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総領事新年のご挨拶

毎年、楽しみにしていた JBSDの新年会

進められることになるでしょう。しかし、

もオンラインでの実施となります。日本の

日本と米国の関係は変わることなく、政治、

アーティストの方の生のステージに触れ

経済、文化等あらゆる面で、より一層、強く、

在デトロイト日本国総領事

られないのは残念ですが、遠方にお住ま

そして堅い絆で結ばれていくことになると

中川 勉

いの方など、オンラインでの実施であれば

思っています。

こそ参加できるという方も、少なからずお

昨年 11 月には、米製薬大手ファイザー社

られるのではないかと期待しております。

が、米国で初となる開発中の新型コロナ

新型コロナウイルス感染防止への取り

ウイルスワクチンの緊急使用許可を米食品

でとうございます。

組みとして、JBSDからミシガン州へ 2 万

医療品局に申請し、今後の治療や予防への

旧年中は大変お世話

5 千ドルもの寄付が行われたことも、当地

効果が期待されるところですが、多くの人

になりました。本年

に進出する日系企業の皆様とミシガンの

たちがワクチンを接種できるようになるの

JBSD 会員の皆 様、
新年明けましておめ

も どう ぞ よ ろ しく

地元コミュニティとのつながりを考える

はまだ先になるかもしれません。この意味

お願いいたします。

と特筆すべきことだったと思います。また、

でも、2021 年は、引き続き一人一人が感染

昨年 3 月にミシガン州において初めての

多くの会員企業の方々も、地元医療機関

防止に努めつつ、様々な環境、状況の変化に

新型コロナウイルスの感染者が確認され

等へのマスクや個人防護具の寄付を行っ

臨機応変に対応していくことが求められる

て以降、12 月 10 日時点でミシガン州では

ていただきました。ホイットマー・ミシ

年となると感じています。

感染者数は 42 万人を超え、死亡者数も 1 万

ガン州知事からも感謝の言葉をいただき

この未曽有の事態において、私たち総領

人を超えるなど、今なお感染拡大が続い

ました。改めて皆様の地域貢献活動に感謝

事館といたしましても、少しでも JBSD会員

ています。JBSD会員の皆様ご自身・ご家族、

申し上げます。

の皆様が安心、安全に暮らし働くことがで

また皆様のビジネスにとっても引き続き

コロナ禍において JBSD及び会員の皆

きるよう、できる限りの努力を続けていきた

大変厳しい状況が続いておられることと

様が行われたこれらの活動は、これまで

いと思っています。皆様に直接送付する領

思います。

も地域的な雇用創出による経済的な貢献

事メール（登録は www.detroit.us.emb-japan.

新型コロナウイルスの感染拡大の影響に

のみならず、文化・教育など様々な面か

go.jp/itpr_ja/emagazine.htmlから※在留届を

より、昨年は、JBSDが長年リーダーシップ

らも地域へ貢献し、日本とミシガン州の

提出済みの方には自動配信されます。
）に

を取ってこられた日本祭りやマラソン大会

相互理解の促進を図ってきた JBSDの設

加え、当総領事館のホームページ、フェイス

など多くの行事も、中止とせざるを得ない

立の趣旨に添うものと言えると思います。

ブック、企業向けメールマガジンにおいて

状況となりました。

誰もが苦しい状況であるからこそ、JBSD

も、新型コロナウイルスに関する情報をで

として、如何に会員企業の皆様の利益を

きるだけ発信するとともに、また、引き続き

なんとかやり方を工夫し、これまで続いて

守って行くかということとともに、個人

当地でのビジネスを円滑に実施できる環境

きたイベントを絶やすことなく続けていこ

会員、企業会員、さらには JBSD自身がそ

を整えていけるよう取り組んでまいります

うという試みもありました。ラジオ体操や

れぞれの立場から、地域社会に対しどの

ので、本年もどうぞ皆様のご支援・ご協力を

写生大会など、オンラインでの開催に切り替

ような貢献を果たしていけるかについて

賜りますようお願いいたします。

えたイベントもありましたし、ゴルフ大会に

考え、引き続き活動を継続していただけ

も多くの方が参加されました。地元の方々の

れば幸いです。

他方で、厳しい状況の中ではありますが、

日本に対する理解を深め、日本をよく知る親

今月、米国では、新たにバイデン政権が

日家を増やしていく上で、関係者の皆様の

誕生します。気候変動対策やエネルギー

ご努力に改めて感謝申し上げます。

政策を始め、様々な分野で新たな政策が

コロナ禍からできるだけ早く回復し、今年
一年が、皆様にとってより一層実り多い、
よい年となることを祈念申し上げ、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
当館ホームページ及び領事メール登録のご案内
領事窓口の業務日について（予約制）
12月10日現在、ミシガン州での感染者数は累計で 42 万人を超えるなど、依然として
新型コロナウイルスの感染拡大が続いている状況です。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

在デトロイト総領事館来館時のアクセス方法の変更について
※ 本情報は 12 月10 日時点のものです。最新の情報は当館 HP をご確認ください。
11 月 28 日より、在デトロイト総領事館が入居するルネッサンスセンタービルは、
同ビルへの入構が「タワー 3 0 0 側のレベル 1 の入り口」のみに制限され、当館が
入居している「タワー 400 側の入り口」からは入構できなくなっております。当館に
来館される際には、タワー 300 脇（ルネッサンス・センター東側）の「Beaubien Place
Garage」をご利用いただき、
「タワー 300側のレベル1の入り口」から入構していただく
ようお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
当館では領事窓口の業務日を一部短縮して
おりましたが、当地の経済活動再開の状況
等を踏まえ、現在は通常通り週5日（月– 金）
窓口業務を行っています。
ただし、今 後も在 留邦 人の皆 様 が 領 事
窓口を安全にご利用頂けるよう、待合室での
密集・密接を避けるための措置として、予約
制を継続させていただいております。また
引き続き縮小し、限られた人員で対応して
いることから、以下のとおり、業務別に曜日を
分けさせていただいております。もちろん、
緊急のご事情等がある場合には、この限りで
はありませんので、曜日、時間にかかわりなく、
いつでもご相談ください。
領事窓口の業務日
週 5 日、月曜日から金曜日（除、休館日）
月・水・金: 旅券の場合
戸籍届出、証明の場合
火・木:
査証の場合
受付時間
9:15am –11:45am・1:00pm – 4:30pm
予約方法
来館に当たっては、事前に電話にて来館時
間を予約下さいますようお願い致します。
電話番号: 313-567- 0120（代表）
詳細は、当館 HPをご覧下さい。

www.detroit.us.emb-japan.go.jp/
itprtop_ja/index.html

駐車場から当館へのアクセス方法:
www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100053119.pdf
「タワー 300 側のレベル 1 の入り口」付近で、
「新型コロナウイル
入構にあたって、
ス感染症の症状の有無」
、
「過去 14 日間の感染者との接触の有無」及び「新型コロナ
ウイルス感染症の検査を受け、現在、検査結果を待っている状態か」の申告、並びに、
非接触型の「体温測定」が求められます。これらの申告で該当する項目がある場合
又は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って、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。

当館 Youtubeチャンネル及び
Facebookページのご案内
当館 YouTube チャンネルでは、これまで日本に興
味を持ってこられなかった方々も含めた幅 広い
層を対象に、広報文化班メンバーが元気に楽し
く日本文化をご紹介するほか、姉妹都市・友好都
市交流活動の様子やオンラインイベント等につい
てもご紹介しております。
ぜひご視聴・チャンネル登録をお願い致します。
www.youtube.com/channel/UCCjDV9rrqjUR0q8hLQSbO3A

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。
電話番号: 313-567-0120（代表）

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。
www.facebook.com/cgj.detroit
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271 回 リレー随筆
本来ならアメリカは夏のバケーションの

自分の本質と繋がり
生きていくという時代

時期なのに、これほど静まりかえった観光

International BodyTalk System Certified Practitioner

ナバホ、ホピ居住地区など多くの原住民が

こ

が

古 賀 さゆり

New Mexico のネイティブ・アメリカン
Zuni Reservationで聖なる山として
崇められている Dawa yalanne。
San Diegoの Encinitas,
Yogananda Meditation Garden
からの海の景色。インドからメディ
テーションをアメリカに初めて
広めた人が作られた場所。

地を見たことはありませんでした。特に
住むエリアを通過する一本道には、いつ
もなら屋台が並んで原住民のクラフトや

新年明けましておめでとうございます。

工芸ジュエリーを沢山売っているのですが、

筆者（右）
。夫とふたりで

2021 年が皆さまにとって前進の年となり

屋台はカラでした。車もほとんどいない

きた私達は、2020 年の COVID により一旦

ますよう心からお祈り申し上げます。
心理カウンセラーとInternational BodyTalk

Association 認定ホリスティック療法施術士

ルート 66 の空はとても綺麗でした。ロック

立ち止まることを余儀なくされましたが、

ダウン中の大陸横断も、今思えば人生の

自分の心の持ち方や意識を向ける先、何が

貴重な経験の一つですね。

自分にとって本当に大切なのかを改めて

として意識ベースからのアプローチで心と
身体のケアをし、瞑想とヨガを教えている
古賀さゆりと申します。

私のこと

見直す時間を与えられたと感じます。

子育てと自分探しの旅
アメリカは、子供の小さい頃から色々な

私の子供達は、南はサンディエゴから北
はサンフランシスコまで各々違う場所に

経験をさせるチャンスも多くて、そこから

暮らしていますので、ホリデーも ZOOMです。

得意分野や自分自身を理解して個性を見つ

今までのあたりまえは、もうあたりまえで
はなくなってしまいましたね。

北海道の札幌生まれ。東京の短大卒業後

けて行きますが、そのために私は一日の大

はカナダのバンクーバーにある UBCへ留学、

半を子供のアクティビティーの送り迎えに

帰国後は米国 IBM 東京 HQで外国人マネー

費やしていた気がします。

COVID以降、ZOOMセッションを受ける
クライアントさんを見てて思うこと。特に

ジャー付き秘書をしておりました。結婚後

私は、アメリカに来て積み上げてきたキャ

お子さんは、今までの授業形態も変わり友

2 人目の子供が小学校へ上がったのを機に

リアもないし、
「誰々のママ」という名前で

達とのソーシャルの形も全く以前とは違う

日系航空会社の仕事へ戻りましたが、3人目の

長く生きてきましたが、長女が大学進学で家

ものになってしまい全てをニューノーマルへ

子供の出産を境に仕事から遠ざかりました。

を出たタイミングで自分が「エンプティー

書き換える心のストレスは想像以上です。

ネスト症候群」かもしれないと自覚しました。

今まで常識だと思ってはきたけれどこの

義父から継いだ会社を主人が廃業し、転職
のため家族とカリフォルニアのサンディ

やりとげられなかった自分や自分の成果を

ニューノーマルの時代にフィットしなく

エゴに移住したのは 2002 年夏でした。車で

『子供に自分の期待を投影してきた自分』と

なったこと、必要なくなったことをやめる

1 時間以内にレゴランド、シーワールド、 『周りに合わせすぎていた自分』が重荷になっ

勇気を持って欲しいなぁと思います。古い

サンディエゴ Zoo、そしてどこまでも広が

て、肩こりや頭痛を引き起こしていたこと

自分に不要なものを手放すと、断捨離と

る海で子育て真っ只中、アメリカの最初の

に気づき、健康のためにヨガ、そして瞑想を始

同じで新しいことが入ってくるスペースを

生活を楽しみました。

めました。そこから、本当の自分を生きるため

作ってあげることができます。

そして長い子育ての後、3 人目の末娘が
大学進学したタイミングで、2020 年の夏に

に自分の本質を理解する学びを始め、心のケア

まだ『動けない』を選択することもでき

をするという新たな仕事にめぐり会いました。

ますが、意識の中は自由です。
『2021 年以降

念願の車の大陸横断でミシガンへ引越。くし

私の時代、親からの教育は、
『こうある

のなりたい自分を創造していく』にフォー

くもアメリカロックダウンの最中。ナショナル

べき信念』をもとに協調性を持ち、和を保つ

カスしてプロセスを踏む先には自分が少し

パーク、世界遺産などの名所は閉鎖されて

生き方が主で、そのためにその場に合わせた

ずつ行動にしてきたエネルギーが形となっ

いて立ち入ることは一切できずで残念でし

マスクを自分にかぶせて立ち振る舞うことを

て表れていることに気づくと思います。

たが、原住民を守るため地元民族の警察に

してきた結果、大人になった私たちは本当の

よって完全閉鎖されている村、ただ通過する

自分がどんな人間なのか分からなかったり、

きることで、心から自分の望む未来を創造を

にも検問を通り、毎日初めての土地で店が営

マスクを被った自分を本当の自分と思い

していけるよう充実させて参りたいと思います。

業していて何が食べられるのか、毎晩違うホ

込んだりしている場合も多いのです。

テルの部屋へ消毒スプレーを持ち込み、他の
宿泊客と接触せずに気をつけて旅した1 週間。

目まぐるしく過ぎていた日常、自分を振り
返る時間を十分にないままに走り続けて

新しい 2021年は、本質と一致した自分を生

次は、ミシガンへ来てから大変お世話に
なっているバーネット廣恵さんへバトンを
お渡しします。
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JBSD基金: 受賞者団体のご紹介

Introduction to Hinoki Foundation: Promoting Japanese–English Bilingualism

Hinoki クイズ大会の参加者のみなさん

E

stablished in 2014, Hinoki
Foundation is in the business of
fostering the next generation of
global talent. Its mission as a 501(c)(3)
nonprofit is to promote Japanese-English
bilingual education among children from
preschool to high school. It does this by
supporting school language programs while
also providing unique opportunities to
acquire, apply, and enjoy bilingual skills.
The state of Michigan has 27 sistercity relationships with Japan, over 500
Japan-affiliated companies, nearly 15,000
Japanese nationals, and thousands of
citizens of Japanese ancestry. Its ties with
Japan are many and deep, and we are
increasingly connected through business,
education, social life, and family bonds.
Given this relationship, there is a strong
need to foster mutual understanding and
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respect, beginning with language and culture.
Hinoki Foundation aims to meet this
need by creating cross-cultural homestay
opportunities, sharing educational resources,
sponsoring bilingual camping and social
events, and providing other fun ways to use
language skills, such as writing contests and
family-friendly quiz games. In 2019/20,
it partnered with other organizations
and toured high schools and colleges,
sharing the advantages of Japanese-English
bilingualism in the job market. Recently,
Hinoki Foundation expanded its portfolio
to include online Japanese tutoring, and
offering, at no cost, Japanese-practice
opportunities to native English speakers
and heritage Japanese learners.
These activities are only possible with
the generous support of our volunteers and
sponsors. Hinoki Foundation volunteers

include businesspeople, members of
academia, professionals, college students,
and dedicated parents and community
leaders. Together, they are a family united
by a shared interest in developing our
children into globally-minded individuals.
Financial resources are provided by similarly
community-minded organizations, such
as the JBSD Foundation. Backed by the
members of the Japan Business Society
of Detroit (JBSD), the JBSD Foundation
has been a strong contributor to Hinoki
Foundation for many years.
In 2019/20, JBSD Foundation grants
enabled Hinoki Foundation to launch a
new Japanese writing contest, to encourage
students to apply their hard-earned
bilingual skills. The first-place winner
in the inaugural year continues to study
Japanese today, despite now attending

a school that has no Japanese program.
Acquiring a second language is hard work,
but public recognition of one’s talent can
motivate a student to keep trying. That
young man is sure to become a lifetime
Japanese fan.
Another activity recently supported by
JBSD Foundation is the “Kids & College
Students” program. This program pairs
visiting college students from Japan with
families of children studying Japanese, for
a mini-homestay weekend. Young children
in particular love teaching their “big brother”
or “big sister” from Japan about life in the
United States. The bonds of friendship last
long after the college students return to
Japan. In fact, there have already been quite
a few happy reunions between homestay
partners, in both the US and Japan.
As part of the “Kids & College Students”
program, the Japanese college students also
tour local elementary and middle schools
where Japanese is taught, including the
Japanese School of Detroit (Hoshūkō). Most
of the visiting college students are training
to become teachers, so these visits offer a
rare and valuable opportunity to compare
the educational genba (life in the trenches)
in our two countries. Moreover, these visits
always include a fun activity where local
students can show off their bilingual skills
by interacting directly with Japanese natives.
The mini-homestay weekend wraps
up with a Hinoki Kai social gathering,
for a final goodbye. Open to the general
public, this event allows college students
to present information about Japan, such as
fun facts about Japanese school life, sumo
wrestling, Japanese candy, omotenashi
(hospitality) culture, and even a live kendo
demonstration. There are multiple activity
tables for the children, where they can
fold origami, try shodō calligraphy, or
play Japanese bingo or Twister, to name a
few. It is a lighthearted and casual affair to
further strengthen the bonds of friendship
and encourage continued study toward
Japanese-English bilingualism.

「書き・く・け・こ」作文コンテスト受賞者

Naturally, the COVID-19 pandemic
has required some changes since March
of 2020. Like many organizations, Hinoki
Foundation adapted by moving activity
online, and it continues to plan for the
eventual return to face-to-face activity, once
it is safe to do so.
In the future, Hinoki Foundation hopes
to offer free drop-in English tutoring for
native Japanese speakers, in addition to the
current Japanese lessons. In the world of
bilingualism, the key is not the language
you start with, but the new language you
seek to acquire.
Also in the works is “Hinoki House,”
a center for bilingual and bicultural
education. Tentatively opening in the
second half of 2021, it will not only house
our main office, but will be an event space
for social gatherings, language practice, and
even anime viewing. Hinoki Foundation
is also studying a student trip to Japan,
specifically targeting populations that
might not otherwise have an opportunity
to visit on their own. If implemented,
Hinoki Foundation would provide logistics
and interpretation support, leveraging the
experience and skills of its volunteer base.
Culture, language, and a global mindset
are best cultivated when young. In the
business world, a broad perspective

“Kids & College Students”プログラム

and the ability to interact with
people of diverse backgrounds are more
important than ever before. Through its
activity, Hinoki Foundation aims to foster
those skills so that the youth of today can
carry the flame of US-Japan cooperation
and goodwill into the future.
Hinoki Foundation is deeply grateful for
the longstanding and heartfelt support of its
community and business partners. We are
stronger together, and only together can we
build a better world. Thank you, and best
wishes for your continued health, safety,
and prosperity.

About the Author

Andrew Gillman is a consultant in bicultural communication, primarily
serving the automotive sector. He currently serves as the president
of Hinoki Foundation. With his wife, Anne Hooghart, he is raising his
daughters to be bilingual in the Japanese-English pair.
www.hinokifoundation.org • info@hinokifoundation.org
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イベント情報

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。

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

•
•
•
•
•
•

• 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

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

※ 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）
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（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）

JBSD 1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 | https://jbsd.org

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）

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
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編集委員の独り言
コロナ禍により、家でじっとする日々が続いていま
したが、我が家は今夏からキャンプデビューをす
ることにしました。私と妻は“虫が嫌い”
、
“快適な
ベッドで寝たい”という何ともキャンプに不向き
な性格のため、今までキャンプに手を付けてこな
かったのですが、コロナにこのまま泣き寝入りする
のも嫌だという思いが勝り、一念発起し、道具を
一式揃え、始めることにしました。日米キャンプ事
情の違いはよく分かりませんが、アメリカはトイ
レやシャワーなどの設備が整ったキャンプ場が
どこにでもあるため、素人の我々でも気軽に楽し
むことができました。ただ、キャンプ場に行って
みると、周囲はキャンピングカーだらけで、見て
いるうちにだんだん羨ましくなり、ルーキーなが
ら、思い切ってキャンピングカーを借りることにし
ました。予約や使い方には多少躊躇しましたが、
その先には、素晴らしい世界が待っていました。
快適なベッドで寝られる。虫ともおさらば。トイレ
も並ぶ必要一切なし。それでいてアウトドアを感
じられるし、移動するだけでも一大アトラクション
でした。アメリカならではの経験ができ、家族全員
大興奮、大満足でした。今は寒くてさすがにキャン
プする気にはなりませんが、暖かくなれば、また
キャンピングカーを借りてみたいと思います。
皆さんもストレスが溜まる日々だと思いますが、
コロナに負けず、
新たな楽しみを見つけてください。
H.N.

Views

01 21

2021

新年会
JBSDオンライン新年会
柳家 東三楼 新春落語

JBSD Online
New Year’s Party
Jan. 31,st Sun
1:00pm
参加資格 :
参 加 費:
定
員:
お楽しみ :
参加方法 :
申込方法 :

JBSD 法人会員社員・個人会員
無 料
1,000 名（定員になり次第締め切り）
抽選により商品券が当たります
Zoom
https://jbsd.org よりお申込みください。
締め切り後に参加用リンクをお送りします。
お問合せ : JBSD 事務局 • Email: jbsdmich@jbsd.org • TEL: 248-513-6354
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Japan Business Society of Detroit
42400 Grand River Ave.
Suite 202, Novi, MI 48375

今月のトピック
• 総領事新年のご挨拶 ................................................ 1
• リレー随筆:
自分の本質と繋がり生きていくという時代 ...... 3
• Introduction to Hinoki Foundation:
Promoting Japanese–English Bilingualism ...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

事務局長だより

新 年あけましておめでとうございます。
各種のニュースでも報道されています通り、昨年は 3 月以降世界中に感染が急拡大した新型
コロナウイルスによって生活面で大きな影響が出た年で JBSDも多くのイベントを已む無く中止
せざるを得なくなりました。因みに全米には現在15の日系商工会組織があり、情報交換をしており
まが、各所とも同様の状況に直面されていました。コロナ禍によりお互いの情報交換へのニーズ
も高まる中で、昨年は 3 回のビデオ会議を行いましたが共有資料についてお互いの顔をみながら
話ができるのでとても有益なミーティングになったと思います。インターネット会議はかつては
一般的にあまり広く利用されていなかったツールではないかと思いますが、昨年は他にも様々な
ツールが利用されるようになってきました。
また、昨年 12 月の半ばからはワクチンの接種も始まりましたが、これまで数年かかると言われ
ていたワクチン開発が 1年未満で実現され接種が開始されたことに対して医療を支えるIT技術の
飛躍的な進歩を感じました。
新型コロナの収束にはもう少し時間がかかりそうな感じですが、アメリカで接種が始まったワク
チンが成功することを信じたいと思います。JBSD各部会の常任委員の方々も状況を見ながら、
可能なイベントは感染対策を取りながら現地で実施する方向で検討をされる予定ですが、ワクチンや
治療薬の成功により今年はみんなで集えるイベントができる環境が整うことを祈る次第です。

