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総領事新年のご挨拶
在デトロイト日本国総領事

中川 勉
JBSD会員の皆様、新年明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年 2020 年、令和 2 年は「子」年であり、新しい物事が始まる縁起の良い年と言われてい
ます。新たな希望と明るい期待を抱きつつ、皆様、令和初のお正月を迎えておられるのではな
いでしょうか。
日本では、今年 7 月、いよいよ東京で二度目のオリンピック・パラリンピックが開催されます。
前回 1964 年の開催から 56 年、この間、日本はもちろん、日本と米国の関係も、政治、経済、文化
等あらゆる面で大きく変化し、また、発展してきました。
経済面においては、今年 1 月1日から日米の間の新たな貿易協定が発効し実施されることになり
ました。ここ数年、NAFTAの改定交渉、鉄鋼・アルミニウムに対する追加関税、米中間の貿易
戦争等 JBSD会員企業の皆様のビジネスにも少なからぬ影響を及ぼし得る状況が続いておりま
したが、少なくとも日米の二国間の経済関係については、今回の新たな貿易協定の発効により、
今後、さらなる拡大・発展に向けて安定した基礎が築かれたと言えるのではないでしょうか。

1980 年、90 年代以降、日本と米国の経済関係、特にミシガン州における日本企業の活動は同
様に大きく深化・発展し、2020 年の現在、JBSD会員企業の皆様とミシガン州との間には太い
絆と厚い信頼関係が築かれていると思います。
ごう

他方で、この太く厚い信頼関係が、そのまま未来永劫当然のごとく続くものと思ってはいけな
いということも確かかと思います。現在の良好で安定した関係は、JBSDの数多くの先人、先輩の
方々の長年にわたるご努力とご苦労の上にようやく築かれてきたものだと思います。新たな年を
迎えるにあたり、ミシガン州で生活し仕事をしている私達として、改めて JBSDを通じた様々な貢
献活動を評価し、更に強くこれにコミットしていく必要があると思っております。

JBSDがリーダーシップを取ってこられたデトロイト美術館でのひな祭りやノバイの日本祭
りは、地元の方々の日本に対する理解を深め、日本をよく知る親日家を増やしていく上で貴重
な機会となっています。また、ウィメンズクラブを始めとする日本人コミュニティの活動に対
する支援や、JBSD 基金を通じた地元の教育機関や文化団体等に対する支援も同様に高く評価
されるべきものと思っております。

JBSD会員企業の皆様が、当地においてより一層安心かつ安全に暮らし働くことができる
よう、また、更に多くの日本企業が JBSDの会員として当地におけるビジネスを拡大・発展で
きる環境を整えていけるよう、私たち総領事館といたしましても、この 1 年を通じて、引き続き

JBSDの皆様とともに努力していきたいと思っております。
今年一年の皆様のご健勝とご多幸を心より祈念申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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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
海外における麻しん（はしか）
・風しんに関する注意喚起
ポイント

2020 年までの「風しん排除」の達成を

• 世界各地で、麻しん・風しんの感染例

目指して、海外に渡航する人、風しん

が多く報告されています。
• 海外 では麻しん・風しんに感 染する

に 対 する 免 疫 の 不 十 分 な 人 が 多 い

30 歳代後半から 50 歳代までの男性、

リスクがあることを認識し、麻しん・

妊 娠 を 希 望 している 女 性 などに 対

風しんの予防接種を2回受けていない

して、風しんの予防に関する啓発を

方は、受けることを検討してください。
• 国内では、輸入例を発端とした集団感
染も発生しています。

Did you take
the MMR Vaccine?

行っています。

2. これらを踏まえ、同省は、麻しんもし
くは風しんにかかった（検査で診断さ
れた）ことが明らかでない人、予防接

世界保健機関（WHO）による世界の麻

種を 2 回接種していない人または接種

される時には、あらかじめ母子手帳な

しん発生状況の発表

歴が不明な人は、予防接種を受ける

どで麻しん・風しんの予防接種歴を

ことを検討するよう呼びかけています。

確認し、予防 接 種を 2 回 接 種してい

11 月 27 日、WHOは、世界各地で麻しん
が流行しており、2019 年1月1日から11月

ない方、または接種歴が不明な方は

5 日までの間に、187 の加盟国から 440、

麻しん・風しんの予防について

麻しん風しん混合ワクチンによる予

263 例の感染例が報告されたことを発表

1. 麻 しん・ 風 しんの 発 生 がない、ある

防接種を検討してください。

しました。米国では、ニューヨークで 2 つ

いは非常に少ない国・地域では、滞

2. なお、定期の予防接種は、生後 12 月

の大規模で持続的な流行が宣言されて

在中に麻しんもしくは風しんを発症

から 生 後 24 月 に 至 るまでの 間 にあ

おり、他の州でも小規模な流行が発生し

すると、感染の拡大防止のため、発症

る小児（1 期接種）及び小学校就学の

ています。

した本人はもとより、同行者も移動

始 期 に 達 する 日 の 1 年 前 の 日 から

を厳しく制限されることがあります。

当 該 始 期 に 達 する 日 の 前 日 までの

日本の麻しん・風しん排除への取り組み

そのようなことを避けるためには、麻

間 にある 5 歳 以 上 7 歳 未 満 の 小 児

1. 日本は、2015 年 3 月に世界保健機関

しん・風しん混合ワクチンによる定

（2 期接種）に対して実施しています。

（WHO）から、土着の麻しんウイルス

期の予防接種を 2 回受け、麻しん・風

麻しん・風しんの予防接種に用いる

が存在しない「麻しん排除国」に認定

しんに 対 する 免 疫 をつけておくこと

ワクチンは、麻 しん・ 風 しん 2 つの

されましたが、その後も海外からの輸

が重要です。このため、麻しんもしく

疾患への対策という観点から、原則と

入例を発端とした集団発生事例が報

は風しんにかかった（検査で診断され

して、麻 しん 風 しん 混 合 ワクチンの

告されています。また、厚生労働省は、

た）ことが明らかでない方が海外渡航

使用が推奨されています。

詳細は、外務省海外安全ホームページをご覧ください : www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2019C132.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。

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。

Facebook ページ

詳細はこちら

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
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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
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259 回 リレー随筆

アメリカ各地での思い出、ゴルフとの出会い！
Nitto Seiko America
こやま

あきお

小山 明 男
新年、明けましておめでとうござい
ます。いよいよ 2020 年が始まり、今年は

56 年振りに日本で開催されますオリン
ピックイヤー、子年でもあります。十二
支サイクルの始まりです。
私自身、スポーツ全般にプレーする
ことも観戦するのも大好きであります。
学生時代には野球、サッカー、テニスに
凝り、社会人になってからは、サーフィン、

写真左: ジョージアのPGA 開催場所 • 右: 2001年、初めてアメリカ出張時

スノーボード、そして現在はゴルフには
まっております。
さて、私自身のアメリカでの状況にな

気温差は何と 50 ℃とカナダを含めいろい

を観戦できたこと、プロショップで買い

ろな体験をした 18 年間でした。

物ができたことも一生忘れることはない

りますが、2002 年 4 月にミシガン州へ赴

アメリカでは、東はロードアイランド

任してから、現在まで約 18 年が経過し

州ニューポート、西はハワイ州カウアイ

スポーツ、特にゴルフの内容ばかりと

ようとしております。その内、ミシガン

島、南はフロリダ州マイアミ郊外のキー

なりますが、今ではミシガンのゴルフ場

在 住 は 12 年 と 一 番 長 く、愛 着 も あ り

ウェスト、北はミネソタ州ミネアポリス

でのプレーに魅了されております。今年

ます。2001 年 2 月、ボストン、ロサンジェ

と東西南北広範囲に訪問したことになり

4 月から、ミシガン会という団体で会長職

ルスへの出張を機に翌年からアメリカへ

ます。

を任され、ミシガン州内の日本人コミュ

の赴任と繋がり、勤務地もノバイ市内で

と思っております。

ニティーでの地域貢献に少しでも寄与で

ありました。赴任早々から多くの州へ出

さて、スポーツを通した思い出の場所

張し、プライベートと合わせて 30 州程

は、私自身が 6 年前にゴルフを始めた場

毎年 4 月から 10 月まで毎月 1 回のペース

度の訪問を経験しました。今、その当時

所から車で 30 分程に位置するゴルフプ

で、Golden Fox G.C.で開催されます。私自

の事を思い返しますと初めの 3 年間は、

プレーヤーにはお馴染みのジョージア州

身、この会のおかげでミシガン州でのゴ

連休の度にいろいろな所にでかけた記憶

アトランタ市郊外のイースト・レイク・

ルフ仲間も増え、練習を含め毎週楽しく

があります。

ゴルフクラブです。PGA 最終戦の場所で

プレーすることができております。是非、

中でも初めて訪れたボストンはニュー

フェデックスランキング30 位以内のトッ

多くの方に参加いただき盛り上げていき

イングランド地方独特の古い建物が立ち

ププレイヤーに限定され、我々観戦者に

たいと思っております。下記がミシガン

並んでおり、またかなり寒く市街を歩い

とっても内容の濃い大会でもあります。

会の Websiteとなります。

きればと思っております。ミシガン会は、

た記憶があります。出張先のアイオワ州

本戦を観ることができませんでしたが、

これから一層寒くなり、ゴルフ場でプ

デモイン近郊にあるマディソン郡では映

練習ラウンドではビデオ撮影が可能で、

レーできない日々が続きますが、ミシガン

画にもなりました屋根付きの有名な橋を

選手をかなり近い場所から見ることもで

会が開始される春が待ち遠しい限りです。

見ることができました。VISA延長のため、

きました。ある年には元世界 No.1 のプレ

次回は、同じミシガン会の役員メンバー

2 月に訪れたカナダのナイアガラフォー

イヤーと対話したことと、別の日にその

でもあるKyoshaの高田さんへバトンタッチ

ルでは、滝の底以外は一面が白く凍っ

場所でプレーできたことは一生の思い出

します。

ておりました。また、ある年の 2 月には、

となりました。

テキサス州ダラス郊外へ出張し、その翌

ジョージア州では、もう一つ有名な

日にはカナダのウィニペグへ移動、その

オーガスタで行われたマスターズの本戦

ミシガン会 : www.michigan-kai.com
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JBSD イベント報告
商工部会・KDDI America, Inc. 共催

第一部：

ビジネスセミナー

講師: 早瀬 聡（Hayase Satoshi）

去 る 11月 4 日
（月）
、 JBSD 商 工 部会・

KDDI America, Inc.共催によるビジネス
セミナーが、Novi Civic Centerにおいて開
催され 85 名の参加者を記録した。当日は、

2 部に分けて『5Gにおけるアメリカと日本
の最新動向』について 詳しい解説が行わ
れた。講師陣と講演テーマは以下の通り。

G
 eneral Manager /Senior Director
KDDI America Strategic Partnerships Office
1. 5Gとは何か：4G（LTE）との違い
– 5Gの特長、5Gの普及ペース
2. 5Gで使われる周波数：

– 非自動車メーカーの自動運転への
取り組み
6. まとめ
第二部：
開発が加速するコネクティッドカー 自動
車業界の5Gとコネクティッドカーの将来

アメリカの割当・日本の割当

講師: 杉江 周一（Sugie Shuichi）

– 5Gの周波数：アメリカ、日本

Technical Director
KDDI America Global Connecting Place
1. KDDI グローバル通信プラット

– 世界の5G 周波数の動向
3. アメリカの5G：
通信事業者のアプローチと狙い

フォームの取組み

– Verizonの5G（現状）

2. コネクティッドカーの未来

– AT&Tの5G（現状）

3. 5Gとコネクティッドカーの未来

– T-MobileとSprintの5G
4. KDDIにおける5Gへ向けた取り組み
– 5Gのロードマップ
– KDDIの5G 構築計画
5. 自動運転への5Gの活用
– 自動運転の到達レベル

セミナーに関するお問い合わせ先:
KDDI アメリカ ミシガン支店
Tel: 734 -462-2400
E-mail: kddiadt-mktg@kddia.com

特別イベント
ミシガン大学主催

片山真理アーティスト・トーク

現在、ミシガン大学美術
館にて開催中の「片山真理
展」
に先立ち、去る10月10日、
ミシガン・シアターでは標記
講演会が行われた。
ミシガン大学主催ペニー・
スタンプス・スピーカーシ
リーズに、日本人アーティ
スト、片山真理さんが登場
し、自身の作品とこれまで
の人生を語った。聞き手はミシガン大学美術館アジア美術学芸員でアメリカでの初個展の
キュレイターである及部奈津さん。通訳は瀬川めぐみさん。
片山さんは先天性の四肢欠損症をもち、9 歳のときに両足を切断した。初めてアート

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: U
 niversity of Michigan Museum of Art
（ミシガン大学美術館）
5 25 S. State St., 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。

作品を作ったのは、高校生のとき。義足に絵を描いた作品だった。その義足や彼女自身
を写した写真を SNSに投稿したところ、注目を集め、数人の写真家のモデルとなった。
しかしそういった写真作品は自分の姿でありながら、彼女自身の作品ではないことに不
満を持ち、自分で自分を被写体にしたセルフ・ポートレイト作品を撮影することになった。
片山さんは写真作品制作において、自分の体を「素材」として扱う。写真に加え、布と糸
を使った柔らかな彫刻作品を、自分の体や写真イメージを転写して制作している。こち
らのアート展は 1 月 26 日まで開催している。
Photo courtesy of Penny W. Stamps School of Art and Design, University of Michigan • 記事提供協力：ミシガン大学美術館アジア美術学芸員 及部奈津博士
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Photo Credit:
Mari Katayama,
on the way home
#001, 2016,
chromogenic print
© Mari Katayama
Courtesy of rin art
association
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JBSD イベント報告

商工部会・みずほ銀行共催

セミナー報告
昨年 11 月12 日、みずほ銀行のご協力を
得て JBSD 商工部会との共催セミナーを
開催し、123 名の参加を得ました。
講演は 3 部構成で夫々の専門家により
以下の項目について詳細の解説が行われ
ました。
（講師名敬称略）
第1部: 分断される世界市場と1,500万台
クラブのあり方
あんどう

ひろゆき

講師: 安藤 裕之 みずほ銀行産業調査部
自動車・機械チーム調査役
はじめに
• 伸びない市場を前提とした戦いへの突入
• 自動車の変化
—技術進化とビジネス拡大の世界観—
• 市場環境の変化とCASEの進展がOEMに
もたらす影響
• 1,500万台規模の陣営化に向けた機運の

– 想定されうる各陣営の特徴と今後の

まとめ：2年間のまとめ10 大キーワード、

方向性
第 2 部: 米国におけるモビリティ革命の
限界とポテンシャル
ますもと

こうへい

講師: 枡本 康平 みずほ銀行産業調査部
米州調査チーム調査役
1. 米国モビリティサービス概況と自動車
産業のファンダメンタルズ
2. 米国モビリティサービスの利用実態
3. 米国モビリティサービスにおけるマネ
タイズ手法
第 3 部: Washington D.C. 発 Business
Risks & Opportunities
いしはら

2019年11月の注目ポイント
• 世界情勢概観：グローバルリスクマップ
• 世界経済同時減速：経済の行方
3. ハイテク覇権：中国によるゲームチェンジ
への対抗政策
• 中国の脅威
• ハイテク覇権政策
（FIRRMA、ECRA、金融制裁、関税）
• ハイテク覇権、今後のシナリオ
• 米中貿易交渉の行方
4. 2020年米国選挙、政治のゲームチェンジ
（なるか）

りょう

講師: 石原 亮 みずほ銀行
ワシントンD.C. 駐在員事務所 所長
1. 自己紹介みずほ銀行ワシントン D.C.

高まり

駐在員事務所

– 市場環境を軸としたOEM 陣営化の流れ

• 政治、地政学、経済政策、国際金融

– CASEを軸としたOEM 陣営化の流れ

2. ワシントンD.C.に事務所を構えて2年—

行政の中心都市

セミナーに関するお問い合わせ先:
Takuya Ito（伊藤 琢也）
Director, Mizuho Americas
Tel: 312-855-8360
E-mail: takuya.ito@mizuhogroup.com

JBSD スポーツ部会

2019 年秋 JBSD チーム対抗ボウリング大会観戦記
恒例の JBSDチーム対抗ボウリング大

以下のお子様、12 歳以下のお

会が、11 月 17 日（日）に Cantonの“Super

子様、女性の参加者に、それ

Bowl”にて開催されました。35 チーム、

ぞれハンディキャップを設け

158 名にご参加いただきき、大変盛り上が

ております。

りました。
当日は、良い天候にも恵まれ、皆様のご

今回、見事優勝の栄冠を手に
されたのは、1,311 点を獲得さ

協力により予定通り開始することができ

れた AWTEC 1 の皆様でした。

ました。ゲームが始まると、皆様思い思い

おめでとうございます。上位

に楽しまれ、お知り合いの方々のスコア

4 チームの 得点 は 1,000 点 を

を気にされたり、日ごろの練習の成果を

超え、優勝争いはとてもハイレベルな

ました。次回の開催は、2020 年 2月9 日を

思い切りぶつけたり、それぞれの楽しみ

戦いとなり、観ている人々を魅了するもの

予定しております。次回もどうぞ皆様お

方で楽しいひと時を過ごされていました。

でした。

誘い合わせの上、奮ってご参加いただき

ゲーム方式は各チームの上位 3 名のス

ご参加いただいた皆様、大会の進行に

コア ×2 ゲームの合計を競うもので、9 歳

ご協力賜りまして誠にありがとうござい

優勝おめでとうございます！

ますよう、幹事一同お待ちいたしており
ます。

（スポーツ部会: 西口）

5

Views

10 19

医 療のむこう側
圧迫ストッキング

だるさ、痛み、むくみなどの症状があらわ
れます。さらに症状が強くなると、皮膚

ミシガン大学病院 医師

に変化が生じ、色素沈着（皮膚の色が黒っ

中村 美 緒

ぽくなる）
、皮膚硬結（皮膚が硬くなる）
、
血栓性静脈炎（静脈の炎症）
、皮膚潰瘍
新 年 明 けましてお

（皮膚が崩れえぐれたようになる）まで多

めでとうございます。

くの症状があり、放置すると少しずつ悪化

皆様はもう新年の抱

していきます。

負 をお 決 めになり

うっ滞性皮膚炎は、慢性静脈不全症

中圧
（ 30mmHg前後）があり、静脈瘤の痛

ましたか？ おかし

によって下腿に生じる皮膚の炎症です。

み、だるさなどの自覚症状および浮腫や

な話ですが、私の今

下肢に滞留した静脈血が微小血管の内皮

皮膚炎などの他覚症状を改善し、生活の

年の抱負は、
「なる

を破綻させ、局所的な細胞壊死を引き起

質を高めるために使用します。

べく毎日、圧迫ストッキングを履くこと」
です。皆様は圧迫ストッキング、または

こしてしまう病気です。早期の段階では、
りんせつ

、鱗 屑（うろこ状の
紅 斑（皮 膚 の赤み）
しん

弾性ストッキングは処方箋が必要ですが、
ドラッグストアやインターネット上でも、

着圧ソックスをご存知じでしょうか？

くず）
、滲 出（血液や組織液が血管外へ

様々な種類の圧迫ストッキング、または着

圧迫ストッキング（英語ではコンプレッ

流出する）
、かさぶたの形成などの湿疹性

圧ソックスが売られています。市販品の圧

ションストッキング）は、スポーツをす

変化が生じます。細菌感染を起こしたり、

迫圧は15mmHg以下で医療用に比べると

る時や長距離飛行の時、足のむくみを防

治療に使った外用薬によって接触皮膚炎

低圧迫のものが多いですが、比較的履きや

ぐために履くことが多いですが、むくみ

を起こすなどの合併症もあります。悪化

すいのが特徴です。圧迫圧が低めに設定

かいよう

防止だけではなく、下肢静脈瘤や深部静

、むくみ（慢性浮
すると、びらん（ 潰 瘍 ）

されているため、治療としては不十分なこ

脈血栓症、うっ滞性皮膚炎を防ぐ効果も

腫）
、皮膚が硬く厚くなる、または硬化性

ともありますが、静脈瘤の症状緩和に良い

あります。

脂肪織炎（痛みの伴う赤い膨らみ（結節）

と言われています。また、症状がない方や

下肢静脈瘤は非常に身近な血管の

ができる病気で、重症例では足首が細

下肢静脈瘤のリスクが高くない方で、病院

疾患で、日本人では 40％以上の方にみら

くふくらはぎが太くなり、ひざから下が

の診察を受けるほどではない方の予防に

れるとされています。手足の静脈には、

逆向きのボウリングのピンに似た形態と

もなると言われています。

血液が心臓に戻りやすくするために逆流

なる）
に進行することもあります。

防止の弁がついています。この弁の働き

足の血液は重力に逆らって下から上に

私は長時間の立ち仕事をしているの
で下肢静脈瘤のリスクが少し高いため、

が悪くなって逆流が引き起こされたり、

心臓にむかって流れます。この血液の流

なるべく仕事には毎日圧迫ストッキング

太い静脈が詰まった場合、静脈圧が高く

れを「静脈還流」と言います。下肢静脈瘤、

を履くようにしています。他にリスクが

なります。そして皮膚に近い部分の静脈

深部静脈血栓症、またはうっ滞性皮膚炎

高い方は 50 歳以上の女性、出産経験が多

が太く長く膨らんでしまいます。下肢静

を防ぐためには足の静脈還流を改善する

い女性、妊娠中の女性、そして血縁者に

脈瘤のそのほとんどは足（下肢）に生じ

ことが大切です。弾性ストッキングは弾

静脈瘤の方がいる方などです。市販の圧

ます。明らかな原因が不明のものと、最近

力性を持った特殊な医療用のストッキン

迫ストッキングを購入される際でも、足

注目を浴びている深部静脈血栓症（エコ

グです。足首の圧迫圧が最も高く、上に

に血行障害や炎症がある方は注意が必要

ノミークラス症候群）の後遺症として起

向かうほど圧力が弱くなる段階的圧迫圧

です。症状が悪化する可能性もあります

こるものがあります。特に高齢の方、女性

の構造になっています。これによって足

ので、必ず医師に相談してから使用する

に多くみられ、リスク因子として家族で

先から心臓への血液の戻りを助け、下肢

ようにしてください。下肢静脈瘤や深部

の発症や立ち仕事の関与などが知られて

静脈瘤のうっ血症状を改善します。静脈

静脈血栓症やうっ滞性皮膚炎の症状の疑

います。軽度のものでは、重苦しい感じ、

または
瘤治療用には弱圧（20mmHg前後）

いがある方も必ず医師にご相談ください。

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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イベント情報
特別イベント
フィッシングショー
The Ultimate Fishing Show
Suburban Collection Showplace, Novi
1月9日（木）–12日（日）
木:
1:00pm–9:00pm
金:
11:00am–9:00pm
土:
10:00am–8:00pm
日:
10:00am–5:00pm
料金 :
大人＄12・子ども＄5（6–14 歳）
5 歳以下無料
問合わせ : 800-328-6550
www.showspan.com/ufd
全米最大の淡水フィッシング市場ミシガン。フィッ
シングに必要なすべての道具、ボート、サービス、
情報が集まる。

アナーバー・レストラン・ウィーク
Ann Arbor Restaurant Week
Downtown Ann Arbor
1月12日
（日）–17日（金）
料金 :
ランチ : $18
ディナー: $28 or $38
（Chef’
s choice）
http://annarborrestaurantweek.com

01 20

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。

アナーバーのレストランでこの期間、2 for 1とし
て、上記のディスカウント料金で、2品分を選んで
楽しむことができる。参加しているレストラン詳
細はウェブサイトにあるので予約は早めに。

ロイヤルオークビール祭
Royal Oak Beer Fest（Polar Beer Fest）
Royal Oak Farmers Market, Royal Oak
1月18日（土）7:30pm–10:30pm
料金 :
$45・$65（VIP）
http://royaloakbeerfest.com
50 箇所以上のブルワリーから100 を超えるクラ
フトビールがロイヤルオークに集まる。

ウィンターフェスティバル

その他地区
Plymouth Ice Festival :
1月10日（金）–12日（日）
Village of Rochester Hills –
Fire and Ice Festival :
1月17日（金）–19日（日）

映画
若おかみは小学生
Okko’
s Inn
Detroit Film Theatre, Detroit
1月11日（土）
・12日（日）
料金:
一般＄9.50・シニア$7.50
www.dia.org/events/dft-family-okko’
s-inn

フランケンムース・ゼンダーズ・スノーフェ
スティバル
Zehnder’
s Snowfest
Frankenmuth, MI
1月22日
（水）– 27日（月）
問合わせ: 800-863-7999
www.zehnders.com
毎年恒例となっているこのフェスティバルでは、
氷の彫刻のコンペが行われ、子どもたちの体験彫
刻も。週末はポニーライドや生演奏などもあり。
ゼンダーズにはインドアプール、宿泊施設もあり
家族で楽しめる。

編集委員の独り言
Gen-J（Grassroots Exchange Network Japan）主催

2020年新春イベント“Be Happy and Smile!”
日 時 : 1月19日（日）2:00pm– 4:00pm
会 場 : ノバイ公立図書館
45255 W. 10 Mile Road, Novi, MI 48375
内 容 : 書き初めパフォーマンス、英語落語、書き初め体験、
おりがみ、紙芝居 etc.
料 金 : 入場無料
申込み : 図書館イベントページ（ http://host.evanced.info/novi/evanced/
eventcalendar.asp）より事前申込の上お越しください

小学 4 年生・5 年生のお子さまをお持ちのかたへ。4、5 年生はミシガンでのスキーが無料です！

ミシガンの冬を楽しもう！ COLD IS COOL! プログラム
Michigan Snowsports Industries Associationでは、スキーのおもしろさを知ってもらおう、寒い
冬でも体を動かして楽しもうと毎年ミシガン在住の小学4年生、5年生の子ども達を対象にした
Cold is Cool! プログラムを実施。これは、対象学年の希望者にSki & Ride パスポートを発行する
もの（$20) でこのパスポートがあれば参加する州内のスキー場 ( 約30 箇所)でシーズンで最高
3回分
（各スキー場）
のリフト券またはトレイルパスが無料になるという。スキー
をより身近に、気軽に楽しんでもらおうというプログラム。
（ただし、
大人1名のリフト券購入要。大人1名につき対象学年の子ども2 名ま
で使用可）小学4年生、5年生のお子さんをお持ちの方は、ぜひ
このプログラムを利用してみてはいかがでしょうか。

詳細 MSIAウェブサイト: www.goskimichigan.org

今年でアメリカに赴任して3回目の年越し
となりました。
「紅白歌合戦」など年末特
番を見ながら年越し気分を高め、年明けの
1月2日仕事始め（正月3 が日を休まない
こと）には、何とも言えない違和感を抱き
ながら出社する毎年です。つくづく自分の
体には日本の習慣が染みついていること
を実感させられる時でもあります。
そんな中、我が家では、大晦日に少しで
も年越し気分を味わおうと、赴任以来 2 年
連続で年越し蕎麦ならぬ『饂飩作り』を
楽しんでいます。1年目は軽いノリで取り
組んだため、饂飩と呼ぶには程遠い出来あ
がりで、ほぼ「すいとん」状態。食べられた
物ではありませんでした。満を持して取り
組んだ昨年は、Youtube学習の成果もあり、
太さ、長さのバラつきはあったものの、何
とか食べられるレベルにまで到達できま
した。3 年目となった年末は、蕎麦粉を遂
に入手したので、念願の年越し蕎麦にチャ
レンジすることに。長野、福井での（3 時
間程の）蕎麦道場破りの経験と、Youtube
での予習成果もあり、見事な年越し蕎麦
を打つことができた. . . かどうかは（現在
編集時 12月下旬のため）今月号が出るこ
ろにならないとわかりませんが、希望を
込めて「見事な蕎麦を打てた」ということ
にしておきます。
H.N.
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今月のトピック
• 在デトロイト日本国総領事 新年ご挨拶 ............ 1
• リレー随筆:
「アメリカ各地での思い出、ゴルフとの出会い！」... 3
• JBSD ボウリング大会（秋）報告 ........................ 5
• 医療のむこう側: 圧迫ストッキング .................... 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。
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

今後のJBSD 行事予定

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

スポーツ部会主催

JBSD ボウリング大会
日 時 : 2月9日（日）
場 所: Super Bowl Canton
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
新年あけましておめでとうございます。
JBSD各部会ならびに青年委員会のご尽力によって、
昨年はたくさんの家族向けイベント、地元との交流イベント
が実施されましたが、会員の皆様から多くのご参加をいた
だいたお陰で、どのイベントも盛況のうちに終わりました。
お陰様で事務局もイベント実行の補助役を無事果たすこと
ができました。イベント幹事を務めていただきました部会、
委員会の常任委員の方々、イベントを盛り上げていただい
た多くのご参加者の皆様に改めて御礼申し上げます。
JBSDにとっての役割は、お預かりした会費を、会員に
とってビジネスを含む有益な情報の提供、会員とそのご家
族がミシガンでの生活を楽しんでいただけるようなイベン
トの開催に使わせていただく“還元事業”が第一ですが、
いっぽう対外的には、地元コミュニティの人たちに日本へ
の理解と親睦を深めていただける文化、教育活動を重視し
ています。代表的な文化活動の例としては、
文化部会がウィ
メンズクラブと共催で、毎年ノバイ高校で開催する日本祭、
さらに新たな日本文化紹介（JCD）活動として昨年から開始
したデトロイト美術館での雛祭りなどがあります。また、会
費に加えて JBSD基金へ頂戴しているご寄付により、日本
留学プログラムを運営する教育組織へ JBSD基金奨学金と
して支援金を提供、州内の大学、姉妹都市交流団体をはじ
めとする非営利団体の活動への支援金の提供を通じて日本
への理解と親睦の促進をしてきております。本年も引き続
き会員各位のご支援を賜ります様お願い申し上げます。

