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Hot News!!
車の盗難にご注意を！−犯罪もハイテクに−
自動車の盗難が増えています。今年8月Durhamでは80件、前月比60％
増、過去５年間で毎月平均５０台の自動車盗難があるとのことです。その中の半数は、鍵
の外し忘れ、エンジン付けたまま等が理由ですが、近年増えてきたのが、キーレスの自動
車を狙った盗難です。技術の革新と共に生活が便利になる中、やはり犯罪の手口もより
ハイテクになってくるのはしょうがない、ということなのでしょうか。その新たな盗難方法
は、家の中にあるKey Fobのシグナルを増幅させる機械を使い、盗み取る、という悪質な
ものです。実際あったケースでは、二人組の犯人がそれぞれデバイスを持ち、1人が家の
中からシグナルを盗み取り、ターゲット車の近くにいるもう1人のデバイスにそのシグナル
を送る、それにより車のエンジンがかかってしまいます。このようなキーレスの車を狙った
盗難を防ぐには、Fobキーからのシグナルが漏れることを防ぐ必要性があります。遠出す
る時は車の鍵は冷凍庫、冷蔵庫に隠しなさい、と聞いたことがありますが、粗方冗談では
なかったかもしれません。金属製のものでカバーするとシグナルは漏れにくくなります。鍵
が凍って壊れてしまうかもしれないので、冷凍庫、冷蔵庫は車メーカーへの確認をお願い
致します。インターネットで検索すると色々な種類のシグナル流出防止パウチやボックス
があります。お客様が増えるこの時期、ガレージの有無に関わらず、一家に１つあっても
いいかもしれません。

Billy Joelが“エンターテイナー”だった夜 in BB&T Filed
去る10月13日、Winston SalemにてBilly Joel氏のコンサートがありました。秋の
到来を受け少し肌寒い週末でしたが３万人収容のBB＆Tフィールドは熱気むんむ
ん。往年の“エンターテイナー”の変らぬ力強い声、ピアノの響き、そして会場一
体で彼のパフォーマンスを楽しむ雰囲気は、大きな会場にも関わらず、まるで
ニューヨークのピアノバーにいるような気分。８０年代、９０年代を彼の音楽と生
きた年代を中心に家族連れが目立つ温かいコンサートでした。さて、往年世代、８
０年代、９０年代アメリカ音楽ブームを支えた歌手のコンサートが続きます。トラ
イアングルエリアでは、12月にはThe Beach Boys、1月のメタリカ、３月にはエル
トンジョン（こちらは残念ながら公式チケット売り切れのようです。）など、日本
に住んでいたらなかなかお目にかかれないコンサートが予定されています。どうぞ
この機会に。ホリデーシーズンも近づき大切な人へのプレゼントに迷う時期です。
思い出の曲を、生で一緒に楽しむ、素晴らしい時間の共有が最高に贅沢なプレゼン
トになるかもしれません。冬のコンサート、温かい格好でお出かけください。

安価な野菜配達サービス、環境にも役立ち一石二鳥！
生産過剰や見た目で廃棄となる野菜・果物に注目し、お店よりも安価にさらに宅配サポー
トまでするサービス、Hungry Harvest, Ungraded Produceがご利用頂けます。各社多少の
違いはありますが、サイズ、宅配の頻度もカスタマイズ選択できます。普段手に取らない
ような野菜も入ったりと新しい発見もあります。是非、一度お試しあれ！
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トライアングル日本クラブだより
ラーレイ・インターナショナルフェスティバルのご報告
今年もラーレイ・コンベンションセンターで10月26日―
28日の週末にインターナショナルフェスティバルが開催され
ました。今回は33回目ですが規模も毎年大きくなり、50以上
の「民族」が参加しました。ここで「民族」と書いたのは、
日本のように一民族一国家とはならない国もたくさんあると
いうことで、したがって我々日本クラブが代表しているのも
「日本」ではなく「日本人」だということになります。日本
クラブの参加は初回を除いた32回目となりました。日本クラ
ブ参加への主催者側の期待も大きく、今回は毎年恒例のメインステージ、サイド
ウォークカフェ、カルチャーブースだけでなく、デモコーナーでの茶の湯実演、盆
踊りワークショップ、和太鼓ワークショップ、そしてコーラスクラブ実演と同好会
総出のような参加になりました。
和太鼓演奏は土・日曜日のゴールデンタイムをもらい、10人の太鼓メンバーが
ステージいっぱいに和太鼓の勇壮な名曲「三宅太鼓」とコンテンポラリー曲「オミ
ヤゲ」の2曲を演奏し喝采を浴びました。わざわざ毎年この演奏だけは見逃さない
よと言ってきたファンも何人かいました。
サイドウォークカフェは他のカフェはほとんどがプロの出店ですが、我々はボ
ランティアの手作りが特徴。お互い喧々諤々の中、もっとも肝心の稼ぎ時の夕食時
に売り切れアイテムが出てきてしまったり、翌日分の材料を急きょ補充したりする
バタバタもありましたが、ボランティアの方々が楽しんでくれたのが一番の収穫。
夏祭りの時にはベンダーさんまかせだった「餃子」は今回は自前でチャレンジ、6
個入りの一皿メニューは初日に売り切れで、後は2個ずつ取りそろえたサンプラー
で終盤までもたせました。手巻き風に手で持って食べられる寿司ラップは３日間連
日同じく完売でした。「夏祭り」に来られたお客様はいずれも日本文化に興味のあ
る方ばかりですが、今回のようなフェスティバルはそれこそいろんな民族の背景を
持つ方々が沢山のカフェのなかから選ぶので、それだけ予測が難しいという次第で
す。
盆踊り実演は盆踊りクラブの8人が全員ユカタ姿。そこに茶の湯クラブの4人が
着物姿で加わり、一般客と一緒になって会場もぎっしり大盛況。定番の「東京音
頭」「炭坑節」に加えて、3曲目の「花笠音頭」は参加者全員が手作りの花笠を手
に踊り、それはそれはカラフルでした。
今年のカルチャーブースのテーマはCelebration
Around the Worldで我々は「こどもの日」をとりあげ
ました。展示ブースいっぱいに実物の「鯉のぼり」を
飾り、さらに緋おどしの甲冑、兜をつけた武者人形を
展示。コーナーでは新聞紙を使い実際頭にかぶれる折
り紙の「かぶと」つくりを指導しました。これが大好
評で、次から次へと子供さんだけでなく大人のひとも
列を作りました。持ち込んだ新聞紙の数から勘定する
と少なくとも3日間で400個は作りました。他の会場でもこの「かぶと」をかぶった
ままの入場者によく行き合い、嬉しくおもいました。
/（日本クラブ代表：ロッキー岩島) 東京都出身、ラーレイ在住30年
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“個人所得税”
ご存知の読者の方も多いと思いますが、アメリカでは日本と異なり、年末調整と
いう制度がありませんので、基本的に自身で確定申告を作成、提出する必要があ
ります。今回は、個人所得税の基本的な仕組みと2017年12月22日にトランプ大統
領の署名により法制化された税制改革法（Tax Cuts and Jobs Act）のうち読者の
皆様に影響するであろう個人所得税の変更点を要約してご紹介します。尚、アメ
リカにおける所得税の制度の適用は各人により異なりますので、本稿はあくまで
も一般的な参考資料であり、詳細は専門の会計士にご相談ください。
個人所得税（連邦）の基本的な仕組み：連邦税の場合（今回の投稿では、州税
及び市町村税に関する解説は省いております。連邦税以外にもお住いの州および
市町村、または働いている場所によって、連邦税以外にも申告納税が必要な場合
がありますので、ご留意下さい。）個人が個人所得税を納税する場合、Form 1040
という申告書を使用します。こちらの申告書上で、まず総所得（Gross income;
GI）から調整総所得前控除（“Above the line” deductions）を控除して、調整
総所得（Adjusted Gross Income; AGI）を計算します。その調整総所得から標準
控除（Standard deduction）または項目別控除（Itemized deductions）のどちら
か高い額の控除後課税所得（Taxable income; TI）を算出します。その額に、税
率を乗じたものが税額となります。最後にこちらで算出された税額から税額控除
（Tax credits）を引いたものが最終確定税額となります。その額からすでに収め
た源泉税や予定納税を減額した額が申告書提出時の追徴納付額または既に収めた
額が多い場合には還付額となります。
全体像のイメージ
総所得（Gross income; GI）
- ) 調整総所得前控除（“Above the line” deductions）
調整総所得（Adjusted Gross Income; AGI）
- ) 標準控除（Standard deduction）または項目別控除（Itemized deductions）
課税所得（Taxable income; TI）
x ) Tax rate
税額
- ) 税額控除（Tax credits)______________________________________________
最終確定税額
‐) 源泉徴収税額や予定納税額
追徴納税額（または還付額）
以上が連邦個人所得税計算の基本的な仕組みとなります。（州税、地方税はこち
らの記事では取り扱いません、ご了承下さい。）
今回の税制改革での大きな変更は、税率の引き下げ、標準控除額の増加、項目
別控除項目への変更、及び2017年度まであった人的控除（Exemption）の撤廃、そ
れと税額控除（Tax credits）の変更となります。
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2017年度

2018年度

課税所得 Taxable income
(TI)

課税所得 Taxable income
(TI)

税率

Single

Married filing
jointly

税率

Single

Married filing
jointly

10%

$0 $9,325

$0 - $18,650

10%

$0 $9,525

$0 - $19,050

15%

9326 37,950

18,651 75,900

12%

9526 38,700

19,051 77,400

25%

37,951 91,900

75,901 153,100

22%

38,701 82,500

77,401 165,000

28%

91,901 191,650

153,101 233,350

24%

82,501 157,500

165,001 315,000

33%

191,651 416,700

233,351 416,700

32%

157,501 200,000

315,001 400,000

35%

416,701 418,400

416,701 470,700

35%

200,001 500,000

400,001 600,000

39.6%

418,401
以上

470,701 以上

37%

500,001
以上

600,001 以上

*標準控除（Standard deduction）額の増加
標準控除の金額がSingleの場合、$6,350から$12,000へ、Married filing jointly
の場合$12,700から$24,000へとおよそ2倍に増額されました。
*項目別控除（Itemized deductions）項目の変更
標準控除額が増加するので、項目別控除を選択する納税者が減少することが見込
まれますが、下記の項目に変更があります。
1：医療費（Medical and dental expenses）控除
2017年度まで医療費は調整総所得（Adjusted Gross Income; AGI）の10％を超え
た分の医療費が控除の対象になっていましたが、こちらが調整総所得（Adjusted
Gross Income; AGI）の7.5％を超えた分に引き下げられます。なお、こちらの措
置は2018年度のみとなっており、2019年度申告からは2017年度までと同様に調整
総所得（Adjusted Gross Income; AGI）の10％を超えた分に戻ります。
2：支払った諸税（Taxes you paid）控除
2017年度まで納税者が支払った諸税（state/local/foreign income taxやstate/
local/foreign property taxなど）は無制限に控除可能でしたが、改正後の2018
年度からはこちらの控除に$10,000の控除限度額が設定されます。こちらの支払い
諸税控除を取る目的で項目別控除を選択していた納税者には影響が大きくなるこ
とが予想されます。
3：人的控除（Exemption）の撤廃
税率の引き下げ、標準控除（Standard deduction）額の増加の一方で2017年度ま
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で認められていた人的控除（1人当たり$4,050）が撤廃されました。
4：税額控除（Tax credits）の変更
税額控除にも変更があります。17歳未満の納税者の子ども（qualifying child）に
対して与えられる子女税額控除（child tax credit）の控除額が1人あたり2017年
度$1,000だったのが2018年度から$2,000まで増額されます。
5：引越し費用の払い戻し（qualified moving expense reimbursement）の税法上
の取扱いの変更
2017年度までは適格転勤費用の払い戻し（qualified moving expense reimbursement）は調整総所得前控除（“Above the line” deductions）として、調整総所
得（Adjusted Gross Income; AGI）を算出する過程での控除が認められていました
が、今回の改正で控除ができなくなりました。
従来の取り扱いでは一定の条件を満たす引越費用、転勤費用を会社が負担した場
合、その費用は総所得（Gross income; GI）に含めなくて構いませんでした。しか
し2018年度以降は、会社負担の引越費用、転勤費用については従業員が自身の所得
からの控除ができなくなった為、2018年1月1日以降に会社が赴任に伴い引越費用、
転勤費用を負担する場合には、従業員本人へのベネフィットとして扱われ米国税法
上、課税給与とみなされます。従いまして、給与処理を行い適切に米国給与として
源泉徴収を行う必要があります。
2018年度からの個人所得税の変更点のうち、読者の皆様に関係すると思われる項目
をまとめさせて頂きました。こちらが皆様のお役に立てば幸いです。
/塚田洋次郎：メーカー系専門商社にてアメリカに赴任後、米国公認会計士とな
る。現在はオハイオ州シンシナティの会計事務所にて税務に従事。東京都出身、ケ
ンタッキー州フローレンス在住。ワシントン州、オハイオ州米国公認会計士。趣味
はランニング、春のCincinnati Flying Pig Marathon、秋のIndianapolis Monumental MarathonとFlorence Honor Run Half Marathon出走が毎年恒例。本記事や
確定申告に関するご質問がありましたら、yt.0618@gmail.comもしくは
513.518.8011までご連絡下さい。
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国外に住みながら日本語を維持していくために家庭でできることをこれまで数回に渡って
お話してきました。今回は少し視点を変えて、政策的側面を見ていきたいと思います。
10月末に「日本語教育推進基本法案」の改訂を求める要請文が国会に提出されました。
それにあたって、その賛同を求める署名活動が世界規模で行われ、NCにお住まいの皆さ
んにもたくさんのご協力をいただきました。皆さんの熱意のおかげで署名は11月3日時点
で1950名となりました。
では、「日本語教育推進基本法案」とは一体何なのでしょうか。この目的を簡単にお話す
ると、日本語教育の推進が日本社会において急いで考えるべき重要課題になっているか
ら、基本となる方針や施策を定めていきましょうというものです。そもそも日本国内に住む
日本籍ではない人々の増加を受けて始まった動きではあるのですが、「海外における日
本語教育の普及推進」と言う項目もあり「在留邦人の子等」も支援の対象です。ただ、この
「在留邦人の子等」に一体誰が含まれているのかがはっきりしないのです。ここは重要
で、そこを明確にしてほしいというのが今回の要請文のポイントです。
「在留邦人の子等」がはっきりしないとどうして困るのでしょう。このような法案が作られよ
うとしている動きは海外で子供の日本語を育てている私たちにとって大変喜ばしいことで
す。ですが、これまで政府が支援の対象としてきた在留邦人を考えると、私たちの子供た
ちの多くのように「日本語を話す家庭で育ちながら現地に永住していく子どもや若者」が支
援の対象から漏れている可能性があります。
ちなみに、従来の政策が支援対象としている在留邦人の子弟は、「文科省認可の補習
校・日本人学校に在籍するような日本企業から期間限定で派遣される駐在員の子供たち
や、戦前に南米諸国、米国、カナダに移住した日系人の次世代」にほぼ限られていまし
た。しかし、時代は変わり、在留邦人のタイプも多様化しています。戦後日本から世界各
地に移動し、日本語を話す家庭で育ち、在住国に永住を予定している子供たちは私たち
の周りにもたくさんいます。この子供たちがこの法案の対象であることを明らかにしてほし
い！なぜなら、対象として含まれるかどうかはこの子供たちの将来にとても大事なことだ
からなんです。
別に国の支援なんて、と思う方もいるかもしれませんね。ですが、国の支援の対象になる
ということは、国に自分たちの存在が認識されるということ、つまり私たち親の日本語教育
への姿勢、子供の日本語学習に対する考え方に影響を与えます。経済的支援はコミュニ
ティを活性化させ、家庭との相乗効果も期待できることでしょう。家庭での努力の大切さは
言うまでもありませんが、子供の日本語維持問題を家庭内の問題として終始させるので
はなく、その後ろ盾となる支援にも目を向けていくことが大切ではないでしょうか。
これを読んでもし署名活動に興味を持っていただけたなら、署名はこの法案が国会を通
過するまで続きますので、下のリンクをご参照ください。
https://sites.google.com/site/keishougo/kihonhoan
/ 藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住
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第9回：年金の受給資格期間が10年に変わりました
（手続時の注意点）
既にご存知の方もいると思いますが、国民年金、厚生年金などの日本の年金制度
について老後の年金をもらうための資格要件が、2017年8月に従来の年金加入期間
25年から10年に改正されました。どういうことかといいますと、たとえば米国に移
住する前に日本で12年間働いていた人がいたとします。この人は12年間日本の厚生
年金に加入し、その間会社から支払われる毎月の給与から厚生年金保険料が控除さ
れ、その分を会社が日本年金機構へ払い込んでいたわけです。ところが（2017年8
月までは）資格要件である25年に達していないため老後の年金をもらうことはでき
ませんでした。しかし今は資格要件が10年となりましたので、12年間分の保険料に
相当する年金額を申請してもらうことができます。
１．海外在住者に適用される例外措置
海外在住者、その中でも特に20歳代～40歳代の頃に米国へ移った永住者の場合、
日本の年金に加入していたものの、加入期間が数年～十数年であったため従来の資
格要件である25年に達していませんでした。しかし例外措置（海外在住期間のカラ
期間算入扱い、または日米年金加入期間の通算扱い）により25年の資格要件を満た
すこととなり、一部の人は老齢年金を受給することができました。そして2017年8
月、この資格要件が25年から10年に短縮されたことで資格要件を満たす人がさらに
増え、より多くの人が年金をもらえることになりました。以前に年金保険料を払っ
ていた加入者にとってはうれしいニュースなのです。
２．これから年金請求する場合の注意点（過去遡及分の扱い）
さて、前置きが長くなりましたがここからが今回の本題です。老齢年金は老後にも
らう年金ですが、もらい始める年齢（支給開始年齢）は60歳～65歳で生年月日に
よって決まっています。一方受給のための申請手続きは自分自身で年金事務所へ出
向いて（または郵送で）手続を行なわないとできません。本来63歳が支給開始年齢
の人が67歳の時に「自分はもらえるかもしれない」と気付いて申請手続きをした場
合、過ぎてしまった63歳～67歳直前までの4年間分は過去遡及分として一括でもら
えます。（この過去遡及分は最大5年分までしかもらえません）
前述の日本で12年間働いていた人が実際に老齢年金の申請手続きを行なう場合、
2017年8月までは資格要件の25年に達していないので、申請時に自分で例外措置に
よる25年の要件をアピールする必要がありました。ところが2017年8月以降は10年
短縮措置により既に資格要件を満たしていることとなり、例外措置をアピールしな
くても受給可能となりました。ここで誤解が発生します。従来の資格要件(25年)の
制度の下では過去遡及分は最大5年分まで遡れますが、新しい資格要件(10年)の制
度の下では2017年8月までしか遡れません。図で表すと次ページ下になります。
つまりこの人は自分が日本の年金加入期間が12年なので、「資格要件の10年を満た
している」とアピールしてそのまま申請すると、2017年8月分までしか過去遡及分
が貰えない可能性があるのです。2017年8月以前の従来の制度の時と同じように例
外措置を使って資格要件25年を満たしているとアピールしなければ、本来の支給開
始年齢の分まで遡って過去遡及分をもらうことができません。
３．実際の手続時の誤解
上記の事は年金事務所や共済年金組合の窓口職員の人も当然にわかっているので、
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申請者が自分からアピールしなくても念のため確認してくれます。しかし以下のよ
うなケースでは資格要件が25年あるのに、10年として取り扱われる可能性がありま
す。
・海外在住者の申請手続きについてよく理解していない年金事務所や共済年金組合
の職員に当ってしまった場合
・本当は資格要件が25年あるのに、それを証明する方法がわからない場合
・元々の資格要件が10年未満の人が、例外措置により10年を満たせたとそれだけで
満足してしまう場合
４．最後に
いかがでしょうか？やや複雑な仕組みなのでなかなか理解できないかもしれませ
ん。上記の誤解が発生するかどうかは、加入者の生年月日、年金加入状況、国籍な
どの要因によって異なります。

図：資格要件10年短縮適用前後の違い
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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

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、２５
・3319 Durham-Chapel Hill Blvd. Durham 27707 年以上の臨床経験と知識を持ち、
・1816 Front St. Durham 27705
アメリカ中医師や鍼灸師資格者。鍼
TEL:919-593-6715 （日本語可）
灸治療と漢方薬のご相談をいつで
wugeng2002jp@gmail.com
も承っております。
www.acupunctureandnaturalhealing.com
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法律相談 「ちょっと教えてください」
「OPT・CPTに関する新しい方針」
最近、移民局が通告なく内部の方針を変更していることが多くみられるようにな
り、このためビザ保持者の滞在資格に影響が及ぼされています。今年１月には事前
の通告なしに、移民局のウエブサイトにいつのまにかSTEM-OPT保持者の派遣会社の
顧客先での就労を制限する内容が追加されていました。しかし現在は、STEM-OPTの
就労は研修目的を達成し、研修提供社が雇用主としての条件を満たせば、雇用主の
職場以外の場所での就労（例えば、オンラインや遠距離雇用）は許されるとされま
した。また、派遣会社やコンサルティング会社が雇用主となる場合は、派遣会社や
コンサルティング会社自体が研修を提供するもので、雇用主の条件を満たしていれ
ば、STEM-OPTを利用して学生を採用してよいとされました。最近では、OPTとCPTを
合計で１２か月以上使って就労した学生は移民法違反とみなされ、H1Bが却下され
る傾向がみられるようになりました。OPTもCPTも１２ヵ月まで申請することができ
ますが、CPTを１２か月全部使用した場合はOPTは申請できません。今までは、学生
はCPTを１２か月間すべてを使わなければ、そのあとはさらにOPTを申請して仕事を
続けることができました。ところが、最近、同じ学位レベルでOPTとCPTの両方を
使って１２か月以上就労した学生は移民法違反だという理由で、H1Bが却下される
例がみられるようになりました。この移民局の新しい方針が果たして合法であるか
は、今後議論されると思われますが、このような状態にある現時点においてはOPT
とCPTの合計使用期間に注意する必要があると思われます。更に、滞在期限がD/S
（＝Duration of Stay）で特定年月日が明記されないF-1、J-1、M-1ビザ保持者
は、以前は、裁判官から強制送還の通知が発行されない限りは不法滞在扱いになり
ませんでしたが、今年の５月からはこれらのビザ保持者もI-20やDS2019に書かれて
ある滞在期間を超えて滞在した場合、或は、事前の許可なしに期間中に学校や研修
プログラムを中断した場合は滞在資格違反となり、3/10年入国禁止の対象になりま
す。つまり、一回の入国で許可された滞在期間を１８０日超えて滞在すると３年間
はアメリカへの入国が禁止となり、不法滞在が３６５日を超えると１０年間アメリ
カへの入国禁止となります。従って、OPT/CPTを１２か月以上使ったという理由で
後になってH1Bを却下された場合、違反した時点に遡ってオーバーステイが換算さ
れるようになったので、3/10年入国禁止の対象にならないよう注意が必要です。
/大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アトランタ在住

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
寒くて空気が乾燥する冬の時期は、肌荒れなどのスキントラブルが起こりがちです。
「乾燥」は肌だけでなく、髪の毛や目、のどなどにも影響を与えます。この冬は美容の大
敵「乾燥」を防いで、健康的な美しさをキープしましょう。東洋医学では、人間のバイオリ
ズムも自然のサイクルに影響を受け、バランスを保っていると考えられています。冬には
寒さと乾燥で、血管が収縮し、皮脂の分泌も低下します。乾燥肌タイプの人以外でもスキ
ントラブルがおきやすくなるのは自然環境の変化によるもの。西洋医学でも、「皮膚は内
臓の鏡」と言われ、皮膚に現れる症状から健康状態が分かる「健康のバロメータ」でもあ
ります。肌や髪の毛のトラブルも、自分の体質を知って体の中から改善することが、一番
の美容法です。三つのタイプに分けられます。

陰虚タイプ：体液が不足している状態。乾燥や心身の疲労などのために体液を消耗し、
体の潤いが失われると熱がこもりやすくなり、手足のほてりや喉の渇き、肌の乾燥、唇の
荒れ、肌の張りがなくなる、手足のひび割れ、皮膚の痒みなどの症状が現れます。このタ
イプの人は、銀杏やユリの根、山芋、ハチミツなど、体に潤いを与える食品を取るようにし
ましょう。麦門冬湯、沙参麦門冬湯、六味地黄丸などをお薦めます。
血虚タイプ：血が不足したり、質が低下している状態。胃腸が弱くて、栄養の吸収が悪い
虚弱タイプの人や、ダイエットやストレスなどで貧血気味の人もこのタイプ。顔色が悪くな
り、肌がカサカサして艶がなく、しわが目立ちやすくなります。このタイプの人は血液を補
うのがポイントで、レバーやあさり、ホウレンソウ，クコの実、松の実など、補血作用のあ
る食品をレシピに加えましょう。四物湯、当帰補血湯などを使います。
瘀血タイプ：血の流れが滞っている状態。血行が悪くなると新陳代謝も悪くなり、顔色もく
すみがちに。シミやソバカス、目のクマなども目立ちやすくなります。
瘀血の人は、活血がポイント。血行を促進させるアジやサバなどの青魚、ニンニク、ネ
ギ、セロリ、黒きくらげ、紅花などを食べるようにしてください。
温経湯、当帰芍薬散、桂枝茯苓丸などを推薦します。
/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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人の意識は顕在意識と潜在意識で構成されているとされ
ていますが、なお一層素敵な輝かしい未来を送りたいと望
んでいるのでしたら、この両方の意識に対して癒やす（働
きかける）必要があります。
顕在意識というのは決意したり、判断したり、選択する
心の領域のことです。そして、潜在意識というのは、記憶
の貯蔵庫のことですが、私達が年を経ると記憶の貯蔵庫の
中には、様々な実体験が五感（目、口、耳、鼻、体感）を通じて蓄積されていきま
す。自分がいいと判断していることも苦手だと思っていることもすべて。少しも思
い出すことができない遠い昔の記憶もすべてあなたのどこかに埋まっています。
そして、その過去の記憶が、現在のあなたを作っています。例えば・・・あなた
が特別好きだとして感じているもの。それは全部あなたが過去に好きだと思えるよ
うな実体験があったからこそ、それを今体験しなくてもただ見ただけで好印象を感
じるわけですし、もしあなたが、苦手だと思い拒絶しているようなことがあるとす
るならば、記憶のどこかに苦手だと思うような経験としての記憶をあなたご自身の
中に持っているからとも言えます。
例を上げてみましょう、人の印象は第一印象で決まるものですが、向かい側から
何気なく歩いてきたひげを携えたヨレヨレのシャツを着た男性が自分の横をすれ
違ったらあなたは一体どう見るでしょうか？子供の時から、人前では清潔感のある
きちんとした洋服を着ることを信条としたご家庭の出身者の方でしたら、一般的に
は嫌悪感を抱かれるのではないでしょうか？！近づいて来るのも嫌で耐えられない
ような過激な状態も実際あるかもしれません。それはあなたご自身が母親から服装
のことをしばしば注意されていた経験が元になっています。
年を経ることに選択の幅が狭まるような気がしませんか？！それは、あなたがか
つて失敗した選択肢を避けようとするが所以です。過去つらい経験をしてしまった
ので、もう二度とそのような目にあいたくないからという理由で避けているような
ことは沢山あるものです。学校、職場、恋愛、様々なシーンの中で意気揚々とかつ
てやり遂げたことが周りから後々中傷の的にされるようなことであったり、失敗の
烙印を押されることになった経験から、意識的に避けている事柄は、きっと誰しも
沢山あるものです。
ですが、自分の目的や目標を達成するためにどうしても避けられないと認識した
瞬間、その嫌悪感に目をつぶってでも、その嫌悪を感じている方向に人は進もうと
します。
キネシオロジーは、筋肉反射テストを用いて、クライアントの潜在意識の声を聞
き、ストレス反応を感じる場合それらをセッションによって取り去るテクニックで
すが、そのような声に気づいた方々が訪れます。
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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私が日本語を教えているUNCチャペルヒル校では、ほとんど
の学生の専攻が、入学時に決まっていません。日本のよう
に、経済学部とか文学部などに入学するわけではありませ
ん。UNCの学生たちは漠然と、何を専攻するかはある程度考え
て入ってきてはいるのだとは思いますが、入学したての１年生の専攻を見るとほ
とんどがUndecided(決めていない)になっています。１８歳の高校卒業したての若
者が、これから自分が将来どんな仕事につきたいかなど、考えてその目標に向
かって突き進むことは人生経験が少ない彼らに取って難しいと思います。
それ故、そのような１年生のために履修する科目は、体育や、言語や、１年生
必須の科目となります。それらのクラスを取りながら、専攻を決めていくようで
す。しかし人気があるビジネスや看護学などを専攻したいならば、学年の途中で
学部で行われる試験を受けて専攻が決まるので、そのあと学部必須の科目を履修
しなくてはいけません。その試験の判定には、今まで履修した科目の成績も重要
な要素となります。また面接もあり、そこでどうしてその学部に入りたいかなど
の質問を聞かれるようです。
このように専攻が曖昧なために、学生は一度専攻を決めても途中で変更するこ
とが可能です。私が今までに学生から相談を受けた例で最も多いのが、親が子供
達を医者、歯医者またはコンピューター関係の仕事に就かせたいがために、生物
学、化学やコンピューターサイエンスを専攻させることでした。しかし当の子供
達は、本当は好きでもない化学や生物などのクラスを取って、成績が芳しくなく
ジレンマに陥り、悩むことになります。結局、自分が本当に勉強したい他の学部
に専攻を変えるというケースが多々見られます。
UNC以外に入った子供達を見ていても、学部から学部へと変更することが多いで
す。しかし、大学によっては最初から専攻を決め、受験をして入学した場合に
は、簡単に専攻を変更することができない大学もあります。大学受験の際には、
子供の意志と希望を含め、大学の専攻の柔軟性も考慮に入れて大学選びをするこ
とをお勧めします。
/荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者
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「びっくりアメリカ」
こんにちは、アメリカに来て初めてのホリデーシーズンの到来です。ハロウィーン・サンクスギビン
グ・ブラックフライデー・クリスマス・ニューイヤーズデイと、アメリカの盛り上がりようを体験できるのが
とても楽しみです。休みが増えるのが特に嬉しいです。
さて、今回はアメリカ生活で「いいね」と思うことを書きます。中でも素晴
らしいと思える行いの一つが、食べ残しのお持ち帰りが当然とされているこ
とです。外食時1人分の量が多すぎて食べきれないことがありますが残して
いるとたいていの店員さんは声をかけてくれ容器をもって来てくれます。せっ
かくのご馳走を無駄にしたくないからありがたいですね。そして気に入ってい
るのがお店のポイントカードが小さくてキーホルダーに付けられるようになって
いることです。財布がパンパンになる1番の原因がポイントカードだったので
助かります。アメリカでは現金を持ち歩かない人も多く小さなお店でもデビットカードやクレジット
カードが利用でき、少額の現金ならお店のレジで引き出せるからカードだけで生活ができてしまう
のです。だから財布はもっとスッキリになりました。驚いたのが購入したものを簡単に返品できるこ
と。箱や袋が破れていてもレシートがあれば返品ができるので衝動買いをしても一安心ですね。
日本と違うので戸惑ってしまう病院や処方箋のシステムですが、ほとんどの病院は予約制で待た
ずに診察してくれます。日本では予約をしていても待つのが当たり前だったので驚きです。そして
薬のおかわり(Refill/再処方)システムはとても便利です。医師が薬局に処方箋を送信、薬局
で名前と生年月日を伝えれば受け取れます。2回目からは処方箋はいらず薬局に電話もしくは
容器を持って行けば受け取れるのです。もちろん体調が変われば医師に相談しないとダメでしょ
うが継続的に服薬しないといけない人は助かりますね。このシステムは、日本
の医療費・残薬問題の解決のヒントになるのではと思ったりします。
アメリカに来てスマホアプリを頻繁に使うようになりました。英語が苦手な私の
必須アイテムです。中でも大活躍なのが「G翻訳アプリ」いろんな国の言葉を
翻訳でき英語の発音の練習にもなります。カメラ機能を使って英語にかざすと
画面には日本語が表示され、英語のサイトも自動で日本語に変換されるの
で内容が簡単に理解できます。そして移動にかかせないのが「G地図アプリ」車のナビになり目的
地までの時間、渋滞情報などもリアルに教えてくれるので大助かりです。NYでも地下鉄の情報
まで詳しく表示され安心して電車に乗り迷わず目的地に行けました。アプリを開発してくれた人に
感謝です。そして「U配車アプリ」運転手に下手な英語で行き先を伝えなくて済むので助かりま
す。目的地を入力すると、情報(車種・ナンバー・運転手の写真・目的地までの料金)が表示さ
れ、配車後も車の現在地などが分かるので安心して利用できます。支払いは登録したカードか
ら引き落としになります。最近は乗り捨てができる電動スクｰターに乗っている人をよく見かけます
が、アプリで登録をすれば乗れ、坂道もスイスイと楽そうですね。
日本との連絡もアプリを使えば無料でできる世の中になりましたが、便利になりすぎて１０年
後はどう変わっているのだろうと思うことがあります。AI(人工知能)がもっと普及したら今では考え
られないことが常識になっているのでしょうね。言葉の壁がなくなり世界中の人と簡単に会話でき
たら楽しいでしょうね。
/Hisako：大阪出身 Raleigh在住
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～痛いの痛いの飛んで行け～
質問です。
「あなたは今幸せですか？」
すぐに、はい！と答えられた方は、これ以上読まれる必要はありま
せん。興味がある方は、続きをどうぞ。
人間誰しも、幸せな気持ちになりたいと思いながら生きていると思い
ます。思いながら、と言いましたが、実は脳がそう働くようになってい
るのです。人間には自分で「幸せホルモン」を分泌する能力があります。なんとも神秘的
な話ですね。ただ、現代人は、デジタル社会の副作用として、ホルモンバランスの乱れが
起きやすく、うつや不安症などになりやすいと言われています。そこで今回は、その幸せ
ホルモンと呼ばれている４つのホルモンについて見ていきたいと思います。Dopamine,
Oxytocin, Serotonin, Endorphins の４つで、頭文字をとって、「DOSE」(投与) と覚えると良
いです。
*Dopamine (ドーパミン）
何か目標を達成したとき、「やったー！」という気持ちよさを感じますが、それは、ドーパミ
ンの分泌による快感なのです。ドーパミンが減少すると、パーキンソン病が起こりやすくな
るとも言われています。ストレスを感じると、ストレスホルモンのコルチゾルを分泌し、ドー
パミンの分泌が低下します。ドーパミンを分泌させるために、小さなことでも構わないの
で、何か感動する機会を増やすと良いでしょう。
*Oxytocin (オキシトシン)
愛情ホルモン、信頼ホルモン、抱擁ホルモンとも言われます。人と人との肉体的な接触、
簡単なボディータッチでも分泌されます。スキンシップが、幸せを感じさせるというのは、
ご存じだと思いますが、このオキシトシンの分泌によるものなのです。
*Serotonin (セロトニン)
反復的なリズム運動でセロトニンの分泌がアップします。座禅、ヨガ、ウォーキング、ガム
噛み等。セロトニンは、ノルアドレナリン、ドーパミンの働きを制御し、自律神経のバランス
を整えてくれます。
*Endorphin (エンドルフィン)
脳内モルヒネとも言われて、モルヒネの6.5倍の鎮痛効果があります。ランナーズハイがこ
れにあたります。リサーチでは、Deep Tissue マッサージはエンドルフィンを分泌させるこ
とが分かっています。脳に痛みを鎮める指令を出す役目があるのです。また、疲れた後
に糖分や脂肪分の多い食べ物を食べてもエンドルフィンが分泌されます。
この４つのホルモンすべて、マッサージに深く関わっていることにお気づきになりました
か？定期的にマッサージをうけて、幸せホルモンで幸せな気持ちになりましょう。
/Akira：長崎出身 Wake Forest 在住
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
あっという間にホリデーシーズンですね。冬休みのファミリー向
け、中学生以上の幅広い年齢層が楽しめる映画などがいつもより多
く出揃っています。全てをここでご紹介できないのが残念です。寒
い日は、映画館に行って暖を取りながらゆっくりムービーデーにするのもいいの
ではないでしょうか。
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Christmas Chronicles (コメディー、ファミリー)NR、11/22日公開
ピアス家の子供であるケイトとテディは、クリスマスイブにある計画を立てた。
それはサンタクロースの写真を撮ること。それが素敵な結果をもたらすことに。
Mowgli（アクション、冒険)PG13、12/7公開
インドのジャングルで狼に育てらた人間の男の子、モーグリ。クリスチャン・
ベールやケイト・ブランシェットらによるし大人も楽しめるジャングルブック。
Ben Is Back (ドラマ)R、12/7公開
事故の怪我によって鎮痛薬依存症になったベンが、クリスマスイブの日に更生施
設から母が待つ家に一時帰省する。母は再婚しておりベンは良いお兄ちゃんだ。
Vox Lux （ドラマ)R、12/7公開
学校での乱射事件に巻き込まれたシンガーの生きざまを10年間追った政治色も垣
間見れる作品。主演ナタリー・ポートマンの映画に対する真摯な姿勢にも注目。
Once Upon A Deadpool (アクション、冒険)PG13、12/14公開
5月に公開されたR指定のマーベル映画がPG13用に編集され12/12からクリスマスイ
ブ限定で上映される。賞レース狙いとの声も高いがマーベル好きには嬉しい。
Mortal Engines (SF、冒険)PG13、12/14公開
「ロード・オブ・ザ・リング」制作陣によるSF。60分の人類戦争で文明社会は
あっという間に破壊され、巨大移動型都市ロンドンによる圧倒的支配が始まる。
Spider-Man Into The Spider-Verse (アクション、アニメ、冒険)NR、12/14公開
今までのスパイダーマンは摩天楼を飛び回るピーター・パーカー。しかし他にも
スパイダーマンはいたのだ。その1人がまだ学生のマイルズ。アニメで楽しい。
Roma (ドラマ)NR、12/14公開
1970年代のメキシコの中産階級でメイドとして働く女性の目から見た映画。監督
自らの体験も交えたヒューマンドラマで、ベネチア映画祭で最高の金獅賞受賞。
The Mule（ドラマ）12/14公開
80代のアール（クリンスト・イーストウッド）は生活のためにドラッグの運び屋
を始めた。良い夫、よい父であったか自問する彼は次第に追い詰められていく。
Mary Poppins Returns（ファンタジー、ミュージカル）PG、12/18公開
名作映画「メリー・ポピンズ」の20年後を描いた作品。バンクス家の長男マイケ
ルは父親になり銀行で働きながらも困窮。そこへ明るいメリー・ポピンズ登場。
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Bumblebee (アクション、SF、冒険)PG13、12/21公開
少女チャーリーは海岸で壊れた黄色いビートルを見つけたが、これはトランス
フォーマーのバンブルビーだった。地球にはもっとトランスフォーマーがいた。
Welcome To Murwen (ドラマ、ファンタジー)PG13、12/21公開
ある日、暴漢に襲われたマークは9日間昏睡状態が続き、気が付いた時は記憶も
なくしていた。マークはフィギア人形を使って仮想の村を表現し再起していく。
Vice (ドラマ、伝記)R、12/25公開
クリスチャン・ベールが体重20kg増量し、最強の副大統領と言われたディック・
チェイニーの激動の人生を熱演する。国政において数々の要職に就いた生き様。
On The Basis Of Sex (ドラマ、伝記)PG13、12/25公開
米最高裁判事の最高齢で歴史上2人目となる女性最高裁判事のルース・ギンズ
バーグが若い頃の1975年、昔からの女性差別の慣習法を違憲とした裁判を描く。
Destroyer (スリラー、アクション)R、12/25公開
ロサンゼルス市警の女刑事エリン（ニコール・キッドマン）が、若き日の自分と
現在の自分の時空を行き来しながら、自分の人生はこれでよかったのか考える。
Stan And Ollie (ドラマ、コメディー、伝記) PG、12/28公開
スタンとオリー（Laurel&Hardy)はアメリカで売れないコメディアンだったが、
英国に渡り人気を博し人々を楽しい笑いに包んだ。1953年のUKツアーを中心に。
The Upside (コメディー)PG13、1/11公開
ハンググライダー事故で麻痺を負った億万長者フィリップと、刑務所から出たば
かりのデルが偶然出会う。違う世界の二人が絆で結ばれ自分達の可能性を語る。
Dog’s Way Home (ドラマ、ファミリー)NR、1/11公開
心温まる犬のベラの物語。病院のボランティアで学生だったルーカスと離れ離れ
になったベラは400マイルの旅をして彼に会いに行く。その冒険で出会う数々。
Glass (スリラー、アクション、サスペンス)PG13、1/18公開
ブルース・ウィルスの「アンブレイカブル」と「スプリット」の続編で最終章。
自らをスーパーヒーローと悟ったデイビッドと対峙するグラスことイライジャ。
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“エコーチェンバー現象にご注意！！”
私の住むジャクソンビルでも日本の高齢化に比例して高齢
化が進んでいます。そんな皆さんの生活感が少しでも広がれ
ばと、何年か前にパソコン教室なるものを開催し、30人ほどの
方々が受講され、メールやYoutubeなどを楽しんでいただける
ようになり、その中から何人もの方々が今はスマホやタブレッ
トに移行しておられます。平均年齢を考えると、驚くほど毎日
テキストメッセージが行き交っています。スマホやタブレット端
末で簡単にネットに接続でき、何処でも情報が得られるという
ことは、とても便利なことです。
しかし、その一方で私たちはとんでもない情報の氾濫に巻き込まれていることも事実で
す。最近世界で問題視されていることは、ネットのエコーチェンバー現象です。ネット上の
動画サイトや検索サイトはAIによって管理され、あなたが一度検索した項目については、
次回あなたが動画サイトや検索サイトのページを開いただけで、あなたがそれらの事案
について興味があるものとみなされ、その内容の信憑性の高低を問わず連続再生された
り、検索結果の上位に位置していたりします。一見便利なシステムなのですが、そこには
とんでもない落とし穴があります。AIは必ずしもそのコンテンツ、内容を把握しているわけ
ではなく、半ばランダムに良し悪しを問わず羅列しているに過ぎないことがしばしばありま
す。そんな環境の中、もしあなたが間違った情報を発信しているウェブサイトにアクセスし
たり、動画を見たりすると、今度はその間違った情報を発信しているサイトや動画が次の
検索の基準になります。そうして間違った情報、フェイクニュース、極端に左翼的、右翼的
に偏った意見や発言をあなたは繰り返し見聞きするようになります。第三者として傍観し
ているうちはいいのですが、それにあなたが賛同したり、意見を述べたりするようになる
と、そのことでさらに多くの人に拡散することになります。結果、知らず知らずのうちにあな
た自身もそれらの少し真実からはずれている社会批判や、思想に染まってゆくことになり
ます。検索するときに一文字間違えただけで、本来は問題のあった製品のカスタマー
サービスの電話番号が表示されるはずなのに、偽の電話番号が表示され、サービスを受
けるどころか、お金をだまし取られるなどというケースもあります。
インターネットという環境の中では匿名性、つまり自分の本当の
素性を明かさなくても言いたいことを発言できたり、面白半分で意
地悪を言っても直接誰かを傷つけることがないので、時折私たち
は気軽な気持ちで意見を言ったり、大げさな表現をしてしまうこと
もあります。実はこれらもまたエコーチェンバー現象に拍車をかけ
る要因です。不安定な世の中になってきて、誰もが不満を抱える現代社会で、自分を誰
であるかを明かさなくてもいいからといって、本来の自分とは全く異なる人間性をむき出し
にすることによって社会に大きな影響を与えてしまうということを、ネット社会に参加し、そ
こに生きている私たちは、よく認識している必要があるのではないかと思われます。そこ
のあなた、その動画、本当に大丈夫ですか？
/根本:東京出身 ジャクソンビル在住
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赤い小鳥とブルーな生活
「おうちが一番❢」
”There’s No Place Like Home”
シャーロットに越して来て感じることの一つが「海が遠くて山が
近い」。トライアングルと同じく、州央のピードモント地域に分類さ
れているが、そちらは海側、こちらは山側。最寄りのスキー場まで
二時間かからないほど山寄りだ。海派の私、猫に小判。
山に来たのは、年に二度しか門が開くことのない魔法の国へ
の切符を手に入れたからだ。王国の名は”Land of Oz”。ビー
チマウンテンにある、映画”The Wizard of Oz（「オズの魔法
使」）”のテーマパークである。
1970年に開園した”Land of Oz”は、グローバー・ロビンズという人物が作り上げた私設テー
マパーク。ロビンズ氏が開園を目前に病死、という悲劇にも拘らず、その年は40万人のゲストを
迎え、大成功を収めた。ところが、直後のオイルショックで入場者が激減した上に火事を出し、
たったの十年で閉鎖に追い込まれる。放置された園内は、侵入者たちによって破壊し尽くされ、”
ruin porn”として「廃墟マニア」の注目を集めるだけの存在と成り果ててしまった。その後、91年
の独立記念日イベントをきっかけに、少しずつ修復が進み、現在では初夏と秋の年二回、数日
間限定で一般公開されているのだ。
「オズの魔法使」といえば、竜巻でオズの国に飛ばされたドロシーが、仲間を得て、元の家に帰
り着くまでの冒険物語。小人族だの、空飛ぶ猿だのが満載の、古い特撮ミュージカル映画であ
る。パーク内にはドロシーの家などがあり、様々な登場人物が歩き回って、時折、歌や踊りを披
露してくれる。
山のてっぺんに位置するので、見晴らしが良い上に風が涼しい。気持ちいいね、とばかり隣を
見ると、息子の目が死んでいる。辺りでは幼稚園児くらいのちびドロシーやちび魔女が、悪い魔
女に怯え、良い魔女に擦り寄り、さながらハロウィーンのようにはしゃいでいる。残りの客は、といえ
ば、いささか平均年齢が高い。しまった、オズにノスタルジーを感じる中高年と、魔法を信じる純
粋なお年頃だけに見える素敵な王国、連れて来るのが十年遅かったか。
輝くイエロー・ブリック・ロードをだらだら歩いていると、素っ頓狂な半ズボンに尖った髪の小人
族、マンチキンズ（地元男子の皆様）が現れた。同年代の鉢合わせ、一瞬、素に戻って気ま
ずい空気が漂う。が、そこは数の勢いで、息子の手に巨大ぺろぺろキャンディを押し付けると、「写
真を撮ろうぜ、イエーイ！」と取り囲み、きちんと仕事を全うしたのであった。その後も案山子やラ
イオンなどに次々と遭遇したが、息子の口から出るのは「まだ？」ばかり。ドロシーは”There’s no
place like home（おうちが一番）”という呪文で帰宅できたが、こちらは二時間の運転が
待っているので、早めに発つことにした。帰り道、息子は爆睡。
家に着いて写真を確認すると、キャンディを握って苦笑いの息子とプロ笑顔のマンチキンズ。母
も疲れた、おうちが一番！
/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住
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-第17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1の時から自分の日本語力を最大限に使った作文とスピーチを書い
てきました。昨年は10分間のスピーチを全部暗記して、制限時間の7分に
合わせるため早口のスピーチで終わってしまったのですが、今年は7分のスピーチ
を書きました。授業中はおとなしい生徒ですが、日本語でもこのような素晴らしい
文才を発揮しています。 どうぞよろしくお願いいたします。

「インタネットと人々の関係」
今年の一月中旬、チャペルヒルに大雪が降りまし
た。町のいろいろな地域に住 んでいるたくさんの
人々が電力不足になりました。または私のように、断
続的に インターネット接続ができなかっただけの人
もいました。インターネットが接続で きなかった問
題は午後二時に始まり、私のパニックはその一時間後
に始まりまし た。その時間に、私ができることがほ
とんどないことを認識しました。すべての ソーシャルメディアやチャットアプリ
にはインターネットが必要でした。その時、宿題もインターネット上でしなければ
ならなかったので一層パニックになりました。
私は世界から孤立したような気がしました。全然おしらせはありませんでた。
報道はなく、メッセージもなく、アプリ広告もありませんでした。インターネット
は世界中で何が起こっているのかを迅速かつ簡単に更新できる方法です。昨日何が
起こったのかを知るために毎朝出てくる新聞を待つ必要はもうありません。私たち
は毎分、この世界で起きている大小のニュースがあることに慣れています。
インターネットで、私たちはつながりを保つことができます。インターネット
でつながります。母と私は中国にいる家族とはなれて地球の反対側に住んでいま
す。インターネットなしで、私たちが家族の顔を見ることができる唯一の時間は、
私た ちが二十時間かける中国に帰る時です。オンラインメッセージングとビデオ
チャッ トで旅行時間などは、もはや問題はなくなりました。私はこれがインター
ネットが提供できる最も重要な事だと思います。コミュニケーションの便利性で
す。
私は、母親が若いころの話しを覚えています。二十年前、インターネットはま
だ 普及しておらず、誰もが電話を持つことはできませんでした。毎年夏休みが終
わった時、母は大学に戻るために二日間電車に乗らなければなりませんでした。到
着した後、母は私の祖母に昔ながらの手紙を書きました。母が安全に大学にもどっ
たという 「ニュース」を知ることができたのは、一週後祖母が手紙を受け取った
時でした。 心配する人が安全であることを知るために九日間待たなければならな
いと想像することは難しいです。待っている週の間に，どのような苦しみがあった
でしょうか。 昼も夜も、同じことを考えます。「むすめは大丈夫だろうか？ むす
めは今どこに いるのだろうか。」
インターネットはこの問題を解決しました。私たちの旅路は長くなっていま
す。 以前は陸路で千キロ以上を旅しました。今は海をわたり、一万キロ以上を越
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えた旅にかわりました。でも、現在通信は以前より高速
です。私たちはあらゆる種
類のアプリを使ってコミュニケーションをとることが
できます。インターネット接続がある限り。私たちの飛
行機が着陸する瞬間、私たちは地球の反対側にいる祖母
にメッセージを送ることができます。「私たちは安全に
到着しました。心配する必要はありません。」と言えま
す。
吹雪の日に、母は同僚にデジタルファイルを送る必
要がありました。そして、接続の問題に気付きました。
Wifiを何回か修正して、失敗した後、私たちは諦めて、一緒に居間に座り窓の外
の雪を見つめていた時、私は過去の事を思い出しました。いつも母と一緒に同じ
テーブルに座って食事をしています。私たちは自分 たちの携帯を見つめていまし
た。あまり言葉の交換をしませんでした。私たちは電子機器なしでむきあって話
をしたのは何年かぶりでした。
会話は難しく始まりました。私たちは最初はあまり言葉を使いませんでした。
しかし、会話は時間がすぎるとともにより滑らかになりました。私は私の将来の
計画について話しました。今年の夏に卒業したかったことから、私が大学をおえ
て何を計画していたかまで。母は私が聞いたことがない母の子供時代の話を私に
語りました。そのころ人々はお互いを無視せず、家族の交流にもっと時間を費や
しました。私は、むきあってする会話にもっと魔法があると思いました。母と話
している時、私は母の感情を感じることができました。幸せか悲しいか。会話の
終わりまでに、以前よりもっと母にちかづいた気がしました。
会話の後、私はたくさん考えました。インターネットは接続を維持する能力を
強化しましたが、むかいあっての会話は、オンラインでのやりとりにはない親密
感 をさらに引き出すことができます。私たちは感情を伝え、共感し、感情を分か
ち 合います。私たちは、誰かを抱擁をしたり、背中を撫でることができます。
これは、データのストリームでは不可能です。もっと重要なことは、他人とのむ
かいあっての会話で、その人が真実をどのように感じているかを特定することが
できます。誰かの感情に応じて主題や声調（こわいろ）を調整することで、私た
ちはより良い会話パートナーになり、他の人とのつながりをより深く感じること
がで きます。
私たちは自分自身に質問をすることができます。家族とではなくどれくらい携
帯に時間を費やしていますか。
あまりにも多くの時間をソーシャルメディアに取り入れると、世界で何が起
こっているかの方が家族が何をしているかより知っていることになります。
世界は常に変化しています。私たちは最善を尽くしていますが、起こっている
すべてのことに追いつくことができません。しかし、常に私たちの後ろにサポー
トをする人々がいます。
私たちが家族からはなれて、自分たちの道を歩かなければならない時が来ま
す。その時、私たちはテーブルで家族と一緒に座ってむかいあってする会話に参
加する機会はあまりありません。ですから、携帯やラップトップをかたづけて、
まだ機会がある間に家族と一緒に過ごしてください。オンラインのメッセージを
今しないで一緒にいる間にむかいあって会話をしてください。
レベル4優勝者

ジュ・メイシュン イーストチャペルヒル高校
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“内耳、聴覚再生”
耳穴（外耳道）から鼓膜があって、その鼓膜の向こう側が３つの骨がピストンのよ
うに働いている中耳、その奥に内耳があります。内耳には聴覚と平衡機能を司る器
官がありますが今日のお話は聴覚器官のほうです。蝸牛（かぎゅう）Cochlea
（コークリア）という器官です。蝸牛はカタツムリの形をしていて大きさは基底が
９ミリ、高さが５ミリと、とても小さいのですがその中に 人の誕生時には１５，
５００ぐらいの有毛細胞があります。それらは大きな音やある特定の薬によりダ
メージをうけたりすると歪んだり、抜けてなくなったりしてしまいます。加齢によ
る損傷もあります。もちろん、有毛細胞がなくなると聞こえなくなります。われわ
れの頭の髪の毛とは違い、この有毛細胞はなくなってしまうと再生されないので
す。写真の左が正常な有毛細胞、右は、損傷を受けて無くなっています。

人間の有毛細胞は再生されませんが、１９８７年ににわとりの有毛細胞が再生され
ることがわかりました。ではなぜ哺乳類では再生しないのか、というのが、世界中
の科学者によって研究されています。再生治療を行う方法として考えられるのが、
薬剤、遺伝子、細胞を局所に導入するというものですが、内耳とくに蝸牛の構造は
複雑で、繊細であるためとても難しい課題です。最近では２０１７の秋、英国で薬
剤を２４人の被験者に、２０１７年１２月にはオーストラリアのメルボルンの病院
で９人に薬剤が試されたとあります。薬剤は鼓膜から注入されました。これらの治
験はまだまだ初期段階で副作用はでていないとのことですが効果をみるには２-３
年かかるようです。内耳、聴覚再生はまだまだ先のことです。ですから 大きな音
で音楽をきいたり、赤ちゃんを大きな音がするイベンドに連れていく時には十分な
注意が必要です。ティーンエイジャーのひとたちもダメージを受けた聴覚はもどら
ないと頭にいれておいてください。
/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville
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VS

「15話：優越感にひたりたいのか？」
かれこれ１０年近く,元姑は家に自分の呼んだお客が毎回
訪れると,私に召使のように物を言いつけては自分の立場が
いかに大きいかを皆の前で見せようとし,夕飯ももちろんのこ
とながら私に作らせるのですが,私が座って夕飯を食べようと
する機会を絶対に持たせないように,細々と頼みごとを言い
つけては常にキッチンに行ったり来たりさせるか立っている
かと言う状態を保とうとしました。もう夕飯も終わり,これ以上言いつけることがなくなると
私はやっと座ることが出来るのですが,元姑とお客が座っているテーブルには座らせて
は貰えず、同じ応接間ではあるものの別の離れた場所に独りで座るように命じられ,そこ
でご飯をやっと食べさせて貰えるのです。もちろん彼らの話に参加などは全くさせては
貰えません。夫もそこに居るのですが,その夫も私にこちらに来て一緒に座るようになど
とは全く言うことはありません。さすが元夫もあの女性から生まれそしてきちんとその女
性から教え込まれたこの家のしきたりを守ってきた暴君です。自然に身についたと言っ
た方が良いでのしょうか。
今ならハラスメントなどと言われることでもこの家ではそれが常識、私はもはや人間、
いいえ虫けら以下の存在でした。元姑が以前嫁であったころ食事は一番最後,そしてお
風呂も終い風呂と話していましたので私にも同じ思いを味あわせたいところなのでしょ
う。私もそのような扱いに怒りや不満が溜まり我慢できず反発する時もありましたが,そ
んな時何故か彼女はハンガーを持ち出して私の前でそのハンガーであっちこっち叩き
まくりました。何故ハンガーなのかが分かりませんがとにかくバチバチ叩きまくって怒り
を発散していました。その次の数日は決まって無視の日々が続きます。
会社は生命保険会社なので女性ばかり。営業所内の様子をよく
元姑から聞かされましたが同僚の外交員達はこの姑と殆ど同じタ
イプの女性ばかりです。外で時折この女性の方たちに会うことが
あるのですが,その時は上から下までジーっと見られその後嫌な顔
で挨拶をされます。おそらくこの姑が私の良くない噂話をよく同僚
達に話しているのがすぐに分かりました。保険の外交員のすさまじ
さをよく姑から聞かされましたがこんな話があります。仕事の後打ち上げをする為カラオ
ケに行くことになりその後二次会には居酒屋で飲む兼食事に行くことになりそこに子連
れの母親達がいたようですが、元姑を含めた外交員達が,その母親達に対し「こんな時
間にしかも子供を連れてあんた達居酒屋に来るなんていったいあんた達どういう常識し
てるのかね！」と怒鳴りつけたと言うのです。常識常識と言うけれど見ず知らずの人に
偉そうに全くの他人が言うことが常識なのでしょうか？それも大勢の女性がほんの２人
ばかりの若い母親たちに責めたてるという行為は卑怯極まりない行為と私は感じてい
ました。逆に大勢だから言えることも、1人ならおそらく控えたことでしょう。恐るべし熟女
パワー！
/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/
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9月は、自分の好きな街を再訪する機会に恵まれた。ベルリン、ロンドン、ブダ
ペストは、個人的にヨーロッパの好きな街ベスト3だ。あまり繰り返し同じ街には
いかないが、再訪には再訪なりの楽しみもある。
仕事の都合もあり、あまり初秋に遠出はしないが、ベルリンの鉄道イベントに参
加したく、無理に計画を立てた。イベントはもちろん楽しんだのだが、偶然学会参
加中のアメリカの友人と、夜会う機会があった。一度はグルジア料理の店、もう一
度は、再開発初期の、鉄道の車庫の跡地を利用した、クラブでのライブだった。初
回の訪問では、まず行く事は考えないが、レストランは、食べ物にうるさい友人を
唸らせるだけの味であり、クラブも、地元の若者相手の前衛的なスペースで、肩肘
張らずに、一緒に混ざって楽しめた。
ロンドンは、昨年、モロッコで知り合ったロンドン在住の友人に声をかけたら、
運河沿いに、ビクトリアパークという公園まで歩くことを勧められた。街中の喧騒
とは打って変わった、普段着のロンドンを堪能したのだが、ビクトリアパークで
は、紅葉が始まっていて驚いた。初秋のロンドンは、よく考えたら10回以上の滞在
にして初めてだった。いずれも、新鮮な景色で、時差ぼけで3時間フライトが遅延
して到着し、疲労困憊していたにもかかわらず、とてもリラックスできた。その後
その友人とパブでビールを飲みながらの再会のひと時もいい思い出だ。
ブダペストには一年留学していた都合、当然9月も経験している。今回は、当時
からの日本人の親友に会うのが主目的で、泊めてもらった上にたいそうお世話に
なった。留学は四半世紀近くも前の話で、その後も何度か訪れているが、冬期の滞
在が続いていた。しかし、今回は、当時から街が随分と綺麗に明るくなったことに
気づいた。冷戦の影響が残っていた頃からの変化だから、当然なのだが、冬の中欧
はとにかく暗い。石造りの重厚な建物の街だとなおさらだ。しかし、9月の光の中
で見たブダペストは、石畳も中欧特有の黄色い壁の建物も、ドナウ川を行き交う船
も、そして、泊めてもらった公園に面した広い部屋も、華やかに輝いていた。
旅は、いつも同じところに行くのでは勿体ない。だが、季節が変われば街も変
わるし、また2回目・3回目の滞在になれば、その分だけ深く街を理解する事もでき
る。友人との再会があれば、なおさらだ。たまにはそういう旅行も悪くない。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住

25

ごちそうさまぁ～❢
「クリスマス料理・サイドメニュー編」
*柿のサワークリーム和え
良く熟した、柔らか目の柿、サワークリーム。柿の外側を
容器として使うので、注意し、ヘタの周りをナイフで切る
（蓋にする）。中身を掻きだし、適量のサワークリームと
和えて、再度柿の中に詰める。
*ライムのカプレーゼ
ライム、ミニトマト、モッツアレラチーズ、サラミ、パセリ。
ライムを器として使うので、半分に切り中身を掻き出す。ミニトマト、モッツアレラチー
ズ、サラミを細かくサイの目に切り、和える。これをライムの器に詰めて、上にパセリを
ガーニッシュとして載せる。
*紫芋と白ナタマメ
紫芋、コンデンスミルク、白ナタマメ（煮た物又は甘納豆）。紫芋を輪切りにし、電子レン
ジで5分ほどかけ、柔らかくマッシュする。これにコンデンスミルクを少量ずつ混ぜて良く
練る。粘土のような硬さを目安に。紫芋ペーストを丸くまとめ、器に入れる。これに軟ら
かく煮た白ナタマメを添える。
＊カポナータ
（カポナータはナスが主体の煮込み料理ですが、ここでは彩にズッキーニも入れます）
茄子、ズッキーニ、トマト、ししとう、パプリカ赤＋黄色、白ワインビネガー、砂糖、オリー
ブオイル。これらの野菜類を見栄え良く、かつ、小さめに切り、フライパンに大匙2ほど
のオリーブオイルで高温で素早く炒め、仕上げに白ワインビネガー大匙1、砂糖大匙1
を加えて、甘酢漬けのような味わいに仕上げます。ここは野菜の色が褪せない様に手
早く仕上げます。粗熱が取れたら、器に色あい良く詰めていきます。
*カリフラワーのオーブン焼き
カリフラワ1株、顆粒チキンコンソメ。オーブンを350℉に予熱する。カリフラワー1株を食
べやすい大きさに切り、深さのあるオーブンパンに並べ、顆粒チキンコンソメ大匙1を
カップ1杯の湯に溶かしたスープをかけ回す。これをオーブンに入れて、約1時間焼く。
表面がちょっと焦げたくらいになったら、取り出し、粗熱をしっかりとる。

クリスマス・リース・サラダ
クリスマスらしい、簡単なサラダ。基本的に並べただけです。
レタスやアジアン・マスタード（ミズナ、からし菜）などの、葉
の形がきれいなグリーンを使って、野菜のみで飾り付けま
す。丸い大きな皿にリースを作るつもりで。この作例は、スラ
イスしたラディッシュ、星形に型抜きした大根、サツマイモ（輪切りにして、茹でるか電子
レンジで火を通したもの）などで飾りました。ドレッシングは別に添えます。取り分ける
方のお好みで使っていただくようにします。
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ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

マーラーカオ（中華蒸しパン)
＜材料＞（110㎖ カップ6個分）
卵-2個 三温糖（なければ砂糖)-100ｇ 牛乳-25㏄
A：小麦粉-90ｇ ベーキングパウダー-小さじ½ 重そう-小さじ
½
太白ゴマ油（透明なゴマ油、なければサラダ油)-40㎖ 醤油-小さじ-½
＜作り方＞
① 卵と三温糖をもったりするまで混ぜる。
② 牛乳を加えて混ぜる。
③ Aを合わせたものを加えて混ぜ、ゴマ油、しょうゆを加えて混ぜる。
④ カップに流し、蒸し器にいれて中火で15分蒸す。
/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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Mi Cancun
1106 Grace Park Dr, Morrisville, NC 27560
モーリスビルにできた新しめのメキシカンのお店です。新品の店
内はスポーツバー然。所謂メキシカンとは違うので、気軽に入り
やすい雰囲気です。お店の目玉は、何といってもメキシカン鉄板
焼きともいえる「Parrillada Mix」出てくるのはお皿3枚！ほと
んどアントレ並みの量をほこるサイド・メニューのpico de gallo, グアカモー
レ・サラダ、スパニッシュ・ライス、ビーンズに加えて温めたトルテイーヤが一
巻き6枚！！そして「メキシカン鉄板焼き」！エビ、グリルド・チキン、牛ステー
キ、カルニタス（豚）、チョリゾーと肉が一通りそろった上に、野菜のグリル。
すごいボリュウムですが、これで1人前です。標準は2人前らしい！！こんな「鉄
板焼き」でも＄19で収まってしまうという超お得な値段設定です。＄20を超える
メニューがありません！味にお値段、お店のきれいさと静かさでお勧めです。

年末はクエン酸で大掃除
クエン酸で水回りのお掃除をしたことがありますか？もうしている方は、クエン
酸のパワーの素晴らしさをご存知かもしれませんが、まだ使ったことがない人は
是非一度はお試しください。特にクエン酸は自然なものからできているので、洗
剤を使っている時のような、頭や喉が痛くなったりすることもありません。クエ
ン酸は英語ではCitric Acidです。料理にも使えるので、スーパーでも粉末を見か
けます。クエン酸水の作り方はスプレーボトルに水１００CCに対して小さじ２分
の１程度のクエン酸の粉末を入れてよく溶かします。蛇口、洗面台やキッチンの
シンク、シャワーヘッド、浴槽、トイレの便器など、水垢で汚れている所などに
スプレーすると綺麗になります。また、こびりつきがひどい所などは、ゴム手袋
をして直接粉末を振りかけて軽くこすると汚れが落ちます。クエン酸には消臭効
果もあるので、気になる生ゴミにスプレーしておくと匂いも消えます。また食洗
機の内部の水垢をとるには洗剤を入れる所にクエン酸の粉末を入れて食器を入れ
ずに食洗機のスイッチを入れてください。スッキリきれいになります。有毒ガス
が出るので、塩素系の洗剤とは決して混ぜないようにしてください。簡単にきれ
いになるので、お掃除が楽しくなると思います。

TRIANGLE AREA 初

本格ラーメン屋

点矢らーめん
Ten-Ya Ramen
Triangle 地区で1992年より本格的なタイ料理を作り続け、
数々の賞を受賞しています。お気軽にお立ち寄り下さい。

Inside Sawasdee Thai Restaurant and Bar
6204 Glenwood Avenue, Ste 120 Raleigh, NC 27612
Tel: 919-781-7599
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？

11月6日は選挙でしたね。投票権のある方は投票されたでしょうか？
あまりにたくさん投票する項目があるので、びっくりされた方もい
るのでは？私は、不在者投票をしました。不在者投票ですと、家に
投票用紙が送られてきて、ゆっくりインターネットで候補者のウェ
ブなどを見ながら、選ぶことができます。そこで、今回の選挙に際
して、調べた単語を挙げてみました。裁判官の方を選ぶときに調べた単語です。
expungement 犯 罪 記 録 の 抹 消、incarceration 投 獄、監 禁、収 監、幽 閉、
peremptory確定的な、議論の必要のない（法律用語）、gubernatorial -知事の。
gubernatorial は 面 白 い で す ね。名 詞 は governor で "ov" な の に 形 容 詞 に な る
と "ub" に な っ て し ま い ま す。こ れ は、覚 え て お い た ほ う が い い よ う な。知 事
governorは、ラテン語のgubernātōremが語源だそうです。
/Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在

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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トライアッド かわら版

Triad Triad

2018年12月-2019年2月のイベント
*Holidays at Reynolda (Reynolda House & Museum, Winston-Salem) $18/大人
日時：11月14日(水)から12月31日(月)まで火曜から日曜まで
ビルトモアハウスの（かなり）縮小版のようなReynolda House（レノルダ・ハウ
ス）がビルトモアのように豪華なクリスマスの飾りでクリスマスの雰囲気を醸し出
します。クリスマスの音楽も流れ、一気にホリデーシーズンの気分になれます。
Ashevilleまで行けない人は是非どうぞ。
*Festival of Lights at Tanglewood Park, Clemmons 入場料車一台$15～
日時：11月16日(金)～1月1日 NC州で一番有名な野外のクリスマスライトデコレー
ションです。たくさんのクリスマスライトの下を車でゆっくり見て回ります。途中
にはギフトショップや焼きマシュマロを食べるところあり。
*Triad Holiday Concert (Burlington, Greensboro & Winston-Salem)
地元のシンフォニーによる無料(缶詰寄付)のクリスマスのホリデーコンサート
日時：12月7日(金)7:00PMからBurlingtonのWilliams High School
12月14日(金) 7:30PMからGreensboro Coliseum
12月15日(土) 7:30PMからLJVC Coliseum in Winston-Salem
*Christmas Puppet Show at Körners Folly (Kerversville) $10/大人、$6/子供
日時：12月1日(土) 10AMか、7日（金）6:00PM
豪華な調度やデコレーションがあるユニークな1820年代の住宅の中にある小劇場で
の子供向けのパペットショーです。入場料はこの旧住宅兼博物館の入場料に含まれ
ています。クリスマス用のデコレーションも一緒に楽しみましょう。
*Winter on the Western Frontier 入場無料（$2の寄付を希望）
日時：12月15日(土)
Fort Dobbs State Historic Site, Statesville
1756年にフレンチ・インディアン戦争のために建てられた要塞跡で、当時の兵隊や
家族の服を着た人たちが当時の軍隊の駐屯地の様子を再現し、当時の生活の様子を

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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実演しています。
*アイススケート(Greensboro downtownとWinston-Salem Fairground)
GreensboroはダウンタウンのLeBauer Parkの屋外スケート場で（1月末頃まで）、
Winston-Salemはフェアグラウンドの中のビル内の屋内スケート場（4月まで）
で、アイススケートができます。またGreensboroにはIce Houseという通年のアイ
ススケート場ができました。ここではレッスンもあります。
*Greensboro地区日本人クリスマスパーティー ＄5/人、＄8/夫婦、＄10/家族
日時：12月15日正午～午後3時 場所：HQ Greensboro
ポットラック形式です。何か料理を一品ご持参ください。買ってきた料理でも大
丈夫です。 詳細のお問い合わせは、Nihonjinxmas@yahoo.com（１２月8日厳守）

クリスマスの精神が現れているエンジェル・ツリー
クリスマス・プレゼントはイエス・キリストの誕生を祝って3人の賢者が東方
から駆けつけ、お祝いのギフトを持ってきたことが原点です。現在でもその精神
を受け継いで、各種の慈善団体が恵まれない人たち、特に子供たちにクリスマス
のプレゼントをあげるという習慣があります。この時期ショッピングモール等に
行くと、Salvation Armyという慈善団体が提供するAngel Tree（エンジェル・ツ
リー）というクリスマスツリーがあり、そこには、恵まれない子供たちの情報が
書かれた札が飾りのようにぶら下がっています。この札を取って、子どもたちが
欲しがっているおもちゃや服などを買って、一人でも多くの人が明るいクリスマ
スを過ごせるように協力してみてはいかがでしょうか。特にお子さんがいる人
は、自分の子供たちが自分より恵まれない子供たちのために自分のお小遣いから
何かを買ってあげるなど、子供の思いやりの心を育んであげることも大切です。
他にもMarine Corp（海兵隊）が推進しているToys for Totsでは、恵まれない子
供たちに贈る新品のおもちゃやぬいぐるみなどの寄付を募集しています。また、
地元の各種慈善団体でも同様なことをしています。それぞれの団体では現金の寄
付も受け付けています。不足しているブレゼントはこの現金で買います。

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

32

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

1 2- 3 月 トライ ア ングル の

イベント・スケジュール

12/12-16
1/4-6
1/8-13

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
A Christmas Carol
DPAC
Shen Yun Performing Arts
DECPA
Fiddler On The Roof
DPAC

1/22-27

Miss Saigon

DPAC

1/25-27
2/12-17

Carmen - North Carolina Opera
Mamma Mia!

DECPA
DECPA

3/12

Elton John Farewell Yellow Brick Road Tour
ファミリー/子供向けイベント

PNC Arena

11/23-12/24
12/5-9
12/7

Rudolph the Red-Nosed Reindeer: The Musical
Disney On Ice presents Mickey's Search Party
An Evening with Elves

DECPA
PNC Arena
Marbles Kids Museum

12/8

Take a Photo with Santa at the Old Mill

HistoYates Mill County Park

12/8

Grinch Candy Cane Hunt

12/8

Chapel Hill - Carrboro Holiday Parade

12/8

Holiday Parade and Fun Fest

Fred G. Bond Metro Park
Downtown Chapel Hill and
Carrboro
Downtown Durham

12/15

Gingerbread Jamboree

Marbles Kids Museum

12/30

Harlem Globetrotters

PNC Arena

2/2

PBS Kids Live - Bob Nocek Presents

DECPA

2/7-10

Corteo by Cirque du Soleil

PNC Arena

2/9

Disney DCappella

DPAC

2/15

Junie B. Jones, The Musical

Raleigh Little Theatre

2/24

The Wild Kratts LIVE! 2.0

DPAC

3/8-10

Sesami Street Live

DPAC
その他のイベント

12/6

State Capitol Tree Lighting Ceremony

North Carolina State Capitol

12/8,9

47th Annual Historic Oakwood Candlelight Tour® Historic Oakwood/ Raleigh

12/31
3/9

Downtown Raleigh
UNC Chapel Hill

12/14
12/15

First Night Raleigh 2019
Basketball DUKE vs. UNC-Chapel Hill
日本人関連イベント
クリスマスパーティー
トライアングルコーラス

12/15

Greensboro地区クリスマスパーティー

HQ Greensboro

12/15

年末お餅つき大会

Carolina Pines Community Ct

1/11
1/19
1/25

日本料理の講習と試食
トライアングル新年会
ブルーグラスコンサート

R First Baptist Church
Duke Garden
R First Baptist Church

2/8
2/22

キャンドル作り
NC歴史博物館ツアー

St. Mary’s School
NC History Museum

R First Baptist Church
R First Baptist Church

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

33

編集後記
昨日、恒例の健康診
断を受けました。ドク
ターに「そろそろ骨の状態を
調べたい」と言ったら「骨の
検査は60歳過ぎてで大丈
夫!」と言われたがどうも気
になる。そこで、ドクターに
頼んで昨年と身長を比べても
らったら、ショックな事にな
んと2.5センチも縮んでいま
した。そこで、ドクターも慌
てて(こちらが聞く前に、
ちゃんとチャートを見てほし
い。。涙）年齢的に「骨粗鬆
症 」の疑いがあるかもだっ
て。「確かさっき言ったよね
～骨の検査は60歳過ぎで大丈
夫だよ～って」と言いたい言
葉を飲んだ。やはり、ここは
アメリカ。自分の身は自分で
守らなければ、ドクターもあ
てににならずと経験。来月テ
ストを受けることに。考えて
みるとエンプティーネストに
なってから、食事作りも面倒
くさくて炭水化物に偏ってい
た。これからテストまで、毎
日カルシウム摂取を試みる。
さて結果のほどは。。。健康
診断時に受けたフルーショッ
トが全然痛くなかったのが慰
め。良い新年を❢
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」 2018年冬号/第60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。
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)

★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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