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Hot News!!
トライアングル地区、通勤時間1日平均４７分。ーPodcastのススメ
アメリカ合衆国国勢調査局によると、Raleighでの平均通勤時間は約23.4分
(2013−2017年調べ)、あくまでも平均ということで更に長い人も多いでしょう。1日
平均約47分、月換算15時間を長い辛い通勤時間とするか、至福の自由時間とするか
は使い方次第です。もちろん、運転中は、安全第一で、音楽を聴くのも良し、ハン
ズフリー機能を利用して電話するも良しです。ただ、毎日平均47分と聞くと、音楽
や電話だけでは勿体無い！そこで、この"Podcastのススメ”となるわけです。
Podcastは、フリーで聴けるラジオの集合体で、iPhoneには既存のアプリが、そし
てiPhoneではない方もPodcast専用のアプリをダウンロードして聴けるネットラジ
オサービスです。番組を司るラジオジョッキーは、有名人やプロの方はもちろん、
一般の人もいたりと様々ですが、その番組の内容はあらゆる分野がカバーされてい
ます。少しだけ紹介しますと、歴史系番組「主に日本の歴史のことを話すラジ
オ」、実際に起きた犯罪を法廷シーンなどや関係者の話を元に追う「Serial」、
ニュース、落語、NPRのTED Talksやレクチャー系、サブカルチャー系、映画など趣
味嗜好、ニーズにあったものが、日本語または英語で見つかります。通勤時間を快
適で楽しいものに、更に年間180時間、毎日47分の講義を受けると考えると新たな
スキルも身につくかもしれません。
学校給食のトレイがEco Friendlyに！
Wakeカウンティでは、1月に187の学校で給食時のトレイをポリエチレンからリサイ
クル素材でCompostable(たい肥化可能、生物分解可能）のトレイへと移行。ポリエ
チレン素材のトレイは、環境には良くはありませんが、安価で、便利という理由で
広く使用されてきました。Wakeカウンティだけでも１日平均５万人以上の生徒への
給食が配膳され、膨大なゴミが問題となっていました。そこで今回ローカルグルー
プ、Every Tray Countsの働きかけのもと、新エコフレンドリートレイ導入となり
ました。Chapel Hill、Durham、Chathamカウンティは、既にこのエコフレンドリー
トレイが導入されています。1トレイあたり約6セントでコストはポリエチレンのも
のに比べ2倍近くですが、限りある資源と共存するには、必要なコストかもしれま
せん。Compostableトレイ、食器などは市場に出ている種類は、まだまだ少ないよ
うです。使用感も含めお子様とトレイについて話してみるのも良いですね。
最近、目にする”KONMARI”とは？
Sushi, Ramenなど、日本語がそのまま英語になっているケースがたくさんありま
す。最近、このKonMariという言葉を良く目にします。日本人女性、収納、整理整
頓コンサルタント近藤麻理恵さんのニックネームです。Netflixの“Tidying Up
With Marie Kondo”で人気に火がつきました。若者やリタイヤした方を中心に人気
のTiny House（断捨離して小さな家に住む）カルチャーと相俟って、注目されてい
ます。人生のうち半分の時間は整理整頓、とドイツでは言われているそうです。そ
うならないよう、将来の整頓を効率化できるように、春のお引越し、模様替えの
シーズンには、KonMariメソッド、一見の価値ありです。
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トライアングル日本クラブだより
==2019年度 新しい体制でスタートしました==
日本クラブは設立が1990年、今年で29年目。今年度は昨年までの役員のうち6人が辞め、新し
い体制で運営を開始しています。今年度の役員をこの紙面を借りてご紹介させてください。
Foster Thorbjornsen （President 会長）Apex在。10年ほど役員として運営に携わってきた
が今年から会長に就任。神戸に9年間住み、大阪にある国際法律関連企業に勤務。弁護士業は
退職。現在はビジネス展開やテクノロジー移転などに関するコンサルティングに従事。
Joe Roth (Secretary) Raleigh在。33歳。UNC Greensboro卒, 名古屋外語大学で学ぶ。2011年
から栃木県佐野市で英語教師を経験。その後NC State Universityで国際関係修士課程を修
了。現在NCSUで勤務。日本語も話せる。
Lui 瑠依 Bright (藤本) (Treasurer) Cary在。大阪出身。23年前渡米しNCに滞在。現在
RoleModel Software社勤務。週末はRaleighにあるJapanese Baptist Churchで通訳を務める。
日本生まれのアメリカ人のクオーターとして、日本とアメリカの文化交流は個人的な夢。
Rocky 岩島（会長補佐）Raleigh在。岩島嗣吉Tsuguyoshiが本名。76歳。10年間会長職にあっ
たが今年退任。50歳で日本IBM社を早期定年退職、ビジネスコンサルタント業も65歳で卒業。
Raleigh在も32年になるが正しい人生選択だったと確信。
Yoko 好子 岩島（Public Relations担当）1987年神奈川県藤沢市から家族と渡米。息子4人が
全員近所の同じ小学校に入学。２月には孫が６人になる。今は、学校や市の催し物で和太鼓や
茶の湯を紹介している時に、子供たちの目がキラキラ輝いてくるのを見るのが一番の楽しみ。
Bob Henard (Treasurer補佐) Zebulon在。1991年RTPの神戸製鋼で働くため妻、娘とRaleighに
移住。その後娘が英語の教師として日本へ派遣され2度日本を訪問。その際日本の自然の美し
さと日本人の心に感激。日本人コミュニティーとの関わりを求めて日本クラブの役員になる。
David “Chet” Chetwynd (Membership Communication担当) 53歳。妻と娘とCaryに住む。日
立関連会社の役員時代日本を50回以上訪問。JMNCSolutionsという日系国際企業の世界進出の
コンサルティング会社を設立。現在NC Japan Centerで日本語のクラスを受講中。
Sheena 詩奈 Evans (Volunteer担当) Durham在。日本生まれ。日本人とアメリカ人の両親を
持つ。7歳の時にカリフォルニア州に移住後も日本語補習校で勉強を続ける。UNC卒。現在は
Durhamの会社で勤務。
Matt Browns (Web/SMS Technology担当) Raleigh在。近年Washington DCから妻、娘と移住。
現職Morrisvilleのソフトウェア企業でテクニカルマネジャー。DCではボランティア組織やコ
ンベンション組織のIT担当を数年経験。
David Garrett(法務担当) Cary在。Nexsen Pruetで働く弁護士。主として米国で投資する日本
企業へのアドバイスを担当。毎年妻と11歳の娘を伴って日本を訪問。娘は大の漫画アニメファ
ン。また日本のキャンディーが大好き。
小島

研一

Raleigh在。60歳、日本ではBASFジャパンに勤務。2013年秋妻と二人で米国現地

法人のBASF Corporationに出向。農業用新規殺虫剤の研究開発部門勤務。昨年同現地法人に転
籍。NC Master Choraleのメンバー。今回初めて役員、その重責に身の引き締まる思い。
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“子供の読書”
皆さんは、最近本を読んでいますか？コンピューターの普及によって、日本語や
英語の文を画面上で読むことはあっても、なかなか本で読むということが、少な
くなっているのではないでしょうか。ここアメリカでは、日本語の本や新聞を手
にする機会は少なくなってきているので、仕方がないと言えばそれまでですが、
日本に住んでいる人でも本を読むことが減っている昨今です。しかし、子供には
本をもっと読んでもらいたいと思っている親御さんも多いかと思います。私が心
がけた、子供の年齢に沿った本の読み方を紹介します。
幼児
とにかく本に触れてページをめくる楽しさを覚えさせることが、とても大切な時
期です。日本語でも英語のどちらにしても、その楽しさを覚えることによって、
将来読書好きの子供になるかの境目だと思います。特に、この時期は親が時間を
共にし、読み聞かせ子供の想像力を広げることが大事ですし、言葉や文字と絵が
一緒になるのだと思います。好きな絵本を何回も読むことも大事ですが、色々と
違った本に挑戦するのも良い方法です。そのような場合、やはり助かるのが、図
書館の利用です。お子さんと一緒に図書館に行く日を決めて何時間か過ごしてみ
てください。図書館のStorytimeなどに参加してみるのもいいと思います。
低学年の小学生
こちらでは、学校の担任の先生から「家でも沢山本を読む時間を作ってくださ
い」と言われる時期です。日本語でも英語でもどちらでも構わないのですが、読
書の時間を作ることが大切な時期という認識があるからです。読書をすることに
よって想像力を身につけたり、感受性を養えるからです。時間を決めて読書をさ
せるのが効果的ですが、子供にだけ「本を読みなさい」というのも難しいものな
ので、家族全員で本を読む時間を作りましょう。子供もおのずから本を読まなく
てはいけない環境になるので、読書の習慣がつきやすいです。また、この方法は
テレビゲームにのめり込まないようにするには有効でした。
高学年の小学生
この時期から、本好きの子供とそうでない子供に分かれていくような気がしま
す。この頃学校では、本を読んだ後に感想文を書いたり、グループで話し合った
りさせる教師が多くなります。そのため読み取る力というのを養う時期だとされ
ています。読書後に、「主人公はどうしてこんなことをしたのか」とか、「この
本で作者が言いたかったことは何なのか」など、内容理解が重視されます。家で
も本について語りあったりすることが必要になってきます。また本を読むことに
よって語彙を増やしたり、独特な言い回しを覚えて語彙力をつけさせるためでも
あります。夕飯時には、読んだ本が面白かったかとか、なぜ面白かったのかを話
題に織り込んで見たら、いかがでしょうか。
中学生
家に帰ってきてからも学校の宿題で、本を読まなければいけないことが多くなっ
てきます。読書を楽しんでするというよりは、授業についていかなければいけな
いので、本を読み込まなくてはいけません。この時に読書の習慣がついていれ
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ば、苦痛ではありませんが、そのような習慣がないお子さんは、本を読むことが
嫌で嫌でたまりません。そしてだんだんと英語が苦手となってきます。この頃の
英語の読み物はとても高度で、日本では高校３年からそれ以上になっています。
徐々にyoung adultというカテゴリーの本などに触れさせるのをお勧めします。ま
た読む本のレベルですが、この年齢だと楽しく読むためには、スラスラ読める本
と、少し抽象的な難しい単語が出てくる様なチャレンジする様な本の両方に挑戦
してみるのも読書力を高めるのにはよいのではないでしょうか。
高校生
高校生の場合は、もう既に毎日の学校の授業で色々な本を読まされているので、
それ以上本を読む時間がないのが現状です。しかし、本当に本が好きなお子さん
は、そんな中でもちゃんと読む時間を見つけて自分の好きな本を読んでいると思
います。本をあまり読むのが好きではない場合は、夏休みや冬休みを利用して
ゆったりと本を読ませるようにします。特に大学入試のSATには高校時代に読んだ
読書力が点数に反映してきます。長い目で見た場合は、この高校時代の読書力が
高得点を取るカギとなるので、なるべく空いている時間には本を読むことが大切
です。また大学に行くともっと沢山読まなくてはいけなくなります。その時に、
速く読めて、内容理解が正確であれば、大学生活の勉強も楽になります。この時
期はyoung adultから大人が読むようなベストセラーになった本など幅の広いもの
が読めるようになってきます。
書くこと
文章を上手に書きたいものですが、ただ書く練習をしてもなかなか上達しないも
のです。これもやはり読書からきていると思います。読書をしている人は書く文
章も上手な様な気がするからです。小学校では、たいてい本を読んだ後に、感想
文を書いたりします。それは読んだ本で覚えた語彙や文法を使って、文章を書く
ための練習だからです。そして学年が上がるにつれて、フィクションやノンフィ
クションなど色々なタイプの本を読んで、書くことには様々なスタイルがあるの
だということを学ばせます。教師によって異なったスタイルの書き方の指導など
があります。そして高校では大学に入った時のペーパー（小論文）などが書ける
ようになるための準備段階として、起承転結のように文の構成、書式とルールに
こだわって書く技術を学びます。

お問い合わせは
日本語でどうぞ

Yoko Amano
Realtor/Broker-in-Charge
1340 Environ Way
Chapel Hill、 NC 27517
Phone: (919)215-4665

yoko.amano@realtytriangle.com

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
でアメリカ生活安心スタート！
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最近お友達との話の中でダブルリミテッドが話題に上りました。
海外で子育てをする皆さんなら耳にしたことがあるのではないで
しょうか。また「うちの子は大丈夫かしら？」という不安が頭を
よぎったことがある方もいるかもしれませんね。
ダブルリミテッドとは、二言語のいずれもが年齢相応レベルに到
達していない現象のことです。この状態が続くと知的発達にマイナス影響を及ぼす
ため、多言語環境で子育てをする時には心配になるのも無理はありません。実際に
どのように起こるのかを中島和子先生の著書より掻い摘まんで説明してみましょ
う。ダブルリミテッドとは「母語の基礎が完成する2歳から4，5歳の間に過度の異
文化体験を強いられると子供が困惑し、反応を示さなくなったり、得体の知れない
独り言を話したりするようになる現象」です。もしかしたら来たばかりの時にそん
なことがあったようなと思い出される方もいるかもしれませんが、普通これは一時
的です。親や周囲の大人がその状況を理解し姿勢を変え、年齢相応の言葉の刺激が
与えられるようになれば正常に戻る可能性は十分あると言われています。
戻ると聞いてホッとしたと同時に、幼少期の子供を言葉が全く分からない環境に突
然入れることがいかに子供にとって負担なのかも伺い知れますね。小さい子供は言
葉で心の内を説明できませんから、小さければ小さいほど気付かれにくいもので、
そのストレスは子供の発話や対人反応として表れます。海外、特にNCのように日本
語のプリスクールなどの選択肢がない地域で育児をする場合には、子供を言葉の全
く分からない環境にポーンと入れることになってしまうことが多いです。ですの
で、何も言わないから大丈夫！ではなく、子供の頑張りやストレスに寄りそう気持
ちを持って小さな変化を見逃さないよう接してあげることが大事でしょう。
そうは言っても、実際にそのような環境に子供を置く必要があるのも事実ですか
ら、こういう話を聞くと心配にもなりますよね。具体的に、このような現象が起き
る例を見ると、両親が早朝から深夜まで働きづめで子供と母語での会話が皆無で
あったり、母語でのインプットの唯一の場である家庭で母親からの指示以外の話し
かけがないなど母語のインプットが究極的に阻害されている場合です。子供さんと
普通に母語でのやり取りをしているのなら心配はないと思って大丈夫でしょう。
一方で、日本語母語話者でありながらアメリカに住むことは子供をバイリンガルに
する好機と考えて、つい無理をさせてしまうご家庭もあるかもしれません。バイリ
ンガルやトライリンガルとは考える脳や心を２つ持っているわけではなく、たまた
ま言葉という「道具」を２つ、３つ持っている人たちだと考えてください。つま
り、「考える力」が健康的に育つことが何よりも大切です。発音や雰囲気だけそれ
らしい英語と日本語を育てるのではなく、しっかりした考えをまずは母語で、そし
て英語でも表現できるために、母語での「考える力」をしっかり育てることをお忘
れなく。
/ 藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住
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第10回：日本に住む老親の介護と成年後見制度

日本は世界でも一、二を争う長寿国となりましたが、米国在住の方の中にもご両親
がまだ日本で健在という方も多くいらっしゃると思います。今回は日本で暮らす親
が高齢を迎え、健康上の問題から日常生活が困難な状況になり介護が必要となった
場合のお話しです。日本に介護できる兄弟姉妹やその他の親族がいればよいのです
が、いない場合はどうすればよいのでしょうか。私たちのお客様（米国在住）の中
にも、親の介護のため1～2年間程日本へ転居して暮らしたという人がいます。その
間生活の拠点が米国から日本に移りますから住所変更などの手続も発生しますし、
一方で米国には自分の家や家族がありますから何度か日米を往復しなければならな
いなど苦労されたようです。また日本に介護できる兄弟姉妹がいたとしても付きっ
切りで介護することは難しく、また全面的に頼るのも心苦しい気がします。
■介護が必要になったら
身体介護は主に食事や入浴、排泄、着替えなど身体に直接触れて行う介護のこと
ですが、家族が世話をすることができない場合は日本の公的介護保険制度を活用し
て高齢者施設へ入所したり、また介護可能な家族がいても常時介護できない場合は
居宅サービス(ヘルパーが定期的に自宅を訪問)を利用することができます。当然費
用はかかりますが公的サービスなのでかかった費用の9割を国が負担してくれま
す。（自己負担1割。一定の所得以上の場合自己負担は2割になる)。ただし自己負
担額が少ないためこうした高齢者施設については入居希望者が多く、申込んでもす
ぐには入居できないケースも少なくありません。そういった場合は公的サービスで
ない民間老人ホームを利用することもできます。
その中で一つ考えておかなければならないことは親が認知症になるケースです。
日本に限った事ではありませんが、高齢化と共に今後認知症の患者数が増えること
が予想され、2025年には日本の認知症患者は約700万人、65歳以上の5人に1人が発
症すると推計されています。認知症になれば介護する側の負担はさらに増すことに
なりますが、公的サービスとしてグループホームなどの高齢者施設に入居すること
ができますし、公的サービス以外でも民間の老人ホームを利用することもできま
す。
また認知症になった際に合わせて考えなければならないのが財産管理です。財産
管理は預貯金や不動産などの資産を必要に応じて使用し管理することですが、認知
症になり判断能力が低下すると適切な金銭利用ができなくなり、たとえば不要なも
のへのお金の消費、悪徳商法や詐欺にだまされるなどの問題が生じる可能性があり
ます。金融機関によってはたとえ親の財産であっても親自身を含め財産管理が自由
にできなくなり、親の介護にかかる日々の生活費、介護施設や医療機関への費用を
親の預貯金から支払うことができません。さらにその後親が亡くなってしまってか
ら発生する相続手続きについても不動産、生命保険等その他財産、借金などについ
て考えなければなりません。
■成年後見制度とは
成年後見制度は認知症など判断能力が十分でない者の行為の代理または補助する
者を選任する制度で、上記のような預貯金の引き出しを含め財産管理の面で有効で
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す。法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
1)法定後見制度
既に認知症になってしまった場合に裁判所が後見人(親族以
外を含む)を選定する方法で、支援内容も法律で決められて
いて家族の意思は反映されません。後見人が必要になったら
裁判所に被後見人（親）、後見人候補者（親族）を申立てします。後見人候補者
には親族の他専門家を指定することもできます。一定の審査（面接）を経て後見
人が決定されますが、家族が選任された場合は専門知識を持った後見監督人がつ
くことになります。また親族を候補人として指定したものの適切でないと判断さ
れれば家族以外の人（もちろん専門知識を持った人）が選任されることもありま
す。その場合家族は裁判所の決定を拒否することはできません。
2)任意後見制度
本人が健康なうちに任意後見人および支援内容を決める方法で、親族の他第三者
を選任することが可能です。定期的に親の健康状態を確認し、判断能力の低下が
発生してから後見監督人を選任し後見が開始されます。
介護を行なう子の立場からすれば親が認知症などになってしまってから後見の申
立て手続きを行なうより、任意後見制度を利用して親が健康なうちに対応を考えて
おく方が便利かと思います。そのためにも日頃から親子で将来のことを相談する機
会を作ってみてはいかがでしょうか。
後見制度を利用したい、調べたいという場合はインターネットで情報収集できま
す。専門業者（弁護士、司法書士など）のサイトもありますが、国（裁判所）や各
地方自治体（成年後見センター）が開設するサイトがお勧めです。
尚日本の後見制度は被後見人（ここでは親）が日本に居住していることが前提と
なっていますので、米国在住者が自分の親を引き取って介護する場合は注意が必要
です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
日本帰国後の生活、行政手続についてサポート致します。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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家の中にコウモリが入ってきたら…
（皆さんも気をつけて！）
吸血鬼のイメージもあるコウモリ（bat）ですが、本当に人間がコウモリに噛まれ
ることもあるのです。しかも、コウモリの歯は非常に小さくて、寝ているときに噛
まれたら気づかない場合があるそうです。その上、コウモリは狂犬病にかかってい
る可能性もあるので、その場合は地元のAnimal Controlに電話してコウモリを捕獲
してもらうか、自分で捕まえてAnimal Controlに提出して、狂犬病の検査をしても
らいましょう。ただし、絶対に素手では触らないこと。手袋をするか、箱などを
つかって捕まえましょう。そしてAnimal Controlから地元の保健所に連絡されま
す。その後は保健所の指示に従いましょう。
私の場合は、早朝目が覚めたら寝室の中をコウモリが飛んでいました。オーブン用
の手袋とほうきを使って捕まえて、外に放してしまったので、そのコウモリが狂犬
病にかかっているかどうかを確認できませんでした。そのため、保健所の感染病専
門看護師の勧告により、自分たちとペットの全員が狂犬病の予防接種を受けること
になりました。ペットは定期的に予防接種を受けていますが、追加の摂取を受けま
した。私達は狂犬病のウイルスに感染した可能性が否定できないので、感染後の予
防接種を合計4回に分けて注射をしてもらうことになりました。
また、屋根裏部屋 (attic) にコウモリが巣を作っている可能性があるので、一度
確認することを勧められました。多数のコウモリが巣を作っている可能性もあるそ
うです。その場合は、屋根の三角の通気部分などの出入口の近くに多量の糞（ネズ
ミの糞と同じようなもの）が見つかれば、その可能性大です。また、コウモリは夜
行性なので夕暮れに一斉に外に飛んでゆき、朝方に戻るので、その時間帯に家の外
を確認するのもひとつの手です。また日中はぶら下がって眠っているので、屋根裏
を確認するという方法もあります。自分で確認したくないか、多数のコウモリを見
つけた場合は、Pest Control業者はWildlife Extermination専門業者に依頼するこ
とをお勧めします。
なお、コウモリはNC州の保護動物なので繁殖期である5月1日から7月31日まではコ
ウモリを除去することが禁止されています。

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
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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

素肌の大敵「乾燥」を防ぐ美容学
春に備えて花粉症予防
くしゃみや鼻水、目のかゆみなどに悩まされる花粉症。つらい季節が訪れる前
に、予防対策のための体質改善が必要です。未病を防ぐ漢方の知恵で、春にしっ
かり備えましょう。冬と夏は根本療法で体質改善，春と秋は対症療法で症状緩
和。花粉症はアレルギー疾患の一つで、花粉が舞う春と秋に症状が現れるのが特
徴ですが、つらい時期だけ症状を緩和する治療を行っても、最終的に原因となる
根本的な体質を改善しない限り、完治することはできません。つまり、症状を鎮
める対症療法である「標治」と、体質を改善する根本治療である｢本治｣を並行し
て行うことが重要なのです。
標治――対症療法
・表寒証：主な症状は、水っぽい鼻水やくしゃみで、目やのどの症状はあまりな
いのが特徴です。このタイプは体が冷えて水分代謝が低下しているのが原因で
すから、体を温めて冷えを取り除き余分な水分を取り除くことが大切です。
・表熱証：粘り気のある鼻水、鼻づまりの他、目の充血や咽の腫れ、痛みなど
がある場合は、症状が進んで熱を帯びた状態。このタイプは熱を冷まして水分
代謝を改善するのが大切です。
・本治：根本治療/花粉症などのアレルギー疾患にかかりやすい人は、もともと胃
腸が弱く、普段から食欲がない、下痢か便秘しやすい人が多いです。又、免疫
力や体の防衛機能が低下している人もアレルゲンに過敏に反応します。本治と
して、消化器系を丈夫にしながら呼吸器系と免疫系の機能を高める必要があり
ます。
胃腸を丈夫にする食べ物に、鮭や鶏肉、ジャガイモ、レンコン、山芋、キャベツ
などがあります。黒豆や大豆などの豆類は、胃腸を丈夫にして、水分代謝を促進
します。免疫力を高めるシメジやシイタケなどのキノコ類、粘膜を丈夫にして抵
抗力をアップする働きがあるカボチャや人参などの緑黄色野菜も欠かせない食材
です。生姜や葱、にらなどの薬味は、体を温め、代謝を助ける働きがあります。
ジュースなどの清涼飲料水、生野菜や刺身など、体を冷やす食べ物は控えめに。
味の濃厚な物や甘い物、揚げ物などの油っぽい物も胃腸に負担をかけやすいの
で、味付けや油分を控えめにしたメニューの工夫を。

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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前回は、潜在意識と顕在意識のお話をさせてい
ただきましたが、潜在意識には様々な記憶情報が
保存されていますが、自分自身にとって、もしも
公に明るみになったら都合の悪いような過去の体
験も自分が感じた感情も含めて記憶として納めら
れています。
いつも仲の良さを自慢していた夫が本当は影で
浮気していて、こともあろうに自分の親友の女性がその相手だったとか、自分の予
想を遙かに超えるような事件に突然見舞われることは自分の人生の中で度々起こる
ものです。その後、前述したケースの場合怒りが静まらなくなり、その怒りを静め
る為の解決の手段として離婚を選択される方も多いのではないでしょうか？
ですが、望み通り浮気夫とも縁を切って、慰謝料も沢山手に入れて、自由にもな
れたであろうに気持ちがすっきりとは晴れることがない方もおられます。ことある
ごとに突然起きてしまった悲痛な出来事や愛し合った日々をも一緒に思い出して、
離婚する前や浮気の事実がわかったときに相手にぶつけられなかった思い・・・憎
しみや悲しみや怒りの感情の渦の中に自分を浸らせてそこから立ち直ることも拒
み、辛い感情を自分の中で何度も再体験して反芻（はんすう）したりして時には
日々暮らすこともあります。
たとえ日常それらの感情を自分が無視して元気に明るく楽しく振る舞って毎日を
過ごしたとしても、潜在意識の中に蓄積されたそれらの感情が自分を病気にしてし
まうことすらあります。
実際、鬱病など精神疾患に罹患している人の多くは、なにか大きな事件が起きた
ことがきっかけである場合がとても多いのです。特に東洋医学では、『心身一如
（しんしんいちにょ）』などと言ったりもしますが、体の不調をもし抱えておられ
るなら、心の中のネガティブな人前にさらすことができない抑圧されたストレスに
なりそうな悲痛な思いがないかどうか探して、ご自身が相手や起きた事実を受け止
め、許し、無意識に悩むことをまずはやめなくてはなりません。過去の事実は事実
として受け止めた上で感情的になんの痛みもない静寂な状態をまず体の中に無意識
に作り出せるようになることが重要です。
辛い思いを強制的にストップさせて、マインドフルネスなどの瞑想や呼吸法、気
功等一人でエネルギーバランスを整えるという方法もあります。苦痛な思考をいつ
も取り除いた上で続けてみる必要性があります。
ご質問や感想、なにか取り上げて欲しい話題がございましたら、
是非hello@yamamototamami.funの方までお気軽にお寄せください。
/山本珠未: 米国NLP(TM)協会認定NLPと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 埼玉在住
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新連載：イギリスからアメリカへ
ロンドンからのフライトの後、息子と娘はぐずりながら入
国カウンターでわめいている。僕は入国審査員に好印象に振
舞おうと子供達をなだめる。ニュースにある、移民に厳しい
対応とは逆で、昨年の八月インディアナポリス空港での入国
審査はアメリカ人と同じ列に加わり、スムーズに入国が済ん
だ。
イギリスの町ダービーでの生活は十年。階級社会、皆あまり挨拶しない、ベー
コンはカリカリではなく肉厚シットリ、アメリカの話を毛嫌いするなど、アメリ
カを恋しくさせる時期があった。しかし！イギリスでは妻と会い結婚、子供も二
人家族に加わる。妻の退院の日も「出産の費用は無料よ。お疲れ様」と言われ受
付も通さずに退院。イギリスいいね！と思う。俗にいう「ゆりかごから、墓場ま
で」だ。
ちなみにイギリスで紅茶を頼むと、ミルクがすでに入っているミルクティーが
くる。だから「ミルクティー」を注文するということはミルクを二回繰り返すこ
とになり「ご飯おにぎり、麺焼きそば、ください！」という不適切な表現になる
だろうか。今でも謎だ。
イギリスはポッシュ(posh)文化が大好きだ。アメリカ的に「パーッシュ」など
と言うと、「あら下品なアメリカ発音ね。品のないこと。」となってしまう。イ
ギリスは常に上流階級を意識する。「あなたポッシュね！」と言われようものな
ら「そうかい？」と気分が良い。またイギリスの冗談は、皮肉を皮肉で覆ったす
さまじさ。例えば会話の冗談が面白かった場合、それをクスッとも笑わず、その
冗談をそれ以上の皮肉を加え真面目な顔して返すのが良い、と会社で教わりそれ
を毎日心掛けた。ポッシュの意識、そしてマジな顔でバカバカしい冗談を言い続
ける文化、自分の一部になっている。
渡英当初は自信満々で常に「アメリカはね、アメリカはね」、と言っていた自
分。結果は出た杭は度々打たれ、アメリカの事は殆ど話さなくなっていた。ある
日、アメリカから長期出張で来たスティーブ。遠くの方で「アメリカではこうな
んだよ！」と得意げに話すのが聞こえる。全く相手にされていない様子、会話は
空振り。またフランス出身だという女性、僕が外国出身だと知ったとたん、イギ
リスへの不満を次から次へとあーだこーだ並べ始めた。この女性もイギリス社会
に相当叩かれてきたんだろうと察した。イギリスで外国人と話すことは案外楽し
い時間だった。
一年前くらいか、アメリカの価値が家族に合うと、アメリカ移住を目標に舵を
きった。楽しみに待つアメリカ行きを成功させるために、ロンドンにあるアメリ
カ大使館を訪れる。ビザ取得のため、仕事に関しての専門知識やら、他に何を聞
かれるか。あまりの緊張のため、「結婚して何年ですか。」という簡単な質問
に、７年であるところを、５年と答えてしまう。その後妻にはギロッとにらまれ
たが、ビザの発給はとても簡単に済んだ。あの質問がマルティプルチョイスだと
必ず正解していただろう。
アメリカに到着し、ポッシュとは真逆なデニーズに向かう。十年ぶりのカリカ
リのベーコンを食べるとこう思った「イギリスありがとう。」
/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～
「うっ！」最近、ズボンや靴下を履く際、左足で立って右足を入れようとする
と、股関節あたりに痛みがあり最後まで曲げる（足を上げる）ことができませ
ん。左足を曲げる時には問題ないのですが。どうやら、ある筋肉に問題があるよ
うです。
皆さんの中で、股関節痛、腰痛等で悩んでいる方もいらっしゃると思います。市
販の痛み止め薬を飲んだり、塗ったりしてごまかしている方もいらっしゃるかも
しれませんね。そこで、今回は意外と見逃されてしまっている筋肉をご紹介しま
す。
腸腰筋（ちょうようきん） Psoas Major
図を見てみるとお分りになると思いますが、体幹でし
かも深いところにある筋肉です。上半身と下半身をつ
なぎ、両足の上で背骨を支えています。この筋肉が短
くなって凝っている場合は、骨盤が前傾（お尻が後ろ
に突き出る方向）する原因になり、逆に伸びた状態で
弱くなっている場合は、骨盤が後傾する（反り腰）原
因になります。時には、どちらの状態（凝っている部
分と伸びた部分）も同時に起きているケースもありま
す。また、右と左でバランスが整っていない場合もあ
り得ます。
私の場合は、どうも右側の腸腰筋の股関節のあたりが
凝っているようです。自分でリリースしようと試みま
すが、人にやってもらうようには、うまくリリースで
きません。マッサージセラピストもマッサージセラピ
ストにやってもらいたいのです。でもとりあえず、ス
トレッチをして少しでも凝りをなくそうとしてみまし
た。写真 (モデル: Leah Caso) のように、痛い方の
足の膝を床につけ、体をまっすぐにしたまま、腰を落
としていくと、股関節の前方、太ももの前方が伸びて
いくのが分かると思います。20秒程やると良いです。これで私の症状は、かなり
改善しました。
いかがでしたか？
この腸腰筋は、とっても大事な筋肉で、腰痛、股関節痛の原因であることもしば
しば。左右のバランスが悪いと膝痛の原因にもなります。このストレッチを取り
入れて、腰痛の改善、予防に役立ててみてください。
/Akira：長崎出身 Wake Forest 在住
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働き方改革で日本が変わるか…
昨年あたりから、国会や内閣総理大臣の答弁でよく聞
かれるのが「働き方改革」という言葉です。昭和のバ
ブル全盛の真っ最中に青春時代を過ごし、成人した私
にとっては何かピンとこない言葉です。忙しいのはど
んな職種でも一緒、とにかく一生懸命働きさえすれば
たいていどんな仕事をしていても「貧乏」をすること
はありませんでした。しかしその裏腹に長時間仕事に
拘束されるのは当たり前でした。一日10時間から12時
間、週6日、7日働いて、運が良ければ週一日休めるという社会風潮が当たり前で
あると思っていました。アメリカに移住して27年になりますので、現在ではそん
な働き方をしていたのが信じられないぐらいです。働き方改革とはいいますが、
そんなことを国で制度化をしたところで、本当に日本人の仕事ということへの考
え方が変わるのでしょうか。アメリカを旅行や商用で短期間訪れる方々のほとん
どが、週40時間労働が普通であると思われている、この国の労働環境をうらやま
しいと言います。プライベートな時間を趣味や勉強に費やし、生活の価値観の基
準は仕事ではなく、むしろプライベートの時間を費やしている事柄を基盤として
いるのがこの国の人たちの生き方です。そうなってくると、国が制度を変えて働
く時間や仕事量をコントロールしたところで、「必要以上に働かなければいけな
い。」という個人レベルの思考回路から何とかしない限り、決して制度だけでは
日本人の働き方を改善することはできないのではないかと思います。これは働き
方ばかりではなく、最近取りただされているDV、児童虐待、パワハラやセクハラ
などの日本の社会現象すべてにおいて言えることではないでしょうか。起きた事
件、案件の責任を誰がどうとるのかということばかりに気を取られて、現代人が
抱える精神の病んだ状態を改善しなければならないということを、われら同胞の
日本人はすっかり見落としてしまっているのではないかと思われるのです。黄金
律と呼ばれる、聖書の中に出て来る有名なキリストの言葉に「自分にしてもらい
たいと望むとおり、人にもそのようにしなさい。」というのがあります。誰もが
正直に、苦しいことを苦しい、悲しいことは悲しい、その反対に楽しいことは楽
しい、嬉しいことは嬉しいと表現し合えたならば、この黄金律は成立します。し
かし、自分が苦しかったこと、嫌だと思ったことを隠したままでいるならば、相
手もそうなればいい、ざまあみろと思うのです。まず自分がどうしてもらったら
嬉しくて、楽しくて笑顔になれるのだろう。幸福を感じるのだろうという、自分
を大切にする感覚を身につけなければ、誰をも大切にすることはできないので
す。クリネックスというティッシュペーパーの箱の片隅に、小さくTake Care、日
本語に訳すならば「お大事に。」という文字があります。マナー重んじる日本人
だったらきっと、「使った紙はくずかごに捨てましょう。」とでも書くところで
す。ティッシュを使う人の中でも最悪の状況にある人のことをちょっと考えて、
「お大事に。」ちょっと嬉しくなる言葉です。本当に働き方改革という制度を
作っただけで、私たちの日本は良くなるのでしょうか。
/根本:東京出身 ジャクソンビル在住
15

三角シネマ館 映画大好き倶楽部
今回のアカデミー賞、皆さんの予想は当たりましたか？30年前まで
「The winner is …！」と発表されていたアカデミー賞ですが、今
は「The Oscar goes to …！」という発表の仕方に変わりました。
それは勝ち負けではないという意味です。どの作品も製作者たちが思いを込めて
作り上げたものです。それをゲームのように、勝者敗者に分けてしまうというこ
とに違和感が生まれたのです。ところで、2月24日に最低作品や俳優を選ぶラジー
賞が発表されました。最低男優賞にトランプ大統領が選出されました。出演作は
マイケル・ムーア監督のドキュメンタリー映画2作です。あなたはどう思いました
か？ /緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Gloria Bell (ドラマ)NR、3/8公開
離婚して独身になったグロリアは、昼間はキャリアウーマン、夜はクラブでシン
グルライフを満喫。そしてある男性と恋に落ちるのだが、ミドルエイジは複雑。
Wonder Park (アニメ、ファミリー、冒険)PG、3/15公開
ジューンという女の子が森に迷い込み、そこで見つけたのは、もう使われなく
なった不思議な遊園地。そこには人間の言葉を話す楽しい動物がたくさんいた。
Five Feet Apart (ドラマ、ロマンス)NR、3/15公開
入院中の17歳のステラはウィルと出会う。二人は恋に落ちるが、お互いに触れ合
うことができない。共に同じ難病の嚢胞性線維症という病気を負っていたのだ。
Where’d You Go Bernadette? (ドラマ、コメディー)PG13、3/22公開
バーナデッドは元建築家の夫と15歳の娘と3人で暮らしている。娘の希望という名
目で家族で南極旅行を計画するが、実は都会の生活に飽き飽きしていたのだ。
Dumbo (ファミリー、ファンタジー)NR、3/29公開
ティム・バートンが手掛けるディズニー映画。サーカス小屋で生まれた赤ちゃん
象は耳がとても大きかった。しかし実はダンボは飛べるということが分かった。
Shazam! (アクション、コメディ、ファンタジー、冒険、IMAX)NR、4/5公開
スーパーヒーローに憧れる少年ビリーは14歳。古代の魔法使いの力で「シャザー
ム！」と叫ぶと大人のスーパーヒーローに早変わり。しかし心は少年のままだ。
Breakthrough (ドラマ、伝記)PG、4/12公開
奇跡が起きた実話の物語。ミズーリ州の凍った湖に14歳のジョンが転落。必死の
救出にも拘らず少年の心臓は止まった。しかし家族の祈りの末、再び動き出す。
Missing Link (アニメ、アクション、ファミリー)PG、4/12公開
巨大な身体を持ち太平洋で孤独に暮らしているミスターリンクは、カリスマとし
て有名な冒険家ライオネル・フロストを雇って、リンクの家族を探す旅に出る。
Penguins（ドキュメンタリー）G、4/17公開
南極に住むアデレーペンギンのスティーブは、数多くのペンギンの中からパート
ナーを探して家族を作らなければならない。困難に遭うが上手くいくだろうか。
16

皆さん、こんにちは。今年もアニメいずめんとは5月のメモリアル・デーの週末
（5月24日から5月26日）に開催します。昨年は「ドラゴンボール」の新しい映画
も出て、アメリカでも上映されました。ご覧になりましたか。そして、やはりフ
リーザー。日本のフリーザーの中尾隆聖さん、アメリカのフリーザーのリンダ・
ヤングさんとデレック・ステファン・プリンスさん。3人のフリーザーがアニメい
ずめんとに登場します。そして「美少女戦士セーラームーン」。セーラームーン
と言えば新作アニメ版「美少女戦士セーラームーンCrystal」でも主役の月野うさ
ぎの三石琴乃さん。今年はアニメずめんとに来てくださいます。三石さんは「新
世紀エヴァンゲリオン」の葛城ミサト、「One Piece」のボア・ハンコックなど
も。アメリカからはオリジナル アメリカ版の「セーラームーン」の曲を歌った
Jennifer Cihiさんが。日本文化ゲストさんは女性二人のデュオの津軽三味線「輝
＆輝」。全日本津軽三味線競技会名古屋大会デュオの部にて６度の優勝を果たし
ました。英語の落語の林家染太さん、ユーチューバーのJun & Rachelさん。ビデ
オ、三味線、写真家のNorm Nakamuraさん。もちろん、アニメター・サポートグ
ループのライブ・ドローイングや遊佐かずしげさんのアニメ教室、河村悦子さん
は今年からシリーズで「日本の文化：祝祭日について」のお話しを始めます。今
年もアニメいずめんとは参加者の方々に喜んでいただけるよう頑張っておりま
す。5月のイベントまで、www.animazement.comのサイトのチェックをよろしくお
願いします！5月のメモリアル・デーはローリー・コンベンション・センターで！
おまちしております。
/青柳好美：アニメずめんとディレクター 東京出身 Raleigh 在住

春のプラントセール at Duke Garden
メンバーオンリー：3月29日
一般公開：
3月30日

午後4～6時 （10％オフ）
午前8時～午後12時

毎年恒例のミズナ、からし菜、しし唐等の「和野菜の苗」も販売され
ます。当日は売り切れが予想されますので、お早めにお越しください。
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法律相談 「ちょっと教えてください」
H-1B専門職ビザ申請受付
2019年4月1日にH-1B専門職ビザ申請の受付が始まります。H-1Bとは専門的知識を有
する大卒以上の学位取得者を対象とした短期就労ビザの一種で、毎年H-1Bの就労開
始日（10月1日）の6ヶ月前の4月1日に申請受付が始まります。
H-1B年間枠．H-1Bには、年間6万5千の一般枠とアメリカの大学院以上の学位取得者
を対象とした2万枠が設けられています。一般枠の中から6,800枠はチリとシンガ
ポール国籍者に割り当てられます。ここ数年間H-1Bの申請者は年間枠を大幅に上
回っているため、申請受付は４月の初週で締め切られ、無作為の抽選で選ばれた申
請者のみ審査されています。ここ数年間の当選確率は30％～50％で推移していま
す。今年も昨年同様、申請受付が4月初週の5日間のみであると予想されますので、
早めに申請準備を始めたほうがよいでしょう。なお、今年から抽選の順番が変わ
り、最初に全員一般枠の抽選にかけられ、その後にアメリカの大学院以上の学位保
持者で落選したものは、再度大学院枠で抽選されます。抽選の順番を変えること
で、高学歴保持者の当選確率が高くなります。
H-1B年間枠免除．H-1Bの延長申請、過去6年間にすでにH-1Bを取得したもの、ま
た、非営利団体の大学機関、大学機関と連携プログラムがある非営利機関（たとえ
ば、大学からインターン生をうけいれている病院など）、もしくは政府や民間の非
営利のリサーチ団体などの雇用主は年間枠の対象とはなりませんので、４月１日の
申請時期を待たずに、年中いつでもH-1Bを申請することができます。
H-1Bの申請条件.H-1Bビザは基本的には４大卒者（もしくは同等の資格をもつもの）を対
象としていますが、大学の専攻科目がポジション内容と一致していることが条件です。た
だ、トランプ大統領がBuy American Hire Americanという大統領令を発表してから米国移
民局の審査が一層厳しくなり、追加証拠の要請がくる確率が非常に高くなっています。最
近の傾向では文系職のみならず、ITコンサルティングやコンピューター関連職、さらに平
均賃金レベルが低いポジションなどは厳しく審査されています。
H-1B遵守事項．H-1B雇用主はその地域の平均賃金もしくは同職社員に支払う賃金の
いずれかの高い方をH-1B社員に支払う義務があります。H-1Bはフルタイムでも
パートタイムでも申請できますが、フルタイムの場合は最低でも年間平均賃金、
パートタイムの場合は平均時給を支払う義務があります。また、H-1B 雇用主はH1B申請前にH-1Bの雇用条件（職務、賃金、勤務場所、勤務期間などの情報）を社
内2箇所に10営業日間掲示する必要があります。その他にもH-1B 雇用主はH-1B期限
満了前に会社の都合でH-1B 社員を解雇した場合、その社員が自国へもどるための
渡航費用をオファーする義務があります。さらに勤務地が複数にわたる場合、それ
ぞれの地域の平均賃金を遵守する必要がありますので、注意が必要です。なお、雇
用主はH-1B社員の給与や雇用条件に関し、政府役人や社員などから閲覧を求められ
たらすぐに開示できるように、これら情報をPublic Access File に保管する義務
があります。
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複数企業・転職 H-1Bはスポンサー企業での就労に限定されていることから、転
職を希望する場合、新しい雇用先が新たにH-1Bの申請手続きを行わなくてはなり
ません。また、H-1Bはパートタイム申請も可能なため、雇用主が複数いる場合
は、それぞれの雇用主がH-1Bを申請することで、複数企業で同時に就労すること
もできます。また、H-1B枠免除団体を通してH-1Bを取得していれば、H-1B枠免除
団体での雇用が続く限りは、H-1B枠対象企業が2つ目のH-1Bを同時雇用として申請
することもできます。ただし、この場合H-1B枠免除団体での雇用が終了した時点
で、2つ目のH-1Bも無効となってしまいます。なお、H-1B枠免除団体からH-1B枠対
象企業へ転職するときは、新たにH-1Bの年間枠の対象となりますので、注意が必
要です。
申請料金．H-1Bの初回申請費用は、基本申請料金$460、詐欺防止費用$500（初回
申請のみ）, ACWIA追加申請料金$1500（社員25名以下の場合は$750）の3通りの費
用がかかります。H-1B枠免除の対象となる非営利団体はACWIA追加申請料金が免除
されます。また、2015年12月の米国議会一括予算法案により、50名以上の社員を
かかえる企業で、50％以上の社員がH-1BやLビザ保持者であれば、従来の申請費用
に加え、さらに$4,000の追加申請費用が課せられるようになりました。
オンライン登録システム．来年度からは、雇用主はH-1B申請前の特定期間にオン
ラインシステムに雇用主と社員情報を登録することになります。このシステムの
導入により、H1Bの抽選はシステムを通して行われ、当選者のみ特定期間にH1Bの
申請を提出するようになります。

トライアングル日本クラブ / ノースカロライナ日本セン
ター「子供の日」のお祝い：
トライアングル日本クラブとノースカロライナ日本センターは共
同で、日本センター(705 Barbour Drive, Raleigh)の庭で5月4日
（土）14:00 - 17:00「子供の日」のお祝いを開催いたします。鯉のぼり、もちつ
き大会、子供さん向けのゲーム、クラフト、お菓子等を用意いたします。参加費
は無料です。（大人の方はおひとり5ドル程度の寄付をしてくださるとありがたい
です。）是非、ご参加ください！
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赤い小鳥とブルーな生活
「人は見かけによらぬもの」
“Don’t Judge a Book by Its Cover”
鮭に飽きた。飽きたぞよ。何処かに、もっとこう、程
よく脂が乗っていて、焼いたらジュージューして、皮ま
でぱりっぱりで、でも後味さっぱり、そして、冷凍庫と
は無縁の天然近海ものが、いないものか。
謎のSUSHI BARは、街中に溢れているのだから、魚がい
ない筈はない。お高いシーフード店のガラスケースに
は、解凍済みのマグロがぽつん、ニジマスがぺろん。ア
ジア系のスーパーに、それなりの魚売り場があるのだ
が、冷凍も多く、大して賑わってもいないので、二の足を踏んでしまう。この辺
りに良い魚屋はないか、と知人に尋ねてみたところ、例の会員制倉庫店に行けと
言う。
アトランティック・サーモン、スナッパー、ティラピア。定番の養殖三兄弟に
挟まれて、普段、見かけない白身のフィレを発見。まるで豚ヒレ、ポークテン
ダーロインのような大きさと形をしている。
Monkfish。フグと並ぶ冬の王様、鍋の横綱、アンコウではないか。昆布で取っ
た旨味たっぷりの出汁に、ふわふわのアンコウの身。味の滲みた甘い白菜とね
ぎ。締めの雑炊。うわー、買います、買います、今、買います！
ところで、私には「大切なことは覚えていないが、くだらないことは、いくら
でも思い出す」という特技がある。土鍋の湯気の光景と共に、ふと浮かんだの
は、十年ほど前の「冷蔵庫のアンコウを捨てろ」というFDA勧告。中国から輸入さ
れた切り身の冷凍アンコウに、フグが混入していたらしく、テトロドトキシン中
毒で数人が入院した事件があったからだ。
アンコウの値段でフグが買えたら、非常にお得かもしれないが、命は惜しい。
皮が剥がれ、骨も抜かれた魚の身だけで、アンコウなのか、フグなのか、見分け
られるほどの知識はない。興奮のあまり、ろくに見もせずカートに入れたパック
の魚を、もう一度取り出してじっくり観察してみる。
〝Fresh Monkfish Wild caught on the US coast”。冷凍でもなく、輸入でも
ない。長さ30センチ強、一番太い辺りで、直径7センチほど。こんなフグがいた
ら、10キロ級の大物だ。どんなに魚に疎いアメリカ人と言えども、丸のままのフ
グとアンコウは、間違えようがないだろう。フグの可能性はないに違いない。
鍋の支度をしていると、「晩御飯は何？」という家人か
らのメッセージが。ウッキウキで「寒いから鍋！アンコウ
だよ、凄いでしょ！」と返すと、しばらく経って、「僕の
晩御飯は心配しないで、自分で適当に食べるから」と戻っ
てきた。届いていないのかと思い、「アンコウ鍋」と送り
直したところ、「深海魚は無理。見た目が無理」。住む場
所と見た目で差別するなんて酷い！私も昆虫は食べないけ
ど！
あなたの大好物、チリアン・シーバス。真っ白な美しい切り身しか、見たこと
がないのだね。本名はマゼラン・アイナメ、ふてぶてしい顔の立派な深海魚で
す。今夜は、美味しいアンコウ鍋を独占できたので、武士の情け、黙っていてあ
げよう。
/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

‐Shiratsuki North Carolina. Inc.(SNCI)‐
三角横丁読者の皆様、このたびは弊
社 Shiratsuki North Carolina,
Inc.（略してSNCI）をご紹介させて
いただくことになり誠に光栄でござ
います。SNCIは、愛知県名古屋市の
白月工業株式会社100％投資の現地法
人で、2016年7月にノースカロライナ
州にて設立され、2017年1月よりロー
リーに事務所を構えました。現在は
白月工業の役員が兼務するエグゼク
ティブ２名、および、本社から派遣の駐在員エンジニア１名、地元採用のエンジ
ニア２名、および、総務担当１名で構成されております。親会社の白月工業は、
名古屋市に本社を構え、愛知県、岐阜県、福井県に７拠点、海外は中国に2拠点、
タイに２拠点、ミャンマーに1拠点を持ち、SNCIが初の北米拠点となります。白月
工業は主に自動車完成車工場や自動車部品工場向けに、生産工場の各種電気工事
から設備制御・ライン制御・生産管理・生産指示・部品指示・保全等の業務をお
こなっております。ノースカロライナのSNCIでは、日本の親会社と同様に生産工
場の設備制御からライン制御・生産管理・生産指示・部品指示・保全等、様々な
システムの構築を、お客様企業の課題やニーズに合わせてご提案するとともに、
設計から施工、さらなる改善をもたらす調整まで、一貫した体制で的確にお応え
すべく、スタッフ全員力を合わせ日々奮闘中です。
SNCIの設計および施工品目とサービス業務を簡単にご紹介いたします。
・生産管理システム
・生産指示システム
・部品指示システム
・製品トレーサビリティシステム
・各種設備の電気回路設計
・各種調整およびトラブルシューティング、予防保全ご提案等

ノースカロライナの地に生まれたばかりのSNCIでございますが、「白月」ブラン
ドのエンジニアリングサービスを一歩ずつ北米に展開できるよう、今後ますます
努力と精進を重ねてまいる所存です。弊社のエンジニアリングサービスにご興味
をお持ちの方は、どうぞお気軽に日本語でご連絡くださいませ。今後とも何とぞ
よろしくお願い申し上げます。
SNCI総務担当 梅谷明美 東京出身 Raleigh在住
SNCIオフィス電話984-244-7908
Email: umetani@shiratsuki-nc.com
http://www.shiratsuki.co.jp
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“技術の進歩”
毎年 ラスベガスで催されるCES（コンシューマーエレ
クトロニクスショー）のことをご存じの方は多いとおもい
ます。２５年ぐらい前に私が行った時は主にコンピュー
ターやソフトウエアがほとんどでした。いまではAI（アー
ティフィシャル インテリジェンス）が応用されたものが
多く、スマートフォンを使ったスピーカーやホームデバイ
スも多くあり、果ては車のメーカーのコンセプトカーも展
示されていたようです。
補聴器もAIが使われている機能やアプリケーションで最近大きな進歩をしていま
す。ここ２年ぐらいは付属品がいらず、携帯で直接補聴器を通して会話ができた
り、音楽を聴いたりするのはiPhoneだけでした。それが最近、Bluetooth機能があ
る携帯から両耳の補聴器で会話ができるものが市場にでてきました。これは補聴器
装用者にとっては大きな一歩です。ペンダントのような付属品、あるいは小さなも
ので洋服にクリップでつけるものを使う必要がないのですから。
それから補聴器が毎日の装用者のアクティビティ（会話した時間、座りっぱなし
とかアクティブに動いているかの動作）の記録をしてアプリに表示されます。近い
将来はアプリを通して、言葉の翻訳機能、“直接”遠隔調整機能も可能になりま
す。遠隔調整機能とは補聴器を購入したクリニックに行けない場合、家にいながら
にして調整されます。もちろん、カメラ付きのコンピューターが必要ですが。
もちろん、アプリをダウンロードしなければ補聴器の機能をフルに活用できませ
ん。携帯をうまく使いこなしている人々はアプリをダウンロードしたりそのアプリ
を楽しめるでしょうが、スマートフォンに慣れていない人たちはせっかくの補聴器
の機能を活用できません。
補聴器の選択も多様になっています。補聴器を考えていらっしゃる方、あるいは
ご家族の中にそのような方がいらっしゃる方、広告や周囲の人々の言葉にまどわさ
れず、どのようなものが必要で、どのような機能が欲しいのか 機能を使いこなせ
るかなどを考えましょう。

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville
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VS

「16話：自己愛が強すぎるー」
今になって思うのですがあの時の姑は今の私よ
りほんの数歳年上だった事を思い出しました。ま
だ50歳半ば程でいつも調子が悪い悪いといつも
言っていたのを思い出しました。今の私なら分か
るのですがあれは半分演技だったのだと思いま
す。私はその時若かったので全てその事を信じて
おりました。心臓が悪いだの息が苦しいだのいつ
も言っておりその割には頻繁に外国旅行に出かけ
ていました。そんな時彼女は高齢者の呼び出しブザーを購入し日に何度もくだら
ない事で呼び出すので小さい子供を抱えた私にはつらいものがありました。家が
広いので面倒なのは分かるのですが、彼女の部屋へ行くと「ちょっと腹痛がする
から胃薬と水持ってきて」と頼まれ持っていき、１時間ほど経つと今度は「部屋
に煮込みうどんを持って来い！」と言います。そのブザーを買ってからというも
の毎日呼び出しは頻繁でした。私は当時あの年になるとあんなに体調が悪くなる
ものなのだな？と思っておりましたが今私がその時の彼女と近い年齢になって思
いますが、キッチンに薬も取りに行けないなんて事はありえないと今は思ってい
ます。そのくらいはどんなに具合が悪かろうと足が悪いわけではないのだから少
し歩くくらい出来るはずなのです。それで最近その事をふと思い出して、あれは
人の気を引きたい為の嘘だなーと思いました。その割には彼女は毎日しゃきっと
着物を着こんで出勤しておりました。かまって貰いたい面倒を見て貰いたいそし
て同情が欲しい一心でしていた事だと思います。逆に私が４０度程の熱を出して
もトイレに行くのに少し歩いているのを見たらあれこれ用事を言いつけそのまま
熱があるまま家事をさせられた事もあります。彼女は４０度どころかあまり高熱
を出す事もなく、何故かただ体調が悪いと言ってはブザーで呼び出します。ポー
タブルトイレを持ち込んでその掃除も毎日させられた事もありました。赤ん坊が
いても変わらず用事を言いつけられ辛く感じていたのを覚えています。まずは自
分が一番に面倒をみて貰えないと不機嫌になり私への責めが倍増するのが厄介で
す。そのブザーも私が洗濯物をほしに行っていたり用を足しに行っていたりして
聞こえなかったりすると、ブブブブブブの連発をして返事をするまで鳴らし続け
ます。「あんたは頭もあかんけど耳もあかんくなったのと違う？」と言われまし
た。そんな憎まれ口言える程元気なら自分で全部すればー？、と思ってしまいま
した。おそらく私にその事を言うことで幸せを感じていたのでしょう。以前の大
姑、姑、小姑からこき使われた恨みがあるのでその分私を揖斐る事が出来る順番
が回って来たのでこのチャンスを逃す手はないといった顔で嬉しそうにけなし文
句をたらたらと顔を見る度言っていました。たしかに体の良い女中のようにこき
使われ辛い思いをしたのは理解出来ますが、それを息子の嫁にそのまま嫌な思い
を八つ当たりするかの様にぶつけたところで本当の意味で彼女が心から幸せにな
るとはとても思えないのです。それでもそれをする事で心がいつか潤うかも知れ
ないと思っているかの様に何年も何年も彼女はずーっと繰り返していました。
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown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/
2019年春のピクニックが 5月19日（日）11時-15時（雨天時5月26日）にChapel
HillのSouthern community parkにて開催されます。
テーマ：出会いの春友達作ろうピクニック
エッグハント等のイベントや恒例のラッフル抽選会を行います。
ボランティア、ポットラック提供は大歓迎です。
詳細は、随時日本人会ホームページhttp://cdnihonjinkaijp.g1.xrea.com/にて更
新致します。会員の方はfacebook もご参照ください。
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世界のどこの国にも街にも、その場のリズムがある。それが違うからこそ旅も面
白い反面、慣れない事はストレスでもある。
日本では、関東と関西では、エスカレーターの右側か左側を空けるのが違うとい
う。歩くスピードも関西の方が速いらしい。アメリカでも、西海岸より東海岸の方
が速いという。また、ニューヨークでは車が来ない赤信号はじきに歩行者が渡り始
めるが、ロスでは信号無視は驚かれる事もある。慣れるまでの戸惑いはあるが、気
づけば旅の思い出の一つともなる。
2ヶ月ほど前、香港・タイ・ベトナム・マレーシアを初訪問する機会に恵まれ
た。もちろんどの街も楽しんだが、タイは、楽しめるのに他よりも時間がかかっ
た。特に嫌な事もなく、見所も多く充実した滞在で、自分でも不思議だった。バン
コクは雑多な街で、その喧騒にあたったのかと思っていた。
しかしそうではなかった。ベトナムのホーチミンシティで、おびただしい数のバ
イクで大渋滞の街をやっとホテルにたどり着き、すぐに街歩きに出て、小一時間の
うちに街に馴染んだ自分がいた。何が違ったか気づいて愕然とした。ベトナムはフ
ランスの元植民地、街の作りや、古い建物がフランス風なのだ。ヨーロッパの街に
は、留学経験もあり、馴染みが深い。それがベトナムでも、同じ街の作りを直感的
に理解している事に気付いた。それに対して、バンコクは植民地の影響がなく、街
の作りも文化も独自のもので、自分の中で処理するのに時間がかかったのだろう。
よく考えれば当たり前だ。過去にも、エチオピアのアジスアベバ、アルジェリア
のアルジェ、イランのテヘランが本当に面白いと思えたのは、最初ではなく、それ
ぞれの国を回って、体が慣れてから改めて滞在した時だった。いずれも、少し暗
い、薄汚れた街という第一印象だったが、その国のリズムがつかめると、大都市な
らではの面白さが見え、自分の感覚で新しい発見ができ、本当の意味で楽しめた。
もちろん、異質の国だからと、避けていたのでは、何の発見もない。カル
チャーショックも旅の醍醐味だ。しかし、何も理解できないうちに帰宅では、もっ
たいない。落ち着いて観られる旅程で、滞在を本当に堪能していただきたいと思
う。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住
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ごちそうさまぁ～❢
「春らしいメニュー」
＊金柑のクレープシュゼット（Crepe Suzette of kumquat）
日本ではもう時期を外れてしまった「金柑」。アメリカでは、こ
れからたくさん出てきます。まずは「金柑のコンフィチュール」
を作ります。
＜材料＞金柑・・1ポンド 砂糖・・1ポンド 水…200ｃｃ
レモンジュース 10ｃｃ
＜作り方＞
1.金柑をよく洗い、ヘタをとり、2等分し、種をとる。
2.鍋に入れて、砂糖をまぶし全体を混ぜる。30分ほど放置する。
3.水を入れて中火で煮る。 へらなどで焦げ付かないようにする。
4.時々全体を混ぜながら、30分～1時間ほど煮込む。
5.仕上げにレモン汁を入れて、全体を混ぜる。少し、ゆるめのところで火を止め
る。（冷めたときにちょうどいい状態になります）
＜材料＞パンケーキミックスを使います。（4～6枚分）
パンケーキミックス・・1カップ
卵・・1個
牛乳・・1カップ バター・・80ｇ グラニュー糖・・60ｇ
水・・100ｃｃ オレンジ・・3個 グランマニエ 50ｃｃ
＜作り方＞
1.「金柑のコンフィチュール」を一部取りだし、水を加え、ソースを作る。
2.パンケーキミックス、卵、牛乳を加え、クレープ生地を作る。
3.クレープメーカー（またはフライパン）でクレープを焼く。
4.オレンジを絞り、果汁を取り出す。ソースパンに入れ、グラニュー糖・バター
を加え、溶けてきたらオレンジの皮をすって加える。
5.4のオレンジソースにクレープを入れ、グランマニエを加えて、フランベする。
6.クレープをお皿に移し、「金柑ソース」を表面に塗り お好みでクリームを。
＊春のキッシュ
春らしい色あいのキッシュに仕上げます。「菜の花」代わりに、花穂の上がって
きた小松菜などを使います。
＜材料＞7インチ程度の冷凍パイ生地を利用
スイートオニオン・・１個 ベーコン・・２枚 小松菜（花穂）・・３０g
ミニトマト・・４個 アスパラガス・・100ｇ 卵・・２個 塩胡椒・・適量
生クリーム・・1/4カップ 牛乳・・1/4カップ 粉チーズ・・大匙2
＜作り方＞
1.野菜類、ベーコンは食べやすい大きさに切り、フライパンで軽く炒めておく。
2.オーブンを380℉に予熱する。
3.卵・生クリーム・牛乳・粉チーズをよく混ぜ合わせ、冷凍したままのパイ生地
（皿）に炒めた野菜、ベーコンとともに流しいれる。
4.オーブンで40分焼く。焼き加減はオーブンによるので、様子を見ながら焼く。
/Lacy Blue 仙台出身 Durham在住
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ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

「みたらし芋もち」
＜材料＞
じゃがいも・・中2個（約300ｇ）かたくり粉・・・大さじ２
（たれ）水・・大さじ３ 砂糖・・大さじ１ みりん・・大さじ１
しょうゆ・・大さじ１ かたくり粉・・大さじ１
＜作り方＞
① じゃがいもは皮をむいて小さく切り、耐熱皿に入れてラップをしてレ
ンジに５分ほどかける。
② ①がやわらかくなったら、マッシュし、片栗粉を入れてよくこねる。
③ ②の生地を８等分に平たく丸める。
④ たれの材料をすべて合わせておく。
⑤ フライパンに油をひき、芋もちをならべて中火で両面こんがりと焼き
目をつける。
⑥ もちを一度取り出して、同じフライパンに④を入れて、とろみがつく
まで加熱する。
⑦ ⑥にもちをからめてできあがり。
/まみこ：Mammy’s Kitchen Club 主宰 新潟出身

日本のおいしさをお手軽に！
ステーキ丼・うなぎ丼
チキンプレート・・お子様弁当などいろい
ろ！
ケータリングにも対応

月～金 11:00— 20:00
土 12:00—20:00 日祭日休業

http://www.teriyakin.com
10970 Chapel Hill Rd. #112
Morrisville、 NC 27560
☎ 919-443-2279
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Goorsha
910 W Main St, Durham, NC 27701
ダーラムのダウンタウンにも、エチオピア
料理店が出来ました。エチオピアのカラーは
「青」なのでしょうか？店内にも使われていま
す。色々なところで使われている’Berbere’
というMix香辛料は、エチオピアやエルトリア
地方で頻繁に使われているフィヌグリーク主体
の香辛料です。他の地方ではあまり使われない
ハーブですが、最近ではWhole Foodsなどで売られています。「巻物」のようなイ
ンジェラ共々独特な文化ですが、抵抗なく食べられます。このお店、お勧めで
す。。。
←“Beef Combination”
Zilzil Alecha とBerbereで煮込まれたビーフの’
Zilzil Kéy Wot’。基本的に共にビーフ・シチュウで
す。サイドはスタッフド・ハラペーニョと「おから」
のような’TIMATIM FITFIT’。独特ですが、美味しい
です。
/Lacy Blue:仙台出身 Durham在住

？

こちらの原稿を書いているときに、記録的な寒さのニュースが相次いでいます。
Arctic Circle 北極圏 Arctic Pole北極 Antarctic南極。Ant-は反対を示す接
頭語ですので、南極は北極の反対ということで言葉がつくられたのですね。さ
て、日本から来ると華氏にはなじみが少ないですね。華氏はFahrenheit (F)で
す。摂氏はCelsius (C)。ここまでは簡単です。それでは氷点はFreezing Pointで
すが、これは摂氏ならもちろん 0度。華氏では32度です。これより低いのは、
Freezing temperatureです。さて、ニュースになっている華氏マイナス（零下）
50度というのはfifty degrees below zero (F)ですが、これは摂氏では何度で
しょう？マイナス（零下）45度forty five degree below zero (C)ですね。私の
気持ち良い気温は摂氏にして20度ぐらい 20 degrees Celsius、これは華氏だと68
度 68 degrees Fahrenheitになります。沸点boiling point/temperatureは摂氏だ
と100度ですが100 degrees Celsius, 華氏になると212度になります 212 degrees
Fahrenheit。体温は普通は摂氏で37度、これは華氏だと98.6度です。それでは華
氏の0度は摂氏では何度でしょう？Seventeen degrees below zero (C)です。さ
て、算数が好きな方には換算式。F = 9/5 x C +32, C = 5/9 x (F-32)です。
/Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住
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第16回NC州高校生日本語スピーチコンテスト
―アメリカ人高校生が考える日本、アメリカ、そして世界！―
日本語を学ぶアメリカ人高校生のスピーチをお楽しみください！
高校生の発表のほかにも、日本語を勉強する小さい子ども達の発表も
予定しております。
日時：3月9日（土）午後1:30～5:00
場所：FedEx Global Education Center (UNC Chapel Hill校
キャンパス内)
(住所) 301 Pittsboro Street, Chapel Hill, NC 27516 USA
*一般公開となっております。どうぞご自由にお入り下さい。
*お問い合わせ：yaoyagi@chccs.k12.nc.us

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

うどん・どんぶり中心の「don-Don」、ラーメン、その
他麺類中心の「Tsuki」がCary, H-Mart 内にオープ
ン。買い物の際には是非お立ち寄り下さい。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

1961 High House Rd. Cary, NC 27519
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Triad

Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad

2019年3月～6月のイベント
*Children’s Holidays in Japan ひな祭りやこどもの日に関する展示
2月26日から6月1日入場無料
Museum of Anthropology, Wake Forest University in Winston-Salem
*River Run International Film Festival (riverrunfilm.com)
4月4日(木)～14日(日) 入場有料。Winston-SalemやGreensboroの映画館や劇場数カ
所で上映。一般に知られていない映画も含めて世界中の優れた映画を上映していま
す。詳細はウェブサイトをご覧ください。
*Rhythm of the Dance, High Point Theaterでアイリッシュダンスの公演
3月19日(火) 7:30 – 9:30PM。$25～$35。(highpointtheatre.com) リバーダンスで
有名になったアイリッシュのタップダンスです
*Bethabara Highland Games, Historic Bethabara Park, Winston-Salem
5月4日(土) 10AM – 4PM。入場無料(Bethabara Highland Games 2019で検索) ス
コットランドのハイランド地方で行われた競技会やダンスを民族衣装を着て実演し
ます。出店等もあり、歴史的建造物の見学も無料です。ぜひ一度ご覧ください。
*Occaneechi Powwow、Burlingtonにて(obsn.orgまたはOccaneechi Powwowで検索)
6月8日(土)～9日(日) 入場有料、駐車無料4902 Dailey Store Rd., Burlington
パウワウというのは、先住民族インディアン部族の最大のお祭りです。日本で言え
ば神輿をかついだお祭りのようなものです。出店もあります。地元のイベントなの
で、ぜひ一度ご覧になってみてください。
*Mount Airy Old Time Fiddlers Convention (mtairyfiddlersconvention.com)
6月7日～8日（金、土）Veterans Memorial Park, Mount Airy 入場料$10/日
アパラチアン山脈地方に昔から伝わるブルーグラス音楽を楽しんだり、フィドラー
が技を競う催しです。折りたたみ椅子を持って野外の催しを楽しみましょう。

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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第4回グリーンズボロ日本語弁論大会
日時: 4月13日（土）１時～4時
場所: UNC-Greensboro Curry Auditorium
昨年に引き続きまして、本年もノースカロライナ大学グ
リーンズボロ校に於きまして、グリーンズボロ市とその近郊
で日本語を学習している大学生と高校生を対象とした日本語
弁論大会を開催いたします。
各校からの参加者は、和やかな雰囲気の中で日頃の勉強の
成果を披露いたします。一般の方々も歓迎いたしますので、
是非お誘いあわせのうえ、ご来場ください。
（お問い合わせは菅原まで：y_sugawa@uncg.edu）

Hometown Delicious (Greensboroに開店)
5103 W. Market St. Ste A, Greensboro, NC 27409
336-763-2131
火曜定休
定休日以外 午前11時～ 午後10時まで営業

昨年オープンしたばかりのレストランです。本格四川中
華がまたグリーンズボロ(Super G-Mart からすぐ)にやっ
てきました。四川と言っても辛い料理ばかりではありま
せん。辛いのが苦手の方にもおいしい料理が沢山ありま
すので是非御賞味下さい。アメリカ人用のメニューもあ
ります。魚料理に関して言えば2種類試しましたがあまり
に美味しくて大声が出てしまいました。

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

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

健

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

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、タウンハウス、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
的にアピールできる情報交換の場とし
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

3-6月 トライアングルの

イベント・スケジュール

3/26
4/6
4/16-21

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
Chicago
DPAC
KISS End of the Road Tour
PNC Arena
ANASTASIA
DPAC

4/30-5/2

Tyler Perry’s “Madea’s Farewell Play Tour”

DPAC

5/7-12
5/21-26

Beautiful – The Carole King Musical
HELLO, DOLLY! (musical)

DPAC
DPAC

5/27

Paul McCartney Freshen Up Tour

PNC Arena

5/30

NC Symphony: The Music of Pink Floyd

DECPA

6/4-9

CATS

DPAC
ファミリー/子供向けイベント

3/8
3/9
3/30

SESAME STREET LIVE! Let's Party!
Monster Jam
Carnival of the Animals /NC symphony

DPAC
PNC Arena
DECPA

4/6

Daniel Tiger’s Neighborhood LIVE!

DPAC

4/9,10

THE LIGHTNING THIEF: The Percy Jackson Musical DPAC

4/13

Live & Local: Spring Fest on Hillsborough Street

Hillsborough Street/ Raleigh

4/27

Spring Daze Arts And Crafts Festival

Fred G. Bond Metro Park

5/4,5

PAW Patrol LIVE!

DPAC

5/19,20

Artsplosure - The Raleigh Arts Festival

Downtown Raleigh

3/16

その他のイベント
St. Patrick's Day Parade and Wearin' 'O the Green
Downtown Raleigh
Festival

3/23

WALK MS (fundraising event for multiple sclerosis) PNC Arena

3/29-31
4/11
4/16
4/26,27
5/4
5/26

Tarheel Antique Festival
The Price Is Right Live
Tar Heel 10 Miler & Fleet Feet Sports 4 Mile Run
Brewgaloo NC Craft Beer Festival 2019
Out! Raleigh 2019
NC Sugar Rush
日本人関連イベント

3/9

高校生スピーチコンテスト

FedEx Global Education
Center in UNC

3/30

大学生スピーチコンテスト

Duke Garden

4/5

NC州立大学図書館見学

NC州立大学図書館

4/5

生け花

Japan Center

4/13

桜まつり

Washington, DC

4/13
4/26
5/4

大学生スピーチコンテスト
イタリアンレストラン“Vivo”ランチ
こどもの日お祭り

UNCG
Vivo
Japan Center

LLOYD'S FARM /Efland
DPAC
Chapel Hill
Downtown Raleigh
Downtown Raleigh
Downtown Raleigh

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center
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編集後記
生まれて初めて
“クリスピークリー
ムチャレンジ5K”に参加しま
した。友人にタイトルを言う
だけで「ドーナツ12個食べた
の？？❢❢」ってビックリさ
れますが、参加カテゴリーは
1：ハーフで12個ドーナツを
完食し1時間以内に完走。完
食できない人は失格。2：
ドーナツをもらうだけ（食べ
ても食べなくてもOK）。3：
ドーナツ無しの3つ。ドーナ
ツ嫌いの私はもちろん3を選
択。しかし後から、欲深い私
はドーナツ嫌いでも2を選択
すれば、子供たちに分けれた
のにと後悔。カテゴリー1の
優れ者は、持参したプラス
チックの袋に12個のドーナツ
を全部入れて、くちゃくちゃ
にして小さくしたのを食べた
り。凄く寒かったけど５Kを
友人と1時間半ちょっとで完
歩。普段、何気なく見ている
風景が、心にホッコリ近づい
てきた気がしました。この日
以来、友人と週一ペースで公
園を歩き始めました。因みに
カテゴリー1に参加した知り
合いは、帰宅後すぐに胃薬を
飲んでました。
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年春号/第61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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