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 10月は中秋の名月。毎年、祖母とススキを飾って

お月見をしながら「月にはウサギが住んでいる」と

素直に信じていた幼少の頃。月面写真がすぐに見

られるネット世代の子どもには通用しないおとぎ話

ですね。 

 でも先日、惑星探査機ハヤブサが帰還したという

ニュースをネットで読んで、YouTube や Twitter を

覗いてみたら、故障でボロボロになりながらも健気

に宇宙を旅するハヤブサを擬人化したアニメ動画

や「お帰りなさい」「がんばったね」のコメントが溢れ

んばかり。愛着あるモノに人格を与えて感情移入

する日本人の習性は変わっていないのだとしんみ

りしました。月や風を愛でる日本人の風情が無く

なったわけではなく、宇宙が近くなって対象が変

わっただけなのでしょう。 

 そうそう、今年のアメリカは７年ぶりに蝉が大発

生した夏だったそうです。日本では暑苦しくて、うる

さいとしか感じなかった蝉も、アメリカで久しぶりに

聞くと懐かしく、涼しくなって東部では聞けなかった

秋の虫の声が郷愁を呼び覚まし、秋は少々センチ

メンタルになります。故郷は遠きにありて思うもの。 

 そろそろ山が色づいてきていると、東部から便り

がありました。南部は11月がピークになるでしょう。

日本とは風情は違いますが、NCの紅葉も息を呑

むほど美しく、一見の価値があると聞きました。紅

葉のサイト（www.foliagenetwork.com）をチェック

して、今年はモミジ狩りに出かけてみましょうか。

（銀河） 
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!!Hot News!! 

 子どもたちの大好きなハロウィーンの季節がやって

きました。10月後半のアメリカの町はオレンジと黒のハ

ロウィーンカラーが氾濫します。 

 今年は、子どもたちと一緒に、Jack-O-Lantern  

（かぼちゃのランタン）を作ってみませんか。ぺティナイ

フとスプーンで簡単にくり抜けます。作り方は以下のサ

イトのTraditional Carvingを参照してください。

（www.pumpkincarving101.com） 

 コスチュームは、Party City （種類が豊富）、Target、 

Wal-mart、Kids to Kids （中古)、Disney Store、e-Bay 

などで購入できます。燃えやすい素材、裾を長く引きず 

るもの、ハロウィーン用の色つきコンタクトレンズは避 

 けた方が無難です。また、安全のため、暗いところでも目立つ反射素材、蛍光色や明 

 るい色をつけてあげてください。 

  そして、Trick or Treat を安全に楽しむために、以下の注意事項を守りましょう。 

 ① 12歳以下は必ず親か13歳以上が同伴する。13歳以上でも単独行動はダメ。 

 ② 懐中電灯は必須。できれば携帯電話と時計を持たせる。 

 ③ 歩道を歩く。走らない。道を渡るときは車に注意する。 

 ④ ランタンや蝋燭のそばで遊ばない（服に引火して危険）。 

 ⑤ 蝋燭や灯りがついている家のみ訪問する。 

 ⑥ 戸口のみで、家の中へは絶対に入らない。不審者に注意。 

 ⑦ お菓子を貰ったら、必ずお礼を言う。 

 ⑧ 貰ったお菓子は親がチェックするまで食べてはいけない。 
 

 先輩ママさんが選んだ週末お出かけのおススメ。ご家族で楽しんでくださいね。 

10/26-28    North Carolina Transportation Museum  
411 S Salisbury Ave. Spencer, NC (http://www.nctrans.org)  
"Trick or Train Ride"  仮装して、お化けと一緒に機関車に乗ろう 

10/28-29    NC Zoo, 4401 Zoo Pky, Asheboro, NC (http://www.nczoo.org) 
"Haunted Train Ride", "Boo at the Zoo"  動物園でハロウィーン 

9/25-10/31   Ganyard Hill Farm, 319 Sherron Rd., Durham, NC 
(http://ganyardhillfarm.com) "Hay Maze", “Pumpkin Patch”  
この地域 大の農場。子ども向けイベントがたくさん 

9/26-11/1  McKee's Cedar Creek Farm, 5037 Kiger Rd. Rougemont, NC 
(http://mckeemaze.com) 14エーカーのコーン畑の迷路が名物  

9/25-10/31   Vollmer Farm, 671 NC 98 Hwy E, Bunn, NC 
(http://www.vollmerfarm.com)  "Giant Pumpkin Jump"のトランポリン 
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♪ドコドン・ドコドン・ドコドコンコ・ドン♪ 

ラーレイ市ダウンタウンにあるProgress Energy Performing Art Centerの中の

Fletcher Opera Theaterの会場には、荘重な和太鼓の音が会場いっぱいに響き渡り

ました。9月5日は日本クラブ同好会の一つ、トライアングル太鼓のチャリティー・コン

サートの日。日頃の学校訪問や公園の片隅での公演とは異なり、本格的な照明や音

響設備が備わった舞台での公演に、太鼓演奏者全員の気持ちは一層引き締まりま

す。特に今回は、チャリティーと謳って、トライアングル太鼓の兄弟分にあたる「トライ

アングル・スペシャル

太鼓」の日本演奏ツ

アーを支援するファン

ド・レージング・イベント

なので力も篭ります。 

ス ペ シャ ル 太鼓 グ

ループは、「和太鼓を

一緒に叩く喜びを共有

し よ う」を ス ロ ー ガ ン

に、スペシャルオリンピックの障害者選手達を対象とした有志によって5年ほど前から

始められたものです。毎週日曜日に集まって地道に練習を続けた成果で、ラーレイ市

の独立記念日イベントなどに招かれて舞台を務められるまでに成長しました。そして、

この度、成田で10月に開催される日本太鼓連盟主催の「第12回日本太鼓全国障害者

大会」に特別出演として招聘され、初の国外参加団体として日本全国から集まる28の

障害者団体と腕を競うことになったのです。もちろん、このようなグループは全米でも

唯一であり、それが今回の招聘につながった訳です。 

チャリティー・コンサート会場でスペシャル太鼓の演奏曲2曲が披露されたところ、そ

れこそ会場が割れんばかりの拍手・歓声が沸きあがりました。「一生懸命に叩いてい

る姿にジーンと胸打たれ、涙がでてきました」「あまりに感動して今晩は眠れないわ」。

公演後の観客の声です。今回の公演はラーレイ市の後援をいただき、来場者400名、

募金額も予想を大きく上回ることができました。9月26日（日）にも同様のチャリティー・

コンサートをデューク大学Page Auditoriumで開催しました。 
 

＜インターナショナル・フェスティバルのお知らせ＞ 

トライアングル日本クラブは、10月1日（金）～3日（日）にラーレイ・コンベンション・セン

ターで開催される今年のフェスティバルの次のプログラムに参加します。 

Main Stage（トライアングル太鼓）、Cultural Booth（お正月がテーマ） 

Dance & Craft Booth（盆踊り、折り紙）、Cooking Demo Booth（餅つき） 

日程・時間などの詳細は、http://www.internationalfestival.orgを参照してください。 

日本クラブのサイト http://www.trianglejapanclub.org 

（日本クラブ役員 山口純司） 

Nippon Club of the Triangle 
日本クラブだより 
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学校 お助け Tips! 

 

 

「オンラインクラス」 

 ノースカロライナの高校では、インターネットで勉強し

て授業の単位を取る事ができます。１年間の通年クラス

もありますが、夏休みに１年間分のクラスの単位をまと

めて取ることもできます。 

 日本の中学を卒業してアメリカの高校に編入すると、10年生から入る事が出来ま

す。但し、３年間でアメリカの高校を卒業しようと思っても簡単にはいきません。例え

ば英語が4年間の履修が必須であるなどの理由のため、実は単位が足りないので

す。よって、夏休みなどを利用して足りない単位を稼がなければなりません。 

 オンラインでクラスが取れるようになったのは 近のことです。従来は、各高校で

夏休みには数学や英語のクラスを中心に卒業必須科目の補習が行われてきまし

た。これは、夏休み中にもっと勉強したい生徒のためでもあり、通常のクラスで単位

を落とした生徒の救済措置でもありました。しかし、 近の教育予算のカットにより、

各学校で先生を夏の間に雇うよりも、ノースカロライナ全体でオンラインのクラスで

教えたほうが、ずっと予算が安くすむと考えられたのです。 

 このクラスの正式名称は、North Carolina Virtual Public School です。オンライン

クラスは、どちらかというと自分で勉強して、わからないことを先生に聞くという形式

になります。ただ、クラス全員で時間を合わせてチャットをしたり、自分の意見をポス

トしたりして、コミュニケーションをとる時もあります。また先生と直接話したい時は、

先生に電話をかけて質問することもできます。1週間何を勉強したらよいかとか、ク

イズ、テストについても前もってスケジュールが発表されるので、自分のペースで勉

強できるのが、オンライン学習の も良い点ではないかと思います。また、夏休み

にオンラインクラスをとる場合は、ネットに繋げられる所であれば、何もノースカロラ

イナにいる必要はなく、日本に里帰りしながら勉強する事も可能です。そうすれば、

日本に長期滞在しても英語を忘れることなく過ごせるという利点もあります。そして、

こういうことも許されるため、夏休みにオンラインクラスを取って、１年早く卒業してい

く高校生も見受けられます。 

 ただ、気になるのは夏休みの約８週間のクラスで、通常のクラスと同じ学習効果

が得られるかです。１年間かけて勉強して得るものと短期間で

は得るものは少し違うような気がします。期間が短いため、勉

強する方も大変です。しかし、高校を何とか卒業しなければな

らないという目的には、このオンラインクラスは役立っている

のはないでしょうか。（荒竹由紀、Chapel Hill在住、UNC日

本語教師、Chapel Hill学区専任通訳翻訳者） 
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子育ては親育て 
 

 小さい子供達、特に０歳から３歳のお子さんを育てるパパとママは毎日、目の回る様

な忙しさだと思います。 こんな毎日だと週末などついつい生活時間やしてはいけない

事などのルールを大目にみてしまいがちですが、子供達は敏感に感じています。 

「あれ？今日はまだ起きてていいの？」 

「あれ？お部屋でボール投げちゃったのにママ怒らない…」  

etc…。そして、子供達の心はとても混乱してしまいます。 

 ０歳から３歳の子供達は発育段階で、既に言語と同じ様に時

間やルールについての順序や状態を吸収する「敏感期」に

入っています。子供達は日々の生活の中で次にする事が想像

出来る環境は、心理的な安心感をもたらし、規則や時間の順

序や秩序を自ら学んでいきます。ご両親の都合で生活時間やルールを変えると、子ど

も達の中で育っている 「一貫性」が失われ、将来の人間形成に重大な影響を及ぼしま

す。生活習慣や時間は環境が変化しても守りましょう。 

子供達のしつけに一貫性を持つことは、言い換えればご両親の教育の基礎になりま

す。子供達の成長するための道筋を迷わせないためにも規則正しい生活を心掛けて下

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） 

J＆J 社、小児用タイレノールなど大量回収 

 Johnson＆Johnson社の子会社McNeil社は、５月に小児用の

解熱鎮痛薬の47製品、７月に大人用を含む21ロットの市販薬の

自主回収を発表し、市場から製品を引き上げました。そして、FDA

（米国食品医薬品局）は「購入済の乳幼児用のTylenol、

Motrin、Zyrtec、Benadryl の使用を中止するように」と消費者に呼びかけています。 

 McNeil社は、プエルトリコ工場製造の小児用解熱鎮痛薬に保管用木製パレット洗浄

剤から 2,4,6-tribromoanisole (TBA)が混入したとして、今年1月から大規模な回

収を行ってきましたが、今回ペンシルベニア工場でも重大な製造違反が見つかって回

収対象が拡大しました。これで昨年９月以来６回目の回収になります。 

 リコール製品の一覧と写真は、http://www.mcneilproductrecall.com のサイトで見

られます。該当する製品が見つかっても返品・返送する必要はなく、上記のサイトの 

request a refund or product coupon ページでNDC番号とロット番号を入力すれば、

返金またはクーポンが郵送されてきます。注）写真は、リコール製品のうちの一部です。 
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Ｑ１．永住権抽選プログラムとは何ですか？ 

 移民法で制定されている移民多様化プログラムのことで、米国への移民の率が低かっ 

 た国々の人を対象に、抽選で年間で５万の永住ビザが発行されるものです。 

Ｑ２．応募できるのはどんな人ですか？ 

 応募できるのは、以下の２つの条件を満たしている人に限られます。 

 ① 指定国で出生した人。応募資格を持つ国名は、http://travel.state.gov/pdf/DV- 

 2012%20instructions.pdf サイトに記載されています。（編集注：日本は該当します）。 

 自分自身が応募資格のある国で出生していなくても、一定の条件を満たしていれば、 

 配偶者や両親が出生した国を通して応募資格を得ることができる場合があります。 

 ② 高等学校卒業以上の学歴を持つか、過去5年以内に2年以上の職歴があること。 

 学歴に関しては、アメリカ国内における12年の教育、あるいはそれに準ずる各国にお 

 ける通常の教育課程を修了したことを意味します。中学校卒業後に取得した大検は認 

 めれていません。また、職歴に関しては、その職種が2年以上の経験やトレーニングを 

 要求されるものでなくてはなりません。どの職種が該当するかは、労働省管轄の 

 O*Net Online Database(http://online.onetcenter.org)を参照してください。職歴で 

  応募する場合には、経験のある職種が４あるいは５のゾーンであり、準備期間の区分 

 が７以上である必要があります。 

Ｑ３．どのように応募するのですか？ 

 応募は国務省のDVサイト(http://www.dvlottery.state.gov)からのオンライン申請とな 

 り、１人につき１回のみ申請できます。郵送による書類申請は認められません。 

Ｑ４．応募期間はいつからいつまでですか？ 

 2010年10月5日の正午から2010年11月3日の正午（東部時間）までとなっています。 

Ｑ５．応募するには、どのような情報が必要ですか？ 

 氏名、生年月日、出生国、郵送先住所など個人に関するごく一般的な情報が必要で 

 す。また、当選した後に永住権の申請をする・しないに関わらず、配偶者や21歳未満の 

 未婚の子どもの情報も必要となります。 

Ｑ６．写真の添付も必要ですか？ 

 はい、必要となります。写真の規定は、明るい無地を背景とした24ビットのJPGフォー 

 マットのカラー写真で、容量は240キロバイト以内となっています。 低 600 x 600 ピク 

 セル、縦横同じサイズで、正面を向いたものでなければなりません。また、当選した後 

 に一緒に永住権の申請を行う配偶者・21歳未満の未婚の子どもの写真も同時に提出 

 する必要があります。 

Ｑ７．別居中の配偶者の情報も必要ですか？ 

 はい、別居中であり、一緒に永住権申請をする意志がなかったとしても、正式に離婚が 

 成立するまでは、申請書に配偶者として記載する必要があります。 

Ｑ８．当選したことはどのようにしてわかりますか？ 

 2011年5月1日より上記の国務省のDVのサイトからステータスチェックをすることができ 

 ます。これまでのように郵送による当選通知は行わず、ウェブサイトでの確認が唯一、 

 結果を知る方法になります。 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
～DV2012 永住権抽選プログラムについて～ 
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Ｑ９．応募するにあたり注意する点は何ですか？ 

 注意する点はいくつかありますが、主な点は以下の通りです。 

   * 名前や住所のスペルミス、日付の誤記入に気をつけること 

   * メールアドレスを必ず記入すること 

   * 写真のサイズを間違えないこと 

  （申請前に写真サイズが規定にあっているかどうか確認することができます） 

   * 同居・別居・一緒に移住する意志の有無に関わらず、配偶者、子ども全員の情報を 

   回答すること 

   * オンラインで応募後に作成される確認書を忘れずに印刷し、保管しておくこと 

     （後日オンラインで結果を確認する際に必要な確認番号が記載されています） 

Ｑ１０．当選したら、永住権がもらえるのですか？ 

 自動的にもらえるものではありません。当選後に永住権申請をすることになりますが、 

 その際には、通常と同じ審査が行われます。過去に６ヶ月以上の不法滞在をしたことが 

 あったり、倫理に反する犯罪歴があった場合には、却下されることもあります。また、国 

 務省は実際の発行数より多くの人を当選させますので、申請前あるいは申請中に規定 

 数に達してしまうとそれ以上の永住権は発行されません。 

Ｑ１１．応募に費用はかかりますか？ 

 いいえ、応募は無料でできます。申請代行をする業者が多く存在していますが、サービ 

 ス手数料のほかに、申請費用という形で請求されるようであれば注意が必要です。 

Ｑ１２．業者に依頼したほうがいいでしょうか？ 

 特に難しいわけではありませんので、ご自身での応募も可能です。自分でやることに不 

 安があり、業者に依頼する場合には、以下のような点に気をつけてください。 

   * サービス手数料の支払いのみで、申請費用は発生しないこと 

   * インターネットにアクセスできるコンピュータであれば、申請できること 

   * 業者を利用することで、当選確率が上がるわけではないこと 

   * 国務省やその他の省庁はいかなる業者とも提携していないこと 

   * 応募は立会いのもとで行い、その場で発行される確認書を必ず入手すること 

  （確認書を渡すためにさらに費用を請求する業者が報告されています） 

   * 業者とのやりとりに関する記録を保管しておくこと 

  この記事は、DV2012応募要綱の主な点のみ取り上げています。詳細な情報について 

  は、http://travel.state.gov/pdf/DV-2012%20instructions.pdf でご確認ください。 

 （ジョン・イニゲンバーグ、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士） 
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 デューク・ガーデン茶の湯プログラム 
 

デューク大学のDuke Gardens Teahouseで行われている茶道

プログラムは、初年度から大盛況で、多くの方に参加をいただい

ています。この茶室は、地域での日本文化の交流を目的に、ダー

ラム市の姉妹都市である豊田市との友好記念の一環として計画

されました。デューク・ガーデンは即座に企画に賛同して名乗りを

上げ、茶室を誘致しました。姉妹都市とデューク・ガーデンの希望

通り、この茶室は、多くのボランティアの協力を得て、教育プログ

ラムとしての茶会が年間を通じて開かれ、日本文化を紹介する

場所になっています。秋と春には毎月恒例の一般向け公開茶会

が開催されているほか、学校の社会見学とし

て小学生から大学生まで多くの子供たちが訪

れています。 
 

2010年春、このプログラムはCenter for 
Global Partnership and Duke’s Asian/
Pacific Studies Instituteの補助金を獲得し、

文化交流として日本の茶道文化を学ぶ２週間

の研修会がダーラムの高校で行われました。

生徒たちは、日本の歴史、和歌や俳句、陶

芸、茶道を学び、研修 終日の締めくくりとし

て、生徒たちはデューク・ガーデンの茶室でク

ラスメートたちにお手前を披露しました。 
 

毎月の茶会はとても好評で、参加券はすぐに

売り切れてしまいます。今年は初の試みとし

て、9月の中秋の満月に月見茶会を行いましたが、これも大盛況で、あっという間に満員

になりました。春には桜の花見茶会も予定しています。スケジュールと詳細はDuke 

Gardens（http://www.hr.duke.edu/dukegarden）のサイトをご覧ください。 

プログラムについてのご質問はナンシー（nancy.hamilton@duke.edu）まで。 

（Nancy Hamilton, Cultural Programming Coordinator, Sarah P. Duke Gardens） 
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アメリカ生活で思うこと 
 

 長～い夏休みを終えて子供たちの学校がようやく始まりました。 

学ぶ場というのは人の一生の中でとても強く影響を受

けるものでしょう。あらゆる両親が子供に対して 善の

愛情を注ぐことが自然だと思いますが、ときどき幼児虐

待のニュースが見受けられ、動物以下の行動に走る

方々が存在する事実があります。そういったひどい事も

ある今の世の中を「いかに気持ちよく泳げるか」という

のが今の教育の中心です。 善の教育を受けた人々

がたくさんの給料をいただいた上、政府にお金を借りる

ために社用飛行機を使うことが疑問なく行われます。 

 そして「道徳」はあっても神様について語られることはまずありません。信仰の自由とは

いっても宗教がまじめに語られる場を僕は得られませんでした。「どうして僕らはこの世

にいるのか」「何のために生きているのか」「この世界から離れたあとどうなるのか」「神様

はいるの？」。本当の教育は「国語」「算数」「理科」「社会」で済むものではありません。 

 アメリカはとても物質的に恵まれて裕福な国かもしれませんが、それが本当の幸福に

つながるとは限らない。有名になればプライバシーがなくなる、リッチになれば泥棒の心

配、美貌を誇っても時がそれを奪う、医者になったら学費の借金でてんてこ舞い、大統領

になっても期限付き。自分の感覚を喜ばせようとする限り、いつか苦悩に陥るのがこの

世の決まり・・・なんてことを考えながら息子たちを学校に送りだすわけですが、将来を楽

しみにしつつも、この社会に期待できる材料はあまり多くない。日本にしてもいいニュー

スは少ないのが現状。いわゆる「末法の世」「カリユガ」と呼ば

れる時代なのでしょうか。 

 おまけに自分を振り返ると、仕事がない。もう何ヶ月たったこ

とか、そろそろ蓄えもなくなりつつ、レジメをほぼ毎週のように出

しても「可」の返事どころか「否」の連絡さえない状況。いったい

僕自身の新学期はいつ来るのでしょう？ 

（馬場裕：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/) 

 



10   三角横丁2010年10月号 

 

$$ おかねのおはなし   $$ 

 

「もし100万円あったら…」 私なんて想像するだけでワクワク嬉しく 

なります。友達に聞いてみました。すると間髪をおかず、色々な回答 

が帰ってきました。きっと皆さんも想像するんでしょうね、「今、ロッテリー

で当たったら！！」なんて．．．。 

開業資金、子供の大学預金、歯の矯正、家族ヨーロッパ旅

行、パーッと一気においしいものの食べ歩き(私も連れてっ

て！)、その他、日本に家族で帰国、オープンカーの購入、

視力レーザー手術と、さまざまで聞いてるだけでも楽しかっ

たです。快く教えてくださった皆さん、有難うございました。 

さて、お金の使途目的が決まったら、管理と運用次第で可

能なんですよ、皆さんの夢。 
 

前回８月号で、半年マネープランというのをお薦めしました。皆さん、いかがでしたか。 

読んで納得はするものの、実際にプランを立てて運用するのは少し大変かもしれません。

そこで、今回は個人的な私のお薦めを出してみましたのでご参照ください。 

 ①自動積み立て。少しずつでも勝手に預金が出来るので面倒くさがりな方におススメ。 

金利よりセーブしたお金が確実に確保できます。ちなみに、ネット銀行の６ヶ月金利が割 

がいいかも。毎月３万円だけでも半年後には18万+αですよ 

 ②投信積み立て。 1日だけ時間を投資に考えられる方向き。ネット証券会社で自分の 

好みのミニ株を買います。ミニ株はなんと1000円単位から買え、小額で色々な株に分散 

できるので安心です。投信の会社選びは、(a)自分の好きな商品を出している会社、(b)生

活に身近で不可欠な商品の会社を基本にしています。IT関連は成長株だとは思うけれ

ど、実際に何が商品なのか,、どこに流通しているのか不透明なので私は買ってません。 

 ③外貨預金。投資に興味がある方は現在の円高を利用した外貨為替をどうぞ。何銭の

差で一喜一憂する為替ですが、先日15年ぶりにつけた83.33円は非常に円高なので、仮

に80円台を割ったとしても現在の値は下値圏です。政情が安定して100円に戻ったときに

は定期より良い利益が出ます。 

今度こそ！！頑張ってみてください。(伊達知巳、Cary在住、主婦） 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 

 

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

www.angelrosesflorist.com 

 

 

結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 
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 「帰国が決まりそう、でもいつになるか分からない不安な時期」 
 2007年8月末、夫の研究留学のため、我が家は４歳の息子と１歳の娘を連れて、アメ

リカ・ノースカロライナに降り立ちました。それから、2年10ヶ月、いろいろなことがあり、

夢のように過ぎ去った日々でしたが、今はとってもいい思い出です。本当にバタバタと帰

国してきたように思うのですが、今回、一つ一つ思い返してみたいと思います。 

 初めから、長くて３年と決まっていた留学。 後のアパートの契約更新を前に、帰国に

ついて席のある日本の大学に連絡を取ったのが、2009年の年明け。大学からは「いつ

でも帰りたいときでいいよ」との返答があり、子どもの学校のことも考慮して、2010年の

現地校が終わったら帰国と決め、帰国準備を始めました。６月頃から気が早いと言われ

ながらも、間近になって慌てないようにと、知り合いに「何か欲しいものがあったら言って

ね」と声をかけはじめていました。 

 ところが、夏が過ぎた頃、もしかしたら3月帰国になるかもとい

う話になり、はっきりするのは12月になってからということになり

ました。もし、12月に帰国時期が決まって3月に帰国だと、３ヶ月

ほどで全ての準備をしなくてはいけないわけで、きっともっと慌

しくなってしまう。「6月に帰って、夏休みの間にゆっくり学校の

準備をして、実家にも帰ってのんびりして」などと計画していた

のに･･･。気持ちがどよ～ん。帰国がはっきりしないのでイライ

ラ。どこに行っても「それがね、帰国時期がはっきりしなくて・・・」と愚痴ばかり。 

 いよいよ12月になった。が、しかし、一向に連絡がない！ すっきりしないのがもどかし

くって、思い切って大学へ電話したら、教授の答えは「6月に帰ってくるんでしょ？だから

連絡しなかった」だって。えっ！このどんよりした数ヶ月は何だったの？！ でも、結果的

に当初の計画通り。嬉しくって、ちょうどその日にあった夫所属のソフトボール打ち上げ

パーティーで公表し、「3月の試合いけるね」なんて、みなさんと盛り上がっていました。 

 しかし、またまた「が」です。ほんの数日後、朝、子どもを送って帰ってくると、夫が電話

中。何事？ 「やっぱり、4月1日から大学で仕事をして欲しいって」。 えっ？？！ どうい

うこと？ あんなに喜ばせておいて、それはないでしょ！でも、愚痴を言っても仕方ない。

帰国は3月末ということで動かなくては。ということで、我が家は、アタフタと本格的な帰

国準備に入ったのでした。続く・・・。（桑原多喜子、京都在住、子供２人を持つ主婦） 

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 

 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 

桑原家の『どたばた』 帰国日記 <１> 
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南部のレストランで魚のフライやＮＣバーベキューを頼むと必ず付いて来るのが、この

ハッシュパピー。とうもろこしの粉で作られた揚げ物は、この地には無くてはならない

サイドメニューです。ほんのり甘く香ばしい揚げたては、つまみ出したら止まらない美

味しさ！子供のおやつにもおススメです♪ 下記の分量で40個ほど出来ます。 

 

  <分量> ・イエローコーンミール ２カップ 

       ・小麦粉 大さじ ２ 

       ・ベーキングパウダー 小さじ ２  1/2 

       ・塩 小さじ １ 

       ・牛乳 1カップ 

       ・卵 １コ （軽く溶く） 

       ・たまねぎ 大さじ ３ （細かいみじん切り）   

       ・揚げ油 180℃に熱しておく 

 <作り方> 

 1) ボールにコーンミール、小麦粉、ベーキングパ 

    ウダー、塩を入れて軽く混ぜ合わす 

 2) 小さいボールに牛乳、卵、たまねぎを入れ混ぜておく 

 3) 材料をしっかりと混ぜ合わせる 

 4) 小さじを水で濡らし、合わせたタネを軽くすくって油に落とす 

 5) 時々かき回して全体にキツネ色になるまで揚げる 

 

南部では古くからの家庭料理なので、牛乳の代わりにバターミルク（乳清）やビールを

入れるもの、バターを塗ったマフィン型に入れてオーブンで焼くものなど、たくさんのア

レンジレシピがあります。ハラペーニョのみじん切りを追加すると、ピリ辛でビールの

おつまみになります。蟹や貝を入れてシーフード風もいけますよ。ぜひ一度お試しくだ

さい。（くるみ、Cary在住、主婦） 

HUSH PUPPIES（ハッシュパピー南部風） 

 
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 

ごちそうさまぁ～！ 
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ベーグルなんて、味はそんなにどこも変わらないと思っている人！おいしいもの探偵

団のお勧め、味・香り・食感ともパーフェクト！のプレーン・ベーグルをお教えします。 

 * Panera BREAD   いろいろ食べ比べた中で一番外側が固めでベーグルらしい 

    ベーグル。外はパリッ！中はもっちり。トーストするには、これがナンバー１。   

 * BRUEGGER’S BAGELS  ランチに持って行くサンドイッチ・ベーグルにおす 

    すめ。ハム・レタス・チーズなどお好きな具材を挟んでどうぞ。 

 * Bagels On the Hill  チャペルヒルでは、この店を知らない人はいないというく 

  らい有名な専門店。ここのベーグルもトーストすると一層美味しいです。 

    630 Weaver Dairy Rd, Chapel Hill （http://bagelsonthehill.com） 

日本では馴染みのないベーグルも、アメリカでは

ベーグル専門店もたくさんあり、どこのスーパー 

でも買えます。旅行先で泊まったホテルの朝食で

も、デーンと目立つ場所に置かれていますよね。 

♪おいしいもの探偵団 ベーグル編♪ 

NASCAR レーサー 尾形明紀の挑戦！ 
 

アメリカのNASCARレースは、生活に密着してレース自体が文化の

１つにまでなっています。特に、ノースカ ロライナは 2009年に

NASCAR HALL of FAMEができるほど、Charlotteエリアを中心に

多くのチームが集まっているメッカなのです。私は日本とNCを行き

来する過去7年間で、本当にアメリカ人と対等に戦えるNASCARドラ

イバーになるには日本に居ては駄目だと強く感じ、VISA取得に動き

だしました。今年に入り、ようやくスポーツ選手用のP-VISAを取得で

き、8月下旬に拠点をNCへ移して本格参戦に向けて活動を開始しましたが、入国後の

手続きが完了せず、まだまだ落ち着かない日々です。そろそろ今シーズンは終わりにな

りますが、自分なりに有意義な時間を過ごしています。 

私は10代の頃、NASCARレース界に興味を持って学んでいく中で、アメリカはレーサー

の社会的地位が確立されていて、レーサーがレーサーでいられる国だと感じました。 

レーサーは、レースで速く走るのは勿論ですが、社会に貢献する活動を行ったり、人に

多くの夢や希望を与えたりできる職だと思います。この地でトップドライバーから多くを

学び、私が走る事で人々に夢や希望を与え、良い影響をもたらせるドライバーを目指

し、進み続けます。（http://www.akinoriogata.com） 
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 ～トライアングルで 

   Dim Sum（飲茶）はいかが？～ 
 

サンフランシスコやニューヨークのチャイナタウンの飲茶は

有名ですが、トライアングル地区でも週末のランチに飲茶

が楽しめるレストランが数軒あります。週末に何人かのお

友達をさそって、色々な種類の飲茶を楽しみませんか。 
 

Neo-Asia (土・日、Neo-Chinaから店名変更） 
100 Maynard Crossing Ct, Cary ℡) 919-466-8888 
店内はとても広々としていますが、ムードを出すためか、店

内の照明が日中でも若干暗いです。一皿の量が多く、味は

塩分控えめです。デザートに洋風ティラミスなどもあり、種

類が豊富です。http://neo-china.com 
 

Hunam （日曜のみ） 

790 MLK Blvd, Chapel Hill  ℡) 919-967-6133 
カートで飲茶は運ばれてきませんが、飲茶のメニューに欲

しい数を記入してウエイターに渡します。いわば寿司レスト

ランのオーダーと同じ方式です、少しさびしいかもしれませ

んが、味と値段はしっかりしています。カートだと目移りして

少し取りすぎてしまいがちですが、この方式だとゆっくりと時

間をかけて選べます。 
 

Hong Kong （土・日） 
3003 Guess Rd, Durham ℡) 919-479-8339 

店内はあまり広くないので、飲茶の時間帯はとても混んでいま

す。席に着くまで大体30分ぐらい待たされます。また、駐車場が

狭いので、これも順番待ちが必要になることもあります。でも、あ

ちらこちらで中国語が飛び交って、雰囲気がサンフランシスコの

飲茶のように活気があります。メニューは海鮮料理が主です。 

 

こんなお店知ってた？ 



三角横丁2010年10月号   15 

 

医食同源――食物の性質を知って健康に 
 

 食べ物には体を温めたり、冷やしたりする性質があります。季節変化や体調に応じて、

食材を選ぶ医食同源の知恵を紹介します。 

 食物の性質は、食べたときに体にどんな影響を与えるか

によって、「温熱性」、「寒涼性」と「平性」の三つに分類する

ことができます。 

   温熱性－体を温める性質。新陳代謝を高める。 

   寒涼性－体を冷やす性質。鎮静、消炎作用があり。 

   平性－寒熱どちらにも偏らず、極めて穏やかな性質。 
 

 どの食物がどんな性質を持っているのかを知ることで、自

分の体調やその日の気候に応じて適切な食事を取ることができます。寒いときには体を

温める食べ物、熱い時には体の熱を取り除いてくれる食べ物をとることで、健康のバラン

スが取れるわけです。寒熱どちらかに偏った食事を続けていると、体調を崩す原因になり

ます。例えば、もともと寒がりタイプの人が、体を冷やすキュウリやトマトと言った野菜や、

冷たい飲み物などの寒涼性の食物を摂取しすぎると、手足の冷えなどがひどくなり、血

行障害などの症状を引き起こすことになりかねません。だからといって、寒がりの人が

まったく寒涼性の物が食べられないわけではありません。食物の性質は、調理方法に

よっても変化します。例えば、寒涼性のナスは生で食べると体を冷やしますが、焼いたり

揚げたりして熱を加えると、温熱の性質がプラスされて寒涼の性質が抑えられます。 

 また、冷や奴を食べるときは、ネギや生姜といった薬味がつきものですが、寒涼性の豆

腐と温熱性のネギや生姜を一緒に食べることで、寒熱どちらにも偏らないメニューになり

ます。つまり、調理方法や温熱性と寒涼性を組み合わせることで、食物が本来持ってい

る性質を生かしたり、寒熱のバランスをとることができるわけです。 

（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、 

  漢方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務） 

AUTOPARK HONDA 
JON. D. CHOI 

Phone: 919-389-5850 
2100 Auto Park Boulevard, Cary NC 27511 

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 

サンドイッチでゆっくりと・・・ 

オソオセヨ！ 

韓国の本物の味わいをどうぞ 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 
ハロウィーンのある秋はホラー映画が多いのですが、今秋はコメ 

ディーもマジメ映画もなかなか話題作が揃っているので楽しみです。 

バランスよくいろいろなジャンルを見るチャンス。秋の夜長は映画で過ごそう！ 

The Social Network NR （ドラマ） 10/1公開 

Facebook が作られるまでの物語。ハーバード出身の若き企業家で Facebook の創始

者であるMark Zuckerberg 氏は言う「多少の敵をつくらずして、5億の友達は作れない」 
 

Let’s Me In （ホラー、SF） 10/1公開 

もとはスウェーデンの傑作ホラー映画。12歳のオーエンはいじめられっ子で、離婚した

両親にも心を閉ざしているが、隣に住む不思議な素足の少女アビーと友達になる。 
 

Life As We Know It PG13 （コメディ、ロマンス） 10/8公開 

一度のデートで二度と会わないと思っていた2人。ところが共通の親友が事故死。その

赤ちゃんの養親に2人が遺言で指名されていた。赤ちゃんに翻弄されまくるうちに? 
 

Secretariat PG （ドラマ、家族） 10/8公開 

アメリカのレースで３冠を打ち立てた名馬「セクレタリアン」を育てた家族の本当にあった

感動の物語をディズニーが映画化。主婦だったチェニーは父の牧舎を譲り受ける。 
 

Stone R （ドラマ、スリラー） 10/8公開 

引退間近な監察官ジャック（ロバート・デニーロ）。 後の仕事は、祖父母の殺人の罪で

服役しているストーン。ストーンの妻の執拗さ、ジャックの妻の葛藤なども見どころ。 
 

Conviction R （ドラマ） 10/15公開 

冤罪で終身刑となった兄ケニスの無実を信じ、二人の子供を持つ高卒の主婦ベティ・ア

ンは意を決して弁護士になり、18年かけて戦った。その真実の物語を感動映画化。 
 

Jackass 3D NR （コメディ―、ドキュメンタリー） 10/15公開 

ドッキリ・いたずら・バカな映像を集めた目が離せない超バラエティー。思いっきり笑えま

す。アメリカを始め日本でも話題沸騰。映像を見た後、真似をしないでくださいね。 
 

Red PG13 （アクション、コメディ―） 10/15公開 

ブルース・ウィルス、モーガン・フリーマンら豪華メンバー扮する元CIAのRED（Retired 
Extremely Dangerous)な４人。トップシークレットを知っているために狙われる羽目に。 
 

Hereafter PG13 （アクション、ドラマ） 10/22公開 

78歳のクリント・イーストウッド監督30作目は超自然現象がテーマ。別々の場所で生活

する３人（マット・デイモン他）のサイキックは来世を見、死を予感する能力を持つ。 
 

Night of the Demons R （ホラー） 10/29公開 

ハロウィーンの夜、ニューオーリンズにある恐怖の館でのパーティー。ドンチャン騒ぎが

終わった後、残った7人は館に閉じ込められる。実はその館には昔からの秘密が! 
 

Saw 3D R （ホラー、スリラー） 10/29公開 

毎年続くハロウィーン用の怖い映画「Saw」シリーズの完結編。誰がこのゲームで 後

に生き残るのか。 「ゲームオーバー!」と言うのは誰か見ものです。日米同時公開。 
 

Due Date R （コメディ―）11/5公開 

怖い映画の合間に見るちょうどいいおつまみ映画。妻の出産予定日にアトランタから駆

けつける予定だったピーター。イーサンとの出会いから、とんでもない旅が始まる。 
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For Colored Girls NR （コメディ―、ドラマ） 11/5公開 

「自殺を考えたことのある黒人女性たちに」の映画化。1974年の詩的舞台はオビー賞を

受賞した。今回はジャネット・ジャクソンらが出演。喜びとは自分の中にあるもの。 
 

Morning Glory NR （コメディ） 11/12公開 

テレビ局が舞台の映画。新鮮味を失った朝の番組にやり手のアンカーマン（ハリソン・

フォード）を抜擢するのは、プロデューサーのベッキー（レイチェル・マックアダムス）。 
 

Skyline NR （SF、スリラー） 11/12公開 

宇宙人の存在を疑っている人間たちをよそにロサンゼルスの上空に現れた謎の光。

人々は蛾のようにその光に魅せられ吸い上げられていく。空を見上げてはいけない! 
 

Unstoppable PG13 （アクション、ドラマ、スリラー） 11/12公開 

アメリカのあちこちに見られる鉄道。そこを爆発物を積んだ列車がなぜか異常なスピー

ドで暴走を始めた。運転手はいないらしい。もうハラハラ・ドキドキ、早く止めて！ 
 

The Next Three Days NR （ドラマ、ロマンス、スリラー） 11/19公開 

再婚して再び幸せを手に入れたはずのジョン（ラッセル・クロー）だったが、ある日、妻が

殺人容疑で逮捕される。無実を信じる夫は妻を連れ戻すためにあることを考える。 
 

Burlesque NR （ドラマ、ダンス、音楽） 11/24公開 

アリ（クリスティーナ・アギレラ）の夢はロスに行って舞台を踏むことだが、誰にも相手に

されずオーディションも受けさせてもらえない。でも、アリには特別な才能があった。 
 

The King’s Speech NR （ドラマ、歴史） 11/24公開 

兄の退位によって即位した英国の善良王と呼ばれたジョージ６世（コリン・ファース）の

真実の話を映画化。オーストラリアの言語聴覚士ライオネル・ローグとの友情を描く。 
 

Love and Other Drugs R （ドラマ、ロマンス） 11/24公開 

元ファイザー製薬の営業マンが書いた業界小説を元にした映画。アン（アン・ハサウェ

イ）はパーキンソン病を負っているがバイアグラを売るバリバリのキャリア・ウーマン。 
 

The Nutcracker in 3D NR （ファンタジー、3D、ファミリー） 11/24公開 

ホリデーシーズンに向けて「くるみ割り人形」を3Dで映画化。9歳のメアリーにとってクリ

スマスは退屈なものだったが、叔父さんが持ってきたプレゼントで興奮に包まれる。 
 

Tangled NR （アニメ、冒険、ファミリー、3D、ミュージカル） 11/24公開 

クリスマスに向けて子供と楽しめる映画。高い塔に閉じ込められているお姫様のラプン

ツェルは、長い不思議な髪の毛を持っていて、毎日楽しいことがないか待っている。 

（緋美胡、東京都出身、フリーライター） 
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「Big Brother is watching」すなわち、国は

一般市民の日常の行動やデータを監視して

いるとアメリカではよく言われますが、ハッ

カーやマーケティング会社は新技術によっ

て、国が知りえる以上に私たちの一挙手一投

足を簡単に監視できるようになってきていま

す。実は、私たちの日常を監視するのは、そ

んなに難しくはないのです。たとえば、ネットを

使用する人は、毎日e-mailをチェックしたり、オンラインで送金したり、商品をオンライン

で調べたり購入したりしていますよね。ということは、私たちはアクセスした全てのサイト

にデジタルの足跡を残していることになります。そして、私たちの利用意図に関係なく、

残した情報をハッカーやマーケティング担当者が利用して、広告のターゲットにし、スパ

ムメールやスパイウェアを送りつけてくるのです。 

防止する方法はいくつかあるのですが、どの方法を利用す

るかは使用者がIT知識にどのくらい長けているかによるの

で、とりあえず、初心者でもできる3つを挙げておきます。 

  <ステップ１> Internet Explorer（IE）の使用を止めること 

IEは世界中で もハッキングされやすいソフトです。Mozilla Firefox をダウンロードして

使ってください。IEよりも早くて安全なブラウザで、現在は大多数の企業がFirefox と互換

性のあるサイトを構築しています。2010年8月現在、ネットユーザーの46％がFirefox を

利用しており、未だにIEを利用しているのは31％のみです。重要なplug-insとadd-onsを

幾つかインストールすれば、ネット利用はもっと安全にもっと快適になります。プロのIT技

術者にカスタム化を相談してください。 

  <ステップ２> 適切なセキュリティ・ソフトをインストールすること 

セキュリティソフトには、年間40～100ドル掛かるものもありますし、フリーのものもありま

す。残念なことに、どれも一長一短があり、個人の使用頻度やコンピュータのスペックに

よるので、これがいいと断言できないのです。一般的に、McAfee、Norton、TrendMicro

などの大手ソフトを購入していれば、何もしないよりマシです。しかし、お財布にも響きま

すし、コンピュータにも影響します。つまり、これらのソフトは、コンピュータの処理速度が

遅くなるのです。しかし、フリーのソフトには注意が必要です。たとえば、finallyfast.com

のようなアドウェアのソフトを絶対にダウンロードしてはいけません。このサイトは「コン

ピュータを無料でスキャンします」と広告していますが、スキャン中にTrojanのようなウイ

ルスを忍び込ませ、その処理が必要だとして40ドル以上の費用を払わせようとします。 

このようなサイトを全て挙げることはできませんが、多くのフリーソフトの会社がインス

トール中に似たようなトリックを行っていることを知っておいてください。 

  <ステップ３> 公共のコンピュータで自分の e-mailをチェックしないこと 

公共のコンピュータに仕込まれたパスワード解読ソフトで簡単にe-mailアカウントが流出

してしまう例が数え切れません。スパイウェアやマルウェアに汚染されていないと確信で

きない限り、友人のコンピュータですら使わないほうがよいでしょう。 
 

皆さんの安全なネットライフとセキュリティの向上に、この記事を役立てて頂けると幸い

です。（Henry Chan 、香港出身、ダーラム在住、IT技術者） 

 初心者のための

ネット・セキュリティ

講座 
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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、Chapel Hill  967-2725 小野 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

お茶会のお知らせ：裏千家茶道の10月のお茶会は10月19日(火)20日(水)のそれ

ぞれ10時半と2時からです。Chapel Hill  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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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：転職・新卒者を問わず、各人の「なりたい自分」の実現に向けて、

徹底した就職サポートをいたします。919-215-4665   nc@usremac.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

人材派遣/紹介：企業の求める最適な人材を見つけ出し、企業にあったスタイル

（正社員・契約社員・派遣社員）でご紹介します。nc@usremac.com 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寝室、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、家具付も可、919-215-4665まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

売り家：一戸建て、５BR、５Bath、築６年、プール、クラブハウス付、Chapel 
Hill学区内、閑静な住宅地内、ショッピングセンター近し、919-215-4665まで 

classified 見て見て！ 三角掲示板 

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）を 

リーズナブルな料金で提供しております。 

どうぞお気軽にご相談ください。 
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１０月１１月 トライアングルの イベント・スケジュール 

   子供向けイベント 

9/24-26 
10/1-3 

Thomas & Friends Day 
（機関車トーマスに乗ろう） 

Transportation Museum, Spencer 
nctrans.org/events/dowt 

10/1-3 International Festival of Raleigh 
（恒例の国際フェスティバル、催し多数） 

Convention Center, Raleigh 
www.internationalfestival.org 

10/1-3 Doll & Teddy Bear EXPO 
（ぬいぐるみと人形の見本市） 

Winston-Salem 
dollandteddyexpo.com 

10/2 Heritage Day 
（カントリーフェア、動物と遊ぼう） 

Historic Oak View Park, Raleigh 
www.wakegov.com/parks/oakview 

10/2 Family Day 
（ゲームやアート・クラフト作りに家族で 

参加しよう） 

Nasher Museum of Art, Duke 
University, Durham 
nasher.duke.edu/education.php 

10/2-3 Riverfest 2010 
（川沿いのストリートフェア） 

Downtown Wilmington, Water 
Street, wilmingtonriverfest.com 

10/2-3 Autumn Jubilee （子供向けの音楽・

ゲーム・クラフトが盛りだくさん） 

Dan Nicholas Park 
www.dannicholas.net 

10/3 Festifall 
（アート・ストリート・フェスティバル） 

Chapel Hill Parks & Recreation 
www.townofchapelhill.org 

10/8-10 Autumn Leaves Festival 
（アート・ストリート・フェスティバル） 

Main Street, Mount Airy 
www.autumnleavesfestival.com 

10/9 Family Rhythm Jam 
（ドラムでの音楽ゲーム、3歳以上） 

Music Explorium, Durham 
www.musicexplorium.com 

10/14-24 North Carolina State Fair （NC農務 

局主催のステートフェア、屋台多数） 

State Fair grounds 
www.ncstatefair.org  

10/23 & 
10/30 

Halloween Train Rides 
（機関車に乗ろう、前売券購入要） 

New Hope Valley Railwa, Bonsal 
www.nhvry.org 

10/2 “The Princess and the Flaming  
Castle” （マリオネットショー：3-7歳） 

Emerson Waldorf School, Chapel 
Hill, www.emersonwaldorf.org 

11/18 QDR Country for Kids Concert 
（NC子供病院のチャリティーコンサート） 

Durham Performing Arts Center 
www.dpacnc.com 

10/21-31 
10/30 

Into the Wood （ヘンゼルとグレーテル） 

Arts in the Garden （子供向けオペラ） 

Sarah P. Duke Gardens 
www.tickets.duke.edu 

      音楽・演劇 
9/27-
10/7 

Charlie Chaplin Film Retrospective 
（チャップリンの映画特集） 

Carolina Theatre, Durham 
www.carolinatheatre.org 

10/1-3 Cirque de la Symphonie 
（NCオーケストラとアクロバット・サーカス

の共同パーフォーマンス） 

Meymandi Concert Hall, Progress 
Energy Center for Performing Arts 
Raleigh, www.ncsymphony.org 

10/23 Parents' and Family Weekend Con-
cert （Duke大学の家族向けコンサート） 

Duke Chapel, Duke University 
www.tickets.duke.edu 

10/30-
11/14 

Billy Elliott the Musical 
（ブロードウェイ・ミュージカル・シリーズ 

 トニー賞受賞作品） 

Durham Performing Arts Center 
www.dpacnc.com 
１月にはライオン・キングの公演あり 

10/30 Halloween Magic 
（ハロウィーンのマジックショー） 

Meymandi Concert Hall, Raleigh 
www.ncsymphony.org 

11/20-21 Abstract Logix Music Festival 
（ジャズ、ポップ・ミュージック） 

Lincoln Theatre, Raleigh 
www.lincolntheatre.com 

11/26-27 Holiday Pops with the Broadway 
Tenors （ポップ・ミュージック） 

Meymandi Concert Hall, Raleigh 
www.ncsymphony.org 

♪    
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トライアングル婦人会のお知らせ 

第８回トライアングル婦人会ランチは、9月10日Durham で行われました。今回のゲスト

は漢方薬アドバイザーの武耕さん、「薬膳餃子の作り方Hands On」。オールパーパス

の薄力粉が、短時間で見事にモチモチの餃子皮に大変身！

市販の皮で作った餃子は、なかなかお腹一杯にならないの

に、「手作り薬膳餃子」はすぐに満腹になり経済的かも！？漢

方についてのお話もたくさん聞けて、食欲も知識も満たせて大

満足の会合でした。 

 「第9回トライアングル婦人会」 

  日時） 11月12日、11時半より 

  場所） Durham 

  内容） 「久美子先生の子育て相談」または 

       「アメリカ感謝祭のお料理」 

  申込）荒竹 yaratake@email.unc.edu     

     山岸 yamagishiyoko@gmail.com 

Holiday Seasonで忙しくなりますが、多くの皆様の参

加を楽しみにしております。 

    ウォーキング・ツアー 

10/3 Walk for Wishes 3-mile walk  American Tobacco Campus, Durham 
eastncwish.wish.org  

10/09 Durham Tobacco Heritage 
Walking Tour (45min.) 

Durham Farmer’s Market, 501 Foster St 
www.durhamfarmersmarket.com 

10/16 Durham Civil Rights Legacy 
Walking Tour (45min.) 

Durham Farmer’s Market, 501 Foster St 
www.durhamfarmersmarket.com 

秋はイベント多し。子供・家族向けは、他にも、www.carolinaparent.com/calendar に

たくさん掲載されています。また、秋は、収穫にまつわるフェスティバルがあちこちで開

催されます（www.ncfestivals.com）。特に10月は、ドイツにちなんだOktoberfestと呼ば

れるビール祭が各地で開催され、飲んべは必見です！ （www.beerfestivals.org、

www.ncbeer.org）。地元のワイナリーでも葡萄狩りなどの各種イベントがあるので、

ぜひ一度のぞいてみてはいかが（www.hawriverwinetrail.com）。 

  一つで三役の洗剤兼柔軟剤シート 
  Purex COMPLETE 3-in-1 Laundry Sheet 

これは携行に便利！ 

表が洗剤、裏が柔軟剤のシートなので、普通の洗剤の代わりに

洗濯機に放り込み、洗濯終了後に取り出さずに洗濯物と一緒に

乾燥機に移せば、次は柔軟剤と静電気防止剤になります。薄くて

持ち運びが楽で旅行先のコインランドリーで重宝します。20～24

枚入り、7.99～8.99ドル。スーパーやドラッグストアで購入可。 

いいもの見っけ 
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名古屋大学からのお知らせ 

名古屋大学のリサーチ・トライアングル・パーク（RTP）の現地法人であるTechnology 

Partnership of Nagoya University, Inc. (NU Tech) は、ノースカロライナ州立大学

（NCSU）及びノースカロライナ・バイオテクノロジー・センター（NCBC）と共同で、

AgBiotech Industry Round Tableを 10月22日（金）にNCBCで開催します。このRound 

Tableは植物・農業系分野に焦点をあて、名大・NC州立大の 先端の技術を紹介する

とともに、産業界からの代表者も招待し、意見交換及びネットワークングを図るもので

す。産業界から植物・農業系分野では世界４大企業（Monsanto、Syngenta、Bayer 

CropScience、BASF）が参加し、戦略的な研究分野、研究関心分野、大学やベン

チャー企業とのコラボレーション戦略等についてプレゼンテーションを行います。RTP周

辺の大学や研究機関等で植物・農業技術の研究をされている研究者の方々、この分野

に関心ある方、ご自身のネットワークを拡大したいと考えている方など、是非ともお気軽

にご参加ください。参加費はもちろん無料で、www.NUTechTransfer.org より事前登録

できます。多くの方々のご出席を心よりお待ちしております。 

（名古屋大学 特任教授 神山知久） 
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UNC Japan Table の 

ご案内 
 

日本語を勉強中の学生が日

本語で自由に話すプログラ

ムです。日本人の方の参加

を募っています。11月10日と

12月1日午後7時よりUNC

キャンパス内の New West 

219で行われます。 

連絡先は黒田、もしくは 

ナンリーまで。 

kkroda@email.unc 

enunley@email.unc.edu 

～編集後記～ 
前編集長帰国のため、ピン

チヒッターの銀河です。 

いやー、今年の夏は暑かっ

たですね。死にました。 
 

読者の皆さまの声が聞きた

くて、三角横

丁のTwitter 
始めました。 

（ID: sankakuyokocho) 
ご感想やご意見、こんな記

事が読みたいでも、何でも

つぶやいてくださいね。 

メールでの記事投稿も大歓

迎。新前の編集長ですが、 

よろしくお願いします。 



24   三角横丁2010年10月号 

 


