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2018 年度 JBSD 基金 グラント授与式開催

クラークJBSD 基金理事長

酒井首席領事

昨年 12 月 11 日（火）
、2018 年度 JBSD基

総数は 200 人を超え、日米の若者が友情の

各団体からは代表者が授与式に参加

金グラント授与式を一昨年に続いてノバ

架け橋を築くことを通じて、50 周年を迎え

され、JBSD基金へのお礼と共に受賞対象

イにある Suburban Collection Showplaceで

た滋賀・ミシガンの姉妹関係発展に貢献

となった活動内容や目的について熱心に

開催しました。2018 年の授与団体は、新

してきたことが紹介されました。

紹介されていました。

規 2 団体を含めて州内の異なる市に所在

同時に、長年に亘って毎年実施して

する 51 団体となり、前年よりも 3 団体多

きたこれらの地域貢献活動を支えていた

い結果となりました。

だいた JBSD会員、支援者への謝意が述べ

授与式は、クラーク JBSD基金理事長の

られ、合わせてボランティアとして JBSD

挨拶で始まり、今年も JBSD基金が会員か

基金活動に貢献をいただいている JBSD

らのご支援によってグラント授与式を実

基金の役員が紹介され各位へのお礼が述

現できたこと、また、相互理解と親善の増

べられました。理事長挨拶に続いて、来賓

大を目的として 1992 年以来継続してきた

としてご出席をいただいた在デトロイト

グラントの累計額が 210 万ドルを超えた

日本国総領事館の酒井首席領事からもご

ことが報告されると会場から大きな拍手

挨拶をいただきました。

が沸き上がりました。

グラントを授与している非営利団体の

加えて、JBSD基金が会員からいただい

活動分野は Community Enhancement（コ

たご寄付は、州内の高校生、大学生で日本

ミュニティ貢献）
、Education & Research

への体験留学プログラムを運営する JCMU

（教育・研究）
、US-Japan Relation（日米

（ミシガン州立大学連合）に対し JBSD基金

関係）の 3 つで、2018 年は総額で約 11 万

奨学金として支援をしており、JBSD奨学

ドルをこれらの団体に授与する運びとな

金を授与されて日本を訪問した学生の累計

りました。

上段: グラントを授与するJCMU代表
下段: 受賞団体「Sweet Dreamzzz」代表
（左）
と「Ennis Center
for Children」代表
（右）
。どちらもデトロイト近郊で貧困や
危険な状況下にいる子供たちを救うための団体として
長く活動を続ける。
「JBSD 基金を支えるJBSD 会員の
皆さまに大変感謝しています」

JBSD 基金 :
地元社会への貢献を通して、当地における日本人コミュニティと地元コミュニティ間の相互理解、友情、信頼関係を深める目的で1992 年に設立された。
日本人子弟が通う現地校をはじめとする教育機関、
日米文化交流に貢献している各種団体に寄付を行いその活動を支援している。設立以来の寄付累計額は
昨年のグラントで 210 万ドルを超えた。
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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
ミシガン州における大麻（マリファナ）の一部合法化について
ミシガン州では、昨年 11 月に実施し

一時的に身柄拘束されるケースが起き

譲渡（購入も含む）等は違法とされ、たと

た住民投票の結果により、
昨年 12 月 6 日

ています。アメリカ連邦法ではマリファ

え日本国外であっても処罰対象となって

から 21 才以上の者のレクリエーション

ナの所有・使用が依然として違法行為

いることから、在留邦人の皆様におか

用の大麻（マリファナ）の所有及び 使

であることには変わりなく、また、日本

れましては、大麻に手を出すことのない

用が一定の条件下において合法となり

では大麻取締法において、大麻の所持・

よう留意してください。

ました。しかし、合法の範囲について
は必ずしも明確となっておらず、12 月

6 日以降も、カナダからミシガン州に大
麻を持ち込もうとした者が治安機関に

関連リンク
ミシガン州政府 : www.michigan.gov/lara/0,4601,7-154-89334_79571---,00.html
厚生労働省 :
www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/yakubuturanyou/dl/01.pdf

緊急自動車等の脇を通過する際の注意事項（ミシガン州）
昨年 11 月、ミシガン州知事は、道路上
で作業中の緊急自動車等の脇を通過する
際には車線を空けること又は車線変更が

したが、明確な速度指定はありません

という 義 務 が ド ラ イ バ ーに 課 せられ、
これに違反すると 400 ドルの罰金と 2 点の

でした。
今回の法案では、2019 年2 月13日から、

ドライバーズポイントが課せられること

困難な場合は制限速度より時速 10 マイル

緊急自動車等が路肩に停車中であれば、

となりますので、ミシガン州 内 の 走 行

減速することをドライバーに義務づける

• 可能な限り当該車両の直近の車線を

には十分注意してください。

法案に署名しました。

空けるよう車線変更（従来通り）する

これまでの法律では、ドライバーは道

• 交通事情等により車線変更が困難な

路の路肩で作業に伴う停車中の緊急自

場合は、制限速度より時速 10 マイル

動車等（警察車両や消防車、道路修繕、

減速する

なお、ドライバーズポイントについて
は、下記のリンクに説明がありますので
参考としてください。

ゴミ回収など回転灯が装備された車両）
の脇を通行する際は車線を空けるか速
度を落とすことを義務づけられていま

関連リンク
ミシガン州国務省: www.michigan.gov/sos/0,4670,7-127-1583-23757--,00.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。

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。

Facebook ページ

詳細はこちら

www.facebook.com/cgj.detroit

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！！
旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の海外安全
情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡
などが受け取れるシステムです。
詳細はこちら

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。
在留邦人の皆様が多く居住する地域における犯罪発生件数や最近の
犯罪傾向などを掲載していますので、ご確認をお願い致します。
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
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248 回 リレー随筆

新たな旅のはじまり

自然豊かな環境や美味し
いビール達に心癒され、

Hayashi Telempu North America Corporation
ますだ

し ん じ

増田 真 次

徐々に生活も安定しは
じめ、
今では子ども達（双子

10 歳と 8 歳）が毎日楽しそ
皆様、はじめまして。GEN-J 澤井様から

うに現地校に通学するのを

バトンを引き継ぎました Hayashi Telempu

見て、親として感慨にふけ

North America Corporation の増田真次と

ているところであります。

申します。

さて、自己紹介のとおり、

まず、簡単に自己紹介をさせていただ

超がつくほどローカル人間

きますと、生まれも育ちも愛知県（大学時

の私ですが、大学時代に初

代は県外に住んでいましたが）
、就職も同

めて東南アジアのとある国

県に本社がある会社に狙いをすまして

を訪れ、自分の知らない世

入社し、間もなく同県出身の妻と結婚し

界を知ることの楽しみを学び、それ以来、

年越し、壮観な国立公園、友人の知人が

居を構えました。食卓で出されるお味噌

主に東南アジアを中心として定期的に旅を

経営している牧場を訪れたり等々、色々

汁は赤味噌（特に八丁味噌！）に異常な

することにより刺激をいただいています。

非日常の生活を楽しみましたが、その中

執着をみせる等、地元をこよなく愛する

訪れた地の多くはホテルにて滞在し、そこ

でも友人家族達のふとした日常の会話

人間です。

で暮らす現地の方々の生活に入り込んだこ

から垣間みえる家族への愛情、背伸びせ

とは多くありませんが、私が今まで一番印

ずあるがままに人生を楽しんでいる姿を

何不自由なく過ごしていた私が、ご縁を

象に残っている旅のひとつとし、短い期間

間近で感じることができたことにより、

いただき昨年の３月末からこのミシガン

ですが現地の方と寝食をともにし、西洋文

今まで意識したことのない気づきを得ら

の地に着任し、早いもので間もなく 1 年を

化に興味を抱いたきっかけであるオースト

れたことが一番印象深いものでした。

迎えようとしています。

ラリア・アルバニーの旅についてほんの少

半生の大半を愛知県という地に守られ、

着任当初は初めての日本国外での生活

しだけ触れさせていただきます。

オーストラリア・アルバニーの牧場での一枚

この旅から時が経ち、現在初めて本
格的に異国の地で暮らしているなかで、

であったことから、まず左ハンドル右側

アルバニーというとあまり馴染みのな

当たり前のことかもしれませんが、日々

通行で頭が完全にショートし、左右の判

いところかも知れませんが、オーストラ

仕事・生活問わず様々な局面で自分ひと

別がつかなくなってしまい車の運転さえ

リア南西部にある第 4 の都市パースから

りの力だけでは限界があり、色々な方の

ままならない状態、また、英語も決して得

車で 4 時間程南下した場所にある人口 3

お知恵やお力をお借りしながら助けてい

意と言えたものではないことから、買い

万人弱の市で、南極海に面した港町です。

ただき、生かされていることをあらためて

物さえもかなり怪しいものでした。さら

妻の友人家族がこの地に居住しており、

感じています。

に追い討ちをかけるように着任 2 週間後

結婚して間もないころでしたので妻と挨

には警察からの職務質問を受け（自己弁

拶がてら訪れることにしました。

昨年 3 月からミシガンという地で新た
にはじまった旅。ここで出会う方とのか

護ですが、何も悪い事はしていません

まず、パース空港に車で迎えに来てい

けがえのないご縁に感謝し、大切にさせ

よ！）
、まだまだ寒さの残る 4 月前半なが

ただき、これまでほとんど英語話者の方

ていただきながら、この新たな旅を通じ

ら全身汗だくになり何とか乗り越えたの

とお会いすることのなかった私は 4 時間

てひとつでも多くの気づきを得て、妻や

を今でも鮮明に覚えています。この他に

の車の道中、地蔵のように固まっていた

子ども達も含め成長していきたいと心に

も今思えば着任当初はやることなすこ

ことを今でも鮮明に覚えています。さて、

刻んでいます。

と裏目に出ていた傾向があり、この生活

そんな私の情けないお話はさておき、こ

次回は旅の専門家であり、私が「旅な

はなかなか痺れるな ... というのが率直な

のアルバニーではカリブ海にも劣らず

るものとは？」について教えを請わせて

感想でした。

の美しいビーチ、初めて見た野生のカン

いただきたい！ と厚かましく勝手に思っ

先行き不安なアメリカ生活のスタート

ガルー、友人のお父さんが保有している

ている Nissin Travel Service（U.S.A.）Inc.

を切った私でありましたが、ミシガンの

ボートに乗って花火を眺めながら迎えた

の高山様にバトンをお渡しします。

3

Views

02 19

JBSD イベント報告
商工部会・JETRO シカゴ共催

• プラットフォームサービス活用例

ビジネスセミナー開催

• プラットフォームサービス申込み方法

昨年11月29 日
（木）
、Suburban Collection

Showplaceにおいて商工部会・ジェトロ
シカゴ共催により二つのテーマについて
セミナーを開催しました。
講演項目ならびに講師は以下の通りです。

講師: 渡邉尚之氏
ジェトロ・シカゴ事務所次長
• 各地地域プラットフォーム、コーディ
ネーターの紹介
第2部:
米国通商法関連セミナー :

第1部:

USMCA
（United States-Mexico-Canada

ジェトロが主催する中小企業海外展開

Agreement）and U.S. Trade Policy

支援プラットフォーム事業の紹介

講師: 鈴木 敦氏

講師: 石原 圭昭氏
ジェトロ・ビジネス展開支援課長
• プラットフォームのサービス内容
– 現地法人運営・海外展開に関する
各種相談
– 現地パートナー、取引探しのための
マッチング支援
– 現地関係機関・各種専門家等の紹介・
取次ぎ

ジェトロ・ニューヨーク事務所 調査担当ディレクター
• 通商政策の基本方針と体制
• 1962 年通商拡大法232条
• 1974年通商法301条
• 中間選挙後の見通し

シコの自動車産業に与える影響NAFTA
再交渉
– 北米自由貿易協定：1994年1月1日発
効の米・墨・加の自由貿易協定（FTA）
– 米墨間では全品目で関税が撤廃され
ている。
– トランプ大統領が見直しを主張。
– 2017年8月16日に交渉開始。
– 米墨間では2018年8月27日に暫定合意。
– 米加間でも 9 月 30 日に合意に至り、
3 カ国の枠組みが維持された。新名
称 USMCA。

講師: 中畑 貴雄氏
ジェトロ・メキシコ事務所長
• メキシコ自動車産業の現状
• USMCA の原産地規則合意内容とメキ

本セミナーに関するお問い合せ先 :
渡邉 尚之 ・スティーブンソン 直子
Tel: 312-832-6000

青年委員会主催

ミシガン ブルワリー バスツアー開催
去る 12 月２日（日）
、
恒例となりましたミシガンブルワリーバスツアー
を開催しました。2018 年全米人気一位、二位のブルワリーがミシガン
州にある*こと、みなさんご存じでしょうか？ 二年連続で一位を獲得し

s Breweryと、トップの座を虎視眈々と狙う Founders Brewingに
た Bell’
行って参りました。

s Breweryの工場見学ツアーでは、四種のビールの試飲を楽しみ
Bell’
ながら、大掛かりな製造機に目を奪われつつ、ユーモアを交えた説明に
笑い声を上げつつと、職人さんのビールへの溢れ出る情熱を五感で感じ
ました。また、それぞれのブルワリーでは、併設されるカフェで食事やビールを堪能
したり、ショップ限定のグッズを購入したりと、自由行動の時間もあっという間でした。
帰りの頃には良い具合に酔いも回ったようで、バス内では皆さんぐっすりとお休
みになられていました。今回のツアーでビールの新たな一面を発見された方、さら
には自分でビール製造の研究を始めようとされる方もいらっしゃるのではないで
しょうか？
* Zymurgy magazine の調査による

（青年委員会：安田・菅野・西川原・花家・多田）

※日本での個人ビール製造は違法になります。
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JBSD イベント報告

商工部会・BDO USA, LLP 共催

2018 JBSD Foundation Grant Award

ビジネスセミナー開催
昨年 12 月 14 日（金）
、JBSD商工部会・BDO USA, LLP共催により Courtyard Detroit

Farmington Hillsにおいてビジネスセミナーを開催しました。
セミナーは第一部、第二部に分かれ、午後 2 時から 4 時 20 分の 2 時間あまりに亘って
講演が行われました。
それぞれの講師と講演項目は以下の通りです。
第1部: 新リース会計基準

• 課税引越費用の税務インパクトと対策

講師: 矢尾 板裕

• オーバーグロスアップの処理と対策

監査シニアマネージャー
• 新リース基準の適用時期及び適用方法
• 借手の現行リース基準と新リース基準
の違い
• 借手の新リース基準の会計処理の設例

• 新税制における個人会社間清算の
考え方
• 2回目赴任と合算申告
• カレンダー記入の重要性
• 州居住形態の考え方

第2部: 2018年度アメリカ個人所得税講座

• 外国預金口座ペナルティー編

講師: 川口 尚良氏

• 帰任後の申告（FDAV vs. ECI）

税務シニアマネージャー

• 永住者の申告と注意点

西平 聡子

• GILTI（個人対象者への適用ルールと対策）

税務シニアアソシエイト

• 新税制と共に考える今後の赴任者給与の

• トランプ税制の要約

あり方

• 見なし税の考え方

本セミナーに関する
お問い合せ先 :

Naoyoshi Kawaguchi | Senior Manager, Core Tax Service
Tel: 248-688-3363 | Email: nkawaguchi@bdo.com

Community Enhancement
•	A lternatives For Girls
•	B irmingham Bloomfield Art Center (BBAC)
•	C ouncil of Asian Pacific Americans
•	D etroit Historical Society
•	D etroit Kendo Dojo
•	D etroit Symphony Orchestra
•	E nnis Center for Children
•	Ikebana International Chapter #85
•	International Neighbors
•	International Neighbors
•	J apan Student Association of The University of Michigan
•	J apanese Cultural Center, Tea House and Gardens of Saginaw Inc.
•	M osaic Youth Theatre of Detroit
•	P ebble Creek Chamber Orchestra (PCCO)
•	P uppetART The Detroit Puppet Theater
•	S weet Dreamzzz, Inc.
•	U niversity of Michigan, Center for Japanese Studies,
•	W alled Lake City Library
Education & Research
•	( Ann Arbor) Clague Middle School
•	( Ann Arbor) Lakewood Elementary School
•	( Ann Arbor) Lawton Elementary School
•	C larkston High School
•	C ollege for Creative Studies
•	D PSCD Foreign Language Immersion and Cultural Studies
•	E astern Michigan University Foundation
•	F armington Public Schools
•	H inoki Foundation
•	H inoki Foundation
•	J apanese School of Detroit
•	N ovi Community School District
•	O akland Literacy Council
•	T he Regents of the University of Michigan
•	U tica Academy for International Studies
•	W alled Lake Consolidated Schools
•	W est Bloomfield Community Adult Education
•	W est Bloomfield School District ESL Dept.
•	W MU Michitoshi Soga Japan Center
US-Japan Relations
• Clinton Township Recreation
• E astern Michigan University Foundation
• H ikone Ann Arbor Student Exchange Program
• I nternational Institute of Metropolitan Detroit
• J apan Center for Michigan Universities (JCMU)
• J apan Center for Michigan Universities (JCMU)
• J apanese Teachers Association of Michigan
• L enawee County Education Foundation (LCEF)
• M onroe International Friendship Association
• P ontiac School District International Exchange Committee
• R egents of the University of Michigan
• Traverse City Area Public Schools
• W est Bloomfield Township Public Library
• Woodrow Wilson Middle School

在デトロイト日本国総領事館 ミシガン州ノバイ市 領事出張サービス実施のおしらせ

日

時: 4月16日（火）1:00pm–5:00pm • 5月15日（水）1:00pm–5:00pm

場

所: Novi Civic Center（ノバイ市役所） 45175 W. 10 Mile Rd., Novi, MI 48375

実施項目: 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・国籍関係など）
※ 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： www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/onedayconsulate.html
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医 療のむこう側
に対して過敏反応を起こすことから生じ

接触皮膚炎

る皮膚炎で、主にうるしや銀杏、金属など
ミシガン大学病院 医師

を原因として発症します。根本はアレル

中村 美 緒

ギーであり、過敏反応を示す方にだけ症
状が出現します。光接触皮膚炎は、肌に
読者の皆さんの中で、

付着するものが光と反応することで発症

たピーナッツアレルギーもこの１型アレ

今まで大丈夫だった

する皮膚炎です。紫外線を吸収するタイ

ルギーです。１型アレルギーの原因を判

のに、ネックレスを

プの日焼け止めや非ステロイド系消炎鎮

断するにはプリックテストが行われます。

つけると急に首がか

痛薬などが原因です。

プリックテストはプリック針でアレル

ゆくなったり、時計

接触皮膚炎、特にアレルギー性接触皮

ゲンを少量皮膚に入れ、15 分後に出現し

をしている手首が赤

膚炎の原因を見つけるにはパッチテスト

た膨疹径を測定します。15 分以内にリア

くなったりした経験

を行うことが必要です。パッチテストと

クションが起こるため即時型アレルギー

をお持ちの方はおられませんか。それは、

は皮膚炎の原因として皮膚に接触する化

と呼ばれます。

接触皮膚炎の発症です。接触皮膚炎とは、

学物質、日用品、化粧品、薬剤、歯科金属、

なにかしらの物質が皮膚に接触することで

食物などが関係していないかどうかを調べ

トを行なった際は、病歴の聴取により推

引き起こされる急性の皮膚病です。いわ

る検査です。ミシガン大学で行われるパッ

定された最も可能性の高い原因物質を除

ゆる「かぶれ」といわれている状態です。接

チテストは 80 種類の物質を背中に貼り

去することが重要です。私の患者さんに、

触皮膚炎を発症すると、かゆみやヒリヒリ

ます。大抵は月曜日に物質を貼り、2 日後と

何年も手湿疹で苦しんできた歯科衛生士

とした感覚などを示すようになり、皮膚の

4 日後に湿疹ができていないかどうか判

さんがいました。
彼女は幼い頃からラテッ

見た目は赤くなったり、水ぶくれが生じた

定しますので、一週間のうち月曜日、水曜

クスアレルギーを持っていたため、仕事

りという変化が現れます。接触皮膚炎は、原

日、そして金曜日と 3 日病院に通う必要が

ではラテックスフリーの手袋を使ってい

因物質にさらされるたびに何度も繰り返し

あります。7 日後に判定を行う場合もあり

ました。パッチテストを行なってみると、

起きることが特徴です。例えば、先ほどの例

ます。この間はシャワー、入浴、スポーツ、

彼女はラテックスだけではなく、さらに

のようにネックレスを繰り返しつけること

発汗の多い労働は控えるようにします。

二種類のゴム製品の促進剤にアレルギー

接触皮膚炎の診断のためにパッチテス

により金属アレルギーになってしまった方

接触皮膚炎は皮膚に接した 2、3 日後に

があることが分かりました。ほとんどの

は、ピアスやネックレスをつけると耳や首

発症するため、遅延型アレルギーまたは

手術用手袋は、ラテックスフリーでもゴ

に接触皮膚炎が現れます。さらに医療従事

4 型アレルギーと呼ばれます。パッチテ

ム製品が含まれているため、彼女は原因

者は、毎日つける手術手袋が原因でラテッ

ストは 4 型遅延型アレルギーの診断に限

のアレルゲンに毎日接していたのです。

クスアレルギーになり、手湿疹になってし

られます。一方、即時型アレルギーまた

私はラテックスとゴム製品を含まないビ

まうことがあります。

は１型アレルギーと呼ばれるアレルギー

ニールで作られている特別な手袋を使

接触皮膚炎は原因によって、刺激性接

の場合は皮膚に刺激を受けると直ちに

うことをお勧めし、炎症を抑えるために

触皮膚炎、アレルギー性接触皮膚炎、光

蕁麻疹が現れます。蕁麻疹は蚊に刺され

ステロイド外用薬と光線療法を処方し

接触皮膚炎の三つに分類されています。

た後のように膨疹（みみず腫れ）ができ、

ました。数週間後の診察では、手湿疹は

刺激性接触皮膚炎とは原因物質の接触に

1 つの膨疹が数時間（48 時間以内）に跡形

ほとんど改善していました。パッチテス

よって皮膚の炎症を誘発します。触れた

もなく消えてしまうのが特徴です。１型

トは、患者さんにとっては一週間に何度

物自体の毒性や刺激性が高いことから発

アレルギーには、蕁麻疹だけではなく、ア

も通院しなくてはならない面倒なテス

症し、原因となる物質には、強い酸やアル

レルギー性鼻炎、気管支喘息、アナフィ

トですが、原因が明らかになった時の患

カリ製品、毛虫や昆虫の毒等があります。

ラキシーなどのアレルギー疾患も含まれ

者さんの喜びは大きく、医師にとっても

アレルギー性接触皮膚炎とは特定の物質

ています。近年よく耳にするようになっ

とても満たされた気持ちになる瞬間です。

ぼうしん

医師 中村美緒 : 8 歳で家族とミシガンに移住。ミシガン大学で脳神経学、ジェンダーアンドヘルスを専攻した後、ウェイン州立大学医学部を 2014 年卒業。セントジョセフマーシー病
院にて 1 年のインターンシップを終え、2015 年 7 月よりカリフォルニア大学サンフランシスコ校医学部附属病院皮膚科乾癬センターに勤務。2017 年夏にはミシガンに戻り、ミシガン
大学病院の皮膚科部にて勤務。
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Views

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。

イベント情報
特別イベント
デトロイト・ボートショー
Detroit Boat Show
Cobo Center, Detroit
2 月16日（土）– 24日（日）
土:
10am – 8pm
日・月 : 11am – 6pm
火- 金:
3pm-9pm
料金 :
大人 $13
12 歳以下無料（大人と同伴にて）
http://detroitboatshow.net
フィッシング、クルーズ、ウォータースキー、ウェ
イクボード用ボートのほか、カヤックなど親しみ
やすいものまですべて揃う。

ステージ
ミュージカル
「オペラ座の怪人」
The Phantom of the Opera
Detroit Opera House, Detroit
– 2 月3日（日）
www.broadwayindetroit.com

バレエ
アレッサンドラ・フェリ
「アート・オブ・ザ・パドドゥ」
Alessandra Ferri
Art of the Pas de Deux
Detroit Opera House, Detroit
2 月16日（土）
www.michiganopera.org

イタリア出身バレリーナ。アメリカン・バレエ・
シアター、ミラノ・スカラ座などで長年プリンシ
パルとして活躍。本舞台では現在一線に立つバレ
エのスターたちを集めバレエのペア、パドドゥで
観客を魅了する

コンサート
2CELLOS 2019 US ツアー
2CELLOS 2019 US Tour
Fox Theater, Detroit
2 月23日（土）
www.313presents.com
ネオ・ジャパネスク
DIA Friday Night Live: Neo Japanesque
Detroit Institute of Detroit (DIA)
３月１日（金）
http://dia.org/events/friday-night-live

場

所: デトロイト美術館

Little Caesars Arena
www.313presents.com
• 3月20日
Weezer and Pixies
• 3月25日
Justin Timberlake
• 4月5日
Ariana Grande
• 4月26日– 27日 P!NK

伝統文化を支える「道」
、日本発信の目覚しい「映」
、
独自の変化を遂げている「楽」
、そして生活を支える「食・
衣」と多面的な日本を、日米のスペシャリストが表現します。
また、体験型ファミリーコーナーも特設。すべての
年代の方々にお楽しみいただけるイベントです。
伝統文化紹介：
茶道、書道、華道の実演 • 音楽演奏：太鼓・篠笛とギターバンドによる「和洋フュージョン音楽」
Neo Japaneaque 公演 • ファッションショー • ファミリーイベント：和菓子のワークショップ、
日本の踊りのワークショップ、折り紙のワークショプ、ガラポン、お茶の試飲、など
ぜひ、ご家族でお出かけください。
細： Japan Cultural Development

www.dia.org
日本ギャラリー
JBSD 会 員 の 皆 様 のご 寄 付 もあり、
2017 年11月に日本美術品を展示する
ジャパンギャラリーがオープンされ
ました。入場料のみでお楽しみいただ
けますので、ぜひ足をお運びください。

今後の人気イベント

コンセプトは『IMAGINE JAPAN』

詳

ミシガン州のMacomb、
Oakland、
Wayne
カウンティにお住まいの方は、デト
ロイト美術館（DIA）入館料が無料で
す（特別展入場は有料の場合あり）
。
寒い冬は、デトロイト美術館で世界
の名画観賞はいかがでしょうか

Fox Theatre
www.313presents.com
• 3月8日
Mariah Carey
• 3月29日– 31日
Rodgers + Hammerstein’
s
Cinderella

ひな祭りイベント
時: 3月2日（土）– 3日（日）

ご存じですか？
デトロイト美術館入館料について

太鼓・篠笛とギターバンドによる「和洋フュージョン
音楽」
Neo Japaneaque の公演

JBSD / JCD・在デトロイト日本国総領事館・デトロイト美術館共催

日

02 19

https://jp.jcd-mi.org

編集委員の独り言
デトロイトで初めての年越しをした。
今 年は 暖 かく、12 月中は 雪もほとんど
積もらなかったが、こんなことは何年振り
かのことらしい。仕事の上では雪は商品の
出荷の障害となるので、できれば降って
ほしくない。12月は年間売上目標の達成
という大きな課題があり、出荷スケジュー
ルが遅れることは大問題となる。12月後
半は朝起きると気温と天気予報をチェッ
クして雪の予報になっていないこと確認
し、胸をなでおろす毎日であった。大晦日
も幸い雪にはならず、年内の出荷は順調
に完了した。また、運転が苦手な私にとっ
ては個人的にも雪はない方が望ましい。
11月26日、寒波が来て大雪が降ったが、
デトロイトからシャーロットに向かう
途中、何台もの車が目の前で突然回転し
出し、コントロールを失って道から飛び
出し、木にぶつかったり、横転したりしてい
るのを見て恐ろしく思ったものだ。
一方で、クリスマスにも全く積雪がなく、
正直、味気なかった。1、2月は一年で一番寒
くなる時期だが、長期の天気予報でも今年
はさほど寒くならないとの見方らしい。大雪
が降らぬことを祈る一方、デトロイトらしい
雪景色もみたい複雑な気持ちである。H.U.
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今月のトピック
• JBSD 基金グラント授与式報告 ............................... 1
• リレー随筆: 新たな旅のはじまり ....................... 3
• ミシガン ブルワリーツアー報告 .......................... 4
• 医療のむこう側: 接触皮膚炎 ............................... 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
スポーツ部会主催

スポーツ部会主催

JBSD チーム対抗ボウリング大会
日 時 : 2月10日（日）
場 所 : Super Bowl Canton

NHL レッドウィングス・
アイスホッケー観戦バスツアー
日 時 : 2月17日（日）
場 所 : Little Caesars Arena

青年委員会主催

JBSD スキーバスツアー
日 時 : 2月10日（日）
場 所 : Boyne Mountain Resort

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

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

事務局長だより
平成の最後となる2019年も2ヶ月目に入りました。今年の新
年会は、杉山清貴さんをお迎えしました。昨年同様、約580名の
ご参加をいただきましたが、透き通った歌声が参加された皆様
を魅了したのではないでしょうか。また今年は、新年会の受付の
時間帯に、ボランティアのパフォーマーグループ「SAKURA」の
方々に本格的な獅子舞を披露していただき、新年のにぎやかな
雰囲気を醸し出して下さいました。
さて、JBSDはこれまで文化・教育を通じた相互理解と友好の
促進に注力してきていますが、2017年の11月にデトロイト美術館
に日本ギャラリーをオープンして以来、同館との共催により伝統
と現代両方の文化紹介活動をJCD（Japan Cultural Development）
イベントとして毎年行ってきました。昨年は、総領事館・JBSD・
DIA共催による3月の雛祭りの際に、書道、茶の湯、折り紙、和菓子、
琴演奏も披露に加えて、参加型として和服着付体験、お楽しみ抽
選コーナー・ガラポン、
日本手ぬぐい、
陶器、
木彫、
人形などの展示・
販売を行い、多くの地元の方々に楽しんでいただくことができ
ました。また6月には、美術品を通じた日本とアメリカの絆につ
いてのパネルディスカッションに加え、研究者として北米３拠点
（デトロイト、ボストン、ニューヨーク）をご視察中の三笠宮彬子
女王による特別講演をいただくことができました。
JCD（Japan Cultural Development）
は、これまでのJBSDの文化
紹介活動に加えて、デトロイト美術館、さらには将来的には大学も
舞台とした新しい形の活動に発展していく可能性を持っています。
今年も雛祭りを初めとして、日本の伝統ならびに現代文化を紹
介する活動を続けていきますので、多くの会員の皆様のご参加を
お待ちしております。

