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Hot News!!
自分に合った形でのチャリティー参加を！
トライングルは、ハロウィーンの季節が終わると駆け足で冬が訪れます。
既にホリディシーズンの予定を立て始めた方も多いのではないでしょう
か。家族の集まりや、イベントが増えますが、12月はまたGiving Tuesday
に代表されるようにチャリティーが盛んになる月でもあります。米国全体
で年間4000億ドルもの寄付が集まるとされていますが、そのうち約３割が
12月に集中しています。非営利団体は、活動資金の約半分を12月の寄
付で得ているというデータもあります。自分の住むコミュニティにどのような団体があって、そこ
が何を目的に活動をしているかを再確認する良い機会でもあります。コミュニティー内でのチャ
リティ情報収集はこちらのリンクが便利です。https://www.givingtuesday.org/whats-happening
-near-me 各団体のWebページに活動レポートがありますので、そちらで団体活動がチェックで
きます。寄付にも色々種類があります。資金・物資のサポートがメインとなりますが、ボランティ
アメンバーとして時間を寄付すること、また保護が必要な動物の借り住まいを提供することも
チャリティです。またそれ以外にも、自分のSNSなどで各団体の情報をシェアすることも新し
い"チャリティ参加”の形とされています。自分に可能なサポートを自分に合った形で選択し寄
付するチャリティ活動。”Many a little makes a mickle"とは、まさにこの事ですね。

ラッピングでもエコフレンドリー
ホリディシーズンの到来です。遠方に住む家族や友人と集まる機会も多くな
り、ギフトを贈り合う機会も多くなります。2018年の米国消費者連合の調べ
では国民1人あたり約＄600ほどが贈り物にあてられたそうです。ホリディが
過ぎると目立つのが入りきらない程の空箱、ラッピングペーパーが押し込ま
れ、蓋の閉まらないRecycleのBin。最近では風呂敷などを利用したエコフレ
ンドリーなラッピングや、包装の簡素化が進んでいますが、受け取ったギフトの包装紙などは再
利用が難しいようであれば、分別してリサイクルしましょう。また、この機会に各カウンティの分
別方法を確認するのもいいかもしれません。1）ラッピングのリボン、ボウはリサイクルされない
カウンティが多いので分別しましょう2）食べ物の箱は必ず食べ物を除いてリサイクルしましょう
3）ラッピングペーパーでグリッターやメタリック模様が入ったものはリサイクルに分別されない
場合があります。カウンティの指示に従いましょう。4）プラスチックバッグは、リサイクルできま
せん。

大晦日にどんぐりを落とすのは何故？
大晦日の風物詩と言えばRaleighの”Giant Acorn Drop（ どんぐり落とし）”でしょ
うか。Fayettevilleストリート近くのメイン会場で行われ、花火と共に大晦日の一
大イベントです。1991年の大晦日から始まったこのイベントですが、意外と背景は知らないもの
です。巨大どんぐりのオブジェは、市の創設２００周年を記念してNC在住の彫刻家David Benson氏によって作成されました。楢の木が多く町のニックネームにもなっているRaleigh市にぴっ
たりのこのオブジェ。全長は10フィート(約３メートル)、重さはなんとは1,250パウンド(567kg)もあ
るそう。普段は、Moore Squareに飾られています。この大きなどんぐりを移動させ、落とす、裏
方さんの大変さも合わせて見るとイベントの感激も一入かもしれません
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“渡航前に準備しておきたい、日本からのインターネット海外送金”
夫の海外赴任が決まり、慌ただしく荷造りを進める出発1ヶ月前、ふと心配に
なったのが、渡航後すぐのキャッシュの確保についてです。特にノースカロライ
ナは車が必須と聞いていたので、車購入のためにある程度の大きな額のキャッ
シュが到着後すぐに必要になることが予測されました。令和を迎えたこの時代、
インターネットを介せば現地に行ってからでも何とかなるだろう。そんな風に甘
く考えていましたが、調べてみるとそこには予想をはるかに超える煩雑な手続き
が待っていました。背景には、昨今世界中で問題となっているマネー・ロンダリ
ング（資金洗浄：犯罪によって得られた資金を、出所がわからないようにするた
めに複数の金融機関口座などを利用して転々と送金を繰り返すこと）の防止があ
ります。マネー・ロンダリングに悪用されることを防ぐため、金融機関の海外送
金のハードルは年々高くなっています。もし悪用されたことがわかると銀行も多
額の罰金を払わなければなりません。
こうした社会状況を踏まえ、我が家が渡航前に比較検討した日本の三大メガバ
ンク＋ゆうちょ銀行のインターネット海外送金についてまとめます。ただしここ
に記す情報は2019年10月時点のもので、今後変更が発生することも大いに予測さ
れますので、必要な場合には各金融機関のホームページなどで最新の情報を確認
してください。
※ここでのインターネット海外送金とは、日本の自分の口座からアメリカの自
分の口座へお金を移すことを意味します。日本に残った家族などからアメリカの
自分の口座へ送金してもらうパターンは含みません。
＜三菱UFJ銀行（MUFJ）＞
三菱UFJダイレクトというインターネットバンキングのシステムに、海外滞在者向
けの三菱UFJグローバルダイレクトというオプションサービスがあります。こちら
に加入すると海外からでも残高照会や海外送金が可能になります。なお、すでに
出国済の場合は申込できません。以前は海外赴任者のみを対象としていました
が、2018年7月から対象を海外留学生、同伴する家族まで拡大しています。
必要書類：お届出印、グローバルダイレクト新規申込書、パスポート、
国内の勤務先企業の在籍が確認できる書類（保険証など）、海外赴任
証明書、留学が確認できる書類（留学証明書など）
申込期限：出国予定日の2週間前（三菱UFJダイレクト未契約の場合3週間前）
利用料金：300円／月 ※海外送金時は別途、送金手数料等が発生
＜三井住友銀行（SMBC）＞
SMBCダイレクトというインターネットバンキングシステムのオプションで、SMBC
ダイレクト・グローバルサービスというものがあります。MUFJ同様、海外からの
残高照会や海外送金が可能になりますが、こちらも出国後の申込はできません。
対象は海外勤務者、海外留学者および同伴する家族です。
必要書類：申込書、個人番号告知書、居住地国等の届出書、海外勤務証明書（勤
め先企業の派遣証明印があるもの）、合格通知書・入学許可書等のコピー（留学
の場合）マイナンバー資料…次のア・イのいずれか
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ア）本人確認書類のコピー＋マイナンバー通知カードのコピー
イ）個人番号カードのコピー
申込期限：出国予定日の3週間前
利用料金：220円／月 ※海外送金時は別途、送金手数料等が発生
＜みずほ銀行＞
意外なことに、みずほ銀行は海外赴任者など非居住者の海外送金を受け付けてい
ません。海外勤務者向け“日本国内”送金サービスはありますが、海外送金では
ないので注意が必要です。
＜ゆうちょ銀行＞
ゆうちょ銀行は、海外赴任者へは可能な限り口座の解約を推奨しています（非居
住者の手続きを行えば口座の保有は可能）。また、ゆうちょダイレクトというイ
ンターネットバンキングのシステムがありますが、ゆうちょダイレクトは国内で
の利用を前提にサービスを提供しており、海外からの利用や動作を保証していま
せん。ゆうちょダイレクトでは国際送金を取り扱っていますが、あらかじめ郵便
局の貯金窓口・ゆうちょ銀行店舗における取引時確認とマイナンバーの登録が必
要になります。…と、ゆうちょ銀行のホームページから抜粋しましたが、まとめ
ると、みずほ銀行のように完全にNGではないものの、MUFJやSMBCのように海外赴
任者用のサービスはなく、確実に送金できる保証もない、という状況だと判断し
ました。
＜番外編 ユニオンバンク＞
日本にいるうちにアメリカの銀行口座を開設し、事前に日本の銀行口座から資金
を移す方法もあります。三菱UFJ銀行のパシフィックリム・カンパニーベネフィッ
ト・プログラム（赴任者向け）もしくはカリフォルニアアカウント・プログラム
（留学生向け）を利用すると、MUFJのグループ銀行である米国ユニオンバンクの
口座を開設することが可能です。ただし、注意しなければならないのは、この
MUFJグループのユニオンバンクは、ノースカロライナ州に支店を持っていませ
ん。大変紛らわしいことに、RaleighやCaryにもユニオンバンクという銀行があり
ますが、これは全く別の銀行です。

MUFJグループのユニオンバンク
https://www.unionbank.com/

ノースカロライナにあるユニオンバンク
https://www.unionbanknc.com/
※ホームページのアドレスの最後に“NC”と付いています。
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我が家はMUFJのグローバルダイレ
クトサービスを使用しています。必
要書類のチェックが想像より厳し
く、初回は海外赴任証明書の不備で
申込できず、夫の会社に書類を発行
しなおしてもらい、再度申込に向か
いました。日程には余裕をもって申
込したほうが良いでしょう。アメリ
カの銀行口座開設後、日本のMUFJ口
座から送金手続きし、2日ほどでアメリカの口座に入金されました。番外編として
記載したユニオンバンクの口座開設も検討しましたが、審査に4週間かかるため渡
米に間に合うかわからない、夫婦共同名義の口座を開設するには夫婦それぞれが
MUFJに口座を持っている必要がある、NCに支店がないので別の銀行の口座を開設す
る可能性が高いが、その場合でも口座維持のための手数料がかかる、などの理由か
ら、ユニオンバンクの口座開設は断念しました。
ここではインターネットの送金について書きましたが、店舗窓口での送金も近年
どんどん厳しくなっています。ゆうちょ銀行は2019年4月から、MUFJ・SMBC・みず
ほの三大メガバンクは2019年6月から、現金での海外送金取り扱いを停止しまし
た。地方銀行はメガバンクに先駆けて既に受付を停止している銀行が大半です。
「現金での」というのは、例えばA銀行に口座を持っていない人がA銀行の支店窓口
に現金を持っていきアメリカへの送金を依頼しても受け付けないということです
（いわゆる一見さんお断り）。A銀行に口座を持つ人が、本人の口座からアメリカ
へ送金することは、銀行の審査が通れば可能です。また、海外送金に対応できる窓
口を各銀行とも収縮する方向にあり、ゆうちょ銀行は3,210の郵便局で対応してい
たのを2019年10月から1,194局に減らしました。日本の金融機関のマネー・ロンダ
リング対策を審査する国際組織「金融活動作業部会（FATF）」の第4次審査が10月
末から開始される予定です。その結果によっては更に日本から海外への送金が難し
くなる可能性もあり、最新の情報を入手する必要があります。一度渡航してしまう
と手続きできなくなるものも多く、金融機関での審査も入るため、これから渡航さ
れる方へは十分な時間の余裕をもっての準備をお勧めします
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教育プラン
小学校から高校の間には、体や精神に障害を持ってたり、病気がちだったり、知的障害が
あっても、学校で円滑に学習できる教育プランがあります。このプランを立てることによっ
て、学校側がどんな援助を生徒にできるのかを明確にします。大抵の場合は、学校のス
タッフ、保護者、そして必要ならば本人と面談を行い、どの様にしたら教育で成果をあげれ
るのかを話し合います。この様な教育プランには504プランとIEPプランがあります。多分ほ
とんどの方には耳慣れないプランだと思います。この両方のプランには色々な援助の仕方
がありますが、今回はごく一部だけでも読者の皆様にご紹介したいと思います。
＊504プラン
教室内でどの様な援助や、学習への環境作りができるかのプランです。例えば、喘息の発
作が起きやすい生徒に対して、吸入器をどうやって教室に持ち込み勉強をするとか、学習
障害があって、物事に集中できない生徒は、近くにぬいぐるみや手でクルクル回したりす
るおもちゃなどがあると落ち着ける場合には、それを教室に持ち込むことができます。また
授業中に先生にいつ当てられるのかとドキドキして緊張して、精神的に追い込まれてしま
うなどの生徒に対して、このプランでは、授業中には教師に対して、当てないで欲しいと要
求することもできます。この様に教師に対して色々な配慮をお願いすることができます。
＊IEPプラン
個別の教育プランです。個人の生徒に対して教育成果を上げるために計画目標を立て
て、それに沿って、教師、保護者、本人が学習を進めていきます。日本からアメリカに来て
数年経ち、ESLのクラスは卒業したけれど、英語力がまだ学年レベルに達していない場合
が含まれます。どうやって英語力をつけたら良いのか、当面の目標や勉強方法を話し合い
ます。定期的にミーティングを持ち、目標が達成されているのか、時折確認します。
この様に学校では、どんな子供でもしっかりと教育が受けられる様に色々と配慮をしてくれ
るので、お子さんのことで、心配があれば、是非担任教師に相談することをお勧めします。
/荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者

Junko Gilbert, CPA
公認会計士 ギルバート順子
所得税申告、自営業の税務、ITINの申請、その他税務会計一般
日本語でお気軽にご連絡ください。最初の30分は無料です。

E-mail: junkogilbert@gmail.com
TEL: 336-813-6042
Winston-Salemの近くです
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Junko Gilbert, CPA, PLLC
149 Whitehead Dr.
Advance, NC 27006-7626

「口腔衛生：虫歯と歯周病について」
前回と前々回２回に渡って口腔癌（口の中に出来る癌）についてお話しさせて頂
きましたが、今回はう蝕（虫歯）と歯周病（歯茎の病気）についてお話しします。
1-う蝕（虫歯）:多分多くの方が今までに罹患したことがあると
思います。小さい時お母さんに『虫歯ができちゃうから歯磨き
しなさい』と言われていた方もいらっしゃるのではないでしょ
うか？虫歯は口腔内の細菌（主にStreptococcus mutans）が食
べ物に含まれている糖質を使って酸を作り、歯のエナメル質や
その内側にある象牙質を溶かしてしまう現象です。象牙質の内
側には更に歯髄と言われる神経が入っている場所があるので、
初期のエナメル質に限定した虫歯では痛みがないことが多いですが、深くなるにつ
れ痛みを伴ってきます。歯髄まで進行してしまって神経が侵されると、最悪の場合
には根管治療(root canal treatment）になります。
食事をすると食物残渣（食事のかす）、細菌、唾液が合わさって歯垢（Plaque）を
作ります。そして先ほど申し上げたように細菌が食物のカスの中の糖質を使って酸
を作るのです。ですから、歯垢を落とす為に歯磨きが必要なのですね。
歯磨きには歯ブラシ、歯間ブラシ、そしてデンタルフロスを使われることをお勧め
します。歯ブラシは主に表面の、歯間ブラシやフロスは歯と歯の間の食べかすや歯
垢を取り除くように設計されています。Water pickを使う方はあまり強い水圧で使
わないようにして下さい。歯茎を痛める原因になるからです。爪楊枝は先が尖って
いるので歯茎を痛めることがあるのであまりお勧めしません。（歯に挟まった大き
い食物残渣を取る時に限定して下さい）。食事をしてから３０分以内に磨くように
心がけて下さい。というのは、酸が出来るのは食後３０分内だからです。
2-歯周病：これは歯茎の病気です。歯垢や歯垢が硬くなってできる歯石の中の別の
細菌が歯茎に炎症を起こして、それが慢性化することによって歯茎はもとより顎の
骨まで溶けてしまいます。そうなると折角虫歯のない健康な歯でも土台がぐらつい
てしまうので、最悪の場合には抜かなくてはいけなくなります。それでは、どんな
要因が歯周病のリスクになるのでしょうか？ 糖尿病などの全身疾患、歯ぎしり、
不適切な詰め物とそれによる不正咬合（噛み合わせ）、喫煙、不規則な生活や食習
慣、ストレスなどが要因とされています。予防としては上記のリスクファクターを
出来るだけなくすこと、それと歯垢、歯石の除去が大切です。歯垢は１の虫歯の章
で申し上げた歯磨きで落とすのですが、歯石はご自分で除去することは出来ないの
で、定期的に（６ヶ月に１回）歯科医院でクリーニングと定期診断を受けましょ
う。日本では８０２０といって８０歳で２０本以上歯を保てるようにしようという
厚生労働省の運動があり（歯は親知らず４本を入れて全部で３２本）、２０１６年
には達成者の割合は５６.１％だったそうです(*) 。８０歳で２０本以上を目標に
歯を大切にし、自分の歯でおいしい食事をいつまでも頂きたいですね。
（ 参照*: 平成２８年度歯科疾患実態調査
/中村宏美: 福岡出身

厚生労働省）
Carrboro在住
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これからの日本の不動産市場
日本で土地や家を所有している人、いずれ日本に
住む親から実家を相続する予定の人にとって、日
本の不動産市場の動向については気になるところ
ではないでしょうか？将来日本へ帰国して住む人
も、いずれ売却する人も資産価値としては少しで
も高い方がいいですよね。一方土地や家を所有し
ていない人が将来日本へ帰国した時には、新たに住む家を探すことになりますが、
購入にせよ賃借するにせよ安いに越したことはありません。そこで今回は日本の不
動産市場について紹介します。

１．日本でこれから起こること
不動産市場では一般的に価格は需要と供給によって決められます。需要（購入者）
が供給（売却者）を上回れば価格は上昇しますが、需要が減る、供給が増えるとい
うことになれば反対に価格は下降します。そこでこの需要と供給に影響する出来事
をいくつか紹介します。
(1)空き家問題とその対策としての中古住宅の流通促進施策
既にご存じの方も少なくないと思いますが、日本は人口減、少子高齢化傾向にあり
ますが、このことにより深刻な空き家問題が生じています。たとえば親子世帯の家
のケースを考えてみた場合、子供が成人し独立して家を出たとします。その後しば
らくして高齢の親（両親）が亡くなると空き家となります。ここで家を相続した子
供が売却または引続き居住できればよいのですが、思うような価格で売却できな
い、子供が勤務地などの都合で居住できない、となれば空き家として残ってしまい
ます。総務省の土地統計調査（2018年）によれば日本の空き家の数は846万戸で、
この数は総住宅戸数に対し13.6%、つまり日本の住宅の7戸に1戸が空き家というこ
とになり、この数は今後も増えることが予想されます。またこの数字はあくまでも
平均値であることから、首都圏と地方の人口や年齢構成を考えれば、地方の空き家
比率がさらに高くなることは想像に難くありません。
空き家が増加すると建物の老朽化による倒壊や火災、不審者の侵入による治安の悪
化など近隣住民に対しても迷惑がかかるという問題が発生します。そこで国は対策
として空き家を再利用できるようにするため、リフォーム工事の助成や空き家住宅
流通（売買）のための施策を打ち出しています。
（少し前置きが長くなりましたが）こうして中古住宅の供給が増えることで空き家
問題は解消されますが、一方で供給増により住宅価格の下落が懸念されています。
(2)2020年問題
2020年は東京オリンピック・パラリンピックが開催されますが、このため現在不動
産価格が上昇しています。原因はオリンピック施設の建設のため建材費や人件費が
高騰し、それと共に住宅建設のコストも高騰していることがあげられます。またこ
の時期に向けて快適性を求めて都心へ居住する人の増加や、この機会をチャンスと
見る海外を中心とした投資家の増加なども上昇に拍車をかけています。そしてこう
した不動産価格の上昇が東京オリンピック・パラリンピック終了をきっかけに下落
に転じるのではないかと懸念されています。
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(3)2022年問題
この問題は「生産緑地」と呼ばれる（住宅地に混在する）農地が、2022年以降住宅
用として供給され不動産価格の下落が懸念されるものです。どういうことかと言い
ますと1992年に国は住宅地を増やすため、農地についても住宅地同様の課税（固定
資産税などを強化）をかけました。ただし実際に農業を営んでいる地主に対しては
30年間この課税強化を猶予しました（安い税金で据え置きしました）。この農地を
「生産緑地」といいますが、30年後の2022年にこの指定が解除されることから、地
主が（農業をやめ）農地を売却するのではないかと言われます。そうなると宅地の
供給が増えることになり価格の下落が懸念されています。
２．今後の不動産価格の動向
これらの状況を考えれば今後2020年または2022年以降日本では不動産価格が下降す
ることが予想されますが、実際はどうなるでしょうか？確かに長期的にはその傾向
になるかと思われますが、実際に個人が不動産の売買をする局面においてどうなる
か予想することは難しいと言わざるを得ません。その理由としては以下があげられ
ます。
・市場価格の下降により需要が増え再度価格が上昇に転じる可能性がある
・新築マンションなどでは物件が増えても販売業者の供給調整により価格の下落に
歯止めがかかる
・今後も首都圏を中心に海外投資家の参入が増え続ける
不動産に限らず各種の経済指標を予想することは専門家でも難しいですが、今後日
本で不動産の売買や居住を考えている人はこうした観点に注目するとより関心が高
まるかもしれません。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日本の年金、老後の日本帰国、国際事務手続を支援します。ライフメイツ（ロサン
ゼルスオフィスTEL:213-327-8650） www.life-mates.jp info@life-mates.jp
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日本語を育てていますか？
子供さんが学齢期になると、漢字学習が親子げんかの一因になるとよく
聞きます。漢字ができるかできないかは、国語の成績に直結しますし、
国語に限らず学校での学習全般に影響する問題ですから、親が「漢字、
漢字」と言いたくなるのは当然です。ましてや、異国の地で暮らしている
と、日常目にする看板や標識などから自然に漢字を目にするような「言
語景観」もありませんから、ますます家で親が頑張らなければという意識が強くなることで
しょう。
ですが、一度原点に戻って考えてみましょう。漢字ってどうして勉強するのでしょうか。「学
校のテストのため」でしょうか。「お母さんを怒らせないため」でしょうか。
文字は言葉を表記するためにあるものです。日本に居れば町を歩いているだけで、日本
語の会話を耳にし、漢字も自然に目にします。学校では国語のみでなく、様々な教科を学
ぶ中で多くの言葉を吸収し、テレビではバラエティの砕けた言葉から熟語にあふれる
ニュースまで一日中目や耳に飛び込んできます。そのような環境の中で、子供たちは言
葉を増やし、その言葉が学んだ漢字と結びつくことで定着していきます。
勿論初めての漢字が目に飛び込み、その読み方、意味を知ることも多いでしょう。「あ、こ
れがあの言葉の漢字だったのか！」この気づきこそが学びにつながっていきます。
ところが、こちらの環境にいる子供たちに多く起こっていることは、初めて見る漢字が目に
飛び込み、読み方を聞いてみたけれど聞いたこともない言葉だった、というケースです。
漢字以前に言葉そのものを知らないのです。「ちゅうしょくをとる」という文に「中食」を充て
るようなことが起こるのは、その言葉を知らないことから起こる例です。学齢が上がるほ
ど、言葉の抽象性が増すので、このような経験が増えていきます。子供にとって漢字学習
は意味のない何かを暗記する苦痛に変わって行ってしまう可能性を強く秘めています。
日本語との接触が限られている環境で日本語の言葉を増やすのは容易ではありません
が、漢字として学ぶような言葉を家庭内で使用するよう大人が心掛けてみるのも一つかも
しれません。オンラインで入手しやすくなった日本のドラマやアニメ、マンガも総出で使っ
てみましょう。ただし、漢字の言葉に多く触れられる媒体は新聞です。小学生新聞などを
上手に使ってみることもお勧めです。音読を強要するのではなく、親が読んであげて、会
話のネタにすれば、語彙増加の助けになるでしょう。書けるかどうかの前に、漢字が多く
使われるような文章を理解できることが大事です。
こちらへの滞在期間は皆さんそれぞれだと思いますが、滞在中に日本語との接触量が大
幅に減るのはどの子供さんにも同様です。学年相応の漢字を学習することの負担を理解
してあげながら、ただ漢字を覚えなさいという指導だけでなく、様々なタイプの読み物を取
り入れ、家庭内で使う言葉を見直してみるなどの工夫をしながら、言葉そのものを増やす
試みも是非してみてはいかがでしょうか。

/ 藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住
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瘀血の体質別タイプと改善法
「万病の元」は瘀血です。よく見られる病気は、狭心症、心筋梗塞、動
脈硬化、癌、高血圧や糖尿病などと、女性では、月経不調、月経困難症、子宮内
膜症、子宮筋腫や更年期障害などがあります。病名がなくても、手足の冷えやし
びれ、乾燥肌、肌色が黒ずむ、肩こりなども瘀血によって起こります。体に発生
した瘀血を除去する方法は、中国漢方では、「活血化瘀」と呼んでいます。これ
は、ドロドロになった血液をサラサラに変え、うっ滞を取り除き、スムーズに流
れるよう改善するものです。
元気不足タイプ：元気がない、息切れ、倦怠感、汗をかきやすい、風邪を引き
やすい、食欲不振、下痢しやすいなど。元気を補う方法で、朝鮮人参、黄耆など
を使います。
血液不足タイプ：顔色が悪い、動悸、立ちくらみ、皮膚につやがない、経血量
が少ない。血液を増やす方法で、当帰、阿膠などを使います。
冷え、寒がりタイプ：手足の冷え、寒がり、倦怠感、むくみ、夜間多尿など。
体を温める方法で、肉桂、生姜などを使います。
体液不足タイプ：口やのどが渇き、水を飲みたがる、手足がほてる。のぼせ、
寝汗、皮膚が乾燥など。体液を増やす方法で、麦門冬、生地黄などを使います。
イライラタイプ：胸部や腹部に張り、痛みがある、ため息が多い、イライラ、
怒りっぽいなど。緊張を緩和する方法で、柴胡、木香などを使います。
漢方薬の中に、血液の汚れを除去し、血液の滞りを阻止する力をもった生薬が
たくさんあります。よく使われるものは丹参、芍薬、川芎などです。このような
生薬を上記のタイプに加えることで、瘀血の発生、予防に優れた効果を発揮しま
す。
瘀血の予防は毎日の生活が基本です。適度な運動を行い、ストレスがたまらな
いよう心がけましょう。さらに、十分な睡眠をとり、いろいろなものをバランス
よく食べ、生活環境に注意することが養生法となります
/武 耕（ぶ こう）：北京中医薬大学医学部卒業 中医師1991-2006年、日本に
て漢方相談医、東洋医学講師として勤務。現在、Chapel Hill在住。アメリカ中医
師、鍼灸師資格者（日本語堪能）

鍼灸・漢方薬
Geng WU / 武耕
(中医師、鍼灸師)

ご相談は日本語でどうぞ

Geng WU（武耕中医師 鍼灸師)
北京中医薬大学医学部卒業、２
3319 Durham-Chapel Hill Blvd. Durham ５年以上の臨床経験と知識を持
27707
ち、アメリカ中医師や鍼灸師資
TEL:919-593-6715 （日本語可）
格者。鍼灸治療と漢方薬のご相
Acuhealtriangle@gmail.com
談をいつでも承っております。
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第7回
「○○するべき」「○○であるべき」「○○しなければいけない」
人は誰しも過去の経験や体験により作り上げられた様々なルールを持っていて、そ
れらに縛られてがんじがらめになっていることがあります。自分がそれらのルール
に縛られているだけならまだしも、それらのルールを誰かに強引に押しつけたり、
ルールにそぐわない人間を軽視したり、軽蔑するようになり、そして最悪の場合に
は自分のルールに従えない大事な方との繋がりをいとも簡単に断ち切ったりしま
す。それらのルールの多くはご両親から幼少期に何百遍も怒られたり、叩かれたり
して学んだものです。他には小学校の先生や権威がある方を通して培われたもので
す。ですから、大人の自分が持っているルールが「当たり前」「常識」であるよう
に見えています。無意識にそのルールを他人にも課そうとします。ですが、本来は
100件の家庭には100通りのルールがあり、配偶者、義理父母、友人、先輩、上司、
同僚かかわる人たちは全く異なったルールの上に育って来ているものです。
例えば下記の中に一つでも当てはまるものはありませんか？
「何かを貰ったら感謝の言葉がを言うべき」「LINEやFBのメッセージを貰ったらす
ぐ返事をしなくてはならない」「約束の時間の5分前には絶対到着していなければ
ならない」「愛し合うもの同士なら相手の期待に応えるほどのクリスマスプレゼン
トをあげるべき」
自分はルーズで全然できもしないようなことを他人に期待して自分のルールだと
誰かに課している人すらいます。（特に配偶者に対しては）けれどあなたが持って
いるルールとは、あなたご自身が嬉しくなった。満たされた。評価された。逆に辛
くて悲しかった時の過去の経験の記憶の欠片でしかありません。ですから、今現状
体験していることに対して過去のルールを当てはめたり、照らし合わせたり。ルー
ルを手放せないで、目の前の相手とお付き合いするとすれば、自分のルールに基づ
いた結果は全く返してもらえず、それがストレスの原因になったり、大きな不満の
原因を作り出していきます。過去作ったルールはできるだけ手放した上で目の前の
事柄だけと向き合いましょう。
因みに私は、「私の気分を害し、悲しませることをしたら絶対謝るべきで、謝る
まで絶対に許してはいけない。」という相手に対する厳格なルールを持っていて、
謝れない方とはよくぶつかっていました。若い頃は特に頑固で一度悲しませられる
と自らが友情を壊していました。中には謝れなくてプレゼントで穴埋めしようとし
てきたりする方もいますが、私は過去の不快な思いの代替えがそれらで埋まるとは
到底思えずに却って腹が立ってしまったりというようなこともありました。特に外
国人の中には謝ることは負けを意味する教育を受けている方々もいらっしゃいま
す。そういう人に謝らせることを強要はしたところでその人は謝ることはしないで
しょう。私にしても謝罪の言葉一つ程度で許せるくらいならば、相手からの謝罪を
特別強要することでもないかもしれません。相手に示す態度は持っているルールや
信念が異なったとすれば全く違ったものになったでしょう。私のような厳しいルー
ルを持っている方がもし読者様の中に同様におられるとしたならば、あなたの厳格
なご自身のルール！で高い壁を築き人生を難しいものにしてしまっているのかもし
れませんよ。
/山本珠未: 米国NLP(TM)協会認定NLPマスタープラクティショナー 埼玉在住
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イギリスからアメリカへ
自分が育った神奈川県の地元。実家の周辺には年配
の世帯が増え、子供達の数が減っているそうだ。
「ハロウィンはどうするの？」と実家の両親に尋ね
ると「近所で綿密に連絡をとりあい、ハロウィン当
日はグループで移動。AブロックXさん宅、Bブロック
Yさん宅、CブロックZさん宅と、移動ルートとスケ
ジュールが決まっている。そして各家庭がコス
チュームを着た子供達を家の中から眺め、首を長く
して待つ。日本の場合貰えるお菓子もアメリカとは
違うのかもしれない。ブルボンの高級なお菓子、そ
れとも羊羹か。
二年前にはイギリスでハロウィンを迎えた。アメリカの真似して十数年前くらい
から面倒なハロウィン文化が始まったと言う人。また家を電飾や機械仕掛けのデ
コレーションで飾る人。そこでは、お化けが「クッシッシッシッシー、ギ― ！」
ど棺桶から飛び出してくる。ドキドキしてその家をベルをならす。「すごいデコ
レーション ！」と話をしようとしたが、「はいお菓子 ！」と言ってすぐにバ
タッとドアを閉められてしまった。そこの住人はデコレーションとは対称的に案
外シャイだ。そして次の朝には、家の前はスッキリと片付けられていた。
ハロウィンのコスチュームを最後に着たのはニューヨークにいた３歳のときだ。
メイン州での大学生活中、毎年ハロウィンパーティーが行われる。寮のリビング
では派手なコスチュームを着た人達のダンスパーティー。ミラーボールもキラキ
ラ。しかし自分はハロウィンの期間中は宿題や試験を理由に、パーティーに参加
するのを避けた。寮の廊下で会う人達に「あれっコスチュームは？パーティー来
ないの？」と尋ねられるのが嫌で、人の目につかぬようトイレもササっと隠れて
行った。パーティーの参加者の中には、トイレットペーパーを全身グルグル巻き
してミイラになる者もいる。深夜トイレに行くと寮のトイレットペーパーが全部
なくなっていた。「あらっ ！」
イギリスからアメリカのインディアナポリスに移り一年が経った。グロッサリー
にはハロウィン用のスイーツが大量に店に並ぶ。キットカット、スニッカーズ。
「この量、全部食べられるの？」自分も近所の子供達に配るスイーツを購入。そ
れを見た子供達が「今食べたい ！」と言うので「ハロウィンまで待って ！」と
言い聞かせる。だが自分は子供の見えない場所で、エム＆エムズをポリポリ食べ
る。「これ本当にうまいよな。お口で溶けて手で溶けない。」
ハロウィン当日、息子と娘はそれぞれニンジャとプリンセスになる。そして妻は
娘が嫌だと言うかつらをかぶり、Trick-or-treat !に飛び出した。しかし当日は
インディアナポリスは氷点下の吹雪。子供達のコスチュームは分厚いジャケット
に隠れて殆ど確認できない。雪が積もっており靴も濡れてきた。お菓子をもらい
に各家庭のベルをならし寒さを我慢して待つ。「頼む、早く出てきてくれ ！」。
近所の人達に挨拶を済ませ今年のハロウィンが終了した。来年こそはコスチュー
ムを着る！と「一番有名な日本人は」とググると、渡辺健とある。「来年はケ
ン・ワタナベのラストサムライだな。」と自分の心に誓う。
/都澤 臣和 ：神奈川出身、Indianapolis在住
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～痛いの痛いの飛んで行け～
こんにちは、マッサージセラピストのAkiraです。NCにも寒い冬の
季節がやってきましたが、元気に過ごされていますか？ 季節の
変わり目、特に寒くなるこの時期、関節が痛くなったり、肩、腰が
痛くなったりしませんか？ どうして、寒くなると、体が痛くなったり
するのでしょうか？ 実は、「血流に関係がある」のです。
血液は、人間の体の37兆個（最近まで60兆個と言われていまし
た。）もあると言われる細胞に、酸素や栄養を届けています。そし
て、届けた後は、老廃物等をまた運んで体外に出す輸送をして
います。
「気温が下がる」→
「脳から血管を収縮して体内の熱が逃げないように指示が出る」→
「血管が収縮した状態が続くと、血の流れが悪くなる。（血行が悪くなる）」→
「目に見えないレベルの毛細血管まで、酸素、栄養が行かなくなる」→
「老廃物の処理もできずに、老廃物が溜まる」→
「周辺の筋肉が硬くなってきて、コリ、痛みが起きる」
このようなメカニズムです。それから、寒い冬になると、体が痛くなるだけでなく、風邪をひ
いてしまう方もたくさんいらっしゃると思います。人はなぜ風邪をひいてしまうのでしょう
か？
風邪ウィルスは、人間の中に口や鼻を通じて侵入してきます。しかし、人間には、そもそ
も、免疫系が備わっており、ウィルスが侵入してきたことを察知して、免疫系の抗体が処
理してくれます。そこで終わる場合は、風邪をひかないのですが、なんらかの理由で、免
疫系の抗体が処理できずに、ウィルスが、粘膜細胞にまで侵入してしまい、増殖し始める
と、血液中の白血球やリンパ球等が活躍して退治していきます。３－４日程かけて抑えら
れます。風邪をひいて、喉が痛くなったり、鼻水が出たり、咳が出たりするのは、その間に
引き起こされる各種の「炎症」ということなのです。血行が悪いと、免疫系がうまく作動で
きず、ウィルスを増殖させてしまいますので、風邪をひいてしまうということです。

このように、「寒い冬こそ、血行を良くすることがとても大事」ということが、お分かりいただ
けたかと思います。
血行を良くするためには、マッサージは、効果てき面！コリや痛みが出てからではなく、
健康維持のために、定期的なマッサージをお勧めします。そして、日頃から適度な運動を
し、体を温める食品（しょうが、ネギ、にんにく等）を摂取すること、それから、十分な睡眠
をとることを心がけましょう。これらのことを念頭に、寒い季節を乗り越えてくださいね。

/Akira:長崎出身 Wake Forest在住
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マウイ紀行3❢ ハワイよもやま話❢❢
Aloha! 三角横丁の読者の皆さんのほとんどは、今頃東海
岸の秋を楽しんでおられるか、去って行ってしまった夏、迫
りくる冬にさみしさを感じておられるかだと思います。季節を
楽しむという方にとっては、ハワイというところは何とも季節
に大きな変化もなく退屈なところかもしれません。今日も最
高気温は30度を超え、毎朝のように植え込みに咲くハイビ
スカスを見てという毎日が続きます。これに飽きると言って
しまったら、叱られるかもしれませんね。ただ、ハワイ暮らしに慣れてしまうと、時折困った
ことが発生します。10月の中旬、筆者は高齢の義母の引っ越しを手伝う傍ら、五年ぶりに
日本へ一時帰国（筆者はアメリカ国籍なので、訪日というのが正しいのでしょうか。）いた
しました。前回日本へ行ったのは、母の葬儀の時でありました。まあ、五年のギャップで
はあまりカルチャーショックはありませんでしたが、ハワイ暮らしに慣れてきてしまってい
る私にとって困ったのは、着るものです。そうなのです。ハワイ暮らしをした方はわかると
思いますが、正直なところ、靴、長そで、上着という類がなくても生きていける場所なので
す。さすがにカレンダーも残り少なくなった今日この頃では、朝晩と冷え込みはします。し
かし、寒いと思うのは短パン、Tシャツでいるからであって、それでも朝起きて日が差し始
めればすぐに夏日となります。地元で生まれ育った人は「寒くなったね」といいますが、こ
の時期下手をすると霜が降りるなんていうところで20年以上も暮らしてきた私たちにとっ
ては、彼らの「寒い」という感覚がわかりません。そこで、すっかりハワイボケしてしまった
私は、日本の秋を過ごす服を一切持っていなかったのであります。「日本へ行く前に買え
ばいい。」と思っていたのですが、ハワイではいわゆる「冬物」は売っていません。せいぜ
い初秋の装いがいいところでしょう。仕方なく、滞在する10日分のアロハシャツとありった
けの長そでのTシャツ2枚をスーツケースに詰め込み、日本へ行ってまいりました。おりし
も、台風19号と21号のはざまに滞在した関東地方はとても涼しく、どこへ行くにもアロハ
シャツを着ていた私は、「ちょっと変わったおじさん」であったことは間違いありません。
今年の3月にマウイ島に引っ越してきてから、行方不明になっておりました荷物が夏ご
ろに発見されました。というのも、ノースカロライナで集荷をした運送会社が倒産してしま
い、しばらく連絡もつかず、やっと荷物が見つかったのは、以前ノースカロライナで住んで
いた家からわずか数分の貸倉庫の中でした。その後再度引っ越し業者を手配して、やっ
と10月下旬にすべての荷物が届きました。その荷物の中から、うらめしいほどに秋から冬
にかけての服装が出てきましたが、今度はいったいいつこれらの服を着ることがあるのだ
ろう、アメリカ本土で暮らしていた時よりはるかに狭い家屋のどこへしまっておこうかという
問題に頭を抱えております。
さて、今回日本へ行って帰っての旅路で驚いたのは、東京―ホノルル間の便は8割以
上が日本人旅行者であるということです。日本のニュース番組を見ていると、あたかも中
国や東南アジアから日本に多くの観光者が押しかけているかのように報道されています
が、連休でもない時でも、ハワイを訪れる日本人観光客の数の多さは、正直なところ異様
な現象です。しかしながら、包括的に考えると秋から冬にかけてアメリカ本土からの旅行
者の数は減少傾向にありますので、むしろアメリカ国内からの旅行でしたら狙い時かもし
れません。また来号も、ハワイで見つけたよもやま話をさせていただきます。Mahalo！
/根本:東京出身 ハワイ在住
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
今年も早いもので師走のシーズンに突入しました。いろんな行事
やパーティで気忙しく感じる季節ですが、ほっと一息年越しそば
を食べながら映画を見て年末年始を迎えてみませんか。来年も宜
しくお願いします～
⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住
1. Star Wars: The Rise of Skywalker （冒険） 12月20日公開
1 作目から計9 作 品を通 して 語られて きたスカイウォーカ ー家の物語 の完結編。 大
きな謎であったレイの正体の謎がついに明かされる！
2. Cats (映画版ミュージカル） 12月20日公開
ミュ ー ジカ ル「 キャッツ 」の 映 画化 。ラ ム、 タム、 タガ ーな ど 個性 的な 猫た ちが 都会
のごみ捨て場で年に1度だけ開く特別な舞踏会の様子を描く。
3. The Grudge (ホラー） 1月3日公開
「呪怨」をリメイクしたハリウッド版の映画。 屋敷に生じる怪異と、屋敷に足を踏み入れ
た人間を追い続ける呪いを描いたホラー映画。
4. My Spy (コメディー） 1月10日公開
成り行きでCIA潜入捜査官になったスーザンが、核の脅威に立ち向かう姿を描く。中年
ぽっちゃりヒロインの核爆弾を巡るスリリングな攻防は見もの。
5. Underwater (アクション） 1月10日公開
地震によって研究所が破壊され、海底に放り出された研究者たちは、海底に眠る未知の
クリーチャと戦いながら酸素が尽きる前に脱出に翻弄される。
6. Do Little (冒険） 1月17日公開
英国ビクトリア女王の侍医であり獣医でもあるドリトル医師。女王が不治の病に掛
かり、治療法を求めて神話の島に壮大な冒険に出る。
7. Bad Boy For Life （アクション） １月17日公開
ウィル・スミス＆マーティン・ローレンス主演のシリーズ最新作。マーカスとマイクのコンビ
として最後の共同捜査となる危険なミッションを受ける。
8. Bird of Prey (冒険） 2月7日公開
ハーレイはジョーカーと別れ新たな人生を歩み始る。自分と同じく自由を求める女
性たちと出会い、チームを組み戦いへと身を投じていく。
9. The King’s Man （アクション） 2月14日公開
1900年代初頭から第1次世界大戦にかけてスパイ組織“キングスマン”がどのように生ま
れ、世界を救うために一人の男が最悪の敵にどう立ち向かうかを描く。
10. Sonic The Hedgehog （冒険） 2月14日公開
全世界で延べ8億人が熱狂した大人気のセガの人気アクションゲーム「ソニック・ザ・ヘッ
ジホッグ」をもとにしたハリウッド実写映画。
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11. Emma （ドラマ） 2月21日公開
父親と暮らし、他人の恋の橋渡しをするのが趣味のエマ。友人たちの恋を取り持とうとし
てトラブルを引き起こしながら、自分の恋を実らせるまでを描く。
12. The Invisible Man（ アクション） 2月28日公開
元ボーイフレンドが自殺したというニュースを見たセシリア。しかし実際には亡くなってい
ないのでは？と疑いの目を向け始めるところから話が始まる。
13. Onward （スリラー・サスペンス） 3月6日公開
空想にも登場するエルフのティーンエイジ兄弟が、世界にまだ魔法が残っているかどうか
を確かめるために冒険旅行に挑む。
14. The Way Back （ドラマ） 3月6日公開
妻の死によって薬物依存症に陥ったNBAの元スター選手が、母校のバスケットボール
チームのコーチを務めることで再生していくという話。
15. Godzilla vs. Kong (アクション） 3月13日公開
第1弾「ゴジラ(2014年)」、第2弾「キングコング：髑髏島の巨神(2017年)」がクロスオーバー
した世界で、ゴジラとキングコングの戦いを描く。
16. A Quiet Place 2 （スリラー・サスペンス） 3月20日公開
音を立てると音に反応して怪物が襲ってくる、エミリー・ブラント主演のホラー映画「クワイ
エット・プレイス」の第二弾。
17. Mulan （アドベンチャー） 3月27日公開
ディズニー長編アニメのムーランを実写化した作品。中国の歌謡文芸が原作であり、年老
いた父に代わり、男装して軍に加わったムーランの成長を描く。
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-第17回NC州高校生日本語スピーチコンテストテイラー・キラさんはイーストチャペルヒル高校を2019年の6月に卒業し
ました。今は日本の国際基督教大学に通っています。高校に在学中から
万葉集が大好きで、自分で勉強をしていました。4年間頑張って日本語を勉強し
て、4年目にスピーチコンテストのレベル４で優勝をしました。
「スーツケースは心のようです」
高校の二年生の夏休みに、旅行でいつも使う小さなスーツケースを持って日本
に行きました。その中には私が必要とするすべてが入ります。そこで、名古屋の
ホームステイ家族と一緒に楽しい時間を過ごしました。私に和食を作るのを教え
てくれてお土産をくれました。あまりにも多くの贈り物を受け取ったので、アメ
リカに帰る前に、ブックオフで別のスーツケースを買う必要がありました。初め
て2つのスーツケースが必要でした。びっくりしました。
スーツケースを1つだけ使うのにとても慣れています。数ヶ月前に、「何度も
引っ越す事と旅行する事が私に影響を与えた」事について作文を書きました。そ
の感情について書いたのは初めてでした。それで、もっと考えさせられました。
よく引っ越しと旅行をするので、あまりたくさんの物を持ちこむ事ができませ
ん。時々、持って行く事ができない物があります。例えば、名古屋のホームステ
イの姉妹はずっと同じアパートに住んでいました。たくさん私物がありました。
でも私は今まででもっとも長く住んだ場所はノースカロライナです。ここに3〜4
年住んでいます。今でもたくさん旅行します。ですからアパートにはあまり物が
ありません。
これが良い悪いではなく面白いと思います。みんなは, なぜ私の家にあまり物
がないのか分からないと思うし,私もなぜみんなの家に多くの物があるのか分かり
ません。みんな「不要な物が多すぎる」と思います。しかし、アメリカに、余分
なスーツケースを持って帰ったらみんなの気持ちが分かり始めました。そのスー

Hair Artist

Salon by JC
6140 Falls of Neuse Rd.
Raleigh, NC 27609
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予約Only
(919)605-4892
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ツケースの中には、マンガ、画材、万葉集、絵本、カード、お菓子、CDやホーム
ステイからのお土産がありました。
これらの物にはもっと意味があると思います。幼稚園では韓国語しか話しませ
んでした。フロリダに住んでいたので、みんなキューバ人でした。クラスメイト
はスペイン語を話しました。でも、私たちはまだ絵や絵本を楽しんでいました。
同じ言語を話す必要はありませんでした。日本でも同じでした。名古屋の人たち
と話すのは難しかったですが、ホームステイの母は私に「えんとう町のプーペ
ル」の絵本をくれて一緒に読んでいました。ホームステイの人におかえしをした
かったので、絵をあげました。ホームステイ姉妹はまだ部屋にそれをかざってい
ます。
私もホームステイの家族が私にくれた物を大切にしています。例えば, 松尾芭
蕉の俳句の本をくれました。
好きな俳句は
京にても

京なつかしや

時鳥 (ほととぎす)

私はこの詩はあこがれと「物の哀れ」についての物だと思います。英語の単語は
ありません。それでもその詩が私の気持ちをつたえるでしょう。
あれから2年間日本に行った事がありません。ですからホームステイの姉妹た
ちはわたしが渡した絵をもう捨てているだろうと思いました。だけど姉妹は,「絵
は大切な物です。キラを思い出させてくれます」と言ってくれました。物は思い
出を持っているという考えを、私は今までもった事がありませんでした。だから
この事に気づかなかった事を恥ずかしく思います。
スーツケースについて考えた時、私はこれらの考えをもっと分かりました。思
い出をもたらしました。そして、ホームステイ家族からのこれらすべての物を持
つ事は私が属しているように感じさせました。もう一つ心をえたような気がしま
した。
/テイラー・キラ East Chapel Hill高校

大蔵昌枝 弁護士
MASAE Y. OKURA, ESQ
Atlanta 事務所
直接電話：678-426-4641
直接ＦＡＸ：770-415-0039
Email：mokura@taylorenglish.com

Taylor English Duma LLP
1600 Parkwood Cr, suite 200
Atlanta, GA 30339
代表:770-434-6868
直通:678-426-4641
代表Fax:770-434-7376

取り扱い法律分野：雇用、移民。会社設立、製造、
知的財産、不動産、建設、企業、破産、環境、訴訟、
保険、税金、ファイナンス、エネルギー、技術、通信、
航空、政府、データセキュリティ、プライバシー、レスト
ラン、ヘルスケア、人材派遣、教育、娯楽、ホスピタリ
ティ、スポーツ、メディア、レジャー等
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赤い小鳥とブルーな生活
「侘び、寂び、渋み」”Wabi, Sabi, Shibumi”
農作物のグローバル化が急速に進んでいるような気が
する。日本でお馴染みの野菜や果物が、近頃、そこいら
のスーパーで普通に売られているのだ。大根や白菜は珍
しくもない。ここ数年、扱いが増えてきたのは、”
Shishito”と”KIKU apple”。ちなみに、KIKUりんご、
青森からイタリア経由でやって来た、ふじりんごであ
る。
りんごと並ぶ秋の味覚、梨、柿にも日本種が。近所の
スーパーには、梨なら豊水、柿なら富有柿。どちらもカ
リフォルニア産だ。
近所をふらついていた息子が、小さな木の実を拾って
来た。直径三センチほどでオレンジ色。ミニサイズの柿
に見える。道路沿いにの木に鈴なりだという。触ると、
少し柔らかく、匂いは柿っぽい。こんなに小さいのに熟
れている、ということは、野生種なのか。似ているから
といって、食べられるとは限らない。子供の頃、野生の
さくらんぼだと思い込み、ソメイヨシノの実を食べて酷
い目に遭った気がする。口に入れる前に調べよう。
ウィキペディアによると、ここ、アメリカ南部には、“Diospyros virginiana”、アメリカン・パーシモンと呼ばれる野生の柿が存在するらしい。木材と果
実を利用するために、有史以前から栽培もされていたそうで、見た目の記述とも
合致する。肝心の実はというと、”sweet and luscious when ripe”、熟れると
甘くてジューシー。よし、食べられるのは間違いない。
よーく洗って半分に切り、息子に差し出すと、もちろん断られた。柿の実に
中った、という話は聞いたことがないが、「万が一、苦しみ出したら、救急車を
呼んでよ」と頼むと、「そこいらの木の実を拾い喰いしたって説明するの？恥ず
かしい」と冷たい反応が戻ってきた。まぁいいや、と口に放り込む。おっ、ちゃ
んと柿の味だ。甘ーい！
と思ったら、次の瞬間、強烈な渋みが口に広がって、うげげげ、となった。慌
てて口をすすいだが、時すでに遅し。よく熟れていたのに、渋柿だったのか。呆
れた顔で見ていた息子に「渋い」というと、「どんな味？」と訊く。渋い、を和
英辞書で引くと、”astringent”と”puckery”が出て来た。どちらの単語も、”
slightly acidic or bitter”で”causing the contraction of skin cells and
other body tissues”、つまり、「酸っぱいか苦いかで、口がきゅーっとなる」
ような味。いや、酸っぱくも苦くもなくて、渋いんですけど。

ぴったりくる英単語はなく、うまく説明できない。が、今、この柿の残り半分
を食べてみれば、それがまさしく「渋い」だ！
もう一度、柿の説明を読み直してみると、「南部人のジョークに、『知らない
人に熟していない柿を食べるように仕向け、未体験のスッパニガ味にびっくりさ
せる』というものがある」と書いてあった。酷いぞ、南部人。ということは、南
部人は「渋い」を理解できるはず！息子は、「この味を一生知らなくても良いの
で、実地体験は拒否する」とのことである。

/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介

弊社ボンセットアメリカは、1989年2月に当時日本から北米に輸
出していた飲料ボトル向けラベル用の熱収縮性フィルムを現地
で生産・販売すべく当時の親会社：シーアイ化成㈱(2017年4月に
タキロン㈱と合併、タキロン シーアイ㈱となった)が初めての海外
子会社として会社を設立してから今年で30年が経ちました。設立
の翌年、1990年5月にNC州グリーンズボロ市隣のブラウンズサ
ミットの工業団地内に事務所と工場が完成して操業を開始、当
時従業員50名足らずだった会社は、現在では150名を超える規
模となり、市場拡大が続く北米を中心に顧客が求める高品質な
製品をタイムリーに供給するために生産・開発・販売・管理部門
が一丸となって日々業務に励んでいます。2008年には南米(ウル
グアイ)に子会社のボンセット・ラテンアメリカ(Bonset Latin
America SA)を設立して弊社と同じラベル用熱収縮性フィルムを
南米市場にも供給しています。
去る6月1日、市内のリゾートホテルを会場に設立30周
年を祝う記念式典を開催しました。式典は、グリーンズ
ボロ市長、日本の親会社からの来賓をはじめとして従
業員とその配偶者が出席して総勢250名を超える盛大
なパーティとなりました。市長からは会社がこれまでに
いかなる種類の人員削減も行わずに継続的に雇用機
会を提供し続けたことへの感謝と会社が従業員と一緒
になって30周年記念を祝うことに感銘を受けたとの祝辞を頂戴しました。式典終盤は“ダ
ンス・パーティー”と化して、従業員と来賓が入り混じってとても和やかな雰囲気で式典を
終えることができました。熱収縮性ラベルフィルムの用途はこれまで主にプラスチックや
ガラス容器がメインでしたが近年はクラフト・ビール(所謂"地ビール")等の缶のラベルに
も使用され始め、新たな需要の拡大が期待されています。
日本からの駐在員は7名(9月1日現在)で、生産、開発、販売、管理部門それぞれで要職
に就いて米国人スタッフやワーカーらと良好な関係で業務に取り組んでいます。特にこ
こ数年で同様のフィルムを生産している親会社の岡山工場(新見市)のメンバーと生産部
門の米国人スタッフの間で英語による毎月のWeb会議を通じて情報共有化が進み、4人
の米国人シフトリーダーの岡山工場出張研修の効果もあって同工場の優れたモノづくり
の考え方やスキルが製造現場に浸透してきました。今後QCやR&D部門でも日本との連
携機会を増やして将来の事業発展に繋げていきたいと考えてます。
(お問い合わせ)
住所：6107 Corporate Park Drive, Browns Summit, NC 27214
電話：336-500-7002
弊社ホームページ： https://www.bonset.com/ab
岩田: miwata@bonset.com
白鳥: yshiratori@bonset.com
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「めまいと難聴」
“めまい”（dizziness）というと耳鼻科の領域
ですが内耳にある平衡感覚をつかさどる三半
規管と聴覚をつかさどる蝸牛はとても密接な
関係にあるためアメリカではオーディオロジス
トも”めまい“の分野にかなりかかわっていま
す。私たちの平衡感覚は目と耳、手足の筋肉
や関節 そして脳の連帯によって保たれてい
蝸牛
ます。なかでも重要な役割をになっているの
が耳です。 めまいはその平衡感覚がくずれ
ることから起きます。
三半規管を英語でいうと semi-circular canals です。その中にはリンパ液があり3つの
外側半規管、前半規管、後半規管はそれぞれ、私たちが上を向いたり、後ろを振り返った
りするとそのリンパ液の動きが感覚細胞に認識されるのです。その三半規管の基底と
なっているところを耳石器といい 2つの袋のような形でそのなかには小さな石が詰まって
います。飛び跳ねる、横になるなどの動作によって、その石がその位置からずれる（動く）
ことがあります。その石のずれでもめまいが起こります。このほか内耳にある毛細血管を
ながれている血流がさえぎられても起こることがあります。
これらの末梢器官から送られてくる情報が何等かの障害で脳幹や小脳にうまく伝わらな
いで起きるものを “central dizziness”，目の筋肉がうまく働かないときに起きるものを”
visual dizziness” といいます。
たいていの場合、めまいの原因が内耳にあることが多いので、聴覚に問題がないと自覚
している場合でも、めまいの検査は聴覚検査からはじまります。そしてVNG (video nystagmography). これはゴーグルのようなビデオカメラでいろいろな体のポジションを変えた
り、温風、冷風、あるいは温水、冷水で耳から刺激を与え、その刺激による眼の動きをと
らえます。VNGはめまいが内耳によるものか脳(central)によるものかを教えてくれます。こ
れらの検査はオーディオロジストによって行われ、分析されます。
めまいの原因には多くのことが考えられるので、細かく症状を耳鼻科医に話すことが大切
です。
/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville
三半規管
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VS

「19話：大きな国際イベント』
ログハウス調の家は建設がほぼ完了し、例のちょっと変わったアメリカンカーペンター
がやっと帰っていきほっとしていたのもつかの間、また元夫の仕事であるイベントが始
まる事になりました。今回はありとあらゆる国の人たちが私達の家に泊る事になりまし
た。まずはアジアの人、そしてヨーロッパ人やアフリカからの人達と全員で１５人弱でま
ず大変なのは布団がぎりぎりか足りないといった感じで下の階の布団を上に移動したり
と、とても大変だった事を覚えています。それでも姑は手伝う事はせずそれで私が家事
をおろそかにそれば文句を言われるだけですので普段通りするしかありません。
イベントの日が来ました。大人数の人がドドッーっと押し寄せ部屋の振り分けです。ふ
すまだけで仕切られた２部屋にアジア人とアフリカ人計８人ほどに小さい部屋にヨーロッ
パ人２人。下にその他男性５人程度です。助かったのは夕飯は各自の責任になった事
です。いつもなら姑は私の家事の軽減を嫌がる為夕飯を作るように言われるのですが
今回はする必要がなくなりました。あまりに前の事で理由がどうだったのかはおぼえて
おりません。おそらく姑は海外旅行に出かけていたのかも知れません。
次の朝元夫が夕べから朝にかけていろいろ宿泊者にあった事を聞かされました。１つ
目の問題はアジア人が殆ど一睡もしていないと言う事でした。理由はふすまで仕切られ
た向こう側のアフリカ人が大声でどんちゃんさわぎと言って良いくらい笑ったり騒いだり
していたとの事であまりの声の大きさで眠るどころではないとの事を訴えていた様で
す。過ぎた事ですが私は彼女らに謝罪をしました。二つ目はヨーロッパ人２人です。そ
の２人とも若干変わり者の男性で２人同じ部屋に入れて大丈夫かなと思ったのですが
問題があったようです。性格的に子供っぽいわがままで自己中心の２人が一緒の部屋
でしたのでそれなりの笑ってしまうような事が起こったようです。１人はスイス人で英語、
ドイツ語、イタリヤ語が話せ、もう１人はオーストリア人です。おそらく２人はドイツ語で話
していたと思います。寝るまで２人で少し話をしたようですがお互いの考えが合わず論
争になったのか寝る前に部屋の電気を消す消さないで喧嘩になり、お互いに相手が電
気を消すべきだと大喧嘩になっていたと言うのです。結局誰が消したのかは覚えていま
せんが私は心の中で笑ってしまいました。後でスイス人男性に聞いたところ相手のオー
ストリア人に対して「あいつはファシストだ！」と言って憤慨して話していました。
第二次世界大戦後はファシズムその物の言葉にあまり意味は無くその多くはいじめっ
子と言う意味で使われているようです。もう１人のオーストリア人は私が話した限りだと
白人至上主義なのかなと少し感じました。彼は日本に住んでいましたが日本人とデート
も結婚もしないし、あるアフリカ系の女性から告白を受けた時もアフリカ人だからデート
はしたくないので断ったと話していました。その他にも「僕は白人以外とはデートも結婚
もしない。」とも話していました。それにしてもいろいろな考え方の人がいるので面白い
経験をしたなと思いました。
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住
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先日FACEBOOKで、どこか冒険に行きたいと言ったら、思いっきりからかわれた。人と冒
険の定義がずれているというのだ。確かにアウトドア派ではないので、必然的に行き先は
世界各国の街となる。そして、主だった観光地から外れた街にも行く事が多くなる。
尤も、遊びに行くので、何かの魅力がある行き先を選んではいる。エチオピアに行った
時は、正気の沙汰か、と思われたが、目的はあった。それより数年前、ラリベラの街にあ
る教会をパンフレットの表紙で見た時は衝撃だった。巨大な岩を上からくり抜くように掘り
下げて十字型に作った教会を、巡礼者が上から見下ろしている写真は、現実のものとは
思えなかった。それが見たくて行ったエチオピアは、その教会も何も全てが新鮮だった。
しかし、エチオピアで一番印象に残ったのは、山の上へ行くバス代わりのトラックから見
た焚き木を抱えて降りていく子供達、移動の車から見た川での洗濯、全く家が見あたらな
いところを歩いて学校に通っている子供の姿などだ。それがいいとか悪いとかではない。
運がいいとかの議論はできるが、置かれた状況それぞれに人が生きようとしている姿は
美しいものだと思う。
特に印象深かったのは、インドのカルカッタだ。マザーテレサが活動していた街としても
知られているが、友人が何人か、マザーテレサについて疑惑がある、という話を教えてく
れた。金銭的なことと、患者に施した治療が、褒められるようなものではなかった、という
内容だった。もし真実で、日本やアメリカなら、偽善者と呼ばれても仕方がない内容だ。
しかし、カルカッタの街で、道路脇で体を洗っている人々や、夜大勢が路上で寝ている
姿を見たら、綺麗事では片付かない現実が見えた。病気になったとすれば、落ち着いて
休めるベッドがあるだけでもありがたいことだろう。先進国の基準だけでは測れないもの
があり、きっとそれは、少なくとも私は、現実を見て感じたことで初めてわかった。
本で読んだり映像で見て、分かったつもりになることは多い。しかし、自分の目で見て理
解することにも十分価値がある。だからこそ、新しい所へ行き続けるし、その上で新しい衝
撃を受ければ、本望だ。ぜひ読者の皆さんも、新しい所へ出かけていただきたい。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住
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飲酒運転のビザへの影響
年末も近くなり、感謝祭、忘年会また新年会とアルコール
が出回る行事も多くなってきました。アメリカは飲酒運転に
対して大変厳しく取り締まっている国なので、“ついうっか
り”ということにならないよう、アルコールとビザの関連に
ついて説明します。
日本では自動販売機でアルコールが販売されたり、道端で酔っ払いを目にする
ことも珍しくはありませんが、アメリカでは車内或は公共の場でふたの開いた
ビールをもっているだけでも逮捕されるところもあります。レストランでも酔っ
払いに対して無制限に酒を提供することもできません。酔っ払いが後に飲酒運転
や人身障害などの事故を起こした場合、酔っ払っていると知りつつ酒を提供した
者が責任を問われることもあります。
2015年11月より、米国内にて飲酒運転 (DUI=driving under the influence) で
逮捕されたら、各国の米国大使館か米国領事館から本人にビザ取消通知書が届く
ようになりました。ビザを取り消されるのに有罪判決は必要ではなく、５年以内
にDUIの逮捕歴があればこの対象になります。ビザ・スタンプの取り消しは次回出
国時に効力を発するので、一旦出国したら再度入国する際に既存のビザ・スタン
プは使えなくなります。出国をしたら、オンライン・ビザ申請用紙DS160に飲酒運
転による逮捕情報を開示し、裁判書類を添付し、再度ビザの申請をしなおす必要
があります。尚、国外に出ている間にビザ取消通知が届いた場合、米国に入国で
きなくなる可能性があるので、飲酒運転の逮捕歴のある人は、米国を出国する前
に人事に連絡をとり、国外でのビザの再申請に関して事前に準備する必要がある
でしょう。
飲酒運転で逮捕された場合、初犯であれば、過去の逮捕歴、違法物所持、第３
者に対する人身障害、など重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの州では
軽犯罪の判決がいい渡されます。軽犯罪だと、判決文を全うすれば、基本的には
滞在資格に影響したり、将来のビザ申請を妨げるものではありません。しかし、
アメリカで犯罪歴があると将来ESTA（ビザ・ウエイバー）を使って入国すること
はできなくなるので注意が必要です。ESTAが使えない場合、観光や短期出張目的
であればB1/B2の短期商用・観光ビザを申請することができます。
犯罪歴や逮捕歴がある人は、ビザ申請時に米国大使館や米国領事館に裁判記録
を一式提出します。FBIのバックグランドチェックをされるので、ビザ申請は通常
よりも長くかかることがあります。また、在外公館は、いままで過去５年以内に
飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくは過去１０年間に２回以上飲酒運転の逮捕歴
がある人、またアルコール依存症だと思われる短期ビザ申請者に対しては、大使
館指定医師からの健康診断書の取得を要請することがあります。診断の結果、本
人が自分自身や社会に脅威や危害を加えるような障害がない、もしくはアルコー
ル依存症ではないと判断されれば、ビザは発行されます。しかしながら、無事に
ビザが発行されても、アメリカに入国する際に再度過去の犯罪歴や逮捕歴につい
て審査されます。米国市民以外のビザ保持者は永住権保持者も含め、入国時に問
題があることが発覚すれば第２次審査室につれていかれ、過去の違反行為に関す
る書類の提示を求められることがあります。従って、過去に違反歴がある人は入
国時の質問に備えて警察の逮捕記録や裁判所の判決記録を証拠として持参した方
がよいでしょう。いずれにしろ、“飲んだら運転しない！”を心がけましょう。
/大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アトランタ在住
25

先生を募集しています

― ローリー日本語補習学校 ―

ローリー補習校は、土曜日にローリー市のSaint Mary’s Schoolの一部をお借り
して、幼稚部年中クラスから高等部までの授業を行っています。
教科は、国語、算数（数学）社会科（小6から）です。教員免許は、特に必要あり
ません。愛情を持って子どもたちの教育に携わってくださる皆さんを歓迎しま
す。まずは事務局にお問合せください。詳しくご説明いたします。
＜勤務条件＞
・労働可能なビザ（または永住権）をお持ちの方
・土曜日の勤務が可能な方
＜連絡先：火曜日‐金曜日＞
・住所： 5102 Oak Park Road Raleigh NC,27612
・事務局：919-787-1300
・校長携帯：919-389-9780
・事務局E-Mail： admin@japanschoolraleigh.com
・校長Email:principal@japanschoolraleigh.com
・URL ： http://www.Japanschoolraleigh.com/
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Weaver Street Market
404 W Hargett St, Raleigh, NC 27603
ノースカロライナのカーボロウで人気のCo-op＝「協同組
合」が州都ローリーに進出。場所は、最近街のリノベーショ
ンが著しいAmtrakユニオンステーション至近。地元および
フェアトレード製品に焦点を当てた、天然および有機食品を
販売する労働者および消費者所有の協同組合です。充実のデ
リコーナー。この周辺はマンション街なので、朝早くから、
夜遅くまで開いているスーパーやデリは人気が出そうです。
お店のコンセプトはWhole Foodsに似ているように思えます
が、デリの味はこちらが数段上！健康的でも、美味しくなけ
れば。。ここはアメリカのデリとしては、びっくりするくら
い美味しいです。このレベルなら、お値段高めでも、納得で
きるかも！！
？
もう、ものすごーく痛くてどうしようもない、精神的にものすごくつらい、耐え
難 い な ん て 言 う の を ど の よ う に 表 し た ら い い の で し ょ う？そ う い う 時 に は
excruciatingという言葉は便利です。（あまり使わなくていいのに越したことは
ありませんが）動詞はexcruciateで、なんと拷問にかけるという意味になりま
す。エマージェンシールームに行って、そこですっごい痛さを訴えたいときにはI
have excruciating painと言います。見つけた例文はThe pain was so excruciating that talking was difficult for the man. excruciating painがあると
きはまあ、しゃべることもできないぐらいかもしれません。さて綴りですが、rと
lを聞き分ける耳を持っていない日本人、私もついついexcluciateとしてしまいそ
うになりました。ここではrですのでお間違えなく。これからサンクスギビング、
クリスマス、食べ過ぎておなかがexcruciating painで苦しむことがありませんよ
うに気をつけましょう/Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住
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ごちそうさまぁ～❢
～暖かお鍋特集～
「鮟鱇の水炊き」
（材料）
アンコウ(鍋用に切って)・・お好みの量 白菜と好み
のキノコ・・適量 春菊・・1束 ねぎ・・1本
豆腐・・１/2~1丁 ポン酢・・適量
出し昆布・・１０cmくらい
（作り方）
1)土鍋に出し昆布をいれ水を７分目くらい入れます。
2)野菜・豆腐を食べ易く切る。
3)鮟鱇の切り身をザルなどに入れ、お湯をかけて霜降りにする。
4)土鍋を火にかけ沸騰したら、鮟鱇を入れ、アクを取りながら煮る。
5)再沸騰したら野菜を入れ、煮えた順からポン酢でいただく。
「塩ちゃんこ鍋」
「塩ちゃんこ鍋」は、肝心なのはスープ。
（材料）2人分
水・・750ｃｃ 日本酒・・150ｃｃ 鶏ガラスープの
素・・大匙1 塩・・4～5ｇ すりおろしニンニク
生姜・・適量。
基本的に具材はお好みです。鶏肉は必ず入ります。キャベツ、ニラ、人参、豆
腐、キノコ類。。。あとは煮込んで食べるだけ！
「もつ鍋」
（スープ）
水・・800ml 和風だしの素・・4g 鶏ガラスープの
素・・大匙2 醤油・・90ml みりん・・30ml
砂糖・・小匙1 おろしニンニクとおろし生姜・・適量
（具材）3,4人分
キャベツ・・1/2玉 モヤシ・・2袋 ニラ・・1束
白ごまと唐辛子・・適量
牛もつ・・1ポンド（しっかり茹でこぼして、下処理しておくこと）
1)鍋にスープの材料をすべて入れ、一口大に切ったモツを入れて中火にかける。
2)アクを取りながら煮て、アクが出なくなったら、火を止める。
3)ザク切りキャベツ、モヤシ、その上にニラを一列に並べ、強火にかける。
4)キャベツがしんなりしたら、食べ時です。ニラの上に白ごま、唐辛子をトッピ
ング。
/Lacy Blue
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仙台出身

Durham在住

ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

「オープンどら焼き」
どら焼きの皮一枚に、小豆餡やサツマイモのレモン
煮、金柑のコンフィ、フルーツを載せたクリスマス仕
様のどら焼きです。
作り方は簡単で、パンケーキミックスでお好みの大き
さに「どら焼き」の皮を焼き、小豆餡、フルーツ、コ
ンフィなどを見栄え良く配置し、仕上げに粉糖を振ります。
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2019年12月～2月のイベント
*Festival of Lights at Tanglewood Park, Clemmons
日時：11月15日(金)～1月1日 入場料車一台$15～
NC州で一番有名な野外のクリスマスライトデコレーションです。たくさんのクリス
マスライトの下を車でゆっくり見て回ります。途中にはギフトショップや焼きマ
シュマロを食べるところあり。
*Fox 8/Old Dominion Holiday Concert, Winston-Salem
地元のシンフォニーによる無料(缶詰寄付だけ)のホリデーコンサート
日時：12月20日(金)7:30PMからLJVC Coliseum in Winston-Salemにて
*Winter on the Western Frontier 入場無料（$2の寄付を希望）
日時：12月14日(土)
Fort Dobbs State Historic Site, Statesville
1756年にフレンチ・インディアン戦争のために建てられた要塞跡で、当時の兵隊や
家族の服を着た人たちが当時の軍隊の駐屯地の様子を再現し、当時の生活の様子を
実演しています。
*アイススケート(Greensboro downtown、Winston-Salem Fairground、
Kernersville Museumにて)
GreensboroではダウンタウンのLeBauer Park内の屋外スケート場で（1月末頃ま
で）、Winston-Salemではフェアグラウンドの中のビル内のスケート場（4月まで）
で、またKernersville Museumの屋外でもアイススケートができます。また
GreensboroにはIce Houseという通年のアイススケート場もあります。
*Defense at Fort Dobbs 入場無料（$2の寄付を希望）
日時：2月29日(土)と3月1日(日)
Fort Dobbs State Historic Site,
Statesville
1760年2月27日のチェロキーインディアンとの戦いにちなんだ展示、実演等があり
ます。

Trader Joe’s
3721 Battleground Ave, Greensboro, NC 27410
特別祭日以外無休 8 am – 9 pm
とうとうGreensboroにTrader Joe’sが開店しました。開店
してから少し経っていますがまだご存知ない方に報告しま
す。Greensboro近辺にお住まいの方はWinston Salemまで行
くよりは近いので助かりますよね。
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Viva Chicken
4520 W Wendover Ave Suite 110, Greensboro, NC 27409
チェーン店で南米風デリ。ブースシートも多く家族で外食するなら
チップ不要お値段もお手頃のローストチキン専門レストランです。
よく味のついた南米風ローストチキンを味わう事が出来付け合せの
チョイスも豊富でディップソースはクリーミーなマイルドから辛口
と選ぶ事が出来ます。是非ご利用下さい。

KERNODLE CLINIC,
A Duke Health Practice
GENERAL SURGEON
坂井 敢(イサミ), DO, FACOS

一般外科医とは？
小さい皮膚の腫瘍から癌の摘出手術など幅広い分野での診察、治療を行
います。貧血,腹痛,乳癌,大腸ガンの検査(マモグラム、コロノスコピー)
なども行います.
お問い合わせ:
Monday through Friday from 8 am to 5pm. 336-538-2374 までお気軽に
ご連絡ください
https://www.kernodle.com/specialties/general-surgery/

Yamamori Ltd.
山森宝石
Distinctive Jewelry Since 1969
あなただけの洗練されたジュエリー
リメイクや修理等もお気軽にお申し付けください

501 State Street、 Greensboro、 NC 27405
Phone (336) 273-8888・ Fax (336) 273-8890
Yosuke Yamamori、 Kathie Yamamori
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見て見て！ 三角掲示板
生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指
導。曜日・時間は相談応、許状取得システム有、Chapel Hill 967-2725 小野まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–—

Maintenance Technician ：フルタイム 3~5年の経験者
お問い合わせ sales@hrbestsolution.com

残業有

健康保険有

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

ハウスクリーニング:引っ越し前後の掃除、定期的な掃除、芝刈りも承ります。
まずは無料見積もりから。是非お問い合わせください。sakurahcinc@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——–

家庭教師派遣：お客様に合わせ、年齢やリクエストに応じ、ESLから学校の宿題ま
で、幅広い家庭教師をご紹介します。問い合わせ: sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

通訳派遣：病院診察・学校の先生との面談等、短時間の通訳業務に対応いたしま
す。 問い合わせ：oshigotousa@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

事務職募集：バイリンガル Word, Excel経験者 積極的で明るい方募集
険 401K有 問い合わせ: sales@hrbestsolution.com

健康保

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

日英バイリンガルセールス募集： Automotive業界への営業経験がある方を募集
しています。問い合わせ：sales@hrbestsolution.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－_－－－－－－－－－－－－－——–

マネージャー、寿司シェフ募集：経験者優遇 未経験者トレーニング可 健康保
険、ビザサポート有り 勤務地、NC SC GA Fayetteville Miyabi Inc 畑中迄
miyabifay@ncrrbiz.com 又は910-864-5987
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

Room Mate募集: One Room South West Durham バス停、Shopping Centerまで徒
歩数分 家賃要相談/公共料金込み 問い合わせ sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——

賃貸物件:3BR,2カーガレージ、一戸建て、ショッピングセンター、I-40まで近
し、閑静な住宅街、Chapel Hill学校区 sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

家庭教師募集：小、中、高校生現地校宿題サポート ESL sales@hrbestsolution.com

Family
Hearing Care
Hearing, Tinnitus, Hearing Aid

Mieko Tanaka, Au.D
Doctor of Audiology/オーディオロジスト

1157 Executive Cir. B-2, Cary
919-460-6080
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1 2- 3 月 トライ ア ングル の

イベント・スケジュール

12/7-29

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
The Nutcracker /Carolina Ballet
DECPA,DPAC,UNC-CH

12/10,13,14

Statewide Holiday Pops/ NC Symphony

UNC-CH,DECPA

12/11-22

A Christmas Carol

DECPA,DPAC

12/31

NC Symphony New Year's Eve: Vienna with a Twist DECPA,UNC-CH

1/8

The Simon & Garfunkel Story

DPAC

1/10-12

The Planets/ NC Symphony

DECPA

1/14-19

Come From Away (musical)

DPAC

1/28-2/2

RENT (musical)

DPAC

1/30-2/16

Rhapsody in Blue /Carolina Ballet

DECPA

2/11

PNC Arena

3/6,7

Celine Dion
A Rodgers & Hammerstein Celebration/NC Symphony
ファミリー/子供向けイベント

11/30-12/15

Hayrides with Santa

12/5-15

Holiday Express

Maple View Farm/
Hillsborough
Pullen Park /Raleigh

12/7

Carrboro Holiday Events

The ArtsCenter /Carrboro

12/11-15

Disney On Ice presents Road Trip Adventures

PNC Arena

12/14

Holiday Parade and Fun Fest

Durham

12/14

Chapel Hill Carrboro Holiday Parade

Franklin Street /Chapel Hill

2/6-9

Jurassic World Live

PNC Arena

2/20

Blippi Live!

DPAC

12/12-14

State Tree Lighting & Holiday Open House

North Carolina State Capitol

12/8,15,22

The Carolina Inn Holiday Market

Carolina Inn

12/31

WRAL First Night Raleigh 2020

Downtown Raleigh

2/1

Krispy Kreme Challenge

NCSU Belltower

3/6-8

34th International Festival of Raleigh

NC State Fairground

DECPA

その他のイベント

日本関連イベント
12/13
12/13
12/14

生け花
NC 日米協会Annual Dinner Gala
門松/お餅つき

Japan Center
Carolina Country Club
Japan Center

12/20

クリスマスパーティー

Raleigh First Baptist Church

1/10

NC州立美術館見学とランチ

Raleigh First Baptist Church

1/24

日本料理の講習と試食

Raleigh First Baptist Church

2/14

コラージュでハートを作ろう

Raleigh First Baptist Church

2/28

日帰り&週末観光ガイド情報

Raleigh First Baptist Church

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center
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編集後記
いつもより遅い
2019年の感謝祭だ
からなのか、Holiday Shoppingが例年より早く始まった
気がする。感謝祭翌日のブ
ラックフライデーも、既に
ずっと前から始まっている。
セールの広告を見聞きする度
に、断捨離の私には全く興味
がない。普段でさえ、週末の
込んだ買い物は苦手なのに、
このシーズン、空いた駐車場
を探し、レジスターの長い列
に並ぶのを想像するだけでも
気分が落ち込む。モールのす
ぐ近くに住む私は、家から左
に曲がりたいのに、車がきれ
ず、しぶしぶ右に曲がって、
遠回りして目的地に向かわな
ければならない。一言でいえ
ば、このシーズン、何をする
のも「億劫」になる。まだ子
供たちのクリスマスショッピ
ングも始めてない。まぁ~何
とかなるだろうとポジティブ
に装っているが、きっと、ク
リスマス1週間前に今の態度
を後悔するすると感じつつ、
重い腰を上げるのが苦手であ
る。なんか、年齢を重ねた日
に「グラウチーおばば」に
なっているのを感じる。yoko

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
Sankakuyokocho@outlook.comまでeメールでお願いします。
* 掲載内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異なる場合は
事実を優先し、掲載の団体・店舗等に関するお問い合わせは、直接お願いいたします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2019年秋号/第63号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
編集発行人： 天野陽子
1340 Environ Way Chapel Hill, NC 27517 e-mail: Sankakuyokocho@outlook.com
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Li Ming’s

GLOBAL MART
Food from China, Japan, Korea, US,
and much more!
日本の食材や調味料、アジアの食材を
豊富にリーズナブルな値段で
ご提供させていただいております。
DURHAM: 3400 Westgate Dr. Durham NC

Great Price, Wide Selection, Good
Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft.
☎919-401-5212
GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC
☎336-218-8008
RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC
☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)

★Restaurant Buffet★
Choose 3 items/Only $5.99
店内のカフェテリアで美味しいお食事を
楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。

最高の日本料理とおもてなしで
皆様のお越しをお待ちしています

5910 Duraleigh Road
Raleigh, NC 27612
Phone (919) 783-1883
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