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Sushi Bar is closed on Wed. 寿司バーは水曜休み 

  

 

NCトライアングル地域情報誌 

2010年4月（第13号） 春だよ、みんな出ておいでの巻  

三角横丁編集部発行 
E-mail: sankakuyokochou@gmail.com 

草花が芽吹き、新緑が輝き出す春は、生命の息吹と逞しさを感じる季節でもあ

ります。4月4日はイースター・サンデーでしたが、イースターで使われるキャ

ラクターが「うさぎ」と「卵」であるのも、「春」と「命」を象徴するものだ

からでしょう。春にたくさんの子供を産むうさぎは、命をもたらす幸運の動物

と考えられています。うさぎは、日本では鳥獣戯画に始まり、因幡の白うさ

ぎ、そして欧米ではピーターラビットなど、お話の中に登場することがよくあ

ります。古くから人間にとって身近な存在だったのでしょうね。身近といえ

ば、うちの庭には、チューリップや菖蒲の花を全部食べてしまう困り者がよく

現れます。冬の間、白と黒の世界でおいしいものに巡り合えず土を掘り返して

いたけれど、暖かい陽気に顔を出した花たちは赤や黄色の鮮やかな色をして、

うさぎにとっては「おいでおいで」と誘っているように見えるのでしょうか。 

もちろん、人間たちも、美しい色をして咲き乱れる花たちに誘われて、ついお

花見に出かけたくなります。ノースカロライ

ナの春は、なんと色賑やかなのでしょう。 

桜もいろいろな種類を見かけますし、濃いピ

ンクの小さな花がびっしりと枝についたレッ

ドバッド、野生化した薄紫の藤の花、赤や白

の椿、アメリカ国花のハナミズキ、花壇もま

た、まるで絵具の箱を開けたようです。あな

たは、今日はどんな花を見かけましたか。 
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!!Hot News!! 

キャメロン・スタジアムで話すコーチK 

Welcome Home Celebrationの様子 

DUKEバスケット 全米チャンピオン！優勝おめでとう！ 
 

March Madnessと呼ばれるNCAA全米学生バスケットボールのチャンピオンを

決める決勝戦が、4月5日夜インディアナポリスで開かれました。65の強豪チー

ムの中から勝ち抜いてここまでたどり着き、Butler大学Bulldogsとの決勝戦で苦

戦を強いられながらも61対59で勝ちを決め、9年ぶり4度目の王者に返り咲いた

のは、我らがトライアングルのDuke大学、Men’s Basketball Teamでした。 
 

バスケットボールのHall of Fameに名を刻む名コーチMike Krzyzewski（愛称は

コーチK）が率いるDuke大学のBlue Devilsは、2.15mの長身のBrian Zoubekを

筆頭に優秀な先鋭が揃うの名門チーム。4月3日に行われたファイナル4の試合で

は、West Virginia大学に78対57の大差で勝ったDuke大学でしたが、さすがに決

勝まで来たButler大学のBulldogsはツワモノでした。いくら点を引き離そうとし

ても常に僅差で追ってきて、最後の最後まで結果が予測できない接戦でした。

優勝が決まった瞬間、Dukeの観客席は安堵と歓喜の声が響き渡りました。その

様子はインディアナポリスのスタジアムだけでなく、DurhamにあるDuke大学

のキャンパスでも同じでした。 
 

地元Duke大学のキャメロン・インドア・スタジアム

は、実際の試合を見に行けなかった学生たちで埋め尽

くされ、身動きが取れないほど。バスケットボール

コートの得点版に映し出される映像を見ながら、点が

入るたびに一喜一憂する大きな声が漏れ、応援の渦で

熱気に満ち溢れていました。優勝が決まると、みんな

叫び声を上げ、熱気は更に増し皆が喜び合いました。 

その後、Dukeキャンパスの学生たちは寮の庭に続々

と集まり、優勝時に恒例である「Bonfire」が始まりま

した。警察や消防署の監視下でも許される大きな焚火

です。この日のために寮生たちが寮ごとに作った巨大

なベンチ（トラックほどの大きさ）が一か所に集められ焚火にされます。夜の

闇に真っ赤な炎を上げて激しく燃えさかる様を学生たちはいつまでも感慨深く

眺め興奮覚めやらぬ様子でした。 

翌日4月6日は、インディアナの凱旋から

戻ったばかりのBlue Devilsを迎える

「Welcome Home Celebration」がキャメ

ロン・インドア・スタジアムで午後2時

から行われました。会場には、入りきれ

ないほどの学生やマスコミが、コーチK

と選手たちの快挙を湛え歓迎しました。 
 

昨年の全米学生チャンピオンであった

UNCのTar Heelsは、惜しくもNCAAの2

回戦で優勝候補ともいわれていた強敵の 

                  Kentucky大学を相手に退きました。 

ボンファイアーの様子 
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 ＊「三角横丁」へのお問い合わせ、また広告の掲載などについては、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、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。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 トライアングル地域情報誌「三角横丁」2010年4月第13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   Email: sankakuyokochou@gmail.com 

耳寄り情報 From our Sponsors！ 
 

＊Pan Asia Market: 70沿いのBrier Creekの中にある日本食とアジア食品の 

   パンアジア・マーケットでは、この三角横丁を持って行き、15ドル以上 

   の買い物をすると5％の割引をしてくれます。新しいお店なので、まだ 

   どこに何が置いてあるかわからない、欲しいものが探せない、という場 

   合は、ないと諦めないでお店のオーナー、リリーさんに聞いてみくださ 

   い。リリーさんは香港出身の髪の長い気さくな女性で、日本人のお客さ 

   んが来るのを楽しみにしています。（広告：5ページ参照） 

＊Sucoragen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 

   は三角横丁の読者の皆様にそのよさを知っていただくため、トライアル3 

   点セット（定価1050円）を無料でお配りしています。数に限りがありま 

   すのでご希望の方は、お早めに sankakuyokochou@gmail.com まで、お 

   申し込みください。（広告：27ページ参照） 

第6 回トライアングル婦人会のご報告 
 

第6回婦人会が3月19日午前11時半から行われました。今回は、

Durhamで極真空手を教えているライゴ先生をゲストにお迎えし

ていろいろと武道に対しての心構えをお話していただきまし

た。ライゴ先生は日本で修行を重ね、現在はノースカロライナ

の支部長として活躍され、70名程の弟子がいます。日本での修

行が厳しかった話には日本人としても驚くようなことばかりでした。武道を通

して強い心を育むことは大切だということがよくわかりました。 
 

第7回婦人会は5月14日11時半より行います。内容は「リフレクソロジーで心も

体もスッキリ」の予定です。 

初めての方もどうぞお気軽においで

ください。 

ポトラックのランチをしますので、 

何か一品お持ちください。 

出席なさる方は5月12日までに荒武、 

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 
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「Census 2010」 国勢調査の回答用紙は送り返しましたか？ 
 

 
 

 

 

前号でお伝えした「Census2010」ですが、皆さんの元に3月に届きましたか。 

そして、きちんとそれに回答して送り返してもらえたでしょうか。 

もしも、まだ回答して送り返していない方がいましたら、どうぞ急いで書いて

送ってください。最終締め切りは4月19日です。それまでに届かないと、4月20

日より係員が家に訪ねてきます。係員の費用は、私たちの税金から出るもので

す。できたらそんな無駄使いはしたくありません。私たちの税金が平等に必要

なことに使われるよう、アメリカに住む日本人のためにも使われるよう、その

数をきちんと把握してもらわなければなりません。国勢調査（人口調査）はそ

のためにも大事なのです。どうか、ちゃんと送ったか今一度確かめてくださ

い。センサス・ビューローの問い合わせ先の電話は 1-866-872-6868（英語)。 

またアジアコミュニティのためにセンサスのヘルプをしているNAAP  NC副代

表のMarguax Escutinさんは、わからないことに何でも答えてくれます。彼女の

連絡先は marguaxescutin@naap.nc.org またセンサスのビデオ・リンクがで

きましたのでこちらもご覧ください。 https://www.engageher.org/census/?

 All Duke・日本人パーティー 
 

イースター・サンデーの4月4日、Dukeの学生・研究者、その家族がLaw school

の中庭に集まり「ALL Duke 日本人パーティー」が開かれ持ちました。今回で3

回目のこの会は、年に2度を目安に去年から始まりました。学業や研究の毎日で

は、なかなか他の専門の人たちに会う機会がないため、仲間づくりをするのが

目的です。幹事は前回はビジネス・スクール、今回はロー・スクールが担当し

ました。BBQグリルでお肉がジュージュー焼けるいい匂いと持ち寄りの手作り

料理が食欲をそそり、食事と共に、新緑の中で皆の会話も弾んでいました。 

7割くらいの参加者が家族連れで、奥さん方や子供たちも新しい友達を作る機会

になり、今回初めて参加された方たちは「来てよかったです」と口々におっ

しゃっていました。独身の参加者たちは「普段はBBQなどできないので、焼き

立てのお肉がおいしいです。今日はたくさん料理があって嬉しいです！」と

ビールを片手に、今日知り合った人たちと情報交換をしていました。 

 

 

CensusのWeb site： 

http://2010census.gov/2010ce

mailto:荒竹由紀yaratake@email.unc.edu
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サマーキャンプって？ 
 

もう夏のこと?と思わないでくださいね。夏休みまであと2か月ほどです。お子さん 

をお持ちの方がそろそろ考るのが、子供の夏の過ごし方。日本に里帰りしないなら、

長い夏休みをどうするか、今から計画を立ててもいいですね。サマーキャンプの申 

し込みは春から始まり、人気のあるものは早くいっぱいになってしまうこともある 

からです。キャンプと言っても、一日数時間の手軽に参加できるデイ・キャンプも 

たくさんあります。この辺りではどんなものがあるか、いくつかご紹介しましょう。 
 

Museum of Life & Science Summer Camp 
 内容：昆虫、蝶、恐竜、生物、レゴのロボット、機械、化学などコース多彩 

 期間：夏休みの間、様々な期間のものがあるので問い合わせを 

 対象：4歳～8年生 連絡先：220-5429 ex.313  www.ncmls.org 
 

Piedmont Wildlife Center 
 内容：野生の生き物や環境について学ぶ、クラフト、ゲームなどもあり 

 期間：7月14日～8月20日、1週間単位、9時～3時 

 対象：4～12歳 連絡先：489-0900  www.piedmontwildlifecenter.org 
 

Nature Adventure Camp at Sarah P. Duke Gardens 
 内容：ガーデン探検、アート&クラフト、写真、絵画、バードウォッチング 

 期間：6月14日～18日、6月21日～25日、それぞれ9時~1時 

  対象：8~11歳 連絡先：668-1708 www.sarahpdukegardens.org 
  

Chapel Hill-Carrboro City School Summer Camp & Enrichment 
 内容：水泳、アート＆クラフト、ドラマ、バスケットボール、遠足、ゲーム 

 期間：6月21日～7月30日、1週間単位、一日・半日クラス有 

 対象：新1年生～12年生 連絡先：967-8211 ex.28266 www.chccs.k12.nc.us 
 

Little House Summer Camp at Montessori Children’s House of Durham 
 内容：屋外と室内あそび、水遊び、音楽、アート&クラフト、絵本の時間 

 期間：6月14日～8月20日、1週間単位、8時半～3時 

 対象：3～6歳 連絡先：489-2030 www.http://mchdurham.org/summercamp.html 
 

Durham Bulls Pepsi Baseball Camp 

  内容：ダラム・ブルズの選手による野球の指導、ランチとTシャツ付 

 期間：6月10日～12日、7月21日～23日、8月5日～7日 

 対象：7～14歳 

 連絡先：687-6546  www.durhambulls.com/events/baseball_camp.html 
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4月5月 トライアングルの イベント・スケジュール 

4/3  土 ㋫25th Annual Flower Festival (～5/26) Biltmore, Asheville 

4/10 土 ㋖㋯Cinderella (～4/18) Memoral Auditorium 

4/10 土 ㋫Earth Action Day Southern Village 

4/10 土 Alvin American Dance Theater (～4/11) Memorial Hall, UNC 

4/13 火 ㋙Carmina Burana and UNC Symphony Memorial Hall, UNC 

4/14 水 ㋯Macbeth (～4/25) Titmus Theater, NCSU 

4/16 金 ㋙Duke Jazz Ensemble Baldwin Auditorium, Duke 

4/16 金 Ballet Hispanico Carolina Theatre 

4/17 土 Durham Art Walk Downtown Durham 

4/17 土 ㋖㋫CoolKids Expo Raleigh Convention Center 

4/17 土 ㋙Triad Harmony Express Brock Performing Arts Center 

4/17 土 ㋫NC Turkish Festival 2010 NC State Fairground 

4/17 土 ㋫Earth Day/Planet Earth Celebration Museum of Natural Science 

4/17 土 Skywatching：Mercury, Venus, Mars, Saturn Morehead Planetarium, CH 

4/17 土 ㋙Compaa Nacional de Danza Bach Memorial Hall, UNC 

4/18 日 ㋙NC Master Chorale & Raleigh Symphony Meymandi Concert Hall 

4/21 水 ㋯Wicked  (～5/16) DPAC 

4/22 木 ㋙UNC Jazz Band Hill Hall Auditorium, UNC 

4/22 木 Romeo & Juliet (Ballet) (～5/9) Fletcher Theater 

4/23 金 ㋫Southern Women's Show NC State Fairground 

4/23 金 Retrofantasma Film Series Carolina Theatre 

4/24 土 子供の日 餅つき大会（１２～３ｐｍ） NC Japan Center 

4/24 土 ㋫Spring Plants & Craft Festival Duke Gardens 

4/24 土 ㋫World Beer Festival Moor Square Park, Raleigh 

4/24 土 ㋙A Cappella "Pretty in Pink Foundation" Meymandi Concert Hall 

4/25 日 ㋙Touch a Truck University Mall, CH 

4/25 日 ㋙NC-RTP-Rock同好会ライブ (2～5ｐｍ） Jump’n Java Cafe 

4/30 金 ㋙A Night at Opera/NC Symphony(～5/1) Meymandi Concert Hall 

5/1  土 ㋫2010 Arts on the Green (10am-5pm) Southern Village 

5/2  日 ㋙NC Wind Orchestra Meymandi Concert Hall 

5/7  金 ㋙Our Favorite Things/NC Symphony Meymandi Concert Hall 

5/8  土 ㋖㋐Brick Magic 2010 LEGO Hilton, North Raleigh 

5/13 木 ㋙NC Symphony/American Classics Memorial Hall, UNC 

5/15 土 ㋫Artsplosure2010 Moor Square Park, Raleigh 

5/15 土 ㋙The Civil War/Triangle Brass Band Meymandi Concert Hall 

5/15 土 ㋛Nickelodeon ”Storytime Live!” (～5/16) Memorial Auditorium 

5/16 日 ㋙NC Master Chorale Meymandi Concert Hall 

5/16 日 ㋙Chamber Orchestra of Triangle Carolina Theater 

5/18 火 ㋙Chicago (Live Concert) DPAC 

5/21 金 ㋙Triangle Youth Brass Band Meymandi Concert Hall 

5/22 土 ㋙Butterfly for the Animals Museum of Life & Science 

5/22 金 ㋙NC Symphony Contributor's Concert Meymandi Concert Hall 

5/22 土 ㋖Carolina Youth Ballet Fletcher Theater 

5/23 日 日本人会 春のピクニック（11am～） Wilson Park (Carrboro) 

5/23 日 ㋖Sleeping Beauty/Carolina Ballet Memorial Auditorium 

5/25 火 ㋯Color Purple(ミュージカル) DPAC 

略号説明: ㋖子供用イベント、 ㋙コンサート、 ㋯ミュージカル、 ㋫フェスティバル 

DPAC=Durham Performing Arts Center 、下線=日本人コミュニティーイベント 
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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、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・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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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） 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com   Reality Triangle 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

売レストラン：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

も良し。問い合わせ先：919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

売り家：タウンハウス、2ベッドルーム、カスタムメイド家具、サテライト×2

付、Duke/UNC・ショッピングセンター・映画館近し、連絡先 919-215-5665 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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。設備付で必見の価値あり。 

値段交渉可。お問い合わせ：919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで 

見て見て！ 三角掲示板 classified
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フローリスト（宇山） 
 

919-949-1875 日本語 
919-595-6185 English 

www.angelrosesflorist.com 

   

   

  オリエンタル スーパーマーケット 

  

 

トライアングル日本クラブ主催  
 

子供の日 餅つき大会 
 

日時： 4月24日（土） 12時～3時 

雨天決行 

場所： ジャパンセンター 

705 Barbour Dr. Raleigh, NC 

会費： 無料 
 

詳細： trianglejapanclub.org/ 

 

伝統的な餅つきをします。 

折り紙でのカブトづくりもあります。 

家族みんなでいらしてください。 

日本食とアジアの食材 

この広告をご持参の方は 

15ドル以上のお買い上げで、5％引き！ 

結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
日本の食品を豊富に取り揃えて 

皆様のお越しをお待ちしております 

3738 Chapel Hill Blvd.  
Durham, NC  

Phone: 919-489-5116 

15－501 レストランKURAMA 並び 

ターゲットのあるサウススクエア向かい 

Chapel Hill Tennis Club 
 内容：テニス、水泳やその他のスポーツ、アート&クラフト（小さな子） 

 期間：6月14日～8月6日、1週間単位、9時～2時 

 対象：5歳以上   連絡先：929-5248  www.chapelhilltennisclub.com 
 

Bright Horse Farm & Arts Studio 
 内容：乗馬の基礎、チームワーク、アート&クラフト、粘土 

 期間：6月7日～8月27日、1週間単位、一日・半日クラス有 

 対象：5歳～12歳 

 連絡先：929-1568 www.thebrighthorse.com 

ここにあなたの広告を 

載せませんか？ 

三角横丁では、広告を募集 

しています。お問い合わせは 

sankakuyokochou@gmail.com 
  

広告デザインなどのご相談も 

随時承っています。 
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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
 

==アジア・ビジネス・コンファレンスに参加して==  
 

去る2月24日Duke大学Fuqua Business School 主催のAsian Business Conference 

に日本クラブの代表として参加しました。このConferenceの主テーマは、アジ

ア地域へのビジネス展開にどのような戦略で臨むべきかという事でした。Fuqua

やそれ以外の Graduateスクールの学生や海外戦略に関心のあるビジネスマンな

ど200名ほどが参加していました。今回はその時の雑感を書こうと思います。 
 

30人近いパネラーが各々経験談や研究発表を行っていましたが、そのほとんどが

中国やインドなど発展途上国を対象にしたもので、我が日本に触れたものは全く

ありませんでした。これが数年前のことならば、当然日本市場を対象にしたセッ

ションが必ずあった筈です。確かにここ数年の発展途上国の市場としての成長性

は目を見張るものがあり、相対的に日本市場への興味が大きく沈下していること

をあらためて実感した次第です。ただし、参加者の中には、「発展途上国の成長

率を考慮したとしても、成熟した日本市場のポテンシャルの方がはるかに大きい

はず。ところが競合など日本市場への参入障害のハードルがあまりに高すぎて、

それだけ開発途上国への展開が魅力的に思えるのではないか」という意見を言う

人もいました。 
 

もう一つ意外だったのは、見渡しても、日本人らしき参加者がほとんど見当たら

なかったという点です。鳩山首相の夢のような「東アジア共同体構想」とまでは

いかなくても、今の日本の経済不況脱出のキーワードとしてのアジア市場の取り

上げられ方を考えれば、日本企業あるいは日本人学生などの参加がもっとあって

しかるべきではなかったかと感じました。日本はアジアの一員ではないと考えて

いるのか、あるいは日本人だけが集う場でないと参加したくないと考えているの

か、そうでないことを祈りたいという気持ちになりました。 
 

参加したいくつかのセッションの中で、私が興味をもったのは「巨大貧困層に対

するビジネス機会」というセッションでした。ここでの論点は、65億人ともいわ

れる世界人口のうち40億人が1日1ドル以下の生活費で暮らしている貧困層で、彼

らには当たり前のきれいな飲み水や教育の場すら提供されず、その多くは文盲で

文字を読んだり書いたりすらできないという。このような貧困層へのアプローチ

無しではアジア市場は語れないという点でした。たしかにいま盛んに取り上げら

れている中国やインドの急増する中間所得者層の場合でも、それぞれの国民全体

のほんの一握りしにしかならないはずです。ましてアジア全体としてみると、依

然としてこの貧困層が大きな割合を占めていることになります。そこに、例えば

やれコンピュータとかゲーム、化粧品、薬品などの先進諸国で成功した製品やそ

の流通の仕組みなどのビジネスモデルを持ち込むことを考えているだけでは、真

のアジア市場戦略とはいえないのではないでしょうか。文字が読めない、書けな

い消費者にはそれこそアイフォンのようなものがあっても意味がないし、それを

購入するお金など到底ないはずです。このセッションでは話し言語だけで使える

携帯電話がこの市場を開く可能性のあるツールで、政府やNGOなどの将来事業

としてインフラ作成や試験運用されていく仕組みが必要であると強調されていま

した。考えさせられました。 
 

（ 岩島ロッキー：トライアングル日本クラブ代表 http://trianglejapanclub.org/  ) 
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名古屋大学 研究成果発表会 NU Tech 2010 開催結果報告 
 

名古屋大学による研究成果発表会が、2月10日、Durhamのシェラトンホテルで開催され

ました。本発表会では、主催の名古屋大学の他に日本の中部地区6大学（岐阜大学、三

重大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、浜松医科大学、名古屋市立大学、）及

び NC3 大 学（UNC  Chapel  Hill、NCSU、

East Carolina University）が参加し、全部

で22の研究成果の発表がありました。この

技術発表会では、180人以上の方々が参加

し、またNC商務省クリスコ長官等が参加す

るなど、終日、大変な盛況でした。 

研究成果発表会の目的は、名古屋大学等

の研究成果や特許に関心を示す米国企業、研究者等を発掘することでした。大学が産

業界と連携し研究を進めたり研究成果等の特許を企業にライセンシングすることは「産

学連携」や「技術移転」と呼ばれています。ノーベル賞を近年続けて受賞するなど優れた

研究成果を数多く有し、国際的な活動を積極的に展開している名古屋大学では、日本の

大学として初めて産学連携・技術移転のための専門の米国オフィスをNCに設置していま

す（Technology Partnership of Nagoya University, Inc.：NU Tech）。NU Techや名古

屋大学の取り組みについては、是非「www.tpnu.org」をご覧ください。 

また、名古屋大学では日本の大学では珍しいSAT試験での出願が可能で、全て英語で

授業を受け学位が取得できるプログラム（4年制）を留学生や帰国子女のために2011年 

9月から開始する予定です。詳細は改めてお伝えします。  （NU Tech 名古屋大学） 

2010 信州大学環境教育海外研修プロジェクトin NC  
 

3月10日から10日間、信州大学の農学部・工学部・

教育学部・人文学部の環境ISO学生委員会の学生4

名がNCを訪れ研修を行いました。信州大学の教育・

研究の目標の中に、学生の環境マインドの育成とい

うのがあり、毎年、学生が数名この研修に参加してい

ます。昨年はヨーロッパのリューネルブルク大学で研

修をしました。今年はNC州にあるNCSU、UNC、

Dukeの3つの大学とRaleigh市内、そしてNC州の関

連施設を見学し、担当者にインタビューさせていただ

きました。「持続可能な社会の実現」をめざした教育や研究の取り組みを、大学・行政・そ

の他の面から直接現地でお話を聞いたり、施設を見学させていただくことで、多くの事柄

を、直接的に学ぶことができました。また、NC州の特色的で興味深い取り組みとして、

NCSUのSolar House や節水に関するアクションの幾つかを知ることができました。 

さらに、日本とNCとの関係について、名古屋大学や富山県と濃密な関係があるとのこと

で、大変親しみを感じました。中学校では社会科の授業で、学生たちが用意した日本の

中学生生活についてのプレゼンを英語でやらさせていただきました。思い出深いNCでの

滞在では、現地の皆様の温かい激励のお言葉やご親切に、感謝だらけの毎日でした。

また日本人である私たちが、あまりにも日本の文化を知らないことを再確認させられた

研修でもありました。NCでお世話になった皆様、特にジャパンセンターの長曽我部様、

ディレクターのジョン様、伊奈様、本当いろいろとありがとうございました。           

（2010引率教員・信州大学教育学部生活科学教育講座 准教授・福田典子）  

情報塔 あれこれタワー 
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  チャペルヒル・ダーラム日本人会 

 

チャペルヒル・ダーラム日本人会は 

トライアングル・エリアにお住まいの日本人のための会です。 

会員同士の交流の場の提供、また情報交換の掲示板などを運営しています。 

昨年より会員になるための年会費を無料、入会金も無料にしたので 

より多くの人たちが気軽に参加できるようになりました。 
 

掲示板では、会員が投稿した情報・記事・案内などを誰でも自由に閲覧できます。 

「売ります」「買います」「あげます」「教えてください」「教えます」「探しています」など 

みなさまに役立つ情報がたくさんです。 

世界中どこからでも当掲示板にアクセスして最新情報がご覧いただけます。 

是非、掲示板のURLをブックマークして毎日チェックされることをお勧めします。 
 

会員になりたい方は → cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp  

掲示板は→ http://cdja.1616bbs.com/bbs/ 

ホームページは → http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp 

 
 

春のピクニックのお知らせ 
 

日時： 平成22年5月23日（日）11時～受付開始 

場所： Wilson Park (Carrboro) 

参加費： 無料（非会員は$3、当日入会の場合は参加費無料になります） 

内容： 太鼓演奏、マジックショー、抽選会など 

飲み物・スナックの用意あり 

いろんな日本人と友達になるチャンス！ 

どうぞ気軽に遊びに来てください！ 

一緒に春の陽の下で楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

このピクニックでは、アトランタ総領事館の出張サービスがあります 
 

領事出張サービスの内容は以下の通りです。  

１）在外選挙人登録 / 選挙人証住所変更 / 選挙人証再交付（紛失・破損）手続き  

２）旅券の発給交付（事前申請者のみ）  

 ３）各種証明書の受付（在留証明、署名証明、各種身分事項の証明等の申請） 

このサービスですは事前連絡が必要です。 

当日は、領事、職員への直接相談も可能です。  
 

アトランタ総領事館のホームページに詳細が掲載されています。  

サービスの詳細はアトランタ総領事館ホームページをご参照ください。 
 

http://cdja.1616bbs.com/bbs/data/cdja/img/127_c52629b497.pdf  

 

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp
http://cdja.1616bbs.com/bbs/data/cdja/img/127_c52629b497.pdf
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学校 お助け Tips! 
 

EOG (End of Grade Test = 学年末テスト）その２ 
 

今回EOGの2回目は、家庭でできる準備についてお話します。 

学校でもEOGの前になると、過去の問題をさやらせたり、EOG中心のカリキュ

ラムになるクラスが多くなります。テストの形式に慣れるということは、とて

も大切なことです。春休みが終わった頃から、学校によっては放

課後、希望者にEOGの特別補習クラスを設けることもありま

す。ただ、最近では予算カットなどで、なかなか放課後まで補習

をしてくれる教師が減っているようです。しかしながら、コン

ピュータやインターネットの普及で親が協力すれば十分に家で準

備ができるようになったのは朗報です。 
 

さて、実際に家ではどんな準備ができるでしょうか。EOGの本を買って復習し

ながら、子供に何が足りないのか親が把握してその部分を強化することもでき

ます。本を買わなくてもオンラインでEOGのテスト問題を練習するのもお勧め

です。リーディングに関しては、質問形式が毎回似ているので練習問題で慣れ

ておくと高点数が取れやすくなります。質問では「主人公の人柄は次のうちの

どれが一番近いか？」とか「この話の主題は何か？」「次の中で文章の意味と

合っているものは下のどれか？」などがよく問われるものです。先生が子供達

に「長文を読む前にまず問題文を読みなさい」とよく言いますが、それは、問

題文を先に読むことによってどんなことに注意しながら読めばよいのかわかる

からです。 

算数に関しては、問題に出されている語彙がわからなくて問題が解けない場合

があるので、問題によく出る語彙をよく復習しておく必要があります。また、

日本とアメリカでは長さや重さの単位が違い戸惑いがち

ですので、それに慣れておく必要もあります。 

また小学校の問題では、お金の単位やスポーツのゲーム

に関しての問題が出題されることも多いです。“ダイ

ム”や“クオーター”などのアメリカのお金の計算に慣れさ

せておくも大事ですし、子供と普段からスポーツの番組

などを見ておくのもよいでしょう。 
 

どんな子供でも、やはりテストとなればよい点が取りたい

ものです。高得点を取った生徒に対しては、より高度な教

育を受けるチャンスが与えられることがあります。例えば

学校区によっては、5年生のEOGの算数で高い得点を取る

と通常の6年生の算数ではなくその上のレベルのクラスを

取ることも可能です。また次の学年での読解のグループ分

けにもこの得点が使われたりします。とにかくテストの前

には十分な睡眠を取り、当日はベストな状態で臨ませてあ

げたいものです。 

（荒武由紀：東京都出身、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校 

  区専任通訳翻訳者） 
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こんなお店知ってた？ 
 

春の日差しが眩しくて、休みの日にはついつい足が外へ向かいます。ランチを 

持ってさあ出かけましょう。お勧めはDuke Garden。色とりどりの花が咲き誇っ 

て、お花見がてらのピクニックは最高です。芝生もたくさんありますから、子供 

たちが寝そべっても大丈夫だし、友達や夫婦でランチ・読書・昼寝のフルコース 

なんてのもいいかもしれません。でも、休みの日にもお弁当を作るなんて…とい 

うあなた。アメリカ流のテイクアウト・ハンバーガーやサンドイッチはいかが？ 
 

COOK OUT クックアウト  http://cookoutnc.com 
 

Durham:4245 N Roxboro St. Durham, NC  ☎471-2400 

              1540 S Miami Blvd. Durham, NC   ☎957-4861 

Raleigh: 3244 Capital Blvd. Raleigh, NC  ☎862-8280 

              3930 Western Blvd. Raleigh, NC  

              6320 Angus Dr. Raleigh, NC  ☎782-6888 

              1201 New Bern Ave. Raleigh, NC ☎821-5410 

              6505 Falls Of Neuse Rd. Raleigh, NC ☎862-8830     

Cary:     1607 Walnut St. Cary, NC ☎471-2400 

              

大学生たちの圧倒的な支持を受けるこのCook Outは、NCのグリーンスボロを発 

祥の地とするNC流・テイクアウト・ハンバーガーのお店です。ほとんどがドラ 

イブスルー専門。よくあるファーストフードの店と違うのは、ここのはクック 

アウト・スタイルだということ。クックアウトというのは、野外で料理するこ 

とを意味します。つまり、ここのハンバーガーは、夏の野外でBBQグリルを使 

って焼いて作るあの炭焼きハンバーガーを再現しているのです。厚切りのトマ 

トとレタスが必ず付いてくるのも手作り家庭風です。 

他には、ノースカロライナのBBQのチョップト・ポー 

ク・サンドイッチもおいしいし、チキン・サンドイッ 

チも炭焼き風のチキンとトマトでいい味です。 

ここはホットドッグさえも炭焼き風です。 

このお店でもう一つの有名なのが、ミルクシェイク。 

その数、39種類もあるんです。チョコチップ、パイナッ

プル、キャラメル、モカ、ピーナツバターファッジな

ど…かなり迷いそうです。 

さあ手軽にテイクアウトして、ピクニックに出発しましょう！ 
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  ごちそうさま～！ 

     指令： スーパーでおいしい食パンを探せ! 
 

今回びっくりしたのは「好きな食パンを持って来て」とい

う呼びかけに、探偵団員の多くがSara Leeの食パンを持ち

寄ったことです。一言でSara Leeの食パンといってもいろ

いろな種類があるんですね！Iron Kids、Soft & Smooth、

Classic White…など。特にSoft & Smoothはきめが細かく

しっとりしていて日本の食パンにそっくりでした。 

しかし、探偵団の一押しは「Pepperidge FarmのHearty White」

に決定！独特のイースト臭がなく、モチモチしていて触感もよく

サンドイッチには最適です。食パンを買うときは、賞味期限を確

認してなるべく早く使い切りましょう。これからの季節は、冷蔵

庫に入れて保管することもお勧めです。冷蔵庫に入れても固くな

らないので大丈夫。お弁当に入れる時は、ハムなどが傷まないよ

うに保冷剤や尐し凍らせた飲み物を一緒に入れるといいですね。  

おいしいもの 
探
偵
団 

子供からお年寄りまで、みんなに愛されているアメリカを代表する家庭料理です。 

電子レンジでチン！のインスタントも子供には人気ですが、

やはりチーズを削るところから作ったお袋の味にはかない

ません。今回は、バッフェ形式のレストランなどで見かける

クリーミータイプとは違う、お義母さんレシピのもう少しサッ

パリしたものを紹介します。とても簡単なので、是非アメリカ

の家庭料理の味を試してみてくださいね。 
 

用意するもの13×9インチのベーキング皿 4～6人分 

マカロニ（Elbow macaroni） 8オンス（茹で時間どうりに茹でてザルにあけて置く）、 

バター 大さじ6、 小麦粉(all-purpose flour） カップ1/4、   

塩 小さじ1、  黒コショウ 小さじ1/4、  牛乳 3カップ、  

シャープ・チェダーチーズおろしたもの 3 カップ  

 作り方 

１．小鍋にバターを入れ、溶けたら小麦粉を入れて粉気がなくなるまで炒め、塩、コシ 

  ョウを足す。牛乳を少量ずつ入れてカップ3/4位の牛乳でトロトロのホワイトソース 

  を作る。（牛乳をあらかじめ熱くしておくとダマになりにくいです） 

２．ベーキング皿にマカロニを敷き詰め、ホワイトソースをまんべんなくかけます。 

３．そこへ残りの牛乳をダーッと流し入れ、おろしたチーズの2カップ強を混ぜ合わせ 

  ます。適当にぐるぐるっと混ぜて、かたまりがあっても気にしなくていいです。 

４．残りのチーズを表面にまんべんなく散らします。 

５．375Fのオーブンで約30分、両端がブクブクして茶色い焼き目が付いたら出来上が 

  り。30分ほどおいて落ち着かせます。 
 

チーズ、バター、牛乳だけのレシピなのでカロリーは高いです(笑)。そのため我が家で

はすこしでもカロリーダウンのためにローファットミルクを使います。 

「シャープ・チェダーチーズ」はどこのスーパーでも売っている黄色いチーズで結構香

りが強いですが、料理すると匂いは気になりません。   （くるみ：Cary在住、主婦） 

Baked Macaroni & Cheese  

マック＆チーズを手作りで！ 
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子育ては親育て 
 

“ママ、僕の気持ちを受け止めて！” 
 

「どこも怪我してないから大丈夫。もう泣かないの」 

「もうおやつは終わりって言ったでしょ。ぐずぐず言わないの」 

時々こんなママたちの声が私の周囲からも聞こえてきます。子供たちにとっ

て、”怒り”や“恐怖”などの不快な感情は、なかなか心の中から消すことが

出来ません。なぜざらそれはいつも間違った感情だといわれるからです。人間

が感情を持つのは自然なこと。それには間違いも何もありません。 
 

私の教える2－3歳児のクラスではまず子供たちの感情を言葉で表してあげるこ

とからはじめます。 

「泣いているのはママに会いたいからだね。とても悲しいよね」 

「ジェイクにトラック取られて、どなっちゃったね。口惜しかったね」 

表現の方法は、あくまでもその子の感情を受け入れることで、決してその感情

の良し悪し決め付けることではありません。 

もし子供たちが感情的になり、何を言っても聞かない状態になった時は、何が

起きたのか話して聞かせましょう。そして、ママの言葉が子供に届くまで、

ゆっくり待ってあげてください。 ママも一緒に感情的にならずに。 

「もう尐し泣きたいみたいだね。ママがそばにいるからね」 

子供たちの持つあらゆる感情を受け入れ許すことで、子供た

ちも人間がお互いに理解いあえることを学んでいきます。忙

しい日々、尐し時間を作って子供たちの心と向き合ってみて

ください。今まで届かなかったママの言葉も子供たちに響い

てきますよ。ママは子供たちの人生で最初の先生です。 

がんばってね、ママ！！！ 

 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭） 



10 

 

おかねのおはなし 
 

お金のお話って、人には知られたくないけど興味があ

りますね。日本では、以前、タレントが1万円で1ヶ月

を過ごすワザやNHKの「ためしてがってん」のような

わかりやすく手短なところで挑戦できる節約法がよく

紹介されていました。アメリカにはConsumer Reports

という雑誌があります。実際のブランド名を出した比較表があり、家電や車の

購入時期の選び方も掲載されているのでとても役に立ちます。 
 

貯蓄の仕方、使い方などは人それぞれ。ひと昔前までは日本人は貯蓄好きで知

られ、家計貯蓄率は高かったのに、経済低迷により貯蓄は減る一方。貯蓄率の

データでは、貯蓄という思考が薄かった米国に日本はとうとう下回る結果が出

ました(2008年)。とはいうものの、巷ではやはりお金に関する関心は高く、皆

さん趣向を凝らして財源を確保・膨らまそうとしていらっしゃるのではないで

しょうか。 
  

 円高と聞くと日本人はイェーイ!ですよね。しかも現

在、円高の時期にアメリカにいらっしゃる方にとっては

嬉しい話。こちらのTargetでUS$100の買い物をすると

します。日本で発行したクレジットカードで支払うと、

後日請求書には日本円9,000円。イェーイ! 

 

1985年にG5で発表されたプラザ合意以前には1ドル280

円台。合意後235円から215円ほどまで暴落しそのまま

長らく円高が続きました。いわゆるレーガンの強いドル

時代は(ドル高)輸出が後退し輸入を促進。これだと自国

の生産消費に繋がりません。国内景気が悪くなる始末。 

 

今の円高では何を買っても安い!海外ブランドのお店は円高還元、毎日が特価

セール並み。そうすると国内産のものが輸入の安い価格に対抗できなくなるの

で、つまるところ倒産という過酷な結果が生じます(国内景気の低迷)。先日、

友人と話していたら日本が最強の経済力を保有していた時代を"back then"と今

は無きものと認識させられる言い方。アメリカの国債を一番保有していたのは

日本、貿易外貨準備もUSドル、日本円が一番「だった」のはもう過去の話。 
 

    円高、素直に喜んで外国からの輸入ものばかり買っていた 

    ら、国内産はなくなりMADE IN JAPANじゃないものばか 

りが日本の市場にあふれるんでしょうね。今は経済大国の

中国がレベルの高いMADE IN JAPANを買い求め日本に観

光に来る人たちが多くなっているそうです。私たちには高

価で手の届かないものを大人買いならず「中国スタイル買

い」でバルクで購入するらしいです。 

がんばれ、MADE IN JAPAN！ 
 

（伊達知巳：大阪府出身、Cary在住、主婦） 

日本製 
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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。 

 

三角：どのくらいでアメリカの生活に慣れましたか？ 

井上：普段の生活は割とすぐに慣れました。ただし、英語については、せっかく 

   ESLに通ったのに、その後の努力を怠りいっこうに進歩が見られません。 
 

三角：こちらでは、どのようなことをされていましたか？ 

井上：お茶、読書クラブ、 ケーキ教室などいろいろやりました。 
 

三角：教室やグループ活動などに入られた動機は何ですか？ 

井上：いずれも私の好きなことであることと、また新しい土地に越してきたので 

   グループの人たちを通して、地域のいろいろな情報を教えてもらえると思 

   いました。実際、多くの方々と知り合うことができ、また皆さん個性豊か 

   なで刺激を受けることも多く、世界が広がりました。 
 

三角：トライアングルの好きな点、嫌いな点を一言で。 

井上：好きな点は、都会と田舎の中間で、気候も穏やかで住み 

   やすい所だということ。嫌いな点は、路上で野生の動物 

   が車に引かれた跡をよく見かけることでしょうか。 
 

三角：ノースカロライナで楽しかった思い出は何ですか？ 

井上：一度だけ家族5人揃って家でパーティーができたことが 

   楽しかったですね。 

   長女と次女は今、日本在住なので家族揃ってのパーティーは思い出です。 
 

三角：日本に戻ったらどのようなことをしたいですか。 

井上：今まで同様、家族のサポートがメインですが、自分の生まれ育った日本の 

   魅力をもっともっと知るために時間を費やせれば幸せです。 
   

三角：最後に、読者として何か感想お願いできますか？ 

井上：いつも三角横丁は楽しく読ませてもらっています。特に、映画の好きな私 

   は三角シネマ館のコメントを参考に、近所の映画館によく見に行っていま 

   した。これらも地域の情報をどんどん発信してください。日本から応援し 

   ています。 
 

三角：井上さん、どうもありがとうございました。ノースカロライナでのことを  

   いつまでも覚えていてくださいね。 
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三角：ご主人の駐在に伴いいろいろな国に行かれたと聞きまし 

   たが、これまでどのような国に住んだことがありますか？ 

井上：フランスに1年、ベルギーに3年、タイに2年、そしてアメ 

   リカに4年いました。合計で10年くらい海外にいました。 
 

三角：その中でどの国が一番好きで印象に残りましたか？ 

井上：どこが一番というのは決められませんが、やはり最初に 

   駐在生活を経験したフランスは印象的でした。 
 

三角：今まで住んでみた国の中で、また住んでみたい国はあり 

   ますか？ 

井上：そうですね、日本ですね（笑）。今まで住んだことのある 

   国は、どの国も機会があればまた…と思いますが、とりあえずは日本です 

   ね。これから戻る日本では、夫と3人の娘と一緒に生活できることができま 

   すから！ 
 

三角：転勤生活が多いことをお子さんたちはどのようにとらえているでしょう。 

   また、お子さんたちが大きくなって、親と別に住むことになった際に気を 

   付けた点があったら教えてください。 

井上：転勤に関しては、子供たちは小さいころから経験しているので、親の職業 

   として理解していると思います。 

   娘たちは今は日本にいますが、家族としできるだけ一緒に過ごす時間を持 

   つことを心がけました。また、コミュニケーションを頻繁に取ること。携 

   帯電話やメールは欠かせない手段です。目が届かない分、心配事は尽きない 

     のですが、本人の頑張りを信じてあげるようにしていました。  
   

三角：転勤が多い生活について、よかったこと、また苦労したことは何ですか？ 

井上：よかったのは、多様な文化や言語に直に触れる機会を持つことができ、日 

   本を客観的に見ることができたこと。苦労したのは、引っ越しを何度もし 

   なければいけなかったことです。引っ越しは、結婚してから26年の間に、 

   日本国内と国外を含めて10回もしてるんですよ。 
 

三角：始めてアメリカに来た時に戸惑ったことは何ですか？ 

井上：やはり物の単位でしょうか。例えば距離はマイルです 

   よね。高速道路で制限速度、時速65マイルと言われて 

   も、それほどスピードが出ているように感じなのです 

   が104キロと思うとかなり飛ばしてますね。 

   ガソリンもガロンだし…。1ガロンが 3.8 リットルです 

   から燃費を計算するのもちょっと悩んでしまいます。 

   牛乳もスーパーでガロンで売られていてびっくり。 

   気温も華氏だと、真夏など100度になることもあり、なんだか沸騰しそう 

   で恐ろしいです。ヨーロッパやアジアは、ほぼ日本と一緒なのに、どうし 

   てアメリカだけこうも違うのでしょうね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたにインタビュー 
今回は、ご主人の駐在でノースカロライナにいらっしゃっていた

井上育子さんにお伺いしました。この春、アメリカでの駐在を終

え、3人の娘さんたちが待つ日本へお帰りになります。今までの駐

在生活を振り返りながらインタビューに応じてくださいました。 

65マイル?! 
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     医食同源 体質とダイエット（２） 

 

前回のを読んで自分の体質をチェックしましたか？自分の体質が理解できれ

ば、太る原因も解決法も見つかり、そこで初めて「オーダーメイドのダイエッ

ト法」がわかってくるのです。自分のタイプを見つけ、それに沿って食生活を

改善し、太りにくい体質を目指しましょう。体質別ダイエット法の紹介です。 
 

食欲旺盛の「湿熱太り」 

食事―食欲旺盛で、早食いするタイプなので、尐ない量でも満腹感を得られる

よう、ゆっくり噛んで食べること。体に余分な熱と水分が溜まるタイプなの

で、熱を取り除いて水分代謝を促進させる豆腐などの大豆食品やトマト、きゅ

うり、ハトムギ茶、食物繊維の多い海藻類や根菜をメニューに取り入れる。 

運動―体力があるタイプなので、余分なエネルギーを発散できる全身運動の水

泳やアクアビクス、エアロブクス、ウォーキングなどをするとよいでしょう。 
 

イライラの「気滞り」 

食事―好き嫌いが多く偏食しやすいタイプなので、いろいろな種類の食材をバ

ランスよく摂るのがポイント。イライラによって気の流れが滞りやすいので、

リフレッシュ効果があり、気の流れをスムーズにするオレンジなどの柑橘類、

バジルやミントなどの香味野菜、気分を穏やかにするジャスミン茶がよい。 

運動―気分にムラがあり、熱しやすく冷めやすいタイプなので、気軽にどこで

もできるストレッチや気功、ラジオ体操など、緊張した筊肉を伸ばす運動で気

分もリフレッシュさせ、ストレス解消をしましょう。 
 

血行不良の「お血太り」 

食事―体の冷えが原因の血行不良タイプなので、まず体を温めて血液の循環を

促進する食事がポイント。体を冷やす生野菜や刺身、冷たい飲み物は極力控え

ましょう。血行を促すラッキョウや玉葱、セロリなどの他、生姜やニンニク、

長ネギなどの体を温める温性の薬味を上手に料理に使用 

する。肉料理では脂肪分が尐なく体を温める作用のある 

牛肉やラムがお勧め。 

運動―血行を促進して血中脂肪を溜めにくくするために 

ウォーキングやストレッチ運動、ヨガなどがおすすめ。 

特に骨盤のうっ血を取ると効果があるので、腰や下半身 

を中心にした運動を心がけること。 
 

エネルギー不足の「気虚太り」 

食事―普段から食べる量が尐なく、朝は食欲がわかずに欠食しがちで、消化吸

収や代謝を促進する気が不足しているタイプなので、まず３食きちんと食べる

習慣をつけることが大切。気を補い消化機能を高める山芋、豆腐、枝豆などの

豆類、また代謝を高める唐辛子やニンニク、生姜などの薬味を活用すること。 

運動―エネルギー不足で疲れやすく体力がないタイプなので、激しい運動は逆

効果。ウォーキングや水中運動など体に負担の尐ない運動がおすすめ。呼吸法

を取り入れたヨガや太極拳などもいいでしょう。 
 

（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、 

 漢方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務） 
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僕流オー・マイ・サバイバル奮闘記 
 

それって日本語のYES？英語のYES？ 
 

日本語の“はい・いいえ”の感覚で、英語の“Yes・No”を使

うと度々混乱する。日本語で「知らないの？」と訊かれたら

「いいや、知ってるよ」または 「うん、知らないよ」となる

のが一般的な答え方だが。一方英語では「Don’t you know?」

と質問されたら「Yes. I know.」または「No. I don’t know.」と

なる。日本語は質問された内容を肯定するか否かによって“は

い・いいえ”が決まるが、英語は答える内容の事実により“Yes・No”が決ま

り、日本語と比べると“Yes・ No”が逆だ。 
 

20年以上も前に、この“Yes・No”の受け答えで混乱した。カリフォルニアに

住む叔母から日本の自宅に電話があり、留守番していた自分が受話器をとっ

た。幼尐時に渡米した叔母は日本語を殆ど話さず、英語で「Isn’t your mom at 

home?」と電話で尋ねた。 母親は外出中だったので「Yes.」と答えた。する

と「Can I speak to her?」と叔母が尋ねたので「No, she isn’t at home.」と告

げると、叔母は「Oh! Isn’t she at home?」と尋ねたので再び「Yes!」と答える

と「Then, can I speak to her?」と訊かれたので「No!」と答えた。叔母は困っ

た様子で「I’ll call her back.」と言って電話を切った。その会話の間違いを知っ

たのは、自分が渡米した10年以上も後の事だった。 
 

現在働くイギリスの会社内には、日系企業と仕事をしているイギリス人が多数

存在する。彼らの仕事上のコミュニケーションや会議は英語で行われ、日系企

業との仕事上、この“Yes・No”のやり取りでイギリス人達が何度も混乱した

ということだった。しかし、イギリス人側が日本語との違いを理解して以来 

「Yes」と言われる度に日本語風に解釈し、問題は収まったようだった。しか

し、時間が経つと日本人側も英語に慣れてきて、“Yes・No”を英語式に使用

するようになり、結局再びイギリス人側は混乱したということだった。そし

て、結局イギリス人側がやむなく「Is it Japanese Yes or English Yes?」と毎

回確かめなければならないという話だった。 
 

（都澤トミー：神奈川県出身、Duke大学にてPhD.取得後イギリス在住、元ト 

 ライアングル日本クラブ役員） 
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   目的のため（源泉徴収がされていない）正社員としてみなされないこと、勤務内容、 

  場所、時間を企業がコントロールしていないこと、勤務スケジュールが規定されてい 

  ないこと、勤務評価を受けないこと、などが却下の理由です。派遣業として代表的な 

  例は、コンピュータ・コンサルティング企業が他企業との契約に基づきそこに短期ス 

  タッフを送るというものです。却下の大きな要因となるものが、（1）勤務指示が派遣 

  先から出されること、（2）スポンサー企業が日々の業務の管理をしていないこと、 

  （3）スポンサー企業の所有する情報や資料が日々の業務で使用されないこと、（4） 

  業務結果や勤務態度が派遣先により評価されること、などです。 

  

Q：人材派遣会社を経営しており、従業員はそのほとんどがクライアントである派遣先 

  での勤務となります。従業員のうち何人かはH1Bを取得していますが、彼らのビザ 

  を維持するにはどうしたらよいですか？ 

A：上記であげた却下の要因となるものを除くような措置を取ることが必要です。その 

     ためには、クライアント企業との間で、従業員派遣に関するきちんとした契約書を作 

  成する必要があります。契約書には、スポンサー企業が派遣される従業員の業務を 

  コントロールする立場にあることを明文化し、その説明を加えることが必要です。そ 

  の他、勤務指示書、業務明細書など発生する書類には、詳細な職務内容、その職 

  務をするにあたり必要な学歴や専攻科目などの記載、また、その他、勤務場所、勤 

  務時間、支給給与額などの詳細な情報も必要です。契約書締結前やH1B申請の際 

  には、それらの書類内容を専門弁護士に確認してもらうことをおすすめします。加え 

  て、従業員との間で雇用関係を明確にした契約書を作成するとよいでしょう。 

  

Q：現在スポンサー企業とクライアントとの契約に基づき、クライアントに派遣されて勤 

    務しています。雇用関係については特に問題はないと思われますが、契約が6ヶ月 

    ごとの更新となっています。過去に更新されなかったことはないのですが、H1B申請 

    が許可されたとすると、いつまでの有効期間となりますか？ 

A：移民局は、あなたとスポンサー企業との雇用が有効な期間のみ許可します。最近 

    の事例でも契約期間に沿った期間のみ許可されると報告されており、あなたの場合 

    予想される有効期間は6ヶ月です。この移民局の通達は非常に新しいものであり、 

    移民法弁護士協会、移民団体、多くの企業がこの内容に対する抗議活動を行って 

    おり、移民局が方針を変更することも考えられます。しかし、方針変更がある・なしに 

    関わらず、十分な書類を準備し、明確な説明を加えた申請をすることが重要です。 
 

    （グレゴリー・アポ： ハワイ出身、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士) 
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法律相談 -ちょっと教えてください- 
 

今回は、派遣先企業で就労する従業員および自営業者のH1Bに関する移民局通達

について想定される質問にお答えします。 

 

Q：移民局が発表したH1Bの規則変更に関する通達はどんな内容のものですか？ 

A：H1Bはスポンサー企業と申請者との間の雇用関係を必要としますが、2010年 

   1月に移民局はその「雇用関係」を定義する通達を発表しました。実際には、 

   過去にも同のガイドラインが敷かていたので、全く新しい規則ではありませ 

   ん。これにより大きく影響を受けるのが、派遣先で就労する従業員および自 

   営業者です。 
 

Q：雇用主からの派遣という形で、他企業先でコンピュータプログラムに従事し 

   ています。給与の支給がH1Bスポンサーである雇用主からのものなので、雇 

   用関係は確立されていると考えてよいですか？ 

A：通達では、雇用関係を判断するための条件がいくつか記載されており、給与 

   の支給というのはその中の一つにすぎません。移民局が雇用関係で考慮する   

  のは、誰がH1B従業員の業務内容や業務形態の管理を行うのかという点で、 

   スポンサー企業がH1B従業員の社外、社内での勤務指導を行っているのか、 

   スポンサー企業の資料、情報、器材、商品などを日々の業務に使用している 

   のか、H1B従業員を解雇する権利を持っているのか、業務内容、勤務態度の 

   評価を行っているのか、福利厚生の提供を行っているか、といった要素が含 

   まれます。移民局は個々のケースをこれらの条件と照らし合わせ、雇用関係 

   が結ばれているかどうかの判断をすることになります。 
 

Q：基本的にはスポンサー企業内で勤務をしていますが、クライアントに出向き 

   仕事をすることも度々あります。これも問題視されますか？ 

A：これも個々のケースによりますが、雇用関係の確立を証明する必要はありま 

   す。移民局が勤務スケジュールや、各業務の指示書などを要求することが予 

   想されます。移民局通達ではいくつかの実例が上げられており、その一つに 

   会計事務所での勤務があります。この場合、従業員は基本的に事務所内で勤 

   務しており、状況に応じクライアント先に出向き監査作業などを行うという 

   もので、このような形態であれば雇用関係は確立されているとしています。 

   しかしながら、通達では、このような形態であっても、事務所内に、従業員 

   の就労スペースが設けられていること、クライアント先であっても事務所の 

   規定に沿った業務を行うことなどの条件が設けられています。 
 

Q：私は自分で会社を経営しています。自分の会社が私のH1Bスポンサーになる 

  ことは可能ですか。 

A：許可されることは非常に難しい事例です。移民局はH1B労働者の就労や解雇 

  をコントロールできる個人あるいは企業の存在を要求しています。あなた身 

  の会社ということなので、そういった立場の個人あるいは企業が存在しない 

   ためです。ご自身の会社を通してのビザであれば、EビザやLビザを検討したほう 

     がいいでしょう。 
 

Q：その他許可のおりにくいケースにはどのようなものがありますか？ 

A：移民局の通達には、自営業のほか、契約社員（Independent Contractor）や派遣 

   業がそれらの例としてあげられています。契約社員の場合、その給与支給が節税
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アメリカ生活で思うこと… 
   

           まき割り 

 
天気の良い日は、まき割り日! 

斧を使って「パ～ン！」と割ると聞こえはよいのです

が、現実は簡単にいきません。1回もしくは2回ぐらいな

ら楽しんでできそうなものですが、山盛りにしたパレッ

ト8枚分の量を割ろうとすると、かなりの重労働にな

る。世の中には小型ガソリンエンジン、または電気を

使った薪割り装置があるけど、僕は手動式の機械で割っ

てます。そして、その割る段階にまで木を短めの丸太状

に斬るため、オノとかのこぎりを使おうとすると無限の時間が必要になるの

で、現代ではチェーンソーを使います。そのチェーンも定期的に専用のヤス
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(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供とともに 

 Hillsboroughに在住、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 

「Date Night」PG13（コメディ）4/9公開 

夫婦でロマンチックなディナーデートを楽しもうとするのだが、レストランは満

員でなかなか座れない。別のカップルになりすまして着席したのが事の始まり！ 
 

「Who Do You Love」NR（ドラマ、音楽、歴史）4/9公開 

アメリカのブルース音楽史に多大な役割を果たしたディレクターのレオナルド・

チェスの軌跡の物語。50年代、シカゴで出会った新しい音楽が彼を突き動かす。 
 

「Death at a Funeral 」NR（コメディ）4/16公開 

真面目なお葬式のはずなのに、珍事続出で笑いが止まらないコメディ。ハウエル

家の主人の葬儀に集まった家族や親戚。そこへ運び込まれた棺桶には別人が…。 
 

「The Joneses」R（ドラマ）4/16公開 

アメリカのどこにでもいそうな家族、ジョーンズ家は夫婦と10代の子供が二人。 

でも実は秘密が…。仕事のためにニセの家族を演じているのだ。その仕事とは？ 
 

「Oceans」G（ドキュメンタリー、自然科学）4/22公開 

アース・デー（地球の日）を記念して作られたドキュメンタリー。地球の3/4を

覆う美しく神秘な海からの映像は、初公開の不思議な生物などを魅力的に紹介。 
 

「The Back-up Plan」（コメディ、ロマンス）4/23公開 

ゾーイ（ジェニファー・ロペス）は子供が欲しいのに相手がいない。意を決して

人工授精をしたその日にいい男スタンに巡り合う。会う前に妊娠って順序が変！ 
 

「A Nightmare on Elm Street」NR（ホラー）4/23公開 

眠ると必ず現れる恐怖のあの男。不思議なことに、数人が同じ悪夢を経験する。

どうしたらあの男から逃れられるのか。それは、眠らずにいること以外にない。 
 

「Furry Vengeance」PG（コメディ、ファミリー）4/30公開 

どんな年齢層にもお勧めで家族で見たら楽しい！手つかずの自然の中に家を建て

たいと願う人は多いですが実際にやってみると…森に先に住んでいたのは、誰？ 

 

5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1683 

最高のお料理とおもてなしで 

皆様のお越しをお待ちしています 

「お話」があるのが一般的な映画ですが、事実をそのまま映した 

 ドキュメンタリー映画には、真実を訴える強い力があります。 

「Oceans」「Babies」は、ありのままを素で感動できるドキュメンタリーです。 

15 

 

「Babies」PG（ドキュメンタリー、家族）5/7公開 

人は誰もが最初は赤ちゃんでした。地球の4か所から、生後1歳になるまでの赤 

ちゃん4人の映像です。米国、モンゴル、アフリカ、日本！最高に癒されます！ 
 

「Iron Man 2」NR（アクション、IMAX）5/7公開 

待ち望まれていた「アイアンマン」の第2作目。アイアンマンの技術を知りたい

という政府や軍に、トニーは本当の秘密が悪の手に漏れないように力を尽くす。 
 

「Just Wright」PG（コメディ、ロマンス）5/14公開 

NBAのスター選手であるスコットは怪我でリハビリを余儀なくされた。専属ト

レーナーとして支えるレズリーは、いつの間にか彼に恋心を持つようになるが。 
 

「Letters to Juliet」PG（ロマンス、コメディ）5/14公開 

イタリアのベロナはロミオとジュリエットが出会った場所。ソフィーは旅行中に

そこで恋愛のアドバイスのボランティアをし、時間を超えたつながりに関わる。 
 

「Robin Hood」PG13（アクション、冒険、ドラマ）5/14公開 

ラッセル・クロウが伝説の英雄ロビン・フッドを演ずる壮大なスケールの冒険映

画。12世紀後半の英国を舞台に、圧政に立ち向かうロビン。弓の技術にも注目。 
 

「MacGruber」R（アクション、コメディ）5/21公開 

サタデー・ナイト・ライブの人気コントを映画化したもの。正義の味方、マック

グルバーと戦いのエリート集団が、DCを核爆弾で破壊しようと企む敵と戦う。 
 

「Shrek Forever After」PG（ファンタジー、コメディ、ファミリー）4/21公開 

シュレックの第4弾。これが最終章となる予定。みんながシュレックに慣れ、も

う誰も怖がらなくなってしまったけれど、また威厳を取り戻したいと考え決心！ 
 

「Sex And The City」NR（ロマンス、コメディ）4/27公開 

あのNYの女性4人組が帰ってきた！2年ぶりに会った彼女たちの近況報告。そし

て旅行へ出かけることに。ファッション、ロマンス、いつも華やかで話題独占！ 
 

「The Prince of Persia: The Sands of Time」PG13（アクション、ファンタ

ジー、冒険）5/28公開 

「パイレーツ・オブ・カリビアン」のディズニー製作チームによる冒険アクショ

ン映画。“時”を逆に戻すことができる古い小剣を守るために暗黒の敵と戦う。 
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が、現実は簡単にいきません。1回もしくは2回ぐらいな

ら楽しんでできそうなものですが、山盛りにしたパレッ

ト8枚分の量を割ろうとすると、かなりの重労働にな

る。世の中には小型ガソリンエンジン、または電気を

使った薪割り装置があるけど、僕は手動式の機械で割っ

てます。そして、その割る段階にまで木を短めの丸太状

に斬るため、オノとかのこぎりを使おうとすると無限の時間が必要になるの

で、現代ではチェーンソーを使います。そのチェーンも定期的に専用のヤス

リで削って刃をシャープにしておかないと使えません。残った株は粉々に粉

砕する機械もありますが、僕の場合は丁寧に周りの土を取り除いて乾燥させ

た上で、落ち葉や枝などといっしょに何度か燃やして跡形もなくさせるので

す。でもこれには何年もかかります。マハーバーラタでは時々、木を根から

持ち上げてブンブン、振り回して戦う記述がみられますが、あんなに重くて

根が張った樹木を瞬時に取り出してしまうなんて、どうにも理解できませ

ん。古代の人々はかなりの力持ちか、ヨーギーか？カリユガの現代人は退化

してしまったのでしょうか。 
 

そんなことを考えながら薪を割ると中にはけっこう虫が

生息しています。アリとか玉虫、クモの子供達が木の皮

の裏にウジャウジャと…。芯の方にはどうやって入った

のか分からない昆虫類が冬眠してます。殺したくないけ

ど、避けられない。いったい何度彼らの住居を破壊すれ

ばよいのか…、頭が重くなるばかり。今日もまたクリ

シュナへの道から何千歩と下がってしまった気がしま

す。 
 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供とともに 

 Hillsboroughに在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 
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僕流オー・マイ・サバイバル奮闘記 
 

それって日本語のYES？英語のYES？ 
 

日本語の“はい・いいえ”の感覚で、英語の“Yes・No”を使

うと度々混乱する。日本語で「知らないの？」と訊かれたら

「いいや、知ってるよ」または 「うん、知らないよ」となる

のが一般的な答え方だが。一方英語では「Don’t you know?」

と質問されたら「Yes. I know.」または「No. I don’t know.」と

なる。日本語は質問された内容を肯定するか否かによって“は

い・いいえ”が決まるが、英語は答える内容の事実により“Yes・No”が決ま

り、日本語と比べると“Yes・ No”が逆だ。 
 

20年以上も前に、この“Yes・No”の受け答えで混乱した。カリフォルニアに

住む叔母から日本の自宅に電話があり、留守番していた自分が受話器をとっ

た。幼尐時に渡米した叔母は日本語を殆ど話さず、英語で「Isn’t your mom at 

home?」と電話で尋ねた。 母親は外出中だったので「Yes.」と答えた。する

と「Can I speak to her?」と叔母が尋ねたので「No, she isn’t at home.」と告

げると、叔母は「Oh! Isn’t she at home?」と尋ねたので再び「Yes!」と答える

と「Then, can I speak to her?」と訊かれたので「No!」と答えた。叔母は困っ

た様子で「I’ll call her back.」と言って電話を切った。その会話の間違いを知っ

たのは、自分が渡米した10年以上も後の事だった。 
 

現在働くイギリスの会社内には、日系企業と仕事をしているイギリス人が多数

存在する。彼らの仕事上のコミュニケーションや会議は英語で行われ、日系企

業との仕事上、この“Yes・No”のやり取りでイギリス人達が何度も混乱した

ということだった。しかし、イギリス人側が日本語との違いを理解して以来 

「Yes」と言われる度に日本語風に解釈し、問題は収まったようだった。しか

し、時間が経つと日本人側も英語に慣れてきて、“Yes・No”を英語式に使用

するようになり、結局再びイギリス人側は混乱したということだった。そし

て、結局イギリス人側がやむなく「Is it Japanese Yes or English Yes?」と毎

回確かめなければならないという話だった。 
 

（都澤トミー：神奈川県出身、Duke大学にてPhD.取得後イギリス在住、元ト 

 ライアングル日本クラブ役員） 
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   目的のため（源泉徴収がされていない）正社員としてみなされないこと、勤務内容、 

  場所、時間を企業がコントロールしていないこと、勤務スケジュールが規定されてい 

  ないこと、勤務評価を受けないこと、などが却下の理由です。派遣業として代表的な 

  例は、コンピュータ・コンサルティング企業が他企業との契約に基づきそこに短期ス 

  タッフを送るというものです。却下の大きな要因となるものが、（1）勤務指示が派遣 

  先から出されること、（2）スポンサー企業が日々の業務の管理をしていないこと、 

  （3）スポンサー企業の所有する情報や資料が日々の業務で使用されないこと、（4） 

  業務結果や勤務態度が派遣先により評価されること、などです。 

  

Q：人材派遣会社を経営しており、従業員はそのほとんどがクライアントである派遣先 

  での勤務となります。従業員のうち何人かはH1Bを取得していますが、彼らのビザ 

  を維持するにはどうしたらよいですか？ 

A：上記であげた却下の要因となるものを除くような措置を取ることが必要です。その 

     ためには、クライアント企業との間で、従業員派遣に関するきちんとした契約書を作 

  成する必要があります。契約書には、スポンサー企業が派遣される従業員の業務を 

  コントロールする立場にあることを明文化し、その説明を加えることが必要です。そ 

  の他、勤務指示書、業務明細書など発生する書類には、詳細な職務内容、その職 

  務をするにあたり必要な学歴や専攻科目などの記載、また、その他、勤務場所、勤 

  務時間、支給給与額などの詳細な情報も必要です。契約書締結前やH1B申請の際 

  には、それらの書類内容を専門弁護士に確認してもらうことをおすすめします。加え 

  て、従業員との間で雇用関係を明確にした契約書を作成するとよいでしょう。 

  

Q：現在スポンサー企業とクライアントとの契約に基づき、クライアントに派遣されて勤 

    務しています。雇用関係については特に問題はないと思われますが、契約が6ヶ月 

    ごとの更新となっています。過去に更新されなかったことはないのですが、H1B申請 

    が許可されたとすると、いつまでの有効期間となりますか？ 

A：移民局は、あなたとスポンサー企業との雇用が有効な期間のみ許可します。最近 

    の事例でも契約期間に沿った期間のみ許可されると報告されており、あなたの場合 

    予想される有効期間は6ヶ月です。この移民局の通達は非常に新しいものであり、 

    移民法弁護士協会、移民団体、多くの企業がこの内容に対する抗議活動を行って 

    おり、移民局が方針を変更することも考えられます。しかし、方針変更がある・なしに 

    関わらず、十分な書類を準備し、明確な説明を加えた申請をすることが重要です。 
 

    （グレゴリー・アポ： ハワイ出身、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士) 
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三角：ご主人の駐在に伴いいろいろな国に行かれたと聞きまし 

   たが、これまでどのような国に住んだことがありますか？ 

井上：フランスに1年、ベルギーに3年、タイに2年、そしてアメ 

   リカに4年いました。合計で10年くらい海外にいました。 
 

三角：その中でどの国が一番好きで印象に残りましたか？ 

井上：どこが一番というのは決められませんが、やはり最初に 

   駐在生活を経験したフランスは印象的でした。 
 

三角：今まで住んでみた国の中で、また住んでみたい国はあり 

   ますか？ 

井上：そうですね、日本ですね（笑）。今まで住んだことのある 

   国は、どの国も機会があればまた…と思いますが、とりあえずは日本です 

   ね。これから戻る日本では、夫と3人の娘と一緒に生活できることができま 

   すから！ 
 

三角：転勤生活が多いことをお子さんたちはどのようにとらえているでしょう。 

   また、お子さんたちが大きくなって、親と別に住むことになった際に気を 

   付けた点があったら教えてください。 

井上：転勤に関しては、子供たちは小さいころから経験しているので、親の職業 

   として理解していると思います。 

   娘たちは今は日本にいますが、家族としできるだけ一緒に過ごす時間を持 

   つことを心がけました。また、コミュニケーションを頻繁に取ること。携 

   帯電話やメールは欠かせない手段です。目が届かない分、心配事は尽きない 

     のですが、本人の頑張りを信じてあげるようにしていました。  
   

三角：転勤が多い生活について、よかったこと、また苦労したことは何ですか？ 

井上：よかったのは、多様な文化や言語に直に触れる機会を持つことができ、日 

   本を客観的に見ることができたこと。苦労したのは、引っ越しを何度もし 

   なければいけなかったことです。引っ越しは、結婚してから26年の間に、 

   日本国内と国外を含めて10回もしてるんですよ。 
 

三角：始めてアメリカに来た時に戸惑ったことは何ですか？ 

井上：やはり物の単位でしょうか。例えば距離はマイルです 

   よね。高速道路で制限速度、時速65マイルと言われて 

   も、それほどスピードが出ているように感じなのです 

   が104キロと思うとかなり飛ばしてますね。 

   ガソリンもガロンだし…。1ガロンが 3.8 リットルです 

   から燃費を計算するのもちょっと悩んでしまいます。 

   牛乳もスーパーでガロンで売られていてびっくり。 

   気温も華氏だと、真夏など100度になることもあり、なんだか沸騰しそう 

   で恐ろしいです。ヨーロッパやアジアは、ほぼ日本と一緒なのに、どうし 

   てアメリカだけこうも違うのでしょうね。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたにインタビュー 
今回は、ご主人の駐在でノースカロライナにいらっしゃっていた

井上育子さんにお伺いしました。この春、アメリカでの駐在を終

え、3人の娘さんたちが待つ日本へお帰りになります。今までの駐

在生活を振り返りながらインタビューに応じてくださいました。 

65マイル?! 
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     医食同源 体質とダイエット（２） 

 

前回のを読んで自分の体質をチェックしましたか？自分の体質が理解できれ

ば、太る原因も解決法も見つかり、そこで初めて「オーダーメイドのダイエッ

ト法」がわかってくるのです。自分のタイプを見つけ、それに沿って食生活を

改善し、太りにくい体質を目指しましょう。体質別ダイエット法の紹介です。 
 

食欲旺盛の「湿熱太り」 

食事―食欲旺盛で、早食いするタイプなので、尐ない量でも満腹感を得られる

よう、ゆっくり噛んで食べること。体に余分な熱と水分が溜まるタイプなの

で、熱を取り除いて水分代謝を促進させる豆腐などの大豆食品やトマト、きゅ

うり、ハトムギ茶、食物繊維の多い海藻類や根菜をメニューに取り入れる。 

運動―体力があるタイプなので、余分なエネルギーを発散できる全身運動の水

泳やアクアビクス、エアロブクス、ウォーキングなどをするとよいでしょう。 
 

イライラの「気滞り」 

食事―好き嫌いが多く偏食しやすいタイプなので、いろいろな種類の食材をバ

ランスよく摂るのがポイント。イライラによって気の流れが滞りやすいので、

リフレッシュ効果があり、気の流れをスムーズにするオレンジなどの柑橘類、

バジルやミントなどの香味野菜、気分を穏やかにするジャスミン茶がよい。 

運動―気分にムラがあり、熱しやすく冷めやすいタイプなので、気軽にどこで

もできるストレッチや気功、ラジオ体操など、緊張した筊肉を伸ばす運動で気

分もリフレッシュさせ、ストレス解消をしましょう。 
 

血行不良の「お血太り」 

食事―体の冷えが原因の血行不良タイプなので、まず体を温めて血液の循環を

促進する食事がポイント。体を冷やす生野菜や刺身、冷たい飲み物は極力控え

ましょう。血行を促すラッキョウや玉葱、セロリなどの他、生姜やニンニク、

長ネギなどの体を温める温性の薬味を上手に料理に使用 

する。肉料理では脂肪分が尐なく体を温める作用のある 

牛肉やラムがお勧め。 

運動―血行を促進して血中脂肪を溜めにくくするために 

ウォーキングやストレッチ運動、ヨガなどがおすすめ。 

特に骨盤のうっ血を取ると効果があるので、腰や下半身 

を中心にした運動を心がけること。 
 

エネルギー不足の「気虚太り」 

食事―普段から食べる量が尐なく、朝は食欲がわかずに欠食しがちで、消化吸

収や代謝を促進する気が不足しているタイプなので、まず３食きちんと食べる

習慣をつけることが大切。気を補い消化機能を高める山芋、豆腐、枝豆などの

豆類、また代謝を高める唐辛子やニンニク、生姜などの薬味を活用すること。 

運動―エネルギー不足で疲れやすく体力がないタイプなので、激しい運動は逆

効果。ウォーキングや水中運動など体に負担の尐ない運動がおすすめ。呼吸法

を取り入れたヨガや太極拳などもいいでしょう。 
 

（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、 

 漢方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務） 
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おかねのおはなし 
 

お金のお話って、人には知られたくないけど興味があ

りますね。日本では、以前、タレントが1万円で1ヶ月

を過ごすワザやNHKの「ためしてがってん」のような

わかりやすく手短なところで挑戦できる節約法がよく

紹介されていました。アメリカにはConsumer Reports

という雑誌があります。実際のブランド名を出した比較表があり、家電や車の

購入時期の選び方も掲載されているのでとても役に立ちます。 
 

貯蓄の仕方、使い方などは人それぞれ。ひと昔前までは日本人は貯蓄好きで知

られ、家計貯蓄率は高かったのに、経済低迷により貯蓄は減る一方。貯蓄率の

データでは、貯蓄という思考が薄かった米国に日本はとうとう下回る結果が出

ました(2008年)。とはいうものの、巷ではやはりお金に関する関心は高く、皆

さん趣向を凝らして財源を確保・膨らまそうとしていらっしゃるのではないで

しょうか。 
  

 円高と聞くと日本人はイェーイ!ですよね。しかも現

在、円高の時期にアメリカにいらっしゃる方にとっては

嬉しい話。こちらのTargetでUS$100の買い物をすると

します。日本で発行したクレジットカードで支払うと、

後日請求書には日本円9,000円。イェーイ! 

 

1985年にG5で発表されたプラザ合意以前には1ドル280

円台。合意後235円から215円ほどまで暴落しそのまま

長らく円高が続きました。いわゆるレーガンの強いドル

時代は(ドル高)輸出が後退し輸入を促進。これだと自国

の生産消費に繋がりません。国内景気が悪くなる始末。 

 

今の円高では何を買っても安い!海外ブランドのお店は円高還元、毎日が特価

セール並み。そうすると国内産のものが輸入の安い価格に対抗できなくなるの

で、つまるところ倒産という過酷な結果が生じます(国内景気の低迷)。先日、

友人と話していたら日本が最強の経済力を保有していた時代を"back then"と今

は無きものと認識させられる言い方。アメリカの国債を一番保有していたのは

日本、貿易外貨準備もUSドル、日本円が一番「だった」のはもう過去の話。 
 

    円高、素直に喜んで外国からの輸入ものばかり買っていた 

    ら、国内産はなくなりMADE IN JAPANじゃないものばか 

りが日本の市場にあふれるんでしょうね。今は経済大国の

中国がレベルの高いMADE IN JAPANを買い求め日本に観

光に来る人たちが多くなっているそうです。私たちには高

価で手の届かないものを大人買いならず「中国スタイル買

い」でバルクで購入するらしいです。 

がんばれ、MADE IN JAPAN！ 
 

（伊達知巳：大阪府出身、Cary在住、主婦） 

日本製 
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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。 

 

三角：どのくらいでアメリカの生活に慣れましたか？ 

井上：普段の生活は割とすぐに慣れました。ただし、英語については、せっかく 

   ESLに通ったのに、その後の努力を怠りいっこうに進歩が見られません。 
 

三角：こちらでは、どのようなことをされていましたか？ 

井上：お茶、読書クラブ、 ケーキ教室などいろいろやりました。 
 

三角：教室やグループ活動などに入られた動機は何ですか？ 

井上：いずれも私の好きなことであることと、また新しい土地に越してきたので 

   グループの人たちを通して、地域のいろいろな情報を教えてもらえると思 

   いました。実際、多くの方々と知り合うことができ、また皆さん個性豊か 

   なで刺激を受けることも多く、世界が広がりました。 
 

三角：トライアングルの好きな点、嫌いな点を一言で。 

井上：好きな点は、都会と田舎の中間で、気候も穏やかで住み 

   やすい所だということ。嫌いな点は、路上で野生の動物 

   が車に引かれた跡をよく見かけることでしょうか。 
 

三角：ノースカロライナで楽しかった思い出は何ですか？ 

井上：一度だけ家族5人揃って家でパーティーができたことが 

   楽しかったですね。 

   長女と次女は今、日本在住なので家族揃ってのパーティーは思い出です。 
 

三角：日本に戻ったらどのようなことをしたいですか。 

井上：今まで同様、家族のサポートがメインですが、自分の生まれ育った日本の 

   魅力をもっともっと知るために時間を費やせれば幸せです。 
   

三角：最後に、読者として何か感想お願いできますか？ 

井上：いつも三角横丁は楽しく読ませてもらっています。特に、映画の好きな私 

   は三角シネマ館のコメントを参考に、近所の映画館によく見に行っていま 

   した。これらも地域の情報をどんどん発信してください。日本から応援し 

   ています。 
 

三角：井上さん、どうもありがとうございました。ノースカロライナでのことを  

   いつまでも覚えていてくださいね。 
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  ごちそうさま～！ 

     指令： スーパーでおいしい食パンを探せ! 
 

今回びっくりしたのは「好きな食パンを持って来て」とい

う呼びかけに、探偵団員の多くがSara Leeの食パンを持ち

寄ったことです。一言でSara Leeの食パンといってもいろ

いろな種類があるんですね！Iron Kids、Soft & Smooth、

Classic White…など。特にSoft & Smoothはきめが細かく

しっとりしていて日本の食パンにそっくりでした。 

しかし、探偵団の一押しは「Pepperidge FarmのHearty White」

に決定！独特のイースト臭がなく、モチモチしていて触感もよく

サンドイッチには最適です。食パンを買うときは、賞味期限を確

認してなるべく早く使い切りましょう。これからの季節は、冷蔵

庫に入れて保管することもお勧めです。冷蔵庫に入れても固くな

らないので大丈夫。お弁当に入れる時は、ハムなどが傷まないよ

うに保冷剤や尐し凍らせた飲み物を一緒に入れるといいですね。  

おいしいもの 
探
偵
団 

子供からお年寄りまで、みんなに愛されているアメリカを代表する家庭料理です。 

電子レンジでチン！のインスタントも子供には人気ですが、

やはりチーズを削るところから作ったお袋の味にはかない

ません。今回は、バッフェ形式のレストランなどで見かける

クリーミータイプとは違う、お義母さんレシピのもう少しサッ

パリしたものを紹介します。とても簡単なので、是非アメリカ

の家庭料理の味を試してみてくださいね。 
 

用意するもの13×9インチのベーキング皿 4～6人分 

マカロニ（Elbow macaroni） 8オンス（茹で時間どうりに茹でてザルにあけて置く）、 

バター 大さじ6、 小麦粉(all-purpose flour） カップ1/4、   

塩 小さじ1、  黒コショウ 小さじ1/4、  牛乳 3カップ、  

シャープ・チェダーチーズおろしたもの 3 カップ  

 作り方 

１．小鍋にバターを入れ、溶けたら小麦粉を入れて粉気がなくなるまで炒め、塩、コシ 

  ョウを足す。牛乳を少量ずつ入れてカップ3/4位の牛乳でトロトロのホワイトソース 

  を作る。（牛乳をあらかじめ熱くしておくとダマになりにくいです） 

２．ベーキング皿にマカロニを敷き詰め、ホワイトソースをまんべんなくかけます。 

３．そこへ残りの牛乳をダーッと流し入れ、おろしたチーズの2カップ強を混ぜ合わせ 

  ます。適当にぐるぐるっと混ぜて、かたまりがあっても気にしなくていいです。 

４．残りのチーズを表面にまんべんなく散らします。 

５．375Fのオーブンで約30分、両端がブクブクして茶色い焼き目が付いたら出来上が 

  り。30分ほどおいて落ち着かせます。 
 

チーズ、バター、牛乳だけのレシピなのでカロリーは高いです(笑)。そのため我が家で

はすこしでもカロリーダウンのためにローファットミルクを使います。 

「シャープ・チェダーチーズ」はどこのスーパーでも売っている黄色いチーズで結構香

りが強いですが、料理すると匂いは気になりません。   （くるみ：Cary在住、主婦） 

Baked Macaroni & Cheese  

マック＆チーズを手作りで！ 
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子育ては親育て 
 

“ママ、僕の気持ちを受け止めて！” 
 

「どこも怪我してないから大丈夫。もう泣かないの」 

「もうおやつは終わりって言ったでしょ。ぐずぐず言わないの」 

時々こんなママたちの声が私の周囲からも聞こえてきます。子供たちにとっ

て、”怒り”や“恐怖”などの不快な感情は、なかなか心の中から消すことが

出来ません。なぜざらそれはいつも間違った感情だといわれるからです。人間

が感情を持つのは自然なこと。それには間違いも何もありません。 
 

私の教える2－3歳児のクラスではまず子供たちの感情を言葉で表してあげるこ

とからはじめます。 

「泣いているのはママに会いたいからだね。とても悲しいよね」 

「ジェイクにトラック取られて、どなっちゃったね。口惜しかったね」 

表現の方法は、あくまでもその子の感情を受け入れることで、決してその感情

の良し悪し決め付けることではありません。 

もし子供たちが感情的になり、何を言っても聞かない状態になった時は、何が

起きたのか話して聞かせましょう。そして、ママの言葉が子供に届くまで、

ゆっくり待ってあげてください。 ママも一緒に感情的にならずに。 

「もう尐し泣きたいみたいだね。ママがそばにいるからね」 

子供たちの持つあらゆる感情を受け入れ許すことで、子供た

ちも人間がお互いに理解いあえることを学んでいきます。忙

しい日々、尐し時間を作って子供たちの心と向き合ってみて

ください。今まで届かなかったママの言葉も子供たちに響い

てきますよ。ママは子供たちの人生で最初の先生です。 

がんばってね、ママ！！！ 

 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭） 
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学校 お助け Tips! 
 

EOG (End of Grade Test = 学年末テスト）その２ 
 

今回EOGの2回目は、家庭でできる準備についてお話します。 

学校でもEOGの前になると、過去の問題をさやらせたり、EOG中心のカリキュ

ラムになるクラスが多くなります。テストの形式に慣れるということは、とて

も大切なことです。春休みが終わった頃から、学校によっては放

課後、希望者にEOGの特別補習クラスを設けることもありま

す。ただ、最近では予算カットなどで、なかなか放課後まで補習

をしてくれる教師が減っているようです。しかしながら、コン

ピュータやインターネットの普及で親が協力すれば十分に家で準

備ができるようになったのは朗報です。 
 

さて、実際に家ではどんな準備ができるでしょうか。EOGの本を買って復習し

ながら、子供に何が足りないのか親が把握してその部分を強化することもでき

ます。本を買わなくてもオンラインでEOGのテスト問題を練習するのもお勧め

です。リーディングに関しては、質問形式が毎回似ているので練習問題で慣れ

ておくと高点数が取れやすくなります。質問では「主人公の人柄は次のうちの

どれが一番近いか？」とか「この話の主題は何か？」「次の中で文章の意味と

合っているものは下のどれか？」などがよく問われるものです。先生が子供達

に「長文を読む前にまず問題文を読みなさい」とよく言いますが、それは、問

題文を先に読むことによってどんなことに注意しながら読めばよいのかわかる

からです。 

算数に関しては、問題に出されている語彙がわからなくて問題が解けない場合

があるので、問題によく出る語彙をよく復習しておく必要があります。また、

日本とアメリカでは長さや重さの単位が違い戸惑いがち

ですので、それに慣れておく必要もあります。 

また小学校の問題では、お金の単位やスポーツのゲーム

に関しての問題が出題されることも多いです。“ダイ

ム”や“クオーター”などのアメリカのお金の計算に慣れさ

せておくも大事ですし、子供と普段からスポーツの番組

などを見ておくのもよいでしょう。 
 

どんな子供でも、やはりテストとなればよい点が取りたい

ものです。高得点を取った生徒に対しては、より高度な教

育を受けるチャンスが与えられることがあります。例えば

学校区によっては、5年生のEOGの算数で高い得点を取る

と通常の6年生の算数ではなくその上のレベルのクラスを

取ることも可能です。また次の学年での読解のグループ分

けにもこの得点が使われたりします。とにかくテストの前

には十分な睡眠を取り、当日はベストな状態で臨ませてあ

げたいものです。 

（荒武由紀：東京都出身、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校 

  区専任通訳翻訳者） 
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こんなお店知ってた？ 
 

春の日差しが眩しくて、休みの日にはついつい足が外へ向かいます。ランチを 

持ってさあ出かけましょう。お勧めはDuke Garden。色とりどりの花が咲き誇っ 

て、お花見がてらのピクニックは最高です。芝生もたくさんありますから、子供 

たちが寝そべっても大丈夫だし、友達や夫婦でランチ・読書・昼寝のフルコース 

なんてのもいいかもしれません。でも、休みの日にもお弁当を作るなんて…とい 

うあなた。アメリカ流のテイクアウト・ハンバーガーやサンドイッチはいかが？ 
 

COOK OUT クックアウト  http://cookoutnc.com 
 

Durham:4245 N Roxboro St. Durham, NC  ☎471-2400 

              1540 S Miami Blvd. Durham, NC   ☎957-4861 

Raleigh: 3244 Capital Blvd. Raleigh, NC  ☎862-8280 

              3930 Western Blvd. Raleigh, NC  

              6320 Angus Dr. Raleigh, NC  ☎782-6888 

              1201 New Bern Ave. Raleigh, NC ☎821-5410 

              6505 Falls Of Neuse Rd. Raleigh, NC ☎862-8830     

Cary:     1607 Walnut St. Cary, NC ☎471-2400 

              

大学生たちの圧倒的な支持を受けるこのCook Outは、NCのグリーンスボロを発 

祥の地とするNC流・テイクアウト・ハンバーガーのお店です。ほとんどがドラ 

イブスルー専門。よくあるファーストフードの店と違うのは、ここのはクック 

アウト・スタイルだということ。クックアウトというのは、野外で料理するこ 

とを意味します。つまり、ここのハンバーガーは、夏の野外でBBQグリルを使 

って焼いて作るあの炭焼きハンバーガーを再現しているのです。厚切りのトマ 

トとレタスが必ず付いてくるのも手作り家庭風です。 

他には、ノースカロライナのBBQのチョップト・ポー 

ク・サンドイッチもおいしいし、チキン・サンドイッ 

チも炭焼き風のチキンとトマトでいい味です。 

ここはホットドッグさえも炭焼き風です。 

このお店でもう一つの有名なのが、ミルクシェイク。 

その数、39種類もあるんです。チョコチップ、パイナッ

プル、キャラメル、モカ、ピーナツバターファッジな

ど…かなり迷いそうです。 

さあ手軽にテイクアウトして、ピクニックに出発しましょう！ 
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名古屋大学 研究成果発表会 NU Tech 2010 開催結果報告 
 

名古屋大学による研究成果発表会が、2月10日、Durhamのシェラトンホテルで開催され

ました。本発表会では、主催の名古屋大学の他に日本の中部地区6大学（岐阜大学、三

重大学、名古屋工業大学、豊橋技術科学大学、浜松医科大学、名古屋市立大学、）及

び NC3 大 学（UNC  Chapel  Hill、NCSU、

East Carolina University）が参加し、全部

で22の研究成果の発表がありました。この

技術発表会では、180人以上の方々が参加

し、またNC商務省クリスコ長官等が参加す

るなど、終日、大変な盛況でした。 

研究成果発表会の目的は、名古屋大学等

の研究成果や特許に関心を示す米国企業、研究者等を発掘することでした。大学が産

業界と連携し研究を進めたり研究成果等の特許を企業にライセンシングすることは「産

学連携」や「技術移転」と呼ばれています。ノーベル賞を近年続けて受賞するなど優れた

研究成果を数多く有し、国際的な活動を積極的に展開している名古屋大学では、日本の

大学として初めて産学連携・技術移転のための専門の米国オフィスをNCに設置していま

す（Technology Partnership of Nagoya University, Inc.：NU Tech）。NU Techや名古

屋大学の取り組みについては、是非「www.tpnu.org」をご覧ください。 

また、名古屋大学では日本の大学では珍しいSAT試験での出願が可能で、全て英語で

授業を受け学位が取得できるプログラム（4年制）を留学生や帰国子女のために2011年 

9月から開始する予定です。詳細は改めてお伝えします。  （NU Tech 名古屋大学） 

2010 信州大学環境教育海外研修プロジェクトin NC  
 

3月10日から10日間、信州大学の農学部・工学部・

教育学部・人文学部の環境ISO学生委員会の学生4

名がNCを訪れ研修を行いました。信州大学の教育・

研究の目標の中に、学生の環境マインドの育成とい

うのがあり、毎年、学生が数名この研修に参加してい

ます。昨年はヨーロッパのリューネルブルク大学で研

修をしました。今年はNC州にあるNCSU、UNC、

Dukeの3つの大学とRaleigh市内、そしてNC州の関

連施設を見学し、担当者にインタビューさせていただ

きました。「持続可能な社会の実現」をめざした教育や研究の取り組みを、大学・行政・そ

の他の面から直接現地でお話を聞いたり、施設を見学させていただくことで、多くの事柄

を、直接的に学ぶことができました。また、NC州の特色的で興味深い取り組みとして、

NCSUのSolar House や節水に関するアクションの幾つかを知ることができました。 

さらに、日本とNCとの関係について、名古屋大学や富山県と濃密な関係があるとのこと

で、大変親しみを感じました。中学校では社会科の授業で、学生たちが用意した日本の

中学生生活についてのプレゼンを英語でやらさせていただきました。思い出深いNCでの

滞在では、現地の皆様の温かい激励のお言葉やご親切に、感謝だらけの毎日でした。

また日本人である私たちが、あまりにも日本の文化を知らないことを再確認させられた

研修でもありました。NCでお世話になった皆様、特にジャパンセンターの長曽我部様、

ディレクターのジョン様、伊奈様、本当いろいろとありがとうございました。           

（2010引率教員・信州大学教育学部生活科学教育講座 准教授・福田典子）  

情報塔 あれこれタワー 
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  チャペルヒル・ダーラム日本人会 

 

チャペルヒル・ダーラム日本人会は 

トライアングル・エリアにお住まいの日本人のための会です。 

会員同士の交流の場の提供、また情報交換の掲示板などを運営しています。 

昨年より会員になるための年会費を無料、入会金も無料にしたので 

より多くの人たちが気軽に参加できるようになりました。 
 

掲示板では、会員が投稿した情報・記事・案内などを誰でも自由に閲覧できます。 

「売ります」「買います」「あげます」「教えてください」「教えます」「探しています」など 

みなさまに役立つ情報がたくさんです。 

世界中どこからでも当掲示板にアクセスして最新情報がご覧いただけます。 

是非、掲示板のURLをブックマークして毎日チェックされることをお勧めします。 
 

会員になりたい方は → cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp  

掲示板は→ http://cdja.1616bbs.com/bbs/ 

ホームページは → http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp 

 
 

春のピクニックのお知らせ 
 

日時： 平成22年5月23日（日）11時～受付開始 

場所： Wilson Park (Carrboro) 

参加費： 無料（非会員は$3、当日入会の場合は参加費無料になります） 

内容： 太鼓演奏、マジックショー、抽選会など 

飲み物・スナックの用意あり 

いろんな日本人と友達になるチャンス！ 

どうぞ気軽に遊びに来てください！ 

一緒に春の陽の下で楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 
 

 

このピクニックでは、アトランタ総領事館の出張サービスがあります 
 

領事出張サービスの内容は以下の通りです。  

１）在外選挙人登録 / 選挙人証住所変更 / 選挙人証再交付（紛失・破損）手続き  

２）旅券の発給交付（事前申請者のみ）  

 ３）各種証明書の受付（在留証明、署名証明、各種身分事項の証明等の申請） 

このサービスですは事前連絡が必要です。 

当日は、領事、職員への直接相談も可能です。  
 

アトランタ総領事館のホームページに詳細が掲載されています。  

サービスの詳細はアトランタ総領事館ホームページをご参照ください。 
 

http://cdja.1616bbs.com/bbs/data/cdja/img/127_c52629b497.pdf  

 

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp
http://cdja.1616bbs.com/bbs/data/cdja/img/127_c52629b497.pdf
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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
 

==アジア・ビジネス・コンファレンスに参加して==  
 

去る2月24日Duke大学Fuqua Business School 主催のAsian Business Conference 

に日本クラブの代表として参加しました。このConferenceの主テーマは、アジ

ア地域へのビジネス展開にどのような戦略で臨むべきかという事でした。Fuqua

やそれ以外の Graduateスクールの学生や海外戦略に関心のあるビジネスマンな

ど200名ほどが参加していました。今回はその時の雑感を書こうと思います。 
 

30人近いパネラーが各々経験談や研究発表を行っていましたが、そのほとんどが

中国やインドなど発展途上国を対象にしたもので、我が日本に触れたものは全く

ありませんでした。これが数年前のことならば、当然日本市場を対象にしたセッ

ションが必ずあった筈です。確かにここ数年の発展途上国の市場としての成長性

は目を見張るものがあり、相対的に日本市場への興味が大きく沈下していること

をあらためて実感した次第です。ただし、参加者の中には、「発展途上国の成長

率を考慮したとしても、成熟した日本市場のポテンシャルの方がはるかに大きい

はず。ところが競合など日本市場への参入障害のハードルがあまりに高すぎて、

それだけ開発途上国への展開が魅力的に思えるのではないか」という意見を言う

人もいました。 
 

もう一つ意外だったのは、見渡しても、日本人らしき参加者がほとんど見当たら

なかったという点です。鳩山首相の夢のような「東アジア共同体構想」とまでは

いかなくても、今の日本の経済不況脱出のキーワードとしてのアジア市場の取り

上げられ方を考えれば、日本企業あるいは日本人学生などの参加がもっとあって

しかるべきではなかったかと感じました。日本はアジアの一員ではないと考えて

いるのか、あるいは日本人だけが集う場でないと参加したくないと考えているの

か、そうでないことを祈りたいという気持ちになりました。 
 

参加したいくつかのセッションの中で、私が興味をもったのは「巨大貧困層に対

するビジネス機会」というセッションでした。ここでの論点は、65億人ともいわ

れる世界人口のうち40億人が1日1ドル以下の生活費で暮らしている貧困層で、彼

らには当たり前のきれいな飲み水や教育の場すら提供されず、その多くは文盲で

文字を読んだり書いたりすらできないという。このような貧困層へのアプローチ

無しではアジア市場は語れないという点でした。たしかにいま盛んに取り上げら

れている中国やインドの急増する中間所得者層の場合でも、それぞれの国民全体

のほんの一握りしにしかならないはずです。ましてアジア全体としてみると、依

然としてこの貧困層が大きな割合を占めていることになります。そこに、例えば

やれコンピュータとかゲーム、化粧品、薬品などの先進諸国で成功した製品やそ

の流通の仕組みなどのビジネスモデルを持ち込むことを考えているだけでは、真

のアジア市場戦略とはいえないのではないでしょうか。文字が読めない、書けな

い消費者にはそれこそアイフォンのようなものがあっても意味がないし、それを

購入するお金など到底ないはずです。このセッションでは話し言語だけで使える

携帯電話がこの市場を開く可能性のあるツールで、政府やNGOなどの将来事業

としてインフラ作成や試験運用されていく仕組みが必要であると強調されていま

した。考えさせられました。 
 

（ 岩島ロッキー：トライアングル日本クラブ代表 http://trianglejapanclub.org/  ) 
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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、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・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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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） 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com   Reality Triangle 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

売レストラン：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

も良し。問い合わせ先：919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

売り家：タウンハウス、2ベッドルーム、カスタムメイド家具、サテライト×2

付、Duke/UNC・ショッピングセンター・映画館近し、連絡先 919-215-5665 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

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。設備付で必見の価値あり。 

値段交渉可。お問い合わせ：919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで 

見て見て！ 三角掲示板 classified
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フローリスト（宇山） 
 

919-949-1875 日本語 
919-595-6185 English 

www.angelrosesflorist.com 

   

   

  オリエンタル スーパーマーケット 

  

 

トライアングル日本クラブ主催  
 

子供の日 餅つき大会 
 

日時： 4月24日（土） 12時～3時 

雨天決行 

場所： ジャパンセンター 

705 Barbour Dr. Raleigh, NC 

会費： 無料 
 

詳細： trianglejapanclub.org/ 

 

伝統的な餅つきをします。 

折り紙でのカブトづくりもあります。 

家族みんなでいらしてください。 

日本食とアジアの食材 

この広告をご持参の方は 

15ドル以上のお買い上げで、5％引き！ 

結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
日本の食品を豊富に取り揃えて 

皆様のお越しをお待ちしております 

3738 Chapel Hill Blvd.  
Durham, NC  

Phone: 919-489-5116 

15－501 レストランKURAMA 並び 

ターゲットのあるサウススクエア向かい 

Chapel Hill Tennis Club 
 内容：テニス、水泳やその他のスポーツ、アート&クラフト（小さな子） 

 期間：6月14日～8月6日、1週間単位、9時～2時 

 対象：5歳以上   連絡先：929-5248  www.chapelhilltennisclub.com 
 

Bright Horse Farm & Arts Studio 
 内容：乗馬の基礎、チームワーク、アート&クラフト、粘土 

 期間：6月7日～8月27日、1週間単位、一日・半日クラス有 

 対象：5歳～12歳 

 連絡先：929-1568 www.thebrighthorse.com 

ここにあなたの広告を 

載せませんか？ 

三角横丁では、広告を募集 

しています。お問い合わせは 

sankakuyokochou@gmail.com 
  

広告デザインなどのご相談も 

随時承っています。 
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サマーキャンプって？ 
 

もう夏のこと?と思わないでくださいね。夏休みまであと2か月ほどです。お子さん 

をお持ちの方がそろそろ考るのが、子供の夏の過ごし方。日本に里帰りしないなら、

長い夏休みをどうするか、今から計画を立ててもいいですね。サマーキャンプの申 

し込みは春から始まり、人気のあるものは早くいっぱいになってしまうこともある 

からです。キャンプと言っても、一日数時間の手軽に参加できるデイ・キャンプも 

たくさんあります。この辺りではどんなものがあるか、いくつかご紹介しましょう。 
 

Museum of Life & Science Summer Camp 
 内容：昆虫、蝶、恐竜、生物、レゴのロボット、機械、化学などコース多彩 

 期間：夏休みの間、様々な期間のものがあるので問い合わせを 

 対象：4歳～8年生 連絡先：220-5429 ex.313  www.ncmls.org 
 

Piedmont Wildlife Center 
 内容：野生の生き物や環境について学ぶ、クラフト、ゲームなどもあり 

 期間：7月14日～8月20日、1週間単位、9時～3時 

 対象：4～12歳 連絡先：489-0900  www.piedmontwildlifecenter.org 
 

Nature Adventure Camp at Sarah P. Duke Gardens 
 内容：ガーデン探検、アート&クラフト、写真、絵画、バードウォッチング 

 期間：6月14日～18日、6月21日～25日、それぞれ9時~1時 

  対象：8~11歳 連絡先：668-1708 www.sarahpdukegardens.org 
  

Chapel Hill-Carrboro City School Summer Camp & Enrichment 
 内容：水泳、アート＆クラフト、ドラマ、バスケットボール、遠足、ゲーム 

 期間：6月21日～7月30日、1週間単位、一日・半日クラス有 

 対象：新1年生～12年生 連絡先：967-8211 ex.28266 www.chccs.k12.nc.us 
 

Little House Summer Camp at Montessori Children’s House of Durham 
 内容：屋外と室内あそび、水遊び、音楽、アート&クラフト、絵本の時間 

 期間：6月14日～8月20日、1週間単位、8時半～3時 

 対象：3～6歳 連絡先：489-2030 www.http://mchdurham.org/summercamp.html 
 

Durham Bulls Pepsi Baseball Camp 

  内容：ダラム・ブルズの選手による野球の指導、ランチとTシャツ付 

 期間：6月10日～12日、7月21日～23日、8月5日～7日 

 対象：7～14歳 

 連絡先：687-6546  www.durhambulls.com/events/baseball_camp.html 
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4月5月 トライアングルの イベント・スケジュール 

4/3  土 ㋫25th Annual Flower Festival (～5/26) Biltmore, Asheville 

4/10 土 ㋖㋯Cinderella (～4/18) Memoral Auditorium 

4/10 土 ㋫Earth Action Day Southern Village 

4/10 土 Alvin American Dance Theater (～4/11) Memorial Hall, UNC 

4/13 火 ㋙Carmina Burana and UNC Symphony Memorial Hall, UNC 

4/14 水 ㋯Macbeth (～4/25) Titmus Theater, NCSU 

4/16 金 ㋙Duke Jazz Ensemble Baldwin Auditorium, Duke 

4/16 金 Ballet Hispanico Carolina Theatre 

4/17 土 Durham Art Walk Downtown Durham 

4/17 土 ㋖㋫CoolKids Expo Raleigh Convention Center 

4/17 土 ㋙Triad Harmony Express Brock Performing Arts Center 

4/17 土 ㋫NC Turkish Festival 2010 NC State Fairground 

4/17 土 ㋫Earth Day/Planet Earth Celebration Museum of Natural Science 

4/17 土 Skywatching：Mercury, Venus, Mars, Saturn Morehead Planetarium, CH 

4/17 土 ㋙Compaa Nacional de Danza Bach Memorial Hall, UNC 

4/18 日 ㋙NC Master Chorale & Raleigh Symphony Meymandi Concert Hall 

4/21 水 ㋯Wicked  (～5/16) DPAC 

4/22 木 ㋙UNC Jazz Band Hill Hall Auditorium, UNC 

4/22 木 Romeo & Juliet (Ballet) (～5/9) Fletcher Theater 

4/23 金 ㋫Southern Women's Show NC State Fairground 

4/23 金 Retrofantasma Film Series Carolina Theatre 

4/24 土 子供の日 餅つき大会（１２～３ｐｍ） NC Japan Center 

4/24 土 ㋫Spring Plants & Craft Festival Duke Gardens 

4/24 土 ㋫World Beer Festival Moor Square Park, Raleigh 

4/24 土 ㋙A Cappella "Pretty in Pink Foundation" Meymandi Concert Hall 

4/25 日 ㋙Touch a Truck University Mall, CH 

4/25 日 ㋙NC-RTP-Rock同好会ライブ (2～5ｐｍ） Jump’n Java Cafe 

4/30 金 ㋙A Night at Opera/NC Symphony(～5/1) Meymandi Concert Hall 

5/1  土 ㋫2010 Arts on the Green (10am-5pm) Southern Village 

5/2  日 ㋙NC Wind Orchestra Meymandi Concert Hall 

5/7  金 ㋙Our Favorite Things/NC Symphony Meymandi Concert Hall 

5/8  土 ㋖㋐Brick Magic 2010 LEGO Hilton, North Raleigh 

5/13 木 ㋙NC Symphony/American Classics Memorial Hall, UNC 

5/15 土 ㋫Artsplosure2010 Moor Square Park, Raleigh 

5/15 土 ㋙The Civil War/Triangle Brass Band Meymandi Concert Hall 

5/15 土 ㋛Nickelodeon ”Storytime Live!” (～5/16) Memorial Auditorium 

5/16 日 ㋙NC Master Chorale Meymandi Concert Hall 

5/16 日 ㋙Chamber Orchestra of Triangle Carolina Theater 

5/18 火 ㋙Chicago (Live Concert) DPAC 

5/21 金 ㋙Triangle Youth Brass Band Meymandi Concert Hall 

5/22 土 ㋙Butterfly for the Animals Museum of Life & Science 

5/22 金 ㋙NC Symphony Contributor's Concert Meymandi Concert Hall 

5/22 土 ㋖Carolina Youth Ballet Fletcher Theater 

5/23 日 日本人会 春のピクニック（11am～） Wilson Park (Carrboro) 

5/23 日 ㋖Sleeping Beauty/Carolina Ballet Memorial Auditorium 

5/25 火 ㋯Color Purple(ミュージカル) DPAC 

略号説明: ㋖子供用イベント、 ㋙コンサート、 ㋯ミュージカル、 ㋫フェスティバル 

DPAC=Durham Performing Arts Center 、下線=日本人コミュニティーイベント 
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 ＊「三角横丁」へのお問い合わせ、また広告の掲載などについては、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、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。 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 トライアングル地域情報誌「三角横丁」2010年4月第13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   Email: sankakuyokochou@gmail.com 

耳寄り情報 From our Sponsors！ 
 

＊Pan Asia Market: 70沿いのBrier Creekの中にある日本食とアジア食品の 

   パンアジア・マーケットでは、この三角横丁を持って行き、15ドル以上 

   の買い物をすると5％の割引をしてくれます。新しいお店なので、まだ 

   どこに何が置いてあるかわからない、欲しいものが探せない、という場 

   合は、ないと諦めないでお店のオーナー、リリーさんに聞いてみくださ 

   い。リリーさんは香港出身の髪の長い気さくな女性で、日本人のお客さ 

   んが来るのを楽しみにしています。（広告：5ページ参照） 

＊Sucoragen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 

   は三角横丁の読者の皆様にそのよさを知っていただくため、トライアル3 

   点セット（定価1050円）を無料でお配りしています。数に限りがありま 

   すのでご希望の方は、お早めに sankakuyokochou@gmail.com まで、お 

   申し込みください。（広告：27ページ参照） 

第6 回トライアングル婦人会のご報告 
 

第6回婦人会が3月19日午前11時半から行われました。今回は、

Durhamで極真空手を教えているライゴ先生をゲストにお迎えし

ていろいろと武道に対しての心構えをお話していただきまし

た。ライゴ先生は日本で修行を重ね、現在はノースカロライナ

の支部長として活躍され、70名程の弟子がいます。日本での修

行が厳しかった話には日本人としても驚くようなことばかりでした。武道を通

して強い心を育むことは大切だということがよくわかりました。 
 

第7回婦人会は5月14日11時半より行います。内容は「リフレクソロジーで心も

体もスッキリ」の予定です。 

初めての方もどうぞお気軽においで

ください。 

ポトラックのランチをしますので、 

何か一品お持ちください。 

出席なさる方は5月12日までに荒武、 

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 
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「Census 2010」 国勢調査の回答用紙は送り返しましたか？ 
 

 
 

 

 

前号でお伝えした「Census2010」ですが、皆さんの元に3月に届きましたか。 

そして、きちんとそれに回答して送り返してもらえたでしょうか。 

もしも、まだ回答して送り返していない方がいましたら、どうぞ急いで書いて

送ってください。最終締め切りは4月19日です。それまでに届かないと、4月20

日より係員が家に訪ねてきます。係員の費用は、私たちの税金から出るもので

す。できたらそんな無駄使いはしたくありません。私たちの税金が平等に必要

なことに使われるよう、アメリカ住む日本人のためにも使われるよう、その数

をきちんと把握してもらわなければなりません。国勢調査（人口調査）はその

ためにも大事なのです。どうか、ちゃんと送ったか今一度確かめてください。

センサス・ビューローの問い合わせ先の電話は 1-866-872-6868（英語)。 

またアジアコミュニティのためにセンサスのヘルプをしているNAAP  NC副代

表のMarguax Escutinさんは、わからないことに何でも答えてくれます。彼女の

連絡先は marguaxescutin@naap.nc.org またセンサスのビデオ・リンクがで

きましたのでこちらもご覧ください。 https://www.engageher.org/census/?

 All Duke・日本人パーティー 
 

イースター・サンデーの4月4日、Dukeの学生・研究者、その家族がLaw school

の中庭に集まり「ALL Duke 日本人パーティー」が開かれ持ちました。今回で3

回目のこの会は、年に2度を目安に去年から始まりました。学業や研究の毎日で

は、なかなか他の専門の人たちに会う機会がないため、仲間づくりをするのが

目的です。幹事は前回はビジネス・スクール、今回はロー・スクールが担当し

ました。BBQグリルでお肉がジュージュー焼けるいい匂いと持ち寄りの手作り

料理が食欲をそそり、食事と共に、新緑の中で皆の会話も弾んでいました。 

7割くらいの参加者が家族連れで、奥さん方や子供たちも新しい友達を作る機会

になり、今回初めて参加された方たちは「来てよかったです」と口々におっ

しゃっていました。独身の参加者たちは「普段はBBQなどできないので、焼き

立てのお肉がおいしいです。今日はたくさん料理があって嬉しいです！」と

ビールを片手に、今日知り合った人たちと情報交換をしていました。 

 

 

CensusのWeb site： 

http://2010census.gov/2010ce

mailto:荒竹由紀yaratake@email.unc.edu
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!!Hot News!! 

キャメロン・スタジアムで話すコーチK 

Welcome Home Celebrationの様子 

DUKEバスケット 全米チャンピオン！優勝おめでとう！ 
 

March Madnessと呼ばれるNCAA全米学生バスケットボールのチャンピオンを

決める決勝戦が、4月5日夜インディアナポリスで開かれました。65の強豪チー

ムの中から勝ち抜いてここまでたどり着き、Butler大学Bulldogsとの決勝戦で苦

戦を強いられながらも61対59で勝ちを決め、9年ぶり4度目の王者に返り咲いた

のは、我らがトライアングルのDuke大学のMen’s Basketball Teamでした。 
 

バスケットボールのHall of Fameに名を刻む名コーチMike Krzyzewski（愛称は

コーチK）が率いるDukeのBlue Devilsは、2.15mの長身のBrian Zoubekを筆頭

に優秀な先鋭が揃うの名門チーム。4月3日に行われたファイナル4の試合では、

West Virginia大学に78対57の大差で勝ったDuke大学でしたが、さすがに決勝ま

で来たButler大学のBulldogsはツワモノでした。いくら点を引き離そうとしても

常に僅差で追ってきて、最後の最後まで結果が予測できない接戦でした。優勝

が決まった瞬間、Dukeの観客席は安堵と歓喜の声が響き渡りました。その様子

はインディアナポリスのスタジアムだけでなく、DurhamにあるDuke大学の

キャンパスでも同じでした。 
 

地元Duke大学のキャメロン・インドア・スタジアム

は、実際の試合を見に行けなかった学生たちで埋め尽

くされ、身動きが取れないほど。バスケットボール

コートの得点版に映し出される映像を見ながら、点が

入るたびに一喜一憂する大きな声が漏れ、応援の渦で

熱気に満ち溢れていました。優勝が決まると、みんな

叫び声を上げ、熱気は更に増し皆が喜び合いました。 

その後、Dukeキャンパスの学生たちは寮の庭に続々

と集まり、優勝時に恒例である「Bonfire」が始まりま

した。警察や消防署の監視下でも許される大きな焚火

です。この日のために寮生たちが寮ごとに作った巨大

なベンチ（トラックほどの大きさ）が一か所に集められ焚火にされます。夜の

闇に真っ赤な炎を上げて激しく燃えさかる様を学生たちはいつまでも感慨深く

眺め興奮覚めやらぬ様子でした。 

翌日4月6日は、インディアナの凱旋から

戻ったばかりのBlue Devilsを迎える

「Welcome Home Celebration」がキャメ

ロン・インドア・スタジアムで午後2時

から行われました。会場には、入りきれ

ないほどの学生やマスコミがコーチKと

選手たちの快挙を湛え歓迎しました。 
 

昨年の全米学生チャンピオンであった

UNCのTar Heelsは、惜しくもNCAAの2

回戦で優勝候補ともいわれていた強敵の 

                  Kentucky大学を相手に退きました。 

ボンファイアーの様子 

27 

 



28 

 

 

Sushi Bar is closed on Wed. 寿司バーは水曜休み 

  

 

NCトライアングル地域情報誌 

2010年4月（第13号） 春だよ、みんな出ておいでの巻  

三角横丁編集部発行 
E-mail: sankakuyokochou@gmail.com 

草花が芽吹き、新緑が輝き出す春は、生命の息吹と逞しさを感じる季節でもあ

ります。4月4日はイースター・サンデーでしたが、イースターで使われるキャ

ラクターが「うさぎ」と「卵」であるのも、「春」と「命」を象徴するものだ

からでしょう。春にたくさんの子供を産むうさぎは、命をもたらす幸運の動物

と考えられています。うさぎは、日本では鳥獣戯画に始まり、因幡の白うさ

ぎ、そして欧米ではピーターラビットなど、お話の中に登場することがよくあ

ります。古くから人間にとって身近な存在だったのでしょうね。身近といえ

ば、うちの庭には、チューリップや菖蒲の花を全部食べてしまう困り者がよく

現れます。冬の間、白と黒の世界でおいしいものに巡り合えず土を掘り返して

いたけれど、暖かい陽気に顔を出した花たちは赤や黄色の鮮やかな色をして、

うさぎにとっては「おいでおいで」と誘っているように見えるのでしょうか。 

もちろん、人間たちも、美しい色をして咲き乱れる花たちに誘われて、ついお

花見に出かけたくなります。ノースカロライ

ナの春は、なんと色賑やかなのでしょう。 

桜もいろいろな種類を見かけますし、濃いピ

ンクの小さな花がびっしりと枝についたレッ

ドバッド、野生化した薄紫の藤の花、赤や白

の椿、アメリカ国花のハナミズキ、花壇もま

た、まるで絵具の箱を開けたようです。あな

たは、今日はどんな花を見かけましたか。 
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