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2018 年度 JBSD 基金 スカラシップ授与式開催
去る 6月 8日
（金）
、ノバイにある Suburban

Collection Showplaceで昼食会とともに
2018 年 奨 学 金 授 与 式を開 催しました。
当日は、ご来賓・JBSD基金ボードメンバー
と学生・保護者による懇親昼食会に始
まり、続いて授与式が行われました。授与
式では、クラーク JBSD基金理事長ならび
に来賓としてご出席を賜った在デトロイ
ト日本国総領事館の酒井首席領事から、

ごとにそれぞれ 2 人、年間合計で 6 人に奨

ています。JBSD基金は、このうち日本へ留

それぞれ学生達への祝福と温かい励まし

学金が授与されますが、6 月は秋・年間学

学を希望するミシガンの高校生を対象と

の言葉をいただきました。

期の 4 名が選考され、春学期の 2 名は年末

して応募学生の中から最終 2 名を選考し、

JBSD基金奨学金は、州立大学および州

から翌年 1 月にかけて選考されます。大学

6 月下旬から約 6 週間に亘る留学に対して

内の高校で学ぶ学生を対象に、日本への体

生達は、滋賀県彦根市にあるミシガン州

奨学金を授与しています。

験留学費用として授与しており、留学を通

立大学連合日本センターを拠点として日

当日の式では、本年選ばれた高校生に続

し日本の同世代の友人を作り、日本文化へ

本の大学生と勉学交流を行うほか、ホスト

いて大学生が訪日への期待と目標を語っ

の理解と興味を深めてもらうことを目的

ファミリーのご協力によるホームステイを

てくれましたが、どの学生からも体験留学

としています。選考のプロセスとしては、

通して様々な活動を体験します。

の機会を与えてくれた JBSD基金に対する

それぞれの学生を対象として異なる二つ

ご存じの通りミシガン州 は滋賀県と

素直なお礼が述べられました。また、先輩

の組織が運営する日本体験留学プログラ

姉妹州県関係を結んでいますが、今年は

として招待された昨年の留学生達は、日本

ムによって一次選考された学生の中から

50 周年を迎える記念すべき年にあたり

で体験したことをアドバイスも交えながら

JBSD基金が最終選考を実施します。体験

ます。ミシガン州立大学 連合日本セン

語り、後輩の留学生達にとっては良い前知

留学プログラムを運営する二つの組織は、

ターは姉妹都市提携 20 周年を記念して

識を得ることができたと思います。

大学の部がミシガン州立大学 15 校から構

1989 年に滋賀県の援助を得て建てられた

会員各位からの温かいご寄付のお陰で

成される JCMU（Japan Center for Michigan

施設で、今日まで日米の若者達の交流に

本年も JBSD基金奨学金の授与式を行うこ

、高校の部は YFU（Youth For
Universities）

大きな役割を果たしてきています。

とができました。有り難うございました。

Understanding）です。

いっぽう、高校生の海外留学を支援す

大学生は、春学期、秋学期、年間の体験

る YFUは世界的な組織で日本のほかにも

プログラムがあり、希望するプログラム

世界各国への留学の機会を高校生に与え

本年の奨学生
大学生受賞者 4 名
Anastasia Asberry Eastern Michigan University
Stephanie Lanphear Western Michigan University

左: JBSD 基金理事長クラーク氏
右: 酒井主席領事の御挨拶

Trenton Woodcox Michigan Technological University
Matthew Luther

Michigan Technological University

高校生受賞者 2 名
MC ボランティアのKasia さん
ご協力ありがとうございました。
奨学金受賞者の皆さん 笑顔で「いってきます！ 」

Anya Turner

Harrison High School

Jillian Gaynett

North Farmington High School
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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とお知らせ
ジェイムズ・ヘティンジャー氏勲章伝達式及びレセプション
長年バトルクリークへの日本企業の進
出支援と日米間の相互理解・友好親善
に寄与した功績が認められ、元バトルク
リーク公団社長のジェイムズ・ヘティン
ジャー 氏 が 平 成 30 年 春の 外 国 人 叙 勲

記念盾の贈呈

（旭日双光章）を受章されたことを祝し、

6 月 29 日、総領事公邸において、同氏へ
の勲章伝達式及びレセプションを開催し
ました。
当日は、和田総領事から賞状と勲章が

叙勲の授与

ヘティンジャー氏のスピーチ

授与された後、同氏から、米国への進出を
目指していた日本企業の誘致に力をいれ

影響を受けたことなど、日本企業の進出支

サプライズで記念の盾が送られるなど、

たこと、誘致した後の日本企業の駐在員及

援と日米間の相互理解・友好親善に尽力

温かい雰囲気に包まれたレセプションと

びその家族が地域社会で受け入れられる

されたエピソードについてお話しがあり

なりました。

よう、人と人とのつながりや橋渡しに常に

ました。

総領事館としましては、引き続き、日

力を入れていたこと、また、自身も日本文

関係者から同氏のご活躍を称える挨拶

化や礼儀正しさなど日本から多くの良い

があり、バトルクリーク日本人会からは

米間の相互理解・友好親善に向けた取
り組みを進めて参ります。

2018年度 領事・旅券手数料（2018 年 4月1日 – 2019 年 3 月 31日までの料金）
• 領事・旅券手数料は毎年4月1日に改定されます。
• 手数料は、受領時にお支払いください。パーソナルチェック、クレジットカードはご利用いただけませんのでご了承ください。
• お釣りのないようにご準備をお願いいたします。
1. 旅券
① 一般旅券（10年有効）...................................................................... US ＄143.00
② 一般旅券（5年有効: 12歳以上）........................................ US ＄98.00
③ 一般旅券（5年有効: 12歳未満）........................................ US ＄54.00
④ 一般旅券の記載事項変更旅券 ............................................ US ＄54.00
⑤ 一般旅券の査証欄の増補 ................................................... US ＄22.00
⑥ 渡航書の発給 ...................................................................... US ＄22.00
2. 証明
① 在留証明 ............................................................................. US ＄11.00
② 出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明（英文）......... US ＄11.00

翻訳証明 ............................................................................. US ＄39.00
④ 署名証明（官公署に係わるものを除く）............................ US ＄15.00
⑤ 運転免許証抜粋証明 .......................................................... US ＄19.00
⑥ 旅券所持証明 ...................................................................... US ＄19.00

③

3. 査証
① 一般入国査証 ...................................................................... US ＄27.00
② 数次入国査証 ...................................................................... US ＄54.00
③ 通過入国査証 ........................................................................ US ＄6.00
※ ①〜③は、査証申請人の国籍によって異なる場合があります。

④

再入国の許可の有効期間の延長 ...................................................... US ＄27.00

ノバイ領事出張サービス実施のお知らせ
総領事館は、以下のとおり、ノバイ市における領事出張サービスを実施する予定です。
日
時:
会
場:
実施項目:

2018年 9月26日
（水）1:00pm – 5:00pm ・ 2018年10月16日（火）1:00pm – 5:00pm
Novi Civic Center（ノバイ市役所）
・45175 W. 10 Mile Rd., Novi, MI 48375
旅券（パスポート）の申請・交付、在外選挙登録申請、在留証明、および署名証明の申請、身分事項証明（英文の出生･
婚姻･ 離婚・死亡証明書など）の交付、旅券所持証明の交付、在留届の受付、各種相談（戸籍･ 国籍関係・各種届出
用紙や母子手帳のお受け取り等）
※ 原則、ミシガン州とオハイオ州ご在住者が対象です。それ以外の方は、事前にご相談ください。

詳細は、総領事館HPをご覧ください。www.detroit.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
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242 回 リレー随筆

第二の故郷 日本

から、昼ご飯を食べて、又、
他の宣教師と遊びました。

DENSO International America, Inc.

六時間後にバス停に戻っ

ペドロ・サン ブ ラノ

たら、スーツケースがそ
のままそこにありました。

はじめまして、ペドロ・サンブラノと

かなりびっくりしました。

申します。出身はカリフォルニアのサン

日本人の正直さに驚かさ

ペドロという町です。恐らく、
ロングビー

れる経験でした。

「一、二、三、だぁぁ！ 」（筆者中央）

チ港を聞いたことがあると思いますが、

スーパーで買い物をしながら、かごの

教会の入り口で立って、教会員に挨拶し

サンペドロにロサンゼルス港があって、

中に未購入の物があったとして、少し外

ます。毎週私は高谷さんと会った時に笑

コンテナ量でアメリカでは一番にぎや

へ出ても、誰も何も言いません。アメリ

顔で挨拶しました。それから、言葉が分

かな港で、
「アメリカの港」と呼ばれてい

カでは、まだ支払っていないものを持っ

からない会話もありましたが、私は笑顔

ます。冗談として、良く日本語で「サン

てスーパーを出たら、周りの人たちが

して、会釈をしました。高谷さんが笑っ

ペドロから参りましたペドロ・サンブラ

それらを盗んでいると考えてしまいます。

たら、私が冗談か文章が分からなくても、

ノと申します」と自己紹介します。

しかし、日本では誰も泥棒をしないので、

笑いました。後で、高谷さんは私に高谷

誰も言いません。本当に驚嘆します！

さんが私の言葉が分からないと知ってい

現在、デトロイトに住んでいます。良く
地元の人たちに「何故、ロサンゼルスか

そ の 時 ま で 身 の 安 全 を 感 じ た こと は

たのに、私が高谷さんの冗談に笑ってく

らデトロイトに引っ越したか」と聞かれ

無く、人間を信用したことはありません

れたのが嬉しいと言っていました。家族

ます。仕事のためにデトロイトに引っ越

でした。

が日本にいなかったので、高谷家が自分

したと説明したら、
「何の仕事なのか」

弘前の街は現代の建物とお城のよう

の誕生日会をしてくださって、真に感謝

と聞かれます。それで、
自動車業界に入っ

な日本の伝統的建物が一緒にあるとても

しています。

て、日系企業で働いて、又、日本に住ん

ユニークな場所です。アメリカで観た日

私の大好きな日本での時期が留学の

でいましたと説明します。その後に日本

本のドラマの音楽が弘前のトンネルで流

時だと思う人が多いですが、実は東北

に住んだきっかけも聞かれます。二年間

れていたのを覚えています。大河ドラマ

に居た二年間をとても楽しみました。日

宣教師として日本で働きまして、後一年

のような歴史が存在する街のように感じ

本語を覚えるのが大変でした。しかし、

間も留学しました。普段は留学の期間の

ます。そんな弘前市で小山内さんと高谷

私の下手な日本語に対して日本人は忍

事のみ話しますが、東北での宣教師経験

さんという友人に出会いました。

耐強く、聞いてくださって、直してくだ

小山内さんは林檎畑で働いていま

さいました。その時までに日本に行った

青森県弘前市は私の日本で最初に住ん

した。私はその当時は日本語が下手でし

ことがありませんでしたが、同じ日本ス

だ 場 所なので、日本のふるさとと感じ

たが、身ぶりと英語と日本語でコミュニ

ポーツやドラマなどを見たことで少し背

ます。2004 年 9 月から 12 月中旬までに弘

ケーションができました。高校生の時に

景が共通だと感じました。たまに日本人

前に住んでいました。その時は二十歳で

ビデオで良く日本のプロレスを見ました。

は義理の家族になったと感じます。日本

した。最初にびっくりしたのは日本で泥

小山内さんもプロレスが好きだったから、

人の親切さと行動力にとても影響され

棒がとても少ないことです。仙台で弘前

彼とアントニオ猪木とジャイアント馬場

て今でも日本で学んだことを使ってい

行きバスを待っている時、先輩宣教師と

とスタンハンセンについて良く語り合い、

ます。今でも、日本出張に行ったら、外国

一緒にバス停に行ったら、
先輩は「じゃあ、

日本語がだんだん上手になりました。弘

に 行くことを 感じま せ ん。家 に 帰 る、

ペドロのスーツケースここに置いておい

前から転勤になった時、
最後に一緒に
『一、

つまり「ただいま」という感じです。

てご飯を食べよう」と言いました。日本

二、三、だぁぁ！』というポーズ写真を撮

に関して悪いイメージがなくても、
外国の

りました。

について書きたいと思います。

都市でスーツケースを残すのは不安です。

日本では高谷さんは私の大ファンで

私は躊躇しましたが、彼に説得されて、

した。彼女は弘前教会の支部長の奥さん

スーツケースを置いて出かけました。それ

でした。毎週日曜日に日本の宣教師は

次のバトンは、Nagase America Corporation
のガブリエル・ニーさんにお渡しします。
ガブリエルさん、どうぞよろしくお願い
します。
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デトロイト美術館・JBSD・JCD 共催

デトロイト美術館 日本美術関連 特別イベント開催
去 る 6 月 12 日（火）、デトロイト美 術 館 に て JBSD・D I A
（デトロイト美術館）
・JCD（ Japan Cultural Development ）の
共催による特別イベントが開催されました。同美術館のオー
ディトリアムならびにグレート・ホールを会場として午前

10 時から午後 3 時まで2 つのプログラムが並行して実施され、
日米双方のコミュニティから多くの人々が参加しました。
各会場におけるプログラムのハイライトは次の通りですが、

JBSDと DIAの関係の深まりと共に、地元コミュニティの日本文
化への理解ならびに文化を通した日本との絆が強く感じられる
イベントとなりました。

1.

2.

3.

グレート・ホール 10:00am–3:00pm
1927年に日米親善を目的として米国から日本へ送られた「青い目の人形」
への返礼として日本から米国に渡った「答礼人形」のうち、デトロイト児童
博物館（Detroit Children’
s Museum）で90年以上に亘って良好に保管され
ていた女子人形「秋田蕗子」の相手として今年制作された男子人形の2 体が
展示されました。男子人形は、著名な市松人形師の藤村光環氏がDIAへの寄
贈として制作したもので、午後 2時から行われた寄贈式によりDIAの所蔵美
ともき
術品のひとつとなりました。また初披露された人形の名前「友輝」は、デト
ロイトりんご会補習授業校の生徒から募集した200 以上の名前の中から選
ばれたもので、命名した中学1年生の水井彩里名さんが当日の寄贈式に出
席し、壇上に招かれてDIAの幹部ならびに多くの来場者から祝福されました。
人形と並ぶ他の展示ハイライトとして、手ぬぐい師の川上千尋氏に
よる図柄制作の実演の披露、そして昨年 JBSDが寄贈した神輿が展示され
多くの人が訪れていました。

4

オーディトリアム 10:00am–12:00pm
前半の1時間は、冒頭のSalvador Salort-Pons館長によるJBSDへ
のお礼を含む挨拶に続き、
「Interconnection through Art and Culture:
American Museums and the Building of U.S.-Japan Relationships」
というタイトルで、次の方々により日米の美術文化交流に関するパネ
ル討論会が行われました。
（写真左部）
その後、休憩を挟んで、後半は「One British and Three Americans:
Collecting Japanese Paintings from Nineteenth Century to the
Present」のタイトルで、三笠宮彬子女王殿下による特別講演が行われ、
来場の観衆が興味深い講演内容に引きつけられていました。
（写真右部）
DIA 館長:

Salvador Salort-Pons, DIA Director, President & Chief Executive Ofﬁcer（1.）

モデレータ:
パネリスト:

Kiyoteru Tsutsui, Center for Japanese Studies at the University of Michigan
Takashi Omitsu, Executive Advisor, Japan Business Society of Detroit（2.）
Alison Jean, DIA Interpretive Planner
Katherine Kasdorf, DIA Curator, Department of Arts of Asia and the Islamic World
Natsu Oyobe, Curator of Asian art, University of Michigan Museum of Arts（3.）
William Colburn, Executive Director, Freer House, Wayne State University
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JBSDイベント報告
JBSD 文化部会・デトロイトりんご会補習授業校共催

2018 年写生大会開催
去る 6 月3 日
（日）
、デトロイト動物園において今年も JBSD・りんご
会補習授業校の共催により写生大会を開催しました。
事前の申込みは、入園・うち写生参加がそれぞれ 700 名、400 名
以上でしたが、午前中の雨天が原因で実際の入園者は 402 名、写生
参加者は 229 名となりました。
正午前からは徐々にお天気も回復して、写生参加者からの力作
が寄せられました。入賞作品の審査には、JBSDが親交を深めてい
る DIA（デトロイト美術館）から今年も Ms. Ani Garabedianをお迎え
しました。入賞者には、昨年同様、DIAからスタジオでの制作体験、
館内ツアー、DIAシアターへの無料入場券が対象者に贈呈されました。
今年の入賞者は以下の通りです。

未就学・幼稚園の部 金賞 三枝

千里

小学校 1・2・3年の部 金賞: 佐藤 ラケンジ

写生大会入賞者一覧
未就学・幼稚園
さいぐさ

ちさと

みすみ

さらさ

金 賞

三枝 千里

銀 賞

三隅 更紗

銅 賞

佐々木 郁加

さ さ き

あやか

小学校 1・2・3 年
さとう

佐藤 ラケンジ
こじま

たける

小島 武
ほんだ

ゆうたろう

本田 悠大郎

藤田 陸生

ふじた

り く

鎌田 彩良

かまだ

さ ら

うめむら

にいな

いしがき

しょうご

小学校 4・5・6 年
いしかわ

中学生・高校生

ゆきな

石川 倖菜
あ べ

阿部 まや
こいけ

はる

小池 陽
かわかみ

川上

あ

か

ひがしだ

あ み

いしかわ

あおい

あ べ

そうし

東田 愛未
石川 葵彩
阿部 颯司

り

愛花里

かわべ

あ に か

川部 明仁香

一 般
さとう

まさかず

ひがしだ

やすし

わたなべ

し ほ

さかい

ゆうし

のざわ

あきこ

佐藤 雅和
東田 康司
渡辺 志保
酒井 優士
小学校 4・5・6 年の部 金賞: 石川 倖菜

努力賞

ふるさと

いろは

梅村 新那

石垣 翔梧

古里 彩葉

—

—

野澤 伊織

のざわ

—

野澤 暁子

—

—

いおり

ペンギン館で写生をする子供たち、
真剣そのものです！
中学生・高校生の部 金賞: 東田 愛未

宮本校長先生

一般の部 金賞: 佐藤 雅和
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異文化の海を泳ぐ 第二回
「 異文化でのコミュニケー
ション術」について
執筆者

岩崎

博

月日の経 つのは早
いものですね。あっ

ないと見てゆっくり喋っ

No need
to be
perfect!

ていたのが普通の速度に
戻っただけ。彼女は私の
言葉を聞いてこの人は英語が普通に話せ

みませんか？ こんな事を言うと語学教育

る人だな、では特に気をつける必要がな

を否定しているように聞こえますがそう

いなと考えた。これが後で我々が出した

いうことではなく、一度学校で学んだ知

結論でした。なまじ格好良い言い回しは

識を頭の引き出しの奥にしまい、段々慣

しないほうがいい。

れてきたらこれらを引き出すようにした

2．ある会社のオフィスを訪問した時、

らどうかということです。意識しなくて

というまに 2 回目

そこの支店長が米人と英語の会話をして

も勝手に出てきますよ。出てきたら使っ

の寄稿時期が来ま

いるのを聞きました。彼の英語は私から

てみましょう。すると、お、通じたなと感

した。ここ数 年 気

見てもお世辞にもうまい英語ではなく、

じます。これは自信に繋がります。自信が

候の変化が以前

時々日本語の単語が混じっている何とも

持てればおのずと言葉もはっきりとして

とは違うなと考え

奇妙な英語でした。でもこの方は気にす

きます。先に述べたお二人はきっと学校

るのは私だけでしょうか？ 特に今年は

る風もなく堂々とかつ明瞭にしゃべって

時代、英語の授業にはあまり身が入って

冬の終わりが遅く、やっと暖かくなった

いましたし、聞いている側もちゃんと理

いなかったので文法など気にもせず、気

らすぐ 夏の気 候になってしまった感が

解をした様でした。コミュニケーションっ

迫でコミュニケーションをしていたので

あり、春という言葉はまるで冬と夏の間

て単にきちんとした英語を話すことだけ

はと思います。昔、こんなジョークを聞

に挟まった一枚の紙切れみたいですね。

ではないんだな、と感じました。

きました。世界で一番使われている言語

3．あるクライアントを訪問した時に聞

は何ですか？ 英語？ スペイン語？ 違い

ション術」について触れたいと思います。

いた話。複数の日本人出向者が仲間の一

ます、ブロークンイングリッシュです、と

異文化でのコミュニケーションと言うと

人について不思議そうに話していました。

いうジョーク。

すぐ言葉の壁が頭に浮かびます。確かに

彼は特に英語が喋れるわけではなく、見

皆様もこの世界で一番使われている

多くの日本人はネイティブ英語について

てくれもむしろとっつきにくい印象であ

言語を駆使して良いコミュニケーション

いけず苦労されていると思います。語学

るのにローカルメンバーの評判が良く日

作りを目指してください。日本人はとか

力向上は勿論大事ですが、コミュニケー

常のコミュニケーションもうまく行って

く自分の事情をはっきり言わない傾向

ションは言葉だけでしょうか。私は語学

いるようなんだがと。また、ローカルの

がありますが、遠慮は要りません。我々

教育の専門家ではありませんし自分自身

人たちと話しても彼とのコミュニケー

はどう頑張ってもネイティブスピーカー

が苦労している側ですから、別の観点か

ションは全然問題ないと話していました。

にはなれないのですから、むしろ相手に

らこの問題への対処を見てみたいと思い

以上をお読みになって皆様はどう感じ

それを知ってもらう事もコミュニケー

ます。自身の体験を含め見聞きしたいく

られますか？ そう、コミュニケーション

ション術の一つかも知れません。では

つかの例を紹介します。

は言語だけではないのです。私もそう

今回はこの辺で。

さて今回は「異文化でのコミュニケー

1．アメリカに来てまもなく、とあるレ

ですが、多くの日本人はきちんと文法に

ストランでオーダーの段になり、これま

のっとった英語を喋りたい、間違った言

でに大分英語に馴染んできたとの自負も

い方をしたら恥ずかしい、といった考え

神奈川県出身、ジャパン・インターカルチュラル・

ありふと少しかっこいい言い回し（学校

が脳裏をよぎり中々口をついて言葉が出

コンサルティング（JIC）
、ミシガン州代表。ミシガン、

で習った英文法を思い出し）をウエイト

ない傾向があります。自信が持てないの

レスにしてみました。すると途端に彼女

で話し方も低い声でぼそぼそと言うの

の喋り方が早くなり、我々
（私とその友人）

で更に相手も理解できにくくなります。

はまったく理解ができず頭を抱えました。

こうなると学校で教わった英語の知識

ティング、コーチング、セクハラ予防教育等を行う

実は彼女の喋り方は早くなったのでは

がかえって邪魔になっているな、と思い

国際トレーニングとコンサルティングを行っている。

なく、それまで我々を英語があまり出来

ます。思い切って一度文法など忘れて
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筆者紹介

岩崎

博:

インディアナ及びカナダの日系自動車産業で17年
以上勤務の後、現職に至る。同社では日本ビジネス
に焦点を当て、定期的なセミナー、企業内研修等に
よる日本人出向者への異文化理解、管理能力育成等
の各種教育、外国人社員の教育、人事管理コンサル

www.japanintercultural.com

Views

イベント情報
特別イベント
第10回 バイ・ミシガン・ナウ
Buy Michigan Now Festival
Downtown Northville
8 月3日（金）– 5日
（日）
金:
4:00pm–8:00pm
土:
10:00am–8:00pm
日:
10:00am–5:00pm
料金 :
入場駐車無料
www.buymichigannowfest.com/home.php
地元経済の活性化を目指し、ミシガンのビジネス
をサポートするフェスティバル。ミシガン各地か
らベンダーが集まり、さまざまなミシガン商品が
購入できる。コンサートや子供が楽しめるイベン
トもあり。

機関車トーマス・ライド
Day Out Thomas
Crossroads Village & Huckleberry
Railroad, Flint
8 月17（金）– 19日（日）
8 月24日（金）– 26日（日）
10:00amから1時間毎に出発（3:00pm 最終）
料金 :
$22（2 歳未満無料 – 席無し）
※入場料込み
チケット: www.ticketweb.com
http://geneseecountyparks.org/DOWT
子供達に大人気のキャラクター機関車トーマス
が今年もやってくる。トップハム・ハット卿にも
会え、
トーマスにちなんだ催しものが数あるほか、
人気は 40 分間のトーマス号ライド。子供から大
人まで楽しむことができる。

ウッドワード・ドリーム・クルーズ
Woodward Dream Cruise
Woodward Avenue,（Ferndale to Pontiac）
8 月18日（土）
料金 :
無料
問合わせ : info@woodwarddreamcruise.com
www.woodwarddreamcruise.com

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。

サンダー・オーバー・ミシガン・航空ショー
Thunder Over Michigan – Air Show
Willow Run Airport, Ypsilanti
8 月 25日（土）– 26日（日）
料金 :
入場料: 当日$40
（15歳以下は無料）
駐車料 : 当日$20
特別席 : 入場料とは別途要
（上記料金:オンライン前売りあり）
www.yankeeairmuseum.org/airshow
飛行機ファンにはたまらない戦闘機、航空機の
ショーやアトラクションのほか、子ども用プレイ
ゾーンもあり、家族で楽しめる航空ショーフェス
ティバル。

デトロイト・ジャズ・フェスト
Detroit Jazz Fest
Riverfront/Hart Plaza , Detroit
8 月31日（金）– 9 月3日（月）
料金 :
無料
問合わせ : 313-447-1248
www.detroitjazzfest.com
世界中から集まったジャス・アーティストたちが
熱く演奏する4日間。ジャズファンだけでなく、
子供たちも演奏したり、ジャズについて学べたり
と、家族で楽しめるイベント。無料でこれほどの
ジャズを聴けるとは贅沢のひとこと。

アーツ・ビーツ＆イーツ
Arts, Beats & Eats Festival
Downtown Royal Oak
8 月31日（金）
–9 月3日（月）
金 –日:
11:00am–11:00pm
月:
11:00am–9:30pm
料金 :
午後 3 時まで $3 それ以降 $5
www.artsbeatseats.com
このイベントは、その名の通り、芸術、音楽、食文
化を楽しむオークランド・カウンティの恒例人気
フェスト。アートショーやレストラン関係の200
を超えるパフォーマンスが行われる。

4万台を超えるクラッシック・カー、ホットロッド、
改造車、その他様々な車が全米から集まり、ウッド
ワード通りをクルーズする1日イベント。世界でも
ナンバーワンの規模を誇るこの1–day イベントに
は毎年150万人を超えるビジターが集まる。

デトロイトりんご会補習授業校

08 18

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

2018 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
8 月 対 Reds
7 月31日（火）– 8 月1日（水）
対 Twins
8 月10日
（金）– 12日（日）
対 White Sox
8 月13日
（月）– 15日（水）
対 Cubs
8 月21日（火）– 22日（水）
対 White Sox
8 月23日（木）– 26日（日）

JBSD基金 西日本豪雨被災地への
復興義援金募集
7月上旬に西日本を中心に発生した豪雨に
より被災し犠牲になられた方々には衷心より
お悔やみ申し上げます。
現在被災された方々を支援するための募金
活動を行っております。
募金に関しては、JBSD事務局のウェブサイト
（ jbsd.org ) より詳細をご覧下さい。

編集委員の独り言
ミシガンに駐在してもうすぐ３年。随分と
生活スタイルが変わったなぁ〜と感じる。
最近、特にハマっているのがカイロプ
ラクティックと靴！昨年夏のギックリ腰を
きっかけにカイロに通い始めた。はじめは
ストレッチをしても身体が受け付けない、
それこそ苦痛の嵐（泣）
、自分自身が情け
なくなった。しかし、今は腰痛や肩こりが
なくなり、前屈も膝を伸ばしてできるよう
になった。そんな心地良さ、快感を知って
しまった。もっと変われるかも？と思うと、
嬉しさ倍増、もう止められない。
もうひとつが靴のお話。履ければ何で
もいい、
まったく拘り持たずの昔。ある時、
靴磨きの動画を見て何かを感じてしまっ
た。早々と本革靴（ドレスシューズやス
ニーカー、アメリカではお値打ちに手に
入る）への総入れ替え作戦が実行された。
ちょっと高価でキラキラと綺麗な靴を履
くと何か落ち着く。価値観もグーンとアッ
プし、靴磨きにも精を出している今日こ
S.I.
の頃。これも楽しさ満点！（笑）
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Japan Business Society of Detroit
42400 Grand River Ave.
Suite 202, Novi, MI 48375
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• 写生大会 入賞者リスト ....................................... 5
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「異文化でのコミュニケーション術」について .... 6

views@jbsd.org
（編集部）
皆様からのご意見、ご感想を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。

www.jbsd.org でもViews をご覧いただけます。

今後のJBSD 行事予定
JBSD 基金

スポーツ部会主催

JBSD テニスイベント
日 時: 8月26日（日）9:30am 受付開始
10:15am –12:15pm レッスン
12:45pm– 6:30pmトーナメント
場 所 : Franklin Racquet Club

ファンドレイジング ゴルフ大会
日 時: 8月30日（木）9:30am 受付開始
11:00amショットガン（Tee-off）
場 所: Indianwood Golf and Country Club

お申し込みについては JBSD事務局ウェブサイト（ jbsd.org ）をご確認ください

JSDウィメンズクラブ

日本祭り ボランティア 募集！
日本祭りにて、日本文化紹介のお手伝いをして
くださるボランテイアを募集しています。
Japan Festival 2018
日 時: 2018 年 10 月 7 日（日）

会 場 : Novi High School

ボランティア内容
盆踊り出演（事前練習数回あり）
・書道体験ブース活動（定員: 24名）
・
日本祭り当日運営作業
ボランティア参加資格
高校生以上（日本祭り当日 現地校 9 年生以上）
※ 高校生にはボランティア証明を発行します。 ※ 活動時間はボランティアによっても異なります。
※ 昼食はお弁当をご用意いたします。

応募・問合わせ: jsdwcpg@gmail.com

事務局長だより
以前にもご紹介しましたが、ミシガンでは、州と滋賀県の
姉妹州県関係のほかに27の市が日本との姉妹関係を結んでい
ます。最も長いものは豊田市とデトロイト市の58年、次いで
今年50周年を迎える滋賀県とミシガン州ですが、その他の多
くも20年から40年の歴史を持っています。当州と姉妹関係を
結んでいる日本の市を調べてみますと、全体の約半分にあたる
13の市が滋賀県にあり、改めて滋賀県とミシガン州の関係の
深さを感じる次第です。その理由のひとつとして、滋賀県と
ミシガン州双方の行政府の努力に加え、両者の関係発展に大き
な役割を果たしてきたと思われるミシガン州立大学連合日本
センター（JCMU: Japan Center for Michigan Universities）
と
JBSD基金とのかかわりについてご紹介したいと思います。
JCMUは、姉妹州県20周年を記念して1989年に滋賀県彦
根市に建設された宿泊施設も備えた施設で、今年は設立30周
年を迎えます。JCMUの大切な役割のひとつは、JBSD基金の
奨学金を授与されたミシガンの大学生達が、日本留学中の活
動拠点として滞在し、日本の文化を体験学習し、長年に亘っ
て新たな日本の友人を作る場となっていることです。
現在、全米には15の商工会（または会議所）があり情報交
換を行っていますが、JCMUのように、アメリカの大学生達が
毎年体験留学をする際の活動拠点として、きっちりとした役
割りを果たしている施設を持った州は他に見当りません。
JCMUは、会員各位からのご寄付によるJBSD基金奨学金と
相俟って日米の若者達の友好を深める役割を果たし、滋賀県
のみならず日本とミシガンの関係発展にも重要な貢献をして
いると実感しています。

