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デトロイト日本商工会（JBSD）の皆様、

在デトロイト日本国総領事として 7月

10日に着任した進
しんどう

藤雄
 ゆうすけ

介です。

以前にフィラデルフィアとロサンゼル

スで生活したことがあります。このたび

中西部（ミシガン州とオハイオ州）を担

当することとなりました。先日お目にか

かった地元の方がミシガン州は「北海岸」

と呼ばれていると教えてくれました。「東

海岸」、「西海岸」に次いで、「北海岸」と

いう三つ目の海岸で生活できることは 

幸運と思うとともに光栄に感じています。

着任にあたり、ミシガン州とオハイオ

州が日本と密接な関係にあることを知

り、うれしく思っています。こちらで生

活を始めたばかりですが、地元の人々の

日本への印象が非常に良いことを感じ

ます。時折、日本語で挨拶されたりして

はっとすることがあります。この地域で

多くの学生が日本語を学んでいるという

事実もうれしいことです。日本に関心を

持つ方々、日本の良き理解者をもっと

増やすようにしたいと思います。

姉妹都市関係を見ても、ミシガン州と

滋賀県、オハイオ州と埼玉県の州県関係

に加え、多くの姉妹都市関係が結ばれ、

盛んな交流が行われており、とても心

強く思っています。

日本と米国との市民レベル、草の根

レベルの絆の強さは在留邦人の皆様、

日系企業の活躍等のおかげであると思

います。

このように日本と当地の緊密な関係を

背景に、JBSDにおかれましては長年に

わたり、交流や親睦の活動を活発に行っ

ていると伺っています。JBSD関係者の

皆様のご尽力ご貢献に敬意を表すると

ともに感謝申し上げたいと思います。

在デトロイト日本国総領事館では館員

が一丸となって、日本人の皆様の安全の

確保、各種領事サービスの提供、日系

企業の支援に努めて参ります。併せて、

日本のすばらしい文化や伝統を当地の

人々に伝え、日本への理解を深めてもら

い、日米両国間の友情の強化、交流の促

進のために最大限取り組んで参りたいと

思います。

JBSD会員の皆様のご支援、ご協力を

いただきながら、誠心誠意努力して参り

ます。どうぞ宜しくお願いいたします。

在デトロイト日本国総領事

 進
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藤  雄
ゆうすけ
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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、8月15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 ）や各州ホームページ等でご確認ください。

日本への入国時は、出国前 72時間以内に新型コロナウイルスの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ていましたが、

日本時間の 6月 24日からミシガン州の指定が解除されたことにより、日本人を含むミシガン州

からの入国者については、入国時に検疫所長が指定する場所において3日間待機する必要がなく

なりました。

ただし、入国後 14日間の自宅等で待機する措置については継続されています。

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6月21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指定解除）

 www.detroit.us.emb-japan.go.jp/files/100202670.pdf

•  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新たな水際対策措置 

（検疫強化対象国・地域（ミシガン州）の追加） 

（2021年6月25日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C102.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 

（変異株流行国・地域（ミシガン州）の解除） 

（2021年6月21日付け広域情報）

 www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C099.html

•  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

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
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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

ミシガン州関連リンク

•  www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_103043-562057--,00.html

•  www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Face_Mask_Recommendations_5.20.21_725941_7.pdf

ミシガン州保健局による集まり・マスク着用命令の解除について

6月22日、ミシガン州保健局による集

まり・マスク着用に関する命令（2021 

Gathering and Face Mask Order）が解除

されました。ワクチン接種完了の有無に

かかわらず、原則、屋内・屋外におけるマ

スク等の着用は不要と不要となっています。

ただし、米国疾病予防管理センター

（CDC）のガイドラインにより、ワクチン

接種の有無にかかわらず、航空機、電車、

バス等の公共交通機関を利用する場合、

空港、駅等に滞在する場合、引き続き、

マスク等の着用が求められています。

また、7月27日、CDCは、米国における

デルタ株感染拡大を踏まえ、ワクチン接

種完了者のマスク着用に関する推奨事項

を改訂しました。今次改訂の主な内容は

右記のとおりです。

1.  ワクチン接種完了者であっても、感染のレベルが高い地域（「Substantial Transmission

（相当の感染）」または「High Transmission（高い感染）」）においては、公共の屋内環境での

マスク着用を推奨。

2.  ワクチン接種完了者であっても、地域における感染状況にかかわらず、以下に該当する

場合は、マスク着用を検討（Might Choose to Wear a Mask）。

 – 免疫不全である人

 – 感染による重症化リスクが高い人

 – 免疫不全や重症化リスクが高い人、またはワクチン接種未完了の人と同居している人

3.  ワクチン接種完了者であっても、濃厚接触者については、接触後3〜5日以内に検査を

行い、14日間または陰性結果が出るまでは、公共の屋内環境ではマスク着用を推奨。

4.  ワクチン接種状況にかかわらず、全ての教師、学校関係者、生徒、学校訪問者のマスク

着用を推奨。

 –  また、各施設等が独自のルールを定めている場合は、ワクチン接種完了の有無にかか

わらず、各施設等のルールに従うことが求められています。

 –  その他、マスク等の着用が推奨される場合がありますので、詳細については、以下の

二番目のリンクをご確認ください。

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

当館へお越しいただく際にご留意いた
だきたい事項（予約制）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いただけるよう、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、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。タワーエレ

ベーター内はマスク着用となっています。また、当館内

についてもマスク着用をお願いしています。

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

領事館よりおしらせ

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455_98456_103043-562057--,00.html
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Face_Mask_Recommendations_5.20.21_725941_7.pdf
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見逃せない田舎、ジャクソン

Jackson College

吉
よしだ

田  藍
あい

トレイシーさんよりバトンを受け取り

ました。Jackson Collegeの吉田藍と申しま

す。近郊地域における国際社会への理解を

深めることを目的としたAffinityチームが

4月より編成され、その中でAsian/ Pacific 

Islander Liaisonとして勤務しております。

東日本大震災時、当時勤務していた宮城県

の大学が被害を受けた後すぐに渡米してし

まったため、このような形でまた大学で働

くことに不思議なご縁を感じております。

さて今回は、我々のホーム、ジャクソンに

ついて簡単にご紹介させていただきます。

ジャクソンって？

シカゴとデトロイト間の中間地点あたり

に位置するジャクソン。町の名前は、当時の

大統領アンドリュー・ジャクソンに由来し

ています。当初はジャクソノポリスでした

が、1831年にはジャクソンバーグに変わり、

1857年に現在のジャクソンに落ち着いたと

言われています。市章はジャクソン大統領

が馬にまたがるデザインを1934年より用い

ていますが、多様性を表現するデザインへ

と現在リニューアル中です。また政治史の

上では、共和党の誕生の地として有名です。

ゴルフ好きにはたまらない！

人口当たりのゴルフ場数をみると、フロ

リダのサラソタに続いて第2位に君臨し

ているジャクソン。その歴史は古く、1800

年代に郡内初のゴルフ場が設立されまし

た。数あるゴルフ場の中でも特におすすめ

は、Golf Digestで星4つ半、2013年度ジャ

クソン郡内ベストゴルフ場に輝いたGrand 

Golf Clubです。美しい緑に囲まれた18ホー

ルからなるコースは、あらゆるレベルの愛

好家が楽しめる構成となっています。その

他にも、自然豊かなConcord、施設がきれ

いなArbor Hills、ダウンタウンからすぐの

Cascadeなど、比較的お財布に優しい価格

設定で気軽にゴルフを楽しめるのが、ここ

ジャクソンの魅力です。

夏空を舞う熱気球

International SpeedwayでのNASCARを

筆頭に、年中様々なイベントが開催される

なか、ぜひご紹介したいのが7月末のHot 

Air Jubileeです。1983年から開催されている、 

郡内の夏の風物詩ともいえるこのイベント。

Sugar Bearというクマのかわいらしい気球に

乗せていただく機会がありましたが、空か

ら見るジャクソンは、森と湖が広がる自然

にあふれた、予想をはるかに上回る美しい

町でした。夜になると、数十もの気球がElla 

Sharp公園をバーナーの灯で照らし、ファン

タジー映画から飛び出してきたような幻想

的な空間が演出されます。気球に乗らなく

てもその迫力と美しさに圧巻されるHot Air 

Jubileeですが、もう一つの楽しみ方は、各パ

イロットが所持する気球のトレーディング

カード収集。お願いすればサイン入りもも

らえます。パイロットによっては空からダ

イナミックにばらまくこともあるようです。

B級ご当地グルメ、ジャクソン風 

コニードッグ

コニードッグとは、ミートソースなどの

トッピングがのったホットドッグの一種で

す。ジャクソン風の特徴は、柔らかいバンと

スパイスが効いた牛ひき肉（心臓部分が伝

統的）のトッピング。豆の入っていないチリ

ソースが特徴のデトロイト風と見た目が似

ていますが、ローカルによると決して同類 

ではないようです。ジャクソンのプライド

にかけたこの名物料理ですが、郡内にある

コニーアイランドと名のついたレストラン

すべてが、ジャクソン風を提供しているわ

けではないとのこと . . . 。（苦笑）

開発の進むダウンタウン

刑務所の町として有名だった時代も

ありますが、それを払拭するかのように

近年ダウンタウンの開発が進んでいます。

最近まではゴーストタウンのように殺風

景でしたが、ここ数年Bright Wallsという

イベントを通し、世界中のアーティストが

ジャクソンに集結し、壁画アートを描いて

います。今ではいたるところにカラフルな

人物画や花、ポップアートなどが見られ、

インスタ映えする写真スポットとしても有

名になりつつあります。2018年から毎年

少しずつ壁画が増えていて、足を運ぶ度に

ダウンタウンが鮮やかに変貌していること

に驚かされます。

その他にも、地ビールがおいしいGrand 

River Brewery、ワインも雰囲気もすばらしい

Sandhill Crane Vineyards、工場見学可能な老

舗チョコレート店Gilbert Chocolates、コー

ヒー好きが集うJackson Coffee Companyなど、

ローカルに愛されているスポットが多く

あります。皆様も近くを通られる際には、

頑張る田舎ジャクソンにぜひ足を運んで

いただけますと幸いです。

それでは、バトルクリーク補習授業校の

小論文担当教員として悩んでいる際に大変

お世話になりました、コメリカ銀行の楜澤

先生にバトンをお渡しいたします。楜澤

先生、どうぞよろしくお願いいたします！

279回 リレー随筆
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JBSDイベント報告

2021年JBSDゴルフ大会が、7月11日（日）Farmington Hills 

G.C.にて開催されました。あいにくの雨にもかかわらず総勢

96名と例年どおり多くの方々にご参加いただきました。

今回もCOVID-19対策をスポーツ部会で検討し、昨年と

同様にスプリットスタート（時間差スタート）で開催致しました。

そのため、参加された皆様のご協力もあり、大会は無事に

終えることができました。また、趣旨であるJBSD会員同士の

親睦を深める場として普段とは違う顔合わせでのプレーを

楽しんでいただけました。

上位に入賞されたのは次の方々です。男女優勝者にはそ

れぞれ楯が贈呈され、ベストグロス（グロススコア: 76）の方

にも総領事賞として楯が贈呈されました。

参加者の皆様にはこの場をお借りして、御礼申し上げます。

来年も例年どおり、7月の開催を計画しています。JBSD会員

同士の親睦の場としてより沢山の方の参加を宜しくお願い

致します。 （スポーツ部会）

スポーツ部会主催

2021年JBSDゴルフ大会 成功裏に終わる

結果発表

男子の部

優勝 岡田　健太郎   Alps Alpine North America, Inc.

2位 矢尾板　トニー   BDO

3位 三浦　康宏   Daido Metal U.S.A. Inc.

ベスグロ（76） 田村 耕祐   DENSO International America, Inc.

女子の部

優勝 森岡　美穂   DENSO International America, Inc.

2位 石川　陽子   Kurabe America Corporation

3位 水澤　順子

ベスグロ（94） 磯村 圭子   KDDI America, Inc.

昨年はコロナのため開催できなかった

トラバースシティバスツアーですが、今年

は8月1日に開催できました。前日は雨予報、

例年より早くチェリーが終了したため直前

でのブルーベリー狩りへの変更、道中の通

行止めなど、ドタバタありの珍道中。とは 

言え、皆の思いが届いたのか、いざ到着して

みると天気は晴れ、気持ちの良い青空へ！

最初に訪れたのはミシガンが誇る広大

なスリーピングベアー砂丘国立湖岸公園。

緑豊かな風景に突如として現れた砂丘に

大興奮。下が見えない急斜面とその先に

広がる紺碧のミシガン湖と青空の大パノ

ラマに大感激！ 砂丘で昼食をとった一行

は、ブルーベリー農園へ。夏の太陽の光を

いっぱいに浴びて育った甘酸っぱい大粒

ブルーベリーを思う存分に堪能。最後は

トラバースシティダウンタウンへ移動し、 

個性的なレストラン、素敵な建築物が

立ち並ぶお洒落な町を散策し、ショッピン

グや夕食を楽しみました。ミシガンの大

自然を見て触って味わった大満足の1日

になりました。

青年委員会では引き続き、皆様にお楽

しみいただける様々なイベントを企画し

ています。ぜひご参加ください！

（青年委員会: 鬼塚・西村・小野・徳川・本多）

青年委員会主催

2021年トラバースシティバスツアー

男子優勝者
岡田　健太郎さん

女子優勝者 
森岡　美穂さん

総合ベストグロス 
田村　 耕祐さん



ミシガン州とシンガポール、そして日本を比べて

執筆者   長
ながさわ

澤  哲
てつろう

郎

2008年のLabor Dayに私は妻と5か月の娘

とともにマクナマラターミナル（日本人の同

僚が子供のミドルネームに付けたので印象

深い名称です）に降り立ちました。それから

2年半の間、平日は大学病院で脳波の研究を

行い、休日はキャンプに行ったり娘を通じて

知り合った方々と交流したりと、公私とも充

実した生活を送りました。日本では考えられ

ないほど自分の時間が持てたので、0歳から

3歳という人生で最もダイナミックに発達し

ていく娘の姿をつぶさに観察することがで

きました。帰国後は日本の病院で6年間ほど

働き、縁あって2017年からシンガポールに

住んでいます。二つの国に住んでみると当然

ながら違いを感じることが多いですが、一方

で似ているなと感じることもあります。本稿

では日本人の立場からミシガン州（米国）と

シンガポール、そして日本を比べて感じた

ことをまとめてみました。

まずは広さが違います。Troyの自宅から

UPまで行くのに1日がかりなのに対して、

シンガポールはEast Coastの東端にある空

港からWest Coast Roadの我が家まで高速

なら30分ちょっとで到着してしまうほど

で、面積は中央部の森林・湖沼地帯を含め

ても東京23区と同じ広さしかありません。

このため、シンガポールの医療コンセプト

は“どんな「田舎」にいても30分以内に病

院に到着できる”という前提で組み立てら

れています。また、コロナ禍で国境を超え

ることが難しくなり、この狭さが災いして

どこにも行けないことが大きなストレス

（それまでは日帰りでマレーシアに行った

り、週末バンコクステイなどができまし

た）になっていますが、日本は多少なら

遠出ができるのでこの点はいいですね。

最も大きな違いは気候です。ミシガンには

メリハリのついた（冬はつきすぎ？）四季が

あるのに対して、赤道直下のシンガポールは

年中30度前後の気温で一定しており、雨が

多いか少ないか程度の違いしかありません。

季節感がなく節目が感じられないため、時間

の経過がより一層速く感じられます。こちら

に来てからドカ雪やリンゴ狩りなど、ミシガ

ン時代の話を家族とよくするようになった

のは、日本に生まれた者として季節が体に染

みついていて年中一定の気候に気持ちがつ

いていけず、話だけでも四季を感じたくなる

ためと推察しています。

社会的な面では、教育に対する対照的な

姿勢があります。シンガポールは小学校卒

業時に全国統一テストがあり、この成績に

よって将来大学へ行けるかが決まるだけで

なく、成績下位の1％程度は卒業できずに

留年となります。飲料水さえ隣国から購入

しなければならない国にとって唯一絶対の

資源が人材であることから、独立時より国

を挙げて教育に全力を注いでおり、国民も

それに応えているようです。一方、米国の

教育の自由度はとても高く、仕事をしてか

ら大学に入り直すことも珍しくなく、学生

の意欲や目的意識は非常に高いものがあり

ます。この視点からみると、日本の教育は

どっちつかずとなって、教育効果も自主性

も中途半端であると感じます。

一方、似ている面の代表は、国を維持す

る絶え間のない挑戦です。日本という国は

努力しなくても日本ですが、英国が植民地

運営のため中国やマレーシア、インドなど

から労働力を借りてきた寄り合い所帯の

シンガポールは、統一の努力を怠ると空中

分解するリスクを抱えています。機会ある

ごとに国の指導者が民族の垣根を超えた団

結を訴え、国旗や国歌がそれに利用されて

いる様子は、かつてミシガンで見た光景に

重なります。なかでも、コメリカパークの

試合前セレモニーで米国籍を取得した新国

民が宣誓をして国歌を斉唱する姿は、今で

もはっきりと覚えています。

ちょっと変わった類似点を挙げれば、シン

ガポールと米国のいずれも英国の元植民地

でありながら1人あたりのGDPが旧宗主国

をはるかに凌いでいるという、世界史上まれ

な国であるという点です。2020年のデータ

によれば米国が5位、シンガポールが8位で

あるのに対して、英国は22位で日本の23位

に並んでおり、かつての世界帝国は近年20

番台で低迷しています。私見ですが、英国と

日本が過去のシステムに縛られて硬直化か

ら抜けられないのに対して、優秀な人材を移

民という形で受け入れたり新しい制度を積

極的に取り入れるといった柔軟性の高さが

この差に表れていると思っています。

以上、雑駁なお話になってしまいました

が、シンガポールに住んでいると無意識に日

本やミシガン州と比較していることが多く、

これを機会にまとめさせていただきました。

最後になりますが、ミシガン在住時に懇意に

していただき、大切な思い出をもらった皆様

にこの場をお借りして感謝いたします。

シンガポールの56回目の誕生日を前に、

オーチャードのオフィスにて。

執筆者: 長
ながさわ

澤 哲
てつろう

郎 

小児科・小児神経科医

08–11年 ミシガン小児病院リサーチフェロー
17年– シンガポールの日系クリニック勤務

特別寄稿  第4回

経済成長を遂げても 
東南アジアの遺伝子は健在

自宅より隣のアパート 
越しに見る南十字星

ミシガン思い出の1枚:アパートの中庭と娘
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東京オリンピックが閉幕しました。コロナ禍で

の開催ということで、開幕前は純粋なスポー

ツイベント以外の部分でも大きな話題となっ

たオリンピックでしたが、結果的には我らが

ニッポンは金メダル27個、銀メダル14個、銅

メダル17個の合計58個のメダルを獲得しまし

た。金メダル数では第3位、合計メダル数でも

第5位と、開催国の面目躍如たる活躍ぶりで 

した。開催に賛否両論があった東京オリンピッ

クでしたが、個人的には、外野の騒ぎに惑わさ

れずに純粋に競技に集中した参加選手達に一

スポーツファンとして心から称賛したいと思

います。日本ではコロナ感染者数がここ最近

爆発的に増加しておりますが、当地米国に於

いてもデルタ株による感染の再拡大が起こっ

ています。とはいえ、米国は経済活動をはじめ、

ポストコロナ時代に歩を緩めることなく突き

進んでいる様に見えます。来年の今頃はコロナ

禍に打ち勝つことができているのか、期待した

いと思います。 S.H.

編集委員の独り言

 JSDウィメンズクラブ主催    ミシガン州生活ガイドブックの絵表紙大募集

採用された作品の著作権は JSDウィメンズクラブに
帰属しますので、予めご了承ください。みなさまの

作品をお待ちしています。

ミシガン州生活ガイドブックプロジェクト代表 
チャクラボルティ　広美

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 

特別イベント
ステートフェア
Michigan State Fair
46100 Grand River Ave, Novi
9月2日（木）– 6日（月）
www.michiganstatefairllc.com/home

デトロイト・ジャズ・フェスティバル
Detroit Jazz Festival
9月3日（金）– 6日（月）
www.detroitjazzfest.org

U.P. フォール・ビアー・フェスティバル
U.P. Fall Beer Festival
Mattson Lower Harbor Park –Marquette
9月11日（土）

ツール・デ・トロイト・ライド
Tour de Troit Ride
Downtown Detroit
9月18日（土）

アメリカン・ スピード・フェスティバル
American Speed Festival
M1 Concourse Dr., Pontiac
9月30日（木）–10月3日

https://americanspeedfestival.com

2021 Detroit Tigers 
ホームゲームスケジュール

9月
対Athletics  1日（水）– 2日（木）
対Rays 10日（金）–12日（日）
対Brewers 14日（火）–15日（水）
対White 20日（月）– 22日（水）
対Royals 24日（金）– 26日（日）

スポーツ部会主催  第24回JBSDマラソン大会開催のお知らせ

湖が美しいケンジントン・メトロ公園で、今年は秋に湖畔マラソン大会が開催

されます。木々の葉が色づき始めるこの季節に、あなたもチャレンジしてみませんか。

大会当日はマラソンに加え、豪華景品が当たる楽しいゲーム大会も企画しています。

どうぞふるってご参加ください。

日　時 : 10月10日（日）8:00am–3:00pm
場　所 : ケンジントン・メトロ公園
応　募 : https://jbsd.org

競技種目 入賞対象者

1マイルコース 9歳以下の男・女

2マイルコース 10歳–12歳の男・女

3マイルコース 13歳–15歳の男・女 / 16歳以上の男・女

8.4マイルコース（湖畔一周） 13歳以上の男・女

※ 年齢は大会当日時点といたします。

JSDウィメンズクラブでは、ミシガン州生活ガイドブックのオンラインブックに掲載
する、表紙絵を募集しています。年齢・ジャンルは問いません。JBSD会員・JSD
ウィメンズクラブ会員またはそのご家族ならどなたでも応募いただけます。

締め切り: 2021年10月31日（日）

応募要領

サイズ: レターサイズ
テーマ: ミシガン州（連想させるものであれば結構です）
応募先 : hiromichakra@gmail.com

※  作品を写真に撮り、添付ファイルでお送りください。Subjectには「ガイドブック絵表紙」とご記入願ます。

https://jbsd.org/jbsdevent/%e3%83%9e%e3%83%a9%e3%82%bd%e3%83%b3%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89%e3%81%9b/


Japan Business Society of Detroit
42400 Grand River Ave. 
Suite 202, Novi, MI 48375
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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3分の2が経過しました。昨年来のワクチン接種の進展

によって今年に入ってコロナ感染は減少傾向が続いてきまし

たが、変異株の拡大により再び増加傾向が見られます。全米では

6月に日当たりの新規感染確認数が1万人近くまで減少しました

が、8月に入って急激な増加がみられ、8月下旬には15万人を超

えるレベルとなりました。ミシガンも一日当たりの新規感染は、

6月には100人台でしたが8月には1,000〜1500人に増加してい

ます。ただし他の州と比べると低いレベルで、スーパーマーケッ

トなどに行ってもマスクを着用した地元の方々も結構見かけるの

で何となく安心感があります。

これからの感染動向については不透明な状況の中ですが、感染

対策を行い州のガイダンスを守ったうえで、JBSDイベントとして

は7月に青年委員会主催のバス旅行、スポーツ部会主催のゴルフ

大会が実施され多くのご参加をいただきました。また9月には

スポーツ部会主催のソフトボール大会、10月にはマラソン大会が 

予定されています。いっぽうJBSD基金のイベントとしては、8月

26日にファンドレイズゴルフ大会が開催され50名のご参加を頂

戴することができました。ご支援をいただきました各社様には

改めて御礼を申し上げます。加えて、ボランティアとしてJBSD、

JBSD基金の活動を支えていただいているボードメンバー各位の

ご尽力に感謝申し上げます。今後の状況推移は予断を許しません

が、州政府のガイダンスを守り引き続き感染対策を実施しながら

一つでも多くのイベントを実現できるよう事務局としても頑張っ

ていきたいと思います。

事務局長だよりJBSD行事予定

詳細についてはJBSDウェブサイト（ jbsd.org ）をご確認ください

スポーツ部会主催

JBSD親善ソフトボール大会
日　時 : 9月12日・9月19日（日）
 9月26日（日）予備日
場　所: City of Novi Recreation Park

青年委員会主催

デトロイト再発見ツアー
日　時 : 10月3日（日）
場　所: Downtown Detroit

スポーツ部会主催

JBSDマラソン大会
日　時 : 10月10日（日）
場　所: Kensington Metropark

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）
www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

ミシガン州政府

www.michigan.gov/coronavirus


