NCトライアングル地域情報誌

2011年2月（第18号）
三角横丁編集部発行
e-mail: sankakuyokochou@gmail.com

2011年2月 第18号 目次
教育特集 ………………………… 2
子育ては親育て ………………… 3
学校お助け Tips ………………… 4
日本クラブだより ………………… 5
法律相談 ………………………… 6
桑原家のドタバタ帰国日記…… 8
アメリカ生活で思うこと ………… 9
おかねのおはなし ……………… 10
医食同源 ……………………… 11
ごちそうさまぁ～！……………… 12
おいしいもの探偵団 …………… 13
こんなお店知ってた？………… 14
こんなもの見っけ ……………… 15
アメリカで美味しい和食………… 16
旅に出よう ………………………17
三角シネマ館 ………………… 18
イベント・スケジュール ………… 20
婦人会のお知らせ ……………… 21
見て見て掲示板 ………………… 22
ハイスクール日記 ………………23

梅といえば、天神さんこと菅原道真公の「飛梅
伝説」でしょう。梅をこよなく愛した道真が、京都か
ら大宰府に左遷されるときに「東風吹かば、思い
起こせよ、梅の花」と詠んで別れを惜しんだとこ
ろ、その梅は海を越えて、あるじのいる大宰府ま
で飛んでいったという話。これにちなみ、毎年2月
には、京都の北野天満宮、東京の湯島天神など
の梅園で梅祭りが行われ、梅見の観光客と受験
祈願の受験生で大賑わいになります。
一足早く春を告げる梅の花で最も強烈な思い出
は、和歌山の見渡す限りの梅林です。「一目百
万、香り十里」と標榜される日本一の梅の里の2
月。山全体が白く染まって息を呑むような美しさ
に、甘酸っぱい香りで包まれ、夢心地になりまし
た。昔は近隣の住人しか知らなかった秘境の里も
ネットの発達で観光客が増えているようです。
この紀州の大きな梅で祖母が毎年漬けてくれた
梅干は甘くて子どもでも食べやすく、一人暮らしを
始めたときに、市販の梅干の塩辛さと酸っぱさ、
果肉の少なさに驚いた記憶があります。同時に
作った梅酒が熟成して大人が楽しんだ後に、瓶に
残った梅を齧るのも子どもの頃の楽しみでした。
昨年、お洒落な梅酒のボトルを見つけ、同僚の
クリスマス・パーティの手土産にしたら、「甘くて飲
みやすい」と大好評。日本の地酒酒造協会がアメ
リカで20年前から力を入れていた日本酒振興の
努力が実り、NCでも美味しい梅酒や日本酒が手
に入るようになったのは、酒飲みにとっては望外
の幸せですね。（銀河）
三角横丁2011年2月号

教育特集

ADHDとLD

最近、日本でも知られるようになってきたADHDは、日本語
で「注意欠陥多動障害（ADDは注意欠陥障害）」と呼び、知
能とは関係のない発達障害の一種です。前号でご紹介した
自閉症は「社会性と想像力の障害」ですが、ADHDは「注意
と行動のコントロールができない障害」になります。
ADHDの大きな特徴として、不注意・衝動性・多動性の３つ
が挙げられます（ADDはこのうち衝動性や多動性の問題が
目立たないタイプです）。あえて、やや乱暴な喩えを使って説
明すると、「アクセルは利くが、ブレーキの効かない車のようなもの」と考えて頂ければ
いいでしょう。高速道路をぴゅーっとスピードを出して行くのは得意ですが、信号に注意
し、歩行者や周囲の車を見ながら、ゆっくりと一般道を走るのが苦手なのです。慎重に
すること、丁寧にすること、いろいろな段取りを考えて計画的にこなしていく、などは全
て苦手です。また、必要に応じて注意を向ける、維持することも困難であり、自分が関
心のあるものには逆に注意を向け過ぎてしまって、周りが見えなくなってしまいます。
例えば、じっと椅子に座っていられない、他の人の話を聞いていない、字を乱暴に書
く、忘れ物が多い、物を片付けられない、黙っていられず自分の考えや思いを次から
次に話し続けてしまう、などの症状として現れます。幼児なら、歩き始めは早かったの
に、転ぶことが多くてなかなか安定して歩けないとか、親と手を繋ぐのを嫌がり、パ
アッーと、どこかに行ってしまうようなこともあるでしょう。これ
らは、表現を変えれば、「自分のもつエネルギーを適切に抑
制できない」と要約できます。
では、どうしたいいのか。ブレーキを利くようにすることです。
そのための方法として、まず、薬があります。ADHDは、他の
発達障害と同様に脳の機能障害が原因ですが、医学的にそ
れが解明されつつあり、薬によって症状のコントロールが可
能なケースがあります。
次に、周囲の配慮も必要です。授業中に落ち着かない子どもに、ただ「じっとしていな
さい」と注意しても、余り効果がありません。たびたび席を離れてしまう子どもだったら、
例えば「席を離れていいのは１時間に１回だけ」とルールを決め、それを紙に書いて机
に貼り、「１週間守ることができたら、好きなおもちゃを買ってあげる」と言い聞かせま
す。本人はやる気を出し、ブレーキの効きがよくなります。そして、「ルールを守るとご
褒美をもらえる」という望ましい行動の枠組ができていきます。
また、ADHDの子供の持っている過剰なエネルギーをうまく利用するという方法もあ
ります。食事前に、じっと席に着いて待っているのは苦手なので、食器を配る、配膳す
るなどのお手伝いを頼んだら、喜んでしてくれます。つまり、エネルギーを抑制すること
だけを求めるのではなく、望ましい行動に変えていくような対応をするのです。というの
は、ADHDの子どもは、小さいころから親に叱られることが多く、自尊心の低い人間に
育ってしまう惧れがあるからです。社会的に役に立つこと、承認されることをして、親か
ら褒められる経験を増やし、自尊心の低下を防ぐことが、とても大切になります。

2

三角横丁2011年2月号

他の発達障害としてLD（学習障害）があります。読み書きや計算など、ある特定
の学習だけができない障害です。学習障害という言葉通り、本格的に学習を開始する
年齢、つまり小学校に進学してから明らかになる症状と言えます。知能的に遅
れているようには見えないのに、いつまでたっても平仮名の読み書きや計算が
が苦手といった子どもはLDの可能性があります。また、そのようなLDの子ども
の幼児期を振り返ってみると、絵本にあまり興味を持たない、絵ばかり見て文
字には全然関心を払わないなどの特徴もあるようです。
LDへの対応の基本は、その子どもにとって得意な学習スタイルを見つけるこ
とです。学習とは、耳からと目からの２つのルートから入る情報を主として使
いますが、LDの子どもは片方が得意で片方が極端に苦手という場合が多いので
す。だから、得意な方の情報ルートを使って学習させることが大切になりま
す。例えば、ドリル学習で何回も書いても漢字を覚えられない子どもは「見て
記憶すること」が苦手な可能性があります。それなら、漢字を「ノ書いて、１
書いて」のように唱えて憶えたり（耳から入る情報を利用する）、「休」とい
う漢字は「人が木の下で休んでいる様子からできた」といった漢字の意味や成
り立ちを利用して記憶するなどの方法が有効かもしれません。
自閉症やADHD・LDといった発達障害は、細かく見ると色々あるのですが、
対応の大原則は「できないことの理由を丁寧に考えてあげる」「得意なこと・
好きなことを利用して学習を進める」「子どもの自尊心を大切に育てる」の３
つに尽きると思います。そのためには、親御さんがまずお子さんの最も良き理
解者になって頂くことを期待します。（夏目尚、言語聴覚士、福岡県在住）

子育ては親育て
うちの子はお友達と遊べているかしら？ Part2
前号の続きです。 コミュニケーションの成長も子供達の個性
や環境によってそれぞれ違ってきます。好奇心旺盛な子は話
すことができる前から他の子に触ったり、近づいてジッと見た
り…その気持ちが大きすぎると叩いたり噛んだり… 他の子供
の遊んでる物をとったり… 。この時期の子供達は感情や動作
のコントロールが上手にできないので、互いに協調したり遊び
を分け合ったり出来ませんが、これらも立派なコミュニケーションのひとつなのです。
親にとって大切なのは、とにかく子供の動作を見守ってあげること。他の子と接した
がっているのか、ひとりで遊びたがっているのか、言葉がなくても子供の感情を受け止
め、その子にあった環境を整えてあげるのが親の役目です。でも、子供がコミュニケー
ションをとりたいがために暴力をふるってしまった場合は一貫してやめさせましょう。暴
力はどんな場合でもいけないと教える良い機会です。子供の遊び方にはこれがベストと
いう物はありません。大人の先入観やほかの親の考え方に振りまわされる事なく、我が
子の気持ちを受け止めながら、社会化の最初の一歩を見守ってあげて下さい。
（坂井久美子、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭）
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学校内のお助けセラピスト
個人面談で、担任の教師から「あなたのお子さんは授業中、奇声を発したりしま
す」とか、「あなたのお子さんは授業中、席を立って好きなところに行ってしまいま
す」とか、「あなたのお子さんは授業中、先生の話を聞いていなくてボーっとしていま
す」と言われたらどうしますか？
この時、担任の教師だけが同席している場合は余り問題は深刻ではありません。
この段階では、まだ担任の教師だけでクラスの中で、子供に適切な指導ができると
考えているからです。ところが、個人面談でに校長やカウンセラーも同席する場合
は、問題は担任の教師だけでは解決できないと判断され、色々な専門家の意見を
取り入れながら、子供の指導をしていきたいと学校側は考えています。
このような場合は概ね、スピーチセラピスト、知的障害のセラピスト、作業療法士
（Occupational Therapist）などが話し合いに参加します。学校での作業療法士は
日本では余り聞きなれないかもしれませんが、障害を持つ子供が学校でなるべく自
立できるように、子供が活動しやすい環境に調整するためのセラピストです。このセ
ラピスト達が色々な角度から子供を観察し、他の
同年代の子供と比べてクラスの中で何をするのが
苦手なのかを判断します。そして両親の意見も聞
きながら、苦手なことを克服するために、教師と両
親が学校や家庭で何ができるのか話し合い、個別
支援計画を立てます。そして、短期と長期の到達
目標を決め、定期的に同様の話し合いがもたれ、
目標が到達されたかどうかを毎回確認しながら、
個別支援計画に修正を加えていきます。
このような話し合いの中では、「あなたのお子さんは○○○の障害児です」などと
はっきりと言われることはまずありません。というのは、この段階では障害の有無を
正確に判断するテストを受けていないからです。学校側としては、このようなテスト
をなるべく受けて欲しいと希望しますが、最終的にテストを受けるか否かの決定権
は両親に委ねられています。学校側が受けて欲しいと考えている理由は、テストの
結果を通して、どんな分野が子供にとって苦手なのかがもっと詳しく分かるので、今
後の指導に役立てられると考えているからです。英語を母国語としていない子供に
は、言語が分からなくて解答できないことを避けるために、テストの間は通訳が同席
します。
個別支援計画の作成に当たり、教師やセラピスト達が、子供が何とかクラスの中で
自立でき、学校生活を楽しんで欲しいという願いが込めているのがよくわかります。
親の心としては、学校で子供を温かい目で見守って欲しいものです。
（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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Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
トライアングル日本クラブから新年のご挨拶を申し上げます。
昨年１年間、当クラブでは次のような行事を開催しました。
1.
2.
3.
4.
5.
6.

日系団体合同新年会(１/24) 肉じゃが・木遣り歌をハイライト
に140名がDuke Gardenで日本のお正月を楽しみました
こどもの日もちつき大会(4/24) 立派な鯉のぼりの下で150
名が参加
夏祭り・盆踊り(7/10) 900名が参加、目玉はスイカ割りとかき氷でした
インターナショナル・フェスティバル(10/1-3) 折り紙の実演や福笑いなど130名
のボランティアが3万人の来場者に日本の文化を紹介しました
障害者太鼓グループの日本ツアー(10/12-19) アメリカ代表として成田で開催さ
れた全国障害者太鼓大会で見事な舞台を披露しました
年の瀬もちつき大会（12/19） ホッカホッかの
トン汁が200名の参加者に好評を博しました

今年も日本の伝統行事を媒体に、ノースカロライ
ナ州と日本の相互文化交流を促進するための数々
のプログラムを計画しています。その一つが「桜プ
ロジェクト」で、いつの日か「お花見」が実現できる
ように、桜の苗木をジャパンセンターに寄贈しようと
考えています。
当クラブ傘下の「トライアングル太鼓」「トライアン
グル茶の湯クラブ」「もちつきクラブ」「スペシャル太鼓」もそれぞれの計画をもって
2011年に臨む覚悟です。皆様のボランティアとしての参加を心待ちにしています。
日本クラブ役員一同
Rocky Iwashima (President), Junji Yamaguchi (Secretary),
Orie Hiromachi (Treasurer), Toshikazu Mizobuchi, Yoko Iwashima,
Ayako Yamaguchi, John Baugh, Yu Takeuchi, Kohei Uchida,
Meredith Uchida, Foster Thorbjornsen
URL: http://trianglejapanclub.org

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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法律相談 「ちょっと教えてください」
～永住権保持者 VS 市民権保持者～
永住権保持者の方から配偶者の永住権申請について、問い
合わせをよく受けるのですが、その場合、市民権の取得をお
勧めしています。市民権保持者の配偶者であれば、短期間
で永住権の取得が可能だからです。すんなり市民権を取得
される方もいらっしゃれば、日本国籍を失うことに抵抗を感じ
ている方がいらっしゃるのも事実です。アイデンティティや祖
国への尊厳といった感情的なことはさておき、両者の主な相違点をいくつか挙げたいと
思います。今後の意志決定に役立つかもしれません。
選挙権
市民権保持者は、一部の例外を除き、連邦・州・市などでの選挙権を有します。永住権
保持者には、連邦レベルでの選挙権は一切与えられません。州・市での選挙権は一部
認められているところもありますが、そのほとんどは同様に選挙権を持ちません。
永住の権利
永住権保持者は、その名前の通り、アメリカ国内に永久に居住し、就労することができ
ると思われがちですが、必ずしもそうとは限りません。永住権保持者は、自らその権利
を放棄することができますし、ある種の犯罪を犯すと国外追放の対象ともなり得ます。
市民権保持者の場合には、いかなる場合にも国外追放となることはありません。
海外渡航
市民権保持者は、アメリカ国外に好きなだけ必要なだけ滞在することができ、パスポー
トがあればアメリカに入国することができます。永住権保持者の場合、1年以上をアメリ
カ国外に滞在すると、永住権を放棄したとみなされます。永住権を維持するためには、
再入国許可証の取得が必要になります。また、1年未満であっても6ヶ月を越えて、アメ
リカ国外に滞在した場合には、その理由や永住権を放棄する意志がないことを説明で
きる準備が必要です。
家族や親族の永住権申請
市民権保持者は、自分の配偶者・両親・子どものほか、兄弟姉妹の永住権申請のスポ
ンサーとなることができますが、永住権保持者の場合にスポンサーとなれるのは、配偶
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者および未婚の子どもに限られます。加えて、市民権保持者の直近の家族の永住権は
常に発行されることから、待ち時間がありませんが、永住権保持者の配偶者や子どもの
場合には、数ヶ月の待ち時間が発生します（過去においてこの待ち時間は5年近くにも
及ぶものでした）。そのため、永住権保持者の家族が永住権申請をアメリカ国内でする
場合には、家族がご自身でアメリカに合法滞在できるステータスを維持しなければなり
ません。
陪審員
市民権保持者は、民事および刑事裁判における陪審員として参加することが要求され
ています。この陪審員任務は、アメリカ人として非常に大切な役割を担うわけですが、仕
事を休まなければならない等負担と感じる人も多いようです。州によっては、陪審員任
務のため仕事を休む場合は有給として扱うよう定めているところもありますが、ノースカ
ロライナ州では、給与支給ではなく、1日目に12ドル、2日以降は1日につき20ドル、5日
以上の場合には、1日につき40ドルを会社が従業員に支払うよう定められています。
連邦政府での勤務
ほとんどの連邦政府の職員や、選挙などで選出される役職は、市民権保持者に限定さ
れています。
二重国籍
アメリカは二重国籍を認めていますが、日本は一部の例外を除き認めていません。特に
自らの意志でアメリカ市民権を取得した場合には、その時点から日本国籍は喪失したも
のとみなしています。日本国籍者が永住権を維持する理由のひとつとして、いつでも日
本に帰国できるということがあります。日本に帰国するあるいは、帰国する可能性があ
る方は永住権を維持していたほうがいいかもしれません。
偽証
市民権の申請をすると、そのベースとなる永住権をどのように取得したか再調査される
可能性があります。例えば、アメリカ市民との結婚で永住権を取得した場合、市民権申
請の時点で、その結婚はまだ継続しているのか、婚姻関係が消滅しているのであれば、
誠実な結婚がされていたのか、それらを説明したり証明する書類が必要になる可能性
があります。会社を通して永住権を取得した場合には、取得後そのスポンサー企業で実
際に勤務したかどうか、調べられる可能性があります。もしその段階で偽証があったと
判断されると、永住権が剥奪され、国外退去の手続きがされることもあり得ます。不安
がある場合には、申請の前に専門家に相談されることをおすすめします。
（グレゴリー・アポ 、Apo & Eenigenburg 法律事務所弁護士）
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桑原家のドタバタ帰国日記 <3>
「さすがアメリカ？」
２月に入って、いよいよムービング情報を公示です。忙しく
なると聞いていたのですが、周囲のヘルプのおかげで順調
に進み、車･家具などの大きなものは引き取り手が早くに決
まりました。
でも、順調に進んでいるようで進まなかったのが、さまざま
な手続き。さすが、アメリカ、一筋縄ではいきませんでした。
聞く人によって言うことが違う。イライラしても仕方がない。根気よく確認するしかありませ
ん。日本のように、いろいろなことを想定したマニュアルないようです。日本だったら、聞か
なくても先方から言ってくれることも、アメリカでは聞かないと必要な答えが返ってこない。
後で聞き漏らした自分が悪いということになります。
アパートの解約手続きでは、帰国が決まって、すぐにOfficeへ連絡したのですが、いつ
ごろまでに何をしなければいけないかを言ってもらえず、30日ルールと言うものを聞き逃
し、余分なお金を払う羽目になりました。携帯電話の解約も、店に行って聞いた時には、こ
こに来てくれれば即日解約と言われたのに、次に違う用事で行ったついでに確かめたら、
「ここに聞いてくれ」と連絡先をもらう始末。銀行でもサービスカウンターでは話がまとまら
ず、個室に通されて話を聞きました。学校は、担任とのやり取りだけで済みましたが、帰
国の際に必要な書類は催促して何とか間に合いました。
そうこうするうちに、何とか手続きも済み、ムービング品の引き取り日を連絡したら、あと
は家の中のことだけ。引き取り日に向けて、使わないものはどんどん片付け、玄関前は
使わないものの山。その中での生活。すごいものでした。このごたごたの中、節分の日に
は関西恒例の丸かぶり。子どもたちと一緒にお寿司を巻き、願い事をしながら黙々と食べ
ました。家族それぞれ新しい生活に向け、どんな願い事をしたのでしょうか。
（桑原たきこ、京都在住、子供2人を持つ主婦）

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
サンドイッチでゆっくりと・・・

AUTOPARK

HONDA

JON. D. CHOI
Phone: 919-389-5850
2100 Auto Park Boulevard, Cary NC 27511
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アメリカ生活で思うこと
こちらでは「Customer is right」という言葉があり、小売業の社会では「お客様は常に正
しい」と学びます。マイケルズで注文額縁の製作をしていると、いろいろなお客さんがやっ
てきます。１時間以上マットを選びながら迷って、結局は何も買わずに去っていく人。自分
でぶつかって売り物の額縁を落とし、ガラスが粉々になっても無言で立ち去る人たち。も
ちろん万引きもいますが、これは「お客さん」と呼べるかどうか？ノースゲートモールに
は、かつてオールドネービーが出店してましたが、あまりの万引きの多さに閉店に追い込
まれたそうです。その後に出店したcompusaでは、入り口に万引ゲートが設置され、入店
する気力を削いでいる感じがします。並びにある衣料品店のCharlotte Russeは、店員が
入口に立って出て行くお客さんのバックをチェックしてます。
僕だったら２度と立ち寄りません。
話がちょっとそれましたが、マイケルズでのある日のこと。
注文した額縁を受け取ったお客さんが「思ったより、大きいわ
ね。なんとかならない？」と 注文する時にマット、額縁、サイ
ズを確認して一品一品作っていくので、通常キャンセルは受
け付けません。一度切ったら額縁もマットもガラスももとに戻
せない…。マネージャーを呼び、どう話をつけたかわかりま
せんが、今回はなんとか受け取って帰っていきました。以前、カレンダーを売っていたと
き、「学生割引ある？」「モールの従業員割引は？」「税金まけてくれる？」「ちょっとここに
凹みがあるけどディスカウントしてくれない？」「10ドルでどうかな？」と１人のお客さんが
立て続けに押してきたことがあります。答えは「私はオーナーではないのでできません」。
僕らの給料は会社から送られてきますが、その源はお客さんです。ですから、お客様は
神様になりえます。その上、ほとんどの人々は自分が正しいと思い込んでいますし、それ
を正そうとする必然性もありません。でも、西洋社会はとても自己主張が強すぎて、僕に
は今でもちょっとなじめない。勝者の影には多くの敗者が泣いていることを忘れがち。自
己主張できない人々はどこに向かえばよいのでしょう。バランスの欠けた社会の未来は
どうも暗雲が待ってる気がしてなりません。
（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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$$ おかねのおはなし $$
新年を迎えると共に、金融市場では5年国債償還や郵貯の定額貯
金満期など、新たな金融商品への投資紹介や営業が盛んになって
います。金融業界にとっては絶好の営業チャンス。でも、私たち一
般投資家にとっても、充実した商品の付加恩恵を受けるいいチャン
スなのです。恩恵とは、例えばクレジットカードのポイント、株の商品券、国債の上乗せ
金利、キャンペーン中のiPodが当たる!など。あくまで、オマケとして考えますが、ここま
で商品の品揃えがいいと、オマケも活かしたいところ。「貯まったお金は何に使おうか」
ではなくて、「○○の為に、この額が欲しい!」と考えるべき。家族旅行が大好きな私た
ちは行きたい場所トップ3を選出し、その旅行の目標額から貯金期間を設定し、金融商
品を選びます。旅行は達成できるし、金融商品の恩恵も貰える美味しさ。
元外資証券で日経ディーラーをしていた私の今年お薦め商品は①外貨預金はFXの
スワップポイントで(預金だけでは引き出す際の為替手数料などが無駄な為)、②ミニ
株投資(1,000円から可。ポイントは自分の使用するブランド商品を選ぶ、応援するとい
う気持ちで、③金利が高くなったら国債購入（国債は下
がると上がります。暴落の後は必ず一定ポイントまで戻り
ます。ここまで下がったのだから、次は上がります)。
単に節約したり、低金利の預金に貯蓄するだけでなく、
今年は投資という形で増やすのはいかがでしょう。
（伊達知巳、Cary在住、主婦）

J&J社タイレノール回収騒動、なお拡大
Johnson & Johnson社の回収騒ぎは拡大し、子会社McNEIL社は
11月に子ども用のBENADRYLとMOTRINの鎮痛錠剤、12月に
ROLAIDS Extra Strength Softchews、更に1月に大人用の
TYLENOL、BENADRYL、SUDAFED PE、SINUTAB、ROLAIDS の数種の回収発表
を行いました。FDA（米国医薬品局）は同社に操業停止を命じ、本格的な調査に乗り出
しています。該当製品とロットは、www.mcneilproductrecall.comのサイトで確認する
か、カスタマーサービス（1-888-222-6036）までお問い合わせください。

YANG LU, CPA/米国公認会計士
（早稲田大学院国際経営修士）
会 社 設 立、税 務 申 告 書、ペ イ ロ ー
ル、記帳代行等,日本語でお気軽に
お問い合わせください。

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）

P.O. Box 215
Morrisville, NC 27560
Phone: 919-656-6704
Email: luyangcpacfa@yahoo.com
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919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

医食同源

お茶にも漢方薬にも良く使われる生薬のご紹介

クコ 古来、不老長寿の効ありとして、薬に用いられてきたナス科の
植物。葉にはビタミンCやルチンが豊富に含まれており、血行を良くし、
血管を丈夫にして高血圧を防ぎます。疲労回復に利用するのが最も効
果的な使い方です。
杜仲 中国西南部四川省などに多く自生している落葉樹で、樹皮を
薬用にしたものです。新陳代謝が促進され、老化防止になります。ま
た、利尿作用、血糖降下作用があります。
ドクダミ 「十薬」と呼ばれ、昔から10の薬効があると言われており、吹出物、おで
き、にきびの症状改善に好んで飲まれています。また、古くから腫れ物、虫刺され、駆虫
などに使われ、特に、便秘・下痢を繰り返す方に良いとされています。
はすの葉 蓮の地下茎はレンコンとして日本では馴染みの深い植物で、止血作用
があり、他の生薬と配合して胃潰瘍や子宮出血の際に用いられます。果実は、滋養強
壮薬で、慢性下痢や心臓病等に用いられます。
ハト麦 カロリーが高く、健康維持のために昔からハト麦茶とし
て飲まれてきました。実を焙じて15分ほど煎じて飲むと、滋養強壮
の効果があり、食欲増進にもなります。皮膚が艶やかになるという
ので、「飲む化粧品」として、女性に人気があり、強い陽射しで荒れ
た肌、吹き出物、イボなどにもよいとされています。消炎鎮痛、利尿
作用が確認されており、成人病の予防に利くと言われています。
ハブ 決明子をお茶にしたものがハブ茶。解毒、便秘解消、利尿など様々な作用が
あり、血圧降下や抗菌作用も知られています。
枇杷葉 枇杷は、中国原産のバラ科の常緑高木で、食用果実として日本に渡来しま
した。枇杷の葉は、利尿、咳止め、暑気あたり、疲労回復、食欲増進などに有効です。
麦 日本人の間で、昔から広く親しまれてきた民間茶。食欲がない時に最適です。
ヨモギ キク科の多年草で、郊外の野原にたくさんあります。ヨモギの葉は、健胃、
貧血、冷え性、神経痛、リューマチ、ノイローゼ、心臓病に効果があり、特に老人の滋養
強壮、疲労回復に有効だと言われています。
（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢方薬
アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）
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ごちそうさまぁ～！
ソーセージチーズボール
2011年最初のレシピは、お義母さんが毎年クリスマスに作って持たせてくれる「ソー
セージチーズボール」です。レストランでは目にしないので、知ってる人は少ないかもし
れませんね。日本で言うところの・・・と考えたのですが、ちょっと思いつきませんでし
た。肉売り場の「ソーセージ」と呼ばれる味つき豚ミンチ肉に、パンケーキミックスとチェ
ダーチーズをこねて焼いたものです。ビールやワインのおつまみにピッタリなフィン
ガーフード。かなり塩気があるのでそのままでいけるのですが、甘いマスタードに付け
て食べるレシピもあるようです。簡単すぎるくらいに簡単なので、お客様のおもてなし
やポットラックにもすぐ作れます♪
<材料>
・ ポークソーセージ(HOT) 1パウンド
（Jimmiy Deanのブランドがお勧め）
・ シャープチェダーチーズ 1パウンド（すりおろす）
・ ビスケットミックス 3カップ
（「Bisquick」が人気。小麦粉売り場で見つかる）
・ 1/4-1/2カップの水
<作り方>
1） オーブンを375度に暖める。
2） 大き目のボールにソーセージを入れ軽くほぐす。
3） 他の材料を足し、よく混ざるまで手でかき回し、均一な硬さになったら
直径2ｃｍくらいのボールを作る。
4） オーブンシートを敷いたクッキー皿に並べ、下がこんがり狐色になるまで
10分ほど焼く。
熱々がもちろん美味しいですが、冷めても十分イケます。生のミンチ肉なので、あまり
長くかき混ぜて温度が生温くなったら食当たりの危険性もあるので、手早く混ぜ合わ
せて焼きましょう。パーティなどの時には、前日に材料だけ混ぜ合わせておいて、出す
前に焼いてもいいです。（くるみ、Cary在住、主婦）

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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探偵団

おいしいもの

♪ おいしいもの探偵団 ♪
～ジンジャードレッシング編～

いや～今回は苦労しました。ジンジャードレッシングって、結
構いろいろあることがわかりました。酸っぱいものや甘いも
の、味にバラエティーがありすぎて、ひとつを選ぶのに迷いま
した。そこで、最も日本の味に近いジンジャードレッシングをご
紹介します。

☆SAN-J TAMARI GINGER
味噌と醤油のベース。Fat Free で、かなり日本人が好みそう
な味のドレッシングです。魚料理やチキンなどの肉料理にも
合いそう。アメリカのドレッシングに飽きた時は、どうぞ！

番外編
～団長おすすめの
『TRADER JOE’S ISLAND SOYAKI』～
団長自らが皆さんにご紹介したいソースです！
このソースで野菜炒めを作ると、と～っても美味しいです。焼
肉のたれを薄めたような味で。好きな野菜を炒めて、最後に
このソースをかけて炒めるだけ。お肉がない時でも、このソー
スなら、まるで！！お肉が入っているかのような味になりま
す。市販のどこにでも売っている冷凍肉団子を解凍して炒め
た後、このソースをからめると（団長はトマトケチャップも一緒
に入れます）、和風肉団子になります。ご主人やお子様のお
弁当にどうぞ！一度買ったらまた次も買っちゃうかも。
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Guglhupf
住所）2706 Durham-Chapel Hill Blvd.
Suite #1, Durham, NC 27707
電話) 919-401-2600
営業時間）火曜～金曜 8 AM～9:30 PM
土曜 8 AM～10 PM
日曜 9 AM～5 PM
www.guglhupf.com
ダーラムで一番おしゃれなカフェといったらココ。Guglhupfはドイツ生まれ。どこ
で食べてもとっても甘いスイーツのアメリカですが、ここのケーキは甘さ控えめで、と
ても食べやすいです。店内のオシャレな空間でガールズトークを楽しむのも、天気の
良い日には外のベンチでゆっくりと一人の時間を過ごす、なんてのもステキですね。
隣のベーカリーのパンは超オススメ。外はカリカリ、中はもちっのフランスパンにバ
ターを塗って食べると、ドイツの朝食を彷彿とさせます。チーズやハムにウィンナー、
ゆで卵をパンにのせ、特製マスタードを塗って
食べるドイツの軽食もいけます。チーズもハム
もたくさん種類があり、それぞれ味が違うのが
印象的でした。このお店はとても人気がある
ので、駐車場の空き待ちという場合もあるよう
です。オンライン注文も受け付けています。
ベーカリーは、平日7時半から（日曜8時半）夕
方までオープン、月曜日は定休日。

Dim Sum House
住所）100 Jerusalem Dr.
Morrisville, NC 27560
電話) 919-380-3087/919-467-8110
営業時間）月曜～金曜 11 AM～3 PM
5 PM-10 PM
土、日曜10:30 AM～10 PM
www.DimSumHouse18.com
空港近くのこのレストランでは中国料理とタイ料理の２つのコースを楽しむことがで
きます。店内は家族連れでとても賑わっていました。席に着くと、カートで点心を運ん
できてくれます。それを見て選ぶのもよし、メニューでゆっくりと選ぶのもOKです。メ
ニューの数がとても多く、点心だけでも48種類！ 何を食べようか迷ってしまいます。
餃子、焼売はもちろん、お粥も春巻もあります。面白いのは里芋を油で揚げたもの。
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油がふわふわとしていて、口の中で溶けていく触感がなんとも言えない面白さでし
た。メインディッシュには麺類、海鮮類、
肉類、飯類、豆腐類。特別メニューとし
て、ロブスターや蟹も注文できます。お
茶の種類は多く、鳥龍茶、茉莉花茶、ダ
イエット効果のあるプ―アル茶、菊の花
で作った菊花茶なんてものもあります。
お手頃価格で飲茶が楽しめ、そして美
味しいので、あれもこれもとつい頼み過
ぎてしまいました。ご家族やお友達と大
人数で行くと、いろいろな味を楽しむことができると思います。（かすみ）

見っけ
い い もの

おすすめ日用品

－玄米ごはん－

サンクスギビングデーからお正月にかけて、ご馳走続きの食生
活で粗食が恋しい方に、ぜひトライしていただきたいのが玄米ご
はん。普通の炊飯器で簡単に炊くことができます。
玄米は精白されていない糠（ぬか）のついたお米です。糠の部
分の農薬や除草剤が残留する可能性が白米と比べて高いた
め、玄米を選ぶときは必ずUSDA Organic （米国農務省認定の
有機食品）のラベルのついたものを選ぶほうが安全でしょう。
編集部のおススメは Lundberg社の“Organic Short Grain Brown Rice”。Short
Grain Brown RiceにShort Grain Brown Sweet Rice (もち米玄米)を少々混ぜて炊
くと、お米の香り豊かに炊き上がります。このお米はWhole Foodsなどの健康志向
スーパーのほか、Lowes Foodsなどのスーパー、オンラインストアなどでも入手可
能です。
☆玄米の炊き方ワンポイント☆
① 白米のように米を「研ぐ」必要はなく、水で２～
３回サッとすすぐ程度で洗米作業は完了です。
② 玄米はたっぷりの水に一晩浸します。水がに
ごったら取り替えます。（冬場は水温や気温が低
いため、胚芽部分の発芽に時間がかかります
が、②の作業を繰り返し２～３日行うと芽がでは
じめ発芽玄米となります。玄米を発芽させること
によってパサパサした玄米と比べ、ふっくらもち
もち感がアップします。是非お試し下さい）。
③ 新たに水を取り替えて、塩少々またはにがり
を混ぜて、炊飯器の玄米モードか圧力鍋で炊飯
します。（のぶこ）
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超簡単：アメリカの食材で美味しい和食
日本のように豊富な食材がなくて毎日の食卓がマンネリ気味、あと一品・簡単な肴が
欲しいという奥さまに、在米ベテランママが工夫した秘伝のレシピをどうぞ。

ローストビーフの柚子胡椒和え

材料
- ローストビーフ1/2lb
- ポン酢 適宜
- Green Onion 1/3束
- 白胡麻 大さじ1/2
- 柚子胡椒 小さじ1/2

ローストビーフはスーパーのハムを直接切って売るセク
ションで買えます。できるだけ中がピンクのものを選んで
ください。薄切りで買って、一口サイズに切ります。柚子
胡椒とポン酢を混ぜ合わせ、軽くローストビーフと和えま
す。お皿に盛って白胡麻とGreen Onionを散らして出来
あがり。夏は、茗荷や青じそをタップリ盛ったり、お好み
で香草などを加えたりすると美味しいですよ。（坂井久美子）

COOKING CLASS @ SOUTHERN SEASON
201 S. Estes Drive, University Mall
(Hwy 15-501 & Estes Drive)
Chapel Hill, NC 27514
Phone: 877-929-7133 (toll free)
www.southernseason.com/class/
1975年にチーズとコーヒーの小さなショップとし
て創業したサザンシーズン(Southern Season)
は、今やチャペルヒルの名物ともいえる食料品・
キッチン雑貨の店になりました。
ここで、料理教室が開かれているのをご存知で
すか？ ローカルシェフからグルメ雑誌に顔を出す有名シェフが、どこでも手軽に入る材
料を｢ささっ｣と舌も蕩けるお料理に変身させます。Hands Onの教室、キッズクラス、シェ
フが目の前で実演するのを拝見し、その料理を頂くクラス、世界中のワインのテスティン
グクラスなど楽しい企画が一杯。ワインクラスは＄15～、昼食クラス＄25～、夕食クラス
＄45～とちょっぴり高めですが、満足度100％請け合いです。（桃花）
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Fearrington House Country Inn &
Restaurant
2000 Fearrington Village, Pittsboro NC 27312
Phone: 919-542-2121 / Fax: 919-542-4202
www.fearrington.com/house
チャペルヒルからすぐのピッツボロに、こんなに優
雅にのんびりと過ごせる所があったなんて、きっと信じられないくらい感動します。
フェアリントン・ハウス・カントリーイン・アンド・レストランは、実は、全世界から特別に
厳選された卓越したホテルだけしかメンバーとして認められないルレ・エ・シャトーに
名を連ねる、超スペシャルホテルなのです。
ホテルといっても、ここはカントリーインとい
う名前の通り、2階建ての白いアーリーアメリ
カンのアットホームなお家といった感じでかわ
いらしい雰囲気。記念日や特別な日に是非
一度は泊まってみたい素敵な所です。お部屋
はリビングルームとベッドルームからなるス
イートで、暖かい色調の内装や古い木製家具
が心を癒してくれます。バスタブはジャグジー
にもなり、英国から取り寄せたアメニティの中
にあるバスソルトを使って入るバスタイムは身体もちゃんと癒してくれます。
ホテルのレストランは、AAAで5つ星という評価に
納得するおいしさで、有名シェフのコリン・ベッド
フォード氏が創り出す料理は、その季節の素材の
味を最大限に引き出す優しいフレンチ風でグルメな
客も唸らせます。もちろん、ホテルに泊まらなくて
も、ランチやディナーだけの利用もできます。男性
はネクタイとジャケットをお忘れなく。
このカントリーインのあるフェアリントン・ビレッジ
の敷地内には、大きな牧場があり、ちょっと変わっ
た珍しい牛たちが放牧されています。体は真っ黒だ
けど、背中のところがまるで白い敷物をかけたよう
になったツートンカラー。その模様がまるでオレオ
クッキーのようにかわいらしく、カメラを向けたくなる
のは必至でしょう。敷地
内にはカフェやカジュアルレストラン、ブックストア、インテ
リア小物店、ワインショップなど楽しく個性的なお店がいく
つもあり、これらを見て回るのも楽しそうです。牧場やお
店は、ホテルの利用とは関係なくいつでも入れますので、
気軽にランチに行ったり、お散歩がてらユニークな牛を見
に行くのもいいですね。（緋美胡：フリーライター）

三角横丁2011年2月号
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
そろそろアカデミー賞のことが話題に上りますが、今年のアカデミー
賞のノミーネート作品は見ましたか。フェイス・ブックのことを描いた
「ソーシャル・ネットワーキング」は「時の映画」といった感じがあります。ドキュメンタリー
作品は、世の中の動きや事実を別の角度から見たり深く掘り下げて知ることができるの
で、なかなかおもしろいですね。 （緋美胡：東京都出身、フリーライター）
Sanctum 3D (アクション、ドラマ、アドベンチャー) R、2/4公開
アバターのジェームス・キャメロン監督によるサバイバル・アドベンチャー映画。未開の
洞窟の調査に向かう一向だが、嵐で洞窟は大洪水に。助かる方法はあるのか。
The Eagle （アドベンチャー、ドラマ）PG13、2/11公開
BC135年、ローマの第9軍団が消えた。その謎を解明しようと隊長の息子マーカスと奴
隷のエスカが立ち上がる。行く手には残忍な種族が。象徴のワシをめぐって争う。
Gnomeo & Juliet (ファミリー、アドベンチャー、コメディー) G、2/11公開
「ロミオとジュリエット」ならぬ「ノミオとジュリエット」。家人が出かけた後の庭は、ガーデニ
ングの置物たちの別世界。音楽はエルトン・ジョンが担当。家族で楽しめる映画。
Just Go With It （コメディ、ロマンス）NR、2/11公開
独身の外科医ダニーが女性をゲットする方法は不幸な結婚の身の上話を作り上げて女
性に近づくこと。ジェニファー・アニストン、ニコール・キッドマンなど豪華キャスト。
Justine Bieber: Never Say Never (伝記、音楽、ドキュメンタリー) NR、2/11公開
あどけなさの残るカナダの少年ジャスティン・ビーバーの歌声は、今やティーンエー
ジャーのみならず多くの人に人気だ。彼の実生活やデビューする前の秘話を公開。
Big Mommas: Like Father, Like Son (コメディ) PG13、2/18公開
ビッグママ・シリーズの第三弾! 殺人犯を捕まえようと女子高生と母親になりすまし、女
子高に侵入する2人があちこちで騒動を巻き起こす。大声で笑えるおバカ映画。
Unknown (ドラマ、アクション、スリラー) PG13、2/18公開
事故に遭ったマーチンが病院で目覚めると、自分のことを誰も知らないという。妻は、自
分と同じ名を名乗る男と一緒にいた。何かの陰謀で自分は消されようとしている。
I Am Number Four (アクション、SF、アドベンチャー) PG13、2/18公開
特別な使命と超能力を持った同じ仲間が3人殺された。高校生のジョンは、次は自分で
はないかと恐れる。逃亡を重ねるが、オハイオの高校で人生が変わる出会いが。
Drive Angry 3D (アクション、ドラマ) R、2/25公開
カルト集団に娘を殺されたミルトン（ニコラス・ケージ）が地獄から蘇り、赤ん坊の孫娘が
生贄にされるのを助け出すため怒り狂って暴走。途中でセクシーな女性も加担。
Hall Pass (コメディー) NR、2/25公開
リックとフレッドは親友同士で似た者同士。それぞれの結婚が倦怠期であることも似てい
る。ある日、妻たちから一週間の結婚休暇をもらう。独身気分で何をしていい？
The Adjustment Bureau (ロマンス、SF、スリラー) PG13、3/4公開
人生と、は自分の意志で動かしているのか、あるいは知らざれる何かがコントロールし
ているのか。デビッド（マット・デイモン）は、未来が自分の意志とは異なるのを知る。
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Rango (ファミリー、アクション、アドベンチャー、アニメーション) NR、3/4公開
カメレオンのレンゴ（声：ジョニー・ディップ）が、鷹に襲われ逃げ込んだ荒野の町でドジ
を繰り返しながらの大奮闘。自分探しの旅する一匹オオカミならぬ一匹カメレオン。
Take Me Home Tonight (コメディー、ドラマ) R、3/4公開
MITを卒業したマットは、自分が何をしたいのかわからずビデオ店でアルバイト。乱痴
気パーティーでようやく自分を発揮するチャンス到来？８０sの音楽が懐かしい響き。
Battle: Los Angeles (SF、アクション) NR、3/11公開
UFOの目撃情報が世界中で相次ぐ中、地球外生物は実際にいることが判明。世界の
主要都市が攻撃を受け破壊される。唯一残ったロスアンゼルスを守りるために戦う。
Red Riding Hood（ドラマ、ロマンス、スリラー、ファンタジー） NR、3/11公開
「トワイライト」の監督によるスリラー。オオカミの被害が絶えない村で、人々はオオカミ
に復讐しようと神父を呼ぶ。神父は殺人鬼は村人の中にいるかもしれないと言う。
Mars Needs Moms (ファミリー、アドベンチャー、SF、コメディ、アニメ)PG、 3/11公開
「ゴミを出してきて」「ブロッコリー食べなさい」ママってうるさい。どっか行っちゃえ、なん
て思ってたらママが宇宙人に誘拐された。大変だ!マイロはママを救出できるのか。
Beastly (ロマンス、ドラマ) PG13、3/18公開
現代版「美女と野獣」。高校生のカイルはハンサムで金持ちの息子。すべてが思い通
りでいい気になっているが、ある日醜い姿に。内面を見つめることを思い知らされる。
Desert Flower (ドラマ) NR、3/18公開
NY黒人女性モデル、ワリス・ディリ―の著書を映画化。アフリカ女性の性差別の残酷
な実態を訴える社会派作品。ソマリアで13歳の時に老男に売られたディリーの体験。
Limitless (アクション、スリラー) NR、3/18公開
売れないライターのエディが出会ったのはNZTというドラッグ。飲むと頭脳が冴えすご
い能力が発揮できる。エディに目を付けたのはビジネス界のトップのカールだったが。
The Lincoln Lawyer (ドラマ) NR、3/18公開
貧乏弁護士のハラ―の自慢は車。リンカーンが事務所代わり。ハリウッド在住の富豪
の男から弁護を頼まれ、楽勝だと思っていたが、事態は思わぬ方向に展開していく。
Paul (SF、アドベンチャー、コメディ―) R、3/18公開
軍の極秘基地に長いこといた宇宙人のポールは、外界に出てみたくなる。出会ったグ
レームとクライブは宇宙人にびっくり。連邦捜査官がポールを探すが逃亡を続ける。

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
三角横丁2011年2月号
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2月～4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
2/9-13

Ringling Bros. and Barnum & Bailey’s
The Greatest Show On Earth ※
サーカスがやって来る！
GreensboroとRaleighで同時開催

RBC Center, Raleigh
Greensboro Coliseum,
Greensboro
http://www.ringling.com/

2/10

Science of Wine（21歳以上向け） ※
ワイン作りの秘密を学びながら音楽と地産
ワインを楽しもう。大人が楽しんでいる間の
子供向けプログラムScience from the
Heart（4～12歳対象）あり。

Museum of Life and Science,
Durham
http://www.ncmls.org/visit/events/
sciencesocials

St. Patrick's Parade/Fest
Downtown Raleigh 12:00PM
Emerald Isle, NC 9:00AM
Uptown Charlotte 11:00AM
３月だ！セント・パトリックスデーのパレード
を見に行ってみよう！

3/12
3/12
3/19

3/12

3/26

4/1-2

♪

www.raleighstpats.org/
www.emeraldisle-nc.org/StPats
www.charlottestpatsday.com

Peter and The Wolf (NC Symphony) ※
ロシアのプロコフィエフ作曲の「ピーターと
狼」にTriangle Youth Ballet のダンスパ
フォーマンスが加わったアレンジ
Kite Festival
毎年恒例の凧揚げ大会。手作り凧のコンテ
ストも開催。

Meymandi Concert Hall, Raleigh
www.ncsymphony.org

Monster Jam Truck Show ※
必見！目の前でトラックが飛んだり跳ねたり

RBC Center, Raleigh
www.monsterjam.com

Fred G. Bond Metro Park, Cary
www.townofcary.org

音楽・演劇
Jake Shimabukuro ※
ハワイのカリスマ奏者ジェイク島袋のウクレ
レコンサート
Harlem Gospel Choir ※
ニューヨーク・ハーレムのゴスペル聖歌隊

Progress Energy Center, Raleigh
www.progressenergycenter.com

2/21

Bon Jovi Live 2011 ※
人気バンド、ボン・ジョビのコンサートツアー

RBC Center, Raleigh
www.rbccenter.com

2/22-27

In The Heights※
トニー賞受賞のブロードウェーミュージカル

Durham Performing Arts Center
www.dpacnc.com

3/1

ID – Cirque Éloize ※
サーカスとダンスの異色コラボ

Memorial Hall UNC-CH Campus
www.carolinaperformingarts.org

3/15-20

Blue Man Group ※
全米で根強い人気の青い男３人組のパ
フォーマンス。英語が苦手でも楽しめる。
Mendelssohn's St. Paul, with the Duke
Chapel Choir ※
聖歌隊のデュークチャペルでのコンサート

Durham Performing Arts Center
www.dpacnc.com

2/12

2/12

4/3

Carolina Theater, Durham
www.carolinatheatre.org

www.duke.edu/web/chorale/

※印の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。
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その他
2/11-2/13

12 th Annual Valentine Craft Show
恒例のインドア・クラフトショー、5000
店出品予定。

East Broad St, Statesville, NC
Signal Hill Mall (I-77 & I-40)

2/26

Red Strings: Unionist Sentiment in
Piedmont, NC
南北戦争に関するレクチャー
2：00-4：00PM 無料

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

トライアングル婦人会のお知らせ
第10回トライアングル婦人会「久美子先生の幼児教育はお任せ！」は、1月21日に行
われ、主な内容は「バイリンガルに子供を育てるには？」でした。「本の読み聞かせ
は、日本語それとも英語のどちらがいいの？」「Japanese Englishを子供に聞かせて
大丈夫？」「学校で日本語と英語の両表記があって、子供が英語を覚えないのです
が…」など、ママさんの悩みはEndless。その１つ１つに、久美子先生は子どもの立場
に立って、経験を通じた回答をされ、参加者全員が頷いていました。「本当の意味での
バイリンガルとは、言葉が2ヶ国語話せるだけではない」との意見に含蓄を感じました。
「第11回トライアングル婦人会」
日時） 2011年3月4日（金） 11時半～
場所） Durham
昼食） ポットラックもしくはケイタリング
内容） 「リトミック教室/賢い子供を育てる
には」
*日本から特別ゲストをご招待します。詳
細はyaratake@email.unc.eduまで
申込） 荒竹 yaratake@email.unc.edu
山岸 yamagishiyoko@gmail.com
まだまだ寒い日が続きますが、春は直ぐそこまで来ています。蕗の薹に出会えるのも
もう少し！お風邪など召しませんよう、多くの皆様に3月にお会いできることを楽しみに

お問い合わせは
日本語でどうぞ
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
三角横丁2011年2月号
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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、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）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

お琴教室の生徒さん随時募集：初心者から上級者まで。道具は一切必要ありませ
ん。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter 。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

US Remac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：投資物件に最適。Chapel Hill、3BR 2Bath、UNC迄車で10分、公共バス・
ショッピングセンター・映画館・郵便局・レストラン・銀行全て徒歩5分 919-215-4665

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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(帰国生編）

ご案内
幼児教室生徒募集
西荻フレンドリースクール
（http://www.friendlyschool.net/）の幼児教室
室長が3月7日～11日まで
出張レッスンを行います。
内容はリトミック、工作、本
の読み書かせなど。
2-3歳児 10：00-11：30
4-5歳児 12：30-14：00
参加費は１回当たり15ドル
を予定）お問い合わせ先：
yaratake@email.unc.edu
919-967-3735 荒竹

編集後記
今年の冬は、日米ともに
例年にない寒波でしたね。
クリスマス休暇で帰郷して
雪で足止めを喰らった同
僚・友人が続出しました。
数センチの雪で、学校は
休校、除雪車が少ないた
め道路はマヒ状態。北から
来た自分には驚きです。
Twitter
やってます。

（ID: sankakuyokocho)
好きなことをつぶやいてく
ださい。待ってます。

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきまし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。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2011年2月第18号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 山岸陽子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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