の圧迫・制約・制限立法化、銃規制強化も大きな関心事です。
残念ながら下院議員改選の結果予想では民主党が現職議員の引退・再出馬断念などもあって１４〜
１５席を失い、共和党が過半数を占める可能性が高く、上院で現状と同じ同数または過半数を確保で
きるか否かが現政権・与党の生命線となります。鍵を握るのは接戦が予想されるアリゾナ、ジョージア、
ノースカロライナ、ペンシルバニア、ウィスコンシン、ニューハンプシャー、ネバダの諸州と思われます。同
時に改選されるアリゾナ、ミシガン、ノースカロライナの州知事選やニューヨーク市長選も結果がどうな
るかで政局が大きく変わると思われます。
本選挙前の予備選で最も驚いたことは、出馬した候補者の中に前回２０２０年の大統領選挙結果を
いまだに否認・否定する者（Election deniers）が何と３４５名もいたことです。共和党の立候補者がほ
とんどで、実に半数以上の６２％に相当しますが、まる２年近くが経過した今も「死んだ子の齢を数え
る」ごとく「選挙に不正があった、トランプが当選していたはずなのに盗まれた、バイデンを大統領とし

皆さん、想像してみてください。もし、こういう候補者が本選挙でまともな考えの民主党や無党派・無
所属の候補者を打ち破り当選して米国の上下院の議員に就任したら、次期大統領選挙でトランプが再
出馬または他の共和党候補者が出馬して選挙に敗れても、その結果を認めず否定するのが目に見えて
いて、前回選挙で米国憲法を遵守したペンス副大統領の常識と勇気ある行動で１月６日の議会乱入テ
ロ事件の最中でもギリギリ救われた議会での正式承認手続きが不可能になる恐れがあります。考えた
だけでも恐ろしいことです。これは大統領選挙だけに留まらず、全てのレベルの選挙で共和党に不利な
結果が出た場合にも当てはまるでしょう。これでは民主主義政治は成り立たず、議会も国家も破滅へ一
直線です。
以前在米生活の長い日本人の友人との茶飲み話で、なぜ選挙権のない我々日本人が米国の政治や
選挙について米国有権者より真剣に考え、悩み、心配しているのだろうとね、と話していました。前々回
大統領選挙でトランプ前大統領を選ぶというとんでもない間違いを犯してしまった米国有権者に同じ
間違いを２度と繰り返さないように切にお願いしたいです。再発防止ができるでしょうか？米国中間選
挙の結果は如何に？神頼み、仏様頼みを続けます。
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。
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心臓病治療の最前線
第169回 Flu ショット
				 及び COVID ショットについて

秋

の紅葉がきれいな季節となりましたが、この

ものになってきている印象があります。これは、こ

終わっている頃かもしれません。それと共に朝晩

接種している人が増えて、重症化や入院、死亡など

原稿が皆様のお手元に届くのは、もう紅葉も

の冷え込みも厳しくなってきており、もうすぐ来る
冬の訪れを感じさせるようになりました。

冬といえばインフルエンザのシーズンです。イン

フルエンザには米国で毎年約3500万人が罹患し、
38万人が入院を必要とし、総死亡原因の1.６％を占
めていると言われています（US statista)。

アメリカ心 臓 病学会は、インフルエンザウイル

スに対するワクチン接種を、強く推奨しています。

JA M A 本 年 4月号に掲載された論 文によれば、
※

インフルエンザのワクチンを接種した人は、心臓血

管系の重篤心事故を非接種者に比べて、34％減少

させ、また、最近急性冠状動脈虚血症候群（心筋
梗塞や不安定狭心症など）に罹った人のうちでは、
45％減少させたことが判明しています。
（注１）

アメリカ心臓学会では、インフルエンザのワク

チン接 種を、禁煙、コレステロール 低 減 薬のスタ

チン、及び血圧コントロールなどと並ぶ、重要な治
療・予防法として推奨しています。
（注２）

糖尿病や喫 煙 歴、心 臓や慢性 肺 疾 患などの既

往歴のある人、免疫不全症、高齢者や、乳児、妊産

婦、慢性腎疾患、悪性腫瘍などの基礎疾患がある

また、JAMA 10月11日号には、ノースカロライナ

れまでに一度コロナに感染しているか、ワクチンを

州の1060万人の人口を対象に、興味深い比較研究

のリスクに対する免疫力が高まっている人が増加し

チンを受けたか受けなかったか、また、ブースター

ているため、コロナの症状が全体として軽症化して
いることも大きな原因となっていると思います。

10月14日、アメリカ食品衛 生 局は、ファイザー

社（5歳以上）と、モデルナ社（6歳以上）のオミク
ロン株対応の二価ワクチンを、接種可能とすると発

表しました。二価ワクチンは、元々の、武漢発祥の
オリジナルのウイルスと、それから派生し、現在主

流となっているオミクロン派生型の両方に対応する
ワクチンです。二価ワクチンは、これまで既にコロ

結果が発表されており、COVID19プライマリーワク

ワクチンを受けたかプライマリーのみか、さらに、

COVID19にかかった事があるかないか、の三つの比
較をしたところ、いずれも、前者が、後者に比べて、
統計学的に有意に、COVID19新規感染、入院、及
び死亡のリスクを下げているという結果が出まし

た。この効果は、時間が経つにつれて弱くなり、と

りわけ、新規感染に対する効果が減少するとの結
果でした。
（注５）

こうした結果から考察すると、COVID19に対す

ナワクチンを受けたことのある人を対象に、ブース

るワクチンは、有効であり、ハイリスクの人には特

一価ワクチンは、ブースターワクチンとしては使用

インフルエンザだけでなく、新型コロナウイルスに

ターとして接種されます。これまで使用されてきた
できなくなりました。
（注３）

JAMA10月18日号には、デルタまたはオミクロン

株に罹った1199人のCOV ID19の患者さんを対 象

に、直近の150日間に二回目か三回目のブースター

ショットを受けたかどうかで層別化して調べたとこ

に勧められます。予防は最大の防御という格言は、
も当てはまります。

適切なワクチンを接種されて、健康で快適な冬

を過ごされることをお祈りしています。		
				

ろ、ブースターショットを受けた人は統計学的に有
意に症状が軽く、罹病期間が短く、医療機関にかか
る割合が少なく、体内のウイルス量が少ないという
研究結果が発表されています。
（注４）

人はもちろん、そのような疾患のない人でも、接種

の利益と危険を比較すれば、ワクチン接種は勧め

られます。近くの薬局やプライマリーケアでインフ

胸の痛み、息切れ、動悸、むくみ、失神、一過性脳卒中、高

ルエンザの予防接種は気軽に受けられます。アメ

リカでは、インフルエンザのワクチンの事をフルー

ショット（Flu shot）と言います。Flu shot 希望とい
えば、すぐにしてくれるはずです。インフルエンザに

かかってから、解熱剤、鎮痛剤、鎮咳剤、抗ウイル
ス薬を飲むのも間違いではありませんが、手洗い

やマスク、混雑を避けるなどと共に、ワクチンによ
る予防は最良の防御策だと思います。

アメリカでも日本でも、COVID19の流行は、やっ

と下火になりかけているようですが、医療従事者の
目からすると、まだまだCOVID19の患者さんはおら
れます。私たち医者にとっては、これらの患者さん

のお世話をすることは、義務であり、避けられない
ことでありますので、病棟に入院されれば、相変わ

らず防護ガウンを身に纏い、マスクと手袋をして、
完全防御の態勢で、患者さんを診ることになりま

す。ただ、2020年の、世界大流行初期に比べると、

患者さんの症状が遥かに軽い印象があります。も
ちろん、中には重症になっている患者さんもいます
が、総体としては、ずいぶん違ってきている印象を
受けます。どちらかといえば、軽い風邪症状に近い

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、
注４）
お気軽においで下さい。完全予約診察制、各種保険受付。
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FDA NEWS RELEASE

Coronavirus (COVID-19) Update:

FDA Authorizes Moderna and Pfizer-BioNTech
Bivalent COVID-19 Vaccines for Use as a Booster Dose
in Younger Age

Groups. October 12, 2022

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
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

専門医
Eastside cardiovascular
Medicine, PC -Roseville Office
博
25195 Kelly Rd 山 崎
Roseville, MI 48066
日米両国医師免許取得。
Tel: 586-775-4594
Fax: 586-775-4506

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。
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クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識

Standard Golf

Kroger Card, Rewards and Gas
クローガー カードの特典とガソリン

みなさん気を遣われて“ゴルフで食っていけるんですか？”みたいなことを聞かれることはあま

りありません。
（普通どんな業種でも聞きませんが......）たまーに興味本位で質問されます。即答

で、“僕の体型を見てください”と言っております（笑）。ツアープロでもないのに何してお金稼いで
るの？日本の感覚で言うと試合で食えないからレッスンプロをしているっていうステレオタイプが

あるようです。“ナメたらあっか〜ん〜♪ナメたらあっか〜ん〜♪ちゃんとやれば〜食えるんやでぇ
♪”厳密に言えばPGA Memberになります。その中にツアープロだったり、クラブプロ、ティーチン
グ・プロ、審判員、メディアなどなどがあります。

一番稼げるのはツアープロでしょう。ティーチング・プロもピンキリです。１時間$40のプロもい

れば、１時間＄1,000のプロもいます。クラブ・プロも下は年棒数万ドルもいれば、上は数十万ドル

というクラブ・プロもいます。
（全て当てはまるわけではありませんが）、PGA Tourやプロの試合
をするようなクラブは後者ではないでしょうか。それにレッスン料やコンペのコミッション、ショッ
プ売上のコミッションが＋αついてくる契約もあります。と言ってもクラブ・プロは滅多にレッスン

をしません。なぜなら本業が疎かになるからです。プライベート・クラブの場合はメンバーさんと

あなたは食品の買い物はどのお店に行きますか？私はクローガーに行くのが好きで、お手頃

な価格の理由だけでなく、ガソリン代をセーブできたり、私の子供達が行く学校やスポーツチー

ムのサポートもするからです。私がしなければならないのは買い物をしてカードを使うだけです。
何をしたらよいのかがこちらです。

First, get a Kroger card. It's easy and you can automatically get the store discounts. Here

is a sample conversation you might have:

まず初めに、クローガーカードを作りましょう。簡単に入手でき、自動的にディスカウントし

てくれます。会話の例がこちらです：

A. Could I get a (new) Kroger card?
（新しい）カードをいただけますか？

ラウンドすることも仕事の一貫です。僕の契約書の中には“練習をすること”、“メンバーと率先して

B. Sure. Here you are. You can register online. Today you saved $5.14 and earned 50 fuel

ざ書かなくても喜んでやりますよ！と言う項目もありました（笑）。ミシガンの場合シーズンが始ま

もちろんです。こちらをどうぞ。オンラインで登録できますよ。今日の値引き分は $5.14

ラウンドすること”、“契約しているゴルフクラブやアクセサリーは常に綺麗に保つこと”などわざわ

る前に契約先からゴルフクラブ、バッグ、シューズ、グラブ、ウェアなどいろんなものが送られてき

ます。十数年前某スポーツメーカー契約だった頃、僕のオフィス（８畳くらい）が埋まるくらい支給
品が送られてきました。メーカーさんによりますが、試合に勝ったらボーナスが出るなどもありま

す。よってゴルフにかかる費用は使えるクラブは限られますが＄０です。プレイフィーも＄０。他の
クラブにお世話になるときは多めにチップを落としていく感じです。なのでそれなりの高級クラブ
に所属すれば普通以上の生活ができます。

アメリカにはPGAプロ（ツアープロ以外）は３万人弱います。正直この中で贅沢できている方が

どのくらいいるか分かりません。でも１つ言えることはみんなゴルフがマジで好きな人間ばっかり

points.

ドルで５０フューエル（燃料）ポイント獲得しました。

Second, you have the option of registering your card online to receive personalized

coupons in the mail and digital coupons online. Just go to www.kroger.com and click
Register.

次にオンラインでカードを登録すると、顧客に合わせたクーポンが郵送で届き、ウェブサイト上

でもデジタルクーポンが取得できます。www.kroger.com にアクセスして Register をクリック。

と言うことです。

<プロフィール＞ 長倉力也
アメリカ中西部を中心にゴルフレッスンを提供。Mastersを始めPGA Tour,
LPGA Tourなどの世界トップの試合を年に数十ラウンドを視察し、これらツ
アーの最前線でツアープロのスイングを生で分析しレッスンに取り込むのが
特徴的。Standard Golf Club創設5年で約1,500名をレッスン。世界最大 PGA
Merchandise Show にも毎年参加。新商品ゴルフグッズを一早く研究する。
Instagram: rikiyapga お問い合わせはインスタDMから

Third, you can receive amazing fuel discounts with the Kroger card! Recently

I received 60 cents per gallon of f of my gas using my points!! You can see your

total points on your receipt and the points for one month expire one month later.

また、クローガーカードでガソリンも凄く安くなります！最近、ポイントを使って給油したら１ガ
ロンにつき６０セント安くなりました！！レシートに合計ポイントが記載されており、有効期限は
１ヶ月間です。

クローガーの店舗によって多少異なりますが、どのようにするのかがこちらです。
1. Scan your Kroger card under the laser or type in your rewards phone number.
クローガーカードをレーザーにスキャンするかリワードカードに登録した電話番号を入力
してからクレジットカードを挿入します。

ノーブル フィッシュ

ワンワールド マーケット

45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

電話： 248-585-2314

電話： 248-374-0844

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

month to use and/or what how many points you want to use. Enter the number on
the pad and push enter.

使えるポイントのオプションが表示されたら “Yes” を選びます。何月分を利用するか、

または何ポイント分を利用したいかを選択をする必要があるかもしれません。希望の番
号を選んでから “Enter” のボタンを押します。

3. Then you can put in your credit card and see the gas price change. Choose which
gas you want and start pumping! It's so nice!!!

月～土： 9a m - 8p m
日： 10 am - 8pm

・日本食品 ・鮮魚
・寿司バー ・野菜

www.noblefish.com

www.oneworldmarketinc.com

Zen Chen

(ゼン チェン)

その後に安くなったガソリンの料金が表示されます。ガソリンの種類を選びガソリンを
入れてください！良いですよね！！！

Finally, if you (or a friend) have a child in school or sports, you can use your card to help

Kroger donate to the group. Go to www.krogercommunityrewards.com, sign in, and type

in the school or team name. This is a VERY EASY way to support fundraising for the school
because you don't spend extra money. If you're not sure, you can ask the school or team,

住宅探しのスペシャリスト

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

2. If you see an option to use the gas points, choose yes. You may have to choose what

“Does this school/team have a Kroger rewards account?”

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

お気軽に日本語でご連絡ください!
Cell : 248-767-1343

zen.chen@remax.net

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

最後に、お子さんが学校やスポーツに通っている場合、クローガーカードを使い、その団体

に寄付ができます。www.krogercommunityrewards.com にサインインして、学校やチーム名

を入力します。お金を出すことなく学校の資金集めができるので、とても便利です。もし分から

ない場合は、学校やチームの人に聞いてみましょう。
「この { 学校 / チーム } はクローガーのリワー
ドアカウントがありますか？」

クローガーカードでもっとたくさんの特典がもらえますように！Good luck!

11月のイベント 2022年11月1日～11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。

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

PAGE 08・JAPAN NEWS CLUB・November 2022

Presenting...
Bark

and

Meow's

Extravaganza!
今年のハロウィーンは、いかがでしたか？
ハロウィーンを楽しんだ（？）ペットちゃんたちを
こちらで一気にご紹介します！

Budo Class for Youth and Adults
場所：

Recreation Center at Hillside Middle School
700 W. Baseline Rd.
Northville, MI 48167

時間：

G
IRIN
RE H
WE'
引越作業スタッフ募集！

毎週土曜日
5pm－6pm

会費：

$40/month

生徒年齢： 5歳以上
（大人参加も歓迎）

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

正社員及びパートタイム社員
米国で合法に働ける方

（市民権、永住権、OPT等）
経験不問。

応募先：浅井まで

電話番号：734-941-5884

Eメール：
Kazumi.asai@
nipponexpress.com

糸東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

服装：

Ｔシャツとスウエットパンツ
武道着は教室で購入頂けます。

内容：

礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、
型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.com または
携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)
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通訳業務：逐次／同時／ウィスパリング

紅葉のピークが過ぎ、フェアウェイやグリーンの落ち葉をよけながらゴルフする季
節になりました。
「ひと月1作品」、今月は2016年に発表された映画”The Founders”
をご紹介します。アメリカ初の女子プロスポーツ組織LPGA(Ladies Professional
Golf Association)の設立時に、プロ登録した13人の創設者たち（ファウンダーズ）
のドキュメンタリー映画です。
1940年代、アメリカでも女性は
家のことをするのが 普 通だった時
代ですが、世界大戦が始まると戦
地に向かう男性に代わって、女性が
工場やガソリンスタンドなど外の仕
事に就きました。広報官やパイロッ
トとして軍に従事する女性もいまし
た。第二次大戦が終わって戦地か
ら戻って来た男性たちは元の仕事

に戻ったため、活躍していた女性の多くが仕事を失いました。アスレチックな女性た
ちは「家にいるのは嫌だ。教師や秘書ではなく、別のことを仕事にしたい」と考える
ようになりました。戦後まもなくの1948年、LPGAの前身であるWPGA(Women's
Professional Golf Association)が設立されましたが、わずか3年で消滅してしま
いました。選手が集まらない、女性アスリートは受け入れられない、スポンサーが見
つからない、などが理由だったようです。
ゴルフをしたいけどゴルフで食べられない…窮地に陥った女子ゴルフ業界に、救
世主のカリスマスター、ベイブ・ディドリクソン(Babe Didrikson)が現れました。
ベイブはテキサス出身のノルウェー系アメリカ人で、小さい頃から洋裁、ハーモニ
カ、スポーツ、あらゆることに長けた子供でした。ベイブはニックネームですが、小
学校時代に野球の試合で5本ホームランを打ったのでベイブ・ルースから取ったそ
うです。1932年22歳の時にロサンジェルスオリピックに出場し、50mハードルと
槍投げで金メダル、高跳びで銀メダルを取りました。現代に至るまで、走跳投の3
種でメダルを取った選手は男女合わせても彼女だけだと言われます。オリンピック
の後はバスケットボールのオールアメリカンチームに選ばれたり、ポケットビリヤー
ドの試合に出たりしましたが、25歳からゴルフを始めました。28歳でPGA主催の
ロサンジェルス・オープンに参加、女性がPGAの試合に出場したのはこれが初めて
でした。35歳の時にはPGAの3試合のうち2つで予選を通過。2000年初頭にバブ
リーな気運があり、アニカ・ソレンスタムやミシェル・ウィがPGAに招待され参加し
たことがありますが、ベイブ以外に男子ツアーで予選を通過できた女子選手はいま
せん。そして1950年、ベイブが39歳の時にLPGAが発足しました。密かにスポン
サーにアピアランスマネー（参加報償）を要求し懐に入れていた、自分が勝つように
他の選手に圧力をかけた、など陰の側面もありましたが、明るくて面白いキャラク
ターのベイブの人気が創設時のLPGAツアーを牽引したことは間違いありません。
1950-1951年の賞金女王と最多勝利はベイブでした。しかし程なくして大腸ガン
が見つかり、ベイブは42歳で生涯を閉じることになりました。1950年にわずか13
人、6試合から始まったLPGAツアーは、今や460人、35試合が行われる大組織に
なりました。
映 画の制作には、オーストラリアのキャリー・ウェブ（1999 -20 0 0年の賞金
女王と最多勝利）とアメリカのステイシー・ルイス（2010年の賞金女王と最多勝
利）が資金支援をしています。2011年からはFounders Cupがツアーに加わりま
した。70年以上前ですが13人のスイングは力強くしなやかです。伸びないコット
ンのブラウスとタイトスカートであんなに綺麗にスイングできるのはすごいことだ
と思います。ぜひ映画でご覧ください。
(参照：”The Founders” ©︎2016 Level 33 Entertainment）
<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)

社内外での打ち合わせやお客様との会議、工場見学
や研修から法廷（証言録取など）に至るまで対応して
います。
ミシガン州内のみならず、全米各地や米国外
へも出張致します。同時通訳ブース、同時／ウィスパ
リング用機材のレンタルも行っております。

電話やテレビ会議の通訳、
スカイプやZoomを使った遠隔通訳も対応します。
翻訳業務：各種文書／免許証翻訳
技術／契約書／法律文書／戸籍謄本・抄本／各種証明書など翻訳致します。
必要に応じて公証人の証明書もご用意致します。運転免許証翻訳は、実物を
見る必要がある、
レターヘッド
（社用便箋）に印刷することなどSecretary of
Stateの条件を満たしています。
各種クラス：英語／日本語／通訳講座
プライベートレッスンを中心に英語／英会話レッスンや日本語（Japanese
Class）
クラスを提供しております。
また、更に英語力を高めたい方や通訳者を
目指したい方には通訳者養成講座があります。オンラインで受講可能です。

お見積りは無料です。
ご相談ください。
お問い合わせ（日本語で対応）
電話：(248) 344-0909
メール：office@suzukimyers.com
オフィス営業時間：月曜日〜金曜日 9時〜17時
ウェブサイト：www.suzukimyers.com

言葉の架け橋

−１５２ −

〜こんな日本語、英語にできますか〜
色に関する言 い 回し （1１）
今回は英語の “blue” です。 “blue” で最初に思い浮かぶのは「悲しい」。その代表
例として “Monday blues” という言い回しがありますが、これ は「ああ、週末が終わっ
てしまった、また仕事だ」というがっかり感です。音楽の「ブルース」もこれから来てい
て、もの悲しい音調ですよね。そうかと思うと、“(to have) blue blood” は「高貴の出」、
ですから “He gave the impression that he was a blue blood.” と言えば「彼はみな
に彼が高貴の出だと信じ込ませた。」となります。
近頃はほとんど使われませんが、面白い表現で “running around like a blue-arsed
fly” というのがあります。これは大きめのBlue bottle と名付けられた蠅の一種で、叩き

落すまでブンブンと飛び回る、それこそうるさい（漢字では五月蠅）虫のように駆けずり
回る状態を指します。次に “out of the blue” とは「出し抜けに」を意味します。元々は
“out of the blue sky” ですので、まさに「青天の霹靂（へきれき）」ですが、この日本語
の表現は使われる場面がごく限られています。英語はもっと気軽に使えます。
皆さんは “once in a blue moon” という表現をご存じでしょうか？“My clothes
are mostly cotton jersey, so I need to iron only once in a blue moon.” （私の服

はほとんどスエット地なのでめったにアイロンはかけない。）この blue moon というの
はもとはインディアンの言葉で季節の第4回目の満月を指して言うそうです。真の blue
moon は32ヶ月に一回しか起こらないそうで、本当にめったに起こらないわけです。

最後にもう一つ、“blue-chip stock” とは「優良株」です。その由来は一番価値の高い
青いポーカーチップから来ているそうで、もともとは高価値株に使われていましたが、
意味が少し変わり、今では「良く知られた会社の、その価値と配当が信頼できる普通株
式」を指します。
上 記についてご 質 問のある方、また、その 他の 表 現について知りたい方は、

izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。

鈴木いづみ：会議通訳者、公認法廷通訳者、アメリカ翻訳者協会日＜＞英
翻訳認定資格を有す。通訳・翻訳・日英語学クラス等のサービスを提供する
鈴木マイヤーズ＆アソシエーツ（株）社長。 www.suzukimyers.com
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帰国後の中学校の選び方のポイント
～国私立中学校だけでなく公立中学校への進学も事前に調べることが大切〜
文部科学省「令和３年度学校基本調査」によると、海外勤務者等の生徒で引き続

します。初めて暮らす地域の公立中学校に入学・編入学する場合には、その学校の

き1年を超える期間海外に在留し、令和2年年4月1日から令和3年年3月31日までの

様子を事前に調べることをお勧めします。公立中学に入学・編入学後に、私立中学校

間に帰国し、中学校に在籍した生徒は2,529人でした。その内、公立中学校の在籍

に編入する帰国生は少なくありません。

生徒は約70％の1,772人、国立中学校の在籍生徒は約4％の100人、私立中学校の
在籍生徒は約26％の657人です。全体の在籍生徒は公立中学校が約93％と圧倒的

国立中学 校に在 籍している帰国生は人数的には決して多くはありませんが、先

に多く、国立・私立中学校の在籍生徒数は少数ですが、帰国生の家庭は国立・私立

述したように全生徒数に占める帰国生の比率は約13％と多いです。公立中学校と

中学校を選択する傾向があることが分かります。また、全生徒に占める帰国生の比

同様に授業料は無料ですので、私立中学校に比べ学費が安く、また帰国生へのサ

率は、国立中学校が約13％、私立中学校が約9％と10人に1人が帰国生ということに

ポートも充実している学校も目立ちます。

なります。

お茶の水女子大学付属中学校、愛知教育大附属名古屋中学校、京都教育大学
附属桃山中学校（１・２年）には、帰国子女教育学級が設置されています。

このように帰国生の家庭に国立・私立中学校を選択する傾向があるのには、いくつ
かの理由が考えられます。
１）多くの帰国生を受け入れていること。
２）中高一貫校または系列高校があり、高校受験をしなくてもよいこと。
３）英語教育に力を入れている学校が多いこと。
４）難関大学や医学部など難関学部、海外の大学への進学者が多いこと。
５）その学校の校風や教育方針に賛同した家庭の子どもと学べること。
６）入学試験があるため、同等の学力の子どもと学べること。
７）施設や設備が充実していること。
上記の他、帰国生の家庭の中には公立中学校を敬遠する家庭もあるためという
理由も考えられます。公立中学校は自宅の近辺の学校に通学できますが、一部の自
治体を除き、学校を選ぶことはできません。地域によっては帰国生が全くいないとい
うことや、転出入の動きが少なく小学生の時から長年同じ顔触れということもありま
す。以前に暮らしたことのある地域であり知っている子どものいる場合でない限り、
帰国生は異質な存在と思われてしまうということもあるようです。一方、公立中学校の
教育内容は学校によって大きく変わりませんが、学校によっては厳しい指導が行わ
れ、自由な教育方針の現地校とのギャップを感じ、つらい思いをしたということも耳に

普通学級での混合受け入れ方式ですが、埼玉大学教育学部附属中学校、千葉
大学教育学部附属中学校、東京学芸大学附属国際中等教育学校、横浜国立大学
教育人間科学部附属中学校、横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校、静
岡大学教育学部附属島田中学校、京都教育大学附属桃山中学校（３年）、大阪教
育大学付属池田中学校、神戸大学附属中等教育学校は、帰国生を受け入れてい
ます。また、さいたま市立大宮国際中等教育学校、東京都立立川国際中等教育学
校、兵庫県立芦屋国際中等教育学校は、帰国生を受け入れている公立の中等教育
学校です。
なお、国公立中学校では系列高校、国公立中等教育学校では系列大学に進学す
るために入学試験の受験が必要になることも多いので、ご注意ください。
ここからは、帰国後の学校選びの参考にしていただくため、私立中学の特徴につ
いて、公立中学との比較も交えて、いくつかのポイントを説明します。
◎通学手段や時間

公立中学と異なり、自宅から遠方となる可能性が高いです。通学手段や通学時間

に加えて、通学経路の環境の確認も必要です。また、通学可能な地域を特定したり、
通学時間の制限を設けたりする学校もあります。寮があれば、自宅が遠方であった
り、保護者が海外在住であったりしても入学できますが、中学生の年齢での親元を
離れての生活となりますので、お子さんの気持ちや性格などを考えた方が良いでしょ
う。
◎独自の校風

私立中学にはキリスト教や仏教などの宗教系の学校があります。宗教の授業やお

祈りの時間がある場合もありますが、ご家庭が信者である必要はありません。また、
規律の厳しい学校がある一方で、自主性を重視する学校もあります。公立中は学区
制であるため、生徒層や学校行事、指導方針などに地域の特性が現れている学校も
あります。いずれの場合でも、お子さんに向いているかどうかを見極めることが大切
です。
◎男子校、女子校

公立中学とは異なり、男子のみ、女子のみという学校もあります。共学校と異なり

異性の目を気にせずのびのびと振舞えますが、異性とのコミュニケーションが苦手に
なることもあります。
◎制服

長年の伝統あるデザインを踏襲している学校や最新のトレンドを取り入れている

学校が目立つ一方で、制服のない学校もあります。公立中学は制服のある学校が目
立ちます。また、最近はジェンダーレスの制服を取り入れている学校もあります。
◎カリキュラム

文部科学省の定めた各教科の授業時数を変更し、特定教科の授業時数を増やし

たり、進度を早めたりしている学校があります。英語教育や理科教育に力を入れてい
る学校もあります。また、国際バカロレア（IB）の認定校もあり、高校の課程では、世
界中の大学に進学できる資格のあるIBディプロマの取得できるプログラムが受講で
きる学校もあります。
◎英語教育が充実

英語の授業時間数を増やしたり、ネイティブスピーカーによる授業や英語検定試

験対策の授業を行ったりしている学校や、英語力の高い帰国生のための特別クラス
を設けている学校もあります。また、海外での語学研修や修学旅行を行っている学
校もあります。
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米日教育交流協議会 代表: 丹羽筆人

◎帰国生へのサポート

◎入学試験・編入学試験

サポートを行っている学校もあります。

験に英語を課したり、英検合格級やTOEFLなどのスコアを求めたりする学校もありま

◎中高一貫校

す。また、難関中学では国語・算数・社会・理科の4教科を課す学校もあります。編入

英語の特別クラス以外にも、日本語の補習や日本の学校生活に順応するための

帰国生の入学試験は国語と算数の2教科が主流ですが、英語力を重視し、入学試

高校入試がありませんので、大学入試を目指してじっくり勉学に取り組んだり、部

学試験は国語、数学、英語の3教科が主流です。中高一貫校では進度が速く、編入学

活動など課外活動に励んだりすることができます。一方で、他の学校より進度が速

試験の出題範囲が学年相応以上という場合があります。ほとんどの学校で面接が課

く、学習のペースについていけないということもありますし、成績が基準に達しないと

され、保護者同伴での面接も目立ちますので、保護者の面接対策も必要です。

高校課程に進学できないという学校もあります。
◎大学付属校・系属校・系列校

帰国生を受け入れる学校は、海外子女教育振興財団のウェブサイトにて確認でき

高校入試のみでなく、大学入試もないという学校もあります。ただし、大学進学の

ます。また、各々の中学校の詳細情報は、各校のウェブサイトにて閲覧できます。

ためには、中学や高校での一定ライン以上の成績が必要です。それを下回った場合
は、大学受験が必要になりますし、同系列以外の大学への進学を希望する場合に
は、大学受験をする必要があります。系列校の場合、校名に大学名が記されません
が、付属校と同条件または、それに準じた条件で進学できる学校や指定校推薦入試
制度で優遇される学校もあります。

筆者プロフィール：丹羽 筆人
河合塾で十数年間にわたり、大学入試データ分析、大学情報の収集・提供、大学入試情報誌
「栄冠めざして」などの編集に携わるとともに、大学受験科クラス担任として多くの塾生を大学合
格に導いた。また、全国の高等学校での進学講演も多数行った。一方、米国･英国大学進学や海
外サマーセミナーなどの国際教育事業も担当。米国移住後は、CA、NJ、NY、MI州の補習校･学

◎施設・設備

ICT教育充実のため、PCやプロジェクターなどIT機器やWi-Fiなどの通信設備が

充実している学校が目立ちます。中には、全生徒にPCを支給している学校もありま
す。新型コロナウイルス感染症による臨時休校中も、オンライン授業を行う学校が目
立ちました。また、給食がない代わりに、食堂やカフェテリアなどがあり、食事を提供
している学校もあります。

習塾講師を歴任し、デトロイト補習授業校では中高等部教務主任を務めた。2006年に「米日教
育交流協議会（UJEEC）」を設立し、日本での日本語･日本文化体験学習プログラム「サマー･キ
ャンプ in ぎふ」など、国際的な交流活動を実践。また、帰国生入試や帰国後の学校選びのアド
バイスも行っており、北米各地で講演も行っている。河合塾海外帰国生コース北米事務所進学ア
ドバイザー、名古屋国際中学校・高等学校、国際高等学校（2022年9月開校）、名古屋商科大学
アドミッションオフィサー北米地域担当、サンディエゴ補習授業校指導教諭も務める。
◆米日教育交流協議会（UJEEC） Website：www.ujeec.org

Sozai Chicken
Farmington Hills, MI
http://www.sozaichicken.com
30705 W. 12 Mile Road, Farmington Hills, MI 48334

今年オープンしたばかりのテイクアウト

唐揚げ専門店、
「Sozai Chicken」。すでに
リピーターも多いのではないだろうか。
ノバイや、ファーミントンヒルズ付近は、日

本食や、食材等が入手しやすいエリア。日

本人にとって住みやすい環境が整っている

が、またまた同地を盛り上げてくれる店舗
が新た加わった。

オーナーのじゅんさんは、アメリカで管

理栄養士の資格を取得。日本の家庭料理

「からあげ」と「惣菜」を通して、健康と幸

せに寄り添う食事を届けたいという想いか

ら、今年６月に同店をオープン。

「栄 養 満 点 で 心 と か らだ に優し いメ

メニューだが、もも肉、胸肉、手羽を独

ニューを増やしていきますので、是非お立

に、サラダ系サイドメニューも用意。
「一緒

現在、日本の食文化をアメリカに浸透

自のたれで仕上げた唐揚げ・カツをメイン

ち寄りください」。

に召し上がっていただくことにより、栄養バ

させたいという方、新メニューの企画から

ています」。

の方など、一緒にお店を盛り上げてくれる

ランスの取れた食事が取れるように配慮し

お弁当に、そして、夕飯にちょっと一品、

買ってかえれたらなぁ...... を叶えてくれる同

調理、販売まで手伝ってくれる料理自慢
方を募集中、とのこと。一度足を伸ばして
みてはいかがだろう。

店、多忙な方々の味方になってくれること
間違いなしだ。

写真提供：

Sozai Chicken

（JNC）
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シリーズ

～NASCARドライバー 尾形明紀～

2 022

取材：JNC 写真提供：AKINORI PERFORMANCE LLC.

暑ミシガンに慣れた体には厳しい36℃の中、ダラスのテキサス・モーター・スピー
い......

ドウェイに到着。以前、当地の日本まつりやりんご会補習授業校に来てくれた、日本人
唯一のNASCARナショナルシリーズドライバー尾形明紀選手が、NASCAR Xfinityシ
リーズにトヨタ・スープラで参戦するのだ。初のミシガン戦になった8月のレースに応援
に行きたかったが、今回のダラスとなってしまった。ミシガン戦でも今回と同じスープラ
での参戦だったが残念ながら予選落ち。Xfinityシリーズは厳しい......
ピットロードに到着するとまさに練習走行が始まるところ。予選が終わるまでは邪魔に
ならないように遠くから表情を伺うと、レースカーに乗り込む前にチーム員と打合せて
いる様子。一瞬目が合ったので軽く会釈をするも表情はかなり険しい。数年ぶりに見る
尾形さんはさらに研ぎ澄まされているように見えた。

Xfinityシリーズでの戦い
XfinityシリーズはトップカテゴリーであるCupシリーズのすぐ直下に位置する。それ
こそスーパースターたち40名で争われるCupシリーズは、ヨーロッパで言えばまさに
フォーミュラ１。Cupシリーズを目指す全米で一万人以上のレーサーがいるなかで、そ
のすぐ下で戦えるところまで来ているのだ。

さあ、熱い一日が始まるーー。

しかし、潤沢な資金、スポンサーを持つわけではないので、Xfinityシリーズは年に数回の
みの参戦。クルマにもコースにも慣れることができないジレンマがついてまわる。今回、決
勝には最下位の38位からのスタートとなり、険しい表情のままクルマに乗り込む。

飛躍の年

「スタート・ユア・エンジン！」

ダラス戦は9月24日。2022年シーズンもすでに終盤である。振り返ると今年は尾形さ
んにとって特別な一年になった。

38台のV8エンジンが一気に目覚める。

2003年に初めてNASCARの下位カテゴリーに参戦。そこから地道に挑戦を続けて
2014年にナショナルシリーズの一角であるトラックシリーズデビューを果たした。
そこからは地元ノースカロライナの伝統あるヒッコリー・モーター・スピードウェイでリ
ミテッド・レイトモデルクラスに参戦しつつ、トラックシリーズやその上のXfinityシリー
ズにスポット参戦を続けている。
地元の強豪や、ナショナルシリーズの猛者たちにもまれながら、少しづつ協力者や仲間
を増やしてきた今年、ついに初優勝！ NASCARの歴史の中で、これが初のアジア人の
優勝。まさにNASCARの歴史に名を刻んだ。
その後も勢いは止まらず、最終的に5勝を挙げて年間ランキング2位でヒッコリーのリ
ミテッド・レイトモデルクラスを締めくくった。
さらに初参戦となったノース・ウィルケスボロー・スピードウェイでの2日間では、初日
が9位（参加30台）二日目が15位（参加31台）を記録、初めてのコースでも十分に戦え
ることを証明してみせた。
思えば尾形選手のNASCARドライバーとしての挑戦は苦難の連続だった。
そもそも日本でカーレーサーとして名を馳せていたわけではない。ほとんど裸一貫
で渡米、少しづつ仲間を増やし、日系企業の協力を得ながら一戦一戦実績を積み上
げてきた。
一方で厳しい洗礼も受ける。エンジンをメンテナンスに出したのに次のレースですぐに
故障。トラックシリーズのスポット参戦では、自分で持ち込んだシートをチームから返
してもらえなかった。しまいには、トレーラーごと工具や息子さんのレースカーまです
べて盗まれたこともあった。
それでも二十年挑戦してきて、ヒッコリー戦では頼れるチームメンバーを得ることがで
き、成績も伴ってきた。そんな尾形さんを見ていてくれたのだろう、同じノースカロライ
ナの建材会社がスポンサーを名乗り出てくれた。
これはつまり、地元ノースカロライナに、そしてアメリカに認めてもらえたことを
意味した。

ほうこう

消音器が無い排気管からの咆 哮はまさにワイルド。一周1.5マイルのテキサス・モー
ター・スピードウェイは観客席もコロシアムのようにせり上がっており、全体に轟音が渦
巻く。数周の予備走行を終え隊列が整うとグリーンフラッグが振られ、一気にアクセル
全開！耳だけでなく全身で轟音を受け止める！
一周目、さっそく遅れ始める。エンジンが回っていない。いや、スピードを乗せられてい
ない。やはりXfinityスープラで初のコース、厳しいか？ しかし慌ててスピンするよりは
まずじっくり......
24周目にコーション、黄旗が出てペースカーが入る。この時点ですでに一周遅れ。正直、
このチームのクルマの戦闘力ではすぐに数周遅れになってしまうのだろうと思っていたの
で、24周で一周遅れは想定内。他車の脱落を待ちつつ周回を重ねて慣れていく、それがこ
こ数戦の戦い方だ。
しかし、今日は違った。粘れているのだ。
次のコーションで周回遅れを挽回、さらに前車から離れないペースで周回を重ねる。慣
れないクルマ、コースでも、ヒッコリー5勝、ランキング2位の腕前は伊達じゃないことを証
明。Xfinityでも通用している！
200周で行われるレースも約半分まで差し掛かった頃、突然スピンを喫する。ピットに戻
り左側だけタイヤを交換しコースに戻るが、足回りがおかしい。それによりまたスピン。
...... サスペンション故障。ここでリタイヤとなった。
しばらく時間を置いてガレージに顔を出す。
「足回りが......」
流れを説明してくれる尾形さんの表情は悔しさが滲み出る。レース半分しか走れてい
ない、と。しかし、話しているうちにレース前の険しい表情は消え、いつもの明るい笑顔
に戻っていた。レースで結果を出すまでのプレッシャーの大きさを伺い知る。これがプ
ロレーサーの姿なのだ。
今年を振り返りながら「初優勝をあげたこと」
「ノースカロライナに仲間や協賛者を得
ることができたこと」など、うれしそうに話す尾形さん。その表情、涙でよく見えなく
なった。この人はとんでもないことをやり続けている......
最終目標はCupシリーズ。高校を出て内装業をやっていた若者が、なんの後ろ盾もな
くアメリカに単身で乗り込み、ついにNASCAR最高峰に届くところまで来ている。
今までの挑戦を見てきてこれだけは言える。
尾形さんは、やる。どんなに苦しくても、厳しくても、やる。
今まで培った経験と方法論をもとに、やるべきことをすべて確実に実行する。
そして、必ずNASCAR Cupシリーズ、全米最高峰のレースに、挑む。

デトロイトりんご会補習授業校
2023年度（令和5年度）入園・入学のご案内
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デトロイトりんご会補習授業校
デトロイトりんご会補習授業校では、令和5（2023）年4月に入園・入学を希望する者の受付を
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ください。

デトロイトりんご会補習授業校では、令和 5（2023）年４月に入園・入学を希望する者の受付を
デトロイトりんご会補習授業校では、令和５（2023）年４月に入園・入学を希望する者の受付を
下記の要領で行います。ご希望の方は、りんご会補習授業校ホームページ（http://www.jsd.org）を
幼稚園部
下記の要領で行います。
ご希望の方は、りんご会補習授業校ホームページ（https: //www.jsd.org）を
ご覧いただき、入学願書フォームに必要事項をご入力の上、りんご会データベースを経由してご提出
デトロイトりんご会補習授業校では、令和5（2023）年4月に入園・入学を希望する者の受付を
デトロイトりんご会補習授業校では、令和 5（2023）年４月に入園・入学を希望する者の受付を
下記の要領で行います。ご希望の方は、本校のホームページ（https://www.jsd.org/）を
ご覧いただき、入学願書フォームに必要事項をご入力の上、りんご会データベースを経由してご提出ください。
ください。
下記の要領で行います。ご希望の方は、りんご会補習授業校ホームページ（http://www.jsd.org）を
ご覧いただき、入学願書フォームに必要事項をご入力の上、りんご会データベースを経由してご提出

ご覧いただき、入学願書フォームに必要事項をご入力の上、りんご会データベースを経由してご提出
ください。
ください。
幼稚園部
１．願書受付開始：2022年12月6日（火）午前10時（米国東部標準時）
２．願書受付終了：2023年1月6日（金）午後5時（米国東部標準時）
１. 願書受付開始：
２０２２年
１２月６日 （火）午前１０時から（東部標準時）
幼稚園部

幼稚園部

３．入園対象者：

２. 願書締め切り： ２０２３年年中クラス
１月６日=（金）
誕生日が2018年4月2日～2019年4月1日のお子さま

１. 願書受付開始： ２０２２年
１２月６日
（火）午前１０時から（東部標準時）
年長クラス
= 誕生日が2017年4月2日～2018年4月1日のお子さま

※現在本校の幼稚園部年中クラスに在籍中の園児は、年長クラスへの申し込みは
３. 入園対象者： 年中クラス：誕生日が
2018 年 4 月 2 日～2019 年 4 月 1 日のお子さん
１．願書受付開始：2022年12月6日（火）午前10時（米国東部標準時）
不要です。
年長クラス：誕生日が
2017
4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日のお子さん
２. 願書締め切り： ２０２３年 １月６日 年
（金）

※現在、年中組に在籍されている方の年長組への申し込みの必要はありません。
２．願書受付終了：2023年1月6日（金）午後5時（米国東部標準時）
４．合否について：2023年1月7日（土）以降にEメールにて通知
３. 入園対象者： 年中クラス：誕生日が
2018 年 4 月 2 日～2019 年 4 月 1 日のお子さん
※幼稚園部は定員制（年中18名／クラス、年長20名／クラス）です。
４．合否について：２０２３年
１月７日 （土）以降メールで各人にお知らせします。
３．入園対象者： 年長クラス：誕生日が
願書受付順および書類選考等に基づき入園可否を判定します。
2017 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日のお子さん
年中クラス
= 誕生日が2018年4月2日～2019年4月1日のお子さま
幼稚園部は定員制（年中クラス18名、年長クラス20名）ですので、先着受付順に入園できるこ
※現在、年中組に在籍されている方の年長組への申し込みの必要はありません。
年長クラス
= 誕生日が2017年4月2日～2018年4月1日のお子さま
ととなります。
５．面接について：
※現在本校の幼稚園部年中クラスに在籍中の園児は、年長クラスへの申し込みは
入園が決まったお子さまに入園面接を実施します。
４．合否について：２０２３年
１月７日 （土）以降メールで各人にお知らせします。
不要です。
面接実施日：2023年2月11日（土）・2月18日（土）・2月25日（土）

５．面接について
幼稚園部は定員制（年中クラス18名、年長クラス20名）ですので、先着受付順に入園できるこ
※いずれの日も午前中を予定。個別の時間帯は追ってお知らせします。
入園が決まったお子さまに入園面接を実施しています。
４．合否について：2023年1月7日（土）以降にEメールにて通知
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
ととなります。
※幼稚園部は定員制（年中18名／クラス、年長20名／クラス）です。
面接実施日：2023年2月11日(土）
・2月18日(土）
・2月25日(土）いずれも午前
その際はメールの件名に必ずお子さまのお名前を記してください。
願書受付順および書類選考等に基づき入園可否を判定します。
各自の時間は追ってお知らせいたします。
・年中クラス：prek23@jsd.org
小学部
５．面接について
・年長クラス：kinder23@jsd.org
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
５．面接について：
入園が決まったお子さまに入園面接を実施しています。
tsavina@jsd.org 面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
入園が決まったお子さまに入園面接を実施します。
※遊びを通して保育者の日本語の指示が理解できているかなどをみます。
面接実施日：2023年2月11日(土）
・2月18日(土）
・2月25日(土）いずれも午前
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
面接実施日：2023年2月11日（土）・2月18日（土）・2月25日（土）
各自の時間は追ってお知らせいたします。
※いずれの日も午前中を予定。個別の時間帯は追ってお知らせします。
小学部
遊びを通して保育者の日本語の指示が理解できているかなどをみます。
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
小
学部
部
１．願書受付開始：2022年12月6日（火）午前10時（米国東部標準時）
小
学
その際はメールの件名に必ずお子さまのお名前を記してください。

tsavina@jsd.org

・年中クラス：prek23@jsd.org
２．願書受付終了：2023年1月6日（金）午後5時（米国東部標準時）
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
１. 願書受付開始：
２０２２年 １２月６日 （火）午前１０時から（東部標準時）
・年長クラス：kinder23@jsd.org
１. 願書受付開始： ２０２２年 遊びを通して保育者の日本語の指示が理解できているかなどをみます。
１２月６日 （火）午前１０時から（東部標準時）
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
３．入学対象者：誕生日が2016年4月2日～2017年4月 1日のお子さま
１．願書受付開始：2022年12月6日（火）午前10時（米国東部標準時）
※遊びを通して保育者の日本語の指示が理解できているかなどをみます。
２. 願書締め切り：
２０２３年※現在本校の幼稚園部年長クラスに在籍中の園児も、新たに願書の
１月６日 （金）
２. 願書締め切り：
２０２３年 （火）午前１０時から（東部標準時）
１月６日
（金）
１. 願書受付開始：
２０２２年 １２月６日
提出が必要です。
２．願書受付終了：2023年1月6日（金）午後5時（米国東部標準時）

小学部

小学部

１. 願書受付開始： ２０２２年 １２月６日 （火）午前１０時から（東部標準時）
３．入学対象者： 誕生日が 2016 年 4 月 2 日～2017 年 4 月 1 日のお子さん
３．入学対象者：
2016
４．面接について：
２. 願書締め切り：
２０２３年 誕生日が
１月６日
（金）年 4 月 2 日～2017 年 4 月 1 日のお子さん1日のお子さま
３．入学対象者：誕生日が2016年4月2日～2017年4月
現在本校幼稚園の年長組に在籍されている場合も新たに願書の提出が必要です。
入学が決まったお子さまに入学面接を実施します。
現在本校幼稚園の年長組に在籍されている場合も新たに願書の提出が必要です。
２. 願書締め切り： ２０２３年 ※現在本校の幼稚園部年長クラスに在籍中の園児も、新たに願書の
１月６日 （金）
提出が必要です。
３．入学対象者： 誕生日が 2016 年 4 月 2面接実施日：2023年2月4日（土）午前中。個別の実施時間帯は追ってお知らせします。
日～2017
年 4 月 1 日のお子さん
※指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
４．面接について
４．面接について
現在本校幼稚園の年長組に在籍されている場合も新たに願書の提出が必要です。
３．入学対象者：
誕生日が 2016
年 4 月 2 日～2017 年 4 月 1 日のお子さん
その際はメールの件名に必ずお子さまのお名前を記してください。
入学が決まったお子さまに入学面接を実施しています。
４．面接について：
入学が決まったお子さまに入学面接を実施しています。
現在本校幼稚園の年長組に在籍されている場合も新たに願書の提出が必要です。
1stgrade@jsd.org
入学が決まったお子さまに入学面接を実施します。
面接実施日：2023年2月4日(土）午前
４．面接について 面接実施日：2023年2月4日(土）午前
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
面接実施日：2023年2月4日（土）午前中。個別の実施時間帯は追ってお知らせします。
各自の時間は追ってお知らせいたします。
※講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみます。
入学が決まったお子さまに入学面接を実施しています。
４．面接について各自の時間は追ってお知らせいたします。
※指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
その際はメールの件名に必ずお子さまのお名前を記してください。
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
面接実施日：2023年2月4日(土）午前
入学が決まったお子さまに入学面接を実施しています。
1stgrade@jsd.org
1stgrade@jsd.org
1stgrade@jsd.org
各自の時間は追ってお知らせいたします。
面接実施日：2023年2月4日(土）午前
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
各自の時間は追ってお知らせいたします。
※講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみます。
講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみ
講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみ
1stgrade@jsd.org
指定の日時にお子さまが参加できない場合は以下のアドレスにご連絡ください。
その他のお知らせ
ます。
ます。
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
1stgrade@jsd.org
講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみ
面接方法：ビデオ会議アプリ（Zoom）を使用
ます。
講師がお子さまと簡単な面談を行い、日本語の指示や説明が理解できているかなどをみ
ます。
その他のお知らせ

その
の他
他の
のお
お知
知ら
らせ
せ
そ
・入園・入学に関する諸手続きの説明、および学校案内をホームページに掲載しています。
ご確認の上、書類等の準備をしてください。

・入園入学に関する諸手続きの説明について
※デトロイトりんご会補習授業校ホームページ：https://www.jsd.org/
その・入園入学に関する諸手続きの説明について
他
のお知らせ
※問い合わせ先（事務局）：ringo@jsd.org
入園入学に際して、学校および事務手続きに関する説明を学校
その
他のお知ら
せ
入園入学に際して、学校および事務手続きに関する説明を学校
・入園・入学に関する諸手続きの説明、および学校案内をホームページに掲載しています。
ホームページに掲載しております。
ホームページに掲載しております。
・入園入学に関する諸手続きの説明について
・令和5年度から、事前の体験入園や体験入学はありません。個別の面接のみ実施します。
ご確認の上、書類等の準備をしてください。
各自でご覧いただき書類等の準備をお願いいたします。
各自でご覧いただき書類等の準備をお願いいたします。
入園入学に際して、学校および事務手続きに関する説明を学校
・入園入学に関する諸手続きの説明について
※デトロイトりんご会補習授業校ホームページ：https://www.jsd.org/
※ご質問は「ringo@jsd.org」までお問合せください。
・令和5年度の入園・入学式は、2023年4月8日（土）に予定されています。
※ご質問は「ringo@jsd.org」までお問合せください。
ホームページに掲載しております。
入園入学に際して、学校および事務手続きに関する説明を学校
※問い合わせ先（事務局）：ringo@jsd.org
各自でご覧いただき書類等の準備をお願いいたします。
ホームページに掲載しております。
・初登園日が不明もしくは大幅に遅れる場合、入園式当日に連絡なく欠席した場合、
・入園・入学式は 2023 年・令和5年度から、事前の体験入園や体験入学はありません。個別の面接のみ実施します。
4 月８日に予定しています。
・入園・入学式は
2023 年 4 入園許可を取り消すことがあります。
月８日に予定しています。
※ご質問は「ringo@jsd.org」までお問合せください。
各自でご覧いただき書類等の準備をお願いいたします。
※ご質問は「ringo@jsd.org」までお問合せください。
・令和5年度の入園・入学式は、2023年4月8日（土）に予定されています。
・今年度から体験入園や体験入学は行いません。個別の面接のみ実施いたします。
・今年度から体験入園や体験入学は行いません。個別の面接のみ実施いたします。
・令和5年度4月に編入を希望される小学2年生以上のお子さまについては、1月から願書を
・入園・入学式は
2023 年 4 月８日に予定しています。
・入園・入学式は 2023 年・初登園日が不明もしくは大幅に遅れる場合、入園式当日に連絡なく欠席した場合、
4 受け付けます。詳しくは、ホームページ上の案内をご確認ください。
月８日に予定しています。
・2023 年度に編入を希望される小
2 以上のお子さんについては、1 月から願書を受け付けます。詳しく
入園許可を取り消すことがあります。
・2023 年度に編入を希望される小
2 以上のお子さんについては、1 月から願書を受け付けます。詳しく
・今年度から体験入園や体験入学は行いません。個別の面接のみ実施いたします。
は、本校ウェッブサイトにお知らせします。
は、本校ウェッブサイトにお知らせします。
・今年度から体験入園や体験入学は行いません。個別の面接のみ実施いたします。
・令和5年度4月に編入を希望される小学2年生以上のお子さまについては、1月から願書を
・2023 年度に編入を希望される小 2 以上のお子さんについては、1 月から願書を受け付けます。詳しく
受け付けます。詳しくは、ホームページ上の案内をご確認ください。
・入園式当日に連絡なく欠席した場合、入園を取り消すことがあります。何らかの事情で出席できなくな
・入園式当日に連絡なく欠席した場合、入園を取り消すことがあります。何らかの事情で出席できなくな
は、本校ウェッブサイトにお知らせします。
・2023 年度に編入を希望される小 2 以上のお子さんについては、1 月から願書を受け付けます。詳しく
った場合、必ず事務局へ連絡してください。初登園日が不明の場合、もしくは大幅に遅れる場合は、入
った場合、必ず事務局へ連絡してください。初登園日が不明の場合、もしくは大幅に遅れる場合は、入
は、本校ウェッブサイトにお知らせします。
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アメ リ カ 医 療 の
ト ・ リ ・ セ ・ ツ

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

取 扱 説 明 書

アドバンス・ケア・プランニング(Advance Care Planning: ACP) - 最終回

２

年間ほど連載をさせていただきました「アメリカ
医療のトリセツ」も、今回が最終回となります。主

に日本からアメリカに引っ越してきたばかりの皆様への
アメリカ医療についての解説を目的として記事を書い

てまいりました。少しでも皆様のアメリカ生活の助けに
なりましたら、幸いです。

最 終回の記事は、アドバンス・ケア・プランニング

(Advance Care Planning: ACP)です。しばらく前に、日本

でも「人生会議」という名前が付き、ニュースやポスター

などで広報がされていましたが、皆様はどう受け止めら
れたでしょうか？ 多くの方は、ACPと聞いても「何をすれ

ばいいのか、全くわからない」または「ACPは人生の終末

期に延命治療をするか、どうか決めること」という状況
ではないかと思われます。また、この様な話は高齢者の

方々がするべきもので、若い人たちには必要ない、と感じ
る方もおられるかと思います。実際には、年齢に関係な

く、考える価値のある事柄ですので、解説をしていきたい
と思います。

1．アドバンス・ケア・プランニング

(Advance Care Planning: ACP)とは

ACPの必要性が見えてきたのは、1980年代後半から

アメリカで盛んに使われ始めた、アドバンス・ディレク
ティブ(事前指示書Advance Directive: AD)が当初の想
定に反して、上手く機能しなかった反省からでした。医

療技術が進み、人工呼吸器や経管栄養などにより、時
には本人の意思に反して延命治療が行われることが問

題視されたことからADが生まれました。
「自分の人生
の最後を、自分の希望した形で迎えたい」と考えた人た

ちはADの書類を準備し、その時に備えたのですが、実
際にその時になると医師たちと話をするのは本人では
ないことが多く、患者本人の希望が反映されないまま

延命治療が続けられる、または逆に中止されるという

ことが起きていました。その原因として、書類を作るだ
けで、本人と家族（特に本人が医師と話ができない時に
代理意思決定者となる人）、医療関係者が事前に適切

な話し合いをしていないことが問題だとわかってきまし
た。この反省から、ADの書類作成を含めて、自分の人生

観・価値観を考え、人生の最終段階に差し掛かった時
に、どの様に過ごしたいかを家族や大切な人たちと話
し合うこと（ACP）が薦められる様になりました。
2．ACPで何を話せば良い？

クトhttps://theconversationproject.org )のガイドを
参考に解説します。

まず、ACPの話をする時に大切な事柄は、人生の最終

段階に到達した時、つまり自分に残された時間が限られ

変わってくるものです。ですので、ACPも時々変更がな

いかどうか確認をすることをお勧めします。話し合いを
するタイミングは、年齢に関係なく、以下の様な時が考
えられます。

ている時、自分にとって何が大切か、を考えることです。

健常時：

やケアの希望を考えていくからです。そして、自分の大切

た時など家族の環境が変わった時も良いタイミングです。

この大切なことが、なるべく守られるように自分の治療
なことを家族や大切な人に伝えておくことが重要です。

また、自分の余命が限られてきたような時に、患者と

して、どの程度医療情報を知りたいか、治療の決定に関
わりたいか、ということも考えてみましょう。もし、自分
が治療のことなどを自分でしっかり聞いて決断したいタ

イプの場合にはその旨を家族や医師に伝え、さらに、も
しも自分が話をできない状態になってしまった時に、ど

の様な治療やケアをしてもらいたいか（あるいは、して

毎年の健康診断の時。結婚や離婚をした時、子供が産まれ

慢性疾患や進行性の病気にかかった時：

新しい病気を診断された時や手術などの治療で病院に入

院することなどがあった時もACPを見直す良い機会です。
余命が1年以内など、時間が限られてきたと思われる時

は特にACPが大切になってきます。家族や身近な大切

な人たちに自分がどの様に限られた時間を過ごしたい
のか、伝えておきましょう。

もらいたくない）事前に伝えておくことをお勧めします。

4．事前指示書（Advance Directive）

と話をしたり、治療方針を決めたりするのは家族や代

ACPの話し合いをし、自分の代理意思決定者（Durable

care: DPOA-HC）に任せたい、という場合も、やはりそ

する（または希望しない）治療・ケアの考えがまとまっ

ます。この様な場合、実際に家族たちが治療方針などを

う書類を作成し、かかりつけ医の電子カルテに登録し

て大切なことは何か、わかる範囲で「受けたい治療・ケ

してファイルとして記録するとともに、内容を電子カル

族たちの精神的負担が軽くなります。代理意思決定者

書類を持ち歩いていなくても、何かがあって病院に入

は医療に関することを患者が医師と話し合いをすること

定者に連絡され、自分が前もって示してある医療に関

価値観を伝え、医療の方針を決める人です。これは家族

ちなみに、もし書類を作成した後に気が変わった場合

で指定しておかないと、ミシガン州では一番近い関係に

は、病院の担当医にその旨伝えれば問題ありません。

優先順位は、配偶者、成人した子供、両親、兄弟姉妹、

く作り替えましょう。ADの書類はかかりつけ医のクリ

もし、自分の病気の進行具合などを知りたくない、医師

理意思決定者 (Durable Power of Attorney for health

Power of Attorney for health care: DPOA-HC）や希望

の旨を家族や代理意思決定者に伝えておく必要があり

たら、上述のAdvance Directive（AD:事前指示書）とい

医師たちと話し合うときの参考となる様に、自分にとっ

てもらうことをお勧めします。実際には書類をスキャン

ア、受けたくない治療・ケア」を前もって伝えておくと、家

テに反映させる作業が行われます。それにより、ADの

(Durable Power of Attorney for health care: DPOA-HC）

院するようなことがあっても、必要な時に代理意思決

ができない状態の時に、代理人として話を聞き、患者の

する希望を尊重した形でケアを受けることができます。

でも、そうでない人でも大丈夫ですが、事前にADの書面

には、いつでも、どの様な形にも変更可能です。その際

ある家族が自動的に代理意思決定者になります。その

その際には、可能であれば速やかに、ADの書類を新し

という順番になっていきます。もし、近しい家族がいな

ニック、病院などに用意してあります。

い家族を指名したい、あるいは気心の知れた親友に代

参考：
The Conversation Project （日本語ガイド）
h t t p s : // t h e c o n v e r s a t i o n p r o j e c t . o r g / w p content/uploads/2017/10/ConversationProjectConvoStarterKit-Japanese.pdf

い場合、配偶者ではなく子供など一番近いわけではな
理意思決定者になってほしい、などの希望がある場合に

はADの書類でその人物を指名し、正式に代理意思決定
者(Durable Power of Attorney for health care: DPOAHC）にしておくことをお勧めします。

自分の受けたい治療やケアについて、何を伝えてお

ACPが大切なことであるとは、多くの方が感じておら

いたら良いのかわからない、というときは、具体的な治

りにくいこともあり、その話をする機会を見出せないこ

分にとって大切なこと・生きがいとはなにか、自分が楽

容は、特定の項目を必ず網羅しないといけない、という

状態になったら、生きている意味がない」と考える状況

筆者プロフィール： 医師

清田礼乃 (きよたあやの)

ミシガン大学医学部 家庭医学科助教授
千葉県出身。聖マリアンナ医科大学

れるかと思います。が、何をどうしたら良いのか、分か

療内容について話す必要はありません。その時には、自

とも問題であると言われています。ACPで話をする内

しみにしていること、気掛かりなこと、そして「この様な

ものではなく、その話し合いをすること自体が特に重要

などがあれば話をしておきましょう。

of Hawaii 老年医学フェローシップ、

3．いつACPの話し合いをするべき？

教育フェローシップ修了。2016年よりミシガン大学医学部家庭

と考えられています。とはいえ、道案内が無くては、第

一歩を踏み出すこともままなりませんので、ここでは一
般的な事柄をThe Conversation Project (対話プロジェ

Medical Center Shadyside 家庭医
学研修、Detroit Medical Center /

Wayne State University ホスピス・
緩和医学フェローシップ、University
およびUniversity of Hawaii医学

医学科に所属しLivonia Health Center, Chelsea Retirement

私たちの人生観や価値観は生活環境や年齢によって

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

卒業。University of Pittsburgh

Community, 及びミシガン大学病院にて家庭医学、老年医学、緩
和医療の診療をしています。

▶︎過去の「アメリカ医療のトリセツ」はJapanNewsClubウェブサイト（japannewsclub.com)に掲載中。
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202２年10月 月例会（本年度最終戦）優勝 CHIYODA INTEGRE 藤城さん
１０月２日（日）に第７戦ミシガン会月例会

たアイアンショットに練習の成果が出た事が

したシャフトも感じが良く、来年に向け期待が

総勢４７名の参加者となり、今回も多くの方に

のはCELANESEの篠塚さんです。本帰国予

賞も獲得されておられます。おめでとうござ

が開催されました。本大会のエントリー数は

勝因との事でした。そして２位に入賞しました

ご参加戴きました。誠にありがとうございま

定の同伴者を何とか優勝させようと応援しつ

す。当日は秋晴れのベストコンディションとな

つ同組全員が気持ち良くプレーした結果、ご

り、最終戦に相応しい天気となりました。さて

自身も入賞出来た様で、難しいグリーンなが

今月見事初優勝を飾りましたのはCHIYODA

らもパット数が良かったとの事。本帰国の方

INTEGRE 藤城さんです。成績が良くなかっ

も上位入賞し、喜びを分かち合え最高とのコ

た前大会以降、練習場とレッスンに通い、今

メントでした。３位はNISSANの水澤さんで

月のリベンジ優勝に繋げる事が出来ました。

す。ショットは良くも悪くもなかったとの事で

当日は不思議と緊張感も無く、同伴者とリズ

したが、当日は寄せワンを量産出来た事がス

ム良くプレーできたとの弁。特に課題であっ

コアメイクに繋がったとの事です。新しく導入

出来る結果となりました。また併せベスグロ

て２０２２年ミシガン会月例会を終える事が

ピオンになれたのは、ミシガン会で知り合え

は、スポンサー各社様、ご関係者様、そしてご

NET
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Fujishiro

CHIYODA INTEGRE OF AMERICA, INC.
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Yasuhiro
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Ikuma
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CHIYODA INTEGRE OF AMERICA, INC.

51
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74
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Koji

Hayakawa

Sanyo Machine America Corp.

52

54

106

31

75

8

Yoshio

Kamei

Yamato Transport U.S.A., Inc.

46

42

88
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76

9

Tony

Yaoita

BDO USA LLP

46

43

89

13

76
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Hiroshi

Akutagawa

Individual

44

47

91

15

76

11

Akio

Koyama

Nitto Seiko America

45

51

96

20

76

12

Masaya

Oi

SMC Corporation of America

42

44

86

9

77

13

Toru

Yuzawa

Individual

45

50

95

18

77

14

Mike

Kikuchi

Individual

42

46

88

10

78

15

Yoko

Ishikawa

KURABE AMERICA CORPORATION

52

49

101

23

78

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

２０２３年４月にお会いいたしましょう！

＜ドラコン賞（男性）Gold＞
#8 Seiya Kato (Ryosan Technologies)
#17 Taichi Yamaguchi (Denso)
＜ドラコン賞（男性）Blue＞
#8 Yasuhiro Morioka (Individual)
#17 Hiroshi Akutagawa (Individual)
＜ドラコン賞（女性）＞
#8 Naoko Sakamoto (Individual)
#17 Danny Cho (Individual)
＜ニアピン賞＞
#3 Yasuhiro Morioka (Individual)
#6
Kevin Shinozuka (Celanese)
#12 Yoshio Kamei (Yamato Transport)
#14 Taichi Yamaguchi (Denso)
＜ベスグロ賞＞
83
Hidemitsu Mizusawa (Nissan)

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

マイク フェターズ MD

平野(リトル) 早秀子（さほこ）MD

カール ルー MD

清田

礼乃（あやの）MD

橋 川 ミシェリーン MD

若井

俊明

《 心理療法・カウンセリング 》
フォーク まり子 LMSW, ACSW

MD

《 スタッフ 》
矢嶋

彩香

RN

《 スタッフ 》

日本語を話す医師の診察を受けられます。
日本語を話す看護師に相談ができます。

大崎 晴子 RN

■ 家庭医学 ・一般診療

高良 ひとみ (メディカル アシスタント)

www.med.umich.edu/jfhp/

たミシガン会になる様邁進いたします。では

る結果となりました。さて本大会をもちまし
H.C.

■ 妊婦検
検診および出産

礼を申し上げますと共に、来年も更に充実し

たDANNYさんが自らその栄光を手繰り寄せ

GROSS

■ カウンセリング

の結果と感じております。役員一同心よりお

ピオンは緊張のラウンドながら４位に入賞し

IN

（紹介時、通訳サービスあり）

参加皆様のご理解とご協力があったからこそ

ました。最終戦まで４名が争った年間チャン

OUT

■ ミシガン大学専門科への紹介

出来ました。今年も無事に開催出来ましたの

た仲間のお陰との感謝溢れるコメントがあり

COMPANY

■ 人間ドック健康診断

（写真右）

決定致しました！ご本人からはグランドチャン

Last Name

（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、
その他）

（写真左）

グランドチャンピオン Choさん

チャンピオンですが、DANNY CHOさんに

First Name

Health Program

３位 水澤さん、優勝 藤城さん、 ２位 篠塚さん

いました。さて気になる栄光の年間グランド

順位

Japanese Family

～ 今月の上位入賞者 ～

猪原

悦子

(メディカル アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間
734-647-6523 (日本語)
月 ー 金 8時から5時

20321 Farmington
Rd. Livonia, MI 48152

248-473-4300
英語・24時間
日本語 ―日本語は１を押して
ください（ 月ー金 8 時から5 時 ）

受付・メディカルアシスタント

募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
734-232-0917に
Faxしてください。
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Vol. 1６ ：言葉の発達について

Dr. K

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 Michigan

ミシガン小児病院（デトロイト）に勤務する日本・米
国小児科＆米国小児神経科専門医。北海道砂川市出
身。2001年に旭川医科大学卒業して早くも医師22
年目。北海道から沖縄県まで日本各地で研鑽した後
に2012年に渡米。ハワイ大学、テネシー大学を経て、
2019年より現職。趣味はアイスホッケー、ボードゲー
ム。
「あめいろぐ」にも不定期連載しています。

み

なさん、すっかり冬の気配が身近になってきました

2. 精神遅滞：何らかの原因によって知能の発達に問題が

▶︎ [DO s (ぜひしてあげてください)]

ていくこの季節が大好きです。私が生まれ育った北海道

であり、外来では出生歴・既往歴・家族歴・発達歴など

は周囲の顔色、言語の音程などを感じ取りながら、少し

ね。私は１年の中でも特に秋から冬へ移り変わっ

の空知地方では11月初旬頃に雪虫が舞い、それから数週
間内には初雪が降ります。この時期はいつも北海道を思
い出します。今月の質問は「アップルサイダー」さんです。

＜今月の質問＞

＊＊＊

2歳半の長男の言葉がまだ遅くて、パパ・ママ

といくつかの単語は話しますが、その 他の言 葉
はほとんど 話しません。2 歳の誕 生日前 後に日
本の小児 科にかかったところ、受け答えは 理 解

しているので、まだ心配しなくてもいいと言われ
ました。しかし、それから半年が経つのですが、
まだ言葉の発 達が遅いと思います。ママ友から

は男の子は言葉が遅いから、きっと大丈 夫と言

わ れるのです が、どうしたら良いでしょうか？
		
＊＊＊

アップルサイダー、素敵なペンネームですね。この時期

の風物詩で、我が家も大好きです！

アップルサイダー

さんは、ご長男がまだあまり言葉を発しないので、この

まま本当に経過をみてもよいか不安なのですね。文面か
ら察するに、おそらく最近ミシガンにいらっしゃったので

はないでしょうか。慣れない異国の地に幼いお子さんと
引っ越してきて、いろんなストレスが一気にのしかかって

きてはいませんか？ 環境が変わると親だけではなく、こ
どもたちも適応に時間がかかります。お子さんの言葉の
発達に心が揺れ動くのは無理がありません。

言葉の発達ですが、だいたい2歳になった時点で、2語

文（「ごはん たべる」
「これ イヤ」
「ママ ねんね」な

ど）を話しているのが一般的です。また、単語数も200くら
いまで伸びます。また、2歳時になると、何を言っているの
か、だいたい約半分は理解できます(目安として、2歳で半

分、3歳で75%、4歳で100%)。しかし、現実には言葉の発
達は個人差が大きく、2歳前後は多くの単語を話すことが

できる子とそうでない子の違いが目立ってくる時期です。
そのために2歳前後の検診で多い悩みのひとつが言葉の

遅れです（アップルサイダーさんだけではありません）。た

だ、言葉の遅れと言っても、その原因はひとつではありま
せん。以下に私が現在、小児神経外来で言葉の悩みの相
談を受けた際に鑑別に挙げているものを述べます。

1. 聴力の問題：意外かもしれませんが、言葉の遅れの原

因としてよくあるのが聴力の問題です。聴力検査をしな
ければわからないようなごくわずかの聴力低下ですら、

言葉の発達に大きな影響を与えます。低〜中程度の聴力
低下は簡単に見過ごされます。過去に中耳炎を繰り返し

たりすることはありませんでしたか？ ご家族に幼いうち
から難聴と診断された方はいらっしゃいませんか？ 出生

時の聴力スクリーニングが正常でも、今がまだ正常とは
限りません。というわけで、聴力検査は大事です。

あると、言葉の発達も遅れます。精神遅滞の原因は様々
詳細に聴取します。

3. 自閉性スペクトラム症：先天的な発達障害のひとつ

で、主に以下の3つの特徴があります。①社会性と対人関

係の障害、②コミュニケーションや言葉の発達の遅れ、

③強いこだわり、です。大手動画配信サービス社制作で世
界的大ヒットになった韓国ドラマ「ウ・ヨンウ弁護士は天才

肌」をご覧になるとよく理解できます。非常に脚本がよく練
られており、俳優の演技も素晴らしく、私も妻と一緒に全

16話を一気に見てしまいました。主人公のウ・ヨンウ弁護
士が自閉症スペクトラム症を持ちながら、いろんな訴訟を
解決していく物語です。ちなみにウ・ヨンウは幼少期に言葉

の遅れがあり、クジラとイルカに強いこだわりがあります。
冬の夜長にオススメできるドラマです。

4. 発達性言語障害：以上に挙げた聴力の問題、精神遅
滞、自閉症スペクトラム症などの原因がなく、言葉の発達

だけが遅れるものを発達性言語障害と呼びます。こども
の数％に認めます。言葉の遅れはあっても、指さしや身振

りなどによる非言語性のコミュニケーションは問題ない

のが特徴です。発達性言語障害は2つに分かれます。ま

ず、周りが話していることは理解できるのに、言葉がなか
なか出てこない状態を「表出性言語障害」と言います。こ

のタイプは、時間とともに言葉が多くなって小学校に入
る頃にはほとんど目立たなくなります。それと対して、周
りが話していることを理解できない「受容性言語障害」
の場合は、言葉の遅れは長引きます。

こうした医学的診断は一般の方には難しいので、まず

はかかりつけ医に相談するのが一番です。しかし、かか
りつけ医が非日本人だと、日本語とその発達フェローに

慣れていないこともあるので、基本的にはご両親の評

価に依存せざるを得なく、過大評価も過小評価もあり
えます。ミシガン州で日本人の小児神経専門医は私の

みです。受診していただければお力になります。また、言
葉が遅れているお子さんのご家族には私はよく以下の
“DOs and DON'Ts”を紹介しています。
▶︎ [DON'Ts (してはいけません)]

1. こどもに無理やり話させるのはやめましょう：本人の意
思に反して無理に話させて語彙が増えるという医学的根
拠はありません。士気がくじいてしまいます。

2. こどもに難解な言葉で話し続けないでください：代わ
りに、こどもが話した内容を少し膨らませて会話してく

1. こどもの顔を見て話しかけてあげてください：こども
ずつ語彙を増やしていきます。言語の遅れは長男・長女

よりも、次男・次女により多いというデータがあります。
その理由は、こどもが2人以上に増えることで親の注意
が分散され、顔を見て直接話す時間が減るからだとされ

ています。また、現在はテレビ・YouTubeなど、スクリーン

を見る時間が増えました。テレビや動画を何時間も見て

いる幼児は言葉が遅れます(たとえ教育番組でも)。アメ
リカ小児科学会では、2歳まではテレビやスマホを見せな

いで、と明言しています。しかし、現実の話、完全にテレ

ビを見せないのは無理です。でも、ある程度は制限した
方がいいでしょう。

2. こどもが話したことやジェスチャーには反応をしま
しょう：親が自分を聞いてくれているという安心感が増え
れば、もっとお話ししたいと自然に思います。

3. 質問をしましょう：「これはなに？」
「これはどこに置
く？」
「何を食べたいの？」

4. ベビーサイン(手話)を交えましょう：おしゃべりが苦手
な乳幼児とボディランゲージで会話する方法がベビーサ

インです。ベビーサインを行っても言葉は遅れません。む
しろ、認知発達を促すことが判明しています。周りに興味
を持ち出し、お座りができるようになる生後6か月頃に始
めるのがいいでしょう。

5. 本を読んであげてください：大事です。ぜひ就眠前には

テレビやYouTubeではなく、絵本を。私たちも息子たちが
幼い頃は毎日、膝の上に座らせて本を読んでいました。
いい思い出です。

6. 気負わず、まずはコミュニケーションを楽しみましょ
う：こどもが幼い時間はとても貴重で、あっという間に過

ぎていきます。お子さんが幼いうちは大変でストレスもあ
りますが、ぜひ慈しんでください。

最後に、言葉の遅れがどんな原因であったとしても、ほ

とんどは親にとっては予期せぬことです。個人的な経験で

すが、自分たちを責める親を外来でよく拝見します(日米と

もに同じです)。他人から「ああしておけばよかったのに」
とか言われることが万が一あっても、耳を貸す必要はな

いです(特に親戚から(祖父母からが多い)、質問攻めにあ
う両親を外来でいろいろ見てきました)。一番大事なのは、
その子が何らかの助けを必要としているならば、未来に
向けて前向きに一緒に考えて前進していくことですね。
日米の小児科、医療、育児関連

ださい。例：こどもが「クッキー」と言ったら、
「クッキー

のどんなささいな質問や疑問も紙

「海」と言ったら、
「海にはたくさんお水があるね。どん

記の要領にてお送りください。

が欲しいのかな。さて、どこにあると思う？」。こどもが
な魚がいるのかな」。

面でお答えします。質問は、ぜひ下

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。

JAPAN NEWS CLUB

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

smochizuki@yamatoamerica.com

............................................................................................
■ 歯科衛生士・デンタルアシスタント募集
ミシガン州アナーバー市ウェナーストン歯科医
院 にて募集中です。
・ 日本語(母国語)と英語のバイリンガル
・ 米国就労ビザ・永住権・アメリカ国籍を
お持ちの方
・ 月曜日～木曜日(午前8時～午後5時)
詳しくはi n f o @ w e n n e r s t e n d e n t a l . c o m
または ( 7 3 4 ) 6 6 8 - 9 9 8 9 まで。
............................................................................................

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

サービス

団体・グループ

■ 運転免許証、戸籍の翻訳サービス

■ホワイト・パイン男声合唱団 団員募集

■ JSDウィメンズクラブ会員募集

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

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

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

www.linguascience.com/ja/licenses

セミナー
■ ソーシャルセキュリティー＆リタイヤメント
無料セミナー
日時： 12月3日（土）1:30~2:30PM
12月4日（日）1:30~2:30PM
場所：Novi 図書館
45255 W. 10 Mile Rd
Novi, MI 48375
リタイヤメント収 入の大 黒 柱、ソーシャルセ
キュリティ。正しい 知 識 を身につけ、ベスト
なリタイヤメント計画を立てましょう！
National Association of Registered Social
Security Analyst LIC:OH62600
（講師）堤さとこ
Financial Planning & Education Ser vice
人 数に限りがあります。お申し込みは、お早
めに。
Tel: 714−269−8892（さとこまで）
Email: nihongoSSseminar@gmail.com
............................................................................................

クラシファイド広告
募集 中！

For information about placing a free or business classified ad on Japan News Club,
please contact us via website or email> japannewsclub@pntrpress.com
□ 無料クラシファイド広告
・個人やサークル、NPO団体などの広告は
本文４行８０字まで無料。
・４行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 有料クラシファイド広告 １回／＄１５
・商業目的の広告は本文５行１００文字まで。
・５行を超える場合は１行につき３ドルを加算。
□ 広告内容
・タイトルは日本語１８文字まで。
・半角英数字は日本語１文字幅に約２文字。
・句読点、カッコ、特殊文字は１文字。
□ カテゴリー
・ 仲間募集（同好会、同窓会など）
・ 個人売買（車、家具など）
・ お知らせ（イベント、集会の案内など）
・ 求人（人材、社員募集など）
・ 不動産（売家、賃貸など）
・ その他（各種クラス、営業サービスなど）

□ その他
・写真／ロゴ（横２”ｘ縦0.75”まで）＄１０
・翻訳料（５行）＄５
□ お申し込み方法
・お名前、会社／団体名、電話番号、
ご住所、Eメール、 掲載期間 を
Eメール、もしくはウェブサイト
コンタクト欄よりお送りください。
お支払いはお申し込み時に支払い方法
をお知らせします。
（クレジットカード
払い or チェック郵送）
下記はチェック郵送先

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

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：

■ 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
		
............................................................................................

shigavisitingofficial@michiganshiga.org
............................................................................................

■ アロマセラピーワークショップのご案内

■ デトロイト岐阜県人会会員募集

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１２月に開催します。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

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

N

日本人オーナーによる粋なにぎりと食事が楽しめます。

お酒を
飲めるように
なりました！
( 2 4 8 ) 9 6 0 - 11 4 1

www.sushidenonline.com

クラシファイド広告の掲載について

ht tp: //w w w.jsdwomensclub.org/

問い合わせ：info@wpgc-mi.com

iac T
rail

■ 社員募集

CLASSIFIED ADS.

Maple Rd
Sunoco

Clark

Pont

求人
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Burger
King

Wendy’s

Walled Lake
Commons Sushi Den 5

716 N Pontiac Trail.
Walled Lake, MI 48390
(Walled Lake Commons Mall 内)
tue-fri: 11:30-14:30, 17:00-21:30
sat-sun: 12:00-14:30, 17:00-21:00 ＊月曜定休

プロビデンス産婦人科

日本語での診療介助有り

Providence OB/GYN http://stjohndo ctors.org/providenceobg yn
サービス内容: ● 婦人科検診

マンモグラフィー検査
● 婦人科疾患ケア 手術（ロボット手術も行っています）
● 妊娠出産ケア - 出産前の母親学級及び母乳クラス
- 産後新生児育児ケアサポートサービス

電話番号：（日本語）248-465-4508
（英語）248-465-4040
248-266-2854
Email: ProvidenceOBGYNJapanese@ascension.org
26850 Providence Parkway, Suite 425

Novi, MI 48374

□ お申し込み／お支払い先

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

□ 締切
掲載希望号の前月２５日必着
２５日必着（支払）

ご利用規約
※弊社Pointer Press, LLC はクラシファイド広告の掲載内容、内容の正確性・信用性及び内容によって起因する損害については一切の責
任を負いません。
※広告原稿は電子メールもしくはウェブサイトコンタクト欄よりお送りください。掲載内容に記入漏れや不備が確認された場
合、掲載されない場合がございます。また、内容によっては掲載をお断りする場合がございますので、ご了承ください。
※お申し込みを受領後、弊社よりご確認の連絡を致します。数日経っても弊社からの返答が無い場合は、お手数ですが、お
問い合わせください。
※お支払いはクレジットカードのみ承ります。お申し込み時にお支払いいただきます。
※キャンセルはお申し込みの締切日迄とさせていただきます。それ以降はキャンセルされても返金されませんので、ご了承
ください。

アパートメント、
コンドミニアム、一軒家、
不動産全般、おまかせ下さい。
4820 Rochester Rd
Troy, MI 48085

山蔵元郎
Motoo Yamakura

1-248-524-1600
Fax 248-524-1427
Cell 248-701-0066
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ブリューワリー

Northville Brewery and Cider Mill - Northville, MI

近場にありながら閑静なブリューワリー・サイダーミル
ノバイのTaft Rdを南に下がり道なりに行

このブリューワリーの良さはなんといっ

くと、歴史的なNorthvilleのダウンタウン方

てもノバイエリアからすぐのところで、青空

進み、ダウンタウンのちょっと手前で東に折

ろにある。今年は好天と比較的温暖な日々

面への案内板が見えてくる。それに従って
れる道に進むとコロニアル風の家が立ち並
ぶ清楚な住宅地に入る。その中にNorthville
Breweryと Cider Millがある。おそらくノバ

イ地区から最も近場にあるサイダーミルで

あろう。同じ敷地にブリューワリーもある。
ブリューワリーは年間を通して開店し

の下の静かさの中でビールを楽しめるとこ

が続いた10月だったが、日が沈んでしまう

とやはり秋の深まりとともに、冷え込みを
感じる。その中で、しっかりと着込み、さわ
やかなビールやハード・サイダーを楽しむ

のもよい。特におすすめなのが、American

IPAのRock Me Hopadeus ( 6.5%) だ。こ

ており、今年は現在のオーナーになって

のブリューワリーは屋外のピクニックテー

る干し 草や 動 物を飼う赤 い 建 物がタッ

のところで注文し受け取る飲み物はプラス

りとしているので、天 候 が 許 せ ば B a r n

の良さやホップの広がりが感じられるこの

囲 んで 楽しむ のが いいだろう。

深まってきたので、白い息を吐きながら満

から開店10年目に当たる。Barnと呼ばれ

ブルでも飲み物が飲めるので、Barnの小窓

プルームとなっている。店内はこじんま

チックカップで提供される。それでも切れ

の前に設置されたピクニックテーブルを

American IPAはよく仕上がっている。秋が

文＆写真

by ヤマトノオロチ

天の星を眺めてミシガンの初
冬を感じるのもいいだろう。

このブリューワリーのBarn

と 双 子 のように 建って い る
のが、Northville Cider Millの

Barn。ブリューワリーと同じ

一家が経営し、サイダーミル

は2023年には150周年を迎え
る。ブリューワリーのピクニッ

クエリアとは別に、子 供用の
遊具が設置されている。サイ

ダーミルならではのドーナッ

ツ、アップルサイダー（こちら

はノンアルコール）、アップル

パイ、ファッジ等を販売してい

（左上）
屋外のベンチで楽しむ人々
（左下）
コンパクトな店内

る。長蛇の列ができるほどの

（右上）American IPA
（右下）
フードトラックは来年ま
でお預け！

人気。今年の営業は11月20日まで。ノバイエ

リーはちょっと、という人は、新緑のころ

訪れるには絶好のスポットになるだろう。

ルに加え、ハードサイダー、ワインも作って

リアからすぐなので、散歩がてらに家族で

から訪れてみよう。常時10種類ほどのビー

さて、このブリューワリーの良さは屋

いてバラエティーに富む。ビールは持ち帰

ミュージックが楽しめたが、10月いっぱ

類による）も販売されている。月、火はお

外の解放感。夏の間は木曜日からバンド

り用の缶入り（12 oz. が6缶。$10－13、種

いで終了、来年までのお預けだ。キッチン

休み。週末に開いているのがうれしい。

はないので、毎日６時ごろから利用できる

「フードトラック」が来ていたが、これも10
月で終了。冬季営業時間は11月下旬から、
（左）
週末にはバンド演奏もある （右）
ブリュー
ワリーと同じ敷地にあるサイダーミル

という。寒い季節での屋外のブリューワ

Northville Winery & Brewing Co.
630 Baseline Road Northville, MI 48167
https://www.thenorthvillewinery.com/

• 日本人のカイロプラクターが日本語で対応致します
• 首や腰を左右にひねって鳴らすような施術は行いません
• 上部頸椎テクニックでは乳児からシニアまで施術を
受けていただくことが可能です
• 原因不明と言われた方、根本から改善したい方、
ご相談ください

LAZAR SPINAL CARE, PC.

レザー スパイナル ケア
カイロプラクティック
203 S.Zeeb Rd Suite 106 Ann Arbor MI 48103

www.lazarspinalcare.com

当院は予約制となります。

734-821-8635 (日本語ライン) または
drkato@lazarspinalcare.com にて

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

Dr. Katoのインスタグラムは
▶︎
こちらのQRコード、
または
アカウント名 drmarikokatoから

＜診療時間＞

月 水 木: 9:00-18:00
|
金 土: 9:00-13:00
火 日: 休診

JAPAN
JAPANNEWS
NEWSCLUB
CLUB
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Community Information

明治安田生命子会社

●コービー・ラーニング・グループ
Winterキャンペーン‼
11月1日(月)～30日( 火)
☆新規にコービーへ入学された場合
$20クラスクレジット進呈！
＊キャンプ等特別講習へは利用できません。
◎無料体験クラス受付中！
参加ご希望の方は下記連絡先へお申込みください。

アメリカにいるメリット、
活かせていますか？

Koby Learning Group

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

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

デトロイト近郊 年末年年始人気イベント
●

Van Gogh in America＠ DIA （デトロイト美術館）ゴッホ展

Date:
Place:
		
		

現在開催中 〜 2023年 1月 22日
Detroit Institute of Arts
5200 Woodward Avenue, Detroit, MI 48202
詳細はこちら： 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。

◆ 万一の場合のご家族の保障に
米国在住中のみ
◆ お子様の学資準備に
ご加入できます
◆ 老後の資金準備に
◆ 将来のご家族の資産形成に
米国保険の素朴な疑問
•米国のビザでも加入できるの？
•帰国しても保険は続けられるの？

● Youmacon 2022＠ Huntington Place
			
& The Renaissance Center Marriott Detroit
Date:
Place:
		
		

2022年11月3（木）-6日（日）
1 Washington Blvd. and 400 Renaissance Drive W.,
Detroit, MI
詳細はこちら： https://www.youmacon.com/

•商品説明は日本語で聞けるの？
まずは、
お気軽に
（お電話、
テキスト、Email）
でお問い合わせください

TEL: 310-617-5782

18回目となる今回のユーマコンは、日本のアニメやゲーム、コスチューム音楽、それら
から派生したインターネットカルチャーを祝う大型イベント。コスプレをした多くの参
加者が一堂に会する。米国で人気の日本アニメやビデオゲーム、アートやコミックなど
さまざまなコレクションを取り上げたディーラーやブースが集まり、それらを購入でき
るほか、交流型ゲーム体験や、それらの分野のセレブリティがゲストとして音楽パフォ
ーマンスやトークショーなども繰り広げる。

●

E-mail: sfujikawa@pacificguardian.com

只今、
ミシガン州、
オハイオ州では
保険外交員として一緒に働ける方募集中！

帰国生大学入試説明会 

Northville Holiday Lighted Parade
Date:

2022年11月19（土）6:30pm

Place:
		

Downtown Northville

詳細はこちら： https://www.northville.org/holiday-lighted-parade

AD 02-2021-11

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。）

帰国生大学入試の概況と今後の受験対策
①帰国生入試の基礎知識と海外在住中の心構え
②主な大学の最新入試情報と攻略法
③河合塾海外帰国生コースのカリキュラムの特長
★参加者アンケート回答者に説明会資料と情報誌「栄冠めざして帰国生入試編」を進呈！

実施日時
Moose 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。


◆
実施日
 
 １０月９日（日）・２３日（日）

 １１月６日（日）・２０日（日）
◆ 実施時間
 米国東部時間：午後１時～３時
 米国中部時間：正午～午後２時
 米国太平洋時間：午前１０時～正午
◆参加方法
・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。＊(PDLOでは申し込めません。
 KWWSVZZZNDZDLMXNXDFMSNLNRNXOFWQRUWKDPHULFD
・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。
<お問い合わせ先> 河合塾海外帰国生コース北米事務所 E-mail : kikoku@ujeec.org
http://www.kawai-juku.ac.jp/kilkoku/
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ノバイ ファミリー歯科医院

不動産の売買・貸家
貸コンドミニアム

Novi
DENTISTS

不動産に関することなら

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

メイ・ウェイ（Mei Wei）Associate Broker
20年間の日本での業務経験を活かし、皆様のお役に立ちたいと願っております。

いつでもお気軽に日本語でご連絡下さい。
TEL: 248-626-8700
FAX: 248-626-4572

32440 Franklin Road.
Franklin Village, MI 48025
Real Estate Services

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

携帯: 248-705-9833

E-mail：meiwei888 @gmail.com
ドクターと日本 人スタッフ

大人と子どものための家庭歯科医

イーストブルック歯科医院

●

Stephen J. Jarvie, DDS
•29年の豊富な経験、ご家族とお子様の為の歯科医院

●

• 日本人スタッフが対応します。

●

In-Network対応

9 Mile Rd,

Novi Rd.

Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

N

10 Mile RD.

Taft Rd.

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

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

診療時間:
月9-5
火 10 - 7
水9-2
木8-5
金8-1
土 8:30 - 1

10 Mile Rd.
8 Mile Rd.

Grand

96

River A
ve.

Bashian

• インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

Novi Rd.

• 顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療

Meadowbrook Rd.

• ほとんどの歯科保険

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。
★

696

Haggerty Rd.

●

275

月～ 木
金
土

受付時間

8 a m ~ 8 pm
8 a m ~ 1 pm
8 a m ~ 12pm

Williamsburg Office Building
40255 Grand River, Suite 200, Novi, MI 48375
日本語ライン (248) 471-3321
(248)
(248)442-0400
442-0400

w w w.n o v i d e n t i s t s .c o m

ミシガン州 アナーバー市

これからのスタンダード。それは
快適な賃貸アパート暮らし

1 & 2 ベッドルームアパートメント
2555 Oak Valley Drive, Ann Arbor, MI 48103

734-274-4505
詳細はこちらから

CenterraPointe.com

日本人スタッフが丁寧にリースのサポートをいたします

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

