NCトライアングル 隔月情報誌

2010年2月（第12号）早く暖かくなってほしいなぁの巻
三角横丁編集部発行

E-mail: sankakuyokochou@gmail.com
窓から入る日差しのポカポカを夢枕にうたた寝なんぞしていたら、なんと吹
雪になるなんて、まるで肩すかしを食らったみたいでしたね。外が銀世界の
時、元気にはしゃぎまわるのは子供と犬ばかり？「いーぬは喜び庭駈けまわ
り、ねーこは炬燵で丸くなる」という歌がありますが、ある意味それは真実
のようで、家の猫は暖かい場所を探し、素知らぬ顔で昼寝を続け、犬は外に
出て大騒ぎをしている子供たちを追いかけまわして楽しそうです。
冬の昼寝は、できたら炬燵が最高です。でも、アメリカではなかなか炬燵で
の昼寝は難しい。とはいえ、最近は日本でさえ炬燵を知らない世代が出てき
たのは、家の構造上の違いのせいでしょうか。
炬燵は麻薬です。足を入れたら最後、もう出られない。そして、出たらまた
入りたくなる。入ったら、気持ちがよくてそこには夢見心地の世界が待って
います。あとは、みかんと新聞と本があれば何もいらない。ゴロンと横にな
り、本の続きを読んでいたら予定通り
の睡魔に襲われ、気が付いたら放り出
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!!Hot News!!
「CENSUS 2010」すべての人を対象に国勢調査が行われます
国勢調査（census）は、10年に一度行われるアメリカ政府による人口調査です。
アメリカに住むすべての人が対象で、アメリカ国籍やグリーンカードがなくて
も、アメリカに一時的に住んでいれば、日本人も国勢調査の対象になります。
1．3月中旪に、センサス・ビューローから調査書が送られてきます。
2．調査書には10の簡単な質問があり、約10分程あれば答えを記入できます。
当てはまる個所をチェックするものがほとんどですが、自分で直接書き入れ
ることができる部分もあります。自分の思いを政府に届けるチャンスです。
3．電話番号の記入がありますが、これは回答等に関して後で問い合わせがある
場合にだけ使うものです。プライバシーは厳重に守られます。
4．答えを記入した調査書は4月1日までに、専用の封筒で送り返してください。
5．4月1日までに返送しないと、あとから係員が必ず取りに来ますのご注意を。
6．係員が不審な場合はNCセンター（904-936-5300）に問い合わせてください。
国勢調査は無料で、係員が家の中まで入り込んでくることはありません。
7．調査書の英語がわからない場合は、アシスタントを頼むことができます。
国勢調査のホームページ http://2010.census.gov/2010census/
調査書の見本 http://2010.census.gov/2010census/how/interactive-form.php
国勢調査に関して、わからないことや質問等があれば、Ms. Margaux Escutin
（NAAAP-NC’s Census Outreach Program) に直接メールで問い合わせることが可
能です。Ms. Margaux Escutine のアドレスは margaux.escutin@naaap-nc.org

トライアッド さくら新年会
1月10日トライアッド地区で「さくら新年会」が行われまし
た。トライアッドとはノースカロライナ北部のGreensboro、
Winston-Salam、High Pointの三つの都市を中心とした地域
のことです。古くから、南部アメリカの中のでも産業・文
化・交通の要所として栄え、多くの日本企業が誘致され、日本語補習校も大勢
の生徒が通い、トライアングルのように賑わっていました。だんだんといくつ
かの日本企業の撤収により日本人の数が減り、補習校も閉鎖に至りました。し
かし、数は減ったとはいえ、もちろん日本人は健在で種々の分野で活躍してい
ます。「さくら新年会」は毎年1月に行われ、日
本人とその家族たちが顔を合わせ、新年の挨拶
をし、近況を報告し合う特別な集いです。
開会の午後1時には、スターマウント・フォレス
ト・カントリークラブ内のホールに、懐かしい
顔や新しい顔が60人近く集合。白いテーブルク
ロスをかけたテーブルに着席。フォーマルな
ディナーは、ハウスサラダ、ステーキ、ジャンボ・シュリンプ、パルメザン・
ポテト、温野菜、キーライムパイ、ロールパンなど豪華に続き、赤白ワイン、
ビールなどと供されました。ディナーの後は、各自の自己紹介や近況報告、又
ハーモニカや歌等の音楽演奏、社交ダンスの披露、みんなでダンス、くじ引き
抽選会があり、出席者は時間が経つのも忘れ楽しいひとときを過ごしました。

三角横丁の読者限定、お試しセット
無料キャンペーン中！
詳しくは本誌p.22をご覧ください。

海外にいても、日本人には日本人の肌のために創られた化粧品が理想。
日本人の肌をよく理解し、日本人女性のために作られたナチュラル素肌
ケア。 目指すは、実年齢を聞いて驚かれるような素肌美。エイジングに
負けない、いつまでも触れていたくなるような美肌を実感して下さい。
今年販売30周年を迎えたスコラゲンが自信を持ってお届けするあなた
のためのナチュラル々スキンケアです。
商品ラインアップ（写真右より）
基礎化粧シリーズ
ビーエス（洗顔料）５８ｍｌ￥840々々々天然素材で洗う植物性マイルドソープ
スコラゲン（美容液）５０ｍｌ￥6〃090々々々美肌を維持するピュアスクワラン美肌オイル
エーエムアフィックス（化粧水）１８０ｍｌ￥2,625々々々美肌を整える自然化粧水
高機能化粧シリーズ
スコラゲン エクラ（美容液）２０ｍｌ￥7,980甦る々々々若肌ーハリ、うるおい美容液
スコラゲン ネイジュ（美容液）３０ｍｌ￥7,980々々々目覚める白肌ー美肌美容液
スコラゲン エフェ（UVカット乳液）３０ｍｌ￥4,725々々々守りながら育むーUVケア美容液
モイストクリアリップ（唇専用美容液）2.5g￥2,625々々々ふっくら唇ー唇専用美容液
海外へのお届けは郵便局EMSを利用。ご注文商品代金に送料半額ご負担
での請求。指定口座にお振り込みいただいてからの発送となります。
お問い合わせ、美容相談、ご注文は、下記の公式ＨＰから

http〆//www〄ｓｃｏｒａｇｅｎ〄ｃｏｍ
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耳より情報! from our sponsors
★Angel Roses Florist：バレンタインデーにお花を贈ろう！デリバリーもいたします。
★Pan Asia Market : 日本食は中央の棚に取り揃えました。日本米や冷凍まぐろも入荷。
★Kurama: 体が温まるチャーシュー入りラーメンを。水曜の寿司バーはクローズ中。
★USRemac：3月末ビジネスセミナーを開催予定。問い合わせは nc@usremac.comまで。
★スコラゲン：素肌美を大事にする自然派化粧品のスコラゲンでは、定価1,050円のお
試しセット（基本5点セット）を三角横丁の読者に特別無料配布中。希望者はemailで
sankakuyokochou@gmail.comまで「スコラゲンお試しセット希望」と明記の上、住所氏
名をご連絡下さい。スクワランは人間の皮膚に存在する物質で乾燥気味の子供や男性
の肌にもよいもの。お試しセットには純度の高いスクワランや美容液も入っています。

第五回トライアングル婦人会のご報告
第五回婦人会が1月22日に行われました。今回は、松本恵さんから
「乳癌」についてお聞きしました。松本さんは日本で外科医とし
て乳癌を専門に診ていられた方です。乳癌はアメリカでは8人に1
人、日本では20人に1人の割合で発生していて、日本でも増加傾向
にあり、自分は大丈夫だと思わずに危機感を持った方がよさそうです。ただ、
乳癌は自分で発見できる癌なので早期発見すれば生存率が高くなります。毎月
自分でチェックしたり、マンモグラフィーを定期的に受ける事の大切さがわか
りましたし、今回、自分でチェックする方法を実
際にわかり易く学ぶことができました。また日本
で助産師をなさっていた桑原さんからは、授乳中
に起きやすい乳腺炎についてお話いただきまし
た。現場で仕事をなさっていた方々からの貴重な
お話を聞き、有意義な時間を過ごすことができま
した。参加出来なかった方でも質問等ありました
ら、下記までお問い合わせ下さい。
乳がんに関する質問・相談：松本恵 919-597-0176 mmegumi@gmail.com
乳腺炎に関する質問・相談：桑原多紀子 919-240-4231 jmwtaki@yahoo.co.jp
第六回トライアングル婦人会は、3月19日（金）11時半より行う予定です。
テーマは「知ってお得な護身術・子供の武術」です。
出席なさる方は、3月17日までに荒竹または山岸までお知らせ下さい。
（荒竹 yaratake@email.unc.edu、山岸 yamagishiyoko@gmail.com）
トライアングル婦人会は皆さんの会です。「こんなことを聞きたい、話した
い」などのご希望、また質問等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
*「三角横丁」への広告の掲載、又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、事実を優先し、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、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」2010年2月 第12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：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 E-mail: sankakuyokochou@gmail.com

Nippon Club of the Triangle
トライアングル日本クラブだより
合同新年会のご報告

Duke大学の安田涼平准教授によるピアノ演奏「春の海」がディークガーデン
のホールに優雅に響き渡り、紅白の水引で飾られた鏡餅飾りの前で参加者が固
唾を飲み込んでいる中、今年のトライアングル地区日系団体合同新年会は始ま
り ま し た。こ の 会 は 当 日 本 ク ラ ブ が 中 心 と な り、ト ラ イ ア ン グ ル 商 工 会
(TJBA)、Chapel Hill-Durham日本人会、ローリー日本語補習校など8団体が参
加し、日本のお正月の雰囲気を味わいながら賀詞交換を楽しむことを目的に行
われました。1月24日に開催され、今年で4年目です。アトランタ総領事館の好
井副総領事、昨年12月にラーレイ名誉日本総領事に就かれたJohn Atkins氏らを
主賓として迎え、日本人アメリカ人、合わせて150人近くが参集しました。
今年の出し物の中の圧巻は、11名の
男性有志からなる「木遣り唄」でし
た。急 遽 結 成 さ れ た「チ ー ム 木 遣
り」は昨年の暮れから練習を繰り返
し、こ の 日 の 本 番 に 備 え ま し た。
「エ イ ヤ ー、エ イヤ ー！」と 揃 い の
藍染の祭半纏を着て、腹の底から唄
い上げ、大きな拍手を頂きました。
「時間も場所もタイムスリップしたようで、日本の粋を感じました」という賛
辞もいただきました。その他、開宴大太鼓、鏡割り、琴と篠笛の合奏、もちつ
きの実演、抹茶の点て出しなど日本の伝統的な良さをアピールできるプログラ
ムが続き、最後は元忚援団長リードの「三本絞め」で閉会となりました。
もう一つの目玉はお料理とお酒です。今年の主采は
「ちらし寿司」と「肉じゃが」が選ばれました。「肉
じゃが」の料理説明書きには英語で「日本で好かれる
家庭料理の代表で、これがおいしく作れると結婚の申
込みも多くなると言われています」とありました。日
本から取り寄せた酒樽に1週間以上日本酒を仕込み、
木の香りをたっぷり含ませたた樽酒が用意されまし
た。乾杯の後は、セルフサービスで飲み放題。酒好き
の参加者も十分に堪能できたようです。主采の他には、紅白蒲鉾、ほうれん草
の白和え、酢の物、みかんなどが正月らしさを演出しま
した。日本人の参加者にとってはしばらくぶり、多くの
アメリカ人の参加者にとっては始めての日本の味を腹
いっぱいに楽しめました。会場のあちこちで楽しい語ら
いが続き、「またぜひ来年も参加したい」という声が
いっぱいでした。
日本人が季節を重んじる心の表れのひとつとして、一年の始まりには特別な思
いがあります。そのような考え方を日米の参加者が一時でも共有することがで
きたならこの新年会は成功だと思います。本年もよろしくお願いいたします。
（岩島ロッキー：トライアングル日本クラブ www.internationalfestival.org）

カレッジ・バスケットボールを応援しよう！
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DUKE：BLUE DEVILS、チームカラーはロイヤルブルー
UNC：TAR HEELS、チームカラーは水色
NC STATE：WOLFPACK、チームカラーは赤
WAKE FOREST：DEMON DEACONS、チームカラーは黒とゴールド
スポーツファンでなくても見逃せないノースカロライナの BIG FOUR とは、
Duke・ UNC・NC State・Wake Forest の こ と。11 月 か ら 4月 ま で 続 く熱 い
NCAAカレッジ・バスケットボールの試合の中でもこのNCのBIG FOURはレベ
ルの高い名門です。ACC（Atlantic Coast Conference）リーグに所属するこの4
チームの歴史は、1950年代、最強のコーチと選手をリクルートした UNCと NC
Stateが大活躍した時に遡ります。その二つの大学にに続いたのが DukeとWake
Forestです。以降、この4チームの活躍は目を見張り、NCはカレッジバスケット
ボールが熱い州として注目されるようになりました。最近の結果を見てみる
と、2001年にDuke、2005年と2009年にUNCが全米優勝を果たしています。
また、Dukeのコーチ（Mike Krzyzewski）とUNCのコーチ（Roy Williams）は、
名コーチとしてBasketball Hall of Fameに名前が刻まれています。Dukeのコー
チは前回の北京オリンピック全米代表ドリームチームのコーチも務め「コーチ
K」という呼び名でアメリカ中で親しまれ、アメリカを金メダルに導きました。
UNC出身選手で世界的に有名なのが、もちろん！マイケル・ジョーダンです。
彼はアメリカで最も成功したバスケットボール選手と言われています。

UNCの選手に会える店：Sutton’s Drug Store
1923年からチャペルヒルのダウンタウンにあるこのお店。名前からするとド
ラッグストアーのようですが、実は奥にダイナーがあり、ハンバーガーやホッ
トドッグ、サンドイッチなどの軽食がおいしいお店です。店内には、歴代の選
手たちが食事をしている写真が貼ってあり、現役選手もよく訪れます。朝7時
から開いているとあって、コーヒーを買いに来る常連客や定番の朝食を食べに
くる人たちで朝から賑わいます。名前の通り、もちろんドラッグストアーなの
で薬も買えます。気軽に立ち寄って、買い物とコーヒーブレイクのついでにバ
スケットの選手たちを身近に見られるなんて、これを見逃す手はありません。
場所：159 East Franklin Street, Chapel Hill NC 27514
電話：919-942-5161
営業時間：月~金 7:00am-6:00pm、土日 9:00am-5:00pm
15－501

レストランKURAMAならび、ターゲットのあるサウススクエア向かい

日本の食品を豊富に取り揃えております
米・調味料・野菜・菓子・豆腐・うなぎ・薄切り肉・魚・納豆・海苔・
そば・うどん・ラーメン・明太子・手づくりキムチ・各種冷凍食品他

3738 Chapel Hill Blvd. Durham
Phone: 919-489-5116

2月3月トライアングルのイベント・スケジュール
2/1 月
2/12 金
2/13 土
2/13 土
2/13 土
2/14 日
2/14 日
2/16 火
2/16 火
2/17 水
2/17 水
2/18 木
2/19 木
2/19 金
2/20 土
2/20 土
2/21 日
2/21 日
2/21 日
2/24 水
2/24 水
2/25 木
2/26 金
2/27 土
2/27 土
3/1 月
3/2 火
3/2 火
3/3 水
3/5 金
3/5 金
3/5 金
3/6 土
3/8 月
3/13 土
3/13 土
3/18 木
3/21 日
3/23 火
3/24 水
3/25 木
3/27 土
3/28 日
3/28 日

Xanadu (～2/14)
NC Symphony: Mozart
Triangle Youth Brass Band
Celtic Women
㋖Timeless Tales & Music
Valentine's Doo Wop music
NC Symphony: Romance
㋖Marbles summer camp 受付開始
Harry Connick Jr.
Freedom Train
UNC Symphony
Carolina Ballet: Cinderella (～3/7)
Black Eyed Peas
NC Symphony: Bach & Brahms
Get The Led Out (Musical)
6th Annual Folk Art Show (～21）
Paula Deen & Family
Ballet Folklorica Mexico
㋖Van Gogh：Brush with Genius
Hairspray (musical)
Ringling Bros. Circus (～2/28）
Monterey Jazz Festival
Full Monty (～3/7)
㋖Day Camp Fair (夏のキャンプ情報）
㋖LEGO Palooza Festival（～28）
Pink Floyd Experience
London Philharmonic （～3）
Spring Awakening (～3/7)
㋖Van Gohg：Brush with Genius
㋖Alice in Wonderland Movie (3/5～）
Golden Dragon Acrobats
NC Symphony (～3/6）
㋖Super Symphony
Eｒic Clapton (Concert)
NC Symphony: Let's Dance
St. Patrick's Day Parade & Festival
NC Symphony
Harlem String Quartet
Charlotte's Web
Moody Blues Live
Peking Acrobats
Carolina Youth Ballet
One Night of Queen (Musical)
㋖Cinderella-A preview

Memorial Auditorium
Meymandi Concert Hall
Meymandi Concert Hall
DPAC
Marbles Kids Museum
Memorial Auditorium
Meymandi Concert Hall
Marbles Kids Museum
DPAC
Memorial Auditorium
UNC Hill Hall Auditorium
Fletcher Opera Theater
RBC Center
Meymandi Concert Hall
Memorial Auditorium
Fearrington Village
DPAC
Memorial Auditorium
Marbles Kids Museum
DPAC
RBC Center
Carolina Theater
Memorial Auditorium
University Mall
Moreheard Planetarium, CH
Meymandi Concert Hall
Memorial Hall, CH
DPAC
Marbles Kids Museum
IMAX Theater
Carolina Theater
Meymandi Concert Hall
Marbles Kids Museum
RBC Center
Meymandi Concert Hall
Moore Square, Raleigh
Memorial Hall, CH
Fletcher Theater
Memorial Auditorium
DPAC
Memorial Auditorium
Fletcher Opera Theater
Memorial Auditorium
Marbles Kids Museum

㋖は、子供関連イベント、DPACはDurham Performing Arts Center

5
日

結果

日

2/6

試合チーム
Duke vs. Boston College

2/20

試合チーム
UNC vs. Boston College

2/6

NC State vs. Georgia Tech

2/20

NC State vs. Wake Forest

2/6

Wake Forest vs. Virginia

2/21

Duke vs. Virginia Tech

2/7

UNC vs. Maryland

2/24

UNC vs. Florida State

2/9

Wake Forest vs. Boston College

2/25

Duke vs. Tulsa

2/10

NC State vs. Maryland

2/27

NC State vs. Miami

2/10

UNC vs. Duke

2/27

Wake Forest vs. UNC

2/13

Duke vs. Maryland

2/28

Duke vs. Virginia Tech

2/13

UNC vs. NC State

3/2

UNC vs. Miami

2/13

Wake Forest vs. Georgia Tech

3/3

Duke vs. Maryland

フルタイム・スタッフ募集：日本食レストランで楽しく働きませんか。ウェイ
ト・スタッフ募集中。919-678-8282 または 919-274-0012 Zen まで（英語）

2/16

UNC vs. Georgia Tech

3/3

Wake Forest vs. Florida State

2/16

Wake Forest vs. Virginia Tech

3/6

Duke vs. UNC

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2/17

Duke vs. Miami

3/7

NC State vs. Boston

2/17

NC State vs. Maryland

3/7

Wake Forest vs. Clemson
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Classified

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・時間は相談忚、許状取得システム有、チャペルヒル 967-2725 小野
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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人方、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！剣道を通して思い
がけない発見や交流、楽しみを！連絡先 http://www.trianglekendoiaido.org/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ピアノ教室生徒募集：子供から大人までピアノを教えます。場所：チャペルヒ
ル、連絡先：YamazakiPianoStudio@gmail.com 919-360-8949 山崎暁子
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

登録者募集：あなたの力を活かしましょう！人材派遣のUSRemacでは、明るく
前向きな働く仲間を募集中です。nc@usremac.com または919-215-4655 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

アパート：NCでアパートをお探しですか? 便利で好条件の物件があります。
お問い合わせは 919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売りレストラン：いつか独立してお店を持ちたいとお考えの方は必見！交通の
便良し。問い合わせは 919-215-4665 または yamagishiyoko@gmail.com まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ハンディーマン：水道が壊れた、カーペットを綺麗にしたい、ペンキを塗るの
で職人さんを探してる? 919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで

ACC（Atlantic Coast Conference)トーナメントは3/11~3/14の4日間Greensboroで開催。
NCAA（National Collegiate Athletic Association）チャンピオンシップは3/16から開始
され、これはマーチマッドネス（March Madness）と呼ばれ全米が注目するイベントです。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売り家：タウンハウス、2ベッドルーム、Duke/UNC、ショッピングセンター近
し、簡素な住宅街、不動産優遇を利用しましょう。連絡先：919-215-5665 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売クリーニング店：アメリカンドリームをつかみませんか。住宅街の真ん中に
位置したショッピングセンター内にあり条件良。設備付きで必見の価値あり。
値段交渉可。問い合わせは 919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで

チャペルヒル・ダーラム日本人会
トライアングルにお住まいの日本人のための会です
日本人同士の交流、情報交換、ピクニック、会員掲示板などの活動
入会ご希望の方は下記までご連絡ください 入会は無料です

cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp

結果

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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Tips!
EOG (End of Grade Test = 学年末テスト） その１

一年間の学校生活が終わりに近づく５月中旪から下旪にかけ
て、公立校では小学校３年生からEOGというテストを受けなけ
ればなりません。このテストは、アメリカの”No Child Left Behind”（落ちこぼ
れの子供をなくそう）という教育目標の一つから生まれました。Reading（読
解）と Math（算数）からなるこのテストで、一定の得点をとらないと基本的
には次の学年に進めません。でも、試験が終わってから新学期までの間に勉強
させて何とか進級させようという学校側の優しい措置でもあります。
一回目のテストで基準点に満たない生徒には、学年が終わるまでにもう一度試
験を受けるチャンスが与えられます。その試験でもまだ基準に満たない場合、
夏の間に一ヶ月間サマースクールを受けなければなりません。このサマース
クールは無料ですし、スクールバスも走らせてくれます。サマースクール終了
後にもう一度試験を受けることになりますが、これでも基準に満たない場合、
本人のやる気と努力を評価して進級できる場合もあります。大抵の場合、サ
マースクール終了までには殆どの子供が基準点を取れるようになるようです。
日本人の場合、滞米一年間はEOGを受ける必要はありません。基本的にはESL
のクラスにいる間は、学校側も強く受けるようには勧めません。ただ滞米一年
未満でも十分に算数の能力は計れると担任による判断があった場合、算数だけ
受けることも可能です。お子さんがこの学年でEOGを受ける必要があるかどう
かについては、学年の始めに行われる個人面談で先生に質問するとよいでしょ
う。また英語が母国語でない生徒に対しては色々と特別な配慮もありますの
で、是非活用することをお勧めします。例えば、試験時
間の延長をしてもらったり、先生に書いてある問題を声
に出して読んでもらったり、生徒自身が声に出して問題
を読む事ができるなどです。これらは前もって先生と相
談する必要がありますが、かなり柔軟に対忚してもらえ
るようになっています。
（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）

一般の方にご利用いただけるサービス（日常の通訳・専門的通訳、日米家庭教師、ベビー
シッターなど）も、リーズナブルな料金で提供しております。お気軽にご相談ください。
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情報塔 あれこれタワー

税金の申告に関する勉強会
税金の申告の季節。個人で留学し海外生活をしている人にとっては大変頭の痛
い話ですね。1年目2年目は訳もわからず適当に乗り越えても、3年目からはそ
うもいかない現実が待ち受けています。英語の講習会はチンプンカンプン。そ
こで、シャーロットの米国公認会計士、久木氏を講師に迎え、税金に関する勉
強、質問会を企画いたしました。特に個人で研究留学にこられている方で源泉
徴収票に当たるW-2をもらっている、また今年初めてもらうという方のご参加
をお待ちしています。参加希望者は事前にご連絡をお願いします。
対象：税金申告でお困りの方、研究留学等で個人で税金申告の必要のある方
講師：CPA（米国公認会計士） 久木かずや氏 （PRC Partners LLP）
日時：2月20日（土）15時30分から （2時間程度）
場所：12 Porters Glen Place, Durham NC
会費：無料
内容：税金申告の一般ルール、今年の法律変更点など解説、その後質疑忚答
参加希望者は2月15日迄に yasumichi_kuwahara@med.unc.edu に連絡のこと
世話人：桑原康通 UNC Lineberger Cancer Center ポスドク

NU TECH 2010 名古屋大学 科学技術発表会
ダラムに大学事務所を設置し、NCSUと大学間協定を結んでいる名古屋大学
が、2月10日に科学技術研究発表会を行います。オープニングは名古屋大学の浜
口道成学長による挨拶、そしてバイオテクノロジー、生命科学、エンジニアリ
ングを始めとするプレゼンテーション等が20以上予定されています。単なる発
表だけに留まらず、現地企業とのコラボレーション等、様々な結びつきの契機
となることも期待します。科学産業の関係者、起業家、研究者、エンジニア等
多くの方の参加をお待ちしています。参加費は無料で、興味のある部分や講義
だけへの参加もできます。事前登録が望ましいですが、当日の申し込みも可で
す。ノーベル賞受賞者を何人も輩出し最先端を目指す名古屋大学の取り組みに
触れることができるよい機会です。興味がある方は是非参加して下さい。
日時：2月10日（水）8:30am-6:30pm
場所：Imperial Hotel & Convention Center in Research Triangle Park, NC
連絡先：大橋 919-313-4770
http://www.nutechshowcase.org/
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医食同源

体質とダイエット

（１）

草木が芽吹き成長し始める春は、人間の体も新陳代謝が活発になる季節です。ダ
イエットは、体も栄養分や脂肪を溜め込む秋から冬にかけて始めるよりも、春か
ら夏に向けて始めるほうが効果的。同じダイエット法を実践しているのに、人に
よって効果が違うのは、体質の違いによります。自分の体質が分かれば、太った
原因も解決法も見つかります。中医学ダイエットは、漢方の要である「体質」が
基本で、主に日本人に多く見られる代表的な四つのタイプをご紹介します。
食欲旺盛な「湿熱太り」タイプ
エネルギッシュで、疲れ知らずなのが特徴。体力もあり食欲も旺盛。甘いものや
油っこい物が好きで、食べ過ぎてしまう傾向で、食生活そのものが太る原因。
太り方―全体的に太くがっちりした体格、固太り、体重も多く、体脂肪率も高い。
食生活―食欲旺盛、早食い、大食い、お酒や甘いもの、油っこい物、味の濃いも
のが好き、外食や間食が多い。
体質の特徴―元気で疲れ知らず、のぼせやすく、暑がり、
汗をかきやすい、顔が紅潮しやすい、便秘気味。
イライラの「気滞り」タイプ
精神的に不安定で、思い込みも激しいのが特徴。過食や拒食を繰り返したり、体
重の変動も大きく、ダイエットも長続きしないタイプ。ストレスを上手く解消で
きず、新陳代謝を促進させる源の「気」の流れが滞ってしまうことが原因。
太り方―腹部中心に全体的に太り、むくみが起こりやすい、体重の増減が激しい。
体質の特徴―ストレスを溜めやすく、イライラしやすい、お酒や煙草、コーヒー
などの嗜好品に依存しがち、気分にムラがある。
血行不良の「お血太り」タイプ
全体的に脂肪がついている人が多く、見た目よりも体重があるのが特徴。体の冷
えや血中コレステロールが溜まったりが原因で、血液の流れが停滞している。
太り方―上半身を中心に全体に太り、見た目よりも体重がある、内臓脂肪がつき
やすく、中性脂肪が多い。
食生活―食事の量を減らしても、あまりダイエットの効果が見られない。
体質の特徴―冷房などの冷えに弱い、腹部や下半身が冷えやすく、肌のくすみや
シミ、クマが気になる、肩こりや頭痛がある。
エネルギー不足の「気虚太り」タイプ
あまり食べないのに太る。食欲不振タイプ。で、朝食を抜いたり、食べる量が尐
ない若い女性に多く見られる。気が不足するため新陳代謝が悪く、筋力がないた
め下腹がポッコリした下半身太りが特徴。
太り方―下半身が太っている、体重の割には体脂肪が多い、お尻が下がっている、
下腹がポッコリ出ている。
食生活―食欲があまりない、尐食気味、特に朝には食べられないことが多い。
体質の特徴―食べないのに太りやすい、疲れやすく体力がない、運動が苦手、胃
腸が弱く胃下垂ぎみ、風邪を引きやすい。
今回は４つのタイプをご紹介しました。次回は食事などの解決法をご紹介します。
（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、
漢方医学アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）
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法律相談 ー ちょっと教えてください ー

今回は、EB-5 投資家永住権プログラムについての疑問にお答えします。
Ｑ: EB-5，投資家永住権プログラムとはどんなものですか？
Ａ: アメリカ国内に100万ドル以上の投資、あるいは失業率の高い指定地域内に
50万ドル以上の投資を行い、10名以上の新規雇用をつくることを条件とし
た住権申請の一つの方法です。
Ｑ: EB-5には2つの異なるプログラムがあると聞きましたが、それは何ですか？
Ａ: 上で説明した通常のプログラムのほかに、地域センタープログラムがあり
ます。実は試験的なプログラムでしたが、2012年9月まで延長されたもの
です。これは移民局が指定した失業率の高い地域に50万ドル以上の投資を
するものです。通常のプログラムと大きく違う点は2つあります。
（１）通常プログラムでは投資の運営方針の決定や日々の業務の管理が要
求されていますが、地域センタープログラムでは運営への積極的な関与が
要求されていないこと。つまり、居住地域と投資地域が一致しなくてもい
いということになります。（２）通常プログラムでは直接雇用が必要でし
たが、地域センタープログラムでは間接雇用も認められています。例え
ば、自分が投資した商業ビルをテナントに貸し、そのテナントから発生し
た雇用も間接雇用として認められます。
Ｑ: 新規事業の立ち上げが必要ですか？自分が経営している既存の企業を使う
ことはできませんか？
Ａ: 1990年11月29日以降に設立された企業であれば「新規企業」として見なさ
れます。それ以前に設立された企業でも、今後の収益や新規雇用数に影響
を及ぼすような組織改革や営業拡大なら「新規企業」として見なされる場
合もあります。投資は収益を追求する商業活動にされなければなりまん。
Ｑ: 何が投資とみなされますか？
Ａ: 資本となるもの、つまり現金、換金可能なもの、器材、商品在庫、その他
有形資産のことを言います。投資に対し、債権や、約束手形を受取ると
いった貸付の形態をつくることはできません。投資とは文字通り、損失の
リスクを伴うものでなくてはなりません。
Ｑ: 新規雇用に関する条件はありますか？
Ａ: アメリカ市民または永住権保持者をフルタイムとして10名以上新規に雇用
しなければなりません。投資家自身やその家族は、新規雇用とは見なされ
ません。投資が経営が著しく困難に陥っている企業に対し再建を目的に行
われた場合には、既存の従業員を2年間維持することが要求されています。
Ｑ: 申請手順を教えてください。
Ａ: まず、移民局にI-526という請願書を提出します。請願書には、投資や雇用
を証明する書類も添付します。これが許可された後、永住権申請（大使館
での面接手続きあるいはアメリカ国内での永住権への切り替え）をするこ
とになります。最初に発行される永住権の期間は2年という条件付のものと
なります。その2年間EB-5の条件を維持している必要があります。失効
する90日前からI-829という書類を提出し、それが許可されると2年の条件
がはずされ、通常の10年有効のものが発行されます。
（グレゴリー・アポ : ハワイ出身、 Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士）

こんなお店知ってた？
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今月は、バレンタインデーや特別な日のディナーにお勧めできる、ちょっとオ
シャレで食事の内容もハイレベルで素敵なレストランをふたつご紹介します。

HERONS ヘロンズ
http://www.heronsrestaurant.com/
場所：100 Woodland Pond, Cary NC 27513
電話：919-447-4200
トライアングルで自他共に認める最高のレスト
ランであるヘロンズは、Caryの Amstead Hotel
& Spaの中にあります。ここは、最高の食事と
共に最高のサービスを心がけているので、係の
人の対忚にも満足できるはずです。席に通され
腰を落ち着けると、音楽が気持よく静かに流れ、空間はノースカロライナにい
ることを忘れそうな洗練された雰囲気、それでいてくつろげます。
食事はコンテンポラリー。舌の肥えたあなたも「やっと本物に巡り会えた！」
と感動できる本格的なものです。ディナーはコースのテイスティングメニュー
がお勧め。料理に合わせてワインをペアで頼めるコースもありますが、ちょっ
と飲みすぎになる恐れがあるので、ワインは自分で別に頼んだ方がいいかもし
れません。一品の量はそれ程多くはないのですが、コースが終わる頃には超満
腹。胃が小さい御仁には尐なめのコースやベジタリアンメニューもあります。

SAINT JACQUES セント・ジャックス
http://www.saintjacquesfrenchcuisine.com/
場所：6112 Falls of Neuse Road, Raleigh NC
電話：919-862-2770
RaleighにあるNorth Ridge Shopping Centerの中に
まさかこんなに本格的なフレンチレストランが
あったなんて！と驚きます。一歩レストラン内
に足を踏み入れるとタイムマシンに乗ってフラ
ンスへ来たような錯覚。Raleighで唯一の正しいフレンチレストランは暖かく
オーセンティックで居心地がいい。フランスのプロバンスからやってきたオー
ナーLilさんはミッシェラン三ツ星レストランで修業をしてきただけあって料理
はトレビアン！フランス語訛りの英語でメニューや今日のお勧めを聞きましょ
う。特別メニュー（バレンタインデーなど）はweb siteでチェックを。昼間は料
理教室も開いていて、初夏にはフランスへの味散策ツアーなども企画中です。
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ごちそうさま～ぁ！

南部風

カントリー・フライド・ステーキの煮込み
材料
●カントリーキューブステーキ 2ポンド
（平たい牛肉の表面にクロスの切り目を入れたもので、スーパーで買えます。
脂肪分の無い赤身です。）
●キャンベルスープのクリームマッシュルーム（cream of mushroom)１缶
●小麦粉尐々、塩コショウ、牛乳大さじ5杯ほど
●好みの野菜（じゃがいも、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、セロリなど）
作り方
１．ステーキはさっと牛乳に浸し、軽く塩コショウし、小麦
粉をはたいてフライパンで両面を軽く焼き付けます。
２．スロークッカー（電気鍋）またはお鍋にキャンベルスー
プを入れ、その上に焼いたお肉を乗せます。
３．蓋をして一度沸騰させ、低温で4時間ほど煮込みます。
お鍋の場合、早めに煮えますので、時々柔らかさをみて下さい。
マッシュポテトやビスケットにかけていただきます。
…というのがアメリカ人である義母のレシピですが、日本人の口には味も濃い
し、野菜も足りない感じなので、アレンジして最初からお肉の上に好きな野菜
を大振りに切って乗せておきます。
お肉が柔らかくなった頃には野菜から水分が出てちょうど良い味になります。
ご飯にかけてもいいし、パスタと和えてもおいしいです。
実際のカントリー・フライド・ステーキとは、文字通りステーキ肉を揚げ、グ
レービーをかけた料理ですが、お義母さんのは、それを煮込んじゃうレシピで
す。わたし流に野菜を入れるやり方だと、まるっきりシチューって感じですね!
（くるみ：Cary在住、主婦）
おいしいもの探偵団

ピーナツ・バターはどれがいい？
今回は、ピーナツバターについて徹底調査したおい
しいもの探偵団からの報告です。
ハリス・ティ―タ―、スキッピー、ピーターパンの
3つのブランドから5製品を食べ比べてみました。
Harris Teeter： Reduced Fat Creamy Peanut Spread

Skippy： Natural Creamy
Skippy： Reduced Fat Creamy
Skippy : Creamy
Peter Pan： Honey Roast Crunchy
この中で一番のお薦めは「Skippy の Reduced Fat」です。
口に残らず、パンにぬるのにもクラッカーにつけるのにも最適
でおいしいです。果物にはcrunchyやchunkのタイプよりcreamy
タイプがベター。今回の探偵団の新たな発見は、ピーナツバ
ターに蜂蜜を混ぜると、日本のピーナツバターのような味にな
ること！油っこくてしょっぱい食感がおいしく大変身です！

真実は何よりホニャラ？
スパム
あのインターネットを飛び交うスパム・メールはどうしてSPAMというのかしら
と時々気になっていましたが、最近その理由がはっきり分かった気がしました。
ある日、こんなSPAMが私の受信箱に入ってきたのです。
「アメリカで本当にあった話」という見出しで「外国語が難しい人達」と続いて
いました。私も語学では苦労している一人ですので興味深く読み進めました。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

今回、日本の首相の訪米で、Obama大統領との会見に先立ち、英語の苦手な首相
は通訳からこう言われた。「大統領に会ったら“How R U?”と最初にまず挨拶し
てください。すると“I am fine, and you?”と返ってきますので、次は“Me, too.”と
それだけお願いします。あとは我々通訳団にお任せ下さい」 さて、ホワイトハ
ウス。政府高官の居並ぶ中、いざ大統領に会うと首相は何を間違えたか「Who R
U? 」と大統領を見上げて言ってしまった! 周りにいた人達は皆びっくり。
Obama氏もびっくり。でも気を取り直しオバマ氏は「私はMichelleの夫です」と
忚えた。すると首相は「Me, too! Ha-ha-ha…」そこには長い沈黙が続いたとさ。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

これが私の元に届いた日、折しもニュースではObama大統領がアジ
ア諸国訪問の最初に日本を訪問することが報道されていました。
メールのように日本の首相の訪米ではなく、アメリカの大統領の訪
日です。メールは首相の顔写真入りでしたが、その写真は森首相で
した。ですから鳩山氏の経歴をさておいても、日本人はすぐこの話
が「本当にあった話」ではないことに気付くはずです。
このSPAMを回送してきたのは台湾人。これが「本当にあった話」ではないとは
信じられない、信じたくない様子でした。最初このメールは中国語で発信された
後、誰かが英語に訳し、それが世界を回った形跡があり、万人好みの内容だった
ようです。やれやれこのSPAMはどれだけ多くの人の笑いの種になったことかと
思ったと同時に、インターネットが秘めた危うさに身震いしてしまいました。
SPAMは缶詰から由来していて、肉のようでも何の肉なのかちょっとわからない
－製造元には失礼でしょうが－出どころ不明まことしやかな肉らしきSPAM！な
るほど合点がいきました。どこかでSPAMの93%はでっちあげだとありま
したが、それさえ書いてあるからといって信じない方がいいのかしら…？
（Thornburg安田朊子： 神奈川県川崎市出身、NC Oak Ridge在住、主婦）

日本語が通じる弁護士・法律事務所

Apo & Eenigenburg
1925 Century Park East, #2120
Los Angeles, CA 90067
日本語直通: 310-229-9296
メール：info@pacrimlaw.com
移民法・会社法等の相談を常時受け付けています
移民法は連邦法なので、州に関わらずサービスの提供が可能です
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自分を奮い立たせてくれた旧友
「お前に負け犬呼ばわりされたくない一心でアメリカに戻ってきた」と声を
震わせながら電話の向こうで話しているのは、メイン州立大学の時の同級生
の友人だった。留学生だった彼は「アメリカでの生活はチョロイ、就職も楽
勝！」と常に大口を叩き威勢を張っていた。そんな彼の自信ある姿が魅力的
に映り、当時は仲の良い友人となった。
大学卒業後、彼は目標にしていたウォール街での就職を断念し、肩を落とし
て祖国アゼルバイジャンに帰国したが、その際彼に向けて勢いで言ってし
まった。「おまえは本当に口だけだな。目標に向けてトライしないお前は負
け犬だ」祖国に帰った後、彼はその言われたことに憤慨し続けた。数ヵ月後
に再び彼から電話があった時には「来週からウォー
ル 街 で働 く。マ ンハ ッ タンの ボ ロア パ ート に 移 っ
た。アゼルバイジャンに帰った後、なけなしの金を
はたいて、一か八かアメリカをまた訪れて面接を受
けたら合格した。だから大学時代にお前に伝えたこ
とは嘘じゃなかっただろ？」と半ば怒った様子だっ
たが、同時に目標を成し遂げたと満足だった。
半年後に再び彼と電話で話した際、今度は反対にこっちが厳しく言い捨てら
れた。大学院の慣れない環境で疲労も募っていた自分が彼に電話をした。
「最近どうしてる？こっちは大変だよ。大学院の授業や研究の課題に追いつ
けない。」と伝える。すると彼の声がこわばり始め「何言ってんだよ、冗談
じゃないよ。こっちは毎日会社で生き延びるために必死で仕事をしてんだ
よ。大学院の生活ごときでふざけんじゃない!」と電話を切られた。その後数
時間いじけていた自分だったが「何であんな言い方されなきゃならんの？」
と次第に腹が立ってきて、また彼に言われたことを振り替える度に弱音を吐
いた自分が惨めに思えて仕方なかった。しかし、甘い汁だけを吸いたいと
思っていた当時の自分には、彼に言われたその言葉により奮起させられた。
自分に対する厳しい言葉は常に自分を奮わせ、それは家族や友人からの優し
い言葉と同様に自分を支える原動力となったのは確かだった。
（都澤トミー： 神奈川県出身、Duke大学にてPhD 終了後イギリス在住、トラ
イアングル日本クラブ元役員）
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三角：何故ノースカロライナのこの地に道場を作られたのですか。
ダン：日本からアメリカに戻った時、最初はフロリダに住んだのですが、あそこ
は弓道には合わないと感じました。もっと知的で洗練された人たちが多く
住む場所でないと弓道は受け入れられないだろうという気がしたのです。
トラアングルは大学や研究所も多く、落ち着いた環境で合っています。
三角：この道場には生徒さんはどのくらいるのですか。
ダン：6、7人といったところです。私は弓道をビジネスとしてやっているわけで
はないので、特に生徒を大々的に募集したりしません。時々アメリカ人が
来て「週に何回通えば教えられるようになりますか」と聞いてきますが、
そういう考えでは弓道はできません。また、始めてもすぐやめてしまう人
もいます。それは弓道が自分自身と向き合う鏡だからです。醜い自分を見
るのは辛いことですからね。私は、この道場で、弓道を通して自分と静か
に向き合い、精神修養ができるようであればよいと思っています。
そして、そういう人たちがここでマイペースに弓道をやっています。
三角：ダン先生、今日はお話を聞かせていただきありがとうございました。
（明心道場 Dan DeProspero http://www.kyudo.com/kyudo.html ）

トライアングル de ゴルフ
本格的な冬の到来、家に篭りがちな季節ですが、晴れた日には、思い切って外
に出て体を動かしましょう。寒くてもゴルフをしているうちにポカポカして汗
が出てきます。血行もよくなり気分も爽快です。今回は、家族全員、ゴルフ初
心者からでも楽しめるRaleighから30分ほどで行けるサンフォード市にあるコー
スをご紹介します。

Sanford Municipal Golf Course
住所： 600 Golf Course Lane, Sanford NC
電話： 919(775)8320
http://www.sanfordnc.net/golf/golf.htm
トライアングルからUS-1 South に乗ってExit 70で降り、5分ほどのところにある
このゴルフコースは、1934年にDonald Ross氏のデザインによってオープンした
18ホールパー71、6233ヤードのパブリックコースです。
フロント9ホールは、パー5が1ホール、パー4が6ホール、パー3が2ホールとユ
ニークなコースになっています。また、午後1時までのプレイはカート使用が必
然となっておりますので、徒歩でのプレイは午後1時過ぎからとなりますのでご
注意を。
また、ドライビングレンジ、パットグリーン、バンカー練習場などの施設も大
変充実していますし、クラブハウスのデッキに腰掛けて眺める#1ホールはとて
も美しいです。春先からは、色とりどりの花や木々がコースを彩り、格別な眺
めを楽しみながらプレーできます。
通常の平日料金は$22.60（カート込）、週末料金は$27.60（カート込）です。
また冬季特別料金、アフタヌーン料金、シニア料金、ジュニア料金等のお得な
サービスもありますので、直接お確かめの上お出かけ下さい。
（チャイナ： 千葉県出身、Morrisville在住、フードサービス業）
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あなたにインタビュー

今回は、Apexにお住まいの日本の弓道の達人
ダン・デプロスぺロ氏にお話を伺いました。日
本弓道連盟の役員として活躍した後、現在はア
メリカ弓道連盟及び国際弓道連盟の役職で、自
宅敶地内にある本格的な道場で弓道を教えています。普段は高
校のアート教師で、4人の子供のよき父親でもあります。奥様
のジャレットさんも弓道の有段者で茶道もなさる日本通です。
三角：弓道を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
ダン：最初、墨絵に興味があり日本へ行きました。日本では神田外語学院で英
語を教える機会があったのですが、そこの同僚に弓道をやっている人が
いて、おもしろそうなので練習に連れて行ってもらったのです。そこで
私は弓道の魅力に魅せられました。その後、日置流雪花派（へきりゅう
せっかは）15代小沼英治氏に直接弟子入りし、15年間の日本滞在中に多く
のことを学びました。彼の亡きあと、私は彼の教えを引き継ぎ、小沼先生
の孫に教えました。小沼先生とは一緒に弓道の本を執筆しました。
三角：弓道とはどんなものですか。
ダン：弓道とは、ひとつの美しく神聖な儀式のようなものですよ。袴を履き足袋
を履き身なりを整え、板張りの道場に入り、矢を構え射る過程は、ひとつ
ひとつゆっくりと心を無にして行います。弓道は自分の心を映す鏡です。
自分が平静で落ち着いていないと、矢をちゃんと射ることはできません。
イライラしているとすぐにわかってしまいます。
遠くにある巻きわらの的の中心に矢を射るのですが、矢がうまく当たる
かどうかということより、その過程を大事にするのです。もちろん矢が
中心に当たれば嬉しいですが、もっと大事なことが弓道にはあります。
三角：今日の練習を見て、弓道と茶道に共通する点があるように感じましたが。
ダン：そうですね。たくさん似ているところがあります。例えば歩き方ですが、
道場に入る時、まず左の足から入ります。また、出る時は右の足から出ま
す。どうしてだかわかりますか。
三角：わかりません。どうしてですか。
ダン：道場の右に神棚があるでしょう。普通の日本の公共の一般道場では神棚
を置くことは許可されないのですが、こ
こにはちゃんとあります。弓道には神道
の影響があって、すべてのものには神が
宿っていると考えます。「神」は「上」
とも言います。道場では上座は神棚があ
る方、つまり右側です。道場に入る時、
神様にはなるべくお尻を向けない方がい
いですね。だから、道場に入る時は左足
から、そして出る時は右の足からなので
す。矢にも神が宿っているので、跨いだ
りしてはいけません。弓道では、道場や
道具などあらゆるものに畏敬の念を持っ
て接するのです。
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アメリカ生活で思うこと・・・
客

十人十色

百人百相

年末から年始にかけて ダーラムにあるノースゲイトモールでカレンダーを売
る仕事につきました。ある日の午後 お昼ごはんを食べてボーっとしていると
黒人のオバサンが背後からいきなりやってきて、
「さあ、これ買うから負けなさいよね。いくら負けら
れるの？さっさと教えて頂戴、忙しいんだから！」
と片手に持ったカレンダーを掲げながら、早口で弾丸
のように話してきました。（ホントにこう言ったか全
部は聞き取れませんでしたが…）
私はロボットでもなくバルカン人でもありませんから
「なんというオバサンだ！」と震えてきた手を押さえ
ながら（怒るとこういう症状が現れます）
「すいません、負けられません」「何言ってんの。あ
んたオーナーでしょ、しっかりしなさい！」「いや、
ダメです」
しばらくの沈黙後、彼女は無言のまま、２つのカレンダーを正値のままで買っ
ていきました。日本のおばさんパワーも肉食女子さんもきっとエネルギーがあ
り余ってるとは思いますが、あれほど押しの強い人に出会ったのは生まれて初
めての事でした。あんな人の心臓の横にも主クリシュナが寄り添っていること
を考えると、う～ん…。きっと過去に自分が何かとても押しの強いことをした
反動なのだろうと、自分自身に言い聞かせましたが、もちろん「悟った」わけ
ではないので、数時間なんともいや～な気分がなくなりません。その後、7歳
ぐらいの黒人の女の子が寄ってきて「お兄さんの髪型、好きだよ」と言い放っ
て去っていきました。僕の髪は昔の中国人みたいな辮髪（ベンパツ）です。
世の中には全てを偶然で片付ける人がいますが、実際のところ全ては神様の意
思が背後にあります。あのオバサンといい女の子といい、一体僕はどういうに
ふう受け止めるべきか？忍耐を修練していくのはなかなか厳しいし、形に現れ
ません。おまけに誰にも評価されることもありません。でもそれはいつか大き
な恵みとなるということを忘れず、日々祈るばかりです。
（馬場裕：長崎県出身、妻と3人の子供とHillsboroughに在住、放浪の末イン
ドへ巡礼、得度。ブログは http://ameblo.jp/bvd/ ）

三角シネマ館 映画大好き倶楽部
アカデミー賞9部門でノミネートされた「アバター」。14年の
構想と4年の制作期間の重みと、ナヴィたちが飛び回る軽さと、
３D映像による奥行き。映画そのものが進化しているのを肌で
感じられる素晴らしい作品。もしまだ見ていなかったらへ是非IMAXで泣いてね！
「Dear John」PG13（ロマンス,ドラマ）2/5公開
ヒット作を生み続けるNC在住の人気作家ニコラス・スパークスの最新作。大学
の春休みに知り合ったジョンは兵役へ。彼への手紙はいつもDear Johnで始まる。
「From Paris With Love」R（アクション）2/5公開
在仏アメリカ大使を護衛するジェイムスは、実はCIAでもあった。テロリストの
攻撃からフランスを守るためチャーリー（ジョン・トラボルタ）と組んで戦う。
「Valentine’s Day」PG13(ドラマ、ロマンス、コメディ)2/12公開
バレンタインデーにお勧め！超豪華キャストによるハッピーでロマンチックな
気分にさせてくれる映画。ロスに住む老若男女たちの彩りのラブストーリー集。
「The Wolfman」（ホラー、アクション）2/12公開
古典的なホラー映画「狼男」が帰ってきた！兄のミステリアスな死の知らせを
受け実家のあるスコットランドに戻った弟のローレンスは、森で狼に襲われる。
「The Ghost Writer」NR（アクション、ドラマ）2/19公開
元英首相の回想録を仕上げるゴーストライター（ユアン・マクレガー）は元英
首相とCIAの秘密の関係を知ってしまうが、それが彼の身を脅かすことになる。
「Shutter Island」（ドラマ、アクション、スリラー）2/19公開
精神病の犯罪者ばかりを集めた島。そこで1人の女性患者が消えた。連邦捜査官
の二人（レオナルド・デカプリオとマーク・ラファロ）も巻き込まれていく謎。
「The Crazies」R（ホラー、アクション、ドラマ）2/26公開
平穏に暮らしていた町の人々が突然狂い出す。友達や隣人や家族が狂気に侵さ
れ、あなたを狙う。1973年に作られた映画のリメイク版。シリアスさがコワイ。
「Alice in Wonderland」NR（アクション、ファミリー、３D）３/5公開
ティム・バートン監督による「不思議な国のアリス」パート２版の奇妙な物語。
19才になったアリスは再び不思議の国へ。帽子屋のジョニー・ディップは強烈。

旨い寿司、天婦羅、刺身、照り焼き
3417 Hillsborough St.
Raleigh, NC 27608
(919) 833-7768

Lunch 月～金
Dinner 月～木・日
金～土

11:30am-2:00pm
5:00pm-9:30pm
5:00pm-10:30pm

「Brooklyn’s Finest」R（ドラマ、アクション、犯罪）3/5公開
刑事エディ（リチャード・ギア）麻薬捜査官サル（イーサン・ホーク）侵入捜
官タンゴ（ドン・チール）の3人が、薬物汚染されたNYの町のギャングと戦う。
「Green Zone」R（ドラマ、戦争）3/12公開
舞台はイラク戦争時のバグダッド。ロイ（マット・デイモン）の部隊は大量破
壊兵器を探す秘密任務に就くが、国防総省の不審な動きに気づき調査を開始。
「Our Family Wedding」PG13（コメディ、ロマンス）3/12公開
アメリカにおけるマイノリティ、ヒスパニックのルシアとアフリカン・アメリ
カンのマーカスが結婚したいと言い出した時、親たちの反応は？文化や風習は？
「Remember Me」PG13（ドラマ、ロマンス）3/12公開
テイラーは家庭を襲った悲劇以来、父との関係が悪く人生に投げやりになって
いたが、アリーに出会うことで生きる喜びを知り、立ち向かう強さを得ていく。
「She’s Out of My League」R(コメディ、ロマンス）3/12公開
飛行場の警備官であるカークはウブでちっとも洗練されていない。そんなカ－
クにセクシーなモーリーがベタ惚れ。このアンバランスな二人うまくいくの？
「Season of the Witch」PG13（アクション、ドラマ、スリラー）3/19公開
14世紀のフランス。ニコラス・ケイジ扮する騎士が、国に疫病を流行らせた悪
魔だと疑いを持たれている少女を、教会の悪魔払いの儀式に護送することに。
「The Bounty Hunter」NR（アクション、コメディ）3/19公開
元夫ミロはバウンティーハンター。彼が追っていたのは保釈中に姿をくらませ
た元妻ニコル（ジェニファー・アニストン）だった。さて再会した元夫婦は？
「The Runaways」R（ドラマ、伝記、音楽）3/19公開
70年代に人気絶頂だったティーンエージ女性ロックグループ・ランナウェーズ。
男の世界だったロック界に女性が参入しスターになっていく過程と音楽を追う。
「I Love You, Phillip Morris」R（コメディ、ドラマ）3/26公開
スティーブン（ジム・キャリー）は申し分のない夫、父親として生きてきたが、
交通事故にあい人生を再考した結果、ゲイだと悟る。監房で見つけたのは愛!？
「How to Train Your Dragon」NR（ファミリー、冒険）3/26公開
弱虫のヒカップはバイキングの少年。傷ついて飛べない小さなドラゴンと心通
わせ一緒に巨大なドラゴンと戦う。同名の児童小説を映画化したファンタジー。
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あなたにインタビュー

今回は、Apexにお住まいの日本の弓道の達人
ダン・デプロスぺロ氏にお話を伺いました。日
本弓道連盟の役員として活躍した後、現在はア
メリカ弓道連盟及び国際弓道連盟の役職で、自
宅敶地内にある本格的な道場で弓道を教えています。普段は高
校のアート教師で、4人の子供のよき父親でもあります。奥様
のジャレットさんも弓道の有段者で茶道もなさる日本通です。
三角：弓道を始めたきっかけは何だったのでしょうか。
ダン：最初、墨絵に興味があり日本へ行きました。日本では神田外語学院で英
語を教える機会があったのですが、そこの同僚に弓道をやっている人が
いて、おもしろそうなので練習に連れて行ってもらったのです。そこで
私は弓道の魅力に魅せられました。その後、日置流雪花派（へきりゅう
せっかは）15代小沼英治氏に直接弟子入りし、15年間の日本滞在中に多く
のことを学びました。彼の亡きあと、私は彼の教えを引き継ぎ、小沼先生
の孫に教えました。小沼先生とは一緒に弓道の本を執筆しました。
三角：弓道とはどんなものですか。
ダン：弓道とは、ひとつの美しく神聖な儀式のようなものですよ。袴を履き足袋
を履き身なりを整え、板張りの道場に入り、矢を構え射る過程は、ひとつ
ひとつゆっくりと心を無にして行います。弓道は自分の心を映す鏡です。
自分が平静で落ち着いていないと、矢をちゃんと射ることはできません。
イライラしているとすぐにわかってしまいます。
遠くにある巻きわらの的の中心に矢を射るのですが、矢がうまく当たる
かどうかということより、その過程を大事にするのです。もちろん矢が
中心に当たれば嬉しいですが、もっと大事なことが弓道にはあります。
三角：今日の練習を見て、弓道と茶道に共通する点があるように感じましたが。
ダン：そうですね。たくさん似ているところがあります。例えば歩き方ですが、
道場に入る時、まず左の足から入ります。また、出る時は右の足から出ま
す。どうしてだかわかりますか。
三角：わかりません。どうしてですか。
ダン：道場の右に神棚があるでしょう。普通の日本の公共の一般道場では神棚
を置くことは許可されないのですが、こ
こにはちゃんとあります。弓道には神道
の影響があって、すべてのものには神が
宿っていると考えます。「神」は「上」
とも言います。道場では上座は神棚があ
る方、つまり右側です。道場に入る時、
神様にはなるべくお尻を向けない方がい
いですね。だから、道場に入る時は左足
から、そして出る時は右の足からなので
す。矢にも神が宿っているので、跨いだ
りしてはいけません。弓道では、道場や
道具などあらゆるものに畏敬の念を持っ
て接するのです。
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アメリカ生活で思うこと・・・
客

十人十色

百人百相

年末から年始にかけて ダーラムにあるノースゲイトモールでカレンダーを売
る仕事につきました。ある日の午後 お昼ごはんを食べてボーっとしていると
黒人のオバサンが背後からいきなりやってきて、
「さあ、これ買うから負けなさいよね。いくら負けら
れるの？さっさと教えて頂戴、忙しいんだから！」
と片手に持ったカレンダーを掲げながら、早口で弾丸
のように話してきました。（ホントにこう言ったか全
部は聞き取れませんでしたが…）
私はロボットでもなくバルカン人でもありませんから
「なんというオバサンだ！」と震えてきた手を押さえ
ながら（怒るとこういう症状が現れます）
「すいません、負けられません」「何言ってんの。あ
んたオーナーでしょ、しっかりしなさい！」「いや、
ダメです」
しばらくの沈黙後、彼女は無言のまま、２つのカレンダーを正値のままで買っ
ていきました。日本のおばさんパワーも肉食女子さんもきっとエネルギーがあ
り余ってるとは思いますが、あれほど押しの強い人に出会ったのは生まれて初
めての事でした。あんな人の心臓の横にも主クリシュナが寄り添っていること
を考えると、う～ん…。きっと過去に自分が何かとても押しの強いことをした
反動なのだろうと、自分自身に言い聞かせましたが、もちろん「悟った」わけ
ではないので、数時間なんともいや～な気分がなくなりません。その後、7歳
ぐらいの黒人の女の子が寄ってきて「お兄さんの髪型、好きだよ」と言い放っ
て去っていきました。僕の髪は昔の中国人みたいな辮髪（ベンパツ）です。
世の中には全てを偶然で片付ける人がいますが、実際のところ全ては神様の意
思が背後にあります。あのオバサンといい女の子といい、一体僕はどういうに
ふう受け止めるべきか？忍耐を修練していくのはなかなか厳しいし、形に現れ
ません。おまけに誰にも評価されることもありません。でもそれはいつか大き
な恵みとなるということを忘れず、日々祈るばかりです。
（馬場裕：長崎県出身、妻と3人の子供とHillsboroughに在住、放浪の末イン
ドへ巡礼、得度。ブログは http://ameblo.jp/bvd/ ）
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自分を奮い立たせてくれた旧友
「お前に負け犬呼ばわりされたくない一心でアメリカに戻ってきた」と声を
震わせながら電話の向こうで話しているのは、メイン州立大学の時の同級生
の友人だった。留学生だった彼は「アメリカでの生活はチョロイ、就職も楽
勝！」と常に大口を叩き威勢を張っていた。そんな彼の自信ある姿が魅力的
に映り、当時は仲の良い友人となった。
大学卒業後、彼は目標にしていたウォール街での就職を断念し、肩を落とし
て祖国アゼルバイジャンに帰国したが、その際彼に向けて勢いで言ってし
まった。「おまえは本当に口だけだな。目標に向けてトライしないお前は負
け犬だ」祖国に帰った後、彼はその言われたことに憤慨し続けた。数ヵ月後
に再び彼から電話があった時には「来週からウォー
ル 街 で働 く。マ ンハ ッ タンの ボ ロア パ ート に 移 っ
た。アゼルバイジャンに帰った後、なけなしの金を
はたいて、一か八かアメリカをまた訪れて面接を受
けたら合格した。だから大学時代にお前に伝えたこ
とは嘘じゃなかっただろ？」と半ば怒った様子だっ
たが、同時に目標を成し遂げたと満足だった。
半年後に再び彼と電話で話した際、今度は反対にこっちが厳しく言い捨てら
れた。大学院の慣れない環境で疲労も募っていた自分が彼に電話をした。
「最近どうしてる？こっちは大変だよ。大学院の授業や研究の課題に追いつ
けない。」と伝える。すると彼の声がこわばり始め「何言ってんだよ、冗談
じゃないよ。こっちは毎日会社で生き延びるために必死で仕事をしてんだ
よ。大学院の生活ごときでふざけんじゃない!」と電話を切られた。その後数
時間いじけていた自分だったが「何であんな言い方されなきゃならんの？」
と次第に腹が立ってきて、また彼に言われたことを振り替える度に弱音を吐
いた自分が惨めに思えて仕方なかった。しかし、甘い汁だけを吸いたいと
思っていた当時の自分には、彼に言われたその言葉により奮起させられた。
自分に対する厳しい言葉は常に自分を奮わせ、それは家族や友人からの優し
い言葉と同様に自分を支える原動力となったのは確かだった。
（都澤トミー： 神奈川県出身、Duke大学にてPhD 終了後イギリス在住、トラ
イアングル日本クラブ元役員）
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三角：何故ノースカロライナのこの地に道場を作られたのですか。
ダン：日本からアメリカに戻った時、最初はフロリダに住んだのですが、あそこ
は弓道には合わないと感じました。もっと知的で洗練された人たちが多く
住む場所でないと弓道は受け入れられないだろうという気がしたのです。
トラアングルは大学や研究所も多く、落ち着いた環境で合っています。
三角：この道場には生徒さんはどのくらいるのですか。
ダン：6、7人といったところです。私は弓道をビジネスとしてやっているわけで
はないので、特に生徒を大々的に募集したりしません。時々アメリカ人が
来て「週に何回通えば教えられるようになりますか」と聞いてきますが、
そういう考えでは弓道はできません。また、始めてもすぐやめてしまう人
もいます。それは弓道が自分自身と向き合う鏡だからです。醜い自分を見
るのは辛いことですからね。私は、この道場で、弓道を通して自分と静か
に向き合い、精神修養ができるようであればよいと思っています。
そして、そういう人たちがここでマイペースに弓道をやっています。
三角：ダン先生、今日はお話を聞かせていただきありがとうございました。
（明心道場 Dan DeProspero http://www.kyudo.com/kyudo.html ）

トライアングル de ゴルフ
本格的な冬の到来、家に篭りがちな季節ですが、晴れた日には、思い切って外
に出て体を動かしましょう。寒くてもゴルフをしているうちにポカポカして汗
が出てきます。血行もよくなり気分も爽快です。今回は、家族全員、ゴルフ初
心者からでも楽しめるRaleighから30分ほどで行けるサンフォード市にあるコー
スをご紹介します。

Sanford Municipal Golf Course
住所： 600 Golf Course Lane, Sanford NC
電話： 919(775)8320
http://www.sanfordnc.net/golf/golf.htm
トライアングルからUS-1 South に乗ってExit 70で降り、5分ほどのところにある
このゴルフコースは、1934年にDonald Ross氏のデザインによってオープンした
18ホールパー71、6233ヤードのパブリックコースです。
フロント9ホールは、パー5が1ホール、パー4が6ホール、パー3が2ホールとユ
ニークなコースになっています。また、午後1時までのプレイはカート使用が必
然となっておりますので、徒歩でのプレイは午後1時過ぎからとなりますのでご
注意を。
また、ドライビングレンジ、パットグリーン、バンカー練習場などの施設も大
変充実していますし、クラブハウスのデッキに腰掛けて眺める#1ホールはとて
も美しいです。春先からは、色とりどりの花や木々がコースを彩り、格別な眺
めを楽しみながらプレーできます。
通常の平日料金は$22.60（カート込）、週末料金は$27.60（カート込）です。
また冬季特別料金、アフタヌーン料金、シニア料金、ジュニア料金等のお得な
サービスもありますので、直接お確かめの上お出かけ下さい。
（チャイナ： 千葉県出身、Morrisville在住、フードサービス業）
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ごちそうさま～ぁ！

南部風

カントリー・フライド・ステーキの煮込み
材料
●カントリーキューブステーキ 2ポンド
（平たい牛肉の表面にクロスの切り目を入れたもので、スーパーで買えます。
脂肪分の無い赤身です。）
●キャンベルスープのクリームマッシュルーム（cream of mushroom)１缶
●小麦粉尐々、塩コショウ、牛乳大さじ5杯ほど
●好みの野菜（じゃがいも、人参、玉ねぎ、マッシュルーム、セロリなど）
作り方
１．ステーキはさっと牛乳に浸し、軽く塩コショウし、小麦
粉をはたいてフライパンで両面を軽く焼き付けます。
２．スロークッカー（電気鍋）またはお鍋にキャンベルスー
プを入れ、その上に焼いたお肉を乗せます。
３．蓋をして一度沸騰させ、低温で4時間ほど煮込みます。
お鍋の場合、早めに煮えますので、時々柔らかさをみて下さい。
マッシュポテトやビスケットにかけていただきます。
…というのがアメリカ人である義母のレシピですが、日本人の口には味も濃い
し、野菜も足りない感じなので、アレンジして最初からお肉の上に好きな野菜
を大振りに切って乗せておきます。
お肉が柔らかくなった頃には野菜から水分が出てちょうど良い味になります。
ご飯にかけてもいいし、パスタと和えてもおいしいです。
実際のカントリー・フライド・ステーキとは、文字通りステーキ肉を揚げ、グ
レービーをかけた料理ですが、お義母さんのは、それを煮込んじゃうレシピで
す。わたし流に野菜を入れるやり方だと、まるっきりシチューって感じですね!
（くるみ：Cary在住、主婦）
おいしいもの探偵団

ピーナツ・バターはどれがいい？
今回は、ピーナツバターについて徹底調査したおい
しいもの探偵団からの報告です。
ハリス・ティ―タ―、スキッピー、ピーターパンの
3つのブランドから5製品を食べ比べてみました。
Harris Teeter： Reduced Fat Creamy Peanut Spread

Skippy： Natural Creamy
Skippy： Reduced Fat Creamy
Skippy : Creamy
Peter Pan： Honey Roast Crunchy
この中で一番のお薦めは「Skippy の Reduced Fat」です。
口に残らず、パンにぬるのにもクラッカーにつけるのにも最適
でおいしいです。果物にはcrunchyやchunkのタイプよりcreamy
タイプがベター。今回の探偵団の新たな発見は、ピーナツバ
ターに蜂蜜を混ぜると、日本のピーナツバターのような味にな
ること！油っこくてしょっぱい食感がおいしく大変身です！

真実は何よりホニャラ？
スパム
あのインターネットを飛び交うスパム・メールはどうしてSPAMというのかしら
と時々気になっていましたが、最近その理由がはっきり分かった気がしました。
ある日、こんなSPAMが私の受信箱に入ってきたのです。
「アメリカで本当にあった話」という見出しで「外国語が難しい人達」と続いて
いました。私も語学では苦労している一人ですので興味深く読み進めました。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

今回、日本の首相の訪米で、Obama大統領との会見に先立ち、英語の苦手な首相
は通訳からこう言われた。「大統領に会ったら“How R U?”と最初にまず挨拶し
てください。すると“I am fine, and you?”と返ってきますので、次は“Me, too.”と
それだけお願いします。あとは我々通訳団にお任せ下さい」 さて、ホワイトハ
ウス。政府高官の居並ぶ中、いざ大統領に会うと首相は何を間違えたか「Who R
U? 」と大統領を見上げて言ってしまった! 周りにいた人達は皆びっくり。
Obama氏もびっくり。でも気を取り直しオバマ氏は「私はMichelleの夫です」と
忚えた。すると首相は「Me, too! Ha-ha-ha…」そこには長い沈黙が続いたとさ。
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

これが私の元に届いた日、折しもニュースではObama大統領がアジ
ア諸国訪問の最初に日本を訪問することが報道されていました。
メールのように日本の首相の訪米ではなく、アメリカの大統領の訪
日です。メールは首相の顔写真入りでしたが、その写真は森首相で
した。ですから鳩山氏の経歴をさておいても、日本人はすぐこの話
が「本当にあった話」ではないことに気付くはずです。
このSPAMを回送してきたのは台湾人。これが「本当にあった話」ではないとは
信じられない、信じたくない様子でした。最初このメールは中国語で発信された
後、誰かが英語に訳し、それが世界を回った形跡があり、万人好みの内容だった
ようです。やれやれこのSPAMはどれだけ多くの人の笑いの種になったことかと
思ったと同時に、インターネットが秘めた危うさに身震いしてしまいました。
SPAMは缶詰から由来していて、肉のようでも何の肉なのかちょっとわからない
－製造元には失礼でしょうが－出どころ不明まことしやかな肉らしきSPAM！な
るほど合点がいきました。どこかでSPAMの93%はでっちあげだとありま
したが、それさえ書いてあるからといって信じない方がいいのかしら…？
（Thornburg安田朊子： 神奈川県川崎市出身、NC Oak Ridge在住、主婦）

日本語が通じる弁護士・法律事務所

Apo & Eenigenburg
1925 Century Park East, #2120
Los Angeles, CA 90067
日本語直通: 310-229-9296
メール：info@pacrimlaw.com
移民法・会社法等の相談を常時受け付けています
移民法は連邦法なので、州に関わらずサービスの提供が可能です
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法律相談 ー ちょっと教えてください ー

今回は、EB-5 投資家永住権プログラムについての疑問にお答えします。
Ｑ: EB-5，投資家永住権プログラムとはどんなものですか？
Ａ: アメリカ国内に100万ドル以上の投資、あるいは失業率の高い指定地域内に
50万ドル以上の投資を行い、10名以上の新規雇用をつくることを条件とし
た住権申請の一つの方法です。
Ｑ: EB-5には2つの異なるプログラムがあると聞きましたが、それは何ですか？
Ａ: 上で説明した通常のプログラムのほかに、地域センタープログラムがあり
ます。実は試験的なプログラムでしたが、2012年9月まで延長されたもの
です。これは移民局が指定した失業率の高い地域に50万ドル以上の投資を
するものです。通常のプログラムと大きく違う点は2つあります。
（１）通常プログラムでは投資の運営方針の決定や日々の業務の管理が要
求されていますが、地域センタープログラムでは運営への積極的な関与が
要求されていないこと。つまり、居住地域と投資地域が一致しなくてもい
いということになります。（２）通常プログラムでは直接雇用が必要でし
たが、地域センタープログラムでは間接雇用も認められています。例え
ば、自分が投資した商業ビルをテナントに貸し、そのテナントから発生し
た雇用も間接雇用として認められます。
Ｑ: 新規事業の立ち上げが必要ですか？自分が経営している既存の企業を使う
ことはできませんか？
Ａ: 1990年11月29日以降に設立された企業であれば「新規企業」として見なさ
れます。それ以前に設立された企業でも、今後の収益や新規雇用数に影響
を及ぼすような組織改革や営業拡大なら「新規企業」として見なされる場
合もあります。投資は収益を追求する商業活動にされなければなりまん。
Ｑ: 何が投資とみなされますか？
Ａ: 資本となるもの、つまり現金、換金可能なもの、器材、商品在庫、その他
有形資産のことを言います。投資に対し、債権や、約束手形を受取ると
いった貸付の形態をつくることはできません。投資とは文字通り、損失の
リスクを伴うものでなくてはなりません。
Ｑ: 新規雇用に関する条件はありますか？
Ａ: アメリカ市民または永住権保持者をフルタイムとして10名以上新規に雇用
しなければなりません。投資家自身やその家族は、新規雇用とは見なされ
ません。投資が経営が著しく困難に陥っている企業に対し再建を目的に行
われた場合には、既存の従業員を2年間維持することが要求されています。
Ｑ: 申請手順を教えてください。
Ａ: まず、移民局にI-526という請願書を提出します。請願書には、投資や雇用
を証明する書類も添付します。これが許可された後、永住権申請（大使館
での面接手続きあるいはアメリカ国内での永住権への切り替え）をするこ
とになります。最初に発行される永住権の期間は2年という条件付のものと
なります。その2年間EB-5の条件を維持している必要があります。失効
する90日前からI-829という書類を提出し、それが許可されると2年の条件
がはずされ、通常の10年有効のものが発行されます。
（グレゴリー・アポ : ハワイ出身、 Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士）

こんなお店知ってた？
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今月は、バレンタインデーや特別な日のディナーにお勧めできる、ちょっとオ
シャレで食事の内容もハイレベルで素敵なレストランをふたつご紹介します。

HERONS ヘロンズ
http://www.heronsrestaurant.com/
場所：100 Woodland Pond, Cary NC 27513
電話：919-447-4200
トライアングルで自他共に認める最高のレスト
ランであるヘロンズは、Caryの Amstead Hotel
& Spaの中にあります。ここは、最高の食事と
共に最高のサービスを心がけているので、係の
人の対忚にも満足できるはずです。席に通され
腰を落ち着けると、音楽が気持よく静かに流れ、空間はノースカロライナにい
ることを忘れそうな洗練された雰囲気、それでいてくつろげます。
食事はコンテンポラリー。舌の肥えたあなたも「やっと本物に巡り会えた！」
と感動できる本格的なものです。ディナーはコースのテイスティングメニュー
がお勧め。料理に合わせてワインをペアで頼めるコースもありますが、ちょっ
と飲みすぎになる恐れがあるので、ワインは自分で別に頼んだ方がいいかもし
れません。一品の量はそれ程多くはないのですが、コースが終わる頃には超満
腹。胃が小さい御仁には尐なめのコースやベジタリアンメニューもあります。

SAINT JACQUES セント・ジャックス
http://www.saintjacquesfrenchcuisine.com/
場所：6112 Falls of Neuse Road, Raleigh NC
電話：919-862-2770
RaleighにあるNorth Ridge Shopping Centerの中に
まさかこんなに本格的なフレンチレストランが
あったなんて！と驚きます。一歩レストラン内
に足を踏み入れるとタイムマシンに乗ってフラ
ンスへ来たような錯覚。Raleighで唯一の正しいフレンチレストランは暖かく
オーセンティックで居心地がいい。フランスのプロバンスからやってきたオー
ナーLilさんはミッシェラン三ツ星レストランで修業をしてきただけあって料理
はトレビアン！フランス語訛りの英語でメニューや今日のお勧めを聞きましょ
う。特別メニュー（バレンタインデーなど）はweb siteでチェックを。昼間は料
理教室も開いていて、初夏にはフランスへの味散策ツアーなども企画中です。
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情報塔 あれこれタワー

税金の申告に関する勉強会
税金の申告の季節。個人で留学し海外生活をしている人にとっては大変頭の痛
い話ですね。1年目2年目は訳もわからず適当に乗り越えても、3年目からはそ
うもいかない現実が待ち受けています。英語の講習会はチンプンカンプン。そ
こで、シャーロットの米国公認会計士、久木氏を講師に迎え、税金に関する勉
強、質問会を企画いたしました。特に個人で研究留学にこられている方で源泉
徴収票に当たるW-2をもらっている、また今年初めてもらうという方のご参加
をお待ちしています。参加希望者は事前にご連絡をお願いします。
対象：税金申告でお困りの方、研究留学等で個人で税金申告の必要のある方
講師：CPA（米国公認会計士） 久木かずや氏 （PRC Partners LLP）
日時：2月20日（土）15時30分から （2時間程度）
場所：12 Porters Glen Place, Durham NC
会費：無料
内容：税金申告の一般ルール、今年の法律変更点など解説、その後質疑忚答
参加希望者は2月15日迄に yasumichi_kuwahara@med.unc.edu に連絡のこと
世話人：桑原康通 UNC Lineberger Cancer Center ポスドク

NU TECH 2010 名古屋大学 科学技術発表会
ダラムに大学事務所を設置し、NCSUと大学間協定を結んでいる名古屋大学
が、2月10日に科学技術研究発表会を行います。オープニングは名古屋大学の浜
口道成学長による挨拶、そしてバイオテクノロジー、生命科学、エンジニアリ
ングを始めとするプレゼンテーション等が20以上予定されています。単なる発
表だけに留まらず、現地企業とのコラボレーション等、様々な結びつきの契機
となることも期待します。科学産業の関係者、起業家、研究者、エンジニア等
多くの方の参加をお待ちしています。参加費は無料で、興味のある部分や講義
だけへの参加もできます。事前登録が望ましいですが、当日の申し込みも可で
す。ノーベル賞受賞者を何人も輩出し最先端を目指す名古屋大学の取り組みに
触れることができるよい機会です。興味がある方は是非参加して下さい。
日時：2月10日（水）8:30am-6:30pm
場所：Imperial Hotel & Convention Center in Research Triangle Park, NC
連絡先：大橋 919-313-4770
http://www.nutechshowcase.org/
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医食同源

体質とダイエット

（１）

草木が芽吹き成長し始める春は、人間の体も新陳代謝が活発になる季節です。ダ
イエットは、体も栄養分や脂肪を溜め込む秋から冬にかけて始めるよりも、春か
ら夏に向けて始めるほうが効果的。同じダイエット法を実践しているのに、人に
よって効果が違うのは、体質の違いによります。自分の体質が分かれば、太った
原因も解決法も見つかります。中医学ダイエットは、漢方の要である「体質」が
基本で、主に日本人に多く見られる代表的な四つのタイプをご紹介します。
食欲旺盛な「湿熱太り」タイプ
エネルギッシュで、疲れ知らずなのが特徴。体力もあり食欲も旺盛。甘いものや
油っこい物が好きで、食べ過ぎてしまう傾向で、食生活そのものが太る原因。
太り方―全体的に太くがっちりした体格、固太り、体重も多く、体脂肪率も高い。
食生活―食欲旺盛、早食い、大食い、お酒や甘いもの、油っこい物、味の濃いも
のが好き、外食や間食が多い。
体質の特徴―元気で疲れ知らず、のぼせやすく、暑がり、
汗をかきやすい、顔が紅潮しやすい、便秘気味。
イライラの「気滞り」タイプ
精神的に不安定で、思い込みも激しいのが特徴。過食や拒食を繰り返したり、体
重の変動も大きく、ダイエットも長続きしないタイプ。ストレスを上手く解消で
きず、新陳代謝を促進させる源の「気」の流れが滞ってしまうことが原因。
太り方―腹部中心に全体的に太り、むくみが起こりやすい、体重の増減が激しい。
体質の特徴―ストレスを溜めやすく、イライラしやすい、お酒や煙草、コーヒー
などの嗜好品に依存しがち、気分にムラがある。
血行不良の「お血太り」タイプ
全体的に脂肪がついている人が多く、見た目よりも体重があるのが特徴。体の冷
えや血中コレステロールが溜まったりが原因で、血液の流れが停滞している。
太り方―上半身を中心に全体に太り、見た目よりも体重がある、内臓脂肪がつき
やすく、中性脂肪が多い。
食生活―食事の量を減らしても、あまりダイエットの効果が見られない。
体質の特徴―冷房などの冷えに弱い、腹部や下半身が冷えやすく、肌のくすみや
シミ、クマが気になる、肩こりや頭痛がある。
エネルギー不足の「気虚太り」タイプ
あまり食べないのに太る。食欲不振タイプ。で、朝食を抜いたり、食べる量が尐
ない若い女性に多く見られる。気が不足するため新陳代謝が悪く、筋力がないた
め下腹がポッコリした下半身太りが特徴。
太り方―下半身が太っている、体重の割には体脂肪が多い、お尻が下がっている、
下腹がポッコリ出ている。
食生活―食欲があまりない、尐食気味、特に朝には食べられないことが多い。
体質の特徴―食べないのに太りやすい、疲れやすく体力がない、運動が苦手、胃
腸が弱く胃下垂ぎみ、風邪を引きやすい。
今回は４つのタイプをご紹介しました。次回は食事などの解決法をご紹介します。
（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、
漢方医学アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）
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Tips!
EOG (End of Grade Test = 学年末テスト） その１

一年間の学校生活が終わりに近づく５月中旪から下旪にかけ
て、公立校では小学校３年生からEOGというテストを受けなけ
ればなりません。このテストは、アメリカの”No Child Left Behind”（落ちこぼ
れの子供をなくそう）という教育目標の一つから生まれました。Reading（読
解）と Math（算数）からなるこのテストで、一定の得点をとらないと基本的
には次の学年に進めません。でも、試験が終わってから新学期までの間に勉強
させて何とか進級させようという学校側の優しい措置でもあります。
一回目のテストで基準点に満たない生徒には、学年が終わるまでにもう一度試
験を受けるチャンスが与えられます。その試験でもまだ基準に満たない場合、
夏の間に一ヶ月間サマースクールを受けなければなりません。このサマース
クールは無料ですし、スクールバスも走らせてくれます。サマースクール終了
後にもう一度試験を受けることになりますが、これでも基準に満たない場合、
本人のやる気と努力を評価して進級できる場合もあります。大抵の場合、サ
マースクール終了までには殆どの子供が基準点を取れるようになるようです。
日本人の場合、滞米一年間はEOGを受ける必要はありません。基本的にはESL
のクラスにいる間は、学校側も強く受けるようには勧めません。ただ滞米一年
未満でも十分に算数の能力は計れると担任による判断があった場合、算数だけ
受けることも可能です。お子さんがこの学年でEOGを受ける必要があるかどう
かについては、学年の始めに行われる個人面談で先生に質問するとよいでしょ
う。また英語が母国語でない生徒に対しては色々と特別な配慮もありますの
で、是非活用することをお勧めします。例えば、試験時
間の延長をしてもらったり、先生に書いてある問題を声
に出して読んでもらったり、生徒自身が声に出して問題
を読む事ができるなどです。これらは前もって先生と相
談する必要がありますが、かなり柔軟に対忚してもらえ
るようになっています。
（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）

一般の方にご利用いただけるサービス（日常の通訳・専門的通訳、日米家庭教師、ベビー
シッターなど）も、リーズナブルな料金で提供しております。お気軽にご相談ください。

5
日

結果

日

2/6

試合チーム
Duke vs. Boston College

2/20

試合チーム
UNC vs. Boston College

2/6

NC State vs. Georgia Tech

2/20

NC State vs. Wake Forest

2/6

Wake Forest vs. Virginia

2/21

Duke vs. Virginia Tech

2/7

UNC vs. Maryland

2/24

UNC vs. Florida State

2/9

Wake Forest vs. Boston College

2/25

Duke vs. Tulsa

2/10

NC State vs. Maryland

2/27

NC State vs. Miami

2/10

UNC vs. Duke

2/27

Wake Forest vs. UNC

2/13

Duke vs. Maryland

2/28

Duke vs. Virginia Tech

2/13

UNC vs. NC State

3/2

UNC vs. Miami

2/13

Wake Forest vs. Georgia Tech

3/3

Duke vs. Maryland

フルタイム・スタッフ募集：日本食レストランで楽しく働きませんか。ウェイ
ト・スタッフ募集中。919-678-8282 または 919-274-0012 Zen まで（英語）

2/16

UNC vs. Georgia Tech

3/3

Wake Forest vs. Florida State

2/16

Wake Forest vs. Virginia Tech

3/6

Duke vs. UNC

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2/17

Duke vs. Miami

3/7

NC State vs. Boston

2/17

NC State vs. Maryland

3/7

Wake Forest vs. Clemson

20

Classified

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・時間は相談忚、許状取得システム有、チャペルヒル 967-2725 小野
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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人方、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！剣道を通して思い
がけない発見や交流、楽しみを！連絡先 http://www.trianglekendoiaido.org/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ピアノ教室生徒募集：子供から大人までピアノを教えます。場所：チャペルヒ
ル、連絡先：YamazakiPianoStudio@gmail.com 919-360-8949 山崎暁子
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

登録者募集：あなたの力を活かしましょう！人材派遣のUSRemacでは、明るく
前向きな働く仲間を募集中です。nc@usremac.com または919-215-4655 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

アパート：NCでアパートをお探しですか? 便利で好条件の物件があります。
お問い合わせは 919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売りレストラン：いつか独立してお店を持ちたいとお考えの方は必見！交通の
便良し。問い合わせは 919-215-4665 または yamagishiyoko@gmail.com まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ハンディーマン：水道が壊れた、カーペットを綺麗にしたい、ペンキを塗るの
で職人さんを探してる? 919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで

ACC（Atlantic Coast Conference)トーナメントは3/11~3/14の4日間Greensboroで開催。
NCAA（National Collegiate Athletic Association）チャンピオンシップは3/16から開始
され、これはマーチマッドネス（March Madness）と呼ばれ全米が注目するイベントです。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売り家：タウンハウス、2ベッドルーム、Duke/UNC、ショッピングセンター近
し、簡素な住宅街、不動産優遇を利用しましょう。連絡先：919-215-5665 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売クリーニング店：アメリカンドリームをつかみませんか。住宅街の真ん中に
位置したショッピングセンター内にあり条件良。設備付きで必見の価値あり。
値段交渉可。問い合わせは 919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで

チャペルヒル・ダーラム日本人会
トライアングルにお住まいの日本人のための会です
日本人同士の交流、情報交換、ピクニック、会員掲示板などの活動
入会ご希望の方は下記までご連絡ください 入会は無料です

cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp

結果

Angel Roses Florist
フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

カレッジ・バスケットボールを応援しよう！

4

DUKE：BLUE DEVILS、チームカラーはロイヤルブルー
UNC：TAR HEELS、チームカラーは水色
NC STATE：WOLFPACK、チームカラーは赤
WAKE FOREST：DEMON DEACONS、チームカラーは黒とゴールド
スポーツファンでなくても見逃せないノースカロライナの BIG FOUR とは、
Duke・ UNC・NC State・Wake Forest の こ と。11 月 か ら 4月 ま で 続 く熱 い
NCAAカレッジ・バスケットボールの試合の中でもこのNCのBIG FOURはレベ
ルの高い名門です。ACC（Atlantic Coast Conference）リーグに所属するこの4
チームの歴史は、1950年代、最強のコーチと選手をリクルートした UNCと NC
Stateが大活躍した時に遡ります。その二つの大学にに続いたのが DukeとWake
Forestです。以降、この4チームの活躍は目を見張り、NCはカレッジバスケット
ボールが熱い州として注目されるようになりました。最近の結果を見てみる
と、2001年にDuke、2005年と2009年にUNCが全米優勝を果たしています。
また、Dukeのコーチ（Mike Krzyzewski）とUNCのコーチ（Roy Williams）は、
名コーチとしてBasketball Hall of Fameに名前が刻まれています。Dukeのコー
チは前回の北京オリンピック全米代表ドリームチームのコーチも務め「コーチ
K」という呼び名でアメリカ中で親しまれ、アメリカを金メダルに導きました。
UNC出身選手で世界的に有名なのが、もちろん！マイケル・ジョーダンです。
彼はアメリカで最も成功したバスケットボール選手と言われています。

UNCの選手に会える店：Sutton’s Drug Store
1923年からチャペルヒルのダウンタウンにあるこのお店。名前からするとド
ラッグストアーのようですが、実は奥にダイナーがあり、ハンバーガーやホッ
トドッグ、サンドイッチなどの軽食がおいしいお店です。店内には、歴代の選
手たちが食事をしている写真が貼ってあり、現役選手もよく訪れます。朝7時
から開いているとあって、コーヒーを買いに来る常連客や定番の朝食を食べに
くる人たちで朝から賑わいます。名前の通り、もちろんドラッグストアーなの
で薬も買えます。気軽に立ち寄って、買い物とコーヒーブレイクのついでにバ
スケットの選手たちを身近に見られるなんて、これを見逃す手はありません。
場所：159 East Franklin Street, Chapel Hill NC 27514
電話：919-942-5161
営業時間：月~金 7:00am-6:00pm、土日 9:00am-5:00pm
15－501

レストランKURAMAならび、ターゲットのあるサウススクエア向かい

日本の食品を豊富に取り揃えております
米・調味料・野菜・菓子・豆腐・うなぎ・薄切り肉・魚・納豆・海苔・
そば・うどん・ラーメン・明太子・手づくりキムチ・各種冷凍食品他

3738 Chapel Hill Blvd. Durham
Phone: 919-489-5116

2月3月トライアングルのイベント・スケジュール
2/1 月
2/12 金
2/13 土
2/13 土
2/13 土
2/14 日
2/14 日
2/16 火
2/16 火
2/17 水
2/17 水
2/18 木
2/19 木
2/19 金
2/20 土
2/20 土
2/21 日
2/21 日
2/21 日
2/24 水
2/24 水
2/25 木
2/26 金
2/27 土
2/27 土
3/1 月
3/2 火
3/2 火
3/3 水
3/5 金
3/5 金
3/5 金
3/6 土
3/8 月
3/13 土
3/13 土
3/18 木
3/21 日
3/23 火
3/24 水
3/25 木
3/27 土
3/28 日
3/28 日

Xanadu (～2/14)
NC Symphony: Mozart
Triangle Youth Brass Band
Celtic Women
㋖Timeless Tales & Music
Valentine's Doo Wop music
NC Symphony: Romance
㋖Marbles summer camp 受付開始
Harry Connick Jr.
Freedom Train
UNC Symphony
Carolina Ballet: Cinderella (～3/7)
Black Eyed Peas
NC Symphony: Bach & Brahms
Get The Led Out (Musical)
6th Annual Folk Art Show (～21）
Paula Deen & Family
Ballet Folklorica Mexico
㋖Van Gogh：Brush with Genius
Hairspray (musical)
Ringling Bros. Circus (～2/28）
Monterey Jazz Festival
Full Monty (～3/7)
㋖Day Camp Fair (夏のキャンプ情報）
㋖LEGO Palooza Festival（～28）
Pink Floyd Experience
London Philharmonic （～3）
Spring Awakening (～3/7)
㋖Van Gohg：Brush with Genius
㋖Alice in Wonderland Movie (3/5～）
Golden Dragon Acrobats
NC Symphony (～3/6）
㋖Super Symphony
Eｒic Clapton (Concert)
NC Symphony: Let's Dance
St. Patrick's Day Parade & Festival
NC Symphony
Harlem String Quartet
Charlotte's Web
Moody Blues Live
Peking Acrobats
Carolina Youth Ballet
One Night of Queen (Musical)
㋖Cinderella-A preview

Memorial Auditorium
Meymandi Concert Hall
Meymandi Concert Hall
DPAC
Marbles Kids Museum
Memorial Auditorium
Meymandi Concert Hall
Marbles Kids Museum
DPAC
Memorial Auditorium
UNC Hill Hall Auditorium
Fletcher Opera Theater
RBC Center
Meymandi Concert Hall
Memorial Auditorium
Fearrington Village
DPAC
Memorial Auditorium
Marbles Kids Museum
DPAC
RBC Center
Carolina Theater
Memorial Auditorium
University Mall
Moreheard Planetarium, CH
Meymandi Concert Hall
Memorial Hall, CH
DPAC
Marbles Kids Museum
IMAX Theater
Carolina Theater
Meymandi Concert Hall
Marbles Kids Museum
RBC Center
Meymandi Concert Hall
Moore Square, Raleigh
Memorial Hall, CH
Fletcher Theater
Memorial Auditorium
DPAC
Memorial Auditorium
Fletcher Opera Theater
Memorial Auditorium
Marbles Kids Museum

㋖は、子供関連イベント、DPACはDurham Performing Arts Center
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耳より情報! from our sponsors
★Angel Roses Florist：バレンタインデーにお花を贈ろう！デリバリーもいたします。
★Pan Asia Market : 日本食は中央の棚に取り揃えました。日本米や冷凍まぐろも入荷。
★Kurama: 体が温まるチャーシュー入りラーメンを。水曜の寿司バーはクローズ中。
★USRemac：3月末ビジネスセミナーを開催予定。問い合わせは nc@usremac.comまで。
★スコラゲン：素肌美を大事にする自然派化粧品のスコラゲンでは、定価1,050円のお
試しセット（基本5点セット）を三角横丁の読者に特別無料配布中。希望者はemailで
sankakuyokochou@gmail.comまで「スコラゲンお試しセット希望」と明記の上、住所氏
名をご連絡下さい。スクワランは人間の皮膚に存在する物質で乾燥気味の子供や男性
の肌にもよいもの。お試しセットには純度の高いスクワランや美容液も入っています。

第五回トライアングル婦人会のご報告
第五回婦人会が1月22日に行われました。今回は、松本恵さんから
「乳癌」についてお聞きしました。松本さんは日本で外科医とし
て乳癌を専門に診ていられた方です。乳癌はアメリカでは8人に1
人、日本では20人に1人の割合で発生していて、日本でも増加傾向
にあり、自分は大丈夫だと思わずに危機感を持った方がよさそうです。ただ、
乳癌は自分で発見できる癌なので早期発見すれば生存率が高くなります。毎月
自分でチェックしたり、マンモグラフィーを定期的に受ける事の大切さがわか
りましたし、今回、自分でチェックする方法を実
際にわかり易く学ぶことができました。また日本
で助産師をなさっていた桑原さんからは、授乳中
に起きやすい乳腺炎についてお話いただきまし
た。現場で仕事をなさっていた方々からの貴重な
お話を聞き、有意義な時間を過ごすことができま
した。参加出来なかった方でも質問等ありました
ら、下記までお問い合わせ下さい。
乳がんに関する質問・相談：松本恵 919-597-0176 mmegumi@gmail.com
乳腺炎に関する質問・相談：桑原多紀子 919-240-4231 jmwtaki@yahoo.co.jp
第六回トライアングル婦人会は、3月19日（金）11時半より行う予定です。
テーマは「知ってお得な護身術・子供の武術」です。
出席なさる方は、3月17日までに荒竹または山岸までお知らせ下さい。
（荒竹 yaratake@email.unc.edu、山岸 yamagishiyoko@gmail.com）
トライアングル婦人会は皆さんの会です。「こんなことを聞きたい、話した
い」などのご希望、また質問等がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
*「三角横丁」への広告の掲載、又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、事実を優先し、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、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」2010年2月 第12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：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 E-mail: sankakuyokochou@gmail.com

Nippon Club of the Triangle
トライアングル日本クラブだより
合同新年会のご報告

Duke大学の安田涼平准教授によるピアノ演奏「春の海」がディークガーデン
のホールに優雅に響き渡り、紅白の水引で飾られた鏡餅飾りの前で参加者が固
唾を飲み込んでいる中、今年のトライアングル地区日系団体合同新年会は始ま
り ま し た。こ の 会 は 当 日 本 ク ラ ブ が 中 心 と な り、ト ラ イ ア ン グ ル 商 工 会
(TJBA)、Chapel Hill-Durham日本人会、ローリー日本語補習校など8団体が参
加し、日本のお正月の雰囲気を味わいながら賀詞交換を楽しむことを目的に行
われました。1月24日に開催され、今年で4年目です。アトランタ総領事館の好
井副総領事、昨年12月にラーレイ名誉日本総領事に就かれたJohn Atkins氏らを
主賓として迎え、日本人アメリカ人、合わせて150人近くが参集しました。
今年の出し物の中の圧巻は、11名の
男性有志からなる「木遣り唄」でし
た。急 遽 結 成 さ れ た「チ ー ム 木 遣
り」は昨年の暮れから練習を繰り返
し、こ の 日 の 本 番 に 備 え ま し た。
「エ イ ヤ ー、エ イヤ ー！」と 揃 い の
藍染の祭半纏を着て、腹の底から唄
い上げ、大きな拍手を頂きました。
「時間も場所もタイムスリップしたようで、日本の粋を感じました」という賛
辞もいただきました。その他、開宴大太鼓、鏡割り、琴と篠笛の合奏、もちつ
きの実演、抹茶の点て出しなど日本の伝統的な良さをアピールできるプログラ
ムが続き、最後は元忚援団長リードの「三本絞め」で閉会となりました。
もう一つの目玉はお料理とお酒です。今年の主采は
「ちらし寿司」と「肉じゃが」が選ばれました。「肉
じゃが」の料理説明書きには英語で「日本で好かれる
家庭料理の代表で、これがおいしく作れると結婚の申
込みも多くなると言われています」とありました。日
本から取り寄せた酒樽に1週間以上日本酒を仕込み、
木の香りをたっぷり含ませたた樽酒が用意されまし
た。乾杯の後は、セルフサービスで飲み放題。酒好き
の参加者も十分に堪能できたようです。主采の他には、紅白蒲鉾、ほうれん草
の白和え、酢の物、みかんなどが正月らしさを演出しま
した。日本人の参加者にとってはしばらくぶり、多くの
アメリカ人の参加者にとっては始めての日本の味を腹
いっぱいに楽しめました。会場のあちこちで楽しい語ら
いが続き、「またぜひ来年も参加したい」という声が
いっぱいでした。
日本人が季節を重んじる心の表れのひとつとして、一年の始まりには特別な思
いがあります。そのような考え方を日米の参加者が一時でも共有することがで
きたならこの新年会は成功だと思います。本年もよろしくお願いいたします。
（岩島ロッキー：トライアングル日本クラブ www.internationalfestival.org）

!!Hot News!!
「CENSUS 2010」すべての人を対象に国勢調査が行われます
国勢調査（census）は、10年に一度行われるアメリカ政府による人口調査です。
アメリカに住むすべての人が対象で、アメリカ国籍やグリーンカードがなくて
も、アメリカに一時的に住んでいれば、日本人も国勢調査の対象になります。
1．3月中旪に、センサス・ビューローから調査書が送られてきます。
2．調査書には10の簡単な質問があり、約10分程あれば答えを記入できます。
当てはまる個所をチェックするものがほとんどですが、自分で直接書き入れ
ることができる部分もあります。自分の思いを政府に届けるチャンスです。
3．電話番号の記入がありますが、これは回答等に関して後で問い合わせがある
場合にだけ使うものです。プライバシーは厳重に守られます。
4．答えを記入した調査書は4月1日までに、専用の封筒で送り返してください。
5．4月1日までに返送しないと、あとから係員が必ず取りに来ますのご注意を。
6．係員が不審な場合はNCセンター（904-936-5300）に問い合わせてください。
国勢調査は無料で、係員が家の中まで入り込んでくることはありません。
7．調査書の英語がわからない場合は、アシスタントを頼むことができます。
国勢調査のホームページ http://2010.census.gov/2010census/
調査書の見本 http://2010.census.gov/2010census/how/interactive-form.php
国勢調査に関して、わからないことや質問等があれば、Ms. Margaux Escutin
（NAAAP-NC’s Census Outreach Program) に直接メールで問い合わせることが可
能です。Ms. Margaux Escutine のアドレスは margaux.escutin@naaap-nc.org

トライアッド さくら新年会
1月10日トライアッド地区で「さくら新年会」が行われまし
た。トライアッドとはノースカロライナ北部のGreensboro、
Winston-Salam、High Pointの三つの都市を中心とした地域
のことです。古くから、南部アメリカの中のでも産業・文
化・交通の要所として栄え、多くの日本企業が誘致され、日本語補習校も大勢
の生徒が通い、トライアングルのように賑わっていました。だんだんといくつ
かの日本企業の撤収により日本人の数が減り、補習校も閉鎖に至りました。し
かし、数は減ったとはいえ、もちろん日本人は健在で種々の分野で活躍してい
ます。「さくら新年会」は毎年1月に行われ、日
本人とその家族たちが顔を合わせ、新年の挨拶
をし、近況を報告し合う特別な集いです。
開会の午後1時には、スターマウント・フォレス
ト・カントリークラブ内のホールに、懐かしい
顔や新しい顔が60人近く集合。白いテーブルク
ロスをかけたテーブルに着席。フォーマルな
ディナーは、ハウスサラダ、ステーキ、ジャンボ・シュリンプ、パルメザン・
ポテト、温野菜、キーライムパイ、ロールパンなど豪華に続き、赤白ワイン、
ビールなどと供されました。ディナーの後は、各自の自己紹介や近況報告、又
ハーモニカや歌等の音楽演奏、社交ダンスの披露、みんなでダンス、くじ引き
抽選会があり、出席者は時間が経つのも忘れ楽しいひとときを過ごしました。

三角横丁の読者限定、お試しセット
無料キャンペーン中！
詳しくは本誌p.22をご覧ください。

海外にいても、日本人には日本人の肌のために創られた化粧品が理想。
日本人の肌をよく理解し、日本人女性のために作られたナチュラル素肌
ケア。 目指すは、実年齢を聞いて驚かれるような素肌美。エイジングに
負けない、いつまでも触れていたくなるような美肌を実感して下さい。
今年販売30周年を迎えたスコラゲンが自信を持ってお届けするあなた
のためのナチュラル々スキンケアです。
商品ラインアップ（写真右より）
基礎化粧シリーズ
ビーエス（洗顔料）５８ｍｌ￥840々々々天然素材で洗う植物性マイルドソープ
スコラゲン（美容液）５０ｍｌ￥6〃090々々々美肌を維持するピュアスクワラン美肌オイル
エーエムアフィックス（化粧水）１８０ｍｌ￥2,625々々々美肌を整える自然化粧水
高機能化粧シリーズ
スコラゲン エクラ（美容液）２０ｍｌ￥7,980甦る々々々若肌ーハリ、うるおい美容液
スコラゲン ネイジュ（美容液）３０ｍｌ￥7,980々々々目覚める白肌ー美肌美容液
スコラゲン エフェ（UVカット乳液）３０ｍｌ￥4,725々々々守りながら育むーUVケア美容液
モイストクリアリップ（唇専用美容液）2.5g￥2,625々々々ふっくら唇ー唇専用美容液
海外へのお届けは郵便局EMSを利用。ご注文商品代金に送料半額ご負担
での請求。指定口座にお振り込みいただいてからの発送となります。
お問い合わせ、美容相談、ご注文は、下記の公式ＨＰから

http〆//www〄ｓｃｏｒａｇｅｎ〄ｃｏｍ
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2010年2月（第12号）早く暖かくなってほしいなぁの巻
三角横丁編集部発行

E-mail: sankakuyokochou@gmail.com
窓から入る日差しのポカポカを夢枕にうたた寝なんぞしていたら、なんと吹
雪になるなんて、まるで肩すかしを食らったみたいでしたね。外が銀世界の
時、元気にはしゃぎまわるのは子供と犬ばかり？「いーぬは喜び庭駈けまわ
り、ねーこは炬燵で丸くなる」という歌がありますが、ある意味それは真実
のようで、家の猫は暖かい場所を探し、素知らぬ顔で昼寝を続け、犬は外に
出て大騒ぎをしている子供たちを追いかけまわして楽しそうです。
冬の昼寝は、できたら炬燵が最高です。でも、アメリカではなかなか炬燵で
の昼寝は難しい。とはいえ、最近は日本でさえ炬燵を知らない世代が出てき
たのは、家の構造上の違いのせいでしょうか。
炬燵は麻薬です。足を入れたら最後、もう出られない。そして、出たらまた
入りたくなる。入ったら、気持ちがよくてそこには夢見心地の世界が待って
います。あとは、みかんと新聞と本があれば何もいらない。ゴロンと横にな
り、本の続きを読んでいたら予定通り
の睡魔に襲われ、気が付いたら放り出
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