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2017年デトロイト美術館日本ギャラリー開設記念

 特別寄稿「Art -絆-」 　歌舞伎と役者絵 その魅力について

日本の伝統芸能である歌舞伎は、江戸

時代初めに誕生し、400年以上、庶民の

娯楽として愛されてきました。2013年に

新しい東京・歌舞伎座が開場し、現代で

も人気を博しています。写真が19世紀末

期に登場するまで、人気歌舞伎役者の姿

は木版で刷られた錦絵のなかに描かれ、

ファンや、実際の舞台を見ることのでき

ない人々の間で広く流通しました。私が

アジア美術キュレイターとして勤務する

ミシガン大学美術館では、2003年にオー

ストラリア在住の収集家ジェームス・ヘ

イス氏から200点以上の作品が寄贈され、

全体で315点の役者絵を所蔵しています。

昨年10月末から今年1月にかけて、その

うち90余点を選び、「歌舞伎と役者絵」と

題した展覧会を開催いたしました。国際

交流基金、アイシン・グループ、JBSD基金

からご援助をいただいた本展は、多くの

観客にご来場いただき、関連企画の「役

者絵を読む」ワークショップや講演会も

大盛況でした。展覧会場には、20代から

80代までの幅広い年齢層の観客が見ら

れ、極彩色の画面、緻密な描写、秀逸な 

デザイン・センスに見入っていました。

歌舞伎の舞台と役者絵の魅力。それは、 

徹底したエンターテイメント精神でしょう。 

庶民の欲求に真摯に応え、最高の娯楽を

提供する努力を惜しまなかったのです。初

期の歌舞伎は舞踊が中心でしたが、18世紀 

中頃から人形浄瑠璃に影響を受けて、 

ストーリー性が重視される狂言物が登場

しました。19世紀に入ると鶴屋南北や河竹 

黙阿弥が、当時の社会や世相を反映し、 

複雑怪奇な、あるいは痛快な物語で人々

を惹きつけました。舞台のせり上がり、

どんでん返し、本水の使用など舞台装置

に工夫が凝らされ、豪華絢爛な衣装、ま

た一人の役者が舞台上で何役も変わる

早替りなどが登場。個性のある名優が多

く輩出しました。歌舞伎が熱狂的に支持

されるとともに役者絵も多く作られ、19

世紀半ばには、江戸で発行される錦絵

のなかで最も人気のあるジャンルでし

た。 歌川国貞、国芳、豊原国周（くにち

か）といった絵師が、魅力ある絵を数多

くデザインしました。役者絵はけっして

付随的なものではなく、たとえば、当時

17歳だった五代目尾上菊五郎の当たり

役となった弁天小僧は、女装した美青年

を描いた国貞の絵を見た菊五郎が、構想

を思いつき、黙阿弥が劇化したといわれ

ています。最大の人気浮世絵師だった国

貞は、七代目市川團十郎をはじめ当時の

超有名俳優と懇意の仲で、デザインに彼

らの意見を取り入れることもあったそう

です。舞台芸術である歌舞伎と、視覚芸

術である極彩色の役者絵は、深い共存関

係にあったのです。

写真参照 :

1.    歌川国貞（三代目豊国）「大當大願成就有ヶ瀧壺」1863年 

ミシガン大学美術館所蔵Gift of Pearl Sellards, 

1985/1.171A-C

2.   歌川国貞「道成寺　四代目尾上菊五郎の白拍子桜木」1860年 

Gift of Mrs. Caroline I. Plumer for the James Marshall Plumer 

Collection,1980/2.210

3.   歌川国芳「五代目瀬川菊之丞の地獄太夫」1828–1832年 

ミシガン大学美術館所蔵 Gift of Dr. James Hayes, 

2003/1.530

4.   歌川国芳「ひらかな盛衰記」1849–1852年 

ミシガン大学美術館所蔵 Gift of Sharlynn and Andrew 

Circo, in Memory of Sotokichi Katsuizumi, 2011/2.193.1-3

5.   豊原国周「清正公荒木立像 四代目中村芝翫の佐藤正清」1873年 

ミシガン大学美術館所蔵 Gift of Stuart Katz, 2009/2.21

筆者　及部　奈津（ミシガン大学美術館 アジア美術キュレイター）:

青山学院大学卒業。ミシガン大学美術史学部博士号取得後、2011年より現職。ミシガン

大学美術館で「20世紀日本のきもの」、「パラモデル」、「歌舞伎と役者絵」など数々の日本

関連の展覧会に携わるほか、「イサム・ノグチと斎白石」、「シュウ・ウェイシン」など、アジア 

やアメリカの美術も紹介している。デトロイト美術館に11月にオープンする日本ギャラ

リーでは、コンサルティング・キュレイターを務める。専門は近現代日本美術史。
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在デトロイト日本国総領事館提供によるトピックス

米国における対日世論調査

平成28年（2016年）2月18日から3月14日

まで、外務省は、ニールセン社に委託して、

米国における対日世論調査を行いました。

本件世論調査は1960年以来ほぼ毎年実施し

ており、18歳以上の1012名を対象とした「一

般の部」と、各界（政官財、学術、マスコミ、

宗教、労働関係、等）で指導的立場にある200

名を対象とした「有識者の部」に分けて電話

調査を行いました（信頼度95％の標本誤差は

一般の部で±3％、有識者の部で±7％）。

1. �対日信頼度は、昨年度と同様に、一般の

部で73％（昨年度同じ）、有識者の部でも

83％（昨年度90％）と高い数値が示され

ました。日米協力関係を「きわめて良好」

ないし「良好」と回答する割合は、一般 

の部で62％（昨年度67％）、有識者の部

で75％（昨年度70％）との評価が示され

ました。また、日米間の相互理解が「良

好」と回答した割合は、一般の部で36％

（昨年度35％）を記録し、有識者の部では

38％（昨年度32％）でした。

2.  アジアにおける米国の最も重要なパー 

トナーはどの国かとの質問については、今

回は、一般の部、有識者の部共に、昨年度 

までの選択肢（日本、中国、韓国、ロシア）

に加えて、新たな選択肢（豪州、インド）を

加えて調査を実施し、一般の部では、「日

本」と回答した割合が27％となり最も多く、

ついで「中国」が25％でした。有識者の部 

では、「日本」としたのは48％で、次いで

「中国」が19％となりました。

3.  日米安全保障条約は、「維持すべき」との

回答が一般の部で81％（昨年度同じ）、有

識者の部で84％（昨年度85％）となり、 

昨年度と同様に大きな支持が示されま 

した。また、同条約は日本及び極東の平

和と安全へ「非常に貢献している」及び

「やや貢献している」との回答が、一般の

部で77％（昨年度同じ）、有識者の部で

86％（昨年度89％）を示し、さらに、日米

安全保障条約は米国自身の安全保障に

とって「極めて重要である」及び「ある

程度重要である」と回答した割合も一般

の部で85％（昨年度83％）、有識者の部で

84％（昨年度88％）となっていることから、 

日米安保体制に関し、全体的に高い評価

が示されています。日本は防衛力を増強

すべきと考えるかという質問について

は、「増強すべき」という回答が、一般の部

で59％（昨年度57％）、有識者の部で65％

（昨年度同じ）でした。

4.  日本と米国は、アジア太平洋地域の平和

と安全のために、緊密に協力すべきと考え

るかとの問いに対する回答は、一般の部で

93％（昨年度91％）、有識者の部で100％（昨

年度97％）の大多数が「協力すべき」と回

答し、また、日本は、アジア太平洋地域の

平和と安定のために、より積極的な役割を

果たしていくべきと考えるかとの問いに

対しても大多数の、一般の部で83％（昨年

度81％）、有識者の部で88％（昨年度同じ）

が「より積極的な役割を果たしていくべき」

との回答を得ました。

5.  日本に対するイメージに関する質問（複数

回答、「一般の部」のみ実施）については、

「豊かな伝統と文化を持つ国」（96％）、「経済

力・技術力の高い国」（81％）、「戦後一貫し

て平和国家の道を歩んできた国」（80％）、

「新しい文化を世界へ発信する国」（80％）

「自然の美しい国」（79％）が上位を占めま

した。また、日本文化について関心のあ

る分野については、「日本食」（69％）、「建築」

（61％）、「生活様式、考え方」（59％）、「相撲、

武道（空手、柔道、剣道他）」（48％）、「生け花」

（43％）が上位を占めました。

6.  日米間で経済関係をより深化するため

に、日本が特に進めるべきと考える政策

（「有識者の部」のみ実施）は、「クリーン

エネルギーや高速鉄道などの技術協力

などの促進」が最も多く90％、その次に

「TPP交渉での協力」が78％、「シェール

ガス等の資源開発での協力」が52％と続

きました。

以上、外務省による平成29年5月公表結

果です。当館としましても、引き続き日本の 

イメージ向上につながるような取り組みを

推進していきたいと考えております。

外務省HP: 

www.mofa.go.jp/mofaj/na/na1/us/page4_002975.html

 お知らせ 

Facebookで、当館の活動紹介のほか、日本関連情報やミシガン /オハイオ州の耳寄り情報も発信していますので、是非「いいね！」をお願い致します。

Facebookページ　 www.facebook.com/cgj.detroit

在留邦人の皆様に有益と思われる情報や各種お知らせをメールでお送りするメールマガジンを配信していますので、是非ご登録ください。

メールマガジン　 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/newsletter

旅行や海外出張される場合は、是非、「たびレジ」に登録を！！

たびレジ　 www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg

四半期毎にミシガン州とオハイオ州内の治安情勢を掲載しています。詳細は当館ホームページ、生活・安全情報内の「海外安全対策情報」をご確認ください。

生活・安全情報　 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/life/safety.htm
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美食の街　サン・セバスチャンを訪ねて

Gestamp North America, Inc.

滝
たき た

田  将
ま さ や

也

JBSDの皆様、初めまして。今年3月に 

ミシガンに赴任してまいりましたGestamp 

North America社の滝田です。スペインか

らメキシコと横異動が続き、今回妻と共

にアメリカに初めての赴任です。歴史ある 

リレー随筆ですので先輩方と重ならなそ

うなネタということで、今回は昨年に妻と

共に訪問したスペイン、サンセバスチャン 

をご紹介したいと思います。

サンセバスチャンは北スペイン、バスク

地方にあるわずか人口約18万人の街です。 

渋谷区の人口よりも少ない小さな街です

が、世界中から美味しいものを求めて多く

の観光客が集まる「美食の街」として知ら

れています。スペインでミシュランの3つ

星を獲得したレストラン8軒のうち、4軒が

この街にあり、観光振興のためにレスト

ラン同士も互いにレシピをシェアしなが

ら街全体の食のレベルを向上させている

街です。旅の目的は、スペイン旅行の醍醐

味である「バル巡り」でした。路面飲食店

が密集したこぢんまりとした旧市街には

テーブル席があるお店は少なく、立ち食い

と立ち飲みが基本です。決して敷居は高く

なく、1つのバルでお酒1杯と小皿料理を2、

3皿を摘まんだら次のバルへとはしごをす

るのがスペイン流です。勿論、おひとり様も

大歓迎。私は夜な夜なバル巡りをしたため

何軒のバルを訪れたのか数えきれない程で

す。気に入った料理を見つけたら次の日も

その味を求めて同じバルへと向かいました。

とりわけサンセバスチャンは、ピンチョ

スというバルで出される小さな料理が有名

です。一般的なピンチョスというと、バゲッ

トパンを土台にして玉子焼きや生ハム、魚

類、オリーブ等を載せて楊枝で刺したおつ

まみをイメージで、このようなピンチョス

はスペインの至る所にあるバルでもよく見

かけます。しかし、サンセバスチャンのバ

ルのカウンターに並ぶ沢山のピンチョスは

見た目もカラフルで美しく、正に1つの芸

術作品のような印象を受けました。新しい

バルを覗く度にその店ならではの『作品』

がカウンターに所狭しと並んでいるため、

お腹が減っていないときでも、「ピンチョ

ス1つくらいなら. . . 」とついついお店の中

に吸い込まれてしまいました。見た目は 

もちろん、味も言うことなしの絶品です。

当初ミシュラン星付きのレストランに

も行くことも考えておりましたが、バル

で手軽に美食を味わえる楽しさにハマっ

てしまい予定を変更し殆どの時間を「バ

ル巡り」に費やしてしまいました。一般的

なバルでは1つのピンチョスでおよそ2€
程で、少しでも気になったピンチョスが

あればあれもこれもと注文しても価格が

リーズナブルであるのも魅力です。人気

のバルでは人が店内に入りきれない程混

みあっており、あちこちからその店で有

名なピンチョスを注文する声で活気溢れ

ていました。私のこの旅行で巡ったバル

は数えきれませんが、星が付いているか

関係なく、どこへ入っても「外れなし」で

あったことは間違いないです。たった数

百円から様々な絶品料理を味わうことが

でき、サンセバスチャンの醍醐味をすっ

かり堪能しました。

思わず「食」を中心としたご紹介で紙面

の大半を使ってしまいましたが（笑）、サン 

セバスチャンには大聖堂や教会、博物館

などもあり、歩くだけで中世のヨーロッパ

の趣を感じられる街でもあります。また、

海岸線が貝殻の形をしているラ・コン 

チャ（貝殻）湾と湾の中に浮かぶサンタ・

クララ島、コンチャ湾の東側にはモンテ・

ウイグルと西側にはモンテ・イゲルドとい

う2つの丘があります。私は夏季に訪れた 

ため、ラ・コンチャ湾に面して広がるラ・コン 

チャビーチには海水浴を楽しむ人たちで

賑わっていました。また、モンテ・イゲル

ドには丘のふもとからケーブルカーが出

ており、5分足らずで頂上へ到着します。

山頂には遊園地や展望台が設置されて 

おり、ここから一望できる旧市街と美しい

弧を描いた海外線は、サンセバスチャン

一番の絶景です。

夏休みを利用して欧州旅行を計画され

ている方も多いと思いますが、欧州主要

都市からは便が豊富にあり、首都マドリッ

ドからも飛行機から約1時間のアクセス

です。是非皆様も機会がございましたら

サンセバスチャンへ訪れてみてください。

次回のバトンは三井物産の大先輩でも

あり、Penske Automotive Groupに勤務し

ている佐々木さんにお渡ししたいと思い

ます。

229回 リレー随筆

写真左:  「作品」のようなピンチョス、QRコードが付いていて 

スキャンしてレシピを知ることができるのが街全体で 

食文化の育成に取り組む美食の街らしい取り組み

写真右: 青い海と空のコントラストが美しいラコンチャ湾の眺め
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JBSD商工部会・JAPIA・

J.P.Morgan Chase銀行共催

外国為替セミナー

去る5月2日にJBSD商工部会・JAPIA・

J.P.Morgan Chase銀行共催外国為替セミ

ナーが開催された。講師は、J.P.Morgan 

Chase銀行東京支店の佐市場調査部長、  

マネジング・ディレクターの佐々木融 

氏で、ドル円相場を中心とした2017年の

為替見通しがLivonia Marriott Hotelにお

いて講演された。

佐々木氏はロイターの外国為替フォー

ラムのコラムニストでもあり、同氏による 

為替セミナーは2013年に初回を実施して

以来、本年で5回目になる。今回のテーマ

である2017年の為替見通しは、「金融政

策より政治が円相場のドライバーに」と

いう視点から、政治・政策動向、経済成長

率など主要素の分析に基いて、配布資料

に記載された内容の中からキーとなる項

目について詳細な解説がなされた後、参

加者との間で質疑応答が行われた。

配布資料の全体項目は以下の通り。

1. 2017年の円相場見通し

  金融政策より政治が円相場のドライバーに

2.  ここ数年のUSD/JPY相場回顧と今年

の動き

3.  2017年、ドルは弱い通過となると予想

4.  トランプ政権の諸政策課題と今後の

注目ポイント

5.  円が割安な水準に止まっている理由

（フロー分析）

6.  USD/JPY相場のレベル：割高なドル

と割安な円

7.  日銀の金融政策：ダークホース的に相

場に影響を与える可能性も

8.  日米金利差とUSD/JPY相場

9.  1930年代の教訓—長期的には悪い円

安に繋がっていく可能性

商工部会・Ernst & Young LLP共催

ビジネスセミナー開催

去る5月12日（金）、商工部会、Ernst & 

Young LLP共催によるビジネスセミナー

が開催された。テーマは「トランプ新政権

による税制改正と日本企業への影響・対

応策の検討」で、会場能力が一杯となる

130名近い参加者を集め、日系企業の関

心の高さが表れていた。

5人の専門講師により以下の個別項目

が講演された。（敬称略）

1. トランプ政権下の税制改革の方向性

講師: 野本　誠（日本企業部（JBS）税務パートナー）

税制改革への道程、議会勢力図、上院での審議プロセス、予算調整法案、各重要政局課題の

現状、税制改革のポイント、共和党と民主党の基本的経済政策の違い、税制改革のたたき台、

税制改革の目標と手段

講師: 齋藤　美智子（税務パートナー）

個人所得税・遺産税改革：政策的論点・トランプ政権案とブループリント

改革ポイント：個人所得税、American Health Care Act（米医療保険法案）

2. Destination Based Cash Flow Tax（DBCFT）消費地キャッシュフロー課税と国境調整

講師: 秦　正彦（JBS税務グローバルリーダー、米州統括パートナー）

Destination Based Cash Flow Tax（DBCFT）と下院歳入委員「The Blueprint」、DBCFT、DBCFT「消

費地課税」、国境調整による消費地課税（米国への輸出、米国からの輸出）、DBCFT「消費地課税」、

DBCFT「キャッシュフロー課税」、DBCFTとVAT比較、なぜDBCFTか？、DBCFTと為替変動、

WTO協定との関係、DBCFT適用時の実務的な検討課題、現時点でのDBCFT対策、DBCFT今後

3. 低税率化する米国と移転価格の検討

講師: 古屋　宏晃（移転価格部門プリンシパル・JBS移転価格係争対応プラクティス共同リーダー） 

低税率化する米国と移転価格の検討、国境調整の影響、国境調整と税コスト、日米取引価

格の検討、対米取引に関する移転価格税制の執行、米国税制改正と移転価格プランニング、

IRS調査対象アップデート

4. メキシコを取り巻く環境について（NAFTAと自動車産業を中心とした現状と今後について）

講師: 森本　琢也（国際税務シニアマネージャー・ラテンアメリカビジネスセンター所属） 

NAFTA再交渉について、その他メキシコを取り巻く税務環境について（税務システム構築の環境）

セミナーに関する問合せ先 :
原 アレックス （Alex Hara） 
Tel: 937-449-8834
E-mail: n.alex.hara@jpmorgan.com

セミナーに関する問合せ先 :
古屋　宏晃 （Hiroaki Furuya） 
Principal Transfer Pricing
Tel: 214- 754-3404
E-mail: hiroaki.furuya@ey.com

JBSDイベント報告



Views    07    17

5

青年委員会主催

2017デトロイト再発見ツアー（春）開催！

皆さんはデトロイトと聞いてどんなイ

メージをお持ちでしょうか？多くの方が

「破綻」「治安が悪い」等の負のイメージ

をお持ちではないかと思います。そんな

方々に今のデトロイトを少しでも知って

もらおうと始めた「デトロイト再発見ツ

アー」、今回で７回目の開催となりました。

デトロイト在住の敏腕ツアーガイド

Bobさんの案内のもと、博物館・美術館

や歴史的建造物が集まるダウンタウン・

ミッドタウンエリア、そして今やデトロ

イトの負のイメージの代名詞となってし

まった廃墟をバスで巡り、デトロイトの

光と影を見学しました。

昼食は今年National Geographic

誌にも推薦されたコニーアイ 

ランド1号店にて、デトロイトのソ

ウルフードであるチリドックを存

分に堪能しました。午後は貸切り大型ボー

トに乗船し、デトロイトリバークルーズ

へ出発。ヘンリー・フォードの起点となる 

船のエンジン整備場、米国最大規模を誇る

ヨットクラブ、ベルアイル、アンバサダー

ブリッジやカナダウィンザー 

沿岸等、陸路からは 

見ることができない

贅沢な景色を楽しみ

ました。

今回のツアーを通して、改めてデトロ

イトの歴史と魅力、そして、デトロイトの

今を直に感じていただけた一日になった

のではないでしょうか？

（青年委員会：芝野・召本・鈴木・大谷・内田・松岡）

商工部会・MUFG Union Bank, N.A. 共催

金融セミナー

去る5月24日（水）、JBSD商工部会では

MUFG Union Bank, N.A.をお招きして

共催セミナーを開催した。三部に分けて

行われたセミナーの概要は以下の通り。

第一部:

『為替相場の展望』〜トランプ相場と米金融政策の行方〜

講師： 石丸　伸二（MUFGユニオンバンクグローバルマーケットリサーチNY、為替アナリスト）

項目： 1.トランプ相場　2.米金融政策　3.商品市況　4. 円相場

第二部:

『2017年米国自動車業界の行方』〜転換点に立つ米国新車市場、NAFTA再交渉の道筋〜

講師： 平松　万由子（三菱東京UFJ 銀行戦略調査NY、Vice President）

1. 転換点に立つ米国新車市場-現状と見通し

 • 米国市場の現状　• 信用供給　• 中古車価格とリース販売　• 在庫と生産計画

 • 在庫と販売奨励金　•  2017年米国販売と北米生産の見通し　• 需要サイクル

2. NAFTA再交渉の道筋—トランプ政権の通商政策

  • NAFTA自由貿易圏の分業体制　• トランプ大統領の選挙公約

 • NAFTA再交渉の流れ　• NAFTA見直しの優先課題　• 法人税の「国境調整」

第三部: 

『メキシコのリスクと優位性』

講師： 豊田　育雄（メキシコ三菱東京UFJ銀行頭取、メキシコ日本商工会議所副会頭）

1. マクロ経済

2. メキシコのリスク

 • 対米通商関係　• 政治　• （1）為替 （2）為替リスクへの対応

3. メキシコの優位性

 • 財政　• 総合収支　• 人口　• 自由貿易政策　• 輸出加工拠点・製造拠点　• 内需　• 構造改革

セミナーに関するお問い合わせ先

JBSD事務局
Tel: 248-513-6354
E-mail: jbsdmich@jbsd.org

JBSDイベント報告
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2017年度定例総会報告

去る5月20日（土）ノバイ市ノバイメドウズ校にて、デトロイトりんご 

会2017年度定例総会が、父母会と合同で開催されました。来賓として

在デトロイト日本国総領事館和田総領事、JBSD藤田会長よりご挨拶

を賜った後、宮本学校長が挨拶をさせていただきました。当日の総会

出席者数は107名、委任状数は407枚で、合計514となり、会則に則り 

総会は成立し、以下の通り議題が進行しました。

1. 2016年度活動報告・2017年度活動計画（報告案件）

2. 2016年度会計報告・2017年度予算報告（報告案件）

3. 2017年度理事選任（承認案件：承認）

4. 新体制紹介

りんご会では「帰国しても困らないように」という従来からの目標に

加えて、「日本と国際社会をリードする人財育成」を目標に掲げ活動して

きております。その中のイースタン・ミシガン大学との共同プロジェク

トである「デトロイトモデル」においては、日本の現役教員を2年連続で 

招聘し、日本の最新授業の補習校での実践と補習校講師の授業力向上

に取り組みました。さらに本年度はこれらの活動をベースに子ども達の 

「学び・考え・表現する力」の向上を目指し、「校内研修・研究の充実」や 

「補習校に適した授業内容の重点化」など、新たな方策を検討してまいります。

新理事代表挨拶でも述べさせていただきましたが、補習校は数々の 

ボランティアで支えられているNPO法人です。皆様の従来からのご支援に

感謝するとともに、さらに補習校の活動に対するご理解を深めていただき、

子どもたちのためにご協力・ご尽力いただけますよう、何卒よろしくお願い 

いたします。

デトロイトりんご会補習授業校・2017年度理事会名簿

井上　俊彦 Toyota Motor North America, Inc.

前田　秀隆 Yazaki North America, Inc.

下村　憲司 Denso International America, Inc.

横野　俊二 Nissan North America, Inc.

（りんご会理事長 井上）

デトロイトりんご会

JBSDスポーツ部会 ・ 補習校サッカースクールFC Robins 97共催 インドア・サッカー大会

2017年度　SAKURA CUP　開催

去る5月21日（日）、JBSDおよび 補習

校サッカースクールFC Robins 97の共催

により、インドア・サッカー大会が今年

もWixom市のTotal Sports Complexで開催

されました。幼稚園年中から中学生まで

を対象に約100試合、親子合わせて550名

以上の参加者を集める大きなイベントと

なりました。

昨年より、大会名は「SAKURA CUP」

と改められ、ミシガンとオハイオの間で

SAKURA CUP（優勝カップ）をかけた対

抗戦となりました。対抗戦は、大会終盤

まで勝負の行方が分からない一進一退

の攻防が繰り広げられ、試合を観戦して

いる保護者からも応援の声が盛んに飛び 

交い、会場は熱気に包まれました。

また、各年代で親子サッ

カーも行われ、子供相手で

も手加減なしの真剣勝負で

見ごたえ十分でした。昼休み

に行われた、ミシガンとオハ 

イオのコーチ対抗戦は、お互いのコーチ

の気迫溢れた戦いに会場全体が一体と 

なり、大いに盛り上がりました。本大会を

通して、改めてサッカーの楽しさを感じ

られた一日になりました。

今年も共催していただいたJBSD様、

遠路ご参加くださったオハイオ補習校の 

皆様、大会の準備、運営にご協力いただ

いたBrilliant、FC Robins 97の皆様、そし

て大会を盛り上げてくださったミシガン

の子供達と保護者の皆様にこの場を借り

て御礼申し上げます。

気になる対抗戦の勝敗の行方ですが、

子供たちのがんばりで、前回秋の大会で

奪還したSAKURA CUPをミシガンが死

守。次回は秋にオハイオで開催されます。

引き続き、ミシガンがSAKURA CUPを

死守できるよう秋に向けて子供たちと練

習に励みたいと思います。 （小3コーチ一同）

JBSDイベント報告
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イベント情報 注 :  掲載のイベント情報に関しては、内容が変更される場合がありますので、必ずイベント主催者に確認して下さい。 

また、掲載している内容に関し、いかなるトラブルが生じても、JBSDは一切責任を負いませんので予めご了承下さい。

特別イベント
サルー・トゥ・アメリカ
Salute to America
Greenfield Village/Henry Ford Museum, Dearborn
6月30日（金）– 3日（月）6:00pm–10:00pm
問合わせ : 313-982-6001
www.thehenryford.org/salute
グリーンフィールド・ビレッジ内の屋外フィール
ドにて行われるデトロイト・シンフォニー・オー
ケストラも参加するジョイントコンサート（雨天
決行）や花火大会。レジャーシートや椅子などを
持って行こう。

チェリー・フェスティバル
National Cherry Festival
Traverse City
7月1日（土）– 8日（土）
www.cherryfestival.org
毎年恒例のチェリー・フェスティバルは、ミシガ
ン州北部のチェリーの産地として知られるトラ
バース・シティにて行われる。湖岸で開催される
エア・ショーを始め、パレードや音楽ショーを楽
しむことができ、チェリーの収穫を祝う。

アナーバー・サマーフェスティバル
Ann Arbor Summer Festival 
University of Michigan, Ann Arbor 
（メイン・キャンパス時計台付近）
〜7月4日（火）
www.annarborsummerfestival.org
パフォーミングアーツ、ビジュアルアーツ、コン
サート、ダンス、屋外映画など盛り沢山。家族で
楽しめる夏恒例のフェスティバル。

アート・イン・ザ・パーク
Art In The Park 
Plymouth, MI
7月7日（金）– 9日（日）
金 : 11:00am– 8:00pm
土 : 10:00am–7:00pm
日 : 10:00am–5:00pm
問合わせ : 734-454-1314
artinthepark.com
プリムスで行われるアートフェア。400以上の絵
画、彫刻、陶器、ジュエリーなど様々な工芸品、美
術品が大集合。キッズエリアも充実している。

ミシガン・エルビス・フェスト
Michigan Elvisfest 
Riverside Park, Depot Town, Ypsilanti

7月7日（金）– 8日（土）
金 : 5:00pm–12:00am
土 : 12:00pm–12:00am
料金 : 金 : $18 ・ 土 :$28・ 2-day: $40
 12歳以下無料
www.mielvisfest.org
米国ロックンロールのキング、故エルビス・プレ
スリーのトリビュート・アーティストが繰り広げ
る、夏のコンサート。エルビスファン必見。家族
でも楽しめる。

Michigan Lavender Fest
ラベンダー・フェスティバル
Blake’s Orchard & Cider Mill, Armada
7月14日（金）–16（日）10:00am–5:00pm
料金 :  $7 （12歳未満無料 –ワーク

ショップ、クラスなどは入場料に
含まれる/有料クラスもあり）

michiganlavenderfestival.net
ラベンダーに関する商品が購入できるほか、ラベン 
ダーに関するクラスやワークショップなども 
開催。ラベンダーの香りにつつまれ、リラックス
して夏のフェスティバルを楽しめる。

アナーバー・サマー・アートフェア
Ann Arbor Summer Art Fair
Down Town Ann Arbor
7月20日（木）– 23日（土）
木–土 : 10:00am–9:00pm
日 : 12:00pm–6:00pm
www.theguild.org
絵画から陶器、ジュエリー、彫刻、フォトグラフィ、
ガラス細工、木工品とアートというアートが全
国から集まる全米でも有数の規模を誇るアート
フェア。毎年50万人を超える来場者が。

コンクール・ド・エレガンス
Concours d’Elegance of America
The Inn at St. John’s, Plymouth
7月30（日）10:00am– 4:30pm
料金 : $35（駐車料金含む）
 12歳以下は大人同伴で無料
www.concoursusa.org
毎年恒例のアンティーク、クラッシックカー・コ
レクション展で、200を超えるクラッシックカー
が展示される。

2017 Detroit Tigers 
ホームゲーム スケジュール
デトロイト コメリカパーク
detroit.tigers.mlb.com
7月 対 Indians
  7月1日（土）・ 2日（日）
 対 Giants
  7月4日（火）– 6日（木）
 対 Blue Jays
  7月14日（金）–16日（日）
 対 Royals
  7月24日（月）– 26日（水）
 対 Astros
  7月28日（金）– 30日（日）

今後の人気イベント
Fox Theatre
www.olympiaentertainment.com
• 10月27日 2 Cellos
•  12月17日  Moscow Ballet’s Great 

Russian Nutcracker 
Little Caesars Arena
www.olympiaentertainment.com
• 9月12日– 20日 Kid Rock
• 10月1・2日 Paul McCartney
• 11月7日 Lady Gaga

やはりMichiganの日差しは強いですね。

この時期は、日差しが強いので昼間はあま

り外に出かけたくなくなってしまいます。

外出したとしても室内で遊べる場所、公園

に行っても木陰、近くに買い物に行っても、

多少お店から離れていても日陰の駐車ス

ペースを探すそんな生活をしております。

ただ、そんな私でも、バーベキュー（以下

BBQ）をするときは、日差しが強い昼間から

出かけます。とは言っても自分でやるので

はなくて、アメリカ人の友人宅に招待され

た時ですが. . . 

Michiganに来たばかりの頃は、自宅の庭

でBBQでき、またその香りの素晴らしさ

に驚かされた記憶があります。この夏は、

BBQグリルを買って、チャレンジしてみた

いと思います。

そうそう、ご存じかもしれませんが、グリ 

ルの種類を大きく区分するとガスグリルと

チャコール（炭火）グリルがあるとのこと 

です。場所（サブディビジョン）によっては、

チャコールグリルが禁止されているとことも

あるとのことですのでご注意ください。 K.S.

編集委員の独り言

7月のデトロイト近郊花火大会情報は本誌

6月号のP.3で紹介していますのでそちら

をご覧ください。

デトロイトりんご会補習授業校  講師募集中！

デトロイトりんご会補習授業校では、明るく元気で子供大好き、 
やる気溢れる講師を募集しています。

詳細はwww.jsd.org/teacherwantedをご覧ください。

※ QRコード読み取り可能な携帯電話で左記コードを読み取ると 

りんご会ウェブサイトへジャンプします
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お待ちしていますのでお気軽にお寄せ下さい。

投稿も大歓迎です。

今月のトピック

• 特別寄稿 : 歌舞伎と役者絵 その魅力について .....  1

• リレー随筆: 美食の街サン・セバスチャンを訪ねて ......  3
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• FCRobins97インドアサッカー報告  ...................  6

views@jbsd.org（編集部）

www.jbsd.orgでもViewsをご覧いただけます。

去る6月9日（金）、JBSD基金スカラシップの授与式

が行われました。当日は、John Clark理事長のご挨拶

に始まり、続いて来賓としてお迎えした在デトロイト

日本国総領事館の酒井首席領事から奨学生を初めと

する来場者へのメッセージをいただきました。

JBSD基金奨学金は、大学生はミシガン州立大学連合

であるJCMU（Japan Center for Michigan Universities）の 

体験留学プログラムへの応募者の中から、高校生につい

てはYFU（Youth For Understanding）の体験留学プログ

ラムへの応募者の中からそれぞれ選考を行っています。

その結果、大学生は年間6人、高校生は年間2人、合計 

8人の学生に日本への体験留学の機会を与えています。

また、奨学金制度以外にも若者の交流を促進するた

めの貢献授業として、姉妹都市交流による交換プログ

ラムを支援しています。ミシガンと日本の間には28の

姉妹都市交流があり、それぞれが長い歴史を持ってい 

ます。（出典: www.detroit.us.emb-japan.go.jp/jp/culture/ 

sistercity.htm）このうちいくつかは、高校生交換プログ

ラムを毎年実施されており、日米それぞれの学生が初

めてお互いの国の生活・文化を体験する機会が与えら

れています。JBSD基金は、日本からやってきた学生と

当地の学生の交流イベント、アメリカ人学生の日本訪問

プログラムを支援しています。これらの初めての異文化

体験が、日米の若者にとって、相手の国を大好きになっ

てくれるきっかけとなってくれることを願っています。

事務局長だより今後のJBSD行事予定

青年委員会主催

トラバースシティバスツアー
日　時 : ７月９日（日）
概　要:  砂丘散策、チェリー狩り、ワイナリー ワイン 

テイスティング、ダウンタウン散策

スポーツ部会主催

JBSDゴルフ大会 （雨天決行）
日　時 : 7月16日（日）7:00am受付開始
場　所 : Farmington Hills Golf Club

JBSD基金主催

2017ファンドレイズゴルフ大会
日　時 : 8月24日（木） 9:30am受付開始 
 ショット・ガン11:00am、ディナー 4:00pm
場　所: Indianwood Golf & Country Club
参加費:  $250/人 （Play Fee, Cart, Lunch, Dinner含む）
定　員 : 128名 

スポーツ部会主催 

JBSD初心者・中級者テニスレッスンのご案内
日　時 : 8月27日（日） 9:30am–12:15pm 
 9:30am 集合 ※室内コート
 10:00am 開会式
 10:15am–12:15pmレッスン 

場　所 : Franklin Athletic Club
問合わせ: 248-352-8000
参加費:  $5/人（参加資格: JBSD会員・会員

会社社員・個人会員・りんご会会員・
Womens’ Club会員・テニス教室 
コーチ及び その家族、小学生以上）

スポーツ部会主催

第26回JBSD親善ソフトボール大会
日　時 : 9月10日（日） 1・2回戦
 9月17日（日） 3回戦、準決勝
    3位決定戦、決勝戦
 9月24日（日） 予備日
場　所 : City of Novi Recreation Park

JBSD事務局移転完了のお知らせ

2017年4月よりJBSD事務局がノバイ市へ移転 

しました。郵便物送付先、電話、FAXは以下の 

通りですので、今一度お確かめください。

新住所:  

42400 Grand River Ave., Suite 202 
Novi, MI 48375  
Tel： 248-513-6354 • Fax: 248-513-6376

会員の皆様に、より便利で使いやすい事務局を 

目指してまいります。

問合わせ：JBSD事務局 248-513-6354まで


