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2019年度 JBSD基金ファンドレイジング・ゴルフ大会開催

去る8月 29日（木）、2019年度 JBSD基

金ファンドレイジング・ゴルフ大会を

Indianwood Golf & Country Clubにおい

て開催しました。今年は99名のご参加を

いただき、参加できなかった企業からも

頂戴したご寄付を合わせて寄付総額は約 

2万4000ドルとなりました。JBSD基金

の大きな目的は日本とミシガンの相互理

解と友好を促進することですが、当日は

JBSD基金のクラーク理事長から皆様か

らのご支援へのお礼と共に頂いたご寄付

はJCMU（ミシガン州立大学連合）なら

びにYFU（Youth For Understanding: 高校

生の留学サポート）の海外留学プログラ

ムへの支援、州内の非営利団体の活動支

援のために使わせていただくことが報告

されました。また海外留学プログラム、姉

妹都市交流を合わせて1997年以来訪日

した大学生、高校生の累計総数は260人

に達したことが紹介されました。続いて

今年は2組の参加をいただいたMEDC（ミ

シガン経済開発公社）のメイソンCEOか

ら参加者へのご挨拶があり、ミシガンに

おける日本企業の貢献に対してお礼が述

べられました。

表彰式ではミシガンの学生と日本企業

を繋ぐIkigai Connectionを運営するKasia 

LynchさんがMCをお引受けくださりJCMU

の学生からのお礼状と写真が紹介されま

した。昨年秋学期に日本へ留学したThomas 

Charneyさんが、お礼と共にスライド写真を

使いながら体験談を語りました。 

今年も多くのご支援を頂いたおかげで

素晴らしい大会にすることができました。

改めて厚くお礼申し上げます。

（JBSD基金事務局）

© 2019 JBSD. All rights reserved. 10-19 Designed by JT&D. Opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reflect those of the JBSD.

2019 JBSD Foundation Golf Sponsors

Aisin Technical Center of America, Inc.
Aisin World Corp. of America 
Aisin Group
American Mitsuba Corporation
APACC
AW Technical Center U.S.A., Inc.
AW Transmission Engineering U.S.A., Inc.
Butzel Long
Comerica Bank
Daido Metal U.S.A. Inc.
DENSO International America, Inc.
Dickinson Wright PLLC  
Domo, Inc.
DTE Energy 
East Brooke Dental
Gallagher
Hino Motors USA / 米国日野
HIROTEC AMERICA, INC.

Hitachi Automotive Systems Americas, Inc.
HONG HUA FINE CHINESE DINING
INOAC USA, INC.
Isuzu Technical Center of America, Inc.
Itochu Automobile America Inc.
Izakaya Sanpei
GEN-J (Grassroot Exchange Network-Japan) project
 with Japan Foundation and Laurasian Institution
JPMorgan Chase Bank
JTEKT North America Corporation
JTL America, Inc.
Law Offices of Rona M. Lum
MEDC
Mitsubishi Electric Automotive America, Inc.
Nippon Express USA, Inc.
Nissan North America, Inc.
One World MARKET
Plante Moran

Plex Systems
RAVAGO MANUFACTURING AMERICAS – 
 AMERICAN COMPOUNDING SPECIALTIES
Ray Law International, P.C.　
RE/MAX NEW TREND
Sonoco Protective Solutions
Sumitomo Corporation of Americas
SUMITOMO ELECTRIC WIRING SYSTEMS, INC.
Sumitomo Wiring Systems (U.S.A.), Inc.
Tachi-S Engineering U.S.A., Inc.
TGK North America, Inc.
Toyoda Gosei North America Corporation
Toyota Boshoku America, Inc.
Toyota Motor North America, Inc.
Toyota Tsusho America, Inc.
TRAM, INC.
Yazaki North America, Inc.

優勝チーム

AW Transmission Engineering U.S.A., Inc. 

Nakamura, Toshiaki・Kadan, Takayuki・
Owens, Brad・Fontes, John

メイソンMEDC  CEO

優勝者とJBSD基金クラーク理事長（中央）
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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

自動車関係セミナーへの出席

CAR Management Briefing Seminars: www.cargroup.org/mb •  写真提供 : CAR          

8月5日から7日にかけて、ミシガン

州トラバースシティで開催されたCAR

（Center for Automotive Research: 自動車

研究センター）主催の自動車関係セミ

ナーに、総領事館から蛯原領事が参加 

しました。CARは1970年代後半にミシ 

ガン大学の一部としてアナーバーに設立

され、その後2003年に独立した非営利団

体となり、自動車産業に関する様々な問

題や傾向について国際、連邦、州及び各

地域レベルでの研究を目的としています。

CARの各種活動の中で、毎年8月にトラ

バースシティで行われる本セミナーはそ

の代表的なイベントであり、毎年米国内

外から多くの参加者を集めています。

今年のセミナーでは、自動運転、コネ

クテッド、バッテリー等の技術開発動

向や次世代モビリティの実現に向けた 

課題といった技術的な内容のものから、

人材育成、生産性向上、貿易問題にいた

るまで多岐にわたる議題についてセッ

ションが設けられ、トヨタ、ホンダ、日産、

デンソー等の日系企業の代表もスピー

カーとして活躍されていました。また、

自動車産業、大学、スタートアップ企業

関係者等幅広くネットワーキングを行う

機会もあり大変有意義でした。みなさん

も次回セミナー（2020年8月＠トラバー

スシティ）への参加を検討してみてはい

かがでしょうか。

領事出張サービス実施のお知らせ（ノバイ市）

在デトロイト日本総領事館では、以下のとおり領事出張サービスを実施する予定です。

日　　時 : 10月10日（木） 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 

（事前にご予約をお願いします）・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）

詳　　細 : www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/onedayconsulate.html

※在留証明、および署名証明の申請以外の方につきましては、実施時間中のご都合のよいときにお越しください。ご来場時間の指定はありません。

 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。

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



Views    10    19

3

プロスポーツの楽しみ

Hitachi Automotive Systems Americas, Inc.

野
の む ら

村  卓
た か し

司

バスケ仲間の平岡さんからバトンを受

け取りました日立オートモティブシステ

ムズの野村です。Viewsの記事を毎月読ん

でいて「皆さん文章をきれいに書けるな、

自分には無理だな、きっと来ないよな」と

思っていたのですが、平岡さんからの連

絡でまさかの事態に。ですが群馬の隠れ

た名物 : 登
と り へ い

利平の鳥めしにつられ快諾し

ました。書けるネタは何だろうと考えま

したが、ミシガンに来て2年間で一番お

金と時間をかけているプロスポーツの話

を書きます。

私は日本ではプロ野球を、アメリカで

はNBA、MLBをメインにプロスポーツを

20年以上楽しんでいます。が、なぜこん 

なに長く私を含め多くの人を魅了してい

るのか、とふと考えることがあります。 

各リーグの努力もありますが、見る側の

楽しみとして短期・長期と個人・チーム

（球団）それぞれの楽しみ方があり、この

多様性が多くの人をより長く楽しませて

くれる要因だと思います。以下、アメリカ

のプロスポーツメインで個人的に楽しい

と感じることを書きます。

短期の楽しみは単純に一試合を楽しむ

こと。応援しているチームの勝敗、好き

な選手の活躍で一喜一憂することができ 

ます。アリーナに行けば、生で見るスー

パープレーとそれによって盛り上がるア

リーナの雰囲気はプロスポーツの一番の

醍醐味かと思います。また、個人的にはア

リーナでセンスのあるヤジを飛ばす人が

近くにいる時はスーパープレー並のラッ

キーだと感じます。実際にアメリカでも日

本でも楽しいヤジの周りには常に笑いが

起こっています。アリーナに行った際は 

ヤジを聞いてみると楽しいかと思います。

一方、長期のチームの楽しみは、チー

ムが強くなっていくのを目の当たりにし

たり、また、どうすれば好きなチームが

強くなるかを想像したりすることだと思

います。アメリカのプロスポーツの場合、 

トレードやFA（Free Agent）移籍が活発に

行われます。特にオフシーズンでのFA選

手の移籍によって勢力図が大きく変わり

ます。スーパースター加入チームは優勝

候補になったり、逆にスーパースターが

いなくなったチームは最下位候補となる

場合もあるのです。ただ、プロスポーツの

面白いところは弱いチームほどドラフト

によって有力な新人が入りやすいことで

す（特にNBA）。これは長期の選手の楽し

みとリンクしますが、チームが若手選手

とともに次第に強くなっていく様は見て

いてとても楽しいです。なので、弱小チー

ムを応援している自分のようなファンも

「来シーズンは有力新人と（FAで）スー

パースターが来て優勝！」などと妄想を

楽しんだりもできます。

そして長期の選手の楽しみですが、 

これは若い選手がシーズンを通して、 

またシーズン毎に次第に成長していく

様を見ることかと思います。多くの若手

選手は学生時代にできたプレーが通用

しません。通用し始めたら今度はスカウ 

ティングによってプレーが対策されてし

まいます。しかし、若手選手ができるプ

レーを広げ、対策を超えるプレーができ

るようになり、次第にスーパースターの

階段を上がっていくのを見るのはとても

楽しいです。一方で、そんなスーパース

ターもいつか引退の時を迎えます。プロ

スポーツはスーパースターに対しての引

退はどのアリーナも温かく迎えるため、

全盛期の時はブーイングしていた選手を

歓声で迎えるのを見るととてもジーンと

きます。昨シーズンもNBAで数名のスー

パースターが引退しましたが、アリー

ナの温かい歓声はやはり感動的でした。 

こういった1人の選手を新人から引退ま

で見ることができるのもプロスポーツの

楽しみだと思います。

今シーズンはそんな楽しみな選手が

NBAに加入します。日本人で初めてNBA

の1巡目でワシントン・ウィザーズに 

ドラフト指名された八村塁選手です。こ

れから八村選手がどういった成長をとげ

活躍してくのかとても楽しみです。願わ

くば全盛期には相手チームからブーイン

グで、引退時には歓声で迎えられるスー

パースターになってほしいです。ちな 

みに、八村選手が所属するウィザーズは

12/16、12/26にデトロイトに来ます。ぜひ 

皆さんもアリーナに足を運んでみてく

ださい。（ついでで申し訳ありませんが、 

あと1人の日本人選手: 渡邊雄太選手が 

所属するグリズリーズは年明けの1/24に

来ます。こちらも注目です）

もちろん上記以外にも人それぞれ楽

しみ方はあるかと思いますが、私の考え

含め色んな楽しみ方をできるのがプロス

ポーツの楽しみだと思います。

次回のバトンは同じ会社の田代さんに

お渡しします。よろしくお願いします。

256回 リレー随筆

昨シーズンデトロイトに来た渡邊雄太選手
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男子ダブルス優勝 鈴木 ・ 中島ペア

JBSD事務局SNS開設のお知らせ！

JBSDが フェイスブック、インスタグラムのアカウントを開設しました。
当会イベントや報告などアップしますので、ぜひページをフォローください。

 Facebook: www.facebook.com/jbsdmichigan

 Instagram:  www.instagram.com/jbsd_michigan
 （@jbsd_michigan） 

JBSDお知らせ

スポーツ部会主催

テニスイベント開催

去る8月25日、Franklin Athletic Clubにて恒例の「初心者・初

級者テニス教室」並びに「男子及びMIXダブルストーナメント」

が開催されました。夏場のスポーツイベントとしては暑さや天候

が気になりますが、室内テニスコートを借りて実施されるため、

参加者や観戦者も安心してイベントを楽しめます。

午前中のテニス教室では、ご参加頂いた89名に対しコーチ21名、

つまり参加者4名あたりコーチ1名がサポート、年齢に合わせて

3種類のボールを使用する等、参加者各々のレベルに合わせ、2時

間に渡り懇切丁寧なレッスンを受けることができました。これは、

毎年ボランティアにてご参画いただいているレッスンコーチ皆様

のご協力があってこそ成り立っており、この場をお借りして厚く感

謝を申し上げます。

テニス教室に続いて、午後からは男子及びMIXダブルストー

ナメントを開催。男子ペア9組、MIXペア10組による実力伯仲

の熱戦が繰り広げられ、男子ダブルスでは、鈴木 俊章・ 中島 剛

ペア、MIXダブルスではPiao Jenny・岡本 真也ペアがチャンピ

オンの栄冠に輝きました。

今後もスタッフ一丸となり、より良いイベント開催を目指して

ゆきますので、来年も奮ってご参加ください。 （スポーツ部会 : 西川）

JBSDイベント報告

優勝 
鈴木 ・ 中島

優勝 
Piao ・ 岡本（真）

優勝: 鈴木 俊章・ 中島 剛   準優勝: 黒澤 剛・西和田 俊介   第三位: 相良 伸太郎・小久保 陽三   敗者復活優勝: Jeong Isac・平井 宏

優勝: Piao Jenny・岡本 真也   準優勝: 日高 美也子・織戸 里紗子   第三位: 山田 茂・中𡌛 律子   敗者復活優勝: 山門 真也・岡本 恭子
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Mix Doubles

Men’s Doubles

大野 ・ 渡辺（淳）

織戸 ・ 大森

Bye

Bye

Bye

藤田 ・ 尾城

西和田 ・ 黒澤

男子ダブルス優勝 鈴木 ・ 中島ペア

MIX ダブルス優勝 Piao ・ 岡本（真）ペア

酒井 ・ 大下

相良 ・ 小久保

Jeong ・ 平井

Bye

Bye

鈴木 ・ 中島

石高 ・ 阿草

後藤（久） ・ 後藤（綾）

矢口（美） ・ 矢口（あ）

巻田 ・ 榎本

Bye

Bye

Piao ・ 岡本（真）

矢口（英） ・ 矢口（直）

日高 ・ 織戸（里）

Bye

渡辺（香） ・ 澤井

Bye

山田 ・ 中𡌛

西垣 ・ 浜岡

山門 ・ 岡本

MIX ダブルス優勝 Piao ・ 岡本（真）ペア



Views    10    19

5

青年委員会主催

2019夏のアウトドアイベントBBQ & 
流しそうめん大会開催！

8月24日土曜日、天候にも恵まれ気持ちのいい

日差しを浴びながらのアウトドアイベントとなり

ました。今年度は10組41名のご家族様が参加さ

れ、BBQではとうもろこしなどの野菜から始まり、 

アメリカならではの大きなソーセージやステーキ、

焼きそば、デザートのスモアなど、JBSDメンバー

が腕を振るった料理を召し上がっていただきま 

した。メインイベントの流しそうめんでは、そう 

めんに加え、たまに流れてくるトマトやフルーツに

お子様たちは大興奮。最後は夏の風物詩であるス

イカ割りを楽しみました。ご家族の皆さんのご協

力もあり、大変思い出に残るイベントになりました 

ことをご報告致します。

今後も色々なイベントを企画中です。お楽しみに！

（青年委員会:齊藤、花家、山口、谷川、Hovey、澤井）

商工部会・JETROシカゴ共催 

移民法セミナー開催

去る8月30日（金）、標題のセミナーを

Dickinson Wright法律事務所のご協力

を得てSchoolcraft College - Vis Ta Tech 

Centerにおいて開催しました。現行移民

法の注意すべき点について、同法律事務

所移民法グループ共同議長のKathleen 

Campbell Walker弁護士ならびに日本企業

担当ディレクターの本多尚美弁護士によ

り英語・日本語で解説いただきました。

講演項目は以下の通りです。

米国への訪問・出張

•  大統領令「Buy American Hire American」に対

応するために。

•  B1商用ビザでできる活動と、できない活動。もし

間違っていたらどうなるのか。

•  ビザ免除プログラムのESTA登録—B1ビザと

同じか？ 

  ESTAで、長期滞在や渡米を繰り返すことのリスク。

•   国境警備局は、入国履歴を管理しているのか。

  もしI-94の期間を超えて滞在するとどうなるのか。

米国での就労

•  LビザとEビザのどちらがいいのか。

•  従業員の移動のタイミング—EとL

•  ビザ審査官は、判断にあたり何をみているのか。

•  LやEビザのルール上、マネージャーや

Supervisorとは一体どういう人を指すのか。

  職務内容、肩書、組織図がなぜそれほど重要な

のか。

•  給与レベルは重要か。審査官が給与や福利厚生

を聞く理由は。

 W-2の記載額との関係は。

  タックスリターンの内容は、ビザ審査に関係す

るのか。

•  米国での滞在可能期間はどうすればわかるのか。

  米国滞在期間の延長はいつ申請できる？延長

可能期間は。

  パスポートの有効期限によってなにか影響があ

るか。

ビザ申請の審査

•  面接でのNG・失敗例

•  面接後「追加手続き（Administrative 

Processing）」状態になるケースとは？

•  DUI（飲酒運転）により逮捕された場合、ビザは

無効となるのか？

入国審査・手続

•  米国に滞在できる期間を知る方法。I-94とは何

か。なぜこれが重要なのか。

•  ビザと入国記録

•  有効なビザを持っていても入国拒否される場合

とは。

•  入国後すぐに免許証とSSNを申請できるか。

  「SAVEシステム」はどうやって確認をするのか。

•  EビザやLビザで滞在中、学校に通えるか。家

族は学校に通ったり、就労できるか。

•  米国滞在中、パスポートとビザは必ず有効な状

態に保たないといけないのか。

•  Automatic Revalidation

•  入国手続き中に問題が発生。だれかに電話でき

るのか。

セミナーに関するお問い合わせ先 

本多 尚美（Honda Naomi）
Dickinson Wright PLLC
Tel: 248-433-7588
E-mail: NHonda@dickinson-wright.com

JBSDイベント報告
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紫外線の有害性と有益性

ミシガン大学病院  医師

中村  美緒

紫外線を浴びすぎ

ると人の健康に影

響があることは確か

です。光老化※1や皮

膚癌など日光に含ま

れる紫外線の害が

広く知られるように

なり、日焼け止めを塗る、または、日光を

避けるためにしっかりと対策をされる方

が増えています。しかし、紫外線には健康

に良いこともあります。今回は紫外線の有

害性と有益性についてご紹介いたします。

地表に届く紫外線は、波長の長さに

よってUVAとUVBに分けられます。UVA

は、地表に届く全紫外線のうち約95％を

占め、波長が長く、肌の奥の真皮層に届

きます。さらに、雲や窓ガラスも透過して

肌にも到達するため「生活紫外線」とも

呼ばれます。UVAはハリや弾力を生むコ

ラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸など

を作り出す繊維芽細胞に損傷を与え、光

老化（シミ、シワ、たるみ）を引き起こし 

ます。日焼けサロンではUVBをカット 

して、UVA だけを照射しているため、 

黒い日焼けを引き起こし、さらに水疱や

シミ等の障害が起こる可能性があります。

地表に届く紫外線のうちUVBの量は少

ないですが、UVBは皮膚の細胞の DNAに

傷をつけてしまいます。DNAの傷害が度

重なると、DNA修復に間違いが起こり、

誤った遺伝情報（突然変異）が生じるこ

とがあり、それが皮膚がんの原因になる

と考えられています。日本人の皮膚がん

の罹患率は世界で最も低いと言われて

いますが、皮膚がんは治療しないとより

悪性化し、転移すれば生命に関わる可能

性があります。紫外線の影響は何十年も

経ってから現れてきますので、子供のう

ちから紫外線を浴びすぎないよう、帽子、

衣類、日焼け止めなどによる紫外線防御

を心掛けることが大切です。

しかし、紫外線をある程度浴びること

は健康を維持するために必要であること

も覚えておく必要があります。例えば、

紫外線を浴びることで体内でビタミンD

が作られます。ビタミンDには、食物か

らのカルシウム吸収を促し、血液中のカ

ルシウム濃度を一定の濃度に保ち、骨格

を健康に維持するのに役立ちます。骨量

を保ち、骨粗鬆症を防ぐためにビタミン

Dは必須なのです。皮膚で作られたビタ

ミンDは、ビタミンDの運び役（ビタミン

D結合蛋白質）によってすぐに運ばれるた

め、消化管から吸収されるビタミンDよ

りも体の中で使われやすいと考えられて

います。しかし日焼けをするほどの日光

浴は必要でありません。両手の甲くらい

の面積が15分間日光にあたる程度、また

は日陰で30分間くらい過ごす程度で、食

品から平均的に摂取されるビタミンDと

あわせて十分なビタミンDが供給される

ものと思われます。※2

その他に紫外線は、光線療法と呼ばれ、

乾癬、アトピー、白斑などの皮膚病の治療

にも使われることがあります。光源ラン 

プを用いて発疹に直接紫外線を当て、 

過剰な免疫反応を抑える治療方法です。

光線治療は大きくPUVA（プバ）とUVB

と2つに分けることができます。PUVA療 

法は、ソラレンという紫外線に敏感に 

なる薬剤にUVA照射を組み合わせたもの

です。UVB療法は、薬を使わず、中波長

紫外線（UVB）の照射を行います。現在

広く使用されているのは、UVBに含まれ

る有害な波長を取り除き、治療効果が高

い波長のみを使うナローバンドUVB療法 

です。発疹のみに照射するターゲット型

エキシマランプもあります。さらに乾癬

の皮膚症状は一般的に紫外線が強くなる 

夏の間に良くなる傾向があります。

このように、紫外線は有害性と有益性

の両方があるため、上手に付き合うこと

が重要です。これから寒さがどんどん厳

しくなり、ミシガンの長い冬がやってき

ます。どんよりした日でも、UVAとUVB

の双方をブロックするbroad spectrumと

書いてある日焼け止めでお肌を守りま

しょう。珍しくお天気の良い日には少し

光を浴びて、体内でのビタミンDの生成

を助けましょう。

※1 ひかりろうか: 日焼けによる皮膚の変化

※2 www.env.go.jp/chemi/uv/uv_pdf/02.pdf

医療のむこう側

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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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

デトロイト動物園
子供向けハロウィンイベント 
Zoo Boo“ Merry-not-scary”
The Detroit Zoo, Royal Oak
10月11日（金）–13日（日）
10月18日（金）– 20日（日）
10月25日（金）– 27日（日）
3:00pm–7:30pm （入場6:30pmまで）
料金 : 前売 : $10（2歳以上）
  ※前売りは30分毎の5時

までのスロット。当日入場は
5:30pm–6:00pm間のみ販売。 
（当日券はハロウィンエリアのみ
入場可能）

 駐車料金$8（会員・非会員）
問合わせ : 248-541-5717
www.detroitzoo.org
毎年恒例の子ども向けハロウィンイベント。仮装
し園内を一周する間、色々なキャラクターや動物
に出会える。菓子類の配布も。

ハロウィン・グリーンフィールドビレッジ
Halloween in Greenfield Village
Greenfield Village, Dearborn MI
10月11日（金）–13日（日）
10月17日（木）– 20日（日）

10月24日（木）– 27日（日）
6:30pm–10:00pm ・30分毎（雨天決行）
料金 : 一般$17・2歳未満無料
  ※ウェブサイトにて前売り・ 

クーポンあり
 駐車料金$6 （Service Fee $3）
問合わせ : 313-982-6001
www.thehenryford.org/village
子供から大人までが楽しめるハロウィンイベン
ト。古き良き時代のアメリカが再現される園内に
は1000を超えるカボチャのジャッコーランタン
が並び、菓子ステーションも設置される。

ステージ
ディズニーオンアイス:
「ドリーム・ビッグ」
Disney on Ice: “ Dream Big”
Little Caesars Arena, Detroit
10月17日（木）– 20日（日）
www.313presents.com/events/detail/
disney-on-ice-dream-big

ペッパピッグ・ライブショー
「ペッパピッグの冒険」
Peppa Pig Live!
“Peppa Pig’s Adventure”
Fox Theatre
10月13日（日）3:00pm
料金 : $29.50–
www.313presents.com/events/detail/
peppa-pigs-adventure

ベビーシャーク・ライブショー
Baby Shark Live! 
Fox Theatre
11月3日（日）2:00pm
料金 : $19.50 –
www.313presents.com/events/detail/baby-
shark-live

日本映画情報
映画「寝ても覚めても」
濱口竜介監督 2018年
Movie: Asako I & II
Detroit Film Theatre （DIA美術館併設）
10月5日（土）4:00pm・7:00pm
10月6日（日）4:00pm
料金 : 一般$9.50
 シニア・学生$7.50
www.dia.org/events/asako-i-ii

年末人気イベント
Fox Theatre, Detroit
www.313presents.com
• 11月20日–23日  Dr. Seuss’ How the Grinch Stole 

Christmas! The Musical
• 11月27日  Disney Junior Holiday Party! Tour

イベント情報 

最近自動車業界で頻繁に取り上げられてい

る話題の一つに自動運転がある。先般、カリ

フォルニア州のサンノゼ（シリコンバレー）

にある自動運転技術を開発しているスター

トアップ会社を訪問し、自動運転車に試乗

する機会を得た。自動運転車の実用化な

どまだまだ先の話だと思い込んでいたが 

その認識は一変した。約2時間の高速道路

を主体とした試乗だったが、走行は非常に

スムーズで、合流地点でも自動で車速を 

調整したり車線変更したりと安全に走行を

継続、一度も補助の運転手が介入すること

がなく、その完成度の高さに驚かされた。

また、他のスタートアップ会社では宅配用

のロボットカーを開発しており、限定され

た地域で既にトライアルを実施していると

いう。ネットでオーダーすると、お店から

家までロボットカーが商品を運んでくる。

家の前に着くとテキストメッセージとパス

ワードが送付され、パスワードを入力する

と扉が開き商品が取り出せる。自動運転に

関しては、法整備等乗り越えるべき課題は

多いが、SFの世界がすぐそこまで来ている

ことを実感させられた。 Y.T.

編集委員の独り言

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

携帯電話で右記コードを

読み取るとりんご会ウェブ

サイトへジャンプします。

講師募集中！

デトロイトりんご会補習授業校

新規採用説明会ご案内
 子どもたちの輝くような
          笑顔に囲まれてみませんか？

•  研修システム、新任講師サポート制度あり

•  チャイルドケアあり（2歳以上）

•  欠勤手当あり

•  通勤手当てあり

•  教員免許保持者手当てあり

•  勤続年数に応じた表彰制度あり

•  常勤講師として採用された場合、お子さん 

1名につき学費の約40％（賛助金）を免除
※教員免許、講師経験の有無は採用判断に影響しません

日　　時 : 10月12日（土）1:00pm–2:00pm

会　　場: メドウズ校南校舎（6th）612教室

問合わせ : E-mail: iinoue@jsd.org

  Tel: 248-946-4697（内線200）

  www.jsd.org 

※ 安全管理のため、入校には許可証が必要です。

 詳細はEmail、または電話でお問い合わせ下さい。

ノバイメドウズ校

25345 Taft Rd., Novi, MI 48375

https://www.313presents.com/events/detail/disney-on-ice-dream-big
https://www.313presents.com/events/detail/peppa-pigs-adventure
https://www.313presents.com/events/detail/baby-shark-live


スポーツ部会・FC Robins 97共催

インドアサッカー大会
日　時 : 10月20日（日）
 8:00am開場・受付開始

商工部会・みずほ銀行共催

自動車セミナー
日　時 : 11月12日（火）
 2:00pm– 4:30pm

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

今月のトピック

• JBSD基金ファンドレイジングゴルフ大会報告  ... 1

• リレー随筆: プロスポーツの楽しみ  ....................  3
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http://jbsd.org でもViewsをご覧いただけます。 

当会SNSページもぜひチェックしてください。 

 www.facebook.com/jbsdmichigan

 www.instagram.com/jbsd_michigan

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。

美しい紅葉の季節になり皆様もミシガンの秋を楽しん

でおられることと思います。

JBSDは今年もご家族向けのイベントをたくさん開催し

ましたが、りんご会補習授業校で学ぶ多くの生徒さんたち

に参加していただいているイベントのひとつとして写生大

会があります。今年も6月2日（日）にデトロイト動物園で

実施し、保護者を含めて約560名の方々が参加されました。

なお写生大会はりんご会補習授業校との共催ですが、一般

の部もあるので大人にもご参加いただくことができます。

りんご会補習授業校の先生方は午前の受付に加え午後

は作品の審査などのボランティア協力をしていただいて

おりますが、中でも作品の審査には数年前から協力関係

を結ぶことができたDIA（デトロイト美術館）からも審査

員を派遣していただいております。また入賞者はDIAの招

待による同館のスタジオでの物作り体験、プライベートツ

アーのギャラリー巡りが贈呈されています。また一般の部

で入賞された大人の方々には、同館の映画鑑賞チケットが

贈られています。

未就学児童から高校性までの中から1位、2位、3位を

獲得した12人の生徒さんたちは今年もDIAスタジオでの

物作り体験を、惜しくも努力賞を獲得した10名の方々は

2017年11月に開設した日本ギャラリーのほか色々なギャ

ラリー巡りを楽しまれました。

来年も是非多くの会員とそのご家族にご参加いただき

たいと思います。

事務局長だより今後のJBSD行事予定

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

Japan Festival 2019
Sunday.Oct.6th 1:00pm–4:00pm 
Novi High School 24062 Taft Rd., Novi, MI 48375


