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三角横丁編集部発行
E-mail: sankakuyokochou@gmail.com
ジューン・ブライドは、気温も暖かくなり天気もよく一番安定した気候の初
夏に結婚できる幸せな花嫁さんですが、これはアメリカでの話。日本では6
月の結婚式はちょっと空模様が心配。そろそろ雤の季節に入るからです。梅
雤入りの話題は、沖縄からどんどん北上してきます。暦の上では、立春から
数えて135日目を「入梅」と呼び、これは毎年、6月の11日か12日頃です。
ところで、この夏前の雤の季節をなぜ「梅雤」というのでしょう。梅の花が
咲くのは春先、それも桜の前のはず。梅の雤だなんて、ちょっと変ですね。
「アジサイ雤」とか「菖蒲雤」とかの方が時に叶った絵になる気がします。
「五月雤（さみだれ）」という古くから使われている雤の表現もあります。
この「五月」は、旧暦の5月のことですから、今でいう6月の雤のこと。つま
り「梅雤」と同じ雤の季節を指します。さて「梅雤」の話に戻りますが、
「梅雤」の梅は「梅の花」ではなく、実は「梅の実」のことです。梅の実が
熟す頃、日本はたくさんの雤が降るので
す。春に目を覚ました木々たちは、この
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!!Hot News!!
高校生日本語スピーチコンテスト
5月8日（土曜日）、ノースカロライナ州立大学内に於いて、ジャパンセンター主催によ
る「ノースカロライナ州日本語スピーチコンテスト」の高校生の部が開かれました。
このコンテストは今回で7年目を迎える恒例行事で、州内の9～12年生が3つのレベル
で、それぞれ日本語でのスピーチを行い、優秀者を選出するものです。
今回は、州内8校＋ジャパンセンターの生徒計27名が参加し、日頃の成果をステージ
の上で披露しました。
レベル1は、現在形で主に家族や学校の紹介。レベル2は、
過去形も用いての文章構成。レベル3は、接続詞も含んだ
文章構成で意見も盛り込まれた内容のスピーチとなってい
ました。レベル3ともなると、タイトルも「アメリカの食べものと
日本の食べものの違い」や「心理学者だったら」などかなり
掘り下げたテーマで聞き応えのあるものでした。

日本の
食べ物

母国語でさえ人前でのスピーチは難しいのに、ましてや発音も単語も全く違う外国語
で発表するのは大変な勇気が必要です。しかし、生徒達は家族や友人も駆けつけ緊
張感漂う中、原稿用紙何枚にも及ぶ文章を暗記して、流暢な日本語で堂々と発表し
ていました。時々内容を忘れそうになり一瞬詰まる場面もあったりして、そういう時は
こちらが親になったような気分で手に汗を握ってしまいました。
生徒達の自分の番が終わった後のほっとした安堵の笑顔はとても素敵でした。きっと
この日の達成感は彼らにとって今後よい影響を与えることでしょう。
（レポート：関口さとみ、Raleigh在住）

NAAAPーNC からのお知らせ
NAAAPとは、The National Association of Asian American Professionalのこと
で、アジア人たちがプロフェッショナルとしてリーダーシップを発揮し、また
それぞれの個人の目標を援助するために作られた団体です。アジアのいろいろ
な国から来た者たちが、その多様性を活かし、お互いが結びつき連携してネッ
トワークを作って助け合い、政治・ビジネス・教育・地域社会の中でより活躍
できるようにと活動しています。具体的には、専門家たちによる講演会やワー
クショップ、ローカルな活動、国レベルの活動、勉強会などを行っています。
日本人は、アジアの一員という気持ちが薄いのか、この団体に参加しているの
は日本人以外のアジア人がほとんどという現状です。これからはアジアの時代
ともいわれています。是非日本人たちの参加を期待します。日本人の中だけで
固まらず、より開かれた場に出て仲間を作りもっと可能性を広げてください。
NAAAP National: http://www.naaap.org
NAAAP National Convention: http://www.naaapconvention.org
只今「ドラゴンボート・レース」の参加者を募集しています。20人が一緒に中
国風のカヌーを漕ぎます。男女、年齢を問わず、興味のある人は一緒に汗をか
きましょう。連絡先：Margaux Escutin ： margaux.escutin@naaap-nc.org
また、6月16日6pm-9pm、SBA (Small Business Association)によるビジネス財
政ワークショップをDurhamのWomen’s Business Centerで開催する予定です。
（Margaux Escutine: NAAAP-NC Vice President）
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注目イベント：「2nd Saturdays」http://ncdcr.gov/2ndsaturdays.asp
6月12日・7月10日・8月14日の夏の月の第2土曜に開催のNCだけのイベント！
NCの歴史や文化、産業を再認識する催しが州内37か所で100以上行われます。
ローカルな工芸品や食べ物の出店、アートパーフォーマンス、体験クラフトな
ど楽しさいっぱい。「Juneteeth*」とは奴隷制の歴史の終焉を祝う行事です。

耳寄り情報 From our Sponsors！
＊Durhamにある日本食レストラン鞍馬では、7月1日よりメニューの数をより充
実。ランチには「鮭弁当」「照り焼き弁当」が登場し、お寿司や鉄板焼き以
外でも豊富な日本食メニューが手軽に食べられます。夜は日本酒の種類を増
やしお酒好きにも満足度アップ。寿司バーも毎日オープン！（広告p.24参照)
＊H.I.S. 旅行会社エイチ・アイ・エス
これから夏の里帰り航空券をお探しの方、高い、席がないと諦められた方、是
非、旅行会社H.I.S.までご一報ください。あなたのニーズに合ったプランを専属
担当者がご希望に添えるよう親身になってアレンジ致します。航空券以外にも
夏休みのクルーズ、各地への旅行、アメリカ、カナダ国立公園、ペルーなど南
米人気商品もご用意しております。H.I.S.ニューヨーク支社：1-800-275-4447
E-mail: withyou@is-usa.com URL http://www.his-usa.com (広告p.15参照）

トライアングル婦人会
第6回トライアングル婦人会ランチが5月14日Durhamで行
われました。今回は「リフレクトロジー」をご自宅で経営され
ている武田いくみさんをゲストスピーカーにお迎えし、実演
有りの充実した時間を過ごしました。最初、足を出すのを恥
ずかしがっていた参加者も、だんだん靴下を脱ぎ始め「肌
がきれいになる箇所は？」「肩こりがひどい時は？」「不眠
症にはどこを押せばいいですか？」「最近ストレスがたまり気味！」など興味津々。リフ
レクソロジーで小さい子供の「疳の虫」も治まるそうです。武田いくみさんの連絡先は、
919-597-9119 です。
「第8回トライアングル婦人会ランチ」は9月10日、11時半より行います。次回はいつも
と趣向を変えて「薬膳餃子の作り方教室（予定）」です。 夏バテも「薬膳餃子」を食べ
れば吹き飛んでしまうこと間違いなし。初めての方もどうぞお気軽においで下さい。
ポットラックはちょっと、という方は、飲み物やお菓子等を持参頂ければ大丈夫です。
出席なさる方は、9月8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
＊「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
トラゕングル地域情報誌「三角横丁」2010年6月第14号 by三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トラゕングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 山岸陽子、 編集責任者： オーガステゖン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 Email: sankakuyokochou@gmail.com
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６月７月 トラゕングルの

イベント・スケジュール

6/5 土
6/5 土

Youth Fishing Rodeo
㋖African American Cultural Celebration

Staryhorn's Pond, Chapel Hill
NC Museum of History

6/5 土

Paula Deen Live!(Cooking Show)

DPAC

6/5 土
6/5 土
6/8 火
6/8 火
6/10 木
6/10 木
6/10 木
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/13 日
6/16 水
6/17 木
6/17 木
6/19 土
6/19 土
6/19 土
6/20 日
6/26 土
6/26 土
7/3 土
7/4 日
7/4 日
7/4 日
7/4 日
7/9 金
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/11 日
7/16 金
7/17 土
7/17 土
7/24 土
7/28 水
7/31 土

㋙NC Symphony: Red, White and Blue
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
㋖Beauty and the Beast (Musical)（～6/13）
㋙NC Symphony & Branford Marsalis
Tastes of NC: Pork, Pickles & Peanuts
Amer. Dance Fest "What is Dance Theater?"
African American Dance Ensemble(～6/12)
㋙NC Symphony: Cuban Jazz Tiempo Libre
Carolina Culture; Arts & Crafts (2nd Sat.)
Herb, Garden and Craft Festl (2nd Saturdays)
Juneteeth*: Forever Free （2nd Saturdays)
Juneteeth* （2nd Saturdays)
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
Pet Fashion Show and Parade
Down Home: Jewis Life in NC(～12/30)
㋙Magnolia Baroque Festival(～6/20)
㋙NC State Bluegrass Festival（～6/19)
Amer. Dance Fest "What is Dance Theater?"
㋙NC Symphony: Celebration 10 Seasons
Seagrove Summer fest （陶芸市）
㋙Al Jarreau & the George Duke Trio
㋙Chaka Khan
㋙NC Symphony: The Ahn Trio
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
4th of July Fireworks(7pm-10pm)
4th of July Celebration（7:30pm-11pm)
Carrboro 4th of July Celebration
㋙NC Symphony: Independence Day
㋙Michael Buble: Crazy Love Tour
夏祭り・盆踊り（日本クラブイベント）
㋙NC Symphony: The Wizard of Oz
Image of the Capitol(2nd Saturdays)
Textile and Tarheels of NC(2nd Saturdays)
Heritage Food Festival(2nd Saturdays)
Jubilee Music & Food Fest(2nd Saturdays)
Make It, Take It: Play with Clay!
Passionate for Pottery (2nd Saturdays)
㋙Ringo Starr & All-Starr Band
Rent（Musical）
NC Symphony: Beethoven Emperor and Saint
㋖Pirates Family Night
Annie（Musical)（～8/1)
㋙Santana w/special guest Steve Winwood
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing

Koka Booth Amphitheatre
Bowman Gray Stadium
DPAC
Meymandi Concert Hall
Duke Homestead
DPAC(～6/12)
Duke Univ. Reynolds Theater
Koka Booth Amphitheatre
Bennett Place, Durham
Duke Homestead
Historic Stagville, Durham
NC Museum of History
Bowman Gray Stadium
Carolina Theater
NC Museum of History
U of NC School of Arts
Happy Holiday Campground
DPAC (～6/19)
Koka Booth Amphitheatre
Seagrove, NC
Carolina Theater
DPAC
Koka Booth Amphitheatre
Bowman Gray Stadium
Bowman Gray Stadium
Kenan Stadium, UNC
Koka Booth Amphitheatre
Carrboro Town Commons
Koka Booth Amphitheatre
RBC Center
ジャパンセンター
Koka Booth Amphitheatre
NC State Capital, Raleigh
Bennett Place, Durham
Duke Homestead
Historic Stagville, Durham
NC Museum of History
NC Museum of History
DPAC
Fleｔcher Opera Theater
Koka Booth Amphitheatre
NC Aquarium
Memorial Auditorium, Raleigh
Time Warner Pavilion
Bowman Gray Stadium

㋖子供用イベント ㋙コンサート
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下線＝日本人コミュニティーイベント

Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
季節はすっかり春から初夏に移りつつあった4月24日（土）、NCSUキャンパ
ス内にあるジャパンセンターの前庭にて、毎年恒例の「子供の日 餅つき大
会」が開催されました。当日は雷雤という予報だったので、お天気がもってく
れるかどうか心配されましたが、ふたを開けてみれば、時おり青空がのぞき込
む曇り空。餅つきがすべて終わるまで、赤青の鯉のぼりも雤に濡れることな
く、ゆったりと春の空に舞っていました。
日本クラブの餅つきは、日本からわざわざ運
んできた石臼に木製の杵を使って作る本格
派。もち米も1臼分ごとに蒸籠（せいろ）の
中に入れて、釜でじっくり蒸していきます。
今や日本でもなかなか見る機会のなくなって
しまった伝統的な餅つきに、お父さんお母さ
んや子供たち、それに日本好きのアメリカ人
たちは尐々戸惑いながらも、精一杯杵を持ち
上げては振り下ろして、餅つきを楽しんでい
ました。

つき終わったお餅は、すぐに片栗粉を
まぶして一口サイズに切って、きなこ
やあんこ、それに大根おろしなどの味
つけでふるまわれ、子供たちや大人に
も大好評でした。主役の子供たちは、
つきたてのお餅を食べながら、折り紙
で作ったカブトをかぶり、新聞紙を丸
めて作った刀を手に握って、みんなでチャンバラごっこ。ジャパンセンターの
裏庭の芝生を元気いっぱいに走りまわる子供たちの姿がとても印象的でした。
今年は昨年を上回るのべ300名を超える参加者がジャパンセンターに集まり、
合計で9臼のお餅をつきました。そして、最後の9臼目をつき終わり、参加者の
みなさんもお腹いっぱいになったところで、待ってましたとばかりに雤が。今
年の餅つき大会は一足早い五月雤とともに、無事に終了しました。また、当日
は参加者のみなさんから170ドルもの寄付金をいただきました。ありがとうご
ざいました。
7月10日（土）に恒例の「夏祭り・盆踊り」が同じくジャパンセンターで予定
されています。ご家族やお友達と一緒にゆかたや甚平などでお越しください。
さまざまな日本の屋台や楽しいイベントを用意してお待ちしています。
詳細は日本クラブのホームページ www.trianglejapanclub.org をご覧ください。
（日本クラブ役員 渡辺雄一）
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NCおみやげアイデア
夏、日本に帰省される方もいらっしゃるでしょう。久しぶりに会う親族や友達
に何をお土産を持っていこうかと悩んでいるあなたにお勧めを紹介します。
１．Burt’s Bees バーツ・ビーズ
こんな身近に素敵なものがあることを見逃していませんか。
Burt’s BeesはDurhamに本社がある世界に誇るナチュラルケア・
ブランドです。農夫のおじさんの顔のついた黄色いパッケージを
見かけたことがあるでしょう。世界中で今、流行に敏感な人たち
の間で話題になっているBurt’s Beesは、日本でも雑誌に取り上
げられて人気上昇中。NCではよく見かけますが、日本では都会
の有名デパート数店にしかなく、なかなか手に入りにくいものです。
バーツ・ビーズは、都会の生活に嫌気がさしてメイン州の田舎で養蜂を始めた
バートが、1984年に友人のロクサンヌと養蜂で残ったミツロウでキャンドルを
作って小学校のバザーで売ったのが始まりでした。このキャンドルが人気を呼
び、二人は蜂蜜やミツロウを使った自家製のソープやリップクリーム、スキン
ケアやベビー製品作りを開始。あくまでも天然素材にこだわった素朴で本物志
向の製品に、クチコミで次第にファンが増え、販路は10年間で全米に拡大。増
え続ける需要に応えるため、1994年に本社と工場をNCダラムのトライアング
ル・リサーチパークへ移転させました。
日本でも2年前から発売を開始。現在は世界約30ヶ国で販売されています。バー
ツ・ビーズ社は「地球に優しく人に優しい」を信条に地域のボランティアやリ
サイクル活動に社員全員が徹底して取り組む会社としても有名です。
おみやげの一押しは天然成分100％のリップクリーム。こ
のリップクリームは、パラベンや石油系などの原料を一切
使わず、天然由来の成分だけで作られていて、一度使った
ら他のものがもう使えないとファンがたくさんいます。
リップクリームの他、バス用品、ベビー用品、ハンド・ネ
イルケア用品、歯磨き粉などかわいい素朴なパッケージでお手頃な価格です。
内緒のお勧めは日本未発売の新製品、マンゴとアサイベリーのリップクリー
ム。Wal-MartやTarget、CVSやWhole Foodsなどに専門コーナーがあります
し、また、オンライン http://www.burtsbees.com での購入も可能です。
２．Moravian Cookies モラビアン・クッキー
アメリカでも特殊なクッキーとされるモラビアン・クッ
キーは、コロニアル時代に遡る歴史を持ち、モラビアン修
道会が作っていたことに端を発します。紙のように薄く焼
かれるちょっと珍しいこのモラビアン・クッキーは、ノー
スカロライナのウィンストン・セーラムとペンシルバニア
のベツレヘムの2か所が有名。Winston Salamに行くことが
できなくても、この近くではChapel HillにあるSouthern
Season（一番奥のクッキー売り場）で買うことができます。ブラウンシュ
ガー、ジンジャー、オレンジ、キーライム、アップルサイダー、パンプキン・
スパイス、チョコレート、バニラ・ウォールナッツなどたくさん種類がありま
す。缶入りなので、持ち運びで割れる心配もありません。オンラインでの購入
も可能です。http://www.salembaking.com/、http://www.oldsalem.com/
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見て見て！ 三角掲示板

classified

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

ベビーシッター募集：子供2人（1歳と3歳）週2日、5pm～8pm頃まで、運転免
許証のある方、お問い合わせは nc@usremac.com または919-215-4665まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ベ ビ ー シ ッ タ ー 募 集 ： 子 供 1 人（3 歳）、月 ～ 金、朝 7am~8:30am と 夕 方
5:30~6:30pm、運転免許証要、片方のシフトだけでも可、nc@usremac.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ウェイトレス募集：Jump’n Java Cafeでは、カフェをお手伝いしてくれる日本
女性を募集中です。できる時間をお知らせください。919-389-5850 （英語）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

場所の提供：Jump’n Java Cafeではイベントや会合に場所を安価で提供してい
ます。平日3pm～・土日は1日可。連絡先 Jon. D. Choi 919-389-5850（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。nc@usremac.com または919-215-4665 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

アパート：Chapel Hillでアパートをお探しですか? 好条件の物件あります！
お問い合わせ919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、3ベッドルーム、Chapel Hill学区、裏庭フェンス、ペッ
ト可UNC/Duke, Trader Joes等Shopping Center近、yamagishiyoko@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、3ベッドルーム、2ボーナスルーム、カルデサックなので
小さい子供に安心、Chapel Hill 学校区内、家具付でも可、919-215-4665まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、4ベッドルーム、3.5バス、築4年、RTP、ショッピング
センター近、交通至便、919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売り家：一戸建て、4ベッドルーム、ボーナスルーム、3バス、築2年、明るい
キッチン、ガーデンバス付、広いマスターバス High Point、 919-215-4665
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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 919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで
「見て見て！三角掲示板」では、皆さまからの「売ります・買います・差し上げます・
教えます・教えてください・探しています・募集中・イベントのお知らせ」などの情報
を掲載いたします。基本料金は2行5ドルです。トライアングル地区の日本人に効果的に
アピールできます。どうぞお気軽にご活用ください。ご利用になりたい方、またお問い
合わせは、メールでご連絡ください。 sankakuyokochou@gmail.com
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チャペルヒル・ダーラム日本人会
5月23日（日）、チャペルヒル・ダーラム日本人会主
催の春の親睦ピクニックが開催されました。

前夜の雷雤にもかかわらず、役員のてるてる坊主効果と念力効果
か、奇跡的に雤は降らず、参加者は初めて200名を突破、81家族、
208名と大盛況でした。当日は、プロのマジックショー、子供に大人気
の バルーン細工、ドリンクにケータリング、そして、ラッフル大
抽選会では今回も30社を超える多数の協賛先様よりの景品に、参加者
の歓喜の声はやみませんでした。目玉
商品の全米内往復航空券をめぐって
は、最後のじゃんけん大会で サプラ

イズの追加チケットご提供もあり、
参加者の目は真剣、最後の最後まで
止むことのない盛り上がりをみせま
した。
今回はチャペルヒル地区初となる、在
アトランタ総領事館の領事出張サービ
スが開催され、朝から行列ができる賑
わいでした。このサービスは急に決
まったものではなく、思い起こせば、
約1年前より準備、交渉開始、外務省に
て今年度予算枞を確保頂き、アトラン
タ総領事館の全面協力で当地初の実現
に至ったものです。 当日は、旅券交付、戸籍、国籍関係、そして、
選挙登録など、利用者は近隣以外に、お隣のSC州や州内でも車で23時間かけて来られるなど、領事サービスとしては100名以上の利用者
となり、領事も大忙しでした。通常であればアトランタまで行く必要
があるサービスを地元で受けられるということで利用者からは大好
評、ご高齢の方もいらっしゃり、多くの感謝の声がありました。
最後に、協賛先様、ご協力頂いた関係者の皆様、内助の功のご家族の
皆様に感謝いたします。 そして役員の皆様、準備から当日まで、マ

ラソンのような道のり、本業をしながらのボランティア作業、やっ
てみて初めてわかるいろいろな局面と判断の連続、深夜までの作業
など、本当にお疲れ様でした。終了後の達成感、打ち上げでの乾杯
のうまさはなによりのご褒美になりました。秋のピクニックでまた
お会いしましょう！ 今度とも、チャペルヒル・ダーラム日本人会
へのご協力をよろしくお願い致します。
（チャペルヒル・ダーラム日本人会 米永貴久）
チャペルヒル・ダーラム日本人会 http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
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学校 お助け Tips!
アフタースクールプログラム
日本で学童保育があるように、アメリカでも働いている両親のためにアフ
タースクールプログラムというのがあります。日本の学童保育は、ほとんど
同じ小学校内に設置してあるので放課後そのまま学校に残ります。アメリカ
では、小学校の校舎を使ったアフタースクールのプログラムもあるのですが
民間の会社や団体が代行する場合があります。
例えばYMCAなどのアフタースクール。各小学校をま
わって、子供達を迎えに行ったりするサービスを併せて
親の負担を軽くしています。人数の尐ないプログラムで
は、ミニバンのような小さい車で子供達を送迎して、き
め細かいプログラムを提供しています。
小学校で行われるアフタースクールのプログラムはあまり特徴がありません
が、基本的にはおやつを食べたり、宿題をしたり、校庭で遊んだりするのが
中心です。それに比べ民間のプログラムは色々な特徴を出すようにしていま
す。その種類は多様です。
アートに興味がある子供には地元のアートセンター
が行っているプログラムなどに参加すると楽しいか
もしれません。特に外で遊ぶのは尐し苦手だけれど
も室内で絵をかいたり工作をしたりするのが好きな
子供にはお勧めです。
また反対に外で遊ぶのが好きな子供には外遊び中心
のプログラムなどはいかがでしょうか。アメリカで
しか気軽にできない乗馬などをさせたい場合に最適
です。例えば農場が企画しているこの様なプログラムは子供にとっては
貴重なアメリカでの経験になると思います。もちろん馬の乗り方の指導もあ
りますが、馬との接し方、世話の仕方なども含まれています。
最近日本と同様にアメリカでも放課後、外で遊ぶ
子供が減ってきています。でもこの様なプログラ
ムを利用すれば、外で安全に子供を遊ばせること
もできるし、また家にいるよりは英語を話すチャ
ンスも増えるので英語習得の手助けにもなりま
す。ただ、子供によっては毎日の学校生活で集中
して英語を聞いているので、アフタースクールま
で毎日行かせると疲れてしまうのではないかと心配するのも当然だと思いま
す。また日本と違い、アフタースクールのプログラムは経済的負担もかなり
あります。プログラムによっては毎日ではないものもあるので、よく調べ、
お子さんと相談するのが一番です。アメリカ人の子供の中には学校よりアフ
タースクールの方がたくさん遊ぶことができ、ストレスの発散になっている
という話もよく耳にします。貴重なアメリカでの子供時代を有意義なものに
してあげたいのは親の願いですが、子供達にとって楽しくアメリカの文化を
吸収できるアフタースクールになるよう選んで下さい。

三角：そんな子供達に、どんなことを学んで欲しいですか？
ライゴ：空手を通して礼儀作法を身につけたり、子供に自信をつけさせたいと
思っています。ダーラムでは青尐年の非行などが大きな問題になっていま
すが、子供達が非行に走らないように、放課後体を動かしながら、学ぶ楽
しさや一つのことに夢中になる事が大切だと思います。困難に立ち向かえ
るように自分の気持ちをコントロールする
ことも覚えて欲しいです。
三角：最後に今後の抱負を教えてください。
ライゴ：これからは、ダーラムだけではなく、
ノースカロライナ州全体に極真空手を
広めていきたいです。そして子供達に
は正しく育って欲しいと思っいます。
さらにその子供が立派な大人になり
社会に貢献していくことを期待ます。
三角：どうもありがとうございました。
これからもがんばってください。
ライゴ道場
www.budokaratehouse.com
電話：919-923-6915（日本語可）
月～金:4:30-6:00pm（7月から）6:30-8:15pm

日本食とアジアの食材

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

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

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！

（荒竹由紀：東京都出身、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校
区専任通訳翻訳者）
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あなたにインタビュー
今回のインタビューは、ダラムで日本の極真空手を教えてい
らっしゃるネイザン・ライゴ氏です。ライゴ道場を主宰する
に至った経緯や内弟子時代のことなど語っていただきました。
三角：ご自身が空手を始めたのはいつ頃からですか？また、空手を始めようと
思ったきっかけは何ですか？
ライゴ：13歳の時から今まで26年間空手をしています。始めた動機は、兄が最
初に習っていたのですが、自分もそれを見ていて兄のように強くなりた
かったので始めました。
三角：日本で修行をされたと聞きましたが、日本での生活はいかがでしたか？
ライゴ：自由がほとんどありませんでした。500日間内弟子として道場で生活し
修行をしなければならなかったのですが、郵便局と病院と本屋以外はほ
とんど外に出る事がありませんでした。誰も英語を話せなかったので、
他の内弟子達とのコミュニケーションも大変でした。その当時外国人で
内弟子修行を終了した人はいませんでした。120人ほどの外国人が内弟子
修行を行いましたが、誰一人として終了できる者はいなかったです。
三角：ということは、それだけ内弟子修行は厳しかったということですね。
ライゴ：そうです。毎朝6キロ走ってから、空手の練習をしました。先輩に対し
て絶対に服従で、そういうことに慣れていなかったので大変でしたよ。
三角：そんな中で楽しみはありましたか？
ライゴ：週に2回、道場の近くの銭湯に行くのが唯一の息抜きでした。
三角：ところで、今ダラムの道場で空手を教えていらっ
しゃいますが、生徒は何人ぐらいいますか？
ライゴ：全員で70人ぐらいです。6歳の子供から64歳まで、
いろいろな人がいます。女性も男性もいるし、お金
持ちや、反対にお金のない人もいます。
三角：お金のない人はどうやって月謝を払うのですか？
ライゴ：最近ダラム市の協力で「Young Warrior」というプロ
グラムを始めました。これはダラム市でお金を持っていな
い子供が私の道場で習いたい場合、市から補助があります。

子育ては親育て
僕だってできるんだ！
子供は2歳を過ぎる頃には、私達大人が考えている以上に体力的にも精神的に
も大きな発達を遂げています。特に基本的な生活に役立つスキル、例えば、水
を注ぐ、道具を使って物を移す、ハサミやナイフで物を切る、後片づけをする
など、たくさんの能力を既に身に着けています。この豊かな芽をちゃんと育て
てあげるには、ご両親が適切な環境を整えることが大切です。
お家でできる工夫の例をいくつか挙げてみましょう。
●

キッチンでは、子供サイズのテーブルに、水の入った小
さなピッチャーとコップを置き、子供がいつでも自分で
飲めるようにする。

●

子供のお箸や食器などは手の届く棚や引き出しに入れ、
食事の時は、自分で用意させるようにする。

●

コートのフックや靴箱も子供の届く高さにする。

●

バスルームには着替えを入れたバスケットを置き、必要に応じて自分で着
替えられるようにする。
もちろん最初はご両親が助けてあげ、出来るようになってか
らも、しばらくはそばで見守ってあげてください。
大切な事は毎日規則正しく繰り返して、いろいろなスキルを
尐しづつ学ばせましょう。子供にとってこれらの経験は将来
の自信と独立心につながります。
それぞれの家庭で工夫して子供達のためにベストな環境を
作ってあげてください。

（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）

オソオセヨ！
韓国の本物の味わいをどうぞ

いれたてのおいしいコーヒー
ランチは心のこもったカレーや
あなたのお好みに合わせた
サンドッチでゆっくりと・・・

AUTOPARK

HONDA

JON. D. CHOI
Phone: 919-389-5850
2100 Auto Park Boulevard, Cary NC 27511
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医食同源

中医学に学ぶ夏バテ対策
—— 夏こそ冷えから守る生活習慣

暑さによって体力を消耗すると、栄養や体液を全身に流す働きが弱まって停
滞したり、不足したりして、様々な夏バテの症状を引き起こします。又夏は
他の季節よりも水分を多くとりがちですが、湿度が高い
と水分代謝機能が低下して体の中に余分な水分がたまり
やすくなり、むくみやだるさ、体が重い、水太りなどの
症状を引き起こします。さらに夏は冷房をはじめ、ビー
ルやジュースなどの冷たい飲み物や食べ物が主流になっ
て、体に冷えを生じさせます。
よく聞かれる症状に食欲不振や消化不良などがありますが、実は消化吸収機
能を司る胃腸は寒と湿に弱い臓器です。胃腸も余分な水分で消化を助ける胃
液が薄まり、さらに冷えによって消化酵素の働きが低下します。つまり、
「暑い→冷房や冷たい飲み物→体を冷やし水分過剰→胃腸が弱まり水分代謝
と消化機能の低下→栄養分の不足、体力の消耗」といった悪循環を繰り返す
ことになります。
夏バテをせずに元気に過ごすためのポイントは、まず必要以
上に体を冷やさないこと。特に冷え性の人は、冷たい飲み物
ではなく、なるべく温かい飲み物を。刺身や生野菜も体を冷
やす性質があるので、温野菜にしたり、加熱調理したり、生
姜やねぎ、ニンニクなどの温熱性の薬味をプラスすること
で、上手に冷えを緩和することができます。また、もやしや
キュウリ、スイカなどの利尿作用のある夏野菜をうまく取り
入れて体にたまった余分な水分を出すようにしましょう。アルコールや甘い
もの、水分などを摂りすぎると、ビタミンB群が不足して疲労の原因に。ビ
タミンBが豊富な豚肉と、吸収を高める長ネギ、健胃作用のあるレンコンの
炒め物もお薦めします。この夏は冷えと水分の摂りすぎに注意して、元気に
過ごしましょう。
（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）

こんなお店知ってた？
Orange Leaf Frozen Yogurt
オレンジリーフ・フローズンヨーグルト
住所：1129 Weaver Dairy Road Suite V, Chapel Hill, NC 27514
電話：919-537-8229

http://www.orangeleafyogurt.com/
営業時間：月曜～土曜 11am-10pm 日曜12pm-9pm
もう夏は目の前ですね。気温の高い日が続
くと、何か冷たいものが食べたくなってき
ませんか。今回ご紹介するのは、先月オー
プンしたばかりのフローズンヨーグルトの
お店「オレンジリーフ」です。フローズン
ヨーグルトは、最近アメリカではフロヨー
の名で呼ばれ人気ですが、このお店もオー
プンして間もないというのに爆発的人気。
早速その人気の秘密を探ってみました。
店内は名前の通りオレンジ色が基調で明るくキュート。一歩足を踏み入れただ
けで楽しい気分になれそうなかわいい作りです。
さて、お味はというと、ヨーグルトをベースにし
ているので、普通のアイスクリームよりカロリー
が低く、甘すぎずサッパリとしていて後味がとて
も爽やか。夏に ピッタリの食べ物です。こ こで
は、14種類ものフローズンヨーグルトを用意して
います。プレーン、マウンテン・ストロベリー、
NYチーズケーキ、ピスタチオ・アーモンド、グリーアップル、レッド・ライ
ム、マンゴ、コナ・コーヒーなど、これは選ぶのに迷いそう。
トッピングは、新鮮なフルーツやドライ・フルーツ、ナッツ類が主で、変わっ
たものでは、モチなんていうのもあります。キーウィ、いちご、桃、ラズベ
リー、はちみつ、スイカ、パイナップルなど、季節によって多尐変わります
が、いつも目移りしそうなくらいたくさんあります。また、ここはセルフサー
ビスで、自分で欲しい分を自分でサーブする方法を取っているので、あれもこ
れも自分でいろいろ試してみることができ、とっても楽しそうです。
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
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ごちそうさま～！
キャラメルポップコーン
フェスティバルで見かけるキャラメルを絡めたポッポコーン。一体どうやって
作ってるんだろうと思っていたら、先日ついにお義母さんに教えてもらえまし
た。ちょっと手間はかかりますが出来立ての温かいのはキャラメルの香りが際
立って格別！出来上がりは直径40㎝くらいのボール1杯。アメリカンな量です。
材料

バター1カップ（1/2カップでも十分おいしいです）
ブラウンシュガー2カップ、コーンシロップ1/2カップ
塩小さじ1、ベーキングソーダ小さじ1/2、バニラエッセンス小さじ1
ポップコーン 5クォート（出来上がりの分量）
＊ポップする前のコーン1カップで5クォートくらい出来ます。

作り方１．ポップコーンを作り、できあがったら大きなボールに入れておく。
オーブンを250度（摂氏95度）に温める。
２．中くらいの鍋にバターを中火で溶かす。ブラウンシュガー、コーン
シロップ、塩を入れ、休みなく混ぜて沸騰するまで熱する。
その後、4分間混ぜないで沸騰させたままにする。火から下ろし、
ベーキングソーダとバニラエッセンスを入れる。
３．ポップコーンの上からキャラメルソースを掛けまわし、まんべんな
く付くようによくかき回す。
４．40㎝×30㎝の天板2枚にポップコーンを並べ、オーブンで焼く。
約1時間、15分毎にかき回し、1時間たったら天板の上で冷ます。
クッキングシートを敶くと天板が洗いやすいです。熱々を食べる時は火傷しな
いように気をつけてくださいね！密封したタッパーで一週間ほど持ちます。
（くるみ：Cary在住、主婦）
おいしいもの
MAYO マヨネ～ズ まよいま～す MAYO
探
偵 みなさんが大好きなのは、日本のキューピー・マヨネーズだ
団
ということは百も承知ですが、こちらでは「ちょっと高い」
し「切らした時にすぐに買いに行けない」ことも。そこで、
今日は「アメリカのマヨネーズってどうよ？」のお話です。

香を聞く「七夕」
時期的に七夕も近くなりました。五節句のひとつである七
夕について語ってみたいと思います。一昨年夏、私の姪の
娘が幼稚園でお願い事を書いた短冊、紙輪、紙灯篭を笹竹
に吊るした七夕飾りの写真を送付してくれました。それを見て、昔の私の子供時
代の七夕飾りと、大差ない形で、現在も子供達の間に伝統行事が引き継がれてい
ることを知りました。彼等には、単に飾るだけでなく七夕の起源の知識等も学
び、今後も末永く伝承してくよう強く願っております。以前、子供の七夕飾り
は、川に流していたように記憶しております。
諸説ありますが、多くの文献によりますと、七夕の起源
は奈良時代に中国から牽牛と織女の恋の物語として伝来
したようです。既に万葉集でも七夕歌が詠まれておりま
した。
歌と宮廷儀礼で有名な京都の冷泉家では、旧暦の7月7日
の夕、庭に七夕棚を設え、竹を立て、梶の葉を吊るし、
織女に因んで、五色の布や糸束を飾り、楽器を置き、野
菜や果物を供え、夕べに歌会が行れます。綿々と今日迄
七夕行事が継承される儀式を写真やテレビで拝見し、日
本文化の深さに誇りを覚えます。昔、短冊出現以前に
は、梶（桑科）の葉に里芋の葉に溜まった夜露をしたた
め、願い事や歌を詠み、書いて吊るしていたそうです。
私事になりますが、1987年に当地ノースカロライナ州に移る迄、香道を学んでお
りました。香道は茶道、華道、連歌、能楽等と同時期頃に確立され、今日に至っ
ておりますが、香木（沈香）は主に東南アジア地方産出で、6世紀中頃に仏教と
共に伝来され、その後香りの芸術として、香は嗅ぐとは言わず、聞くと呼んでお
ります。又、組香として、古典文学と組み合わせたり、季節を織り込み、正しい
所作での茶会のように、香会も現在盛んになっております。その組香の中に七夕
香があり香元が香炉にたく香炉が回ってくる都度、客人は香を聞き、短冊に歌を
詠んでそれを、七夕段飾り（冷泉家に似た）の竹に吊るして来るのです。そう
いった優雅な香の世界がありますので、この機会に僅かでも香道の一端を述べさ
せていただきました。
（Hopkins道子： 神奈川出身、Burlington在住、主婦）

第１位 クラフト CRAFT MAYO
サンドイッチでパンに塗るのにも、ポテトサラダやチキンサラダで
和えるのにも、タルタルソースを作るのにも、まろやかでクリー
ミーな味わいはやはりクラフトだと納得。探偵団の一押しに決定！
第２位 ハリスティーター Harris Teeter Real Mayonnaise
高をくくって味見してみたら、これは予想外にいける！という驚
き。マイルドで何にでも合わせやすく、素材の味を引き立てます。
第３位 ヘルマン HELLMAN’s Real Mayonnaise
何故かみんな使っているヘルマンのマヨネーズですが、比べてみるとクラフト
のものより酸っぱくて癖があることが判明。でも慣れると離せないみたい？
第４位 デューク Duke’s Real Mayonnaise
尐しリッチなテイスト。そこが長所でもあり短所でもありという感じでした。
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おかねのおはなし
「株とFX」
Myファースト給料は19年前、手取り18万円くらいだったか
な(バブル全盛期!)。ファースト投資は15年前に東洋ゴム
(株)の株を50万円。そして南海電鉄株を50万。私にとって
株の魅力は株主優待。ゴムは何を貰ったか覚えてないです
ねぇ。でも電鉄は2000円分の乗車券と沿線の遊園地などの
入場券がありました。優待券もフル活用しこれ以上、上昇
しないなと判断。ゴムは55万円位で約定。電鉄は52万位だったと思います。そ
してファーストカーは、ちょっと奮発してオペルのステーションワゴン。数年
後、留学したので父の会社所有になってしまいました。結局自分のものになら
なかったので、毎月高額リースしていたようなもの。若
気の至り。ファーストFXは3年前、なじみの深いUSドル
円から始まりユーロ、カナダドル、豪ドル、南アフリカ
ランドまで。これはいわゆるデイトレ。即効の結果がで
るので、非常に性に合っています。ファースト国債は去
年、ブラジル国債(経済効果がでるオリンピック地に決定
2016年!)と中国国債も買いましたがどちらも現時点はマ
イナスです。
FX(外国為替保証金取引)は預けたお金が保証金となりその何倍もの取引が可
能。1万円からはじめられます! と簡単そうに聞こえるけど実は結構大変。通貨
の価値が上がるか下がるかだけなんだけどそれには政情、国策、金利、地政
学、要人の突発発言など多彩な情報から成り立っています。2年前のリーマン
ショックは私にも大ショックでした。まだ初めて半年だったので呆然とする
中、ロスカット(取り扱い会社の損切り判断)のお知らせが入り、数日は手をつ
けられませんでした。どうしてよいかわからなかった。

Q: TM、SM、®といったシンボルはいつから使用することができますか？
A: 未登録、登録手続き中であってもマークを使用し始めた時点でTM、SMの
シンボルをつけ公開することができます。®のシンボルは登録手続き終了
後に使用できるようになります。また、当然ながら、®のシンボルは登録
した商品、サービスのみに使用しなければなりません。
Q: トレードマークの申請に弁護士は必要ですか？
A: 申請自体はオンラインでも簡単に行えますので、必ずしも必要ではありま
せん。弁護士を雇う利点は、そのマークが一般的、描写的などどの分類に該
当するか、すでに同様のマークが登録されていないか、すでに登録されてい
る大企業の関連マークを侵害しないかなどの事前調査に基づきアドバイスを
受けられる点です。また申請内容に対し、追加説明や証拠提出を求められる
ことがありますが、それに対する回答やUSTPOを説得するだけの議論を依頼
できることにあります。
Q: 登録されたトレードマークは何年有効となりますか？
A: 最初に登録されてから、5年目にマークを継続使用していることを通知し
10年目で更新手続きが必要ですが、その後の更新を続ければ、無期限に有
効となります。
（ジョン・イニゲンバーグ： シカゴ出身、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士)

初めのうちは、ドル円 90.12円が90.15円まで行くだけでも一喜一憂していまし
たが、元手の20万円は2カ月であっという間になくなってしまいました。それ
からは1万円でどれだけ増やせるかに挑戦。自分が納得できる理由に基づいて毎
日トレードするようになりました。そうすると、あっというまに1万円の元手が
5万に、そして8万、ちょっと調子に乗って大きく張って、またまた3万円に逆
戻り。まるで人生ゲームのダイスのよう。自分のルールに反するとバチが当た
ります。夫には内緒で家族のバケーション貯金を資金にしてしまったのでたま
に「FXの調子はどぉ～？いつcruiseに行ける～?」と聞かれるとザーッと血の気
が引いてしまう始末。
日本のクレジットカードで買い物するときは、円高
は大歓迎なのですが、現在FXでドル円を91円の時か
ら保持しています。だから今日のように94円までド
ル高になるとイェーイ!寒い時期に買ってあったのが
春の暖かさと共に懐もポカポカ具合、といったとこ
ろです。このまま95円を抜いて97円を目指してくれ
ることを祈る今日この頃です。主人にバレないうち
に早く倍にしなくっちゃ!
（伊達知巳：大阪府出身、Cary在住、主婦）
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アメリカ生活で思うこと…

法律相談 -ちょっと教えてくださいマイクロソフト、マクドナルド、コカコーラなど、成功しているビジネスの多
くは、ブランドネームを利用し、競合会社の提供する商品やサービスと自社商
品を明確に区別しています。ビジネス価値を高める企業ブランドを確立するた
めにはどのように商標（トレードマーク）登録すればいいのでしょうか。
Q: ブランド、トレードマークとは何ですか？
A: ブランドとは、売り手の製品やサービスを識別し、競合相手の製品および
サービスと差別化することを意図した名称、言葉、サイン、シンボル、デザ
イン、あるいはその組合せのことをいいます。トレードマークもブランドの
同意語になりますが、そこに法的な保護が加わったものです。
Q:トレードマークはどのように取得するのでしょうか？
A: 単に商品やサービスにマークを付けることでそのマーク
に対する権利は発生します。ただし、登録をしないとそ
のマークの使用できる地域が限定されます。仮にその商
品やサービスを一つの州内だけで提供するのであれば、州
登録することで州内での権利は守られますが、全州で保護されるトレード
マークはUS Patent & Trademark Office（USPTO）に連邦登録しなければな
りません。
Q: 連邦登録をする利点は何ですか？
A: 連邦登録をすることで得られる利点は（1）権利所有を公告することができ
る。（2）米国内でそのマークを独占的に使用することができる。（3）権利
侵害に対し連邦裁判所に訴えることができる。（4）国外登録したマークの先
行使用ができる。（5）米国税関に対し類似品輸入規制を訴えることができる
などです。

「コンピューター」

使っている間にいろいろ問題が出てくるコンピューター。最近ではマウスの設定が
PCを起動するたびに元に戻され、左手で使ってる自分には主と副のボタン操作が
逆になってしまい毎日、設定を変えなくてはいけません。
おまけにマウスのポインタがずるずると左に流れ、「これ
は再インストールしないとだめだなあ」と思いながら何も
せずに一ヶ月近く経ってしまいました。
ある日、重い腰をあげて必要なCD-ROMを用意、再イン
ストールをはじめて８時間近く・・・。ようやく「初期化」でき
ました。初めの頃は「ドライバー」という言葉も理解できず、今でも完全に判ったわけ
ではありませんが、米国PCに秋葉原で買ってきた日本語ウインドウズXPも乗せら
れるようになりました。ホントは自分の脳に刻まれた「日本語システム」を「英語シス
テム」に切り替えられたら良いのですが僕のCPUレベルでは無理のようです。
最新の「Windows7 Ultimate」だと35種類の言語に変えられるそうですから
もしかしたら今の子供達なら簡単に頭の中を切り替えられるのでしょうか？
いつの日か自分の頭に積もり積もった「想念」「教
育」もしくは「思い込み」などきれいに洗い流して「初期
化」赤ちゃんの状態に戻せたらいいなあと、時々思いま
す。でもそれは不可能だし、可能であっても両親や社会
からまた同じような「教育」を受けることでしょう。それが
現実、でも一歩間違えると、それこそ「洗脳」という言葉
が浮かんできそうです。現代社会に「洗脳」されて「良い
教育」「良い家庭」「良い会社」をひたすら求める、疑問
さえ感じない。僕には「初期化」してもなれそうにありません。「もののけ姫」で宮崎
駿が生み出した台詞「曇りなき眼」という言葉が未だに頭の中で響いています。
(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/)

Q:トレードマーク名を決定するにあたり考慮する点はありますか？

bottle

A: トレードマーク名は（1）一般的名称（総称）、（2）描写的名称、
（3）提案的名称、（4）任意の名称、の4つに分類されますが、ある
種に分類されると登録することができません。例えば「ボトル」と
いう名称はボトル全種の総称となり、一般的名
称とみなされ登録できません。また、「辞書」
という言葉のようにその商品やサービスの機能
Passionate
や性質を表現する場合、描写的名称として分類
Nights
され、その場合も登録できません。消費者にそ
の商品やサービスがどんなものであるかある種
のアイデアや想像を誘導する提案的名称での登
録は可能です。例えば「Passionate Nights」という香水は描写的というより
も提案的な名称と言えます。それはこの名称が商品を描写しているのではな
く、その商品を使用することにより「Passionate Nights」を想像させるから
です。任意の名称はその商品やサービスとは何の関連性のない名称のことで
例えば「3M」というトレードマークがそれに該当します。
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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
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
そろそろ夏休み。長～い夏をどう過ごそうかと計画を練っている
最中かもしれませんね。 映画鑑賞もその計画のひとつに入れて
みてはいかが？この夏いくつの作品を見ることができるかな？
夏休みとあって大人も子供も楽しめる映画が充実。映画で思いっきり楽しんじゃおう！
「A-Team」PG13（ゕクション、冒険）6/11公開
Aチームがテレビで放映されていたのは1980年代のこと。「懐かしい！」と思わず
言ってしまったあなた、歳がバレちゃう。あのハチャメチャ特攻隊が戻ってきました！
「The Karate Kid」PG（ゕクション、ドラマ）6/11公開
12歳のドレーは母親についてデトロトから中国の北京へ。文化も言葉もわからない
中、いじめっ子やメンとの出会い。武術の修業を通して彼は精神的にも強くなる。
「Toy Story3」G（冒険、フゔミリー、ゕニ、コメデゖ、IMAX）6/18公開
少年だったゕンデゖも大きくなり、大学入学の準備を始めるような歳。おもちゃたちは
自分たちのこれからの将来が不安に。「となりのトトロ」もおもちゃとして登場します。
「Jonah Hex」NR（ウェスタン、ゕクション、スリラー）6/18公開
ゕメリカンコミックを映画化した西部劇。トランス・フォーマーの女優ミーガン・フォック
スが主演ジョーナの恋人役に。半人間のジョーナを狙う悪役クウェンテゖンとの対決。
「I am Love（Io sono l’amore)」R（ドラマ）6/25公開
巨大な会社のオーナーである父は、息子と孫を後継者に指名するが、孫は天才シェ
フの友達とレストラン経営を夢見ていた。そのシェフに心を奪われたのはなんと・・・！
「Grown Ups」PG13（コメデゖ）6/25公開
幼馴染だった5人が30年ぶりに再会。妻子を連れて湖畔で独立記念日を過ごすこと
に。歳を取ることと大人になることはコールではない!? 大爆笑のおバカコメデゖ。
「The Twilight Saga： Eclipse」PG13（ドラマ、ロマンス、スリラー、IMAX）
大学の卒業が間近に迫ったベラは、ヴゔンパゕのエドワードとの恋を取るかオオカ
ミ族のヤコブとの友情を取るかの難しい決断に揺れる。テゖーンたちに人気の映画。
「The Last Airｂender」NA（ゕクション、フゔンタジー、ゕドベンチャー）7/2公開
人間の世界は、空気・水・土・火の四つの国に分けられ、それぞれの国にベンダーと呼
ばれる四つの要素の使い手がいる。火の国が仕掛けてきた戦争のを止めるのは誰？

「Great Directors」NA（ドキュメンタリー）7/9公開
米・英・仏・伊から１0人のンデゖペンデント系映画監督を選び、彼らに自分の芸術性や
影響を受けた作品、これから作りたい映画などを語ってもらうドキュメンタリー作品。
「Despicable Me」PG（ゕニメーション、コメデゖー、フゔミリー）7/9公開
マッド・サエンテゖストが企んでいること。それは月を盗むこと。そこに紛れ込んだ3
人のわんぱく孤児たち。博士は3人の面倒をみなければならくなり、翻弄されまくる。
「Predator」NA（ゕクション、ゕドベンチャー、SF、ホラー）7/9公開
様々なプレデターが人間狩りを楽しんでいるジャングルで、生き残りをかけて戦う人
間たち。プレデターの頂点に君臨するのは不気味なブラック・スーパー・プレデター。
「The Sorcerer's Apprentice」PG（コメデゖ―、SF、ゕドベンチャー）7/14公開
現代のマンハッタンに住む魔法使いはNYの街を守るために手伝いがほしい。テゖーン
エージャーのデブが弟子として魔法の力をつけようとするのだが、なかなか…ね。
「Inception」PG13（ゕクション、SF、IMAX）7/16公開
ダークナトの監督、レオナルド・デカプリオ、渡辺謙、エレン・ペジなど豪華キャスト
共演、東京でも撮影とあれば、もう興味津々!深層心理に入り込むサスペンスSF映画。
「Farewell」NA（ドラマ、ゕクション、スリラー）７/23公開
実際にあったとされる政治的裏話を元にしたフランス映画。冷戦時、フランス大使がロ
シゕのスパから得た情報を極秘にゕメリカに流し、ソ連崩壊に影響を与えたらしい。
「Romana and Beezus」G（フゔミリー、コメデゖ―）７/23公開
ニューベリー賞を受賞した児童文学の映画化。いたずらっ子で空想が大好きな女の
子ラマーナと、妹に振り回されっぱなしのお姉ちゃんのビザスたちの楽しーいお話。
「Salt」NR（ゕクション、スリラー）７/23公開
ゕンジェリーナ・ジョリーが髪を黒く染めて扮するのはCIA。国に忠誠を捧げる捜査官
であるはずだがゕメリカ大統領を狙うロシゕのスパだと告発される。さて真実は？
「Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore」PG（コメデゖー、動物）７/30公開
「土砂降り」映画じゃありません。人間のペットとして不動の犬と猫。で、犬と猫はお互
いラバル同士のはずなのに、キテゖ・ガロゕの出現で同盟を結び協力する事態に。
「Charlie St. Cloud」PG13（ドラマ、ロマンス）7/30公開
ハスクール・ミュージカルのザック・エフロン主演の感動の物語。前途有望のはずの
青年チャーリーに降りかかる不幸。心にできた闇。それを救えるのは、魂でしかない。
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

5910 Duraleigh Road
Raleigh, NC 27612
Phone (919) 783-1683
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であるはずだがゕメリカ大統領を狙うロシゕのスパだと告発される。さて真実は？
「Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore」PG（コメデゖー、動物）７/30公開
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アメリカ生活で思うこと…

法律相談 -ちょっと教えてくださいマイクロソフト、マクドナルド、コカコーラなど、成功しているビジネスの多
くは、ブランドネームを利用し、競合会社の提供する商品やサービスと自社商
品を明確に区別しています。ビジネス価値を高める企業ブランドを確立するた
めにはどのように商標（トレードマーク）登録すればいいのでしょうか。
Q: ブランド、トレードマークとは何ですか？
A: ブランドとは、売り手の製品やサービスを識別し、競合相手の製品および
サービスと差別化することを意図した名称、言葉、サイン、シンボル、デザ
イン、あるいはその組合せのことをいいます。トレードマークもブランドの
同意語になりますが、そこに法的な保護が加わったものです。
Q:トレードマークはどのように取得するのでしょうか？
A: 単に商品やサービスにマークを付けることでそのマーク
に対する権利は発生します。ただし、登録をしないとそ
のマークの使用できる地域が限定されます。仮にその商
品やサービスを一つの州内だけで提供するのであれば、州
登録することで州内での権利は守られますが、全州で保護されるトレード
マークはUS Patent & Trademark Office（USPTO）に連邦登録しなければな
りません。
Q: 連邦登録をする利点は何ですか？
A: 連邦登録をすることで得られる利点は（1）権利所有を公告することができ
る。（2）米国内でそのマークを独占的に使用することができる。（3）権利
侵害に対し連邦裁判所に訴えることができる。（4）国外登録したマークの先
行使用ができる。（5）米国税関に対し類似品輸入規制を訴えることができる
などです。

「コンピューター」

使っている間にいろいろ問題が出てくるコンピューター。最近ではマウスの設定が
PCを起動するたびに元に戻され、左手で使ってる自分には主と副のボタン操作が
逆になってしまい毎日、設定を変えなくてはいけません。
おまけにマウスのポインタがずるずると左に流れ、「これ
は再インストールしないとだめだなあ」と思いながら何も
せずに一ヶ月近く経ってしまいました。
ある日、重い腰をあげて必要なCD-ROMを用意、再イン
ストールをはじめて８時間近く・・・。ようやく「初期化」でき
ました。初めの頃は「ドライバー」という言葉も理解できず、今でも完全に判ったわけ
ではありませんが、米国PCに秋葉原で買ってきた日本語ウインドウズXPも乗せら
れるようになりました。ホントは自分の脳に刻まれた「日本語システム」を「英語シス
テム」に切り替えられたら良いのですが僕のCPUレベルでは無理のようです。
最新の「Windows7 Ultimate」だと35種類の言語に変えられるそうですから
もしかしたら今の子供達なら簡単に頭の中を切り替えられるのでしょうか？
いつの日か自分の頭に積もり積もった「想念」「教
育」もしくは「思い込み」などきれいに洗い流して「初期
化」赤ちゃんの状態に戻せたらいいなあと、時々思いま
す。でもそれは不可能だし、可能であっても両親や社会
からまた同じような「教育」を受けることでしょう。それが
現実、でも一歩間違えると、それこそ「洗脳」という言葉
が浮かんできそうです。現代社会に「洗脳」されて「良い
教育」「良い家庭」「良い会社」をひたすら求める、疑問
さえ感じない。僕には「初期化」してもなれそうにありません。「もののけ姫」で宮崎
駿が生み出した台詞「曇りなき眼」という言葉が未だに頭の中で響いています。
(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/)

Q:トレードマーク名を決定するにあたり考慮する点はありますか？

bottle

A: トレードマーク名は（1）一般的名称（総称）、（2）描写的名称、
（3）提案的名称、（4）任意の名称、の4つに分類されますが、ある
種に分類されると登録することができません。例えば「ボトル」と
いう名称はボトル全種の総称となり、一般的名
称とみなされ登録できません。また、「辞書」
という言葉のようにその商品やサービスの機能
Passionate
や性質を表現する場合、描写的名称として分類
Nights
され、その場合も登録できません。消費者にそ
の商品やサービスがどんなものであるかある種
のアイデアや想像を誘導する提案的名称での登
録は可能です。例えば「Passionate Nights」という香水は描写的というより
も提案的な名称と言えます。それはこの名称が商品を描写しているのではな
く、その商品を使用することにより「Passionate Nights」を想像させるから
です。任意の名称はその商品やサービスとは何の関連性のない名称のことで
例えば「3M」というトレードマークがそれに該当します。
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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

11

おかねのおはなし
「株とFX」
Myファースト給料は19年前、手取り18万円くらいだったか
な(バブル全盛期!)。ファースト投資は15年前に東洋ゴム
(株)の株を50万円。そして南海電鉄株を50万。私にとって
株の魅力は株主優待。ゴムは何を貰ったか覚えてないです
ねぇ。でも電鉄は2000円分の乗車券と沿線の遊園地などの
入場券がありました。優待券もフル活用しこれ以上、上昇
しないなと判断。ゴムは55万円位で約定。電鉄は52万位だったと思います。そ
してファーストカーは、ちょっと奮発してオペルのステーションワゴン。数年
後、留学したので父の会社所有になってしまいました。結局自分のものになら
なかったので、毎月高額リースしていたようなもの。若
気の至り。ファーストFXは3年前、なじみの深いUSドル
円から始まりユーロ、カナダドル、豪ドル、南アフリカ
ランドまで。これはいわゆるデイトレ。即効の結果がで
るので、非常に性に合っています。ファースト国債は去
年、ブラジル国債(経済効果がでるオリンピック地に決定
2016年!)と中国国債も買いましたがどちらも現時点はマ
イナスです。
FX(外国為替保証金取引)は預けたお金が保証金となりその何倍もの取引が可
能。1万円からはじめられます! と簡単そうに聞こえるけど実は結構大変。通貨
の価値が上がるか下がるかだけなんだけどそれには政情、国策、金利、地政
学、要人の突発発言など多彩な情報から成り立っています。2年前のリーマン
ショックは私にも大ショックでした。まだ初めて半年だったので呆然とする
中、ロスカット(取り扱い会社の損切り判断)のお知らせが入り、数日は手をつ
けられませんでした。どうしてよいかわからなかった。

Q: TM、SM、®といったシンボルはいつから使用することができますか？
A: 未登録、登録手続き中であってもマークを使用し始めた時点でTM、SMの
シンボルをつけ公開することができます。®のシンボルは登録手続き終了
後に使用できるようになります。また、当然ながら、®のシンボルは登録
した商品、サービスのみに使用しなければなりません。
Q: トレードマークの申請に弁護士は必要ですか？
A: 申請自体はオンラインでも簡単に行えますので、必ずしも必要ではありま
せん。弁護士を雇う利点は、そのマークが一般的、描写的などどの分類に該
当するか、すでに同様のマークが登録されていないか、すでに登録されてい
る大企業の関連マークを侵害しないかなどの事前調査に基づきアドバイスを
受けられる点です。また申請内容に対し、追加説明や証拠提出を求められる
ことがありますが、それに対する回答やUSTPOを説得するだけの議論を依頼
できることにあります。
Q: 登録されたトレードマークは何年有効となりますか？
A: 最初に登録されてから、5年目にマークを継続使用していることを通知し
10年目で更新手続きが必要ですが、その後の更新を続ければ、無期限に有
効となります。
（ジョン・イニゲンバーグ： シカゴ出身、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士)

初めのうちは、ドル円 90.12円が90.15円まで行くだけでも一喜一憂していまし
たが、元手の20万円は2カ月であっという間になくなってしまいました。それ
からは1万円でどれだけ増やせるかに挑戦。自分が納得できる理由に基づいて毎
日トレードするようになりました。そうすると、あっというまに1万円の元手が
5万に、そして8万、ちょっと調子に乗って大きく張って、またまた3万円に逆
戻り。まるで人生ゲームのダイスのよう。自分のルールに反するとバチが当た
ります。夫には内緒で家族のバケーション貯金を資金にしてしまったのでたま
に「FXの調子はどぉ～？いつcruiseに行ける～?」と聞かれるとザーッと血の気
が引いてしまう始末。
日本のクレジットカードで買い物するときは、円高
は大歓迎なのですが、現在FXでドル円を91円の時か
ら保持しています。だから今日のように94円までド
ル高になるとイェーイ!寒い時期に買ってあったのが
春の暖かさと共に懐もポカポカ具合、といったとこ
ろです。このまま95円を抜いて97円を目指してくれ
ることを祈る今日この頃です。主人にバレないうち
に早く倍にしなくっちゃ!
（伊達知巳：大阪府出身、Cary在住、主婦）
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ごちそうさま～！
キャラメルポップコーン
フェスティバルで見かけるキャラメルを絡めたポッポコーン。一体どうやって
作ってるんだろうと思っていたら、先日ついにお義母さんに教えてもらえまし
た。ちょっと手間はかかりますが出来立ての温かいのはキャラメルの香りが際
立って格別！出来上がりは直径40㎝くらいのボール1杯。アメリカンな量です。
材料

バター1カップ（1/2カップでも十分おいしいです）
ブラウンシュガー2カップ、コーンシロップ1/2カップ
塩小さじ1、ベーキングソーダ小さじ1/2、バニラエッセンス小さじ1
ポップコーン 5クォート（出来上がりの分量）
＊ポップする前のコーン1カップで5クォートくらい出来ます。

作り方１．ポップコーンを作り、できあがったら大きなボールに入れておく。
オーブンを250度（摂氏95度）に温める。
２．中くらいの鍋にバターを中火で溶かす。ブラウンシュガー、コーン
シロップ、塩を入れ、休みなく混ぜて沸騰するまで熱する。
その後、4分間混ぜないで沸騰させたままにする。火から下ろし、
ベーキングソーダとバニラエッセンスを入れる。
３．ポップコーンの上からキャラメルソースを掛けまわし、まんべんな
く付くようによくかき回す。
４．40㎝×30㎝の天板2枚にポップコーンを並べ、オーブンで焼く。
約1時間、15分毎にかき回し、1時間たったら天板の上で冷ます。
クッキングシートを敶くと天板が洗いやすいです。熱々を食べる時は火傷しな
いように気をつけてくださいね！密封したタッパーで一週間ほど持ちます。
（くるみ：Cary在住、主婦）
おいしいもの
MAYO マヨネ～ズ まよいま～す MAYO
探
偵 みなさんが大好きなのは、日本のキューピー・マヨネーズだ
団
ということは百も承知ですが、こちらでは「ちょっと高い」
し「切らした時にすぐに買いに行けない」ことも。そこで、
今日は「アメリカのマヨネーズってどうよ？」のお話です。

香を聞く「七夕」
時期的に七夕も近くなりました。五節句のひとつである七
夕について語ってみたいと思います。一昨年夏、私の姪の
娘が幼稚園でお願い事を書いた短冊、紙輪、紙灯篭を笹竹
に吊るした七夕飾りの写真を送付してくれました。それを見て、昔の私の子供時
代の七夕飾りと、大差ない形で、現在も子供達の間に伝統行事が引き継がれてい
ることを知りました。彼等には、単に飾るだけでなく七夕の起源の知識等も学
び、今後も末永く伝承してくよう強く願っております。以前、子供の七夕飾り
は、川に流していたように記憶しております。
諸説ありますが、多くの文献によりますと、七夕の起源
は奈良時代に中国から牽牛と織女の恋の物語として伝来
したようです。既に万葉集でも七夕歌が詠まれておりま
した。
歌と宮廷儀礼で有名な京都の冷泉家では、旧暦の7月7日
の夕、庭に七夕棚を設え、竹を立て、梶の葉を吊るし、
織女に因んで、五色の布や糸束を飾り、楽器を置き、野
菜や果物を供え、夕べに歌会が行れます。綿々と今日迄
七夕行事が継承される儀式を写真やテレビで拝見し、日
本文化の深さに誇りを覚えます。昔、短冊出現以前に
は、梶（桑科）の葉に里芋の葉に溜まった夜露をしたた
め、願い事や歌を詠み、書いて吊るしていたそうです。
私事になりますが、1987年に当地ノースカロライナ州に移る迄、香道を学んでお
りました。香道は茶道、華道、連歌、能楽等と同時期頃に確立され、今日に至っ
ておりますが、香木（沈香）は主に東南アジア地方産出で、6世紀中頃に仏教と
共に伝来され、その後香りの芸術として、香は嗅ぐとは言わず、聞くと呼んでお
ります。又、組香として、古典文学と組み合わせたり、季節を織り込み、正しい
所作での茶会のように、香会も現在盛んになっております。その組香の中に七夕
香があり香元が香炉にたく香炉が回ってくる都度、客人は香を聞き、短冊に歌を
詠んでそれを、七夕段飾り（冷泉家に似た）の竹に吊るして来るのです。そう
いった優雅な香の世界がありますので、この機会に僅かでも香道の一端を述べさ
せていただきました。
（Hopkins道子： 神奈川出身、Burlington在住、主婦）

第１位 クラフト CRAFT MAYO
サンドイッチでパンに塗るのにも、ポテトサラダやチキンサラダで
和えるのにも、タルタルソースを作るのにも、まろやかでクリー
ミーな味わいはやはりクラフトだと納得。探偵団の一押しに決定！
第２位 ハリスティーター Harris Teeter Real Mayonnaise
高をくくって味見してみたら、これは予想外にいける！という驚
き。マイルドで何にでも合わせやすく、素材の味を引き立てます。
第３位 ヘルマン HELLMAN’s Real Mayonnaise
何故かみんな使っているヘルマンのマヨネーズですが、比べてみるとクラフト
のものより酸っぱくて癖があることが判明。でも慣れると離せないみたい？
第４位 デューク Duke’s Real Mayonnaise
尐しリッチなテイスト。そこが長所でもあり短所でもありという感じでした。
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医食同源

中医学に学ぶ夏バテ対策
—— 夏こそ冷えから守る生活習慣

暑さによって体力を消耗すると、栄養や体液を全身に流す働きが弱まって停
滞したり、不足したりして、様々な夏バテの症状を引き起こします。又夏は
他の季節よりも水分を多くとりがちですが、湿度が高い
と水分代謝機能が低下して体の中に余分な水分がたまり
やすくなり、むくみやだるさ、体が重い、水太りなどの
症状を引き起こします。さらに夏は冷房をはじめ、ビー
ルやジュースなどの冷たい飲み物や食べ物が主流になっ
て、体に冷えを生じさせます。
よく聞かれる症状に食欲不振や消化不良などがありますが、実は消化吸収機
能を司る胃腸は寒と湿に弱い臓器です。胃腸も余分な水分で消化を助ける胃
液が薄まり、さらに冷えによって消化酵素の働きが低下します。つまり、
「暑い→冷房や冷たい飲み物→体を冷やし水分過剰→胃腸が弱まり水分代謝
と消化機能の低下→栄養分の不足、体力の消耗」といった悪循環を繰り返す
ことになります。
夏バテをせずに元気に過ごすためのポイントは、まず必要以
上に体を冷やさないこと。特に冷え性の人は、冷たい飲み物
ではなく、なるべく温かい飲み物を。刺身や生野菜も体を冷
やす性質があるので、温野菜にしたり、加熱調理したり、生
姜やねぎ、ニンニクなどの温熱性の薬味をプラスすること
で、上手に冷えを緩和することができます。また、もやしや
キュウリ、スイカなどの利尿作用のある夏野菜をうまく取り
入れて体にたまった余分な水分を出すようにしましょう。アルコールや甘い
もの、水分などを摂りすぎると、ビタミンB群が不足して疲労の原因に。ビ
タミンBが豊富な豚肉と、吸収を高める長ネギ、健胃作用のあるレンコンの
炒め物もお薦めします。この夏は冷えと水分の摂りすぎに注意して、元気に
過ごしましょう。
（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）

こんなお店知ってた？
Orange Leaf Frozen Yogurt
オレンジリーフ・フローズンヨーグルト
住所：1129 Weaver Dairy Road Suite V, Chapel Hill, NC 27514
電話：919-537-8229

http://www.orangeleafyogurt.com/
営業時間：月曜～土曜 11am-10pm 日曜12pm-9pm
もう夏は目の前ですね。気温の高い日が続
くと、何か冷たいものが食べたくなってき
ませんか。今回ご紹介するのは、先月オー
プンしたばかりのフローズンヨーグルトの
お店「オレンジリーフ」です。フローズン
ヨーグルトは、最近アメリカではフロヨー
の名で呼ばれ人気ですが、このお店もオー
プンして間もないというのに爆発的人気。
早速その人気の秘密を探ってみました。
店内は名前の通りオレンジ色が基調で明るくキュート。一歩足を踏み入れただ
けで楽しい気分になれそうなかわいい作りです。
さて、お味はというと、ヨーグルトをベースにし
ているので、普通のアイスクリームよりカロリー
が低く、甘すぎずサッパリとしていて後味がとて
も爽やか。夏に ピッタリの食べ物です。こ こで
は、14種類ものフローズンヨーグルトを用意して
います。プレーン、マウンテン・ストロベリー、
NYチーズケーキ、ピスタチオ・アーモンド、グリーアップル、レッド・ライ
ム、マンゴ、コナ・コーヒーなど、これは選ぶのに迷いそう。
トッピングは、新鮮なフルーツやドライ・フルーツ、ナッツ類が主で、変わっ
たものでは、モチなんていうのもあります。キーウィ、いちご、桃、ラズベ
リー、はちみつ、スイカ、パイナップルなど、季節によって多尐変わります
が、いつも目移りしそうなくらいたくさんあります。また、ここはセルフサー
ビスで、自分で欲しい分を自分でサーブする方法を取っているので、あれもこ
れも自分でいろいろ試してみることができ、とっても楽しそうです。
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
8
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あなたにインタビュー
今回のインタビューは、ダラムで日本の極真空手を教えてい
らっしゃるネイザン・ライゴ氏です。ライゴ道場を主宰する
に至った経緯や内弟子時代のことなど語っていただきました。
三角：ご自身が空手を始めたのはいつ頃からですか？また、空手を始めようと
思ったきっかけは何ですか？
ライゴ：13歳の時から今まで26年間空手をしています。始めた動機は、兄が最
初に習っていたのですが、自分もそれを見ていて兄のように強くなりた
かったので始めました。
三角：日本で修行をされたと聞きましたが、日本での生活はいかがでしたか？
ライゴ：自由がほとんどありませんでした。500日間内弟子として道場で生活し
修行をしなければならなかったのですが、郵便局と病院と本屋以外はほ
とんど外に出る事がありませんでした。誰も英語を話せなかったので、
他の内弟子達とのコミュニケーションも大変でした。その当時外国人で
内弟子修行を終了した人はいませんでした。120人ほどの外国人が内弟子
修行を行いましたが、誰一人として終了できる者はいなかったです。
三角：ということは、それだけ内弟子修行は厳しかったということですね。
ライゴ：そうです。毎朝6キロ走ってから、空手の練習をしました。先輩に対し
て絶対に服従で、そういうことに慣れていなかったので大変でしたよ。
三角：そんな中で楽しみはありましたか？
ライゴ：週に2回、道場の近くの銭湯に行くのが唯一の息抜きでした。
三角：ところで、今ダラムの道場で空手を教えていらっ
しゃいますが、生徒は何人ぐらいいますか？
ライゴ：全員で70人ぐらいです。6歳の子供から64歳まで、
いろいろな人がいます。女性も男性もいるし、お金
持ちや、反対にお金のない人もいます。
三角：お金のない人はどうやって月謝を払うのですか？
ライゴ：最近ダラム市の協力で「Young Warrior」というプロ
グラムを始めました。これはダラム市でお金を持っていな
い子供が私の道場で習いたい場合、市から補助があります。

子育ては親育て
僕だってできるんだ！
子供は2歳を過ぎる頃には、私達大人が考えている以上に体力的にも精神的に
も大きな発達を遂げています。特に基本的な生活に役立つスキル、例えば、水
を注ぐ、道具を使って物を移す、ハサミやナイフで物を切る、後片づけをする
など、たくさんの能力を既に身に着けています。この豊かな芽をちゃんと育て
てあげるには、ご両親が適切な環境を整えることが大切です。
お家でできる工夫の例をいくつか挙げてみましょう。
●

キッチンでは、子供サイズのテーブルに、水の入った小
さなピッチャーとコップを置き、子供がいつでも自分で
飲めるようにする。

●

子供のお箸や食器などは手の届く棚や引き出しに入れ、
食事の時は、自分で用意させるようにする。

●

コートのフックや靴箱も子供の届く高さにする。

●

バスルームには着替えを入れたバスケットを置き、必要に応じて自分で着
替えられるようにする。
もちろん最初はご両親が助けてあげ、出来るようになってか
らも、しばらくはそばで見守ってあげてください。
大切な事は毎日規則正しく繰り返して、いろいろなスキルを
尐しづつ学ばせましょう。子供にとってこれらの経験は将来
の自信と独立心につながります。
それぞれの家庭で工夫して子供達のためにベストな環境を
作ってあげてください。

（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）

オソオセヨ！
韓国の本物の味わいをどうぞ

いれたてのおいしいコーヒー
ランチは心のこもったカレーや
あなたのお好みに合わせた
サンドッチでゆっくりと・・・

AUTOPARK

HONDA

JON. D. CHOI
Phone: 919-389-5850
2100 Auto Park Boulevard, Cary NC 27511
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学校 お助け Tips!
アフタースクールプログラム
日本で学童保育があるように、アメリカでも働いている両親のためにアフ
タースクールプログラムというのがあります。日本の学童保育は、ほとんど
同じ小学校内に設置してあるので放課後そのまま学校に残ります。アメリカ
では、小学校の校舎を使ったアフタースクールのプログラムもあるのですが
民間の会社や団体が代行する場合があります。
例えばYMCAなどのアフタースクール。各小学校をま
わって、子供達を迎えに行ったりするサービスを併せて
親の負担を軽くしています。人数の尐ないプログラムで
は、ミニバンのような小さい車で子供達を送迎して、き
め細かいプログラムを提供しています。
小学校で行われるアフタースクールのプログラムはあまり特徴がありません
が、基本的にはおやつを食べたり、宿題をしたり、校庭で遊んだりするのが
中心です。それに比べ民間のプログラムは色々な特徴を出すようにしていま
す。その種類は多様です。
アートに興味がある子供には地元のアートセンター
が行っているプログラムなどに参加すると楽しいか
もしれません。特に外で遊ぶのは尐し苦手だけれど
も室内で絵をかいたり工作をしたりするのが好きな
子供にはお勧めです。
また反対に外で遊ぶのが好きな子供には外遊び中心
のプログラムなどはいかがでしょうか。アメリカで
しか気軽にできない乗馬などをさせたい場合に最適
です。例えば農場が企画しているこの様なプログラムは子供にとっては
貴重なアメリカでの経験になると思います。もちろん馬の乗り方の指導もあ
りますが、馬との接し方、世話の仕方なども含まれています。
最近日本と同様にアメリカでも放課後、外で遊ぶ
子供が減ってきています。でもこの様なプログラ
ムを利用すれば、外で安全に子供を遊ばせること
もできるし、また家にいるよりは英語を話すチャ
ンスも増えるので英語習得の手助けにもなりま
す。ただ、子供によっては毎日の学校生活で集中
して英語を聞いているので、アフタースクールま
で毎日行かせると疲れてしまうのではないかと心配するのも当然だと思いま
す。また日本と違い、アフタースクールのプログラムは経済的負担もかなり
あります。プログラムによっては毎日ではないものもあるので、よく調べ、
お子さんと相談するのが一番です。アメリカ人の子供の中には学校よりアフ
タースクールの方がたくさん遊ぶことができ、ストレスの発散になっている
という話もよく耳にします。貴重なアメリカでの子供時代を有意義なものに
してあげたいのは親の願いですが、子供達にとって楽しくアメリカの文化を
吸収できるアフタースクールになるよう選んで下さい。

三角：そんな子供達に、どんなことを学んで欲しいですか？
ライゴ：空手を通して礼儀作法を身につけたり、子供に自信をつけさせたいと
思っています。ダーラムでは青尐年の非行などが大きな問題になっていま
すが、子供達が非行に走らないように、放課後体を動かしながら、学ぶ楽
しさや一つのことに夢中になる事が大切だと思います。困難に立ち向かえ
るように自分の気持ちをコントロールする
ことも覚えて欲しいです。
三角：最後に今後の抱負を教えてください。
ライゴ：これからは、ダーラムだけではなく、
ノースカロライナ州全体に極真空手を
広めていきたいです。そして子供達に
は正しく育って欲しいと思っいます。
さらにその子供が立派な大人になり
社会に貢献していくことを期待ます。
三角：どうもありがとうございました。
これからもがんばってください。
ライゴ道場
www.budokaratehouse.com
電話：919-923-6915（日本語可）
月～金:4:30-6:00pm（7月から）6:30-8:15pm

日本食とアジアの食材

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

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

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！

（荒竹由紀：東京都出身、Chapel Hill在住、UNC日本語教師、Chapel Hill学校
区専任通訳翻訳者）
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チャペルヒル・ダーラム日本人会
5月23日（日）、チャペルヒル・ダーラム日本人会主
催の春の親睦ピクニックが開催されました。

前夜の雷雤にもかかわらず、役員のてるてる坊主効果と念力効果
か、奇跡的に雤は降らず、参加者は初めて200名を突破、81家族、
208名と大盛況でした。当日は、プロのマジックショー、子供に大人気
の バルーン細工、ドリンクにケータリング、そして、ラッフル大
抽選会では今回も30社を超える多数の協賛先様よりの景品に、参加者
の歓喜の声はやみませんでした。目玉
商品の全米内往復航空券をめぐって
は、最後のじゃんけん大会で サプラ

イズの追加チケットご提供もあり、
参加者の目は真剣、最後の最後まで
止むことのない盛り上がりをみせま
した。
今回はチャペルヒル地区初となる、在
アトランタ総領事館の領事出張サービ
スが開催され、朝から行列ができる賑
わいでした。このサービスは急に決
まったものではなく、思い起こせば、
約1年前より準備、交渉開始、外務省に
て今年度予算枞を確保頂き、アトラン
タ総領事館の全面協力で当地初の実現
に至ったものです。 当日は、旅券交付、戸籍、国籍関係、そして、
選挙登録など、利用者は近隣以外に、お隣のSC州や州内でも車で23時間かけて来られるなど、領事サービスとしては100名以上の利用者
となり、領事も大忙しでした。通常であればアトランタまで行く必要
があるサービスを地元で受けられるということで利用者からは大好
評、ご高齢の方もいらっしゃり、多くの感謝の声がありました。
最後に、協賛先様、ご協力頂いた関係者の皆様、内助の功のご家族の
皆様に感謝いたします。 そして役員の皆様、準備から当日まで、マ

ラソンのような道のり、本業をしながらのボランティア作業、やっ
てみて初めてわかるいろいろな局面と判断の連続、深夜までの作業
など、本当にお疲れ様でした。終了後の達成感、打ち上げでの乾杯
のうまさはなによりのご褒美になりました。秋のピクニックでまた
お会いしましょう！ 今度とも、チャペルヒル・ダーラム日本人会
へのご協力をよろしくお願い致します。
（チャペルヒル・ダーラム日本人会 米永貴久）
チャペルヒル・ダーラム日本人会 http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
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5

NCおみやげアイデア
夏、日本に帰省される方もいらっしゃるでしょう。久しぶりに会う親族や友達
に何をお土産を持っていこうかと悩んでいるあなたにお勧めを紹介します。
１．Burt’s Bees バーツ・ビーズ
こんな身近に素敵なものがあることを見逃していませんか。
Burt’s BeesはDurhamに本社がある世界に誇るナチュラルケア・
ブランドです。農夫のおじさんの顔のついた黄色いパッケージを
見かけたことがあるでしょう。世界中で今、流行に敏感な人たち
の間で話題になっているBurt’s Beesは、日本でも雑誌に取り上
げられて人気上昇中。NCではよく見かけますが、日本では都会
の有名デパート数店にしかなく、なかなか手に入りにくいものです。
バーツ・ビーズは、都会の生活に嫌気がさしてメイン州の田舎で養蜂を始めた
バートが、1984年に友人のロクサンヌと養蜂で残ったミツロウでキャンドルを
作って小学校のバザーで売ったのが始まりでした。このキャンドルが人気を呼
び、二人は蜂蜜やミツロウを使った自家製のソープやリップクリーム、スキン
ケアやベビー製品作りを開始。あくまでも天然素材にこだわった素朴で本物志
向の製品に、クチコミで次第にファンが増え、販路は10年間で全米に拡大。増
え続ける需要に応えるため、1994年に本社と工場をNCダラムのトライアング
ル・リサーチパークへ移転させました。
日本でも2年前から発売を開始。現在は世界約30ヶ国で販売されています。バー
ツ・ビーズ社は「地球に優しく人に優しい」を信条に地域のボランティアやリ
サイクル活動に社員全員が徹底して取り組む会社としても有名です。
おみやげの一押しは天然成分100％のリップクリーム。こ
のリップクリームは、パラベンや石油系などの原料を一切
使わず、天然由来の成分だけで作られていて、一度使った
ら他のものがもう使えないとファンがたくさんいます。
リップクリームの他、バス用品、ベビー用品、ハンド・ネ
イルケア用品、歯磨き粉などかわいい素朴なパッケージでお手頃な価格です。
内緒のお勧めは日本未発売の新製品、マンゴとアサイベリーのリップクリー
ム。Wal-MartやTarget、CVSやWhole Foodsなどに専門コーナーがあります
し、また、オンライン http://www.burtsbees.com での購入も可能です。
２．Moravian Cookies モラビアン・クッキー
アメリカでも特殊なクッキーとされるモラビアン・クッ
キーは、コロニアル時代に遡る歴史を持ち、モラビアン修
道会が作っていたことに端を発します。紙のように薄く焼
かれるちょっと珍しいこのモラビアン・クッキーは、ノー
スカロライナのウィンストン・セーラムとペンシルバニア
のベツレヘムの2か所が有名。Winston Salamに行くことが
できなくても、この近くではChapel HillにあるSouthern
Season（一番奥のクッキー売り場）で買うことができます。ブラウンシュ
ガー、ジンジャー、オレンジ、キーライム、アップルサイダー、パンプキン・
スパイス、チョコレート、バニラ・ウォールナッツなどたくさん種類がありま
す。缶入りなので、持ち運びで割れる心配もありません。オンラインでの購入
も可能です。http://www.salembaking.com/、http://www.oldsalem.com/
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見て見て！ 三角掲示板

classified

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

ベビーシッター募集：子供2人（1歳と3歳）週2日、5pm～8pm頃まで、運転免
許証のある方、お問い合わせは nc@usremac.com または919-215-4665まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ベ ビ ー シ ッ タ ー 募 集 ： 子 供 1 人（3 歳）、月 ～ 金、朝 7am~8:30am と 夕 方
5:30~6:30pm、運転免許証要、片方のシフトだけでも可、nc@usremac.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ウェイトレス募集：Jump’n Java Cafeでは、カフェをお手伝いしてくれる日本
女性を募集中です。できる時間をお知らせください。919-389-5850 （英語）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

場所の提供：Jump’n Java Cafeではイベントや会合に場所を安価で提供してい
ます。平日3pm～・土日は1日可。連絡先 Jon. D. Choi 919-389-5850（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。nc@usremac.com または919-215-4665 まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

アパート：Chapel Hillでアパートをお探しですか? 好条件の物件あります！
お問い合わせ919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、3ベッドルーム、Chapel Hill学区、裏庭フェンス、ペッ
ト可UNC/Duke, Trader Joes等Shopping Center近、yamagishiyoko@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、3ベッドルーム、2ボーナスルーム、カルデサックなので
小さい子供に安心、Chapel Hill 学校区内、家具付でも可、919-215-4665まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

賃貸物件：一戸建て、4ベッドルーム、3.5バス、築4年、RTP、ショッピング
センター近、交通至便、919-215-4665 またはyamagishiyoko@gmail.comまで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

売り家：一戸建て、4ベッドルーム、ボーナスルーム、3バス、築2年、明るい
キッチン、ガーデンバス付、広いマスターバス High Point、 919-215-4665
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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 919-215-4665 yamagishiyoko@gmail.com まで
「見て見て！三角掲示板」では、皆さまからの「売ります・買います・差し上げます・
教えます・教えてください・探しています・募集中・イベントのお知らせ」などの情報
を掲載いたします。基本料金は2行5ドルです。トライアングル地区の日本人に効果的に
アピールできます。どうぞお気軽にご活用ください。ご利用になりたい方、またお問い
合わせは、メールでご連絡ください。 sankakuyokochou@gmail.com
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６月７月 トラゕングルの

イベント・スケジュール

6/5 土
6/5 土

Youth Fishing Rodeo
㋖African American Cultural Celebration

Staryhorn's Pond, Chapel Hill
NC Museum of History

6/5 土

Paula Deen Live!(Cooking Show)

DPAC

6/5 土
6/5 土
6/8 火
6/8 火
6/10 木
6/10 木
6/10 木
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/12 土
6/13 日
6/16 水
6/17 木
6/17 木
6/19 土
6/19 土
6/19 土
6/20 日
6/26 土
6/26 土
7/3 土
7/4 日
7/4 日
7/4 日
7/4 日
7/9 金
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/10 土
7/11 日
7/16 金
7/17 土
7/17 土
7/24 土
7/28 水
7/31 土

㋙NC Symphony: Red, White and Blue
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
㋖Beauty and the Beast (Musical)（～6/13）
㋙NC Symphony & Branford Marsalis
Tastes of NC: Pork, Pickles & Peanuts
Amer. Dance Fest "What is Dance Theater?"
African American Dance Ensemble(～6/12)
㋙NC Symphony: Cuban Jazz Tiempo Libre
Carolina Culture; Arts & Crafts (2nd Sat.)
Herb, Garden and Craft Festl (2nd Saturdays)
Juneteeth*: Forever Free （2nd Saturdays)
Juneteeth* （2nd Saturdays)
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
Pet Fashion Show and Parade
Down Home: Jewis Life in NC(～12/30)
㋙Magnolia Baroque Festival(～6/20)
㋙NC State Bluegrass Festival（～6/19)
Amer. Dance Fest "What is Dance Theater?"
㋙NC Symphony: Celebration 10 Seasons
Seagrove Summer fest （陶芸市）
㋙Al Jarreau & the George Duke Trio
㋙Chaka Khan
㋙NC Symphony: The Ahn Trio
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing
4th of July Fireworks(7pm-10pm)
4th of July Celebration（7:30pm-11pm)
Carrboro 4th of July Celebration
㋙NC Symphony: Independence Day
㋙Michael Buble: Crazy Love Tour
夏祭り・盆踊り（日本クラブイベント）
㋙NC Symphony: The Wizard of Oz
Image of the Capitol(2nd Saturdays)
Textile and Tarheels of NC(2nd Saturdays)
Heritage Food Festival(2nd Saturdays)
Jubilee Music & Food Fest(2nd Saturdays)
Make It, Take It: Play with Clay!
Passionate for Pottery (2nd Saturdays)
㋙Ringo Starr & All-Starr Band
Rent（Musical）
NC Symphony: Beethoven Emperor and Saint
㋖Pirates Family Night
Annie（Musical)（～8/1)
㋙Santana w/special guest Steve Winwood
NASCAR Bowman Gray Weekly Racing

Koka Booth Amphitheatre
Bowman Gray Stadium
DPAC
Meymandi Concert Hall
Duke Homestead
DPAC(～6/12)
Duke Univ. Reynolds Theater
Koka Booth Amphitheatre
Bennett Place, Durham
Duke Homestead
Historic Stagville, Durham
NC Museum of History
Bowman Gray Stadium
Carolina Theater
NC Museum of History
U of NC School of Arts
Happy Holiday Campground
DPAC (～6/19)
Koka Booth Amphitheatre
Seagrove, NC
Carolina Theater
DPAC
Koka Booth Amphitheatre
Bowman Gray Stadium
Bowman Gray Stadium
Kenan Stadium, UNC
Koka Booth Amphitheatre
Carrboro Town Commons
Koka Booth Amphitheatre
RBC Center
ジャパンセンター
Koka Booth Amphitheatre
NC State Capital, Raleigh
Bennett Place, Durham
Duke Homestead
Historic Stagville, Durham
NC Museum of History
NC Museum of History
DPAC
Fleｔcher Opera Theater
Koka Booth Amphitheatre
NC Aquarium
Memorial Auditorium, Raleigh
Time Warner Pavilion
Bowman Gray Stadium

㋖子供用イベント ㋙コンサート
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下線＝日本人コミュニティーイベント

Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
季節はすっかり春から初夏に移りつつあった4月24日（土）、NCSUキャンパ
ス内にあるジャパンセンターの前庭にて、毎年恒例の「子供の日 餅つき大
会」が開催されました。当日は雷雤という予報だったので、お天気がもってく
れるかどうか心配されましたが、ふたを開けてみれば、時おり青空がのぞき込
む曇り空。餅つきがすべて終わるまで、赤青の鯉のぼりも雤に濡れることな
く、ゆったりと春の空に舞っていました。
日本クラブの餅つきは、日本からわざわざ運
んできた石臼に木製の杵を使って作る本格
派。もち米も1臼分ごとに蒸籠（せいろ）の
中に入れて、釜でじっくり蒸していきます。
今や日本でもなかなか見る機会のなくなって
しまった伝統的な餅つきに、お父さんお母さ
んや子供たち、それに日本好きのアメリカ人
たちは尐々戸惑いながらも、精一杯杵を持ち
上げては振り下ろして、餅つきを楽しんでい
ました。

つき終わったお餅は、すぐに片栗粉を
まぶして一口サイズに切って、きなこ
やあんこ、それに大根おろしなどの味
つけでふるまわれ、子供たちや大人に
も大好評でした。主役の子供たちは、
つきたてのお餅を食べながら、折り紙
で作ったカブトをかぶり、新聞紙を丸
めて作った刀を手に握って、みんなでチャンバラごっこ。ジャパンセンターの
裏庭の芝生を元気いっぱいに走りまわる子供たちの姿がとても印象的でした。
今年は昨年を上回るのべ300名を超える参加者がジャパンセンターに集まり、
合計で9臼のお餅をつきました。そして、最後の9臼目をつき終わり、参加者の
みなさんもお腹いっぱいになったところで、待ってましたとばかりに雤が。今
年の餅つき大会は一足早い五月雤とともに、無事に終了しました。また、当日
は参加者のみなさんから170ドルもの寄付金をいただきました。ありがとうご
ざいました。
7月10日（土）に恒例の「夏祭り・盆踊り」が同じくジャパンセンターで予定
されています。ご家族やお友達と一緒にゆかたや甚平などでお越しください。
さまざまな日本の屋台や楽しいイベントを用意してお待ちしています。
詳細は日本クラブのホームページ www.trianglejapanclub.org をご覧ください。
（日本クラブ役員 渡辺雄一）
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!!Hot News!!
高校生日本語スピーチコンテスト
5月8日（土曜日）、ノースカロライナ州立大学内に於いて、ジャパンセンター主催によ
る「ノースカロライナ州日本語スピーチコンテスト」の高校生の部が開かれました。
このコンテストは今回で7年目を迎える恒例行事で、州内の9～12年生が3つのレベル
で、それぞれ日本語でのスピーチを行い、優秀者を選出するものです。
今回は、州内8校＋ジャパンセンターの生徒計27名が参加し、日頃の成果をステージ
の上で披露しました。
レベル1は、現在形で主に家族や学校の紹介。レベル2は、
過去形も用いての文章構成。レベル3は、接続詞も含んだ
文章構成で意見も盛り込まれた内容のスピーチとなってい
ました。レベル3ともなると、タイトルも「アメリカの食べものと
日本の食べものの違い」や「心理学者だったら」などかなり
掘り下げたテーマで聞き応えのあるものでした。

日本の
食べ物

母国語でさえ人前でのスピーチは難しいのに、ましてや発音も単語も全く違う外国語
で発表するのは大変な勇気が必要です。しかし、生徒達は家族や友人も駆けつけ緊
張感漂う中、原稿用紙何枚にも及ぶ文章を暗記して、流暢な日本語で堂々と発表し
ていました。時々内容を忘れそうになり一瞬詰まる場面もあったりして、そういう時は
こちらが親になったような気分で手に汗を握ってしまいました。
生徒達の自分の番が終わった後のほっとした安堵の笑顔はとても素敵でした。きっと
この日の達成感は彼らにとって今後よい影響を与えることでしょう。
（レポート：関口さとみ、Raleigh在住）

NAAAPーNC からのお知らせ
NAAAPとは、The National Association of Asian American Professionalのこと
で、アジア人たちがプロフェッショナルとしてリーダーシップを発揮し、また
それぞれの個人の目標を援助するために作られた団体です。アジアのいろいろ
な国から来た者たちが、その多様性を活かし、お互いが結びつき連携してネッ
トワークを作って助け合い、政治・ビジネス・教育・地域社会の中でより活躍
できるようにと活動しています。具体的には、専門家たちによる講演会やワー
クショップ、ローカルな活動、国レベルの活動、勉強会などを行っています。
日本人は、アジアの一員という気持ちが薄いのか、この団体に参加しているの
は日本人以外のアジア人がほとんどという現状です。これからはアジアの時代
ともいわれています。是非日本人たちの参加を期待します。日本人の中だけで
固まらず、より開かれた場に出て仲間を作りもっと可能性を広げてください。
NAAAP National: http://www.naaap.org
NAAAP National Convention: http://www.naaapconvention.org
只今「ドラゴンボート・レース」の参加者を募集しています。20人が一緒に中
国風のカヌーを漕ぎます。男女、年齢を問わず、興味のある人は一緒に汗をか
きましょう。連絡先：Margaux Escutin ： margaux.escutin@naaap-nc.org
また、6月16日6pm-9pm、SBA (Small Business Association)によるビジネス財
政ワークショップをDurhamのWomen’s Business Centerで開催する予定です。
（Margaux Escutine: NAAAP-NC Vice President）
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注目イベント：「2nd Saturdays」http://ncdcr.gov/2ndsaturdays.asp
6月12日・7月10日・8月14日の夏の月の第2土曜に開催のNCだけのイベント！
NCの歴史や文化、産業を再認識する催しが州内37か所で100以上行われます。
ローカルな工芸品や食べ物の出店、アートパーフォーマンス、体験クラフトな
ど楽しさいっぱい。「Juneteeth*」とは奴隷制の歴史の終焉を祝う行事です。

耳寄り情報 From our Sponsors！
＊Durhamにある日本食レストラン鞍馬では、7月1日よりメニューの数をより充
実。ランチには「鮭弁当」「照り焼き弁当」が登場し、お寿司や鉄板焼き以
外でも豊富な日本食メニューが手軽に食べられます。夜は日本酒の種類を増
やしお酒好きにも満足度アップ。寿司バーも毎日オープン！（広告p.24参照)
＊H.I.S. 旅行会社エイチ・アイ・エス
これから夏の里帰り航空券をお探しの方、高い、席がないと諦められた方、是
非、旅行会社H.I.S.までご一報ください。あなたのニーズに合ったプランを専属
担当者がご希望に添えるよう親身になってアレンジ致します。航空券以外にも
夏休みのクルーズ、各地への旅行、アメリカ、カナダ国立公園、ペルーなど南
米人気商品もご用意しております。H.I.S.ニューヨーク支社：1-800-275-4447
E-mail: withyou@is-usa.com URL http://www.his-usa.com (広告p.15参照）

トライアングル婦人会
第6回トライアングル婦人会ランチが5月14日Durhamで行
われました。今回は「リフレクトロジー」をご自宅で経営され
ている武田いくみさんをゲストスピーカーにお迎えし、実演
有りの充実した時間を過ごしました。最初、足を出すのを恥
ずかしがっていた参加者も、だんだん靴下を脱ぎ始め「肌
がきれいになる箇所は？」「肩こりがひどい時は？」「不眠
症にはどこを押せばいいですか？」「最近ストレスがたまり気味！」など興味津々。リフ
レクソロジーで小さい子供の「疳の虫」も治まるそうです。武田いくみさんの連絡先は、
919-597-9119 です。
「第8回トライアングル婦人会ランチ」は9月10日、11時半より行います。次回はいつも
と趣向を変えて「薬膳餃子の作り方教室（予定）」です。 夏バテも「薬膳餃子」を食べ
れば吹き飛んでしまうこと間違いなし。初めての方もどうぞお気軽においで下さい。
ポットラックはちょっと、という方は、飲み物やお菓子等を持参頂ければ大丈夫です。
出席なさる方は、9月8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
＊「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
トラゕングル地域情報誌「三角横丁」2010年6月第14号 by三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トラゕングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 山岸陽子、 編集責任者： オーガステゖン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 Email: sankakuyokochou@gmail.com
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Best
Japanese Restaurant
in town
Open for Lunch
11:30 am to 2:00 pm
Try our Bento Lunch
NY style Sushi & Steak
Sushi Bar Opens Everyday!

2010年6月（第14号） 夏休みまでもうすぐの巻
三角横丁編集部発行
E-mail: sankakuyokochou@gmail.com
ジューン・ブライドは、気温も暖かくなり天気もよく一番安定した気候の初
夏に結婚できる幸せな花嫁さんですが、これはアメリカでの話。日本では6
月の結婚式はちょっと空模様が心配。そろそろ雤の季節に入るからです。梅
雤入りの話題は、沖縄からどんどん北上してきます。暦の上では、立春から
数えて135日目を「入梅」と呼び、これは毎年、6月の11日か12日頃です。
ところで、この夏前の雤の季節をなぜ「梅雤」というのでしょう。梅の花が
咲くのは春先、それも桜の前のはず。梅の雤だなんて、ちょっと変ですね。
「アジサイ雤」とか「菖蒲雤」とかの方が時に叶った絵になる気がします。
「五月雤（さみだれ）」という古くから使われている雤の表現もあります。
この「五月」は、旧暦の5月のことですから、今でいう6月の雤のこと。つま
り「梅雤」と同じ雤の季節を指します。さて「梅雤」の話に戻りますが、
「梅雤」の梅は「梅の花」ではなく、実は「梅の実」のことです。梅の実が
熟す頃、日本はたくさんの雤が降るので
す。春に目を覚ました木々たちは、この
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