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Hot News!! 

       “Social Security Numberの居住住所” 
 

駐在、研究等で渡米したら、SSN収得は必要の一つに上げられる。

今までは居住住所が決まっていても大学のラボ、会社の住所で収

得可能だった。しかし、現在は、居住住所が決まると、居住住所の

管轄内のSSNオフィスで申請する形に変更しました。例えば、居住

住所がRaleighの場合、Durham のSSN オフィスでの申請は受けられなくなりました。 

  

また、現在は、SSNオフィスはクローズ。予約のみ受け付ける。 

（銀行と同じく予約なしは門前払い、他の人も入り口でもめてましたがみんな帰されてまし

た）アポイントは、各事務所の電話番号にかけて音声ガイドで、人にたどりついたら 

予約をお願いするがそこから実際に担当される方への転送となるが、実担当の方は基本

今予約している人を窓口で対応しているのでその対応での間になるので15～30分ほど待

つことが多い。いろいろな場所でコロナの影響がでている。           

    “食はトライアングルにあり。  

           ファーマーズマーケットに行ってみませんか” 

 
 地元のファーマーズマーケットでは、元気いっぱいフレッシュなシシトウ

（夏）、金時芋（秋）、日本のお茄子（夏から秋）、空芯菜（初夏）、ちんげん

菜（夏）、生みたて卵（年中）や他にも日本っぽい野菜が買えます。この辺の土壌は、日本

の野菜が育てやすいのかもしれませんね。トライアングル地区には、なんと大小２０か所

のファーマーズマーケットがあるそうです。 私は、チャペル・ヒル・ファーマーズマーケット

（Chapel Hill Farmers' Market）に行きます。＜年中毎週土曜日朝8時から12時、冬を除く

火曜日午後3時から6時＞ 全てのベンダーさんがお勧めなんですが、私がいつも買うの

は： 

 

●卵：T-5Farms：一見すると野菜屋さんに見えますが、「卵を下さい」というと、出して来て

くれます。1ダースで5ドル（小）、6ドル（大）。この卵でケーキを作ると、自由が丘で食べる

ケーキみたいに仕上がります。秋は、金時芋（ムラサキ・スイート・ポテト）も買えます。 

●蜂蜜：Sheri Grant’s bees fly（火曜日のみ）：色の薄い春蜂蜜と色の濃い冬蜂蜜があり

ます。冬蜂蜜は、メープルの花の蜜入りで、微妙にメープルシロップの味がして、逸品で

す。お値段は、5ドルから14ドル 

●野菜：Dancing Pines Farm（土曜日のみ）の野菜は、どれも美味しく、ＮＣ式の野菜の料

理法も教えてくれます。 

●桃とリンゴ：Chappell’s Peaches & Apples: 桃は春から夏。秋は14種類のリンゴが収穫

できるそうです。ＮＣ州産の富士リンゴもありますよ～ １バスケットが5ドル  

 

最寄りのファーマーズ・マーケットを調べるには： 

 

グーグルなどの検索サイトに、farmers market, 郵便番号や都市名を入力。例えば、キャ

リーにお住いの方は、farmers market, cary, nc と入力します。 
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2020年の春号は、メディケアの申請や選び方をお届けしました。 

*** 

今回は、10月から始まるメディケアの再検討・変更期間（オープン・エンロールメント）とも

う一つの変更期間、そして再検討に参考になる資料についてご紹介します。 

 

① Medicare Open Enrollment Period  (Annual Enrollmentとも呼ばれています）  

-変更期間：毎年10月15日～12月7日 

-給付開始日：翌年1月1日 

-次のような変更が可能 

✔オリジナル・メディケア*⇒メディケア・アドバンテージ 

  ⇒*メディケア・サプリメントやメディ・ギャップお持ちの方は、一度やめてしまうと 

    再加入が難しいことがあります。 

✔メディケア・アドバンテージ⇒オリジナル・メディケア 

✔現在のメディケア・アドバンテージ⇒別のメディケア・アドバンテージ 

✔現在のパートＤ⇒別のパートＤ 

 

メディケア・アドバンテージ加入者の方には、もう一度変更期間があります。 

 

例えば、翌年の１月１日から給付開始になったメディケア・アドバンテージが： 

-自分の掛かりつけ医や専門医がネットワークでなかったとか、 

-外来処方箋薬の自己負担増額や特定の外来処方箋薬が保険でカバー 

 されなくなったなどの問題が出た場合は、次の②で変更できます。 

 

② Medicare Advantage Open Enrollment Period  

-対象：メディケア・アドバンテージ加入者に限定 

-変更期間：翌年の1月1日～3月31日  

-給付開始日：申請月の翌月1日から開始。例えば2月5日に変更申請すると3月1日が給

付開始日となります。 

-次のような変更が可能： 

✔1月1日から開始のメディケア・アドバンテージ⇒別のメディケア・アドバンテージ 

✔1月1日から開始のメディケア・アドバンテージ⇒オリジナル・メディケア（+パートＤ） 

注意：この期間は: 

×オリジナル・メディケア⇒メディケア・アドバンテージと 

×パートＤ⇒別のパートＤへの変更はできません。 

*** 

 

 最近、メディケア関連のオープンエンロールメントが2種類になりました。かつては、メ

ディケアのオープン・エンロールメントの期間は①だけでしたが、メディケア・アドバンテー

ジ加入者が増えてきたことで、翌年の年頭から②のメディケア・アドバンテージに限定した

オープン・エンロールメントが追加されたようです。 

～メディケアやパートＤを変更した時に気を付けたいこと～ 

メディケア（公的高齢者医療保険）の基礎知識 

       その②  メディケア再検討変更期間について 
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 メディケア相談では、数種類のメディケアカードを出して「私は、一体どのようなメディケ

アを持っているのでしょうか？」という質問を受けることがあります。 

 メディケア・アドバンテージや外来処方箋薬のパートＤを変更すると、新しい保険カード

が届くので、メディケア関連の保険カードが増えて混乱してしまうのです。この場合、

medicare.govにアクセスしてご自分の口座を設定すれば、どのようなメディケアに加入し

ているか調べられます。 

 中には、念には念を入れて、医療機関に掛かる前に、もう一度メディケア・アドバンテー

ジやパートＤの保険カードに記載されるているカスタマーサービスに電話を掛けて、その

保険が現在有効かどうか確かめるシニアの方もおられます。 

 保険を変更した場合、必ず医療機関にもその旨お伝えください。医療機関は、保険請

求するときに新しいメディケアの情報が必要になるからです。 

 

～現在のメディケアを検討する時に、参考になる資料は？～ 

 メディケア・アドバンテージ（民間型メディケア）と外来処方箋薬の保険（パートＤ）をお持

ちの方は、毎年9月～10月に保険会社から、「Plan Annual Notice of Change：ANOC⇒

エーノックと発音します」と呼ばれる手紙が届きます。 

 ちなみに、オリジナル・メディケア（連邦政府型メディケア）に加入の方は、オリジナル・メ

ディケアからＡＮＯＣは届きませんが、パートＤに加入している場合は、パートＤの保険会

社からＡＮＯＣが届きます。 

 ＡＮＯＣには、来年度のメディケア・アドバンテージとパートＤの保険の保険料、自己負

担額や薬剤リストの変更などが書かれています。 

そこで： 

✔保険料は据え置きかどうか、 

✔定期的に服用する外来処方箋薬の自己負担の増額、来年も服用する薬剤が保険でカ

バーされるのか、などを確認します。 

 そして、このＡＮＯＣの情報を元に、ご自分の地域で加入できるメディケア・アドバンテー

ジやパートＤと比較します。その際、保険の比較は、次のMedicare.govにメディケア・アド

バンテージ、パートＤの比較ツールが利用できます。 

 

  

 

メディケア無料相談は、ボランティアSHIIPカウンセラーから受けられます。新型コロナウ

イルス蔓延のためシニアセンターでの相談再開などのアップデートは、www.ncdoi.gov/

consumers/medicare-and-shiipでご確認ください。 

 

※今回の内容は、一般的な情報の提供を目的としておりますので、アドバイスでないこと

と、全ての方に適応されるとは限らないことをご了承下さい。 

 

           河野圭子:チャペルヒル在住：ＮＣ州保険部認定ＳＨＩＩＰカウンセラー 



 

5 

         
                         「遠隔学習中にできること」 

 

コロナが一向に終息する気配が見えない中、NC州の公立学校は、最初の数週間、も

しくは1学期全部を遠隔学習にする事に決めた学校が多かったです。色々と模索し

ましたが、最終的には当分の間は遠隔学習にする事に決定した様です。では、この

遠隔学習中にできる事は何なのかを、ポジティブに考えてみました。 

 小学校低学年の遠隔学習においては、子供の集中力も３０分以上は到底維持でき

そうもないので、親も遠隔学習に任せきりにせず、様子をみながら一緒に参加する

のはどうでしょうか。普段、お子さんがどの様にクラスで学習しているのかはあま

り見る機会がないので、自分の子供の様子を見るには絶好のチャンスです。また、

コンピュータの使い方に慣れれば、これから高学年になってもコンピュータがもっ

と自由に使いこなせると、このコロナの時期でもプラス思考に考えられるのではな

いでしょうか？またコンピュータで遠隔学習をする時のマナーについてもこの時期

に身につけておくといいでしょう。小学校高学年と中学校では、コンピュータの

色々な機能を勉強したりして、コンピュータに習熟する良い機会です。学校の課題

ばかりでなく、自分の興味がある事に対して自由研究などをするのを提案するのは

いかがでしょう。パワーポイントなどの作り方を習得して、発表ができる様にまと

め、できれば、出来上がった後には担任の先生にお願いして、オンライン上で、発

表の機会を設けられれば、お子さんのやる気に繋がると思います。 

 高校生にとって、いつもの夏休みは、色々なアクティビティーに参加して、視野

を広め、その経験を大学受験に生かすところですが、今年の夏は、その様な経験が

できなかったと思います。もし、お子さんが、何か具体的な方向を模索している様

でしたら、家からコンピュータを利用してできるアクティビティーをお子さんに提

案してみてはいかがでしょうか？例えば、仲の良い友達同士でグループを作って、

研究したり、調査したり、将来どんなボランティアができるかなど、話し合うのも

いいのではないでしょうか？今この時期にしかできない事を手元にある資源を活用

して、前向きに取り組み、今後の学校生活に生かしていくのが一番ではないかと思

います。コロナが終息した後に、少しでもお子さんが成長している事を思い描きな

がら、励ましてみてください。親子一緒の機会が増えたので、いらっとする事も多

いと思いますが、ゆっくりお子さんとの時間を過ごしてみてはどうでしょうか？ 

         /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, PLLC 
149 Whitehead Dr. 
Advance, NC 27006-7626   

E-mail: junkogilbert@gmail.com 
TEL:   336-813-6042 
Winston-Salemの近くです 

Junko Gilbert, CPA 

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。 

公認会計士 ギルバート順子 
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介  
 

 

 

                     「テレレント」 

  

 当社テレレントは、1957年に設立され、1989年に伊藤忠商

事の傘下に加わりました。2019年に伊藤忠のグループ会社

となり30周年を迎え、現在、北米第5位のオーディオビジュア

ルシステムインテグレータとして病院・学校・企業向けにシス

テム・サービスを提供しています。NC州ケアリーに本社を構

えCA州フリーモント、CA州レイクフォレスト、WA州ベルビュー

に支店を持ち500名を超える規模の会社です。  
  

 企業向けにはビデオ会議システム、トレーニングセンター・

ショールームのオーディオビジュアルシステム、経路案内を行

うデジタルサイネージシステム等を提供しています。お陰様で

日系企業様にも採用頂いております。病院向けには医師・看

護師が使用するビデオ会議システム・遠隔医療システム、病室

のテレビ・ナースコールシステム、デジタルサイネージシステム

等を提供しています。学校向けには講義室のオーディオビジュ

アルシステム、セキュリティーシステム、デジタルホワイト

ボード等を提供しています。 

  

 当社は「コミュニケーションを高め人々の働き方・学び方・生活の仕方を向上させる」を

企業理念とし、変化を顧客ニーズの進化としてとらえ、オーディオビジュアルシステムイン

テグレータとして業界のグローバルリーディングサプライヤの技術を活用し、技術トレンド

を展開する会社として先頭を走っています。 

  

 コロナ禍でも病院向け、学校向けシステム提供はエッセ

ンシャルビジネスとして、これまでと変わらず業務を継続し

て参りました。コロナからの再開に向けて現在、オフィス・

学校などに来訪者の検温を行うサーマルカメラシステム

の提供も行っています。また、テレビ会議システムを月額

料金のみで導入頂けるサービスを立ち上げる等、皆様に

より導入しやすい体制が整いました。 

 

 弊社に少しでもご興味を持たれた方はお気軽

にご連絡ください。 

 

 

(お問い合わせ) 

住所：1100 Crescent Green, Suite 200 Cary, NC 27518 

電話：919-719-7046 

弊社ホームページ： www.telerent.com 

福山: hidetaka.fukuyama@telerent.com 

（ケアリー本社） 

（月額料金のみで導入頂ける 

ビデオ会議システム） 

（来館者の体温を測る 

サーマルカメラシステム） 
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  -第18回NC州高校生日本語スピーチコンテスト- 
 

ドリューゴン・エマ  さんはチャペルヒル高校の３年生です。日本語１の時からい

つもにこにことしており、他の生徒を気遣っていました。日本語１の時からニック

ネームはクラスの「おかあさん」です。日本語３でクラスは小さくなりましたが、いつもクラ

スを取りまとめていて、日本でもグループのまとめ役でした。  

            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

                 「ホームステイはいいです」 

 

 初めまして。ドリューゴン・エマです。スピーチのタイトルは

「ホームステイはいいです」です。 

 私はルーマニア人です。毎年夏休みにルーマニアに行き

ます。でも、日本に行きました。初めて日本に行きました。

日本でホームステイの家にとまりました。私のホームステイ

はつぼいゆりあさんでした。私とゆりあさんは高校に行きま

した。日本とアメリカの高校はとても違います。日本の学生

は沢山授業をうけます。クラスは科学と体育と歴史と英語と

数学です。きょうしつをかえます。学生は沢山ならいます。

日本の学生はプレゼンテーションをしません。日本のクラスはがっきゅういいんちょうがい

ます。放課後学生はクラスを掃除します。日本で学生は制服と上履きをはきます。日本

の学生は静かです。良く勉強をします。でも、アメリカの高校はとても違います。きょうしつ

をかえます。クラスを掃除しません。アメリカと日本の学生はうんどうぶに入ります。でも、

日本の学生はチームキャプテンになれます。びっくりしました。私は日本のがっこう文化

を見たことがなかったです。日本とアメリカの文化はとても違います。日本で町に行きまし

た。日本の店長は親切です。日本人はとてもほかの人を尊敬します。日本は安全です。

見たことがなかったです。アメリカ人は無礼です。煩いです。アメリカはちょっと安全です。 

 私は外国にいくことが重要だときづきました。なぜなら、沢山ならいました。日本に行き

ましたから、私はもっと知識と経験があります。もっとちがう考えをうけいれます。だから、

よいせんたくができます。ありがとうございました。 

 

 

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！ 

 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 



 

8 

 

       日本の生活保護制度 
 

 

海外在住の人でも日本の生活保護という名前は聞いたことがあるかと思います。収入が

少なくて生活が困難な状況になった場合に国が生活費を扶助（援助）してくれる制度で

す。米国在住の皆さんが利用される機会は少ないと思いますが、Covid19の影響で今後

世界規模の経済的困難な状況が想定される中、将来の利用、日本在住の親族の利用

の機会もあるかもしれないので、今回その制度について紹介します。 

 

１．制度概要 

生活保護とは、経済的に困窮する国民に対して国や自治体が健康で文化的な最低限度

の生活を保障する公的扶助制度のことを言います。資産や能力等すべてを活用しても

なお生活に困窮する人に対し必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保

障しようとするものです。したがい一定額以上の預貯金や所得があると利用できませ

ん。 

 

生活保護といっても、保護する分野によって8種類あります。一般的に皆さんがイメージ

している生活保護というのは生活扶助になりますが、その他のものもあります。これらは

生活保護の利用者（被保護者）の年齢、性別、健康状態等その個人または世帯の生活

状況を考慮して適用されます。 

 

                   ＜生活保護の種類＞ 

２．保護（支給）内容 

誌面の関係でここでは生活扶助における現金支給についてのみ紹介します。その基

準額は、所得、居住地、家族によって細かく決められているためここでは割愛致します

が、以下は東京都の例になります。あくまでも概算額ですのでご了承下さい。地方は東

京都より1割～2割程度低い金額となります。 

・40歳夫婦二人＋子供二人（5歳、4歳）：12万～13万円 

・高齢者（60歳代）単身：8万～9万円 

・高齢者（60歳代）夫婦：12万～13万円 

生活扶助 
被保護者が衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助。飲食物

費、光熱水費、移送費など 

住宅扶助 
被保護者が家賃、地代等の支払いまたはその補修、維持に必要な費用の

扶助 

医療扶助 被保護者がけがや病気で医療を必要とするときに支給されます 

教育扶助 被保護家庭の児童が義務教育を受けるのに必要な時の扶助 

介護扶助 要介護又は要支援と認定された被保護者に対する扶助 

出産扶助 被保護者が出産をするときに必要な扶助 

生業扶助 
生業に必要な資金、又は技能を修得するための費用、就労のための支度

費用（運転免許証）等が必要な時の扶助 

葬祭扶助 被保護者が葬儀を行う必要な扶助 
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３．利用条件 

(1)居住地 

日本の制度ですから日本国内に居住して

いることが必要です。海外在住者の場

合、日本へ帰国後すぐに利用することは

できず、一旦居住することが必要です。 

(2)国籍 

原則日本国籍の人が対象ですが、外国

籍の人でも在留資格の種類によっては利用できます。米国籍取得後日本国籍を離脱し

た元日本人が在留資格を取得する場合（永住者、日本人の配偶者等の種類が一般的）

であれば受給できます。 

(3)収入が生活保護基準より少ないこと 

(4)資産（預貯金、車、不動産など）がない 

原則預貯金があると生活保護は受けられませんが、そうはいっても当面の生活費、万が

一の際の医療費など多少の蓄えはどうしても必要ですので、多少の預貯金であれば（数

十万円程度）、認められるようです。 

(5)援助してくれる身内、縁者がいない 

(6)働けない・働く場がない 

 

４．申請手続き 

居住している市町村役場や福祉事務所にて行います。まずは連絡して相談するところか

ら始めるのが一般的です。 

 

いかがでしょうか？できれば利用する機会がないことを望みますが、社会保障制度の一

つとして知っておくとよいでしょう。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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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                第10回  

  

育児と仕事を両立している自分。納期に間に合うように残業した。仕事から帰って

疲れているのに家族の為に食事の支度をした。家族の為にお掃除が大好き。お庭の

芝刈りを暑い中頑張ったり、子供の為に習い事に欠かさず送迎している。犬の散歩

は犬の為に欠かせない等など。報酬は発生しないけれど家族や自分が生活していく

ために欠かせない作業。調子が悪いときには結構頑張らないと続かない仕事を人は

習慣に沢山しながら過ごしていますよね。あなたの評価は自分では何点くらいで

しょうか？！特別なメンタル改造でもやっていない限り、考えてみると自分の自己

評価って意外と低いものです。子供時代にはお手伝いしたあとには、両親を始めと

する誰かが、きっと褒めてくれていたはずですが、大人になると、何度かは感謝さ

れたとしても、いつも誰もがそんな事をしてもらえるとはかぎりません。もし感謝

されてもされる回数も段々少なくなっていきますよね。でもその作業をするとき疲

れているときには、「なんのためにこんなめんどくさい仕事をしなきゃならないん

だろうか？」「疲れたなぁ」「めんどくさいなぁ」等などネガティブな言葉を自分

にわざわざかけがちですね。その上体感的には大きなため息をついてしまったり、

誰かにイライラしてあたったり、さぼりたくなってしまったり。結果的にはますま

す自分を疲れさせる方向へはたきかけることになってはいませんか？自分の仕事に

関わりなく無意識に普段ネガティブな思考も沢山していて。『自分』という存在は

いつも精神的には結構疲れているものなのです。お疲れのあなたに対して、あなた

ご自身はどう取り扱っていますか？！まずドリンク剤を飲みますか？それともさっ

と寝てしまう。またはすぐ横になる。散歩する。ヨガをする。ゲームやテレビや映

画を観るなどして、自分の思考をほかのことにずらすという方法が上がってきそう

です。そういった行動の一つとして付け加えてみていただきたいのが、ご自身のこ

とを『大切な自分』として時折自分が静かにリラックス状態になっているときに

そっと褒めたり、ねぎらいの言葉を声をだしても出さなくてもかけてあげたりして

みてほしいのです。例えばこんな風に・・・「今日はありがとう。お疲れ様」「今

日も頑張ったね」「いつもありがとう」等など。言葉に決め事はありません。あな

たご自身が気持ちがいいと思う言葉を使われるのがいいと思います。自分をしっか

り癒やしてあげることによって、他人にも、自分を取り巻く社会や家族にももっと

優しくできたり、心の余裕が持てるようになります。嫌いだった、さきほどあげた

生活を成り立たせるためにやらなくてはならない沢山の作業の効率もUPするように

なりますし、また自己肯定感が自然とUPするようになります。またそうした自分の

声がけによって内面を整えることは、免疫力も向上しますし、健康にもつながっ

て、体調の悪い日が少しずつ減っていくことにもつながるかもしれません。  

 

/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 
 

 

 連日メディアによる感染症のパンデミックの

ニュース、また警察と人権の問題、そして今年

11月に控えた大統領選挙のニュースを見てい

ると、アメリカの将来を不安視する姿がうかが

える。  

 人と接する機会が極端に減り、パンデミックは

人々の気持ちを徐々にむしばんでいくようだ。

それを皆で乗り切るために「相手を思いやりコ

ミュニティーでお互いを支え合う」なんてことが

とても大切なこととなりえる。  

 かつての僕は、英語のコミュニケーションが上手くいかず「自分はあま

り相手にされていない。」と自らにレッテルを張り、会う人々に簡単に挨

拶を済ませては、会話の場から逃げ去ることが度々あった。イギリスに

いた際も、ちょっとした誤解から「自分は敬遠されている。」と塞ぎこむ

事がしばしばあった。アメリカとイギリスでは、良い環境にしたい、と訪

れたのとは対照的に、コミュニティーから孤立し心細くなることが多かっ

た。  

 そんな自分の殻から抜け出させてくれる機会に出くわす。二年前にインディアナに移っ

たある夜、大雪になった。翌朝ドライブウェイを見ると雪かきがされている。近所の人が、

我々が引っ越して間もない住人だと気にかけて、ドライブウェイの除雪をしてくれていた。

僕はとても嬉しくなり、以後自分も近所の芝刈りや手伝いにヘルプに行くようになった。 

  別の日、芝刈りをしている近所の人。車で通り過ぎる僕に手を振って挨拶をした。挨拶

されると気分が良い。どうやらその人は通り過ぎる車全部に手を振って挨拶をしている。

またある日彼から携帯電話に「とみーの芝生のコンディションいいね。」とテキストが送ら

れてきた。その日の僕は気持ちが沈んでいたが、芝の手入れに一生懸命になっていた

僕に、その一文のテキストは最高の誉め言葉で元気が出た。  

 それ以降、僕は外で誰かに会えば、人でも車でも手を振って大声で挨拶した。アメリカ

中でBLMの抗議デモが起きている日、近所に住む警察官がパトカーで通り過ぎた。彼に

大きく手を振ると、警察官も車の中で手を振っている。またある日、初めて近所で会った

人から、「あなたが私の車に手を振ってくれてとても良い気分になったよ。」と言われて僕

にさらに嬉しくなった。  

 今度は別の近所の人が、サンキューカードをゴミ収集トラックのアフリカ系アメリカ人の

お兄さんに手渡しているのを目にした。するとゴミ収集のお兄さんも「ありがとう ！」と嬉

しそうにお礼を言っていた。それ以降僕も、トラックが来たら玄関を開けて大声で「サン

キュー！」と叫びお礼を言うようになった。  

 また、近所の人が時々家を訪ねてきて「最近元気？」とカードやクッキーを渡して帰って

行く。誰かが訪ねてくれると、とても良い気持ちになり、元気が出る。ある日、近所の住人

がパンデミック中に必死に仕事探しをしていると聞いた。そんなに近い友人とは言えない

人だが、僕は勇気を出して家のインターフォンを鳴らし「こんにちは。元気ですか？何か

助けになれますか？」と挨拶をしに行った。５分くらい話たか、相手は「寄ってくれてありが

とう。」とニコッと笑っていた。  

                          /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❢❢ 
         「空っぽの観光地」 

ハワイ州に１４日間の自主隔離規制が施行されたのは、去る３月の２６日からでした。

すでに全米ではステージ１のロックダウンが始まっていました。３月２日に娘夫婦に３人目

の子が生まれ、私たち夫婦は１年ぶりにノースカロライナを訪ねていたのですが、ほとん

ど自宅待機という状況でした。そしてマウイ島に戻ったのがあと数日で島外から移動した

すべての人に自主隔離が必要となるところでした。自主隔離が実施されてから、数日後

今度はレストランやホテルをはじめ、人が集中すると思われるすべてのビジネス、言い換

えるならばすべての観光に関するビジネスのロックダウンが始まりました。恐らく９割以上

の経済が観光で回っているこの島は、車の通りさえまばらになってしまいました。空港周

辺にはいき場所を失ったレンタカーが空き地という空き地に止められていました。それま

で、あれだけの数のレンタカーが観光客によって島内のあちらこちらを走っていたのです

から、道路も閑散とするわけです。  

そして時は流れて６月中旬、一部のロックダウンが解除され、レストラン、バー、理容・

美容店などが再開できるようにはなったものの、多くのレストランは８月初頭現在もその

扉を閉ざしたままです。また、一時は開店したものの、もとより観光客に人気であったレス

トランはまるで経営採算が合わず、あえなく廃業に追い込まれてしまいました。アメリカ本

土で今回の新型コロナ感染がらみでその店舗の多くを閉鎖した外食チェーンを持つ会社

も、マウイ島での店舗の再開を断念したようです。ショッピングモールに軒を連ねる大型

チェーン店もその扉は閉じたままです。島の西側で観光名所として人気を博していたラハ

イナ、カアナパリ、ナピリといった町も、いまだに商店街は再開していません。そのほとん

どが観光客相手のお土産や、名物のかき氷を売っている店なので、開店しても経営を続

けるほどの売り上げを上げることができません。今年の初めまではにぎわっていた町も、

路上を歩いているのは鶏とホームレスの人たちぐらいなものです。   

ホームレスといえば、観光産業にかかわる仕事をしていた多くの人たちが職を失いまし

た。ただでさえ住居費が収入と比較すると信じがたいほど高いハワイではこれからもっと

ホームレスになってしまう人たちが増えてくるだろうと、ハワイ州政府は予測しています。

また、感染の拡大を阻止する活動の一環として、今まで州立、群立の公園などに住んで

いたホームレスが一掃され、町に出てきて通りの角、フェンス際、コンビニエンス・ストアー

の周りなどに住み着き始めています。万引き窃盗などの犯罪も増えてきています。先日コ

ンビニエンス・ストアーのレジで順番を待っていると、ビール一ケースを抱えた男が何食

わぬ顔をして、金も払わず店を出てゆきました。店員が追いかけたものの急いで逃げる

わけでもなく、むしろ微笑を浮かべながら歩き去ってゆきました。その光景を見ただけで

も、このような犯罪が日常茶飯事になってきていることがわかります。幸いなことにハワイ

州は銃刀法が厳しく、アメリカ本土のある州のように銃を持ち歩いている人はありません

が、銃が存在しないわけではありません。これから、恐らく治安はどんどんと悪化してゆく

でしょう。つい数か月前までは、週に一度クルーズ船が到着し、町はバケーションを楽し

む、少し意識の高揚した陽気な人たちであふれていたのに、今は閑散とした街並みの中

に、何か鈍く重い空気が漂っています。こんな状況はいつまで続くのか、いつになったら

世の中は元通りになるのだろうという私たちの不安をよそに、優しい貿易風がいつもと変

わらずマウイの誰もいない海を駆け抜けてゆきます。  
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1. The King’s Man （アクション） 9月18日公開 

1900年代初頭から第1次世界大戦にかけてスパイ組織‘キングスマン’がどのように生ま

れ、世界を救うために一人の男が最悪の敵にどう立ち向かうかを描く。 

 

2. 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。 

 

3. Wonder Woman 1984 (アクション) 10月2日公開 

2017年の続編として、タイトルのとおり1984年を舞台にしている。ヨーロッパ、中東をはじ

めとする世界中を舞台に、アクション、スケールも格段にパワーアップした作品。 

 

4 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。 

 

5. Candyman (ホラー) 10月16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。 

6. 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。 

 

7. 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。 

 

8. Come Play (スリラー）10月30日公開 

孤独な男の子は、友人を求めてスマホにのめり込む毎日を過ごしていた。ある日、モンス

ターが彼のスマホを使った瞬間、男の子は画面の世界に入ってしまう。 

9. 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。 

 

 

 コロナウイルス蔓延により映画の上映延期により過去にご案

内した映画も入っています。これまでに前例のない映画レ

ビューとなりました。早く映画館で映画が見たいですね！ 

皆様も暑さとコロナウイルスに気を付けてお過ごし下さい。 

 

   ⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住 
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10. Still Water (ドラマ）11月6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。 

11. 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。 

 

12. 007 No Time to Die (アクション） 11月20日公開 

ジェームズ・ボンドの「007」シリーズ。ジャマイカで引退生活を送っていたジェームズ・ボン

ドに、旧友のＣＩＡエージェントがやってきて、誘拐された科学者の救出依頼を受ける。 

13. 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。 

 

14. West Side Story (ミュージカル） 12月18日公開 

時代を超えて語り継がれるミュージカルの名作が、スピルバーグ監督のもと、プエ

ルトリコ人たちの姿が加わることによって、新しいスタイルの物語になる。  

15. Dune (アドベンチャー）12月18日公開 

貴重なスパイス「メランジ」が産出されるアラキス惑星では、貴族たちが権力争いを繰り広

げ、統治者の息子ポールは、陰謀から逃れるために砂漠の荒地へと逃亡する。  

 

16. Coming 2 America (コメディー）12月18日公開 

アキーム王子が、王である父からアメリカいるもう一人の息子ラベルを連れ

戻したいという願いを託され、彼を探しにアメリカに渡る話。 

 

17.Top Gun 2 (アクション) 12月23日公開 

マーヴェリックは、トップガン教官として重要な任務を受ける。マーヴェリックの超人的な

操縦スキルや迫力のあるドローン最新技術や第５世代ジェット戦闘機なども見もの。 
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        「ロマンスの神様」”The Goddess of Love”  

 
 シャーロット在住という男性から、SNSの友達申請が来た。書

き込み無し、友達無し、何も無し、但しイケメン。「どこかでお会

いしましたか」と訊くと「イラク駐在の外科医、バツイチ。引退し

て日本に移住するので、新しい出会いを探している」という。愛

の女神が遂に降臨か！ナイナイ。 

 プロフィール写真で検索すると、出るわ出るわ、色々な名前

で同じ写真がざくざく。成り済まし決定、典型的な国際ロマンス詐欺野郎（以下、「先生」）

である。 

 ロマンス詐欺(Romance Scam)とは振り込め詐欺の一種。SNSやマッチングアプリを利

用し、疑似恋愛を通じて信頼を得ては、金銭を騙し取る。連邦取引委員会によると、2019

年の被害総額は、アメリカだけで2億ドル、約210億円にも上る。男性はアメリカ軍人、国

連の医師、女性は大富豪未亡人（瀕死）を名乗ることが多く、プロフィール写真は素敵だ

が、もちろん本人ではない。 

 先生は私（”都内在住OL”）に朝晩の連絡を欠かさず、気遣いと賛辞を惜しまず、3日目

には「生涯を共にしたい」と言ってくれた。尚、私の顔も知らず、「疲れた」「眠い」「竹島と

尖閣は日本固有の領土」を繰り返し聞かされていただけで運命を感じたらしい。 

 信用させる為に1年掛けるというが、原稿締め切りが迫っている身としては、1日も早くオ

チを迎えたい。流石にド直球で「お金くれ」と言ったら熱愛も冷めるので、何か理由をでっ

ち上げて来る筈。じりじり待つこと1週間、「激戦地への異動命令が出た。手元の貴重品

を安全な場所に移したい。君に送るので預かって欲しい。他言無用」と言い出した。 

 快諾すると、早速、謎のエージェントからメールが。お粗末な英文を解読すると「荷物が

中国（日本）の税関に止められた。通関に必要なので、24時間以内に100万円振り込

め」。……China (Japan)。ここ、笑うとこ？もちろん荷物は幻だ。 

 「日本で返すから立て替えて欲しい」という先生のお願いも快諾して、2日後に「金欠で

出せないや、てへぺろ☆」と言ってみた。すると「開封されたら君が罪に」「二人の将来が

懸かっている」脅しとすかしの波状攻撃である。300万ドルの現金を入れたそうで、あーら

大変だ。「関税不払いで返送されるから大丈夫！」と適当なことを言ってブロックしたら、

翌日、先生のアカウントは消えていた。100万円の振込先として某都市銀行の口座情報

が指定されていたので、警視庁、振込先支店のある県の警察本部、SCARSというロマン

ス詐欺撲滅団体、連邦取引委員会に通報しておいた。 

 ロマンス詐欺は愛や親切心を金に換える。被害者は、金銭だけでなく「愛する人」を失

い傷付く。「良い年して自業自得」などの中傷を恐れ、友達の忠告に「彼の愛は本物」と言

い張った手前、今更、詐欺だったとも言えず、独りで悩んでいると、救いの手を装った第

二弾の詐欺（リカバリー詐欺）の餌食になることすらあるのだ。 

 白馬の王子らしき人に出会ったら、周りに言いふらそう。女友達のシビアな目を、僻みと

決めつけずに信用しよう。女性を虜にする話術、それは十中八九プロの技。ホストも営業

もロマンス詐欺も、お仕事だからこそ出来るのだ。  

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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 今回は“聴く”ことのお話し。ちょっとその前に“hear”と“listen”のことを

書かせてください。皆さんご存じのように“hear”は自分の意志にかかわ

らず、音が耳に入ってきて聞こえる。“listen” は意識的に耳を傾けると

いうことですよね。この場合、“聞く、聴く”。日本語の“きく”は漢字が異

なったていてその状況、意図を表すことができますね。 

 

 さて“listen”といっても適当にきいていることもあるし、集中してきくこと

もあります。好きな音楽に集中することによりリラックスすることもありま

す。反対に講義や会議などでは聞き落とさないように集中してききます

が疲れます。私の遠い親戚にだらだらと話す人がいて、はじめは ふんふんと聞いている

のですが、そのうち注意力が落ち、声だけ聞こえている状態になることがあります。 （そ

のひとに失礼だとは思うのですが） 

 

 Prevention という健康雑誌に“Learning to Listen” という記事がありました。私の本道

からはやや逸れますが紹介します。これはアクティブリスニングというものです。日本語で

は“積極的傾聴”と訳されています。相手の話に耳を傾け、その言葉のなかにある事実や

感情を積極的につかもうとする聴き方です。これは様々な人が提唱していますがここに示

したのはPreventionに載っていたものです。 

 

 レベル１（Internal Listening インターナル リスニング）主に自身内部の声を聞き、なんと

言ったらいいか考えている。 

 

 レベル２ (Focused Listening フォーカスト リスニング）相手が何を聞いてもらいたいと

思っているかを注意して聞く。そして、自分なりに理解しているかを確認し、相手の言葉を

真摯に受けとめていることをわかってもらう。 

 

 レベル３(Global Listening グローバル リスニング) 目と耳だけで聞くのではなく、体全

身と直感をもって聞く。“この状態から他になにを理解できるかを考える”とあります。 

 

 レベル４ (Generative Listening ジェネレイティブ リスニング) さらに集中を高め、新し

いアイデアや解決策がでてくるようにする。このレベルでは 意見の違いによる摩擦、つ

かみどころのない会話でも忍耐強く“構えていることができる”とあります。 

 

 いやいや簡単には習得できるものではありませんね。“ほどんどの人はレベル１”と書い

てありました。納得。でも私は仕事柄 レベルアップしなければと痛切に感じます。 

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville

 “聴く”（Listen）こと” 
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その後元姑が廊下から歩いてくる足音にも怯えるように

なってしまい、精神的に追い詰められ限界が来てしまい

ました。そんな中でも元夫は出張に行き殆ど家にはおり

ませんでした。彼は仕事仲間やお客様と毎日暴飲暴食

を繰り返していてこの頃から胃腸の具合が悪くなり良く

食べたものをもどしていました。あまり頻繁につづき夜

中に救急に連れて行った事もありましたが、検査を嫌が

る為緊急以外の通院には行こうとはしませんでした。夫

が私の名前で高利貸しにお金を借りるように煩く言うの

で断ると「子供がどうなっても良いのか？そのうち食べ物も買えなくなるぞ。」などと脅さ

れ泣く泣く借りに行きました。私がOL時代に作ったクレジットカードも取られてしまい目

一杯キャッシングもしてしまっていました。もともと甘やかされ学生の頃は湯水のごとく

お金を使うことになれているため質素に暮らすことが出来ないのでしょう。外に行けば

毎日でも人にご馳走していたようです。しかし姑は息子が可愛いため借金はすべて私

が買い物などで使ったと近所に振れ回っていたそうです。借金の件を私の友人のご主

人に相談したところ、出て行くようにアドバイスされました。そこでそのご主人は「奥さん

の名前で借金をするようになったらもう終わりだよ、もうあの家から出て行きなさい！そ

のまま居ればあなたもH(元夫)くんやM(元姑)さんとも同じ穴のムジナになってしまうよ。

それでも良いの？」と一言。子供も可哀そうですが置いていくように言われました。３人

も私一人で養うことは不可能である事と元姑が裕福で何不自由なく３人を育てられるか

らとのです。私がもし子供と出て行ったとしてもびた一文持たせるような家族ではないと

分かっていたからでしょう。お金を渡さなければまた帰って来ると思っているからです。

友人のご主人は元夫と姑の性格を良く知っていました。その方は元姑の保険のお客様

で集金の時には家に入って話をしたりする事も良くあったようです。その後離婚を前提

に別れた事は良いですが夫から大きなスタールビーを貰っていてそれをどうしても取返

したかったようで、その後すく私の住んでいたアパートに泥棒がはいりあっちこっち派手

に散らかして一眼レフなどを盗んで行きましたが、もしかするとあの宝石が欲しくて元夫

または姑が誰かに侵入するように依頼したのかも知れないと思いました。なぜならあれ

ほどひどく部屋を荒らすのはあまりに不自然だからです。確実に何かを探しているかの

ようにあっちこっちひっくり返して行きました。警察を呼びましたがいつまで経っても泥棒

を捕まえたとの報告はありませんでした。元夫はあれから大腸がんが見つかり末期でし

たのであっと言う間に亡くなってしまいました。元姑からは癌になったのは私のせいだと

嫌がらせのように電話があり繋がらないと知り合いを使ってその人から私に電話が掛

かって来ました。母に掛けるとひどく罵倒されるのでそれは避けそのかわり叔母に電話

を掛けたようですが叔母も気が強く元姑は叔母からも罵倒されそれから掛かっては来

なかったようです。いやがらせは別れてから６年ほど続きました。嫁姑記事はこれがフィ

ナーレとなります。長い間お付き合い頂きまして誠にありがとうございます。なぜか私の

周りには彼ら以外にも変わった方が大変多いのでまだまだ飽きさせることなく新たな記

事を書いていこうと思っております。何卒引き続きよろしくお願い致します。 

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

        「2２話：とうとうフィナーレ」 

VS 
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       気がついたらアメリカ国籍になってました 
 

アメリカの永住権を持っている子供が１８歳になっ

た時、両親のどちらかがアメリカ国籍の場合、自動

的にその子供はアメリカ国籍になるというのをご存

知でしょうか？私の例で、お話しします。 

私は、日本で生まれたので日本国籍ですが、その

後すぐにアメリカに移住して永住権を取得しまし

た。父は、私が生まれてから、永住権から市民権を得ました。その後、私はアメリカで育ち

ましたが、大学院はアメリカ国外で勉強することになりました。２年半の間、夏休みや冬休

みにはアメリカに戻って来ていましたが、それは年間で１ヶ月ぐらいでした。今回コロナ

で、アメリカに戻って来て、入国する際に、移民局から海外での滞在が長いので、再入国

許可証を取得するように言われました。しかし再入国申請には２ヶ月以上かかり、待つ余

裕はありませんでした。そこで、もう一つの選択肢であるアメリカ国籍の取得という選択肢

を考えましたが、これもまた今までの海外留学のために必要な滞在期間を満たしていま

せんでした。結局、国籍を取得するにはアメリカに残り、何年か待つしかないのかなと思

いました。私にとっては日本国籍ではあるものの、日本に長期間住んだこともないし、日

本語もおぼつかないので、将来日本に住むという選択肢はほとんどありません。今ここ

で、永住権を失ってしまえば、もちろん日本に住むことになるので、私は少しあせりだしま

した。そこで、移民関係の弁護士に相談したところ、私のケースを聞いて即座に「おめでと

うございます。あなたはもう１８歳からアメリカ人ですよ。」と言われ、最初は何を言ってい

るのかわかりませんでした。そこで判明したのが、先ほどの１８歳の時に両親のどちらか

が、アメリカ国籍の場合は、自動的にアメリカ国籍になるというのがわかりました。私も驚

きましたが、両親はもっと驚きました。そして弁護士に「英語がわかるなら、自分でパス

ポートの申請をしなさい」と言われ、必要な書類（父がアメリカ人になった時の書類を付け

足し）を用意して、郵便局に申請しに行ったら、全く問題なく受理されて、昨日無事にアメリ

カのパスポートが送られて来ました。もし１８歳の時点で、アメリカ国籍だということを知っ

ていれば、大学に行く時にもっと色々な奨学金に応募することができたと思うと、少し後悔

が残りますが、過去を振り返っても仕方がないので、今は１１月に行われる大統領選挙を

楽しみにしています。でもちょっと不思議な気分です。 

 

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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この記事を書いている時点で、私は日本にいる。コロナ禍で、少なくともNCでは家にいる

のが基本の今、日本に来た際の顛末を書いてみたい。 

 

詳細は割愛するが、長期にアメリカで過ごすうちに、かなりの不都合が生じていた。一つ

一つは大したこともない事柄ばかりだが、悪条件が重なり、まとまった時間を日本で過ご

さない限り解決できなくなっていた。会社勤めだと、大変に難しいことだ。しかしコロナ禍の

中、旅行業の私は、業界全体での取引量が9割以上減り、御多分に漏れず、一時帰休で

失業の身となり、時間だけがある身となった。 

 

ニュースなどでも話題になっているが、現状日本への入国は厳しく制限され、日本旅券で

も、ほとんどの国からの入国は14日間は自己隔離、というルールがある（日本以外の旅

券は、ごく一部の例外を除き不可）。特に、国内線航空便やタクシーを含めた公共交通機

関を使わないように言われる。私の地元は名古屋だが、出発した7月頭は、名古屋発着

の国際線は皆無であった。残る移動手段は、家族・友人の出迎え、レンタカー、ハイ

ヤー、徒歩となる。北米以外ではほぼ運転したことがない身としては、レンタカーは自殺

行為だ。ハイヤーを検索すると、愛知県まで手配可能ただし10万円以上とあった。東京近

郊以外の行き先について、大きなハードルだ。 

 

しかし、今以上の時間の余裕は、老後まで考えられない。ホテルでの隔離を調べると、通

常の送迎バスは使用できない為、検疫所の特別バスが巡回するホテルのリストがあっ

た。検索の中にアパホテルがおすすめという記載が何度かあり、成田のは1泊5000円弱

だった（6月は、1泊2500円で対応したらしい）。そこへ隔離期間お世話になるつもりにした

ら、予約寸前に埼玉の友人から、空港へ迎えに行くし、泊まっても良い、という話があり、

そちらへ転がり込んだ。滞在中の洗濯や食事の心配もなくなった。ちなみに、後日気づい

たが、隔離期間は、到着翌日を1日目と数え、14日目までの隔離だと、15泊になるので、

今後の方は、注意いただきたい。食事や洗濯の対応については、今後の方は、ホテルへ

直接確認された方がいいだろう。中には、アパートなどで、食品手配可能で、14泊と空港

からのハイヤー送迎も手配するようなところもあるようなので、特に家族連れなどは、検

討しても良いと思う。 

 

出発当日の空港でのチェックインも、特別対応だった。各国の対応が日々変わる為、航

空会社も情報に追いつき切れていないため、アメリカン航空の国際線のチェックインは全

面的にストップがかかる（おそらく、他社も同様と思われる）。係員が、担当デスクへ電話

で確認し、私の国籍や持っている書類などを報告した上で、初めて搭乗券が発行された。

乗客数と、どれだけ毎日情報が変わるかを考えれば、妥当なプロセスと思う。空港には余

裕を持って向かいたい。 

 

ダラスまでの国内線はほぼ満席だったが、日本行きはガラガラで、おそらく乗客数50人程

度だったろうか。国内線はサービスは期待しないように、と言われるが、国際線は普段と

大差はなかった。むしろ、人が少ない分トイレの取り合いがなく、快適だった。機内は、飲

食時以外はマスク着用が義務付けられる。実は忘れて空港へ着いてしまい、予備を探し

て慌てた。気をつけたいポイントだ。 
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成田着後は、グループ毎の降機となる。まず入国しない乗継客が降り、次に日本国籍の

31人が降りた。日本人以外は、降りる前に書類審査があるのではないかと思う。降機後

も通常とは異なり、まるで団体旅行のように固まって、前後の便の乗客と混ざらないよう

慎重に動かされる。初めに検疫や隔離について説明があり（これは、成田入国者からも

毎日のように陽性者発生など、脅しに近い）、そこから検疫所手前で、一家族毎に詳細に

聞き取りがある。連絡先を聞かれるので、そこで電話番号ないしメールアドレスを聞かれ

るが、アメリカの携帯でもなんでも、通じる番号が必要となる。さらに保健所からの連絡先

を聞かれるが、こちらは、国内の番号ないしはLINEで、と言われた。私はLINEが嫌いで

使っていないため、泊めてもらう友人の携帯を書いたが、ここで海外の番号を渋るのはど

うかと思う。検査結果を待つか、と聞かれたが、5から6時間と言われたので、隔離先で待

つことにした。ちなみに、今は、プロセスが変わり、検査結果を必ず待ってからの移動とな

る。2から3時間待つ事が多いと聞いた。 

 

この後、防護服を着た数人により、検査となる。この時は、鼻の奥に綿棒を入れられるタ

イプだったが、最近は唾液型に変わったらしい。前評判通り、びっくりするほど奥まで突っ

込まれ、5秒グリグリ。不快だが、プールで鼻に水が入るよりはいいし、綿棒が抜かれれ

ば、不快感はすぐに消える。自分の番になれば、検査そのものは1分もかからない。その

後、数人ずつ入国審査、手荷物受け取り、税関審査となる。 

 

そこから、一度待機場所へ移動させられた。手荷物検査場の一部に、避難所のような段

ボールのベッド等を用意したスペースだった。検査結果を待つ人は、ここで待つ（今は全

員）。場所柄、トイレ以外は何もない。レンタカーや、迎えが来ている人は、その後検疫職

員が引き渡しを確認するまで同行する。私の友人は、車のナンバープレートを聞かれて

いた。 

 

オンラインの情報では不明だったが、外貨両替や、ATMなど、最低限の空港施設は、待

機場所を出てから利用できた。実は出発前に成田空港に電話し、さらに検疫にも電話し

て確認したが、これらの行為は認めている、という回答だった。今は、流れが少し変わっ

ているので、もし同様に日本へ行く人は、気になるなら、国際電話をかけて確認されるこ

とをお勧めする。いずれにしても、空港内の全ての施設が使えるとは考えない方が良い。 

 

その後、検疫で言われた通り2日後にメールが届き、陰性となった（今は、結果判明後に

入国）。ただし、陰性でも隔離期間は14日間で、公共交通機関は使えず、「不要不急」の

外出は控えるように言われる（この隔離期間は、空港で結果判明しても同じ長さである）。

したがって、14日間の引きこもり覚悟が、現状で日本へ行く条件と考えて良い。実際、私

もそれが気になり、行かないつもりだったが、よく考えたらアメリカでも、コロナ禍ほとんど

外出せず、大差はなく、一生に一度の問題解決に動ける機会とする判断を下した。ちな

みに、検疫では、隔離中に保健所から確認があると聞いたが、これは陰性の人を追いか

けるほど暇ではないのか、私は一度もなかった。 

 

言うまでもなく、気軽に日本へ行ける状況ではない。私と同じ理由で日本へ行く人はごく

少数と思うが、逆に、真に日本へ行く理由があれば、日本の旅券なら可能ではあるし、外

国籍でも人の生死に関わる場合などは、領事館に相談する価値はあるようだ。どうして

も、という場合の、一つの体験談として受け取っていただければ幸いだ。そして、コロナ禍

が治まり、いつも通りに世界各国へ移動できる日を待ち望み祈っていることは言うまでも

ない。         /根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

 

 

トランプ大統領は2020年6月22日に特定非移民就労ビザ

の入国制限に関する大統領令を発表しましたが、8月12

日には国益例外“National Interest Waiver”に関する追加

ガイダンスを発表しました。これによると、（１）新型コロナ

ウイルスの医療研究者やヘルスケア従事者、国益となる

医療分野研究者、（２）政府関連機関の要請による重要な

外交政策目的や条約・契約上の義務遂行目的のための

渡米、また（３）既に就労ビザを取得して米国で勤務してい

る者が、同じビザで同じ雇用主の下で同様の仕事を継続

するために米国に戻る場合は、国益例外の対象となります。また、その他の国益例外対

象の中から、H1BとL1ビザに関する条件について下記に説明します。 

 

【H-1B】 米国の経済回復推進に必要な技術専門家、上級管理職、その他職務従事者

は、次の条件の最低２つを満たせば、国益例外の対象となります。 

・雇用主がH1B社員の労働を引続き必要としていること。労働条件申請書（LCA）2020

年7月以前に承認された場合、このニーズがあることを証明しなければなりません。た

だし、H1B社員が現在国外から職務を遂行している場合、或は国外からの職務遂行

が可能な場合は、この国益例外の対象とはなりません。 

・重要なインフラ需要を満たす企業におけるH1Bポジションや職務が雇用主に対し重要

でユニークな貢献をする。重要なインフラには、化学、通信、ダム、防衛産業基盤、緊

急サービス、エネルギー、金融サービス、食品・農業、政府施設、ヘルスケアおよび

公衆衛生、情報技術、原子炉、輸送、水システムなどが含まれます。さらに、申請者

は次のいずれかの条件を備えていなければなりません。（a）社内でシニアレベルの

ポジションに就いているか、企業管理と事業の成功にとってユニーク且つ重要な職務

を遂行する、或は（b）申請者の職務内容と専門知識・技能が、雇用主にとって重要且

つユニークな貢献をすることを示している。 

・H-1B申請者に支払われる賃金率が、平均賃金を最低15％以上回っている。 

・H-1B申請者の学歴、研修、関連職経験が、その専門職に関連する専門知識を有し

ていることを示している 。例えば、博士号や専門学位取得者、或は長年の関連経験

を有する者は、雇用主にとって極めて重要な職務を遂行する可能性が高いとみなさ

れます。 

・ビザが拒否されたら、米国雇用主は財政的困難に陥る。例えば、財政的または契約 

 上の義務を果たせない、事業を継続できない、または雇用主の事業をCOVID以前の

水準に戻すことができない。 

 

【L-1A】 重要なインフラ需要を満たす企業における重要な職務を遂行するシニアレベル

の役員や管理者の渡米。重要インフラには、化学、通信、ダム、防衛産業基盤、緊急

サービス、エネルギー、金融サービス、食品・農業、政府施設、医療・公衆衛生、ＩＴ、原子

炉、輸送、水システムなどが含まれます。Ｌ-１Ａビザ申請者は、次の項目のうち２つを満

たせば、国益例外の対象となります。 

  ・シニアレベルの役員か管理職である。 
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 ・米国外の関連企業での長年の経験にから企業にとって不可欠な高度な専門知識技 

   術を保有しており、新規採用をした場合、かなりのトレーニングが必要となるため、雇

用者は財政的負担を被ることになる。 

  ・重要インフラ需要を満たす企業の重要な業務を遂行すること。 

米国に新規事業を設立する場合は、上記項目のうち２つを満たし、且つ、直接或は間接

的に５人以上の米国労働者を雇用する必要があります。 

 

【L-1B】 技術的専門家またはスペシャリストとして重要インフラ需要を満たすために渡米

する場合、次の３つの項目全てを満たせば国益例外の対象となります。 

ビザ申請者の職務及び専門知識が、雇用主にとって重要かつユニークな貢献をす

ることを示していること。 

ビザ申請者の専門知識が、重要インフラ需要に直結していること。 

米国外の関連企業での長年の経験にから企業にとって不可欠な高度な専門知識・

技術を保有しており、新規採用をした場合、かなりのトレーニングが必要となる

ため、雇用者は財政的負担を被ることになること。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

            

                               本ニュース記事に関する注意事項 

                      （DISCLAIMER） 

 

本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイスの提供

を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、記載されてい

る情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしておりますが、正確さについて

の保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更するものであるため、実

際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしくは専門家の意見を求めて下さ

い。テイラー・イングリッシュ・ドゥマ法律事務所および筆者はこの記事に含まれる情報を

現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来

ませんのであらかじめご承知おき下さい。 
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     ～無駄なゼイ肉飛んでいけ！ ～    

 
マッサージセラピストのあきらです。第１回の２つの習慣、【１．起き抜けにコップ一杯の

水】、【２．腹八分】はできていますか？ 体に変化が現れ、次の習慣を待ちに待っていた

だいたことと思います。おさらいすると、（A）食べる （B）出す （C）寝る これら３つの質

を上げることが、健康な体をつくることと同義だということでした。では、次の２つの習慣を

紹介しましょう。 

 

【３、野菜を先に食べるようにする】（AとB） 

 

これは、血糖値を急激に上げないためです。血糖値が急上昇

すると、インスリンが盛んに分泌され、血液中の糖質が脂肪細

胞に取り込まれやすくなります。食事の際、血糖値を急に上げ

ないような順番にすることで、脂肪細胞にとりこまれにくくすることができるのです。食物

繊維は糖や脂質などの吸収を調整したり、腸の機能を高めて排泄をスムーズにしますか

ら、野菜をきちんと先に食べましょう。それから、老化防止のところで「糖化」についてあ

げましたが、血液中に余分な糖分があると、老化促進物質AGEを作り出します。このAGE

は内臓をはじめとする体内組織に作用して、多くの病気の原因となることが知られていま

す。食べものを口に入れるときには、血糖値が急上昇しないかどうかを考えるようにする

と、甘いものを口に入れようとするときも、本当にこれは必要なものかなあと考えるように

なります。それでも、たまには甘いものも食べたくなりますね。デザートも、食事の一環と

して最後に少し食べる分には良いと思います。ただし、デザートを食べた後でも、腹八分

は守るようにしましょう。 

 

【４、夜寝る前の３時間は食べない】（AとBとC） 

 

良い睡眠を得るには、腸の働きについて意識すると良いですよ。体内時計では、腸の働

きがもっとも活性化し、副交感神経の活性がピークに達するのは、午前0時過ぎ。この時

間帯に眠りに入っていると、睡眠の質は高まります。消化吸収がきちんと行われ、腸内

環境が整い、結果として血流がよくなり、全身の細胞の新陳代謝が促されます。そうする

と、太りにくくなり、髪や肌もつややかになり、免疫力も高まります。腸内環境が整うこと

で、さらに副交感神経の働きが高まり、成長ホルモンをはじめ、幸せホルモンのセロトニ

ン、睡眠ホルモンのメラトニンなどの分泌も活性化し、睡眠の質が高まるのです。実は、

睡眠ホルモンの大半（95％）は、脳（5％）ではなく、腸壁で作られているそうです。睡眠の

質と腸内環境の質は互いに関係しあっているのです。これらのことから、食べてすぐ寝る

ことは良くないことが分かりましたね。消化吸収には約３時間かかりますから、食事は寝

る前の３時間前にすませるようにしましょう。 

 

今回の２つの習慣は、主に食事に関するものになっていますが、やっていることは、『腸

内環境を良くすること』に気づきましたか？ 腸内環境は、自律神経がコントロールしてい

ます。普段何らかのストレスがあると、自律神経が乱れ、腸内環境も悪くなります。逆に、

腸内環境が悪くなると、自律神経は乱れてきて、ストレスになります。普段からストレスの

ない生活を心がけることも大切です。それでは、次号で、最後の２つの習慣を紹介しま

す。お楽しみに！ /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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？ 

 
 

         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   

 

 
今回は3文字単語をいくつか選んでみました。短い単語でも知らないものも多いもので

す。それではまずmar。意味は完全さを損なう。台無しにするといった意味です。The 

holiday was marred by COVID-19. 休暇はCOVID-19のせいですっかり台無しになってし

まった。The scratch marred the table.傷のせいでテーブルはすっかり台無しになってし

まった。次はirk。人を立腹させる、イライラさせるといった意味です。It irked him to wait 

in line.一列に並んで待つのに彼はいらいらした。It irks me doing all this work and have 

someone wreck it.これを自分で全部やったのに誰かが無茶苦茶にしてしまったらイライ

ラする。Itを頭に持ってくる構文が多いような。。。。でもCrowded train always irks me!混

んでいる列車はいつも私をイライラさせる。といった使い方もありますね。今回最後は

ire。これはすっごい怒りですね。激怒する、させるといった動詞でもあります。For flag 

burning, it is the action, not the actor, that draws the ire of people.旗を焼いたことに関

して、人々の怒りを引き起こすのはその人物ではなくて行為である。余談ですが短縮形

Ire.でアイルランドを意見します。   

               /Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住 
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      免疫力をUP!ウイルスや細菌に負けない身体作り。 

  

 

新年から、まったく予想ができなかったコロナウイルスが猛威を振るって

いて、今になっても、終息する見通しがなく、いつまで続くか想像できな

い状態でもあります。この状態の中に、しっかりと栄養と睡眠をとり、前

向きな思考で免疫力を高めて、感染しない体づくりをしましょう！免疫力

低下の原因は疲労、冷え、栄養不足、ストレスなどがあります。 

 

1疲労： 

もともと胃腸が弱くて（胃腸機能が弱い、虚弱タイプ）、また体力を消耗すると、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――疲れやす

い、だるい、めまい、食欲不振、食あたりなどが現れます。「補気益気湯」、「香砂六君子

湯」、「帰脾湯」など胃腸を丈夫にする作用があります。鶏肉、カボチャ、キャベツ、蓮根、

にら、山芋、大豆、白菜などをお勧めします。 

 

2冷え： 

もともと冷え性で、また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。「苓桂朮甘湯」、「藿香正气汤」など余

分な水分を排泄させる薬が用いられます。冬瓜、緑豆、もやし、キュウリ、スイカなどとネ

ギ、生姜などの薬味を上手に食べましょう。 

 

3栄養不足： 

胃腸が弱くて、虚弱体質の方がよく見られる状態です。食欲不振、少食、顔色が青白く貧

血気味、皮膚が弱くて湿疹などができやすい、ざらざら乾燥肌、めまい、立ち眩みなどが

あります。「人参養栄湯」、「十全大補湯」、「当帰補血湯」などを使います。鶏肉、カボ

チャ、キャベツ、蓮根、人参、棗などがお勧めです。 

 

4ストレス： 

ストレスが溜まると、自律神経のバランスが崩れて、血液循環と新陳代謝が悪くなりま

す。イライラしたり、落ち着きを失ったり、情緒不安定や不眠など、頭痛、肩こり、胸や腹も

張って、便秘や下痢などがよくあります。「加味逍遥散」、「甘麦大棗湯」、「当帰芍薬散」

などめぐりをよくする漢方薬を使います。菊花茶、セロリ、きくらげ、トマトとほうれん草など

を積極的に取りましょう。 

 

免疫と関係が深い肺（鼻、気管、気管支、肺臓）も弱いと、粘膜や毛穴のしまりが悪いた

め、ウイルスなどの邪気が侵入しやすいのも特徴です。風邪を引きやすい、皮膚が弱

い、鼻炎、花粉症、喘息持ちの方がありますが、肺の機能を助けて、免疫力をアップする

「玉屏風散」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

（日本語堪能） 
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         ごちそうさまぁ～❢      

 

          

            「夏のさっぱりメニュー」 
＊カボチャの「ビシソワーズ」 

アメリカ生まれの冷製スープとして、有名なビシソワーズを、カボチャ入

りのバターなしでヘルシーに作ります。 

 

材料：2人分 

じゃが芋 2個、玉葱 1個、水300㏄、コンソメ顆粒 大匙1、牛乳 300cc、塩コショウ適

量、カボチャ ペーストで200㏄。 

作り方： 

 ①カボチャは皮を剥き、電子レンジで軟らかくしてペーストにしておく。 

 ②じゃが芋、玉葱は薄くスライスする。 

 ③鍋に水とコンソメを入れ、沸騰させたら2を入れ、中火で軟らかくなるまで煮る。 

 ④２をブレンダーかミキサーで滑らかにし、鍋に戻してカボチャを加え、牛乳でのばす。 

 ⑤塩コショウで味を調る。 

 ⑥粗熱をとり、その後、冷蔵庫でしっかり冷やす。 

 ⑦冷たく冷やした状態で器に入れて完成。 

 

注意：4の段階では熱いので、やけどには十分に注意して作業してください。 

 

＊トウモロコシのすり流し 

擂り流しは、日本料理の汁物で、魚介類・枝豆・銀杏・栗・豆腐などをよ

く擂り潰し、出汁でのばして汁にしたものをいいます。 

 

材料：4人分 

トウモロコシ2本、濃い目のカツオ出汁 800㏄、白みそ70g、柚子の皮 

適宜、 

塩小匙1/2。 

作り方： 

 ①トウモロコシは皮を剥いて、実を包丁で削るようにしてとり、軽く水で洗う。 

 ②鍋に1.のトウモロコシの実と出汁、塩小匙1/2を入れ、5,6分、中火にかける。 

 ③トウモロコシに火が入ったら、白みそを溶き入れる。 

 ④③をミキサーにかけ、目の細かいザルで漉す。 

 ⑤④.を冷蔵庫でしっかり冷やし、さらにミキサーにかけて、ザルで漉す。 

 ⑥⑤を器に注ぎ、柚子の皮を散らす。 

 

＊「蒸し鶏の梅肉ミョウガ和え」 

鶏肉とミョウガのさっぱりとした味わいが癖になる一品です。お酒の肴

にもよく合います。 

簡単に作れるのでお勧めです。 

 

材料:2人分 

鶏（むね肉またはささみ）200g、酒 小匙1、大葉3枚、ミョウガ 1個、梅肉 小匙１、 

醤油 小匙1、砂糖 小匙1、ごま油 小匙1、白ごま 適量。 



 

29 

         ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 

作り方： 

①耐熱皿に鶏肉を入れ、酒を振りかけ、ラップをかけ、電子レンジで4分程度加熱する。 

②粗熱が取れたら、鶏肉をほぐす。 

③大葉は軸をとり、葉を千切りに。ミョウガを千切りにしておく。 

④ボウルに梅肉、醤油、砂糖、ごま油を入れ、混ぜて置く。 

⑤④.に2とミョウガを入れて良く和える。 

⑥器に盛りつけ、白ごまをちらし、大葉をのせる。 

 

＊「茄子の梅味噌＋大葉はさみ揚げ」 

  

サクっとジューシーな茄子のはさみ揚げ。梅味噌と大葉を挟んでさっ

ぱり夏のおかずに。メインのおかずにもお酒の肴にもぴったりです。 

 

材料：2人分 

ナス2本、梅干し1個、味噌小匙1.5、大葉5枚、揚げ油 適量、てんぷら粉 適量。 

作り方： 

①梅干しのタネをとり、包丁で叩いてザっとペースト状にする。 

②梅干しペーストを味噌とよく和える。 

③ナスはヘタを取り、三等分に切って、切れ込みをいれておく。 

④大葉は軸をとり、半分に切っておく 。 

⑤④の大葉に2を挟み、3のナスの切れ込みにはさむ。 

⑥てんぷら粉を規定通りに水で溶く。 

⑦360°Fの揚げ油で6に漬けた5を揚げる。 

⑧器に盛りつける。 

 

味噌を挟んでいるので、そのままでもいただけますが、お好みで大根おろしや 

ポン酢をつけても美味しいです  
 

 

 

              リトアニア料理「シャルティバルシチャイ」 

 

材料:2人分 

ビーツ 小2個、キュウリ 小1本、青ネギ 少々、ニンニク1片、卵 1個、ヨーグルト200ｇ、

牛乳200㏄、デイル 適宜、塩 適量。 

 

作り方： 

①キュウリは千切り。青ネギは小口切りにし、固ゆで卵を作る。ニンニクは摺り下ろす。 

②生のビーツの場合は30分ほど茹でて、皮を剥き適当に切っておく。缶・ビン入りの物 

  はビーツを出しておく。 

③大きめのボウルにヨーグルト、ビーツ、摺り下ろしたニンニク、塩をいれ、ブレンダー 

  などで滑らかにする。 

④キュウリ、青ネギを加え、冷蔵庫で1時間以上休ませる。 

⑤器に盛りつけ、ゆで卵、デイルを飾る。 

 

                    /Lacy Blue 仙台出身 Durham在住 
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トライアッド かわら版    Triad   Triad   Triad   Triad  

    2020年秋から冬にかけての日帰り旅行（山と川） 
 

 

この記事を書いている時点（8月初旬）では、NC州立公園はビ

ジターセンター、展示物、キャビン等の屋内の施設はほとんど

閉まっています。トイレとキャンプ場、ハイキングトレイルは利

用可能です。飲水用の水道も使えません。飲水を持参するの

をお忘れなく。これに対してバージニア州立公園はほとんどの

施設が開いています。ただし、VA州立公園は入園料が必要で

す。以下、ウィンストン・セーラム（WS）やグリーンズボロ（GSO）

から約2時間以内で行けそうな日帰り目的地をご案内します。

お出かけ前に現状をご確認ください。 

 

＊Pilot Mountain State Park (Pinnacle, NC) はWSからUS 52を北上してすぐのところにあ

り、とても便利で、この大きな岩を一周するハイキングは0.8マイルなので比較的誰で

も簡単に行けるハイキングコースです。ただし、そのため週末、特に土曜日は混雑

し、頂上の駐車場は午前10時頃に満杯になって、空き待ちになることがあります。お

気をつけください。キャンプもできます。 

 

*Hanging Rock State Park (Danbury, NC) はUS 52をもう少し北東に行ったところにありま

す。こちらは駐車場が広いので満杯になることはほぼありません。山の頂上に突き

出している岩まで登る往復2.6マイルのトレイルは初めて山をハイキングされる方は

少しきついかもしれません。その他、下って滝を見るトレイル、別の場所から広い滝

（Lower Cascade）に行くトレイルなど色々散策できます。キャンプもできます。 

 

*Mayo River State Park (Mayodan, NC) はMayo River沿いのいくつかの場所に設けられ

た公園です。Mayo Mountain Accessで小川の横を通ってぐるっとハイキングしてもよ

いし、またMayo Riverをより北上してDeshazo Mill Access駐車場からFall Creek Wa-

terfallの滝までハイキングするのも楽しいでしょう。 

 

*Haw River State park (Browns Summit, NC) はGSOのすぐ北にある州立公園で、池の

周りやその周辺にいくつかのトレイルがあります。板張りの小道を通ってHaw River

まで行き、湿原の動植物を観察するのも楽しいでしょう。この公園にはカンファレンス

センターがありますが、現在はCOVID-19のため閉まっています。 

 

ここからはVA州になります。 

 

*Occoneechee State Park (Clarksville, VA): 大きな湖があり、魚釣り、ボート/カヤック等

のレンタルができます。もちろんハイキングトレイルもたくさんあります。キャンプ場と

キャビンの両方があります。週末は結構混んでいるようです。とても清潔できれいな

公園のようです。ここはDurhamからも近いので、Triangleの方もぜひ一度行ってみて

はいかがでしょうか。 
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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 

  

  

   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

*Blue Ridge ParkwayのVA州側にはMile Post 176に

Mabry Mill、そのすぐ北のMP 169にはRocky Knobが

あります。このMabry Millの写真は皆さんも見たこと

があるでしょう。今でも水力による製粉をしています。

昔の農機具も外に展示されています。Rocky Knobは

その名の通り、いろいろな形の岩が地面から突き出

ていてとても風光明媚な場所で、キャンプ場、ピクニッ

クエリア、ビジターセンターがあります。この辺にはいくつかのハイキングトレイルが

あります。Mabry MillはCOVID-19のためレストランとギフトショップ、室内展示が閉

まっています。 

Cloverdale Kitchen   (場所:  Winston Salem) 
  

 ウインストンにある普通のダイナーで、朝食の他アメリカン料

理がありますが私はフライドチキンをオススメしたいです。揚げ

たてが来るのですがとてもジューシーで熱くてつかむのも食べ

るのも大変ですが私はこの店のフライドチキンが大好きです。

ダークミートかホワイトミートまたはミックスがあります。よろし

ければお試し下さい。 

 

 

 

Cloverdale Kitchen 

2251 Cloverdale Ave NW, Winston-Salem, NC 27103 

日曜定休 

月〜土 6:00 am - 3:00 pm 
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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  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

Airbnb: 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 

9/17-10/4 Carolina Ballet: Tchaikovsky Piano Concerto  DECPA 

10/2 An R-Rated Magic Show DECPA 

10/9,10 NC Symphony: Brahms Symphony No. 3 DECPA 

10/15-11/1 
Carolina Ballet: The Legend of Sleepy Hollow & 
Other Haunted Tales 

DECPA 

10/16,17 NC Symphony: ABBA DECPA 

10/23,24 NC Symphony: Beethoven Symphony No. 5 DECPA 

11/6,7 NC Symphony: Beethoven “Eroica” DECPA 

11/20,21 
NC Symphony Gil Shaham Plays the Beethoven 
Violin Concerto 

DECPA 

11/25,27,28 Cirque de Noel DECPA 

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

9/14-19 Bug Fest  online 

10/31 
NC Symphony Young People's Concert: Halloween 
Spooktacular 

DECPA 

その他のイベント 

9/5,6 African American Cultural Festival Downtown Raleigh 

9/12 NCTOYCON2020 Marbles IMAX Raleigh 

9/20 La Fiesta del Pueblo Downtown Raleigh 

9/26 North Carolina 'Cuegrass Festival Downtown Raleigh 

10/2,3 IBMA Bluegrass Live! Downtown Raleigh 

10/2,3 7th Annual Triangle Oktoberfest Koka Booth Amphitheatre 

10/3 Taste of China Chinese Food and Culture Festival Downtown Raleigh 

10/10 2020 NC Wine, Cheese & Chocolate Festival Lafayette village/Raleigh 

11/14,15 NC Comicon Durham convention center 

9-12月 トライアングルの イベント・スケジュール （変更）

*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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  * 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年秋号/第67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   
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編集後記 

コロナの影響で、自

宅で過ごす時間が増

えた。裁縫が大嫌いな私だ

が、YouTubeで手縫いマスク

作りを探してみたら出てるく出

てくる。一番簡単な方法を見

つけてるうちに、やはりやる気

がしぼんでしまい断念。そんな

私を見かねて、友人が手作り

マスクをプレゼントしてくれた。

友人の暖かさに感謝。裁縫だ

けではなく、料理も苦手。時間

だけは沢山あるが、さて何が

できるかなと思案の結果、家

庭菜園に挑戦。ピーマンとトマ

トをポットに入れて、毎日歌を

歌って可愛がったつもりが、ほ

とんど収穫できず。家庭菜園

にも嫌われたのか。そこで、今

度はハミングバードのフィー

ダーを裏庭に設置。ベテラン

からエサは砂糖と水を1:4の割

合でとアドバイスを。言われた

割合で餌を作り、早速、餌の

入ったフィーダーの写真をベテ

ランにl送ったら、何故餌が「茶

色っぽいのか？「と質問。「砂

糖はブラウンシュガーを使っ

た」と回答したら、「ブラウンの

Ironが入ってるから、ハミング

バードに良くない」と。何やって

も裏手に出るこの頃。  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❢❢ 

 


