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ミシガン金曜会のご紹介（JBSD 基金グラント授与団体紹介）
ミシガン金曜会は 1992 年にミシガン
大学医学部に赴任された高橋徳博士に
よって創設されました。当初は、医学部
内での研究交流が目的でしたが、参加者
が極端に少なく、ある時から研究発表会
の後に飲み会を加えたところ、参加者が
格段に増え、以降そのスタイルを継承し
ています。徳先生はのちにノースカロラ
イナへ転任し、そこでまた金曜会（RTP
金曜会）を作りました。わたしは RTP金
曜会で徳先生と知り合いになり、2008 年
にミシガンへ転任してからはミシガン
金曜会のお世話をさせてもらっています、
とはいえ、たまに口を出すだけで実務は

アナーバーで開かれた中西部研究交流会、オハイオ、イリノイ、インディアナから研究者が集まってネットワークを広げた。

幹事の皆様にお任せしています。

10 年ほど前からは医学部の枠を超えて、

には数年前に、継承語という海外在住邦

方法論が異なるということかもしれま

工学部、ビジネススクールなどから参加

人には大切な概念について話題提供いた

せん。目の前の事象をどう捉えるか、とい

者が増え、またウェイン州立大学、ミシ

だきました。

うところに研究者の個性、特性が現れる

ガン州立大学など近隣大学にも声をか

異分野交流を推進する理由の一つは、

わけで、それはとても重要なことではあ

けて、現在は 100 人近いミシガン在住の

自分の想いを専門外の人に伝えるために

るのですが、そこで一度立ち止まり、他の

会員がおられます。会の目的も異分野

何を選んでどう説明すれば良いのか真剣

可能性に思いを巡らすことが現代の専門家

交流、ネットワーク構築へと広がり、年

に考える機会を得る、ということです。普

へ問われていることなのかもしれません。

間 4 回の研究交流会、新年会、夏の BBQ

段何気なく過ごしている中にある本質を

そんなところにミシガン金曜会が少し

とほぼ 2 ヶ月に一回、活動をしています。

見極める機会でもあります。わたし自身

でも貢献できればよいなと思っています。

研究交流会では医学生物学にとどまらず、

は 1992 年に渡米して 3 箇所の補習校に

リニアモーターカーや久々の国産ジェッ

様々な立場で関わりましたが、それぞれ

ト機製造、宇宙の誕生、ゼネコン裏話、

の補習校は非常に異なる個性を持ってい

日本人の陥る文法としては正しいが通じ

ました。いろいろな理由の一つに設置母

ない英語、などなど広範囲な話題が提供

体の企業の職種があるように感じます。

されています。7 月号の巻頭を上梓された

研究分野が異なればその分野の「常識」

イースタンミシガン大学の桶谷仁美先生

が異なるように、業種が異なれば前提や

執筆者:
三品 裕司（ミシガン大学歯学部）
専門は遺 伝子工学を用いた
形態形成機構の解析、現在は
顔の形作りに興味をち、イケ
メン遺伝子を探している。

JBSD基金 : 地元社会への貢献を通して、当地における日本人コミュニティと地元コミュニティ間の相互理解、友情、信頼関係を深める目的で
1992年に設立された。日本人子弟が通う現地校をはじめとする教育機関、日米文化交流に貢献している各種団体に寄付を行いその活動を支援し
ている。設立以来の寄付累計額は昨年のグラントで 210 万ドルを超えた。
© 2020 JBSD. All rights reserved. 09-20 Designed by JT&D. Opinions expressed here are those of the authors and do not necessarily reﬂect those of the JBSD.
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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
※ 以下の情報は、8 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。

当館ホームページ及び領事メール登録のご案内
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
たびレジ登録

www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/emagazine.html
www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/register

滋賀県からミシガン州へのマスクの寄付について

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）
9 月の休館日: 9 月 7 日（月）
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 内線216
戸籍届出・証明の場合 内線213
注意事項

今般、滋賀県は、姉妹州県提携を結ぶミシガン州へマスク1万枚を寄付されま
した。このマスクは、P&G 滋賀工場の協力により滋賀県へ無償提供されたもので
あり、新型コロナウイルス感染拡大が続く中、ミシガン州ミッドランド地域で5月に
発生した洪水により避難所での生活を余儀なくされているミシガン州市民を支援
するために発案されました。
滋賀県とミシガン州の姉妹州県交流は53年に
わたっており、本年1月には、湖沼環境の保全に
関する覚書が交わされるなど、姉妹州県関係の
推進・強化と両県州民の相互理解を深める取り
組みが行われています。
プレスリリース : www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100078169.pdf
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• 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。

267 回 リレー随筆

「アメリカ」と「日本」
良い部分を組み合わせる

けていることは物事の伝え方・進め方を相
手によって都度変えることです。少し工夫
するだけで相手からの信頼度が変わってき

Wavelock Advanced Technology Inc.

ますので、少し面倒でも行うように心掛け

も う り

ております。

ゆう

毛利 祐

NYX Inc.の古賀さんからバトンを受け

よく終え、平日でも家族と過ごすというの

アメリカ人上司

取りました毛利と申します。私は Wavelock

珍しいパターンだと思いますが、いまの

がこちらのスタイルかと思います。また、夏
になり、毎週末のように家族とキャンプに

Advanced Technology Inc.という主に自動車の

アメリカ人上司は私がお誘いしました。弊

行き、ミシガン州の大自然を満喫してい

外装内装向けの金属加飾フィルムを製造する

社の競合先の営業部長をされていた方で、

ます。日本にいたら経験することのない過

日系企業に勤務しております。約 2 年前に北

縁があり来ていただくことになりました。

ごし方かと思います。父としての役割（人間

米事業を拡大させるためにロイヤルオークに

以前には、OEMやティア 1、日系メーカーに

性）が広がったと感じます。コロナの影響

オフィスを立ち上げ、1 年前に家族とノバイに

も勤めていましたので、バランスの取れた

で日本でもリモートワークする方も多くな

移住してきました。アメリカ人上司と 2 人で、

方です。2 年間一緒に働いてきて学ぶことも

り、家で過ごす時間が増えているかと思い

日々の営業活動に励んでおります。

多かったですが、その中で「優先順位が最

ます。考え方は人それぞれかと思いますが、

も高いのは家族」
「結果がすべて」が、日本

これをきっかけに、働き方改革を行い、父と

帰国子女

で働いていたときから違う考え方です。日本

して、人間として何が大切なのかを見直す

まずは、簡単に私の自己紹介をしたいと

にいた頃は、平日は朝から晩まで働き、家

良い機会であると私は感じました。

思います。北海道札幌市で生まれましたが、

族と過ごすのは土日のみ。周りも同じ働き

父の仕事で幼少期はテキサス州のヒュース

方でしたから、仕事のためなら家族を犠牲

トンに 8 年間住んでおりました。帰国後、

にしなければならないと思っていました。

高校・大学は日本で過ごし、大学卒業後は

アメリカ駐在が始まり、上司と 2 人で仕事を

いますので、コロナにおける大きな影響を

憧れていたホテル業界に就職しました。30 歳

していたときに、妻の体調が悪いみたい

受けました。会社設立 2 年目で飛躍を目指

手前で去就に迷っていたころに、大学のラ

だという話をしていたら、今すぐ帰れと強

す年と考えていましたので、
失速してしまっ

今後
弊社は、自動車向けの販売を主力として

グビー部の OBで、グループ会社の社長から

い口調で言われたことを覚えております。

たのは非常に残念です。一方で、2 か月ほど

いまの会社に声をかけていいただき入社し

普段からも、家族が一番だといいます。また、

ビジネスがストップしましたので、時間に

ました。帰国子女であれば、皆同じ経験をさ

日本では、毎日会社に出勤することが普通

余裕ができ、開発に専念する・事業を見直

れているかと思いますが、私は幼少期アメ

でしたが、いま事務所に行くのは、週 2・3

す時間として有効に使うことができました。

リカで過ごしてきたため、マインドはアメ

回程度です。いまは、簡単にテレビ会議も行

弊社の親会社は、1964 年設立の東証一部上

リカ人寄りになっています。高校・大学は

えますので、家でも車の中でも仕事の効率

場会社ですので、一見堅い感じの会社に見

帰国子女が多い学校でしたので、その違い

良い場所で仕事をします。結局はパフォー

えますが、挑戦させてもらえる会社です。

に気づくことはありませんでしたが、就職

マンスです。いくら毎日会社に出勤しても、

まだまだアメリカにはビジネスチャンスが

してからは自分を閉じ込めなければならず、

報告書を提出しても、結果がでなければ、

居心地が悪い生活が続いていました。自信

仕事をしていないと同然とみなされてしま

を失ってきたときに、いまの会社にお誘い

います。

たサービスで柔軟に対応し、ビジネスを拡
大して行きたいと考えております。帰国子

いただきましたが、居心地が悪い状態は変
わりませんでした。そのような状態のとき

広がっています。アンテナを常に高くもち、
「アメリカ」と「日本」の良い部分を活かし

家族

女で悩んだ私だからこそ活かせる部分だと

に、中国へ 1 年間長期出張する機会をいた

こちらに移住して圧倒的に家族との時間

だき、その後、いまの会社の北米営業を任

が増えました。娘と息子からも、
「パパ」と

せていただきました。まだ道半ばですが、北

よく言われるようになりましたので、よう

次は、アメリカ駐在開始前からお世話に

米オフィスを設立し順調に進んでおります。

やく必要とされるようになってきたよう

なっている PECの湯浅さんにバトンを渡し

私のマインドは変わりませんが、最近心掛

です（苦笑）
。前述したように、仕事を効率

たいと思います。

思います。
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JBSD イベント報告
商工部会・Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy L.L.P. 共催

移民法ウェビナー
2020 年 7 月 8 日、JBSD商工会主催の米
国ビザウエブセミナーが、フラゴメン事
務所ニューヨークオフィスの荒木信太郎
弁護士を講師に招き開催され、今年 6 月

22 日に発令された一部ビザ保持者の年内
の入国を禁止する大統領令の内容とその
影響について説明がありました。
先ず、荒木弁護士から大統領令が適用
される対象者について、今年 6 月 24 日の
時点でアメリカ国外に滞在していた L-1、

H-1B、H-2B、J-1 ビザを持っておらず、また
ビザに代わる渡航書類を持っていない
外国人が対象になるという説明がありま

また、大統領令が発効する時点で、L-1

また、今回の大統領令では様々な規

した。そして、対象となる外国人は次の

ビザや H-1Bビザでアメリカに滞在してい

則の変更も意図されており、年末までに

3 つの例外協定の何れかを満たしていな

た外国人は対象にはならないと思われま

H-1Bビザを中心に様々なビザに対する規

ければ、上記のビザを申請できなくなり

すが、その点についてもはっきりと記載

則変更が発令・提案される可能性も高い

ました – ①アメリカで公衆衛生や医療関

はなく、大統領令の発効期間中にビザの

とのことです。

連の業務に就く目的の渡米、②米国政府

更新ができるのも不明とのことです。

の要請に基づく渡米、または③渡米が米

在日米国大使館・領事館の領事業務

国の経済復興へ貢献するアメリカ政府の

再開や海外渡航の目途が立たない中、日系

国益に合致する。この中で、申請希望者の

企業に対しては年内に在留許可（I-94）が

多くが利用するのはアメリカの経済復興

失効する社員や帯同家族を洗い出し、早め

への貢献に基づく例外規定と思われる

に移民局への延長申請の準備をする事で

が、政府から具体的な指針も無く、運用は

あろうとのことでした。就労ビザ申請の審

本ウェビナーに関するお問い合わせ先:
荒木 信太郎
Partner
Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy, LLP

今後発表される政府の指針が待たれると

査を行う移民局サービスセンターは、通常

E-mail: SAraki@Fragomen.com

いうことでした。

通りの業務を行っているとのことです。

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
4
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商工部会・Ernst & Young LLP 共催

テーマ

ビジネスウェビナー

変貌が加速する自動車産業
〜最新動向とポスト COVID-19 に求められる実践思考と税務対応〜

去る 7 月 29 日（水）
、147 名の多くの
参加者を得て JBSD商工部会・Ernst &

Young LLP共催のビジネスウェビナー

まとめ
自動車産業は猛スピードで技術が進化しており、大きな変革の波が訪れています。

が開催され、同社の講師陣により有意

完全自動運転化、IoT化する自動車部品、EV車の技術等は話題を呼ぶホットトピックと

義な講演が行われました。

して報じられ、業界の将来を影響する重要な関心項目です。また、新型コロナウイルス

講演の概要ならびに講演項目は右記
の通りです。

（COVID-19）が猛威を振るっている中、かつてないほどヒトとモノの流れが抑制され、
サプライチェーンとグローバル経済への影響が深刻化しています。
本ウェブキャストでは、EYコンサルティング部の担当者が自動車産業の最新動向
及び次世代技術に関する情報の提供と“ヒト・モノの移動”であるモビリティの視点
から自動車産業が捉えるべき事業・影響の解説を実践的提言を行います。更に、EY
税務部の国際法人税務及び移転価格担当者が自動車産業における事業・サプライ
チェーンの再編と知的財産権の管理に関する考えについて、日系企業各社に影響が
大きいポイントを中心に、対応策を提言いたします。

講演項目と講師（敬称略）
サプライチェーン再考とFDII（Foreign Derived Intangible Income）
秦 正彦
Ernst & Young LLP グローバル兼米州統括 ジャパンビジネスサービス税務リーダー
グローバル利益配分と移転価格マネジメント
古屋 宏晃
Ernst & Young LLP 移転価格 パートナー
村井 祥一
Ernst & Young LLP 移転価格 パートナー
NextWave Mobility Forecast
Bryan Chance
Ernst & Young LLP Global Client Service Leader and Advanced Manufacturing & Automotive Innovation Leader
John Whitcomb
本ウェビナーに関するお問い合わせ先:
Ernst & Young LLP
Japan Business Services - Tax
E-mail: jbs.tax@ey.com

Kevin Roberts
COVID-19の自動車業界への影響と求められる対応:
早瀬 慶
EY アドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 商用車・モビリティチーム リーダー

在デトロイト日本国総領事館

日本国総領事館提供・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）

新型コロナウイルスに関するQ&A（厚生労働省HP）

www.anzen.mofa.go.jp

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

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）

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

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

ミシガン州（コロナウイルス関連）

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.michigan.gov/coronavirus

www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
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イベント情報
特別イベント
第41回デトロイト・ジャズ・フェスト（バーチャル）
Detroit Jazz Fest（Vertual）
Riverfront / Hart Plaza, Detroit
9 月4日
（金）– 7日（月）
料金 :
無料
www.detroitjazzfest.com
世 界中から集まるジャス・アーティストたち
が デトロイトで熱く演奏する4日間。今年は、
COVID-19 対策のため、こちらもバーチャルで生
ライブ配信。自宅から無料にて楽しめる。テレビ
では、Channel 22、Detroit Public TV、ラジオでは
WRCJ 90.9 FM、WDET 101.9FM、また、Detroit
Jazz Fest LIVE! のアプリからと、様々な方法で
アクセスが可能。

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。

ツール・ド・トワー（フォー・バーチャル・ライド）
Tour de Troit Ride –Four Virtual Rides–
Downtown Detroit
9 月1日（火）– 10 月31日（土）
料金 :
有料（※ 登録要）
www.tour-de-troit.org
ツール・デ・トロイト（ツール・ド・フランスを
もじった）は、デトロイトのダウンタウンやその
周辺地域を自転車で走る毎年恒例の人気イベン
ト。通常であれば、30 マイル（約50Km）と62 マ
イル（約100Km）とどちらかのルートに参加する
ものだが、今年はコロナ対策のためにこちらも
違ったアプローチで開催される。2ヶ月間の間に、
用意された4 つのルート（10–15マイル）を全て
完走すれば来年のツール・デ・トロイトのイベン
トが無料になるというもの。今年は密を避け各自
のペースで気候の良い間にデトロイト4 ルートを
自転車で走るのも良いかもしれない。

JBSD 9月イベントについて
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: https://jbsd.org

編集委員の独り言
3 月後半からテレワークが始まって5 か
月、その間、体重は上下変動を繰り返して
いる。テレワーク開始当初は運動量が減り
体重が増えだした。これはまずいとYOU
TUBEを見ながら毎日エクササイズをやる
ようになると体重は少しずつ減りだした。
この調子で. . . と思っていたところ、コロ
ナからの回復に予想以上に時間が掛かり、
テレワークが長引く気配が漂い始め、緊
張感が緩んだか、夜の飲酒が続いたのを
きっかけに続かなくなり体重は再度増加。
これはまずいとウォーキングを始め、炭水
化物を減らして筋トレも始めたが、ダンベ
ルを買おうとしても、どこも売切れでネッ
トでは価格が高騰し送料も相当にかかる。
トレッドミルやバイクを購入しようにも家
族の同意を得られず意欲が減退し体重は
さらに増加。先日JBSD 関連のWEB 飲み
会で皆さんが自己管理をされ、いろいろな
方法で減量に成功されている話を聞き、
改めて気持ちに火が付いた。まずは家族
の説得である（ゴルフと同じく道具は大事
と思う）
。
H.U.

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。
デトロイト美術館（DIA at Home）

ミシガン大学美術館（UMMA）

www.dia.org/athome

https://umma.umich.edu

• 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

• Virtual Online Field Trip（オンライン社会見学 for Kids K–5th Grades）
https://exchange.umma.umich.edu/resources/28098/view
• Art at Home（植物アートに挑戦）
• UMMA Culpture & Yoga（彫刻とヨガ）
• バーチャルコレクション閲覧

※ なお、デトロイト美術館は現在再開中です。
（お出かけの際は、マスク着用必須。お支払いはクレジットカードのみ利用可能）

デトロイト・シンフォニー・オーケストラ（DSO）

ミシガン・オペラ・シアター（MOT at Home）

www.dso.org

https://michiganopera.org/mot-at-home

• ライブウェブキャスト
• 過去の演奏会無料動画
DSO Replay
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• 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

• 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）

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

今月のトピック
• ミシガン金曜会のご紹介 ........................................ 1
• リレー随筆:
「アメリカ」と「日本」良い部分を組み合わせる .. 3
• セミナー報告 ................................................ 4–5

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。

https://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

JBSD 行事予定

商工部会・みずほ銀行共催

ビジネスウェビナー
日 時: 9月9日（水）2:00pm –
参加料: 無料
定 員: 100名
テーマ: 2021年に向けた米国経済と大統領選挙 〜コロナ禍からの景気回復の行方
講 師:

なかむら ま さ し

中村 正嗣 みずほ総合研究所ニューヨーク事務所事務所長

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

JBSD 文化部会・JSD ウィメンズクラブ共催

日本祭中止のお知らせ
皆様ご承知の通り新型コロナの影響が長引いており、未だ収
束に向けた動きを期待することができない状態にあります。
JBSD文化部会・JSDウィメンズクラブの共催により、在デト
ロイト日本国総領事館ほか関係団体のご支援を得て、毎年10 月
初めの日曜日に実施しておりました日本祭りも、残念ながら今年は
開催を中止せざるを得ない状況となりました。
一日も早い新型コロナウィルスの感染収束により、来年は多く
の方々をお迎えできることを期待しております。

事務局長だより
2020年も早や3分の2が過ぎ、
“光陰矢の如し”のことわざを
思い起こします。
JBSD関係の今年のイベントは、新型コロナウイルスの影響
を大きく受けて、3月1日（日）にDIAにおいて開催した雛祭り
イベントを最後に、当初のイベント計画を全面的に断念せざる
を得なくなりましたが、一方ではWebツールを利用した新たな
形のイベントを開始しました。
具体的には、スポーツ部会主催によるオンラインラジオ体
操を日本のインストラクターとライブで結んで 5月に実施し、
多くのご参加を得ることができました。また人気のファミリー
イベントのひとつで、毎年 6月初めに実施している写生大会も
コロナ禍の中で断念せざるを得なくなりましたが「オンライン
写生大会」として開催することが決まり、6 月末に募集を
開始しました。こちらも初めての試みですので若干の不安も
ありましたが、締め切り日までに 90 以上の作品の応募をいた
だくことができました。いただいた作品は現在審査中で、投票
により選ばれた作品を月刊会報 Views10月号、11月号に2か月
に亘って掲載することになっておりますのでご期待ください。
加えて商工部会ではオンラインセミナーを開催し、それぞ
れの分野における専門家により会員各位に有益な講演を実施
していただいております。今ではニューノーマルという言葉が
頻繁に使われるようになりましたが、コロナが収束した後も、
皆で集まれるイベントに加えWebツールを活用したイベント
も組み合わせて、より楽しい新しいイベントの形ができれば、
と感じるこの頃です。

