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Hot News!! 

Boom超音速旅客機 in グリーンズボロ 
 

コロラドにある超音速旅客機(スーパーソニック)『オーバーチュア』の開発・運行を目指す

ブーム・テクノロジー社は、その製造、試験飛行、またカスタマーへの機体受け渡しの軸と

なる施設をノースカロライナ州Greensboroに建設することを発表しました。2024年、 製造

を開 始し、2025年には初号機完成、その翌年に飛行開始、2029年に搭乗客を乗せての

運行を開 始する予定です。搭乗客数は66から88人乗りとされ、飛行スピードは、マッハ

2.2で東京ーサ ンフランシスコ間を5時間30分、シアトルー東京間は4時間半で結びます。

2030年までに1750の雇用を生み出し経済効果はこれからの20年で、約320億ドルと見込

まれています。JALが20機分の優先発注権を出資と共に獲得し、ユナイテッド航空は15機

を発注済みです。エンジ ンを3基備えたオーバーチュアが騒音や運賃などの課題を超

え、私たちの上空で飛ぶ姿を見 られる日も近いようです。 

 

コロナ禍の渦中でーSpotfy上での論争 
 

数ある音楽ストリーミングサービスで30%のシェアを有するSpotifyですが、あるポッドキャ

スト番組のMCを巡り話題になっています。ポッドキャスト(ラジオ番組)のリスナーが約

1000万人と言われるジョー・ローガン氏の番組”The Joe Rogan Experience”の中でロー

ガン氏のコロナ、特に若者へのワクチン接種やワクチンと心筋炎に関する情報が医学的

証拠がないものであったと物議を醸しています。それに対し、往年のシンガーソングライ

ター、ニール・ヤング氏 が自身の楽曲をSpotifyのプラットフォームでの配信を停止するこ

とを発表、他の歌手もそれに 続いています。コロナの影響が音楽業界にも飛び火してい

るようです。 

 

デジタル化が進む中でー 
 

年末年始のご挨拶もメールやデジタルカードが増え、実際に郵送などで届くホリディカー

ドの数は少なくなったように思います。ペンを取り切手を貼ってポストに投函するという作

業もスペ シャルな感じがします。インターネットを介してのメールやLINEやテキストで離れ

て住む友人や 家族と気軽にそして安価に連絡が取れる便利な時代です。First class mail

の取扱数を見ると 2000年の103億通を最大値として、2020年では約半分となっています

(USPSサイト調べ) ただし思いがけず切手の貼られた手紙が届くのは嬉しいものです。

USPSからは寅年に因ん だ切手も販売されてます。季節のご挨拶など懐かしいあの人に

お手紙を書いてみるのはいかがでしょうか。  

 

アメリカの季節の風物詩ーGirl Scout Cookiesにもコロナの影響？ 

 
コロナ禍においては、意外な業界にも影響があるようです。ザ・ウォールストリートジャー

ナルは、毎年1月頃から街先で見かけるGirl Scout Cookiesのテーブル販売も例に漏れず

影響を受け、材料費などの高騰から一箱あたり＄１〜2程度の値上げ、また地域によって

は深刻な品薄になる可能性もあると報道しました。100年ほど前に始まったGirl Scout団

体を支えるために始まったGirl Scout Cookiesの文化ですが売り上げは毎年約＄８００ミリ

オンとも言われています。コロナの影響は私たちの身の回りでまだまだ続くようです。 
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         H-1B企業登録 

 
2022年3月1日にH-1Bビザの企業登録の受付が始まります。そのポジションには、大学レベル

の特定の専攻分野を通して習得した知識や技術が必要であることが条件です。 

年間枠制限：一般枠は一年間に6.5万枠、アメリカの修士号以上の学位保持者は追加で2万

枠。一般枠中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。 

オンライン登録システム：4月1日から受付が始まります。ここ数年H-1Bの申請者数は年間枠

を大幅に上回っているため、申請者はオンライン上の無作為の抽選で選ばれます。雇用主は3

月1日東部時間午後1時からから3月18日東部時間午後12時までの間に移民局のmyUSCIS オ

ンライン・アカウントに会社情報とH-1B申請社員の情報を登録します。登録費用は一人につき

＄10。登録が受理されたらオンライン・アカウントにSubmittedという表示がでます。抽選に当選

すれば3月31日までに表示がSelectedという表示に変わります。ここ数年間、当選確率は30％

～50％前後。ただ、米国の修士号や博士号保持者は一般枠で当選しなければ、再度大学院

枠の抽選に掛けられるので、大卒者よりは当選確率が少し高くなります。 

H-1B申請：当選者は4月から6月の間にH1B申請書類を移民局に提出します。6月までにH-1B

の年間枠が償却されなければ、7月に第２次抽選があります。第２次抽選に当選すれば8月か

ら10月の間にH-1Bを申請することができます。 

H-1B年間枠免除：H-1Bの延長申請、過去6年間にH-1Bを取得した人、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（例えば、大学からインターン生を受入れて

いる病院等）、政府や民間の非営利研究施設等は、年間枠の免除対象となるので、年中いつ

でもH-1Bを申請することができます。ただ、H-1B枠免除団体からH-1B枠対象企業へ転職する

時は、新たにH-1Bの年間枠の対象となるので注意が必要です。 

複数企業・転職：スポンサー企業での就労に限定されます。転職希望者は、新規雇用主が新

たにH-1B申請を移民局に提出。H-1Bはパートタイム申請も可能な為、雇用主が複数いる場

合は、それぞれの雇用主が申請することで、同時に複数企業で就労可能。枠免除団体を通し

てH-1Bを取得していれば、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を同時雇用主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。H-1B枠対象企業のみで就労する

ためには、年間枠に当選しなければなりません。 

申請料金：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。社員が50名以上

いる場合、社員の50％以上がH-1BやLビザ保持者であれば、従来の申請費用に加え$4,000

の追加申請費用が課せられます。特急申請を希望する場合は、特急申請料金＄2500を支払

えば15営業日（3週間）以内の審査となります。 

平均賃金遵守：雇用主は就労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。労働局が発表している平均賃金には４レベルあ

り、学歴や必要経験年数によって賃金レベルが設定されます。 

その他遵守事項：H1B雇用主はH-1B社員の賃金と平均賃金など雇用情報をPublic Access 

Folderに保管する義務があります。移民局や労働局など政府の監査、或は社員など第３者か

らの要請があればこの情報を開示する必要があります。また、H-1Bの承認期間終了以前に、

雇用主の都合でH-1B社員を解雇した場合、H-1B社員が自国に戻る航空券の費用をオファー

する必要があります。 
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        ブルーグラス音楽 
   

 ブルーグラス音楽とは、1945年にマンドリン奏者Bill 

Monroe(1927–1996)が始めた音楽でマンドリン、フィド

ル（バイオリン）、ギター、バンジョー、ウッドベース（コ

ントラバス）からなるストリングバンドで演奏される音

楽のことを言います。基本５人編成ですが、ドブロギ

ターという（ギターを横にしてバーを使ってスライドし

て演奏するような楽器でハワイアン音楽などに使用

される）楽器も加えて６人編成になることもあります。

基本的にアコースティック楽器で、サウンドとしてはカ

ントリー音楽の親戚のような音楽ですが、より即興性

が高く、テンポが速い曲も多く、ブルースの要素も強

く含んでいます。近年の若手プレイヤーたちはジャズ

エッセンスを含んだような小洒落たフレーズを取り入れます。各々がソロパートを取り、そ

の演奏技術を披露して行く音楽です。もちろん音楽鑑賞としての嗜好性もありますが、そ

れぞれのパフォーマンス性が高いのでライブ鑑賞向きの音楽でもあると言えます。カント

リー音楽との決定的な違いは、ブルーグラスには、ドラム、エレキギター、スティールギ

ターをはじめとするエレクトリック楽器がなく、電子音がないため素朴に聞こえるかも知れ

ません。ここRaleigh市で毎年9月の最後の週から一週間かけて、ダウンタウンで

International Bluegrass Music Association IBMAという団体が開くインターナショナルフェ

スティバル”IBMA Bluegrass Ramble”があります。ダウンタウン全体が会場になるので、

平日はバーやライブハウスなどでライブ演奏が繰り広げられます。金曜と土曜日の夜は 

red hat amphitheater schedule の大きなスクリーン会場でトッププレイヤーたちの演奏が

行われます（別売）。2022年は平日は1日チケット30＄、平日3日間60＄で販売されます。 

詳しくは、IBMAサイトにて https://worldofbluegrass.org/ramble/ 

 
  初めまして、荒川裕史（あらかわ ひろし）と申します。広島県府中市という小さな街で育

ちました。母親は横浜市出身ということもあり、大学進学は明治学院大学へ入学しまし

て、横浜市に引っ越しました。ブルーグラス音楽との出会いは１３歳の時に母方の祖母が

亡くなり、祖母はクリスチャンであったこともあり、葬儀は横浜の祖母の通っていた教会で

行われました。教会での葬儀の際に母と叔父の知人でもあった笹部益生さんというギ

ター・ボーカルの演奏者が来られ演奏された時に、非常に感銘を受け彼から影響を受

け、この音楽を始めました。その際にバンジョー奏者の方もいらして、教会に響き渡るバ

ンジョーの音に笹部さんの歌う賛美歌の素晴らしい音色が乗って乗って、おばあちゃんを

亡くしたことの悲しみに堪えきれずに涙を流したことを今でも忘れません。笹部さんは日

本を代表するブルーグラス音楽のギター弾き兼ボーカリストで、毎年アメリカで演奏され

る方であることをその後知りました。今回アメリカへ来る前にも横浜でお会いしまして、現

在もご健在です。僕はその時広島に住んでいました。１５歳の夏に今まで投手として活動

していた野球部を引退して、横浜の笹部さんからご紹介を受けた広島在住の当時アメリ

カから帰国したてのマンドリンプレイヤー前田宏樹さんからギターレッスンを受け始めて

約2年間レッスンを受けこの音楽の世界にどっぷり嵌まり込みました。その後、横浜へ移

住し、明治学院へ入学し、2015年に同大学を卒業後、同年6月26日にノースカロライナ州

のラリー市へ移住しWake Technical Community CollegeでESLプログラムへ在学しなが

ら、ローカルのブルーグラスコミュニティで本場の音楽を吸収して行きました。ほとんど英

about:blank
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語は話せなかったのでいろいろと苦労しましたが、ダウンタウ

ンへ遊びに行った際に、ふと見かけたフライヤーに”beer and 

banjo” every Tuesday night 6;30-9:30” と書かれていたので、

これだ！と思い、翌火曜日にギターを持って会場のバー・レス

トランへ向かいました。言葉はうまく話せませんでしたが、音楽

を通してコミュニケーションできるはずだという根拠の無い確信

を持っていたので、躊躇い無く入って行けました笑。そこでこの

イベントのオーガナイザーCraig Reed氏と出会いました。その

後再び一”beer and banjo” を訪れるきっかけとなったのは、日

本に在住経験もあり、日本の友人から紹介してもらったブルーグラスミュージシャンの

Joe Troopさんがゲストバンドとしてそのイベントへ参加する日でした。そして終盤に

ジョーから誘いを受けて数曲一緒に演奏する機会をいただいた時に、初めてこのイベント

のホストHank Smith氏と一緒のステージにたち、その後お話しする機会が出来ました。そ

こで僕は”毎週少しだけでもいいので一緒に演奏したいんだ”と彼に伝えると”もちろん、

是非楽器を持ってきて”と快く受け入れてくれてそこから毎週彼と”beer and banjo” で演

奏するようになり、１ヶ月後には全ステージを一緒にさせてもらえるようになりました。 

 

＊“beer and banjo”  2015年の9月〜2016年の8月まで約一年間 ダウンタウンのTir na 

nOg（2015年の秋に閉店しています。）とRaleigh Times Bar(2015年11月から現在まで）に

てbeer&banjoというイベントでバンショー奏者のHank Smith と ホストをしていました。 

＊Hank Smith:ラリーを代表するバンジョー奏者でUNC大学の Department of Musicで講 

 師として学生にバンジョー・ギターレッスンも提供している。彼のバンド: Hank, Pattie & 

the Current, Bearfoot Mannner. 

 

 その後、2016年の9月からETSU (東テネシー州立大学)へ編入。同大学の”Bluegrass, 

Oldtime and Country music studies”から奨学金を授与してビジネスプログラムの方から

メインで授業を取って、大学院への入学を試みていた。2016年9月- 2019年12月）しかし

ながら、一学期目もいよいよ終盤であった、2016年11月26日にラリー市で友人と当時交

際していた彼女との感謝祭の夜を過ごしていましたが、彼女の親戚のいるKnightdaleへ

彼女の運転していた車で向かっている際に交通事故にあってしまい、僕は頭蓋骨骨折と

それに伴う脳内出血、肋骨骨折から肺に骨が到達し外傷性気胸を患ってしまい、１ヶ月

のICUと４０日間リハビリセンターに居ました。残念ながら彼女はこの事故によって命を落

としてしまいました。この事故後日米ともに数々の人たちからのサポートがありました。

beer & banjoのイベントオーガナイザーCraig Reed氏が設置した”GoFundMe”へは日本と

アメリカの沢山の友人から寄付が集まりました。Hank Smith氏による募金活動などでもた

くさん人に支えて貰って、医療費に当てることが出来生還することが出来ました。その後

2017年2月初旬にWake Med 病院から退院して、一度日本に帰国していましたが、2017

年の秋学期にまたETSUへ復学しました。様々な壁がありましたが、2019年の12月まで在

学しなんとか大学院へ申請するのに必要な単位をとり終えて、このコロナウィルス蔓延の

時期を経て2022年の春学期1月からETSUの公共経営学の大学院大プログラムへ入学

することが出来ました。現在もオミクロン株が蔓延中で大変な時期を過ごしていますが、

みなさまくれぐれもお気をつけ下さい。また、私のこの記事通して多くの方にブルーグラス

音を知ってもらえると幸いです。                                            

/荒川 裕史:広島出身 テネシー州在住 
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  -第20回NC州高校生日本語スピーチコンテスト- 
 

レベル４の優勝者の王リサさんは、イーストチャペルヒル高校で日本語を勉強

している１２年生です。昨年は「加計学園杯日本語弁論国際大会決勝」にアメリ

カの代表として参加しました。日本語を勉強している理由は日本文化に興味があり、大

学ではアジアや、国際関係を勉強したいそうです。高校生の時は日本に行くことができな

かったので、大学生になったら、日本に留学したいという夢を持っています 

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

 

初めまして、王リサです。スピーチは言語差別についてです。 

会ったことがない人と出会った時、みんなは私がしたように、普段一番最初の行動は挨

拶と自己紹介をします。顔や服からその人の第一印象が決められるかもしれないけど、

その人のアクセント、つまり言葉の発音こそはその人を物語ります。例えば、私の場合、

アクセントがないと思ってくれたら嬉しいけど、日本語を話す時、中国語のアクセントが必

ず出てしまいます。日本語を学んでいる外国人にとって、このアクセントは完全に普通の

ことです。でも普通だと信じているのに、私はいつも標準語がきっちり言えないためにす

ごく落ち込んでしまいます。もちろん、この悩みを持つ人は私一人ではありません。第二

言語を学ぶ人、移民した人、祖国の南部から北部に引っ越す人でも、この悩みがありま

す。アクセントが出る時とか言葉の発音がおかしい時、私達が感じているこの違和感や

不安の根源はアクセントにたいしての偏見のせいです。こう見れば、ただのもう一つの小

さい問題だと思ってしまうでしょう。でも、みんなの頭の中にあるこの小さな悩みは「言語

差別」という何年も蓄積された大きな社会問題になってしまいました。この質問を考えて

みましょう。外国語のアクセントがある教師とアクセントがない教師に教えられるかが選

択できるとしたら、どちらを選びますか。この質問の答えはみんなの心にあると思いま

す。確かに、私も生徒として、アクセントがない先生に教えてもらう方が安心だと思いま

す。先生もアクセントがない生徒が成功する可能性がもっと高いと思っています。職場で

は、アクセントがある人は不利な立場に置かれます。一般的にアクセントがある職員がも

らう給料はアクセントがない人より少なく、昇進の機会も少なくて、彼らに対する信頼も低

いです。そして、アクセントがある人は自分のアクセントの誤りを認め安いです。人は人

のアクセントを非難したり、私たちも自分を非難したりします。私もそうです。この話は逆

説のようです。例としてアメリカ英語を取り上げましょう。誰かに標準アメリカ英語を定義

してくださいと言うと、一流の言語学者も答えることができません。なぜかというと、その

質問の答えが存在しないからです。「標準アメリカ英語」というアクセントはどの場所でも

話されていません。 

実は、俳優や声優と他のコミュニケーションに頼る職業を持つ人は、仕事の資格を取る

ために、特別なアクセントの訓練を受けることがよくあります。標準アメリカ英語の第一人

者であるベーカー・シャイラーさんも「標準語は訛りやアクセントのある発音より美しい訳

ではない」とおっしゃいました。日本語も同じです。明治政府は東京弁または山手弁を標

準語として決めたのは、明治時代に東京は日本の経済や政府の中心地でしたからで

す。この例からわかったのは世界中の言語に、完璧な標準語なんて存在しないことで

す。誰も独特なアクセントを持っています。そして、他の人よりもっとユニークなアクセント

を持つ人もたくさんいます。しかしこの事実にもかかわらず、私達は言語差別を一般的な

ステレオタイプとしてみなしています。もし私たちは自分が持っているこの差別のせいで

苦しんでいるなら、なぜ私達は変えることができないんでしょうか。そうです、私達はこの
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差別を解決することができます。もし私達はアクセントについての見方を変えれば、少し

ずつ、言語差別が減って、自分に対する自信が増えるようになります。初めの一歩はア

クセントについて自分の偏見を認め、自分の悩みも認めることです。私達は一人ではあ

りません。そして、アクセントを持つことは情けないことではありません。２０２０年、世界

中に二億七千二百万人の国際移民がいました。つまり、世の中、二億七千二百万人以

上はこの差別を少くなくとも感じています。もちろん、標準語を目指して言語を学ぶべきで

すが、この目標が果たせなくても、何度も言い直しても、アクセントを持っても、負担を感

じるべきではありません。むしろ、アクセントは私達の個性やアイデンティティを表す物に

なれると信じています。私の初めの一歩は自信満々ここに立って、自分のアクセントの欠

点を認めることです。そして、私は私のアクセントを全然気にしません。ありがとうござい

ました。 

  

 

 

 

 

 2022年、アニメいずめんとが5月27日

から29日までローリーコンベンションセ

ンターにて開催されます。今年はコロナ

のため日本からのゲストさんをお迎え

することはできませんが、イベント中に

日本とアメリカをつないでパネルを行い

ます。時差の関係で講演ができないゲ

ストさんには事前に録画をお願いしまし

た。講演では「サムライチャンプルー」

「海賊王女」「キル・ビル」 アニメパートのアニメーター 、 イラストレーター、 キャラクター

デザイナーである中澤一登監督、「宇宙兄弟」「僕のヒーローアカデミア」そして「半妖の

夜叉姫」の永井幸治プロデューサー、録画ではTV「機動戦士ガンダム」、「犬夜叉」シリー

ズを手掛けた植田益朗プロデューサー、英語落語の林家染太さん、着物や日本文化の

講師の河村悦子先生が参加してくださいます。また、今回はいつもより充実したアメリカ

人ゲスト陣です。「エヴァンゲリオン」のアスカ、「ONE PIECE」のノジコのTiffany Grant、

「ドラゴンボール」のKyle Hebert、アニメゲームRooster Teeth’s RWBY やBeyblade 

Burst Evolutionの作曲で知られているMason Liberman、「ハイキュー！！」の日向翔陽、

「進撃の巨人」のファルコ・グライスのBryson Baugusの皆さんが参加予定です。 

 そして、今回は10月にオンラインイベントでホストをしたLily KanonとLoyがアニメいずめ

んとに参加してくださいます！Lily KanonさんとRoyさんはVSinger、10月にはV-Tuber 

Concertを開催してくれました。開会式にも参加の予定です。今回もVTV WorldのV-

Tuber Concertをお楽しみください。 

 ディーラーズ・ルームやアーティスト・アレーなどいつものように楽しい企画をしておりま

す。今年のイベントは5月27日から29日まで。Raleigh Convention Centerでお待ちしてお

ります。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。まだまだこれからもゲストさんの告知は続きます。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・

デーの週末はローリー・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 

about:blank
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   「日本での老後の住み替え計画を考える」 
 

高齢化が進み人生100年時代と言われています。平均寿命の延びとともに 

高齢者施設の種類や介護サービススタイルも増え、老後の住み替え計画についてもい 

ろいろな選択肢が考えられます。そこで今回は将来必要になるであろう介護サービスを 

念頭に置きながら、どのような住み替えパターンがあるのか考えてみたいと思います。 

 

１．介護の必要性から見た期間 

老後といっても； 

   ①健康で自分自身で日常生活ができる時期（自立期） 

   ②日常生活に一定の手助けが必要な時期（要支援期） 

   ③手助けがないと日常生活できない時期（要介護期） 

に分けることができます。②の要支援期というのは、日常生活ができず介護が必要とい 

うほどではないが例えば足が悪くて階段を上るのに苦労する、用事や買い物で自由に 

外出できず誰かの付き添いが必要、といった状態を言います。具体的にはバリアフリー 

や共用食堂といった施設面、デイサービスや見守りサービスなどの支援が必要な状態 

です。その時期がいつになるかといえば、公的介護保険の利用状況から目安にすること 

ができます。厚生労働省が発表した「平成30年度介護給付費等実態統計の概況」※1の 

介護保険の年齢階層別の受給者数の割合を見ると、男性の場合85歳～89歳で約3割、 

90歳～94歳で約半数が、女性の場合85歳～89歳で約4割、90歳～94歳で約6割が介護 

保険の給付を受けています。したがい個人差はありますが、現時点での目安としては80 

歳代を要支援期と見てよいのではないでしょうか。 

 

２．高齢者施設の種類 

主な高齢者施設として以下のものがあります。それぞれ特徴がありますが、ここでは介 

護サービス、費用面だけを紹介します。 

 

●特別養護老人ホーム 要介護期向け 

在宅での生活が困難になった要介護の高齢者が入居できる公的な介護保険施設で、よ 

く「特養」と呼ばれます。要介護3以上の介護認定を受けた高齢者が対象であり、民間運 

営の有料老人ホームなどと比べると費用が安いのが特徴です。入居希望者が多いの 

で、施設によってはすぐに入居できない場合もあります。 

 

●軽費老人ホーム（ケアハウス） 要支援期向け 

特養のような公的施設でもなく、民間企業の運営でもない社会福祉法人が運営する施 

設です。そのため費用も入居一時金が発生するなど特養よりかかりますが、有料老人 

ホームほどかかりません。要支援期の高齢者に適しています。 

 

●有料老人ホーム（住宅型） 自立期向け 

             （介護型） 要支援期・要介護期向け 

民間企業が運営する高齢者施設で、自立期に適した「住宅型」と要支援期、要介護期に 

適した「介護型」があります。入居一時金を含め費用がかかります（入居一時金は数十 

万～数千万円）。シニア向け分譲マンションのような所有権を購入するのではなく、終身 

利用権を取得する契約形態です。（利用権の売却、相続はできない） 

 

●サービス付き高齢者住宅（サ高住） 自立期向け・要支援期向け 
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日本語教室(たけのこ)開設と生徒募集のお知らせ 
          

 

地面にしっかりと根をはって、ぐんぐんと成長して行く竹の子のように

子供たちに育って欲しい。そんな願いを込めて日本語を学べる教室を開

設しました。   
 

対象児童：日本語を学びたい児童 （４歳−１８歳）。ご家庭で日本語を話しているか否かは

問いません。興味のある方は、授業の見学をお勧めします。日本語での日常会話、読み書き

が将来できる事を目標に、語学教育の経験豊富な講師陣が授業をサポートします。 

 

教室所在：South Pointモールより10分   日時： 土曜日 午前9時30分～11時30分                 

春学期：1月から5月末       夏学期：不定期    秋学期：8月から12月中旬  

問い合わせは Takenoko.nc@gmail.comまで、eメールにてお願いします。 

主に自立（介護認定なし）あるいは軽度の要介護状態の高齢者を受け入れる賃貸住宅 

です。生活相談員が常駐し、入居者の安否確認や様々な生活支援サービスを受けること 

ができます。民間企業の他、公営住宅やUR都市機構が運営する「シルバーハウジング」 

があります。有料老人ホームに比べ費用が掛からないので利用者が増えています。 

 

●シニア向け分譲マンション 自立期向け・要支援期向け 

温泉施設、運動施設、コンシェルジェなど高齢者に適した共有部分が併設された高齢者 

向けの分譲マンションです。タイプとしてはサ高住に近いですが、介護サービスのある場 

合、その分費用はかかります。所有権を購入するので、介護施設に入居する際に売却す 

ることができます。 

 

３．老後の住み替え計画 

一般的に老後生活と言われる60歳代前半からの約30年間の居住パターンを考えてみま 

しょう。自立期までは自宅で暮らす場合が多いと思いますが、加齢による体の衰えととも 

に住み替えが必要になるでしょう。尚ここでは費用を抑えるため施設に入居せず自宅で 

介護業者を利用するケースも含めました。ただし介護業者を24時間毎日利用することは 

現実的に難しく、家族の協力が必要になります。 

 

         （１）自立期       （２）要支援期      （３）要介護期  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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  

 

自 宅（段階的に介護業者利用） 

自 宅（段階的に介護業者利用） 介護付き施設 

自 宅 高齢者施設（介護サービスも提供） 

自 宅 高齢者施設 介護付き施設 

自 宅 介護付き施設 
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      「新しくなるSATテスト」 
 

 米国では2024年3月から、SAT(Scholastic Aptitude Test)テスト

が新しくなるというニュースが先日ありました。SATテストというの

は、日本の「大学入試センター試験」と似ていますが、日本の様に

１回しか受けられないというテストではなく、年に６回ぐらい行われ

ているので何回でも受験することができます。大学受験にはSAT

以外にもACTというテストもあります。今回はこのSATがどの様に

変更されるのかを紹介したいと思います。 

 まず一番の変更は、今まで通りの鉛筆で、マークシートに記入す

るのではなく、全部デジタル化になることだと思います。受験者は自分のコンピューターや

タブレットを試験会場に持ち込むこともできるし、また試験会場のコンピューター機器を使

うこともできます。デジタル化により、受験の結果は今まで数週間かかって受験者に知ら

されますが、新しいSATでは、数日になるそうです。また試験時間も今までの３時間から２

時間に短縮されます。 

 テスト内容ですが、一問のリーディングの読む文章が短くなり、質問は今までは、五問

近くあったものが、一問か二問と少なくなる様です。しかし、リーディングの内容は今まで

以上に広い分野から出題されます。数学ですが、全問で、電卓の使用が認められます。

そして計算問題の割合が多くなり、文章題が減るそうです。 

 昨年高校生に、この新しいタイプのSATを受けてもらった結果、80%の受験者が、今の

SATに比べると新しいSATはずっとストレスが少ないという感想を述べている様です。 

 しかしコロナにより、大学受験も変わりつつあります。今年の受験では、およそ７６％以

上の大学はSATのテストスコアを必須とはしませんでした。テストのスコアではなく、もっと

一人一人の受験者の個性を重視するようになったのではないでしょうか。この新しいSAT

により、果たしてどの様に大学受験が変化して行くのか、高校生や中学生の親御さんは、

これからの動向をよく見守っていく必要があると思います。 

   

       /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  

Junko Gilbert, CPA, EA 

米国公認会計士 兼 米国税理士 ギルバート順子 

 
所得税の申告、自営業の税務、ITINの申請、その他税務会計一般 

日本語でお気軽にご連絡ください。最初の30分は無料です。 

Email: cpa@acebicultural.com 

またはjunkogilbert@gmail.com 

TEL: 336-813-6042 

Junko Gilbert, CPA, PLLC 

6400 Deer Stand Ct. 

Browns Summit, NC 27214-9579 

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

 

「ガールフレンドが欲しい」ダーラムでの大学院生活を終

え、仕事が見つかり渡英した。当時住んでいたダービー

は、イングランド中央に位置する田舎町。毎週金曜日、会

社のインターナショナルクラブに参加するが、出会いはゼ

ロ。  

ロンドンにて毎月1回金曜の夜に開催される日本人が集ま

るパーティーを知る。ロンドンまでは車で三時間。日帰りで

の行き来は無理なので、ホテルを予約する。パーティー当

日は、会社を早引きし、ロンドンまでドライブ。これが婚活第

一日目だ。パーティーの場所は金融街。素敵なパブに大勢の人が集まっている。普段い

る田舎の雰囲気とは１８０度異なる。  

 

「こんばんは！」とグループの会話に入る。皆さん自己紹介の最中だ。仕事の話、最寄り

の駅の話など。「えーすごい。あの駅の高級アパートに住んでいるんですか？うらやま

しー！」（女性）すると「都澤さんはどちらですか？」（女性）と話しの順番が来た。「ダー

ビーです。」（俺）するとみんなが不思議な顔をして「どこですか？」（女性）と尋ねる。「ノッ

ティンガムというロビンフッドで有名な町の隣です。」（俺）「随分遠いですね。羊とかいると

ころですよね？」（女性）「・・・います。」（俺）「ロンドンには出張ですか？」（女性）「いえ、こ

こで出会いがあるかな？と思い参加しました。」（俺）「そんな遠くからドライブって、今夜は

どうするんですか？」（女性）「ロンドンのホテルに泊まります。」（俺）「え？それだけのた

めに来たんですか？」（女性）  

すると何人かの女性達がいなくなってしまった。「あら、ホテルの発言が怪しいと思われた

か？」（俺）次に見つけた人の輪に入り、自己紹介をする。すると再び変な雰囲気になり、

数人はどこかに行ってしまった。「自己紹介が重いか。」（俺）そのパーティーでは、主にロ

ンドンの話に集中し、また出会いを探している雰囲気の人達は見当たらなかった。それで

も誰かと知り合えないかと「強烈なキャラでドラマであった１０１回目のプロポーズみたく、

付き合ってください！僕はしにましぇん！といった方が相手に印象に残るか？」（俺）と思

考を凝らす。  

 

次の会話では、ダービーの田舎を逆手にとり「羊がいるんです。綺麗な景色ですよ。今度

観に来ますか？」と試みるも「アハハ・・・」と言ってどこかに行ってしまった。「シーン」（俺）

初回のパーティーの会話は空振りに終わり、ホテルに帰って寝た。そして翌朝にはダー

ビーへ帰った。ダービーに近づくと羊が見えてきた。「本当だ、案外何頭もいるね・・・」

（俺）  

 

それから毎月ロンドンに出会いを求め、車を走らせる。ある月、紹介したい女性がいると

知らされ、「うおー本当？」とハイオク満タンでウキウキでロンドンにドライブ。しかしパー

ティーでいくら待ったとしても相手は現れなかった。「すっぽかされた。冗談じゃないっつー

の！」その日以来、出会いの機会を増やすため、マッチドットコムに登録。そしてリモート

で日本にも出会いの場を探すため婚活サイトのオーネットに登録した。「うぉーー！」  

                         /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❢❢ 

 

 

アローハ。▲横丁読者の皆さん、お元気ですか？ここハワイ

のマウイ島は相も変わらず夏です。とはいっても、やはり７～９

月の真夏のシーズンとは異なり、朝晩は冷え込みます。（何度

も言いますが、Tシャツ・ショーツの状態でです。）今筆者がこ

の原稿を書いている時期は、ザトウクジラがハワイ近海を訪

れる最盛期で、ザトウクジラはハワイの海域で出産し、ある程

度子育てをすると、北海へと戻ってゆきます。ザトウクジラの子供はハワイで成長の過程

を過ごすのですが、非常に人なつこく、パドルボードやカヤックをしていると面白がって

寄ってくることもあります。この季節スノーケリングをしていると、あちらこちらからクジラた

ちの歌声が聞こえてきます。また、冬はウミガメの産卵の季節でもあります。地元の人た

ちが大事にしているせいか、ウミガメが多くみられるビーチでは、母ガメが安心して産卵し

ているシーンも見られるそうです。 

 

さて今日はハワイで見られる不思議な食文化のお話です。あるイタ

リアンレストランに行った時のことです。私の住んでいる地域はでも

観光名所とはかけ離れているので、レストランが観光客でいっぱい

ということはありません。むしろ、地元の人々、日系人もいれば、土

着の人々はもちろんの事、フィリピン系、ポリネシア系といった人た

ちも利用するところです。はたと気が付いたのですが、私たち日本

人は洋食にはフォーク、ナイフ、スプーンを使いますが、日本食や中華を食べる時には箸

を使いますね。しかし、マウイ島の地元の人たちは、どんな時でも箸を使います。そうなん

です。非常にオーセンティックなイタリアンパスタを、彼らは椅子の上にあぐらをかいて、

箸をつかって食べるのです。これは如何に日本の食文化がハワイに根付いているかとい

うことを現わしています。また、私たち日本人（日本から来た）には「ふりかけ」とは、ちょっ

とおかずが少ない時のごはんの味付けか、おにぎりやお弁当のトッピングという感覚があ

りますが、ここではふりかけの地位は相当高く、高級レストランのメニューにも登場するぐ

らいです。ちなみに、定番の料理は鶏のから揚げの粉といっしょにふりかけをまぶした、

その名も「ふりかけチキン」は、大抵のレストランのメニューに載っています。また、ふりか

けの変わった使い道があります。ある時、同僚夫婦に誘われて映画を見に行った時で

す。奥さんの方が私たち夫婦にふりかけともち米でできた、いわゆる「あられ」をそれぞれ

に一袋ずつくれました。「おみやげ？」と思いきや、彼らはバケツ一杯のバターポップコー

ンにおもむろにふりかけとあられをまぶして食べ始めました。ハワイでは、映画と言えば

バターポップコーンにあられとふりかけを混ぜて、「コリコリ」と食べながら観るというのが

年齢を問わずみんながやっていることだそうです。また、大抵のレストランではどんな料

理にも炊いたお米が付いてくるのが普通で、逆にパンにしてくれと頼むと追加料金を取ら

れたり、ちょっと嫌な顔をされたりすることもあります。アメリカ本土の生活が長いと、

ちょっと慣れるのに時間のかかるハワイ特有の食文化です。 

ハワイに深く根付く日本の食文化 



 

14 

三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1．Downtown Abbey (ドラマ） 3月18日公開 

ドラマ『ダウンタウン・アビー』シリーズ。今回は、1916年死者100万人以上を出したソンムの

戦い、そして1918年のスペイン風邪の大流行の史実も加わって話が展開される。 

 

2. The Duke (コメディー） 4月8日公開 

TVシリーズ「爆発！デューク」映画版。町を牛耳る悪党ボス・ホッグがハザード郡を買収し

て炭鉱にしようと企んでいることを知った人たちは、それを阻止するべく立ち上がる。 

 

3. Everything Everywhere All at Once (SF） 4月8日公開 

税金を払い終える目処が立たず、役人から支払いを迫られて困り果てたイヴリン。突然周

りの光景が変わり、別世界に引き込まれ、「何が起きているの？」と困惑する。  

 

4. Morbius (ホラー） 4月15日公開 

ジャレッド・レトが演じるマイケル・モービュース博士は、稀な血液疾患を患っており、独自の

実験的治療を受けたところ、内なる闇が解き放たれたことに気づく。 

 

5. The Contractor (アクション） 4月18日公開 

かつて取り逃がしたテロリストを殺害する依頼を受けた元ＣＩＡの凄腕スナイパーが、その裏

に潜む陰謀に巻き込まれていくさまを描いたサスペンス・アクション。  

 

6. Easter Sunday （コメディー） 4月18日公開 

イースターサンデーを祝うために集まった家族を中心に、ジョー・コイの人生経験やスタンド

アップコメディをもとにしたストーリーが展開される。 

 

7. Sonic the Hedgehog 2 (アドベンチャー） 4月22日公開 

全世界で延べ8億人が熱狂した大人気のセガの人気アクションゲーム「ソニック・ザ・ヘッジ

ホッグ」をもとにしたハリウッド実写映画。 

 

8. Ambulance (アクション） 4月22日公開 

ロサンゼルスが舞台。妻の手術費を必要とする労働者階級の男に、犯罪者の友人が銀行

強盗に参加するように彼を説得する。 

 

9. Bullet Train（アクション） 4月22日公開 

ブラッド・ピット主演。東京から盛岡に向かう新幹線に乗り合わせた殺し屋5人のうち、誰が

最後まで生き残るのか、終着点で何が待ち受けているのだろうか。 

 

10. The Bad Guys （アクション） 4月29日公開 

人気俳優マ・ドンソク主演によるアクション映画。囚人たちを乗せた護送車が、覆面武装集

団に襲撃される事件が発生し、多くの凶悪犯罪者がふたたび野に放たれてしまう。  

皆様、お元気でお過ごしでしょうか。そろそろ春の兆しです。春と言え

ば、桜。最近は、日本風の淡いピンクの桜も増えてきました。楽しい季

節をお楽しみください！そして、新しい映画もでてきましたので、ぜひご

鑑賞下さい。⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住 
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11. The Northman (アクション）4月29日公開 

10世紀のアイスランドを舞台に、アレクサンダー・スカルスガルド演じるバイキングの王子

が、殺された父親のために復讐劇を繰り広げ、王座奪還を目指す物語。  

 

12. Thirteen Lives (実話） 4月29日公開 

2018年6月、タイ北部のタムルアン洞窟を探検していた地元サッカーチームの少年12人と

コーチが、突然の豪雨による浸水で洞窟内に閉じ込められ、無事救出された実話。  

 

13. 65 (SFスリラー） 4月29日公開 

アダム・ドライヴァー主演。不自由ない生活を送る主人公。彼は、危険を冒して未知の世

界に飛し、事実に気付いて抜け出すというストーリー。 

  

14. Memory (スリラー） 5月6日公開 

ある雇われ暗殺者が、危険な犯罪組織の依頼を断ったことから、自分が標的になること

を知る。2003年のベルギー映画「ある殺人者の記憶」のリメイク版。 

 

15. Mrs. Harris Goes To Paris （ドラマ） 5月13日公開 

1950年代のロンドンが舞台。クリスチャン・ディオールのオートクチュール・ドレスに恋した

掃除婦が、ドレスを手に入れるためにパリに行き、すべてを賭けることを決意する。 

 

16. Hatching （ホラー） 5月27日公開 

12歳のティンヤは、イメージにこだわる母親を喜ばせようと必死。森で見つけた奇妙な卵

を家に持ち帰り、ベッドに寝かせ、孵化するまで育てたが、悪夢のような存在となる。 

 

17. Hold Your Fire （ドキュメンタリー） 5月31日公開 

1973年、護身用に銃を盗んだアフリカ系アメリカ人の若者4人とニューヨーク市警の激しい

銃撃戦で警官1人が死亡。ニューヨーク市警史上最長の人質籠城戦が始まる。 

 

18. Top Gun: Maverick (アクション） 6月17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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               「粉雪こんこん」”Powder Snow”  

  

 ぽかぽか陽気どころか暑いほどのクリスマスが過ぎて年が明けると、

ようやく冬がやって来た。息子を学校に送って行く夜明け前は、一日の

中で一番気温が低く、氷点下まで冷える。ただし、「24時間に四季が詰

め込まれている」というノースカロライナ、迎えに行く頃には気温が上が

り、車内は冷房に切り替わるほど暖かくなるので、うっかり厚着をしてい

ると、ぼーっとしてくる。 

 そうこうしている内に、ついに雪の予報が出た。シャーロットはトライア

ングルに比べて、雪が少ない気がする。トライアングルで、あんなに活躍していたそりは

ガレージに眠ったまま。最後に雪が積もった六年前、息子が冷凍庫に隠した雪玉は、少

しずつ圧縮されて形が変わり、しばらく前に捨ててしまった。 

 期末試験が迫って休校を期待する不埒な息子と、愛犬ガブリーヌが生まれて初めての

雪と戯れる姿を見たい母は、上下する降雪確率を睨み、五日も前から一喜一憂。 

 待ちに待った雪は夕食後に降り始め、朝までかけて二、三インチ積もった。雪玉を作ろ

うと手に取り、ぎゅっと握ると、さらさらこぼれていく。柵の上の雪をふーっと吹いたら、

ぱっと散り、きらきらしながら落ちていった。 

 洋服を着せられたガブリーヌは、粉雪よりも氷の塊がお気に召した様子。蹴っては追い

かけ、放り投げては空中キャッチ、と楽しんでいたが、隙あらば家の中に持ち込もうと画

策していて油断ならない。毎回真剣勝負の息子との雪合戦では、何発かまともに被弾し

て、背中とお尻が冷え冷えだ。気温は氷点下、耳元でゴーゴーと風が唸る。雲のない深

いカロライナ・ブルーの空の下、犬は喜び庭駆け回り、私はそろそろ炬燵で丸くなりたい。 

 翌日の学校は自宅学習に変わり、期末試験は一日延期と、息子はご満悦。我が家は

停電もなく、今回は無事にやり過ごしたなと思っていたら、冷凍庫が雪まみれ、いや、霜

まみれになっている。ナンジャコリャ。引き出しがきちんと閉まっていなかったのかも。幸

い、外は氷点下。冷凍庫の中身は全てデッキに放り出して電源プラグを抜き、霜が溶け

たところで掃除をした。 

 マニュアルを見た。YouTubeも観た。パッキンもコンデンサーも確認した。奮闘の甲斐も

なく、冷凍庫の霜は積もっていく。既に十年以上を経た代物だしな、と、諦めの早い夫は

新しい冷蔵庫を探し始めた。ただ、調子が悪いとは言え、捨てるのは勿体ない。常に冷

蔵庫満杯の我が家、多少の霜に目を瞑り、二台目としてガレージに置けば、きっと便利に

違いない。 

 新しい冷蔵庫は数日の内に届いたので、配送の人にお願いして、古い方をガレージに

移動して貰った。電源プラグを挿してもコンプレッサーが動かず、霜が付くどころか全く冷

えない。新品の搬入で寿命を悟り、力尽きてしまったらしい。修理か、廃棄か。またまたマ

ニュアルを睨み、YouTubeを観て、部品交換に賭けてみることにした。 

 コントローラーを交換すると、今度は無事にコンプレッサーが動き出した。庫内の温度も

順調に下がっていく。びっくりなことに、霜も全く付かない。これなら新しいのは要らなかっ

たかも。いや、でも夏場に壊れて慌てるよりはずっと良い。スペース二倍、息子が作った

雪玉も余裕で保存できるに違いない。  

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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/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  

 

 

 

 

 

以前から“聞こえ”というのは“十人十色”で 同じオーディオグラムでも聞こえ方が異なる

ことをお話ししてきました。もちろん、高齢化によるauditory processing (聴覚情報処理)能

力の低下はひとつの大きな要因ですが、それ以外に音の大きさへの敏感度、ノイズ下で

の聞こえの違いなどひとりひとり異なるので、同じ補聴器で同じような調整で済むというこ

とはありません。最近、８０歳の男性が息子さんに連れられて私のクリニックに来ました。

以前 アメリカに来る前に自国で補聴器を購入しましたが、“やまかしくて“ 補聴器をいや

がっていました。片耳はまったく きこえず、良いほうの耳でも難聴度は７０－７５ｄB 、平

坦型、重度の感音性難聴です。息子さんが耳の近くで怒鳴るようにしないと言葉が理解

できません。このような難聴度だと、まず 思いつくのが “Power”補聴器です。補聴器の

試聴をしたいというので、この難聴度にあった調整をしました。息子さんには怒鳴らず、音

をさげて話をするように頼みました。補聴器によってお父さんは普通に会話ができるよう

になりました。さてそこからです。息子さんや私の声が響き、このままでは補聴器はいらな

いと言い出しました。でも補聴器をはずすとまた怒鳴らなければ聞こえないという状態で、

補聴器は調整できるものということをわかってもらい、音を下げていきました。かなり下げ

ていくとその方が良いのいうので、私は再テストをしました。指示も細かくどのように反応

してもらうか説明しました。結果は１回目と同じです。調整度は中等度難聴ぐらいのもので

す。たぶん リクルートメントという音に敏感な耳なのでしょう。そのことを説明し、小さい音

から耳をならしていくことにしました。数日後今度は８０歳の女性が来ました。彼女はＲＩＣ

（Receiver in the Canal）補聴器を数年装用していましたが、高齢者施設で片方の補聴器

をなくしてしまいました。難聴度は上記の男性と同じで、７０－７５ｄB, 平坦型、重度の難

聴です。耳垢対策とまたなくさないように耳掛け型を選び、機種は重度難聴用のsuper-

power です。彼女は補聴器経験者なので、少し音を大きく調整しました。彼女はこの調整

でよく聞こえるようになったと満足。このように補聴器の選択はひとりひとりの聞こえ方、

経験、生活様式の要因が大きくかかわっています。補聴器が必要と思いはじめたら、近く

のオーディオロジストに相談しましょう。 

 同じ検査結果〈聴力レベル〉なのに
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   第6話 「ドケチさんと天然さんの話」   
 

 ケチなのになぜ騙されるのでしょう？感覚的に

ケチな人は用心深くなかなか騙されにくいように

思いますがどうもそのような人ばかりではないよ

うです。ある人Hさんがあるショッピングセンター

の駐車場に車を駐車し外へ出て歩き始めたとこ

ろある人に呼び止められました。「お得なお買い

物がありますよー、なんとこのテレビびっくりする

ほど安いんですよ！」と言うとその男性Hさんは

「いったい幾らだい？」そうするとその売り手の男性は「実は１００ドルなんだよ、信じら

れないでしょ？それに新品だよ。」するとHさん「おー、それはお得オッケーそれちょうだ

い！」と１００ドルをその売り手に渡して喜んで家に帰りました。さっそく家に帰るなりテレ

ビの箱を開けるとびっくりです中には重さをもたせるゴミのような物が入っていただけで

それ以外何も入っていませんでした。Hさんは大変ショックを受け怒りより自分が情けな

くなったと言います。皆さん気を付けましょう。道端や駐車場などで物を売っている場合

は怪しいと考えた方が良いのでしょうね。 

 次はあるMさんの話です。駅で特急列車のチケットを買うため車に乗せてもらい最寄り

の駅まで行った時の事です。駅についたのでそのMさんは車から降り駅に入っていきま

した。車の運転手は降ろした場所が駐車するのに良い場所ではなかった為少し違う場

所に駐車し直しＭさんをまちました。Mさんがなかなか帰ってこないと気をもみ始めてい

たころ、血相を変えてMさんが車に戻って来ました。いつもと表情がちがう雰囲気で車内

に入ると、聞いて聞いてと言わんばかりに何がおこったか話し始めました。実はそのＭ

さん他の人の車に乗り込み涼しい顔して座った瞬間運転手の顔を見るなりはっと青ざ

めたと言うのです。それもそうです、他人の車に乗り込 んだ事に気が付き何が起きたの

だろうと一瞬分からなくなってしまったようです。でもそのＭさんその話をするのに笑って

話していました。なぜならその間違って乗り込んだ他人の車の運転手さんがＭさんが謝

ろうとする前に何故か思わず「すみません！」とＭさんに言ったと言うのです。その事に

Ｍさん曰く「私が間違って人の車に乗ってしまったと言うのに、私の顔をみて瞬間的にす

みませんなんて言うんだから、もうおかしくておかしくて . . .」。それはそうでしょうね。本

来なら謝るのはＭさんのほうですからね。でも人間一瞬何が起こったのか分からなく

なった時おかしな行動をとる事はよくあります。特に日本人は何でも良いから謝ってしま

う癖のある人はけっして少なくないと思います。私もきっとそのタイプです。それにしても

お気の毒な運転手さんですよね、まさか知らない人がいきなり車に乗って来るなどとは

夢にも思わなかったでしょうから。でもそのＭさんはかなりの天然ですので似たような事

が他にもあったようです。しかしもしここ米国で起こったらＭさんも危ない目にあっていた

かも知れませんね。こちらの人は防御意識が強いので正当防衛的な行動に出るかも知

れません。日本で起こって良かったです。  

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

変な出来事(匿名)  
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 11月にヨーロッパ、12月にNYに行った。いずれもコロナ禍

で、行ったことを疑問に思った人もいた様だし、かなりの下調

べをしてから決断したことだが、行って良かったと思う。 

 状況が落ち着いていた9月に、ドイツのミュンヘンから、ハン

ガリーのブダペストへ陸路移動して、友達2人の顔を見てくる計画を立てた。しかし、感謝

祭前出発する頃は、状況が悪化し、通過予定だったオーストリアや、代替ルートにあたる

スロバキアがロックダウンに突入したり、道中寄ろうと思っていた別の友人の家族がコロ

ナに感染したり、何度も予定を調整した。出発後も、一日違いでミュンヘン空港でオミクロ

ン株が検出されたり、クリスマスマーケットが中止になったり、波乱万丈であった。 

 しかし、行ってみて思ったのは、コロナとの共生も一歩先を行っていることだ。ドイツで

は、公共交通機関はFFP2、アメリカで言うKN95同等のマスクが必須で、安心感が違っ

た。供給もしっかりしていて、薬局などで普通に売られていた。又、ワクチン接種の確認も

頻繁だった。旅行者は米CDC発行のカード等でも大丈夫だが、携帯アプリでの確認が主

流だ。アメリカの証明書があれば、現地の薬局等で無料でアプリ用に登録してくれるらし

いが、スイスは旅程と共に30フラン（およそ＄30）払えば、出発前に登録してくれ、それを

基にEUのアプリも使えるようになった。無料プロセスでも良かったのだが、今は、極力不

安材料を解決しての出発が鉄則だ。到着と同時に全く問題なくレストランにも博物館にも

入れた。検査もドイツやスイスでは、至る所で行われており、イタリア入国に伴い検査を受

けた際も、チューリッヒ中央駅で、現地の保険なしで25フラン（約＄25）だった。待ち時間な

しで、検査結果も15分でメールされてきたのだから、文句はない。ちなみに、NYも街の至

る所に無料検査場があり驚いた。 

 レストラン等での接種確認については、反対意見もあるようだが、接種を拒む人が来な

い店の方がリスクは低い。美術館なども、特にNYは予約制にしているところが多く、人数

制限があり、リスク管理がしっかりしていた。ただ、考えることは皆同じで、一部屋外の施

設は、かなり混み合っていた。NYのハイライン公園の人混みは何の祝日かと思ったし、

ロックフェラーセンターのクリスマスツリーは、深夜まで近づけなかった。ブダペストでも、

屋外開催のクリスマスマーケットが通勤ラッシュ並の人混みで、売りの一つである屋台の

飲食は、身の危険を感じ避けた。ブダペストの温泉やNYのミュージカルなど一部は、リス

クから当初より予定から外した。逆に、まず人が来ない、ブダペスト郊外のソ連衛星国時

代の記念碑等を撤去後集めた屋外展示施設は、ゆっくり見学できたし、ドイツ・チュービン

ゲンの町外れのハイキングもほぼ人とすれ違うこともなく2時間ほど友人と歩けた。イタリ

ア・トリエステの、ミシェラン2つ星店の系列店も、平日夜だからか、予約なし・待ち時間な

しで堪能できた。結局、冷静かつ柔軟に考えれば、十分観光も楽しめる、と言う結論に達

した。 

 行こうと思った美術館が突然休業したり、大雪で空港へのタクシーが捕まらなかったりと

言うハプニングもあったが、やはり街並みは綺麗だし、レストランはもちろんテイクアウト

やスーパーの食べ物も美味しく、色々と買い物もでき、充実した旅だったと感じられた。今

思えば、観光客が少ない分、普段着の街が見られ、それが新鮮だったのかもしれない。

ちなみに、出会った店員も街の人も交通機関の職員も、いたって友好的で、楽しい旅行と

なった。  
 

  /根木：Travelink 法人営業課マネージャー・日本語デスク愛知県出身 Chapel Hill在住 
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    ～痛いの痛いの飛んでいけ！ ～    

 
体の痛みは突然訪れます。そして、どうしてこういう時に限っ

て！というタイミングで訪れるものです。人によっては、それ

がぎっくり腰であったり、偏頭痛であったり、首の痛みであっ

たりします。私の場合は、左肩から腕全体が痺れと痛みに襲

われ、マッサージをすることが困難になり、仕方なく、クリスマ

ス直前に４日間も仕事を休むことになりました。その後、クリ

スマス休暇を入れて、計10日間ほど休んだにも関わらず、完

全に治りません。原因は、Overuse、要するに、「仕事のしす

ぎ」です。人の健康を気遣う立場にありながら、自分の体を

大事にしていなかったのが、直接の原因でした。 

 

ところで、皆さんは、自分の目標を持っていますか？ 私がビジネスを始めてからの目標

は、「予約が取れないほど人気のマッサージセラピストになる」ということでした。去年は、

その目標も達成しました。それはビジネスとしては、素晴らしいことなのですが、いつし

か、「ビジネスを大きくしよう、年内にどれだけこなせるか」をさらに目指している自分がい

ました。予約のキャンセルが出た場合にも、すぐに埋めるように心がけました。しかしな

がら、クライアントさんは各々の都合でキャンセルできても、私の場合は、自分の健康が

当たり前ということで成り立っているため、私自身がキャンセルすることがなかなか難し

い状況でした。 

 

一般的に、「挑戦すること」は、とても大事なことですが、自分の体の状態と相反する、も

しくは、自分の本当の気持ちと矛盾することをすると、それは、気づかないうちに、「ストレ

ス」となってしまいます。体の痛みは、そのストレスが体上に出てきた「無理をしている」サ

インです。そもそも、私は、人が安らかな気持ちになり、人から素直にありがとうと笑顔で

言ってもらえ、自分も幸せになれるという健康的な世界に身をおきたいと思い、マッサー

ジセラピストになったにも関わらず、本末転倒とはこのことです。 

 

クライアントさんに迷惑をかけてしまっては申し訳ないという、日本人の悪い気質（？）か

どうかは定かではありませんが、体が痛いにも関わらず、無理をしようとしていた私に、

妻から待ったがかかりました。渋々、クライアントさんにキャンセルの連絡をしましたが、

逆に温かいメッセージをもらい、自分が素敵な人たちに囲まれているんだと、あらためて

認識した次第です。そのメッセージの中に「Listen to your body」というのがありました。と

ても良いアドバイスですね。自分の体が言っていることに、耳を傾けなさいと。 

 

丁度、この体の痛みが年末・年始だったこともあり、自分が本来何をしたいのか、今年の

目標を真剣に考える良い機会となりました。あるベストセラー作家は、一日に1000ワード

しか書かないと上限を決めているそうです。どんなに調子が良い時でも、毎日同じ上限

で行うことが、長くベストセラーを出し続けるコツだそうです。今年は、仕事の時間の上限

を抑え、趣味の時間を長くし、健康で楽しい一年になるようにしたいと思います。皆さん

も、自分が本来やりたかったことを実現するために、無意識のうちに無理をしている自分

がいないかどうか、一度考えてみてはいかがでしょうか？ ～ Listen to your body ～ 

 

 
/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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       漢方で免疫力を高める「花粉症」対策 

         春と秋は対症療法で症状緩和、冬と夏は根本療法で体質改善  

 

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、つらい時期に症状を緩和する治療

を行う「標治」と、体質を改善する根本療法である「本治」を並行

して行うことが重要です。 

 

１，症状を鎮める対症療法-標治： 

「くしゃみ、鼻水、鼻づまり」など花粉症の三大症状と言われていますが、これらの症状は

風邪の症状に似ています。同じ風邪でも寒気のある風邪と熱のある風邪がある様に、東

洋医学では、花粉症の場合も体が冷えている「表寒証」と、体が熱を帯びた状態の「表熱

証」の二つに分けて治療を行います。 

 

＊表寒証：体が冷えて、水分代謝機能が低下するタイプ。体が冷え、くしゃみ、水っぽくて

透明の鼻水など。 

（治療）：体を温めて冷えを取り除き、体内に溜まった余分な水分を代謝させる働きのある

「小青龍湯」、さらに胃腸機能を高める「苓甘姜味辛夏仁湯」を代表的に用います。 

 

＊表熱証：熱を帯びるタイプで、黄色っぽく粘りのある鼻水、鼻詰まりに、目の充血痒み、

咽が腫れなどを伴うのが特徴。 

（治療）：体の熱を取り除くと共に水分代謝を改善する「銀翹散」「菊花」などが効果的。 

 

２，体質改善をする根本治療-本治： 

東洋医学では、アレルギー性疾患の根本療法の鍵を握るのは、「脾―消化器系、肺―呼

吸器系、腎―免疫力」。アレルギー疾患になりやすい人は、もともと消化器系を司る脾が

弱く、防衛力や免疫力も低下しているのです。体質改善のためのキーワードは、脾を健

康にして、肺と腎の機能を高める「補腎健脾益肺」です。 

 

＊「補中益気湯」や「香砂六君子湯」など－アレルギー疾患にかかりやすい人はもともと

胃腸が弱い人が多く、普段から食欲がない、下痢あるいは便秘など。胃腸機能を丈夫に

して、呼吸器系の働きを高める。 

 

＊「玉屏風散」や「地黄丸類」-アレルゲン物質に過敏に反応する人。免疫力や防衛力を

強化する。 

 

予防には、普段から胃腸を丈夫して、肺と腎の機能を高める食生活を心掛けたいもの。

特に胃腸の弱い人には、加熱調理する温野菜や煮物にして、体を冷やすものや味の濃

い食べ物を避けましょう。鮭や鶏肉、ジャガイモ、山芋、キャベツ、黒豆や大豆など腎と胃

腸を丈夫にして水分代謝を促進します  
 

/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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                Boxyard RTP 
         900 Park Offices Dr, Research Triangle, NC 27709 

 

昨年２０２１年の８月に開業したリサーチトライアングルの複合施設で 

す。再利用した輸送用コンテナで作られた飲食店街、サウンドスペー 

スの体験センターというのが謳い文句。地元のベンダーを中心に集 

められたトライアングルのフレーバーが売り。輸送用コンテナを積み 

重ねた外観に、中心にはイベント広場。隣に併設されたドッグ・ラン 

があることもあって、週末には家族連れが沢山訪れていました。飲 

食店のベンダーは・Lawrence BBQ (Smoked meats)・Lagoon Leisure 

 Bar (Cocktails)・Buzzy Bakes (Bakery)・Beyu Caffe (Coffee) 

・Wonder Puff (Cotton Candy)・Fullsteam RTP (Beer, Pizza) 

・Carrburritos (Mexican)・Bulkogi (Korean)なラインナップですが、まだまだ空きス 

ペースがあるので今後増えていくでしょう。 

 

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

 

 

「寒さに負けない養生料理」 

春が近いとはいえ、まだまだ寒さが残る昨今ですので今回は「寒さに負けないご飯」。 

季節の変わり目に、体に良いものを考えてみました。 

 

「雑穀ご飯」 

薬膳では寒い季節には「黒い物」を摂ることが良いのだとか。主食は

「黒いお米」で行きます。ベースは白米ですが、もち麦、お好きな雑穀

（ヒエ、アワなど）に黒米を１割ほど加えて普通に炊飯器で炊飯しま

す。この程度の混合量であれば、炊飯器の表示通りの白米の炊き方

でOKです。 

 

「野菜をいっぱい摂る一皿」 

アメリカ暮らしで注意しなければならないのは、毎日食べる野菜です。

和食なら、自然に色々な種類をとれますが、アメリカではともすると、

生鮮野菜に偏った結果、絶対量が不足したり、食べている種類が極

端に少なかったりしがちです。ほうれん草のお浸し、モヤシのナムル、

ツナ缶とインゲン豆の和え物、ポテトサラダ。いずれも基本通りのお惣菜。 

 

1:ほうれん草は生の束を買ってきて茹で、少量の醤油で和えます。茹で時間は１分でOK. 

2:モヤシも1.5分茹でて、塩コショウ。少量のごま油で和えます。 

3:インゲン豆はこちらではnavy bean。大抵のグロッサリーにあります。一晩水に漬けて戻 

 した後、スロークッカーで４時間加熱し、ツナ缶と和えて、塩コショウで調味します。時間 

 はかかりますが放置するので手間はかかりません。 

4:ポテトサラダはポテトを電子レンジ1000Wで６分。火傷に十分気を付けてフォークでザッ 

 クリ潰し、アンチョビー缶を加えて、塩コショウ＋酢で調味。マヨネーズは使いません。 

 

これらは簡単に作れますので冷蔵庫に常備しておくとよいでしょう。毎日少しずつとること

が健康の基本です。 

 

「鮭のクリームシチュー」 

寒さ対策に生姜を利かせたクリームシチューです。「黒い物」としては薬

膳の基本素材であるキクラゲを使っていますが、お好きなキノコを加え

ても構いません。 

 

（材料）2人前 

鮭 200ｇ、タマネギ 1/4個、ニンジン 小1本、白菜 2～3枚、きくらげ2片程度（水で戻し

す）。牛乳 1カップ。小麦粉 大匙1。サラダ油大匙1。生姜一片。塩コショウ。水100㏄。 

 

（作り方） 

1:鮭は一口大に切る。玉葱はクシ切り、ニンジンは小さい乱切り、きくらげは食べ易い大 

 きさに切る。白菜はザク切りにする。生姜は千切りにする。 

2:フライパンに計量外のサラダ油を入れ、野菜・鮭・生姜を炒める。ザっと油が回ったら、 

 水100㏄程度を回しかけ、沸騰したら、牛乳を加える。 
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3:野菜が煮えたら、塩コショウで調味します。 

4:生姜の量はお好みで増やしてください。コンソメや出汁は鮭から出るので、加えなくとも 

 十分でしょう。 

 

（参考）牛乳を「酒粕＋味噌」に替えても美味しいです。「粕汁」になります。是非お試しく

ださい。 

 

「ラムと野菜のシチュ―カレー」  
薬膳では、肉類の中では珍しく体を温める働きをするのが

「ラム」。このラムと野菜をたっぷり入れたシチューカレーで

す。 

 

（材料）4人分。 

ラム肉1ポンド、野菜（ニンジン、ピーマンなど）お好みで。玉葱 大1個、トマト缶1，サラダ

油大匙3，塩コショウ適量、カレールー1/2ブロック、ニンニク2片、生姜1かけ、水800㏄ 

 

（作り方） 

1:ラム肉は食べ易い大きさにきりわけ、塩コショウで軽く下味を付けて置く。 

2:野菜はニンジンは乱切り、タマネギは大きめのスライス。ピーマンは食べ易い大きさに 

 切り分け、ニンニク、生姜は摺り下ろしておく。 

3:鍋にサラダ油を敷き、ニンニク、生姜を炒め、香りが立ったら、ラム肉を炒め、次に野菜 

 を入れて炒める。 

4:全体に油が回ったら、トマト缶をいれて、中火で水分が飛ぶように炒める。 

5:水を加えて中火で20分ほど煮込み、材料が煮えたら一旦火を止めて、カレールーを加 

 え、再度弱火で煮込む。最後に塩コショウを加えて調味する。 

6:雑穀米にカレーの様にかけて頂きます。 

 

「けんちん汁」 

生姜風味の具沢山、根菜たっぷりのけんちん汁です。 

 

（材料）2人分 

木綿豆腐1/3丁、大根2cm、ニンジン2㎝、ゴボウ5cm、こん

にゃく1/3枚、「本出汁」小匙1/3、生姜1片、醤油小匙1/2，味

醂小匙1/2，塩小匙1/4，ごま油小匙1，万能ねぎの小口切り

適量、水2カップ。 

 

（作り方） 

1:豆腐はキッチンペーパーに包んで水切りする。大根、人参はイチョウ切り、ゴボウはサ 

 サガキ、コンニャクはスプーンなどでちぎって、塩もみし、水洗いして置く。生姜は薄切り 

 でも千切りでも良い。 

2:鍋にごま油を熱し、豆腐以外の材料を入れて油が全体に回るまで炒める。 

3.水と「本出汁」を加え、煮立ったらアクをとり、火が通るまで10分ほど煮る。 

4．豆腐を一口大にちぎりながら入れ、醤油、味醂、塩を加えてひと煮立ちする。 

5．椀に盛り、万能ねぎの小口切りを散らして頂きます。 

 

                    /Lacy Blue 仙台出身 Durham在住 



 

26 

 

Yamamori Ltd.  
山森宝石 

Distinctive Jewelry Since 1969 
  

あなただけの洗練されたジュエリー 

リメイクや修理等もお気軽にお申し付けください 
  

501 State Street、 Greensboro、 NC 27405 

Phone (336) 273-8888・ Fax (336) 273-8890 

Yosuke Yamamori、 Kathie Yamamori 

  

  

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

今回はイベントがまだ発表されていないか開催されない為、他の情報をお知らせします。 

 

米国に住んでいる日本人（そして日本に帰国を考えている方）のための会計、税務、金

融、移民、保険などの情報を提供しているところを見つけました。 

一つはイリノイ州にあるステラ・リスク・マネジメント・サービス社(Stellar Risk Management 

Services, Inc.)がメールで配信しているステラ・リスク・リポートまたはステラ・ジャーナルで

す。同社のウェブサイトの次のサイトからも情報が得られます。https://

www.stellarrisk.com/ja/category/reports-journal-2/ 登録すると定期的にメールで役に

立つ情報が届きます。 

 

もう一つは同社と協力関係にあるのではないかと思われる、やはりイリノイ州に本社があ

るCDH, PC (CDH会計事務所)です。同社のウェブサイトでは各種ブログ(https://

www.cdhcpa.com/ja/news/)を配信しています。また、YouTubeでもcdhcpaまたはCDH会

計事務所で検索してみると色々と出てきます。または、https://www.cdhcpa.com/ja/

personal-tax/に登録するとニュースレターや無料ウェビナーの申し込みが届きます。 

 

 

     地元にいながらよく知らないアメリカ独立戦争の歴史 

 

 アメリカの独立戦争は中学か高校の歴史のクラスで多少習ったことがあるでしょう。しか

し、実際にその歴史の足跡は私達の近くにもたくさん残っています。以下は主に南北カロ

ライナ、バージニア州に関する独立戦争の歴史を説明します。 

 アメリカの独立戦争 (American Revolutionary War、1775年4月から1783年9月) は、日本

でも有名な1773年12月のボストン茶会事件などの抗議運動がその前兆でした。1774年9

月5日に植民地での最初の国会が開催され、イギリス国王に対する独立の嘆願書が書か

れ、英国製品のボイコットが始まりました。そして、1775年4月にBoston郊外のLexington

での戦いで独立戦争が始まり、米国東海岸の北部で主な戦いがありました。1776年7月4

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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日にはアメリカ独立宣言が採択され、植民地から正式に独立

を宣言しました。 

 しかし、まだ独立戦争は続いていて、1778年頃になると北部

と南部に分かれて戦争が行われるようになりました。私達が住

んでいる南部では、フロリダから北上してきた英国軍がジョー

ジア州に入り、1778年12月からSavanna、Charleston、Camden

と次々にジョージア州やサウスカロライナ州の都市を制圧し、

英国軍優勢で進んできました。 

 しかし、1780年10月7日には、サウスカロライナ州Kings MountainでCornwallis (コーン

ウォリス将軍)から遣わされたFergusonが植民地の親英国派による軍隊を率いて、

Overmountain Menと呼ばれる地元の開拓民などからなる愛国者軍と戦ったが、地の利

を知っている愛国者軍が勝利し、Furgusonは戦死しました。ただ、これは実際は英国軍と

大陸軍の戦いではなく、植民地内の愛国派と親英国派の戦いでした。(Kings Mountain 

National Military Park, SC) 

 そして同じ頃、負け続けていた南部戦線の形勢を逆転するためにジョージ・ワシントン

は南部戦線総大将にNathaniel Greene (グリーン少佐)を任命しました。Greeneは軍隊の

再建・兵力増強のため時間稼ぎの戦略にでました。その後、大陸軍を二手に分ける戦略

を取り、配下のDaniel Morgan准将は1781年1月17日サウスカロライナ州Cowpensで

Tarleton率いる英国軍を大敗させました。この2つの戦いが独立戦争の南部戦における

風向きを変えたと言われています。(Cowpens National Battlefield, SC) 

 Greeneは英国軍の総司令官Cornwallisとの戦いを避けて撤退を続けていましたが、つ

いに時が満ちたとして3月15日にGuilford Court House (ギルフォード郡庁舎)にて戦いを

始めました。そして、1時間半ほどでGreeneはわずかな痛手を負っただけで撤退しまし

た。一方のCornwallisの英国軍は500人の死傷者を出しました。一見、英国軍の勝利に見

えるこの戦いは、実はGreeneの策略による勝利でした。(Guilford Courthouse National 

Military Park, NC) 

 食料や物資の補給も途絶え痛手を負ったCornwallis軍はまずウィルミントンに撤退し、

その後ノースカロライナ州をあきらめてバージニア州に向かい、ヨークタウンに進攻しまし

た。そこへジョージ・ワシントン率いる大陸軍とそれを支援するフランス軍がニュージャー

ジーから南下して攻撃を仕掛け、さらに海上からフランス海軍が援護砲撃を加えました。

9月末から3週間に渡った戦いの末、1781年10月19日にCornwallisは降伏しました。これ

により事実上独立戦争は終わりました。しかし、アメリカが正式に独立を認められたのは

1783年のパリ講和条約によってでした。(Yorktown Battlefield, part of Colonial National 

Historical Park, Virginia) 

 なおGreeneはこのギルフォード郡庁舎の戦いの後、Cornwallisを追跡せずに、英国軍

に征服されていたカロライナを奪回するために尽力し、ほとんどの都市を取り戻しまし

た。彼は独立戦争の南部戦線の英雄として今でも多くの土地でその名前が語り継がれて

います。 

Greensboroという町の名前はこの有名な戦略家Greene将軍に由来しています。NC、

SC、TN州のGreenvilleも彼の名前に由来しています。彼は人情味の厚い自制心の高い

軍人で、ワシントンの次に独立戦争に貢献した人物でした。 

 上記の戦場跡地はすべて史跡として国立公園になっています。みなさんも一度訪れて

みてはいかがでしょうか？ 
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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：sales@hrbestsolution.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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－_－－－－－－－－－－－－－——– 
梱包作業員パート募集:空いた時間に梱包作業しませんか。RDU勤務。経験は問い

ません。問い合わせsales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

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

歩数分 問い合わせ sales@realtytriangle.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—— 
賃貸物件:3BR,2カーガレージ、一戸建て、ショッピングセンター、I-40まで近

し、閑静な住宅街、Chapel Hill学校区 sales@realtytriangle.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

家庭教師募集：小、中、高校生現地校宿題サポート ESL sales@hrbestsolution.com 

 

Hearing, Tinnitus, Hearing Aid  
                  

Mieko Tanaka, Au.D 
Doctor of Audiology/オーディオロジスト 

 

301 Kilmayne Dr. #103 Cary NC 27511 
  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 

 

三角横丁「生活に役立つ情報冊子」を発行しました。東洋食品でお受け取り下さい。 

mailto:sakurahcinc@gmail.com
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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 

3/10-27 SNOW WHITE Carolina Ballet DECPA 

3/18,19 The Best of Broadway NC Symphony DECPA 

3/29-4/3 OKLAHOMA! (musical) DPAC 

4/9 Bon Jovi PNC Arena 

4/19-24 Pretty Woman: The Musical DPAC 

5/3-8 My Fair Lady DPAC 

5/17-6/5 HAMILTON (musical) DPAC 

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

3/19 Beethoven Lives Upstairs NC Symphony DECPA 

3/20 
Wow in the World Pop Up Party: Laboratory of 
Bad Ideas 

DPAC 

3/27 Harlem Globetrotters PNC Arena 

4/2 Fairy Tales & Dragons NC Symphony DECPA 

4/5 Disney Princess - The Concert DPAC 

4/28 L.O.L. Surprise!™ Live DPAC 

その他のイベント 

3/12 Raleigh St. Patrick's Day Parade Downtown Raleigh 

4/2 Tacos 'N Taps Koka Booth Amphitheatre 

4/22,23 Brewgaloo 2022 Downtown Raleigh 

4/23,24 The Festival of Legends: The Mystic Circus Optimist Farm Apex 

4/29-5/8 HerbFest 2022 Downtown Wake Forest 

4/30 Spring Daze Arts and Crafts Festival Bond Park Cary 

5/20-22 2022 Got to Be NC Festival NC State Fairgrounds 

3-6月 トライアングルの イベント・スケジュール （変更有） 

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

*DPAC:Durham Performing Arts Center 

 

大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

Atlanta 事務所  

直接電話：678-426-4641 

直接ＦＡＸ：770-415-0039 

Email：mokura@taylorenglish.com

   

Taylor English Duma LLP 
1600 Parkwood Cr, suite 200 
Atlanta, GA 30339 

代表:770-434-6868 

直通:678-426-4641 

代表Fax:770-434-7376  

取り扱い法律分野：雇用、移民。会社設立、製造、 

知的財産、不動産、建設、企業、破産、環境、訴訟、 

保険、税金、ファイナンス、エネルギー、技術、通信、

航空、政府、データセキュリティ、プライバシー、レスト

ラン、ヘルスケア、人材派遣、教育、娯楽、ホスピタリ

ティ、スポーツ、メディア、レジャー等 
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  * 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部 

   Sankakuyokocho@outlook.comまでeメールでお願いします。 

  * 掲載内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異なる場合は 

   事実を優先し、掲載の団体・店舗等に関するお問い合わせは、直接お願いいたします。 

  * 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。 
 

   トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2022年春号/第73号 by 三角横丁編集部 

   三角横丁© All rights reserved. 

  協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター 

  編集発行人： 天野陽子   
  1340 Environ Way Chapel Hill, NC 27517   e-mail: Sankakuyokocho@outlook.com 

編集後記 

今の家に引っ越してき

てからRose Gardenを

作るのが長年の夢だった。

Gardenerの友人が冬が長く

寒いNJからTriangleに引っ

越してきたので、Rose Gar-

den作りをお願いした。まず

は、どこにUtility Lineが

埋まっているか分からな

い。ここ掘れワンワンと言

う訳には行かないので、811

（フリーでUtility Lineが

どこに埋まっているか、

マーカーで印を残してくれ

るサービス）にオンライン

でアポを取る。そして次

は、土壌作りの材料を求

め、トレイラーを車に付け

てLowe’sへ。私の箱庭Rose 

Gardenでも、材料だけで30

袋。トレイラーに積むとき

は余裕で帰宅。いざ下ろす

時、ズシリと重い材料がだ

んだんと鉛のように感じ

る。最後から2袋は、トレイ

ラーから引きずるようにし

て下した。終わっ

た。。。。しかし、その

夜、疲れた体は、ふとした

ことで転び左腰を痛め初め

てヘンプクリームを塗っ

た。でも痛い。yoko 

 



 

Li Ming’s  

GLOBAL MART 
 

Food from China, Japan, Korea, US,  
and much more! 

 

日本の食材や調味料、アジアの食材を 

豊富にリーズナブルな値段で 

ご提供させていただいております。 

★Restaurant Buffet★ 
Choose  3 items/Only $5.99 

 

店内のカフェテリアで美味しいお食事を 

楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。 

 
 

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

☎919-401-5212  

GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC  

☎336-218-8008  

RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC 

☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

最高の日本料理とおもてなしで 

皆様のお越しをお待ちしています 

 

 

 

 

日本人スタッフによる豊富なメニュー❢❢ 

 
うどん、ラーメン類、丼物、カツカレー、定食、弁当各種 

餃子、たこ焼き、肉まん、焼きそば 

Hマートでお買い物の際にはお気軽に❢❢ 

 

Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

Chapel Hill、 NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

不動産関係、Relocationのプロ 

フェッショナル。30年以上の経 

験と知識を生かしたアドバイス 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

 


