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デトロイトりんご会補習授業校
はやし

校長

林

み

新校長着任の挨拶
の方がきちんと切りそろえた古布を紙袋

力説した記憶があります。海外で学ぶ子

に入れて校門前においてくださっていた

どもたちにとっては、現地で学ぶ生活

デトロイト日本商

こともありました。学校教育がどれだけ

そのすべてがグローバルな感覚を育てる

工会（JBSD）関係

保護者や地域の皆様の力で支えられてき

活動です。補習校では日本語を学ぶとと

の皆様、デトロイ

たのか、そしてどれだけ期待されている

もに、ひとり一人の子どもの心の中にあ

トりんご会補習授

のかということを感じました。これから

る「わくわく」や「どきどき」をみんなで

業 校 関 係の 皆 様、

のデトロイト補習校での教育活動を思う

認め合えたらいいなと思っています。ア

はじめまして。私

時、このことをさらに深く胸に刻んでい

メリカにおける多様な価値観の文化的背

はこの 4 月に新しく

こうと思います。

る 美

景を知り体験している子どもたちは、
「違

補習授業校に赴任いたしました、校長の

また、私は小学校教諭として勤めてい

林 る美と申します。どうぞよろしくお願い

る間の 1987 年度から 3 年間、シンガポー

然のように感じているかもしれませんが、

いたします。

ル日本人学校に勤務した経験がありま

それを心と体に刻み込んでいることの

3 月までは大阪府豊中市の小学校に校

す。当時、シンガポールには隣国のマレー

大切さに将来きっと気づくでしょう。

長として勤務しておりました。私は、長年

シアのジョホールから毎日パスポートを

補習校では、幼稚園部から高等部まで

小学校に勤めてまいりましたが、昨年の

持って通学する児童もおり、たくさんの

あることも魅力です。補習校で学んだ児

1 年間はそれまでの教員生活で経験のな

企業の進出にともなって 1000 人を超える

童生徒がさらに世界中で学び続けていく

いこと続きの 1 年間でした。長期の臨時休

児童が元気に学んでいました。多民族国

ことを念頭におき、確かな学力を育成す

校に続き、少人数での分散登校そして感

家で、人々は宗教ごとのお祭りを互いに

ることも本校に課せられた責務であると

染防止対策を行ったうえでの通常登校と

大変大切にし、生活の中の文化がとても

感じています。

なりました。年度末に日本人学校から一

豊かだった印象があります。日本との歴

時帰国して体験入学した児童が、再入国

史的なつながりも含めて、多くのことを

保護者の皆様の本校へのご理解とご支援

できずそのまま転入となるケースもあり、

学んだ 3 年間でした。私は今回、再び在外

をどうぞよろしくお願いいたします。

今回のコロナが子どもたちの学校生活に

教育施設で勤務できることを大変楽しみ

与えた影響は計り知れないものがありま

にうれしく思っています。前回のことを

した。その中で特に感じたことは、保護者

思い出すと「何だこれ？」
「おもしろ

をはじめ多くの方々が、子どもたちの学

そう。」
「やってみたい。」が自

びをとめないために行ったさまざまな力

分の原動力になっていまし

合わせのすごさです。どうしようと困っ

「あ
た。1 年生の担任をして

たときに声を上げると、本当にたくさん

さがおの観察」を行っ

の方々が助けてくださいました。子ども

たとき、種まきから 2

用のマスクが不足すると薬局から届き、

週間で花が咲いたと

教室消毒用の布が必要となるとたくさん

きには、子ども以上

の古布やぞうきんが保護者から集まりま

に驚き、これは日本

した。どこからお聞きになったのか、地域

とは違うと 1 年生に

いが豊かさにつながっていること」を当
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特別寄稿: お子様の歯の健康を保つために（イーストブルック歯科医院）
お子様の歯の磨き方
お子様の歯を、1 日に 2 回、朝晩 2 分ほ

中指にぐるぐると巻き付け、親指と人差

※
どの歯みがきと歯間のフロッシング （糸

し指でフロスを押さえ、お子様の歯間を

フッ素は、すべての天然水源に含まれ

ようじを使った磨き）をして、歯の表面に

上下にこすります。プラスチックの柄に

る鉱物です。虫歯を引き起こす酸からエ

ついている粘着状のバクテリアの層（プ

フロスが付いたフロッサーも使いやすく

ナメル質を保護、虫歯空洞が形成される

ラーク）を取り除きます。食後の歯磨き

便利です。

前にエナメル質を修復します。

食べ物の選択

定期的な歯科検診

30cmの長さに切ったフロスを、両方の

フッ素（フッ化ナトリウム）は
自然の戦士

の習慣は大切です。お子様の後ろに立ち、
歯ブラシに手を添えて、鏡を見ながら、
歯の磨き方を教えてあげましょう。歯磨き
後には歯磨き粉を吐き出させてください。

食べ物の選択と食べ方は、お子様の
歯の健康に大きく影響します。

歯科では、お子様の口の中で歯ぐきと
歯の健康、虫歯の有無、歯並び、嚙み合わ

お子様がまだ 1 人で充分に磨けない

甘い炭酸飲料やスナックに含まれる

間は、保護者の方に仕上げ磨きをしてい

砂糖と酸は、飲食後 20 分以上、エナメル

正しいお手入れ、定期的なクリーニン

ただく事をお勧めします。

質を侵蝕し続けます。侵蝕される時間が

グ、フッ素塗布やシーラント（永久歯の咬

長いと、徐々にう蝕が進み、虫歯が形成

む面のコーティング）で虫歯を予防、健康

歯磨きとフロッシング
3 歳以下のお子様の歯磨き粉はコメ粒、
6 歳以上は、豆粒の量が目安です。
歯ブラシを歯と歯茎の境目に 45 度の

されます。お子様が空腹の時は、栄養価

な歯を保つようにしましょう。

角度に置き、柔らかい丸を描くように小

決めて与える事が大切です。

せもチェックします。

の高い食品、果物、ニンジンスティック、
チーズなど、のどが渇いた時は、お水が
良いでしょう。特におやつは、時間と量を

※ フロッシングは、Dental Floss（デンタルフロス）を
使います。ファーマシー、グロッサリーストアで、
数ドルで購入できます。

さく動かし、歯の外側と内側、噛む面を軽
くなでてください。
乳 児 は、生 後 9 か 月から、濡らした
ガーゼで歯をぬぐいます。歯間フロスは、
お子様に 2 本以上の歯が生えたときに
始めます。

執筆者 : ステファン J ジャービー歯科医師
ミシガン州立大学で学士号、ミシガン大学で歯科学の博士号を取得。ミシガン歯科医師会、
米国歯科医師会、一般歯科学会、米国美顔エステ学会、米国審美歯科学会、オークランド
カウンティー歯学会に所属し、歯科医師歴 28 年。1995 年以来、身体障害者に歯科治療を
捧げる国家プログラムに参加。Walled lake 学校区で奉仕活動。昨年 4 月よりJBSD 会員。

アメリカ歯科医師会は、お子様が自分
でできるようになるまで、親がフロスを
手伝うことを勧めています。
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孔子の夫婦人生論と
私の夫婦人生
ハインズ たかね

ると、今まで一生懸命気を張っていたの
が緩むのか、他人と比べるようになりま
した。お隣の芝がよく見えだし、それを
欲しいと思う時期でしたが、我慢、我慢。

50 代は自制心？: 30 年間結婚している
と、外見からは全てが順調に見えるけれ

皆さん、ホールまゆみさんから、バトン
を受け取りました。

が、ふたを開けるとそうでもないのです。
自分とは全く性格が異なった人を選んで

私は東京理科大学を卒業後、三菱倉庫で

恋愛したのに、30 年後には相手が自分の

1 年間働き、日本で米国人の夫と出会い

性格と同じである様に望み、相手の性格

1972 年に渡米しました。米国企業で15 年

や行動が気に入らないのですが、同時に

間働き、その後 Battle Creekにある株式会社

自分が選んだ相手だから、今更、相手が

デンソーでデザインエンジニアとして 24 年

性格や行動を変えることは難しいからと

間勤めました。今年で退職して 7 年目です。

自制心を持つようになりました。

若い時、80–90 歳代の人達は、歴史の

この年になって、今までいろいろな人の

この人生の後半になると、証券会社や

変化を語ることが出来ると感心していま

人生を見てきましたが、すべてが絵模様の

株会社の汚職が原因で、会社の年金や証

したが、72 歳で私はすでに、歴史の変化

ように美しいと感じます。

券を失って、退職していた人が、低賃金で

を語ることが出来るようになりました。

働かなければならないと言うニュースを

幼い時は、家には車もテレビも無し。自動

聞き、将来の信頼できる収入確保のため、

車は便利が良いですが、歩くことが減る

50 代 :
『 20 代 : 愛、30 代 : 努力、40 代 : 我慢、

貸家を始めました。これも、40 代で夫婦

ので、健康に悪い。携帯でマスコミ情報は

自制心、60 代 : 信頼、70 代 : 感謝、80 代 :

で失業した事で、自制心を養い淡々と将

早く伝わりますが、信頼性が無くなって

一心同体 』

来の対策を考えることが出来たように思

います。コロナの為に、多くの人が家で働

います。これは私がエンジニアだったか

くので、オフィスの駐車場は空に近い。孫

らできたことかもしれません。

たちの将来が心配です。でも、世界人が

さて、孔子は夫婦の人生論を説いてい
ます。

私の夫婦人生を振り返ってみると

20 代は愛？: 愛で結婚したので、お互

60 代は信頼？: 一度失業すると、2 度目

造った歴史の変化には必ず、プラス、マイ

いに一緒に居たいという気持ちが有った

は失業しない様に、一生懸命に働きま

ナスが伴うので、心配する必要はないか

のですが、他人なので、相手の行動や心

した。主人は健康のために、57 歳で退職

なと思いつつも孫の将来を案じ、神様に

が分からなく喧嘩が絶えませんでした。

したので毎日一人で家に居ました。私は

お祈りするのみなのです。

でも、愛のおかげで、相手を理解しようと

週 7 日働いて 65 歳で退職するまで、頑張

2020 年は試練の年となり、神様は何事

努めたように思います。

りました。お互いに信頼して文句は言い

にも挑戦する機会を私たちに与えたよう

ませんでした。

に思います。コロナ禍で、賃貸ビジネス

30 代は努力？: お互いに相手の性格と
行動を理解し、喧嘩は少なくなったと思

70 代は感謝？: 二人とも退職し、子供は

も今のところ元気がなく、始めたネット

います。この時代は愛より、兎に角お互い

嫁ぎ、孫も出来、少しばかりの 401K、貸

ワークビジネスもまだまだです。コツコ

に現在と将来の生活を維持するために、

家の少しばかりの収入と僅かなや公的医

ツとゆっくり築き上げた私の人生の土台

夫婦で働かなくては成らないのと、子供

療保険でほどほどに快適に生活できてい

の上で、あきらめずにやる気でいます。

の面倒で、家は休息場所のようなもので、

るので感謝してもしきれません。夫婦で

まだまだ、これからだからです。

TV 、食事、寝る所で、若い時の表面的な

少し偏った協力をしあいながら、49 年間

次回のバトンは株式会社デンソーバト

愛は無くなり、見えない深い絆の糸で繋

の結婚生活が続いていることに感謝とと

ルクリークで働いて居られるバトラー洋

がっていたと思います。夫婦より、家族運

もに感慨深いかぎりです。

子さんに渡したいと思います。よろしく

営の努力をした様な気がします。

40 代は我慢？: 子供が高校に入り手が
要らなくなり、家族の運営も安定してく

80 代は一心同体？: 私は今72 歳だから、

お願いします。

一心同体がどんな生活か楽しみで待ち
遠しい。
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JBSD イベント報告
在デトロイト日本国総領事館主催・JBSD 文化部会協賛

日本語スピーチコンテスト
去る 2 月 20 日（土）、 在デトロイト日本国総領事館主催による 2021 日本語

総領事賞受賞者

スピーチコンテストが行われました。このイベントは、JBSD 文化部会、日米
協会、ミシガン日本語教師会、国際交流基金が協賛をしており、JBSD 文化部
会からは審査員の参加に加え賞の贈呈を行っています。今年は新型コロナ禍の
影響を受けてオンラインでの開催となりましたが、中川総領事からの冒頭の
ご挨拶に続いて、日本語を学ぶ高校生、大学生それぞれ 8 人が学習の成果を
披露しました。どのスピーチもすばらしい内容でしたが、審査の結果右記の
（※ スピーチ内容は以下をご覧ください。）
学生が優勝となる総領事賞を獲得しました。

優勝以外にも学生たちの勉強の成果を称えて Gold、Silver、Bronzeの各賞が

高校の部
Lucia Lee
（アセンズ高校）

私の人生に重要なこと

大学の部
Sungmin Cho
（ミシガン大学）

是松豊三郎の夢

送られました。

日本語スピーチコンテスト 優勝者スピーチ
高校の部スピーチ

私の人生に重要なこと
こんにちは、始めまして。私の名前はリー・ルシアです。アテンス高校の二年生です。スピーチを
始める前に質問が一つあります。今、皆さん、どこにいますか。当たり前学校じゃなくて家にいます
よね。私達の人生に一回も起きたこがない新型コロナウイルスのパンデミック。難しくて出来ない
ことがたくさんあります。学校とか会社へ行けないし、友達もよく会えないし、今の暮らしは普通の
暮らしと本当に違うことが多いんです。でも、私達が普通習わないことも習えるようになりました。
私は料理も初めて習って、運動も久しぶりにもっと頑張れましたがもっと大事なことも習いました。
ステイホームする間、どんな人から助けをもらいましたか。私は、自分の時間を使って私と仲間

Athens High School

をうれしそうに手伝ってくれる優しい人に助けてもらいました。そして、美味しい食べ物を作って

リー ルシカ
Lucia Lee

ドアの前に残しておいた人もいました。そして、しなくてもいいけど、れんらくして「元気？ 私達い
つかフェイスタイムしよう」と言う親切な友達もいました。
私はそんなすてきな人たちのおかげでまだ頑張れているんじゃないかと思っています。私は、
自分の時間や自分が持っているものより、家族と友達がどれぐらい大事なことか気付きました。
時間がたくさんあっても、将来行きたい大学に行っても、大人になって成功しても、欲心が生まれて
自分のことしか考えないと一緒に笑ったり泣ける大切な人たちとの関係が悪くなってただもっと
さみしくなると思います。そして、習ったことがもう一つあります。出来ないことが多い今、私はまだ
えんそう

毎日、明るい大空を見ることも、楽器を演奏して美しい音楽を作ることも、走ることも全部出来
ます。そんな楽しいことが出来るからうれしくて、もっともっと感謝しながら生きたいんです。
ワクチンが作れたおかげで私達はいつか、近い将来に学校や会社など元々行っていたところへ
じゅうよう

またもどれるかのうせいがあります。でも、このパンデミックの間に、何か重要なことを習ったら、
どりょく

これからもそれを忘れないように努力しましょう。ごせいちょうありがとうございました。
（原文まま）
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日本語スピーチコンテスト 優勝者スピーチ

大学の部スピーチ

是松豊三郎の夢
こんにちは、私はミシガン大学で政治学を専攻している趙と申します。本日は皆様に、私が尊敬
しているある人物のお話を伝えたいと思います。彼の名前はフレッド・コレマツ、和名は是松
豊三郎です。1919 年アメリカのカリフォルニア州で生まれた日系人です。歴史に興味がある方な
ら気づいたかもしれませんが、彼は第二次世界大戦中、日系人収容に反対して逮捕され、裁判を
受けた人物です。
彼について初めて聞いたのは高校生の時でしたが、大学でアメリカ政治を学び、もっと詳しく知
りました。その授業は「市民の自由の政治学」というタイトルで、市民の自由に関する裁判が主題で

University of Michigan

した。授業で扱った案件の一つが 1944 年のコレマツ対アメリカの件でしたが、私は判決そのもの

チョー ソンミン
Sungmin Cho

よりも是松という男の人生にはまってしまったんです。授業が進んでも私は是松に関する新聞
記事を読んだり、ポッドキャストを聞いたりしました。
戦争が始まる前、是松はどこにでもいる普通の若者でした。しかし、戦争が始まって収容命令が
発表された時、彼はそれは間違っていると思いました。そして、名前を変え、整形手術を受け、ヒス
パニック系の人に変装します。それでも、結局逮捕された是松は、人権弁護士グループと共に裁判
に対応します。彼にとっては凄く孤独な戦いだったはずです。なぜかと言うと、日系人の仲間たちも、
是松の彼女さえも背を向けて彼を支えてくれなかったからです。結局、裁判でも負けてしまいます。
しかし、時間が経ってアメリカにも公民権運動やいろんな変化が表れました。そして、昔の収容
命令はあってはならないことだったということにも気づきました。1998 年、クリントン元大統領は
是松に勲章を与え、彼が正しかったことと認めました。是松は 2005 年に亡くなりましたが、ついに

2018 年、アメリカ連邦最高裁判所も過去の判決を直しました。
私が是松を尊敬している理由、その一つ目は、いくら孤独でも諦めずに正義のために戦ったと
いうことです。普通の人なら、正しくないことを見つけても、周りの視線とか反対を意識してこ
れを正さないことが多いです。しかし、是松は勇気を出して声を上げました。正義を実現させる
ために、これは非常に重要だと思います。二つ目の理由は、自分だけではなくて他の人たちのた
めにも戦ったということです。2000 年代、グアンタナモで人権問題が発生した時も、是松は中東
人のために声を上げました。私もアジア系でありますが、是松と同じように、同じアジア系の問
題だけではなく、皆のための正義を目指そうと思います。例えば、ミシガン州、特に私が住んでい
る東南部にはいろんな移民者グループがいます。黒人と白人、ヒスパニック系は勿論、日系、韓国、
中国、中東、ポーランド系もいます。私がいろんな言語と文化を学んでいるのも、こんな多様性の
ある社会を理解したいからです。そして、是松がやったように自分とは直接関係のない他の人の
ことでも支えたいと考えています。
フレッド・是松の人生が印象深かったのは、彼がとても普通の人だったからです。映画などの
主人公や英雄ではなくて、普通の人でもこんな凄いことができる、それを是松は私に教えてくれ
ました。ご清聴ありがとうございました。
（原文まま）
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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
日本入国時の検疫における出国前検査証明の確認の厳格化について
※ 4月16日に当館からお送りした領事メールと同じ内容です。

• 日本人帰国者を含む全ての入国者に

には同省が指定するフォーマットを利用

対して求めている出国前検査証明に

して検査証明を取得していただくことを

（1）厚生労働省が有効と認める検査検体

関し、出国時の搭乗手続や日本入国時

勧奨しています。仮に任意のフォーマッ

及び検査方法等の所定の事項を十分に

の検疫において、検査証明の有効性を

トによる検査証明を取得する場合には、

理解すること、
（2）所定の要件を満たす

と取り扱われます。入国者においても、

めぐり様々なトラブルや混乱が生じ

航空機の搭乗時及び日本入国時に検査

検査を受けること（類似の名称の検査方

ているとのことです。

証明の内容を確認するための時間がかか

法が複数存在するので検査時に十分注

ることがあり得るほか、場合によっては、

意してください。）
、
（3）交付された検査

者に対しては、既に事前の出国前検査証

搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認めら

証明書の記載内容に記入漏れ等の不備

明 を 求 められているところですが、4 月

れないおそれがあることをあらかじめご

がないか自ら確認すること（任意様式の

19 日より、検疫における検査証明の確認

理解ください。

場合には必要情報の該当箇所にマーカー

• 日本人帰国者を含む全ての日本への入国

• 厚生労働省が有効と認める検査検体及

をする）など、自らの責任において有効

• 今後も任意のフォーマットの利用は妨げ

び検査方法以外による検査証明は、日本

な検査証明書を準備の上、空港チェッ

られませんが、厚生労働省では、入国者

での検疫及び各航空会社に無効なもの

クインカウンターにご持参ください。

が一層厳格化されています。

検査証明書
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
検査証明書の確認について（本邦渡航予定者用Q ＆A）
www.detroit.us.emb-japan.go.jp/ﬁles/100177589.pdf

厚生労働省（日本における水際対策の抜本的強化に関するQ ＆A）
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法の早見表
www.detroit.us.emb-japan.go.jp/ﬁles/100177590.pdf

厚生労働省（新型コロナウイルスに関するQ ＆A）
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/
dengue_fever_qa_00001.html

厚生労働省ホームページ
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

厚生労働省（感染対策の基本）
www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf

厚生労働省（水際対策に係る新たな措置について）
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

TECOT（海外渡航者新型コロナウイルス検査センター）
（経済産業省）
www.tecot.go.jp

令和 3 年度の領事・旅券手数料について（2021年 4 月1 日から 2022年 3月31日まで）
• 外貨貨幣換算率の改定に伴い、2021年4月1日から領事・旅券手数料は以下のとおりとなりました。なお、領事・旅券手数料は毎年4月1日に改定されます。
• 手数料は、受領時にお支払いください。パーソナルチェック、クレジットカードはご利用いただけませんのでご了承ください。
1. 旅券
① 一般旅券（10年有効）
........................................................ US $148.00
② 一般旅券（5年有効: 12 歳以上）........................................ US＄102.00
③ 一般旅券（5年有効: 12 歳未満）.......................................... US ＄56.00
④ 一般旅券の記載事項変更旅券............................................. US＄56.00
⑤ 一般旅券の査証欄増補 ....................................................... US＄23.00
⑥ 渡航書の発給...................................................................... US ＄23.00
2. 証明
① 在留証明 ............................................................................. US＄11.00
② 出生・婚姻・死亡等身分上の事項に関する証明（英文）
...... US ＄11.00

③ 翻訳証明 ............................................................................. US ＄41.00
④ 署名証明（官公署に係わるものを除く）
................................US＄16.00
⑤ 運転免許証抜粋証明 ............................................................US ＄19.00
⑥ 旅券所持証明......................................................................... US 19.00
3. 査証
① 一般入国査証 ......................................................................US＄28.00
② 数次入国査証.......................................................................US＄56.00
③ 通過入国査証.........................................................................US ＄6.00
※ ①〜③は、査証申請人の国籍によって異なる場合があります。

④ 再入国の許可の有効期間の延長 ..........................................US＄28.00

詳しくは当館ホームページをご参照ください。令和 3 年度 領事・旅券手数料: www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/tesuuryou.html

6

Views

05 21

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
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

また、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。領事メールでは、
新型コロナウイルス感染症に関する日本及び米国における新たな措置等の
最新情報や、州政府等による夜間の外出禁止制限等、また、各地での抗議活動に
関する情報等をお送りしています。
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。帰任に伴う領事メールの配信停止には、帰国届の提出、
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。
在留届、帰国届の提出

www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

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

チューリップタイムフェスティバル
Tulip Time Festival
Downtown Holland, MI
5 月1日（土）
–5 月9日（日）
問合わせ : 800-822-2770
https://tuliptime.com
ミシガンにいながらにしてオランダの気分が
味わえる街ホーランドへはデトロイトから車
で約3時間。チューリップが満開になる時季
に合わせて開催される当フェスティバルは
1929年から続く伝統的なイベント。今年は規
模を縮小して開催予定。

2021 Detroit Tigers
ホームゲームスケジュール
デトロイトコメリカパーク
www.mlb.com/tigers
5月
対 Twins
7日 – 9 日
対 Royals
11日 –13 日
対 Cubs
14日 –16 日
対 Indians
24日– 27日
対 Yankees
28日– 30日

家族で楽しめるオンラインプログラム
デトロイト美術館（DIA at home）
www.dia.org/athome
• 家でできるアートクラフト
• 学芸員による館内アート紹介・
児童を対象としたアート紹介
• 館内アート保存修復師コーナー
注：デトロイト美術館は現在開催中ですが、
入館には事前予約が必要です (4 月下旬現在）

デトロイト・シンフォニーオーケストラ
（DSO）
www.dso.org
• ヴァイオリニスト五嶋みどり
デジタルコンサート
5 月8日（土）7:30pm（ET）
–

現在、新型コロナウイルス対応として、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、当館領事窓
口は予約制となっています。来館に当たっては、事前
に電話等にて来館時間を予約くださいますようお願い
いたします。
Tel: 313-567-0120（代表）
また、当館が入居するルネッサンスセンタービルに
入構する際、入口で健康状態等に関する質問及び体温
測定が行われます。体温が高い場合等、入構が認めら
れないことがありますので、体調がすぐれない場合は
体調が回復してからお越しいただきますようお願いい
たします。また、入構に際してはマスクの着用が必要です。
詳細は、当館 HP をご確認ください。
www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

注 : 掲載イベントは、内容が変更される場合があります。必ずイベント主催者にご確認ください。
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 は一切の責任を負いかねますこと、ご了承ください。

イベント情報
特別イベント

当館へお越しいただく際にご留意いただき
たい事項（予約制、入口での検温等）について

ミシガン大学美術館（UMMA）
https://umma.umich.edu
• Virtual Field Trips at UMMA for K-12
（バーチャル社会科見学）
https://umma.umich.edu/
k-12-resources/virtual-learning
• Virtual Tour（彫刻とヨガ）
https://exchange.umma.umich.edu/
resources/28072/view

編集委員の独り言
ミシガン州でもワクチン接種が加速しています。
当初はためらう気持ちがありましたが、やはり接種
すべきと思い先日ワクチン接種をしてもらいました。
私が行ったのは大きな会場だったのですが、多くの
方々に流れ作業のように整然と接種が進んでいく様
を見て大変感心しました。また同時に、ワクチンが
足らないと大騒ぎしている国と何が違うのだろうな
どと考えてしまいました。
大統領がその責任と権限のもと目標を明確に宣言
し、目標に対して確実に実行している状況を分かり
やすく日々情報発信し、更には前倒しで達成しよう
としている。不確定なことが多々ある中でそのリス
クについても丁寧に説明し、十分な量のワクチンの
確保などリスクに備えたバックアップも並行して準
備し、リスクが大きいと判断すれば即座に方針転換
する。このリーダーシップとスピードは一企業人と
しても見習わなければと思いました。
接種後に厚紙に手書きの接種証明書をもらった時に、
せめて財布に入る大きさにして欲しかったと思いつ
つも、このアナログな方法もスピードアップに最適で
はと、ことワクチン接種に関してはアメリカで起きて
いることを肯定的にとらえてしまう自分がいました。
近い将来、状況が好転すると信じ、今しばらく頑張っ
ていきましょう。
JBSD の行事についても、従来通り開催できる日が
一日でも早く来ることを切に祈っています。
T.I.

7

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

今月のトピック
• デトロイトりんご会補習授業校
新校長着任の挨拶 .................................................... 1
• 特別寄稿: お子様の歯の健康を保つために ....... 2
• リレー随筆: 孔子の夫婦人生論と私の夫婦人生 ... 3
• 日本語スピーチコンテスト ........................... 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・ABeam Consulting USA共催

文化部会・ミシガン大学美術館（UMMA）共催

東日本大震災復興10周年記念イベント
〜石巻こけし人形紹介〜
日 時: 5月2日（日）6:00pm（ET）
–
参加費: 無料
定 員: 100名
形 式: オンラインライブ
言 語: 日本語
ナビゲーター: 部奈津 Ph.D.
C
 urator of Asian Art, University
of Michigan Museum of Art
林 貴俊氏
石巻市在住創作こけし作家

ビジネスウェビナー :
アフター・コロナ時代起こりつつある
自動車・モビリティ業界の変革とは
日 時: 5月13日（木）
10:00am –11:30am（ET）
参加費: 無料
定 員: 100名
形 式: ZOOM
言 語: 日本語
講 師: 古川俊太郎氏
ABeam Consulting Ltd.
執行役員プリンシパル、
自動車・製造ビジネスユニット長

商工部会・Dickinson Wright 共催

ウェビナー: ミシガン州の企業向け〜
COVID関連の法律およびガイドライン
日 時: 5月7日（金）
3:00pm – 4:30pm（ET）
参加費: 無料
定 員: 100名
形 式: ZOOM
言 語: 英語・日本語
講 師: David R.Deromedi弁護士
原田真紀子弁護士
（ミシガン州・日本国弁護士）

事務局長だより
日本は桜の開花が例年よりも早かったようですが、筆者
も 4 月中旬に デトロイト川に面したベル・アイル公園（Belle
Isle Park）の桜を見に行ったところ満開に近い状態で、とて
も美しい春の景色をみることができました。
ミシガンには多くの日本との姉妹都市関係（www.detroit.
us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sistercity.html ）がありますが、
デトロイト市と愛知県豊田市との交流が最も長い歴史を
持 って おり 1960 年 9 月 21日に 始 まりまし た。1994 年 に
は豊田市と JBSDから友好の印として、同公園のラグーン
（Scott Lagoon）に沿って 100 本の桜が贈られ植樹されま
したが、病気や害虫のために枯れてしまう木が増えたため
2014 年にはデトロイト市による再生プロジェクトがスター
トし苗木の再植樹が始まりました。公園を訪れた日にはラ
グーン沿いに植樹された桜が花をつけているのを見て再生
プロジェクトを進められたデトロイト市の思いを感じました。

JBSDからのお知らせ
2021年度のJBSDマラソン大会は
10 月に開催の予定です。

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

1994 年に桜の木の贈呈と共に設置された記念碑

