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「日本語教育の推進に関する法律」の公布・施行に伴う
「バイリンガル・マルチリンガル育て」アンケート調査（中間報告）

イースタンミシガン大学教授

桶谷  仁美

皆様におかれましては、新型コロナ

ウィルスの影響で生活様式がかなり変化

されたのではないでしょうか。本学も一

斉にオンライン授業に切り替わり、当初

は戸惑うこともありましたが、案外、利点

もあることに気づき、これこそピンチを

チャンスに変えるいい機会となりました。

さて、ご存知の方も多いかと思いま

すが、日本では昨年の令和元年6月に「日

本語教育の推進に関する法律」が公布・

施行され、その基本的な方針が、この

6月23日に閣議決定されました。そこに

は「海外に移住した邦人の子孫等は（中

略）多様な言語・文化背景を持つグロー

バル人材としての活躍が期待できること

から、これらの者が日本をルーツに持つ

ことを認識し、我が国に関する理解を

深めることを促すため、これらの者に対

する日本語教育支援に必要な施策を講

ずる。」と示されました。

これまで数回にわたり、「海外でのバイ

リンガル育て」について寄稿させていた

だきましたが、本稿では、先の2月に実施

しました「バイリンガル・マルチリンガ

ル育て」のアンケート調査※の中間報告と

して、特に多く寄せられましたご意見を

抽出してご紹介させていただきます。対

象はミシガン州に移住した邦人で、現在

Grade 3–8までのお子さんをお持ちの保護

者の方々です。

まず、印象に残るのは、家庭言

語も、お子さんの日本語のレベル

も、お子さんの日本語力への期待

値も違う中、「日本語・日本文化を

継承させたい」という思いは皆一

様に同じだということです。また、

帰国予定のご家庭には、補習授業

校がありますが、それに並ぶ、移

住者の子どもの興味や日本語のレベルに

そった、楽しみながら学べる日本語の学校

（教室）が週末（または週に何回か）に欲

しいというご指摘がありました。ほとんど

のお子さんの英語のレベルは、英語のみの

母語話者のお子さんとほぼ同じでした。

 「お子さんにどのようなアイデンティ

ティを持ってもらいたいか」という質問

では、「アメリカ人と日本人の両方の

アイデンティティ」（82％）、「日本人とし

てのアイデンティティ」（10％）、「アメリ

カ人としてのアイデンティティ」（0％）、

その他（8％）と、親の母国やお子さんが

生まれ育った土地を大切にしたアイデン

ティティ形成を望んでいらっしゃること

が伺えます。

 「お子さんの日本語や日本文化の継承の

ために、今後どのような支援がミシガン

州にあるといいか」の質問では、前述の日

本語学習の場以外に、貴会の日本祭りや

ひな祭りイベントの他に、日本の四季や

伝統文化がもっと身近に体験でき、同年

代で似た境遇の友達と集まれる場所や、

楽しいイベントがもっと数多くあれば

いいというご意見が多く見られました。

さらには、日本の図書も気軽に閲覧で

き、年齢に限らず誰もが集えるコミュニ

ティ（文化）センターのような恒久的な

施設があるといいというご意見もありま

した。

海外でバイリンガルを育てるには、その

コミュニティ（日本人・日系人）の持つ

活力や、そのコミュニティの中での接触の

度合い（量的・質的両方）がとても大きな

影響を与えます。今回の新型コロナの

一件で、人とのふれあいの大切さが身

に染みる今だからこそ、ミシガンにおい

ても、今後、実現可能な支援や施策も見

えてくるのではないでしょうか。

この中間報告が少しでも皆様の今後の

お役に立てれば幸いです。

※  このアンケート調査は、JBSD 基金の助成金で実施
されております。実施におきましても貴会に多大な

ご協力をいたきました。また、たくさんの方々から

ご意見をお寄せいただきました。この紙面をお借り

してお礼申し上げます。ありがとうございました。

執筆者:  桶谷　仁美

バイリンガル・マルチリンガル教育 
が専門。トロント大学（OISE）カリ
キュラム科博士課程卒業（カナダ 
政府Award受賞）。
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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

 新型コロナウイルス関連情報入手先   

外務省海外安全ホームページ（外務省HP）

www.anzen.mofa.go.jp

新型コロナウイルス感染症に備えて 〜一人ひとりができる対策を知っ

ておこう〜 （首相官邸HP）

www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

新型コロナウイルス関連感染症の発生について（厚生労働省HP）

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

新型コロナウイルスに関するQ&A （厚生労働省HP）

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_

fever_qa_00001.html

アメリカ疾病予防管理センター（コロナウイルス関連）

www.cdc.gov/coronavirus/index.html

ミシガン州（コロナウイルス関連）

www.michigan.gov/coronavirus

※   以下の情報は、6月19日時点の状況に基づくものです。最新の情報については、 
必ず当総領事館ホームページ （ www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ）をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症について（重要なお知らせ）

ノバイでの領事出張サービスについて

在留邦人の皆様には、領事出張サー

ビスの実施を見合わせるなどご不便を

お掛けしています。現在、ノバイを含め、

ミシガン、オハイオ両州での領事出張

サービスの早期再開を目指して検討を

行っているところです。領事出張サービ

スの再開にあたっては、ご利用いただく

皆様の安全を確保するための準備や

措置、具体的には、密集をさけるための

予約制の採用、利用者と当館スタッフの

間に設置するパーテーションの設置や

マスクの着用、感染防止のための各種

安全手順の設定等が行っていく必要が

あると考えております。

今後、ミシガン州の感染状況や州政府

による制限措置等も踏まえ、具体的な開

催時期や実施場所を決定することにな

りますが、残念ながら、現時点において

は適当な開催場所が見つかっていない

状況です。

ただいずれに致しましても、安心安全

を優先しながらの再開となりますので、

従来とは異なった形での開催とならざる

を得ないことにつき、あらかじめご理解

いただければと思います。

開催時期・場所等が決まりましたら、

早急に皆様にご案内いたしますので、今

しばらくお待ちいただけるようお願い申

し上げます。なお、デトロイトの総領事館

は下記の通り開館しておりますので、お

急ぎの場合は当館までご連絡ください。

3ページに続く   

 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
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当館ホームページのご案内

•   当館ホームページでは、ミシガン州及びオハイオ州の感染者数の推移を始め、当地に

おける新型コロナウイルスに関する最新情報、当館が入居するルネッサンスセンター

ビルの入構制限に係る情報、医療機関に関する情報、政府機関や自治体のリンク等の

最新情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

 総領事館ホームページ: www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

•  当館から、各地で行われる抗議活動や夜間外出禁止令等、在留邦人の皆様に有益と思

われる情報や各種のお知らせをＥメールで速やかにお送りする領事メールを、当館の

在留届、メールマガジン又はたびレジに登録されたメールアドレスに送信しています。

当館からの領事メールの登録を希望される方は、以下のリンクから登録を行ってくだ

さい。（なお、帰任に伴う領事メールの配信停止には、帰国届けの提出、メルマガ登録

やたびレジ登録の解除が別途必要となります）。

 メールマガジン登録 : www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emagazine.html

 たびレジ登録 : www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

領事窓口の業務日について

現在、当館では、以下の通り当館領事窓口の業務日を月、水、金の週3日間（予約制）に

させていただいております。また、来館にあたっては、待合室での混雑を避けるため、

事前に電話にて来館時間のご予約をお願いいたします。

領事窓口の業務日

月曜日、水曜日、金曜日（除、休館日） ※休館日は土日、7月3日・7月24日

受付時間 : 9:15am–11:45am  •  1:00pm–4:30pm

予約制の導入

来館に当たっては、事前に電話にて来館時間の予約をお願いいたします。

Tel:  313-567-0120（代表）パスポートの場合は内線216  •  戸籍届出・証明の場合は内線213

注意事項

•  火曜日、木曜日は、窓口業務は行っていませんが、電話照会への対応は引き続き行って

います。ただし、対応にお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承 

ください。

•  領事窓口の業務日・時間については、今後の状況に応じて変更が生じる可能性もあり

ますので、ご来館前には必ず、当館ホームページで最新の情報をご確認ください。

•  予約当日、体調がすぐれないようであれば、体調が回復されてから、再度ご予約の上

ご来館をお願いいたします。また、お急ぎでない手続きについては、ご来館の時期を

再検討下さい。

• 領事待合室の入口に消毒用アルコールを設置しています。

•  領事窓口に筆記用具を用意しておりますが、感染拡大防止の観点から、可能な限り

筆記用具をご持参いただけますようご協力をお願いいたします。

•  感染予防の観点から、領事待合室の警備員及び領事窓口職員が、マスク・手袋を着用

して対応していることがありますので、予めご理解をお願いいたします。

当館が入居するルネッサンスセンター

ビルへの入構方法の変更について

ルネッサンスセンタービルへの入構に際

し、当館が入居する「タワー 400側のレベ

ル1の入り口」からも再び入構出来るよう

になりました。（これまでのタワー 300側か

らの入構も引き続き可能です。）当館に来

館される際、タワー 400側の入り口を利用

される場合は、ルネッサンス・センター西

側（Renaissance Drive West 通り沿い）の

「Center Garage」をご利用ください（駐車

場内のエレベーター利用については２名以

下となっておりますのでご注意ください）。

なお、当館の領事窓口時間との関係では影

響はありませんが、タワー 400の入り口の

利用可能時間は以下の通りとなっており、

この時間帯以外はこれまでの「タワー 300

側のレベル1の入り口」から入構する必要

があります。

タワー 400側入り口 利用可能時間

 月–木 : 8:00am –10:00pm

 金 : 8:00am –11:00pm

 土 : 9:00am –11:00pm

 日: 9:00am –10:00pm

駐車場（Center Garage）から

当館へのアクセス方法:

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

location.html

入構にあたり、これまでと同様に入口付近

で健康状態等の申告及び非接触型の体温

測定が求められます（詳細は www.detroit.

us.emb-japan.go.jp/files/100066285.pdf ）。

これらの申告で該当する項目がある場合

及び体温が高かった場合には入構が認め

られません。 当館への来館にあたり、体調

がすぐれないようであれば、体調が回復さ

れてからお越し頂きますようお願いいたし

ます。また、これまで通り、マスク等の着

用も必要です。建物内での移動においては、

ソーシャルディスタンス（6フィート）の

維持、エレベーターの利用に際しては4名

以下となることなどが求められています。

※  当ビルへの入構に際し何か問題が生じる場合

には、当館までご連絡ください。

  Tel: 313-567-0120（代表）

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
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商工部会・Business Engineering America, Inc.共催

ビジネスセミナー

JBSD商工部会、Business Engineering 

America, Inc.の共催により 6月1日（月）

午後2時よりビジネスセミナーが実施さ

れた。セミナーは新型コロナウイルスの

影響によりウェビナー形式で開催された。

当日は41名の参加があり、「儲かる工

場になるための製造業システム化とIoT

活用方法」のテーマのもとで、同社社長の

館岡 浩志氏により以下の項目について

講演が行われた。

第1部
コロナショック後の世界と製造業 IoT
コロナショック後の世界

•  IMF予測の2020年世界成長率は-3.0％
 –  リーマンショック時のマイナス0.1％
より大きく悪化

 –  米国は19年のプラス2.3％からマイナス
5.9％に急落

•  予測不能なVUCAな時代
 –  Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実
性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity
（曖昧性）

コロナショック後の製造業

•  トヨタ自動車CEOのスピーチからの考察
（4月10日自動車工業4団体合同会見）

 –  ものをつくる力が国力の重要な 
指標となる

•  喫緊に必要となるのはサプライチェーンの
再構築

 –  たった1つ部品が届かなくても製品は
完成できず、出荷することはできない

•  サプライチェーン再構築のポイント
 –  北米市場向け拠点として北米工場の 
重要性は増加。生産量・生産品に柔軟

な対応ができる

 –  体制が求められる
•  サプライチェーンはオープンなグロー
バル型からクローズド型模索の動きが

はやくも顕在化

製造業システム化とIoT
•  サプライチェーン再構築実現の鍵は工場の

IT・デジタル化
 –  システム化によるデータ収集、利活用が
キーポイント

 –  ERPや生産・原価管理システムのクラ
ウド型導入が進行

•  工場現場はFA(Factory Automation)化が
加速

 –  自動化しただけでは新たな価値は 
生まれない

•  データ・ドリブン型業務改善
•  Internet of Things（IoT） 
モノのインターネット

•  What is the “Cloud?”
•  IoTの基本的な流れ
•  IoTの目的
•  データは21世紀の原油
 –  そこから何をアウトプットできるか
•  データを利活用するために必要な 

3つのチカラ  

•  IoT導入の障害：工場にある「見えない壁」
 –  どこから始めるか
 –  工場の利益を生み出すカギは？　
 –  目的を持ったデータ収集を！
 –  既存ITソリューションをうまく活用する

第2部
「儲かる工場になる！」 IoTソリューション
実例と成功ポイント

•  製造現場の主な課題
•  IoT技術を用いた設備稼働管理システム

まとめ

•  IoTシステムが成功するかは「運用」次第
 –  「見える化」しただけでは効果はない   
•  IoTシステムの費用対効果は？
 –  ROI（Return of Investment）は高い
•  IoTシステム導入の時期は？
 –  できるところから、はやく始める
•  IoTシステムの本質
•  IoTは製造業を根本から変えるパワーを
秘めている

•  Business Engineering America, Inc.の取
組み

JBSDイベント報告

セミナーに関するお問い合わせ先:

館岡　浩志

Business Engineering America, Inc.
Tel: 847-386-8855
E-mail: ktateoka@bengmcframe.com 

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。

Japanese School of Detroit:　25345 Taft Road, Novi, MI 48374   •   Tel: 248-946-4697   •   ringo@jsd.org
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スポーツ部会主催

オンラインラジオ体操

去る5月24日（日）、長らく自宅待機をされて

いる皆様の運動不足解消の一助として、JBSD

スポーツ部会主催によりオンラインラジオ体操

クラスを、Zoomを活用したライブでお届けしま

した。当日は、124家庭から212人以上の方々に

ご参加をいただくことができました。

インストラクターには、東京から押味愛里沙

（オシミ・アリサ）さんをお招きして当地時間の

午前9時から約30分の丁寧な指導の後に、皆さん

が良くご存じのラジオ体操第一をしました。押味

さんは、2010–2017年までNHKテレビ体操アシ

スタントとして活躍されましたが、現在は幅広い

年齢層を対象にラジオ体操を中心とした運動指

導を行い全国ラジオ体操連盟指導委員を務めて

おられます。

当日は、冒頭でJBSDスポーツ部会の関野部会

長の参加者へのご挨拶につづき押味さんの解説

で体操の指導が行われました。当日の指導内容は

https://youtu.be/b3nlJ0CfDzw から動画でご覧にな

ることができます。

JBSDイベント報告

2020年度定例総会報告

今年度は、COVID-19の影響により、ノバイメドウズ校での

総会は開催できませんでしたが、書面形式にて2020年度定例

総会が、父母会と合同で開催されました。総個人会員数581名、 

総法人会員数66名に対し、アンケート回答者数207名、委任者

数440名となり、総会は規約上成立し、以下の議題を報告し

ました。

1. 2019年度会計報告・2020年度予算報告（承認案件：承認）

2. 2020年度理事選任（承認案件：承認）

3. 新体制紹介

デトロイトりんご会では、英語環境と日本語環境の両方に

触れる子どもたちの将来の可能性を広げるべく、「日本の教育を 

日本語で提供する」ことに加え、「将来、国際社会で活躍できる

教育を提供する」ことも目標に掲げ、たくさんの方々のボラン

ティアに支えられ活動しています。この場を借りて、厚く御礼申

し上げます。大変な状況下ではありますが、引き続き、この学校

の目的や活動へのご理解と、子どもたちのためにご協力を頂け

ますよう、よろしくお願いいたします。

デトロイトりんご会補習授業校・2020年度理事会名簿

水野　浩介  Denso International America, Inc.

木下　慶昭  Hino Motors Manufacturing U.S.A., Inc. 

中島　勇夫  Toyota Motor North America, Inc.

五十嵐博哉  Nissan North America, Inc.

青柳　陽介  AISIN Technical Center of America, Inc.

（りんご会理事長  水野）

デトロイトりんご会

インストラクター 押味愛里沙さんからのメッセージ：

ー いつでも、どこでも、だれでも ー

この理念のもと『ラジオ体操』は日本中に浸透しています。

そんな、日本の健康を支える『ラジオ体操』をひとつのきっか

けに、世界中で繋がりを感じて楽しみながら、この状況を乗り

越えられたらと、 企画しました。 (Facebook投稿）

 Facebook: www.facebook.com/arisaoshimi    Instagram: www.instagram.com/arisaoshimi

©hamadaserina
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コロナ禍のケトジェニック
ダイエット

Sanyo Corporation of America

海
え び さ わ

老沢  康
こう

MGCAの唐島さんからバトンを受け

取ったSanyo Corporationの海老沢です。

COVID-19で自宅待機する中で何か新

しい挑戦が出来ないかと思い、1ヶ月間の

ケトジェニックダイエット（超低炭水化物

ダイエット）に取り組み、3kgの減量に成

功しましたので今回それをシェアさせて

いただきます。

その前に少し自己紹介です。私は2015

年8月にニューヨークに赴任し、2019年

8月からミシガン勤務となり、気付けば

アメリカ生活はもう直ぐ5年になろうと

しております。ミシガンの良さはやはり

広大の土地で、伸び伸びと子供を育てられ、

都市部を除けばこのパンデミック下にお

いても比較的過ごしやすい所だと思い

ます。（あと重要なのは湯水のようにお

金が消えていくニューヨークよりお金も

溜まりやすい！）そんな印象のミシガン

に住むのは、実は初めてではなく今回が

2回目。幼少期に父親の仕事でロチェス

ターヒルズに3年半住んでいたので、第2

の故郷の気持ちです。当時7歳の時の親

友に20数年ぶりに再開できたのは本当に

嬉しい出来事でした。

話を戻しますが、2015年アメリカ赴任

後の4ヶ月間は単身生活ということもあり、

ピザ、ハンバーガー、中華という高カロリー

食のヘビーローテションで、あっという

間に6kg肥えてしましました。後から来た

家族に驚かれ、これではいけないと思い

ジムに通い始めました。最初は面倒で仕

方ありませんでしたが、そのうちアメリ

カ人にガタイで負けまいと思い始め、週

4回通うようになって3年が経過します。

通常筋肉をつけながら痩せるというのは

うまくいかないため、増量と減量の時期と

いうのを設けて行います。減量する際には

いつも低脂質ダイエットという油を極力控

える方法で行っておりましたが、今回自炊

する時間が十分にあるため、初めてケト

ジェニックダイエット（以下ケト）に挑戦

しました。両方の減量を組み合わせ、結果

として3月から5月の3ヶ月で7kgの減量

に成功しました。

初挑戦したケトというのは上質な脂肪

と十分なタンパク質を摂取し、炭水化物

を可能な限り避ける食事法です。炭水化

物の摂取を制限する代わりに、肉、卵や魚

のような脂質やタンパク質に富んだ食品

を多く摂ることで、体内に「ケトン体」を

増量させ、体内に蓄えられた脂肪が燃焼

させます。体は普段炭水化物に含まれる

「糖質」を体内でブドウ糖に変え、エネル

ギーにし、身体や脳の機能を維持してく

れます。実のところ人間は別の経路でエ

ネルギーを生み出すことができるのです。

ひとつは「タンパク質」をブドウ糖に変え

てエネルギーにする「糖新生」、もうひと

つの方法が、「脂質」を分解して「ケトン

体」からエネルギーを得る方法です。人間

が何も食べずともなんとか生きていける

のは、この「糖新生」と「ケトン体」の機能

のおかげです。

今まで1ヶ月白米を食べないことなん

て無理！と思っていましたが、初めてみ

ると意外に続くものです。糖質制限のレ

ベルですが、夜だけ抜くというような方

法もありますが、きっちり

制限するのが効率的という

ことで、1日の糖質量50g未

満で行いました。一つ注意

点は糖質制限と同時にエネ

ルギーとなる良質な脂肪を

多めに取らないと体が怠く

なる点です。肉、魚、卵中心

の食事になりますが、それ

に加えてお勧めはココナッ

ツオイルか　MCTオイル。エネルギー

になりやすい中鎖脂肪酸が含まれ、効率

よくケトン体を産生してくれます。コー

ヒーや紅茶に大さじ 1杯入れて、1日 2

回ほど飲んでおりました。無性に甘いも

のが食べたくなる時は、プロテインを飲

むか無糖ギリシャヨーグルトにゼロカロ

リーシロップをかけて凌ぎました。

個人的に感じたケトのメリットは空腹

感があまりない、お腹が張らない、昼眠

くならない、ある程度結果がすぐに出

やすい点です。デメリットとしては食費

が嵩む、食べるものが限られ、家族と別の

食事が必要となる点です。それでもアメ

リカはお肉が安いですし、外食もステー

キハウスも多く、バーガーショップでも

レタスラップバーガーという選択肢もあ

りますので、比較的挑戦しやすい環境で

はあると思います。また、最近では宅配

ミールサービスでもケト対応もあり、

私もそのようなサービスを利用しました。

最後になりますが、体作りにおいて魔法

はなく、トレーニングと食事制限の地道

な継続が必要です。誇大広告などもあり、

短期間で結果を追い求めたくなりますが、

無理なく継続する方がリバウンドしにく

いですし、また挑戦しようと思えます。

皆さんも「ケト」挑戦されてみてはいかが

でしょうか。

次はNYX Inc.古賀さんにバトンを渡し

ます。

265回 リレー随筆

ケトジェニックダイエットで
使用したココナッツ 
オイルとコーヒー
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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。イベント情報 

Stay Homeで、心身の健康と安全に徹し

た4– 5月が最速で過ぎ、ミシガンの夏（気

分も晴れやかな季節、北米生活で5度目）

がやってきました。じっと耐え忍び蓄積

されたストレスを、青空・新緑・蒼い湖

畔に囲まれ、倍速でリフレッシュしてい

る今日この頃です。

生活パターンの変化で時間の使い方もま

た変わり、案の定、新たなことに興味を

持ってしまう始末。マイブーム連載第

4弾です。（バックナンバー 18年8月・19年

8月・19年12月）

こんなに贅沢な余暇の過ごし方をして

いて良いのかと振り返ることも時々ある

が、まあ深く考えず、これもある意味（視

点を変えた）心身健康のためと“勝手”に

言い聞かせている。創造力を高めようと

「レゴブロック」、手先を器用にと「トラン

プカード手品」、手を出さないと決めてい

たが欲望に負けた「ビデオゲーム」、やっ

ぱどれも楽しい。でも一番やりたいこと

は「空手と盆踊り」で、知り合ったみな

さんとワイガヤしながらも切磋琢磨する

こと。あとは. . .プール開きまだかな。（笑）

 S.I.

編集委員の独り言

デトロイト美術館 at Home
DIA at home
www.dia.org/athome
• 家でできるアートクラフト
• Youtubeチャンネル
• 館内ビュー DIAコレクション見学
• オンライン社会見学プログラム
• 過去イベント動画
•  木曜イベント（1:00pm） 

Liveオンライン勉強会

デトロイト・シンフォニー ・オーケストラ
Detroit Symphony Orchestra
（DSO）
www.dso.org
• ライブウェブキャスト
•  過去の演奏会無料動画 

DSO Replay
•  アーティスト、音楽家インタビュー
• 教育用クラスルームエディション

ミシガン・オペラ・シアター
Michigan Opera Theater 
MOT at Home
https://michiganopera.org/mot-at-home
• オペラ＆ダンス ブログ
•  スタジオアーティストのパ
フォーマンス

• Facebookライブオペラトーク
• ポッドキャスト
• オペラオンデマンド（有料）

　家族で楽しめる、オンラインプログラム

現在も外出が限られた多くの人たちのために、さまざまな団体がウェブサイト上にオンラインプログラムを用意しています。

新型コロナウイルス感染症の情報は刻一刻と変わりますので、

下記リンクの情報を入手して健康・安全を第一に行動してください。

連邦政府CDC （Centers for Disease Control and Prevention）

ウェブサイト: www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Twitter: twitter.com/CDCgov

ミシガン州政府

ウェブサイト: www.michigan.gov/coronavirus

健康保健省Twitter: twitter.com/michiganhhs

州知事Twitter: twitter.com/GovWhitmer

COVID-19感染予防。今一度気を付けたいこと

集団感染を緩和するには？

•  症状がない人でも他人に感染させることがあることを念頭に行動しましょう。

•  熱・咳・息苦しさなどがある場合は家の外に出ない（主治医に電話、Eメールで相談）

•  感染した人のうち、基礎疾患がある人や、高齢者が重症化しやすいことを念頭に行動しましょう。

•  引き続き、ソーシャルディスタンス（1.8m）は続けるべきです。

•  手洗いを頻繁にしましょう。

•  屋内では必ずマスクをし、屋外でも他人と近くで会うときはマスクをしましょう。

•  宴会などの飲酒は自宅以外ではなるべく避けましょう。

買い物や仕事

• 職場や店の中ではマスク使用、他人との距離を最低1.8メートルとりましょう。
• 家で手を洗うまで、自分の顔や目、鼻、口を触らないようにしましょう。
• 帰宅後の手洗い石鹸で20秒以上（ハンドソープ）を徹底（※最重要！）
• 職場では、食事の前には必ず手を洗いましょう。

マスクの着用

屋内では常にマスクを着用しましょう。外でも、家族以外の人と会う場合は、マスクを必ずしま

しょう。 フェイスシールドは、鼻や口をカバーせず、唾が飛ぶので、他人に感染させないとい

う本来の目的は果たせません。フェイスシールドは目にかかる飛沫を防ぐだけの意味しかない

ので、医療現場で用いる事は多いですが、一般生活では必要ありませんし、マスクのかわりに

はなりません。手袋も、手袋をして、手と同様に使うのでは、意味がないので、必要ないといっ

ていいでしょう。

参考: ミシガン大学病院リトル平野早秀子先生監修 Japan News Club 記事 www.japannewsclub.com/topic/covid-19  

JBSDゴルフ大会延期のお知らせ

7月12日に予定しておりましたJBSDゴ

ルフ大会は延期とし、10月実施の方向で

現在スポーツ部会で検討しております。

今後の州政府の発表内容を検討の上で、

開催が決まりました場合は直ぐにお知らせ

致します。
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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。

日本のニュースを見ていると、日本は梅雨の最中で

地域によっては気温も35度を超える日もあり、新型コ

ロナウイルスの脅威が消えない中で今年は特に厳しい

夏が到来しているようです。

ミシガンでも6月にはシャワーを伴う85℉から

90℉の暑い日が幾日かあり、いよいよ真夏を迎える

時期が始まった感があります。新型コロナウイルスに

関していえば、ミシガンは日本よりも感染確認数が多

い中で経済活動の再開が始まりましたが現在は再開

プランのステージ４にあります。ただし感染確認数が

比較的少なく落ち着いているアッパーミシガンでは、

さらに活動規制の緩いステージ５に移っている地域も

あります。筆者も、自宅待機命令が解除され何となく

気持が緩みがちにならないように心構えを引き締め

ている次第です。

さて、この前の日曜日に公園を歩いていると、こんな

鳥の家族（？）に出会いました。

七面鳥（？）だと思います

が結構めずらしいので

はないでしょうか。

鳥たちは、自粛生活

も気にしなくて良い

のだろうと思うと羨ま

しくなった次第です。

事務局長だより

JBSDの今度のイベント開催について

現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止のため例年の

イベントは中止、および延期・変更にて調整中です。今後のJBSDイベントなど

に関しましては、当会ウェブサイトやEメール配信をオンにして最新の情報を

入手してください。

イベントに関する問い合せはJBSD事務局まで

Email: jbsdmich@jbsd.org  •  Tel: 248-513-6354 Website:  •  http://jbsd.org

 

JBSD商工部会主催

移民ウェビナー : コロナウイルスと米国移民法–日系企業が注意しなければならない点

日　時 : 7月8日（水）2:00pm –3:00pm
定　員 : 100名（定員になり次第締め切り）
講　師 : 荒木 信太郎 弁護士（Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy L.L.P.パートナー）

講演予定項目
• 新型コロナウイルスに伴う政府方針の最新情報
• 在留期限を迎える外国人への対応
• 雇用調整に対する移民法上の留意点

参加申し込みは以下のリンクよりお申込みください。
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_90B8QyiWRqSftk0LIIHGYQ

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（ jbsd.org ）をご確認ください


