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Hot お土産!! 
この時期日本へ帰国する時に、お土産を何にしようか迷いません

か？何が欲しいか、あらかじめ希望を言ってくださる親戚や友達に

対しては楽なのですが、それ以外の人には、頭を悩ませるもので

す。お土産に良さそうかな、と手に取ってみたら、アメリカ製では

なくてがっかりしたことなどありませんか？今日は、そんなお土産

に困った時のために、いくつかアイディアをご紹介します。 

メールオーダー 

日本向けのメールオーダーでチェリーを送るというのはいかがで

しょう。この方法なら、帰国時の荷物にもなりません。また、アメ

リカから新鮮なチェリーが届くので、送られた方も喜んでくださる

ことは間違いありません。日本への生鮮品の持ち込みは個人では禁

止されていますが、これは業者を通すため、問題ありません。 

Trader Joe’s 

アメリカ産の食品が意外にたくさんあります。例えば、チーズスティック、アニ

マルクッキー、クラッカー、ナッツ等、時間のある時に、じっくり探索してみて

ください。 

Southern Seasons 

店内をよく見ると、North Carolina とRegionalという表示のセクションがあ

り、ノースカロライナ産や、地元で作っている食品が置いてあります。ノースカ

ロライナ産だと、やはり有名なのがウインストン・セーラムで作っている

Moravian Cookiesです。薄いクッキーですが、しっかりした容器に入っているの

で、スーツケースの中で壊れることもありません。アメリカ産ならではのJelly 

Beansの量り売りなら、色々な味をミックスした詰め合わせスペシャルも作れま

す。その他、調理器具のセクションでは、いろいろな種類のカップケーキ用のか

わいい紙カップも見つけられます。最近、日本でもカップケーキがブームなの

で、料理好きのお友達にはピッタリです。 

本屋 

夏の一時帰国で子供を日本の小学校に入れてもらう場合、校長先生や担任の先生

にノースカロライナをわかってもらうために、ノースカロライナを紹介している

写真集はどうでしょうか？チャペルヒルだけに限るならば、Elaine O’Neill の

Goodnight Carolinaも素敵な本です。 

大学もしくは大学近くのギフトショップ 

このトライアングル地区には、有名な大学が３校あります。それぞれの大学構内

や近くのギフトショップには、大学名のロゴ入り商品が売られています。アメリ

カ製とはさすがにいきませんが、種類も豊富で、選ぶのが楽しいほどです。 

シャーロットの盆踊りへAMTRAKで日帰り旅行❢ 

RaleighあるいはDurhamから朝7時ごろ乗車するとCharlotteに10時

到(Greensboroから乗ると同じ列車だから乗車は8:30ともっと楽) 

終点のシャーロット駅からUptownまで市バスで10分。午後一時に

は完売するとい名物ランチタイムにも十分間に合います。帰りの乗車は

Charlotte5時15分発。帰途は家族皆でゆっくりお昼寝しながら帰れます。お祭り

とAMTRAKで2倍楽しい一日をどうぞ。 
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トライアングル日本クラブ便り 
  =会員親睦ピクニックと総会のご報告= 
 

 去る5月4日（日）夕方から日本クラブの会員相互の親睦

を目的としたBBQピクニックがCaryのBond Parkで開催され

ました。「夏祭り」や「新年会」など日本クラブが通常開

催するイベントはOpen to Publicで誰でも参加できるもの

ですが、今回のイベントは日頃支援して頂いている会員の

方々に感謝するためのもので、また日本クラブの総会も兼

ねて、会員とそのご家族だけに限定させていただきまし

た。それでも130人ほどの方々が集われました。 

 日本クラブの会員は現在250名余を数えますが、その内約60%をアメリカ人が占め

ています。日本文化が大好きとか日本を訪問したことがある、あるいは日本に住ん

だことがあるといった、大の日本フアンの方々ばかりです。残りの半分約20%がい

わゆる国際結婚なさってご夫婦どちらかが日本人というカップル、あるいはそのお

子様やお孫さん、さらには日系アメリカ人のご家族などが占めています。今回のピ

クニックでも日系3世という方々3組とお会いしました。そして最後の20%が、と

いっても50人以上になりますが、日本人のご家庭になります。日本企業のアサイメ

ントの方々や、当地に永住を決められている方々、あるいは大学などで研究や留学

なさっている方々などです。現在日本クラブ内のミーティングやお知らせなどコ

ミュニケーションには英語が使われていますが、それもこのような会員構成である

ためです。 

 親睦ピクニックの始まる前に簡単な会員総会が開かれ、前号の当誌上でご紹介し

た9人の役員、日本人4人とアメリカ人5人、の承認をいただき、日本クラブ内の各

同好会から簡単な現状報告がされました。「トライアングル太鼓」「トライアング

ル茶の湯クラブ」「もちつきクラブ」「盆踊りクラブ」「和菓子研究会」「たこや

き研究会」。その後隣接するAmphitheaterで太鼓の演奏と盆踊りのデモが行われ、

障害者で構成されている「スペシャル太鼓」も加わり、「東京音頭」では盆踊りク

ラブと太鼓クラブのコラボレーションも実現しました。そしてもちつきのヨイショ

ヨイショの掛け声とともに、役員がみずから汗だくのシェフとなって焼くBBQのお

いしそうな匂いがただようシェルターに戻り、全員が満腹。潤子フジヤマさんの

ミュージックショーを楽しみながら、会話もはずみ、素晴らしいピクニックになり

ま し た 。 新 し く 会 員 に な り た い 方 は 日 本 ク ラ ブ ウ ェ ブ h t t p : / /

trianglejapanclub.orgで簡単に申し込めます。会費は無料です。 

 

“日本クラブ「夏祭り」盆踊りの夕べ”  
 毎年恒例で1,000人を超える参加者が集う「夏祭り」の企画も始まりました。今か

ら夏休みのスケジュール表にお書き込みください。 

8月9日（土）4:30-7:30pm  於：NC Japan Center 

ボランティア手作りの屋台料理（焼きそば・冷やし中華・たこ焼・焼きとうもろこ

し・コロッケ・牛丼・かき氷など）、ミュージックショー・武道実演・和太鼓演

奏・お子様ゲームなどのプログラムも企画中です。詳細は近日中に上記の日本クラ

ブウェブでご案内いたします。  
       /日本クラブ代表：ロッキー岩島 東京都出身、ラーレイ在住27年  

http://trianglejapanclub.org
http://trianglejapanclub.org
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１．チェックしてみよう、日本の年金  
 「～思わぬボーナスが入るかも…～（前篇）」 

 

皆様の多くは老後の生活に向けて年金制度に加入し、

毎月年金保険料を納めていることと思います。年金は社

会保障政策の一環として各国で実施されており、日本企

業の駐在員の方であれば厚生年金などの日本の年金制

度、米国に移住された方であれば社会保障(Social Se-

curity)に加入されていることでしょう。今回ご紹介す

る内容は、米国在住者（現役の方、退職されている方）向けの日本の年金につい

てのお話です。 

米国へ移住する前、日本に住んでいた頃に厚生年金や国民年金へ加入していた

方は少なくないと思います。しかし数年程度の短い加入であったため、現在は

「すっかり忘れてしまった」「多少覚えているが短期間の加入であまり関心がな

い」「難しいのであまり考えない」という方が多いのではないでしょうか？ 

年金は老後の生活のため、若くて働ける現役時代のうちに少しずつ自分のお金

を積み立てていく法律に基づいた国の制度です。たとえ昔のことでも、また短期

間の加入で積み立てた金額が小さくても、年金保険料として支払った記録はしっ

かりと保管されており、要件が揃い必要な手続を踏めば積み立てた額に見合った

年金を受け取ることができます。でも「年金は長期間加入して保険料を払い続け

ないと、貰えないのでは？」とおっしゃる方がいるかもしれません。確かにその

通りなのですが、海外在住の方は短い加入期間でも受給できる場合があるので

す。 

 

１．日米年金の受給要件 

まず米国の年金制度では、勤めている企業が社会保障税を納付していれば年金

に加入していることになります。退職年金を受給するには40クレジット（1クレ

ジット＝3ヶ月となるため、トータル10年間）の加入期間が必要です。 

これに対し日本の年金制度では各年金（国民年金、厚生年金、共済年金）に通

算して25年間の加入期間が必要です。 

２．海外在住者が注目すべき点 

ただこの日本の年金制度における25年間の加入期間というのはあくまでも原則

であって、加入者の年齢、年金の種類、所得、等の状況によっていろいろな例外

規定があります。その一つが海外在住者に関するものです。海外に居住するとそ

の間、たとえ保険料を支払わなくても加入期間に含めることができるのです。具

体的には以下の制度によるものです。 

①日米それぞれの年金加入期間を通算できる 

日米で締結する「社会保障協定」によるもので、米国で就労して社会保障に加

入するとその期間を日本の年金加入期間と通算することができます。例えば日本

でサラリーマンとして厚生年金に3年間だけ加入し、その後退職して米国へ移住し

て社会保障に25年間加入したとすると合計加入期間が28年間となりますので、日

本の厚生年金を受給することができます。 

②海外在住期間は合算対象期間として年金加入期間扱いできる 

「合算対象期間」とは年金の任意加入期間のことで、この間は強制加入でなく
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なるため保険料を支払わなくても加入期間扱いとなる制度で

す。例えば日本でOLとして22歳から25歳の3年間厚生年金に加

入した後、結婚を機に退職。その後米国へ移住し26歳から60歳

まで主婦をされた場合、厚生年金3年間の他、合算対象期間が

34年間あるため年金受給要件の25年間を満たしていることにな

ります。ただしこの合算対象期間は60歳までの日本国籍（二重

国籍は不可）の期間のみ対象となります。 

 

また上記①②どちらのケースも厚生年金保険料は3年間分しか支払っていません

ので、老後の年金額は少額となります。 

 いかがでしょうか？上記①②のどちらかのケースに当てはまれば日本の年金を

受給できるかもしれません。年金支給開始年齢を過ぎてしまった方も申請手続き

を行なえばその時点から受給できますし、過ぎてしまった分は遡って一括で受給

することができます(但し一定の制限あり)。 

 

次回は手続について説明したいと思いますが、「自分はどちらかのケースに当

てはまるのですぐに確認したい」という場合は、訪日の機会のある方はご自分

で、そうでない方は 日本在住のご家族に頼んで日本の年金事務所を訪ねて見て下

さい。難しい場合は当事務所などの代行業者へご相談いただくことも可能です。 

(参考）日本年金機構ウェブサイト：h p://www.nenkin.go.jp  
    /ライフメイツ社会保険労務士事務所 年金コンサルタント東京都出身 

 

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 

年金手続代行（日本の年金）
海外在住の方、加入期間が短くても受給できます

国民年金・厚生年金・共済年金の受給資格・見込額を無料
でお調べ致します。本手続きのみ有料とさせて頂きます

ライフメイツ社会保険労務士事務所 TEL：213-327-8650
URL：www.life-mates.jp/nenkin Email：info@life-mates.jp

年金のこと、ご相談ください
戸籍謄抄本の取得も致します

 

http://www.nenkin.go.jp/
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 “IRS”を名乗る詐欺電話にご注意 

            

最近、「私はIRSです。あなたは税金を払ってないので、すぐにクレジットカード

で払いなさい。｣という電話がかかってきませんでしたか。実は、私の身近な人に

そのような電話が連続してかかってきました。この知人は、すぐに何かおかしいと

気づき、「本当はIRSじゃないのではないか」と相手を問いただしました。すると

途端に、電話先の相手は侮辱的な言葉を連発して電話を切ったそうです。そもそも

IRSは必ず書面での通知をする事になっており、いきなり納税者に電話を掛けてく

ることはありません。メールを送る事もしませんので、メールやテキストといった

電子コミュニケーションで何か届いた場合も注意しなければなりません。実際、数

年前にはIRSと名乗って納税不足のメールを送るという詐称も発生しています。IRS

によるとこういった詐欺行為は外国人が特に狙われる傾向があるようですので、皆

様も充分にご注意ください。外国人はアメリカの事情に疎いので、IRＳと言えばす

ぐに信用してしまうだろうという心理は、日本のお年寄りを対象に見られる「俺お

れ」詐欺のそれと似ているかもしれません。今年３月２０日の時点で、電話による

このような詐欺事は報告されたケースで全米で2万件、被害は百万ドル以上に及ん

でいます。IRSは事態を重く見て、IRS TAX TIP 2014－10を4月14日に公表しまし

た。概要は次の通りです。 

詐欺の特徴 

*納税不足があるとし、プリペイドのデビットカード及び、ワイヤートランス

ファーでの支払いを要求。 

*支払いをしない場合は逮捕、国外追放、ビジネスライセンスや免許書の留保

となると脅す。 

*偽の名前とIRSバッジ番号を提示。 

*電話相手のソーシャルセキュリティー番号の最後４桁を把握している。 

*電話先のコーラーIDはIRSと表示されている。 

*電話の後、フォローアップのEメールを送付する。 

*２回目の電話は警察署かDMVを偽って、一回目の電話の内容を支える主張をす

る。 

電話を受けた場合の対処方法 

*納税義務がある、またはあるかもしれない場合は電話を切り、IRSに連絡す

る。(800-829-1040) IRSの職員が支払いに関する質問に対応。 

*納税義務がない場合は、詐欺の報告をTreasury Inspector Generalに連絡す

る。(800-366-4484） 

*オンラインでも詐欺の報告をFederal Trade Commissionのウェブサイトから

提出することが可能。（FTC.gov.） その際はコメントに“IRS Telephone 

Scam”と付け加える。 

詐欺を察知するためのポイント 

CPAからの

アドバイス 
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*IRSが電話で納税不足の連絡をすることはまずない。 

*IRSはプリペイドのデビットカードやワイヤートランスファーでの支払いは

要求しない。 

*IRSがEメールやテキストといった電子コミュニケーションで個人情報を要求

することはない。 

*IRSはPIN番号、パスワード、クレジットカードの情報、銀行口座番号といっ

た機密情報を求めない。 

より詳しい情報はIRSのウェブサイト（http://www.irs.gov/uac/Newsroom/IRS-

Warns-of-Pervasive-Telephone-Scam）でもご参照頂けます。 

/アトランタ在住・高田英夫（米国公認会計士） 

                 

 
 

ディクソン ヒューズ グッドマンは南東部に本部を構え

る最大規模の会計税務アドバイザリー事務所でござい

ます。弊社では経験豊富なパートナーがプロジェクトの

中核となり、中堅・中小企業のお客様ならではの課題や

ニーズに応じたソリューションの構築に努めております。

日本・アメリカで３０年以上の業界経験をもつ高田英夫

を中心にアメリカで事業を営む日系企業の皆様に焦点

を置いたサービスをご提供いたします。 

▪従業員１，８００名＋ ▪南東部１１州に３０事務所 

▪規模全米１５位 ▪創業８０年以上 

▪NC州シャーロット本部 

高田英夫 
米国公認会計士｜パートナー 

404.215.7506  （日本語） 
hideo.takada@dhgllp.com 

別例「電気会社を名乗る詐欺」 

ある日電話がかかってきました。「お宅の電気代が払われていません。今日中に

払わないと電気がとまってしまいますよ。復旧させるには１５０ドルかかりま

す。今すぐカードで払った方が得ですよ。」一瞬ビビりました。お金は夫にまか

せていたため、自信はありませんでした。それで、夫に確認してから電話をかけ

直すと言いましたが、今払った方がいいと説得されました。やっとの思いで相手

の電話番号を聞き出し、電話を切りました。それからテレビで詐欺にあわないよ

うにとの注意を思い出しました。それは１）かけてきた相手の電話番号やかけ直

すための電話番号をインターネットで調べてみる。その結果詐欺だと言う沢山の

書き込みが実例入りで書いてありました。２）その電気会社のホームページから

サイトに入り、電話番号を確認して電話し直すということ。私の場合ちゃんと支

払われていました。一番大切なのはかかってきた電話でお金を払ってはいけない

ということです。あわてずよく調べてからお金を払いましょう。  

2501  Blue  Ridge  Rd.  #500  Raleigh,  NC  27607/dhgllp.com 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

      米国市民権 vs 永住権 

 

日本人でグリーンカードを申請する人は多くいますが、米国市民権申請を希望

する人は他国民に比べ比較的に少ないといえるでしょう。その理由の一つに

は、日本政府が二重国籍を認めていないことがあげられるでしょう。しかしな

がら、様々な理由で日本国籍維持を断念せざるを得ない場合があります。主な

理由として、夫婦間の相続税、親の呼び寄せ、親の看病、また国外への留学・

就職などがあげられるでしょう。 

 

夫婦間の相続税：資産もちの配偶者がなくなった場合、米国市民権保持者であ

れば夫婦間の遺産相続税は免税されますが、残された配偶者が米国市民権を

もっていなければ、多大な遺産相続税が課せられることがあります。これを回

避するためには、一旦遺産を信託に預け、残された配偶者を生涯受益者として

任命し、元本を次世代に相続して税金の支払いを先延ばしにするか、もしくは

残された配偶者が永住権保持者であれば事前に米国市民権を申請・取得し、夫

婦間の税金を免除してもらうことが考えられます。 

 

親の呼寄せ：日本に親の面倒を見る人がいなくなり、親を米国に呼びなければ

ならない状況になったとき、親はESTAをつかって90日以内米国に滞在するか、

長期滞在となる場合はB2観光ビザを申請することもできます。ただし、ESTAも

B2観光ビザも短期滞在者用の滞在資格ですので、日本に戻る予定がないのであ

れば、親も米国に永住できるよう永住権の申請を行わなければなりません。し

かしながら、永住権保持者はスポンサーとなって親の永住権を申請することが

できません。この場合、永住権保持者が米国市民権を取得すれば、親のスポン

サーとなって永住権を申請することができるようになります。 

 

親の看病：親の看病のために長期日本に戻る場合があります。永住権保持者が

１年以上アメリカを離れていると、原則として永住権は失効してしまいます。

また、１年間のうち半年以上米国を不在にしていても、米国に永住する意思が

ないと判断されれば、入国時にグリーンカードを没収されることがあります。

米国不在中もグリーンカードを維持するには、事前に再入国手続きを行えば、

２年間は米国を離れていても、米国の永住権を維持することができます。再入

国手帳を延長することはできますが、米国不在期間が４年を超えると、米国に

永住する意思を証明することが難しくなり、延長が難しくなります。日本での

看病が長期化し、且つ米国の再入国手帳の延長が認められなくなったら、米国

市民権を申請して、日本に外国人として入国することも考えられます。その場

合、日本の所定のビザを申請して、日本に入国後も滞在資格の延長申請を行わ

なければならなくなります。また、米国市民権を申請するためには、永住権取

得時から実質5年以上、米国市民との結婚により永住権を取得した場合は実質3

年以上アメリカに滞在していることが条件になりますが、申請直前の５年間の

半分（結婚による永住権であれば３年間の半分）は米国に滞在していなければ

なりません。したがって、２年半以上（結婚による永住権であれば18ヶ月以

上）米国を離れていれば、米国市民権申請の条件を満たさなくなりますので、

米国を離れる前にあらゆる選択肢を検討されたほうがよいでしょう。 
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 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 
代表ファックス番号：404.221.6501 

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 

子供の留学・就職：永住権を取得した後に子供が日本に留学・就職を希望し米

国を長期不在にする場合、不在中も永住権を維持するには、米国を離れる前に

再入国手続きを行わなければなりません。ただし、日本での留学や就職が４年

を超えた場合、米国に永住する意思を証明することが難しくなり、再入国手帳

の延長が難しくなります。従って、再入国手帳が有効な間に米国に戻るのか、

それとも米国を離れる前に米国市民権を申請してアメリカ人として日本に留

学・就労にいくかなど、米国を離れる前にあらゆる場合を検討したほうがよい

でしょう。しかし、米国市民権をとった場合、日本への入国が就学や就労目的

であれば、学生ビザや就労ビザなどを申請しなければならなくなり、日本での

滞在が非常に不便になることが考えられます。 

 

実際問題として、日本に興味のない子であれば、米国に永住権保持者として滞在

しつづけても滞在資格に問題はないのに対し、日本に興味のある子ほど、米国籍

を選択しなければ日本に長期滞在できないような状態におかれています。今の日

本の国籍制度では、将来日本の架け橋となる子供たちをみすみす外国籍選択に追

い込んでいる傾向にあり、日本の少子化に拍車をかけているようです。 

 

二重国籍問題：欧米諸国の多くは自国との二重国籍をみとめていますが、日本を

はじめ多くのアジア諸国では自国との二重国籍を認めていません。日本国憲法第

十一条では、自らの意思で外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うとさ

れています。両カ国で育った子供にどちらかの一方の国籍の選択を義務化するの

は、父親か母親をの一方を選ぶように強制しているかのようで、少し酷であるよ

うに思われますが、兵役問題などもあり、日本政府が二重国籍を認めるにはまだ

まだ問題が残っているようです。 

             /大蔵昌枝：福岡県出身 アトランタ在住 弁護士 

        

「本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）」 

記載されている情報に関し、できるだけ正確なものにする努力をしております

が、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変

更するものである為、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もし

くは専門家の意見を求めて下さい。べーカー・ドネルソン法律事務所および筆者

はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損

失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。 
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介  
 

 

 

「日本が大好き！」「日本語を勉強したい！」と言ってくださ

る方々…それが、私どもJapan  Culture Exchange, Inc. –

School of Japanese Language and Culture-の「お客さま」で

す。下は５歳から上は６０代までの「お客さま」である生徒達

が、私どものクラスで日本語を学んでいます。 

「クラスで習った折り紙をお友達に教えてあげたよ。『こんに

ちは』や『ありがとう』もね」と、毎週、先生に報告するかわ

いい７歳の女の子。ポケモンが大好きだとのこと。 

 高校生のある生徒は、クラスがある日は、わざと日本語の教

科書を学校に持っていくとか。周りの子に聞かれ「今日は日本

語クラスだから」「日本語？書けるの？」「まあ、ちょっとだ

けどね」と書いて見せ、「COOL!」と驚かせるのが、密かな楽

しみだそう。 

「子どもの復習を手伝ったら、『発音が違う！』と言われて、くやしくて！」お子

さんをクラスに通わせていたお母さんは、子どもに負けられないとグループレッス

ンを始めました。 

 日本語を学ぶ理由や目的は様々。年齢やレベルも考慮し、クラス、グループレッ

スン、個人レッスン…などなど、フレキシブルに対応しています。教師陣も個性豊

か。それぞれが持つ違ったスタイルを活かしながらも、全員が「楽しい授業」を

モットーに、バラエティーに富んだ授業を心掛けています。 

 「さんかく横丁」を愛読する皆様の中には、私どもの「継承語クラス」に興味が

ある方がいらっしゃるのではないでしょうか。継承語クラスは、バイリンガル環境

で育つお子さん達のためのクラスです。「ママは日本人。家では日本語だけど、学

校では英語」「会話は大丈夫だけど、書くのはちょっと…」といったお子さんが増

えてきました。現地校のJapaneseのクラスはやさしすぎるけれど、帰国予定はない

から補習校は違うし…と悩まれた親御さんのニーズにこたえるため、数年前から開

講しているクラスです。バイリンガルの子ども達を長年教えてきたベテラン教師が

『楽しく続けられるクラス』を目指して、子ども達と毎週がんばっています。ご興

味のある方は、どうぞ一度クラスにおいでください。 

 残念なことに、現地校では予算削減のため、日本語プログラムがどんどん閉鎖さ

れています。日本語に興味を持つ地域の人たちに、学べる機会をできるだけ多く提

供することが、私どもの新たな「使命」なのではないかと考えております。 

 日本にいっぱいの愛情を持ってくださるアメリカの方々に毎日接し、日本の魅力

を伝えることを仕事にできる…教員、スタッフ全員が、小さいながらも「『アメリ

カで最も幸せな日本企業』だね」と言い合い、感謝しながら毎日の授業に全力投球

しています。 

                   /諏訪奈津子 東京出身 Raleigh在住 

 Japan Culture Exchange, Inc. 

(JCE) 
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アメリカの学校に行けば、子供は１年もたたない内に英語が話せるようになり、授

業にもついていけるのではと渡米してすぐの頃思いませんでしたか？英語が上手に

なるには、個人差があるし、また男の子と女の子でも違います。一般的に女の子の

方が男の子より順応力が高いと小中校の先生はよく言っています。渡米して一年ぐ

らいたった時にやっと英語で意思の疎通ができるようになった頃でも、担任の先生

の経験と考え方の違いによってお子さんに対する対応がかわってきます。今回も、

どのように担任の先生の対応が違うのか、例を挙げてお話ししたいと思います。 

 

ケース１ 

渡米して一年が過ぎましたが、思うように英語が話せません。子供は完璧主義的な

ところがあるので、「間違ったらどうしよう。はずかしい。」と考えているので、

なかなか英語で先生やクラスメートと話ができません。授業中も朝は一生懸命先生

の言う事を聞こうと試みますが、後半からはもう限界に達して先生の話も聞かずク

ラスで絵を描いたり折り紙したりして授業に集中していません。 

 

（ベテランA先生の対応） 

どうしたら、お子さんが英語でもっと話す事ができるのか、親身になって考えてく

れます。また子供がこのような異文化、母国語ではない中で勉強して行く事の大変

さを深く理解してくれています。そんな環境の中で、学校としてはどんなことをし

たらもっと効果が現れるのか親御さんと何回も話し合いを持ちます。ボランティア

の人を捜してきてくれたり、リーディングなどはそのボランティアの人と一対一で

勉強できるように、特別な計らいをしてくれます。子供が困っている時には一生懸

命理解しようと心がけてくれます。そして何とか学校やアメリカが嫌いにならない

ように努めてくださいます。 

 

（新米B先生の対応） 

異文化に接する事がどれだけ子供の苦痛になっているかなど、理解もできないよう

です。もう一年もいるのに「Thank you」すら言えないのはおかしいとのこと。ど

うして子供がその一言を言えないのかという子供の心理状態も理解出来ない様子。

「とにかく家でよくお子さんと話し合って下さい」と言うばかりで、何も解決策が

ないまま面談が終わりました。 

 

「この学校区でどの学校が一番良いですか？」とか「友達の○○さんは○○が良い

学校とだと言っていましたが本当ですか？」という質問をよく受けますが、これに

答えるのはとても難しいです。前回と今回の例のように、ほとんどの場合は担任の

先生の対応によってお子さんを学校に通わせている親御さんは良い学校か、あまり

良くない学校か判断するからです。ベテランA先生が担任だったら素晴らしい一年

だし、新米B先生が担任だったら悩み多い一年になると思います。今年の皆様の担

任の先生はどちらでしたか？来年度の担任の先生が早速気になるところですが、リ

ラックスした夏休みをお送り下さい！ 

   /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 

担任の先生の対応 ２ 
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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 』  

         最終話 

もう一つ何か。 

心休まる何か。 

癒しと潤いを与えてくれる何か。 

できれば美しく格調高い何か。 

そして日本の伝統美に繋がる何か。 

加えて単身赴任者でも無理なく対応できる何か。。。。 

 

ゴルフ以外に何かストレスを開放するものを見つけなければ。 

しかし、そもそもストレスって何だっけ? 少し調べてみよう。 

『ストレスとは何らかの刺激によって生態に生じたひずみの状態。』とある。 

さらに『元々は材料力学の用語で、物体に力が加わった時に生じる応力のことを

言う。』 

なるほど、自分は元々材料のエンジニアなので一生離れられないって事なのね。 

 

お、対処の例が書いてある。 

3R （Rest、休息、Relaxation、弛緩、Recreation、娯楽）。なるほど、うまくま

とめるもんだ。 

 

*自律訓練法 『自己催眠を利用した方法、、正しい方法で行わなかった場合、か  

えって自律神経が乱れたり強い不安感に襲われる場合がある。』やめておこう。 

*心理療法 『物理的・化学的手段に拠らず、教示・対話・訓練を通して認知・情

緒・行動などに変容をもたらすことで、精神疾患や心身症の治療、精神心理的問

題・不適応行動などの解決に寄与し、人々の精神的健康の回復・保持・増進を図

ろうとする理論と技法の体系』なるほど。なかなか大変なもんだ。でも精神疾患

じゃないから対象外だよね。 

*瞑想 『単に心身の静寂を取り戻すために行うような比較的日常的なものから、

絶対者（神）をありありと体感したり、究極の智慧を得るようなものまで、広い

範囲に用いられる。』ありありと体験って、、なんだか違う世界へ行ってしまい

そうな。 

*運動 おお、やっと現実的な線か。まあ、ゴルフで良いんだろうな、きっと。 

*趣味 まあ、色々とあるんだろうけど静かに没頭できるものって感じなんだろ

う、きっと。 

やはり運動と趣味の二つが落ち着き先のようだ。 

 

本題に戻ろう。 

 

心休まる何か。 

癒しと潤いを与えてくれる何か。 

できれば美しく格調高い何か。 

そして日本の伝統美に繋がる何か。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E7%B7%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E7%96%BE%E6%82%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E8%BA%AB%E7%97%87
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%98%E3%83%AB%E3%82%B9
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%AC%E8%8B%A5
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加えて単身赴任者でも無理なく対応できる何か。。。。 

 

さて、察しの良い読者の皆様はもうお気付きでしょ

う。 

そう、答えはこれだ!!ジャーン。 

 

       ～～盆栽～～ 
 

 

 

心安らかに柔らかい陽光を浴びながら、時折手にした専門書に目を落としつつ、

慈しむ様に微細な枝の一本一本を整える。静かに立ち上る紫煙と、時々伝わるリ

スの足音、そして遠くで聞こえるカナディアングースの声、クァックァックァッ

グエー。ああなんと言う贅沢な至福の時間か。 

これだよね、これ。これぞストレス開放。 

これで顎関節症を初めとするストレス起因の疾病には十分に対抗できそうだ。 

 

災い転じて福と成す、今回も多くの方々にお世話になり沢山の経験をさせていた

だきました。結果、よりストレス耐性の高い生活環境と病気に関する幾許かの知

識を得ることができました。 

海より深く感謝申し上げます。 

 

これをもちまして長きに渡った本拙文を完結いたします。ありがとうございまし

た。 

万が一、疑問、質問、苦情の類がございましたら三角横丁編集部まで遠慮無くお

伝えください。 

 

そうそう、あれはどうなった? と、もしかしたら気に掛けていただいている読者

の皆様へ報告です。実は最終戦で大逆転を食らい、今年の最終成績は第3位でし

た。顎関節の痛みも和らぎ、欲が出たせいだと反省頻りの今日この頃です。平常

心を保ち、気長、気楽に来年こそ優勝だぁ!! 

【あ、この欲がそもそもだめなんですよね。。反省反省。】  

                  /岸本：北海道出身、Durham在中、駐在員 

 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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バケーションのご相談や一時帰国の手配など 

日本語でお気軽のお問い合わせください。 

代表:(919)942-4196 
日本語担当:(919)913-2705(根木) 

 

 

 
旅先で体調を崩すことほど悔しい事も無い。やむを得ないこともあ

るが、多少の対策は考えたい。 

 

近隣の旅行でも、水分補給と日焼けは気にしたい。神経質になる度合いは差があ

るだろうが、水着姿など、普段焼かない所を夏場に日にさらす時等は、注意した

い。行き先が熱帯などなら、尚更だ。また、喉が乾いたり、妙な疲れ方をしたり

したら、我慢せず水などを飲むのが良い。水を飲んでも調子が戻らない時は、ス

ポーツ飲料もいいだろう。最近のエチオピア旅行では、知り合った旅行者携帯の

水に解くタイプに助けられた。行き先によっては、持っていくのも一計だ。 

 

遠くなれば、米国内でも、調整が必要な事もある。友人に、ロサンゼルスで水道

水を飲むと、塩素で体調を崩すのがいる。また、ラスベガスに行った友人は、乾

燥で、鼻血が何回も出た。大陸横断は、軽い時差ぼけもある。神経質になりすぎ

る必要もないが、おかしいな、と思ったら、ミネラルウォーターに切り替える、

加湿器を買ってホテルで使う、など早目に対処したい。 

 

海外旅行なら、注意する事も増える。水道水は飲めない国が圧倒的だ。西欧で

も、私はパリの水は合わず、ミネラルウォーターだ。モザンビークへ行った知人

は、歯磨きも躊躇ったと言う。一般的に、ミネラルウォーターが安くてどこにで

もある国ほど水が怪しい様に思う。また、風土病の心配もある。最近のエチオピ

ア旅行は、黄熱病、髄膜炎、チフスの予防接種をし、さらにマラリア予防薬を飲

み、虫除けを塗りながらの旅だった。そこまでの旅行をする人は少ないだろう

が、一つお勧めしたいのは肝炎の予防だ。A型とB型の肝炎の予防接種は、医者に

聞くと、かなりの行き先について勧められる。米国内でも発症のある病気だ。考

えても損はないだろう。私はさらにインフルエンザの注射までされた。これも、

つまらない思いをする確率が下がるのであれば、と思う。 

 

つまらない事ばかり書いたような気がするが、少し気をつけるだけで、楽しい旅

行が楽しいままで終わるのだ。普段あまり気にしない人ほど一度考えてみてほし

い。 

/根木：愛知県出身 Chapel Hill在住 Travelink Chapel Hill, Greensboro支店長 
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赤い小鳥とブルーな生活 
 

 

 

   

近頃、テレビを観なくなってしまった。何百とチャンネルがあるくせに、面白

い番組は数えるほどしかない、といわれるアメリカのテレビ。それでも、子供が

出来るまでは、時計代わりに点けていた。なぜ止めたかというと、好きなドラマ

のほとんどが、子供には見せられない物だったから。名誉のためにお断りしてお

くが、別に18禁ではなく、殺人場面や乱暴な言葉遣いのせいで、刑事物や法廷ド

ラマが、”Parental discretion is advised”「子供にはふさわしくありませ

ん」と宣言されてしまうせいだ。  

  

その点、日本のテレビ番組は暴力にもお色気にも寛容で、ゴールデンタイムの

番組でもドバドバ流血するし、由美かおるは必ず風呂に入る。「子供に見せたく

ない番組リスト」が話題を呼ぶことはあるが、だからといって放送時に注意を促

すこともないので、一家団欒のお茶の間に突然流れる際どいシーンに、慌てて

チャンネルを変える親御さんも多いことだろう。  

 

 どんなに視聴者の顰蹙を買っても、途中で打ち切られることが滅多にない日本

と比べ、アメリカの番組は様々な理由ですぐに消えて行く。話が盛り上がってい

る最中であっても、あっさりと捨てられてしまう。 

  

 早朝、発見される女性の他殺死体。疑われる主役のイケメン弁護士←元カレ。

「誤解だ！ぼくはやっていない！」と警察に連行されていくところで、「来週か

ら別の番組を放送します。お楽しみに〜」と、突然の終了宣言。いくら何でもあ

んまりだ、と涙していたら、半年後、ライバル局がすました顔で、このドラマの

宣伝を始めた。制作会社が新たな買い手を見つけたらしい。  

 

 再開を祝し、テレビの前で正座して続きを待っていると、例のイケメン弁護士

が颯爽と現れた。新しい美人パートナーを従えて、テキパキと事件を解決してい

く男。殺人容疑は晴れたのか。保釈中なのか。普通は停職、いや、免職じゃない

か。このままでは港に浮かんでいた元カノが浮かばれまい。そう思ったのは私だ

けではなかったらしく、「実はあの時の犯人はコイツでした〜」というやっつけ

仕事が、後日、何の脈絡もなくオンエアされたのだった。  

 

 そして、今日もまた「話題の」ドラマが終わった。「続きを買うのは止めまし

た。関係者の皆さん、今までありがとう、これからも頑張ってね」という

Facebookへの書き込み一つでお蔵入りだ。最後に流れた場面には、撃たれた不倫

相手を抱きしめ、「お願い、目を開けて〜！」と泣く主演女優が。一体、何が起

きたのかもはっきりさせずに、こんなところで終わりかい！  
 

 続きを作れ、なんて贅沢は言わない。いや、むしろ顛末だけを知りたい。知っ

てすっきりしたい。「結末をご希望の方はこちらの口座にお金を振り込んで下さ

い」というメールが来たら、銀行員の制止を振り切って、支払ってしまうかもし

れない。              /松田せれな：Cary在住、東京都出身  

「心残り」”Unfinished Business”  
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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 

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 

Skin Rejuvenationを始めました 

医食同源 
季節と対応する体の働き  

 

ストレス社会と言われる現代では、「眠れない、動悸や不安がある」といった不調

を訴える人が増えています。中医学では、こういった睡眠がうまく取れない症状を

「心」の失調と考えています。中医学でいう心は、心臓の循環機能だけでなく、喜

怒哀楽といった心の動きや自律神経などの精神神経活動も含まれます。 

 血液の貯蔵庫であり、精神を安定させるのが肝の働き。中医学でいう肝は、肝臓

という臓器そのものの働きだけでなく、それぞれの内臓や器官がお互いに影響し

あってバランスをとっているように、こうした相互間の働きも含めた広範囲な意味

を持っています。まず、肝の最も大切な役割は、血液の貯蔵庫であり、体内の血液

量の調節を行う働きをしています。また、肝は、血液を媒介にして栄養物を体内に

運搬すると同時に老廃物を除去し解毒する新陳代謝のコントロールセンタの役目も

しています。 

 血液の貯蔵や調節を受け持つ心と肝は、特に血行の促進がキーポイントになる女

性にとって、大切な機能を持っています。日頃から肝を養うことを心がけるように

したいものです。 

 中枢神経や自律神経と深い関係がある心、肝機能の衰えは、精神的なストレスが

原因になる事が多く、特に春は5月病などの精神的な症状がでやすい時期でもあり

ますから、この季節には精神を安定させる食べ物を多く取るようにしたいもので

す。精神を安定させる効果があるのは、ほうれん草、小松菜、せり、菊の花や春菊

といった、春の旬の食べ物でもある苦味のある野菜です。特に、菊の花や春菊は頭

痛や眼精疲労によく効きます。クコの実や黒木耳、金針菜（百合の蕾）などを加え

るとより効果的です。 

症状によって違いますが、こういった症状によく効く漢方薬があります。例えば、

加味逍遥散、帰脾湯、天王補心丸などがあります。 

    /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 
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NCの海辺からこんにちは❢ 

   夏の釣りは虫に注意。 
いよいよ沿岸の水温も上がり、筆者の釣りシーズンも始

まりました。この時期ノースカロライナ沿岸はヒラメが戻っ

てきて産卵をします。子持ちヒラメの煮物なんておいしいで

すよね。なんていう想像をしながら、先日スワンズボロのホ

ワイトオーク・リバーの河口近くで釣りをしていた時のこと

です。母の日だったので、家内と河口近くの本格的イタリア

ンピザのお店で夕食を済ませ、いざ出陣。あたりがあるものの、まだ小さい魚が

多いのか獲物が当たりません。針を1番落として再挑戦し始めたころには満潮を迎

え、魚が跳ねているのが見えるぐらいでした。これはいけると思い、車からもう

一本竿を持ってきて準備していると、どうも顔の周りに虫が寄ってきます。時刻

は8時少し前、ちょうど夕焼けが見え始めたころでした。するとますます虫が集

まってきます。ノースカロライナでは俗にサンド・フリーつまり砂蚤、砂浜に多

く生息する人の血を吸う虫です。フリー（蚤）といわれるだけに、体は非常に小

さくしつこく皮膚に食らいつき血を吸います。昔の映画で、ヒッチコックの

「鳥」というのがありましたが、実にあの映画の中で鳥の群れが人を襲う光景に

似ています。おそらく何百匹というサンド・フリーが皮膚という皮膚に食らいつ

きます。タオルや帽子でたたくと十数匹がつぶれて死にますが、次々に新しい虫

が食らいつきます。それだけではなく、服の空いている部分から中に這いずって

入り込みます。また、体が小さいために頭皮にも食らいつきます。もう、釣りど

ころではありません。早々に引き上げることにしましたが、釣り道具を片付けて

いる間もさんざん食われまくり、結果は左手に３０か所以上、右手は動かしてい

たせいか十数か所、首の回り２０か所以上、両足は無数、Tシャツの中にも入りこ

まれ、胸や腹にまで食われた跡がありました。釣りのほうはノーヒット。ちなみ

に、この虫は市販の虫除けスプレーは全く効果がありません。宣伝をするわけで

はありませんが、海兵隊員にも使われているという、AVON化粧品のSkin so Soft

という製品に非常に効果があるそうです。夏の夕方、釣りに行くときには気を付

けましょう。サンド・フリーに食われたあとの最初の３日間はかゆみ地獄です。

見かけはまるで水疱瘡になったようになります。私のように、せっかく魚がそこ

にいるのに、釣りどころではなくなりますので、備えは万全に。写真は右腕で

す。 

                    /根本:東京出身 ジャクソンビル在住 

NC	  Japan	  Center 
ノースカロライナ日本センター 
One-	  Week	  Introductory	  Summer	  Japanese	  Class   

 

 
  

Kids Mon.-	  Fri. 10:00am~11:45am (7/7-7/11) 
Youth Mon.-	  Fri. 10:00am~11:45am (6/16-6/20) 
Adult Mon.-	  Fri. 10:00am~11:45am (6/23-6/27) 
To  Pre-register,  Visit  http://www.ncsu.edu/ncjapancenter/courses/x14/ 
For  Questions,  contact  Ms.ReikoChosokabe  (reiko.chosokabe@ncsu.edu)  (919)515-3450 

mailto:reiko.chosokabe@ncsu.edu
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「あきらめてはいけない子育て」 

新米ママの中には育児書を頼りに子育てをする方も多いと思います。そして、どう

しても育児書通りにいかないと悩んで精神的に追い詰められてしまうお母様もい

らっしゃるのではないでしょうか。子供達の中で誰一人同じ性格の子供はいませ

ん。それぞれ、成長も性格も違います。当然、育児書通りに子育てはできません。

兄弟でも同じ性格というのはほとんどありません。子育ては2回目だから大丈夫だ

と思って安心していると下の子供が2歳ごろから「一人目の時とは少し違って同じ

ような子育てができない」とお母様が不安を感じ始めることもあります。長男長女

は比較的親の言う事は素直に聞き、扱い易いですが、二番目の子供はマイペースで

頑固者で親のいう事を簡単には聞きません。お母様の中には「どうして一人目は

思った通りに子育てができたのに二人目は思うようにいかないのだろう」と疑問

を持たれる方もいます。2人子供がいれば2回違う子育てをする。3人いれば3回と

も子育ては違うということです。子供は、本来の個性を持って生まれてきます。

ある子供は小さい時から音に興味があったり運動神経が良かったり、能力的に優れ

ていたりしています。しかし、子供に学力ばかりを求めるご両親も最近、増えてい

るようです。「うちの子供はできが悪くて、成績も悪いしいい学校にも行けない

し、もうだめだと思う」と言うあきらめの言葉をご両親から聞くことがありま

す。子供の将来をすでに、あきらめてしまった言葉です。では「出来が悪い」何の

出来が悪いのでしょうか。おそらく勉強でしょう。「成績が悪い」何の成績でしょ

うか?おそらく学校の勉強です。「いい学校」これは偏差値が高いと言う意味で

しょうか。「もうだめ」ということは、子供の将来でしょうか。これは、全て子供

の勉強ができるか、できないかで、子供の価値を決めています。勉強だけが全てで

しょうか。子供には勉強ができなくても必ず何か勉強以外に誰にも負けない素晴ら

しい才能を持っていると思います。その才能が音楽だったり、美術だったり語学力

だったり。もちろん勉強に向いている子供もいます。自分の子供には、どんな素晴

らしい才能があるのかその才能を探すことも子育ての中では大切な事ではないで

しょうか。あきらめず、地道に我が子の素晴らしい才能を見つけてその才能を開

花させてください。 

               /近野ゆみ：東京都出身 西荻フレンドリー経営 
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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 

 

      
 
 

 

前回は男性の方々が高音域難聴を患うと女性や子供の言葉が聞

きづらくなるということと、男性が奥様方のことが聞こえてい

るのかということをお話しました。 今回は平等に、男性でも

女性でも、皆さんの中で４０代ぐらいから音楽や人の声が響く

ようなやかましいレストランやパーティーなどで会話をしてい

て言葉が聞き取りにくいという経験がある方はいらっしゃるで

しょうか。 

実は私自身、やかましいレストラン、例えばハードロックカフェのようなレスト

ランは苦手です。特に大きなテーブルでの会話は最悪です。もちろん大声でしゃ

べってくれれば聞き取れますが、テーブルのマナーもありますし、結局、お隣の

席の人とだけの会話になってしまいます。私の主人はうるさい状況下でも誰とで

も問題なく会話ができます。私の聴力は正常です。 

では、何故でしょうか。実は 私たちの脳には本来ノイズリダクションの機能が

あります。でも、それが歳をとるにつれ、低下していく事があります。大体、こ

の低下は早くて３０代の後半から始まるともいわれています。この機能の低下

は、聴力が正常でも難聴があるかのように特に騒音の中で聞き取りが悪くなって

しまいます。 人それぞれですから、年齢を加えても問題がない人もいます。 

私の場合、大きな音に敏感ということもあります。ですから、やかましいレスト

ランなどに行くと、そのやかましさにイライラするので、言葉の聞き取りに専念

できないのかもしれません。 

なにはともあれ、言葉の聞き取りの低下が現れてきた場合は聴力検査をしておき

ましょう。 

 

＊＊＊草刈の季節です。エッジ カッター、ブローワー、手押しの草刈り機で

も、毎週となると耳への負担が大きいです。必ず 耳栓、イヤーマフを使いま

しょう。 

   /田中美恵子:横浜出身、Fayetteville在住、Au.D (Doctor of Audiology) 
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Edge of Tomorrow (SF、スリラー、3D) PG13、6/6公開 

日本人作家、桜坂洋の「オール・ユー・ニード・イズ・キル」を映画化。地球外

生物からの襲撃で人類は滅亡の危機に。ケイジ少佐（トム・クルーズ）が挑む。 

 

The Fault in Our Stars (ドラマ) PG13、6/6公開 

TIME誌のベスト小説にも選ばれた作品。がん患者のサポートグループで知り合っ

た十代のヘイゼルとガス。自分の病気と現実に向き合って生きる二人のドラマ。 

 

Obvious Child (コメディー) R、6/6公開 

NYに住む20代の女性コメディアン、ドナ・スターンは頑張り屋だが、悲運続き。

恋人に捨てられ仕事を失った失意の中、バレンタインデー前に光が見え始めた。 

 

22 Jump Street (アクション、コメディー) NR、6/13公開 

高校時代の同級生、シュミットとジャンゴは警察官になりコンビを組む。初任務

として、青年犯罪撲滅のために大学に乗り込む。性格の全く違う二人の活躍は？ 

 

How to Train Your Dragon 2 (冒険、アニメ、ファンタジー、3D) PG、6/13公開 

ドリーム・ワークスによるアニメ。ヒックとドラゴンのトゥースが発見したの

は、無数の野生のドラゴンやドラゴン使いが住んでいるミステリアスな氷穴。 

 

Jersey Boys (ミュージカル) R、6/20公開 

トニー賞に輝いたミュージカルをクリンスト・イーストウッドが監督して映画

化。1960年代に活躍した伝説の人気ロック・グループ「Four Season」の軌跡。 

 

Think Like a Man Too (コメディー) PG13、6/20公開 

恋愛指南書的な内容のベストセラー本「Act Like a Lady」の続編。ラスベガスを

舞台に繰り広げられる結婚式を巡る恋愛ゲーム。週末の結婚式が思わぬ方向へ。 

 

Citizen Koch (ドキュメンタリー) NR、6/27公開 

巨大な複合企業や極右翼を黒幕に持つティーパーティーに動かされている政治は

本当のアメリカの民主主義なのか。ウィスコンシン州の例を元に真実を追う。 

 

Earth to Echo (SF、アニメ、冒険) PG、7/2公開 

近所の建築現場で地面を掘り返す作業が始まってから、3人の少年は不思議な暗号

のメッセージを携帯電話に受ける。その謎を突き止めるため3人の冒険が始まる。 

 

Tammy (コメディー) R、7/2公開 

大人の女性のコメディーでストレス発散。大爆笑しましょう。仕事をクビにな

り、夫の浮気も発覚して散々なタミーは、酒癖の悪い祖母と旅行に行くことに。 

緑が眩しい初夏にウキウキしてますか。夏休みに入ったらしたい

ことがたくさんでしょう。でも、毎日の暑い日差しからちょっと

休憩したい時は、冷房の効いた映画館でのんびり映画鑑賞がオス

スメ。幅広い層の観客を望める夏は、映画のリリースもたくさん。その中から、

いくつかピックアップしてみました。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター 
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Deliver Us From Evil (超自然スリラー) NR、7/2公開 

ホラー映画の名監督スコット・デリクソンによる作品。街で次々と起こる不可解

な心霊事件の陰に何がある？NY警察のラルフ・サーチが悪魔祓いの神父と挑む。 

 

Begin Again (ロマンス) NR、7/11公開 

音楽業界の落ちこぼれプロデューサー、ダンが出会ったのは、BFと別れて失意の

中にいるシンガーソングライター、グレタ。二人は共に奮闘し、成功を目指す。 

 

And So It Goes (ドラマ、ロマンス) PG13、7/11公開 

不動産業を営む自己中心的性格なオーレンの所に、疎遠だった息子が子供を連れ

て現れる。孫娘の面倒をみなければならくなったオーレンは隣人の力を借りる。 

 

Dawn of the Planet of the Apes (SF) NR、7/11公開 

前作「猿の惑星」のその後の話。遺伝操作の薬で高度な知能を得た猿たちによっ

て、地球が支配されそうになる。残された人間たちは人類の存続をかけて戦う。 

 

Jupiter Ascending (SF、アクション、3D) NR、7/11公開 

「マトリックス」監督によるSF。ジュピターは掃除婦として働くロシア移民だ

が、実は次の宇宙の指導者になる遺伝子を持っていて、戦士ケインに狙われる。 

 

The Fluffy Movie (コメディー、コンサートフィルム) NR、7/11公開 

アメリカであらゆる年齢層から人気のコメディアン、ガブリエル・イグレシアス

「フラッフィー」の独特のパーフォーマンスは、人生の経験から醸し出される。 

 

Planes: Fire & Rescue (アニメ、冒険、3D) NR、7/18公開 

ディズニーがおくる飛行機のアニメ。ダスティは優秀なレース飛行機だったが、

エンジントラブルでレースを断念。国立公園で起きた山火事で消火活動を行う。 

 

Step Up All In (ドラマ、ロマンス) PG13、7/25公開 

ラスベガスを舞台に繰り広げられるダンスの大会で勝利を掴むのはどのグループ

か。ダンスの最先端を行く数々のパーフォーマンスは見ているだけで感動もの。 
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鎌倉風水館 
 

 

 
 

★ 地下水脈（地下からの電磁波）ジオパシックストレス ★  
 

風水は大地の気を活用して幸せな生活を送る方法です。良い気の中に住めば幸運に

なり、悪い気の中に住めば不運になります。その気を見極める方法が風水です。 

今回は地下からの気の流れの代表である地下水脈についてです。 

 

地下水脈による磁場の乱れは３～４年かけてじわりと影響してきます。家に住んだ

当時は明るく元気な人が引っ越してから体の調子が悪くなり特に精神的に元気がな

くなった場合は風水的には地下水脈の影響も考えられます。とくに地下水脈の上で

寝ていると大きな影響が出ます。長期にわたり地下水脈の影響を受け続けると、臓

器疾患（腎臓、肺、肝臓、心臓など）、癌、うつ病などになることもあります。鉄

筋の建物は木造に比べて地下水脈の電磁波の影響をより受けやすいです。 

 

最近では地球が吐き出す、ストレスエネルギーのことを総称してジオパシックスト

レスと呼びます。風水は数千年も前からの東洋の知恵ですが、その頃にすでにジオ

パシックストレスを知る方法として風水があったのですから驚きです。 

 

自分の家に地下水脈が流れているかを知る方法は、木の枝が下を指している、木が

ねじれて生えている、木がコブを持っている、猫が好む場所、ありや蜂が巣を作る

ところといわれています。また庭にコケが生えやすい、一年中乾かないところがあ

る、湿気が多いなどもそうです。 

 

お隣の韓国の風水ではこの地下水脈を特に注意します。家を建てるときにダウジン

グなどで地下水脈の有無を調べます。地下水脈の上に寝ていたらすぐにその線上か

ら逃げることです。ベッドを移す、部屋を変える、ベッドをずらす、だけでも効果

があります。やる気が出ない、うつ気味などはすぐに寝る位置、枕の向きを変えて

みましょう。そして何よりも大地の気を高めましょう。早速実行、ガッチリ開運  
 

               /光龍： 島根県出身 神奈川在住 鎌倉風水館 
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ワカモレ 
 

今回はアボカドのディップ「ワカモレ(アメリカではグアカモー

レと発音します)」に挑戦です。アボカドは一番栄養素が高い果

物としてギネスブックに紹介されています。体の酸化を防ぐ抗酸

化作用があり、細胞のエネルギー生産を高め、活性酸素から体を

守るコエンザイムQ10が含まれています。食べ過ぎるとビタミンE

やカロリー過多になってしまいますが一日一個であれば取り過ぎにはならないよ

うです。 

 

お勧め度#1：Whole Foods特製(野菜売り場の氷の上にあります) 

新鮮で化学調味料などの混ざり気がなくサッパリしている。他のワ

カモレに比べるとガーリック味がせず子供でも大丈夫。濃すぎず自

分流にアレンジできるのも嬉しい。新鮮なので日持ちはしないが安

心して食べられる。ただ、シラントロンが入っているので苦手な人

にはダメ。 

 

お勧め度#2：Fresh Market特製 

ハスアボカド使用。味がしっかりしていてアボカドのチャンクがどっさりで水分

が少ない。 

 

お勧め度#3：TJ’s Avocado’s Number Guacamole 

味がしっかりついている。ガーリックパウダーが入っているので日

持ちする。 

 

Note：チップスに合うのはTJ。野菜スティックにはFresh Market特

製がお勧めです。 

  *おいしいもの探偵団では、皆様からの試食品リクエストをお待ちしてます。 

探
偵
団 

おいしいもの 

                                Morinaga  America建設工事開始 
地鎮祭も無事終了し来夏生産開始に向け動き出しました。現在大

リーグ・ヤンキースなどの選手間で大評判！ アメリカ生まれのハ

イチュウを口にできる日も遠くありません。http://espn.go.com/blog/new-york/
yankees/post/_/id/74191/first-pitch-yanks-addicted-to-japanese-candy  

http://espn.go.com/blog/new-york/yankees/post/_/id/74191/first-pitch-yanks-addicted-to-japanese-candy
http://espn.go.com/blog/new-york/yankees/post/_/id/74191/first-pitch-yanks-addicted-to-japanese-candy
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         夏に使える表現一覧 

Those  wind-bell  are  cute.「あの風鈴は可愛い」 

In  the  peak  of  the  summer  heat,  the  humming  of  cicadas  fills  the  air. 「夏の

暑い盛りに蝉の声が鳴り響きます」 

I’d  like  something  cold  to  eat. 「何か冷たい物が食べたいです」 
It’s  sweaty. 「汗をかきました」 

I  am  all  sticky. 「汗でベタベタです」 
The  humidity  really  tires  me  out. 「この湿気でグッタリです」 

I’m  already  sick  of  summer. 「すでに夏にうんざりしています」 
I  can’t  wait  until  fall. 「秋が待ち遠しい」 

A  display  of  giant  fireworks  exploding  in  the  night  sky. 「夜空を彩る巨大

な花火」 

Fireworks  is  one  of  the  highlights  of  the  Japanese  summer. 「花火は日本の

夏の主役です」 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

 
 

 

 

今回は「S」と「Th」の発音練習です。「S」は上顎の前方に舌を近づけ、その隙間

に息を通す音です。「Th」は舌を上下の歯で挟み込み息を抜く音です。「S」は息

を吐き出すようにして発音しますが、「Th」は上下の歯の間の僅かな隙間で摩擦さ

せて音を鳴らす発音です。「S」と「Th」の違いによって意味が変わる単語はたく

さんあります。何度もNative Speakerの発音を聞きながら音の違いを練習しましょ

う。Let’s Practice!  

こんなとき、どう言うの？ 
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      ごちそうさまぁ～！ 
 

 

 

 

 

クレソンと言えば日本では、レストランでステーキやハンバーグの横に添えられ

ているという飾り物のイメージがありませんか？アメリカのスーパーでは１束の

量も多く結構安く売っています。クレソンを茹でておひたしにしてみましょう。 

材料（４人分） 

クレソン   ２束 

練りごま   大さじ２ 

醤油    大さじ１ 

砂糖    大さじ１／２ 

 

作り方 

１）ゴミや砂が混じっている事があるのでクレソンを丁寧に洗います。 

２）煮立ったお湯にクレソンを入れ約３分間茹でます。 

３）茹であがったら、クレソンを水で冷やして、水気をしっかり絞ります。 

４）絞ったクレソンを0.5～1cmぐらいの長さに切ります。 

５）あらかじめ別に練りごまと醤油と砂糖を混ぜておいた物を４）に入れて混ぜ

ます。練りごまが固まらないように、全体に行き渡るようにして出来上がり！ 

 

ちょっと苦みがありますが、ほうれん草のおひたしと比べると歯ごたえがあって

おいしいです。クレソンの白和えも美味しいですよ！ 

 

薬膳教室 

食品と薬品は本来同じものであり、滋養強壮や病気の治療を目的にした食事が薬

膳です。この教室は食品と生薬の詳しい薬効を学習しながら、家庭で手軽に作れ

る薬膳をご紹介します。 

六月テーマ：元気をつける  /七月テーマ：夏バテ防止 
場所：自宅（Chapel Hill）費用：お一人20ドル（二人から） 

お申し込み：919-636-3617 wugeng2002jp@yahoo.co.jp  

クレソンの胡麻和え 

mailto:wugeng2002jp@yahoo.co.jp
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Yoko  Amano 
Realtor/Broker/QSC 
801  Tinkerbell  Rd. 

Chapel  Hill、  NC  27517 
Phone:  (919)215-4665 

yoko.amano@realtytriangle.com

不動産関係、Relocationのプロ

フェッショナル。25年以上の経験

と知識を生かしたアドバイスで 

アメリカ生活安心スタート！ 
http://www.realtytriangle.com/

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

 

 

 

夏こそ、カヌー、カヤック、浮き輪で川下り 

 

Winston-Salemから北西へ1時間半ほどのところにあるJeffersonやBoone近辺(New 

River)、およびGreensboroの北のDanville近辺 (Dan River)では、カヌーやカヤッ

ク、あるいは浮き輪を借りて2時間から6時間ほどの川下りが楽しめます。いずれも

川上にバス等で連れて行ってもらい、そこから出発地点までのんびりと川を下りま

す。浮き輪でのんびりと川を下るのもよし、カヌーやカヤックでオールを漕いで川

を下るのも運動になります。友達と一緒にアウトドアを楽しんでみませんか。救命

胴衣を着ければ、もし仮に転覆してもおぼれることはありません。食べ物や飲み物

を入れたクーラーを川下りに持っていける場合もあります。浮き輪の川下りは

チュービングと言い、浮き輪のことはインナーチューブまたはチューブと言いま

す。必ず日焼け止めをご利用ください。2時間でもかなり日焼けします。チューブ

は一人$10ぐらいから$20ぐらいまで、カヌーは一艘あたり2時間～6時間ぐらいが

$30～$60ほど、カヤックは一艘あたり2時間～6時間ぐらいが$20～$45ほど、浮き輪

は$8～$30ぐらいまであります。 

Dan River川下りの詳細は：http://www.danriveradventures.com/

danriveradventures.html; http://www.3-r-o.com/directions.aspxなど 

New River川下りの詳細は：http://riversidecanoeing.com/; http://

www.canoethenew.com/; http://www.rivercampusa.com/などでご確認ください  

            Learn Japanese!  
 
 See our Introductory Trial Courses Summer 

Intensive 2014 schedule and register today! 

Class  Level Dates Time Tuition 

Adult 7/12,19,26,8/9,16 
*  5  classes 

2-3:30pm $160 

9-12th  Grade 7/14-18 
*one  week  intensive 

10am-12:30pm $160 

www.japance.com  or  email  to  suwa@japance.com 

http://www.danriveradventures.com/danriveradventures.html
http://www.danriveradventures.com/danriveradventures.html
http://www.3-r-o.com/directions.aspx
http://riversidecanoeing.com/
http://www.canoethenew.com/
http://www.canoethenew.com/
http://www.rivercampusa.com/
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お問合せ： 866.529.9448  info@stitchgolf.com 

HP:     www.stitchgolf.com 

 

スティッチ・ゴルフは2012年起業のノースカロライナ、Caryに拠

点を置くゴルフヘッドカバーメーカー。良質なアメリカ製素材を

使って、一つ一つノースカロライナで鍛錬な職人技を生かした

手作り。名前のStitch（スティッチ) はヘッドカバーを作る、きめ

細やかな縫目に由来。ウールのニット、レザー(本革)を素材と

して、デザイン、品質、フィット感に焦点をあて、革新性と楽しさをアピール。アメリカ国

内の有名ゴルフコースのプロショップ等、500か所で販売。海外でも販売されて、日本で

はダブルイーグル、ヴィクトリアゴルフ、アルペンゴルフなど、店頭及びオンラインショップで

購入可能。スティッチゴルフのサイト(上記)でも購入でき、海外発送もO.K.。アメリカ大

統領（オバマ、クリントン、ブッシュ）にも御用達のヘッドカバー。スティッチ・ゴルフはゴルフ

アクセサリーをお洒落に演出します。 

 
「夏休みこどもケーキ教室」 

 

小学生以上 （1グループ4名まで） 

場所:鶴身自宅（Cary） 費用:$10/各 

連絡先:919-961-1369  

hii120602@gmail.com 

日時、メニューは応相談 

http://www.stitchgolf.com
mailto:hii120602@gmail.com
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 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 

 

Hearing,  Tinnitus,  Hearing  Aid   
                  

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

 
Cary      919-480-6080 

 www.ilovetohear.com 

 
Family 

Hearing  Care 

ありがとうございました！ 

NC州高校生日本語スピーチコンテスト 無事終了 
 
4月19日（土）にノースカロライナ大学チャペルヒル校（ネルソン・マ

ンデラ講堂）にて第12回NC州高校生日本語スピーチコンテストが開催されました。

100名を超える方々が会場においでくださり、約3時間のコンテストを無事終了する

ことが出来ました。アメリカで日本語を学ぶ高校生たちの熱い思いや日本への愛情

などをスピーチを通して感じていただけたのではないでしょうか。 

出場者にとって、日本の皆さんにスピーチを聞いていただけることは、とても励

みになることです。三角横丁をご覧になっておいでくださった方々には、この場を

お借りして御礼申し上げます。 

 
入賞者 

 
  *CHHS=Chapel  Hill  High, ECHH=East  Chapel  Hill  High 
 

来年も皆さんのお越しをお待ちしております！ 

               （コンテスト運営会 一同） 

レベル１の部（学習暦１年の生徒対象） 
第一位 リース ホルへ (Ruiz-Esparza, Jorge) 「私のかぞく」ECHH 
第二位 シュー ビン-シン (Xu, Bingquing)  「私のかぞく」ECHH 
第三位 ヒューギ キャサリン (Huge, Katharine) 「わたしの まいにち」CHHS 
レベル２の部（学習暦２年の生徒対象） 
第一位 王 アリス(Wang, Alice) 「私の中国」NC School of Science and Math 
第二位 ダナー レイチェル (Danner, Rachel)   「ラクロス」CHHS 
第三位 ビルマン トビー (Billman, Tommy) 「ライフガード」CHHS 
レベル３の部（学習暦３年の生徒対象） 
第一位 バロディ エマ(Brodey, Emma) 「宮崎と黒澤」 ECHH 
第二位 カーティス トーマス (Curtis, Thomas)  「言語クラス」Carrboro HS 
第三位 デイビソン のぞみ (Davison, Hope)「思いがけないドイツ人の親切」CHHS 
レベル４の部（学習暦４年の生徒対象） 
第一位 オービット ネル(Ovitt, Nell) 「日本語クラスの大切さ」CHHS 
第二位 バーグランド リタ(Berglund, Rita)  「日本のしゅうかん」ECHS 
第二位 ベントゥラン キャサリーン(Bentulan, Catherine)「大学受験」Carrboro HS 

 ＊第二位は同点が二名 
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皆様のお蔭で無事にアニメいずめんとを終了できました。昨年の8855名を大きく上

回る参加者11487名。土曜はバッジが、日曜はそれを下げる紐が無くなり嬉しい悲

鳴でした。今年はいろいろなテーマがあり、古川登志夫さん、中尾隆聖さんによる

声優ワークショップ、アニメいずめんとならではの日米声優コラボ、『魔法少女ま

どか☆マギカ』の野中藍さん、ローレン・ランダさん、クリスティン・カバノスさ

ん、そして一番のメインは今年で35年｢機動戦士ガンダム｣パネルでした。日本でも

このメンバーは揃わないだろうと言われている古谷徹さん、池田秀一さん、古川登

志夫さん、潘恵子さんがガンダムの名せりふを言ったり、いろいろなお話を聞くこ

とが出来ました。また、サンライズから佐々木新さんも同席され、違った角度から

のガンダム談話で盛り上がりました。浅野さん、山部さんの若くて力強い和太鼓と

三味線の演奏会は長蛇の列。若いといえばTriggerです。2011年に創立された新ア

ニメーションスタジオで注目され「リトルウイッチアカデミア」、｢キルラキル」

で若い層をつかんでいます。Trigger Live Painting,アニメの作り方のパネルは立

ち見が出るほど。その横ではアニメの老舗Mad Houseの設立者の丸山正雄さん、ア

ニメーターの結城信輝さんがいろいろな観点からアニメ、漫画を語って下さいまし

た。日本文化、日本語のクラス、UNC Carolina Asia CenterのDr. Morgan Pitelka

の講義、アニメソングの歌姫ＫＯＴＯＫＯのコンサートなど幅広した。最後になり

ますが、｢マジンガーＺ」｢宇宙戦艦ヤマト完結編」などを手掛け毎年のように｢親

と子のアニメ教室」をアニメいずめんとで教えて下さったアニメーター角田紘一先

生がお亡くなったので、参加者の皆さんと一緒にご冥福をお祈りしました。来年も

アニメいずめんとは違った試みに挑戦します。ぜひ、ご参加ください。お待ちして

おります。                  アニメいずめんと 青柳好美 
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Greensboro,  Winston  Salem地区のイベント 

1) Texas Pete Twin City RibFest 

日時：6月 5, 6, 7日 (木曜日から土曜日) 午前11:00 から午後 11:00 まで 

   6月 8 (日曜日) 午後5時まで 

場所：West 5th Street and North Marshall St.Winston-Salem NC 27101 

HP:www.twincityribfest.com 

*ボナペティ誌やMarthaStewart.comでトップ20として紹介されたこのRibFestで、南

部の美味しいリブを味わってみよう。 

 

2) 42nd Annual Bluegrass & Old-Time Fiddlers Convention 

日時：6月6.7日(金、土曜日） 午前 9:00 から午後 9:00 まで 

場所: Veterans Memorial Park, 691 W. Lebanon Street Mount Airy, NC 27030 

料金：入場料$10 (6歳以下の子供は無料) 

電話：(336)345-7388 

HP:www.mtairyfiddlersconvention.com 

*Surry郡で生まれた昔の音楽の伝統と甘い音楽が、Mount AiryのVeterans Memorial 

Park で、地元、国内、及び国際的未ミュージシャンによって奏でられる。このイベ

ントは1972年以降、毎年6月最初の週末2日間に行なわれている。 

 

3) The Fun Fourth Parade 

日時：7月4日（金曜日）午前9：30 

場所: ダウンタウングリーンズボロで開催。 

*パレードは、GreeneとBallemeadeから始まり、Greeneを南に進み、Washingtonを西

に進んで、最後はEugene St.へ。又、コンサートと花火大会がWhite Oak Amphithe-

ater at Greensboro Coliseum Complexで、午後7:30分から10時まで予定されていま

す。コンサート及び駐車場は無料 

 

４) The Eastern Music Festival  

日時：6月21日-7月26日 午後6：30 

場所：Guilford College Founders Lawn/5800 W Friendly Ave, Greensboro, NC 

Junko Gilbert, CPA, PLLC 
149 Whitehead Dr. 
Advance, NC 27006-7626   

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

Junko Gilbert, CPA 
 

順子ギルバート 

所得税申告、自営業の経理、その他税務会計一般 
日本語でお気軽にご連絡ください 

 

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

http://www.twincityribfest.com/
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

    M’coul’s Public House 

110 W McGee St. Greensboro, NC 27401 

(336)378-0204 

営業時間：日－土曜日 11am-2am 

 

アイリッシュパブとして、グリーンズボロでは多数のアメリカ人が知っている店で

す。日本人が好む料理と言うとアイリッシュではないのですがアメリカ牛のRib-

eyeステーキです。柔らかくてとてもジューシー。日本から来た友人も、美味しい

と親子で取り合いするほどでした。パブだけあってお酒類の種類は多いですが、ア

メリカではめったにお目に掛かれないビールがあります。イギリスのビールで

London Proudと言い、イギリスに旅行した知人が言うには「いろんなパブに行った

がアメリカではこのビールが置いてあるのはここ1軒だけ」、とのことで米国中で

これが置いてある店は少ないと思います。黒ビールがお好きならどうぞお試し下さ

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

 

 

電話：（336) 316-2000 

HP:www.easternmusicfestival.org/  

* 1961年に Greensboro, North Carolinaで設立され、夏の5週間若い音楽家の為

に実施される、全国的に有名なクラシック音楽祭です。毎年ギルフォード大学で

練習やコンサートが行なわれています。14〜22歳の才能豊かな学生200人を受け入

れますが、 多くの応募があり狭き門となっています。今年は6/21-7/26日に開催

され、7月20日にはギルフォード大学でアウトドアコンサートが無料で行なわれま

す。有名な音楽家のコンサートも含め、多くのコンサートが予定されています  
 

Greensboro Coliseumで開催されるEvent 

場所: Greensboro Coliseum /921 West Lee Street Greensboro, NC 27403 

電話：(336)-373-7400 

 

１)Wildfire Music Festival   

  日時：6月14日午後3時 場所：White Oak Amphitheatre   

  料金：$25 (GA lawn); $45, $55 & $100 

 

２)An Evening with Bill Maher (コメディ)   

  日時：7月12日午後8時 場所：War Memorial Auditorium   

    料金：＄45，＄57 & ＄75 

Toshi’s Cafeの新メニューご紹介 

5710 High Point Rd.Greensboro, NC 27407   Tel: (336) 297-2288 

前回ご紹介しましたグリンズボロのToshi Caféに、シュークリームとマ

カロンが新しく加わりました。ストロベリーショートケーキもご予約可。夏に

ぴったりのスムージーメニューも豊富です。詳細はToshi Caféまで。 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greensboro,_North_Carolina
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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/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

賃貸物件:3BR+ボーナス 1Car Garage、Cary 日当たり最高 徒歩圏内にハリス

ティーター等のショッピングセンター有 sales@realtytriangle.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——– 

ハウスクリーニング:水回り専門のハウスクリーニング。しつこい水垢、油汚れ

でお困りの方は是非お問い合わせください。tnagatomo@nc.rr.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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
Babysitter急募：週3～4日、3時間。小学生二人のBabysitterを探しています。

運転免許必。子供好きな人求む。shigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

翻訳業務請負：米国政府関係提出書類（SNN／Visa申請、 Notary public含む)か

ら契約書翻訳、ビジネス、技術翻訳サービス提供  sales@realtytriangle.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
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 早乙女迄 

miyabifay@ncrrbiz.com 又は910-864-5987  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

帰国安心パッケージ：帰国後の代行サービス、家賃/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 

日本とアメリカで交互に開催さ

れる対抗試合がWilsonにきます。皆で

サムライJapanを応援しましょう。 

Let’s Play Baseball❢ 

日時：7月7日、7時～(6時開場） 

場所：Fleming  Stadium,  Wilson   
HP:  http://wilsontobs.com/news/

index.html?article_id=200   

日米大学野球選手権大会  

Hair  Artist 

Michelle  Salon 
at     

North  Hill  Mall 

予約 

(919)782-3436 
(919)605-4892  日本語 

mailto:sales@realtytriangle.com
mailto:sales@realtytriangle.com
mailto:miyabifay@ncrrbiz.com
tel:910-864-5987
http://wilsontobs.com/news/index.html?article_id=200
http://wilsontobs.com/news/index.html?article_id=200
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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 

6/14 Bruno  Marsコンサート PNC  Arena 
6/14 Cirque  de  la  Symphonie  /  曲芸＋オーケストラ Booth  Amphitheatre  /  Cary 
6/18-29 OTHER  DESERT  CITIES DECPA 
6/20,21 MOZART  FESTIVAL  /  NC  Symphony Booth  Amphitheatre  /  Cary 
6/22 Katy  Perryコンサート PNC  Arena 
6/22 Ringo  Starr  &  His  All  Starr  Band  コンサート DPAC 
6/29 MOVE  Live  on  Tour/Julianne  and  Derek  Hough   DPAC 
7/4 Independence  Day  /NC  Symphony Booth  Amphitheatre  /  Cary 
7/9-27 PARADE DECPA 
7/12 An  Evening  with  Bill  Maher Greensboro  Coliseum  Complex 
7/13 American  Idol  Live!  Top  Ten  Finalists DPAC 
7/13 The  Band  Perry  –  World  Tour  2014  コンサート Booth  Amphitheatre  /  Cary 
7/29-8/3 DISNEY'S  LITTLE  MERMAID DECPA 
8/3 Jennifer  Ne les  That  Girl  Tour  2014コンサート  Booth  Amphitheatre  /  Cary 
8/9 An  Evening  with  Frankie  Valli  &  The  Four  Seasons DPAC 

    ファミリー/子供向けイベント 

6/15  –8/23 Lab  Summer  Events Museum  of  Life  +  Science 
7/1–31 A  Thousand  Blue  Bu erflies Museum  of  Life  +  Science 
7/4 The  ‘Works!  /  Independence  Day  Celebra on Downtown  Raleigh 
7/4 July  4th  Celebra on  and  Fireworks Kenan  Stadium  /  Chapel  Hill   
7/9-20 How  I  Became  a  Pirate DECPA 
7/9,19,23,  
8/2,6 The  Princess  &  The  Pea   Snow  Camp  /Alamance  County 

7/12,  16,  26,  
30,    8/  9   Robin  Hood   Snow  Camp  /Alamance  County 

7/12 サウンドオブミュージック一家のひ孫 Booth  Amphitheatre  /  Cary 
7/17 Science  of  A rac on Museum  of  Life  +  Science 
7/18-20 Marvel  Universe  LIVE!  /  Super  Heroes'  show PNC  Arena 
7/25-8-3 Fiddler  On  The  Roof  (musical) Raleigh  Li le  Theatre 
8/1 Watermelon  Day Museum  of  Life  +  Science 

8/9 Car  Races  at  Orange  County  Speedway  Kids  ride  
along  night Orange  County  Speedway 

    その他イベント 

7/11-13 GEM-JEWELRY-BEAD  SHOW State  Fairgrounds 

6/11 Walk  of  the  Week:  Opening  Kickoff Museum  of  Life  +  Science 

6/12 HERB  GARDENING Doris  Duke  Center   

7/12 Tomato  Day Carrboro  Farmers’  Market 
7/21-28 Kids  Exchange State  Fairgrounds 
8/1-2 BEER,  BOURBON  &  BBQ  FESTIVAL Booth  Amphitheater  /  Cary 

    日本人関連イベント      

7/7 日米大学野球選手権大会 Fleming  Stadium,  Wilson 
7/13 トライアングル太鼓演奏 Fletcher  Park 
8/9 シャーロット夏祭り Wells  Fargo  Atrium 
8/9 トライアングル夏祭り Japan  Center 

7～8月 トライアングルの  イベント・スケジュール 

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center 
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ローリー日本語補習校 

 先生を募集中 
毎週土曜日、教える教科は国語と算数（数学）です。特に教員免許は必要ではあ

りません。愛情を持って子ども達の教育に携わってくださる皆さんを歓迎しま

す。詳しくは折り込みのチラシおよび、学校ホームページをご覧ください。   
＜電話＞事務局９１９－７８７－１３００ 校長９１９－３８９－９７８０ 

Air Path 
 

一時帰国で国内フライトを計画の方にぴったりのスペシャルチケットがあります。 

１）ANA/UA –Star Alliance Airpass,  Visit Japan 

２）JAL/AA—One World Yokoso fare,  Tohoku fare, Welcome to Japan 

fare,  Okinawa Island fare 

ANA/UAで国際線を飛ぶと、日本国内はANA でのフライトで１フライトから可能、そ

れ以外の国際線は２フライト以上から。同様にJAL/AAでの国際線の場合、日本国内

はJAL でのフライトで１フライトから可能、それ以外の国際線は２フライト以上か

らです。詳細は旅行社や航空会社までお尋ねください。 

日本でのご滞在充実したものになるよう、準備万端整えてお出かけ下さい。 

                         /Tamae,YuYu Travel提供 

 Today    Asia  Market 

日本、中国、韓国など高品質な食材をリーズナブルな値段で提供し

ています。商品陳列のきれいさとゆったりした気分でお買い物がで

きるところが魅力。 この広告を持参でお越しのお客様には現金払い

で5%Offクレジットカードは3%Offにさせて戴きます。 

(Family  Operated  Business)  
1207  Kildaire  Farm  Rd.  Cary  NC/919-380-0588/Sun-Mon  9:30am-8:00pm 
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第２７回Lady’s Clubでは5

月８日に合戸きょうこさんを

お迎えして、「ためない体の

為に食べる物」の話をお聞き

しました。「食」という字は

「人を良くする」と書くよう

に食は心身の健康な人間を育

てるための基本です。加工食

品や外食産業の増加など、家

庭内の食卓事情は昔に比べる

と大きく変わってきました。

そんなアメリカの食生活の中

で家族がいかに健康に過ごし

たらよいのか詳しくお聞きす

る事ができました。参加した

皆様も今までの自分の食生活

を反省したり、これからは

もっと健康的な食生活をしよ

うと励みになりました。次回

は９月１８日に開催予定で

す。連絡先：

yaratake@email.unc edu 

  * 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」 2014年6/7月第38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 

トライアングル 

LADY’S CLUB 

編集後記 6月からボストンに就職が決まった長男への子離れは、彼が大学寮に移り

住んだ時に終わったと思ったのに、やはり悲しくて一人でシクシクしている。次男

はシャーロットに住み、末っ子はヤンチャな野球少年で新学期から高校生。子供た

ちの成長の早さにビックリ。何も変わっていない私より、ずっとしっかりし

てきた子供たち。男の子3人のママも悪くないと感じる今日この頃。  yoko 



 

Li  Ming’s  

GLOBAL MART 
 

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

 

日本の食材や調味料、アジアの食材を 

豊富にリーズナブルな値段で 

ご提供させていただいております。 

★Restaurant Buffet★ 
Choose  3 items/Only $5.99 

 

店内のカフェテリアで美味しいお食事を 

楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。 
 

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

☎919-401-5212   
GREENSBORO:  3703-A  High  Point  Rd.  Greensboro,  NC   

☎336-218-8008   
RALEIGH:  3210-131  S.  Wilmington  St.  Raleigh,  NC 

☎919-32-2288  (店名：A  &  C  Supermarket)   

 

tel:%28336%29218-8008
tel:%28919%29232-2288

