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ミシガン大学美術館主催・JBSD協賛

The Six Senses of Buddhism『仏教の六感』展
去る 5 月 2 日、ミシガン大学美術館にて開催中の「The Six Senses of

Buddhism『仏教の六感』展」について、同美術館アジア美術キュレー
ターを務める及部奈津博士による特別講演が行われ、訪れた参加者は
仏教美術品とその背景についての講演に熱心に耳を傾けた。この度、
及部博士に本展についてのご寄稿いただいた。

ミシガン大学美術館

や装身具を紹介しています。選ばれた

ます。他にも、茶碗や香炉に使われてい

展示品は、もちろん視覚的に美しく興

る磁器、金襴緞子の袈裟、ブロンズなど

味深いものですが、本展では、どのよう

の素材を触ることのできるサンプルを用

に六つの感覚を刺激しながら実際の儀

意しています。また、香炉で焚かれるお

味覚、触覚の五つの感覚に加えて六つめ

式で使われているかを、観覧者に体験し

香の香りを印刷したカードも置いてあり

の感覚、心の感覚が宿るとし、六感を儀

ていただく工 夫をしました。たとえば、

ます。

式や修行に活用します。ところが感覚は、

五胡鈴と呼ばれる密教儀式に使われる

仏教の道、つまり悟りを開き、輪廻転生か

ベ ル は、僧 侶 がお 経 を 唱 える 合 間 に、

に美術館展示の常識を破る仕掛けが多

ら解放され、極楽浄土に永遠の生を受け

鳴らされ、その澄み切った音は、場の邪

くあります。本展を企画したミシガン大

る過程では、実は最も遠ざけなければな

気を祓うだけでなく、幻想をうち砕き、

学博士課程の学生、スーザン・ダイン

らないものです。感覚は現世に生きる人

信 者 の 心 を 悟 りに 導 く 働 きをします。

さ ん は、視 覚 障 害 者 や 車 椅 子 使 用 者

間の欲求と直接結びついており、その欲

またベルのハンドル部分には、雷を形

など、いろいろな観客に仏教美術を楽

求から解放されなければ、成仏できない

どった文様（悟りは雷のように突然訪れ

しんでもらおうと考えました。展示ケー

からですが、一方で六感を刺激すること

るという意味合いがこめられている）が

スも、車椅子の観客や、子供にも展示品

によって、集中力や想像力を養い、信仰の

施されています。作品の隣には、文様の

が見やすいように低い位置に設置して

手助けにしようとしているのが、仏教の

ごつごつした触感を体感していただくた

あります。どうぞ多くの方々のご来場を

めに、実物の 3D コピーを設置しました。

お待ちしております。

アジア美術キュレーター

およべ

な

つ

及 部 奈 津 博士

仏教では、人間には視覚、嗅覚、聴覚、

面白いところです。
『仏教の六感』展では、曼陀羅、香炉

この 五 胡 鈴 コ ピ ーをにぎると、触 感 も

や僧侶が着る袈裟など、儀式用の仏具

大 事 な 役 割 をしていたことに 気 づき

きんらんどんす

仏教美術の展覧会ですが、このよう

『仏教の六感』展情報については、本号 5 ページをご覧ください。
写真中央: 五胡鈴と3D コピー
Pair of prayer bells (lontjeng)
	1500–1699, bronze. University of
Michigan Museum of Art, Museum
Purchase, 1957/2.53&54
写真右:

『仏教の六感』展会場風景

© 2019 JBSD. All rights reserved. 06-19 Designed by JT&D. Opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect those of the JBSD.

『仏教の六感』展 當麻曼荼羅
Taima Temple Mandala:
Amida Welcomes Chūjōhime to the
Western Paradise, 16th century, ink, color
and gold on silk. University of Michigan
Museum of Art, Museum Purchase made
possible by the Margaret Watson Parker
Art Collection Fund, 2002/1.169
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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
特殊詐欺事件に関する注意喚起（加害者にならないために）
最近、海外において特殊詐欺事件のいわ

欺の拠点が設けられるようになって

ゆる「かけ子」として日本人が拘留される

な仕事は、海外でも通常はないことを

います。

十分認識し、安易に求人に応募するこ

事案が散見されます。
「海外で短期間に高
収入が得られる」といった文句に誘われ、

3. 短期間で多額の報酬を得られるよう

2. 特殊詐欺グループは、インターネット

とがないよう、また、意図せず犯罪の

（掲示板、SNS）や人材派遣会社を通じ

加害者になることがないよう、このよ

安易な気持ちで海外に渡航した結果、意図
せず犯罪の加害者になってしまうことも

て「かけ子」の求人を出すこともあり、

あります。犯罪に荷担させられることにな

「海外で短期間に高収入が得られる」

らないよう、慎重な判断が求められます。

といった魅力的な誘い文句で、若者
を中心に勧誘を行っているようです。

1. 日本国内での特殊詐欺の拠点摘発が

「海外旅行に出かけて小遣い稼ぎがで

進み、また、インターネットを介して

きる」と安易な気持ちで応募した結果、

低料金で国際電話をかけることが可

犯罪に荷担することとなり、現地で何

能であること等から、最 近では海 外

年も服役しなければならなくなること

（特に中国、東南アジア）にも特殊詐

もあり得ます。

うな求人広告を見た際には慎重に判
断してください。

外務省海外安全ホームページ
PC版:
www.anzen.mofa.go.jp
スマートフォン版:
www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html
モバイル版:
www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html

2019年度 領事・旅券手数料 （2019年4月1日–2020年3月31日までの料金）
• 外貨貨幣換算率の改定に伴い、2019年4月1日から領事・旅券手数料は以下のとおりとなります。なお、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。
③

翻訳証明 .................................................................................. US $40.00

①

一般旅券（10年有効）.............................................................. US $145.00

④

署名証明（官公署に係わるものを除く）................................. US $15.00

②

一般旅券（5年有効: 12歳以上）.............................................. US $100.00

⑤

運転免許証抜粋証明 ................................................................ US $19.00

③

一般旅券（5年有効: 12歳未満）.............................................. US $55.00

⑥

旅券所持証明 ........................................................................... US $19.00

④

一般旅券の記載事項変更旅券.................................................. US $55.00

⑤

一般旅券の査証欄の増補 ........................................................ US $23.00

⑥

渡航書の発給 ........................................................................... US $23.00

1. 旅券

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

3. 査証
①

一般入国査証 ........................................................................... US $27.00

②

数次入国査証 ........................................................................... US $55.00

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

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

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

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。

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

www.facebook.com/cgj.detroit

詳細はこちら

www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emagazine.html

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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www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/lifesafety.html

252 回 リレー随筆

宇宙。宇宙。

アメリカ赴任を命ぜられるわけ

NGK Spark Plugs（U.S.A.）
, Inc.

いたらハネムーンはヨーロッパ

は ち や

け ん た

蜂矢 健太

ですが ... 。アメリカ赴任を知って
にしていました.. .。そして結局
赴任後一年も経たない 2016 年

Pasona NA, Inc.の長谷川様よりバトンを

8 月の夏休みにフロリダのディ

,
引き継ぎました NGK Spark Plugs（U.S.A.）

ズニークルーズ行くことにな

Inc.の蜂矢と申します。2015年 10月よりミ

り、その時もまたケネディ宇宙センター

着し、テントやもろもろを設置し、いざ日が

シガン州ノバイ市に駐在しており、早いも

を訪れたことを追記しておきます。

落ちた時、私は愕然としました ... 。それは

ので米国生活もすでに 3 年半以上が経ち

アメリカにはこのように宇宙に関連す

ました。赴任の直前に誕生した長男も今で

る施設が各地にあり、宇宙好きの私にとっ

きれいな満月が煌々と夜空を照らし、見え

はプリスクールに通い、いい具合に日本語

て非常に魅力的な国です。また、そうい

るはずの無数のお星さまたちはその陰（と

と英語が混ざってきました。昨年次男も誕

う施設だけではなく、天体観測のスポッ

いうか明かり）に見事に隠れていました。

生し、今は家族四人で米国生活を楽しんで

トもたくさんあります。ミシガン在住の

天体観測をするのに月の満ち欠けを事前

います。今回この随筆のお話をいただいて

方には定番の旅行スポットであるマッキ

に確認しないという痛恨のミスを犯して

いろいろと考えましたが、私の好きなこと

ノーシティですが、マッキノーアイランド

しまったのです。このまま何もせずに帰る

とアメリカの魅力で一つ共通点を見つけ

以外にも「ヘッドランズ 国際ダークスカ

わけには行かないと思い、大満月の下で無

ましたのでそのことについて書こうと思

l Dark Sky Park）
」
イパーク（Headlands Int’

理やり作ったカップラーメンの味は、いつ

います。
「宇宙」です。今回は「宇宙」をテー

なるものがございます。意外と皆さんこ

もより心なしか塩っ辛かったです。その時

マに話を進めていこうと思います。

のスポットを知らないようですので、この

は相当ショックを受けましたが、同時に広

私は子供のころから宇宙に対して漠然

場を借りてご紹介したいです。このパー

大な宇宙のことを考えれば、そのくらいの

とした憧れを持っており、嫌なことがあっ

クは、国際ダークスカイ協会が 2001 年に

失敗はやはりゴミ屑同然だと思うことが

た時には宇宙のことを考え「宇宙の広さ

始めた「ダークスカイプレイス・プログラ

でき、
立ち直ることができました。
皆さんも

に比べたら今の悩みなんてゴミ屑同然だ

ム」
（光害の影響のない、暗く美しい夜空を

なにか失敗したときは魔法の言葉で立ち
直りましょう。宇宙。宇宙。

それはきれいな満月が現れたのです。

な」と消化したり、寝る前に宇宙の広大さ

保護・保存するための取り組みを称える

について考えて、なんだか怖くなって寝

制度）において、その厳格な基準をクリア

れなくなることもありました。宇宙に関

した星空保護区です。簡単に言うと真っ

これからもアメリカのいろいろな宇宙

するいろんな映画を見たり、雑誌を買っ

暗な公園です。知り合いからこの公園で撮

スポットを訪れたいです。次のバトンは、

たりしていたので、
「いつかは宇宙開発

影した星空の写真を見せてもらい、それ

そんな旅のお手伝いをしていただける

の最先端であるアメリカの NASAの拠点

が本当に満天の星空であったため、
「これ

H.I.S. International Tours, Inc. の大石さんへ

に行ってみたい！」と思うようになりま

は宇宙好きの人間が見ない手はない！」と

お渡しします！

した。そして幸運にも、これは赴任前の

思い、妻と友人夫婦を誘い、2017 年夏に

話なのですが、妻のディズニー好きのお

マッキノー旅行を計画しました。私以外の

かげで、ハネムーンでフロリダのディズ

参加者の主目的はマッキノーアイランド

ニーワールドに行くことになりました。

観光ですが、もちろん私は星空第一です。

その際、ケネディ宇宙センターには絶対

みんなにはダークスカイパークの魅力を

に行きたい！ と妻に頼み込み、何とか一

熱弁し、
なんとか夜の時間を確保しました。

日だけ私に付き合ってもらうことができ

そして長丁場になると思い、テント、椅子、

ました。その時に見たスペースシャトル・

毛布（夏といってもやはり夜は冷える）も

アトランティス号と、サターン Vロケッ

持って、おなかも減るかもしれませんので

トの迫力に感動したことは今もはっきり

カセットコンロとカップラーメンも用意し

と覚えています。ただ、その数か月後に

て準備万全。意気揚々と星空スポットに到

帰任までまだ少し時間があるので、
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JBSD イベント報告
商工部会・Dickinson Wright 法律事務所共催

米国 ビジネス契約の基礎（1）
契約の成立と、適切な契約条件を適用させるプロセス
JBSD・Dickinson Wright 法律事務所共

Purchase Termsがセットアップされてい

催のセミナーが、4 月 18 日午後 2 時、ノバ

るため、特にこの「うっかり」が生じやす

イ市役所にて開催されました。Dickinson

くなっています。
「うっかり」契約を成立

・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

加えて、サプライチェーンの流れの

Wright の本多尚美弁護士が自動車業界の

させないようにするために留意すべき点

中で、
「自社がカスタマーに負う責任の範

契約成立に関する法律問題点を日本語で

について議論しました。

囲」が、
「自社がサプライヤーに対して追

解説しました。93 名の方のご参加をいた

次に、自社の納得できる条件で契約を

求できる責任の範囲」を超えるような状況

だき、2 時間の解説に加えて、活発な質疑応

成立させるための書類のやりとり、各書

が発生しないように契約書をレビューす

答が行われ、盛況のうちに終了しました。

類に含めるべき文言を議論しました。

る必要があるということについて、複数の

以下はその一部のご紹介になります。

さらに、どの内容で契約成立したか後日

ケーススタディを踏まえて議論しました。

契約は一旦成立すると、その契約条件

争いになった場合のリスクと、そのような

セミナーで議論した内容を、少しでも

に拘束されます。ですので、自社が納得で

争いを防止するために相手方の署名を取

各社様のビジネスのお役に立てていただ

きる条件での契約を成立させるためには、

り付けることの重要性について議論しま

ければ幸いです。

まずは、相手方の提示した条件の契約が

した。さらに、相手方がウェブサイトに掲

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

うっかり成立してしまわないようにする

載している Termsの改定がどのようなカ

必要があります。特に米国の自動車業界

ラクリによって当事者間の契約の一部に

では、署名を交わさないまま、ビジネス

なるのか、また、それを回避する方法に

を開始しただけで契約が成立するように

ついて議論しました。

本セミナーに関するお問合せ先 :
本多 尚美（弁護士）
Dickinson Wright
E-mail: NHonda@dickinson-wright.com

ミシガン州 花火大会 2019
6月
7日

7月
@Dusk Mackinaw City: Mackinaw Bay Beach（レイバーデイの週末まで毎週金曜）

15日

10:15pm Canton: Canton Liberty Fest Fireworks, Heritage Park

22日

10:00pm Lake Orion: Lake Orion Jubilee, Green’
s Park
10:00pm Walled Lake: Walled Lake Fireworks

24日

9:55pm Detroit: The Ford Fireworks Detroit, Hart Plaza

26日

10:06pm Rochester Hills: Rochester Festival of the Hills, Borden Park

27日

2日
3日

@Dusk
10:15pm
@Dusk
10:00pm

Dearborn: Greenfield Village, Annual Salute to America, Dearborn
Frankenmoth: Frankenmuth Volkslaufe Fireworks, Heritage Park
Jackson: Jackson Independence Day Fireworks, Cascade Falls Park
Shelby Township: Shelby Township Independence Day Fireworks

4日

10:00pm
@Dusk
10:00pm
@Dusk
@Dusk
@Dusk
@Dusk

Clawson: Clawson 4th of July, Clawson City Park
Dearborn: Greenfield Village, Annual Salute to America, Dearborn
Huntington Woods: HW Fireworks, Rackham Golf Course
Kalamazoo: Kalamazoo Speedway Fireworks
Sault Ste. Arie: Downtown
Mackinaw City: Mackinaw City 4th of July, Conkling Heritage Park
Marquette: July 4th Fireworks

9:00pm–9:30pm Royal Oak: Red Run Golf Course Fireworks
@Dusk Wixom: Wixom Independence Day Fireworks, Sibley Park

29日

@Dusk Lake Orion: Lake Fireworks, East/West sides of Lake Orion
@Dusk White Lake: White Lake Twp. Independence Day Fireworks, Over White Lake

30日

10:00pm Madison Heights, Festival in the Park
@Dusk Livonia: Livonia Spree’69, Ford Field
@Dusk Shelby Township: Stony Creek Metropark Fireworks, Stony Creek Metropark

@Dusk Dexter: Hudson Mills Metropark Fireworks

5日

@Dusk Dearborn: Greenfield Village, Annual Salute to America, Dearborn

6日

@Dusk Dearborn: Greenfield Village, Annual Salute to America, Dearborn
@Dusk Flat Rock: Flat Rock Speedway Fireworks
10:00pm Waterford: Warterford Fireworks, Maceday Lake

7日

10:30pm Grand Rapids: Amway Family Fireworks

スケジュールなど変更される場合がございますので、主催者ウェブサイトなどで事前に必ずご確認ください。
出典元 : http://michiganfireworks.com
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JBSD イベント報告

JBSD 商工部会・JPMorgan Chase 銀行共催

外国為替セミナー
去る4月24日、JBSD商工部会・JPMorgan

1. 全体経済概況:

Chase 銀行共催により外国為替セミナーが

2. リスク要因チェック項目

Livonia Marriott Hotelにおいて本年も開催

3. 歴史的円安水準を支える要因: 対外直接投資、対外証券投資、貿易収支悪化、金利差拡大

された。
講師は、JPMorgan Chase 銀行 東京支店
の市場調査本部長、マネジング・ディレク
ターの佐々木融氏で、最新の国際金融情
勢と為替動向の見通しについて講演が行

•『令和』の時代の円相場
4. イールドカーブ反転、FRB 金融政策見通しと円相場
• 米国イールドカーブ反転は先行きのリセッションを示唆。但し、まずは円安・株高
5. 日銀の追加金融緩和はあるのか?
• 日銀がマイナスきんりを深掘したら円安ではなく円高になる理由
• 日銀はいつまでETF 購入を続けられるのか？

われた。佐々木氏はロイターの外国為替

6. 今後の注目ポイント: 米中通商交渉、米国内政治の混乱、Brexit、日米通商交渉、消費税増税

フォーラムのコラムニストでもあり、同氏

7. 米ドル: 再び下落基調に戻ると予想する理由

によるセミナーは 2013 年に初回を実施し

8. 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

て以来、本年で 7 回目になる。講演項目は
本セミナーに関するお問合せ先 :
N. Alex Hara（JPMorgan Chase）• Tel: 937-449-8834 • E-mail: n.alex.hara@jpmorgan.com

右記の通り。
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サンパンプ（Sump Pump）について

長く厳しいミシガンの冬が漸く明けますと、穏やかな天候の合間に突然の強風や暴風雨な
ど、自然の脅威をも目の当たりにする季節となります。こういった春先には不規則な停電も
頻繁に起こり、驚かれることもあろうかと思います。
日本と異なりましてアメリカの住まいにはサンパンプ（Sump Pump）と呼ばれる、地下に
溜まる水を定期的にポンプで汲み上げ地上へ排水する、地下室の浸水を防ぐ為の装置があり
ます。それが停電で作動しなかったり故障したりしていますと、地下が水浸しになります。
コンドミニアムや戸建てにお住まいの方は、地下にどんな装置がついているかまず御確認に

アドバイザー:

なり、大雨の後や雪解けの季節は地下へいかれて点検なさり、もし水が出ているようでした

Yoshiko Fujimori（藤森 佳子）
RE/MAX New Trend
yoshiko@newtrendhomes.com

らすぐにオーナーにコンタクトを取ってください。どうぞ快適な春をお過ごしください。

JBSD 協賛美術展

ミシガン大学美術館 : シックス・センシズ・オブ・ブディズム（仏教の六感）展
The Six Senses of Buddhism@University of Michigan Museum of Art
ミシガン大学美術館で開催される仏教美術展。2000 点を誇る日本美術コレクションの中から、
仏教の修行や祈祷に使われ、人間の五感、および第六感に訴える美術品を紹介する。
日
場
料
詳

時: 3 月23日（土）– 6 月30日（日）
火– 土: 11:00am – 5:00pm・日: 12:00pm – 5:00pm
所: ミシガン大学
金: 無料
細: www.umma.umich.edu

Taima Temple Mandala:
Amida Welcomes Chūjōhime to the Western
Paradise, 16th century, ink, color and gold on silk.
University of Michigan Museum of Art, Museum
Purchase made possible by the Margaret Watson
Parker Art Collection Fund, 2002/1.169
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医 療のむこう側
麻疹（ましん・Measles）
ミシガン大学病院 医師

中村 美 緒

鮮紅色で平らですが、まもなく皮膚面か

4 月以降は、麻疹・風疹混合ワクチンと

ら盛り上がり、しばらくすると暗赤色と

して、12 〜 24 ヶ月と、5 〜 7 歳の 2 回に接

なり、出た順に色が褪せていきます。

種することが決められています。日本では

発疹が現われる 1 〜 2 日前ごろに、口の

おたふくかぜは、生ワクチンによる無菌性

中の頬の裏側に 1mm程度の白い小さな

髄膜炎の問題があって以降、小児の定期

麻疹とは、麻疹ウイ

斑点（コプリック斑）が出現します。コプ

予防接種の対象にはなっておりません。

ルス
（Paramyxovirus

リック斑は麻疹に特徴的な症状ですが、

科 Morbillivirus 属）

発疹出現後 2 日目を過ぎる頃までに消え

幼 児 の 数 は 2001 年 から 2015 年 ま で の

による感染症です。

てしまいます。発熱、発疹、コプリック斑

※4
間に 4 倍に急増しています。 世界保健機

今年は世界の麻疹

の他に主な症状は咳、鼻水、目の充血な

構（World Health Organization・WHO）は

感染者数が前年同

どです。また、合併症として、肺炎、中耳

反ワクチン派がもたらす危険性のひとつ

時期の 3 倍に達し、

炎、そして稀に、脳炎、失明等があり、

として、世界で麻疹の発症件数が 30 パー

肺炎や脳炎は、重症化すると死亡する

セント増加している点を指摘しています。

こともあります。

麻疹の発症がすべてワクチン未接種に

ミシガンでも感染者数が 30 名以上確認
※1

されています。 約 10 年前にアメリカでは

アメリカで予防接種を受けていない

予防接種の普及により麻疹は根絶され

麻疹は、一度感染して発症すると一生

よるものだとは結論づけることはできま

たと思われていたはずが、今年このよう

免疫が持続すると言われています。過去

せんが、麻疹を根絶するためには、各国

に流行してしまった一つの原因として、

の ワクチン接 種 の 効 果 が 弱 ま っ た 時

で 95 パーセント以上のワクチン接種率を

予防接種を受けていない子供が増加して

など、麻疹に対する免疫が不十分な状態

※5
維持する必要があります。 麻疹などの感

いるためと考えられています。

の人が感染した場合、軽症で非典型的な

染症根絶のため、又は予防接種を受ける

麻疹ウィルスの感染力はきわめて強

症状になることがあります。例えば、潜伏

ことができない方を守るために、予防接

く、麻疹に対する免疫を持っていない

期が長い、高熱が出ない、発熱期間が短い

種は大変重要です。麻疹の唯一の予防方

人が感染している人に接すると、ほぼ

など。感染力は弱いものの、周囲の人への

法は、ワクチン接種によって麻疹に対する

感染源になるので注意が必要です。

免疫をあらかじめ獲得しておくことです。

※2

百パーセントの人が感染します。 麻疹
の免疫がない集団に 1 人の発症者がい

有効な予防法は、麻疹ワクチン接種

たとすると、12 〜 14 人の人が感染する

です。アメリカでは麻疹、おたふくかぜ、

と言われています。一方、インフルエン

風疹ワクチン（ Measles、Mumps、and

※3

ザの場合は 1 〜 2 人と言われています。

Rubella vaccine・MMR）という 3 種

麻疹は空気感染のほか、飛沫や接触感

類の混合ワクチンとして接種さ

染など様々な感染経路があります。

れることが一般的です。接種

麻 疹 の 症 状 は、約 10 〜 12 日 間 の 潜

は 12 〜 15ヶ月と、4 〜 6 歳の

伏期間の後、発熱とかぜ症状が 2 〜 4日

2 回行われます。12 〜15 ヶ月

続き、その後 39 ℃以上の高熱とともに

にワクチン接種した場合、

発疹が出現します。発疹は耳の後ろ、
首、

免疫が途中で消えてしま

額から出始め、翌日には顔面、体幹部、

うことが多いので、2 回接

上腕におよび、2 日後には手足の末端に

種となっています。日本で

まで広がります。発疹が全身に広がる

は MMR混 合ワクチンは 現

まで、高 熱 が 続 きま す。発 疹 は はじめ

在使われておらず、平成 18 年

※ 1 www.freep.com/story/news/local/michigan/2019/04/01/michigan-measles-outbreak-grows-30/3336203002
※ 2 idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/measles

※3 www.niid.go.jp/niid/ja/id/655-disease-based/ma/measles/idsc/549-measles-qa.html

※4 https://rollingstonejapan.com/articles/detail/29825

※5 www.huffingtonpost.jp/2018/09/11/anti-vaxxers_a_23523492

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

イベント情報
特別イベント
フランケンムース・ババリアン・フェスティバル
Bavarian Festival
Frankenmuth
6 月6日（木）−9日（日）
料金 :
$5
問合わせ : 877-879-8919
www.bavarianfestival.org
ドイツ村フランケンムースで毎年行われる、ババ
リアン（ドイツ・バイエルン州）の文化を祝うお
祭り。食、音楽、パレードなど子供から大人まで
楽しめるイベント。

五大湖太鼓センターコンサート＆リサイタル
Great Lakes Taiko Center
Annual Concert and Recital
The Berman Center for the Performing Arts,
West Bloomfield
6 月9日（日）4:00pm（開場 3:30pm）
料金 :
大人 $20、子供（12 歳以下）$15
www.michigantaiko.net
https://theberman.org（チケット）
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）
6 月14日（金）– 7 月7日（日）
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の4 週間。
家族で楽しめる夏恒例のフェスティバル。詳細日
程はウェブサイト。

※ 2019アナーバーサマーフェスティバルにて、
「盆踊りクラス」も開催！
35年間続く本フェスティバルで、初めて日本の盆
踊りを紹介。2020東京
五輪に向け、
「東京五輪音頭」も踊ります。盆踊り
で地域の皆さんに日本文化を伝えつつ、東京五輪

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。

に向けて共に盛り上がりませんか？ Sakura の皆
さんが盆太鼓（雨天中止）で盛り上げてください
ます。
日 時: 6月20日（木）5:00pm –6:00pm
場 所: The Power Center Lawn（Felch Park）
https://a2sf.org/events/retreat-japanese-summer-dance

2019ミシガン・インターナショナル・スピード
ウェイ・ナスカー・ファイヤーキーパーカジノ400
2019 Michigan International Speedway
（MIS）NASCAR
FireKeepers Casino 400
6 月9日（日）
www.mispeedway.com
GM リバー・デイズ
GM River Days Festival
River Front / Hart Plaza, Detroit
6 月21日（金）– 23（日）11:00am10:00pm
※ 金曜日は 11:00am–5:00pm
料金 :
$5（5:00pm 以降は $5
13-17 歳は 25 歳以上の大人、
12 歳以下は 21歳以上の大人が
要同伴）
問合わせ : 313-566-8200
www.riverdays.com

www.michiganchallenge.com
色とりどりの熱気球が青空に浮かぶ光景は圧巻。
椅子やブランケットを持ってゆっくりと楽しむこ
とができる。子どものイベントも多い。

2019 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
6 月 対 Rays
6 月4日（火）
– 6日（木）
対 Twins
6 月7日（金）– 9日（日）
対 Indians
6 月14日（金）– 16日
（日）
対 Indians
6 月25日（火）– 27日（水）
対 Nationals
6 月28日（金）– 30日（日）

6月•7月のデトロイト近郊花火大会情報は
P.4 で 紹 介 していますのでそちらをご 覧
ください。

デトロイトのリバー・フロントで 行 われるサ
マー・フェスティバル。リバーボート、砂の彫刻、
ライブ音楽、エコフレンドリーな子供向けイベン
トなど家族で楽しめるアクティビティ多数。

ハウエル気球祭り
Michigan Challenge Balloon Fest
Howell High School
1200 W. Grand River in Howell
6 月28日
（金）
– 30日（日）
料金 :
パーキング（入場料込み）
1-Day Pass: $5 /人
Weekend Pass: $10/人
3 歳以下無料

ホワイトパイングリークラブ

スプリング ファミリー コンサート2019
White Pine Glee Club Spring Family Concert
Also Presents JSD Women’s Club Chorus Trillium and Otomodachi Mixed Chorus

三団体とも皆様に感動をお届けするために猛練習中です。
当日お会いするのを楽しみにしています。ぜひ、ご来場ください！
付 : 2019 年 6 月2日（日）
開場時間: 2:30pm ・ 開始時間: 3:00pm
場
所 : Faith Covenant Church
35415 W. 14 Mile Rd., Farmington Hills, MI 48331
共
演 : JSDウィメンズクラブコーラス トリリアム・音もだち混声合唱団
料
金 : 無料
問合わせ : yusuke.kuramochi@gmail.com

日

06 19

編集委員の独り言
4 月 6 日に、桜の花見をするため家族で
ワシントン D.C. に行きました。当日は晴天、
気温にも恵まれたこともあり、桜の花見で
有名なタイダルベイスンは、大勢の人で前
に進むこともままならない混雑状況でし
たが、温暖な気候とアメリカの広い青空
をバックに、米国赴任以来の念願であっ
た綺麗なピンク色の桜を無事に見ること
ができました。私は、昨年 8 月に米国内
のエルパソという街からミシガンに転居し
てきたのですが、エルパソは砂漠気候で
あり年間 300 日晴天、気候も温暖で天気
は最高な街である一方、草花は本当に少
ない土地でした。そういった背景から、私
にとっては、久しぶりに感じることができ
た日本の季節の風物詩であり、更に、ホ
ワイトハウスやリンカーン像などテレビや
雑誌で見たことのある「アメリカ」という
エッセンスも加わったことで、今までの花
見の中でも指折りの思い出になると共に、
日本とアメリカの良さを同時に感じること
ができた旅でした。
H.N.

7

Japan Business Society of Detroit
42400 Grand River Ave.
Suite 202, Novi, MI 48375

今月のトピック
• ミシガン大学美術館主催 The Six Senses of
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• 医療の向こう側: 麻疹（ましん・Measles）......... 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。

http://jbsd.org でもViews をご覧いただけます。

今後のJBSD 行事予定

文化部会主催

スポーツ部会主催

写生大会
日 時: 6月2日
（日）
10:00am– 3:30pm
場 所: Detroit Zoo
概 要: 雨天決行
青年委員会主催

蚤の市 2019
日 時: 6月23日
（日）
1:00pm–4:30pm
場 所: Novi High School
24062 Taft Rd., Novi, MI

JBSDJBSD ゴルフ大会
日 時: 7月14日（日）
スポーツ部会主催

親善ソフトボール大会
日 時: 9月8日（日）
・15日（日）
予備日: 9月29日（日）

96
Grand R
iver

Ave.

Novi High School,
Atrium

Novi Rd.

Taft Rd.

Beck Rd.

10 Mile Rd.

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

事務局長だより
アメリカは多くの国からの移民を受け入れ、多様な人種で成り
立っています。さて毎年5月は、Asian Pacific American Heritage
Month（アジア・太平洋諸島系米国人の文化遺産継承月間）です。
連邦議会が1978年にHeritage“Week”として作ったのが最初で、
その後1992年に“Month”
となったようです。Asian Pacific American
とは、アジア諸国ならびにポリネシア・ミクロネシア・メラネシ
アといった西太平洋諸国からアメリカに渡った人々のことのよう
です。このうちアジア系アメリカ人の2017年推定人口は、Census
Bureauのデータを見てみますと2017年で約2,200万人で、日系
アメリカ人は146人となっていますが、日本からの最初の移民は
※
1843年にさかのぼる長い歴史を持っています。
さて5月には、Asian Pacific American Heritage Monthを祝っ
て、アジア各国の文化紹介を行うイベントが行われましたが、
筆者もこのうち2つのイベントに参加してきました。ひとつは、
CAPA（Council of Asian Pacific Americans）が主催しているSOE
（Splendor of the East）で、アジア各国の踊りや歌などの文化パ
フォーマンスが行われました。もうひとつは、皆様にもご案内
をさせていただきましたDIA（デトロイト美術館）で5月18日・
19日に行われた文化紹介パフォーマンスです。日本のほかに、
中国、インド、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム、などの民族文
化が紹介され楽しいひと時を過ごすことができました。ちなみに
日本食材販売店に行くと特に感じることですが、アジア系に限らず
日本食に惹かれるアメリカ人が増えているように見受けられます。
食文化も日本ファンを増やしてくれれば良いなと思います。
※

www.census.gov/newsroom/facts-for-features/2019/asian-american-pacific-islander.html

