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ミシガンの継承日本語事情 〜「バイリンガル」が育っている確かな手応え〜

イースタンミシガン大学教授

桶谷  仁美

昨年の本誌7月号でお伝えしました通り、

令和元年に「日本語教育の推進に関する法

律」が公布・施行されました。翌年、国はそ

の基本的な方針として「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じ

る」と発表しました。文科省（2011）によると、

ここで言う「グローバル人材」とは、次のよ

うな要素が示されています。

要素1: 語学力・コミュニケーション能力

要素2:  主体性・積極性、チャレンジ精神、

協調性・柔軟性、責任感・使命感

要素3:  異文化に対する理解と日本人として

のアイデンティティー

そのほか、この3つの要素に加え、幅広

い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、

チームワークと（異質な者の集団をまとめ

る）リーダーシップ、公共性・倫理観、メディ

ア・リテラシー等も示されています。

海外の在留邦人の数は増え続け、米国で

は世界全体の31％（444,063人、内永住者

211,005人）と最も多くなっています（外務

省2020）。では、ミシガン州に移住した邦人

の子どもたちはどのような言語・文化背景

を獲得しているのでしょうか。

一昨年の継承日本語話者（現地生まれ）

を対象にした「バイリンガルの発達とアイ

デンティティの関係」の調査※では、日本語

も英語も年齢相応のレベルに達しているバ

イリンガルが確認できました。ここでは、対

象者の中でも、高校生（両親日本人）を例に、

インタビューで得られた内容をいくつかま

とめてご紹介します。

•  家庭では親とも兄弟とも日本語のみを

使う。次世代への日本語継承の重要性を認識

していて、日本人としてのアイデンティティ

や誇りがある。

•  親の日本語・日本文化を大切に思う態度

が家庭環境にも反映している。一歩家に

入るとそこは日本（正月、節分の豆まき、

七五三、こたつ、日本のテレビ番組など）の

環境である。家では日本語の本を揃え、

親子で一緒に読んだ。通信教材を日本から

取り寄せた。

•  毎年一時帰国をしている。また、ミシガンでも

日本人コミュニティと積極的に接触している。

•  「補習校へは休まず通う」「漢検を受ける」

などの家庭でのルールを作った。

•  補習校は友達や日本人の先生に会え、家族

以外に日本語できちんと話せる場所である。

•  補習校では、日本語で教科（数学など）の

内容（概念）を先行して学び、現地校でその

用語を英語にすり替えて学習を進めた。

•  親のサポートが安心感につながっている。

家の外では、多文化社会という二つの文化

がバランスよく影響しあっている。

•  将来、バイリンガルを駆使し、仕事を通して

日米の架け橋になりたいと考えている。

言語を学習するということは、言語能力

を習得する以上にその意義や目的があり、

当然のことながら個々の家庭でそれは

異なり多様です。今回の調査からもわかる

ように、海外でバイリンガルを育てるには、

そのコミュニティの持つ活力や言語の接触の

度合い、親子の明確な目的意識、親子のアイ

デンティティや親の教育観等が影響します。

また、バイリンガル教育理論では、言語間で

は主に強い言語から弱い言語への認知面で

の転移（上記の数学のように）が起こり、どち

らの言語も伸びて行くと言われています。

さて、ミシガン州では、JBSD基金を始め、

在デトロイト日本国総領事館やデトロイト

りんご会補習授業校などのサポートによ

り、この9月から「ミシガン日本語継承セン

ター」（代表カーボーニ真由美氏）がスター

トします。このセンターでは、Grade 3–8

までの継承日本語児童生徒が、継承日本語・

日本文化を学習します。また、2023年には、

ノバイ市に国際的な都市空間である「桜ノ

バイ」が、グランド・オープニングすると

聞いています。

バイリンガル育ては、幼少の頃から成人

するまでの長い道のりを親子で共に歩んで

行く地道な作業です。コミュニティが益々

多様化し、活発化して行く中で、ぜひそれ

ぞれのご家庭にあったバイリンガル育てを

育んでいっていただければと考えます。

※  この調査は、JBSD基金の助成金で実施されました。また、たく
さんの方々にもご協力いただきました。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。
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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
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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

日本への入国をご予定の方へ
※  以下の情報は、5月14日時点の状況に基づくものです。最新の情報については、必ず当館ホームページ 

（ www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ）でご確認ください。

日本への入国時は、出国前72時間以内に検査を受け取得した陰性証明の提出が求められ、到着空港でも改めて検査を受ける必要

があります。このほかにも、入国後2週間の自宅等での待機や公共交通機関の不使用、LINEアプリ等での健康フォローアップ等、入国後の

様々な防疫措置を遵守する旨の誓約書を提出することが求められます。日本への入国をご予定の方は必ず以下の資料をご確認ください。

また、ミシガン州から入国される方は、5月1日からミシガン州が変異株流行地域に指定されたことを受けて、入国から3日間は

指定の施設において待機することが求められます。

厚生労働省からの案内

【重要情報】海外から日本へ来られる方すべての方へ

• 「出国前72時間以内の検査証明書」の提示（※下記当館資料も併せてご参照ください）

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

• 誓約書の提出

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html

• スマートフォンの携行・必要なアプリの登録

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html

• 質問票の提出

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00251.html

• Q＆A（帰国後の検疫について）

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

• 新型コロナウイルスに関する相談・医療の情報や受診・相談センターの連絡先

 www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

当館からの案内

• 「出国前72時間以内の検査証明書」に対応する当地医療機関

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00142.html

• 2021年4月28日付け当館領事メール（変異株流行地域へのミシガン州の追加指定）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100183460.pdf

• 2021年4月16日付け当館領事メール（日本入国時の検査証明確認の厳格化）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100177630.pdf

• 2021年3月12日付け当館領事メール（出国前検査証明の要件緩和）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100159325.pdf

外務省からの案内

•  新型コロナウイルス感染症に関する米国（ミシガン州他）、インド及びペルーに対する新たな水際対策措置 

（2021年4月28日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C070.html

• 新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（2021年1月13日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C010.html

• 検査証明書の確認について（本邦渡航予定者用Q&A）

 www.mofa.go.jp/mofaj/files/100178702.pdf
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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

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

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

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

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
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特別寄稿: 剣心一如（デトロイト剣道道場）

指導員 剣道四段

シャロド　美
み な こ

那子

デトロイト剣道道場は、米国内におけ

る剣道普及の為1975年に渡米した田川順

照先生によって設立されました。田川先

生は2005年の日本武道館での審査会で

アメリカから最初の最高段位である八段

に合格され、2016年には剣道界最高位の

称号である範士の称号を全日本剣道連盟

から日本国外で初めて授与されました。

同年には剣道を通じて日米文化交流の多

大なる貢献により外務大臣表彰を授賞さ

れました。現在は全米剣道連盟会長、並

びに国際剣道連盟副会長という重責を担

いながら、古稀を迎えた今も稽古で直接

指導をされています。

1996年に立ち上げた当初は12名から

始まったデトロイト剣道道場ですが、現

在では5歳から70歳過ぎまでの多国籍

の男女合わせて約100名が在籍してい

ます。中には子供が剣道を始めたことを

きっかけにして親も入門し、親子で剣を

交える方々も多くいます。私も親子入門の

1人です。

剣道の理念は、『剣道は剣の理法の修練

による人間形成の道である』とされてい

ます。当道場では、剣道技術はもちろんの

こと、礼節を尊ぶこと、稽古や試合で対峙

した相手に対しても感謝の気持ちを忘れ

ないことなど、心と身体を鍛え磨くこと

を大切にしています。

デトロイト剣道道場は、毎年デトロイ

ト剣道オープン大会を開催しています。

剣道の交剣知愛という言葉そのままに、

他州やカナダの剣士達と技を競い合いつ

つ親交を深めあう場であると共に、日本

の著名な剣道家をゲストに招き直接指導

を受けられる極めて貴重な機会となって

います。道場の剣士とその家族・知人に

よる手作りの大会ですが、最初は50名

たらずの大会でしたが、2020年に第22回

を数えた大会での参加者数は350人を超

え、参加道場数も年々増え続け、米国屈

指の大会となり、剣道の更なる発展に繋

がる大会になっています。

 『デトロイト剣道道場は家族である』

との田川先生の信条の通り、メンバー同

士の強い繋がりはこのコロナ禍において

も発揮されました。昨年3月半ばに対面

稽古が中止となってから最初は戸惑って

いた私達でしたが、ほどなくして週2回の

Zoomによる稽古を開始しました。オン

ラインで稽古ができるのか当初は半信半

疑でしたが、剣を交える仲間とコロナを

乗り切ろう、少しでもみんなで剣道をし

たいという思いで1年間続けることがで

きました。剣道の基本となる足さばきや

素振り、体幹トレーニング、剣道着着装

についてなど内容は多岐に渡り、オンラ

インにもかかわらず常に30名強のメン

バーが参加していました。今年2月によ

うやく室内稽古再開となり、再び顔を合

わせて稽古ができた時の、喜びにあふれ

た皆の笑顔に、デトロイト剣道道場とい

うファミリーの存在の素晴らしさを改めて

実感しました。

デトロイト剣道道場は、これからもメン

バー一丸となって心技体の全てを磨く

真の剣道道場として、アメリカにおける

剣道普及に努めてまいります。

道場での集合写真

稽古風景
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クラフトビールが 
熱いんです！

DENSO Manufacturing Michigan, Inc.

バトラー　洋
ようこ

子

ハインズたかねさんからバトンを受け

取りました、バトラー洋子と申します。

アメリカ在住　32年目を迎えました。アメ

リカ人の夫と成人した息子3人（28歳、26

歳、22歳）の5人家族です。私のミシガン

での生活は、息子たちをバイリンガルに

育てるために、子育て中心の生活でした。

その合間に、友達とNPOを立ち上げたり、

小さなビジネスをしたりしました。現在

は子供たちも巣立ち、フルタイムで働き、

生活環境は変わって来ています。

私達の生活はPCやインターネット、携

帯などの発達で便利で多様化してきてい

ます。そんな中で、近年ミシガンで大きく

変化してきた物のひとつにビールがあり

ます。以前ミシガン州では宗教の影響でお

酒を飲むことは好まれませんでした。お酒

を飲むことは出来ましたが、楽しく飲む場

所が数多くありませんでした。しかし、今

ミシガンはクラフトビールが熱いんです！

アメリカではクラフトビールが大ブー

ムです。ミシガン州でもこの10年で、あ

ちこちにBreweries（醸造所）と呼ばれる

クラフトビールの工場＆バー、レストラ

ンがたくさん出来ました。Breweriesが増

えてきたのは、ミシガン湖の冷たい水と、

ドイツ人が多い地域性が理由とも言われ

ています。現在ミシガンは、クラフトビー

ル醸造量、醸造所と醸造パブの数で国内

5位にランクされています。

クラフトビールを日本語に訳すと、地

ビールでしょうか。定義としてはクラフ

トマンシップ（職人技）から来ていると言

われています。クラフトビールは、小さな

醸造所で職人が材料にこだわり、多種な

材料を使い（フルーツ、香辛料など）、新

しい味、そこでしか飲めないオリジナリ

ティーあふれたビール造りに挑戦してい

ます。アルコール度も高く、カロリーが

高いものが多いです。会社規模ではなく、

生産量が限られていることも特徴です。

我が家の次男が卒業した大学に、ミシ

ガン州初のSustainability Brewingという

学科が出来ました。彼はその時エンジニ

アリングを専攻していたのですが、子供の

頃からコーヒー Brewingや発酵に興味を

待っていたので、その学科に移り、卒業後

はクラフトビールの道に入りました。現

在は、Breweries（醸造所）のヘッドBrewer

として誇りをもって働いています。

近年はクラフトビールだけではなく、

ワインやウイスキーも人気が出てきまし

た。以前からミシガンにはワイナリーが

ありましたが、クラフトビールの人気に

続いて、いくつものワイナリーがワイン

テイスティングを始めたり、ウイスキー

蒸留所でもツアーやウイスキーテイス

ティングを行ったりするようになりまし

た。Tシャツや、トレーナー、ビール・ワ

イングラス、コースターなどのオリジナ

ルグッズも販売しています。

アメリカではビールと言えば、スポー

ツ観戦をしながら、ポテトチップやポッ

プコーンを頬張り、家族でBBQをしな

がら、有名な会社のビールを水のよう

に飲む風景が思い浮かびます。でも今、

おしゃれにクラフトビールを飲むミシ

ガンダーも増えてきたのも事実です。

我が家では息子たちも成人し、お酒を

飲むようになり、クラフトビール業界に

入った息子に影響され、家族でよく

Breweriesに行きます。おいしいビー

ルを飲みながら、ビールの話に花

を咲かせています。

ちなみに、Brewingと言えば

コーヒーですが、以前は、カプ

チーノや、ラッテなどを飲め

るカフェが私の住んでいる町

にはありませんでした。特にアイスコー

ヒー。アイスコーヒーというコンセプト

がなかったのか、お店で注文すると「何そ

れ？」という顔をされ「自分で作ってね。」

とホットコーヒーと一緒に氷をいっぱい

入れたコップを渡されました。今ではア

イスコーヒーが買えることに喜びを感じ

ています。

近年は、流通システムがよくなり、ク

ラフトビールの域を超えた生産量を持つ

Breweriesが増え、アメリカ全土に発送さ

れるようになりました。企業形態になっ

てきたBreweriesが増えてきたのです。私

としては、そこでしか飲めないビール

を、そこに行って飲むことが最高の楽

しみですが、今後益々多くのミシガンの

Breweriesが、企業として、また人々の憩

いの場として、成長して行くことを願っ

ています。

次は、同じデンソーミシガンで働いて

いる、永島久子さんにバトンを渡します。

彼女はエンジニアで、バトルクリーク

補習授業校の先生です。

276回 リレー随筆
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ミシガン州 花火大会2021   

6月

19日（土） 10:00pm Walled Lake: Walled Lake Fireworks

25日（金）
 

10:00pm
@Dusk

Mt. Clemens: Independence Day Celebration Fireworks
St. Clair Shores: St. Clair Shores Memorial Parks Fireworks

26日（土） 10:00pm Lake Orion: Lake Orion Jubilee Fireworks

28日（月） 10:00pm Detroit: Ford Fireworks

30日（水） 10:00pm–11:00pm Shelby Twp. Fireworks: Stony Creek Metropark Fireworks

商工部会・Fragomen法律事務所共催

移民法ウェビナー

4月8日（木）、JBSD商工部会はフラゴ

メン法律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お招きして、

バイデン政権の移民政策とそれに伴う最

新の法令動向についてのウェビナーを

共催しました。最初に荒木弁護士から

バイデン政権発足以降のこれまでの動き

と本年の見通しについて四半期ごとに纏

めた全体像が示され、以下の個別項目に

ついて詳しい解説が行われました。

バイデン政権における優先政策
• 政権発足100日間の優先政策

   トランプ政権下で導入された移民法政策の

廃止や見直しを行い、トランプ政権との違い

を鮮明化 :「アメリカの移民法政策への信頼

を取り戻す」「外国人が社会に同化し、歓迎さ

れる国を目指す」

• 移民法改革のイニシアチブ

 –  就労ビザや雇用:年収額に応じたH-1Bビザ

の割り当て、雇用ベースのグリーンカード申

請と発給枠、新たなビザカテゴリーの設定

 –  雇用主に対する移民法準拠と施行の強化

バイデン政権の改革法案
• 移民法改革法案の骨子

  –  2021年2月8日に議会へ提出

   不法滞在者の合法化、グリーンカード手続き

の効率化、H-1Bビザプログラムの改革、家

族ベースのグリーンカード申請手続きの

改革、雇用者への罰則強化など、広範囲に

わたる内容をカバーする法案

 –  今後、議会で多くの議論と変更案の対象に。

議会を通過するかは不透明

バイデン政権の大統領令と規則変更の提案
• トランプ政権の移民法施策の検証

 –  バイデン政権による、新たな規則変更の提案

は未だ無い

コロナウイルスが与えるビザへの影響
• 移民局の手続き遅延

• 多くの米国大使館の閉鎖

• その他行政手続きの遅れ

トランプ政権の移民法施策への影響
• 入国禁止令

 –  公共衛生の観点に基づく、特定の国や地域を

対象にした入国禁止令ーCOVID Ban

 –  カナダ・メキシコからの陸路による入国制限

 –  L-1・H1B・J-1・H-2B保持者の入国禁止令

（2021年3月31日に失効）

• 就労ビザ関連の政策や方針

 米国移民局におけるL-1ビザ申請審査の傾向
• L-1 追加証拠要請と承認率の傾向

• L-1B ビザ申請の却下率

• 移民局の却下判断を控訴した場合の成功率

 コロナウイルスと前政権の移民法施策が在
米日本企業へ与える影響
• 日本企業の対応

• 今後の動き

全体として、バイデン政権は前政権の

移民法政策の見直しの積極的な実施と、

新しい国土安全保障省や移民局長官の

任命を通じた自らの移民法政策の推進

を目指しているが、新政権下での成果や

変化が目に見えるようになるには未だ

暫く時間がかかる模様。また、一部の政

策や方針では、前政権と同じ部分もあ

り、バイデン政権独自の移民法政策には

依然として注意が必要。尚、日系企業へ

の直接的な影響としては、在日米国大使

館・領事館の領事業務はパンデミック

前の水準に戻っていることは良い影響で

あるが、依然として米国外への渡航には

消極的な企業や社員も多く、在留許可の

延長の為に移民局を通じた手続きを選

択するケースは多いとみられる。移民局

の厳しい審査傾向や審査遅延の傾向は

当面続くと予想されることから、米国内

での手続きは困難が続くことが予想され

る。日本へ一時帰国となれば、隔離期間

などを含め1か月以上の滞在になるケー

スもあるが、合法滞在・就労許可の維

持の為にはアメリカ出国を余儀なくさ

れるケースは暫く続く予想。

本ウェビナーに関するお問い合わせ先: 荒木　信太郎弁護士  •  Email: saraki@fragomen.com
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文化部会・ミシガン大学美術館共催

石巻こけし人形紹介

今年は東日本大震災から10年という

一つの区切りとなる年を迎え、コロ

ナ禍の影響を受けながらも被災地では

震災経験を風化させないための各種イ

ベントが開催されたことが日本では

大きく報道されました。JBSD文化部

会では去る 5月 2日（日）ミシガン大

学美術館との共催により、震災復興の

過程で生まれた石巻こけし人形の紹介

イベント「石巻こけしの世界」をオンラ

イン・ライブにて開催しました。

ミシガン大学美術館では、1970年

代に同学の教授が集められた伝統こけ

し人形を所蔵されていますが今回は石

巻から現代の創作こけし作家である林

貴俊氏をお迎えし、ミシガン大学美術

館アジア美術学芸員である及部奈津氏

が聞き手となって対談形式で進められ

ました。

紙面の関係上主なテーマのご紹介

に留まりますが、以下の項目につい

て楽しいお話をお伺いすることがで

きました。

• こけしとは

• 奈良時代に遡るこけしの由来

•  創作こけしの材料・製作過程・色使い

• 伝統こけしと創作こけしの違い

•  東北各地で作られるこけしの特色・違い

• 林氏の創作こけし作品紹介

林氏は石巻で震災前から呉服店を営ん

でおられましたが、多くの方に石巻を

知っていただき復興の手助けをしたい

ことが創作こけし作家になったきっか

けとのお話がありました。

質疑応答の中で、呉服と創作こけし

の共通点の有無について質問が出たこ

とに対し、呉服に使われる縁起の良い

柄を使うことや、災厄から身を守り健

康を願う赤色を使う点が共通している

との興味深いお話が紹介されました。

標準的なモデル 
名前は「フィッシュボーダー」

頭にタコを乗せた 
色使いの異なる「ニョキポコ」

ケーキを模った「こけ〜き」

創作こけし作家  
林貴俊氏

アジア美術学芸員  
及部奈津氏

特別イベント

Ensemble Hanabi コンサート “日本の香り”
歌とマリンバ、和太鼓の演奏

日　時: 6月19日（土）9:00am & 10:00am
場　所: Farmington Farmers Market 
曲　目 :  「いつも何度でも」（スタジオジブリより） 

「さくら」「八木節」「One Moment in Time」他
ensemblehanabi@gmail.com
www.ensemblehanabi.org 
（Summer Music Campも有り）

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
6月
対Mariners  8日（火）– 10日（木）
対White Sox 11日（金）– 13日（日）
対Cardinals 22日（火）– 23日（水）
対Astros 24日（木）– 27日（日）

イベント情報 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。

我が家では長年、裏庭で目立たない様に野菜を作っておりました。近頃は燐家の樹木が

大きくなり作物が取れにくくなってきておりました。昨年ついに、野菜畑を日当た

りの良い道路に面したサイドヤードに作り始めました。1ヶ月ほどするとSubdivision

のManagerがやってきて苦情がでていることを伝えてきました。By Lawをみると、

Fenceについて作る前にHome AssociationのApprovalがいることが書かれてあり、

またCityにも承認を取る必要がありました。当時の状況では、メッシュのFenceを

作ることが問題にされ、とても認めてもらえない状況でした。ただ、木製のFence

で美しいDesignのものであれば承認も可という話で終わりました。まずCityの

Requirementを満足させるようにRaised Bed

を一部解体変更し、それをもとにSubdivisionの

条件を満たした案を提出。約3週間後にHome 

Associationから承認をいただき、その一ヶ月後に

Cityからも承認され、夫婦ともに大喜びの日でし

た。工事が段々と進む毎に今度は通る人々から、

「いいね」の一言をかけられ張り合いのある日々

と変わって行きました。そろそろ完成真近です。

収穫が出来たら、今度はお分けるする楽しみ

が出来そうです。 H.J.

編集委員の独り言
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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

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。

今年も年央にさしかかり、ミシガンでは先月から始まった新緑

が最も盛んな時期を迎えました。

いっぽう新型コロナパンデミックの影響で昨年3月以降は不自

由な厳しい日々が続いてきましたが、政府の積極的な政策により

ワクチン接種が大幅に進み、感染状況もかなり減少してきました。

JBSDの各部会、青年委員会の常任委員により、7月以降の各種

イベント再開に向けた検討をいただいておりますが、屋外イベン

ト再開が可能になるのではないかと期待しています。スポーツ部

会主催のソフトボール大会は、9月実施で既に具体的なご案内を

させていただきましたが、その他にもゴルフ大会やマラソン大会

なども決まり次第ご案内をさせていただく予定で、状況は一歩

ずつ改善されてきていると思います。その他の部会、青年委員会

でも感染状況と州のガイドラインを注視しながら、実施環境が

許す限りご対応をいただく予定です。

連邦政府、州政府が実施している積極的なコロナ対策が功を奏

し7月の独立記念日には感染収束に向けた明らかな兆しが見えて

くることを祈りたいと思います。

さて、新緑の季節と共に今年も新しい命が生まれてきました。

カナディアン・グースは皆様もよく見かけられると思いますが、

今年は鶴の子供も見ることができました。元気に育ってほしいと

思います。

事務局長だより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

商工部会・Business Engineering America, Inc.共催

ビジネスウェビナー : 
製造業DX！製造現場の生産性向上と
製造原価の把握
日　時 : 6月10日（木 ）
 2:00pm–3:00pm
参加費: 無料
定　員 : 100名
言　語 : 日本語
講　師 : 舘岡 浩志氏
 Business Engineering America. Inc.
  
商工部会・みずほ銀行共催

ビジネスウェビナー :
米国の気候変動対策と自動車産業 
への影響
日　時 : 6月23日（水） 
 2:00pm–3:15pm
参加費: 無料
定　員 : 100名
言　語 : 日本語

講　師 : 戸
とつか

塚 隆行氏

 みずほ銀行 産業調査部 
 米州調査チーム調査役

スポーツ部会主催

JBSDゴルフ大会
日　時 : 7月11日（日） 開催予定 
場　所: Farmington Hills Golf Club

スポーツ部会主催

JBSDソフトボール大会
日　時 : 9月12日（日）8:00am–
 9月19日（日）5:00pm–
場　所: City of Novi Recreation Park
募集チーム: 36チーム
参加費: 1チーム＄120
申し込み締め切り: 6月25日（金）

スポーツ部会主催

JBSDマラソン大会
日　時 : 10月10日（日） 
 8:00am–3:00pm
場　所: Kensington Metropark

1年ぶりにスポーツイベント再開！


