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　例年2月に開催される本デトロイトオー
プン剣道大会は、北米での剣道シーズン
スタートを切るポピュラーな大会となっ
ている。多くの参加者を惹きつける要因
の一つがデトロイト剣道道場を率いる田
川順照範士八段の指導力と北米剣道の
発展に尽力してきた情熱にある。田川先
生は1974年に米国剣道普及のために渡
米、以来米国剣道の普及・発展に貢献し
てきて、現在では世界剣道連盟副会長
の重積を持ちながら、毎週3回行われる
道場での稽古にも欠かさず指導を続け
ている。もう一つの要因が毎回素晴らし
い特別ゲストを日本からお招きすること
で、大会前日の剣道セミナーも魅力の一
つとなっている。

　そんな大会も、2020年の開催直後に
世界中を襲ったコロナ禍で開催できな
くなり、再開を皆が待ち望んでいたが、 
ようやく本年2月19日に第25回大会を持
つことができた。
　振り返ると、北米でも2020年3月から
コロナが猛威を振るい始め、集まっての
稽古もできなくなった。オンライン稽古、
屋外での稽古を経て日本と同様にマス
ク、ソーシャルディスタンス等の対策を入
れての接触の無い稽古に移行し、防具を
つけての稽古、地稽古へと漕ぎつけ、ワ
クチンの普及、コロナの軽症化もあって、
ようやく昨年から小規模な地方大会を
実施できるまでに至った。入場者全員の
検温、マスク着用等の万全の対策を施し
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コロナ禍を乗り越えて コロナ禍を乗り越えて 
恒例のデトロイトオープン剣道大会を開催恒例のデトロイトオープン剣道大会を開催

再会を楽しむ再会を楽しむ

ての大会となった。それでも待ちに待っ
た大会に全米各地、カナダから３５０名
を超える剣士が集い久々の再会を喜ん
だ。今大会の特別ゲストには、剣道の強
豪高校で、数々の名選手を輩出している
九州学院剣道部監督、剣道教士八段の
米田敏郎先生にお出で頂いた。全米剣
道連盟からも会長の前田忍教士七段、
副会長のBrandon原田教士七段らをお
招きした。剣道界以外からはデトロイト
総領事の進藤ご夫妻、デトロイト商工会
長の佐々木氏をお招きした。
　例年と同様に、大会の前日の18日に
は、特別ゲストによるセミナー、四段ま
での昇段・昇級試験が行われ、翌19日

（日）に早朝から夕方までトーナメント
が実施された。今回は幸いにも天候に恵
まれ、厳しい寒さのない大会を迎えるこ
とができた。

　18日の米田先生のセミナーを心待ち
にしていた剣士約３00名が参加、貴重な
機会を活かそうと真剣さと熱気に溢れて
いた。セミナー前半では基本を中心とし
た内容の稽古をご指導いただいた。手の
内に始まり、足さばき、踏み込み法など、
改めて基本の大切さを学び、その深さを
思い知らされた。もちろん参加剣士のレ
ベルに応じて理解できる程度も違うが、
各自が貴重なアドバイスを聞き逃すまい

去る2023年2月１９日、ミシガン州バーミンガム市シーホーム高校において、第25回デトロイトオー
プン剣道大会が開催された。毎年恒例となっていた同大会も2020年大会後は、コロナ禍で開催
を見送っていたが、今回三年越しの開催となり全米から集まった剣士たちは、喜びの再会を果た
した。こちらでは、デトロイト剣道道場からの本大会のレポートを紹介する。

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

家具付 ＆ 家具なし  
長期 ＆ 短期
1,2,3 ベッドルームアパート

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

www.riveroakswest.com

43355 Cliffside Ct.,
Novi, MI 48375

Tel: 248-348-7870

と真剣に聞き入っていた。基本の全ての
要素について分り易く説明を頂いたが、短
いセミナーの中では習得には至らず、今後
の稽古で意識し改善して行くようにという
お言葉を頂いた。その後防具を付けての
稽古に移り、参加した剣士はセミナー後
の段・級位審査や翌日の大会に米田先生
より学んだ事を少しでも活かそうと皆大
きな声で真剣に励み、汗を流した。
　セミナー終盤では米田先生が子供た
ちの打ち込みを受け、その後、七段の先
生方との模範稽古を行い、最後まで学び
の連続でセミナーが締めくくられた。

　前日の興奮の余韻を持って、19日の早
朝から大会が始まった。日本、カナダ、ア

メリカ、の国歌斉唱に続き、田川先生の
開会の挨拶があった。その中で、本大会
がアメリカでの剣道活動の復活の大事
な一歩であると力強く宣言された。それ
から進藤総領事、佐々木デトロイト商工
会長の来賓挨拶、選手宣誓、ルール説明
と続き、デトロイト剣士による日本剣道
形が披露された。その後審判会議を経
て、いよいよ大会が始まった。350名を
超える剣士が六つのコートで熱戦を繰り
広げるのを陰で支えたのが父母会や近
隣の大学等のボランティアの皆様で、ひ
と月以上の練習をされた成果で円滑な
大会運営ができた。誌面をお借りして心
から御礼申し上げたい。
　試合は少年（十歳以下）、同（十五

歳以下の無段者）、壮年
（五十歳以上）、女子、
大人（無段者）、初段、二
段、三段、四段、五段以
上、少年団体（十歳以下、
十五歳以下）、大人団体
の部に分かれて行われ
た。最初から各コートで
熱戦が繰り広げられ、自
分の道場を応援したり、

久しぶりに再会した他の道場を応援した
りと、皆思い思いに楽しんでいた。田川先
生のモットーの一つである『剣道をしてい
るものは皆大きな家族』という思いが浸
透しており、「交剣知愛」の精神のもと、
真剣な気迫のこもった試合が終わった後
に対戦者同士が日本語で『ありがとうご
ざいました』と挨拶して握手をする微笑
ましい光景があちこちで見られた。大会
のクライマックスは大人の部の団体戦、
五段以上の部の個人戦の決勝で、すで
に自分の試合を終えた参加者が熱い声

援を送る中、団体戦：ニューヨーク剣心
会チーム、個人五段以上：デトロイト剣
道道場吉川弘剛（五段）が栄冠を手にし
た。
　最後に表彰式が行われ、九州学院剣
道部監督の米田先生の講評で大会の幕
を閉じた。その後は特別ゲストの米田先
生や田川先生らと記念写真の撮影や他
道場の人たちとの別れを惜しむ人たち、
皆が笑顔で和やかなひと時を過ごして
散会となった。また来年会えることを楽
（ 寄稿：デトロイト剣道道場　小方哲夫　 
　　　　　　　　　写真：デトロイト剣道道場提供 ）

左）日本からの特別ゲスト、九州学院剣道部監督、剣道教士八段の米田敏郎氏　（中央・右）大会、五段以上の部個人 優勝は、デトロイト剣道道場吉川弘剛氏（五段）。左から米田氏、吉川氏・田川氏・小水氏　

熱気溢れる大会が無事終わり、子ども・大人剣士、ボランティアの皆と笑顔の一枚。

田川先生の大会前の熱意が伝わる練習風景。

https://www.riveroakswest.com


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
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挙
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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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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

　近江米として知られる品質の高い米の
産地である滋賀県。琵琶湖を取り囲む
山々を水源とする良質な地下水や伏流水
にも恵まれていることから、昔から酒づく
りも盛んに行われてきた。

　いまも琵琶湖を取り囲むように３０以
上の蔵元が点在し、個性豊かな地酒がつ
くられている。この地酒を姉妹州のミシ
ガン州で飲めるようにしようという、滋賀
県酒造組合の強い想いのもと、現在輸出

姉妹都市県 滋賀県　news姉妹都市県 滋賀県　news

プロジェクトが進んでいる。

　2023年1月には関係者がミシガン州を
訪問。ミシガン州で最大手の酒のディスト
リビューター（卸売業者）と商談を行い、
輸出に向けて大きな一歩を踏み出した。

　さらに、日本人の多いノバイ市やア
ナーバー市を中心にレストランや食料品
店など10店舗をまわり、近江の地酒のプ
ロモーションを行い、オーナーやバーの 

ミシガン州姉妹都市県-滋賀県 ミシガン州姉妹都市県-滋賀県   「ミシガン州に滋賀の地酒を」輸出プロジェクトが進行中「ミシガン州に滋賀の地酒を」輸出プロジェクトが進行中

マネージャーらは、実際に滋賀の地酒を
味わった。

　試飲した店舗では、「ミシガンにはな
かなか地酒が入ってこないので大変うれ
しい話。入ってくるならぜひ仕入れたい」
「地酒は増やしたいので、喜んで取り扱
わせてもらう」「滋賀県の地酒だけのメ
ニュー表をつくり、そこに姉妹県州のこと
も記載してお客さんに知ってもらえるよう
にするよ」といった前向きな声が上がり、
地元の人々のSAKEに対する期待の高さ
が感じられた。

　滋賀県駐在員としてミシガンに派遣さ
れ、同プロジェクトに力を注ぐ松原氏に話
を伺った。

「輸出に向けて、乗り越えなければなら
ないハードルは、いくつかあります。それ
でも、ミシガン州の皆さんに滋賀の地酒
を味わっていただけるよう、酒蔵の皆さん
と一緒にがんばって、プロジェクトを進め
ていきたいと思っています。もし見かけら
れたらぜひ、お試しください」

　ミシガンで滋賀の地酒が買える、飲め
る日もそう遠くはないようだ。

https://www.takadadentalclinic.com
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ジョブ・フェア　ジョブ・フェア　

　去る2023年1月29日(日)、ミシガン 
州ノバイ市のサバーバン・コレクション・
ショープレイスにおいて、五大湖地区 
JETプログラム・アルムナイ・アソシエー
ション（Great Lakes JET Alumni 
Association: GL-JETAA）主催による
日本語ジョブフェアが開催された。コロ
ナ後、実に三年ぶりに対面式でのジョブ
フェアが再開されたかたちとなった。

　同ジョブフェアは、ミシガン州ヒロ
テック・アメリカ社による協賛、JBSD 
Foundationの助成金を受けて開催され
ており、日本語・文化を理解し、日本へ
の滞在経験などを持った日米の「架け
橋」となるような人材を「カケハシ人財」
として、主にフォーカスとしたユニークな
ジョブフェア。今年は１４社が参加し、そ
れぞれのブースで日英の言語・文化スキ
ルをもった参加者と直接交流をもった。

　当日は大雪の後で足元が悪いなかで
の開催となったが、１００名以上が登録、
そして当日７０名以上が会場に集った。
遠くはイリノイ州やオハイオ州からの参加
者も駆けつけた。

　GL-JETAAメンバーであり、現在フェ
アに参加したアンナ・バーボさんは、「対
面で企業の方 と々直接お会いできること
は、より個人的に話す機会が持てて大
変良かった」と話した。「完全にオンラ
インで応募する形態のジョブフェアは実
感がわかないが、実際に会い、正直な気

持ちを話す機会があることで、今後の自
信にもつながった」と述べた。「他の参加
者とのつながりが結果につながることも
あった」とし、説明会の後数日しか経っ
ていないにもかかわらず、交流した人の
紹介で面接が決まるなど、どの角度から
どのような機会が生まれるかはわからな
いと話す。「このような場が実り多いもの
になることを他の求職者に知ってもらい
たい」と感想を述べた。

　日本に関連する業界で働きたい者に
とって、そこにどのような機会があり、ど
のように自分自身を提示するのが最善か
がわからないことが多い求職者が多い。
主催の五大湖JETAA会長であるアリシ
ア・スミス氏は「このイベントは、人事担
当者や採用担当者と直で話をして、求職
者が自分の興味やスキルに合った潜在
的なキャリアの方向性を理解するのに役
立っていると感じる」と話した。

　進藤雄介在デトロイト日本国総領事
は、「今回のジョブ・フェアに日系企業へ
の就職に関心を持つJET(※)経験者をは
じめとする多くの若者が参加してくれたこ
とを喜ばしく思う」と話し、「私自身会場
で何人かの方とお話をしましたが、皆日
本についての楽しい思い出とともに、引き
続き日本に関わりたいという熱意を語っ
てくれ、とても心強く感じました」とイベン
トの重要性を確信し、イベント主催した
関係者の尽力に感謝の意を述べた。

　また、当日企業側に参加し、全米でも
講演会などを通してこのカケハシ人財の
重要性を説き、自身の経験を活かして学
生と企業をつなげる活動を続けるIkigai 
Connections社の創設者であるKasia
氏は、「今回のジョブ・フェアは、カケハシ
人財とグローバルで活躍している会社が
繋げられる良いイベントだったと思う。カ
ケハシ人財というのは、日英の言語・文化
スキルをキャリアに活かしたいという非
常にニッチな候補者であり、OJTトレー
ニングが含まれている採用のチャンスを
求めている。参加した14社は、カケハシ

人財の大切さを理解できたと感じる」と
イベントの成功に喜びを見せた。

　同イベントに協賛したヒロテックアメリ
カ社理事兼CEOの鵜野克俊氏は、「年
に一度、日本とつながりのある人と企業
が一堂に集うこの会が、更なる発展とと
もに、カケハシ人財のコミュニティーが大
きく育つことを期待している」と成功裏
で終ったこのイベントへの気持ちを述べ
た。来年度のジョブフェアに興味のある企
業、または、本イベントへの問合せは、五大
湖地区JETAAのウェブサイトから問い
合わせを: 

参加企業: 
Activ8, Denso International, English Club, FANUC America, Global Kids Explore LLC., 
Honda Kaihatsu Americas Inc., Hirotec America, Ikigai Connections, Koby Learning 
Group, Plante & Moran PLLC, Quick USA Inc., THK Manufacturing of America Inc., 
Toyota, Ushr Inc., Usui International Corporation

JETAAはJETプログラム※を通して日本滞在を経験したOB/OGメンバーで構成される団体で、
同プログラム経験者や日本語を学ぶ現地の学生、また日本企業就職希望者のために、同イベント
を開催している。（※JETプログラムとは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」(The Japan 
Exchange and Teaching Programme)の略称で、地方自治体が総務省、外務省、文部科学省お
よび一般財団法人自治体国際化協会(CLAIR)の協力の下に実施されているプログラム。参加者は
日本の中学や高校に英語教師サポートや文化交流他を目的に数年間、日本各地に派遣され活動を
行なう- jetprogramme.org）

ひのきバイリンガル教育振興財団（ひのき財団）ひのきバイリンガル教育振興財団（ひのき財団）

島根大学生の訪問、現地の学校と交流島根大学生の訪問、現地の学校と交流

三年ぶりに対面で開催三年ぶりに対面で開催

　今年３月、日英のバイリンガルおよ
びバイカルチュラル教育向上の推進を
図るひのき財団の取り組みのひとつとし
て、現地でバイリンガル教育を進めるデ
トロイトおよびリボニア学区を島根大学
の学生１３名が訪問する。

　一団は３月３日より、リボニア学区
のにじいろ小学 校（K- 6 t h）の教育
システムを見学。続いて６日には、デ
トロイト学区のForeign Language 
Immersion and Cultural Studies 
School (FLICS)(K-8th）を同様に見学
予定。

　にじいろ小学校とFLICSは、どちら
も日本語イマージョンプログラムを採用
している公立学校のバイリンガル育成
学校だ。未習得の言語を身につける学
習方法のひとつとして日々の授業をす
べて(もしくは大部分)をその言語（この
場合は日本語）にて提供する学習方法
を採用していることから、没入型あるい
は、イマージョンプログラムと呼ばれて
いる。島根大学の学生を招き、アメリカ

の学校システムにおいて、生徒と教師が
どのように多言語を学ぶのか、そしてカ
リキュラムや言語学についても学習、体
験できるスケジュールとなっていて、現
地の人たちとの交流を通して彼らには英
語学習の機会も組み込まれている。

　ひのき財団はこれらの学校体験交流
を「Kids & College Students」とし
て、ミシガン州においての日本語学習環
境をより豊かにするため、さまざまな支
援を企画・提供する。

　また、訪問中には日本語を学ぶ学生
がいる家庭でのホームステイもあり、
お互いの言語習得を促進。また、来た
る３月５日には「ひのき会」という日本
文化交流イベント（一般の参加も可！）
も開催される。ミシガン大学にて、ミシ
ガン日本語クイズボウル（日本語クイズ
大会）とともに開催予定。ひのき財団の
プレジデント、アンドリュー・ギルマン
氏は、「このような機会は大変貴重で
す。地元の小中の子どもたちも日本人
学生との交流を楽しみにしいます。日本

Great Lakes JETAA Website 
http://www.greatlakesjetaa.org

（左）同イベントを企画した、GL-JETAAの
メンバーのみなさん。

文化・言語を学習する大きなモチベー
ションとなるイベントになることと思い
ます」
ひのき財団： 
https://www.hinokifoundation.org

にじいろ小学校： 
https://www.livoniapublicschools.
org/Page/41

デトロイトFLICS： 
https://www.detroitk12.org/FLICS

https://www.hinokifoundation.org
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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。。

春近しも揺れ動く混乱の世界　

喧喧諤諤
  “ケンケンガクガク”（第240回）

By　小久保陽三
Premia Partners, LLC

小の月でも一番短い２月があっという間に過ぎて３月弥生となりました。南北に長い日本
では３月と言えば、南から順に各地の梅、桃、桜へと春の花々の開花情報、見頃情報

が伝えられて「春近し」のムードを直接、間接に感じられますが、雪の降る日もある当地ミシ
ガンではまだまだですね。それでも、積もった雪が根雪にならず大方は１日でとけて、地面か
ら早咲きのクロッカスや水仙の芽が伸びているのを目にすると気分が弾みます。毎年のこと
ですが、自然の力、逞しさには畏敬の念を覚えます。ともすると忘れがちな人間に比べて、自
然の力は本当に偉大です。その自然を汚し、破壊し続けている現人類はホモ・サピエンスと
分類され地球上で一番賢いはずなのに逆に愚かで最悪の動物、最大のリスクになっている
と思うと恥ずかしい思いがします。

　誰かのインスタかブログのコメントで見ましたが、半世紀近く前にフロンガスがオゾン層を破
壊して地上向け紫外線の過剰放射で地球上の全ての生物の生命を脅かすと分かった時には
文字通り全世界が一致協力して１９８７年に採択されその後５回の改訂を経て現在に至るモン
トリオール議定書でフロンガスの使用禁止・規制、代替品開発・使用に舵を切ったお陰でオ
ゾン層破壊が減速し、オゾンホールが小さくなった好結果に繋がりました。それと同じことが
なぜ二酸化炭素排出抑制、地球温暖化防止でできないのか？ という投げかけでしたが、全く
同感です。両者で大きく異なる点は、二酸化炭素排出量が多く率先してリーダーとなるべき経
済大国のロシア、中国、インドなどが前向き、積極的でなく米国や日本、その他中規模排出量
の多数国がいくら抑制努力しても効果が限定的で即効性が小さいということです。国民総人
口が多く、再生可能エネルギー、二酸化炭素発生・排出量ゼロか極小の代替エネルギーでは
高価過ぎて一般生活には使えず、いまだに薪や石炭、廃油などを日々の暮らしの火力、熱源の
主力として使っている国々ではやりたくてもやれない、もっと安価な代替エネルギー開発やそ
の分野の先進国からの援助がなければ実現不可能です。温暖化を促進している石油・石化
製品や低品質・安価な石炭の生産・販売で富を得ているメーカー、投資家、富裕層の人たち
が改心して自利他責の責任逃れをやめて協力してもらわねば夢物語で終わります。

　結果として、以前の本欄でも書きましたが、今すぐにでも全世界が一致協力して温暖化防
止に大きく舵を切らねば手遅れとなり元に戻れなくなる復帰不能点（Point of No Return）
を既に過ぎてしまっているかもしれない現在も人類は環境破壊、地球破滅への道をひた走っ
ています。既に人生時計が午後１１時を過ぎており余生が残り少ない私のような年寄りはど
ちらに転んでも大差ないですが、これから人生を謳歌するはずの今の若年層や次世代の子ど

もや孫たちに大きな苦難と負の財産を残すことになります。今は規制厳格化に逡巡、躊躇して
いる大国の強い決意と責任感、リーダーシップが求められています。

　では、前回飛ばしたスポーツの話題を少 。々

　目下最大の関心事は今月８日から始まるWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でしょ
うか？ 野球ファンはもちろん、ファンでなくても、常に話題となり注目を集める日本の人間国
宝的二刀流大谷選手、ダルビッシュ投手他メジャーリーガーも多数参加する今大会は米国、
韓国、ドミニカ共和国、プエルトリコ、ベネズエラ、メキシコなど優勝候補、有力国がかなり本
気で参加します。直近のニュースで日本代表に選ばれていたシカゴカブスの鈴木誠也選手が
打撃練習中の脇腹の張りで大事を取って不参加になったのがちょっと残念ですが、代替選手
も含めて他のメンバーで２００９年以来の優勝を目指して欲しいですね。但し、レギュラーシー
ズン前にケガだけはしないように気をつけてもらいたいです。

　その他にもNBA、NHL、カレッジ・バスケットボールなどプレーオフに入るスポーツの
ファンには申し訳ないですが、ここから本題に移ります。

　今回のテーマは「春近しも揺れ動く混乱の世界」です。

　短い２月中でも米国内外で色々な出来事がありましたが、国外の大きなニュースとしては先
月６日に起きたトルコ・シリア地震と直近の余震でトルコだけでもアパート６０万棟以上、商
業施設５万棟以上、犠牲者が５万人以上出たことです。建物自体が不法・不良建造物で多
数階のアパートが簡単に層崩壊（いわゆるパンケーキ崩壊）していたずらに犠牲者を増やした
ケースもあり、建造に関与した関係者が１８０人以上検挙されたと報道されていましたが、犯
人探し、検挙しても犠牲者は戻ってきません。関連ニュースによれば、トルコに２０年以上も
住んでいる日本の建設会社共同体のトルコ代表の日本人の方が震源地であるカフラマンマラ
シュを昨年１２月に訪問した際に近辺の活断層が割れ始めていることから推測して次は同地
が危ないと予想していたとのことですが、同氏の談話ではトルコ国内の建設業の構造的問題
で建築確認申請未提出、施工管理会社にも未連絡、エンジニアがろくにいない状態で作業
がどんどん進んでしまい、国内２１００万棟の建物の内なんと６０％が無許可、無届けの状況
で被害を更に大きくしてしまったようです。政府も税金さえ払えば安全基準を満たさない建
物でも使用許可を与える生ぬるい恩赦制度があるとのことで、自然災害だけでなく、人的災
害の部分もかなり大きいと言えます。

https://medicine.umich.edu/dept/jfhp/japanese-family-health-program
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www.oneworldmarketinc.comwww.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017Clawson, MI 48017

日本食品 ・鮮魚・寿司バー・ 野菜日本食品 ・鮮魚・寿司バー・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

月～土　：  9am～8pm
　日　　：10am～8pm

電話： 248-585-2314 
グロッサリー： 
 月～土 :10am-7:30pm  日 : 11am-7:30pm

寿司バー： 

www.noblefish.comwww.noblefish.com
●　オンライン注文 ： 10am-6pm @ 

●　店頭での注文 ： 10am-6pm
●　●　電話注文： 10am-2pm  電話注文： 10am-2pm  
　（　（大皿や寿司パーティートレーの注文は前日まで）大皿や寿司パーティートレーの注文は前日まで）

電話： 248-585-2314 

www.noblefish.com

月～土：  10am - 8pm
日：        11am - 7：30pm

月～土：  9am - 8pm
日：      10am - 8pm

www.oneworldmarketinc.com

42705-B Grand River Ave.
Novi, MI 48375

ワンワールド マーケット
45 E 14 Mile Rd .
Clawson, MI 48017

・ 日本食品    ・ 鮮魚
・ 寿司バー    ・ 野菜

ノーブル フィッシュ

電話： 248-374-0844

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。

　地震国であり日常的に大小の地震を経験している日本は地震対策が世界で一番進んでい
ると言われていますが、いつどこで起こるか正確な予想ができない以上、決して気を緩めず警
戒を怠ってはいけないと改めて思います。

　欧州ウクライナに目を移すと先月２４日で事前警告や宣戦布告もないまま始まったロシア
軍侵攻後１年が経過しました。当初はどちらが勝つにしても誰もこれ程長引くとは予想しな
かったと思いますが、米国とNATO加盟国及び西側自由民主主義諸国の迅速な結束支援を
受けて国の独立・主権、自由と民主主義、存在そのものを死守しようと政府も軍も国民も一
体となって抵抗したウクライナと侵攻・占拠が短期間で完了すると安易に考えていた節のある
プーチン大統領率いるロシア側の杜撰な対敵情報入手・分析・戦略・侵攻計画の不備とい
う両面の理由でここまで長引いています。トルコやベラルーシ、直近では中国などの第三国が
停戦交渉仲介申し出や停戦案提案をしていますが、基本的にウクライナ側はロシア側が侵攻
をやめて（先の侵攻で占拠したクリミア地区を含めて）侵攻前の国境線外まで撤退しない限
り停戦交渉はあり得ませんし、ロシア側は絶対に負けられないプーチン大統領とその軍部・
政府強硬派側近たちの意地と体面を保つために自ら撤退はできない状況です。

　侵攻１周年直前にバイデン大統領の電撃的ウクライナ初訪問、ゼレンスキー大統領との会
談と記者会見、被災地・被災者訪問、ポーランドでのNATO諸国首脳との結束確認後のウク
ライナ支援強化・継続宣言を通してプーチン大統領への警告と侵攻停止、撤退を促しました
が、同じタイミングで中国の習近平国家主席、共産党総書記がロシア訪問、プーチン大統領
と会談し両国の友好協力関係継続を強調し、輸出制裁措置を受けているロシア産原油やロ
シア製品の輸入継続、ロシアへの原材料、生活物資の輸出支援継続を明示しました。また、
今回明言はしていないものの長引くウクライナ紛争で在庫が減りロシアの国内生産が間に合
わずに貧窮しつつあるロシア軍への直接的な兵器・軍事物資供給支援開始の可能性もあり、
米国、NATO側は警戒を強め、もしそうなった場合の対抗措置、中国への懲罰案検討を進め
ています。本稿作成中の現時点で米国議会でも超党派で聴聞会と対抗措置案審議が実施
される見込みです。

　ウクライナとしてはゼレンスキー大統領が過去に何度も公言しているように、地上戦用の戦
車供与だけでなくロシア領内や国内から民間施設をミサイル攻撃してくるロシア軍に対抗し
て決定的な打撃を与えられる長距離ミサイルや米軍用機F−１６ファルコン戦闘機の供与を強
く要望していますが、米国側は少なくとも今は必要なしと判断しています。英国ではウクライ
ナ空軍パイロット向けに英国製戦闘機の操縦訓練を実施中ですが、米国が躊躇する理由は 
１機数十億もする戦闘機を即席訓練を受けただけのウクライナのパイロットが操縦して未経
験のロシア空軍戦闘機との命懸けの空中戦や対空ミサイルの攻撃を受けた際に間違いなく
かわせるか、防戦できるか？戦闘機を無駄にしないか？が本音であると思います。また、政府
予算として議会承認された多額のウクライナ支援資金も高価な戦闘機供与に使ってしまうと
他の支援に回す資金が枯渇する懸念もあります。

　同時にロシア領内や国内本土に攻撃を受ければ、それが軍事施設目標であっても、今でも
誤情報、偽情報で誘導操作されているロシア国民の強い反感と愛国心高揚を招き、戦術核
兵器使用を含む一層激しい攻撃を受け、第３次世界大戦に向かうきっかけになるのを心配し
て自重を促している軍関係者も多いと思います。

　更に、ウクライナ紛争と同時に米国の軍事力、財力消耗による国力低下を漁夫の利的に歓
迎していると思われる中国は横睨みで台湾侵攻を考えていると日本を含む米国他西側軍部
や軍事専門家の中には実行はIf（もし）ではなくWhen（いつ）の問題だと以前から警告して
いるメンバーもいますが、上述のロシア向け兵器支援や台湾侵攻が実行されたりしたら。そ
れこそ世界中を巻き込む一大事で収拾のつかない大変なことになります。そうならないことを
ひたすら祈るばかりです。

　この点ではもう何度も言われていますが、世界平和維持の目的で設置された国連安全保
障理事会が全く機能していないのが情けない限りです。世界のどこかで紛争が起こりそうな
気配があればそれを事前に回避する手立てを講じ、もし紛争が起こればそれが激化、拡大し
ないように対策を講じて平和維持すべき立場の常任理事国であるロシアが自らウクライナ侵
攻という暴挙に出て、それを非難する国連総会決議や安全保障理事会での侵攻停止勧告な
どに当事者のロシアだけでなく中国も賛成投票せず、何もできない状況で国連の存在意義 

自体が揺らいでいます。ロシアや中国は拒否権があるためどちらか一方が賛成しなければ理
事会全体の賛成合意になりませんので、お互いに非難声明を繰り返すだけで他に手の打ち
ようがありません。世界平和維持という本来の目的を遂行するためには、第２次世界大戦の
遺産である常任理事国の拒否権を否認する方法か常任理事国の資格を剥奪する方法を新た
に、しかも真剣に検討する時期だと思います。

　国外の話だけで長くなりましたが、米国内では一時収まりかけたインフレが１月にまた少し
上昇しましたが、他方では５０万人以上の新規雇用があり、失業率も大きく変わりませんでし
た。現時点では経済アナリスト、大手銀行・金融業者、投資家の大半は景気鈍化を予測して
おり、景気動向に比べてインフレ上昇傾向が改善されない場合はF R B（米国連銀）が近 も々
う一度小幅の金利上げをするのではないかと推測されています。好景気が永久に続くことは
ないので、いつか鈍化、不景気の波が来ます。願わくは、それがいわゆるソフトランディングで
大恐慌、大失業時代にならないことを願います。

　その他の国内ニュースとしては、ミシガン州のお隣オハイオ州のイースト・パレスティンで 
貨物列車の脱線事故があり、積載していた化学薬品の散乱・汚染問題が今も続いています。
汚染土、汚染水の処理だけでなく大気中に飛散・拡散したガス蒸気が上水道に混入して飲
料水に適さなかったり、目や口・鼻から吸い込まれて痛みや呼吸器系の障害を起こすリスク
があったりで、地域住民だけでなく隣接州の近隣住民も不安を拭えず、政府高官やEPAの責
任者が現地に出向き、訪問した家庭の水道水を自分で飲んで見せたり、データ上は安全な
ことを強調していますが、完全には不安を解消し切れていないようです。現地の住民はバイ
デン大統領が同地よりもウクライナやポーランド訪問したのを不満に思い非難していました。
ここぞとばかりに次期大統領選出馬を目指すトランプ前大統領が現地訪問して、実際には何
も効果のある手立てはないものの上辺（うわべ）だけの同情を示しポイントを稼ぎました。全
く悪知恵だけは良く働く嫌な奴です。

　同地で回収した汚染土や汚染水が住民には事前通知なくミシガン州ベルビルにある有
害物質廃棄処理施設に持ち込まれたことが発覚して地域住民が激怒し抗議活動をしていま
す。施設は拙宅から南方にあり距離も近いので、風向きによっては北から近づく低気圧団に
向かって暖かい南風に乗って蒸気化した有毒物質が飛来しないか？出入りする車や人・物に
ついて近所に持ち込まれないか？などと余計な心配をしてしまいます。何事もないことを願い
ます。願い事ばかりですね（笑） 。

　他の注目ニュースとしては、バイデン政権が目玉政策の一つに挙げていた学生ローンの一定
額返済免除・減額政策を一時停止した最高裁で合法か否かの審議が進行中です。トランプ
就務中に任命した３人の判事を含めた過半数保守派は現政権下の教育長官主導で実施され
たこの政策自体が国家予算に大きく影響する重大な事項でパンデミックのピークが過ぎた今
は緊急事態ではなく教育長官として本来の権限を超える越権行為であり議会に諮って審議・
可決した上で実施するのが理にかなっているという見解のようです。バイデン政権としてはこ
の政策はパンデミックの影響で財政的に困窮した（今もしている）ローン利用者の緊急救済が
目的であり、今もまだ残っているパンデミックの影響を軽減する意味でトランプ前政権でも認
められたのと同様に認められるべきだと主張しています。

　この救済政策が否認されるとその影響を受けるローン利用者の数は数千万人に上り、何
と６２歳を超える高齢者だけでも２,６００万人にもなると予想されています。一例としてTV
ニュースで報道されたケースでは、１９７７年に准学士号取得のため約５千ドルのローンを
組んだ退役軍人の人が今年２０２３年時点でもまだほぼ同額のローン返済残高があるとのこと
で、借入金利と手数料の支払いだけで精一杯で借入元金の返済にまで至っていない事実が
浮き彫りになっていました。もっと多額のローンを組んでいる人たちはその比でなく、本人だけ
でなく家族も返済メンバーに巻き込んで親子から孫まで３代続くローン返済をしている家庭も
少なくないとのことで、救済政策がボツになったら悲惨な事態、悲劇のニュースを耳にすること
になります。保守派最高裁判事たちよ、賢い判断と裁定を！！

　他にもジョージア州の２０２０年大統領選挙で不正があった、ドミニオンの投票機械が操
作され正しい投票結果を反映していないと提訴した裁判の関連資料やFOXニュースのマー
ドックオーナー自身のインタビュー記録で、同オーナーや重役陣が同大統領選挙で不正が
あった、無効だと根拠のない主張と訴えを起こしたトランプとその支持グループの言動が事
実でないと知りながら、また悪名高き主力番組のホストたちが内輪のテキスト交信で「嘘っ
ぱち」「信じられない」と批判コメントしながら人気取りと高給確保にために自分の担当番組
ではその嘘と誤情報を拡散していた事実が明らかになり、普通ならFOXグループの信用度を
揺るがす事態になっていますが、直後のアンケートに対する視聴者の反応は「信用度が落ち
る」と予想した人は２０％台で「影響しない」と答えた人が６０％超と常識人には呆れる回答
内容でした。FOXニュースしか見ない、信用しないというカルト宗教を盲信・陶酔するのと同
じような人たちが余りに多過ぎて事実が明らかになってもハッと目覚めて考えを改めようとし
ないのは驚き以外の何物でもありません。残念至極。

　春が近いというのにこの混乱は一体いつまで続くのでしょうか？答えが出ないまま筆を
置きます。

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

　武田鉄矢が扮する織部金次郎（オリキン）は、
プロ転向以後17年一度も優勝経験のないプロゴ
ルファーです。普段は近所の練習場でレッスンを
しながら、補欠枠などを待ってトーナメントに出
場します。試合だと言ってはレッスンを休み、給
料の前借りを頼むので、練習場の脇田社長はオ
リキンをよく思っていません。ちなみに脇田社
長は、太陽にほえろ！の長さん役、下川辰平です。
でもなんだかんだ言いながら、地元のスナック
BIRDIEに集まる商店街の人たちはオリキンを応
援しています。BIRDIEで働く桜子さん（財前直

　やっと3月、春はもう少しですね。「ひと月1作品」、今月は日本のコメディ映画 
「プロゴルファー織部金次郎」をご紹介します。第1作目は1993年に発表され、パー
ト5まで公開されました。

見）はオリキンが大好き。桜子さんのお兄さんは阿部寛、隣のバーのママはコロッケ
が演じています。もう30年も前の映画ですから、俳優さんがとっても若くて懐かし
い感じがします。

　織部金次郎という名前は、実在の名アマチュア選手だった中部銀次郎さん（な
かべぎんじろう1942-2001）をもじったそうです。田中秀道、丸山茂樹、友利勝良
など、本物のツアー選手があちこちに出場していて、1作目はいきなり中嶋常幸のス
イングから始まります。武田鉄矢は共演したプロから「プロっぽく見える」仕草をた
くさん教えてもらったそうです。打つ前にちょっと左のシャツの袖をつまむとか、く
るっとクラブを回してからソールを置くとか、パットに入る時にボールの上に頭を寄
せるとか、回を重ねるごとにおや？と思うような細かい演出（小ネタ）が増えていっ
たのが、見ていて面白かったです。

　初回映画は公開の2週間前に、なんとWOWOWで3分の2に短縮された特別
バージョンが無料放映されました。武田鉄矢と財前直見が舞台挨拶をしていわば
TV版の特別試写会をやるという、全く新しい宣伝手法を試みたそうです。映画は
通常、公開後1年はTV放映を控えるという紳士協定があったため、「オリキン事件」
として業界を揺るがしました。1992年10月下旬に公開される予定でしたが、けっ
きょく反発・抗議を避けるために’93年1月まで延期されました。

　原作・脚本・主演、2作目以降は監督も務めた武田鉄矢。大学休学中の23歳の
時（1972年）に海援隊というグループで歌手デビュー、お母さんへの詫び状を博
多弁で歌にした「母に捧げるバラード」がヒットし、紅白に出場して一躍有名になり
ました。以降全く売れず、翌年の紅白はバイト先の飲食店で皿洗いをしながら見て、
「俺は何をしているんだろう」と情けない気持ちになったそうです。しかし5年後の 
’77年に山田洋次監督、高倉健主演の「幸せの黄色いハンカチ」のさえない青年役
で注目を浴び、俳優としての新境地を開拓しました。’79年には金八先生というTV
ドラマで、清潔感があるとはあまり言えないロン毛・熱血人情派の高校教師を演じ
ました。自らが歌った挿入歌「贈る言葉」は大ヒットしました。1991年の「101回目
のプロポーズ」では、これまたさえない中年主人公を演じますが、彼の不屈の精神
はある意味衝撃的だったと言えます（笑）。NHK大河「龍馬伝」での勝海舟、「仁
JIN」での緒方洪庵は、貫禄あるキレ物としての演技が光りました。「さえない」
「勝てない」プロゴルファー織部金次郎の活躍はいかに。ご興味あればぜひご鑑
賞ください。

<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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なぜならうちは医療費がゼロだから

当院の患者さん と私 の、先日のアジャスト中の会話の一部をご紹介します。
患者さんご本人から実名による掲載の許可を頂いております。

うちって安くないじゃない？なぜ 年も通っているの？
うちは医療費がゼロだから。ほんの少しの歯医者の治療費はかかっているけどね。

歯医者が医療費ならうちは何費なの？
健康投資

の奥様である は当院で一番長く通われている患者さんです。 年前、 は長男の 当時
歳 と当院に来院されました。 は自閉スペクトラム症と診断され言葉を話すことができず、 背中が地面を、
お腹が天井を向いた状態で四股を使って歩く、乳児の四つん這いを逆さまにしたような状態 で当院の中を歩いていました。
年経った今、当院に通っているのは と だけです。当時 歳だった は高校、大学を卒業できるまでに回復し
ました。

家のプライマリードクター かかりつけ医 がメディカルドクターからカイロプラ
クターに代わり 年が経過しました。 と はトライアスロンのチームに
加入していて長年本格的なトレーニングをしています。定期的にアジャストを受け
ることで筋力バランスが整っているため怪我をしても大怪我とはならず、長年のア
ジャストで脳神経が正常に機能できているためアジャストを始める前と比較する
と比べものにならないほど怪我からの回復が早く、入院することも薬を処方され
ることもなく、冒頭の「うちは医療費がゼロだから」を実現し続けています。
写真左から

家のケースは当院の患者さんでの一例となりますが、カイロプラクターがプライマリードクターである場合、どのくらいの医療費
が削減されたかを示す論文もあります。

 Journal of Manipulative and Physiological Therapy, May 2007; 30(4): 263-269, Richard L. Sarnat, MD, 
James Winterstein, DC

 

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

ドクターと呼ばれる立場であるにも関わらず、私がDavidに「なぜ12年も通っているの？」なんて間の抜けた質問をしたかというと、
実はDavidの直前にアジャストをしていた患者さんが「ファイナンシャルの問題でこれ以上通院を続けることができない」と当院を去
っていったからです。ドクターは患者さんのファイナンシャルの問題を解決することはできません。ですが、もし今アジャストをやめてし
まったら5年後、または10年後、症状は徐々に悪化しついに日常生活に支障をきたし、いざ治療となった時には今の何倍ものお
金と時間、そして今ならまだ回復できる可能性が残っている身体の部分を、先延ばしにしてしまったらそれがもう回復できなくなる
ことを私は分かっているのに、その事実が患者さんに正確に伝わらないことを歯がゆく思ったからです。 

アメリカで一人のカイロプラクターが1日にアジャストする平均の患者さんは15人～30人だそうです。様々なクリニックを見てきてい
るのでそのような感じかなと思います。当院で私は1日平均50人、多い日では70人を超える患者さんをアジャストしています。私
が今までアジャストした中で一番若い患者さんは生後4日の赤ちゃん、一番年配の患者さんは97歳です。人生における様々な
ステージの様々な症状の患者さんのレントゲンや背骨のスキャン結果を解析し、アジャストをし、姿勢の数値データを記録し経過
を観察しています。そのためか、ある症状の患者さんの数年後数十年後の姿がぼんやりですが見えてしまうのです。

Davidはというと、私のそんな内心を知ることもなく、この日も熱心に新たな症状 (箱を跳び越すトレーニングをしたら着地に失敗
して左の足首が腫れている etc.) を訴えていました。Davidご夫妻が当院に通い続けている一番の理由はNathanの回復を通し
て当院と深い信頼関係を築いている事、プラス「ここに通っていればすぐ怪我が治るからもっと激しくトレーニングできるじゃない」だ
そうです。本当によく怪我をするのでいつもこんな感じです。 

Dr. Kato: See you next month! (また来月ね！) 
David: No way! You can’t get away from me lol (いや、またすぐ来るよ) 

筆者プロフィール： 
Dr. Mariko Kato D.C. / 加藤真理子 D.C. 
アイオワ州Palmer College of Chiropractic卒業
Doctor of Chiropractic学位取得
米国国家資格取得
ジョージア州とミシガン州の州資格取得
ジョージア州のカイロプラクティッククリニックに勤務
現在はミシガン州のLazar Spinal Care, P.C.に勤務

Joanna は 作 家 で す 。 彼 女 の 著 書
shoo g-er には Nathan の当院でのア
ジャストの様子が描写されています。 

 

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　（3）動物に関する言い回し　（3）

〜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〜
−−１5 6１5 6 −−

　今回は、「猫」の最終回。以前にもお話ししたかもしれませんが、「窮鼠猫を噛
む」は有名ですね。“A cornered rat will bite a cat.” はご存じの方も多いでしょ
う。「猫の手も借りたい」もすごく忙しい時に言う言葉ですが、この発想は欧米に
はないようです。“We are so busy and short-handed.” （とても忙しく人手不足
だ）と説明することになります。犬は新聞を取ってきたり、救助犬や警察犬として
活躍したりしてますが、「お前らのことなど知ったことか」みたいな態度の猫はどう
も役に立ちそうもありません。「猫なで声」という言い方がありますね。そのままい
えば “cat purring” なのですが、 “enticing voice” が米国人にはピンとくると思
います。また、“You can’t fool me with your honeyed words.” （猫なで声で
話したって無駄だよ。）という言い方もあります。

  「猫の子一匹いない」というのがありますが、もちろん誰もいないことを強調し
た言い方ですので、“It’s completely deserted.” と言えばよいでしょう。最後に、
「猫も杓子も」という言い回しはどうでしょうか。「誰もかれも」を強調した言い方
ですので、英語にすると “Every Tom, Dick and Harry” で非常によくある男性の
名前を並べています。猫の出番はなさそうです。

これで猫を使った言い回しは終わりで、次からは他の動物たちを使った表現を見
ていきます。

　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

 

 
 

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

アロマでひとやすみ

　ベルガモットの精油の香りを好きな人は多いでしょう。とは言え、イタリア南部が主な産地
で黄色または緑色のライムやオレンジに似たベルガモットを、実際に目にしたことがある方も
少ないかもしれません。すっきりとした柑橘フルーツ系のなかにグリーン系の香りが相まった
ベルガモット精油が病原体から身を守る免疫機能を高める可能性があるとしたら？

　コロナ禍を経て、特に冬は免疫力を高める意識が高まっていますね。アロマセラピーで使
う精油を香ることで、その香りの情報は脳にも伝わり、免疫系への作用も期待できます。今
回は、公益社団法人　日本アロマ環境協会（AEAJ)の研究助成制度を受けて国立スポー
ツ科学センターの枝伸彦氏他が行った実験を紹介したいと思います。

本日のテーマ：　
ベルガモット精油の芳香浴が	
	 免疫力に与える影響

　実験では、健康な成人男性16人を対象として、アロマディフューザーによる芳香をディ
フューザー設定（強、弱）を利用して30分間行い、香りの吸入前、直後、30分間の座位安静
後の計３回唾液を採取しました。使用した精油は、ベルガモット精油、ラベンダー精油、レ
モン精油。その結果、体を最近やウィルスなどから守る抗体の一種である分泌型免疫グロブ
リンA（SIgA）が、吸入30分後に有意に増加し、免疫機能に有用である可能性が示唆されま
した。また同時に、吸入30分後の唾液中のコルチゾール濃度低下も確認されました。過剰な
ストレスを受けたときに増加する「ストレスホルモン」とも呼ばれるコルチゾールが低下、つま
りベルガモットの芳香浴をすることでストレス緩和にも有効であることも示しています。

　ディフューザーでなくても、デスクまわりやベッドスタンドの上にベ
ルガモット精油を1、2滴垂らしたティッシュやコットンを置いて気軽
に芳香浴を楽しむこともできます。アロマスプレーをつくって、部屋や
車内に香らせるルームスプレーとして活用するのもおすすめです。

　目を閉じて香りを楽しんで。心身ともに働いて健やかにしてく
れる、生活に寄り添うアロマセラピーを取り入れてみてください。

参考：枝伸彦，他（2019）エッセンシャルオイルによる香り刺激
が口腔内免疫脳に及ぼす影響についての生理心理学的研究．
アロマテラピー学雑誌20(3):28−37

＊香りの好みは人それぞれ異なります。逆効果とならないように、心地よいと感じる香りを選んで少ない量の精油から 
始め、好みの香りの強さで楽しみましょう。それぞれの精油の特性を理解した上で、安全に使用してください。

医療機関で治療中の方、薬を処方されている方は、かかりつけの医師に
使用について相談してください。 精油の取り扱い方や注意事項をよく読ん
で、安全に正しく活用しましょう。（AEAJリンク「安全に楽しむために」： 
httpS://www.AromAkAnkyo.or.Jp/bASIcS/SAfEty/）

	筆者プロフィール:　まゆみ　			公益社団法人	日本アロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザー	
	 	 　			　公益社団法人	日本アロマ環境協会認定アロマテラピーインストラクター		
	 	 　　（日本）ニールズヤードレメディーズ　アロマライフスタイリスト
自然志向の環境で育ち、家族の心身の健康そして生活を楽しむためにとアロマセラピーの勉強を始める。リラックス	
効果や質のよい眠りが期待できる精油数種類を体験できるワークショップを開催中（お土産つき）。	
インスタグラム（＠orange _ green _ sundrops)

Jasmine Hair Salon ☆ジャスミン ヘアサロン☆

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

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

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

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

https://www.suzukimyers.com/
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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〜

Yoichi  Hat ta 八田 與一
台湾南西部に位置した最大の平原、旱魃（かん

ばつ）に悩んでいた15万ヘクタールの嘉南（か
なん）平野を緑の沃野（よくや）に変え、今も台湾の
人々から高く尊敬されている日本人がいます。八田與
一がその人です。八田はその功績により、台湾では広く
名前が知られていますが、残念な事に日本ではその名
前があまり知られていません。今日は、その八田與一
の話をします。

　八田の業績は、現在、台湾の中学生向け教科書＜
認識台湾　歴史編＞に詳しく紹介されており、ほとん
どすべての台湾の中学生が八田のことをよく知ってい
ると言われてます。2004年、故李登輝台湾総統が来
日した時、八田の故郷金沢市をわざわざ訪問していま
す。また八田の作った烏山頭（うさんとう）ダムでは、
毎年、八田の命日である5月8日に慰霊祭が行われて
います。2008年には、八田の住んでいた宿舎跡が復
元されて、5万平方メートルの八田與一記念公園が建
設されました。2011年には、台南市の主要道路のひと
つが八田路と名付けられました。

　八田の没後80年にあたる昨年2022年の5月8日の
慰霊祭では、頼清徳台湾副総統が八田の偉業をたた
えた上で、”台日の友人関係を一層強化させ、国際社
会の諸問題に対応していきたい。”と述べたと言われて
います。

　八田の業績と嘉南の人たちとの触れ合いを取材し
たテレビドキュメンタリー番組<テレメンタリー９６
たった一つの銅像ーー衷心感謝八田與一先生ーー＞
が1996年、日本のテレビ朝日系列で放送され、また
2008年には、八田を描いた長編アニメ映画、＜パッ
テンライ！！南の島の水物語＞が日本で制作されまし
た。＜パッテン＞は、八田の中国読みで、ライは中国
語で＜やってきた！＞の意味で、八田與一がやって来
た！との嘉南平野の人々の興奮と感謝を表している言
葉のようです。

　八田與一は1886年、石川県花園町（現在の金沢
市）に生まれ、1910年東京帝国大学工学部土木科を
卒業、台湾総督府内務局土木科の技師として就職し
ました。そこで、台湾水道事業の父と呼ばれている浜
野弥四郎（はまのやしろう）に出会い、その部下として
仕事をする中で、多くのことを学びます。浜野は八田
と同じ東京帝国大学工学部出身の先輩でした。八田
は浜野の下で、嘉義（かぎ）市、台南市、高雄市などの
上下水道整備に携わりました。1914年、28歳の八田
は、当時着工中であった桃園大圳（とうえんたいしゅ
う）の水利工事を一任され、それを成功させて高い評
価を受けました。1919年、浜野が離任で台湾を去る
と、八田は台南水道に浜野の像を建立しました。

　1918年、八田は嘉南平野の水利事業に取り組む
こととなります。嘉南平野は台湾の南西部にある、台
湾海峡に面した台湾最大面積を誇る平野ですが、台
湾で最も降雨量の少ない地域で、特に冬には雨が降
らないため、干ばつに悩まされる不毛不作の土地でx
した。八田は1920年、当時世界最大のダム、烏山頭
（うさんとう）ダムを設計し、その建設許可を申請しま
した。当時の台湾総督は日露戦争の英雄明石元二郎
（あかしもとじろう）で、当時の台湾の年間予算の3分
の１を支出することになるこの大計画を承認しその予
算獲得のため奔走しました。八田は、国家公務員の職
を進んで捨て、新たに結成された官佃渓埤圳組合（の
ちの嘉南大圳（かなんたいしゅう）組合）の専属技師
として1920年から10年間、ダムと水路の建設を陣頭
指揮し、烏山頭ダムから嘉南平野の隅々まで水を送
る水路を張り巡らせ、台湾で最大規模の農業灌漑施
設である嘉南大圳（かなんたいしゅう)を1930年、完
成させました。烏山頭ダムは満水面積1000ha、有効
貯水量一億5000万立方メートルの当時世界最大のダ
ムで、そこから嘉南平野に張り巡らされた水路の総距
離16000㎞の壮大な農業灌漑施設でした。これは、
それまで旱魃に悩まされていた台湾最大の平野、嘉

　　　　はった　　よいち　

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/

パッテンライ！！ 台湾の水利事業に身を捧げた日本人：　八田與一（はったよいち）

南平野を肥沃な農作地帯に変えました。八田のとった
セミハイドロフィリック工法はコンクリートをほとんど
使用しない工法で、同時期に建設された他のダムと比
べてもはるかに長持ちし、烏山頭ダムは現在もしっか
り稼働しています。

　ダムによって出来上がった烏山頭貯水池は、緑色
の珊瑚のように見え、その美しさから珊瑚湖と呼ばれ
ています。北東に聳える富士山より高い3,952メート
ルの台湾最高峰玉山とともに、台湾の最も美しい景勝
地の一つです。

　この嘉南大圳により、嘉南平野は台湾一の穀倉地
帯となり、米の三毛作、砂糖きび、ピーナツ、とうもろこ
し、サツマイモなどが生産されるようになりました。こ
れを受けて、嘉南平野は、嘉義市、台南市、高雄市な
ど台湾南部の主要大都市を育み、この地域が、台湾の
産業の中心を占めるようになりました。

　1942年、灌漑調査のため広島宇品港からフィリ
ピンに向かう船が五島列島付近でアメリカ軍の攻撃
を受けて沈没、この船に乗っていた八田も死亡しまし
た。享年56歳。

　八田與一とその偉業は台湾の人々の心に深く刻まれ
ています。

（上）台湾本島地図。嘉南平野は台湾最大の平野
（右）烏山頭ダム隣接の八田與一記念公園に建てられた八田與一の銅像

 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 
 

http://www.sunnypointe.com
https://kobylearn.com
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 クリスティーナのおしゃべりカフェ ~アメリカ生活の豆知識

Japanese Family Services, USA  
当社は日本人駐在家庭を支援、サポートを提供しております。
当社のウェブサイトで皆様のお役に立てる情報やヒントなどをブログとしてご紹介しております。   
www.jfsusa.com　               information@jfsusa.com
24055 Meadowbrook Rd. Novi 48375            248-946-4301

3月のイベント 2023年3月１日～3月31日の間、Eメールにて無料でご相談を
お受けいたします。

Made in Michigan 
 メイド・イン・ミシガン

ミシガン発祥の有名な食べ物や飲み物をご存知ですか？私もこの州に１０年いますが
まだ全部を知りません！！ご存じの方もいると思いますが、いくつかご紹介します。

• Coney Dog 
• Vernors (ginger ale)
• Mackinac Island fudge 
• Apples (cider mills!!)
• Better Made (chips)
• Faygo (pop/soda)
• Kellogg (cereal)
• Hudsonville Ice Cream
• Sanders (chocolate and ice cream)
• Cherry Republic (cherry stuff!)

私は知らなかったのですが、ご存知でしたか？

• Detroit square pizza 
• pasty (pocket pastry meal)
• Garden Fresh Gourmet (salsa)
• Gerber (baby food)
• Germack Pistachio Co. (snack nuts)
• Lake fish (Great Lakes fish!)
• Vlasic (pickles)
• McClure’ s (pickles) 

新しく地元で自家製アイスクリームを販売している Browndog （ブラウンドッグ） 
(https://browndogbarlor.com) を見つけました。ファーミントンヒルズとノースビルに 
お店があります。こちらのお店では小さ目のカップに入ったオリジナルフレーバーのアイ
スクリームを販売しています。楽しくておいしい！是非試してみてください！

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

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

  ミシガンで作られた（商品 / 食べ物 / 飲み物）はありますか？

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

  この地域で作られた（商品 / 食べ物 / 飲み物）はありますか？

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

  ミシガンで有名な（商品 / 食べ物 / 飲み物）のお薦めはありますか？

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

  （ミシガン産 / ミシガンで作られた）ものはありますか？

　　 
　　　　今年の楽しいプランとして、全部試してみてはいかがでしょうか！

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     

　アリゾナ州スコッツデール（フェニックス周辺）に行ったことがある方はどのくらい
いるでしょうか？ ゴルフにとって楽園のような地域です。住むにも暖かく、年中ゴルフ
ができて某巨大韓国食材店（日本食も揃う）や某日本雑貨店もありこれからも日本人
人口も増える傾向です。スコッツデールがあるマリコパ群は全米で移住先3位に入る人
気の地域。（年齢別のデータなし......）しかも5時間以内でラスベガス、LA、サンディエ
ゴなどの観光地に車で行けちゃう。それではなぜラスベガス、LA、サンディエゴじゃい
けないのか？ カルフォルニアは本当に物価が高い！ 日本のニュース番組でアメリカの
インフレを取り上げる時にわざとらしいくらいカルフォルニアで取材するくらい高い！ 
ラスベガスは安いが只今物価上昇中。ネバダ州は州税がないのは魅力的だが、子供の
教育環境は疑問が残る。子供の教育環境の好し悪しでその都市の将来が見えてくる感
じもしないでもない。

　たまに、地域のイチャモンをつけますが、ゴルフをするうえでも僕が重要視している
部分でもあります。ラスベガスに関しては以前も書いた通り、たまにとんでもない大富
豪と一緒にラウンドすることもありました。大富豪とゴルフよりカジノに行ってしまいそ
う...... 1ラウンド4時間でとても良い話も聞けて一石二鳥。LA（オレンジカウンティ）に
関しては意外ときれいなゴルフ場が少ないので、LAの場合はリゾートゴルフ場に行くよ
うにします。PGAの特権の一つ、プライベートクラブでラウンドさせてくれることはあま
りしないようです。といった薄っぺらい理由でスコッツデールが総合的にゴルファーに
とってベストな移住先だと思います。

　アメリカゴルフのメッカといえばフロリダと言われていますが、PGAのHQがフロリダ
からテキサスのプレーノに移動し、今年その隣接しているゴルフ場がオープンします。カ
ルフォルニアにHQを置いている会社もテキサスに移動してます。それほど今アメリカで
は新天地移動が始まっています。あなたはどこの新天地でゴルフを楽しみたいですか？

<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、3月ですね。日差しが
だんだんと柔らかくなって春の日差しらしく

なってきました。桜の開花までもう少しです。今月の
質問は「YT」さんからいただきました。

	 	 　　＊＊＊

＜今月の質問＞　　　

こんにちは。道端によくあるアージェントケア	
(urgent	care)、どのような場合に受診するのが有効
でしょうか。救急外来ではかなり長時間待たされる
イメージがあるのですが、アージェントケアは待ち
時間は少ないもののできる処置が限られていると	
思うのですが・・・。	よろしくお願いします。	

																																										＊＊＊

　YTさん、ご質問ありがとうございます。急病がけ
がなどですぐに診てほしい場合や、何らかのアドバイ
スを受けたい場合ってありますよね。しかし、米国で
は、たとえかかりつけ医でも当日予約が取れないこ
とが多いのが現実です。予約なしでも医療機関を当
日受診できる方法は主に3つあります。

①	アージェントケア	(urgent	care)	を受診する

②	病院の救急部	(emergency	department)	を	
						受診する

③	救急車を呼ぶ

　この①の「アージェントケア」ですが、日本にはな
い医療機関であるため、なじみのない方が多いので
はないでしょうか。一言でいうと、「かかりつけ医」と
「救急部」の中間的な存在です。アージェントケア
では、命に関わらない軽症疾患を主に診療します。	
救急部ではより深刻かつ緊急性が高く、場合によっ
ては入院が必要な疾患を主に扱います。つまり、救急
部に行くほど重症ではないけど、今日診てもらいたい
時に予約なしで受診できる、より手軽なクリニックの
ような存在です。

　アージェントケアは、以下のような場合に受診する
のが良いでしょう。

		 風邪をひいた、熱がある、咳が出る、ノドが痛い

		 目の痒みや赤み

		 すり傷、やけど、切り傷（軽い傷なら縫合もできます）

		 虫刺されや発疹など皮膚の異常

		 捻挫、打撲、軽い骨折

		 いつも飲んでいる薬が切れたから週末分だけの
薬がほしい

		 保険がないため、かかりつけ医を持っていない

　アージェントケアの利点は主に2点です。

		 待ち時間が短い：	一般的に、アージェントケアの
待ち時間は15−45分ほどです。

　それに対して、病院の救急部は待ち時間が長い
ことが問題視されています。待ち時間は病院や地
域によってまちまちですが、緊急性がよほど高くな
い限り、最低でも数時間待たされます。軽症の場
合はさらに待ち時間が長くなります。また、無保険
者や不法滞在者の存在も待ち時間に悪影響を及ぼ
しています。かかりつけ医は一般的に保険会社との
契約に基づいて選ぶことができます。無保険者や
不法滞在者がこうしたかかりつけ医を持っている
可能性は非常に低く、急病やけがで困ると救急部
を受診してくるため、米国救急医療はさらに逼迫し
ています。

		 安価である：	アージェントケアの受診費はさまざ
まですが、数百ドル以内で収まることが多いです
(保険が効くと自己負担額はさらに安くなります）。

　対して、病院の救急部に受診すると、その重症
度やどれだけ検査をしたかにもよりますが、費用
が数千ドルかかることは珍しくありません！　アー
ジェントケアと同じ検査と治療を受けた場合です
ら、7-10倍くらい受診費が違います。救急車を呼ん
でしまうと、さらに費用が膨れ上がります。そのた
め、救急部を受診する際には、医療保険に入って
いることを強くお勧めします。しかし、厄介なこと
に、軽症で救急部を受診したり、救急車を利用し
たりすると、保険会社が「救急受診を要する状況
だった」とみなさず、保険が効かない場合があるの
で注意しましょう。

　個人的な体験験ですが、私がハワイ大学で小児科
研修医をしていた頃に、まだ幼かった長男が幼稚園
の階段を踏み外して落下してしまったことがありまし
た。幸いにも本人は軽く頭を打った程度だったにも
関わらず、その幼稚園が両親である私たちに連絡す
る前に、自動的に救急車を呼んでしまったのです。長
男は当時私が勤務していたハワイの小児病院の救急
部に搬送されてきました。私は救急車搬送や救急部
受診がいかに高額かを知っていたので、まず自分で
救急部に降りて行き、長男がなんでもないことを確
認して、救急部スタッフに「何も検査をしないでほし
い。このまま家に帰らせてくれ」と頼みました。長男
はケガもしておらず、何の検査も必要なく、ただ救急
部に運ばれただけです。それだけで3000ドルの請求
が来ました。保険が効いたおかげで、自己負担額が
300ドルに下がりましたが、それでも日本人の常識か
らは、目が飛び出るほどの高額です。

Vol. ２0：アージェントケアについて

　ただし、本当に命に関わるかもしれない場合には、
躊躇なく救急車を呼んだ方が良いでしょう。状況によっ
ては、数分の遅れが命に関わることもあるからです。

　さらに、アージェントケアを受診する場合には、	
以下の点にも留意しておきましょう。

		 幅広い疾患に対して初期診断とその時点での必
要最小限の治療を行う場であるため、かかりつけ
医のフォローアップや、高次医療機関の受診を勧
められることもある

		 最終的な診断にたどりつかない場合がある

		 医師が診療しているとは限らない：	実は多くの
アージェントケアで診療しているのは、医学部を
卒業した医師ではなく、「ナースプラクティショ
ナー（NP:	nurse	practitioner)」もしくは「フィジ
シャンアシスタント(PA:	Physician	Assistant)で
す。NPやPAの仕事内容は、はたからみると医師
とあまり変わりません。医師と同じように、患者を
診察して、検査をオーダーして、診断して治療しま
す。一般的にNP/PAは軽症患者を担当するのに対
して、医師はより重症もしくはより複雑な病態の
患者を担当します。NP/PAの仕事の範囲は明確に
は定められておらず、実際にはそれぞれの現場の
需要や個人の能力に合わせて業務範囲は決まっ
てきます。個人的な印象ですが、NP/PAの能力は
個人差が大きいです。アージェントケアを受診し
た場合には、NP/PAが施す医療ケアが適切かどう
かを、自分自身で見極める必要があります。

　まとめると、『救急部に行くほど状況は深刻ではな
さそうだけど、できるだけ早めに診てほしい。でも、か
かりつけ医にすぐには診てもらえない』。こうした場
合には、アージェントケアがとりあえずは最善の選択
肢かもしれませんね。

　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。質問をぜひ下記
の要領で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。

　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 

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

■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
！

■ 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
や基本を学べるレッスンを開催します。楽しく
アロマスプレーやサシェ（香り袋）を手作りし
ながら、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

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

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 )

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

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

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。

　去る２月１３日のミシガン州立大学での銃撃事件は学生の犠牲者を出した。それに
伴い、心に深い傷を負った子どもたち、学生たちへ、またそのような子どもを持つ保
護者に、下記の団体は、情報提供または相談窓口などを設置し、門戸を開いている。	
詳しくは下記検索を。（JNCオンライン版ではリンクつき）

		 Common	Ground.	Helps	community	members	in	crisis.	

Call	-1-800-231-1127;	Or	Text	“Hello”;	to	chat	with	a	crisis	counselor.

		 Oakland	County	Crisis/Suicide	Line.	1-800-231-1127

		 OK2SAY.	Students	can	talk	to	a	trusted	adult	if	they	see	or	hear	
something	that	doesn't	seem	right.	They	can	also	report	information	
anonymously	using	OK2SAY.	Call	855-565-2729;	text	652729;	or	email	
OK2SAY@mi.gov.	For	emergencies,	dial	911.

		 The	National	Association	of	School	Psychologists	(NASP)	created	
tips for parents and teachers to talk to children about violence.

		 	Another	NASP	resource,	Helping Children Cope with Terrorism-
Tips for Families　（https://www.nasponline.org/resources-and-
publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/
mental-health-resources/war-and-terrorism/helping-children-cope-
with-terrorism）	and	educators,	is	available	in	multiple	languages.

		 Common Sense Media	suggests	taking	an	age-based	approach	
to	discussing	news	of	school	shootings	to	help	children	feel	safe	again.

		  Verywell Family	offers	tips	on	how	to	have	a	conversation	with	
a	child	and/or	teen	about	gun	violence	or	school	shootings	can	feel	
overwhelming	and	provides	suggestions	on	how	to	handle	these	hard	
conversations.

		 The	American	Psychological	Association	offers tips on managing 
your distress	in	the	aftermath	of	a	shooting.

		 The	National	Parent	Helpline	at	1-855-4	A	PARENT	(1-855-427-
2736)	offers	emotional	support	 from	a	 trained	advocate	Monday	
through	Friday	from	1	p.m.	to	10	p.m.

		 The	National	Child	Traumatic	Stress	Network.	Talking	to	Children	
About	the	Shooting.	

		 Harvard	Graduate	School	of	Education.	Coping with Community 
Crisis. 	

　　　　　　　　　　											出典：　　Bridge	Michigan｜	https://www.bridgemi.com
　

つらいとき、助けが必要だと思ったときに

https://www.nctsn.org/resources/helping-youth-after-community-trauma-tips-educators
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/mental-health-resources/war-and-terrorism/helping-children-cope-with-terrorism
https://www.nasponline.org/resources-and-publications/resources-and-podcasts/school-safety-and-crisis/mental-health-resources/war-and-terrorism/helping-children-cope-with-terrorism
https://www.commonsensemedia.org/articles/how-to-talk-to-kids-about-school-shootings
https://www.verywellfamily.com/how-to-talk-to-your-child-about-gun-violence-school-shootings-5205913
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/mass-shooting
https://www.apa.org/topics/gun-violence-crime/mass-shooting
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/07/coping-community-crisis
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/16/07/coping-community-crisis
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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

　「グランド・オープニングに向けての
ソフトオープニング」―。ここ数年でブ
リューワリーのスタイルも多様になった。
ランチやディナーも楽しめるブリューレス
トランから、キッチンを持たないブリュワ
リーも増えた。BYOF（Bring Your Own 
Food）で自前の食べ物の持ち込み、そし
てコロナ禍以降はデリバリーサービスも
OK、というのが顕著。そして、ブリューワ
リーのビールも、飲みたいものは飲みたい
だけ自分で自由に注ぐ、というスタイルが
登場した。Lincoln Tapの方式だ。今回は
そのLincoln Tapを紹介する。

　Lincoln TapはRoyal Oakのダウン
タウンから南に数ブロックのところ、元
Roak Breweryの敷地に22年の10月に
オープン。Royal Oak の閑静な住宅地
のすぐそばにあり、ダウンタウンのにぎ
やかさとは異なった落ち着いた界隈だ。

Eastern Market BCが新しいオーナー
として施設を購入し、Eastern Market 
BC、その系列のFerndale Projectのビー
ルを提供する。ミシガン州の法律が変わ
り、客自らが飲み物を注ぐことが可能に
なったのが後ろ盾。

　そのシステムは、ユニーク。入口のフ
ロントでチェックインし、スキャナー付き
のリストバンドをもらう。グラス置き場
から12オンスのグラスを自分でとる。そ
して、実際にサーバーのノブの下にある
「Pour it」にリストバンドをかざし、ノブ
を傾けると注ぎ口からビールが出てくる、
という仕組みだ。ノブの上にあるビールご
とのディスプレーにはメニューのように、
ビールの種類やその特徴、アルコール度
のほかに１オンス当たりの値段が表示され
ている。なるほど、好きなものを好きなだ
け、で合理的だ。店内を出る時に、まとめ

てレジで支払いとなる。  
壁いっぱいにEastern 
Market BCとFerndale 
Project の合計25種類
のビールと2種類のワイン
のノブがずらりと並んで
いるのは圧巻。と同時に
こんなにある中からどれ
を選んだらよいか、サンプ
ルはできないのか、と心
配になってしまった。店員
に聞いてみると、「ノブに
“遊び”があるからリスト
バンドをかざす前に少し
ビールを出してみること
ができるのよ」と笑って教
えてくれた。言われたとお

Lincoln Tap
330 E Lincoln Ave Royal Oak MI 48067

(313) 513-2200
https://www.lincolntap.com

（左上から時計まわりで）1. Resolve IPA   2. リストバンドの白い部分をかざす　
3.高い天井が開放感を感じさせる  4.Lincoln Tap は、Eastern Market BC

りにしてみると1オンスほど出てきた。

　人気のビールは、と聞くと「Eastern 
MarketのElephant Juice」（New 
England IPA、ABV 7%）と返ってきた。
「最近出たのは、Ferndale Projectの
Evolve、Resolve、Solvedの３つ」。その
うちResolve（6.1％）を選んだ。桃、マン
ゴー、パイナップルのフルーティーさと
Mosaicホップのドライな感じがいい。店
内は家族連れだけではなく、ペットも一緒
に楽しんでいた。

ずらりと並んだディスプレイと、ビールのノブ。１オンス当たり＄0.4～0.70　　　　　　　　　　       

　ユニークなブリューワリーだが、今のと
ころは大きなイベントの予定はなく、「ソフ
トオープニング」。現在はBYOFだが、キッ
チンの構想もある。店内を拡張し、流れ
を見極めてグランドオープニングになる予
定、と店員は語った。

　カジュアルな雰囲気が楽しめそうなと
ころだ。

ブリューワリー

セルフサーバーのブリューワリーLincoln Tap 
Lincoln Tap - Royal Oak, MI

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）   

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://nipponexpressusa.com/
http://
https://healthcare.ascension.org/locations/michigan/midet/novi-ascension-providence-hospital-novi-campus/japanese-program
https://www.sushidenonline.com
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Community Information
●コービー・ラーニング・グループ

“Spring into Learning Campaign!”
3月1日( 水 ) 〜3月31日( 金 )

コービー・ラーニング・グループ 
““SSpprriinngg  iinnttoo  LLeeaarrnniinngg  CCaammppaaiiggnn!!””  

33月月 11日日((水水))〜〜33月月 3311日日((金金))    
  

期間中新規受講の方には登録月受講料を 10％割引もしくは入学金を 20ドルに割引！ 
在校生にはクラスの追加で該当月受講料を 10％割引！！ 
また下記のクラスでは登録月受講料を 20％割引！！ 

 
 

  
  

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  

EESSLLPPSS--2244  EESSLLププリリススククーールル準準備備ククララスス（（22歳歳--33歳歳））  木木  99::2255aa..mm..--1100::2255aa..mm..  $$9922//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--3344BB  日日常常生生活活英英会会話話::  中中級級  水水  1100::3355aa..mm..--1122::0000ｐｐ..mm..  $$110055//月月  

• 期間中、新規受講の方には登録月受講料を 10 ％割引 
　　　  もしくは入学金を 20 ドルに割引！

• 在校生にはクラスの追加で該当月受講料を 10 ％割引
• また下記 の クラスでは 登録月受講料を  20 ％割引

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

イーストブルック歯科医院
Stephen J. Jarvie, DDS

診診療療時時間間::  

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

N
ov

i R
d.

10 Mile RD.

9 Mile Rd,

N

Ta
ft

 R
d.

 

•29年の豊富な経験、ご家族とお子様の為の歯科医院
•日本人スタッフが対応します。
•ほとんどの歯科保険 In-Network対応
•顎関節症と頭痛解消、美容ボトックス治療
•インプラント治療/歯科矯正/歯茎再生治療

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

ミシガン会2023年度 会員募集

ミシガン会は、⽇本⼈を中⼼とした会員で結成され、 ゴルフを純粋に楽しみながら会員同⼠の親睦を

深めるミシガン伝統のゴルフ%ーグです。 ミシガン会では、2023年度の会員を募集しております。

⾶ばし屋さ�、ゴルフを楽しみた�⽅、ゴルフ仲間を探しておられる⽅も是⾮ご⼊会�さ�！

＜2023年度スケジュール＞

4/23()5/21()6/25()
7/23()8/20()9/17()10/8()

＊ ミシガン会は⽉1回、⽇曜⽇の開催です！

＊ 毎回の�ン�参加申し込み締切りは開催⽇から2週間前の⾦曜⽇午前中

＜開催会場＞ Golden Fox Golf Club

＜申し込み先＞ ミシガン会Website参照の上、申し込み願います。

＜ミシガン会の活動にご賛同頂けるスポンサー、協賛企業様も⼤募集中です＞

ミシガン会スポンサー様

ミシガン会協賛企業様

    

    

FUMI Restaurant

ご質問等はお気軽にどうぞ。

会⻑  ⼩⼭：akio.koyama27@gmail.com 

副会⻑ 岡⽥：jun.okada@sumitomocorp.com 

 

Crystal Gallery 
 

11:00am-11:45pm and 1:00pm-1:45pm  
       Sa-do, Japanese Tea Ceremony  
       Performance and Tea Serving* 
 By MASTERS OF OMOTE-SENKE AND URA-  
        SENKE 

 

Kresge Court 
 

12:15pm-12:40pm and 2:15pm-2:40pm 
       Japanese Koto Music Performance 
 By MIYABI 

 

Student                 
Lunchroom 

 

11:00am-12:00n and 2:00pm-3:00pm 
       Ikebana (Flower Arrangement)  
       Workshop** 
  By IKEBANA INTERNATIONAL 
 
 12:30pm-1:30pm and 3:30pm-4:30pm 
       Japanese Sweets Workshop** 
      By TOYOTA 
 

Studio 
 

 12:00n-1:00pm and 2:00pm-3:00pm 
       Washi Making Workshop** 
 By MICHIGAN JAPANESE HERITAGE CENTER        
   
 

  Returns to the DIA!  

Rivera  Court 
                  All Day Fun Events 
     
 Hina Doll Display  
     
     Mikoshi Display 
 

     Kimono Display 
 

     Flowers Display 
 

     Children Play tools Display 
 

       Origami Workshop    
  
 

Hinamatsuri 
MARCH 5 (SUN), 2023   

Great Hall 
10:15am-10:30am  
 Opening Ceremony  
    By notable Speakers 
 

10:00am-5:00pm 
      Local Japanese female artists in  
      Person! 
 demonstration and arts for sales 
 Ms. Kyoko Fujii, Japanese Calligrapher 
 Ms. Hiroko Lancour, Mixed-media artist 
        Ms. Mino Watanabe, Artist/Illustrator 
        Ms. Nobuko Yamazaki, Mokuhanga artist 
  
12:45pm-1:15pm and 2:45pm-3:15pm      
      Music Performance  
      By ENSEMBLE HANABI 
 

11:45am and 1:45pm 
      Shodo Performance  
      By Ms. KYOKO FUJII        
 

11:00am, 12:15pm, 2:15pm, and 
3:15pm 
      Nihon Mukashi Banashi     
      (Storytelling) Performance 
 By Ms. SHANNON O’LEARY 
 

All Day  Tea Please! 
 

All Day  Garapon By AISIN 
 

Free Event with Admission. Programs 
starts at 10am in venues of DIA. 

**  rreeqquuiirreess  ttiicckkeettss  aatt  CCrryyssttaall  GGaalllleerryy  EEnnttrraannccee  

  bbeeffoorree  eevveerryy  tteeaa  sseerrvviinngg  sseessssiioonn  

****    rreeqquuiirreess  aaddvvaannccee  rreesseerrvvaattiioonn  iinn  DDIIAA  WWeebbssiittee    

                oorr  aatt  tthhee  ddoooorr  oonn  tthhee  ddaayy  

JCD has been organized under JBSD to promote a friendship be-
tween US and Japan after local Japan community’s involvement in 
Grand Bargain to save the City of Detroit and the Detroit Institute of 
Arts.  JCD has focused its main activities Culture, Arts and Education 

Koby Learning Group
24055 Meadowbrook Road, Novi, MI 48375

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

  Moose 9.2023-2.2023Moose 9.2023-2.2023

・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

USATodAy紙 読者が選んだ
「ベスト美術館 2023」 

第一位

https://www.eastbrookedental.com
https://www.moosepastryandtea.com/
https://jbsd.org/jbsdevent/ひな祭りイベントのお知らせ/
https://jbsd.org/jbsdevent/ひな祭りイベントのお知らせ/
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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

