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Hot News!!
Orange Countyに森永が進出
パット・マクローリー知事と商務省シャロン・デッカー氏は、9月3日に日本の

世界的大手製菓会社、森永がMebaneに製造拠点を建設する旨を発表。現地雇用予
定人数は90人、投資額は今後3年間で4千8百万ドルの見込みです。州知事は次の
談話を発表しています。「森永の進出でノースカロライナの産品が世界市場でよ
り多く販売されることになる。当州の豊富な人材と豊かな生活環境は森永のよう
な成長企業にふさわしい。」森永製菓は1899（明治32）年に東京で創業、ノース
カロライナ事業では主にソフトキャンデー「ハイチュウ」を生産します。「州の
優秀な労働力はグローバル優良企業誘致の重要な要素だ。当州の「甘い生活」が
菓子製造によく似合うと理解していただいている。」とデッカー氏は述べてい
る。森永アメリカフーズの細野社長の談話は次のとおり。「ノースカロライナの
優れたビジネス環境はよく知られている。弊社は地域の一員となることを誇りに
思い、米国事業の成功と共にノースカロライナ州への貢献に全力を尽くす。」
森永進出の理由のひとつが、ワン・ノース・カロライナ・ファンドが拠出する
26万4千ドルを上限とした業績連動型補助金です。これは企業誘致による州経済
の活性化・雇用の創出を目的としたもので、雇用創出および投資の実績で支給が
審査される。郡政府・市政府も補助金を出すことが条件となっていますが、郡・
市政府との誘致補助金協定はまだ承認を受けていません。森永進出を支援してい

るのは他にノースカロライナ運輸局、ノースカロライナコミュニティカレッジ、
リサーチトライアングル地域パートナーシップ、オレンジ郡政府、オレンジ郡経
済発展局、Mebane市等です。

10月といえば「Halloween」
9月 頃から、お店 では 色々 なコ スチュ ーム が勢ぞ ろい。ご 家族 皆で 楽し める

Halloween Eventをご紹介します。
■Tweetsie Railroad’s Ghost Train at Blowing Rock：
お化け列車、お化け屋敷、ハロウイーンShow,, トリックオアトリートetc
www.tweetsie.com/special-events/
■Green Acres in Cary：コーンメイズ

www.greenacrescary.com

■Phillips Farms in Cary：
コーンメイズ、コーンの大砲、チューブスイング、滑り台etc
www.phillipsfarmsofcary.com
■Pumpkin Patch Express：ハロウィーン電車など
lifeandscience.org/visit/events/pumpkin-patch-express
■Haunted Trolley お化け電車（子供にはちょっと怖いかも）
www.brownpapertickets.com/event/133465
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名古屋大学が第４回ショウケースイベントをRTPで開催！
来たる10月25日（金）午前8時半より、リサーチ・トライアングル・パーク内
ノースカロライナ・バイオテクノロジー・センターにて、名古屋大学およびRTP内
に事務所を構える名古屋大学の技術移転事務所Technology Partnership of Nagoya
University, Inc. （NU Tech）がショウケースイベントを開催致します。
今年は農業系バイオテクノロジーに注目した「Crop Science and Biotechnology」を主題とし、名古屋大学および地元3大学から研究者を招いて最新の5技術を紹
介予定です。また、Syngenta社をはじめとする農業系国際企業からも関係者をお招
きし、現在の農業系技術の動向や企業の関心分野等について語っていただきます。
さらに、講演会後に昼食を交えながらの地元バイテク企業、投資家、大学研究者と
のネットワーキングの場を設けます。参加費は無料。奮ってご参加ください。な
お、事前登録が必要ですので、以下のウェブサイトアドレスよりご登録ください。

「Crop Science and Biotechnology Roundtable」
日 時
会 場

：10月4日（木）午前8時半～午後1時半 （会場受付は8時より）
：ノースカロライナ バイオテクノロジーセンター
15 TW Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709
参 加 費 ：無料 ※以下のNU Techウェブサイトにて事前登録が必要です。
参加予定大学：ノースカロライナ州立大学、デューク大学
ノースカロライナ大学チャペルヒル校、名古屋大学、
主 催 ：名古屋大学、 NU Tech
連 絡 先 ：NU Tech 安座間（あざま）まで、お気軽にご連絡ください。
TEL 919-535-8724
Email kazama@tpnu.org
URL http://www.nutechtransfer.org
※詳細は随時更新予定

日本人会

秋のピクニック

日時：2013年10月20日（日） 11:30～15:00 雨天決行
場所：Carrboro Wilson Park
受付：11:00am～
会費：会員／非会員ともに無料
詳細：Durham, Chapel Hill日本人会まで
/www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
今回のスローガンは「ハロウィンで発見！新しい仲間、新しい自分」。仮装コン
テスト、パンプキンカービング、ラッフル抽選会、古本回収などを予定しておりま
す。ボランティアやポットラックの食事のご提供も大歓迎！大勢の方々の参加をお
待ちしております。
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意外と知らない自動車保険のこと
日本では自動車購入時点で車検期間の2年間強制保険が
ついてきますが、アメリカでは各州で最低賠償責任補償
額が定められています。条件を満たす内容の保険を各自
で手配する必要があります。ただ、州規定の最低賠償責
任限度額はかなり低く、日本と違い対人・対物の賠償責
任補償も無制限ではありません。玉突き事故、深刻な傷
害事故などを起こした場合の訴訟金額などを考慮すると、自動車保険の賠償責任
補償限度額を増額できるアンブレラ保険への加入もお勧めです。

・免許証による保険料の違い
地場の保険代理店（あるいは保険会社）でご契約されている場合は、国際免許
証での運転ということで、追加チャージがあり保険料が割高に設定されるようで
す。弊社では最初から日本での運転年数を加味して保険料をご案内しており、国
際免許証でも追加チャージはありません。逆に、契約後1年以内にお住まいの州の
米国免許証を取得しない場合には、保険料が上昇あるいは更新を拒否される場合
もありますので、できるだけ早めに取得したほうがよいでしょう。

・NC州の免許証を取得する際に
NC州の場合は、運転免許証を取得する際に、申請者の名前が記載された付保証
明書（DL123）が必要になります。通常保険会社が発行する付保証明書には、契約
者名しか記載されないため、これからNC州の免許証を取得されるご家族の方は取
得前にご利用の代理店までDL123の発行を依頼されることをお勧めします。

・日本から家族が遊びにきている間、自分の車を運転させても大丈夫か
基本的に被保険者（契約者と登録運転者）が許可を与えた方であれば、ご家族
であれ知人であれ運転は可能です。万が一事故があった場合はまずは車の所有者
の方の保険で対応します。ご家族の滞在期間によっては運転者登録をする必要も

あるため、まずは状況を代理店まで相談するとよいでしょう。

・レンタカーを使う場合も自分の自動車保険を使えるか
米国領土とカナダであれば加入中の自動車保険をレンタカー（乗用車）に適用
することが可能です。条件としては、私用で旅行先あるいは事故処理中の代車と
して利用する場合になります。ご自身の自動車保険ではカバーされない部分（①
休車損害②事故処理サービス料③車両査定時の減額分）もあるので、レンタカー
会社の販売するCollision Damage Waiverの別途購入も検討するとよいでしょう。

・どうして同僚とこんなに自動車保険料の差がでるのですか？
年齢、性別、運転年数、事故・違反歴、車種、お住まいの地域、既婚・未婚、
年間走行距離やInsurance Score* など、保険料に影響する様々な要因があるた
め、一概に保険料は比較できません。
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*Insurance Score

… 多くの保険会社では個々のクレジットスコアと、事故やク

レーム歴を分析しInsurance scoreというものを算出します。個々のクレジットヒ
ストリーが将来の事故やクレーム申請の頻度などに影響するという考えから、ク
レジットスコアは保険料を算出するうえで非常に大きな要因となっています。

・対無保険者傷害補償とは
自動車を所有する全ての人は、自動車保険への加入を義務付けられています
が、現状は金銭的な問題などから自動車保険に加入していない、あるいは契約を
していても賠償責任補償額の上限が低い場合もあります。事故相手が無保険、低
保険の場合に備えて、対無保険者傷害補償の加入をしておくと安心です。対無保
険者傷害補償をもっていれば、事故後すぐに自分の保険で医療費の支払いをし、
おって自分の保険会社が相手に求償手続きをするようになります。
州によっては、対無保険者傷害補償だけでなく、対無保険者対物補償（自分の
車の修理を行うための補償）の加入が義務付けられているところもあります。NC
州では対無保険者傷害補償、対無保険者対物補償が共に義務付けられて
います。

/ライトあゆみ:Sales Representative

Loyalty Group Insurance Services, Inc.
※お住まいの州や、ご契約内容により補償範囲が異なる場合
があります。
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公認会計士
の
仕事って？

CPAだけではないー財務の資格
8月号ではCPA（公認会計士）についてお話しましたが、財務
に関わる資格は他にもたくさんあります。アメリカでは名刺に
取得資格を明記する習慣がありますが、CPAの他CIA・CMAと様々

な資格があり、皆様も “これはどういう資格なんだろう？”と
思われた事があるかと思います。これらの資格はCPAとは異なり、資格なくして業
務ができないというよりも、持っていることでそのエリアのエキスパートであるこ
とを示すもの。今月は財務の分野に的を絞って、代表的な資格をご紹介致します。

Certified Internal Auditor―公認内部監査人
CIAは、国際的に認められた内部監査の資格。監査の分野におけるキャリアアド
バンテージとして、監査マネージャー・リスクマネージメントに携わる社員・会
計、経済学での就職を希望する学生等幅広い層から注目を浴びています。

Certified Information Systems Auditor― 公認情報システム監査人
IT監査・保証・セキュリティー業務のプロフェッショナルが取得する資格の中
で、最も代表的なCISA。監査の経験、スキルと知識を証拠づける他、取得者がシス
テムの脆弱性に対する対応・コンプライアンスンの遵守・企業内での内部管理など
難解なプロジェクトも担当できるエキスパートであることの指標となります。

Chartered Financial Analyst― 認定証券アナリスト
CFAは証券・財務アナリストといったファイナンス・プロフェッショナルが取得
を目指す資格で、会計・経済・統計や資産運用といった幅広い分野における知識が

試されます。MBA (経営学修士) に続いて、金融の仕事でステップアップをするの
に非常に有利な資各として世界中で高い評価を受けています。

Certified Management Accountant―公認管理会計士
管理会計の業務を行う専門職向けの資格。CPAが外部報告用の財務会計に重きを
置いた資格とすると、CMAは内部報告用の管理会計に重点を置いています。試験で
は財務計画・分析・管理といった、高度な経理と金融マネージメントの知識が求め
られます。
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/高田英夫：

アトランタ在住

公認会計士

第11回 NCJG愛好家大会のご案内
秋風が吹き抜ける好季節を迎えました。皆様におかれま
しては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。さて、第
11回NCJGC(North Carolina Japanese Golf Club)愛好家大
会を下記の通り開催いたします。今回は、US Open予選会
場のPinewild CC、Magnolia CourseでPlayいたします。
清々しい秋空の下、新鮮な空気と緑の中で、笑いあり、
涙ありの一日を気持ちよく一緒に過ごしませんか？参加費
の一部は、Raleigh日本語補習校への寄付とさせていただきます。ご多用中とは存
じますが、何卒多くの皆様にご参加いただけますようお願い申し上げます。
日 時 ：2013年11月3日(日) 8am受付開始、8:15am集合、9:21amスタート
場 所 ：Pine Wild Country Club http://www.pinewildcc.com/
6 Glasgow Drive Highway 211 West Pinehurst NC 28374
費 用 ：$85（カート代、レンジボール、軽昼食付)+$10(景品代）
※正規料金…$135(Play Fee + カート代のみ)
申込期限：2013年10月25日(金)まで
申込み先：天野陽子 919-215-4665 または
sales@realtytriangle.com まで
当日、多くの皆様とPlay出来ますことを楽しみにしております。
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法律相談 「ちょっと教えてください」
DV-2015 抽選による永住権
2015年度の永住権抽選（DV-2015）の受付が東部時間2013年10月1日正午12時に
はじまり、2013年11月2日正午に終了します。これは、アメリカ合衆国を構成する
人種の中で、移民比率の比較的低い国からの移民の数を増やそうとする目的で、
年に1回行なわれる移民多様化プログラムのことです。申請は無料、オンラインで
申請を行ない、抽選者はコンピューターにて無作為に選ばれます。対象となるの
はアフリカ、アジア、ヨーロッパ、北米、南米とオセアニアなど6つの地域から過
去5年間において、移民ビザの発給が少ない国で出生した人で、抽選で年間で合計
5万件の移民ビザが割り当てられます。日本で出生した人も抽選の対象となりま
す。本人が対象国で出生していなくとも、配偶者が対象国で出生していれば、そ
の配偶者の出生国で申請することも可能です。1人1回だけの抽選ですが、本人の
申請とともに、配偶者と21歳未満のお子様も一緒に申請することができます。1回
以上申請をすると、すべての申請が無効となります。
申請方法は、オンラインリンク http://www.dvlottery.state.gov にいき、申
請者の氏名、生年月日、出生地、出生国、住所、eメールアドレス、電話番号、学
歴、婚姻関係、配偶者情報、子供の情報など基本的な個人情報を入力します。デ
ジタルも写真も添付し、オンラインで提出。抽選結果は、通常翌年の5月以降に国
務省のウェブサイトにて確認できます。上記リンクにいき、”Entrant Status
Check”という項目を選択し、申請確認番号を入力して、当選状況を確認します。
抽選による永住権を申請するには、まず申請資格を満たさなければなりませ
ん。まず、申請者は高校を卒業していること、または過去5年間において最低2年
間の職務経験があることが条件。高校は正規の授業に限られます。通信教育や高
校同等教育終了証書（GED）は対象とはなりません。職務経験として認められるの
は、最低2年間のトレーニングや経験を必要とするような職種をさします。さら
に、申請者は犯罪暦の有無なども審査されます。永住権の資格条件を満たさない
応募者の数も考慮して、当選者は申請枠よりもかなり大目に選ばれますので、当
選しても必ずしも皆が皆申請を行なえるわけではありません。受領番号の順番に
申請を行ないますが、当選者は自分の順番がまわってくるまでは永住権の申請書
類を提出できません。2015年の9月末までに順番が回ってこなかった場合、もしく
はその年の永住権発給枠が達成してしまったら、永住権申請の受付は終了しま
す。したがって、当選したらすぐにケース番号を確認し、順番が回ってきたら、
速やかに申請を行なうことが大切です。もし順番がまわってくる前に永住権受付
が終了した場合、翌年度の抽選に再度申し込むこともできます。
抽選申請方法の詳細については、国務省のウエブサイト
http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1318.htmlを参考。
/大蔵昌枝：福岡県出身 アトランタ在住 弁護士
※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。あらかじめご了承ください。
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おいしいもの

探
偵
団

チョコレートチップクッキー
子供 から大人まで、皆 に愛されるチ ョコレートチ ップクッ
キー。袋を開けるとチョコレートの甘～い香り。カロリーを気に
しながら、「もう一つだけ！」と自分に言い聞かせながら、2、
3、4つと手が出ます。多彩なクッキーからお勧めするのは…

おすすめ度No1: Pepperidge Farm Doubled Chocolate Nantucket-Dark Chocolate
サイズ大きめ！チャンク状のチョコレートが惜しみなく入って、
クッキー生地は軽くサクサク感一杯。チョコレートとクッキーの絶
妙なバランスが最高です。

お す す め 度 No2:Trader Joe's Gluten Free Crispy Crunchy
Chocolate Chip Cookie
手作り感あるバターの香ばしい匂いに誘われます。チョコレートの
量は少ないですが、味は濃厚。口当たりがよく甘すぎず日本人好み。
さっぱりしているので食後のデザートでもOK。
…そのまま食べたり、牛乳に漬けて柔らかくしたり、電子レンジでチンしたり(ク
リスピーよりチュウイーがお勧め）、Ice Creamと一緒に楽しんだり。秋の夜長、
読書をしながらクッキーを片手に至福の時間を過ごすのはいかがでしょうか。

大蔵昌枝 弁護士
MASAE Y. OKURA、 ESQ
アトランタ事務所
直接電話：404.223.2217
直接ＦＡＸ：404.238.9764
Email：MOkura@bakerdonelson.com
Monarch Plaza Suite
1600
3414 Peachtree Road
Atlanta、 Georgia 30236
代表電話番号:404.577.600

ウェブサイト：www.bakerdonelson.com
事務所所在地：アラバマ、ジョージア、ルイジアナ
テキサス、フロリダ、ミシシッピー
テネシー、ワシントン
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どんな会社？こんな会社！

企業紹介

SEC of America, Inc.

SEC of AmericaとはShinkawa Electric Company of Americaであり新川電機に
代表される新川グループのアメリカ拠点です。新川電機は1927年の創業以来、石
油・化学・鉄鋼を中心とした幅広い生産フィールドに欠かせない計測・制御・情
報の分野で、最適な機器の販売からコンサルティング、メンテナンスまで一貫し
た体制でお客様の生産活動をサポートしてきたトータル・エンジニアリング企業
です。自社ブランド製品の研究・開発・製造も手掛けており、ここアメリカでは
主に自社ブランドの販売・技術サポート・開発を行なっています。メインとなる
製品は原子力・火力発電所などに代表される発電プラントや石油プラントなどで
連続運転されている発電タービン、モーター、ポンプなどの回転機械が良好な状
態で運転されているかどうかを状態監視するシステムです。どうやって監視する
かというと、回転機械から発生する振動をセンサーにより検出します。これは、
人間で言えば脈拍のようなもの
で し ょう か？その 振動 の大 き
さ、速さ、リズムなどを専用の
ソフトウエアで解析することに
より、機械のどの部分にどのよ
うな異常があるのかを診断する
ことが可能になります。とにか
く人間でも機械でも早期発見、
早期治療が大切、これにより大
事故を未然に防ぐことが可能に
なります。
この他にもロケットエンジン
監 視 用セ ン サ、原 子炉 のイ ン
ターナルポンプ監視用センサ、列車（新幹線を含む）のレール監視用センサ、リ
ニアモーターカーの浮上制御用センサなど非常に高い信頼性が要求される特殊分
野にも進出しております。またラテンアメリカも私達のテリトリーであり、メキ
シコやベネズエラの国営石油会社にも製品を納入しています。 よってアメリカ
だけでなくメキシコやベネズエラにも技術者を配置しており、しばしばスペイン
語の技術文書やEメールと格闘しなければなりません。ちなみに日本人は私1名で
す。
/寺田 勝：広島県出身 Durham在住
会社名：SEC of America, Inc.
所在地：807 East Main Street, Building 2, Suite 240, Durham, NC 27701
連絡先：Tel 919-533-4920 Fax 919-882-8204
e-mail markterada@sec-america.com
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日時：12月14日（土） 10AM～12PM
場所：日本語補習学校 ※本年度より移転しました！
St,Mary's School Poyner Hall 2階
住所：900 Hillsborough St, NC 27603
本、雑誌を安価で販売。当日、古本の寄付も募集しております。絵本切望！！
売上金は全て補習校運営に活用させていただきます。また、構内にて出張領事サー
ビスが開催（要事前登録。詳細はアトランタ領事館HPをご参照ください）されま
す。皆さんのご来場をお待ちしております。

St.Mary's School 校内案内図
【注意事項】
・入 口 は Gate4 に
限定(他は禁止)

・補習校内の移動
は灰色枠内に限定
・お 帰 り の 際 は
Gate2、3を
ご利用ください

会場
Poyner Hall
2階

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
www.warajirestaurant.com
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自分の子供を知ってもらいましょう
新学年が始まって、大分学校にお子さんが慣れてき
た頃だと思います。先生の授業の進め方や、1日のスケ
ジュール、宿題のパターンなども大分理解できてきたことでしょう。しかし先生
のことはよくわかっても、果たして、自分の子供を先生がどのくらい理解してい
るかは不安になるところ。1年間過ごすためには、先生には早いうちにぜひ自分

の子供の長所短所を理解してもらいましょう。
学年が始まると、オープンハウスなどがあります。ここではまず、全体会で校
長からの挨拶があったりPTAからの話を聞く時間が設けられています。その後、
クラスごとの担任の先生との懇談会があります。懇談会では、先生がこの学年で
どんなことを学ぶのか説明してくれます。その後こそ、先生と自分の子供につい
て話し合う絶好のチャンス。学校での様子や、お友達と遊んでいるかなど、気に
なる点は質問してみてください。また、日本の学校や、昨年のクラスで何か問題
があったら、それも伝えておいた方がいいでしょう。問題がなくても、先生に
「学校は楽しいと言って毎日通っており、親としてとても感謝しています」と一
言感謝を述べるだけでも、先生のお子さんに対する印象は変わると思います。勉
強もさることながら、「子供達が毎日楽しく学校に通ってくること」、「学校は

子供達が安心を感じられる場所」というのが、ほとんどの先生が目指しているこ
とだからです。もしこのオープンハウスでのチャンスを逃した場合、帰りのお迎
えの時にクラスに顔を出し、プチ個人面談をしてもらうのもお勧めです。
子供がクラスで、いじめほどではありませんが、ちょっとしたいやがらせをさ
れていて不快感を感じていたら、そのことを担任の先生に言うか言わないか親と
しては悩むところです。そのような場合、先生に事実を話すと、ほとんどの先生
は、話してくれたことに感謝して何とかするように努めてくれます。担任の先生
としては、クラスで何が起きているのか、何でも把握しておきたいからです。い
やがらせをしている子供に対する非難ではなく、感情移入せず起きている事実だ
けを述べ、解決策を考えてもらえるように話してみてください。そうすれば、先
生に裏で「言いつけている」という後ろめたさも、少しなくなると思います。
子供の本当の性格、または考えていることを先生により知ってもらうため、で
きるだけ先生とのコミュニケーションを密にしましょう。メールでも、電話で
も、個人面談申し込みなどいつでも機会があります。親も子供のためにがんばり
ましょう。きっと良い1年になると思います。
/荒竹由紀：東京都出身 Chapel Hill在住 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専
任通訳翻訳者
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知っておきたい
「こども」のこと
幼児の「色の識別」について
「黄色 緑 赤」といった色の名前は、特別に教えなくても生活の中で自然に覚
えるものだと思われているお母様方が多いと思います。しかし、幼児の段階で
しっかり教えないと、子供が間違って色を覚える事があります。例えば、日本で
は緑色に見える信号機を「青信号」と言うので、緑色を青色だと勘違いをしてい
る子供がいます。そういった幼少期の色に関する勘違いをしないためにも必ず
「これは黄色だね」などと、子供に声かけをして色のチェックをすることが必要
です。海外で子育てしている方は日本語より先に英語で色の名前を教えた場合の
幼児は、どのように色を識別するでしょうか。例えば、赤いりんごを見てまず
「Red」そして日本語に置き換えて「赤」と言うように2回置き換える子供が多い
ようです。 帰国の予定のある方は、まず16色ペンテルクレヨンを購入し、それを
使って幼稚園に入園する前に正確に日本語名で色の名前を教え、同時に色の識別
ができてるかどうかもチェックをして見てはいかがでしょうか。
/近野ゆみ：東京都出身 西荻フレンドリースクール経営

すくすく元気！

-食べ物の見た目と消費量-

日本ではキャラクター弁当（キャラ弁）なるものが流行っているそうですね。
私の母もよく、たこさんウィンナーやうさぎさん林
檎をお弁当に入れてくれましたが、最近では立体の
クマちゃんやアンパンマンのようなキャラクターを
モチーフにしたお弁当もあると聞きました。アメリ
カの幼稚園ではカリキュラムの一貫として、果物や
野菜を使って写真のようなおやつを作ることもある
ようです。アメリカの幼稚園では見かけることの無いキャラ弁ですが、果たして
キャラ弁は子供の食べ物の消費量に関係してくるのでしょうか？
ある研究で、幼児にかわいい形をしたおやつと普通のおやつを与え消費量と廃
棄量を測ったところ、消費量も廃棄量も二つのパターンに違いがないことがわか
りました（※）。ただ、かわいい形をしたおやつを与えた場合、幼児は普通のお
やつを与えたときよりも時間をかけて食べるようです（※）。キャラ弁とそうで
ないお弁当を比べたときの、幼児の消費量と廃棄量を調べた研究はまだ報告され
ていないのですが、幼児の苦手な食べ物を食べさせたり、初めて目にする、ある
いは口にする食べ物を幼児に与える場合、もしかしたらキャラ弁は有効な方法か
もしれません。キャラ弁が幼児の食べ物の消費量にどのような影響を及ぼすか、
とても気になるところです。 ※アメリカで行なわれた研究結果によるもの
/近聡子：福島県出身 Cary在住 学生
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旅先での観光を楽しむために
最近まで、旅先での観光は自力で回るもの、
と信じていた。一昔前なら、観光バスか、パッ
クツアー程度しかなかった様に思う。しかし、
時代は変わってきている。
勿論、観光バスも使い様だ。短時間で回れる
し、車窓で興味が湧いた所へ後から訪れれば効

率的だ。それに、街のレイアウトが分かれば、観光も楽になる。最近のアイルラ
ンド旅行では、交通の不便な所へツアーを使った。時差ぼけでボーっとしていた
し、自力では路線バスで寝過ごすのがオチだっただろう。＄50程だったが、その
価値はあった。
個人でガイドを雇う手もある。アルジェリアでは、フランス語が分からないと
身動きが取れないと判明し、割安な英語の現地ガイドの会社を探し当てた。宿
泊、交通費、入場料、食事も含めて、一週間で＄1000程度であった。何度か一緒
に食事もしたし、その際や移動中に、色々と現地情勢や、生活の事を聞けた。行
き先によっては、使える技である。
それでも…という人や、特に若い層には、徒歩や、自転車でのツアーに人気が
出てきている。パリの自転車ツアーは、中心部を3時間程回るツアーだったが、ガ

イドもユーモアたっぷりで、楽しく参加できた。アルメニアの首都エレバンの無
料徒歩ツアーは、ホステル宿泊者が対象だったが、市場でコニャックの（安全
な）闇売りまで紹介してくれたり、地元の事を知り尽くしているからこそ、のも
のであった。
自力で行くのもいいが、良いガイドに当たれば、絶対に自力では無理な経験が
得られる。機会を見極め、うまく使っていただきたい手である。
/根木暁：愛知県出身 Chapel Hill在住 Travelink Chapel Hill支店長

14

赤い小鳥とブルーな生活
「ひと夏の経験」"Summertime"
みそラーメン。メンチカツ。タコとキャベツのペペロン
チーノ。鮭寿司。ドライカレーとナン。近頃の学校給食はす
ごい。お皿に突っ込んだソフト麺を、先割れスプーンで切り
ながらミートソースに付けていた頃とはレベルが違う。献立
のほとんどがご飯ものだ。きな粉揚げパンに浮かれる時代で
はないのである。
遂に日本への帰省が叶った今年、息子は1ヶ月間、小学校生活を味わった。どう
考えても厄介でしかない体験入学を、実家の近所というだけで、公立小学校が快
く引き受けてくださった。あらかじめ「お子さんは日本語は話せるんですよね」
という確認だけはあったのだが、日本で一度も生活したことがない子供に、いっ
たい何をさせれば良いのか、先生方にも戸惑いがあったことと思う。補習校で学
んでいるとはいえ、週4時間、算数と国語だけ、しかも最近の息子は宿題をサボり
気味で成績は微妙である。幸い、教科書が補習校と同じだったこともあり、30人
の仲間たちと一緒に全ての授業に「普通に」出席させていただくことになった。
しかし、敵は国語や算数だけではなかったのである。書道。音楽。体育。道具
は実家の物置から発掘したが、硯や墨汁など息子は目にするのも初めてである。
リコーダーの存在を知ってはいるが、楽譜の読み方は覚えていない。第一、息子
が“Music Class”で習っているのは「ドレミ」ではなく、“CDE”である。授業
以外にも、自分達で配膳や片付けをする給食のこと、全員で毎日する掃除のこ
と、体育の時間の着替えのこと、など、思い付くままにざっと説明はしたもの
の、どこまで理解したのやら。最後には「お友達に教えてもらって」と放り出す
羽目になった。
先生方との面談後、玄関先で靴の履き替えにモタモタする息子に担任の先生か
らすかさず注意が飛んだ。「そこは靴で上がらない。」「申し訳ありません、上
履きの説明をしていま…」「そこからですか！」と、間髪入れずに突っ込みを入
れられてしまったところをみると、先生はさぞ驚かれたのだろう。しまった、和
式トイレの説明も忘れていた。
一家総出で早起きしてしまった授業当日、「ただいま！楽しかったよ！」と元
気に帰宅した息子はオヤツを食べる間もなく、迎えに来た新しいお友達と一緒に
外へ飛び出して行った。
「あっ、明日はいちごゼリーだ。絶対、行かなくちゃ。」相変わらず宿題には
ムクレながらも、息子は毎日、熱心に通っている。「今日はリコーダーでラの音
が出せた」だの、「マットで後ろに回れなかった」だの、給食以外にも、楽しい
ことがたくさんあるようだ。こうして息子の夏は過ぎていく。素晴らしい体験を
させてくださった先生方に心から感謝します。怪しい転校生に優しく色々教えて
くれた2組の君たち、どうもありがとう！あとは、新学期までの2週間、残った宿
題をどうやって終わらせるか。それが問題だ。
/松田せれな：東京都出身 Cary在住
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『テンポロマンディビューラージョイント症候群 』

第2話

質問まみれの書類を提出後、またしてもマニュアル通りの体重、身
長、血圧測定が終わり、小部屋に連れて行かれドクターウィリアムスを待つこと
に。見渡すとその部屋には耳鼻部分の人体模型があり、その構造図が壁に掲げら
れている。いまさらながらその構造の複雑さ、巧妙さに一人のエンジニアとして
驚愕の念を覚える。それにしても人体とは何たる精緻な構造体なのであろうか。
さて、いよいよドクターウィリアムスの登場。年の頃なら40代前半、血行の良さ
そうないかにも切れそうな感じの小柄なドクター。ただしはげている。『右の顎
が痛いんですね。その痛みが耳とこめかみあたりまで広がったと。』『はい。』
『どんな痛みでしょうか？』『うーん、鈍い痛みではなく、鋭い痛みです。』
『エレクトリックな痛みですか？』『（おお、そんな表現をするのか）そんな感
じです。』（両手を左右の顎の付け根に当てて）『はい、開け閉めしてくださ
い。耳と喉を見せてください。…テンポロマンディビューラー ジョイント シ
ンドロームだと思われます。略してTMJシンドローム。』『は、はあ。（イヤー、
やっと病名が出てきた。何だか判らないけど）』『顎間接の炎症が起こっている
と思われます。それが頭痛や耳の痛みの原因です。』『何でそんなことが起こる
んでしょう？』『多くの患者の場合、顎の使いすぎ、つまり四六時中ガムをか
む、ジョーブレーカーと言われる硬いキャンディを好む、ドリンクの中の氷を噛
み砕いて食べるのが好き等々、顎間接への過負荷が原因ですね。睡眠中の歯軋り
もまずいですね。稀に原因がはっきりしないこともありますけど。TMJはいまだ調
査研究段階の部分もありますが、不眠症や慢性的頭痛の原因にもなります。』
『そういえば最近、どうも眠りが浅くて短いんですよ。頭痛もあるし。』『治療
方法はこちらです。これを実践して2週間後にまたいらしてください。』
抗炎症剤の服用（イブプロフェン600mgを1日3回）/顎を休めるためにマッシュ
ドポテトより柔らかい食べ物のみを数週間食べること/ガム、ジョーブレーカー
キャンディ、氷を食べないこと/温シップを張ること/オプションとしてデンタル
スプリントを装着。…うんうん、イブプロフェンね。痛み止めね。でも600mgを1
日 3 回 っ て 多 く な い か？Wikipedia で 確 認。経 口 投 与 量 は 4-6 時 間 ご と に 200400mg、1日の最大投与量は800-1200mgって書いてある。おいおい、最大投与量を
超えてるじゃん。量は自分で調整しよう（←勝手な素人判断。でもきっと正し
い）。え、マッシュドポテトより柔らかい食べ物？何があんだっけ？
『マ ッシュ ドポテ トよ り柔ら かい食 べ物に ウイ スキー は含ま れま すよね？』
『ウ、ウイスキーは食べ物じゃないと思いますが…』『タバコは含まれますよ
ね？』『た、タバコは食べ物じゃないと思いますが…』『悪影響は無いですよ
ね？』『私 の 立 場 で は 喫 煙 は薦 め ま せ ん が、今回 の 症 状 に 対 し て は無 関 係 で
す。』『よしよし。』まじめな答えが返ってきて恐縮恐縮…。タバコとウイス
キーは問題なさそうだ。…だが、マッシュドポテトより柔らかい食べ物が大きな
問題だと気付くまで、そう時間は掛からなかった。帰り道、早速ターゲット内の
薬局でイブプロフェンの錠剤と温シップを手に入れる。さあ、次は問題の『マッ
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シュドポテトよりも柔らかい食べ物』だ。ビールはまあ、ウイスキーが良いんだか
ら問題ないか。とりあえず牛乳かな。豆腐は良いだろう。卵はふわっとスクランブ
ルにでもすればまあ良いだろう。バナナか、ぎりぎりセーフの範疇だろう、きっ
と。お、ヨーグルト。これは柔らかい。最も甘くなさそうな果物の絵が付いている
16個パックを籠に入れる。と、その時フラッシュアイディアが。『そうか、ミキ
サーに掛けちまえば良いんだ！』早速家電売り場へ。おお、有る有る。一番小さい
のが約500cc、そのままコップになって飲めるらしい。スイッチも色々な調整機能
を省いた押しボタン一個の潔さ。何より、他の大きなやつが50ドルもするのにこい
つときたら19ドル。よし、決まり。お買い上げ、ドンドン。今日の夕飯は『ヨーグ
ルトバナナのミキサー仕上げ』だ。台所にミキサーをセット、バナナ2本とヨーグ
ルトを投入、高鳴る胸を押さえながらスイッチオン！軽快な作動音と共に、あっと
いう間に内部が液状化する。一口飲んでみる。うーん、悪くは無いがドロドロと粘
度が高すぎ、おまけに何だか生ぬるい。そうか、氷も一緒にミキサーすれば良いん
だ、どこかの店で見たような気がする。氷の量は、うーんこのサイズだと2個だろ
う、きっと。液状化したヨーグルトバナナに氷を2個投入、スイッチを押す。固体
が入っているせいで10秒ほど盛大な音がするが、その音が小さくなることで完成の
時期を知らせてくれる。おお、読みがズバリ的中!!バナナの香りに冷たい口当た
り、適度な粘度にマッシュドポテト以上の柔らかさ。これだこれ。そこいらの店に
は負けないバナナジュースのレシピが完成した。よーし、もう一杯だ。
さて今日は土曜日。イブプロフェンと温シップの効果か、比較的良い睡眠が取れ
たような気がする。と言ってもまだ5時だ。昨夜の夕食がほとんど流動食だったた
め、早くも空腹感を覚える。昨夜から都合、3杯目のバナナジュースになる。しか
しながら生まれついての日本人、こんな物で力が出るわけがない。ええい、日本人
はやっぱり米だ、米ぇ!!…1時間後。パーパーピーピープープーポー、米が炊き上
がった。ふわっとスクランブルエッグを作り塩コショウを振る。さて、炊きたての
米がマッシュドポテトより柔らかい訳はない。しょうがないミキサーしてみるか♪
試しに一口分ほどをミキサーに投入、スイッチオン。あっという間に透明容器が
白くなり壁に張り付く米。量が少なすぎたようだ。1合分の米を投入する。スイッ
チオン。ブモーブモーブモー。何だか苦しそうだ。回転も上がらない。ブモーブ
モーブモー。げげっ、モーターから白煙が!!あわててスイッチをオフ。ジャポニカ
米の粘りが小型ミキサーのモータートルクに打ち勝ってしまったようだ。容器を逆
さにして米を取り出す。大部分が投入前の形で出てくる。刃にはミキサーされた米
が纏わりつき、掃除の困難さに目の前が真っ暗になる。しばらく水に浸せば何とか
なるか…水に、水…。も、もしかして最初から水を多めにして炊くだけで良かった
んじゃないのか？何てこった、エンジニアが文明の利器に振り回されるとは…。調
べてみたところ、ミキサーはジュース状の物とか粉を作るためのもので、意外と応
用範囲は広くなようだ。糸を引く食べ物もやらない方が身のためだろう。納豆とか
おくらとか、考えていたんだがやめておくか…。反省しながら左側の歯で食事を摂
る。お、意外と右側に負荷をかけることなく食べられるじゃないか。やってみるも
んだ。左側に同じ症状が起きないうちに全快することを祈ろう（さて、次は何をミ
キサーしようか…）。
次号に続く…/岸本：北海道出身 Durham在住 駐在員
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Super Global Mart (通称G MART)がグリーンズボロ、シャーロットに次ぐ3軒目
のお店を今年の7月24日、バーリントンにオープンしました。
G MARTはアジア全般の国々のほか、アフリカ、中南米の食料品も扱うお店で、
バーリントン店はグリーンズボロ店の約2/3の大きさですが、鮮魚、精肉セクショ
ンもちゃんと揃っています。水槽で泳ぐTILAPIAのほか、活ロブスターも近く始め
る予定とか。日本食材も結構揃っていますが、店内になくてもグリーンズボロ店に
あるものはリクエストすれば次の日にでも用意してくれるのは便利ですね。

店舗住所: 2210 W. Webb Ave. Burlington, NC 27215
336-252-1055
営業時間: 8:30am - 9pm, 365days (close early on Thanksgiving & Christmas)

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) 274-4553 ・ Fax (336) 273-8890
Yosuke Yamamori、 Kathie Yamamori

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
不動産関係、Relocationのプロ
Realtor/Broker/QSC
フェッショナル。25年以上の経験
801 Tinkerbell Rd.
と知識を生かしたアドバイスで
Chapel Hill、 NC 27517
アメリカ生活安心スタート！
Phone: (919)215-4665
http://www.realtytriangle.com/
yoko.amano@realtytriangle.com
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The Veggie Wagon
住所：608 B South Lake Park Blvd,
Carolina Beach, NC
電話：910-805-3014
ホームページ: http://www.theveggiewagon.com
内容：地産地消、地元志向ストア
営業時間：10:00am-7:00pm

The Veggie Wagonは、まだ若い夫婦が5年前から始めた地域を応援するお店。
地元で採れた農産物に海産物、珈琲豆、スナック、アイスクリーム、パン、キャ
ンドルなどなど。中でもお勧めはカロライナビーチにあるIsland Roast Coffee
社の珈琲豆、Salty Caramel風味。この香りが漂うと、朝から幸せな気持ちにな
ること間違いなしだ。小さなお店だからつい見逃してしまいがちだが、ウィルミ

ントンへ行ったときには是非お立ち寄りを。

/まつこ: チャペルヒル在住
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こんなとき、どう言うの？

秋に使える表現あれこれ
・枯葉が ひらひら まいおちる

Autumn leaves are falling

・焼き立ての お芋は ほくほく

Hot and fresh baked potato

・秋の 虫が りんりん 大合唱

The symphony of autumn insects

・秋の 月を ぼんやり 眺める

Gazing at the autumn moon

・夏の暑さが ひいて ほっとする
・じっくり 煮込んだスープ

Slowly simmered soup

・秋の夜長に のんびり 読書
・すっかり 秋めいた天気

Relief from the summer heat

Reading late into the autumn night

there's the feel of autumn in the air

・からりと よく晴れた 秋の空

The clear autumn sky

・葉っぱが ほんのり 色づき始めた

The leaves are changing colors

今日は「B」と「V」の発音レッスンです。

「B」の音：スイカの種を飛ばすように、口をすぼめて空気を出すよう
に発音します。破裂音なので音は短いです。

「V」の音：口を軽く開け、上前歯を軽く下唇の中央におき隙間から息を
出しながら発音します。摩擦音なので長く音を出すと唇が震えます。

日本人には聞き難く、発音し難い「Becky」と「Vicky」の二つの名前を交互に
発音して練習してみてください。
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/Marie：沖縄出身 Morrisville在住

瘀血の体質別タイプと改善法
体に発生した瘀血を除去する方法を、中国漢方では「活血化瘀」と呼んでいま
す。これは、ドロドロになった血液をサラサラに変え、うっ滞を取り除き、ス
ムーズに流れるよう改善するものです。
■元気不足タイプ：元気がない/息切れ/倦怠感/汗をかきやすい/風邪を引きやす
い/食欲不振/下痢しやすい等。元気を補う方法で、朝鮮人参、黄耆などを使用。
■血液不足タイプ：顔色が悪い/動悸/立ちくらみ/皮膚につやがない/経血量が少
ない。血液を増やす方法で、当帰、阿膠などを使います。
■冷え/寒がりタイプ：手足の冷え/寒がり/倦怠感/むくみ/夜間多尿など。体を温
める方法で、肉桂、生姜などを使います。
■体液不足タイプ：口やのどが渇き/水を飲みたがる/手足がほてる/のぼせ/寝汗/
皮膚が乾燥など。体液を増やす方法で、麦門冬、生地黄などを使います。
■イライラタイプ：胸部や腹部に張り、痛みがある/ため息が多い/イライラ/怒
りっぽいなど。緊張を緩和する方法で、柴胡、木香などを使います。
■ヘドロがたまったタイプ：頭が重い/吐きけ/胸がつかえる/昼間でも眠い/口の
中が粘る/体が重く感じるなど。過剰な水分や脂質を除く方法で、山楂子、半夏な
どを使います。
漢方薬には、血液の汚れを除去し、血液の滞りを阻止する力をもった生薬がた
くさんあります。よく使われるものは丹参、芍薬、川芎など。このような生薬を
上記のタイプに加えることで、瘀血の発生、予防に優れた効果を発揮します。
瘀血の予防は毎日の生活が基本。適度な運動を行い、ストレスがたまらないよ
う心がけましょう。さらに、十分な睡眠をとり、さまざまな食物をバランスよく
食べ、生活環境に注意することが養生法となります。
/武 耕：北京出身 Chapel Hill在住 北京中医薬大学医学部卒業 中医師

ストレスを感じていませんか？ 夜ちゃんと眠れていますか？
疲れがひどく気力がわかないことはありませんか？

針灸治療で元気な毎日を取り戻せるかもしれません！
109 Conner Dr. Building III, Suite 103
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-4151

www.acupuncturehealingcenter.org
Face Liftを始めました

針灸治療有資格者
Carmela Mager
カーメラ・マーガー

針灸治療有資格者
Andrew Nowosad
アンドリュー・ノワサッド
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ごちそうさまぁ～！
ニラ粥
材料：米1/2カップ、ニラ1束、生姜1切れ、ザーサイ少々、醤油少々
作り方：
1. 米と水を鍋に入れ、30分以上水に漬けてから強火にかける。沸騰したら弱火で煮る。
2. 生姜をみじん切りにして1. に入れ、さらに10分程煮て火を止める。
3. 鍋にサラダオイルを熱し、千切りにしたザーサイと細かく刻んだニラを炒める。
醤油で味を調える。
4. お粥に3. を載せてできあがり。
ニラは血行をよくし新陳代謝を活発に、生姜は体を温め、血液をサラサラにする効果
があります。

/武 耕：北京出身 Chapel Hill在住 北京中医薬大学医学部卒業 中医師

パン床ぬか漬け
たまに食べたくなる「ぬか漬け」。でも、家で「ぬか床」を
作りたいけどあの匂いがどうも苦手…という方も多いのでは。
そんな読者の皆さんに「パン床漬け」レシピをご紹介します。
材料：食パン一斤（350～400g）、くず野菜、
A（日本酒250cc、塩2～3tbs、隠し味として醤油・生姜スライス少々）
作り方：
1. 漬け容器に食パンを小さく千切っていれる。
2. *の材料を、ちぎったパンの中に入れよく混ぜる。
※パンの固さがお味噌位になるよう、日本酒で調整してください。
3. くず野菜を加えて、一晩寝かして出来上がり！
※発酵が足りない場合は、数日寝かせてください。

毎日1回は、空気が入るようにかき混ぜましょう。漬床が少なくなってきた
ら、パンと塩を足してください。
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郵便箱でよく見かける「Bed Bath & Beyond」のクーポン。
「15ドル以上お買い上げだと$5off」とか「20%off」とお買い
物好きにはたまらない美味しい話。しかし、欲しい物がないの
で、悲しくも期限切れで不使用なんて経験はありませんか？
そんなショッパーに嬉しいニュース。US Mailで届いたBed Bath & Beyondのクーポ
ンに限り期限切れはありません！クーポン上に期限が明記されていますが大丈夫。
2年前でも5年前でも利用できます。これでHoliday Shoppingが楽しくなりますね！

肌の乾燥が気になる季節。全身が痒くなったり、肘、踵のヒビ割
れって辛いですよね。そんな悩みにはやっぱり「Cetaphil」！慢性
の乾燥肌、敏感肌の方の為の特別処方クリーム。水分を肌に結びつ
け潤いを保つと立証されたクリームです。バセリンみたいにべた付

かず、塗った後もサラッとしているのに意外と取れにくい。敏感肌
を刺激するラノリン、バラベン、香料は含まれず、毛穴もつまらせません。
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秋の名物

秋から初冬にかけてノースカロライナ中西部の田舎町や山をドライブすると、チ
キンシチューというサインを見かけることがあります。教会やコミュニティセン
ターなどで、野外で大きなお釜と薪を使いじっくり煮込んで作る牛乳ベースのスー
プ。誰でも歓迎なので、そのサインを見たら一度味わってみてはいかがでしょう。
涼しくなった秋に、特に野外で温かいスープをいただくのは格別です。また、アメ
リカ人の友達のお宅で、ご馳走になる機会があるかもしれません。自宅でも、鍋ま
たはスロークッカー（クロックポットとも言います）を使って作れるので、お友達
をたくさん招待して、裏庭パーディーはいかがですか。
材料：
チキン丸一羽（簡単にしたければ、皮と骨なしのチキン胸肉約2ポンド）、
水2リットル（2quart）、牛乳1リットル（1quart）、チキンブイヨン2～3個、
バター大さじ2、小麦粉1/2カップ、塩・コショウ適宜
※お好みで唐辛子またはホットソース
作り方：
1. 大きな鍋に水を入れてチキンがやわらかくなるまで煮ます。
圧力鍋を使うと短時間でできます。
2. チキンを取り出し、骨、皮、内臓を取り除き、肉を手で細かく裂きます。
3. チキンの煮汁の入った鍋に、2. を入れ、ブイヨン、バター、塩コショウ
（唐辛子またはホットソースを適宜）入れて中火で1時間ぐらい煮込みます。
4. 弱火にして、小麦粉を牛乳で溶いたものを混ぜ、とろみをつけます。
5. 1時間以上弱火で煮込んで出来上がり。
Saltine Crackerという、塩味のシンプルなクラッカーを砕いたものをかけて食
べます。玉ねぎなどの野菜を一緒に入れると、より栄養のバランスが取れます。
スロークッカーの場合は、チキンの煮汁を入れるところから使います。強火の設
定で1時間ほど煮てから、弱火にして牛乳と小麦粉を入れて2時間ほど煮ます。
とくに難しいのが、煮過ぎると牛乳が凝固してしまうことです。時間や材料の使
用量は適宜調整してください。クロック
ポットやスロークッカーは温度が様々な
ので、一概に時間は言えませんが、とに
かく温度を弱くして煮凝りにならないよ
うに注意することです。
また、バターは鶏肉の脂肪が出た場合
は不要です。私は皮と骨のない鶏の足肉
をつかったので、バターは不要でした。
/順子ギルバート
： Advance在住 米国公認会計士 翻訳者
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秋のお出かけ

おすすめスポット情報

High Ropes Course
：3801 Cash Rd. Durham
NC 27703
対象年齢：7歳以上
料金：$7～
※Durham City在住者の

割引あり（要ID）
URL：
online.activenetwork.com/dprplaymore/Activities/ActivitiesAdvSearch.asp
※Outdoor Recreationをクリックしてください。
子供にとっても大人にとってもAdventure一杯のディスカバリーコースです。
コースは一番高いところで地上17メートル。3つのレベルに合わせてGiant Swingや
Zip Lineなど24の遊技装置があります。体格やその日の気分でレベルを選んでくだ
さいね。個人差はありますが、1グループは10人からなり、1回りするのに2～3時間
ほどかかります。要予約（上記URLから申し込み可能）。

Duke Lemur Center：3705 Erwin Rd. Durham, NC 27705
Tel：919-401-7240 Email：primate@duke.edu
料金：$10～ 予約のみ
マダガスカル島、およびその周辺の島のみに分布するキツネザル。彼らの祖先
は、アフリカ大陸から丸太などの漂流物に乗ってマダガスカル島にたどり着いたそ
うです。しかし、殆どは絶滅の危機にあり、既に絶滅した種類もいます。絶滅の主
な原因は、森林の伐採、乱獲とマダガスカルの貧困があります。キツネザルのコレ
クションでは世界最大を誇る「Duke Lemur Center」では、保護、研究、そして教
育、啓発などの活動が行なわれています。一般に公開されいて、予約をすると見学
ツアーをしてくれます。最初に10分ほどビデオを見終えたら、いよいよ見学がス
タート。ツアー時間は1時間半ほどですが、いろいろな種類のキツネザルに会えて
感激です。ラッキーだと、自然に放置されているキツネザルの遠吠えを聞くことも
できます。秋晴れの日、ご家族でキツネザルツアーは如何ですか？
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Let’s Play

ゴルフ

Weekend Golfer Must Check

週に一度ぐらいのペースでゴルフをしているけど、練習場には
なかなか行けなくて、ちょっとやそっとでは上達しないという話
をよく聞きますが、上達のスタートはまず基本です。グリップ、
姿勢、そして目標、これらがスウィングを上達させる鍵です。
ジャックニコラスが、彼の著書の中で「どれだけ良いスウィングをするかはス
ウィングを始める前にほとんど決まっている」と書いているように、グリップ、
姿勢、目標はゴルフの重要な基本なのです。
■グリップ：体とクラブを結ぶ接点であるグリップがしっかりしていないと、
ボールを正しく飛ばせません。左手の薬、小指の2本でクラブをしっかり握り、ほ
かの指には力を入れすぎないこと。右手の親指と人差し指は、指をＶ字に開き、
その間でクラブを支えること。そして手首や肘、肩は、リラックスさせます。
■姿勢：いい姿勢がバランスの良いスウィングを生み、いいスコアーに繋がりま
す。両足はほぼ肩幅に開いて体重を左右平均になるように立ちます。両肩が足の
つま先上に来る程度まで前傾し、おしりがかかと位置よりも後ろに出るように、
膝を軽く曲げて体重が足の中心にかかるようにします。
■目標：いいショットは、良い方向性から生まれます。まず、クラブフェイスが
きちんとターゲットに向いていること。さらに、体がクラブフェイスに対し平行
に立っていること。
これらの基本が出来ていれば、バランスの良いきれいなスウィングが出来、イ
ンパクトにおけるより速いヘッドスピードを作り出します。
グリップは自分で確認できますし、姿勢も鏡などで見る事が出来ますが、目標
（立ち位置）に関しては、なかなか自分では判断できません。ツアーで活躍して
いるプロでさえ、コーチに自分のスウィングを念入りに見てもらっています。
Ａ氏が、時々ボールが右のほうに飛んで行ってしまうということでクリニック
を受けたのですが、アドレスを後ろから見ると、Ａ氏は最初から目標の右に向
かって構えていました。それでも、実際にボールを打つと、通常はＡ氏の目標と
している標的に向かって飛び出していきました。Ａ氏の言う右に飛んでいくボー
ルとは、本来Ａ氏が向いている方向にきれいにまっすぐ飛ぶボールだったので
す。向いている方向が違っている事に気づかなかったので、いつの間にか自分の
立ち位置からすると左にある目標にボールが飛ぶように練習を重ね、スウィング
を変えていたのです。もともと正しいスウィングが出来ていたのに、自分では
まっすぐ目標に向かってアドレスしていると思い込んで、時間をかけて悪い方向
にスウィングを変えてしまったので、元に戻すのに苦労をしていました。
早い時点で気がつかなかったことを悔やんでいましたが、練習で自分の姿を見
ることは無いですし、他の人とラウンドをしても誰も何も言ってくれません。
鏡を見るという身近な方法もありますが、アドレスに関しては出来るだけビデ
オを撮ったり、上級者に頻繁に見てもらいましょう。
/Charley Imai：Pinewild Golf責任者
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■全レベル対応レッスン
■経験のあるプロの本格的指導
■フルスウィングから ﾊﾞﾝｶｰ､ ｱﾌﾟﾛｰﾁ､ ﾊﾟｯﾃｨﾝｸﾞまで全域をカバー
■最新ビデオでスウィングチェック
■パインワイルドの48ホールを使って実戦練習
日程：2013年10月26日(土）～ 27日(日)
費用：＄360 （税込み）
代金に含まれるもの：ゴルフレッスン料、昼食(2回)、Digital Video、
Analysis、コースプレイ・グリーンフィー
お問合せ・申し込み先：Pinewild Country Club 今井まで
電話 800-826-7624 または
E-mail charley@pinewildcc.com

着 物 初 心 者 の 会
もっと気軽に着物！をテーマに、着物のさまざまな知識を共有する
初心者の会です。月に1度、着物に親しむ時間を作ってみませんか？
着物を着てみたい。着付けを思い出したい。着物のコーディネートを
愉しみたい。和裁にチャレンジしてみたい。着物で出かけてみたい。
そんな気持ちを月に1度だけ持ち寄って、みなさんと着物を楽しめ
たら嬉しいです。初心者はもちろん、せっかく着物を持って渡米した
のに、着付けを忘れてしまった…、そんな方も大歓迎。素人同士で集
まって、気軽に、ゆる～く着物を楽しむ会です。
まずはメールにて、お気軽にお問い合せください。
主宰：清水真智子

machi7831@hotmail.com
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サンクスギビング・ホリデーもあるのでたくさんの作品が出て
います。そろそろアカデミー賞を意識した作品もちらほら。大物
俳優たちの活躍が目立ちます。秋の夜長は映画三昧で過ごしてみては？
/緋美瑚: 東京都出身 フリーライター
Gravity (SF、スリラー) PG13、10/4公開
エンジニアのライアン（サンドラ・ブロック）は最初のミッションで宇宙船に乗り
込むが、故障で宇宙飛行士のマット（ジョージ・クルーニー）と取り残される。
Runner Runner (ドラマ、スリラー) R、10/4公開
違法オンライン賭博で騙されて負けたと思った大学生（ジャスティン・ティンバー
レイク）が、そのゲームの創始者（ベン・アフレック）に直接対決を挑む。
Captain Phillip (アクション、ドラマ、スリラー) PG13、10/11公開
ソマリア沖で実際に起きた海賊人質事件を扱った作品。ハイジャックされたアメリ
カ船のキャプテン役にはトム・ハンクス。NY映画祭のオープニングで話題。

Romeo & Juliet (ドラマ) PG13、10/11公開
ウィリアム・シェイクスピアの悲恋物語ロミオとジュリエットのリメイク。若手の
ダグラス・ブース（20歳）、ヘイリー・スタインフェルド（16歳）が熱演します。
Machete Kills (アクション) NR、10/11公開
メキシコ麻薬戦争で大儲けをしている武器ディーラー（メル・ギブソン）が世界中
で戦争を画策。大統領に雇われたマシューテが大暴れ。レディー・ガガも出演。
Escape Plan (アクション、スリラー) R、10/18公開
シルベスター・スタローン、アーノルド・シュワルツェネッガー共演の脱獄アク
ション。レイは独房から脱出したが、次にThe Tombという所に入れられてしまう。
The Counselor (スリラー) R、10/25公開
麻薬取引に関わってしまい、コカインを売りさばこうとする一流弁護士（マイケ
ル・ファスベンダー）が追い詰められていく姿を描く。ブラッド・ピットも出演。
Jackass Presents: Bad Grandpa (コメディー) NR、10/25公開
86歳のアービン（ジョニー・ノックスビル）と8歳の孫のビリーがアメリカ中を旅
することに。旅先で出会う予想できないような人々と繰り広げるコメディー。
Ender's Game (3D) 11/1
近未来の地球を攻撃してきたのはフォーミクスという宇宙人の種族だった。次の攻
撃に備え、才能のある若い士官候補生を訓練していくが、エンダーが選ばれた。
Free Birds (3D、アニメ、コメディー、ファミリー) PG、11/1公開
楽しく笑えるアニメ。七面鳥が感謝祭に食べられるようになった歴史を変えるため
に、2羽の七面鳥が、この世の初めての感謝祭の日までタイムトラベルする。
Last Vegas (コメディー) PG13、11/1公開
モーガン・フリーマン、ロバート・デ・ニーロ、マイケル・ダグラスらの豪華俳優
陣による往年コメディー。60代の4人がラスベガスで独身パーティーを開く。
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About Time (コメディー) R、11/8公開
21歳のパーティーの夜、ティムは自分がタイムトラベルできる能力があることを知
る。その能力を活かし、ガールフレンドに出会おうとするが思ったよりも難しい。
Thor: The Dark World (3D、アクション、アドベンチャー) 11/8公開
地球と9つの国を守るためソー（クリス・へムズワース）は宇宙の敵と戦う旅に出
る。これまでと違い、すべてを犠牲にしなければならない過酷なものになる。
The Best Man Holiday (コメディー) R、 11/15公開
1999年公開の「Best Man」の続編。15年ぶりに大学の時の仲間がクリスマス休暇に
集まることに。時間はすぐに昔に戻り、ライバル同士、恋愛にも火がつく。
The Book Thief (ドラマ) NR、11/15公開
第二次世界大戦中のナチスドイツ。新しく里親に預けられた少女が、ある本と出会
う。それから、彼女は本を読むことを学ぶ。本の素晴らしさが魂を揺さぶる。
The Wolf of Wall Street (ドラマ、伝記) NR、11/15公開
ウォール街の狼と呼ばれたジョーダン・ベルフォート（レオナルド・デカプリオ）
の自伝を元にした回顧録。汚職や暴力など金融機関の裏事情も盛りだくさん。
Black Nativity (ドラマ、ファミリー、ミュージカル) NR、11/27公開
クリスマス休暇に、片親家庭に育った10代の少年ラングストンがボルチモアからNY
まで疎遠になった親戚を尋ね、信じること、癒されることを知るミュージカル。
Mandela: Long Walk to Freedom
(ドラマ) PG13、11/29公開
南アフリカ共和国の初の黒人大統領ネ
ルソン・マンデラの伝記映画。大統領
になる前に、アパルトヘイト運動で刑
務所に27年間も入れられていたことを
中心に描く。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

Angel Roses Florist
フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com
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Pumpkin Patches : パンプキンパッチとは、ハロウィン用のカボチャを販売して
いる場所の事で、秋になると街のあちこちで見られます。ファームなどでは、かぼ
ちゃの販売以外にコーンメーズと呼ばれるトウモロコシ畑の迷路やその他のアトラ
クションが併設されている場所もあります。

■ピードモントトライアド地区のイベント
・J. Razz & Tazz ファーム：466 Peeden Drive, Gibsonville, NC
Tel：336-697-2473 URL：www.myspace.com/thecornmaze
時間：金4-11pm、土10am-11pm、日1-7pm
パンプキンパッチ、コーンメーズ、ヘイライド有り。
・Kersey Valley Maize Adventure：1615 Kersey Valley Road, High Point, NC
URL:www.maizeadventure.com 時間：金土 1-10pm、日1-6pm
10エーカーの迷路、石の発掘、化石の発掘も楽しめる。

■教会主催のパンプキンパッチ
・Centenary United Methodist Church：2300 W. Friendly Ave., Greensboro, NC
Tel：336-299-9643
URL：www.centenaryumcgreensboro.org 写真撮影有り。
・Covenant Church United Methodist：1526 Skeet Club Road, High Point, NC.
Tel：336-841-3242 URL：: www.covenant-church.com
パンプキンパッチの他、トラクターでのヘイライド等有り。
・Guilford College United Methodist Church：1205 Fleming Road, Greensboro
Tel：336-292-5833 URL：www.guilfordcollegeumc.org 写真撮影有り。
・Maple Springs United Methodist Church：2569 Reynolda Road, Winston-Salem
・St. Mary’s Episcopal Church Pumpkin Patch:108 W.Farriss Ave.,High Point
Tel：336-886-4756 URL：www.stmarysepisc.org

■その他のイベント
・10/4～10/13 - Dixie Classic Fair：Fairgrounds - Winston-Salem, NC
フードブースは168出店。ノースカロライナ州では2番目に大きいフェア。
・10/5 - Summerfield: Steeple Hill Farm
パンプキンパッチ、ヘイライド。ファームの動物達とも会える。
住所: 7000 Belford Road, Summerfield NC 27538
Tel：336-373-3800 確認の為のTel要。 URL：www.steeplehillfarmcom
・10/19 - Family Fun For Pretty in Pink：Harmon Park - Kernersville, NC
・10/26 - Halloween Bazaar：Oakview Recreation Center/High Point, NC 27265
クッキーやクラフト販売。カーニバルゲーム、パンプキンのカービング
コンテストやコスチュームコンテストも有り。
・10/26 - Barbecue Festival：Main Street - Lexington, NC
・11/1～11/3 - Holiday Market：Greensboro Coliseum - Greensboro, NC
住所：1921 W Lee St Greensboro, NC 27403 Tel：336-373-7400
・11/16～17 –Piedmont Crafts Fair：Benton Convention Center/Winston-Salem
毎年恒例。サウスイースト125人の芸術家達のショーケースが立ち並ぶ。
陶器、ファイバー、グラス、革、メタル、紙、木製品やジュエリー、写真等。
・11/17 - Holiday Art & Craft
：Greensboro Farmers Curb Market, Greensboro, NC
住所：501 Yanceyville St, Greensboro, NC 27405 Tel:336-373-2402
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■お化け屋敷と迷路
・Kersey Valley Maize Adventure
大迷路で有名なパーク。この時期のKersey Valley spookywoodsも面白そう。
http://www.spookywoods.com スポーキーウッズのチケットはURLから要購入。
Spookywoodsが行なわれている日：
10/4, 5, 10～13, 17～20, 24～27, 29～31日、11/1, 2日のみ。
※迷路パークは11/3までの土12～6pm、日1～6pmまでオープン。
住所：Kersey Valley 1615 Kersey Valley Rd Archdale, NC 27263
Tel：855-185-MAZE (6293)

■その他のお化け屋敷
・Woods of Terror - 5601 N. Church Street, Greensboro, NC 27455
チケット：金土とハロウィーンの夜は＄25。その他の夜は＄15。
7時から入場可。チケットブースは通常9:30pm、金土は11:30pm閉店。
開催日：9/27,28日と10/4～11/2までの木金土日の夜。10/28～31もオープン。
URL：http://www.woodsofterror.com/
・Hillside Horror - 3111 Red Top Road, Wilkesboro, North Carolina 28697
お墓の上に建てられた廃屋のファーム。屋内は古い屋敷と鶏舎のバックグランド
で、顔の近くまでお化けが寄ってくる仕掛け。チケットは$10で、8pmオープン。
9/27～11/2までの金土、そしてハロウィンの夜に開催。
・Hacker House - 188 Hacker House Trail, Pilot Mountain, NC 27041
屋内と屋外の両方を持つお化け屋敷。多くのモンスター達が敷地内を走り回る。
URL：http://www.hackerhouse.com チケットは$20、8pm～11pmまで。
9/27～11/2までの金土、ハロウィンの夜のみ開催。
■10/18～20(金～日)熱気球フェスティバル：Statesville, NC
carolinaballoonfest.com がん患者支援団体ための募金活動の一環で50台もの熱
気球が浮かぶイベント。売店、生バンド演奏、熱気球の体験有。入場料$5～$10。
■10/26(土) レキシントンBBQフェスティバル barbecuefestival.com

■ウィンストンセーラム日本語集会：
11/3、12/1(日)Northwest Baptist Church
※紅葉で山へ行く場合、10月の第1第・2の週末は混雑。ホテル・キャビンは満室に
ご注意を。またPilot Mountainの駐車場は30分ほど待たされる場合もあります。

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・巻き寿司・カレー
焼きそば・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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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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–—

生徒募集：TKI （トライアングル剣道居合道） 日本で剣道の経験のある方、もう
一度アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎です。剣道を通して思
いがけない交流、楽しみ、発見を！連絡 http:www.trianglekendoiaido.org/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

ヘアーカット：Caryにある自宅でヘアーカット致します。料金は$25、子供は年齢
×$1。西海岸で経験有。510-517-3957、mikiwilliamsen@hotmail.com みき
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——–

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

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

配送、引越し、ドライバー募集：大手日系企業、フルタイム、ベネフィット有、
経験者優遇、日本語：母国語レベル、英語：会話レベル Oshigotousa@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

レ ンタ ル物 件： 3BR, 2.5Bath, 2Garege,Cary, タ ウンハ ウス、閑静 な佇ま いの
Community。ShoppingCenter, YMCA近し。問い合わせ：sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

アドミニアシスタント募集：大手日系企業、フルタイム。 日本語：母国語レベ
ル、英語：ビジネスレベル 問い合わせ：Sales@RealtyTriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

経理アシスタント募集：日系商社、ベネフィット有り。フルタイム
遇、新卒者でもOK。 問い合わせ：Sales@RealtyTriangle.com

経験者優

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

帰国安心パッケージ：帰国後の代行サービス、家賃Deposit, Utilities Deposit
を銀行口座に入金、送金代行、銀行口座解約、郵便物を日本の住所に転送。
問い合わせ：sales@realtytriangle.com

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。お気
軽にお問い合わせください。
E-mail:
Sankakuyokocho@outlook.com

32

10～11月 トライアングルの

イベント・スケジュール

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
10/8～13
10/8～13
10/10～27
10/18～19
10/12～17
10/25
11/12～17
11/17
11/23
11/25
12/1
12/8
12/10
12/12～15
12/14～15

Beauty and the Beast (ミュージカル)
Cats (ミュージカル)
Balanchine's Rubies (バレー)
African American Dance Ensemble
Ghost (ミュージカル)
Michael Buble
Elf (ミュージカル)
Totally Beethoven：Music at NC State Celebrates 90 Yrs
MC Symphony: The Wizard of Oz
NCSU Jazz
Michael McDonald (コンサート）
Yo-Yo-Ma (コンサート）
Natalie Cole (コンサート）
A Christmas Carol
Carolina Ballet's The Nutcracker

DPAC
Duke Energy Center
A.J Fletcher Opera Theater
Carolina Theatre
DPAC
PNC Arena
Duke Energy Center
Meymandi Concert Hall
Meymandi Concert Hall
Titmus Theatre at NCSU
DPAC
Meymandi Concert Hall
DPAC
Meymandi Concert Hall
DPAC

ファミリー/子供向けイベント
10/10
Are you smarter than a lemur?
10/17～27 NC State Fair
10/23～27 Feel-ly Scary Cary Film

Duke Lemur Center
NC state Fairground
Koka Booth Amphitheatre

10/26

Page-Waler Arts & History Center

Haunted Twilight Tour of Downtown Cary

10/27
Downtown Harvest Day
Downtown Cary
10/30
More Mysteries and Secrets
Page-Waler Arts & History Center
10/31
Safe-N-Sane Halloween Celebration
Cary Towne Center Mall
10/31
Halloween Carnival
Town Commons
11/1～3
Dora the Explorer! Dora's Pirate Adventure
Memorial Auditorium
11/26～12/24 Frosty the Snowman
Memorial Auditorium
その他イベント
10/6
Festifall
Downtown Chapel Hill
10/20
Food Truck Rodeo
Durham Central Park
11/2,3,9 Orange Conty Open Studio Tour
12/8
Hillsborough Holiday Parade
Downtown Hillsborough
日本人関連イベント
10/6
Junko Fujiyama Live
Raleigh Convention Center
10/6
ウィンストンセーラム日本語集会
Northwest Baptist Church
10/11
シニアハウスCarolina Meadow訪問 & 南部料理ランチ Carolina Meadow
10/12

Tsuasacon

The Big Sandy Superstore

10/18

Moon Viewing Tea (茶道）

Duke Garden

10/19

Anime Halloween Dance

Quality Inn on Wilma Rudolpy

10/25
11/7
11/16

日本料理(講習と試食）
NC州知事公邸見学(予定）
Dancing Leave Tea

First Baptist Church
First Baptist Church
Duke Garden
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トライアングル
LADY’S CLUB
前回の第23回では「スキン
ケ ア、首 上 リ ン パ マ ッ サ ー
ジ、Whole

Foods

Deli の 試

食」で し た。N. Raleigh の エ
ス テ「Green tea Spa」経 営

者、Chikako

Orcutt さ ん に

マッサージ実演もしていただ
き、リンパのツボを伝授いた
だきました。参加者一同が、
さらに美容に磨きをかけよ
う！と誓いました。次回のThe
Lady's Clubは 12/13に 開催予
定。内 容 は、「ア メ リ カ 人 宅
でクリスマスの飾り付けを
習 っ ち ゃ お う！」で す。詳 細
は、11月下旬の日本人会掲示

板をご参考くださいね。
編集後記
空模様がすっかり秋を彩るようになりました。日も短くなり、虫の声に風情を感
じる季節ですね。皆さまはお変わりありませんか？私はといえば、相変わらず苦
手な英語に四苦八苦しているにも関わらず、こちらでも大型バイクの免許を取る
べく勉強をスタートしました。どんなバイクに乗るのか考える時間が幸せな妄想
族になっております。はたして…、免許は無事に取れるのでしょうか…。/真智子
* 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」 2013年10月第34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
発行人： 天野陽子 編集長： 清水真智子
801 Tinkerbell Rd. 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。

