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JBSD・JSDウィメンズクラブ共催

日本祭りを終えて

毎年恒例の日本祭りが、10月6日（日）

にノバイ高校で開催されました。開会式

は、池田文化部会長のご挨拶にはじまり、

中川総領事に続いてノバイ市、ノバイ学

校区から各代表のご挨拶をいただきま

した。

オーディトリウムでは、まず「五大湖

太鼓センター」の太鼓の演奏から始まり、

「ミシガン剣道道場」は大人から子どもま

で堂々としたパフォーマンスを披露しま

した。続く「雅」は琴で美しい音色を、「ト

リリアム」「ホワイトパイングリークラブ」

は素晴らしい歌声を会場に響かせ、「TMU 

Music Studioとにじいろ小学校合同演奏」

はマリンバの演奏と元気な歌声で会場を

魅了しました。「WA! to BON」は2020年

に開催される東京オリンピックを盛り上

げようと作られた盆踊り、「東京五輪音頭

2020」を踊り、ステージを華やかに彩り

ました。そして最後は「五大湖太鼓セン

ター」の勇壮な太鼓で締めくくりました。

いっぽう、アトリウムで行われた青年

委員会の割り箸鉄砲作り、ウィメンズクラ

ブの書道と折り紙のワークショップには 

行列ができました。茶の湯では、今年は

裏千家、表千家、石州流の3流派のお手

前が披露され、多くのお客様がアニータ 

さんによる英語での解説を静かに聞き

入っていました。紋付き袴と振袖の展示

コーナーでは、お客様が一緒に写真を撮

るなど、じっくりと着物を見ている姿が

見られました。また、生花インターナショ

ナルの皆さまの秋を感じる展示にも多く

の方が足を止め、素晴らしい作品に見入っ

ていました。ミシガン州の姉妹都市であ

る滋賀県はPRコーナーが設けられ、特

産の緑茶を試飲することができました。 

その他、子供達に人気のおもちゃすくい、

輪投げ、ヨーヨー釣りも大盛況でした。総

領事館主催によるワークショップ「おに

ぎり体験」は、たくさんの地元の方々が参

加され、会場は満席となりました。自分で

作ったおにぎりと写真を撮り、試食した

おにぎりの味は格別だったと思います。

今年は例年より多くの地元の方々が 

ご来場くださり、パフォーマンスやワー

クショップを楽しんでくださいました。

日本祭が地域の恒例行事として定着して

きていることがとても嬉しく感じました。

私たちにとっては日本文化の素晴らしさ

を再認識する、とても貴重な一日となり

ました。ご協力してくださったノバイ市、

ノバイ学校区、日米協会、大勢の企業・ 

学生ボランティアの方々のおかげで、 

今年も素晴らしい地域交流ができ盛大な

イベントとなりましたことを心から感謝

申し上げます。来年もどうぞよろしくお

願いいたします。 （JSDウィメンズクラブ）

   4・5ページ写真ページに続く 
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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

第51回日米中西部会への出席

9月10日から12日にかけて東京におい

て第51回日米中西部会が開催され、中川 

総領事も出席し閉会式において挨拶を

行いました。日米中西部会とは、日本と 

米国中西部諸州との間の貿易と投資の 

伸長や、産業・技術から文化に至るま

で幅広い相互交流の増進を目的として、 

毎年日米相互に開催されているものです。

本年は、「次なる50年の成功を見つめて」

をメインテーマに、日米合わせて8人の州

知事・県知事と各界から350名を超える

参加者が一同に会し、活発な議論、意見

交換が行われました。また、今回ホィット

マー・ミシガン州知事は残念ながら欠席

となりましたが、オハイオ州のドゥワイン 

州知事が、州知事として13年ぶりに本会

合に出席し、州内各地の市長や経済開発

に携わる50名を超える関係者と共に訪日

しました。ドゥワイン州知事は、中川総領

事と共に、姉妹州県関係に

ある埼玉県知事の表敬訪

問や、ホンダを始めとす

るオハイオ州に進出して

いる日系企業の本社等を

精力的に訪問されました。

日米中西部会は、米国に

おける日系企業の活動が、 

投資・雇用を通じて米国の

地域経済に貢献し日米両

国の関係強化に大きく寄

与していることを改めて確認する機会とな

るとともに、日米双方の知事が訪日・訪米 

し官民挙げてのトップセールスや投資促進

に向けた活動を行う有益な場となっている

ことから、デトロイト総領事館としては、

今後もこのような場も積極的に活用しつつ、

日米の経済関係強化に向けて尽力してまい

ります。

領事出張サービス実施のお知らせ（バトルクリーク地域・グランドラピッズ地域）

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。

バトルクリーク地域
日　　時 : 12月17日（火） 2:00pm–4:00pm

場　　所 : HI-LEX America Inc., 5200 Wayne Rd., Battle Creek, MI 49037 

グランドラピッズ地域
日　　時 : 12月18日（水）9:00am–11:00am

場　　所 : Sunhill America, LLC, 5300 Broadmoor Ave., SE Suite B, Grand Rapids, MI 49512 

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。
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ミシガンでの初めての子育て

Sanyo Corporation of America

茶
ち ゃ き

木  恭
きょうすけ

輔

Hitachi Automotive System Americasの

田代さんよりバトンを引き継ぎました

Sanyo Corporation of Americaの茶木と申

します。

私は、現在妻と息子と3人暮らし。ミ

シガンには昨年の10月に赴任してきま

した。赴任直前の9月26日に子どもが

生まれ、父親となった実感もなく、ミシ 

ガンに来ました。赴任当初は単身で、今

思えば独身の頃のように自由な時間を楽

しんでいました。赴任したタイミングが、

厳しい冬に向かう時期でしたので、ミシ

ガンではゴルフができませんでしたが、

サンクスギビングの休暇にサンディエゴ

に行き、温暖な気候に感動しながらゴル

フを堪能しました。そのほかにも、イン

ドアサッカー、スノーボード、また、雪中

キャンプで焚火をするなど、日本ではで

きなかったさまざまなことを体験するこ

とができました。

そうした中、約半年後、妻と生後6カ月

になった息子がミシガンに引っ越してき

ました。これによって私の自由きままな

単身赴任生活は終わりを迎え、全く違っ

た生活が始まりました。単身の時は、自

分のしたいことをしたいときに当たり前

のこととしてできていましたが、そんな

自由な時間は消えてなくなりました。周

囲からは「子どもができると、人生の主

役が自分ではなく子どもになる」という

話を聞いていましたが、まさかこれほど

までに変わるとは！

ここで育児に積極的に参加する、しな

いで今後妻からの当たりの強さが変わ

るという諸先輩方のアドバイスを聞き、 

以前から圧倒的に上だった妻の立場が、

これ以上変わったらとんでもないことに

なる、（以前、妻が風邪をひいた

時に、私が飲み会で遅く帰った

ことがあり、そのことで気分を

害した妻が、後日私が風邪をひ

いた時、ご飯を作ってくれず、

39度の熱の中自分でご飯を作っ

たあの時の状況を繰り返しては

いけない！）と思い、大変な乳

児期の間は子どもとの時間を

できる限り多く持つよう意識しました。 

しかし、もともと私は小さな子と接する

機会が少なく、友人の子どもと会った時

もどう接したらよいのかよくわからず、

いつもオロオロとしていました。なので、

わが子に対しても、どのように話しかけ

たらいいのかわからず、絵本を読み聞か

せたりするのにもどこか照れくささがあ

り、違和感を覚えていました。周りで見て

いても、かなりぎこちない接し方だった

でしょう。

一方で、アメリカ人の方々はさすが 

です。もともとフレンドリーなアメリカ

人ですが、子どもを連れて歩いていると、

“So cute!!”と全力のテンションで話し

かけてくれ、あっけにとられて無反応な 

子どもに対してもマシンガントークを繰

り広げてくれます。このコミュニケー

ション能力には到底及びませんが、私も

子どもと一緒に時間を過ごすに連れて、

話しかけた際の子どもの反応をしっかり

と楽しめるようになり、子どもとの接し

方がわかってきました。

一人の時は、一人の楽しみがありまし

たが、家族がこちらに来てからは、家族

と一緒の楽しみが増えました。幸運なこ

とにミシガンは、自然が豊かでアウトド

アを楽しめる場所が近くにたくさんあり

ます。住宅の造りもゆったりとしている

ので、子どもを伸び伸び育てるには絶好

の環境です。もともとキャンプが趣味の

一つだったのですが、今年の夏は子ども

がまだ小さく泊まりのキャンプができな

かったので、よく庭でバーベキューをし

ました。また、一人の時間が減ったとは

いえ、こちらで知り合った方々とゴルフ

をしたり、充実したミシガンの夏を過ご

すことができました。先月号で田代さん

が書かれていた、楽しすぎて怪我が頻発

するインドアサッカーでは、楽しすぎて

手首を折りました。（みなさん、是非一緒

にやりましょう！）

秋になってからは手首の療養と、サイ

ダーミル巡りなどをして楽しみました。

短い時間でも気軽に楽しめるのがよく、

ノバイ近郊のサイダーミルに何ヶ所か

行きました。中でもおすすめはフランク 

リンサイダーミルです。こじんまりとし

た施設の中に、小川が流れており、雰囲

気が良く、少し立ち寄るのにとてもおす

すめです。サイダーミル巡りの際、ノバ

イ近郊の小さなダウンタウンにも立ち寄

りました。イプシランティやフェントン

など、趣きのある小さなダウンタウンが

多くあり、散歩をしているだけでも楽し

く過ごせます。

来年は、子どもの本格的なキャンプ

デビューを計画中です。もう少し大きく

なったら、前から憧れていた親子二人

キャンプをしてみたいと思っています。

それでは皆さん、良いお年をお迎えく

ださい。1月号のバトンは、ゴルフ仲間の

Nitto Seiko Americaの小山さんにお渡し

します。

258回 リレー随筆

秋のケンジントンメトロパーク秋のケンジントンメトロパーク



ボランティア企業はじめ学生ボランティアの皆さまご協力をありがとうございました！

日本祭りボランティア協力企業　（ABC順）:  ADVICS North America, Inc. • Marelli North America, Inc. •  
Deloitte Touche Tohatsu • Hitachi Automotive Systems Americas, Inc. • Mitsubishi Electric Automotive America, Inc. • 
Nippon Express USA, Inc. • Plante Moran • Toyota Tsusho America, Inc. • TRAM, Inc. 
その他、大学生（EMU, OU, WSU, UofM）、高校生、ウィメンズクラブ、大勢の方々にボランティアのご協力をいただき
ました。この場をお借りしお礼を申し上げます。
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JBSDイベント報告 JBSDイベント報告

商工部会・Deloitte共催

経営管理セミナー

去る10月25日（金）Deloitte のご協力

を得て、JBSD商工部会との共催による経

営管理セミナーを開催しました。講演は

日本語・英語により夫々の会場を使って

同時開催されました。講演項目、講師（敬

称略）は以下の通りです。

日本語講演　

第一部:米国法人税の最新アップデート

講師:小林　康慶 

  Deloitte Detroit Office, Tax Managing Director
• 米国法人税の概要

• 税制改正のおさらい

•  その他のルール変更点と日米租税条約改正

について

• 最近問合せを受けるホットトピックス

第二部: 移転価格税制執行の動向と実務

講師: ダーム　薫  Deloitte McLean Office, Tax Principal 
  岡田　英介  Tax Senior Manager
• 移転価格を取り巻く環境

• 米国における移転価格調査の動向

• 移転価格調査に備えたベスト・プラクティス

第三部: J-SOX（内部統制報告制度）対応の

効率化・高度化

講師: 亀山　隼人

  Deloitte New York Office, Advisory Manager 
• J-SOX対応の現状と課題

• J-SOX対応の高度化に向けたアクション

• J-Sox対応と内部統制の高度化

英語講演　

第一部: Controlling Health Care Costs

講師: Andy Coccia

  Deloitte Stamford Office, DC Senior Manager
• The US Health System

• Our Point of View

第二部: Sales & Use Tax Management

講師: David Yaros 

  Deloitte Chicago Office, Tax Principal 
• Wayfair/Nexus Developments

• Technology Trends

• Areas of Potential Refunds

第三部: Global Tariffs & Tariff Management 

Strategies

講師: Sava Zjalic

  Deloitte Chicago Office, Tax Senior Manager 
•  Overview of global tariff and trade 

measures implemented

• US-Mexico-Canada Agreement

•  Tariff and supply chain management 

strategies

セミナーに関するお問い合わせ先:  Tetsuro Shigemitsu, Deloitte & Touche LLP   •   Tel: 313-396-3291   •   E-mail: teshigemitsu@deloitte.com

JBSDスポーツ部会・FC Robins 97共催

インドア・サッカー大会開催

2019年10月20日（日）、恒例のJBSD

インドア・サッカー大会が開催されま 

した。春にミシガンでオハイオとインド

ア大会、秋にオハイオ遠征、その一週間

後に本イベントの開催となりました。例

年とは異なり、今回はオハイオからの参

加はなかったものの、親子対抗試合や学

年対抗試合を中心に行い、大変な盛り上

がりを見せました。今年もWixom市の

Total Sports Complexで補習校、補習校外

の生徒合わせて160名、ご家族を含め総

勢350名が参加する大きなイベントとな

りました。

親子対抗試合では、お父さんお母さん

共に沢山の方が参加され、生徒も親もお

互いに闘志むき出しの試合が繰り広げら

れました。また、学年対抗試合では、下

級生が上級生を相手に善戦していまし

た。今回、特別イベントとして、昼休みに

中学男子VSサッカー経験の無いコーチ

陣（前半）、そして中学男子VSサッカー

経験ありのコーチ陣（後

半）の試合を実施しま

した。気になる勝負の

行方ですが、前半は中

学生チームに軍配が、 

後半はコーチ陣に軍配が上がりました。

中学生にとっては練習の成果が十分発揮

され、大きな自信へと繋がったことと思

います。また、コーチ陣は冷や汗をかき

つつも、結果にほっとされていたことで

しょう。

本大会の準備、運営に多大な御協力を

頂いたBrilliant様、FC Robins 97コーチ 

各位、そして何よりもオハイオ遠征の翌

週というスケジュールにも関わらず参加

してくださった補習校の生徒達とそのご

家族の皆様に、この場をお借りして厚く

御礼申し上げます。担当コーチ一同、来年

以降もこのすばらしいイベントが続けら

れていくことを心より願っています。

 （FC Robins 97 小3コーチ一同）

日本祭り写真集

在デトロイト日本国総領事館　おにぎりイベント

オーデトリアム発表団体

※ More Pictures: JBSDウェブサイト( https://jbsd.org/activities/activities-news/ ）からも当日の様子をご覧いただけます。
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「日本旅行諸々」について

執筆者

岩崎 　 博

前回通訳について

書いたところ、これ

を読まれた通訳経

験者からコメント

をいただきました

ので今回も少し触

れたいと思います。

10月中旬から2年ぶりに日本に行っ

てきました。ラグビー世界選手権が日

本で開催中だったため、どこに行っても 

外国、特にヨーロッパ人観光客が多いの

に驚かされました。ひかりの一車両がほ

とんど外国人（我々も含め）であったこと

も度々でした。出発前に心配していた台

風の影響はなかったものの毎日報道され

る被害を見るにつけ、被災者の方々への

同情を禁じえません。一刻も早い復興を

お祈りいたします。月末に戻ると翌日庭が

雪に覆われており冬の到来を感じました。 

秋はどこにいったのでしょうか？

いつも妻と二人で訪れる日本ですが、

今回は義理の兄が同行しました。彼に

とって初めての日本でしたが貴重な体験

だと喜んでいました。彼は私がツアーガ

イドでいるから安心だと言っており、私

も妻は何回も日本にいっておりそれな

りに土地勘もありますから一人増えて

も大差ないだろうと高をくくっていまし

たが、実際は結構予想外の事が起きまし

た。彼は私が日本生まれの日本育ちであ

ることを知っていて、まるで私が日本の

何から何まで熟知していると思い込んで

いるかのように頻繁に質問をしてきます。 

曰く、「ホテルのルーム間の電話はどうす

るの？」「ホテルのコインランドリーはど

う使う？」これらはホテルにより少しず

つ方法が違うということもあり、毎回確

認して返事をしていましたが、そのうち、

はてなんで彼は何でも私に聞いてくるの

だろう、昔と違い海外からの旅行者が使

うホテルのほとんどがフロントには英語

を話せる人がいますし、色々なガイドや

使用方法が英語標記になっているので 

これらをまず読むか、わからなければフ

ロントに聞けばいいのではと思うように

なり途中からそのように彼に言うように

しました。ここで気がついたことは、彼は

これらを読む前に私に聞いてきた、とい

うことです。後になって妻から聞いたの

ですが、彼から「どうしてHiroshiはあま

り人に尋ねないのだろう」って不思議そ

うに聞かれたそうです。私だってわから

なければ人に聞きますよ、何の情報も見

当たらない時は。一般的に日本人は聞く

のは恥だと思うふしがあるそうですが、

私自身はわからないことを他人に聞くこ

とにあまり抵抗はありません。ただし、そ

の前にまず必要情報が回りにないかを探

します。だって誰かが労力を使ってこれ

らの情報を作っているのですから無視し

ては申し訳ない、と思うのは日本人一般

のメンタリティでしょうか、それとも私

個人のものでしょうか？

さて旅の間、私は通訳という事をして

来たわけですが、改めてその難しさを痛

感しました。前回も記載しましたが、そも 

そも通訳をする人が状況を全て把握して

いるわけでもなく、また、質問に対する

十分な情報を事前に持っているわけでは

ないので回答に時間がかかることが多々

あります。私の場合でも同様で結構お互

いフラストレーションを溜めたのではと 

思います。これが仕事の場ですともっと

深刻になる場合も多々あります。通訳は

機械ではありませんので、時間経過と共

に疲れてきます。ただ「バイリンガルであ

る」というだけで、通訳の専門的なトレー

ニングを受けたわけではない方が通訳を

つとめる場合、どうか通訳をされる方に

十分配慮をしていただくと共に、忍耐を

持って接してください。

筆者紹介　岩崎　博 : 

神奈川県出身。Japan Intercultural Consulting（JIC）

社。ミシガン州代表。ミシガン、 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。JIC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 ティング、コーチング、

セクハラ予防教育等を行う 国際トレーニングとコン

サルティングを行っている。

本稿へのご質問・ご感想は以下まで。

Japan Intercultural Consulting（JIC） 

Tel: 517-376-8496

hiroshi.iwasaki@japanintercultural.com

www.japanintercultural.com 

異文化の海を泳ぐ 第六回
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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
グリーンフィールドビレッジ ホリデーナイト
Holiday Nights in Greenfield Village
Greenfield Village, Dearborn 
12月5日（木）–8日（日）
12月12日（木）–15日（日）
12月17日（火）– 23日（月）
12月26日（木）– 28日（土）
（6:30pm–10:00pm雨天決行）
料金 : 一般 : シニア（62歳以上） $27
  大人（12–61歳） $30
  ユース（3 –11歳） $22.50
  2歳以下無料
 駐車 : ＄6 /台
問合わせ : 313-982-6001
www.thehenryford.org
クリスマスカードの中に迷い込んだかのような園
内はキャンドルが灯され、サンタやトナカイにも
会える。アイススケートリンクも設置されている
ほかフィナーレには花火も。

ホリデーウォーク@メドウ・ブルック・ホール
Holiday Walk at Meadow Brook Hall
Meadow Brook Hall, Rochester
–12月23日（日）11:00am–4:00pm 
（12月16日・18日– 23日はライトアップを楽
しめるイブニング・ツアー 5:00pm–8:00pm
もあり）
料金 : 大人 $22.50・17歳以下 $10
問合わせ : 248-364-6200
www.meadowbrookhall.org
自動車生産会社Dodge の創設者ジョン・ダッジ
の元妻マチルダ・ダッジが後に建てたチューダー
様式の大邸宅。この時期はクリスマスの装飾が施
され豪華ホリデー邸宅ツアーが人気。

ホリデーステージ
アナーバー・シンフォニー・オーケストラ
ホリデー・ポップコンサート
Ann Arbor Symphony Orchestra
Holiday Pops Concert 
Hill Auditorium, Ann Arbor
12月13日（金）8:00pm
問合わせ : 734-994-4801
www.a2so.com （チケット）

冬の風物詩、長きにわたり多くの人々に愛され続
けるチャイコフスキーバレエ「くるみ割り人形」
の組曲を今年はDuke Ellingtonがジャズ風にアレ
ンジ。

デトロイト・シンフォニー・オーケストラ
ホリデーコンサート
Home for the Holidays
Detroit Symphony Orchestra, Detroit 
12月20日（金）–22日（日）
金 : 10:45am・8:00pm
土 : 3:00pm・8:00pm
日 : 3:00pm・7:00pm
問合わせ : 313-576-5111
www.detroitsymphony.com （チケット）

The Nutcracker 
バレエ『くるみ割り人形』公演

欧米ではバレエ『くるみ割り人形』観
劇はホリデーシーズンの定番。12月
もまだまだ多くのバレエ団が公演し
ます。ご家族で楽しんでみてはいか
がでしょうか

アカデミー・オブ・ロシアン・ 
クラシカル・バレエ
The Academy of Russian Classical Ballet 
Michigan Theatre, Ann Arbor
–12月7日（土）6:30pm
russianclassicalballet.com （チケット）

モスクワバレエ
グレイトロシアンナットクラッカー
Moscow Ballet’s Great Russian 
Nutcracker 
12月22日（日）12:00pm・4:00pm・8:00pm 
Fox Theater, Detroit
料金 : $29–
www.313presents.com （チケット）

イベント情報 

JBSD・ミシガン大学美術館共催

現代アーティスト「片山真理」個展の 
お知らせ

日　時 :  2019年10月12日（土）– 
2020年1月26日（日）

  火–土 : 11:00am–5:00pm 
日 : 12:00pm–5:00pm

会　場 :  University of Michigan 
Museum of Art  
（ミシガン大学美術館）

  525 S. State Steet
 Ann Arbor, MI 48109
料　金 : 無料 

片山真理氏は先天的な足の病気をもって生
まれ、義足で活動する現代アーティストです
が、自身の身体に向き合いながら自身の体を
被写体・モデルとし、写真、彫刻、テキスタ
イルなど多くの作品を生みだしています。

Photo Credit: 
Mari Katayama,  
on the way home 
#001, 2016, 
chromogenic print 
© Mari Katayama  
Courtesy of rin art 
association

本年も年の暮れですね。最速で月日が経

過した「変化多き・新しきに挑んだ・より

健康で過ごせた」一年であったと実感して

います。さて今回もマイブーム連載第3弾

にお付き合いくださいませ。（18年8月号

と19年8月号も見てね）

夏以降、またまたまた楽しいことを見つけ

てしまった。こんなに興味津々で良いのか

と考えることもあるが、貴重な経験だから

と勝手に言い聞かせ、北米生活を充実させ

ている。ひとつ目は「盆踊り」。これは一気

に熱中の域に駆け上がった。アナーバーイ

ベントと日本祭りでボランティアメンバー

として参加、東京五輪音頭2020を披露しま

した。毎日毎日練習して、本番で完全燃焼！

チームで得た達成感も格別！是非再結成し

て多くのイベントに参加したいものです。

ふたつ目は「レゴブロック」。家遊び・冬ご

もりにグッドなアイテムをアマゾンショッ

ピングでたまたま見つけてしまった。コツ

コツと組み上がっていく過程が楽しい、だ

けどまた没頭してしまう予感. . . 。（笑） S.I.

編集委員の独り言

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

https://jbsd.org/wp-content/uploads/2018/07/Views_08_18.pdf
https://jbsd.org/wp-content/uploads/2019/07/Views_08_19.pdf
https://russianclassicalballet.com/
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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。

光陰矢の如しで、今年も余すところ1か月となりま 

した。皆様ご存じの通りJBSDには商工部会、広報部

会、文化部会、スポーツ部会、青年委員会がありますが、 

それぞれに属する常任委員の方々のボランティアによ

るご尽力と、ご参加者のご支援のお陰でいずれのイベン

トも盛況のうちに終えています。さて、JBSDのイベント

のうち、とりわけ文化部会が主催または共催により実施

されるイベントは、会員に楽しんでいただくことに加え

て文化紹介を通じた地域との交流、相互理解の促進を

目的のひとつとしています。

特に昨年からはJCD（Japan Cultural Development）

活動として、デトロイト美術館、ミシガン大学を大事な

パートナーとして位置づけ、従来のノバイ高校に加え

て、地理的にもより広い範囲での文化活動に力を入れて

きています。今年をふり返りますと、デトロイト美術館

における雛祭り、写生大会入賞者のデトロイト美術館で

の特別体験、ノバイ高校における日本祭り、ミシガン大

学美術館における仏教美術展、片山真理展、ミシガン大

学美術学科への加納師匠ご夫妻（小原和紙工芸作家）の

招聘と同学での実習講義、一般公開講座の実施。さらに、

当地の学校などにおけるワークショップの開催など、会

員の方々だけでなく地元コミュニティに対しても文化

活動を通じた交流を実現することができました。

来年も多くの方々に日本文化を楽しんでいただけるよ

うに、事務局としても精一杯頑張っていきたいと思います。

事務局長だより今後のJBSD行事予定

商工部会主催・BDO USA会計事務所共催

ビジネスセミナー
日　時 : 12月13日（金）2:00pm–4:30pm 
 （1:30pm 受付開始）
場　所 :  Courtyard Detroit Farmington Hills

スポーツ部会主催

バスケットボール観戦バスツアー
NBA（Detroit Pistons vs Washington 
Wizards）＠Little Caesars Arena
日　時 : 12月16日（月）
場　所 : JBSD事務局（集合場所）

JBSD新年会
日　時 : 1月26日（日）12:30pm–4:00pm
場　所: Suburban Collection Showplace 
参加対象:  JBSD法人会員社員・個人会員・

ウィメンズクラブ・りんご会・ 
それら会員家族と会員同伴者

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




