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“Golden Sunflowers.
Growing high to the blue sky.
The wind wisps gently.”
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Hot News!!
自宅待機命令そして……
ノースカロライナ州クーパー知事が4月23日、自宅待機期間の延長を命じ、３月下旬から
始まった自宅待機命令が現段階で、５月８日までとなりました。州民の安全、そして健康
が最優先であることを前置きしたうえ、規制緩和に向けての段階的なプランも発表されま
した。まず、NC州内での患者数（新型コロナウィルスと思われる症状が出た数）、感染者
数、入院患者数が１４日間モニターされ、それぞれ曲線が横ばい、もしくは減少傾向にな
ることが大前提です。また、並行して医療機関での検査の体制が整い、PPE（Personal
Protective Equipment）と呼ばれる個人防護具の供給が需要に追いつくことが必要です。

段階1：自宅待機命令の改定
州民のソーシャルディスタンスがキープできる範囲の中で、現段階では不要不急と見做さ
れていないビジネスが部分的に再開。(書店、ハードウェア、洋品店などが対象となる見
込み)
段階２：自宅待機命令の解除。時期としては、段階１から２〜３週間後が目安。ただし重
症化されやすいとされるグループ(基礎疾患のある方など)は除く。レストラン、バー、ス
ポーツジム、サロン、公園などが人数制限を厳守することを元に再開。
段階３：全州民への自宅待機命令解除。段階２から最低でも４〜６週間後が目安となりま
す。レストランやバー、集会などの人数制限の緩和。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
５月２０日、クーパー知事より段階２へ移行について新たに発表がありました。５月２３日
金曜日午後5時より、レストラン(ワイナリー、ビールのブルーワリーを含む)やサロンなど
は、収容人数を50％以下に制限するという条件のもと再開可能になりました。但し新型コ
ロナウィルスについて州内での状況を考慮し、既存のプランにあったスポーツジムなどの
再開は見送られました。ダーラム市など自治体によっては知事の本発表を受けながらも
独自に規制緩和延長を決定しています。読者の皆様も安全第一にお過ごしください。
ニュースでは”ニュー・ノーマル”をいう言葉を耳にするようになりました。新型コロナウィル
ス収束時期、またその後の状況も我々個人の今の行動が大きく影響してくるかもしれま
せん。さんかく横丁読者の皆様、くれぐれもご自愛下さい。

お住まいの地域、ごみスケジュール再確認のお願いです。
お住いのエリアによっては、粗大ゴミ、またヤードゴミの収集などのサービスが
一時休止していたり、スケジュールに変更が出ているかもしれません。情報収
集には各市のツイッターや、携帯電話へのテキスト通知サービス(一部の市のみ)が便利
です。毎週、隔週での収集スケジュールのお知らせはもちろんですが、昨今の変動的な
スケジュールを受け、臨時のヤードゴミの案内なども随時確認することができます。各市
のホームページより詳細をご確認ください。
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デリバリーあれこれ
-DoorDash、Grubhub, Uber,TOC-

2018年にはノースカロライナ州全体で１９５０４軒のレストランが
あったという統計を目にした。トライアングル地区だけでも数千軒
だろう。気になる店だけに絞っても、全てを訪れるのは難しい。そ
れに、読者の中には諸事情で外食が億劫な人もいるだろう。しか
し、ここ数週間、外食事情はかなり変わった。店内での食事に制
限がかかる中、一挙に注目されたのが携帯のレストランのデリバ
リーアプリだ。

私も最近まで縁がなかったが、アメリカでは、DoorDash、Grubhub、Uber Eats, Postmatesが四大アプリのようだ。それ以外では、特筆したいのは、Takeout Central（TOCと略
すこともある）というNC州に特化したものだ。いずれも無料でダウンロードでき、簡単な登
録で、注文の金額を見るところまで行ける。
否定的な意見もあるが、まずは簡単に特徴を並べると、アメリカでは北東部では
Grubhub、それ以外はDoorDashが強い街が多いようだ。Uber Eatsは、配車アプリのUber
と同系列で、知名度が高い。Postmatesは、レストラン以外も配達の対象となる特徴があ
り、さらに他の利用者に便乗する形で注文すると配達料が安くなる設定がある。Takeout
Centralは、1996年から存在していたTarheel Takeoutという、UNCの学生などを相手にし
ていたサービスが前身で、その後トライアングル内、さらに州内へと発展していった歴史
の長いサービスで、州内のいくつかの街で使えるようだ。
同じレストランが複数に登録している事も多いが、アプリ内のメニューの値段がレストラン
自身のメニューと違う事も多い。これは、アプリ運営元から店に課される手数料に関連す
る。最近ネットで話題になったケースでは、注文代金の2割が運営元に手数料として請求
されており、その対抗策と考えてよいだろう。 メニューの差額には気を取られすぎず、最
終的な金額が、注文内容と利便性から、納得かどうかでの判断をお勧めする。実際に
は、店内での食事と較べて＄１０程度高い事が多いようだ。差額は、メニューの割増料金
以外は、配達料や手数料という名目だが、これらはアプリ運営側に渡り、配達員には一
回数ドルの料金とチップが入る。時給換算だと＄１０を割るので、注文代金の１５％から２
０％程度のチップを必ず支払いたい。
初心者は、まず行きつけの店などを調べて、店自身のサイトと値段を比較すると、感覚が
つかめる。少額だと配達の対象にならなかったり、割に合わないので、その時は２・３食分
をまとめて頼んでもいいだろう。閉店直前だとオーダーが通らず、また受け取りまで１時間
程度は考えたいので、余裕をもって注文したい。実際の店選びは考え方次第だが、頼む
つもりがなくても、レストランのリストを見るだけでも楽しいので、色々と見てみるとよい。そ
の上で、興味をそそられる店、行ってみたいと思っていた店などを、試せば、新しい発見
は新鮮な刺激になるだろう。それと、注文時には、手渡しでなく、物だけ置いていく場所を
指定できるので、適宜活用したい（この場合、注文時にアプリ上でチップの設定をお忘れ
なく）。
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複数のアプリがあると、どれがお勧めか気になる所
だが、目にした情報に、Uber Eatsの注文がレストラ
ンに直接頼むのと比べて、元値が安かったにしても、
９１％割高だったというケースがあった。友人からも、
Uber Eatsは全体に割高だという意見を複数聞いた。
Postmatesも値段の割には選択肢が狭いと聞く。ネッ
トの意見はGrubHub寄りが多い気がするが、友人に
はDoorDashを推す人が多い。個人的には、Takeout
CentralとDoorDashがいいのではないか、と思う。値段的にも安定しいてるようだし、
Takeout Centralは地元企業で、歴史もあり、特にチャペルヒル地区の店には、Takeout
Centralだけ別枠扱いにしているところもあるようだ。
さて、この話を地元のアメリカ人にすると、ほぼ必ずレストランに直接注文すべきだ、とい
う話をされる。先ほどメニューの代金の２割がアプリ側に徴収されるという話をしたが、そ
れ以外にも、クレジットカードの処理料や、配達料の一部などを負担させられ、クーポンな
どを利用すると、それもレストラン負担となる場合もある。 酷いケースでは、レストランの
取り分は半額以下となり、赤字を垂れ流す、というのだ。利用者としても、その分メニュー
の金額を高く設定したり、配達料なども払わされ、割高となる。しかし、店に直接デリバ
リーを頼めればベストなのは間違いないが、レストランが直接配達してくれる店も増えた
といいっても、距離や地域の制限などから、まだまだ限定的だ。
負の面の話をするとまるでアプリの使用が悪のようだが、私はそうは思わない。店側も、
メリットなしの赤字であればアプリへの登録を辞めているだろうし、割増メニューなどで差
額を埋め合わせているケースも多い。また、昨今の急激な変化に、店側もアプリ側も完全
には対応できておらず、手数料の支払い方や金額など、調整が進んでいるようだ。一部
のアプリでは、個人経営のレストラン等については、配達料を無料に設定してサポートし
ようとしている（ただし、利用者は手数料等を払う事になるので、配達が完全に無料にな
るわけではない）。さらに、配達員は、今はそれ以外に全く収入がない人も多く、そちらも
サポートしてもよいと思うし、だからこそ配達員へは必ずチップを払いたい。興味があり、
使ってみたいと思うのであれば、判断は余裕をもって考えてもいいだろう。
ただし、テイクアウトについては、アプリを通すこともできるが、店に直接頼むべきだろう。
全国展開のチェーンなどを中心に、テイクアウトもアプリ使用を促す例外も一部あるが、
それ以外は、テイクアウトでのデリバリーアプリの使用は、妙な手数料が加算されるだけ
なのが落ちだ。 電話が一般的だが、かなりの店が自身のサイトでオンラインで注文して
から取りに行けるシステムを構築していて、アプリ同様便利だ。余談だが、先日私は、
チャペルヒルのダウンタウンの、ウィスキーなどの醸造施設も持つレストランにオンライン
で注文して、晩御飯と自社製のハンドサニタイザーをテイクアウトした。 時節柄、取りに
行った際にも、駐車場から電話すれば、店員が出てきて車のトランクに入れてくれる店も
多く、こちらも活用したい。
ニュースでも、日本もNCも飲食店業の苦労をよく見るが、例えデリバリーであっても、レス
トランとして一番うれしいのは実際に食べてもらうことだと言う。堅苦しい話だが雇用維持
にもつながる。アプリやウェブサイトを使うと、英語が苦手でも、画面上で自分のペースで
注文できるというメリットもある。ぜひこの機会に試してみることをお勧めしたい。きっと、
思わぬ美味しい発見があるだろう
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誰もが学校に行けなくなる日。そんな日が来るとは想像ができなかっ
たと思います。今まで教室で友達と一緒に学習できていた普通のこと
が、急に普通でなくなってしまった事に、コロナ以前はなんて恵まれていたことかと感じて
います。最初に大学から「今後のクラスは、リモートで行ってください」と言われた時には、
「そんなことはできるはずがない」とかなり動揺しました。しかし、これしか方法がないと考
えれば、「もうやるしかない」という気持ちで、準備して授業に臨みました。
実際に授業を始めてみると意外と良かった点が色々とありました。例えば、大学で実際
に授業をするよりは、出席率がよかったことです。それまでは、学生は、バスに乗り遅れ
たとか、朝寝坊したとか、アドバイザーの先生に会わなければいけないなどの理由で休
む学生が良くありましたが、そういうことは、リモート授業の場合ほとんど起きませんでし
た。むしろ学生はリモートでも他の学生に会うことができるので、授業を楽しみにしていた
ようにも感じられました。またペアーを組んで練習問題や討論をする時に、いつもは、教
室内で隣の席の学生とペアーを組むことが多かったのですが、リモートでは、コンピュー
ターで無作為にペアーが決まってしまうので、今まで余り話したことのない学生と知り合う
きっかけにもなったようです。
しかし、一番困ったことは、どうやったら成績をつけることができるかです。もちろんテス
トはインターネットでするしかありません。また、学生を信じたいところですが、カンニング
をしようと思えば、いくらでもすることができます。何しろ、自分しかいないのですから。「ど
うやって学生を正しく評価することができるのだろうか？」というのが大学だけではなく、小
中高の教育者達全部の頭を悩ませたところだと思います。
そして、ほとんどの高等教育機関が出した結論が、従来通りに教師はABCで成績をつ
けますが、それを生徒が従来通りの成績順位評価か、または合格・不合格評価のどちら
かの成績を選べることでした。こうする事によって、今までAを取ろうとがんばってきた学
生にとっては、Aを取ることができ従来通りの成績評価がつけられます。またこの在宅学
習で思うように勉強ができず、本来の評価ではCとかDなどの不本意な結果になっても合
格というアルファベットでは現れない成績で、その授業を終わらせることができます。
この在宅学習は、春だけであり、８月からの新年度は是非またいつも通りの教室での学
習に戻れることを今は祈るばかりです。
/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

Junko Gilbert, CPA, PLLC
149 Whitehead Dr.
Advance, NC 27006-7626
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-第18回NC州高校生日本語スピーチコンテスト現在イーストチャペルヒル高校の２年生です。出身は中国なので、家では中国
語を話しています。日本語を勉強するきっかけになったのは、日本のアニメや漫画が大
好きだからです。今までに日本には２回行ったことがあります。また日本に行くのを楽し
みにしています。今度は日本で文化や歴史を知ることができる所に行きたいそうです。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
初めまして、王リサです。スピーチはちがう文化の間で必要な能力です。
4年前に、私は中国からアメリカに引っ越しました。ここに来た時、私はアメリカの文化
が全然わかりませんでした。初めてアメリカのデパートに行った時、だれかがドアを開け
てくれました。しかし、私はその人を避けて、別のドアを使いました。その人が私のために
ドアを開けていると思いませんでした。私の文化がアメリカの文化ではありませんでした
から。知らない人の近くを通る時、「すみません」と言わなければならない事もわかりませ
んでした。デパートに行った時、知らない人は変な目で私をみました。
では、どうしてこんな事が私のトピックと関係がありますか？実は、私の話とみなさんの
色々な話は全部ちがう文化の間で必要な能力の実例です。この能力は別な文化の人と
交流ができて、その人の個性を理解できて、考えられて、分る事ができる能力です。現
代、ちがう文化の間で必要な能力は私たちの人生に大事な能力です。しかし、今、多くの
人は全然このような能力を持っていません。興味もありません。
アメリカ合衆国国勢調査局の報告では、２０２０年、アメリカの子供の人口の５０パーセ
ント以上は白人ではありません。私の学校のデータはこのトレンドをしめしています。この
ように、こんな能力はもっと大事になっています。そして、若い人はこの能力がもっと大切
です。アメリカ合衆国教育省のブログで、仕事の五分の一は異文化間コミュニケーション
と関係がある仕事と言っていますが、アメリカの学校は生徒にあまり異文化の交流の
チャンスをあげません。
私の学校、イーストチャペルヒル高校で、いい国際化の環境があります。しかし、別の
生徒はこんなチャンスはとても珍しいです。アーカンソー州やニューメキシコ州やアリゾナ
州で、８パーセントの学生しか外国語のクラスが取れません。将来、この能力は仕事を探
す時、とても重要になります。だから、学校でこのスキルを習わないなら、私たちは自分
で習わなければなりません。
自分で別の文化の人と交流しましょう。オフィスで、学校で、どこでもいいです、誰でもい
いです。みなさんは一緒にこのコミュニケーションのために行動するなら、私たちはもっと
幸せになります。教室での恐怖感や誤解や恥が少なくなります。
今はこの能力を育てる完璧な時間です。もし、私たちは何もしないなら、誰がこのような
大切なことをするでしょうか。この能力はクラスで百点をとるよりもっと大事です。大学は
私たちの成績を重視します。しかし、実は、他の人は、そして社会の人は「どうあの人は
私を見ている」とか、「どうあの人は私と交流している」とか、「どうあの人は私を理解して
いる」とか、がもっと気になります。
この世界で二人同じ人がいません。だから、別の文化の人と話しましょう。その人の話
をちゃんと聞いてください。もしかしたら、新しい世界を見つけられます。
ありがとうございました。
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日本帰国時の自動車運転免許証の書換え
新型コロナウイルス感染で世界中が深刻な状況に
なっていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか？
今回は日本へ帰国（永住または長期滞在）する場合
の免許証の書換え手続について紹介します。この書
換え手続ですが、旅行や仕事で一時的に日本に滞在
するために申請する国際免許証ではありませんので
ご注意ください。
１．手続の概要
米国の運転免許証保有者が日本で日本の運転免
許証に切り替えることができます。日本で新規に運
転免許を取得するには試験（学科、実技）を受けて合格する必要があり、そのために
多くの人が自動車教習所に通って試験のための勉強を行ないます。しかし運転免許
証の切り替え手続きを行なえば、比較的容易な知識確認、技能確認だけで日本の運
転免許証が取得できます。さらに米国バージニア州、ハワイ州、メリーランド州、ワシン
トン州の運転免許証については知識確認、技能確認も免除されます。
２．手続方法
1)場所
手続は日本での居住地（居住予定地）の都道府県にある運転免許試験場で行ないま
す。たとえば東京都の場合、鮫洲、府中、江東の3か所の運転免許試験場（江東試験
場は知識確認、技能確認の免除対象者のみ）、大阪府の場合は門真、光明池の2か
所の運転免許試験場があります。この手続きについては申請者が多く混雑が予想さ
れるため、忙しい人はあらかじめ受付時間などを確認した上で早め（午前中）に行くこ
とをお勧めします。
2)提出書類
■有効な米国の運転免許証（大型、自動二輪など2種類以上の免許を申請の場合は
それぞれ提出）
・有効期限内の免許証でなければなりません。
・米国出国時には有効でも、日本での切替え手続き時に有効期限が過ぎていると
手続できないので注意して下さい。
・尚切替え後、米国の運転免許証はそのまま保持できますので、有効期限内であ
れば米国滞在時に運転が可能です。
■免許証の日本語による翻訳（次項「その他」参照）
・翻訳分については翻訳者の制限があり日本自動車連盟（JAF）が作成したもので
なければなりません。（米国大使館で作成してもらうこともできるようですが、手続
を考えるとあまり現実的ではありません）
■日本の運転免許証(現在及び過去に受けたことのある方)
■本籍（国籍）記載の住民票（マイナンバーが記載されていないもの）
■米国で免許取得後3か月以上滞在したことを証明するもの（古い米国パスポートな
ど）
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■申請用写真(タテ3cm、ヨコ2.4cm。6か月以内に撮
影したもの）
・申請種目が複数の場合は、種目数に応じた枚
数が必要です
■手数料（東京都のケース）
・申請料（普通：2,550円／原付：1,500円／大型・
中型･準中型：4,100円）
・交付手数料：2,050円
3) 知識確認（学科）、技能確認（実技）
切り替え手続きには知識確認、技能確認という試験が行なわれます（前述の4州は免
除）。難しくはないと思いますが、受からなければ何度も試験場に出向いて受けなけ
ればなりません。最初に知識確認を行ない合格したら技能確認を受けますが、技能
確認は受験申込者が多くすぐには受けられません。予約待ちで1か月以上かかる場
合もあります。
３．その他
■免許証の日本語による翻訳文について
・ 最寄のJAF（全国に支部あり。また郵送により手続も可能）で作成します。
・翻訳手数料として3,000円かかります。（試験場で書類審査が通らず日本の運転
免許証が発行できなくても手数料は戻りません）
■知識確認、技能確認では一定以上の視力が求められます。（普通免許の場合両眼
で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上） 視力の弱い方はメガネ、コンタクトレン
ズが必要です。
■以上は東京都の申請手続きとなります。他府県でも大体同じ手続ですが、手続に際
しては事前に確認して下さい。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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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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

第9回
前回の第８回、幸せのヒーリングをコミュニケーションの観点から書き始めました。そし
て本来ならば、コミュニケションのとり方に関して別の視点から具体的な方法をお教えす
るつもりでした。ですが、この１，２ヶ月の間に様々な状況がコロナウイルスによって変化
してしまい人とコミュニケーションを取るための方法論を語るような気軽な事柄では済まな
くなってしまったかのような変わりようです。
「感染防止をするために３つの密を避けなさい。」という形で、まるで対面でコミュニケー
ションを取ることが、人が不幸せになるかのような今日この頃であって、日本でも今日緊
急事態宣言の延長が決定されてしまいました。このことは、緊急事態宣言がたとえ解けた
としても、体感覚としてずっと続いていくのではないかと思います。知らない方とは当面の
間マスク越しにしか会話しない世の中が来てしまったのかもしれません。人間は口の動き
でも情報を読み取っていましたが、それが対面越しでは読めない時代が来てしまったの
ですから、コミュニケーションのトラブルはますます多くなるのかもしれません。それから
人のつばや体液に極端に神経質になったり、コロナウイルスによって、誰かの人生や未
来に大きな影を落とすような時代が到来してしまったと言えるかもしれません。
「人は誰しも平等であり、どんなチャンスにも恵まれている・・・」のかもしれません。
でも、顔の色や人種で区別されている事実も一方ではあって、あなたを知らない誰か
は、ウイルスを大陸に運んできたまるで犯人であるかのように扱かう可能性もあるかもし
れません。中国と日本は大陸が続いていないことをいちいち説明することにうんざりさせ
られるかもしれません。コロナの犠牲になった親戚や家族がいるとか、死にものぐるいで
勝ち取ったオリンピックの選考会や、何かの選抜試験の代表になれたのにその大会がな
くなってしまったとか、入社を決めた会社がコロナの影響を受けて倒産してしまった。やっ
と開店したレストランを閉店しなければならなかった・・・。念願のマイホームを購入したの
に、ローンが払えなくなり、手放さなければならなかった等など・・・。誰かに責任転嫁しな
ければこの苦境から立ち直れないほどの大きな痛手に偶然飲み込まれてしまった方か
ら、アジア人として道を歩いただけで一方的な理不尽な怒りをぶつけられることも今後あ
るかもしれません。
自分の心が悲しみでいっぱいの人は何をするかわからないところがあります。そんな人
と出会ってしまったとき共感して一緒に怒ってあげてもいいかもしれません。そんな苦しみ
を受けとめる（話を聞く）だけでも人を癒やしてあげられるヒーラーにあなたがなれるかも
しれません。あなたがもしコロナウイルスによって苦境に立たされてしまった当事者だった
としたら・・・
「人と心は違うのです。だから心に負けないでください。人として成長する大きなチャンス
の上にいるということを悟りましょう。」
/山本珠未:米国NLP(TM)協会認定NLPプラクティショナー
ウェルネスキネシオロジープラクティショナー 分子栄養学カウンセラー 埼玉在住
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イギリスからアメリカへ
青春時代をカリフォルニアで過ごした後、自分
達の意思で日本に戻った両親。それ以降もア
メリカびいきの生活が続く。日本で育った僕に
も、アメリカのストーリーがひっきりなしに登場
した。高校生だった父親は、東京オリンピック
の二週間後に船でアメリカに渡り、居候しなが
らある家族の手伝いをしながら働いていた。そ
して教会で母親と知り合い結婚。両親が常に
アメリカの話をする理由は、夫婦でその近所の
歯医者さんの家族の優しさに触れたことからだった。
その家族は子供を二人アダプトしていて、近所に住んでいた父親を家族のように可愛
がってくれた。車を一緒に走らせ、自動車免許を取らせてくれたとも話してくれた。外国人
である両親が当時アメリカで嫌な経験もあっただろうが、アメリカの思い出すべてをその
家族の思い出が覆い、両親の心を豊かにした。僕も３，４歳の頃を両親に連れられニュー
ヨーク州のポケプシーという田舎町で過ごすが、その記憶は殆どない。しかし「アメリカで
は本当にあの家に良くしてもらった。」との両親の話を聞いて僕のアメリカ像が築かれて
いった。
僕は青春時代は日本にいた。当時親からは「アメリカのレーガン大統領があなたの見本
になるわよ。レーガンはとても紳士だ。ユーモアもある。」僕が日本の若者の流行りの服
装をしていると、「レーガンみたいにシャキッとしたもの着なさい。レーガンはお金持ちでも
ブランド物を着てカッコつけずに、庶民的なものを着る。あなたもそうしなさい。」
「床屋に行く」と伝える。すると「レーガンみたいなヘアースタイルにしなさい。似合うか
ら。」当時レーガンと互いに「ロン」「ヤス」ファーストネームで呼び合う日本の総理大臣「中
曽根さんみたいな髪型にしないさい。」とは決してならなかった。
日本で育った僕は、座間にある米軍基地を神奈川厚木日米協会を通じ度々訪れた。セ
キュリティーゲートから一歩足を踏み入れると、米軍基地内は正にアメリカだった。家を飾
るクリスマスデコレーションを僕に見せて「すごいだろ？」と得意げな父親。庭の芝生が刈
られいい匂い、とても綺麗だ。そしてガーデンパーティーを訪れるとクーラーボックスに
ファンタオレンジがギッシリ。それを飲んだ僕は「このオレンジのシュワシュワな液体、美
味すぎる。」と目を丸くした。「うまいだろ？」と父親。家の中に入りキッチンを探索している
と「シンクに大きな穴？」「これフードディスポーザーだよ、すごいだろこれ。スイッチオン、
ジョリジョリー。何でも吸い込んじゃう？すごいだろ？」
後に僕がアメリカ留学し、寮のカフェテリアでファンタオレンジが飲み放題とわかった時
は、油田を発見したような気持ちになり、レバーを何度も押してしばらくファンタが出てくる
のを眺めていた。ボストンで滞在したホームステイ先では、こっそりとセロリをフードディス
ポーザーに丸ごと放り込み「ゴリゴリゴリー」と試してみた。「アメリカだ！」アメリカ留学中
の僕を何度も訪れた両親、滞在中両親の顔はイキイキとしていた。僕も良い思い出があ
る分、アメリカにいると心にゆとりが生まれる。
/都澤 臣和 ：神奈川出身、Indianapolis在住
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マウイ紀行3❢ ハワイよもやま話❢❢
「こんな時だからこそ、どうやって生きるか？」
新型コロナウィルス感染による自宅待機規制のさなか、アメリカに
住む読者の皆様、いかがお過ごしでしょうか。私も例にもれず、ハ
ワイ州特別条例により教会は10人以上集まる公共施設として、閉
鎖を余儀なくされ3月26日から自宅からのリモートワーク状態です。
以前ラジオ局で働いていたことのある私はすぐに対策を講じ、家の
ダイニングルームを仮設スタジオにして、そこからネットによるビデオ礼拝なるものの配信
を始めました。（ご興味のある方は一度ご覧ください。FacebookでKahului Union Church
Nichigobuで検索してください。毎週日曜日、ハワイ時間の午前10時半、東部時間の午後
4時半から配信しております。）
ここマウイ島では、この数日間は（5月1日現在）毎日感染者ゼロの日が続いています
が、ホノルルを有するオアフ島と比べるとその絶対数は少ないものの、経済の中心は観
光産業です。地元政府も海外やアメリカ本土からの訪問者を徹底的にシャットアウトする
構えをしております。それでも、玄関口のホノルル国際空港には外からの訪問者が後を
絶ちません。そのなかでも厄介なのが他州からやってくるホームレスの人たちです。州政
府がお金を出して、2週間の検疫のためにホテルに滞在させるのですが、監視の目を盗
んで街へ逃げ出してゆき潜伏してしまうようであります。もう数人が逮捕され、出てきた州
へ強制送還させられているそうです。興味深いのは、ハワイ州が実施したPCR検査の結
果、ホームレスの人たちの中で新型コロナウィルスに感染した人はほとんどいないという
ことです。私の家の前の通りにもホームレスのコミュニティーが大きくなりつつあります。
彼らを見ていると、なんとこの世の中は皮肉なものかと感じます。まともな生活をしてき
た、収入を得、社会活動に参加するために一生懸命やって来た私たちは今、毎日新型コ
ロナウィルスそのものに、またその対策のために国が建てた政策によって職を失い、収
入を失い、目的を失い、ある人にとっては人生そのものを失うことを恐れているのに、あ
のホームレスの人たちには何の屈託も焦りもなく、むしろ平穏無事に生きていて、時折笑
い声さえ聞こえてきます。別にホームレスの人たちの方が幸せであるというわけではあり
ませんが、少なくとも彼らにはもはや失うということを恐れるという感覚などありません。私
たちは当たり前の生活が少しでも脅かされると、それを失うことに恐怖を覚え、心がなえ
てしまいます。いつの間に人間はこんなに脆弱になってしまったのでしょうか。新型コロナ
に感染してしまったら、命の争奪戦が始まります。しかし、今や感染していない人たちにま
で、生きるということについての戦いが激化しているのも事実ではないでしょうか。今こそ
私たちは何を目指し、何に価値観を置いて生きてきたのかを深く考えるべき時ではない
かと私は思うのです。ハワイは、いよいよ本格的に暑くなる季節です。それなのに、いつ
ものハワイらしさは消え去っています。こういう状況下では、アメリカのように半強制的で
も、日本のように自粛要請であったとしても、最終的には私たち一人一人が人生と向き
合って、どういう心構えで生きるのかということの選択をしっかりとしなければならない時
ではないでしょうか。こんな時だからこそ、本当の自分の人間としての価値が問われると
きなのではないでしょうか。どうぞ皆さまが良き選択をして、この困難の時を乗り越えてい
ただくことを、只々祈るばかりです。どうぞ皆さまご安全、ご健康に…。
/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
今回は、コロナウイルス蔓延により映画の上映日が変更される可能性
がありますので、悪しからずご了承下さい。皆様も健康管理に注意してお
過ごしください。一日も早い終息を願います。
⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住
1. The One and Only Ivan (アドベンチャー) 8月14日公開
ゴリラのイワンは、ショッピングモールの檻の中で、ゾウのルビーの世話を始めるが、調
教でルビーが虐待されているのを知り、管理人と一緒に救済策を考える。
2. Bill & Ted Face The Music (アドベンチャー） 8月21日公開
「テッドとビル」シリーズの待望の第三弾。テッドとビルのおとぼけコメディーコンビが、タイ
ムトラベルをして、ロックソングで世界を救う、ＳＦアドベンチャー映画。
3. The Hitman's Wife’s Bodyguard （アクション） 8月28日公開
殺し屋ダリウスが、服役中の妻の釈放を条件に、国際裁判の証人として出廷するところを
襲撃され、凄腕ボディガードのマイケルが警護することになる。
4. Monster Hunter (アドベンチャー） 9月4日公開
突然の嵐に巻き込まれたアルテミス率いる国際連合軍は、超巨大モンスターたちが暮ら
す新世界に行く。新世界で出会った謎の男と共に超巨大モンスターたち立ち向かう！
5. The Beatles: Get Back (ドキュメンタリー） 9月4日公開
ジョンレノン、ポールマッカートニー、ジョージハリソンたちがカメラに向かって笑ったりしな
がら、「レッド・イット・ビー」をゼロから作る創作活動の様子を捉えている。
6. The Conjuring: The Devil Made Me Do It (ホラー） 9月11日公開
少年の魂を救う闘いに始まり、自分は悪魔に取りつかれたのだと主張する殺人容疑者と
の対峙につながる未知なる邪悪な悪魔にまつわる物語を描く。
7. Last Night in Soho (スリラー） 9月25日公開
ファッションデザインに情熱を注ぐ少女は、ある日、1960年代に戻り、当時のロンドンとは
思えないような街並みのなかで、憧れていた歌手に遭遇する。
8. The Trial of the Chicago 7 （ドラマ） 9月25日公開
1968年、シカゴの民主党全国大会でベトナム戦争反対の活動家や市民たちは、騒乱を
起こす。デモ参加代表者7人はシカゴ・セブンと呼ばれ、彼らが起訴される様子を描く。
9. Bios （SFアドベンチャー） １0月2日公開
退廃した世界滅亡後の地球に住む１つのロボットは、今は亡きクリエイターの愛犬を守る
ために作られ、愛や友情、地球上の知識について学んでいく。
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10. Respect （伝記） 10月9日公開
昨年8月16日に他界したアレサ・フランクリンが、子供の頃父親の教会でゴスペルを歌っていた
頃からソウルの女王と呼ばれるに至るまでの彼女の生涯を綴った映画。
11. Death on the Nile （ミステリー） 10月9日公開
アガサ・クリスティの推理小説である「ナイルに死す」の２回目の映画化。名探偵エルキュー
ル・ポアロは、豪華客船で起きた密室殺人の謎に挑む。
12. The French Dispatch （ ドラマ） 10月16日公開
雑誌「ザ・ニューヨーカー」の創始者ハロルド・ロスをモデルとして、20世紀のフランスの架空の
都市を舞台とし、アメリカ人記者が「The French Dispatch」を発行する架空の話。
13. Snakes Eyes （アクション） 10月23日公開
主人公は、タフで孤独な若者で、古代の日本の”嵐影”という一団の忍者の道を歩んで行く。過
去の秘密が明かされ、忠誠が試されるアクションとスリル満載の映画。
14. Black Widow （アドベンチャー） 11月6日公開
衝撃的な展開を迎えた、超一流の暗殺者ブラック・ ウィドウ。強さと美しさを兼ね備えた彼女の
過去には、驚くべき秘密が隠されている。今その秘密が解き明かされる。
15. Soul (アニメーション） 11月20日公開
生まれる前の魂「ソウル」の世界を舞台に、人間の「ソウル(魂)」はどこからやってきたのか？と
いう壮大なテーマのもとに描かれる長編アニメーション。
16. Raya & The Last Dragon （アニメーション） 11月25日公開
Kumandraという東南アジアをイメージした魔法の国が舞台になっている。最後のドラゴンを捜
す戦士Rayaと、人間に変身したドラゴンの生き残り水竜のSisuとの物語。
17. Happiest Season (コメディー） 11月25日公開
レズビアンのヒロインは、付き合っている彼女の家族が集まるクリスマスパーティで彼女にプロ
ポーズしようと計画していたが、とんだハプニングが起こる。
18. Free Guy (アクション） 12月11日公開
主人公は、日々喧騒が絶えない街に生きる銀行の窓口係。ある日、銀行強盗に襲われたこと
で自分がゲームの世界の住民であることに気づいたところから話が展開する。
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赤い小鳥とブルーな生活
「みんなのために」“One for All”
ノースカロライナに”State of Emergency（緊急事態宣
言）”が出されて二ヶ月。皆さま、いかがお過ごしでしょう
か。私は元気にストレス太り中です。
愛するマーク・アンソニー様（ラテンな歌手）のコンサート
に出かけ、超満員の中、歌い踊ったのが二月。実はコロ
ナ・ウィルスのことで、前座のコメディアンが中国人を揶揄
する酷い冗談を言い、周囲の視線に居心地の悪い思いを
したのだが、あの日、会場にいた二万人にとってはアジアもヨーロッパも西海岸もはるか
遠く、他人事だったのだ。そこから全米の死者が二万人を超えるまで、あっという間だっ
たことは、ご存知の通りである。
という訳で、五月現在、学校に行かない息子、自宅勤務の夫、プータローの私、計三名
が、家で顔を合わせてはイライラしている。近所の散歩や買い物は許されているのに、少
しばかり生活が面倒になっただけでこの体たらく。夫に至っては、退屈の余り、裏庭にテ
ントを張って寝泊りを始めた。ご近所さん達の庭にも、色とりどりのテントが出現し、ハン
モックが吊られている。ここにリス、鹿、鷹が加わって、写真に切り取ると、まるで山の中
のキャンプ場のようだ。
家で一人ぼっちが辛い！家族以外の誰かに会って話したい！ガス抜きしたい！そんな
需要に応え株を上げているのが、Zoomに代表されるネット会議アプリ。既にお使いの方
も多いと思うが、要するにインターネットを使ったビデオ通話で、二人でも百人でも顔を見
ながら話が出来るという仕組みである。以前から法人向けの製品はあったが、個人が無
償で利用できる物が増え、外出できない今の状況にぴったりハマった。会議の他にも、学
校の授業や音楽のレッスンなど、様々な場面で利用されている。
そうなれば、バーチャル飲み会である。終電も飲酒運転も帰宅後のメイク落としも心配
いらない。何なら最初から寝床に入ったまま参加すれば、寝落ちの心配もいらないぞ。
寝室に閉じ籠り、ベッドに腰掛け、タブレットを膝に置いて覗き込む。幹事からの招待
メールをクリックするだけで繋がり、まるでテレビ中継のように、参加者の顔が小さな窓に
現れていく。映像は意外と綺麗だ。みんな元気そうね！と思いつつ、目を走らせている
と、年配の女性が現れた。顔色が余り良くない上に、御髪も乱れ気味。ど近眼の私、もっ
と良く見ようと手元のタブレットを引き寄せてみたら、その方がぐぐーっと二重顎でアップ
に……私か！自分の顔を目にして、ここまでビックリしたことにビックリだ。
子供の頃に懐中電灯を顎の下に当て、誰かを怖がらせてみたことがある人には分かる
と思う。怪談を語る時のアレです。ビデオ通話でタブレットを使う時には、姿勢を正して正
面若干上方に捧げ持つ。お釈迦様が池を覗くが如き体勢は禁忌である。そして、パンツ
は履かずとも良いが、スッピンはお勧めしない。
医療、警察、食料品店、配送を始め、私たちの生活を回して下さっている全ての皆さ
ま。私がのほほんと自宅に引きこもり安全に過ごしていられるのは、あなた方の献身の
お陰です。心から感謝します。Play safe, stay home for everyone!
/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住
16

”聞きかじり“ いえ 読みかじりでしょうか？
今まで、この欄で大きな音が耳に及ぼす悪影響を何度もお話
ししました。最近のリサーチで老化よりも騒音障害による難聴
のほうがダメージが大きいとあります。まだ動物段階のリサー
チですが、騒音障害による難聴のグループには複雑音（パー
ティーなどでの会話のようなもの）を処理する中枢回路のダ
メージが老化による難聴の耳と比べて大きかったとあります。
イヤーマフや耳栓で大きな音をブロックしましょう。

皆さんのなかには飛行機に乗って飛行機が降下するときに耳
が塞がってしまうことを経験されている方がいらっしゃいますよ
ね。私の場合、閉塞感に痛みが伴います。日本の高層ビルの高速エレベーターでも感じ
ます。私の鼓膜の面積は小さいのですが、動きが大きいのです。鼓膜の動きが平均より
大きいので、空気圧の変化に敏感なのだと思います。飛行機の降下時に赤ちゃんが泣き
だしたり、小さいお子さんが耳を痛がったりするのは、この空気圧の変化のためです。
鼓膜の内側にある中耳は空気腔でその圧力は耳管
の働きでうまく保たれています。耳管は中耳から鼻の
奥にある鼻腔につながっていて、開いたり閉じたりし
ています。この耳管が閉じっぱなしになると閉塞感を
感じます。普通、あくびをしたり、ガムを噛んだり、何
かを飲み込んだり、あるいは鼻をつまんで、空気を軽
く耳に送ることで、“ポッ”と耳管が開きます。しかしな
がら、風邪や鼻炎をおこしていると耳管がなかなか開きません。耳管が開かないと痛みを
伴うことがあります。飛行機の旅でよくこのような不快感を経験されているかたは上記の
対処法もありますが、“Ear Planes”といった耳栓があります。耳栓で空気圧の変化を少な
くするというものです。これは市販されています。
最後に自閉症を持つご家族にいいのではと思える記事。”Six Flags Parks Receive Autism Certification”という記事がありました。アメリカ国内にある２６の全部の Six Flags
amusement parks が International Board of Credentialing and Continuing Education
Standards とタイアップし、 自閉症というものを理解し、障害の度合い、異なる状況に合
わせ、活動を提案することができるようにトレーニングを受けたスタッフを配備し、また自
閉症の子供たちが楽しめる道具をそろえたというものです。“In-Park sensory places for a
less-stimulating environment.”や食事制限にも対処できるメニューもあるようです。
（オーディオロジストも自閉症の理解を求められます。自閉症の子供たちの聴覚検査をし
ますから。）

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville
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VS

「21話：あれ以上同居が続けば。。。。」
私は良くテレビドラマを見る。あるドラマで小さい男の子が
ある男性に「あのおじさんて、悪い人なの？」と言う問いに
「人はみなちょっとだけ良い人でちょっとだけ悪い人なんだ
よ。」と言うセリフがあった。本当にうなずける言葉だったの
でとても印象に残っていたのを覚えている。私は元姑が本
当に嫌いでたまらず心の底で彼女を許すことが出来ずにい
る自分が悪い自分であると思う事があった。でもこの姑は
どうだったであろう？彼女はいつも自分は善人であると言っ
ていた、観音様の様な人間であるとも言っていた。でも本当
の彼女は自分も人も愛せない事を知っていて、本当は人に
優しくすれば人からも愛される事を知っていると彼女には
思っていて欲しいと思う事があった。現実の毎日は自分の
家に住まわせてやっている嫁はごくつぶしなのだから姑自身の思い通りに２４時間動き
気に入らない事は一切しない事。楽しみの為の外出も一切してはいけない、外食など
もってのほか。食事は皆が食べ終わった後の残り物を食べる事。待遇は女中以下。そ
れが彼女の理想の嫁だと言われてきた。私の母曰く「馬鹿な人間もいたものよね、この
世の中でタダで動くのは地震だけよ。」そしてそれを姑に直接言ったとの事だが彼女は
母には何も言い返さなかった様だ。彼女はいつも自分より強い者には何も言い返せな
いのだ。しかし私への態度は真逆どころではなく、小姑にも私のある事無い事告げ口を
しているせいか小姑の里帰りの時には毎回つるしあげを受けた。つるし上げの時小姑
から「あんたに母の財産は絶対触らせない、今は兄がいるから私は何も言えないので
怒りを感じる。」と言ったのだ。兄さえいなければ私達をすぐにでも追い出せるのにと言
わんばかり。悪いがあんな人の財産など興味はないし私には触る権利は初めからな
い。彼女らには十分なお金があるにも拘らず更に欲しいようだ。元姑もその子らもお金
に苦労をしたせいなのかお金がすべてなのである。ある時知り合いが貧しい国のある
土地に学校を建てようと言うチャリティーを開き、姑は代表者が保険の大事なお客様
だったので寄付をしたらしいのだが後で聞いたとろ小姑は全く寄付などしていないのに
姑は寄付者リストに自分以外に２人の娘の名前を書き込んだと言うのだ。代表者はそ
の行動に呆れていた。同居の間姑は私自身と言う人間すべてを否定し続けたがそれは
本人にとってはこの上ない程の優越感に浸り私には帰る家などない事を知ったうえで
ずっとこの状況に耐えるしか選択肢が無いと分かっていていびり続ける事を楽しんでい
た様に思う。その後うまい事小姑の水面下の手回しのおかげで日々のいじめが少しず
つ酷くなっていき徐々に自分の居場所が更に無くなり出て行くように仕向けられたのだ
が、その当時は本当に死んだらどんなに楽だろうと思う事もあったが出て行く決心が出
来本当に良かったと思う。もうあのような家族には二度と関わりを持ちたくない。今は関
わりをもつ必要性が無い分、関わらなければ良い人と思える平和な現在がある。仮に
あの同居生活が続いていたらもはや笑い話とはならず、今はある精神病院で壁に頭を
ぶつける壊れた自分がいたかも知れないと思うと背筋も凍ってしまう程だ。
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住
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旅の記事を書いて数年、今は旅好きには厳しい状況だ。しかし、だ
からと言って楽しみがないわけではない。
世界の博物館・美術館には、Google Street Viewや公式サイトなどか
らオンラインで観覧・鑑賞できるところが多数ある。東京の国立博物
館、ロンドンの大英博物館、ニューヨークのグッゲンハイム美術館等が例に挙げられる。
本物にはその良さがあるのは当然だが、全てを訪問するのは難しい。今はバーチャル空
間で楽しみ、興味が沸いたところを後日訪問するのもよいだろう。
中には、動画そのものが楽しい施設もある。シカゴのシェッド水族館は、閉館中の館内を
ペンギンに見学させ、話題になり、その後他の水族館や動物園からも同類の動画がかな
り出回った。先日は、カンザスシティー動物園のペンギンが、市内のアトキンス美術館を
見学した動画付きのニュースがあり、これには笑った。いずれも短い動画が中心だが、微
笑ましく、ついつい関連動画を漁ってしまう。お子さんと共に楽しむには、特にお勧めでき
る。通常の訪問とは一味違い、新鮮に楽しめる。
そんな中、アメリカ人の友人が、鉄道好きの私に、JR西日本の芸備線の運転席からの前
面展望の動画を送ってきた。3時間以上でナレーションもないのに、ついつい見入ってし
まった。その長さはともかく、いろいろな路線の前面展望の動画があるので、身近な路線
などを検索すると、新しい発見もあるだろう。また、ロンドン交通局は、一日一枚程度、地
下鉄の駅などの写真をインスタグラムに自ら投稿している。私自身が鉄道もロンドンも好
きなのに加え、歴史を感じさせる駅や近代建築を楽しめるもの等もあり、毎日楽しみにし
ている。
旅に出られるまで、こう言った動画などはストレスになるかとも思ったが、万人受けするよ
うに作られている物も多く、純粋に楽しんでいる。そして、次に旅に出るときには、動画や
画像で見て興味を持った物から行先を考えようかと思っている。ぜひみなさんもご自宅か
らも旅を色々と楽しんでいただきたい。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住
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～無駄なゼイ肉飛んでいけ！ ～
こんにちは、5か月で5kg 痩せたマッサージセラピストのあきらです。前号
で、アンチエイジングについて書きました。それは、「長生きする体」をつくる
こと、そして、「太らない体」をつくることと同じことなんです。前回、誌面の関
係上伝えきれなかったことを、新シリーズ「無駄なゼイ肉飛んで行け！」に改
題して、3回にわたり解説していきます。私は、以前からお腹周り、コレステ
ロール値が気になっていました。また、睡眠や習慣に関しては、いつも興味
があったので、日本帰省の際、これらの本を読んでみました。すると、タイトルは様々で
はあるものの、究極のところでは、同じことを言っていることに気づいたのです。厳選して
私が実行した６つの習慣を、シリーズを通して説明を含めながら紹介していきたいと思い
ます。人間が生まれて死ぬまで繰り返し毎日行っていることは、究極のところで言うと、
（A）食べる （B）出す （C）寝る ではないでしょうか？赤ちゃんの一日を考えると分かり
ますね。誰しも行っているこの３つの行いの「質」が体の状態を変化させるわけです。これ
らはとても密接に関わっています。
【１．起き抜けにコップ一杯の水を飲む】（AとB）
私が早速実行したことがこれです。聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。以前は、
起きたらまずコーヒーを飲んでいましたが、それを水に変えてみました。コーヒーは、その
後、朝食といっしょに飲みます。朝の一杯の水は、４つの効用があります。「①眠っていた
間に濃くなっていた胃酸が適度に薄まり、朝食の消化吸収をよくしてくれる。」「②寝てい
る間に水分が失われてどろどろになっている血液に水分を補給し、サラサラな血液に戻
してくれる。」「③胃腸の蠕動運動を促してくれる。」「④腸の働きを良くして、便通を良くす
る。」皆さんも明日から習慣にしましょう。これすらできないのであれば、そもそも、健康な
体になるという意志がないからでしょう。
【２．腹八分で食べ終わる】（A）
日本育ちで、アメリカに住んでいる方にとっては特に難しいですよね。最後まで残さない
で食べなさいと言われて育ちましたが、アメリカのレストランでは、２食分程の量が出てく
るにも関わらず、残さないように食べてしまう習慣ができています。食べた分、体はがん
ばって消化するわけですが、消化吸収というのは、体にとって重労働なのです。約３時間
ほどかかります。必要以上に食べればそれが長い時間行われ、不要な労働を体に課し
てしまいます。腹八分が、ちょうど良い量なのです。前回でも書きましたが、脳が満腹と
判断するには、20分ほどかかります。もう少し食べられるけどなあという時が、実は、体
は満腹の状態で、脳がまだ満腹と判断していない状態なのですね。それでも、最初の数
日は、腹八分と分かっていても、少し残っていると、最後まで食べようという気持ちの方
が強く、ちょっと辛く感じていましたが、考え方を変えてみました。全部食べないで少し残
したとしても、明日また楽しむことができるじゃないかと考えたのです。戒めととらえるの
ではなく、明日の楽しみに変えてしまいました。すると、辛さがなくなりました。
いかがでしたか？ 次号までに、この２つの習慣ができていることを期待します。それか
らもう１つ。毎日同じ時間帯に体重計に乗ってください。体に変化が起こること間違いなし
です！
/Akira:長崎出身 Wake Forest在住
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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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Hummus Cafe
962B Airport Blvd, Morrisville, NC 27560
RDU空港近くのホテル街の中にある、典型的なMediterranean の
デリです。場所がとても見つかりにくい・・・・ガソリンスタンドの奥
にあります。 古くから営業しているらしくお店の構えも、店内も
古いです。近隣の空港関係の会社の人たちが、お昼時には、列を作ってお持ち帰りのラ
ンチをつくってもらっています。バッフェ台は2台Mediterranean では多い方です。メインの
ホットバーには、意外なことにファラフェルはありません。ピラフが2種類。カリフラワーや
ナス、豆を中心とした、「いかにも」の煮物類。肉料理は鶏、牛、羊で、
勿論「豚」は無し。ケバブやタジン料理があります。一言でいえば、よくこなれた味。スパイ
シーとは言えませんが、毎日飽きずに食べられる味です。はっきり言って、古い町の食堂
ですがこのお店はお勧めです。ランチバッフェは月曜日から金曜日。11AM～3PM。おひ
とり様＄10.99（税込み＄11.79）
/Lacy Blue:仙台出身 Durham在住
？

Quarantine, Curfew
コロナウイルスCOVID-19のパンデミックで生活激変ですね。コロナ関連でよく見ることに
なった単語を確認してみましょう。Quarantineは検疫、隔離という意味です。この語源で
すがquarterと似ていますよね。quarterは4分の1ですが、このquarantineはもともと40とい
う数字から来ているそうです。昔は感染病の隔離は40日間と定められていたんでしょう
ね。検疫のプロセスの一つとして隔離です。Curfewは（夜間）外出禁止令です。でも私た
ちは夜間だけでなく昼間も外出禁止でした。とにかくStay at Home。ですから外出禁止令
は誰でもわかるようにStay at Home orderと言われたわけです。そして、この外出禁止令
が終わることを表すのに Stay at Home orders end。でもちょっとかっこいい言い方を使っ
てみようと思われる方。Stay at Home orders are liftedはどうでしょうか？
/Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住
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体質別タイプの改善法/ダイエット法＃２
中医学ダイエットは、漢方の要である「体質」が基本。自分のタイ
プを見つけ、太りにくい体質改善を目指しましょう。今回、血行不
良タイプや虚弱体質タイプをご紹介します。
*血行不良の「瘀血太り」タイプ
原因：体の冷えや血中コレステロールが溜まる原因で、血液の流
れが停滞している。
太り方:全体的に脂肪がついている人が多く、見た目よりも体重が
あるのが特徴です。上
半身を中心に全体太り、内臓/中性脂肪がつきやすい。
食生活：食事の量を減らしても、あまりダイエットの効果が見られない。
体質の特徴：冷房などの冷えに弱い、腹部や下半身が冷えやすく、肌のくすみやシミ、ク
マが気になる、肩こりや頭痛がある。
食事:体の冷えが原因の血行不良タイプなので、まず体を温めて血液の循環を促進する
食事がポイント。体を冷やす生野菜や刺身、冷たい飲み物は極力控えめにするこ
と。血行を促すラッキョウや玉葱、セロリなどの他、生姜やニンニク、長ネギなどの
体を温める温性の薬味を上手に料理に使用するのがお勧め。肉料理には脂肪分が
少なく体を温める作用のある牛肉やラムがおすすめ。
運動:血行を促進して血中脂肪を溜めにくくするウォーキングやストレッチ運動，ヨガなど
がおすすめ。特に骨盤のうっ血を取ると効果があるので、腰や下半身を中心にした
運動を心がけること。
漢方薬:桂枝茯苓丸、当帰芍薬散、桃核承気湯など。
*エネルギー不足の「気虚太り」タイプ
原因:あまり食べないのに太るタイプです。食欲不振で、朝食を抜いたり、食べる量が少な
い若い女性に多く見られるのが特徴。気が不足するため新陳代謝が悪く、筋力がな
いため下腹がポッコリした下半身太りが特徴です。
太り方:下半身が太っている、体重の割には体脂肪が多い、お尻が下がっている、下腹が
ポッコリ出ている。
食生活:食欲があまりない、少食気味、特に朝には食べられないことが多い。
体質の特徴:食べないのに太りやすい、疲れやすく体力がない、運動が苦手、胃腸が弱く
胃下垂ぎみ、風邪を引きやすい。
食事:普段から食べる量が少なく、朝は食欲がわかずに欠食したりしがちなため、消化吸
収や代謝を促進する気が不足しているタイプなので、まず３食きちんと食べる習慣を
つけることがポイント。気を補う消化機能を高める山芋、豆腐、枝豆などの豆類、代
謝を高める唐辛子やニンニク、生姜などの薬味を活用。
運動:エネルギー不足で疲れやすく体力がないタイプなので、激しい運動は逆効果。
ウォーキングや水中運動など体に負担の少ない運動がおすすめ。呼吸法を取り入れ
たヨガや太極拳などもおすすめ。
漢方薬:補中益気湯、六君子湯、十全大補湯など。
/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
23

ごちそうさまぁ～❢
～鍋一つで作る料理～
Pandemicの影響でStay-at-Work Orderが宣告されてから、お家ご飯の機会が増えまし
た。なかなか一日三食作るのは手間がかかります。たまにはフライパン一つで作れる、
栄養いっぱいのお料理で、ご家族との会話を楽しみませんか。
「キャベツ焼き」
お手軽にサッと作れるメニューです。

（材料）2人分
キャベツ…1／4玉 卵…1個 小麦粉…大匙4 水…30ｃｃ 顆粒ダシ…小匙1
マヨネーズ、ソース、鰹節……適量
（作り方）
１：キャベツは千切りにしボウルに入れ、ここへ卵、出汁、小麦粉、水を入れ、混ぜる。
２：混ぜたものをフライパンに広げ、蓋をして両面焼く。
３：仕上げにマヨネーズ、ソース、鰹節をトッピングする。
「トマト雑炊」
トマトの酸味とチーズやベーコンの旨みがあるので、飽きずにたっ
ぷり食べられます。

(材料) 4人分
ご飯…500g位 水…1リットル トマト…2個 ベーコン…80ｇ位 顆粒ダシ…小匙1
椎茸…3枚 ピザ用チーズ…100g 粗びき胡椒…少々 顆粒ダシ…小匙1
（調味料）
醤油…大匙1 味醂…大匙1 塩‥‥小匙1
(作り方)
１：椎茸は食べやすく切り、ベーコンは7,8㎜巾位に切る。トマトは皮ごと2ｃｍ巾の格子切
り。切った材料を全て鍋に入れ水を入れる。
２：鍋を中火にかけ、沸いたら弱火にし1,2分そのまま火を通す。トマトが煮崩れたら調味
料を加える。温かいご飯を加えて、全体を混ぜ合わせ、弱火のまま1,2分温める。
３：ピザ用チーズを表面にたっぷり振りかける。
４：火を止めて、蓋をし余熱でチーズを溶かす。仕上げに粗びき胡椒を振る。
「フライパンひとつで夏野菜のトマト煮込み」
夏野菜のナスとトマトを使ったフライパンメニューです。
(材料)4人分
鶏肉…300ｇ ナス…150ｇ シメジ…1パック トマトソース缶…1缶
ピザ用チーズ…適量 塩・胡椒…適量 オリーブオイル…適量
(作り方）4人分
1:鶏肉は一口大に切り、塩コショウを振る。ナスは乱切り。シメジは小分けに分
24

ける。
2:フライパンにオリーブオイルを熱し、鶏肉を入れて焼き、火が通ったらナス、
シメジを加えてしっかり炒める。
3:トマトソースを加えて10分ほど煮る。塩胡椒で味を調え、仕上げにピザ用チー
ズを振り入れる。チーズが溶けたら完成。好みで胡椒を振る。
「鮭とゴボウの炊き込みご飯」
炊飯器一つで出来る簡単で美味しいメニューです。某有名
ドラマのお料理。
(材料）4人分
米…2合 塩鮭…2切れ ゴボウ…1本 シメジ…1/2パック 出
汁昆布…10㎝角1枚 酒…50cc 醤油…50㏄
(作り方）
1:米を研いで炊飯器に入れる。酒・醤油・出汁昆布を加え、水を規定の線まで入
れる。ササガキにしたゴボウ、ほぐしたシメジ、鮭の切り身を加え、普通に炊飯
する。
2:ご飯が炊けたら、鮭と昆布は取り出し、鮭はほぐし、昆布は細切りにして炊飯
器に戻し、全体をざっくり混ぜる。
3:茶碗によそってから、上にお好みでゴマを振ると美味しい。
ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢
「フライパン・クレームブリュレ」
フライパンで１０分蒸すだけでできるクレームブリュレ
です。
(材料) ココット4個分
卵黄…2個 砂糖…20ｇ 生クリーム…130ｇ 牛乳…40
ｇ
バニラエッセンス 少々
(作り方）
１：卵黄と砂糖をボウルに入れ、白くなるまで混ぜる。
２：別の小鍋に生クリーム、牛乳を入れ、沸騰直前まで温め、1に加える。
３：バニラエッセンスを加えて、ココットに注ぎ、フライパンに並べて、2㎝ほど
お湯を張る。
４：フライパンに蓋をし弱火で10分程度。表面に幕が張り、フルフルする程度で
火を止め、冷蔵庫で冷やす。この状態では「焼きプリン」です。
５：冷えたら、表面に砂糖をスプーンなどで押し付け、
バーナーで焼く。
焦がしたら、すぐに食べましょう。
時間がたつと、表面のカチカチだったカラメルが溶け
て、全体が焦げた色に染まってしまいます。
/Lacy Blue

仙台出身

Durham在住
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2020年6月～9月のイベント
＊＊COVID-19による外出自粛が続く場合は、以下のイベントが中止になる可能性があ
ります。お出かけ前に一度ご確認ください＊＊
*Summer Solstice Festival, Greensboro
6月20日(土) Greensboro Arboretum and Lindley Park、入場料$5（13歳以上）
9000人以上も参加する家族全員で楽しめるお祭りです。子供が喜びそうなフェイスペイン
ト、フラフープや、音楽の演奏やパフォーマンスなどもあります。
http://www.greensborosummersolstice.org/
*Salem Band Concert, Winston-Salem入場無料
7月4日（土）7:30PM - https://salemband.org/concerts/ 歴史的なOld Salemのスクエア
で行われる独立記念日にちなんだコンサートです。折りたたみの椅子かブランケットを
持ってきて、独立記念日を祝いましょう。雨天7月6日に延期
*Christmas in July, Seagrove 入場無料
7月17日～19日 (金～日) Museum of Traditional Pottery
クリスマスのギフトは12月まで待たずに早めにここで購入しましょう。クリスマスギフトのア
イデアがたくさんあります。陶芸の実演あり。食べ物のブースあり。
https://www.facebook.com/events/21st-annual-seagrove-christmas-injuly/192968904201295/
*Revolutionary War battle reenactment, Sanford 入場無料、駐車料金$5
8月3日～4日(土、日) House in the Horseshoe State Historic Site
米国独立戦争時の戦場になった場所でその戦いの一部を再現します。戦いの実演は2時
からです。一度米国の歴史を地元で目の当たりにしてみてはいかがですか？
https://historicsites.nc.gov/events/best-defense-we-can-239th-anniversaryreenactment-house-horseshoe
*Wyndham Championship Golf Tournament, Greensboro
8月11日～8月16日 Sedgefield Country Club 入場料$10～、駐車料金
PGAツアーのゴルファーがグリーンズボロで競います。
https://www.wyndhamchampionship.com
*Central Carolina Fair at Greensboro Coliseum Parking Lot
9月6日～15日、入場無料の日あり、大人$7
NC State FairとDixie Classic Fairに先駆けて始まるやや小規模な秋のフェアです
https://www.greensborocoliseum.com/events-tickets/central-carolina-fair
*Day Out with Thomas at NC Transportation Museum, Spencer
9月25日～10月4日の金土日 入場・参加有料 nctrans.org/Events/Thomas.aspx
機関車トーマスに乗って、機関車博物館を見学して子供たちは大喜び。
26

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad Triad

Black Powder Smokehouse
Jamestown に新しく出来たレストランです。お勧めはTexas Style Brisket Plateです。サ
イドが２品選べますがマカロニチーズはおすすめですよ。今はテイクアウトのみですが十
分楽しめました。是非ご利用下さい。注意：駐車場が小さいので満車の際は近所に駐車
しなければいけない事もあります。
302 E Main St, Jamestown, NC 27282 電話 (336) 858-5761
営業日 水曜日―土曜日のみ 午後１２時から７時

Hair Artist

Salon by JC
6140 Falls of Neuse Rd.
Raleigh, NC 27609

予約Only
(919)605-4892
日本語テキストOK

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

Airbnb: One Room South West Durham
問い合わせ sales@realtytriangle.com

バス停、Shopping Centerまで徒歩数分

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

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

掲示板ご利用案内
「見て見て！三角掲示板」では、掲載

Family
Hearing Care

する情報を常時募集中。トライアング
ル・トライアッド地区の日本人に効果
的にアピールできます。情報交換の場
としてお気軽にお問い合わせくださ
い。
E-mail: Sankakuyokocho@outlook.com
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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

6-9月 トライアングルの

イベント・スケジュール （変更有）

6/1

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
Alejandro Fernández
PNC arena

7/10

An R-Rated Magic Show

DECPA

7/18

REO Survivor

DECPA

7/28-8/2

Memphis (Musical)

DECPA

8/1

Harry Styles

PNC arena

8/2

Rage Against the Machine

PNC arena

8/2

styx

DPAC
ファミリー/子供向けイベント

8/15

Summer Daze Music Festival Vol.3

Midtown Raleigh

8/15

Wake Forest Comic-con

Wake Forest Renaissance
Centre for the Arts

8/22,23

Lazy Daze Arts and Crafts Festival

Cary Town Hall Campus

8/22

Packapalooza

Hillsborough St.

6/6

Raleigh's International Food Festival

Downtown Raleigh

6/6

French Market & Seafood Festival

Lafayette Village

6/6,7

Nuv Yug India Fest

NC State Fairgrounds

7/3-5

Carolina Fear Fest

NC State Fairgrounds

7/30-8/2

GalaxyCon Raleigh

Raleigh Convention Center

8/7,8
8/14,15
8/22
9/5,6

Beer, Burbon and BBQ Festival
Brewgaloo 2020
CaribMask Carnival
African American Cultural Festival

Koka Booth Amphitheatre
Downtown Raleigh
Downtown Raleigh
Downtown Raleigh

その他のイベント

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center

日本語教室(たけのこ)開設と生徒募集のお知らせ
地面にしっかりと根をはって、ぐんぐんと成長して行く竹の子のように
子供たちに育って欲しい。そんな願いを込めて日本語を学べる教室を開
設しました。
対象児童：日本語を学びたい児童 （４歳−１８歳）。ご家庭で日本語を話しているか否かは
問いません。興味のある方は、授業の見学をお勧めします。日本語での日常会話、読み書き
が将来できる事を目標に、語学教育の経験豊富な講師陣が授業をサポートします。

教室所在：South Pointモールより10分
日時： 土曜日 午前9時30分～11時30分
春学期：1月から5月末
夏学期：不定期
秋学期：8月から12月中旬

問い合わせは Takenoko.nc@gmail.comまで、eメールにてお願いします。
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編集後記
Stay-at Home Order
が発令され、いかに
自分が趣味無し人間であるか
が分かった。お料理苦手、さら
にお裁縫は大嫌い。縫わない
手作りマスクに挑戦してみよう
と思ったが、気持ちも手も動か
ず。そんな私を見かねて、義
娘と友人がマスクを送ってくれ
た。重い腰を上げて家庭菜園
を作ったが、ポットに野菜を植
えただけなので、数時間で終
了。絶対体躯系の自分。新し
い自転車を求めてあちこちさ
迷い歩くが、欲しい自転車が
見つからない（売ってない！皆
考えることは同じ）10件目のお
店でようやく「それなり」の自転
車発見で即購入。25年以上ぶ
りにサイクリングしたら、自転
車から降りる際、足がGive Up
して2回も転倒。お尻は痛くな
るし。しかし、気を取り直して
一週間に1~2回頑張ってサイク
リング。News River Trailを全
区域完走。先週は20マイル近
く走ったがさすがに疲れた。次
回はCrabtree Creek Trailに挑
戦してみようと思う。でもここ、
坂道が多くて大変そう。そうい
えば、最近太ももが太くなった
気がする。
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」 2020年春号/第66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

日本人スタッフによる豊富なメニュー❢❢
うどん、ラーメン類、丼物、カツカレー、定食、弁当各種
餃子、たこ焼き、肉まん、焼きそば
Hマートでお買い物の際にはお気軽に❢❢
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