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ごあいさつ
この度、トライアングル地域情報誌「三角横丁」を創刊する運びとなりました。
「三角横丁」は、ノースカロライナ州トライアングル地区に住む日本人の皆様のた
めの情報誌です。
「三角横丁」の名前の由来についてちょっとお話ししましょう。「三角」＝「ト
ライアングル」はいうまでもありません。「横丁」というのは、「そこの表通りを
入った町筋」という感じですが、実は「町のみんなに会える場所」、「気軽に楽し
く時間を過ごせる暖かい場所」そして「町の最新の話題、有益な情報を交換できる
役に立つ場所」という複合的な役割を持つ空間です。馴染みのおじさんやおばさん
がいて、いつ行ってもフッと安心できる人生の知恵袋のような懐かしい不思議な所
です。「三角横丁」は、トライアングルに住む日本人の皆様にとってのそんな紙面
空間になりたいと願っています。
紙面の内容は、役に立つ地元の情報をはじめ、気になる映画、行ってみたいレス
トラン、旬のイベント、生活のヒント、料理のお助け、各地の便り、なるほどエッ
セイ、みんなの伝言板など数多くの楽しい話題が盛りだくさんです。読者の皆様の
ご意見、ご要望を取り入れながら、ためになる楽しい情報誌を目指します。皆様に
末永く愛される情報誌になるようスタッフ一同努力してがんばりますので「三角
横丁」をこれからどうぞよろしくお願いします。
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————
*「三角横丁」では、役に立つ情報、面白いニュース・お店の情報等を広く募集しています。
また、「見て見て！三角掲示板」コーナーでは「売ります・買います・教えます・探して
います・募集しています・イベントのお知らせ」等を載せることができます。
sankakuyokochou@gmail.com までいつでもお気軽にお知らせください。
*「三角横丁」への広告の掲載、またこの情報誌に関するお問い合わせは、三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.com までEメールでお願いします。
*「三角横丁」に記載の内容は、最新・事実であるよう努力しておりますが、事実と異なる場
合は、事実を優先させ、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その団体・
お店等にお願いします。
＊「三角横丁」の内容、記事の一部あるいは全部の無断転載、使用を禁止します。
==========================================================================
トライアングル地域情報誌「三角横丁」by 三角横丁編集部 Ⓒ All rights reserved.
発行人：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子
114 W. King Street Hillsborough, NC 27278 E-mail: sankakuyokochou@gmail.com

コラム 春はさくら
ノースカロライナにも春がやってきました。冬の間、寒気と渇水でう
らぶれていた木々も、春の暖かい陽射しと恵みの雨に活気を取り戻
し、枝には緑の若葉を湛えています。花壇には水仙、チューリップ、
パンジーなどの花が色鮮やかに咲き始めました。ノースカロライナの良い所は、日
本のようにちゃんと四季があること。しっとりとした土の匂いと四季折々の自然の
風景。これは、西海岸では決して味わえないものです。
さて、日本で春、と言えば「桜」。「桜」と言えば「お花見」です。上野公園を始
めとして、今年も3月下旬から4月にかけて、お花見は国民的行事です。満開の宴た
けなわ大旋風として日本中を賑わしたようです。この時期、「日本の桜が恋しい」
と思いを馳せられている方も多いかもしれません。ノースカロライナの桜は「寒
山」という種類が多く、日本で一般的な「ソメイヨシノ」はあまり多く見られませ
ん。寒山は色がソメイヨシノよりも少し濃く、はっきりした意思表示を好むアメリ
カ人には受けるのかもしれません。しかし、日本人には、なんと言ってもあの淡い
ほんのりとした白に限りなく近いピンクのソメイヨシノでなければ、と思うのは私
だけでしょうか。
日本のソメイヨシノがアメリカでも見事に咲き誇っている場所があります。ワシン
トンDCのポトマック河畔です。明治の末に東京市長の尾崎行雄が送った三千本の桜
の木を、アメリカが大戦でも切らずに大事に育ててくれたおかげで、今なおすばら
しい桜並木を見ることができます。今年は98年目にあたります。地元の日本人会も
参加して、「National Cherry Blossom Festival」が4月上旬から16日間繰り広げら
れ、アメリカ中から観光客が訪れます。
私が見て驚いたのは、本当に日本のあの淡い色をした桜が、ワシントンDCのそこに
山程あったということです。当時からの桜はゴツゴツした太い幹になり、しっかり
と地面に根ざし、枝を優雅に広げ水面にまで届くほど。枝を重くしてしまうのでは
ないかと思うくらい満開の花は見事としか言いようがありません。ポトマック河沿
いと、tidal basinという河から繋がって一歩内地に入りこんだ湖のような所の周り
に、行けども行けども桜たちはまるで天女のごとく美しく咲き誇っています。ここ
では飲めや歌えやのドンチャン騒ぎのお花見はなく、人々は、家族でピクニックを
したり、恋人同士で散歩をしたりして、静かにゆっくりと春の陽と桜を味わってい
ます。約100年も前に日本からはるばる海を渡ってやってきた桜が、凛と美しく人々
を魅了している姿を見て、ふっと涙が出そうになりました。(お）
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風水ライフスタイル
海外で暮らしていると、ちょっとしたことで落ち込んだり、ストレス
を感じたりしたりすることがあります。
あなたは、そういう時に使える、自分にエイッ！と元気をくれる魔法
の粉を持っていますか？私の魔法の粉・・・それは「風水」です。
お金に困ったら、家の中心から見て、西に黄色の花を飾りましょう。ノースカロ
ライナで友達をたくさん作りたかったら、家の東南にオレンジ色のものをたくさ
ん飾って、オレンジ色の服やバッグを見につけましょう。古い家に住んでいる人
は、きれいにお掃除をして、家の四隅に「盛り塩」をしましょう。
そんなくだらない簡単なことで、気持ちがゲンキ！ゲンキ！
になって、楽しい日々が過ごせたら素敵だと思いませんか。
せっかく日本人として生まれたのだから、アジアの知恵を生か
し、アメリカ人よりもお先に風水パワーで幸福になっちゃいま
しょう。今年は、女性はジュエリーを見につけることが開運に
つながります。
（風水そら：風水アドバイザー。九州出身。アメリカ人の夫、
４人の子供を持つ元気なママ。Wakefield 在住。）

コーヒーミニ百科
以前、コーヒーにまったく興味がなかった私が、コーヒーのお店をやることにな
り、今、コーヒーの深さとおいしさを理解するようになりました。
いろんなことを理解して飲むコーヒーは格別な味になります。
今回は、Café Latte（カフェラテ）と Cappuccino（カプチーノ）の違いをお話
しましょう。基本的には同じものを使いますが、ミルクの違いだけでLatteと
Cappuccinoになってしまいます。

Café Latte （カフェラテ）： エスプレッソ 1/3

スティームミルク 2/3
フォーム
Cappuccino（カプチーノ）: エスプレッソ 1/3
スティームミルク少し
フォーム 2/3
カプチーノはフォームを一杯入れるため、技術を要し
ます。フォームを絹のように滑らかに細かくするのが
コツで、口に入れるとフワッとなり、とろける感覚が
楽しめます。通になる程、カプチーノ・ドライと言ってきます。カプチーノ・ド
ライとは、ミルクを出来るだけ少なくして下さいということです。少しはお役に
たっだでしょうか？
(Shelly Colburn：Jump’n Java
子と共にCary在住。）

Café オーナー、九州出身。アメリカ人の夫と息
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あなたにインタビュー
このコーナーでは、毎回トライアングルにお住まいの日本人の方
に お話を伺います。この地区にはたくさんの日本人が住んでいる
はずですが、まだ会ったことがない人の方が多いかもしれませ
ん。せっかく近くにいるのに普段の生活ではすれ違いの日本人た
ち。「どうしてトライアングルに来たの？」「どんなことをしているの？」「ここに
来てどう思ってる？」「えー結構近くに住んでて同じ歳頃、それも出身地も近い！」
なんてこともあるかもしれません。次は是非あなたがここに登場してください。
今回は、Durham 在中の主婦の高山幸子さん（仮名）にお願いしました。

三角：家族構成を教えて下さい。
高山：夫と子供３人の５人家族です。子供の年齢は
９歳、６歳、２歳です。
三角：アメリカに来てどれくらいですか？
高山：12年位です。永住組です。
三角：トライアングルの好きな所、嫌いな所は？
高山：好きな所は、自然が一杯あって子供を育てるに
には良い環境であること。嫌いな所は、中途半端に田舎な所。意味もなくフラ
フラと街を歩く場所がほとんどない所。日本に帰るのに乗り継ぎがある所。
三角：家族でよく行くレストランはどこですか？
高山：ELMO’S DINERです。（http:/www.elmosdiner.com/）小さい子供と行っても気
兼ねしないで食事できる所が好きです。好きな料理はその日のおすすめ料理。
三角：これからやってみたいことは何ですか？
高山：仕事を見つけて、アメリカで働いてみたい。
三角：子供たちは何か習い事をしてますか？
高山：はい、してます。サッカー、野球、ジムなどのスポーツをしてます。
三角：あなた自身は何か習い事などをしてますか
高山：いいえ、してません。機会があればクラシックギターをやりたいですね。
三角：アメリカに来てわかった日本の長所、短所は何ですか？
高山：日本の長所は一杯ありますが、一番の長所は食べ物が全ておいしい所ですね。
短所は、今の所ないです。短所が思いつかない。今すごく日本が恋しいので、
短所があったとしても、目をつむる事ができますね。
三角：逆にアメリカの長所、短所は何ですか？
高山：アメリカの長所ですか？土地が一杯あって広大なことかしら。道路が大きいか
ら運転しやすいですね。短所は買い物に行った先のレジで100％信用できない事
でしょうか。金額を間違って打たれていたり、買った品物が袋に入ってなかっ
たり。それを発見した時の失望はただならないものです。
三角：不便なことは何かありますか？
高山：アメリカの母国語が日本語ではないということですね。時々大変面倒臭くなり
ます。自分の気持ちを英語で話す事が。でもアメリカ全土が日本語を母国語と
していたら、日本語の魅力は半減するのでしょうね（アメリカの魅力も）。や
はり文化が伴わない言葉には意味がないような気がします。
三角：便利なことはありますか？
高山：車社会なので、子供を連れての移動が日本に比べて断然便利ですね。
三角：ありがとうございました。
4

三角 おにぎり 広め隊！
「三角」と聞いて思い浮かべるもの。「三角定規」「リ
サーチトライアングル」「楽器のトライアングル」「三角
関数」いろいろありますが何か忘れてませんか？「おにぎ
り、だーい好き！」っていうあなた。よかった。「三角横
丁」のマスコットは「おにぎり」なんです。表紙のページ
のタイトルのどこかに「おにぎり」が隠れているんです。わかりますか。
炊き立ての真っ白で熱々のご飯を、フウフウ言いながら手に塩をつけて握り、海苔
を巻けば、みんなの大好きなおにぎりのできあがり！中には何を入れますか。何も
入れない派、梅干派、鮭派、たらこ派、かつお節派、昆布派、ツナマヨ派？うー
ん、書いているだけで、よだれが垂れそうです。
アメリカに住んでいると、大型の日本スーパーがないせいか、日本と同じ食生活が
できていない気がします。日本食がやけに恋しくなります。でも、おにぎりなら！
お米と塩と海苔があればすぐにできます。なんて簡単で、便利で、おいしくて、懐
かしくて、素朴で、飽きが来なくて、日本らしい食べ物なんでしょう。こんなステ
キな人を幸せにする食べ物って他にないんじゃないでしょうか。
「三角横丁」では毎号「おにぎり」にまつわる話題を少し取り上げていきます。そ
して、このアメリカにも、是非このすばらしい日本の味「おにぎり」をひろめたい
と思います。みなさんも「三角おにぎり広め隊！」の隊員として協力してくださ
い。（お）
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日本あれこれ
『箱根』は、東京から一番身近な温泉地・観光地です。
東京から日帰りで楽しめる温泉地として有名であるだけでなく、お正月に行われる大学駅伝
の往路最終区の山登りとしてもよく知られています。『箱根』の温泉は古くから親しまれ、明
治時代以降多くの文豪が執筆のために訪れたところともいわれています。
日本国定公園のひとつとして、温泉以外にも自然に恵まれた‘山‘でもあり、山肌が変わるこ
とで季節を満喫する事もできますので、休日には行楽客で大変賑わいます。ドライブも最高
ですが、「箱根登山電車」で箱根に上がるのもお薦めです。
箱根登山鉄道は、大正8年（1919年）今から90年前に開通した、小田原～強羅間を結ぶ日
本国内唯一の本格的山岳鉄道です。この電車は、1000分の80勾配、12.5ｍ進むだけで１ｍ
の高さを登る電車で、ゆっくりゆっくり進みます。国立公園箱根の中を走るので、自然景観を
壊さないよう線路は作られていて、13箇所のトンネルと26箇所の鉄橋を通過します。トコトコ
ゆっくりと進む中で、自然の景観を十分に堪能する事ができます。
この電車は斜面を登るので、スイッチバック方式が採用
され、斜面をジグザグに登っていきます。その為、3箇所
で進行方向が逆転するので、運転手と車掌が交代する
のも見られます。また、登山電車は車輪とレールの摩擦
を防ぐ為に水をまきながら走ります。普通の鉄道は、車
輪に油を塗りますが、急勾配で滑ると危険なので水を使
います。ひとつの車両に350ｍｌの給水タンクが二つ付い
ていますが、小田原～強羅間ひと往復で、ほぼ空になる
ので、強羅駅での給水作業を見学するのも楽しいでしょ
う。この水には、強羅の湧き水を使っているそうです。
どの季節でも、十分に自然を堪能できる登山電車ですが、意外と知られていないお勧めの
季節は、6月中旬から7月下旬の梅雨時です。線路沿いに10000株の紫陽花が生息してい
て、車窓から触れそうなたくさんの紫陽花が咲き誇って楽しませてくれます。夜間はこの紫
陽花がライトアップされ、幻想的な風景になります。
これからの季節は「山笑う」と表現されるように、山肌ほころんで来ます。箱根を堪能する方
法のひとつを紹介しましょう。登山電車に乗り、湯本や大涌谷で途中下車して、日帰り温泉
で一息つき、終点強羅まで上がり、強羅公園を散策し、公園内のクラフト館で世界でたった
ひとつの手作り作品を作品を制作。日暮れの山々を見てから、夜ゆっくりと登山電車で帰路
に着けば、梅雨時なら二倍のお楽しみになります。
是非、一度、日本に帰る機会があればお試しください。
（もぉちゃん： 神奈川県出身、工務店経営、小田原
在住）
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アメリカ生活で思うこと・・・
「車ライフ 如何に維持する？」
現在所有中の車はボルボ９５年８５０ワゴン、去年末
に９４年から９７年式のボルボ所有者へ部品の無料
交換のお知らせが来ていたのですが、今まで時間が
とれず、最近ようやく行ってきました。
以前は９５年のカローラワゴンでした。すでに１７万マイル超えてたものを約２０００ドルで個
人から３年前に購入。タイヤは新品にして、折れていたドアの開閉部品、タイミングベルト
の交換などで１０００ドル以上出費したにも関わらず、その後オイル漏れを発見。２週間に
一度は１クオーター分継ぎ足さないとオイルが切れ、一年たった頃には６０マイルを超える
と車体がグラツキだして高速走行が困難。地元の修理屋さんに持っていくとオイル漏れ以
外で１５００ドル以上。２年も経たないで知り合いに６００ドルで売りました。
ガソリンスタンドの値段１セントに一喜一憂するこの頃、燃費のいいシビックやカローラ（懲
りてないです）を探したのですがこれが、結構中古でも高い！１０年前のでも５０００ドル以
上の値がついていてちょっと手が出ない。かといってアメ車は避けたい（笑）。そこで目に
ついたのがボルボ。横浜に住んでいる中学校の同級生がボルボに乗っていて車検に２０
万円かかると嘆いていましたが、ここはアメリカ、維持費はそんなにかかりません。走行距
離１１万マイルで９５年８５０ワゴンを３５００ドルで購入したのが約一年前でした。
新車なんて縁がありませんから、チャペルヒルのディーラーに足を運ぶことははじめて。車
で２０分ぐらい行ったところにその店はあって、にこやかな
感じ。ハガキを見せて待つこと約一時間で部品交換は終
了。頼んでもないのにサービスで１６０ポイントチェックをし
てもらい、「ブレーキパッドがもうすぐ寿命」「パワステオイ
ルが漏れている」「ベルトが劣化している」等いろいろ見
つけてくれたのはありがたかったデス。ただ約一ヶ月前に
ボルボ専門がうたい文句の店で１６０ドル払って点検して
もらった時は何も言われなかった。ということは、あの店は
いい加減だったのか！ディーラーで修理すると異常に高
いので地元の修理屋さんに頼みましたが全部で約12000
ドル！
やっぱりボルボとはいえ、所詮日本車にはかなわないのでしょうか。もう一台のいすず・オ
アシス（一代目のホンダ・オデッセイと同じ）は９６年ミニバンですが未だにひどい故障はな
し。ですが、９０歳を超えても車を運転しないと生活できないアメリカ社会、車を維持するの
は大変のようです。かといって新車買ってローンに追われるのはいやだし、なかなかバラ
ンスを取るのは難しいですね。
(馬場 裕： 長崎県出身。放浪の末、仏教を求めインドへ巡礼、得度。妻と3人の息子共
にHillsborough在住。ブログは http://ameblo.jp/bvd/ )
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
アメリカのエンターテイメント業界は世界でも群を抜いて、
新しい映画が次から次へとリリースされています。日本に先
立って公開される映画がたくさん。現在公開中やこれから公
開予定の映画の中から、独断と偏見でピックアップしていく
つかご紹介します。さあCheck them out!そして映画館へレッ
ツGo!

「Nim's Island」NR（アクション、SF、子供・家族）4/4公開
海洋生物学者のパパと孤島で暮らすことになってしまった少女ニム。ニムが大好き
な冒険小説の作家は、彼女を助けに行けるのか？ウェンディ・オルーの同名児童書
を原作にした大人も子供も楽しめるおススメのファンタジー映画。ジャングルや野
生動物たちの映像もステキ。

「Foodfight」NR（CGアニメーション、ファミリー、コメディ）4/11公開
夜、皆帰ってしまった後のスーパーマーケットは、なんと食料品たちの街になるの
です。通路は道路、中国食材売り場はチャイナタウン。一番ホットな場所は、生鮮
食料品売り場のナイト・クラブ「コパ・バナーナ」。新しいCGアニメーション技術
を取り入れたファミリー向けの映画です。

「Smart People」R（コメディ、ドラマ）4/11公開
惜しくもアカデミー賞主演女優賞を逃したJunoのEllen PageやSex and the Cityの恋愛
コラムニスト役キャリーのSarah Jessica Parkerなど個性派集合の必見映画。大学教授
でインテリで通している男も家庭や恋ではまるで無能者？高校生の娘はそんなパパ
をお見通し。人生はもっと他にも学ぶことがあるんですよね。

「Forgetting Sarah Marshall」R（コメディー、ロマンス）4/18公開
2008年のベストムービー候補？と噂の映画。テレビ界で有名人だった彼女に捨てら
れ傷心旅行でハワイに来てみたら、そこでバッタリ！ああ、こんなことってある？
笑い抱腹、涙ポロリの今年絶対見逃せない映画。最近落ち込んでいるあなた、これ
を見て元気と笑顔を取り戻してください。

「The Forbidden Kingdom」PG13（アクション、アドベンチャー）4/18公開
ジャッキー・チェンとジェット・リーが夢の映画初共演！カンフーに憧れるボスト
ンの少年が突然チャイナタウンから古代中国へ飛ばされる。まるでドラえもんのど
こでもドアみたい（笑）豪華絢爛中国ダイナスティと二人のアクションはやはりた
め息もの。ジェット・リーの孫悟空って見てみたいでしょう？

「Baby Mama」NR（コメディ）4/25公開
37歳のケイトは、独身のキャリアウーマン。結構いい毎日。だけど何か足りない。
そうだ！赤ちゃんを産みたい。でも人生はそう思い通りには行かないもの。日本で
はまだ認められていない代理母出産ってどうなんでしょうね。ママになりたい症候
群の止まらないケイトの行く末は？ママ経験者も非経験者も必見の爆笑映画です。
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「Mister Lonely」NR（コメディ、ドラマ）5/2公開
マイケル・ジャクソンのそっくりさんとマリリン・モンローのそっくりさんが出
会ったら？そのマリリン・モンローのご主人はチャーリー・チャップリンのそっ
くりさんだったら？セレブそっくりの人達だけの不思議な町。でも実はとても孤
独な町なのかもしれません。よくこれだけたくさんのそっくりさんを揃えたも
の・・・物まね爆笑選手権としても楽しめるかも。
「The Tracy Fragments」NR（ドラマ）5/9公開
同名の小説を映画化した、様々な国際映画祭で賞を受賞している話題作。15歳の
少女トレーシーは、2日間もバスに揺られている。両親も学校の友達も信じられ
ない。彼女が探しているのは弟ソニー。催眠術で犬だと思ってしまった弟。自分
を「It」と呼ぶ孤独な少女。ここでまたもや活躍中、トレーシー役のEllen Page。
すばらしい演技に心を打たれます。
「Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull」NR（冒険） 5/22公開
あのインディアナ・ジョーンズが戻って来た！監督スティーブン・スピルバー
グ、製作総指揮ジョージ・ルーカス、考古学者役の主演ハリソン・フォードの名
コンビのハラハラ・ドキドキの冒険物語。前回の3作目が公開されたのは1989年
ですから、あれから19年。ハリソン・フォードは65歳になっていますが、そん
な歳を感じさせないカッコいいアクションを見せてくれます。

コーヒーの香りと
ゆったりした空間
こころのこもった
おいしいランチ
日本人オーナーの
カフェです
2945 S. Miami Blvd.
Durham, NC 27703
Phone:919-361-1212

不動産関係のご相談をいつでも承り
ります。住宅売買、レンタル、投資・
商業用物件など安心してお任せください

山岸陽子
Realtor／Broker

トライアングル地域の情報
やご質問は、下記の掲示板
をご利用ください

yokoyamagishi.com
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こんなお店 知ってた？
トライアングルでの生活での楽しみに、いろいろなお店を覗いたり、おいしいレス
トランで食事をしたり、というのがありますね。でも、なんとなく、いつも同じお
店ばかり…になっていませんか？ここでは、地元の人に聞いた日本人があまり行か
ないお店の掘り出し情報、こっそり教えちゃいます。

The Scrap Exchgange（ザ・スクラップ・エクスチェンジ）
場所：548 Foster Street Durham, NC 27701
Web：www.scrapexchange.org

電話：919-688-6960

Durhamで毎週土曜日に開かれている朝市（Farmers'
Market)の会場であるCentral Parkのすぐ近くに、不思議
なお店があります。ここの前を通りかかったら、まず
「何？ここってお店なの？」と思うかもしれません。
何を売っているお店なのか皆目検討が付かず、そのま
ま通り過ぎてしまうかもしれません。でも、どうか好
奇の気持ちをワクワクさせて中へどうぞ。
ここは「あらゆる」材料が手に入るお店
です。工場や大型店、卸売店、研究室、
デザイン事務所で余ったもの、サンプ
ル、素材見本、学校や消防署等で実際
に使われていた物、普通のお店では買
えないような「えーっ！」と驚く物が
いろいろあるのです。子供たちの学校
のアートやサイエンスのプロジェクト
には利用価値がかなりありそう。
ハ ギ レ 布 、2メ ー ト ル も の ス ポ ン ジ
フォーム、科学の試験管、大小のバスケット、いろいろな種類の紙、様々な毛糸、
ビー玉、ワイヤー、ビン、材木など、お店は底なしのビックリ宝箱。大人の遊び心
に も 火 を つ け て く れ 、 つ い 嬉 し く な り ま す 。
ちなみに、私は普通では手に入らないくらい大きなデザイン用の画用紙を買いまし
た。紙はグラム数単位で売ってくれます。創造力を刺激してくれる宝の山からあな
たなら何を見つけますか？
このお店でアート＆クラフト三昧の子供の誕生日会は
いかがでしょう。ここでは、１時間半のバースデー・
パーティーをやってもらえます。好きな材料を使って
切ったり描いたり 貼ったり。思いっきり楽しめそう
です。子供のワークショップ、イベントも開かれてい
ますし、出張でのイベントも可。いろいろな相談に
乗ってくれるそうです。
営業時間：月・火・水・金は11時から17時
木は11時から18時
土は10時から17時
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Allen & Son Barbecue（アレン・アンド・サン バーベキュー）
6203 Millhouse Rd. Chapel Hill, NC 27516 電話（919）942-7576
さて、クイズです。ノースカロライナの食べ物と言ったら、何
を思い浮かべますか？名物料理と言ったら？「そんなもの、
あったっけ…」なんて言っているあなた。まだノースカロライ
ナ初心者ですね。ポークバーベキューを知らずにノースカロラ
イナを語るなかれ！ノースカロライナは全米でも有数の豚の産
地。牛肉以上に豚肉の消費が多い州です。そして、ポークバー
ベキューは、キャロライナ地方独特の郷土料理です。
Chapel Hill にある「Allen & Son Barbecue」は、ノースカロライナのポークバーベ
キューのお店でも、老舗として有名。地元の人に何十年も愛され続けているお店で
す。そんな有名店だというのに、お店は昔のままの姿で、長い間ペンキの塗り替え
も看板の新調もしていない…。開店前の時間に行ったら「捨てられた空き家みた
い」と思うか、レストランとは気づかないで通り過ぎてしまうでしょう。だって、
看板の字さえ消えかかっていて見えないんですから。そんなビックリするような
掘っ立て小屋レストランの様相で、食器もテーブルもなんとも粗末なものなのです
が、食べてなるほど納得！夕方ともなれば、学生、家族連れ、近所の人たち、南部
訛りのトラック運転手、品のいいご夫婦などあらゆる客層でごった返している、そ
の訳がわかります。これぞ南部アメリカのローカルフードなのでしょう。
ちなみに先日の全米学生バスケットボール（NCAA)の試合で準
決勝までよくがんばったUNC男子チーム。最後のKansasとの試
合の時、Chapel Hillのgovernorは、選手たちにAllen and Sonのポー
クバーベキューをわざわざKansasまで送って応援したそうです。
もう、こうなったらオフィシャルフードといった感じですね。
ノースカロライナのポークバーベキューの特徴は、サウスカロ
ライナのものと違って味付けにビネガーを使うこと。朝から仕込み丹念に時間をか
けて焼き上げた豚肉からは、自然と脂がじわっーと染み出て食欲をそそります。
ボークバーベキューを頼むと、その豚肉を手で細かく裂いたものが運ばれてきま
す。「バーベキューは肉の塊」と想像していた人は、足元をすくわれた気分になる
かもしれませんが、これこそ南部のバーベキュー。しっとりやわらかいお肉にビネ
ガーを使ったソースをかけると、とてもサッパリした味わいになり、日本人の口に
もマッチ。一緒に出されるトウモロコシの粉で作ったかなりいびつな形のハッ
シュ・ポピーをほおばりながら、是非ノースカロライナの味を噛み締めてみてくだ
さい。（お）
行き方：Chapel Hill から86号で北へHillsborough方
面に向かいます。40号を超え、左にMillhouse Road
右にMt Sinai Roadがある所の右の角に「Allen & Son
Barbecue」はあります。看板があまりよく見えない
の です が、 ちょ うどお 店の前 に別 のレ スト ラン
「Farm House」の看板もあるので、それを目印にす
るとよいでしょう。
定休日：日・月
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お耳を拝借
日本に帰るたびに思うのです。日本はうるさいなあと。私の日
本での行動半径は都会だからでしょうか。道を歩いていると、
お店から大きな音楽が流れてくる。特にパチンコ屋の周辺はう
るさいですよね。通りでは車の音もうるさい。バス停で待って
いるときに意識していたら、結構うるさいことに気が付きまし
た。もちろん、地下鉄の車内の音もうるさいです。特に地下鉄
の中での会話では声が自然と大きくなってしまいます。
日本からの訪問者がアメリカの私の家に泊まったときに、静か過ぎて落ち着かないと
言っていました。日本にあるはずの「わび、さび」「静寂」の文化は遠い昔のものに
なってしまったのでしょうか。このような“やかましい”日本であるためか、“聞こ
えなくなる”こと、聴力の低下に対して、その発見と対策が遅くなっているような気
がします。
日本は技術では先端を行っていて、個人の所得もまああまあなのに、補聴器の使用率
はとても低いのです。その背景にはいろいろな理由があるでしょう。「難聴」イコー
ル「年寄り」というイメージが強くあることも確かですが、補聴器販売者の資格制度
がないためめ、全く専門知識のない人でも補聴器を販売が可能で、その結果ケアの質
が低いことなども原因でしょう。

ここアメリカでも「難聴」イコール「年寄り」というイメージはありますが、軽度
( mild) の段階で難聴の問題を訴える人が比較的多いのです。日本では もっと進んだ
中度、高度 (moderate, severe) になって初めて難聴を訴えことが多いようです。この理
由は、日本では、前記したように「うるさい社会」「うるさい中」で、人々が大きな
声でしゃべることで当座をしのげてしまうこと、また、居住範囲が狭いということも
あるのではないかと思います。狭い中では、やや声をあげれば会話はそれほど問題な
くできてしまいます。アメリカの台所や居間は確かに広いですし、声は距離につれて
低くなるので問題が出やすいのでしょう。
以前、日本の週刊誌に元村山首相が国会の議会のときに耳の後ろに手をあてていた写
真がありました。それでも彼は補聴器を使っていなかったようです。それを見て、日
本の政治家は聞こえない方が都合がいいのかなと思ってしまいました。日本では、軽
度の難聴は場合によっては便利なのかもしれませんね。
しかし、よく聞こえない状態は実際にストレスになり、仕事
にもかなり影響します。ちょっと聞こえにくくなったと思っ
たら、気軽にオーディオロジスト（聴覚専門家）に相談して
みてくださいい。
（田中美恵子Mieko Tanaka, Au.D. (Doctor of Audiology)：
オーディオロジスト 神奈川県出身、 Family Hearing Care,

Fayetteville
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電話 910-323-9196）

ごちそうさま～ぁ！
米東海岸のクラブケーキ
私の主人の出身地はメリーランド州。
メリーランドの特産といえば、ブルークラブという蟹です。
町には蟹レストランがそこらじゅうにあり、レストランでは、茹でてオールドベイ
をまぶした蟹を１ダース単位で注文します。客は一人ひとつずつ木のハンマーをも
らい、そのハンマーで叩き割りながら、手で蟹の身をむしり取って豪快に食べま
す。指につくオールドベイの香辛料がカニの味付けです。それ
はそれは本当においしいんです。食べ終わった後は、まるでス
ポーツをした後のような恍惚の満足感に浸れます。
さて、同じ東海岸のノースカロライナでも、もちろんブルーク
ラブは見かけますから、スーパーや魚さんを時々チェックして
みてください。今回はもうひとつの蟹のおいしい食べ方、アメ
リカ東海岸発祥の料理「クラブケーキ」をご紹介します。うちでは家族みんなの大
好物です。みなさんもシーフードレストランでは食べたことがあるかもしれません
が、これからは是非自分で作ってマイ・レシピに加えてください。この料理には冷
えた白ワインがよくあいます。（お）
材料（4人分）
クラブケーキ：カニ缶１缶（16オンス缶：スーパーのシーフード売り場で手に入り
ます）、セロリ2本、たまねぎ小1個、マヨネーズ大さじ１、パン粉1.5カップ分
（食パンをミキサーにかけるか、手で千切っておく）、塩少々、タバスコなどの
ホットソース小さじ１、卵大1個
タルタルソース：ピクルス（みじん切り）１/３カップ、玉ねぎみじん切り小さじ
１、マヨネーズ１/２カップ、マスタード大さじ１、レモン汁小さじ１、酢大さじ
２、牛乳大さじ２
作り方
１．セロリと玉ねぎを細かいみじん切りにする。
２．フライパンにサラダ油を入れ、セロリと玉ねぎをしんなりするまで炒める。
３．ボールにカニを入れ、炒めたセロリと玉ねぎ、卵、パン粉、塩、タバスコを入
れて、手でよく混ぜる。
４．４等分にして小判形に丸め、小麦粉をまぶす。
（やわらかく崩れやすいので冷
蔵庫で1時間くらい置くとよい。）
５．フライパンにサラダ油を熱し、裏表それぞれ軽
く焦げ目がつく程度まで焼く。
６、ボールにタルタルソースの材料を入れて混ぜ合
わせる。
７．皿に焼きあがったクラブケーキを盛りつけ、タ
ルタルソースを別に添える。
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4月5月のトライアングル地域のイベント・スケジュール
4/18 ヘンゼルとグレーテル7:30pm Baldwin Auditorium @ Duke 660-1700
大人:$10学生／シニア／子供 :$5
4/19 ワイン、アート、フードショー Cary (410)769-8223
4/19 ダーハム地球祭り12~6pm Foster & Hunt St. Durham 560-4355 Free
4/26 5回クールジャズ祭り 9am~7pm Future New Hope Park, Hillsborough 雨: Orange
High School, Free, 駐車場$5/Car (877)732-7748
4/27 ポップスコンサート6~9pm Near the Orange County court house, Hillsborough
(877)732-7748 Free
4/27 日本人会ピクニック11:00am~2:00pm Wilson Park at Williams Street, Carrboro
5/2 ワイルダーコンサート 8:30pm The Arts Center, 300-G East main St, Carrboro
929-2787 $14/$12
5/3 日本クラブ 子供の日イベント・餅つき11:00am~2:30pm Japan Center @ NCSU
$5/family 事前申し込みは triangle_nippon_club@yahoo.com 787-6233
5/3 イチゴ祭り11am~5pm Old North Durham Park, 724 Foster St. Durham 682-1200 Free
5/3 クリス ドゥアーテとフーバーヴィル コンサート 8:30pm The Arts Center 300 –G
E. Main St. Carrboro 929-2787 $16/$14
5/3 プレジデント ポーク 10am ~4pm Horace Williams House 610 E.Rosemary St, Chapel
Hill 942-7818 Free
5/4 カーボローデイ 1~7pm Town Commons 301 W. Main St. Carrboro 918-7364 Free
5/4~ 5/6 グリーク祭り 金:6~9pm土:11am~9pm日:11am~8pm E. Chapel Hill High School
500 Weaver Dairy Rd. Chapel Hill $1
5/6 内田光子ピアノコンサート 7:30pm Memorial Hall@UNC 843-3333 $50/40/34/24/10
5/11 マザーズデイスケートTriangle Sportsplex One Dan Kidd Dr. Hillsborough 644-0339
子供用イベント：
Meadow Mont Country Club, 歌と物語 第二金曜, 10am 301 Old Barn Rd, Chapel Hill
945-0640
Borders ストーリータイム 毎木曜日,10am 1807 Fordham Blvd, Chapel Hill 929-8332
Market Street Books ストーリータイム 毎木曜日,10:30am, パジャマストーリータイ
ム 第三金曜日,7pm, アメリカンガールパーティー第二金曜日,7ｐｍ610 Market
St. Chapel Hill 933-5111

Angel Roses Florist
フロリスト
宇山:919-949-1875（日本語）
AngelRosesFlorist.com
日本そして世界中に,
あなたの気持ちを添えてお花をお届け致します.
1608 S. Miami Blvd. Durham, NC 27703
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見て見て！三角掲示板
アルバイト募集中：Miami Blvd.の日本人がオーナーのコーヒーショップJump’n Java
Café では手伝ってくれる明るい女性募集中、連絡 (919)361-1212 Shelly日本語/英語
売り家：4 BR 2.5Baths, カルデサク、屋根裏部屋有、2車庫、板張り床、オープン
キッ
チン・リビング大 3005 Staffield Dr. Chapel Hill $505,000 連絡マイク (919)308-4395
売り家：４BR 2.5Baths、Victorian Style、広いボーナスルーム、美庭、静かな住宅
街、
ヒルスボロー中心迄すぐ1605 Foreman St. Hillsborough $327,000マイク (919)308-4395
売り家：４BR 2.5Baths 3,100Sq,Family Room有，チャートングローブ，UNC・
Duke・ RTP の通勤・通学至便 1601 Dunn Place, Hillsborough $399,000 (919)308-4395
マイク
売り家：4BR 3Baths 中世期風の建物、0.88エーカー、UNCとボタニカルガーデン
に
近し 900 Kings Mill Chapel Hill 連絡先 マイク308-4385（英語）
売り家：３BR 2.5 Bathsプライベートでチャーミングな家,暖炉,ダイニングルーム
ベースメント、広いデッキ ＄359,000 連絡先：
644-8713キャロルまで（英語）
売り家：BR 2Baths 1960年代のカリフォルニア
ンチスタイル 1年間の保証書付
201Ridgecrest Drive Chapel Hill 連絡先： 5738127スティーブまでよろしく（英語）
——————————————————————
「見て見て！三角掲示板」では、みなさまからの
「売ります・買います・教えます・教えてくださ

ラ
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