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 12月が盛りの冬の花、山茶花（さざんか）。 

日本で頻繁に見かけたのに、椿と山茶花と寒椿

の違いが分からず、ネットで調べてみました。 

 山茶花は日本原産の自生種で、江戸時代に長

崎出島のオランダ商館に来ていた医師が持ち帰

り、西欧に広まりました。学名も英名もサザンカ

（Camelｌia Sasanqua）。山茶花は葉が小さくて光

沢がなく、花びらが１枚ずつ散るのが特徴で、古く

から冬に咲く庭木として愛でられてきました。一

方、椿は春の花で、葉が大きくて光沢があり、よく

知られているように花が一塊になって落ちます。 

 寒椿は、山茶花と椿の交配で出来た品種で、花

色も葉も学名も山茶花とほぼ同じ、交雑が進んで

似た種類も多く、素人では見分けるのが難しいそ

う。一重か二重咲きで大きな木を山茶花、花びら

の数が多くて生垣によく使われる背の低い品種を

寒椿と呼ぶようです。花言葉は、山茶花が「ひた

むきな愛」と「困難に勝つ」、寒椿が「謙譲」。山茶

花の花は白・ピンク・赤などがありますが、私は薄

いピンクが好きです。生垣には華やかな赤の寒

椿を好んで植える人が多いようですね。（銀河） 
 

 毎回、表紙に素敵な挿絵を描いてくださってい

るYuko Nogami Taylorさんのギャラリーが

Raleighで開催されます。 

 皆様のご来場をお待ちしてます。 

  United Art Council 
  110 South Blount St., Raleigh, NC 
  12月3日～12月23日 

  （レセプション：12月3日7 PM～9:30 PM）  
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子供たちが も楽しみにしているクリスマス。今年は、アメリ

カ式の子供のためのクリスマスを企画してみませんか。 
 

★ クリスマスツリーを選んでみよう ★ 

本物のツリーが$35ドルくらいから手軽に買えるので、経験

のない人も思い切ってトライしてみましょう。モミの木の匂い

が家中に漂ってクリスマス気分を盛り上げてくれます。 

また、NC州山沿いには気に入った木を選んで切らせてくれるTree Farmがたくさん

あります。ドライブを兼ねてマイツリーをゲットしてもいいですね

（www.ncchristmastrees.com：11月下旬～12月中旬）。木の選び方・コツは以下の

サイトで（www.christmastree.org/selection.cfm）。木の高さを考えること、葉を調べ

て切り立てのものを購入すること、購入時にツリーホルダーに入るように下の部分を

カットして貰うのがポイント。生木なので、水は毎日たっぷり上げてください。 

 ツリーの下には、貰う人の名前を書いたプレゼントを並べます。子供たちはイブの

夜にプレゼントを１つだけ開けることを許され、残りは25日の朝に一斉に開けます。 
 

★ 子供向けホリデーパーティを開いてみよう ★ 

① Michaelsのキットなどで手作り招待状を作り (簡単でも

手作りは嬉しい)、学校の休みまでに手渡すか郵送します。 

② $5までの無記名のプレゼントを各自用意して貰い、当

日にScavenger Hunt などのゲームを使って交換します。 

④ ツリー用オーナメントのキットを購入しておき、全員で

作ってツリーに飾って貰います。毎年誰が来たかが分かる

ので思い出になります。 

⑤ 自分の子供たちに、Music Chair （椅子取り）、Hide ＆ Seek （かくれんぼ）など

のゲームを考えさせ、ホスト役としてリードさせます。 

⑥ ディナーはデリバリーピザで充分です。他にクッキーなど6～8 種類のSweetsを

準備し、当日にトッピングを子供たちに手伝って貰って一緒に焼けば大人気でしょう。 

⑦ みんなで楽しめるクリスマス用の映画や音楽、クラフトなどを用意しておきます。 

⑧ 余ったケーキやクッキーは、ラッピングしてクリスマス用Goody Bagに入れて持ち

帰って貰います。 
 

 子供がパーティに呼ばれた場合は、家の前で下ろすのではなく、玄関まで子供を連

れて行き、ホストの親に"Thank you for having her/him today"とお礼を言います。

ピックアップする時間を再確認し、子供を"Have a great time!"と気持ちよく見送って

あげましょう。また、Doritosなどのスナック１袋でも、コーラ１瓶でも「招待してくれて有

難う」の気持ちを持参するのはホストにとって非常に嬉しいことです。また、迎えのと

きにも、親に直接お礼を言い、招待して貰った感謝の言葉を子供にも言わせます。 

 子供はこういう積み重ねで社交とマナーを学ぶので、「自分は英語が下手だから」

と尻ごみせず、気楽にパーティを開いて楽しませてあげてはいかがでしょうか。 

クリスマス・ホリデー特集 
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★ ホリデーショッピングのお役立ち情報 ★ ～地元製品のお土産編～  

年末年始の里帰りのお土産やクリスマスプレゼントに、NC州

で収穫または生産された製品はいかがでしょうか？ 

地元のFarmers Marketやギフトショッ

プで入手できます。代表的なNC地元

特産物は、ピーナツ、BBQソース、ワ

イン、ハチミツ、蜜ロウで作った化粧ク

リーム、ゴートミルクの石鹸などです。 

 -  A Southern Season (www.southernseason.com) 

 - Raleigh Farmers Market (www.ncagr.gov) 
 - Durham Farmers Market (www.durhamfarmersmarket.com) 
 - Chapel Hill Farmers Market (www.southestesfarmersmarket.com) 
 - Carrboro Farmers Market (www.carrborofarmersmarket.com) 
 - Hillsborough Farmers Market (www.hillsboroughfarmersmarket.org) 
 - Eno River Farmers Market (www.enoriverfarmersmarket.com) 
 - 地元ワイナリー（www.visitncwine.com） 

子育ては親育て 
 

 うちの子はお友達と遊べているかしら？ 
  

 学校の父兄面談で一番多い質問は、我が子が他の子供と上手にコミュニケーション

が取れているだろうかという点です。私のクラスは二歳児と三歳児ですが、この時期の

第一歩は、先ず周囲に他の子がいても自分の興味のある物に集中できる事で、これは

二歳児から見られます。一緒に遊べるという意味は、一つの事を二人以上でお互いに

分け合いながら遊ぶという事であり、ある程度の言語のコミュニケーションと他の子の

動作を見ながら自分をコントロールする力（順番を待つ、力

の強さ）が必要です。これは一般的に三歳以上で見られる

発達なので、三歳以下の小さい子が一人で遊んでいても心

配する必要はありません。一人遊びを通して周りを観察し、

自らコミュニケーションの第一歩を学んで行きます。 

 だから、お子さんが一人遊びが好きでも、なるべく沢山の

子供達がみえる所で遊ばせてくださいね。このような精神的

な発達に大人の助けは必要ありません。環境を整えてあげ

たら、静かに見守ってあげてください。 

（坂井久美子、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭） 

＜クリスマスこぼれ話＞アメリカで も有名なクリスマスツリー、NYロッ

クフェラーセンターの今年のツリーは、高さ22.5メートル、樹齢75年のノ

ルウェイ・トウヒ。例年より小ぶりですが、この木を寄付したのは、911

にも出動したブロンクス区在住、職歴12年の消防士の家族でした。 

点灯式（今年は11月30日）が済むと、NYはクリスマスムード一色です。 
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 「第25回インターナショナルフェスティバル」が、2010年10月1日～3日、ラーレーコン

ベンションセンターにて盛大に開催されました。合計52カ国のグループが参加した今

年のイベントはコンベンションセンター全体を利用し、各国の様々な催物が披露されま

した。メインステージでは他国の踊り・芸が披露され、バザールでは各国に因んだ商

品を販売、またカフェでは世界の伝統料理・郷土料理を楽しむ事ができました。 

 毎年参加するNippon Club of Triangleですが、今年はイベント全体のテーマ、「グ

ローバルセレブレーション」に因んで「お正月」をテーマにしました。年末の大掃除・年

越しそば・除夜の鐘から、新年の初詣・おせち料理等をポスターで紹介し、また日本の

文化に少しでも直接触れられるよう、御神籤・福笑い、書き初め等のブースも用意しま

した。その他にも盆踊り・餅つき・折紙・和太鼓なども別のステージで紹介するなど、昨

年を上回る貢献ぶりでした。 

 会場の中心に位置した「ジャパン」ブース、平年初日の

金曜日はそれほどお客様も入らないのですが、今年は

一息付く暇も無いほどの忙しさ。多少日本語が話せる

方、日本に行ったことがある方、少しでも日本について

話したい方達に大勢お立寄りいただきました。 

 毎年恒例となった来場者の名前を書く「書き初め」は長

い列ができ、角のブースでなければ他のブースから苦

情が殺到していたでしょう。今年は3日間で約2300枚を

書き上げました。また、御神籤・福笑いですが、他のブースとは違い、Freeでお客様と

触れ合えたのも成功の秘訣だったと思います。御神籤は合計1100枚ほど引いていた

だき、福笑いはアメリカでも「Pin The Tail On The Donkey」と言う似たゲームがある

ので、人種・年齢に関係なく楽しんで頂けました。 

 ふと気が付くと、メインステージでは「トライアングル太鼓」が力強く演奏されていまし

た。和太鼓が生出す重低音の躍動感あふれる演奏が会場を占め、その迫力・芸術に

酔いしれる来客者が一瞬足を止めメインステージを振り返っておりました。 

 盆踊りも大勢の皆様に参加いただき、多国籍ダンスが多少混ざった「味」のある踊り

となりました。餅つきは以外にも、よもぎが一番人気だったのが印象的です。折紙は1

メートル以上の紙を使用した鶴を折り上げました。カルチャーブースを担当していた私

は参加出来ませんでしたが、時間が進むにつれて、会場内を（日本の新聞紙で出来

た）兜の折紙をかぶったまま歩く来場者から人気度が把握できました。ただ、名前の

書かれた「書き初め」を手にし、民族衣装に兜姿の大人達が、まるで名札を付けて文

化祭に来た子供達に見えたのは私だけでしょうか。 

 大成功で幕を閉じたインターナショナルフェスティバルですが、Nippon Club of Tri-

angleは既に来年について話し始めております。今年を上回る催物を考えております

ので、来年も是非お越しくださいませ。 

＜年末の餅つきのお知らせ＞12月18日に年末の餅つき大会を行います。詳しくは

http://trianglejapanclub.orgをご覧ください。（日本クラブ役員 内田耕平） 

Nippon Club of the Triangle 
日本クラブだより 
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                                              校風って“校長風” 
 

学校の「顔」ともいえる校長先生は、アメリカではどの

ような役割をはたしているのでしょうか。 

日本では、一週間に一回の朝礼や始業式や終業式

などで、校長先生の話を生徒全員で聞く事があるの

で、校長先生が身近に感じられます。 

一方、アメリカでは校長先生の話を全員で聞く機会は

少ないので、校長先生を知らない子供も多いかと思

います。しかし、校長先生によって学校の雰囲気が大

きく変わる場合があります。 
 

アメリカの学校にも校風はもちろんありますが、必ずしも伝統のせいではなく校長の

教育理念で決まるようです。 初は伝統の表れかと思いましたが、校風は短い期

間で変わる事に気付きました。校長が交代する時と一致していたのです。例えば、

ある学校では長年に渡って学校の行事として、「お祭り」のような催しが行われ、教

師、校長先生、父兄などが一緒になって一生懸命に準備をしていました。ところが、

新しい校長先生はそれには力は注がず、違う催しを企画しました。もし、この校長

先生がこの「お祭り」をその学校の伝統行事と考えていたら、たぶん引き継いで力

を注いだことと思います。 
 

また、ある例では、同じ学校区の殆どの小学校で、卒業式のような行事が５年生の

終日に行われていましたが、ある小学校だけ校長先生の方針で行われていませ

んでした。ところが、その校長先生が辞めて次の校長先生になったら、他の学校の

ように卒業式が行われるようになったのです。このように、校長の考え方が色々な

所で反映され、それがその学校の校風になるのがアメリカなんですね。 
 

つまり、校風をみると、実は校長の考え方・方針が見えてきます。同時に、私達が子

供の学校教育を通して担任の先生に何を期待できるか、も見えてきます。実は、学

校のシステムは校長をトップに確立されているからなんです。だから、もし何か子供

の教育上足りない部分を感じれば、声を挙げて注文する必要があります。例えば、

子供が英語でうまく表現できなくて校庭で小競り合いがあった時などに、校長先生

と担任の先生と親と当事者の子供とで話し合うことがあります。その席上で、校長

が異文化に接する子供の苦痛をちゃんと理解した上で、アメリカの学校ではそのよ

うな場合どう振舞えばよいのかを子供に理解しやすく説明するか、または頭ごなし

に悪い態度だから改めるように言うかによって、校長の異文化に対する考え方を知

ることができます。だから、それを見極めて、じっくりと校長と話し合うことが必要に

なります。直談判などと悲壮な決意を固めなくても、気軽に話し合ってくれるのがこ

の国の校長先生です。（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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自閉症について 
 

 自閉症とは、脳の機能障害によって引き起こされる症状であり、いわゆる知能とは関係

のない概念です。大学教授から、普通の仕事には就けずに１日の大半をサポートを受け

ながら生活している人まで、様々な自閉症の人がいますが、共通しているのは、コミュニ

ケーションや社会性（つまり人づきあい）に関わる能力と想

像力の２つの能力に障害があることです。 

 子どもの場合、人づきあいの障害は、視線が合いにく

い、名前を呼んでも振り向かないといった行動に現れま

す。そして、これは言葉の発達の遅れへと繋がっていきま

す。でも、人と話をするのが大好きな自閉症の子どももい

ます。病院の待合室でたまたま隣に座った知らない大人

に、延々と自分の好きな電車のことを話し続けるというよう

な形で現れます。でも、これも人づきあいという点からみる

と、適切とは言えないですよね。 

 想像力の障害は、子どもの興味や関心の対象を極端に狭くし、例えば、回転する換気

扇をずっと見ている、ミニカーをひたすら一列に並べるなどの行動として現れてきます。 

 その他にも、現行の診断基準には含まれていませんが、自閉症の多くは、極端に偏食

だったり、足に砂がつくのを嫌がったり、水遊びをし出したら止まらないというような、食べ

物や身体に入ってくる感覚刺激への好き嫌いにも独特なものを持っています。 

 このような特徴があるので、自閉症の子どもの子育てや教育は大変です。しかし、一番

大変なのは本人であることを忘れてはいけません。自閉症の子どもにとって、世界は理

解できない言葉が飛び交い、嫌いな刺激や感覚に満ちあふれており、毎日が不安や恐

怖でいっぱいなのです。でも、もしそこに自分の理解できる、あるいは自分の好きなもの

が現れたとしたら？そこに自閉症の子どもは安心を感じ、こだわり、しがみつくのです。 

 こうした自閉症の子どもの特性や気持ちを理解して開発された教育・支援の方法が、

TEACCHです。NCは自閉症対策の先進的な州で、特にUNC（ノースカロライナ大学）医

学部精神科に属するTEACCH部（http://www.teacch.com）は、州内９ヶ所に地域セン

ターを持ち、自閉症のお子さんや大人の方への支援に奮闘しています。相談は無料なの

で、「うちの子は大丈夫かしら？」と思う方は、早めに相談されることをお勧めします。 

（夏目尚、言語聴覚士、福岡県在住、2010年6～7月シャーロットTEACCHセンター在職) 
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$$ おかねのおはなし   $$ 

 

 みなさんは子供にお小遣いをあげていますか。色々な家族ルー

ルがあると思いますが、私の家庭では、お小遣い制度導入は「お

金の教育・しつけ」として、子供が小学五年生頃から始めました。 

 お小遣いは、子供に少ない範囲内で何を買おうか考えさせ、目

標額を貯めるまで我慢させ、欲しいものが手に入ったときの喜び

を感じさせるので、小さい頃から金銭感覚を身につけさせて、お金の大切さを学ばせる

良い機会だからです。また、兄弟姉妹のお誕生日やクリスマスプレゼントの「予算」も、

毎月のお小遣いの中に入れているので、子供ながら「やりくり」して頑張っているのが

微笑ましくなります。 

 たまに、私に「借り入れ」を申し出るときには「借用書」にもサインさせます。お金を借

りることに少しでも抵抗を感じて欲しいからです。返せなくなった借金はチャラにします

が、私が借用書を見せて、「これからは遣い方に気をつけてね」と付け加えると、子供

ながら「借金は簡単なことではない」と認識できるようです。 

 子供が中学、高校生になると、親と買い物に行っても自分で好きな服やアクセサリー

などを買うので、家計の不意な出費が減りました。面白いことに、自分たちでインター

ネットや口コミで知ったブランド古着の店で、嬉しそうに「ママ、次に来るとき自分の着な

い服を持って来たら、この店の商品と交換できるんだって」とか、「妹、あれが欲しいっ

て言ってたから誕生日プレゼントに買っ

ておくわ」などと言い出します。 

 大きくなってくるにつれて、子供たちの

お金の管理、欲求を抑制する自己管理

が備わっていくのを見るのは嬉しいもの

です。大人になってお金の管理・自己

管理を知らない人は自己破産するよう

な社会人になります。親の目が届くうち

にお金の教育は肝心。お小遣い制度か

ら取り入れるのもいいのではないでしょ

うか。 （伊達知巳、Cary在住、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 

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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 「さあ 帰国準備だ！」 
 

 ばたばたと決まった帰国。早速行動開始です。 

 帰国が決まったその日のうちに航空券の手配。来た時は3人分だったチケットも今回は

4人分。3年前には、片道の航空券を激安ショップで苦労して買ったのを思い出します。今

では、正規でも片道チケットを安くで購入できるようになったので、子どものことも考えて、

日系航空会社のサイトで「帰国の日は変更できないけれど」と探していたら、「あっ

た！」。早速、ゲットです。来たときの半額くらいで取れました。 

 次は、うっかりミスがないように、まずチェックリストを作成。英語がまったくできない私

は、英語関係は夫にお任せ。仕事に追われる夫が忘れないよう、パソコンディスクの前

にしっかりチェックリストを貼り付けました。 

 さて12月の末、3月は引越しシーズンだからと、早々に引越業者の手配。あれもこれも

持って帰りたいけれど、日本の家の事情を考えるとそうもいかない。特に子どもが学校で

作ったものについて、私が写真で残せばと言うと、夫は自分のものを減らしてでも持って

帰ると主張します。夫の気持ち、子どもの気持ちを考えて後者を選択し、他の物を出来る

だけ削除することに。そして、ムービングセールのリストアップ。どれも思い出いっぱい、

大事にしてくれる方が見つかるといいな、と願いながら、スプーン1個にいたるまで、家中

にあるものをリストアップすると、項目は250以上にもなりました。 

 1月に入って、3月に渡米される方を紹介していただいたので、アパート情報とムービン

グセールのリストを送りました。１月中旬、１つのことしか出来ない私は、明けても暮れて

も帰国のことばかり考えてしまい、帰国が決まってすっきりしたのに、順調に進まない帰

国の準備に不安いっぱいで愚痴ばかり。少しでも整理できるように、早めに引越のダン

ボールをもらおうと連絡を取ると、希望していた日の引越荷物の引き取りは無理になった

とのこと。早くても良いと言っても、もう空いていないと言われ、結局、引き取りは帰国の4

日前になりました。そして、1月末、ダンボールが届いて、さて帰国まで不要なものは？と

考えても余りないんです。結局、なかなか荷物が作れず、どかんと置かれたダンボール

の束を眺めるのみでした。 

 そして、2月にムービング情報公開に先駆け、親しい方々

にまずは情報公開、と言うか、強引にメールを配信。そうす

ると、ＮＣ在住でChapel Hillに家を探している方を紹介して

貰えました。ベッドやソファーなど大きいものを買ってくださ

るとのこと。我が家の家具たちはムービングセールで購入

したものばかりで、ガタが来ているものも多数なので、ア

パートも含めて一度見に来ていただくことになりました。 

 夫はというと、帰国直前に旅行しようか、なんていってい

たのに、書類の整理、引継ぎでなどで大忙し。連日、帰りも遅くなってきました。私が手続

きのことをあーだこーだ言うものだから、夫のイライラが募り、子どもたちも、ちょっと不安

状態。上の子が小さいとき離せなかったお布団を引っ張り出してきました。ずーっと、し

まってあったのに。私の行動が家族を不安定にしている。もっとゆったり構えなくてはと反

省しました。まだ、帰国までは2ヶ月あるのですから・・・。 

（桑原たきこ、京都在住、子供2人を持つ主婦） 

桑原家のドタバタ帰国日記<2> 
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アメリカ生活で思うこと 

 

 求職活動は続く 
 

 シアーズに履歴書を送れば、「ああ、クラフトマンツール

に囲まれて楽しそうだなあ」、ゲームストップに履歴書を出

せば、「家から近いし、子供たちに社員割引でゲームが買

えそうだ」、日系の仕事に履歴書を送れば、「日本語が

しゃべれるぞ」と、頼んでもないのに心はいろいろ夢想し

出して止まることを知りません。『バガヴァッド・ギーター』では、「心」をコントロールするこ

とは「風」をコントロールすることより難しい、とクリシュナが語っています。 

 履歴書を出しても「NO」の返事が来るのは良い方で、ほとんど返事もなく何度となく消

失感を味わうわけで、自分で勝手に踊って自分で倒れている具合。そのうちようやく、悲

しみも喜びも外からではなく内から来ているという理解に到達するのですが、それがわか

らないと一生、翻弄されることになります。教科書を読んですべて理解できる人は、たぶ

んこの世には必要ないのかもしれない。自分で体験してようやく理解するために人生が

あるのか？と思うこともありますが、時には体験しても理解できず、ひたすら山の手線の

ように同じところを走り続けることになります。 

 ２ヶ月前に申請した失業保険の事務所から「許可できませ

ん」の手紙が。あまり期待してなかったけど、やっぱり少しは

期待していたわけで、がっくりしていたところ、面接を受けたマ

イケルズから電話がありました。「時給7ドル50セント、シーズ

ンジョブで来年１月までだけど、空きがあれば続けて仕事がで

きるかもしれない」とのこと。後日、家内もDurhamのマイケル

ズで働くことになり、 初の週は２人合わせて20時間。このス

トアでフルタイムで働いている人は二人のマネージャーだけ

で、他は毎週月曜日５時間だけなどのパートタイムばかり。会

社としてはフルタイムの特典を従業員に与えたくないのでしょう、きっと。 

 ２つ目の仕事を探さないとやばいかもしれませんが、とりあえずクリスマスと正月はなん

とか迎えられそうです。（馬場裕、放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供と共に

Hillsborough に在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 
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Q. 移民局が申請費用の値上げされたそうですが、いつからですか？ 
 

A. 移民局は申請費用の見直しを行いました。2010年11月23日から改定費用が適用

されています。一部値下げになった申請もありますが、全体としておよそ10％程度の値

上げです。どの申請で幾らの費用になるかは、移民局のサイトwww.uscis.gov をご覧く

ださい。 
 

Q. なぜ値上げされたのでしょうか？ 
 

A. 移民局に支払われた申請費用の約90％が運営費用として使われていますが、これ

は2年ごとに費用内訳の見直しがされています。移民局は、 近1億6000万ドルの予算

削減を行った結果、申請費用の収入と実際の経費に大きな格差ができ、その埋め合わ

せのために値上げが必要になりました。 
 

Q. Lockbox とは何ですか？ 申請は全てLockbox 宛に提出するのですか？ 
 

A. 移民局への特定の申請は、Lockbox 宛に提出することになっています。これは、申

請書の受付業務のみを扱う場所で、書類のスキャン、申請費用の支払い手続き、受領

書の発行などを行いますが、実際の申請の審査作業は行いません。Lockbox で受け

付ける申請や、その住所は頻繁に変更されますので、申請する前に注意深く確認してく

ださい。また、正しいLockbox 宛に送付していても、移民局の手違いで「申請場所が違

う」とされて申請書類が返却されることもたまに起こっています。その際には、e-mailで 

lockboxsupport@dhs.gov へ問い合わせが可能です。 
 

Q. ビザ免除プログラムを利用する場合にも費用が掛かるようになったと聞きました

が、本当でしょうか？ 
 

A. はい。現在、ビザ免除プログラムを利用してアメリカに入国する場合、入国前に

ESTA の申請が必須となっています。国務省は今年の9月よりESTA申請を有料にしま

した。申請時に4ドル課金され、認証された場合、追加として10ドルが課金されます。認

証されなかった場合には、4ドルのみの課金となります。 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
～ビザ申請手続き最新情報～ 
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Q. 大使館でのビザ申請費用も値上がったのですか？ 
 

A. これまでは、全てのビザの申請費用は同一でしたが、ビザの種類によって申請費用

が異なるようになりました。移民局からの許可を必要とする H、L、O、Pのようなビザは

150ドル、移民局の許可を必要としない F、J、Bといったビザは140ドル、またＥビザは

390ドルとなっています。その他、国籍によっては、発行料金といわれる追加費用の支

払いが必要となります。この発行料金は、国家間の相互関係に基づいて決定され、米

国市民に課金する国に対して米国も課金するというシステムです。日本国籍者には、こ

の発行料金は課金されません。 
 

Q. カナダでビザ面接の予約を取るのは可能ですか？また手続きはどのようにすれば

よいですか？ 
 

A. カナダ市民またはカナダ居住者でなくても、一定の条件を満たしていれば、日本に

帰国せずに、カナダのアメリカ領事館にてビザ面接を受けることが可能です。ただし、す

べての領事館で面接が可能ではありませんし、Eビザなど申請を受け付けないビザもあ

ります。面接予約などの手続きは、9月1日に、これまで利用していたNVARS System

から変更されました。詳細については、www.usvisa-info.comをご覧ください。 
 

（グレゴリー・アポ 、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士） 

 

今回は、チャペルヒルで2003

年から 留学生の妻のために、

English Conversation for the 
Wives of Foreign Students の  

         責任者を務めておられる Karen Durovich さんにお話を伺いました。 

あなたにインタビュー 

三角： 
Karen： 

どんな集まりなのか説明していただけますか？ 
1963年から続いている無料の英語のクラスです。毎週木曜日10時から12時

まで教会に集まって、英会話を練習しています。また英語だけではなく、不慣

れなアメリカ生活で何か困っていることや分からないことがあれば、その都

度、質問に答えています。 

三角： 
Karen： 

毎週、何人ぐらいの人が集まりますか？ 
70人ほど登録していますが、毎週30人前後が来られます。英語のレベルに

あわせて３クラスに分けて会話の練習をしています。 

三角： 
Karen： 

どこの国の人が多いですか？ 
近は90％が東洋人です。ほとんどの人が、このチャペルヒルに１～２年滞

在する人達なので、毎年入れ替わりが激しいです。 

三角： 
Karen： 

どうしたら、もっと英語が上手に話せるようになると思いますか？ 
とにかく積極的に色々な人と英語で話す機会を持つことだと思います。また車

の中で一人で運転している時などは日本人の苦手な「R」と「L」の単語の発音

練習をするのも良いと思います。こういう状況では英語でどういったら良いの

かと想像しながら、独り言のように言ってみるのも良い方法です。 

三角： 貴重なアドバイスをありがとうございました。40年以上の歴史のある集まりな

ので、ずっと続けてくださることを願っています。 
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 ピザは、今やアメリカンフード！ 

 おいし～いアメリカンピザなら、絶

対にここ！とお勧めできるのが

「Lily’s Pizza」です。トライアングル

で何度もベスト1に選ばれている

Lily'sは、Raleighのオールドタウン

で有名なFive Pointsにあります。  

  

 自転車野郎達のバーを改装し、テイクアウトと配

達専門のピザ屋を開いたのは、17年前のこと。お

いしいと噂になり、店は大繁盛。帰宅するまで我慢

できない人たちが店の前で食べ始め、自前の椅子

持参のお客さんたちのたまり場へ。そこで、店側は

テーブルと椅子を店内に用意することにし、今の

Lily’sの姿になりました。だから、店内は古い倉庫のような感じでかなりラフです。で

も、その味には納得せざるを得ません。 

 Lily’sのオリジナルのミックスピザ「スペシャリティ・パイ」は17種類。お勧めは 

South of Border や Thai Bhat です。もちろん、トッピングを選んで好きなピザを頼

むことも可。他に、パスタやカルゾーネ（半分に折り畳んだピザ）、ストロンボリ（ピザ

生地で巻いた大きな海苔巻のようなピザ）、サラダ、スープなどもあります。 

 材料は無農薬、生地は全粒粉、トッピングやトマトソースはオーガニック、可能な限

りNC産を使用、水は地元のスプリング・ウォーターです。アレルギーや糖尿病、ベジ

タリアンのリクエストにも応じており、グルテンフリーもありますので、気軽にマネ

ジャーに相談してみてください。 テイクアウト大歓迎ですし、配達は午後4時から受

け付けています。（緋美胡） 

 近、ローカルに大ウケのお店。店内はすっきりとしていてファーストフード風です

が、装飾には日本の写真や祭りのハッピ、BGMも日本のミュージックビデオと日本

の風情です。屋台のスタイルをイメージしているそう。スタッフは日本語OKです。 

 基本的なメニューは丼物かプレート物で、カレーやシチュー、うなぎ丼、てりやきチ

キン、てりやきビーフステーキ、カルビなど。他には、枝豆、玉子焼き、漬物、もちア 

Lily’s Pizza （リリーズ・ピザ） 
 

住所）1813 Glenwood Ave. 
 Raleigh NC 27608 

電話)    919-833-0226 
営業時間）日曜～木曜 11AM～10PM 

        金曜・土曜 11AM～11PM 
   http://www.lillyspizza.com 

Teriyakin’ （テリヤキン） 
 

住所）10970 Chapel Hill Road 
           Morrisville, NC 27560 
電話)   919-443-2279 

営業時間）月曜～土曜 11AM～8 PM 

          http://www.teriyakin.com 
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Cetaphil Moisturizing Cream 
 

 肌の乾燥が気になる季節。アメリカでも日本でおなじみのブ

ランド、NIVEA、Johnson&Johnson’s など見かけますが、な

かなか肌に合う全身保湿クリームが見つからないという方に

おススメです。無香料で敏感肌処方の Cetaphil （セータフィ

ル）は毎日のお風呂上りに全身にたっぷり塗ると徐々に乾燥

肌が回復してきます。この手の保湿クリームにありがちな「化

粧クリーム臭」や「べたつき感」もなく快適です。ドラッグスト

ア、スーパー、ウェブストアなどで入手可。13 oz 、$13.50～ 

☆塗り方ワンポイント☆ 

たっぷりの量（大さじ１程）を手のひらにとり、手のひらの温かみでクリームが柔らか

くなるまで練ります。練ったクリームをかさつく部分に押さえ込むように塗ります。こ

の方法で塗ると同じクリームでもより効果的です。※お肌の弱い

人は必ず皮膚科、医師に相談してからご使用ください。（のぶこ） 
 

The Doctor's BrushPicks 
 

いわゆる爪楊枝、でもとてもスグレモノ。日本のものと違い、柔ら

かくて優しく使いやすいです。日本では販売されていないので、

日本の友達にお土産であげたら、とても喜ばれました。ドラッグ

ストア、スーパーで入手可。250本入り、$3～ (読者からの情報） 

イスなど。お子様弁当なんてものもありました。ディ

ナーには、お好み焼き、焼きそばなどスペシャルメ

ニューがあり、ビール、日本酒も頼めます。 

 本当に「日本」の味でした！サラダもお肉も日本の

味付けで、おいしかったです。日本にいるような感覚

がして、なんだかとても懐かしい気分になりました。

お値段もお手頃なので、ぜひ気軽に一度どうぞ。（かすみ） 

いいもの見っけ 
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11月に入る頃、こちらのスーパーマーケットの野菜売り場にどかん！と大きな束で売

られているのがコラードグリーンです。分類的にはキャベツとケールの中間といった

感じだそうです。肉厚のしっかりした葉なので炒め物に適していて、南部ではシンプル

に塩味だけで味付けしてに煮込みます。昔から食べられている伝統料理で、サンクス

ギビングの定番のメニューです。 
 

材料（4人分） 

コラードグリーン ひと束 

カントリーハム ふたカケ （ベーコンの塊で代用可） 
 

作り方 

1. コラードグリーンを丁寧に洗います。大きな茎を

取り除き、１ｃｍ幅ぐらいにざく切りにします。 

2. カントリーハムを大きな鍋に入れ、ハムが被る

まで水を入れます。 

3. 小さじ1ほどの塩をいれ、コラードグリーンを入

れる前に 低30分は煮込みます。 

4. 初に一掴みの葉を入れ、沸騰したら残りを

入れます。 

5. ふたをして45分ほど煮込んだら、茎が煮えて

いるか確かめ、まだ硬いなら、しばらく煮ます。 

6. 煮えたら煮汁から引き上げます。 

7. ボールに盛り、水気が足らないようなら煮汁を足します。 

8. 塩で味を調えます。 
 

煮込んだ後の見た目は高菜漬けのようになります。コーンブレッドに添えるのが一般

的で、バーベキューと一緒に酢をかけて食べるのも美味しいですよ！ 

（くるみ、Cary 在住、主婦） 

Collard Greens （コラードグリーン）  

 
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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アメリカの牛乳が薄く感じるのはなぜ？ 

それは、日米の牛乳の殺菌方法の違いから起こるのです。 
 

【アメリカの牛乳】 パスチャライズ牛乳（低温殺菌牛乳） 

 牛乳の天然性を維持しつつ低温にて有害菌のみ除去。 

 たんぱく質が変性しないので、カルシウムの消化吸収が良い。 

【日本の牛乳】 ＵＨＴ牛乳（超高温熱処理牛乳） 

 すべての微生物を殺した熱処理牛乳。牛乳の天然性が失われ、たんぱく質が変性    

  して、消化吸収しにくくなる。 
 

ＵＨＴ牛乳とパスチャライズ牛乳の味は、どのように違うのでしょうか？ 

牛乳を超高温で殺菌すると、たんぱく質が固まってドロッとした感じになり、焦げ臭く

なります。飲み慣れた人はそれを濃厚でコクがあると思うようです。一方、低温殺菌

の場合は、原乳に近いためコクがなく水のようにあっさりと感じます。 

味が薄く感じるアメリカの牛乳の方が、実はより自然の形に近い牛乳なのです。そう

思うと、薄いと感じていた牛乳も美味しく思えるのではないでしょうか。 
 

＜探偵団おすすめの Whole Milk＞ 

☆☆☆ Food Lion - Organic Whole Milk 
探偵団全員一致で「一番美味しい！」と感じた牛乳です。

美味しそうな甘さが匂いにも感じられ、飲むとふわっとし

た甘みが口内に広がります。あと味もよく、より日本の牛

乳に近い味だと感じられる牛乳です。 
 

☆☆ Trader Joe’s - Organic Whole Milk 

☆☆ Whole Foods - 365 Organic Whole Milk 

こちらの２製品は、さらっとした感じ。 

淡白で甘くなく飲みやすいです。 
 

いろいろ飲み比べてみると、Organicでない牛乳は、薬品のような臭いが感じられ、

あと味も悪く飲みにくいです。値段は高めですが、味だけでなく、乳牛への成長ホル

モン投与も問題視されているので、Organicの牛乳をおすすめします。 

♪ おいしいもの探偵団 ♪ 
探
偵
団 

おいしいもの 
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クリスマス休暇のご予定はお決まりですか。 

アメリカ生活20余年、旅好きの銀河が家族で楽

しめる観光スポットをご案内していきます。 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
 

 カリブ海初心者の冬の旅行にお勧めなのが 

メキシコのカンクン。NCから青い海・青い空の

常夏ユカタン半島まで飛行機で3時間ほど。物価が安い、英語が通じやすい、遊ぶと

ころがたくさんある、お腹を壊す心配がないと、アメリカ庶民の家族向けリゾート地とし

て人気のスポットです。ただ、5～6月のアメリカの高校生たちの卒業旅行シーズンと、

8～9月の台風シーズンは避けた方がいいかも。 

 カンクンの湾曲した入江には120を越すホテルがあ

り、治安は良好で米ドル使用可。宿泊は中心部のリ

ゾートが便利です。ホテル街は土産物屋やレストラン

が立ち並び、運賃60円位の市営循環バスが 5～15

分おきに来ます。また、食事は日本人の舌に合うもの

が多いです。蒸したロブスター（伊勢海老）、本場のタコスは是非お試しあれ。市バス

でダウンタウンのセントロまで行き、素朴で新鮮な魚の塩焼きを味わうのもGood。 

 見どころはたくさん。マヤ遺跡チチェンイッツアは必見（遺跡の上に登るには歩きや

すい靴で行くこと）、時間があればトゥルムの遺跡も。シカレット海中公園はイルカと泳

げるアトラクションが人気で（チケットがすぐに売切れるので早めに行く事）、イスラ・ム

ヘーレス島はシュノーケリングに 適。どれも、各ホテルの１階のツアーデスクで前日

までに申し込めば、当日の朝にホテルまで迎えに来てくれ、丸１日遊べます（現地に

は日系旅行社もあり）。隣にあるコスメル島はダイビングのメッカ。観光もウォータス

ポーツも、メキシコ情緒の食事やショッピングも堪能でき、満足間違いなし。 

詳しい案内は次のサイトがお勧め。http://homepage1.nifty.com/cancun-on-site/ 

<緊急のお知らせ> 米国のテロ対策の航空保安強化に伴い、2010年

11月17日より、日本の郵便局から重量453グラム(16オンス)以上の郵

便物や小包（SAL便EMS便を含む）は、米国へ一切郵送できなくなりま

した。民間宅配便での米国送付は現在のところ可能です。 

バケーションのご相談や一時帰国の手配など 

日本語でお気軽にお問い合わせください。 

代表： (919) 942–4196 

日本語担当： (919) 913—2705 

anegi@trvlnk.com 

根木暁/Akira Negi 

Southern Village Business 
Center, Chapel Hill 
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名古屋大学 ビジネス・ラウンドテーブルをＲＴＰで開催 
  

 

 

 名古屋大学ノースカロライナ事務所(NU Tech)は、10月22日（金）、リサーチ・トライア

ングル・パーク（RTP）にて、アグリ/バイオテク・ビジネス・ラウンドテーブルを開催致しま

した。この会議では、名古屋大学の先進的な研究、今回は特に農業・植物関連技術を、

地元企業・研究者に対して紹介しました。NC州内には、世界でトップを争う農業関連製

品事業を主とした企業が集積しており、そのうち、Monsanto、Syngenta、Bayer Crop-

Science、BASFより担当者を招聘し、「研究・コラボレーション戦略」について講演を頂

きました。また、地元NC州との日ごろからの連携活動が実を結び、今回は名古屋大学

とノースカロライナ州立大学(NCSU)による共同開催の運びとなりました。 

名古屋大学からは4名の研究者が発表し、質疑応答の時間に多くの質問が出される

など、聴衆の関心を集めていました。朝食の時間からロビーに多くの人が集まり、参加

者間で名刺交換等のネットワーキングが盛んに行われるなど盛況な会議となり、成功

裡に幕を閉じることができました。（名古屋大学 特任教授 神山知久） 

 

山寿司では、新年のおせち料理のご予約を承っております 
 

限定：20個 価格 ＄80 （1-2名様用） 
 

黒豆、田作り、数の子、伊達巻、市松かまぼこ、昆布巻き（ごぼう）、栗きんとん、

海老の鬼がら焼き、いかの松笠焼き、鶏肉のみそ漬け焼き、ぶりの若葉焼き、

こはだの酢じめ、酢れんこん、小鯛の南蛮酢、紅白なます、いくらのレモン釜 
 

12月15日までに、お電話にてご予約下さい。お渡し日 12月31日2～7PM  

  919-493-7748/919-368-0171（携帯） 山澤 仁まで 
 

日本の伝統を大切にしながら、心を込めてお作りいたします。 

お料理の内容、また、年末・年始のパーティ、仕出しなど、お気軽にご連絡下さい。 
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三角シネマ館三角シネマ館三角シネマ館   映画大好き倶楽部映画大好き倶楽部映画大好き倶楽部   

この時期はホリデーに向けての映画が数多くリリースされ、話

題作も盛りだくさん。アメリカのコメディは本当に笑えて楽し

い気分になれます。どうぞ、思いっきり大声で笑ってください。ストレス発散に

最高。今回は真面目に考えさせられる映画もちらほら。小さなお子さんがいる方

は「ヨギ・ベア」を家族で見に行ってみてはいかが？ 

（緋美胡：東京都出身、フリーライター） 

Black Swan R （ドラマ、スリラー） 12/1 公開 

NYバレエの次回の公演「白鳥の湖」の主演は白鳥と黒鳥のどちらも踊れなければなら

ない。ニーナは無垢で美しい白鳥に、リリーは狡猾で妖艶な黒鳥に向いていた。 
 

The Warrior's Way NR （アクション、SF） 12/3 公開 

韓流スターのチャン・ドンゴン主演、豪華ハリウッド俳優陣、マトリックスの製作者がプロ

デューサーで話題の米韓合作。人里離れたアメリカの小さな町を世界 強の男が守る。 
 

I Love You Phillip Morris R （コメディ） 12/3 公開 

教会のオルガン弾きで町の警察官でもあるラッセル（ジム・キャリー）は、妻（ユアン・マク

レガー）と暮らす平凡な男。事故を契機に本来の変な自分を再発見!? 
 

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 
PG （冒険、アクション、ファンタジー） 12/10 公開 

ナルニア物語第3章。資金繰りからディズニーが断念したが、Foxが映画化。エドモンドと

ルーシーの兄妹は、帆船の絵に吸い込まれ、再びナルニアへ冒険の旅に出る。 
 

The Company Man R （ドラマ) 12/10 公開 

ボビー（ベン・アフレック）は、アメリカンドリームそのものの人生を送っていた。会社の縮

小化でリストラされるまでは。夫、父親、人間としての自分を考え直す。 
 

The Fighter R （アクション、ドラマ、スポーツ) 12/10 公開 

名ボクサーミッキー・ウォードの半生を描く。元ボクサーで異父兄弟のエクランド（クリス

チャン・べイル）が、刑務所出所後にミッキーを名ボクサーに育て上げる。 
 

The Tempest PG13 （ドラマ、ファンタジー) 12/10 公開 

シェイクスピア生誕400年。 後の戯曲である「テンペスト」を、主人公のプロスペラーを

男性から女性へ変えて脚色して映画化。ベネチア映画祭クロージング作品。 
 

The Tourist PG13 （ドラマ、アクション、スリラー） 12/10 公開 

アメリカ人のフランク（ジョニー・ディップ）はヨーロッパを旅行中にミステリアスな美女エ

リース（アンジェリーナ・ジョリー）に出会うが、それが思わぬ展開に。 
 

How Do You Know R （ロマンス、コメディ、ドラマ) 12/17 公開 

それが恋だってどうしてわかるわけ？ソフトボールプレーヤーのリサの気持ちは、マット

とジョージの間で揺れている。ジョージの父親役にジャック・ニコルソン。 
 

Rabbit Hole PG13 （ドラマ） 12/17 公開 

毎日の平穏な暮らしの中で突然 愛の子供を失った夫婦（ニコール・キッドマン、アーロ

ン・エッカート）が、悲しみと辛さから立ち上がる術を模索する感動物語。 
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TRON: Legacy NR （3D、アクション、冒険、SF) 12/17 公開 

サムの父が謎の失跡をしてから20年、27歳のサムの元に、父ケビンからメッセージが

届く。父の言っていたデジタル世界は現実にありサムはそこに足を踏み入れる。 
 

Yogi Bear PG （ファミリー、冒険、アニメ) 12/17 公開 

冬休みに子供と行くお勧め映画。森に遊びに来た人のピクニックバスケットを盗むヨギ

とブーブーに危機！ジェリーストーンの森が閉鎖されてしまうかもしれない。 
 

Country Strong PG13 (ドラマ、音楽） 12/22 公開 

新進気鋭のソングライターの夫が、アルコール依存症の妻をカントリーシンガーとして

立ち治らせる。映画中の音楽はスチールギターの音もきれいで聞き応えあり！ 
 

Gulliver’s Travels NR （3D、冒険、コメディ、アクション) 12/22 公開 

ガリバー旅行記「小人の国の物語」の現代版。出版社で働くガリバー（ジャック・ブラッ

ク）は、バミューダ島海域を取材中に嵐に巻き込まれ小人の国に流れ着く。 
 

Little Fockers NR（コメディ） 12/22 公開 

「ミート・ザ・ペアレンツ」第3弾。楽しいフォッカー家のコメディ。少し変な家庭で育ったグ

レッグと元CIAで堅物の義父（ロバート・デニーロ）のバトル勃発。 
 

True Grit NR (ドラマ、ウェスタン) 12/22 公開 

テキサスを舞台にした西部劇。14歳の少女マティは、父親を殺した悪漢を探し出して

復讐することを決意。1969年にジョン・ウェインが主演した名作をリメイク。 
 

Blue Valentine NR (ドラマ、ロマンス) 12/31 公開 

結婚して数年のシンディーとディーンの関係はだんだんと冷めて倦怠期に。愛し合って

いた頃を思い出し何とか修復しようするが。あるアメリカの夫婦の肖像画。 
 

Season Of Witch PG13 (アクション、ドラマ) 1/7 公開 

14世紀のフランス。黒死病を広めた魔女だと疑いをかけられた少女を悪魔祓いの儀

式まで護送する騎士（ニコラス・ケイジ）が少女の秘密と裏に隠された悪を暴く。 
 

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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12月～１月 トライアングルの イベント・スケジュール 

       ファミリー・子供向け 

 
11/20 
12/4   
12/11 
12/11 

Christmas Parade 
- Downtown Raleigh (11/20 9:30AM)  
- Downtown Hillsborough (12/4 10:00AM) 
- Chapel Hill Carrboro (12/11 10:00AM) 
- Downtown Cary (12/11 2:00PM) 
クリスマスパレードを見に行ってみよう 

 
www.grma.org/christmas-parade 
www.hillsboroughchamber.com 
www.chapelhilljaycees.org 
www.caryjaycees.org/special/
christmas_parade.htm 

12/2-5 Carolina Christmas Show 
ホリデークラフトセール 

Raleigh Convention Center 
www.carolinachristmas.com 

12/4 Holiday Art & Craft Sale 
クリスマスアイテムが並ぶFarmer’s Market
のクラフトセール 

Durham Craft Market, Durham 
（410 W. Geer St., Durham） 
www.durhamcraftmarket.com 

12/1-5 
12/8-12  
12/15-20 

※Santa Train 
サンタのおじさんと電車に乗ろう！ 

Museum of Life and Science, 
Durham 
www.ncmls.org/visit/events/
santatrain 

12/4-5 
12/11-12 

※Santa Train 
森の中のサンタトレイン 

New Hope Valley Railway, Bonsal 
www.nhvry.org/schedule.htm 

12/18 ※The Nutcracker On Ice 
スケートリンクでくるみ割り人形のお芝居 

Triangle Sportsplex, Hillsborough 
www.trianglesportsplex.com 

1/20-21 ※The Very Hungry Caterpillar 
人気の絵本の人形劇版 

Carolina Theater, Durham 
www.carolinatheatre.org 

        音楽・演劇  

12/3-12/5 ※Composer Portraits: Mozart/
Amadeus モーツアルトの一生を綴ったお

芝居とシンフォニーのコラボ 

Meymandi Concert Hall, Raleigh 
www.ncsymphony.org 

12/3-12/5 ※Ira David Wood III's A Christmas 
Carol 毎年人気のクリスマスキャロル公演 

Durham Performing Arts Center 
www.dpacnc.com 

12/7 Duke Chorale’s Christmas Concert 
デューク大のクリスマスコンサートをチャペ

ルで公演（入場券として缶入食品の寄付要） 

Duke Chapel, Durham 
www.duke.edu/web/chorale 

12/11 ※The Nutcracker by Triangle Youth 
Ballet 子供向けバレエ 「くるみ割り人形」 

Carolina Theater, Durham 
www.carolinatheatre.org 

12/11-12 ※Choral Society of Durham’s Christ-
mas Concert 
ダーラムコーラスのクリスマスコンサート 

Duke Chapel, Durham 
www.choral-society.org 

12/22 ※Moscow Ballet’s Great Russian Nut-
cracker 
モスクワバレエ団「くるみ割り人形」 

Durham Performing Arts Center 
www.dpacnc.com 

12/31 ※A Night of Music Celebration New 
Year’s Eve 
大晦日の音楽ダンスパーティー 

Meymandi Concert Hall, Raleigh 
www.ncsymphony.org 

1/4-30 ※Disney’s The Lion King 
トニー賞受賞ブロードウェーミュージカル 

Durham Performing Arts Center 
www.dpacnc.com 

 

     注） ※印のついたイベントはチケットが必要です。前売券、当日券の購入に 

        ついてはウェブサイトでご確認ください。（のぶこ） 

♪ 
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トライアングル婦人会のお知らせ 
 

第9回トライアングル婦人会ランチは、11月12日(金曜日)に行われました。 

今回は、知る人ぞ知る鉄人シェフのジョーンズさんを料理長としてお迎えし、｢アメリカ

南部感謝祭料理｣がテーマです。南部風ローストチキン、チーズを削って作ったマカロ

ニチーズ、Salt Pork と煮込んだグリーンビーンズ、ヤムポテトのマシュマロ焼き、そし

てシェフ秘蔵のグレイビーソース、全てが全て、絶品のお味でした。今回は半分近い参

加者が新しいメンバーでした。わざわざ1時間半もかけ

て駆けつけてくれた方もいらして感激でした。 

我々TWC (Triangle Women Club)は、地元に限ら

ず、お友達や情報を求めている方々の｢肝っ玉母さん｣

になれるよう、これからも頑張ります。 
 

「第10回トライアングル婦人会」 

日時） 2011年1月21日 

場所） Durham 

内容） ｢久美子先生の幼児教育はお任せ！｣ 

申込） 荒竹 yaratake@email.unc.edu 

     山岸 yamagishiyoko@gmail.com 

参加希望の方は、1月18日まで。RSVP  
 

3月予定の｢第11回トライアングル婦人会｣は、日本から

の特別ゲストをお招きして｢幼児リトミック教室｣です。 

それでは、素敵なクリスマス、新年をお迎えくださいね。（桃花） 

    歴史体験 

12/3 
12/10 

Christmas by Candlelight  
1870年当時のクリスマス体験ツアー 

Duke Homestead State Historic Site 
Durham 
www.ibiblio.org/dukehome 

12/11-12/12  Christmas in the Carolinas Dur-
ing the Civil War 
1860年代当時のクリスマス体験 

名物ブタの丸焼き (Pig Pickin’) 

Bennett Place Historic Site 
www.nchistoricsites.org/bennett/
bennett.htm 

 Yoko Yamagishi 
Realtor/Broker/QSC 
801 Tinkerbell Rd. 

Chapel Hill, NC 27517 
Phone: (919)215-4665 

yamagishiyoko@gmail.com 

不動産関係、Relocationのプロ

フェッショナル。25年以上の経験

と知識を生かしたアドバイスで 

アメリカ生活安心スタート！ 
yokoyamagishi.com 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 
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classified 見て見て！ 三角掲示板 

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指

導、曜日・時間は相談応、許状取得システム有、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 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3 pm～・土日は1日可。連絡先 Jon. D. Choi 919-389-5850（英語） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

Full/Part Time募集：自分自身の生活に合ったやりがいのあるお仕事を見つけま

せんか。nc@usremac.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

USRemac人材会社：アメリカでの就職、転職をお手伝いいたします。日本語で

お気軽にお問い合わせください。nc@usremac.com まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–- 

アパート：安全で生活に便利な物件をお探しですか?  お客様のご希望をお聞か

せください。お問い合わせ（919）215-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

賃貸物件：Triangle 地域の賃貸物件ならお任せください。タウンハウス、コンド

ミニアム、一戸建てと豊富な物件の中からお選びいただけます。919-215-4665 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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 

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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ご案内 
 

「NC-RTP-ROCK pre-
sents ライブパーティー 

@Jump`n Java Café 
2nd」  

  2010年12月19日（日） 

  2 PM～5 PM 

  （開場 1:30 PM） 

場所： Jump’n Java Cafe      
   2945 S.Miami Blvd.  
    Durham, NC 27703 

編集後記とお詫び 
 

本業がこのところ殺人的に

忙しくて、編集作業が進ま

ず苦労してます。そこで、

編集・校正をお手伝いして

くださる方を募集中。応募

のメールお待ちしておりま

す。Help me！ 
 

Twitter 
やってます。 

（ID: sankakuyokocho) 
記事に間に合わないお知

らせもつぶやいています。 
 

前号の日本クラブの記事

の「山口純司」を「岩島嗣

吉」へ、デューク・ガーデン 

茶の湯プログラムの記事

の「豊田市」を「富山市」へ

訂正し、ご迷惑をお掛けし

た事をお詫び致します。 

(帰国生編） 
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