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06・・・ 日本の歴史を振り返るシリーズ
07・・・ ゴルフノスゝ メ
09・・・ 言葉の架け橋
10・・・教育帰国生の中学高校選び  
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　一 年 の 初めの月も終わりを 迎 える 
１月２９日（日）、デトロイト日本商工会 
(Japan Business Society of Detroit：
JBSD）の新年会が行われた。対面の
開催は実に３年ぶり。500人を超える参
会者で会場のSuburban Collect ion 
Showplaceのホールはいっぱいとなっ
た。司会のGregory E. Laskeyさんと宮
本奈津子さんは羽織・袴、着物姿で登場
し、日本の新年の趣を醸し出した。
　午前中の総会で会長に就任したNissan 
North Americaの佐々木氏が開会の挨拶
に立ち「JBSDは長年にわたり文化、教育、
地域コミュニティーへの貢献を行ってきた。
感染状況が落ちつき最大イベントの新年会
が対面で行われることを嬉しく思う」と述べ
た。JBSDは今年2023年に創立50周年を
迎える。その節目の新年会に特別来賓にミ
シガン州の副知事Garlin Gilchrist II氏と
在デトロイト日本国総領事館総領事の進藤
雄介氏が参会していることに感謝の念を表
した。

　進藤総領事は対面新年会が3年ぶりに
開かれたことを嬉しく思うと同時に、地元の
方々の日本人コミュニティーへの理解に感
謝を述べた。管轄のミシガン・オハイオには
約15,000人の邦人が居住し、約470の日系
企業があり、地元に4万人の雇用を創出して
いるとして、EV車の伸びで変革期にある自
動車産業を日本企業がさらにけん引するこ
とを期待し、総領事館一同益々の発展に尽
力すると述べ、コミュニティの方々の健勝を
願い挨拶を締めた。
　ミシガン州の副知事Garlin Gilchrist II氏
は、「３年ぶりの会にお招きにあずかり光栄」
と謝辞を述べた。そして、ミシガン州の経済と
文化の発展への貢献に感謝し、今後もともに
発展を遂げなければならないとし、そのよう
な大きな志にとって、JBSDの影響力は大変
大きく、ともに成長していきたい、さらなる投
資とミシガンの学生の雇用を拡大し、モビリ
ティーの未来を日本の研究と開発で発展さ
せてほしい、と力強いメッセージを送った。
　フルコース・ランチをしばしの間楽しんだ

後は、同会の雰囲気がいっきに変わる。今
年のスペシャルゲスト・岸谷香さんが特設
ステージに登場した瞬間、大きな歓声が沸
いた。「80年代から90年代の歌を楽しんで
ください」とあいさつした後、「世界で一番
熱い夏」、「皆さんは1989年、どんなところ
で何をしていましたか。私は22歳で懸命に
この曲を歌っていました」と「Diamond」と
ヒット曲が続いた。プリンセス・プリンセス
時代のパンチの利いた伸びのある歌声は健
在。Diamondのサビの「♪ああ、いくつかの
場面」に会場が応えるなど、「コロナ禍で一
番盛り上がったステージ」と岸谷さんも大喜
び。MCからにじみ出る感性と人間性が会
場を引き付けた。子育てに夢中になって10
年間ほど活動をしていなかったが、娘さん
が小6の時にLondonで一緒に観たミュー
ジカル『Mamma Mia！』に感動し涙した
という。自分の中にある感性を再認識した
そうだ。子供の手が離れ始めたら、と思い、
東日本大震災を機に再結成コンサートを
行った。女性の生き方、だれもが人生の中
で悩み考える“働き方とは”という面で、岸谷
さんが語った経験に会場は心を打たれた。
そして、コロナ禍の2020年にプリプリのドラ
マー富田京子さんと「無条件にハッピーにな
りたい、スカッとした曲を書きたい」と作った
「Stay Blue」など合計8曲、歌声が明るい
年の初めの素敵なプレゼントになった。
　ステージのあとは日本行きの航空券、
地元野球チームのTigers、ミシガン大学
のフットボールゲームのプレミアム席、ギ
フト券などの豪華賞品が当たるお楽しみ
抽選会が行われた。新年会スポンサー 

11・・・ StandardGolf　／　　　  　
　　　　　　アメリカ生活の豆知識
12・・・ Dr.Kのミシガン育児相談室 
13・・・ クラシファイド広告
14・・・ ブリューワリー / 私の推し活！
15・・・ コミュニティインフォメーション 

リストには50社余りが名を連ね、新年会の
最後は、会場の500人がピタッと息を合わ
せた「一本締め」で幕を閉じた。
　JBSDは商工部会、広報部会、文化部会、
スポーツ部会の四部会と青年委員会により
構成される。講演会によるビジネス情報の
提供並びに家族で楽しめる各種イベントの
開催の他、現地の学生や学校、補習校、団
体向けの助成金、奨学金プログラムなど、日
米関係を多角的により良く、相互理解を深
めるための幅広い活動を行っている。詳しく
は、ホームページhttps://jbsd.orgにて。
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デトロイト日本商工会 新年会　デトロイト日本商工会 新年会　
岸谷香さんを迎え 三年ぶりに盛大に開催！岸谷香さんを迎え 三年ぶりに盛大に開催！

▲在デトロイト日本国 進藤総領事（左上）・Gilchristミシガン副知事（右上）・新しくJBSD会長に選任されたNissan 
North America の佐々木氏（左下）・司会のLaskey氏と宮本氏・会場のようす

イリノイとニュージャージーに子ども達が留学し
ているので、年に何回かシカゴ、ニューヨークに
は通っていますが、真ん中のミシガンは人生初
でした！
ライブ前、2日間デトロイト美術館に通いフラ
スコ画に釘付けに。ゴッホ展がタッチの差で終
わってしまったのが残念でなりませんでしたが、
とても刺激的な時間を過ごしました。
夜はCliff Bell'sでチェリーのジンや、デトロイト
のウォッカ、勿論、ミシガンのIPAビールも頂き、
お土産にBon Bon Bonでチョコレートを買い、
短い時間ではありましたが、デトロイトを楽しむ
事ができました。
この度のお招きが無かったら、生涯知る事なく
終わったかもしれない数々の経験が出来たこ
と、とっても嬉しく思っています。
そしてライブでは、皆さんの思い出と共に、懐かし
い日本のポップスを楽しんで頂けたなら幸いです。
沢山の拍手、声援は私達アーティストの何より
のエネルギー源です。沢山充電して、今帰国の
飛行機に乗り込もうとしています。
また来るチャンスがありましたら、次は絶対、リ
ニューアルしたモータウン歴史博物館に行きた
いと思っています。ありがとうございました！

2023.1.31　岸谷香

岸谷香さんからのメッセージです！

METRO DETROIT MICHIGAN - ミシガン州.デトロイト近郊METRO DETROIT MICHIGAN - ミシガン州.デトロイト近郊

https://www.japannewsclub.com
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　デトロイトりんご会補習授業
校の音楽会が３年ぶりにノバ
イ・メドウズ校の体育館で行わ
れた。小学１年生から４年生ま
でが、学年ごとに趣向を凝らし
たプログラムで、演奏したり合
唱した。１年生は、『さんぽ』や
『こぶたぬきつねこ』などの曲
を元気に歌い、２年生は『小犬

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

１月２１日（土）

墨の香とはつらつとした新年への思いー    新年書初め会

受け継がれる日本の学校行事、文化を紡ぐ子どもたち受け継がれる日本の学校行事、文化を紡ぐ子どもたち

のビンゴ』を歌とゲームで披露
した。３年生と４年生は、プロ
グラムの中に民謡を取り入れ、
楽器や振り付けも加えて、豊か
に日本の文化を表現した。たく
さんの保護者にも参観いただ
き、短い時間ではあったが、児
童と保護者ともに、心温まる充
実した音楽会であった。

デトロイトりんご会補習授業校　年始イベント　レポートデトロイトりんご会補習授業校　年始イベント　レポート

　  
　穏やかな冬の日が続いていた１月21日、デトロイト補習授業校の
中・高等部総勢150人の生徒が恒例の新年書初め会で、日本の伝統
文化を体験した。

　書初めは国語の授業で行われた。中学部1年は四字「不言実行」の
初歩の行書体、２年は「夢を信じる」、３年は「友好の精神」、高等部
は東晋の名書家・王義之の集字から「陽生天地春（陽は生ず　天地
の春）」を手本にした。学年によっては、作品に押印する雅印づくりも
行い、文化と美術双方の深いつながりも体験した。

１月１４日（土）

小学部　元気いっぱい！ 三年ぶりの音楽会開催

じっくりと取り組む高等部生徒

中３の課題「友好の精神」　

ノバイ高校カフェテリアに中・高等部の生徒が集った

思いを筆に託す生徒の姿　

https://www.riveroakswest.com
https://www.takadadentalclinic.com
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在外選挙登録資格
❶満18歳以上
❷日本国籍保有者
❸海外に3か月以上居住
　（出国時登録申請者を除く）

在
外
選
挙
の

制
度
と

手
続

に
つ
い
て

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

外
務
省

大使館

電話又は葉書

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

※申請書や選挙人証が海外・国内を往復するため受取までに３か月ほどかかる場合があります　※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。

在留届の提出も
忘れずに！

または
外務省　在外選挙

まで。検索
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作り方

 

 
 

 

4個分
じゃがいも　250g
グラニュー糖　80g
もち粉　小さじ1
小豆あん　60g
抹茶　少量

雪の下萌（練り切り）
F e b r u a r y -  2 0 2 3

菓銘をもつ生菓子（練り切り）が文化庁「登録無形文化財」に

材料

作り方 How to make  Wagash i

鍋でじゃがいもを煮る。竹串がすっと通るまで。熱いうちにフードプロセッ
サーなどに入れ、グラニュー糖を加えペースト状にする。
耐熱ボウルに芋あんを150g取り、もち粉小さじ1を加えてよく混ぜる。電子
レンジで30秒加熱し、よく混ぜる。この工程を2～3回繰り返す。
練り切りあんを4等分にして丸める。手水をつけながら、手のひらの上で
直径6～7センチに広げ、中央にあん玉をのせて包む。固く絞った濡れ布
巾で茶巾しぼりにする。
少量の抹茶をお湯で溶き、竹串につけて、練り切りのてっぺんを少し緑
色に色付けして、雪の下の草花の芽を表す。

　寒い日が続きますね。お元気ですか？
こちらは「雪の下萌」という練り切り。雪の下で春
を待っている草花の芽を表しています。昨年末に

「菓銘をもつ生菓子（練り切り）」が、文化庁「登録
無形文化財」となりました。そのことを記念して、

「菓銘」をもつ練り切りのレシピをご紹介します。

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．
下準備：
じゃがいもは洗って皮を
むき、厚さ3cm程度に切
り、たっぷりの水に10分
つける。小豆あんは4等
分にして丸める。

　和菓子には、団子や羊羹という種類の名前のほかに、「菓銘」という「名前」が付けら
れているものがあります。菓銘の多くは、短歌や俳句、花鳥風月、地域の歴史や名所に
由来しますが、作り手が自由につけることも出来ます。「雪の下萌」はこの時季によく作
られます、他にも「下萌え」「雪間の草」という菓銘もあります。
　練り切りは、一般的に白あんを使いますが、今回は身近な野菜「じゃがいも」を使い
ます。じゃがいもの色は「雪」を表すのにぴったり。みなさん、ぜひ自分で菓銘をつけて
くださいね。ミッドウェストならではの雪景色からどんな菓銘が出てくるのでしょう？！
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Family Medicine @ Domino’s Farms 
《 家庭医学科医師 》

マイク  フェターズ　MD

カール ルー　MD

橋 川　ミシェリーン　MD

《 心理療法・カウンセリング 》

                              フォーク　まり子　LMSW, ACSW

《 スタッフ 》

大崎　晴子　RN

猪原　悦子　  (メディカル  アシスタント)

高良　ひとみ   (メディカル  アシスタント)

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

734-647-5640 (英語)24時間

734-647-6523 (日本語)
 月 ー 金  8時から5時

Livonia Health Center
《 家庭医学科医師 》

平野(リトル) 早秀子 （さほこ）MD

清田　礼乃 （あやの）MD

若井　俊明　MD

《 スタッフ 》

矢嶋　彩香　 RN

20321  Farmington 
Rd. Livonia,  MI  48152

248-473-4300
英語・24時間

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

■ 家庭医学 ・一般診療
（小児、成人、婦人疾患、精神疾患、その他） 

■ 人間ドック健康診断
■ ミシガン大学専門科への紹介

（紹介時、通訳サービスあり）

■ カウンセリング
■ 妊婦検検診診おおよよびび出出産産

Japanese Family
 Health Program 

www.med.umich.edu/jfhp/

受付・メディカルアシスタント
募集中 ! !

興味のある方は、履歴書を
7 3 4 - 2 3 2 - 0 9 1 7に

Faxしてください。

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

卯年に跳ねる！？　

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”（第239回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

２月如月（きさらぎ）となりました。本稿作成時点で引き続き喪中につき月遅れで「おめで
とう」とは言えませんが、本年もよろしくお願い申し上げます。

　年明け早々から国内、国外ともに色々な事件、出来事があり、米国に居ますと静かな日本の
正月と違って世間は騒がしい感じでしたが、皆さんは新年良いスタートを切れましたでしょう
か？前回１月号の本欄を休稿させていただいたため怠け癖がついたわけではないですが、今
回の原稿作業はネタ探し、情報収集・確認、選択から執筆までなかなか思うように捗りません
でした。重い筆で書き綴りますので何か不調法な点がありましても平にご容赦願います。
　改めて振り返りますと、寅年の昨年年男だった私の１年は残念ながら余り良い事がありま
せんでした。特に後半は運気が一気に下降し、８月下旬にはハイウェイI-275走行中に右後輪
のタイヤバースト事件、９月下旬には本欄でも公表したEメールでの『なりすまし詐欺』被害、
１０月中旬には別の車で同じハイウェイを走行中に追突される被害、１１月上旬には日本の
実姉が急逝したとの訃報と続き散々でした。日本に居ればそれほど信心深くなくても「お祓い
してもらった方がいいな」と思うような状況でしたが、こちらではそういうわけにもいかず、外
出・運転時、インターネット操作時の注意レベルアップで凌ぐしかありませんでした。I-275で
鬼門のような不運、災厄が続いたので、当時（現在も）工事中でもあったことから出来れば避
けて移動したかったのですが、南北移動の基幹経路であるためそうもいかず走行時には普段
よりかなり緊張して運転していました。
　穿った見方かもしれませんが、その後は姉の服喪で外出や言動を慎むことになり更な
る不運、災厄に見舞われるリスクを回避、軽減できたのは家族思い、弟思いであった姉の 
「陽ちゃん、気をつけてね」という最後の優しい心遣いのお陰かもしれません。（合掌）
　では、スポーツの話題を飛ばして本題に移ります。今回のテーマは「卯年に跳ねる！？」です。
　新年早々の米国内の話題は１月３日に開催された昨年１１月の中間選挙で新たに選ばれ
た新議員を含む下院の初登院、新議長選出投票でした。中間選挙で大勝ならずとも僅差で
過半数政党となった共和党内の事前予想では２０１９年から院内総務となっていたケビン・
マッカーシーの議長当選・就任が大方既定路線のように報道されていましたが、一方では
マット・ゲーツを中心とする過激派・超保守強硬派５人＋数名の議員が反対投票する可能性
も報道されていました。いざ投票となり蓋を開けて見れば、早々に別候補者への投票も含め
て反対票が上限の４票を超えてしまいマッカーシーの初回得票は下院議員総数枠４３６（投

票時は空席１で４３５）の１/２である２１８票に届かず、民主党院内総務のハキーム・ジェフ
リーの方が得票で上回る始末。結局初日は３回の投票とも同じような結果となり、翌日に持
ち越し。閉会後舞台裏では共和党内の反対派説得・調整工作が続いたと思いますが、２日
目、３日目、４日目も反対票が５名を超えてしまい、説得・調整役はマッカーシー本人が反対
派に信用されていなかったため彼推しの主流派代表が代理で交渉を続け、議長の不信任案
提出・改選規定、下院議員の任期制限、下院の個別各委員会のメンバー構成、今後提出・
審議予定の対象、優先順位などかなり譲歩した結果、５日目の１月７日に丁度１００年前の
１９２３年の投票回数９回を大幅に上回る１５回目の投票で決着。最終投票時の有効投票数
４２８票の内マッカーシーが過半数の２１６票で当選、ジェフリーが２１２票、無投票が共和
党強硬派と見られる６名でした。
　TV実況中継やニュース報道、ビデオハイライトなどをご覧になっていた方もおありと思いま
すが、毎回余り代わり映えのしない内容で見飽きてうんざりした感じでした。私が観ていな
かった最終日実況中継の一幕では親トランプ派でマッカーシー推しだった何かとお騒がせ女
性議員のマージョリー・テイラー・グリーンが会場で誰かと話していた携帯電話を反対派の
一人マット・ローゼンデールに手渡す映像があり、ビデオでその携帯の拡大映像を見ると話し
相手のイニシアルらしきアルファベットでDTと表示されており、巷ではそれがドナルド・トラン
プ前大統領のイニシアルであり、彼が議長選挙にも介入し、自分が推していた彼の忠僕マッ
カーシーに投票するように説得しようとしていたものとみなされています。トランプのことです
から、何か甘い釣り餌を交換条件に出したか、「言う通りにしないと酷い目に遭わすぞ」と脅し
たかであろうことは容易に推測できますが、その甲斐あってやっとのことで当選したマッカー
シーは直後の会場インタビューの末尾で感謝の意味でトランプ礼賛のコメントをしていまし
た。何度も繰り返した投票中の態度や前後のインタビューでは楽観、強気の体を装っていま
したが、内心はヒヤヒヤもので大恥をかく瀬戸際でした。
　スタートで躓いて望み通り議長になったものの引き続き反対派は存在し、彼を当初から
支持・支援していた主流派の中には説得・調整交渉過程で反対派の要望にかなり譲歩し
たことが気に入らないメンバーもいて、議長としての信用、党内をまとめるリーダーシップ、
更に今後の具体的な政策、法案提出・審議や個別の各委員会活動にも大きく影響しそう
で前途多難です。中間選挙前にマンション、シネマの両議員の抵抗で思い通りの政策・ 

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
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法案が計画通り予定したタイミングで議会審議・通過できなかった民主党の党内分裂以
上に共和党内の分裂・混乱、パワープレー紛争は避けられそうもなく、既に次期大統領
選に立候補声明したトランプや有力対抗馬として立候補の可能性を囁かれているロン・デ
サンティスフロリダ州知事他の動きと併せて来年１１月の大統領選と上下院の本選挙に向
けて民主党に少なからぬ希望と楽しみを与えることになりました。
　残念ながら直後に副大統領時代のバイデンの事務所から中間選挙前に国家機密文書
が見つかって弁護人が国家公文書管理局に返却し司法省にその旨報告していたことが判
明し、その事実と公表したタイミング遅れをトランプの機密文書持ち出し、返却拒否につ
いてはコメントを避けていた共和党の面々から責め立てられて希望と楽しみが一気に半減
しました。更にバイデン大統領の私邸でも別の機密文書が見つかり共和党がここぞとば
かりに口撃仕掛けたところ、今度はペンス前副大統領の自宅で機密文書が見つかり、勢い
に水を注されました。我々一般人からすると前大統領、現職大統領兼元副大統領、前副
大統領と立て続けに機密文書の保有が暴かれる事態となり、米国国家の最高位職と次位
職にある者がその部下や関係者も含めて国家機密文書の取り扱いをミスするとは管理能
力が疑われても仕方ありません。私でも他の歴代大統領や副大統領は大丈夫なのか？と
思っていたら、国家公文書管理局が歴代の彼らに国家機密文書を持ち出したまま保有し
ていないか確認依頼書を出すことを検討していると報道がありました、実際にしたかどう
かは未確認ですが。
　新議会のスタート前の昨年末に下院の１月６日議会乱入事件合同調査委員会も最終
報告書の提出、司法省へのトランプ前大統領の４種の犯罪行為疑惑指摘、公職への復
帰防止を勧告・提言して解散し幕を閉じました。これを受けて司法省が既に先行している
ジョージア州やニューヨーク州でのトランプ絡みの犯罪調査とは別に具体的な犯罪調査・
立件に動くかどうか分かりませんが、来年の大統領選の数ヶ月間までに少なくとも１件何
処かで有罪判決が出て公職復帰を阻止して欲しいものです。最終結審が共和党寄りの保
守派判事多数で構成される最高裁まで持ち込まれると直ぐに２〜３年は延びるので実現
にはハードルが高いですが、何とかして欲しいですね。
　一般国民への影響が大きく、関心が高いのはやや沈静化の様子はあるものの継続す
るインフレと景気減速から不況化、失業者急増による家計圧迫、生活苦ですが、毎年恒
例の連邦予算案の議会審議・可決通過と暫定的な連邦負債上限引き上げ承認問題で年
金支給・メディケア補助などの予算削減、累積負債削減を目指す共和党と予算削減交渉
は一切認めない民主党は共に譲らず具体的な目処が立っていません。バイデン政権のイ
エレン財務長官が特別緊急措置をして６月までは連邦負債上限引き上げ、最終予算承認
がずれても国内外で財政、経済パニックが起きないように手を打ちましたが、今のまま両
党が平行線を辿りたとえ一時的にでも負債支払い不能状態になると世界中で全ての財
政・金融・経済活動から一般国民生活まで一大パニックとなります。今まで何度も同じパ
ターンの繰り返しでぎりぎり何とかなるケースがほとんどでしたので、今回もまた『オオカミ
少年』の脅かしだけでそうならないと楽観している人たちもいるようですが、万一そんなこ
とになったら一番パニクって慌てることになるでしょう。
　米国内で銃取締規制が最も厳しいカリフォルニア州内先月だけで３件の銃撃事件が続
き、６歳の学童がクラスで教師を撃った事件や５歳の幼児が父親所有の実弾入り短銃を
オモチャにしているビデオ映像が流れて大騒ぎになったりと相も変わらず銃に関わる事
件、悪いニュースが後を断ちませんが、直近では複数警察官による黒人運転手に対する
通行停止から殴打・過剰暴力行為による致死事件のビデオ映像が公開されて抗議デモが
連日続く中、現場で直接行為に及んだ警察官５名が殺人・誘拐容疑などで起訴されまし
たが、他にも追加で出そうな雲行きです。
　他にも下院新議員に関する話題としてニューヨーク州ナッソー選挙区選出のジョージ・
サントスの嘘だらけの履歴・経歴や選挙違反や違法所得税申告も疑われる突然の巨額選
挙キャンペーン資金の出所、過去の悪事、悪行、醜聞の数々は知れば知るほど開いた口が
塞がらない呆れかえる内容で、既にニューヨーク州の共和党議員連や下院共和党議員複
数がとても一緒に議員活動できないと辞職勧告しましたが、マッカーシー下院議長は「有
権者が決めたこと」と有権者が偽情報で騙されて投票したことを意に介さず、辞職勧告し
ないと同時に二つの異なる個別委員会のメンバーとして参加するとしていましたが、先月末

日のニュースで本人から今の騒動が収まるまで取り敢えず委員会メンバーを辞退する旨の
声明があり、それが暫定でなく最終決定であることを強く願っています。
　国外のニュースでは、日本で新型コロナ第８波の影響で感染者数、死亡者数が昨年１２
月以降急増し、直近の１ヶ月余りで死亡者が１万人を超えたことが大きな驚きです。世界
中でワクチン接種率がトップクラスで最もマスク装着が常習化、常態化している日本で何
故？というのが率直な疑問ですが、NHKの公開資料を閲覧して死亡者の年代別内訳を見
ると１０歳未満と１０代〜４０代までの各年代は全て全体の１％未満なのに対して５０代か
ら１％を超え、６０代は５.０８％、７０代は１７.１０％、８０代は４１.１７％と最も多く、絶対
人数が少ない９０代以上では３３.８９％となっていました。この数字から推察する限り、コ
ロナ感染の防止策としてワクチン接種、マスク装着も１００％有効ではなく感染する人もい
ればそれが引き金となって死亡する人もいるという事実です。根の原因は高齢者や高高齢
者は加齢とともに自然免疫力が落ちて、ワクチンを打っても健康な若者よりも免疫力強化レ
ベルが上がらず、一旦感染・発症すれば重症化して死に至るケースが増加すると言うことで
しょう。コロナ以外の何らかの既往症があって既に体力、免疫力が低くなっている場合は尚
更そのリスクが高くなり、死亡者数に占める割合も高くなるということですね。米国でもいっ
とき全国集計でワクチン接種者の死亡者数が未接種者のそれより高い数字が出たことがあ
り、「ワクチンを打ったせいで死んだ」とまたまた偽情報、誤情報が飛び交った時もありまし
たので、これは日本に限ったことではありません。日本政府は分類変更など名目上の政策で
なく、実効性の高い緊急施策で目下世界一高齢化が進む日本の新規感染者数・死亡者数
で別のありがたくない世界一が続くのを１日でも早く断ち切って欲しいものです。
　欧州では、今月２４日でまる１年となるロシア軍のウクライナ侵攻が新局面、新展開を迎
えています。簡単に成功すると思って自分が始めた戦いであり絶対に勝たねばならない、
一時的・局所的な劣勢すら認められないプーチン大統領の面目に賭けても絶対に負けら
れない使命を帯びたロシア軍は正規軍のみならず予備役の緊急招集、アフリカなど国外
からの義勇兵、傭兵募集などで増員・増強した援軍をろくな兵器や装備、訓練も与えずに
派兵して、一旦ロシア軍に占拠された後ウクライナ軍が取り返した南東部都市で激戦が続
き、ウクライナ軍だけでなく明かに発電所、病院などの公共施設、アパート、学校などの民
間施設、民間人を標的にした遠距離からのミサイルやドローン攻撃を受けて被害が増した
ウクライナ軍が撤退を余儀なくされましたが、先月下旬に米国およびドイツ、ポーランドな
どNATO加盟国からの戦車供与決定が公式発表され、東南部における対ロシア軍地上
戦で有利な展開になるかどうか？です。ウクライナ軍や国民は朗報と歓迎していますが、侵
攻当初にロシア軍の戦車や装甲車が侵入してきた際にウクライナ軍が米国から供与され
たジャブリンなどの歩行携帯ロケットなどの対戦車兵器で反撃し、複数で操作するロシア
軍戦車の破損や乗員兵士の死者・負傷者数が急増した前例があるので、逆にロシア軍か
ら類似の対戦車兵器やイラン製カミカゼドローンなどで攻撃された場合に同様の被害が
出て必ずしも地上戦で有利な展開にならないケースを懸念します。まあ、素人がもの言う
より軍事専門家に任せるのがベストですが、仮にウクライナ軍が地上戦ではっきり有利に
なった場合でも、ロシア側から過去に何度も威嚇発言があったように窮地に追い詰められ
たプーチンが戦術的・局地的核兵器を本当に使ってしまう懸念もあります。絶対にそんなこ
とにならないことを祈ります。
　私は今月１９日の誕生日を迎えますとまた一つ齢（よわい）を重ねますが、誕生日が
１日違いだった姉のことをまた思い出すと同時に、自分でコントロールできる事はもち
ろん、出来ない事も併せて去年より良い年にしたい、良い年になって欲しいと願わずに
はいられません。
　今年は卯年ですので、悲惨な事件、嫌な出来事、悪いニュースで驚いて跳ね起きるの
ではなく、楽しいイベント、嬉しい出来事、良いニュースに喜び飛び跳ねたいものです。 
皆さんも公私にわたり干支のウサギの如く元気に跳ね回れるといいですね。月遅れにな
りましたが、今月からでも「卯年に跳ねる！？」素晴らしい１年になりますように祈念して 
筆をおくことにします。

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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定、1895年7月ロシア公使ウエーバーの力をかりて大院
君を追い落とし、政権を再び奪い返します。これに不
満な大院君は再度閔妃を亡き者にすることを企み、つ
いに、1895年10月、閔妃殺害に成功し、閔妃の死亡の
事実を隠したまま、閔妃の王妃としての地位を剥奪し、
平民とすることを宣言します。しかし、その後事実が明
らかになり、大院君は、その罪を問われて、自宅に幽閉
され、死亡します。

　国王として無能であった高宗は、閔妃と大院君とい
う二人の敵対する後見人をほぼ同時に失った結果、パ
ニックに陥り、1896年2月ロシア大使館に逃げ込み、ロ
シア公使館の中から国政を行うという前代未聞の行動
を取りました（露館播遷・ろかんはせん）。一年後にロ
シア大使館から出てきた高宗は、バツの悪さを隠す為
か、地に落ちた権威を取り戻そうとしてか、国名を大韓
帝国と変え、自ら初代皇帝を名乗ります。大韓帝国と
名前を変えたとはいえ、事大主義の体質は何も変わら
ず、政府にロシア人顧問を雇い入れ、秘密裏に鴨緑江
岸の土地をロシアの軍事基地使用目的で売り渡すな
ど、朝鮮半島へのロシア侵略を進める政策を次々に進
めました。これは、せっかく日清戦争で大国清の影響
を朝鮮半島から追い払ったと思っていた矢先の日本に
とって、清の代わりに大国ロシアを朝鮮半島に進出さ
せることになるため、これを容認することはできず、つ
いに日露戦争となりました。日露戦争中は、多くの朝鮮
人が日本軍を支持し、特に一進会という組織は、日本
軍の北進を支持する為、鉄道建設に15万人、軍需品の
輸送に11万５千人など合わせて約27万人の大量のボ
ランチアを提供しました。

　日露戦争の勝利後、1910年、大韓帝国と大日本帝国
は合邦しました。その際、大韓帝国皇族のうち、高宗、
純宗、純宗の妃、及び皇太子の李垠の4名は朝鮮貴族
となり、その後も貴族としての手厚い収入と保護を日
本国政府から受けました。高宗は1919年死亡、その息
子で2代大韓帝国皇帝の純宗も1926年に死亡し、純宗
には子供がいなかったので、高宗の第７子、純宗の異
母弟である李垠（イ・グン）が王位継承権一位となりま
した。高宗の第５子李堈（イ・ガン）は、金遣いが荒く、
王公家規範に違反するような行為が多かったと言われ
ており、第７子の李垠より年上であるにもかかわらず、

朝鮮貴族とは認められず、世太子とはされませんでし
た。李堈（イ・ガン）の長男李健（イ・ケン）は日本学習
院で教育を受け、陸軍士官学校を卒業し、方子の母方
の従姉妹である松平佳子と結婚しました。李健は陸
軍中将で終戦を迎え、日本国籍を取得、桃山虔一と名
前を変え、佳子と離婚、その後平民女性と再婚、クラ
シックカーの愛好家で、日本クラシックカー協会の会
長などを務めた後、1990年に死亡しました。李堈（イ・
ガン）の次男李う（イ・ウ：うは金偏に禺）は、日本陸軍
士官学校出身で日本陸軍将校として広島に住んでいま
したが、1945年8月6日朝、乗馬にて自宅から連隊に向
かう途中で広島市内で原子爆弾の直撃を受け、翌日死
亡しました。李うのお付きの兵士は日本人でしたが、そ
の日はたまたま乗馬の伴はしておらず、その死の責任
をとり自殺、李うの葬儀は8月15日、ソウルで行われま
した。日本人にとっては自国日本の敗戦の日という特別
な日であったにもかかわらず多くの日本人が参列した
といわれています。

　長い前置きになりました。李垠（イ・グン）は大韓帝
国初代皇帝高宗の第７子。母は高宗の側室の一人、
嚴善英（オム・ソンヨン）でした。母31歳の時、正室閔
妃に嫉妬されて、宮中から放逐されましたが、閔妃が
1895年殺害され、高宗が1896年2月ロシア公使館に
逃げ込むと、母嚴善英は高宗に伴ってロシア公使館に
入り、そこで李垠を懐妊しました。李垠は翌1897年誕
生しました。母43歳の時の出産でした。23歳年上の異
母兄の２代皇帝純宗に子がなく、20歳年上の異母兄李
堈（イ・ガン）は素行上王族不適格とされたため、李垠
は世嗣皇太子となりました。1910年、大韓帝国と大日
本帝国の合邦により、朝鮮貴族となりました。1919年、
父高宗死亡。皇太子李垠と方子の婚儀は1919年に予
定されていましたが、直前に義父である高宗が死亡し
たため1年間の喪に服し、1920年、結婚しました。方子
はこの時まだ学習院の学生であったと言われています。
この際、厳密には、非皇族の男性への降嫁となる為、女
王の身分をどうするかとの問題が生じましたが、これは
1918年皇室典範を改正することで、皇族女子の身分を
保ったまま王公族と結婚することが容認されることと
なりました。1921年、第一子晋（しん、ジン）が誕生しま
したが、翌年朝鮮訪問中に1歳で急逝しました。晋は毒
殺されたと考えられています。1926年、元第2代大韓帝

　赤坂プリンスホテル別館。李垠と方子が暮らした旧李王家邸  
     Bain Collection (CC BY-SA 3.0)

国皇帝純宗が死亡すると、李垠は李王となりました。
1927年から翌1928年まで欧州公式歴訪をし、その後、
二人は1930年に東京赤坂に新築された李王家邸に住
みました。ちなみにこの建物は第二次大戦後二人の所
有から離れ、1955年以降赤坂プリンスホテル旧館とし
て営業目的で使われるようになりました。1931年には
第二子玖（きゅう、グ）が生まれました。李垠は、その後
日本陸軍の中で昇進を続け、1940年陸軍中将、1941年
には陸軍第51師団長、1943年第一航空軍司令官など
日本帝国軍の中で主要な地位を占めました。1945年、
日本の敗戦により、アメリカ占領軍はそれまでの日本
および朝鮮皇族の地位を、天皇とその三人の弟を除い
て全て剥奪しました。方子はそれ以降朝鮮名の李方子
（イ・バンジャ）と名乗るようになりました。方子は旧朝
鮮籍のため無国籍となりました。1948年大韓民国大統
領となった李承晩（イスンマン、りしょうばん）は李朝の
直系子孫である李垠を警戒し、韓国への入国を認めま
せんでした。李垠と方子の息子李玖は1957年アメリカ
マサチューセッツ工科大学を卒業し、建築家となり、ウ
クライナ系アメリカ人のジュリア・マロックと結婚しまし
たが、その後離婚、子供はなく、李玖は2005年、父母の
家であった赤坂プリンスホテルに長期滞在中、心臓麻
痺で急死します。1959年米国滞在中に李垠は脳梗塞
で倒れました。李承晩が1961年の学生革命で倒れ、朴
正煕（パクチョンヒ）がクーデターで大統領になると、
李垠夫妻は1963年初めて韓国への帰国が許され、韓
国籍の取得も許されましたが、その時には李垠は脳梗
塞で寝たきりとなっており、1970年、病院で死亡する
までベッドを離れることはありませんでした。その頃か
ら方子は、韓国で精神的または身体的障害者に対する
教育および福祉活動に専念するようになり、韓国で障
害者の母と呼ばれて尊敬されるようになりました。李
垠の異母妹で、統合人格失調症にかかっていた、高宗
の末娘徳惠翁主（とくけいおうしゅ）の介護も方子はつ
ききりで行ないました。1989年徳恵翁主の死亡9日後
方子も死亡。享年89歳。韓国で準国葬級の葬儀が行
われ、日本からは三笠宮夫妻が出席されました。

　日本の皇族のお姫様として生まれ、韓日合邦後の
朝鮮皇太子李垠の妃となり、朝鮮貴族、軍人の妻と
して昭和の荒波に揉まれ、最後には、朝鮮人イ・バン
ジャとして韓国の障害者教育及び福祉活動に身を捧
げ、韓国民から尊敬されながらその生涯を全うした
女性の一生は、当時の日本及び朝鮮の姿を映す鏡と
なっています。

山﨑博       循環器専門医   
日米両国医師免許取得
デトロイト市サントジョン病院
循環器科インターベンション部長
京都大学医学部
循環器科臨床教授
Eastside cardiovascular
 Medicine, PC  -Roseville Office 
25195 Kelly Rd 
Roseville,  MI  48066
Tel: 586-775-4594     Fax: 586-775-4506

ソウルにある大清皇帝功徳碑
（三田渡碑）

伊藤博文と李垠（当時10歳）

李垠（左）と方子Kang Byeong Kee 
(CC BY 3.0)

写真出典元：ウィキペディア

 日本の歴史を振り返るスピンオフ
心臓病治療の最前線

〜江戸から昭和時代の日本人たち〜

Nobusuke Kishi 岸 信介
昭和時代を通して常に権力の中枢にあり、昭和の妖怪と言われ

た岸信介は、私の故郷の大先輩です。

山口で生まれ、東大法学部を歴史上最高の成績で卒業：

1896年山口県庁官吏の佐藤秀介と母茂世（もよ）の第５子（次
男）として山口県吉敷（よしき）郡山口町八軒屋（現在の山口市、
山口駅近くと記載されている資料もあり、天花（てんげ）八軒屋
と記載されているものや上竪小路（かみたてこうじ）付近との記
載もあり、山口市内ではあるものの正確にどこであったのかは
筆者には不明。いずれにせよ筆者の生まれ育った町です）で生
まれました。信介が3歳になった時、父は公務員を辞め、郷里の
山口県熊毛郡田布施（たぶせ）町に戻って、酒造業を始めまし
た。信介は、岡山で尋常小学校及び中学校に通ったのち、山口
中学（現在の県立山口高校、筆者の母校）に転校、卒業直前に 
岸家の養子となり、岸信介を名乗るようになりました。一高から
東大法学部に進み、1920年クラスの首席かつ東大法学部の歴
史上最高の成績で卒業しました。東大卒業後、岸は農商務省
に入省、当時はこの選択は奇異の目で見られました。というの
は、東大法学部をトップで卒業した岸が農商務省という当時の
エリートコースから外れた省に入省したことは世間から見れば 
驚きだったからでした。岸は、経済に興味があったといわれてい
ます。1926年から1927年、岸は、アメリカ、ドイツ、及びソビエト
に旅行し、ソビエトの計画経済、アメリカのフレデリックテイラー
の唱えた科学的生産性向上理論、ドイツの工業貴族とその工業
技術水準の高さに感銘を受けて帰国しました。このあたり、戦
前の日本のエリートの海外旅行は多くの場合、ただ物見遊山の 
観光ではなく、海外から少しでも優れたものを学び、日本の国
を少しでもよくしたいという目的であったことに感動します。岸は
改革派官僚の旗手として国家主導経済政策を推進しました。 
ちょうどその頃、岸の才能を発揮する絶好の機会が訪れます。
1931年、満洲帝国の成立でした。

岸信介、満洲に渡る：

　満洲は、もともと清朝を建てた女真族1の故郷でしたが、19世
紀後半、清朝の勢力が衰えるのに乗じてロシアがその地に勢力
を伸ばしました。そのロシアが1905年日露戦争に負けて満洲 
南部から手を引かざるを得なくなると、満洲全土は紅髭子と 
呼ばれた馬賊のはびこる無法地帯と化しました。南満洲鉄道の
経営権を譲り受けていた日本は、清朝はすでに滅びていたた
め、この馬賊のはびこる無法地帯を自分でなんとかしなければ
ならなくなりました。こうして関東軍参謀の石原莞爾らの計画に 
より、1931年の満洲事変がおき、満洲帝国が成立しました。

民間投資型の計画経済モデル満洲重工業開発株式会社
を設立させる：

　岸は、1936年、満洲国国務院実業部総務司長に就任して渡
満、1937年、満洲帝国産業部次長に任命されました。岸は満洲
国の中に広く深い人脈を築き、計画経済、統制経済を大胆に取
り入れ、重工業中心の満洲産業開発５ヵ年計画案を発表し、 
岸は、官僚であったにもかかわらず、国営企業中心の経済政策
に反対し、民間投資型の計画経済モデル満洲重工業開発株式
会社を生み出し、その中心に新興財閥日産の鮎川義助を選びま
した。岸が、ありふれた官僚でなかったことがよくわかります。こ
れにより、この会社は、一社で当時の日本の国家予算25億円を
はるかに上回る52億円の投資を呼び、その後の満洲の重工業発
達の一大原動力となりました。現在中華人民共和国の東北地方
と呼ばれているこの地方が重工業の中心地域として栄えている
のはこの時の岸の働きがあったからといえます。この岸が作った
経済発展モデルは、第２次大戦後の日本の高度経済成長、韓国
朴正煕（パクチョンヒ）が行った1950年以降の経済開発、中華
人民共和国の鄧小平（デンシャオピン）が行った1980年代の計
画経済発展のモデルとなったと言われています。

近衛文麿に入閣し通産大臣となるが既存財閥の猛反対
にあい辞職：

　1939年、岸は、近衛文麿内閣の通産大臣となり、満洲国で
成功した計画経済を日本国内にも適用しようとしましたが、既
存財閥の猛反対に遭い、岸は共産主義者だと言われて、1940
年辞職しました。しかし1941年東條英機内閣が成立すると、東
條は岸を通産大臣に指名しました。東條は満洲国時代の岸の
働きを知っており、自分の右腕として使おうと考えたと言われて
います。

東條英機内閣を崩壊させる：

　しかし、1944年、岸は東條英機の始めた対米戦争は勝算が
ないと考えるようになり、対米和平工作を探るようになりました。
岸は、サイパン島陥落ののち東條が内閣再編成をするのを阻止
し、東條内閣を崩壊させました。1945年岸は護国同志会を結成
し、大政翼賛会に対抗しました。岸は32名の国会議員を護国
同志会に参加させることに成功しました。1945年日本が連合軍
に無条件降伏をすると、岸は巣鴨刑務所に拘置されました。し
かし、元駐日アメリカ大使ジョセフ・グルーなどの努力により、
岸は、戦後の日本をアメリカの利益に沿って復興させる最適の
人物とされ、1948年、起訴も裁判もされないまま釈放され、 
A級戦犯とはみなされませんでした。

日本再建連盟を組織し憲法九条の改定を目指す：

　1952年、サンフランシスコ講和条約が成立し、元の大日本帝国
の官僚たちの公職追放が解除になると、岸は護国同志会を基礎
に、日本再建連盟を組織し、日本が再武装しなければ、隣国の侵
略に備えることができないとして、日本国憲法第９条の改定を目
指しました。しかし岸は1952年の総選挙に大敗し、それにより日
本再建同盟も解散を余儀なくされました。岸は社会党に参加しよ
うとしましたが、それを断られ、仕方なく自由党に参加しましたが、
アメリカ一辺倒で憲法９条の改定にも乗り気でなかった吉田茂と
は意見が合わず、吉田を党首から引きずり落とそうとしましたが、
1954年、逆に吉田により、党から追放されてしまいました。

保守合同を成功させ、第56代日本国総理大臣となる：

　この頃までには、岸は200名余りの国会議員勢力を持ち、こ
れを率いて鳩山一郎の民主党に加盟しました。岸は党の総秘書
として党の財政を完全に掌握しており、鳩山は岸の担ぐお神輿
（みこし）の上のお飾りに過ぎなかったと言われています。1955
年、民主党は総選挙に勝ち、吉田茂が総選挙での敗戦の責任
を取って自民党総裁を辞任したため、岸は、これを保守合同の
チャンスと見て自由党と民主党の合同を成功させました。鳩山一
郎が新たに結成された自由民主党の総裁となりました。岸は新
党の総書記として党の財政を握り、1956年の自由民主党の総裁
選挙に出馬し、投票で１位を獲得しましたが、２、３位連合を成
功させた反米主義者の石橋湛山（いしばしたんざん）が数の上
で逆転して自由民主党の総裁となりました。しかし石橋湛山が
65日後に脳卒中で退陣すると、岸は晴れて自由民主党総裁及び
第56及び57代日本国内閣総理大臣となりました。遂に岸が内閣
総理大臣としてその政治上の才能と才覚を存分に発揮する機会
が訪れたのでした。

きし　　のぶすけ

筆者：山﨑博　　
循環器専門医。日米両国にて医師免許取得。デトロイト市サント
ジョン病院で循環器科インターベンション部長、京都大学医学部
循環器科で臨床教授を務める。JNCにて「心臓病医療の最前線」
不定期連載他、日本の歴史にも造詣が深く、2021年より「歴史を
振り返るシリーズ」にて、米国の日本人コミュニティのために寄稿 
連載開始。
Eastside cardiovascular Medicine, PC　Roseville Office
　25195 Kelly Rd, Roseville,  MI  48066
　Tel: 586-775-4594  

循環器科

専門医

　山崎　博

日米両国医師免許取得。

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

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

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

クリントンタウンシップオフィス
15500 Nineteen Mile Road, Suite 330, 
Clintontownship, MI 48038 (tel)586-228-5454
http://www.eastsidecardiovascular.com/

和の妖怪と呼ばれた男：岸信介　きしのぶすけ　(1896−1987)

1960年日米安全保障条約の改定に成功した後、辞職する：

　岸はこれに先立つ1955年、重光葵（しげみつまもる）外務大臣
と同行して、鳩山政権の幹事長として訪米し、当時のアメリカ国
務長官ダレスと会談し、重光は日米安保条約の対等化や日本の
アメリカ防衛などについて提案しましたが、ダレスは日本国憲法
の存在や防衛力の脆弱性を理由に強く反対したと言われ、岸は
強い衝撃を受け、この時から、日米安保条約の改定が岸の重要
課題となったと言われています。こうして、岸総理大臣の政策の主
眼は、日米安全保障条約の改定、日本国憲法改定、とりわけ９条
の改定、日本と近隣のアジア諸国との関係改善、及び、いまだに
刑務所で服役中のBC級戦犯の恩赦と釈放でした。当時の日本
は、マスコミも社会も、学生たちも、強く左翼色に染め上げられて
おり、岸は極悪非道の悪党のように語られていました。学生たち
のデモが国会議事堂を取り囲み、岸の退陣を声高に求め、マスコ
ミもこれを大いに煽りました。しかし、岸は自分の信条を譲らず、
日米安全保障をより相互性の強いものにした上で改定すること
に成功しました。1960年、日米安保条約の改定を果たすと辞職
し、後継を池田勇人に譲りました。岸の主張は、今から考えてみ
ると、非常に真っ当なものだったと思われ、当時の日本がいかに
左翼色に染められていたのかが感じられます。

暴漢に襲われて大腿を六回にわたって刺される：

　岸は1960年7月14日暴漢に襲われて、大腿を六回刺される
重傷を負いました。直ちに病院に運ばれ手当を受けましたが、 
幸い傷は大きな動脈を逸れており、生命の危険はありませんで
した。岸はその後も日本の政財界に大きな影響を及ぼし続けま
した。1987年死去。享年90歳。のちの首相佐藤栄作は実の弟。
のちの外務大臣安倍晋太郎は義息。元総理大臣故安倍晋三及
び元防衛大臣岸信夫は孫。

今日の東アジアの産業発展の元を築いた男、岸信介：

　優れた才能を持ち、その才覚で、不毛の地であった満洲を一
大重工業地帯に変え、日本の戦後の高度成長を推進し、韓国の
朴正煕や、中華人民共和国の鄧小平などが手本として見習った
稀有の人物、岸信介、その生涯は波乱に満ちており、昭和の妖怪
などと悪口を叩かれましたが、岸の経済手腕の確かさは歴史が
証明済であり、政治家としての岸についても、当時の左翼に偏向
していた日本のマスコミ、社会の色眼鏡を取り除いてみれば、 
岸の主張は真っ当であり、そ
れを理解できなかった当時の
日本人こそが、反省すべき時
期になってきていると思われ
ます。現在の世界の中で、東
アジアが今の立ち位置にある
のも、この地域の経済産業を
大発展させた剛腕官僚岸一
人の才覚に負うところが大き
いと言えるかもしれません。
政治家岸が目指した日本の
防衛態勢の強化、憲法九条
の改定はいまだに実現してい
ません。

1  女直（じょちょく）族とも言う。万里の長城
より北の、満洲の松花江一帯から外興安嶺以
南の地に住んでいた、狩猟、農耕、牧畜を生
業とするツングース系の北方民族。16世紀後
半に愛新覚羅族のヌルハチが建州女直を統一
し、のちに清と呼ばれる国を建てた。
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引越
米国ヤマト運輸

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

ROMULUS, MICHIGAN 48174

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

お問い合わせは お気軽に日本語でどうぞ。

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

　 主 人 公は 、イギリスの港 町 B a r r o w - i n -
Furnessで生まれ育ち、地元の造船会社のク
レーンオペレーターをしていたモーリス・フリット
クロフト(Maurice Flitcroft)です。時は1970年
代、モーリスは家庭を持ち、貧しいながらも地道
に生きていました。ディスコダンスに夢中の双子
の息子たちには、真っ当な仕事につきなさいとか
勉強しなさいなどとは言わず、「夢をとことん追い
かければいい」「ダンスが好きならダンスの大会
でトロフィーを目指したらどう？」と話していまし
た。「でも失敗したら？」と心配する2人には、「関
係ないでしょ。少なくとも『やろうとした』って言え

　年が明けたと思ったらもう2月です。早く春が来てほしいものです。「ひと月1作品」、
今月は“The Phantom of the Open”という作品をご紹介します。何やら聞いたこと
のあるタイトル？とは少し違うのですが、日本語では「全英オープンの幽霊(怪人)」とで
も訳すでしょうか。ゴルフを始めて2年目の、ラウンドすらしたことのないイギリス人が
全英オープンの予選に出場しちゃったという、実話をもとに描かれたストーリーです。

るよ。人生にはお金よりももっと大事なものがあるんだよ」と励まします。そんな時に、
モーリスの働いていた造船会社が国有化されることが決まり、大幅な人員整理が行
われるだろうという噂を耳にします。「クビになったら他の仕事を探すよ」と話すモーリ
スに、彼のよき理解者である奥さんのジーンは、「今まで家族のために尽くしてくれた
のだから、私たちのことは気にせず、夢があるならそれを追いかけて」とささやきます。

　さあこれと言ってやりたいことがあるわけでもなかったモーリスでしたが、まだクビ
にもなっていないのに、「やりたいこと」は何だろうと考え始めます。ある夜、たまたま
TVに映った1975年の全英オープンで、初参加のトム・ワトソンが18ホールのプレイオ
フを制して劇的な優勝を遂げるシーンを見てしまいました。心を強く動かされたモー
リスは誓います。「これだ、ゴルフをやって全英オープンに出たい！」。彼はゴルフをし
たことはありません。ですが大真面目です。ゴルフクラブと教則本を買い、見よう見ま
ねで砂浜で練習を始めました。近所のカントリークラブにも入会を頼みましたが、コネ
もお金もないモーリスは門前払いを食らってしまいました。

　全英オープンを主催するR&Aに出場したいと手紙を書くと、折り返しアプリケー
ションフォームが送られて来ました。モーリスに代わってジーンがフォームに書き込む
シーンが笑えます。「モーリス、ハンディキャップって何かしら？」とジーン。「そりゃ持
病のことだろう」とモーリス。「じゃあ、入れ歯と腰痛と、あと関節痛かしらね？」、「あ
ちょっと待って。プロフェッショナルならハンディキャップは書かなくていいって書いて
あるわよ」とジーン。「じゃあそれで行こう。手続きはシンプルなほうがいいからね」。

　翌年の1976年、全英オープン地区予選の会場Formby Go l f  C lub on 
Merseysideのロッカールームに、果たしてモーリスの姿がありました。準備をする
モーリス。砂浜で練習を重ねたモーリスのゴルフシューズからは、ザーッと砂がこぼれ
ました。少し離れたところで同じように砂を落としてシューズを履き直している青年が
いました。なんとそれはセベ・バレステロスでした。さあ、ここから破天荒なラウンド
が始まります。モーリスはガチガチに緊張していました。目をつぶって打った１打目の
ティショットは…なんとテンプラの30ヤードでした。

　初ラウンドにしては決して悪くないと思うのですが、モーリスがマークした、ギネス公
認の全英オープン史上ハイエストスコアとは？その後もどうやって3回もモーリスは全
英予選に出場できたのか？ミシガンのグランド・ラピッズにあるBlythefield Country 
Clubに招待され、ゴルフした様子はデトロイトニューズにも載った、そのいきさつとは？
ディスコダンスの頂点を目指した双子くんの将来は？今月も傑作映画に出会ってしまい
ました。寒いミシガンにピッタリの、楽しい心温まる作品です。ぜひご覧ください。

(参照：”The Phantom of the Open” ©︎Maurice Media Ltd, British Broadcasting 
Corporation and the British Film Institute/2021文中「」内は筆者訳。）

<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、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)

https://www.yamatoamerica.com/
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LAZAR SPINAL CARE, PC. 
レザー スパイナル ケア カイロプラクティック

・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頂く事が可能です

・再生医療である幹細胞治療を導入しました(左下写真の機器)

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

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

当院は予約制となります。

ご予約をお取りください。24 時間以内に日本語でご返信致します。

診療時間
月、水、木 9：00～18：00 金、土 9：00～13：00 火、日 休診

Dr. Mariko Kato D.C.  /  加藤 真理子 D.C

. のフェイスブックはこちらの コードまたはアカウント名

https://www.lazarspinalcare.com
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言言葉葉のの架架けけ橋橋 

動物に関する言い回し　（2）動物に関する言い回し　（2）

〜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〜
−−１5 5１5 5 −−

　それでは、「猫」をもっと続けましょう。人の生活に身近な動物だけに、猫に関する
言い回しは多いのです。「猫にマタタビ」。マタタビはもちろん猫の大好物、と言われ
ています。「マタタビ」は英語では “silvervine” なのですが、英語で知られている猫
の大好きな植物は “catnip” ですので、“A cat with catnip” の方がわかりやすい
かもしれませんね。比喩的に言えば、“That’s the thing.” とか “That’s the very 
thing.” となります。

似た表現で「猫に鰹節」というのがありますが、こちらも大好物ながら、人の視点から
見たもので、「そんなもの出したら必ず取られちゃうよ」という意味合いです。英語にす
ると、“That’s like putting lambs among wolves.” （オオカミの群れに子羊を入
れるようなもんだ）となります。では「猫に小判」ですが、これは前の二つとは真逆で、
猫には全く興味がないものですから、“Pearls cast before swine” （豚に投げた真
珠）と同じ意味になります。

「猫の目」という表現をご存じでしょうか？非常に変わりやすいものの例えです。ただ 
“Cat’s eyes” では通じませんので “Something very changeable” と説明になり
ます。「猫足」は、音を立てずに歩く例えなので、“to walk stealthily or silently” で
す。もう一つ、猫足の意味としてテーブルや椅子が動物の足の形をしているものを指す
ことがあり、これは英語では “cabriole leg (of a table or a chair) ” と言いますが、
あまり使われないようです。ついでに、英語で “catwalk” という言葉がありますが、こ
れは「狭い通路」や「ファッションショーでモデルが歩く細長い舞台」を指します。

　また、空手では「猫足」や「猫足立ち」は、体重を後ろ足にかけて、前足をつま先立
ちにする構えのことで、“Cat stance” と言います。

　上記についてご質問のある方、また、その他の表現について知りたい方は、 
izumi.suzuki@suzukimyers.com まで。

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

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

 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））

 テテスストト対対策策をを熟熟知知ししたた日日本本人人講講師師

にによよるる英英検検準準備備ククララスス

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

 

連連絡絡先先：：ayumi@suzukimyers.com
(248)344-0909 担当：内野          

主主要要ササーービビスス：：通通訳訳・・翻翻訳訳・・語語学学ククララスス 英英・・日日 ・・通通訳訳ククララスス

お見積りは無料ですので、ご相談ください。

                       office@suzukimyers.com 
www.suzukimyers.com

 

 
 

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。

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）   

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

 新規受講の方対象 

 Kobyは TOEIC公式テストセンター・ヤマト便 荷物お預かりもしております。 

（有効期限 9/30/2017) 

Koby Learning Group 248-513-4635 
info@kobylearn.com  Kobylearn.com   24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375 

 
ESL、英語会話、クラフト、ゲームタイムと 

盛りだくさんのキャンプ。 

 

一日当たり    
48 ドルで      

3日間、 4日間
での参加も可能

です！      
家族割引 5%！ 

◎ESL ファンキャンプ（K-8th
grade） 

$210 
 

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！

https://www.suzukimyers.com/
https://www.keikokikuchidental.com/
https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
https://kobylearn.com
https://www.sushidenonline.com
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～ 受 験 生と保 護 者 の 疑 問 にお 答えします～
帰国生の中学・高校選びQ＆A帰国生の中学・高校選びQ＆A

筆者プロフィール：丹羽　筆人　 米日教育交流協議会・代表 筆者プロフィール：丹羽　筆人　 米日教育交流協議会・代表 
　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月開校予定）、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

Q．帰国するタイミングはいつがよいのでしょうか。 
A.　この質問については、小学生、中学生、高校生の場合に分けて説明します。

≪小学生の場合≫ 
　住所地の公立小学校であれば、いつでも編入できますが、お子さんが馴染める環境があるか
どうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、長野、静岡、
愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。

　一方、国私立小学校は編入受入れ時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られている学校
も目立ちます。したがって、帰国時期を各校の編入受入れ時期に合わせる必要があります。

　中学校への進学は、国内生は９割以上が公立中ですが、帰国生の場合は約３割が私立や国
立の中学校を選択します。ただし、国私立校への進学が目立つのは東京、神奈川などの大都市
のみです。国私立校では入学試験が課され、帰国生入試の場合は、国語、算数の２教科の学
校が多いですが、英語を課す学校が増えています。また、社会や理科を課す学校もあります。
国内生と同じ問題が課されることも多いので国内生と同様な受験対策が必要です。

　したがって、中学受験のため小学４年生や５年生で帰国し、日本で早めに受験対策をする方
も目立ちます。帰国生中学入試の出願資格は在外年数が１〜２年以上で、帰国後１〜２年以内
が多いのですが、中には帰国後３年経っても受験できる学校や、帰国後の年数は無制限という
学校もあるからです。小学６年生まで海外に在住し、中学受験に臨むという受験生は、最近で
は少なくなりました。このような状況を考えると早めに帰国するのもよさそうです。

　ただし、作文や面接のみで選考するような負担の軽い入試を行う学校もあります。中高一貫
校では、帰国生の英語力や異文化体験を重視して受け入れ、６年間かけてじっくり育てようと
いう方針の学校もあります。受験対策が準備できていない場合は、このような学校を選ぶとよ
いでしょう。

≪中学生の場合≫ 
　住所地の公立中学校であれば、いつでも編入できます。しかし、お子さんが馴染める環境が
あるかどうかを事前に調べることが大切です。茨城、栃木、千葉、東京、神奈川、富山、長野、
静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の一部の市区には、帰国生受け入れ校があります。

　一方、国私立中学校では、編入受け入れ時期が年２〜３回（４月、９月、１月）と限られている
学校も目立ちます。各校の編入受け入れ時期に合わせて帰国できない場合には、公立中学校
に編入しなければなりません。もちろん、随時受け入れる学校もあります。

　中高一貫校や中等教育学校の場合は３年生での受け入れもありますが、そうでない場合もあ
ります。また、高校の履修内容を先取り学習している学校もあり、３年生への編入試験でも高
校１年生相当の問題が課されることもあります。編入試験がどのような範囲から出題されるの
かを確認することも必要です。また、中高一貫校や中等教育学校では高校１年生に当たる４年
生からの編入ができない学校もあります。

　高校に進学する場合には、必ず入学試験が課され、国語、数学、英語、社会、理科の５教科
の受験が必要です。帰国生入試では、国語、数学、英語の３教科という学校が多いですが、５
教科が課される高校もあります。このため、進学校の入学試験での合格ということを考えると、
海外で受験対策をすることに不安を感じ、早めに帰国される方もおられます。

　また、現地校の９年生を修了していないと、ほとんどの公立高校や一部の私立高校では入学
が認められません。９年生修了前に高校に入学をする場合には、遅くとも中３の冬休み前に帰
国して、公立中学校に編入し、卒業する必要があります。私立高校の場合には、９年生修了前
でも入試に合格すれば入学できる学校が目立ちます。

≪高校生の場合≫ 
　帰国生の編入を実施する高校は決して多くはなく、定員に欠員が生じた場合のみ行われるの
が一般的です。また、編入受け入れ時期も４月、９月、１月などに限る高校も目立ちます。また、
編入できる学年も２年生までという高校が多く、３年生に編入できる高校はわずかです。

　編入するためには入試が課されます。入試は編入時期の２か月ほど前に実施する学校が多
いので、３か月ほど前には受験校を決定し、出願せねばなりません。急に帰国が決まり、帰国
までの期間が短い場合には、入試や出願の時期を逸してしまうこともあります。もちろん、随時
受け入れる学校もあります。

　編入試験の出題教科は高校によって異なりますが、国語、数学、英語の３教科が目立ちま
す。国語には古文や漢文も含まれ、理科(物理、化学、生物など)や地歴公民(日本史・世界史・
政治経済など)が課されることもあります。出題範囲は編入する高校の進度によって異なりま
す。編入後に授業についていけるかどうかを確認するために、直近に実施された定期テストが
入試問題として使われることもあります。数学は高校によっては進度が異なり、例えば、１年生
に編入する場合でも２年生の履修科目が課される場合もあります。

　このように高校生が帰国する場合には、帰国予定時期の志望校の編入実施の有無、学年、
入試日や出願期間、入試科目や出題範囲などを早めに確認する必要があります。志望校が帰
国のタイミングで編入を行わないことも踏まえ、多めに選定しておきましょう。

　なお、日本の高校では、履修したすべての科目の単位を取得しないと卒業できません。また、日本の
高校に編入すると、ほとんどの国公立大と早稲田大、慶應義塾大など一部の私立大は、帰国生入試で
受験できません。また、１年生で編入した場合には、帰国生入試で受験できる大学が少なくなります。

Q. 帰国生入試のための対策を教えてください。 
A.　できるだけ早く受験予定校を決定し、各校の入試教科や出題傾向に合わせた学習をするこ
とが大切です。帰国生中学入試では、国語と算数の２教科を課す学校が主流ですが、英語も課
すという学校が増えています。また、社会や理科も加えた４教科を課す学校や作文を課す学校も
あります。また、帰国生高校入試では、国語、数学、英語の３教科を課す学校が多いのですが、
社会や理科を加えた５教科を課す学校や作文または小論文を課す学校もあります。また、ほとん
どの学校で面接を課します。

　国語、数学・算数、英語の３教科は、多くの学校で課されますので、教科書の学習に加え、入
試問題集を使って問題を解く練習を積むことが大切です。社会や理科は、入試教科ではないと
しても、教科書での学習はしておきたいです。以下に、国語、数学・算数、英語の学習方法につ
いてご説明します。

　国語は、課題文が入試で初めて読む文章であることが多いので、日頃から幅広いジャンルの
文章を読むことをお勧めします。小説は読み慣れていても、論説文や随筆は読み取れないという
こともありますし、苦手意識のある歴史小説や古典も学習しておきましょう。古典は難問が少ない
ため、得点しやすいともいえます。また、ことわざ、慣用句、四字熟語、文学史などは、覚えれば得
点を稼げますので予め練習しておきましょう。

　数学・算数は、問題を早く解けるようにする練習が必要です。計算も日頃から計算機に頼らず
学習を進めましょう。計算問題の途中式を書き込むことや証明問題の日本語での説明も大切で
す。中高一貫校や進学校では、当該学年より先の学年の履修内容が出題されていることもありま
す。過去の入試問題を入手して練習を積んでおきましょう。

　英語は、英会話が問題なくできても、入試で得点できるとは限りません。日本の受験英語は、
相変わらず文法重視の出題が目立ちます。現地で普通に使っている言い回しでは不正解になる
こともあります。また、英語といえども、和文英訳や英文和訳もあり、日本語での学習も必要で
す。なお、中学入試でも英語を課す学校はあります。中学・高校ともに、日本式の英語ではなく、
TOEFL形式で出題する学校もあります。この場合には、現地校での英語の学習が対策に直結し
ます。

　入試において安定した得点力を身につけるためには、問題演習を繰り返すことが大切です。ま
た、時間内にスピーディーに問題を解く練習を積むことも必要です。模擬試験は海外では受験機
会が少ないですが、一時帰国の際に受験するとよいでしょう。

Q. 帰国生の公立高校入試は国内生とどう違うのですか。 
A.　公立高校では、調査書（中学校の成績など）と学力検査（国語、数学、社会、理科、英語）
を総合的に評価して入学者が選抜されます。ただし、帰国生への対応は都道府県によって様々
です。

　まず、次の１３の都府県（福島、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重、京都、大阪、兵庫、奈
良、岡山、福岡）では帰国生受け入れ高校を特定校に定めているので、それら以外の高校では特
別な配慮はないといえます。その他の３４道県ではすべての高校において特別な配慮がされるこ
とになっています。ただし、入試での負担軽減がほとんどで、入学後のサポートはあまり期待で
きません。全国で帰国生が１０人以上いる公立高校は３０校ほどですし、ほとんどの高校では帰
国生がいないとか在籍したことがないというのが実態だからです。

　一方、帰国生在籍数の多い高校では、ある程度のサポートは期待できそうです。ちなみに帰国
生在籍数が２０人以上の公立高校は次の通りです。東京都立：国際、三田、竹早、日野台、神奈
川県立:横浜国際、神奈川総合、新城、鶴嶺、横浜市立:東、愛知県立:千種、豊田西、刈谷北、大
阪府立:住吉、千里、神戸市立：葺合

　次に、入試の教科数に目を向けると５教科が２４道県、３教科が１６都府県、２教科が２府県
で、それ以外が５県です。３教科の都府県の多くでは国語、数学、英語が課されますが、長野は
数学、理科、英語の３教科ですし、山梨と熊本では５教科のうち３教科を選択できます。栃木、
群馬、東京、神奈川、新潟、長野、岐阜、三重、奈良、広島、福岡、熊本では学力検査の他に作
文または小論文が課されます。学力検査を課さない４県の内、兵庫は適性検査と小論文・面接、
岡山は面接、福島は日本語または英語の作文と面接、長崎は作文と面接が課されます。また、札
幌市立の高校は英語と適性検査・面接、東京都の９月入学は英語または日本語の作文と面接が
課されます。

　このように公立高校の帰国生入試は都道府県によって様々ですし、仕組みが変わることも多
いので、各々の教育委員会や受験予定校に問い合わせて情報を収集することをお勧めします。

帰国予定の方にとっては、お子さんの帰国後の学校選びは大きな課題の一つです。帰国後
の住所や帰国時期（学年や学期）によって受け入れ校の状況が変わり、在外年数や在外生
活開始年齢などによって、お子さんの日本語力や英語力が国内の子どもたちとも異なりま
すので、それに合わせた学校選びや受験対策が必要になります。ここでは、帰国後の学校
選びをする際によく聞かれる質問について回答します。
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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

２月のイベント 2023年２月１日～２月２８日の間、Eメールにて無料でご相談
をお受けいたします。

Valentine’s Day 
 バレンタインデー

アメリカではバレンタインデーはとても人気ですが、日本とは少しスタイルが違いま
す。一般的に男性が女性にチョコレートや花束、ジュエリーをプレゼントしますが、女性
も男性にチョコレートやバレンタイン用のボクサーショーツやコロンをプレゼントします。
また、小学校でもとても人気のイベントで、バレンタインカードを作りクラスメイトのお
友達にプレゼントします。もしバレンタインのお祝いやお話をしたいなら、こちらが会話
例になります。（太文字の所がよく間違えてしまう言葉です）

Greeting　グリーティング 
A. Happy Valentine's Day!  

　　ハッピーバレンタイン！

B. Happy Valentine's Day to you, too!  Are you doing anything special for it?

　　ハッピーバレンタイン！何か特別なことをしますか？

A. Well, my husband and I will just go to a restaurant for a romantic dinner.

　　そうですね、主人と一緒にレストランでロマンチックな夕食をする予定です。

B.  Oh, how nice!  My husband will be on a business trip…  But I will buy a 　　
　　　necklace for myself.

　   とてもいいですね！私の主人は出張で・・・でもネックレスを自分用に買うわ。

会話
A. Do you celebrate Valentine's Day in Japan?

　　日本ではバレンタインデーのお祝いはしますか？

B. Yes.  Women usually give* chocolate to men.

　　はい。普通は女性が男性にチョコレートあげます。*( 英語で動詞としての　　
　　　  present は使いません。)

A. Really?  Men don't give women anything?  

　　本当ですか？男の人が何かあげるのではないの？

B.  That's right. Men give sweets to women on White Day, which is  
　　　　on March 14th.

　   そうですね、男性が３月１４日のホワイトデーに女性にスイーツを 
              プレゼントします。

子供の学校でのパーティー
A. Are you volunteering for the class Valentine’ s Party?

　　クラスでやるバレンタインデーパーティーのお手伝いをしますか？

B. Yes, I'm going to bring cookies.  How about you?

　　はい。クッキーを持っていきますよ。あなたは？

A. I can't make it, but my daughter will prepare Valentine bags to pass out to 
　　　everyone.

　　私はお手伝いできませんが、クラスのみんなにバレンタインバッグ（お菓子な
　　　  どを詰めた）を娘に持たせるつもりです。

                Hint:  Make sure you buy the cheap, fun Valentine card packs  
                 at the supermarket for your child.

                            子供用にスーパーで売ってるお値打ちで 
                     楽しいバレンタインデーカードパックを買ってください。

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!!

SSttaannddaarrdd  GGoollff     

　某SNSで50年前と現在の違いのコメディー画をみていました。<昔>奥行きの厚いモ
ニターの前に痩せた人ＶＳ<今>薄いモニターの前に太った人。<昔>まっさらな体にド
派手な水着ＶＳ<今>ド派手な体（タトゥー）に地味な水着。<昔>成績の悪い子供を叱
る親ＶＳ<今>子供の悪い成績を学校の先生のせいにする親（子供がニヤりとしてい
る）とてもユーモアがある絵で他にもいっぱいあって楽しいものでした。

　僕が気になったのは上記の一番最後の学校の先生に責任を押し付けるものでした。
勉強、習い事、仕事なんでもそうですが、他人に自分の成長の責任を負わせるのはい
かがなものかと思います。例えば、習い事を時間外で自発的に練習しないと上達しま
せん。するかしないかは個人の自由です。会社経営の場合は営業時間だけ会社のこと
を考えてるだけじゃ会社がもちません。仕事とプライベートを分けなければいけないと
いう意見もありますが、特に若いうちはそんなことしてたら会社がもちません。四六時
中そのことを考えたり工夫してるからプロなんです。覚悟があるのかって話です。時間
以外の何かを犠牲にしているから上達したり、自分が本当にやりたいことができるので
す。だから自分の成長過程を人に任せないで。いくらお金を払っていても。要は自分で
す。世の中そんなあまかないです（笑）

　こんなん言うてますけど、たまに「現実を知れ」とか、この前は「お前は頭が悪い」と
まで言われたことがあります（笑）。あんまり言われるもんじゃないんで話を聞いてあ
げたら全く内容がない理由でした。難しいですね（笑）。大の大人が人に向かって人前
で「お前」って呼ぶのも滅多にないですね。

　なのでゴルフの上達が早い人って定時に仕事を上がって、週末もラウンドしている人で
すね（笑）何かを失っている感じがしますよね！（笑）偶に意識改革みたいな記事を書い
てますが、実際厳しいレッスンプロに習うと意識改革が必ず入ってきます。（笑）という
ことで今月は上から目線で書かせていただきました！

<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７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

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

筆者プロフィール：

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

ミシガン州のみなさん、2023年になりましたが、
楽しく過ごしていらっしゃいますか？　今年は

例年ほど寒くなく、雪も少なくて暖冬ですね。私は冬
に凍った沼の上でポンドスケートをするのが大好きな
ので、このままだと近所の沼が凍らないのでは、と懸
念しています。さて、今月の質問は「KF」さんからいた
だきました。

	 	 　　＊＊＊
＜今月の質問＞　　　
　毎日RSウイルス(RSV）のことがニュースになって
いて心配です。こどもは7か月になりますが、どん
なことをしたらリスクが高まるのか、どんなことは
避けたほうがいいのか、教えていただきたいです。	
よろしくお願いいたします。	 	 　 　		
	 	 　　＊＊＊

　KFさんのおっしゃる通りに、現在、呼吸器系ウイル
スが猛威を振るっていますね。ミシガン小児病院で
も、RSウイルス、インフルエンザウイルス、そして新型
コロナウイルスの感染症患者が増加しており、救急
外来が逼迫しています。これら3種のウイルスの感染
拡大が「トリプルデミック」として日々のニュースでも
報道されています。

　では、ここで質問です。『RSウイルス、インフルエン
ザウイルス、そして新型コロナウイルスの3つのウイル
スのうち、赤ちゃん（特に生後6か月までの乳児）が
感染すると、最も重篤になりやすいのはどれでしょう
か？』　

　→→→	答えは『RSウイルス』です。インフルエンザ
ウイルス、新型コロナウイルスだと思っていた方はい
ませんか？　実はインフルエンザウイルスと新型コロ
ナウイルスは、乳児に罹患しても、重症に陥ることは
まずなく、ほとんどが自然に治ります。また、インフル
エンザはタミフル（抗インフルエンザ薬)を飲まない
と治らない、と誤解している日本人のご家族にしばし
ば出会います。このような間違った認識が広まってい
るのは世界でも日本くらいでしょう。実は、ほとんど
のインフルエンザは自然に治るため、タミフルは必要
ありません。日本では、本来必要のない人たちにタミ
フルを過剰処方した結果、世界のタミフルの80％が
日本国内のみで販売消費されています。逆に、日本
以外の国では、インフルエンザウイルスがタミフルに
耐性を獲得することを懸念して、気管支喘息、心臓病
などの持病がある人やリスクが高い高齢者のみに投
与されています。

　話が横に逸れたので元に戻りますが、幼い赤
ちゃんがいるご家庭にとっては、インフルエンザウイ
ルスや新型コロナウイルスよりも、RSウイルスに警
戒が必要です。RSウイルスは、生後1歳までには半数
以上が、そして2歳までにはほぼ100％が一度はかか
る、ありふれた風邪ウイルスのひとつです。症状も風
邪と変わりなく、「発熱」「せき」「鼻水」を呈して、多
くが自然に治ります。ところが、最初にかかる時期が
重要で、乳児期（特に生後6か月以内）にこのRSウイ
ルスにかかってしまうと、ひどい咳を起こして呼吸が
苦しくなり、ゼーゼーが始まって、細気管支炎や肺炎
を起こして入院が必要になったり、さらに生後1-2か
月以内では突然息が止まってしまう「無呼吸発作」を
起こす恐れがあるのです。年長のこどもや大人が再
感染した場合は、軽い咳や鼻水程度で済んでしまう
ことが多く、気づかぬうちに乳児に感染させてしまう
かもしれません。なんとなく元気がない、ミルクの飲
み方が少ないなど、ちょっとした変化が赤ちゃんのRS
ウイルス感染の最初のサインである場合があります。
幼い赤ちゃんがいるご家庭は、気になる症状があれ
ば、かかりつけ医に相談してください。

　先日、日本で放送されていたドラマ「PICU(小児集
中治療室)」の第4話は、吉沢亮演じる“しこちゃん先
生”が、RSウイルスに感染して無呼吸発作を起こし
た生後7日目の赤ちゃんを救うお話でした。このよう
に、「RSウイルスはごくありふれた風邪ウイルスだけ
ど、乳児期（特に生後6か月以内）にかかると注意が
必要」です。インフルエンザウイルスや新型コロナウ
イルスと異なり、RSウイルスには予防するためのワク
チンがありません。また、一度かかっても、体内に抗
体が長く保有できないため、何度でもかかります。RS
ウイルスは、くしゃみや咳などによる飛沫感染、ある
いは手指などを介した接触感染によって他人に感染
するので、以下のような基本的な感染防止策で予防
しましょう。

・こまめに流水と石けんで手洗いをしましょう。

※	意外かもしれませんが、日本でよく指導されて
いる「うがい」は日本以外の国ではほとんど習慣
がなく、その医学的効果は疑問視されています。	
我が家でもこどもたちには手洗いはさせても、うが
いはさせていません。

・感冒症状がある場合は、乳児がいるご家庭に接
することを控えましょう。

Vol. 1９：RSウイルス(RSV）について

・咳がある際にはマスクを着用しましょう。	
（注：2歳未満のお子さんには、マスク着用はお勧			
めできません。息が苦しくなります）

・RSウイルスはアルコールで失活します。こどもが
日常的に触れるおもちゃや家の手すりなどをこま
めにアルコール消毒剤で消毒するのもよいでしょ
う。アルコール製剤による手指消毒も有効です。

　KFさんのお子さんはすでに生後7か月なので、RS
ウイルスにかかっても自然に回復する可能性が高い
と思いますが、気をつけることに越したことはありま
せん。以上のような感染防止策を取りつつ、無事に
冬を乗り切ってくださいね。

　日米の小児科、医療、育児関連のどんなささいな
質問や疑問も紙面でお答えします。質問をぜひ以下
のようにメールで送ってください。質問が採用された
方にはアマゾンeGift	Cardをメールでプレゼントいた
します。個別へのメール回答は原則として控えさせて
いただきます。

宛先：jncfaceoff@aol.com

メール件名：「Dr.	K相談室」

メール本文：お名前と質問したい内容をご記入くだ
さい。質問が採用された当選者は紙面で質問と一緒
にお名前を発表します。匿名希望の方は「匿名希望」
「イニシャル」「ペンネーム」のいずれかを記入してく
ださい。

　

　ではみなさん、また来月に紙面でお会いしましょう。

◆　Dr. Kへの育児に関する質問はこちらまで ◆	
Email	宛先：	jncfaceoff@aol.com	
メール件名：	「Dr.K	相談室」メール本文：	お名前と質問したい内容をご記入ください。質問が採用
された当選者は紙面で質問と一緒にお名前を発表します。匿名希望の方は「匿名希望」「イニシャル」
「ペンネーム」のいずれかを記入してください。採用された方には、アマゾンのeGift	Cardをメールでプ
レゼントいたします。
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■ 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   
l inguasci@aol .com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／＄２５
・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（カード支払）２５日（カード支払）

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

■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 
 

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

セミナー

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

クラス・稽古

■JSDウィメンズクラブ合唱団　団員募集

1991年より活動している女声合唱団トリリア 
ムです。一緒に楽しく歌いましょう！
いつでも見学お待ちしております。

　　　jsdwc.trillium@gmail.com........................................................................................................................................................................................

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、マジックストレートパーマ 
♢ 女性・男性 トータルヘア（各種パーマ・カラーリングも）  

 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

◆ Hair cut price:
     Woman $35   ・   Men $25 ( Free shampoo )

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

■ ソーシャルセキュリティー＆リタイヤメント
日米資産計画と介護保険　無料セミナー　

【老後は日本？アメリカですか？どちらも可能
なリタイヤメント計画を立てましょう!】
場所：Novi図書館  
45255 W. 10 Mile Rd. ,  Novi ,  MI 48375
日時： 2月25日（土）
○午前の部
１部【ソーシャルセキュリティ】10:30-11:30am
２部【資産計画と介護保険】　12:15-13:15pm
○ 午後の部
１部【ソーシャルセキュリティ】14:00-15:00pm                          
２部【資産計画と介護保険】15:45-16:45pm

日時： 2月26日（日）
１部【ソーシャルセキュリティ】12:30-13:30pm
２部【資産計画と介護保険】 14:15-15:15pm

１部： ソーシャルセキュリティ制度を正しく理解し
                    最大限に受給しましょう。

日本の年金と米国の年金、両方受給可能？
夫婦の受給、いつから始める？

２部： 健康と富！両方欲しい！
日米の老後の資産計画、貯蓄と介護保険
アメリカでも介護保険加入が義務化？　

National Association of Registered Social 
Security Analyst　
LIC:　OH62600（講師）堤さとこ　　　
Financial Planning & Education Service

お申込みはEメールにお名前、ご希望の日時、 
お電話番号をご記入の上、ご連絡ください。 
人数に限りがあります。お申し込みはお早めに。
1部、2部を3回ずつ開催します。片方だけでも
ご参加可能です。
Email:　nihongoSSseminar@gmail.com

714－269－8892
........................................................................................................................................................................................
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  引越作業スタッフ募集！ 

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

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

WE'RE HIRING

場所： Recreation Center at Hillside Middle School

700 W. Baseline Rd.

Northville, MI 48167

時間： 毎週土曜日

5pm－6pm

会費： $40/month

生徒年齢： 5歳以上

（大人参加も歓迎）

服装： Ｔシャツとスウエットパンツ

武道着は教室で購入頂けます。

内容： 礼儀、掃除、立ち方、基本の動き、

型を習います。

連絡先： keitokanyoneda@gmail.comまたは

携帯/Text 248-495-2238 (米田 Yoneda)

Budo Class for Youth and Adults

糸東館国際武道連盟の日本
人が教えます。

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

文＆写真　by ヤマトノオロチ

　シカゴ―。アメリカ中西部の最大の
街、全米ではニューヨーク、ロスに続き
３番目に大きい。メトロ・デトロイトエ
リアからも車で約４時間半、飛行機で
は１時間、と訪れるには絶好の大都市。
12月のクリスマスに訪れた時には中西
部を襲った大寒波と吹雪に遭ったが、
この街とブリューワリーの魅力をお伝え
する。

　シカゴ滞在には大手日本食料品店周
辺の郊外に宿泊するか、シカゴダウンタ
ウンに宿泊するかで、利便性に大きな
差が出る。観て回る、という意味ではダ
ウンタウンへの滞在をお勧めする。シカ
ゴダウンタウンは「ループ」と呼ばれる
地域で、ここから徒歩やMetra,  CTA、
バスを使うとほぼ30分内で美術館、
水族館、博物館、Navi Pier等の施設に 
アクセスできる。

　シカゴ美術館。モネ、スーラ、モディリ
アーニ、カイユボット、ルノアール、そし
てゴッホ。絵画美術史を彩る巨匠の作
品を目の当たりにできる。建物は1893
年開催の万博時に建てられたので、今
年で130周年を迎える。入り口から下層
へ進んでいくとAsia Sectionが広がる。
建築家・安藤忠雄がデザインしたAndo 
Galleryは対の六画屏風が闇夜の竹林
を模したかのような空間に光り輝く。館
内全てが美術作品の宝庫で、美術の教
科書を自らの目で確かめることができ
る心豊かな時間を過ごせる場所だ。

　ファミリー向けには「ハンズ・オン」
で科学の不思議さを楽しめるMuseum 
of Science and Industrial がおススメ。
ダウンタウンよりも南に下がったところ
にある。科学、文化、歴史等を包括す
る博物館。一度入ったらそのとりこに

なる「A Mirror Maze」
は家 族 で 楽しめる。ま
た、圧巻 は 地下にある
「 U 5 0 5」の 実 物 の 展
示。第二次大戦時にアメ
リカが捕獲したドイツの
潜水艦は歴史以上のも
のを感じさせる。

　 シカゴのブリューワ
リーと言えば、G o o s e 
Island Brewery。1988年
に設立され、現在は多国
籍飲料会社のAB InBevと
なっている。Goose Island
は、シカゴにある人工の

Goose Island Brewery  
（Clybourn Brewhouse） 

1800 North Clybourn Avenue
Tel. 312-915-0071

https://www.gooseisland.com/　

Reuben ($17)  はビールとの相性も抜群。 
旅の癒しに購入してゆったりホテルで飲むも良し。 

写真左上はミシガンでも購入可能Beer Hug IPA 
島で、名前はそれにちなむ。３つあるブ
リューワリーのうち、Clybournのブリュー
パブはシカゴの中でも大きいショッピン
グエリアにある。バーエリアがフロアーの
中心にあり、その周りにブース席、そして
ショップの奥にもブースがある。Reuben 
sandwich （コーンビーフのサンドイッチ）
をNeon Beer Hug IPA (70. ABV)とともに。
サンドイッチもゴージャスだったが、IPA
もフルーティーだった。雪が横殴りに降り
始めた通りを見ながらWindy Cityの異名
を持つシカゴの雰囲気を味わった。キッ
チンはアペタイザーからサンドイッチ、デ
ザートまでのフルキッチン。

ブリューワリー内のGoose Islandの地図アート                　　　　　　　　　　　　　　　           　  店内の様子

　ホテルの窓から24時間運航している
CTAの車両が走る夜景を眺めながら、
駆 け足で 旅 行するにはもったいない
ほどだ感じた。ミッドウインター、スプ
リングブレークの旅にいかが。

ブリューワリー

いとおしい不夜城の街シカゴ  ――
Goose Island Brewery,  Chicago, IL

私の推し活！！私の推し活！！

　去る2022年１２月１５日、現在NASCARドライバーとして米国で活躍中の尾形明紀氏が東京都渋
谷においてトークショーイベントを開催した。現在はナスカーのメッカ、ノースカロライナ州に在住
で、歴史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ながら、ト
ラックシリーズ、そしてその上のXfiNityシリーズにスポット参戦を続けている。
　2003年、初めてNASCARの下位カテゴリーに参戦。そこから約二十年。昨年2022年シーズンで
は、日本人ドライバーとして（アジア人）初優勝を遂げたのだ。トークイベントでは、快調であった昨
シーズンを振り返るとともに、これまでの米国でのレース人生における軌跡も丁寧に振り返る。アジ
ア人としてアメリカの南部に住み、徐々に現地で受け入れられていくストーリーは、まさに映画のよう
だが、私たちの想像を絶する体験を乗り越えられてきている。笑顔で生き生きと語る尾形氏の言葉
を聞いていると、笑顔のむこうにある強さが感じられ、応援せずにはいられなくなるだろう。昨年参
戦したリミテッドレイトモデルクラスで人気投票NO.1となる 2022DRiveRMOStPOPulAR に選ばれる

ナスカードライバー ナスカードライバー  尾形 明紀氏　 尾形 明紀氏　

など、その人気も止まらない。筆者もまだ本物のレースを目にしたことがないが、ぜひ体験してみた
い。この日のイベントの様子はNASCAR オフィシャルガソリン SuNOCO の日本支社日本サン石
油によりyOutube上公開中とのこと。（検索：NASCARドライバー 尾形 明紀 トークショー 2022） 
ナスカーの魅力だけでなく、尾形氏のお人柄をも存分に知ることができるトークショー、ぜひ見てい
ただきたい。尾形氏の最終目標である最高峰クラス、カップシリーズへの道のりをこれから皆で応援
していきましょう！　(JNC)

https://nipponexpressusa.com/
http://
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デトロイト近郊  人気イベント　
　　   

Community Information
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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

MI  ◆　ミュージカル　Chicago
 　Date:     MARCH 28 - APRIL 2

Tuesday - Saturday at 8:00pm
Sunday Evening at 7:30pm
Saturday and Sunday matinees at 2:00pm

 ミュージカル　ANNIE
　 　Date:     APRIL 25 - 30, 2023

Tuesday - Saturday at 7:30pm
Special Thursday matinee at 12:00pm
Saturday and Sunday matinees at 2:00pm

 ミュージカル　DISNEY'S ALADDIN
 　Date:     MAY 9-14

Tuesday - Saturday at 7:30pm
Sunday Evenings at 6:30pm
Saturday matinee at 2:00pm
Sunday matinee at 1:00pm

　 Place:　Fisher Theatre　
   3011 W. Grand Boulevard Detroit, Michigan 48202  
詳細はこちら：  https://www.broadwayindetroit.com/

●コービー・ラーニング・グループ
“Winter Campaign”

冬季キャンペーン

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

ココーービビーー・・ララーーニニンンググ・・ググルルーーププ  
冬冬期期キキャャンンペペーーンン  

  
 
 
 

 
  

AAEESSLL--KKGG  アアカカデデミミッックク  EESSLL キキンンダダーーガガーーテテンン  月月  44::3300pp..mm..--66::0000pp..mm..  $$9922//月月  

BBEESSLL--PPKK  EESSLLププリリススククーールル準準備備ククララスス（（22--33歳歳））  木木  99::2255aa..mm..--1100::2255aa..mm..  $$9922//月月  

BBEEPP--3355  ビビジジネネスス英英会会話話：：中中上上級級  月月  66::5500pp..mm..--88::2200pp..mm..  $$110055//月月  

BBEEPPII--5566  土土曜曜集集中中英英会会話話：：上上級級  土土  99::3355aa..mm..——1122::0000pp..mm..  $$222255//月月  

CCAAEE--2233BB  日日常常生生活活英英会会話話::  初初中中級級  金金  99::1155aa..mm..--1100::4400aa..mm..  $$110055//月月  

ノバイの語学学校コービーラーニンググループでは以下のクラスで 
受講申し込みで 1月もしくは 2月の開始月の受講料を 20％割引！！ 

まずは無料体験レッスン受講お申込みください。 
ご予約お待ちしております 

ノバイの語学学校コービーラーニンググループでは以下のクラスで
受講申し込みで1月もしくは2月の開始月の受講料を20％割引！！ 

まずは無料体験レッスン受講お申込みください。ご予約お待ちしております。

・茶道、華道、書道など日本文化の紹介
・ミシガン在住日本人女流アーティスト4名の作品展示、 
　デモンストレーション、販売
・琴演奏、マリンバの演奏
・折り紙、生け花、紙すき
・いちご大福の体験
　ワークショップ（人数制限あり）

 3年ぶりの開催！
Date：　Sun, March 5, 2023 Date：　Sun, March 5, 2023       

Place：　デトロイト美術館（DIA)Place：　デトロイト美術館（DIA)
無料イベント（美術館への入館料は必要）

※Oakland, Wayne, MacOMb 郡 住民の方は入館料も無料）
詳細はウェブサイト、 jcd-mi.orgjcd-mi.org      または、 jbsd.org jbsd.org へ

23595 Novi Road, Suite 110  
Novi, MI 48375
(248) 449-8000 
日本語ライン(248)513-4754
Japanese@eastbrookedental.com
www.eastbrookedental.com

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

診診療療時時間間::  

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

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

BRIAN H. ANDRESS, D.D.S.
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~11am
             （電話対応のみ）   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   

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

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

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

