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Hot News!! 

 コロナワクチン接種開始 

 

ノースカロライナでのワクチン接種が進んでいます。ノースカロライナの州

民全員分のワクチンが確保されたこと、大人の約４割が接種を完了したこ

となどを受け、4月28日、クーパーノースカロライナ州知事よりコロナに関する規制を段階

的に緩和することが発表されました。先駆けとして4月30日からアウトドアにいる際のマス

ク着用は必須ではなくなり、また室内での集会は100人以下、屋外では200人以内という

条件で開催可能になりました。6月1日までにソーシャルディスタンスなどにおいても更な

る緩和を見込んでいます。昨年4月を省みると、自宅待機命令が発令されマスク着用での

生活やリモート会議などがニューノーマルとなり始めた頃です。次の1年での変遷に期待

です。 

 

トライアングルにApple新キャンパスの建設が決定！ 

 

Apple社が2018年より計画を進めていた当社初めてとなる東海岸のキャ

ンパスがノースカロライナに決まり4月26日に発表されました。オハイオ州

など他候補地との接戦があったようですが、ここトライアングルにAppleの新キャンパスが

開設されます。また、カトーバ郡へデータセンターも新設されることも同じく発表されまし

た。Apple社はリサーチトライアングルのキャンパスへ、これからの10年間で10億ドルを投

資し、約3000人の雇用が期待されています。NC540号沿いに100万スクウェアフィート(２３

エーカー、一辺が300メートル四方の四角形をイメージしてください)のキャンパスが建設さ

れます。ここ数年、ノースカロライナの変化は顕著です。同社の南部キャンパスがあるテ

キサス州オースティン市ではその他のITカンパニーも立ち並び、地価の高騰などが進み

街並みもここ10年で大きく変わりました。トライアングルの街並みもまた大きく変わるでしょ

う。更にApple社がトライアングルエリアに絞った理由の一つに州としてのLGBTQへの取

り組みも大きかったと言われています。文化や社会面も含めノースカロライナは色々な面

での転換期を迎えているようです。 

 

North Carolinaの野生動物 〜コウモリ編 

 

暖かくなりました。我々も外に出たくなりますが、それは動物も

同様で活動的になっているようです。コウモリも冬眠から目覚

めます。この時期、屋根裏や窓の隙間など雨風の防げる場所に巣を作ります。コウモリは

害虫などを食べてくれる益獣ですが、フンなどにより家へのダメージを与えたり、またノミ

やダニがコウモリの体に付着している場合がありますので対策が必要です。ここで一つ

注意したいのが、コウモリの中には絶滅の危機に晒された種類もいることもあり、”益獣”

として州のルールで保護されていることです。暖かくなる5月〜7月は繁殖期にあたり駆除

ができません。屋根裏などを確認しコウモリがいるようでしたらまずは専門家に相談しま

しょう。 
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トライアングル日本クラブだより 

==「オンラインお花見会」のご報告== 

   
  春うららかな日に、満開のソメイヨシノを近所で見か

けました。なぜか、家族一緒にお弁当や飲み物を携えてそ

の木の下でピクニックをしたいという気持ちがうずきまし

た。やはりこれが日本人のDNAなのかと感じるとともに、

どうして普通のアメリカ人にはこの季節を愛でるという気

持ちが伝わらないのだろうかと不思議に思いました。 

  昨年の3月、すべての準備が終わったインターナショ

ナル・フェスティバルの開催日の2日前に発表された突然

の中止から始まったコロナ禍、他の組織や団体も一緒で

しょうが、我々日本クラブも一切の対面イベント、「夏祭

り」、「こどもの日」、「年の瀬もちつき」などをその後キャンセルすることに

なりました。昨年後半から盆踊り、茶の湯、太鼓クラブ等一部の同好会はオンラ

インや外での限定環境の中で練習をほそぼそと続けてきましたが、日本クラブと

しては先の読めない開店休業のような状況でした。昨年末ごろからZoom を使っ

たOnline Gatheringを試行し始め、今年になって3回目のGatheringが去る4月13

日に開催されました。それが「オンラインお花見会」でした。 

  それぞれおもいおもいの食べ物や飲み物を持ち寄った40名を超える参加者が

まず目にしたのは、約10分間画面いっぱいに広がる日本中の桜の名所と言われる

場所のビデオ映像でした。その画像に併せて森山直太朗が歌うあの切ない名曲

「さくら」をBGMとしてながし、平安時代から続くお花見の伝統や、この時期に

最大の景観を提供しながらわずか1-2週間で散ってしまう桜の花の哀れさに寄せ

る日本人の心といった説明も流しました。参加者の半数を超えるアメリカ人に

とっても、一服の和みの時間になったのではないかと思いました。我々のように

日本を遠く離れたままだったり、コロナ禍のおかげでしばらく訪日できなかった

りしている日本人にとっても、心温まるひと時になりました。現在の日本での

「お花見自粛状況」を考えれば贅沢の一言に尽きるのかもしれません。 

  第2部として、NY在住の落語家「斎藤ケン氏」による高座を30分ほど設けま

した。企画が進んでいるときにチャペルヒル・ダーラム日本人会が同じ週に別の

落語家さんのセッションを計画しているのを知りましたが、日本文化の中でも永

らくハイライトが当たってこなかったこの伝統芸能に同地区でSpot Lightが当た

るのも良しとしました。話芸というだけあって、日米とユーモアのセンスが違う

聴衆に合わせての語り口、さすがと思いました。当方のセッションは英語だけと

しました。 

  第3部は、もう今までのOnline Gatheringでペースができている5-10人ぐら

いに分かれて行うBreak-outセッションでした。今回は各セッションに別々の

テーマを事前に指定しておき参加者が自由に選べるようにしました。曰く「日本

への旅」「好きな日本食」「Cool Japan 」「漫画・アニメ」「日本武道」など

のテーマです。一番人気はやはり「好きな日本食」でした。「ラーメン・餃子」

や「カツ・カレー」などで話に「花が咲きました」。 

 

      /日本クラブ代表：ロッキー岩島、東京都出身、ラーレイ在住34年 
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私達日本人は、貯蓄への意識が常に高いです。”キャッシュフロー”というと壮大なことの

ように聞こえますが、幼い頃からお年玉をもらうと、まずは貯金をする、というマインドセッ

トが備わって育ったように、キャッシュフローは、いくら稼ぐか、ではなく、いくら貯めるか、

が大前提です。そして、”前預金“という癖をつける事が要です。Bではなく、Aのように収

入の後には、まずは貯金をしましょう。 

 

A: 収入 ⇒ 貯金 ⇒ 投資 = 財産 B: 収入 ⇒ 負債 ⇒ 浪費 = 金欠 

 

キャッシュフローを上げるには ①収入を上げる ②無駄な事にお金を使わない という2つ

のポイントがあります。 

“②無駄な事にお金を使わない” 為には、ご自身で家計簿を付ける事が得策でしょう。家

計簿を見直し、支出のどこかに無駄がないか再検討してみる事がお勧めです。 

 

(例) 

 *毎月のケーブル代: 不要なチャンネル視聴料を払っていませんか?  

 *カフェ、お酒、タバコ: 少し回数を減らすだけでも、ちりも積もれば、です  

 *Homeowners保険の中で課されるPMI補償: 一定のEquityがあれば購入不要、購入時 

  のまま払い続けていませんか? 

  *外食: 毎月の外食予算を決めていますか? お弁当にすると、出費が減らせます。  

  *ジム代: 使っていないメンバーシップ代等を払っていませんか?  

  *ATM手数料: いつ、どこでお金をおろしたら有料か把握していますか? 

  *USPS: 送付物によっては、安いBook rateを使えます。 

 

ここで小さな貯金がどのくらいインパクトがあるか見てみようと思います。$6.6/1日を貯蓄

に回すと、30年後にはどのくらいの資産になると思いますか。 

 

(例)10%の利回りの付く商品に$6.60/1日を入れた場合 

10年 = $42,074      20年 = $151,204      30年 = $434,263 

 

支出を減らすわずかな努力で、大きな資産形成につながる事がご覧頂けたと思います。

皆さんは”72の法則”というのを耳にしたことはございますか。複利で利回りする金融商

品に於いて、いつ資産が2倍になるのか、が簡単に計算できる方程式です。 

 

裏を返せば、利子が付いている負債があれば、負債は大きく膨らむという事が言えます。

より良いキャッシュフローを作ることに於いて、負債に対する戦略としては以下が上げら

れます。 

 

  *更なる負債を作らない、身の丈に合った生活をする 

  *現金やデビットカード、プリペイドカードを利用する 

  *必要なものしか買わない 

  *不要な支出を抑える 

       より多くのキャッシュフローを作るには？ 
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アメリカのクレジットカードの平均負債額は$15,950/一人で、全体で$2.8兆の市場と言わ

れています。負債を短期間で返済する方法、”Debt Rollup”という手法をご存知ですか。

最低月額支払いのみを払い続けていると、72の法則が示す通り、その負債は元本の数

倍に簡単に膨れ上がってしまいます。”Debt Rollup” という賢く戦略的に返済期間を短く

する事で、総負債額を大幅に下げる事が可能です。また、負債返済短縮方法として、

Debt Settlementという手法もございます。1万ドル以上のUnsecured debt（クレジットカー

ド、病院からの請求書など）をお持ちの方は、返済額が半額以下になることもあります。

複利の力を敵にするのではなく、味方に付けて上手に利用したいですね。 

 

キャッシュフローを上げる手段のもう一つに ①収入を上げるという点を冒頭に上げまし

た。ロバート キヨサキ氏の書で提言されていた、クワドラント(Quadrant)という言葉をご存

知でしょうか。クワドラントとは、働き方や収入の生み出し方に於いて人は4つに分類出来

る、というものです。 

 

皆さんは、今どこのカテゴリーに位置していらっしゃいますか。そして、どこのカテゴリーで

本当は生活されたいですか。この機会に、ご自身でお金の仕組みを学びファイナンシャ

ルリテラシーという金融の教養を身に付けてはいかがでしょうか。私達は、無料日本語

ファイナンシャルワークショップを、毎週開催していま

す。御自宅からズームでお気軽に参加して学んで頂け

る、無料セミナーで、4回構成となっております。 

 

第1回：より多くのキャッシュフローを作るには？ びっく

り負債返済短縮方法  

第2回：ファイナンスの基礎、米国の生命保険の種類と

選び方、元本保証の金融商品  

第3回：貯蓄効果を上げるコツと税金対策、投資信託や

株式投資の基本、カレッジプランニング  

第4回：個人年金、一生涯年金、介護保険の種類、メ

ディケアの基本、遺産プラン  

 

無料日本語ワークショップや本日の記事の内容にご興

味がある方は、 ぜひご連絡ください。また、ズームでお

目にかかれるのを楽しみに致しております！  
お問い合わせ先：Steadyretire@gmail.com（堤、または、京橋まで ） 
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  -第20回NC州高校生日本語スピーチコンテスト- 
山本侑果さんはご自宅ではお父様と日本語を話している継承語の生徒です。

ノースカロライナ高校生日本語スピーチコンテストでは今年初めて継承語の部

門ができ、山本さんが初めての優勝者です。日本語１からまじめにこつこつと

日本語学習に取り組んで今はAP日本語を取っています。卒業後は日本の大学への進

学が決まりました。 

 

            ********************************************************* 

                     「オメラス」 
 

「オメラスから歩み去る人々」はアメリカの作家、アー

シュラ・ル・グウィンが書いた小説です。オメラスとは

君主制、奴隷制、警察、そして兵器が存在しない

ルールの少ないユートピア都市です。オメラスの市民

は幸福で平和にそして静穏に暮らしていました。オメ

ラスは幸せの都市と呼ばれていましたがある一人の

市民にとっては地獄でした。この市民とは不衛生な

状態の地下室に閉じ込められた、女性なのか男性な

のか性別もよくわからない十歳の子供です。人との交流は一切なく、食べ物もほとんどな

く、太陽にすらあたらない状況でした。全てのオメラスの市民はこの子の状況を知ってい

ましたが、誰も助けようとはしませんでした。他の子供たちもこのことを見て、怒り、泣い

たとしても時間がたつほど何もできない事に気づきます。なぜなら、オメラスの人々の幸

福はこの一人の子供の不幸の上に成り立っていたからです。みな一人のために何千人

もの幸福を犠牲にするのが怖くて目をそらしました。依然として多くの人が幸せにくらして

いましたが、静かに何も言わずにオメラスから歩み去って二度と戻ってこない人たちもい

ました。 

 

この話は誰が読んでもその一人の子供に対する残酷な扱いは明らかに間違っていると

わかります。「なぜ子供を苦しめているのに平気なのか」と考えると思います。一人のオメ

ラスの子の苦しみに気付いていますが、多くの人がこの世界の何百万人の苦しみに気

付いていません。あらゆる国に、貧困に苦しむ社会的弱者の問題があります。 

 

例えば、「ファストファッション」という言葉があります。これは流行りの衣料品を量産して、

安い値段で売ることです。バングラデシュ、中国、ベトナムは先進国に一番輸出している

国です。発展途上国の政府は、衣料品を作っている貧困層の女性や子供たちがお金を

必要としていることを知っており、労働力としての彼らを酷使しています。そのため薄給と

過労という労働のサイクルから逃げ出せなくなります。私たちはこれを知っていても、そ

れは変えられないシステムだし、仕事があったほうがいいだろうと何もしません。私たち

は彼らの抱える問題の一部なのかもしれません。人々は目をそらし「誰かがどうにかする

だろう」と思っているためいつまでたっても問題が解決しません。言い訳ばかりする私た

ちはオメラスの市民と同じだと思います。 

 

苦しみの種類と苦しんでいる人が多すぎてどこから始めるべきなのかわからないのが一

番の障害になります。多くの人々は問題の深刻さを見逃しているか、状況を完全に理解

することができないかです。問題解決の出発点は皆が自分の目で見て問題を理解して
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考え方を変えることです。これはいくつかの方

法でできます。 

 

最初の方法は教育課程に問題点を話せる授業

を入れることです。今の教育課程はこういう問

題を話すことができる授業がありません。それ

でも万一授業で話すとしても解決方法を習いま

せん。教育システムに現代の問題とその解決

方法を学べる授業を組み込まないといけませ

ん。この問題は中学校、高校、そして大学の社会科の授業で教えるべきです。生徒が興

味を持つ特定の問題の選択科目にも組み込むべきです。生徒はドキュメンタリーや動画

を見て問題を詳しく学び、同級生と話し合って可能な解決方法をブレインストームします。

大学と高校レベルでは生徒は自分の研究をして可能な解決方法を提示します。こうする

ことによって生徒は建設的思考能力を開発することができます。 

 

第二の解決方法は問題に罪悪感を感じることです。オメラスの話では一人の子供の扱い

に対して市民は罪悪感は一切感じないと書かれていました。最初に私は罪悪感を感じな

いことは不可能だと思いました。ですが、私はファストファッションやほかの苦しみに罪悪

感を感じません。罪悪感を感じるためには問題に対して個人的なつながりを作らないとい

けないと思います。多くの人々が行動をためらう理由は、何とだれを助けるべきなのかよ

くわからないからです。生徒が興味を持つ問題に対してボランティアプログラムを作り、学

校や公民館で紹介します。このプログラムで生徒はひどい状況を経験している人と会うこ

とができ、会話し、仲良くなり、本物の人がこういう状況で生きていると気づけます。自分

の目で問題を見ると状況が現実になります。ボランティアプログラムを作ると「私に関係な

い」と思う人たちに手助けをする理由を与えます。 

 

第三の解決方法は自分の行動に責任を取ることです。ファストファッションの店：フォーエ

バー21、ギャップ、ヴィクトリアズシークレットで服を買う代わりにスリフトショップで買った

り自分で服を作ることができます。今このパンデミックの状況下時間にゆとりのある人は

インターネットで新しいスキルを学べます。ソーシャルメディアも使えます。最近はインスタ

グラムやツイッターやティックトックを使用し現代の問題の情報を広げています。ソーシャ

ルメディアがあると誰でも簡単にどのウェブサイトや団体に募金できるかわかります。お

金がなくても服、食品、家庭用品、ほかの人が使える必要品を寄付することができます。 

 

教育課程に問題点を話すことができる授業を実装し、ボランティアプログラムを作り、自

分の考え方と生き方を変える、これら三つの解決方法を提案します。 

 

毎日少しずつ生活を変えることができます。自分の状況に合う手助けの方法はたくさんあ

ります。ほとんどの人にとってスリフトストアで服を買う事と、必要としていないものを寄付

する事に害はありません。みなが自分の問題ではないと思っています。ですが皆が自分

の問題ではないと思っていたら手助けをする人がいません。私はオメラスの市民のように

言い訳ばかり言う人にはなりたくありません。私は不幸な人を手助けできる人になりたい

です。一晩で世界の問題をすべて解決しないといけないとは言っていません。ですが何も

しないのはだめだと思います。 

 

                              /山本侑果 Chapel Hill Ｈｉｇｈ Ｓｃｈｏｏｌ 
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    「日本帰国後の米国年金手続について」 
 

米国では着々とCovid-19のワクチン接種が進んでおり

多くの人が2回の接種を受けていると聞いています。一方

2月に医療従事者から始まった日本での接種はまだ数が

少なく、4月になって高齢者に対し、それも先着順で予約で

きた一部の人だけが接種できるという状況です。こうした

中では日本への渡航も容易ではありませんが、今回は将

来日本へ永住帰国される場合の米国年金（Social Securi-

ty、以下SS）に関する手続について紹介します。 

 

１．これから請求するケース 

現在現役でSS Taxを払い続けている、または引退はしているが受給開始年齢に達し

ていない人の場合、これから（将来）年金受給のための請求手続が発生します。この手

続きは日本へ帰国してからでも比較的簡単に行えます。日本は米国と社会保障協定を

締結していて、日本全国にある日本年金機構の年金事務所で米国年金の請求手続を

行なえます。もちろん日本語でのやりとりになりますので専門的な内容でも理解しやすく

便利です。 

ただ手続といっても年金事務所では書類を受け付けるだけで、その後書類は米国大

使館へ送られ審査されます（それでも提出時書類に不備があれば年金事務所にて日本

語で説明してくれますのでとても助かります）。 

提出書類のうちの申請書フォームは年金事務所にあります（ネットからダウンロードも

可）。その他家族がいれば戸籍謄本（米国籍の場合は除籍謄本など）や米国年金に関

する書類（SSカードやステートメントなど）が必要となります。書類提出後必要に応じて米

国大使館から追加の提出書類や、電話または訪問してのインタビュー（面談）の要請が

あります。このやりとりも日本語なので便利です。 

 提出書類については個別のケース（国籍、家族構成など）によって変わりますので、あ

らかじめ日本年金機構へ電話で確認するとよいでしょう。 

 

２．既に年金受給中のケース 

米国年金を受給中の場合は、必要に応じて住所、年金受取用金融機関の口座の変

更手続きを行ないます。「必要に応じて」と書きましたが、米国側に引続き住居や金融機

関の口座があれば変更する必要はありません。ただ社会保障局（SS Administration、以

下SSA）からの郵送書類や年金の口座からの引き出しを考えれば日本の住所や日本の

銀行口座へ変更した方がよいでしょう。 

 

(1)帰国後は米国大使館へ電話 

変更手続は日本へ帰国する前に米国のSSAの事務所で行うこともできるし、帰国後日

本の米国大使館で手続することもできます。請求手続と違い日本の年金事務所では行

えません。 

日本帰国後の具体的な手続方法ですがまずは米国大使館の年金課へ電話します。

担当者の電話対応は平日の午前中のみで、しかもつながりにくいですが、Emailや問合

わせフォームからメッセージを送信することも可能です。 

 その後米国大使館より変更届けのための書類（Form SSA-21）が郵送されますので、

必要事項を記入の上返送します。書類は英語の文面で、米国籍・永住権者（グリーン
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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。 

カード保有者）によって回答内容が異なるなどやや専門的でわかりづらいかもしれませ

ん。 

 

(2)注意事項～銀行口座 

変更手続は書類提出後2-3か月かかります。その間日本へ帰国したからと言ってこれ

までの米国銀行口座を解約してしまうと、その間の年金が銀行に振込まれず（口座がな

いので当然ですが）SSAへ戻されてしまいます。したがい米国の銀行口座は、日本の銀

行口座へ変更手続きが完了し実際に日本の銀行への入金を確認してから解約した方が

良いでしょう。 

 

(3)注意事項～WEP（米国年金の減額ルール） 

米国大使館の担当者と電話で話す際に日本の年金を受給しているかどうか聞かれる

場合があります。もしくは上記Form SSA-21の他に日本の年金に関する質問書が送られ

ます。受給していると回答すると一定の条件を満たす該当者については米国年金が減額

されます。これは外国年金を受給すると米国年金が一定額減額されるWEPというルール

によるものです。該当条件や減額幅についてはここでは割愛致しますが、他国の年金受

給の有無は自己申告制なのでこの減額の適用を受けずに米国年金を受給している人も

います。そうしたケースの人が日本の年金を受給していると申告すると米国年金が減額

されますが、既に受給した過去の分もさかのぼって減額の対象となります。 

 

以上となりますが、手続そのものは帰国してからでも行なえますので手続についてわ

からないことがあれば日本の年金事務所や米国大使館へ電話して質問してみて下さい。 

 

★★無料オンラインセミナー（ウェビナー）のご案内★★ 

「海外在住者だから知っておきたい日本の年金」 

●日時：6月27日(日)PST 4:00pm～5:00pm 

●詳細、申込先Webサイト：www.life-mates.jp/0627N 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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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                         「学年の終わりに」 
 

昨年８月に始まった新学年も終わりに近づいています。コロナ禍で、対面学習は難しいか

と思われましたが、対面学習に戻ることができ、平常を取り戻しつつあります。今年８月か

ら新学期は通常に戻っていることを教師も保護者の方々も望んでいるところだと思いま

す。では、学年末から夏休みにはどの様に過ごしたらよいのでしょうか？ 

 

まずお子さんが在籍している学年を終えるにあたり、お子さんがその学年相当の学力が

ついているのかを担任教師に確認してみてください。学力に問題がない場合は、夏休み

は、昨年できなかったことに挑戦してみるのもいいのではないでしょうか。もし問題がある

場合は、担任教師に夏の過ごし方などのアドバイスをもらいましょう。学区によっては、学

校が計画しているサマースクールなどもあります。どの様なサマースクールがあるか、ま

たそのサマースクールに参加することが出来るかなど、聞いてみてください。英語力に問

題がある場合は、どの様な本を夏休みの間に読んだ方がいいか、リストにしてもらうと本

を探しやすいと思います。小学生の場合は、読書のお勧めリストを各学年で作っている学

校もあります。そのリストの本を読むために、是非図書館を利用して、夏休みに読んでみ

てください。 

 

今年は集団生活をしている子供にコロナがどの様に影響があるかわからなかったため、

サマーキャンプの応募も例年より遅いです。オンラインではなく実際に対面でするキャン

プに興味がある様でしたら、色々と情報を集めてみましょう。 

 

夏にアメリカ国内旅行を考えている場合は、お子さんと一緒に計画を立てたり、その場所

の下調べなどしてから行くとただのバケーションから、教育的な旅行になります。 

 

今年は昨年と比べて少しは自由な夏休みになるかもしれません。昨年経験ができなかっ

た様な夏休みの計画を是非お子さんと一緒に考えて楽しい夏休みをお送りください。 

 

         /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, EA 

米国公認会計士 兼 米国税理士 ギルバート順子 

 
所得税の申告、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。 

 

Email: cpa@acebicultural.com 

またはjunkogilbert@gmail.com 

TEL: 336-813-6042 

Junko Gilbert, CPA, PLLC 

6400 Deer Stand Ct. 

Browns Summit, NC 27214-9579 

＊Greensboroの北東、Burlingtonの北西に引っ越しました。 
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     イギリスからアメリカへ 
 

                          

マスクをする是非を争う内戦。コロナ以降、新たな対立が浮き

彫りになる。「自由」 対 「サイエンス」。日本の感覚だと「マスク

すればいいんだよ。それでコロナが防げる。」となるが、アメリカ

はそうは容易くない。メル・ギブソン主演のブレイブ・ハートはス

コットランドを題材にした映画。主人公は、イングランドの支配

から自由を勝ち取るために戦い、エンディングのシーンでは「フ

リーダーム！」と叫ぶ。コロナ以降のアメリカは正にブレイブ・マ

スクの物語だ。保守派が、ソーシャリストに嫌いなマスクを強制

させられ「フリーダーム！」と叫ぶ。  

 

コロナ後、数か月は「こんなの昔は高くて飲めなかったよな。」と値下げされたコロナビー

ルをスーパーのカートに入れ「ウホッ。今夜もパーチ―か？」と喜んでいた。僕も去年の1

月以降テレワークになっていて、往復１間半の車通勤がなくなり「この働き方、やってみる

といいよね。」というのが感想だ。またコロナを機に犬を飼う決心をし、近所の友人からレ

スキュー犬をいただいた。レスキューと言っても災害時に出動するわけではなく、保護さ

れた犬だ。この犬は一日中ゴロゴロしている。息子と娘の在宅時には、子供達に噛み付

かないように、マスクのようなマズルをさせられている。マズルをしている犬はとてもアン

カンファタブルそうだ。おそらく犬も「フリーダーム！」と叫んでいる。  

 

ヨーロッパは、コロナの最中のアメリカ大統領選挙を、リアリティーショーを見るように面

白おかしく観ていた。さらにイギリスのBBCに至っては自分達のブレグジットの問題は二

の次で、ヘッドラインニュースは連日トランプ政権に関する物が常に話題をさらっていた。

これもある意味、アメリカ・エンターテイメントの強さか。コロナ開始後、半年後くらいだっ

たか、初めての外食に出かけた。緊張の中ディナーを食べ終える。最後にプレートに残っ

ていたグレービーをもう一度ペロッと試みるが、マスクをしていたことを忘れていて、グ

レービーがマスクにベチョッと付いてしまった。「あらっ！」その時に初めて反マスク派の

気持ちが理解できた。「フリーダーム！」  

 

子供達のリモートクラスが始まった当初「生活はどう？」と尋ねられると「家族との時間が

増えるから好き！」と答えていた。しかし妻は「子供の面倒は、私が殆どしているからで

しょ？」と納得いっていない様子。そしてインパーソンの授業が再開してからは、普段妻

が学校へ車で子供達を送り迎えしているが「今日は僕も行くよ。」と笑顔で伝えると、妻は

不思議な顔をしている。よく見ると「じゃあ、あなたが一人で行ってきて。そしたら私は仕

事できるから。」と妻の顔に書いてある。「そうじゃなくて、一緒に行くのがいいんだよ。コ

ロナ以降、妻と一緒にいられる時間も増えて嬉しい。」と伝えると、妻は自分１人の時間

が欲しいらしく「フリーダーム！」と頭から煙がモクモク上がっていた。  

 

先月、コロナのワクチンを接種した。ワクチン開発者に感謝し、コロナで亡くなった方々に

お祈りした。アメリカが回復の方向へと向かっている  

 

                           /都澤 臣和 ：神奈川出身、Indianapolis在住                                     
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          /根本:東京出身 ハワイ在住

  

    マウイ紀行3❢ ハワイよもやま話❢❢ 
       

 「私たちの美しい共有財産 」 
   

 アローハ！読者の皆様いかがお過ごしですか。なんていうご挨拶もこんなご時世で

ちょっと躊躇してしまいます。かなり新型コロナウィルスのワクチンが浸透しているようで

すが、まだまだ賛否が分かれているようです。かくいう筆者も、４月末に２回目の接種を終

えました。別段普段の生活に影響はありませんし、逆に接種しないで新型コロナウィルス

に感染してしまったら、普段の生活どころか人生そのものに大きな影響を与えることにな

るかもしれないという不安を払拭できたことは、まだまだ終わりの見えない社会全体の

ウィルスとの闘いの中で一抹の安心感を持つことができたと実感しています。 

 ワクチンの接種年齢が引き下げられた頃あたりから、ここハワイでは観光客の数が急

増しています。もちろんハワイ全体の経済を支えているのは観光業で、結果的には観光

業の復興イコールハワイの経済復興なのですが、実情といえば必ずしも喜ばしいもので

はありません。まずはホテルなどの宿泊施設で働く方々から事情を聴きますと、経営側

はパンデミックでロックダウンや営業条件の制限などを受けて大きな赤字を出しているの

で、何とかそれを挽回してからでないと従業員全員を再雇用できず、現場は慢性的な人

手不足で自分の持ち場以外の仕事や残業を余儀なくされていて、労働条件は最悪であ

るとのことです。また、ロックダウン時に倒産や事業の縮小をしてしまった事業者、例えば

レンタカー会社などは、赤字解消や債務返済のために多くの車両を手放してしまったた

めに、今になって深刻なレンタカー不足に陥っています。厳密にいうと違法行為とはわ

かっていても、ここぞとばかりに個人的に車を貸し出している人たちもいます。事故や故

障などで借り主との間にトラブルも発生しているようです。街中ではレンタカーはおろか、

Uホールなどのレンタルのトラックやバンまで観光客に貸し出されている始末で、地元の

人が使えるレンタカーが無くなっているか、あっても料金は通常の３倍以上という異様な

現象が起きています。また、長い間のパンデミックで精神的に抑制されてきたせいか、一

部の心無い観光客によって州立公園の施設やフェンスが破壊されたり、ハワイでここ近

年非常に高まっているリサイクルやエコの動きを無視して、海岸や公園にゴミが投げ捨て

られたり、ルールが破られたりしているのが現状です。やっている本人たちはバケーショ

ンに来てうっぷんを晴らしているつもりかもしれませんが、地元の住民にとってはまるで

自分の庭を荒らされたような気分です。 

 日本の観光地に住む地元住民が、観光客が来てくれるのはうれしいが…と、その裏側

にある沢山の課題を抱えて苦笑いをしている気持ちが、ここハワイではよくわかります。

観光業に頼るしか、他に何の産業もないハワイでは仕方がないと言えば仕方がないので

すが、地元の人たちというより、世界でも数少ない美しい海や自然を、人類全体の共有財

産として考えてもらえるとよいのではないかと思います。確かに、ハワイ諸島七島の中に

は、ラナイ島のように一企業がその土地の７～８割を所有していますから、どうしようとも

その企業の自由かもしれませんが、もともといったいこの地球とは誰のものだろうかとい

う疑問が浮かびあがってきます。地球温暖化とか、核廃棄物や脱炭素化とか、環境にか

かわる問題が近年目につきますが、私たち人間には泣いても笑っても現時点ではこの地

球にしか生きる場所がないのです。もう少しみんなで自分たちの住む環境にやさしくなれ

たらこれらの問題の解決策も見えてくるような気がします。確かに、多くの方々からうらや

ましがられるように、ハワイはすばらしい所です。でも、ここはあなたの住んでいる地球の

一部であることをどうか覚えておいてください。 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1. Peter Rabbit 2: The Runaway （アドベンチャー）6月18日公開 

ピーターとマグレガーはビア巡って恋敵になる。マグレガーを都会に追い返そうとする

ピーター。マグレガーがロンドンに戻ることになり、ピーターの心に変化が起こる。 

2. Fatherhood （ドラマ） 6月18日公開 

マシュー・ロゲリンの回顧録「マディに二度のキスを：喪失と愛の回想録」を基にした映

画。妻の不慮の死をきっかけに、シングルファーザーとして幼い娘を育てた父親の話。 

 

3. The Forever Purge（ホラー）7月2日公開  

「パージ」シリーズは「一年に一晩だけ、殺人を含むすべての犯罪が合法になる」という衝

撃的な設定が話題を呼び、2013年に第一作目で今回は5作目。あらすじは未公開。 

 

4 Black Widow （アドベンチャー） 7月9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。 

 

5. Dog （コメディー） 7月16日公開 

ルル、マリノアと一緒に、陸軍レンジャーのブリッグスは、親友の葬儀に間に合うように太

平洋を航海し、様々な困難を克服する様をコメディーを入れながら描く。 

6. The night House（ホラー）7月16日公開 

正気の沙汰ではない演技力を持つレベッカ・ホールを主演に起用して、自殺した夫が遺し

た逆向きの家の悪夢に直面する妻の恐怖を描いた映画。 

 

7. Snakes Eyes （アクション） 7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。 

 

8 Jungle Cruise (アドベンチャー) 7月30日公開 

勇敢な船長とリリー姉弟は、魔法の治療薬を見つけるミッションに出かける。船でジャン

グルを冒険し様々な困難に立ち向かいながら治療薬を探す。 

 

9 Still Water (ドラマ）7月30日公開 

オクラホマ州の石油掘削所の作業員が、フランス・マルセイユで無実の罪で投獄された

娘を救出するために、言語、文化、複雑な司法システムに直面していく様子を描く。 

 昨年から今年は、コロナの影響で、プレビューのリサイクル

状態が続き、中には、3回もリサイクルした映画もあります。

夏ごろから、新作が出始めているので、期待したいですね。皆

さんも体調に気を付けてお過ごしください～ 

⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住 
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10.Emma (ドラマ） 8月6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。 

 

11. Free Guy (アクション） 8月13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。 

 

12. Don’t Breathe 2 （スリラー）8月13日公開 

金銭に困ったティーンエイジャー3人が、大金を隠しているという元軍人の老人宅に忍び

込んだことから、その家に暮らす元軍人の異常者に逆に追い込まれていく話。 

 

13 Bios （SFアドベンチャー） 8月20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。  

 

14 Reminiscence (SFアドベンチャー） 8月27日公開 

ニコラスは、メイと出会った時から人生が変わった。メイの失くし物を探すという単純なこと

から始まったことが、情熱的な恋に発展し、思わぬ結果を招くことになる。 

 

15. Candyman (ホラー) 8月27日公開 

ヘレンは、黒人居住区に伝わる伝説の殺人鬼キャンディマンの伝説を調査していた。殺

人鬼の名前を唱えると彼女の周囲で奇怪な殺人事件が次々と起きるようになる。 

16. The Beatles: Get Back (ドキュメンタリー） 8月27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、「レット・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。 

 

17. Come From Away (ミュージカル）9月3日公開 

9.11のテロ事件で、アメリカの空港に着陸できなかった飛行機が、カナダ・ガンダーの空

港に着陸。小さな町の人びとが多くの乗客を受け入れるという心温まる話。 
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       「学校を取り戻せ！」“Let’s Bring School Back!” 

 
 日差しは暖かく、風は涼しく、木々の緑、色とりどりの花。期間

限定、爽やかな季節が、今年もやって来た。逃すものか、と仔

犬のガブリーヌ（仮）を連れて外に出れば、視界はうっすらと霞

んでいる。見れば隣の真っ白いラブラドールちゃんの鼻先が

真っ黄色。素敵なはずの季節は、相変わらず大量の松の花粉

で台無しである。辺りの空気は花粉で満ちていて、私の花、い

や、洟も垂れまくり。去年、今年とマスク姿の外出が当たり前なのはありがたい。 

 春といえば日本は新学期の季節だが、アメリカは学年末が見えてくる。とうとう一度も学

校に行かぬまま、授業もラストスパート。怒涛のレポート攻撃と予備試験が続いている。 

 シャーロットのあるメクレンバーグ・カウンティでは、小学校が一足先に対面授業を始め

た。少し遅れて中学・高校も四月から週4日の対面授業を開始。約14万7千人の児童・生

徒の中で、8万6千人が学校に戻ることを選び、6万1千人が現在もリモート学習を続けて

いる。コロナワクチンが広まるに連れて劇的に患者数が減っているのは喜ばしいことなの

だが、一方で、公立学校では感染者が急増し、現在76校にコロナ陽性者が出ている。赤

信号である。 

 学校に行くか、リモート学習か。これまでに何度か選択する機会があったが、息子は迷う

ことなくリモート学習を選び続けた。スクールバスに乗る為に5時半に起きる必要もなけれ

ば、着替える必要もない（？）ので、ギリギリまで寝て、PCの前に座る毎日。もちろん母も

早起きしてお弁当を詰めたりしなくて良い。慎重を期して選んだリモート学習だが、今と

なってはこの怠惰な生活を元に戻すのが難しい気がする。 

 そんな息子にも登校日がやって来た。”In-Person Mandatory（登校必須）”という試験科

目があるからだ。学校に送り届けるのは、実に昨年三月以来のこと。「テストの為に全員

が登校すると、教室内のソーシャル・ディスタンスは守れない」という通知があったので、

親も子も少々不安。幸い、ワクチン接種も家族揃って一回目は済ませたことだし、マスク

着用、帰宅後のうがいとシャワーで大丈夫、と「面倒くさい、行きたくない」連発の息子を

送り出した。 

  「ジェンに、『もっと小さいと思ってた』って言われた！」クラスメートと初めての対面を果

たし、息子の興奮が収まらない。こんなに明るい顔は久し振りだ。毎日、画面越しに話は

していても、実物には敵わない。子供たちにとって、学校に行くことが本当に本当に必要

なんだ。 

 アメリカでは既に1億人のワクチン接種が完了。ノースカロライナでも360万人が接種を

済ませたが、まだ一度も受けていない大人が半分以上いる。”Bringing Summer Back 

Campaign（夏を取り戻せ！キャンペーン）”は、ビーチを、花火を、バーベキューパー

ティーを、マスクなしで再び楽しむ為に、ワクチン接種を進めようという州のキャンペー

ン。クーパー知事は、大人の2/3が接種を完了したら、屋内でのマスク着用義務も解除す

る予定だという。みんなの協力で、夏の終わりには大勢の子供たちがスクールバスに乗

り込む姿が再び見られますように。Let’s Bring School Back! 

赤い小鳥とブルーな生活 

/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住 
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４、５人に1人が経験しているという耳鳴り。たまに聞こえたり、かすかに聞こえる分には毎

日の生活に影響がありません。でも耳鳴りが頻繁にあるいは継続的におこったり、音が

大きい場合、生活への支障がでてきます。一番多いのはシーンとした夜でなかなか眠れ

ないことで、翌日の仕事、行動に影響がでてくること。ネガティブに考えてしまうようになる

こともあります。 

耳鳴りが治る薬はありません。鍼とかで緩和されることもありますが、やめて数か月後に

耳鳴りが戻って、さらに音が大くなった例もあります。でも、耳鳴りを最小限にする方法は

あります。以前 補聴器の装用が耳鳴りの軽減につながるお話しをしました。では「聴覚

の正常なひとには？」ということになります。聴覚の正常な人にはホワイトノイズを出すサ

ウンドジェネレーターを使って耳鳴りの音への認識をそらせる方法がありますが、補聴器

の形をしているので、あまり使いたがらないひとが多いです。そこで、身近にあるもので耳

鳴りの軽減につながるものとして、サウンドセラピーの種類をご紹介します。 

 

１）安らぎの音：聞いただけで耳鳴りからくる緊張やストレスを静め、心を安らぐ音。耳鳴り

を消そうという大きな音でなく心を安らかにするのが目的です。音楽でもいいし、海の波

の音、せせらぎ、和風でいえば風鈴の音、それに瞑想に使われる録音されたものでもい

いのです。耳鳴りを消そうと音量を大きくしたり、かえってイライラさせられるものは使わな

いようにします。 

２）生活環境音（バックグラウンド サウンド)：上記の安らぎのためのものではなく耳鳴り

が気にならなくなる継続的な音。例えば、ミニ噴水や扇風機のようなものの音。このような

音がしていると耳鳴りにいっている認識を低下させることができるのです。 

３）興味がわく音：友人と直接でも電話でも話していたり、テレビで好きなドラマ、ショー、

ニュースなどに聞き入っている時、耳鳴りを忘れることができますよね。アクティブリスニ

ングで耳鳴りから気をそらすことができます。 

耳鳴りがひどくなった時にそれぞれ異なったアプローチで耳鳴りへの対処をするもので

す。組み合わせてもよいでしょう。要は耳鳴りがきにならずにリラックスできることにありま

す。試してみてください。 

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville

 耳鳴りのためのサウンドセラピー 

 

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 
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    第3話 “レストランの順番ルール ” 

 

昨年の帰国での事です。あるレストラン

で混んでいたため１５分くらい店員が来

るまで店の前に待って居ました。私は一

番目に待っておりましたがやっと順番が

回ってきたと思ったら店員さんが順番表

を見始め私はそれに書き込んでいない

事に気が付きました。しかし足が少し疲

れ始め「記入するのを忘れました . . . と

申します」と言うと店員さんはそれではご

案内しますと言った途端私の後に来て５

分ほどしか待っていない夫婦が大きな

声で「書いてないのが悪いんやろなんで

先に入るんやムカつく。」と言いました。感じ悪いの

極みでしたが、今までなら人数が多いときは書くと

いう覚えがありましたがその時は私しかおらず１０

分以上待ってからその夫婦が隣に立ったので特に

表に記載する必要もないと思い書きませんでした。

最近の日本のルールを知りませんでした。その後

の経験でその地域だけなのかもしれませんが大体

のレストランは待っているのが自分一人でも表に名

前の書き込みをしないと呼んでは貰えないようで

す。 

 

その後コインランドリーへ行きましたがそこでもおかしな事がおこりました。車をコインラ

ンドリーの駐車場に止め車を降りようとすると少し変わった年配の女性が前を通りかか

りました。髪の毛はボサボサで日焼けしており持っているバッグはかなり派手なデザイ

ンのピンクのバッグでした。着ている服は汚れているようでしたのでバッグとはアンバラ

ンスな感じでした。私は先にコインランドリーに入り洗濯物を洗濯機に入れようと袋を

テーブルに置いたときその女性が店内に入って来ました。私はちらっと見ただけに思っ

ていましたがその女性が何か叫んだのです。はじめ何と言ったのか分かりませんでした

がよく思い返すと「何見てんだ、ジロジロ見るな！」と言っていました。そんなにじーっと

見ていた覚えはありませんでしたのではっとしました。それにしても面白い１日でした。 

 

私はボケているのか良くこういう風に怒られる事が多いですが、皆さんはどうなのでしょ

うか？小さいころアイスクリームを買いにお店にいくと長い間引き戸式のドアーを開けて

いるのか、「冷えないんだよー」と良く怒られた経験があります。小さい頃は思いもしま

せんでしたが、ドアーを閉めたままでもアイスは見えるのだから閉めたままどれにしよう

か決めれば良いのに開けて品定めしていたのを思うと間抜けなことをしていたなーと思

います。友人と一緒でしたがなぜか同じ事をしても要領の悪い私がいつも叱られます。

やはり要領を良くするため勉強が必要ですね。 

                 

                /NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住 

  

変な出来事(匿名)  
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 コロナ禍もそろそろ一年、コロナ疲れが顕著でもあるが、幸いアメリカではワクチン接種

がかなり進み、NC州でも色々と再開の動きがある。旅行業界も同じくで、徐々に人の動き

も活発化してきている。 

 もちろんまだ元通りではない。日本への帰国に、PCR検査と到着後14日間の隔離が必

要という事はご存知だろう。世界のかなりの国が渡航に何らかの制限をかけていて、自

国民の海外への渡航を違法としたサウジアラビアのような国もあれば、中央アジアのトル

クメニスタン等は、発着する国際定期便が全て運休していて、ほぼ鎖国状態だ。また、今

はインドの状況が毎日報道されていて、制限がなくとも行く気にはならないだろう。 

 アメリカは、5月中旬現在一部例外以外は陰性証明さえあれば入国できかなり緩いが、

コスタリカ等一部の観光立国は、不本意かもしれないがほぼ制限なしで入国を認めてい

る。空路でのメキシコ入国も同様だ（陸路は現在閉鎖中）。さらに、カリブの国々のほとん

どは、陰性証明を持った米国発の旅客を受け入れいてる。陰性証明があれば入国できる

という国は、モロッコ、ケニア、アラブ首長国連邦など多数ある。もっとも、制限が緩いから

喜んで行くという事もないと思うが、そんな中、欧州委員会は5月3日に、ワクチン接種済

の米国発の旅行者は、夏からヨーロッパへ渡航可能となる、という発表をしている。これ

に伴い、フランスは、6月9日からこの流れでの観光入国を認めると発表している。イタリア

とスペインにも同様な動きがあるようだ。とはいえ、通常はフリーパスの 欧州内の国境

も、ハンガリーのように制限をかけている例もあり、欧州全ての国が渡航可能とはならな

いかもしれない。逆に、ギリシャはすでに米国発の旅客を、陰性証明ないしはワクチン接

種済で受け入れている。ヨーロッパのワクチン接種は、出遅れた国もある中、今は順調に

進む国も多く、実際に訪問の機会もあるかもしれない。さらにワクチン接種証明が渡航の

条件となるケースは今後拍車がかかると思われ、現にカリブ諸国の一部やバーレーン

は、ワクチン接種証明があれば出発前の検査は求めていない。 

 ヨーロッパはまだまだこれからだが、米国発の旅客がどこへ行くかと言えば、やはりカリ

ブ諸国と国内だ。先日、長年の米人顧客から問い合わせがあり、メキシコのリゾートを調

べたが、帰国に備えホテルでPCR検査を実費で受けられるサービスを提供していた。同

様の話を、ベリーズやコスタリカを専門とする代理店の友人からも聞いた。航空会社も、

アジア・ヨーロッパ方面の減便が続く中、一部リゾート路線は増便していて、RDUからも、

JetBlueがカンクンへの直行便を就航させたようだ。また国内も制限緩和が相次ぎ、到着

後の隔離を義務としていたニューヨークも、ワクチン未接種の場合の自己隔離に緩和した

し、ハワイも陰性証明があれば隔離はなくなった。また、ラスベガスも、いくつかのホテル・

カジノを経営するMGMが収容人数１００％でのカジノ再開の承認をネバダ州より受けた

し、閉鎖していた各種のショーも、人気の高いシルクドソレイユのショーは、6月28日に

Mystereを皮切りに再開する旨発表した。アウトドアが中心となる国立公園なども人気で、

ホテルなどはかなり予約も入っているようだ。航空券も、一時の目を疑うような安いものは

なくなったようだが、まだまだ例年よりは安く感じ、観光旅行には魅力だ。ただし、レンタ

カーだけは、各社とも在庫を売り払ってしまったようで高い、という話を聞く。手配するな

ら、早い方がいいだろう。 

 まだまだ完全復活ではないにしろ、大きなリスクを負わずに旅行ができる兆しが見えて

きたのは喜ばしい。また、ワクチン接種が済んでいる人については、パスポートのようなも

のを発行する動きが航空業界などにあるし、日本も含め数々の国が出入国の制限緩和

を考え始めているようだ。自由に飛びまわれる日が待ち遠しい。 

             

              /根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住 
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    ～痛いの痛いの飛んでいけ！ ～    

 
 今回は、先日お越しになったAさんのお話をしたいと思います。 

 Aさんは、数か月前より、両方の肩、肩甲骨、腕の辺りが痛くなり始め、最近では腕を上

げることも辛くなってきたそうです。パンデミック中、仕事もされており、これまでの育児疲

れも原因かと思っていたそうです。しかし、周りから、四十肩・五十肩じゃないかと言わ

れ、マッサージを勧められ、私のところにお越しになりました。Aさんは、実はこれまで一

度もマッサージを受けたことがなく、こういう症状に効果があるのか半信半疑でした。 

 

 診断をしてみると、重症とまではいかないものの、腕を上げる際

に、最後までまっすぐ上げられない状態でした。このまま放っておく

と、一般的に言われる、四十肩・五十肩になり、腕を少し上げることさ

えもできない状態になることは、目に見えていました。英語では、

Frozen Shoulder （固まった肩）と言われています。実は私自身も十

五年程前になったことがあり、それがどれだけ辛いかを知っていま

す。当時、マッサージのことを知っていれば、早く治すことができたの

にと、悔やまれます。 

 

 施術では、肩周りを中心に行いましたが、首も相当固い状態でしたので、そこもほぐし

ました。聞いたところ、頭痛もするということでしたので、硬直した首が原因であろうと思い

ました。 

 

 さて、施術後、腕を上げる際、右肩に少し痛みがまだ残ってはいるものの、相当上がる

ようになりました。念のため、一週間後に、二度目の施術の予約を入れ、帰られました。 

 

 そして、二度目の施術。聞いたところ、先週の一回目の施術の翌日には、施術直後に

あった右肩の痛みもなくなり、腕もほぼ上がるようになったとのこと。今回の二度目の施

術後には、問題なく完全に腕が上がるようになりました。はい、これで、「めでたしめでた

し」と、話が終わってしまうと普通ですね。 

 

 二週間ほど経ったある日、Aさんから連絡がありました。「あれから調子も良く、腕が上

がるようになって嬉しい。しかし、それよりも、頭痛が全くないんです！」と、喜んでおられ

ました。私は普通に良かったですねと話していたのですが、なんと、Aさんは、かれこれ二

十年間、頭痛に悩まされていたのでした。最初の十年は、市販薬を飲んでいたところ、そ

れも効き目がなくなり、この十年は、病院で偏頭痛の薬を処方されて飲んでいたとのこ

と。この二週間は、これまで二十年間、当たり前に続いていた頭痛が全くなくなり、薬を飲

む必要もなくなったということで、マッサージの効果にとっても驚いていたのでした。 

 

 このように、マッサージを受けることで、お越しになった本来の症状とは別の症状も改

善されることがよくあります。肩や腰の痛みで来られたところ、マッサージを受けて、不眠

症が改善されたり、便通も良くなったりします。マッサージは、体に問題が生じてから受け

るというものでもありません。お風呂やサウナに入ることと、似ているかもしれません。初

めての方も、一度、マッサージを試してみてはいかがですか？ 

/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）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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       夏に元気に過ごしましょう！――夏風邪の予防  
 

         
 高温多湿の季節に、夏カゼの三大原因――疲労、栄養不

足、冷え。夏こそ冷えから守る生活習慣を！ 

     一年の中でも最も体力を消耗して体調を崩しやすい夏は、

日頃の摂生が大切になる季節です。暑さによって体力を消耗

すると、栄養や体液を全身に流す働きが弱まって停滞したり、

不足したりして、様々な症状を引き起こします。又夏は水分を

多くとりがちですが、湿度が高いと水分代謝機能が低下して体

の中に余分な水分がたまりやすくなり、むくみやだるさ、体が重

い、水太りなどの症状を引き起こします。さらに夏は冷房をはじ

め、ビールやジュースなどの冷たい飲み物や食べ物が主流になって、体に冷えを生じさ

せます。体力の消耗や体調不良は、涼しくなった秋頃まで続いたりすることも多く見られ

ます。 

 よく聞かれる症状に食欲不振、消化不良や冷房病などがありますが、多いのが「寒湿

困脾」です。実は暑い――冷房や冷たい飲み物――体を冷やし水分過剰――胃腸が弱

まり水分代謝と消化機能の低下――栄養分の不足、体力の消耗や体の冷えといった悪

循環を繰り返すことになります。 

    元気に過ごすためのポイントは、まず必要以上に体を冷やさないこと、特に冷え性の

人は、なるべく温かい飲み物を。温野菜にしたり、加熱調理したり、生姜やねぎ、ニンニク

などの温熱性の薬味をプラスすることで、上手に冷えを緩和することができます。またも

やしやキュウリ、スイカなどの利尿作用のある夏野菜をうまく取り入れて体にたまった余

分な水分を排泄させ、ビタミンBが豊富な豚肉と、吸収を高める長ネギ、健胃作用のある

レンコンの炒め物もお薦めします。 

浮腫や食欲不振などの症状がある場合は、余分な水分を取り除きながら胃腸の調子を

調える漢方薬をお薦めします。他に消化の働きをよくするハーブティーや麦茶などを使っ

て、早めに改善するようにしましょう。 

夏カゼは下痢などのお腹の症状が出やすいのが特徴です。顔色が青白い、手足やお腹

の冷え、体力がなく疲れやすい、冷房に弱い、胃腸が弱いなどを伴うことが多いです。 

 

１：水分代謝が悪い「冷え症タイプ」 

   手足や腰の冷え、むくみや水太り、体が重い、食欲不振、下痢―新陳代謝を活発 

   させる。「藿香正气散」をお薦めします。消化機能の低下を伴う夏風邪にもよく処方 

   される中成薬です。大豆製品、キャベツ、えんどう豆、白菜、山芋、黒豆、スイカな 

   どを多く摂るように 

 

２：胃腸機能が弱い「虚弱タイプ」 

 疲れやすい、だるい、めまい、食欲不振、お腹の冷え、食あたりー胃腸機能を高め 

 る。「香砂六君子湯」や「苓桂朮甘湯」など胃腸を丈夫し、余分な水分を排泄させる 

 作用があります。鶏肉、カボチャ、キャベツ、蓮根、にら、山芋、車目、コンプなどを 

 お勧めします。 

 

/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
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      Indian Monsoon Restaurant & Bar 

         105 W Morgan St STE 100, Durham, NC 27701 
 

ダウンタウン・ダーラムに開店したインド料理レストランです。コンテン

ポラリーに振っているので、インドっぽくはないです。店名のMonsoon

のイメージで、天井に傘が吊ってあります。週末ランチコースのお勧め

は「3コース」。前菜、二の皿＝メイン、3rd＝食後の飲み物の各メニュー

からそれぞれ料理を択びます。前菜の前に食前の飲み物として、マン

ゴーラッシーなどが付いてきます。食後の飲み物はマサラ・チャイやマ

ドラス・コーヒーが出てきます。これら合計でひとり＄19。高級感のある

マ新しいお店でこのお値段。なかなか頑張っています。ここ，お勧め。 

  「カリフラワーの唐揚げ」  「チキン・ティッカ・ケバブ」 「チキン・テッカ・マサラ」と 

                                       「アーモンド・ラム・コルマ」  

             Ferryを利用して、Outer Banks に行こう 
 

 Covid 19, ワクチン接種も受けて、NCも感染者、死亡者も共に下がってきたこの頃なの

で、皆さんも外に出たくてウズウズしていると思います。一年以上の巣篭もりです。長い

ですよね。今回は、NCに住みながら、一度もFerryを利用してOuter Banksを訪れたことの

ない人におすすめです。水族館、ライト兄弟のKill Devil、有名な灯台巡りをしてみてはい

かがでしょう。 

 NCでのFerryの運用は多く、全米で比較しても距離・乗客数で１３番目となっています。

また、Pamlico Sound (Outer Banksの内側のラグーン）はその規模において全米で２番

目。また、大きな船の航路は浅瀬を避けるため、直線的に走ることができないので所用

時間は比較的長くなります。ペリカンがすぐ脇を平行して飛ぶところや、運がよければ

Porpoiseを見ることがあるかも知れません。イルカの一種ですが、イルカと違って警戒心

が強くボートにちかづくことは、余りないそうです。 

注意点：Cape HatterasからOcracokeのFerryは無料のせいか、混むことが多いので、

OcracokeからCedar Island行きのFerryが予約してある場合、乗れなくなることがあると思

います。その時は係員に予約があることを伝えると優先的に乗せてくれます。多分FedEx

やUPSと一緒になります。しかし、コースは南から北に向かう方が無難。 

 

レストラン：Kitty Hawk 

”I Got Your Crabs Shellfish Market and Outer Bar”: カウンターに座ると目の前でオイス

ターを捌いてくれます。Raleighで食べるよりどれもフレッシュで大きかった。蟹も美味し

かったですよ。 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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         ごちそうさまぁ～❢ 
     

 

              

  そろそろ暑くなるノースカロライナ。今回は「夏の献立」を考えてみました。 

 

「アメリカでゴマ豆腐」 
タヒニを使ったゴマ豆腐です。トッピングはお好みで。 

 

（材料） 

タヒニ100ｇ、片栗粉30ｇ、出汁400㏄、塩一つまみ。 

（作り方） 

①材料を全て小鍋に入れ、ゴムベラなどでよく混ぜます。 

②白くなるまで中火で2分ほど混ぜながら火にかける。 

③全体が白くなったら弱火にし、生地がまとまって鍋底が見えてくるまで混ぜます。 

④容器に入れ、粗熱が取れたら、冷蔵庫でしっかり冷やします。 

 

夏は「冷やし鉢」 
夏野菜にしっかり「出汁」を含ませて冷たく冷やした「冷やし

鉢」です。 

 

(材料) 

小玉のトマト、大根は皮を剥いて厚めに半月、冬瓜も皮を

剥いて一口大に。オクラは塩もみしヘタを取る。そのほか、

季節の野菜を加えてもいいです。 

出汁、写真作例では40㏄。 

（作り方） 

①トマトは湯むきする。大根は皮を剥いて厚めに半月、冬瓜も皮を剥いて一口大にし、 

 茹でする。オクラは塩もみしヘタを取って、湯通しして冷水にとり、色止めする。 

②鍋に水400㏄、白だし40㏄を入れて火にかけ、煮立ったら弱火でトマト、大根、冬瓜を加 

 えて2,3分煮る。 

③粗熱がとれたら、冷蔵庫でしっかり冷やす。  
 

「夏野菜の焼き浸し」 
夏野菜をたっぷりとるために定番のお料理です。 

 

（材料） 

ズッキーニ１本、赤パプリカ1個、ナス２本、玉葱１個。生

姜少々。白だし大匙1，塩小匙1/2、醤油大匙1/2． 

（作り方） 

①ズッキーニはヘタを取り、巾2ｃｍ程度の半月に切る。パプリカは巾１ｃｍ位の小口切 

  り。玉葱も１ｃｍ巾の半月に。ナスは巾２㎝程度の輪切りにする。 

②フライパンに多めの油を熱し、中火でズッキーニ、ナスを油を絡ませながら焼き、玉 

   葱、パプリカを加えてさらに２分ほど焼く。 

③タッパーなどに、白だし、醤油、生姜の千切りを混ぜ合わせて置き、コレに２の野菜を 

  入れる。油は切っておく。 

④タッパーの野菜の上にラップして、粗熱がとれたら完成。 



 

25 

 
「冬瓜の冷たい煮物」 
やさしい口当たりの冬瓜に冷たい「餡」を合わせた夏の煮物で

す。 

 

（材料）１人分の数量なので、人数に応じて増やしてください。 

冬瓜80ｇ、水150㏄、鰹節3ｇ、生姜すりおろし1ｇ。醤油小匙3/4，味醂小匙3/4，塩0.4ｇ、 

水溶き片栗粉（片栗粉小匙2/3＋水小匙1） 

 

（作り方） 

①冬瓜はワタと種を取り除き、薄目に皮を剥いて、一口大に切る。 

②鍋に分量の水と冬瓜、鰹節を入れた紙パックを入れ、中火にかける。 

③煮立ったら、鰹節を取り出し、落し蓋をして冬瓜が柔らかくなるまで煮る。途中アクが出

たらとる。 

④冬瓜が柔らかくなったら、醤油、味醂，塩を加え、落し蓋をしてさらに５分ほど煮る。 

⑤最後に水溶き片栗粉を加えて、トロミをつける。 

⑥鍋底を氷水に当てて冷ます。盛り付けて生姜をのせる。 

 

                

                                                 

 

 

「カフェ風フルーツ・フレンチ・トースト」 
フレンチ・トーストは、特段夏のデザートと言うわ

けではないでしょうが、暑くなると、冷たく冷やした

カスタード味は、食欲のない時にもペロリと食べ

られます。 

 

（材料）２人分 

バゲット（一人分１インチ以上の厚みで）2切れ。 

たまご１個、牛乳 大匙4、砂糖 大匙1， 

バター 大匙1，粉糖 適量、 

金柑ジャム（なければママレードなど）大匙1，御好みのフルーツ 好きなだけ。 

 

（作り方） 

①バゲットが入る大きさのタッパーにプリン液を作り、バゲットを入れて冷蔵庫内で一晩

液を吸わせます。 

②プリン液：卵、牛乳、砂糖を入れよく混ぜて、茶こしなどで漉しておきます。 

③バターを引いたフライパンで弱火でじっくり両面を焼きます。 

④粗熱が取れたら、冷蔵庫でしっかり冷やします。 

⑤冷えたフレンチ・トーストの表面にジャムを塗り、お好みのフルーツを配置します。 

⑥ジャムは接着剤の役割になります。 

⑦お好みで粉糖をかけたら完成。シナモンが好きな方はシナモンかけをお勧めします。 

 

                    /Lacy Blue 仙台出身 Durham在住 

 

         ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 
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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 

  

  

トライアッド かわら版    Triad   Triad   Triad   Triad  

  ＜2021年6月後半、7月、8月、9月初めのイベント＞ 

 

＊＊コロナも下火になって、各種の行事が再開してきました。しかし状況によっては中止

になる可能性もあるので、お出かけ前に確認することをお勧めします＊＊ 

 

・Triad Moms on Mainというウェブサイト(https://

triadmomsonmain.com)には家族と子供が楽しめる各種の場所

が紹介されています。私のお勧めはBy Topic > Recreation ＆ 

Travelの中のParks & Outdoor ActivitiesとDay TrippingとHiking 

& Campingです。 

 

・マイナーリーグ野球が始まりました。9月中旬まで試合があります。マイナーリーグ野球

は試合の勝ち負けよりも、家族全員で楽しめる娯楽性の高いエンターテインメントです。 

１：Winston-Salem Dash (https://www.milb.com/winston-salem) 入場料：$8～$15 

金曜日は試合後に花火があります。Promotionのページを見ると各種の割引きやスペ

シャルがあります。 

２：Greensboro Grasshoppers (https://www.milb.com/greensboro) 入場料：$8～$12 

土曜日は試合後に花火があります。4歳未満の子供は親の膝に座る場合は無料。 

 

・ブルーベリー狩り(https://triadmomsonmain.com/my-blog/blueberry-picking-triad/) 

Triad地区の農家でブルーベリー狩りができます。通常７月初めごろから８月ぐらいまでが

シーズンです。農家のウェブサイトかFacebook、または直接農家に電話して確認した方が

良い場合があります。農家の中には他の果樹やフルーツ狩りができるところもあります。 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

・Summer Solstice Festival, Greensboro  

（http://www.greensborosummersolstice.org/） 

6月19日(土)  Greensboro Arboretum and Lindley 

Park、入場料$10（13歳以上） 

9000人以上も参加する家族全員で楽しめる多様な人

種を促進するお祭りです。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。 

 

・July 4th 7:30PM - Salem Band Concert, Winston-Salem入場無料 

（https://salemband.org/2021-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5日に延期 

 

・Wyndham Championship Golf Tournament, Greensboro 

（www.wyndhamchampionship.com） 

8月11日～8月15日  Sedgefield Country Club 入場料あり、

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。 

 

・Central Carolina Fair at Greensboro Coliseum Parking Lot 

9月10日~19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） 

 

 

「グローサリーストアSproutｓ」 
 

ホールフーズ、トレーダージョーズの様な自然食品店SPROUTSがグリーンズボロにオー

プンしてもうすぐ２年ですが、オーガニック食品にご興味があり、まだご利用になっていな

い方は是非行ってみてはいかがですか？お値段も品物にもよりますが、その手のスー

パーに比べてお値打ちです。 

 

Westridge Square 

3357 Battleground Ave. 

Greensboro, NC 27410 

日ー土 7:00 am - 10:00 pm Open  
 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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 残業有 健康保険有 

お問い合わせ sales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

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 健康保

険 401K有 問い合わせ: sales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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

ルームシェア: One Room South West Durham バス停、Shopping Centerまで徒

歩数分 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 

 

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 

Family 
Hearing Care 

掲示板ご利用案内 

 

「見て見て！三角掲示板」では、掲載

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 

 

mailto:sakurahcinc@gmail.com
mailto:miyabifay@ncrrbiz.com
tel:910-864-5987
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コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

6/11 An R-Rated Magic Show DECPA 

6/12 Cirque de la Symphonie /NC Symphony(streaming) streaming from DECPA 

7/4Weekend Festival at The Eno West Point on the Eno 

7/3-7/4 4th of July Laser Light Show 
Durham County Memorial 
Stadium 

7/4 Fireworks after Durham Bulls Game Durham Bulls 

7/27 The Doobie Brothers Walnut Creek 

8/6 WHOSE LIVE ANYWAY? (comedy show) DECPA 

8/7 Get The Led Out DPAC 

8/11 Styx DPAC 

8/18 An Evening With Michael Bublé PNC Arena 

8/21 Brit Floyd - Echoes DPAC 

                               ファミリー/子供向けイベント 

6/5 Carnival of the Animals /NC Symphony(streaming) streaming from DECPA 

6/12 Cirque de la Symphonie /NC Symphony(streaming) streaming from DECPA 

7/16 KX Kids Consignment Sale Jim Graham Building 

8/4 Nickelodeon's JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour PNC Arena 

その他のイベント 

7/29-8/1 GalaxyCon Raleigh Raleigh Convention Center 

8/28,29 Lazy Daze Arts & Crafts Festival Downtown Cary 

8/28 Raleigh's International Food Festival Downtown Raleigh 

7-8月 トライアングルの イベント・スケジュール （変更有） 

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

*DPAC:Durham Performing Arts Center 

 

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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  * 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」 2021年春号/第70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 

編集後記 

20年以上お

付き合いし

ていた

Primary 

Doctorが定年退職。コロナの

影響でPrimary Doctorが決ま

らず2年振りに健康診断を受

けた。受ける前から、何となく

悪い予感がしていたのが大的

中。いくつか身体のほつれが

見つかった。そのうちの一つ

は、専門医に相談だと思って

いたアポが、実は簡単な手術

だったのでビックリ。知ってい

たら心配で、前日から血圧が

上昇ので、知らなかった方が

良かったのかも。とりあえず6-

12か月後に再検査。まぁ～年

齢からして古くなってききてい

る臓器だから仕方ないと思い

つつ、これからの余生を考え

る良い機会になったのは間違

いない。まずは、生活をシンプ

ルに。無駄な物を捨てるだけ

ではなく、毎日の生活をストレ

スなく暮らせるように。無理せ

ず、心が重いなと思う事はな

るべく避ける。ケセラセラの余

裕をもって過ごせるように。そ

して、友人との楽しいおしゃべ

りがあれば最高に幸せ。 

               yoko 



 

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。 

★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。 

 
 

Great Price, Wide Selection, Good Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft. 
DURHAM: 3400  Westgate Dr. Durham NC  

☎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)  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%28336%29218-8008
tel:%28919%29232-2288
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5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

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 

 

 

 

 

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❢❢ 

 

 

Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

Chapel Hill、 NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

不動産関係、Relocationのプロ 

フェッショナル。30年以上の経 

験と知識を生かしたアドバイス 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 


