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 6月は、日本では雤降りの季節。出かける時には雤が降っていなくても、かばん

にいつも傘を忍ばせていないと大変。雤降りの日の電車の中は、湿気でやけに

ムーッとして、人の傘で洋服を濡らされないようにと気が気じゃない。明るいお

日様が見れない毎日に、「いつ梅雤明け宣言が出るんだろう？」と待ちどおしく

てたまらない。 

 

 でも子供達は結構楽しんでいる。ゴム長靴を履いて大喜び。バシャバシャわざ

と水溜りに向かって行く。いつもと違って見える道。たくさんの水溜りをひとつ

ずつ全部征服しようとして、時間のたつのも忘れちゃう。傘だって、さすのは面

倒だけど、チャンバラごっこには最適。何でも楽しんじゃう子供って羨ましい。 

 

 日本の「梅雤」のイメージがこのノースカロライナでは薄い。「雤季」はエイ

プリルシャワーと言われるように4月が中心。かわいい殻を背負ったでんでんむし

もあまり見かけない。紫とピンクと青の微妙な色合いのハイドレンジア（紫陽

花）を、ガーデニングショップで見つけた。でんでんむしの歌が懐かしくなる。 

 

 ノースカロライナの6月は、夏の始まり。子供達の学校が終了して夏休みに入

る。長い休みをどう過ごそうか、ちょっとソワソワ、ワクワク。遠出の旅行や帰

省の計画を練ったり、アウトドアっぽい気持ちになり、週末ごとに外に出掛ける

のが楽しみになる。あなたは、今年の夏、どんなふうに過ごしたいですか。 
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!!Hot News!! 

イミグレーション・サービスがDurhamでも！ 
 

今まで、グリーンカード、VISA、移民関係の手続きのためには、ノースカロラ

イナ州では唯一のオフィスがあるCharlotteまで行かなければなりませんでした

が、この4月28日より、ダラムでサービスが受けられるようになりました。 

 

U.S. Citizenship and Immigration Services のダラム・カスターサービスの場

所は、301 Roycroft Drive, Durham NC 27703 です。RPTの近くで、I－40と

S. Miami Blvdが交差している所からすぐです。S. Miami Blvdから見ると、

ちょうどHomewood suiteというホテルの裏あたりになり、ちょっと見逃してし

まいそうなので気をつけてください。 

 

新しくできたこのイミグレーション・サービス・

オフィスは、ノースカロライナ州東部地区に対す

るサービスを目的にしています。今までノースカ

ロライナ州の業務はcharlotteのオフィスがすべて

受け持っていましたが、Durhamオフィスの始動に

より、サービスの効率化がはかれます。一日に

400人近い来場を予想していますが、今のところ

まだ知られていないせいか、かなり空いていま

す。 

 

このオフィスは、月曜から金曜の午前8時から午

後4時まで開いていますが、原則として、Military

関係者以外は、予め予約をしないとサービスを受

けられませんので、ご留意ください。 詳しく

は、USCISのホームページ等でご確認を。 

USCIS 
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7/19土６ｐｍ ジャズとブランチ/Forest Hills Park Durham 

7/20日７ｐｍ 世界の音楽/Southern Village Chapel Hill 

7/20日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

7/27日１２－５ｐｍ ブライダルフェア/Hayti Heritage Center  Durham  

7/27日７pm 懐かしの歌 ブルース/Southern Village Chapel Hill 

7/27日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro  

8/2土８：３０pm 天体観測/Little River Regional Park  962-1236 

8/2土６ｐｍ レゲエ/Oval Park 2200 W. club Blvd. Durham 

8/3日７pm ジャズとブランチ/Southern Village Chapel Hill 

8/3日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

8/9土１０-11am 家族で楽しむ音楽/Music Explorium Durham 

8/10日７pm ジャズ・フォーク・ロック/Southern Village Chapel Hill 

8/10日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  



 
6/15日７ｐｍ ブルース/Southern Village Chapel Hill 

6/15日11am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

6/15日5-7pm ライブミュージック/American Tobacco Campus  595-5021 

6/16月８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/17火８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/17火１２- ライブミュージック/CCB Plaza, Corcoran & Parrish Streets 

6/18水８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/20金 ６-９pm ホッグ・デイHog Day/ Cameron Park Hillsborough  

6/21土７：３０pm Forbidden Broadway (NCSymphony) /462-2052 

6/21土９am-6pm ホッグ・デイ Hod Day/Cameron Park www.hogdays.com 

6/21土９am-4pm 日本刺繍/Doris Duke Center at Duke Garden 684-3698 

6/21土６pm ブルース/Duke Park  www.bobbyhinton.com 

6/22日９am-4pm 日本刺繍/Doris Duke Center at Duke Garden 684-3698 

6/22日７pm アコースティック演奏/Southern Village Chapel Hill 

6/22日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 
6/28土７：３０pm Northern Lights(NCS) /8003 Regency Parkway Cary   

6/28土６ｐｍ R & B /Twin Lakes Park 400 Chandler Rd. Durham 

6/29日７pm Celtic・Original Blend/Southern Village Chapel Hill 

6/29日１１am-1pm ジャズとブランチ/ Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/4金 独立記念日イベント/Raleigh State Fairgrounds  Raleigh 

7/4金11am-3pm 独立記念日イベント/Mordecai Historic Park Raleigh 

7/4金 ８am-3pm 独立記念日イベント/Bond Park Cary 460-4951 

7/4金 ７pm 独立記念日イベント/Kenan Memorial Stadium at UNC 

7/4金 9pm 独立記念日イベント/Durham Bulls Athletic Park 

7/4金10am-6pm Festival of Eno/West Point on the Eno City Park  Durham 

7/4金7:30pm 独立記念日イベント/8003 Regency Parkway Cary  462-2052 

7/5土7:30pm Live music(NC Symohony)/8003 Regency Parkway Cary   

7/5土９－１１ｐｍ 天体観測/www.enoriver.org/eno/parks/littleriverpark.html 

7/6日７ｐｍ デキシィーランド/Southern Village Chapel Hill 

7/6日１１am-１pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/12土５-８ｐｍ 夏祭り・盆踊り(日本クラブ）/Japan Center @ NC state U. 

  trianglejapanclub.org/index.html 

7/12土７：３０ｐｍ ブルース/8003 Regency Parkway Cary  462-2052 

7/12土 ゴスペル音楽/Rock Quarry Park  560-4355 

7/13日７ｐｍ アコースティック演奏/Southern Village Chapel Hill 

7/13日11am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/16水１７木8pm 大駱駝艦 ダンス/Page Auditorium Duke  

7/18金8pm Japan Festival ダンス/Reynolds Theater Duke  

7/19土２ｐｍ・８ｐｍ Japan Festival ダンス/Reynolds Theater Duke  

7/19土７：３０ｐｍ The Music of the Eagles/8003 Regency Parkway Cary 

６月７月のトライアングル地域のイベント・スケジュール 
                                ３ 

RDUエアポートにトランクのガチョウ現る!? 
  

皆さんが、よく利用しているRDUエアポート。駐車場か

ら空港ビルに移動する時に、まず必ずと言っていいほど

歩いている通路（動く歩道のある所）の天井に、突如、

不思議な物体が！ 

 

鳥のように見えるこの物体。実は、古いトランクで作ら

れたグース（ガチョウ）のオブジェ。 

 

これを創作したのは、去年までサウスウェスト・エアラインで働いていた

ダン・ディットマンさん（ダラム在住）。19年間、サウスウェスト・エア

ラインで働いている間に集めたビンテージもののトランクは、1940年代か

ら1960年代に流行したサムソナイト社の「Streamlite」という特別なモデ

ル。この時代は、それまで一部のエリート達だけのものだった長距離路線

の旅行が、庶民達の間に広まって行った時期です。 

 

歴史を感じさせる味のあるトランクたち。15体あ

るグースのオブジェは、それぞれが違っていて、

よく見ると昔のホテルのステッカーが張ったまま

のだったり。RDUにた

どり着くまで、どんな

旅をしてきたのでしょ

うね。 

 

RDUエアポートに行く

機会があれば、ちょっ

と視線を天井へ向けて

みてはいかが。 

郵便料金また値上げ・新料金はいくら？ 

5月12日から、また郵便料金が値上がりしました。あまりの頻繁な値上げ

に「いったい今はいくらなの？」とわからなくなってしまいますね。 

アメリカ国外： 

First-class International Mail to Canada and Mexico (1oz)           72 cents  

First-class International Mail to other countries (含Japan)  (1oz)           92 cents 

   アメリカ国内:  First-class letter     (1oz)    42 cents       

                        First-class letter    (2oz)     59 cents 

                             Postcard                             27 cents 
       

Forever  Stamp: フォーエバー切手は、将来、郵便料金 

 が値上がりしても、その差額を貼らずに、そのままい

つまでも使うことができる便利な切手です。現在郵便

局では、１枚42セント用の切手(アメリカ国内一般封書

用1ozまで）は、1シート20枚入り$8.40で発売中。 Forever stamp 
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野球を見に行こう！ ダラム・ブルズ球場 

Take me out to the ball game 
Take me out with the crowd, 
Buy me some peanuts and Cracker Jack 
I don't care if I ever get back. 
Let me root, root root for the home team, 
If they don't win it's a shame; 
For it's one, two, three strikes you're out 
At the old ball game.    

♪ 

♪ 

 「コッ、キャンデ！コッ、キャンデ！」綿アメ売りのおじさんが長い棒にたく

さんのCotton Candyをくくりつけて売り歩いてる。カラフルなスノー・コーンと

呼ばれるカキ氷。大勢の人のざわめき。野球のアナウンサーの独特の声。きれい

に整備された球場の緑と青い空。「ああ、アメリカの野球場だなあ！」と実感。 

 

 ステーキ・サンドにカロライナ・エールという地元産ビールを持って自分の席

へ。もちろんフレンチフライも定番だし、歌

にある「クラッカー・ジャックス」という

キャラメル味のポップコーンもいい。Fresh 

Hot Funnel Cakeは、揚げたての丸い平

たいパンのようなもの。粉砂糖がよく

マッチしておいしい。野球場は、アメリカ

ン・ジャンクフードがよく似合う場所だ。手

軽なフィンガーフードを片手に思いっきり忚

援。何の気取りもいらない。ピザ、ハンバー

ガー、ホットドッグそしてコーラ。気分は、

いいのか悪いのか超アメリカン！ 

 

 席のお勧めは、３塁側のフィールドボックス（11３、115）か、ホームベースの

後ろ（100～103）。理由は、ホームベースの後ろだと、選手がよく見える。ピッ

チャーの動き、バッターの動き、ホームに飛び込んでくる選手

の迫力…それを、自分の真ん前で見ることができる。これはな

かなかすごい。 

 3塁側のフィールドボックスのいい点は、球が観客席まで飛

んでくる可能性が高いこと。知ってる子供達が、通路の一番前

でグローブを片手に待ち構えてる。「僕が取るんだから！」っ

て感じでかわいい。ゲームの全体像も見渡せるし、外野選手た

ちの表情も近くで見てるとおもしろい。ブルペンも近くて、

キャッチの練習も見られる。 

マスコットのブルちゃん 

Durham Bulls Athletic Park Durham, NC 27701 phone:919-956-BULL 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・時間は相談忚、日本の心を学びましょう。チャペルヒル967-2725小野 

 

借家：タウンハウス、３BR 3.5Bath 2,137Sq  2ガレージ、グルメキッチン、小

ペット可、チャペルヒルスクール、交通便利、UNC近し、$1,700 山岸215-4665迄 

 

売り家：3BR, 2Bath,2,095Sq 1960代のカリフォルニアランチスタイル、暖炉付

Dining、Basement、広いデッキ、イーストチャペルヒル高校近 山岸215-4665 迄 
 

 

 
 

見て見て！三角掲示板 

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ーーーー 

「見て見て！三角掲示板」では、みなさまからの「売ります・買います・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。料

金は２行５ドル、１行増えるごとに５ドル追加です。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。どうぞご活用ください。E-mail: Sankakuyokochou@gmail.comまで。 

Classified 

 

                       

Realtor/Broker/QSC 

トライアングル地域の情報やご質問は、

下記のWeb掲示板をご利用ください。

yokoyamagishi.com 

不動産関係のご相談をいつでも承っ

ております。住宅売買、レンタル、

投資・商業用物件など、どうぞ安心

してお任せください。 

山岸 陽子 
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今回は、先日大学院での研究を終えたばかりの西岡雅比呂さ

ん（仮名）にお話を伺いました。西岡さんは、トライアング

ルでの生活をとても大事にして、日本人ともアメリカ人とも

多く関わり、充実した毎日を送っています。 

 

△横丁：アメリカに住んでどのくらいですか？ 

西岡 ：もう９年目に入ろうとしています。 
 

△横丁：アメリカに来た理由は？ 

西岡 ：小さいころ、NYに住んでいて、もう一度こちらの生活がしてみたかっ 

    たんです。英語を使う仕事をしたかったし、大学を変えたいと思って 

    いました。 
 

△横丁：どうして大学を変えたかったのですか？ 

西岡 ：日本で物理を専攻していましたが、工学部に変更したかったんです。 
 

△横丁：何が専門なのですか？ 

西岡 ：ジェットエンジン。飛行機のエンジンです。 
 

△横丁：トライアングルのどこが好きで、どこが嫌いですか？ 

西岡 ：与えられた物は全て好きになるタイプなので、嫌いなところはありま 

    せん。好きなところは、自然があるけど、田舎ではないところ。 

    そしてアジアの食事に困らないところ。 
 

△横丁：よく行くレストランはどこですか？ 

西岡 ：Durhamのチャイナ・パレスです。http://www.mychinapalace.com/ 

    牛の肝入りラーメンがおいしいくて好きです。しょうゆ味です。 
 

△横丁：これからやってみたいことは何ですか？ 

西岡 ：チャリティーをやってみたい。 

    お金を集めて、人助けをしたいです。 
 

△横丁：アメリカに来て分かった日本人の長所、短所は何ですか？ 

西岡 ：長所は、自己主張をあまりせず、まじめに努力する。アメリカ人に同 

    じことをさせるのには、労力がかかりますからね。  

    短所は、学生に関してだと、他の国より仲間意識が強すぎる。

Independentに活躍する人は、ヨーロッパ人に比べると

尐なすぎる。 
 

△横丁：逆にアメリカの長所、短所はなんですか？ 

西岡 ：長所は、100％本当じゃないけど、誰にもチャ 

    ンスがあり、全ての人に道が開かれているこ 

    と。短所は、うぬぼれている面ですね。 

 

△横丁：ありがとうございました。 

あなたにインタビュー 
                       5 

Durham Bullsの象徴Bullが野球場のスコアボードの上 

の方にそびえ立つ。牛に書いてある言葉は 
       HIT BULL WIN STEAK 

              HIT GRASS WIN SALAD 

バッターがこの牛にボールを当てたら、ただのホームラ 

ンじゃない。ステーキがもらえる！でも下の草の部分に 

当てたら本当にサラダだけなの？ 

 

あんな遠くまで飛ばせるのかなあと思っていたら、す 

ごい！Bullsの選手が見事にボールを命中させた。突然、 

牛の目が赤く光り出し、鼻からはモクモクと煙が！みん 

ながワーワーと歓声をあげる。牛がちょっとカッコいい！ 
  

Durham Bullsは、マイナーリーグでも、かなり有名。その理由は？ 

１．1902年に創設された、歴史と伝統のある球団 

２．創設者は、後のナショナル・ベースボール協会会長 

３．マイナーリーグでは最高レベルのAAAである 

４．20年前に作られた映画「Bull Durham」の舞台である 

  この映画はケビン・コスナー主演で、邦題「さよならゲーム」 

５．野球用語「ブルペン」の「ブル」はブル・ダラムから来てい 

       ると言われる。 

  その昔,ダラムはタバコ産業が盛んで、アメリカのどの野球場内の外野フェン 

        スにも「Bull Durham Tobacco」の広告があり、選手たちがいつも屯したり 

        練習したりするその場所を「Bullって書いてある囲い（pen)のところ」つまり 

        Bullpenと呼ぶようになったらしい。 

あなたに合わせた楽しみ方 

＊子供を楽ませたい 

 試合中、何回も子供向けにゲームなどをやってくれます。例えば、マスコットの 

 ブルちゃんとホームベースから一周かけっこ。トラクター競争。巨大ジグソーパ 

 ズル対決。野球を見ながらのお誕生日パーティーも可。特別室貸し切で飲み物食 

 べ物のサービス、ブルちゃんとの記念撮影も。小さなプレイグラウンドも有。 

＊カップルや夫婦で楽しみたい 

 青空の下での野球観戦はカップルに持って来い。一緒にビールでも飲みながら、 

 選手たちの好プレー珍プレーを見て、ついでに夕焼けを見て、その後は、毎週金 

 曜日に行われる花火大会でロマンチックなムードたっぷり。 

＊グループで楽しみたい 

 プライベート・パティオを借りてパーティーもできるし、2塁の外野側にある芝 

 生（$6/person）をみんなで陣取っての野球観戦ピクニックもかなりお勧めです。 

 

誕生日に行って、そのことを予め告げておくと、電光掲示板にその人の名前とメッ

セージを表示してくれます。恋人にサプライズ・メッセージっていうのもオツ。 

 

詳しい試合の日程などは、durhambulls.com でチェックできます。 

チケットは、インターネット、または当日球場入り口で購入することが可能です。 



６ 

アメリカ生活で思うこと・・・    

 

「アメリカで働く」（前半）  

 

 ノースカロライナ州に来てはじめの一年半は知り合いの彫刻家のお手伝い。

彼は元レーガン大統領の像も作った人で腕は一流（最近はドラゴンとか創って

るようです）。ただ、助手が常にいるほどのビジネスでもなく、ある日「解雇

通告」されました。 

 

 一週間もたたないうちに今度は違う知り合いの営ん

でいる画廊で、額縁の仕事を得ました。カスタムフ

レーミングですから、お客さんが持ち込んだポスター

をマット、ガラス、モールディングを適当に切って額

縁に仕上げます。Ｔシャツ、ゴルフボール、化石！な

どを額縁に入れる注文もあって結構楽しんでいまし

た。時給も7ドルから11ドルまで上がり５年以上続い

てましたが、経営難から「解雇通告」。 

 

 新聞の求人広告を眺めること約一ヶ月余り。ガーデンダンス社の面接に合

格。家からも車で5分と近く、周りもいい感じの人ばかり。仕事はアーティス

トが作ったセラミックを銅製のパイプを使ってトーチ（灯篭とはイメージがち

がうのですが）に組み立てて梱包、全米に発送していました。スタジオにも

通ってセラミック自体を作るようにもなりましたが、約一年後、銅の高騰でビ

ジネスが傾き出し、ある日「解雇通告」。 

 

 なんで3回も解雇されるんだ？また新聞の求人広告とに

らめっこの毎日が続き、今度はトライアングルエリアに

ある印刷会社。夕方７時から朝の７時まで、3日間働いて

2日間おやすみ4日間働いて3日間お休みというパターン。

24時間動いている馬鹿でかい印刷機でパンフレットやポ

ケモンカード！などを印刷する仕事でした。時給は10ド

ルでしたが、機械の騒音、油やインクの匂いに耐えられ

ず、「続けられない」。 
 

 一週間で止めてしまい、その後、前回働いていた

ガーデンダンスから声がかかり逆戻り。が、3ヵ月

後、銅の高騰のため「倒産」。正常心を保つには

ちょっと大変でしたが額縁の店からまた話があって

何ヶ月か働きました。しかし、そこも店をたたむ事

態になり、オーナーはフロリダに引っ越していきま

した。一時期は3ヶ所に店を持っていたのに「永遠」

という言葉は幻想にしか過ぎないのでしょう。 

（次号に続く） 

 

（馬場 裕：長崎県出身。放浪の末インドへ巡礼、得度。妻と3人の子供と共 

 にHillsborough 在住） 

     Mad Hatter（マッド・ハッター）                

   場所：1802 W. Main Street, Durham NC 27705  

         電話：919-286-1987 

      Web: http://www.madhatcafe.com/ 
 

Mad Hatterは不思議の国のアリスやバットマンのお話に出てくる帽子屋さんです

が、ここは帽子屋さんではありません。5年前まで、このお店がErwin Squareに

あった頃、店内にはたくさんの帽子コレクションが展示してありました。オー

ナーは、実は帽子コレクターだったのです！移転してからあの帽子たちはいった

いどこへ？ 

 

そんなオーナーが、もうひとつ凝っているのがケーキ。ガラスのディスプレーの

中に並んだたくさんのケーキやクッキーに、ついつい「わぁ～！おいしそう！」

と声を上げてしまいそう。ここは手作りのケーキ屋さん＋カフェ・レストラン。 
 

アメリカンケーキを味わうならここはお薦め。ストロベリー・ショートケーキ、

レモン・ラティス、レモン・バー、、チョコレート・エクレア、クラッシック・

バタークリームケーキ、ラズベリー・ファッジ、ブラック＆ホワイトケーキ、等

など、行く日によって内容が尐しずつ違います。 
 

「ショートケーキ」は日本の常識とちょっと違う定番アメ

リカンストロベリー・ショートケーキ。これは試してみる

価値大。幾層にも重ねたスポンジの間から見える苺と生ク

リームがおいしそう！ 

ブラック＆ホワイトケーキは、ここのオリジナル。チョコ

レートの褐色とホワイトクリームの白のコントラストがと

てもシック。バタークリームを好んで使うのがアメリカン

ケーキで、この店も半分以上はバタークリーム使用です。 

 

誕生日など特別な日のために、デコレーションケーキを予約することが可能で

す。尐なくとも1日前（前日の夕方4時前まで）のオーダーで、あなただけのスペ

シャルケーキを作ってくれます。凝ったデコレーションにも感激。 
 

さて、ケーキもいいですが、実はこのお店は食事もナイ

ス。特に土曜・日曜のブランチにどうぞ。「週末に朝食を

作るのは面倒」と思うあなたにピッタリ。「トラディショ

ナル・ジャパニーズ・ブレックファースト」のナンチャッ

テ日本食はいかが？焼き鮭とご飯、そしてキャベツの即席

醤油漬風が海苔の上にどっさり。洋食派のあなたには、

エッグ・ベネディクト、オムレツ、パンケーキ、ブリ

トー、クレープ、フルーツサラダ等のほか、サンドイッチ

（コールド、グリル）、ラップなど。 

 

このお店のコーヒーはオーガニック、パンも化学物質不使用、魚や肉も自然な地

元産（チャペルヒル産チーズのオムレツなども！）です。 

 

営業時間 月曜～土曜：７am—9pm、日曜：8am－3pm 
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トラディショナルジャパニーズ!? 



  こんなお店知ってた？ 
 

今回は、MADなお店を二つご紹介します。マッドって「怒ってる」という意味のほ

かに「クレイジー」「頭が変」「夢中」などの意味があります。さて、このお店は

どんな意味のマッドなのかなー？と考えながらの紹介です。 

 
The Mad Popper（マッド・ポッパー） 

 場所：105W.NC-54, Suite 259 Durham, NC 27713     電話：919－484－POPS 

 Homestead Market Shopping Center 内 Web:themadpopper.com 

 

女性オーナーのカワイイお店が、5月10日ついにクレ

イジーに弾けた～！ここで元気にPopしてるのは、

ポップコーン。それも普通のポップコーンじゃなく

て、グルメのポップコーンだって言うから「いった

い、どんなの？」と気になります。みんなが集まる

時に、絶対話題になること間違いなし。楽しくてお

いしくて、これなら会話もどんどん弾けちゃう！ 

 

フレーバーは、楽しいものがいっぱい。「チョコレート・

チーズケーキ」「キャラメル」「スウィート・ティー」

「ストロベリー」「チェダー・チーズ」「キャロライナ・

BBQ」、そして「マッドポッパー・ブレンド」は「チェ

ダー・チーズ」「キャラメル」「クラッシック」人気の三

種類 入り。週代わりスペシャルもあります。 

 

どれも、味見オッケーですから、すべて試してみてください。この味見が、ああ、

止まらなくなりそうでやばい～！だってチェダーもおいしいし、スウィート・

ティーなんて、他のステキなお菓子みたい～。そうなんです。ちょっと病み付きに

なりそうな気配。で、どうしても買って帰りたくなるのです。 

 

袋詰めでは、ベイビーポッパー（1quart)で$2.50から。ママポッ

パー、パパポッパー、グランドポッパーとサイズが上がっていきま

す。それ以外に、缶に詰めて買う方法もあります。ハーフガロンか

ら3ガロン半まで各種あります。缶で購入すると、次回からその缶

を持参すれば半額で一杯にしてくれるそうです。私はついつい一番

大きなパーティー缶（３ガロン半）を買ってしまいました。仕切り

が中にあって、3種類まで好きなフレーバーのものを入れることが

できます。何のフレーバーにしたかって？それは、ひ・み・つ！ 

 

 催し物でたくさんほしい場合やファンド・レイザーなどで使いたい場合には、特

別ディスカウントで注文できるそうですので、相談してみてくださいね。小さい缶

にたくさんの種類を詰めたサンプラーは、かわいくてプレゼントにも最適！ 

さあ、MAD POPPERのポップコーンでクレイジーに弾けちゃいましょ～！ 

 

営業：月曜～土曜：11am－5pm、日曜 ：1pm－4pm 

特大3ガロン半缶 
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我が家へ初めてのペット「タッフィー」が去年のクリスマスにやって来ました。

もうすぐ１才になるオス猫です。ペットストアを通して我が家の養子にするまで

の経緯を失敗談を交えてお話したいと思います。 
 

 昨年の、９月頃から猫ちゃんを探し求めて、ペットショップに家族全員で週末

ごとに足繁く通いました。 

 ペットショップのショーケースの中では常時４，５匹の猫が狭い部屋の中で元

気に遊んでいて未来の里親の訪問を心待ちにしているようでした。それぞれの

ケースの横に各猫の詳細（年齢、性別、予防接種、去勢手術済、センター名な

ど）が書かれている紙が張ってあり、養子にする時の目安になっています。 

 みな元気に遊んでいる姿はとても愛くるしく、係の人に頼むと、ケースの中か

ら猫を出してもらえ、部屋の中で接する機会を与えてもらえます。家族との相性

を事前に確認できるので、是非お試しく

ださい。 
  

 ほしい猫ちゃんが決ったら、猫の世話

をしているアダプションセンターの

ウェッブサイト上で申し込み用紙に記入

をします。記入後、２，３日でコーディ

ネーターと呼ばれる方から電話が入り、

いろいろな質問（家の大きさ、家族構

成、ペット経験など３０以上の質問）が

行われます。 

 その後、コーディネーターの方との面

接を経て、オーケーが出れば必要書類に

署名をし、養子縁組料を支払い、早ければ、２週間ほどで手続きは完了します。 

 

 私達の場合は、この面接時の質問で猫の爪を除去（Declaw）する手術について

聞いたことが裏目に出たらしく、残念ながら最初の養子縁組は不成立に終わって

しまいました。 二度目の猫ちゃん養子縁組への挑戦は、別のセンターの猫ちゃ

んを申し込む事になりました。 ペットショップでは、２、３週間ごとにの別の

アダプションセンターのペットと入れ替えます。  

 

前回の養子縁組との手続き上の違いは、ウェッブ上での申し込み用紙に身元保証

人（Personal Reference）の欄があり、尐なくとも３人の名前と電話番号を記入し

確認が取れ、電話上での質問に答え、コーディネーターのオーケーが出れば養子

縁組成立というもでした。事前の面接はなかったのです。もちろん爪の除去につ

いてはしっかりと聞かれましたが、二度目の挑戦は無事成功！  

ペットショップにタッフィーを引き取りに行き、養子縁組料金１００ドルを支払

い書類に署名をしました。こうして、ようやく我が家にタッフィーがやって来た

のです。 

（San Pachi: 千葉県出身、家族４人とMorrisvilleに在住）   

タッフィーくん 

ペットって最高！ 
 
ペットの養子縁組について 
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「正常」と「異常」 
 

「健康」と「病気」という二つの言葉の意味を考えた時、両者は正反対で、その違

いは、はっきりしているように思われがちです。でも、よく考えてみると、その二

つは境界線を引けるようなものではなく、グラデーションのように連なっていると

考えた方がすんなりいきます。 

 

 熱が出たり咳が出たりして寝込んでしまった時、「風邪を引いた」と

いいます。でも、尐しだけだるかったり、疲れやすかったりする場合は

どうでしょう？どこまでが「風邪」でどこまでが「気のせい」なので

しょうか？ 

 

  日頃生活していると、誰でも楽しいこともあれば嫌なこともあります。嫌な目

にあった時にイライラしたり、なかなか寝付けなかったり。失恋した時に体重が落

ちたり、何もやる気にならなかったり。あなたも「今、ちょっと鬱（うつ）で…」

と友人に話すことがあるかも知れません。いったい、どこまでが「正常の反忚」

で、どこまでが「鬱病（うつびょう）」なのでしょうか？ 

 

 文化によってもとらえ方が多尐違うかも知れません。日本でちょっとおとなしい

と見なされるだけの人が、ここアメリカだと「鬱（うつ）っぽい人」と思われてし

まう場合があります。逆に、日本人の感覚からだとアメリカでは「躁（そう）っぽ

い人」を割にたくさん見かけるような気がします。 

 

 統合失調症(精神分裂病)というこころの病気の人たちと接していると、彼らは

「病的」な部分に圧倒されがちではありますが、実は「正常」な部分を見ることも

尐なくないのです。よくなってくると、「正常」な部分が増えてきて、だんだんと

「正常」領域にシフトしていきます。 

 

 精神分析医になりたい人はみんな、その資格を得るために数年間本人自身も精神

分析を受けます。その分析は、治療的な分析と同質のものです。そこには、「どん

な人でも何らかの癖や傷がある」という前提があります。治療は、「分析医が被分

析者を治す」という一方向のものではありません。双方の交流が重視され、その境

界は必ずしもクリアなものではないのです。 

 

 もちろん、明らかに「病気」という領域はありますが、「あなたはあっち」「私

はこっち」と単純に分けていえるものでもないのです。その手

前の領域は、思ったよりも近いところにあります。 

 「正常」と「異常」が交錯したごちゃごちゃとした曖昧なと

ころはおもしろく、実は、程度の差はあれ誰もがそんな中間の

状態の中をうろうろしていて、それが人間の世界を味わい深い

豊かなものにしているのでしょう。 

  

（デーデ陽子：精神科医、茨城県出身、Durham在住） 

こころのお天気－今日は晴れ？ 

                                                                       

 

 

 

 おにぎりの言い方は、「おむすび」「むすび」「握りまま」（青森県）「おに 

んこ」（栃木県）など地方によってもいろいろあるようです。関西より以西で 

は「おにぎり」それ以外では「おむすび」が多いという統計もあります。 

 

 「おにぎり」は元来「飯を握る」から来た言葉ですが、実は音は「鬼切り」に

かけています。「鬼を切る」つまり「禍を退ける」という意味で、魔除けの効果

を言葉に込めたものです。 

 「おむすび」は「お結び」と漢字で書くように「握る」という言葉を婉曲的に

「結ぶ」と表現した女房言葉です。女房言葉とは、宮中の女官たちが使って 

いた隠語で「よい縁を結ぶことができますように」という 

願いが込められています。 

 言葉にも魂が宿ると考えていた昔の日本人たちは、邪気を

退け、福をもたらすような響きを好み、縁起のいい名前を食

べ物にもつけていたんですね。 

 Angel Roses Florist 
 日本そして世界中に 

 あなたの気持ちを添えて 

 お花をお届け致します 

フラワーアレンジメント教室 

詳細はお問い合わせください 

フローリスト（宇山） 
919-949-1875 日本語 
919-596-6185 英語 

 www.angelrosesflorist.com 

Mineral  

Spring  

Road 
Miami  

Blvd 

★ 

70 

To Raleigh 

To Durham 

 

三角 おにぎり 広め隊！ 
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コーヒーミニ百科 
 

 前回は一般的にポピュラーなカプチーノ（cappuccino)とカフェ・ラテ(café Latte)

の違いについてお話しました。今回は、その元になるエスプレッソ(espresso)のことに

ついてお話しようと思います。 

 

 エスプレッソ・マシーンを扱う人のことをブリスタ（brista)と言います。ブリスタ

の上手下手はフォームの出し方ですぐにわかります。試したい方は、カプチーノを頼ん

でみてください。カプチーノは、フォームをいっぱい使います。そのフォームが絹のよ

うに滑らかな泡になっていたら、そのブリスタは合格です。 

 

 さて、ブリスタの扱うエスプレッソ・マシーンとは、とて

もセンシティブで、湿度と温度の左右されます。順序として

は、まず引いたコーヒー豆に約30ポンドの重力を与え、それ

をエスプレッソ・マシーンにセットし、Hot Waterの圧力

（pump or piston)を加えて約30秒かけて１ショット（8オ

ンスカップ）をいっぱいにしていきます。10秒や20秒では短

すぎるといわれています。一般的に、30秒でできるエスプ

レッソがよいとされています。 

 

 始めは苦いとしか思えなかったエスプレッソが、飲んでい

るうちに味の違いがわかり、う～んおいしい！と感動できるようになります。ほとんど

のスペシャルコーヒー（カプチーノ、カフェ・ラテ、アメリカーノ、カフェ・モカな

ど）は、エスプレッソを使用します。フォームもエスプレッソ・マシーンで作ります。 

 

 スターバックスのエスプレッソ・マシーンはボタンひとつででできる自動式（Auto）

になってしまいました。時代の流れとともに、マシーンも変わってきます。手動で30ポ

ンドの圧力をかけ、その日の湿度で調節しながら作るコーヒーは、ひとつひとつ味が

違ってきます。誰でも同じように作れるコーヒーよりも、その人だけにしか作れない

コーヒーの方が、風味もあっておいしいと思っています。是非、そんなコーヒーを楽し

んでください。 

（Shelly Colburn: Jump’n Java Caféオーナー、九州出身、Cary在住。） 

  
コーヒーの香りと 

 ゆったりした空間 

こころのこもった 

 おいしいランチ 

日本人オーナーの 

 カフェです 

2945 S. Miami Blvd.                                                 
Durham, NC 27703 

                                               

Phone:919-361-1212 

 

このスペースに 

あなたの広告を 

載せませんか？ 

 
広告作りのアドバイスも 

いたします 
ご相談、お問い合わせは 

sankakuyokochou@gmail.com 

お耳を拝借  
                      

 ようやくノースカロライナにも雤がよく降るようになりましたね。雤が時折

降って気温もあがり、皆さんの家の庭にもきれいな花が咲いていることでしょ

う。それと同時に、庭の手入れが忙しくなる頃です。人を雇って芝生を刈っても

らっている方もいるでしょうが、多くはご自分で手入れ

をしているのではないでしょうか。私の主人などは

riding mowerに乗っていることが楽しいようですから。 

 

 Lawn mower を使っていらっしゃる皆さん、耳への保

護をされているでしょうか。Earmuff やearplugは耳を守

るための必需品です。Lawn mowerだけでなく、電動式

のツールは音がやかましいので、これらの道具を使うと

きは必ずearmuff  やearplugを着用しましょう。  

 

 騒音による難聴は騒音をうけている時間が短ければ、一時的なこともあります

が、長い年月の間には永久的なダメージになってしまいます。一度、ダメージを

受けた聴神経はもとには戻らないのです。 

 

 騒音による難聴で、最近よくいわれているのはiPodなど

によるものです。若いひとたちは音量をあげて音楽を聴く

のを好むようですが、この高い音量で音楽を何時間も聴い

ていると、永久的な難聴になってしまうのです。若いうち

から難聴をわずらって”What?” “Ha?” なんていうことにな

らないようにしましょう。 

 

 もうひとつ気をつけなければならないのは 赤ちゃん、

子供用のおもちゃです。大きな音の出るものには気をつけ

ましょう。また、lawn mower やpower toolを使っている

ときに本人だけでなく、近くにいる子供たちの耳にも気を

つけてください。 

 

 数年前 Lumbertonの耳鼻咽喉科でヒアリングテストを

手伝っていた時に、８歳の子供に騒音からくる難聴のパターンを見つけたことが

あります。何か大きな音に遭遇し

たのかといろいろと訊いてみたと

ころ おじさんに連れられて

huntingに行き、earplugは使 

わなかったとのことです。 

Earplug（耳栓）はドラッグストア

で購入できます。 

 

（田中美恵子：聴覚専門家、 

 聴覚クリニック医師、 

 神奈川県出身Fayetteville在住） 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 
6月７月に公開される映画の中から独断でピックアップしてご紹介します。 

 

「When did you last see your father？」PG13(ドラマ）6/6公開 

イギリスの作家ブレイク・モリソンの小説の映画化。久しぶり

に、まじめに人生、親、自分について考えてさせられる深い映画

です。あなたが最後に父親に会ったのはいつでしたか？その時のことを覚 

えていますか。父親の人生って、いったいどんなだったのでしょう。 

 

「Kung Fu Panda」PG（コメディ・アニメーション）6/6公開 

とっても愉しくて勇気をくれる一押しファミリー映画。ぐうたらパンダのポーが偉大

なマスター・シーフーのもとに弟子入りし最強のカンフーマスターを目指す。ジャッ

キー・チェンやダスティン・ホフマンも声で出演。この映画は、IMAXシアターの大迫

力映像とサウンドで見る方が絶対に楽しいと思います。是非お勧めします。 

 

「The Happening」NA（サスペンス、ドラマ、SF）6/13公開 

「シックス・センス」のM・ナイト・シャラマン監督によるSF映画。地球環境に変化

が起こり、人々がバタバタと倒れていく。人類滅亡を予想するミステリアスな自然災

害から脱出を試みようとする家族。大声でキャー！と叫びたいあなたには、戦慄のゾ

クゾク感をもれなくプレゼント。13日の金曜日公開というのももちろん特別の演出。 

 

「Get Smart」PG13（アクション、コメディー）6/20公開 

「The Devil Wears Pradaプラダを来た悪魔」でファッショナブルに大活躍したアン・ハ

サウェイが今度はカッコいいスパイ役で登場。世界征服を企む犯罪組織「KAOS」に

立ち向かうスパイ・グループ「コントロール」。スマート（スティーブ・カレル）と

エージェント99（アン・ハサウェイ）のコンビがどこまでがんばれるのか見もの。 

 

「The Love Guru」NA（コメディー）6/20公開 

グルって聞くと、日本人は麻原彰晃なんかを思い浮かべて「えぇ勘弁！」ってなりそ

うですが、大丈夫、このグルはそんな変質者とは違いそう。インドの寺院で拾われ育

てられた孤児のピトカは、アメリカで愛の伝道師（グル）になることを決意。関係の

こじれたカップルの救済に命をかけたグルの、どうしても笑っちゃう物語です。 

 

 

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 

3738 Chapel Hill Blvd. Durham Phone: 919-489-5116 

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 
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「WALL・E」NR（CGアニメーション、アクション、ファミリー）6/27公開 

「ファインディング・ニモ」のアンドリュー・スタントン監督によるディズニー

とピクサーのCG映画。環境汚染のために人間が住めなくなった地球で700年もの

間ひとりで清掃をし続けてきたロボットのWALL・E（ウォーリー）。ある日突

然、感情を持ってしまったWALL・Eは悲しみも喜びも知り、出会ったのは…。 

 

「Wanted」NA (アクション、アドベンチャー、SF）6/27公開 

長年捜し求めてきた父親が、実は特殊能力を持つ暗殺者だと知るマカヴォイ。父

親が殺され、報復のために訓練を受けることになる。アンジェリーナ・ジョリー

の妖艶さ、モーガン・フリーマンの渋さ、地球上でもっともセクシーな男5位に選

ばれたジェームス・マカヴォイ、見てるだけでうっとりしそう。あードキドキ！ 

 

「Hancock」NA（ドラマ、アクション、SF）7/2公開 

ウィル・スミス主演のお勧め映画。スーパーヒーローっていうのは、カッコいい

イデタチでバイクに乗ってやって来たりするもの。だけど、このヒーローはホー

ムレス。半ズボンにスニーカーそして毛糸の帽子でやってくる。彼は力持ちだし

悪者もやっつけちゃう。だけどその後に残された残骸の滅茶苦茶さはオーマイ・

ゴーッド！なんですねー。 

 

「Journey to Center of the Earth 3D」PG (家族、アクション、SF) 7/11公開 

原作はジュール・ベルヌ「地底探検」。東京ディズニー・シーにもありますね、

このアトラクション。乗ったことある～！って喜んでないで、映画も見てくださ

いよ。地質学者のトレバーと甥っ子のショーンが見つけたものは？私たちの知ら

ないこんな世界があるのでしょうか。もうこれはハラハラ一緒にアドベンチャー

するっきゃなさそうです。 

 

「The Dark Knight」PG13（アクション、ミステリー、SF）7/18公開 

あのクリスチャン・べールのバットマンが帰ってきた！シリーズでは第６作目。

ジョーカーは、ヒース・レジャーが務めます。第1作目ではジョーカーはジャッ

ク・ニコルソンがやっていたんですね。1939年にコミックに登場して以来、アメ

リカのヒーローとしてこんなに長く人気があるのもすごい。ニューヨークの街を

颯爽（さっそう）と飛ぶクールなコウモリ！ 

 

 

Asianの髪質をよく知った経験豊かなヘアー・スタイリスト 

女性のパーマ、ヘアダイなどのメニューも充実 

Woman Hair Cut  (shampoo, Styling 込）$23-25 
Man Hair Cut $15   Children hair cut (under 8) $13  

 Hours: Tues-Fri:10am~6pm Sat:9am~5 pm   Walk-ins Welcome! or appointment 

2950 Chapel Hill Road Durham, NC 27707  Phone:919-401-6300 
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コーヒーミニ百科 
 

 前回は一般的にポピュラーなカプチーノ（cappuccino)とカフェ・ラテ(café Latte)

の違いについてお話しました。今回は、その元になるエスプレッソ(espresso)のことに

ついてお話しようと思います。 

 

 エスプレッソ・マシーンを扱う人のことをブリスタ（brista)と言います。ブリスタ

の上手下手はフォームの出し方ですぐにわかります。試したい方は、カプチーノを頼ん

でみてください。カプチーノは、フォームをいっぱい使います。そのフォームが絹のよ

うに滑らかな泡になっていたら、そのブリスタは合格です。 

 

 さて、ブリスタの扱うエスプレッソ・マシーンとは、とて

もセンシティブで、湿度と温度の左右されます。順序として

は、まず引いたコーヒー豆に約30ポンドの重力を与え、それ

をエスプレッソ・マシーンにセットし、Hot Waterの圧力

（pump or piston)を加えて約30秒かけて１ショット（8オ

ンスカップ）をいっぱいにしていきます。10秒や20秒では短

すぎるといわれています。一般的に、30秒でできるエスプ

レッソがよいとされています。 

 

 始めは苦いとしか思えなかったエスプレッソが、飲んでい

るうちに味の違いがわかり、う～んおいしい！と感動できるようになります。ほとんど

のスペシャルコーヒー（カプチーノ、カフェ・ラテ、アメリカーノ、カフェ・モカな

ど）は、エスプレッソを使用します。フォームもエスプレッソ・マシーンで作ります。 

 

 スターバックスのエスプレッソ・マシーンはボタンひとつででできる自動式（Auto）

になってしまいました。時代の流れとともに、マシーンも変わってきます。手動で30ポ

ンドの圧力をかけ、その日の湿度で調節しながら作るコーヒーは、ひとつひとつ味が

違ってきます。誰でも同じように作れるコーヒーよりも、その人だけにしか作れない

コーヒーの方が、風味もあっておいしいと思っています。是非、そんなコーヒーを楽し

んでください。 

（Shelly Colburn: Jump’n Java Caféオーナー、九州出身、Cary在住。） 
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「正常」と「異常」 
 

「健康」と「病気」という二つの言葉の意味を考えた時、両者は正反対で、その違

いは、はっきりしているように思われがちです。でも、よく考えてみると、その二

つは境界線を引けるようなものではなく、グラデーションのように連なっていると

考えた方がすんなりいきます。 

 

 熱が出たり咳が出たりして寝込んでしまった時、「風邪を引いた」と

いいます。でも、尐しだけだるかったり、疲れやすかったりする場合は

どうでしょう？どこまでが「風邪」でどこまでが「気のせい」なので

しょうか？ 

 

  日頃生活していると、誰でも楽しいこともあれば嫌なこともあります。嫌な目

にあった時にイライラしたり、なかなか寝付けなかったり。失恋した時に体重が落

ちたり、何もやる気にならなかったり。あなたも「今、ちょっと鬱（うつ）で…」

と友人に話すことがあるかも知れません。いったい、どこまでが「正常の反忚」

で、どこまでが「鬱病（うつびょう）」なのでしょうか？ 

 

 文化によってもとらえ方が多尐違うかも知れません。日本でちょっとおとなしい

と見なされるだけの人が、ここアメリカだと「鬱（うつ）っぽい人」と思われてし

まう場合があります。逆に、日本人の感覚からだとアメリカでは「躁（そう）っぽ

い人」を割にたくさん見かけるような気がします。 

 

 統合失調症(精神分裂病)というこころの病気の人たちと接していると、彼らは

「病的」な部分に圧倒されがちではありますが、実は「正常」な部分を見ることも

尐なくないのです。よくなってくると、「正常」な部分が増えてきて、だんだんと

「正常」領域にシフトしていきます。 

 

 精神分析医になりたい人はみんな、その資格を得るために数年間本人自身も精神

分析を受けます。その分析は、治療的な分析と同質のものです。そこには、「どん

な人でも何らかの癖や傷がある」という前提があります。治療は、「分析医が被分

析者を治す」という一方向のものではありません。双方の交流が重視され、その境

界は必ずしもクリアなものではないのです。 

 

 もちろん、明らかに「病気」という領域はありますが、「あなたはあっち」「私

はこっち」と単純に分けていえるものでもないのです。その手

前の領域は、思ったよりも近いところにあります。 

 「正常」と「異常」が交錯したごちゃごちゃとした曖昧なと

ころはおもしろく、実は、程度の差はあれ誰もがそんな中間の

状態の中をうろうろしていて、それが人間の世界を味わい深い

豊かなものにしているのでしょう。 

  

（デーデ陽子：精神科医、茨城県出身、Durham在住） 

こころのお天気－今日は晴れ？ 

                                                                       

 

 

 

 おにぎりの言い方は、「おむすび」「むすび」「握りまま」（青森県）「おに 

んこ」（栃木県）など地方によってもいろいろあるようです。関西より以西で 

は「おにぎり」それ以外では「おむすび」が多いという統計もあります。 

 

 「おにぎり」は元来「飯を握る」から来た言葉ですが、実は音は「鬼切り」に

かけています。「鬼を切る」つまり「禍を退ける」という意味で、魔除けの効果

を言葉に込めたものです。 

 「おむすび」は「お結び」と漢字で書くように「握る」という言葉を婉曲的に

「結ぶ」と表現した女房言葉です。女房言葉とは、宮中の女官たちが使って 

いた隠語で「よい縁を結ぶことができますように」という 

願いが込められています。 

 言葉にも魂が宿ると考えていた昔の日本人たちは、邪気を

退け、福をもたらすような響きを好み、縁起のいい名前を食

べ物にもつけていたんですね。 

 Angel Roses Florist 
 日本そして世界中に 

 あなたの気持ちを添えて 

 お花をお届け致します 

フラワーアレンジメント教室 

詳細はお問い合わせください 

フローリスト（宇山） 
919-949-1875 日本語 
919-596-6185 英語 

 www.angelrosesflorist.com 

Mineral  

Spring  

Road 
Miami  

Blvd 

★ 

70 

To Raleigh 

To Durham 

 

三角 おにぎり 広め隊！ 
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  こんなお店知ってた？ 
 

今回は、MADなお店を二つご紹介します。マッドって「怒ってる」という意味のほ

かに「クレイジー」「頭が変」「夢中」などの意味があります。さて、このお店は

どんな意味のマッドなのかなー？と考えながらの紹介です。 

 
The Mad Popper（マッド・ポッパー） 

 場所：105W.NC-54, Suite 259 Durham, NC 27713     電話：919－484－POPS 

 Homestead Market Shopping Center 内 Web:themadpopper.com 

 

女性オーナーのカワイイお店が、5月10日ついにクレ

イジーに弾けた～！ここで元気にPopしてるのは、

ポップコーン。それも普通のポップコーンじゃなく

て、グルメのポップコーンだって言うから「いった

い、どんなの？」と気になります。みんなが集まる

時に、絶対話題になること間違いなし。楽しくてお

いしくて、これなら会話もどんどん弾けちゃう！ 

 

フレーバーは、楽しいものがいっぱい。「チョコレート・

チーズケーキ」「キャラメル」「スウィート・ティー」

「ストロベリー」「チェダー・チーズ」「キャロライナ・

BBQ」、そして「マッドポッパー・ブレンド」は「チェ

ダー・チーズ」「キャラメル」「クラッシック」人気の三

種類 入り。週代わりスペシャルもあります。 

 

どれも、味見オッケーですから、すべて試してみてください。この味見が、ああ、

止まらなくなりそうでやばい～！だってチェダーもおいしいし、スウィート・

ティーなんて、他のステキなお菓子みたい～。そうなんです。ちょっと病み付きに

なりそうな気配。で、どうしても買って帰りたくなるのです。 

 

袋詰めでは、ベイビーポッパー（1quart)で$2.50から。ママポッ

パー、パパポッパー、グランドポッパーとサイズが上がっていきま

す。それ以外に、缶に詰めて買う方法もあります。ハーフガロンか

ら3ガロン半まで各種あります。缶で購入すると、次回からその缶

を持参すれば半額で一杯にしてくれるそうです。私はついつい一番

大きなパーティー缶（３ガロン半）を買ってしまいました。仕切り

が中にあって、3種類まで好きなフレーバーのものを入れることが

できます。何のフレーバーにしたかって？それは、ひ・み・つ！ 

 

 催し物でたくさんほしい場合やファンド・レイザーなどで使いたい場合には、特

別ディスカウントで注文できるそうですので、相談してみてくださいね。小さい缶

にたくさんの種類を詰めたサンプラーは、かわいくてプレゼントにも最適！ 

さあ、MAD POPPERのポップコーンでクレイジーに弾けちゃいましょ～！ 

 

営業：月曜～土曜：11am－5pm、日曜 ：1pm－4pm 

特大3ガロン半缶 
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我が家へ初めてのペット「タッフィー」が去年のクリスマスにやって来ました。

もうすぐ１才になるオス猫です。ペットストアを通して我が家の養子にするまで

の経緯を失敗談を交えてお話したいと思います。 
 

 昨年の、９月頃から猫ちゃんを探し求めて、ペットショップに家族全員で週末

ごとに足繁く通いました。 

 ペットショップのショーケースの中では常時４，５匹の猫が狭い部屋の中で元

気に遊んでいて未来の里親の訪問を心待ちにしているようでした。それぞれの

ケースの横に各猫の詳細（年齢、性別、予防接種、去勢手術済、センター名な

ど）が書かれている紙が張ってあり、養子にする時の目安になっています。 

 みな元気に遊んでいる姿はとても愛くるしく、係の人に頼むと、ケースの中か

ら猫を出してもらえ、部屋の中で接する機会を与えてもらえます。家族との相性

を事前に確認できるので、是非お試しく

ださい。 
  

 ほしい猫ちゃんが決ったら、猫の世話

をしているアダプションセンターの

ウェッブサイト上で申し込み用紙に記入

をします。記入後、２，３日でコーディ

ネーターと呼ばれる方から電話が入り、

いろいろな質問（家の大きさ、家族構

成、ペット経験など３０以上の質問）が

行われます。 

 その後、コーディネーターの方との面

接を経て、オーケーが出れば必要書類に

署名をし、養子縁組料を支払い、早ければ、２週間ほどで手続きは完了します。 

 

 私達の場合は、この面接時の質問で猫の爪を除去（Declaw）する手術について

聞いたことが裏目に出たらしく、残念ながら最初の養子縁組は不成立に終わって

しまいました。 二度目の猫ちゃん養子縁組への挑戦は、別のセンターの猫ちゃ

んを申し込む事になりました。 ペットショップでは、２、３週間ごとにの別の

アダプションセンターのペットと入れ替えます。  

 

前回の養子縁組との手続き上の違いは、ウェッブ上での申し込み用紙に身元保証

人（Personal Reference）の欄があり、尐なくとも３人の名前と電話番号を記入し

確認が取れ、電話上での質問に答え、コーディネーターのオーケーが出れば養子

縁組成立というもでした。事前の面接はなかったのです。もちろん爪の除去につ

いてはしっかりと聞かれましたが、二度目の挑戦は無事成功！  

ペットショップにタッフィーを引き取りに行き、養子縁組料金１００ドルを支払

い書類に署名をしました。こうして、ようやく我が家にタッフィーがやって来た

のです。 

（San Pachi: 千葉県出身、家族４人とMorrisvilleに在住）   

タッフィーくん 

ペットって最高！ 
 
ペットの養子縁組について 
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６ 

アメリカ生活で思うこと・・・    

 

「アメリカで働く」（前半）  

 

 ノースカロライナ州に来てはじめの一年半は知り合いの彫刻家のお手伝い。

彼は元レーガン大統領の像も作った人で腕は一流（最近はドラゴンとか創って

るようです）。ただ、助手が常にいるほどのビジネスでもなく、ある日「解雇

通告」されました。 

 

 一週間もたたないうちに今度は違う知り合いの営ん

でいる画廊で、額縁の仕事を得ました。カスタムフ

レーミングですから、お客さんが持ち込んだポスター

をマット、ガラス、モールディングを適当に切って額

縁に仕上げます。Ｔシャツ、ゴルフボール、化石！な

どを額縁に入れる注文もあって結構楽しんでいまし

た。時給も7ドルから11ドルまで上がり５年以上続い

てましたが、経営難から「解雇通告」。 

 

 新聞の求人広告を眺めること約一ヶ月余り。ガーデンダンス社の面接に合

格。家からも車で5分と近く、周りもいい感じの人ばかり。仕事はアーティス

トが作ったセラミックを銅製のパイプを使ってトーチ（灯篭とはイメージがち

がうのですが）に組み立てて梱包、全米に発送していました。スタジオにも

通ってセラミック自体を作るようにもなりましたが、約一年後、銅の高騰でビ

ジネスが傾き出し、ある日「解雇通告」。 

 

 なんで3回も解雇されるんだ？また新聞の求人広告とに

らめっこの毎日が続き、今度はトライアングルエリアに

ある印刷会社。夕方７時から朝の７時まで、3日間働いて

2日間おやすみ4日間働いて3日間お休みというパターン。

24時間動いている馬鹿でかい印刷機でパンフレットやポ

ケモンカード！などを印刷する仕事でした。時給は10ド

ルでしたが、機械の騒音、油やインクの匂いに耐えられ

ず、「続けられない」。 
 

 一週間で止めてしまい、その後、前回働いていた

ガーデンダンスから声がかかり逆戻り。が、3ヵ月

後、銅の高騰のため「倒産」。正常心を保つには

ちょっと大変でしたが額縁の店からまた話があって

何ヶ月か働きました。しかし、そこも店をたたむ事

態になり、オーナーはフロリダに引っ越していきま

した。一時期は3ヶ所に店を持っていたのに「永遠」

という言葉は幻想にしか過ぎないのでしょう。 

（次号に続く） 

 

（馬場 裕：長崎県出身。放浪の末インドへ巡礼、得度。妻と3人の子供と共 

 にHillsborough 在住） 

     Mad Hatter（マッド・ハッター）                

   場所：1802 W. Main Street, Durham NC 27705  

         電話：919-286-1987 

      Web: http://www.madhatcafe.com/ 
 

Mad Hatterは不思議の国のアリスやバットマンのお話に出てくる帽子屋さんです

が、ここは帽子屋さんではありません。5年前まで、このお店がErwin Squareに

あった頃、店内にはたくさんの帽子コレクションが展示してありました。オー

ナーは、実は帽子コレクターだったのです！移転してからあの帽子たちはいった

いどこへ？ 

 

そんなオーナーが、もうひとつ凝っているのがケーキ。ガラスのディスプレーの

中に並んだたくさんのケーキやクッキーに、ついつい「わぁ～！おいしそう！」

と声を上げてしまいそう。ここは手作りのケーキ屋さん＋カフェ・レストラン。 
 

アメリカンケーキを味わうならここはお薦め。ストロベリー・ショートケーキ、

レモン・ラティス、レモン・バー、、チョコレート・エクレア、クラッシック・

バタークリームケーキ、ラズベリー・ファッジ、ブラック＆ホワイトケーキ、等

など、行く日によって内容が尐しずつ違います。 
 

「ショートケーキ」は日本の常識とちょっと違う定番アメ

リカンストロベリー・ショートケーキ。これは試してみる

価値大。幾層にも重ねたスポンジの間から見える苺と生ク

リームがおいしそう！ 

ブラック＆ホワイトケーキは、ここのオリジナル。チョコ

レートの褐色とホワイトクリームの白のコントラストがと

てもシック。バタークリームを好んで使うのがアメリカン

ケーキで、この店も半分以上はバタークリーム使用です。 

 

誕生日など特別な日のために、デコレーションケーキを予約することが可能で

す。尐なくとも1日前（前日の夕方4時前まで）のオーダーで、あなただけのスペ

シャルケーキを作ってくれます。凝ったデコレーションにも感激。 
 

さて、ケーキもいいですが、実はこのお店は食事もナイ

ス。特に土曜・日曜のブランチにどうぞ。「週末に朝食を

作るのは面倒」と思うあなたにピッタリ。「トラディショ

ナル・ジャパニーズ・ブレックファースト」のナンチャッ

テ日本食はいかが？焼き鮭とご飯、そしてキャベツの即席

醤油漬風が海苔の上にどっさり。洋食派のあなたには、

エッグ・ベネディクト、オムレツ、パンケーキ、ブリ

トー、クレープ、フルーツサラダ等のほか、サンドイッチ

（コールド、グリル）、ラップなど。 

 

このお店のコーヒーはオーガニック、パンも化学物質不使用、魚や肉も自然な地

元産（チャペルヒル産チーズのオムレツなども！）です。 

 

営業時間 月曜～土曜：７am—9pm、日曜：8am－3pm 
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トラディショナルジャパニーズ!? 
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今回は、先日大学院での研究を終えたばかりの西岡雅比呂さ

ん（仮名）にお話を伺いました。西岡さんは、トライアング

ルでの生活をとても大事にして、日本人ともアメリカ人とも

多く関わり、充実した毎日を送っています。 

 

△横丁：アメリカに住んでどのくらいですか？ 

西岡 ：もう９年目に入ろうとしています。 
 

△横丁：アメリカに来た理由は？ 

西岡 ：小さいころ、NYに住んでいて、もう一度こちらの生活がしてみたかっ 

    たんです。英語を使う仕事をしたかったし、大学を変えたいと思って 

    いました。 
 

△横丁：どうして大学を変えたかったのですか？ 

西岡 ：日本で物理を専攻していましたが、工学部に変更したかったんです。 
 

△横丁：何が専門なのですか？ 

西岡 ：ジェットエンジン。飛行機のエンジンです。 
 

△横丁：トライアングルのどこが好きで、どこが嫌いですか？ 

西岡 ：与えられた物は全て好きになるタイプなので、嫌いなところはありま 

    せん。好きなところは、自然があるけど、田舎ではないところ。 

    そしてアジアの食事に困らないところ。 
 

△横丁：よく行くレストランはどこですか？ 

西岡 ：Durhamのチャイナ・パレスです。http://www.mychinapalace.com/ 

    牛の肝入りラーメンがおいしいくて好きです。しょうゆ味です。 
 

△横丁：これからやってみたいことは何ですか？ 

西岡 ：チャリティーをやってみたい。 

    お金を集めて、人助けをしたいです。 
 

△横丁：アメリカに来て分かった日本人の長所、短所は何ですか？ 

西岡 ：長所は、自己主張をあまりせず、まじめに努力する。アメリカ人に同 

    じことをさせるのには、労力がかかりますからね。  

    短所は、学生に関してだと、他の国より仲間意識が強すぎる。

Independentに活躍する人は、ヨーロッパ人に比べると

尐なすぎる。 
 

△横丁：逆にアメリカの長所、短所はなんですか？ 

西岡 ：長所は、100％本当じゃないけど、誰にもチャ 

    ンスがあり、全ての人に道が開かれているこ 

    と。短所は、うぬぼれている面ですね。 

 

△横丁：ありがとうございました。 

あなたにインタビュー 
                       5 

Durham Bullsの象徴Bullが野球場のスコアボードの上 

の方にそびえ立つ。牛に書いてある言葉は 
       HIT BULL WIN STEAK 

              HIT GRASS WIN SALAD 

バッターがこの牛にボールを当てたら、ただのホームラ 

ンじゃない。ステーキがもらえる！でも下の草の部分に 

当てたら本当にサラダだけなの？ 

 

あんな遠くまで飛ばせるのかなあと思っていたら、す 

ごい！Bullsの選手が見事にボールを命中させた。突然、 

牛の目が赤く光り出し、鼻からはモクモクと煙が！みん 

ながワーワーと歓声をあげる。牛がちょっとカッコいい！ 
  

Durham Bullsは、マイナーリーグでも、かなり有名。その理由は？ 

１．1902年に創設された、歴史と伝統のある球団 

２．創設者は、後のナショナル・ベースボール協会会長 

３．マイナーリーグでは最高レベルのAAAである 

４．20年前に作られた映画「Bull Durham」の舞台である 

  この映画はケビン・コスナー主演で、邦題「さよならゲーム」 

５．野球用語「ブルペン」の「ブル」はブル・ダラムから来てい 

       ると言われる。 

  その昔,ダラムはタバコ産業が盛んで、アメリカのどの野球場内の外野フェン 

        スにも「Bull Durham Tobacco」の広告があり、選手たちがいつも屯したり 

        練習したりするその場所を「Bullって書いてある囲い（pen)のところ」つまり 

        Bullpenと呼ぶようになったらしい。 

あなたに合わせた楽しみ方 

＊子供を楽ませたい 

 試合中、何回も子供向けにゲームなどをやってくれます。例えば、マスコットの 

 ブルちゃんとホームベースから一周かけっこ。トラクター競争。巨大ジグソーパ 

 ズル対決。野球を見ながらのお誕生日パーティーも可。特別室貸し切で飲み物食 

 べ物のサービス、ブルちゃんとの記念撮影も。小さなプレイグラウンドも有。 

＊カップルや夫婦で楽しみたい 

 青空の下での野球観戦はカップルに持って来い。一緒にビールでも飲みながら、 

 選手たちの好プレー珍プレーを見て、ついでに夕焼けを見て、その後は、毎週金 

 曜日に行われる花火大会でロマンチックなムードたっぷり。 

＊グループで楽しみたい 

 プライベート・パティオを借りてパーティーもできるし、2塁の外野側にある芝 

 生（$6/person）をみんなで陣取っての野球観戦ピクニックもかなりお勧めです。 

 

誕生日に行って、そのことを予め告げておくと、電光掲示板にその人の名前とメッ

セージを表示してくれます。恋人にサプライズ・メッセージっていうのもオツ。 

 

詳しい試合の日程などは、durhambulls.com でチェックできます。 

チケットは、インターネット、または当日球場入り口で購入することが可能です。 
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野球を見に行こう！ ダラム・ブルズ球場 

Take me out to the ball game 
Take me out with the crowd, 
Buy me some peanuts and Cracker Jack 
I don't care if I ever get back. 
Let me root, root root for the home team, 
If they don't win it's a shame; 
For it's one, two, three strikes you're out 
At the old ball game.    

♪ 

♪ 

 「コッ、キャンデ！コッ、キャンデ！」綿アメ売りのおじさんが長い棒にたく

さんのCotton Candyをくくりつけて売り歩いてる。カラフルなスノー・コーンと

呼ばれるカキ氷。大勢の人のざわめき。野球のアナウンサーの独特の声。きれい

に整備された球場の緑と青い空。「ああ、アメリカの野球場だなあ！」と実感。 

 

 ステーキ・サンドにカロライナ・エールという地元産ビールを持って自分の席

へ。もちろんフレンチフライも定番だし、歌

にある「クラッカー・ジャックス」という

キャラメル味のポップコーンもいい。Fresh 

Hot Funnel Cakeは、揚げたての丸い平

たいパンのようなもの。粉砂糖がよく

マッチしておいしい。野球場は、アメリカ

ン・ジャンクフードがよく似合う場所だ。手

軽なフィンガーフードを片手に思いっきり忚

援。何の気取りもいらない。ピザ、ハンバー

ガー、ホットドッグそしてコーラ。気分は、

いいのか悪いのか超アメリカン！ 

 

 席のお勧めは、３塁側のフィールドボックス（11３、115）か、ホームベースの

後ろ（100～103）。理由は、ホームベースの後ろだと、選手がよく見える。ピッ

チャーの動き、バッターの動き、ホームに飛び込んでくる選手

の迫力…それを、自分の真ん前で見ることができる。これはな

かなかすごい。 

 3塁側のフィールドボックスのいい点は、球が観客席まで飛

んでくる可能性が高いこと。知ってる子供達が、通路の一番前

でグローブを片手に待ち構えてる。「僕が取るんだから！」っ

て感じでかわいい。ゲームの全体像も見渡せるし、外野選手た

ちの表情も近くで見てるとおもしろい。ブルペンも近くて、

キャッチの練習も見られる。 

マスコットのブルちゃん 

Durham Bulls Athletic Park Durham, NC 27701 phone:919-956-BULL 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・時間は相談忚、日本の心を学びましょう。チャペルヒル967-2725小野 

 

借家：タウンハウス、３BR 3.5Bath 2,137Sq  2ガレージ、グルメキッチン、小

ペット可、チャペルヒルスクール、交通便利、UNC近し、$1,700 山岸215-4665迄 

 

売り家：3BR, 2Bath,2,095Sq 1960代のカリフォルニアランチスタイル、暖炉付

Dining、Basement、広いデッキ、イーストチャペルヒル高校近 山岸215-4665 迄 
 

 

 
 

見て見て！三角掲示板 

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ーーーー 

「見て見て！三角掲示板」では、みなさまからの「売ります・買います・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。料

金は２行５ドル、１行増えるごとに５ドル追加です。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。どうぞご活用ください。E-mail: Sankakuyokochou@gmail.comまで。 

Classified 

 

                       

Realtor/Broker/QSC 

トライアングル地域の情報やご質問は、

下記のWeb掲示板をご利用ください。

yokoyamagishi.com 

不動産関係のご相談をいつでも承っ

ております。住宅売買、レンタル、

投資・商業用物件など、どうぞ安心

してお任せください。 

山岸 陽子 
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6/15日７ｐｍ ブルース/Southern Village Chapel Hill 

6/15日11am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

6/15日5-7pm ライブミュージック/American Tobacco Campus  595-5021 

6/16月８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/17火８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/17火１２- ライブミュージック/CCB Plaza, Corcoran & Parrish Streets 

6/18水８pm エイコとコマ ダンス/Reynolds Theater Duke  

6/20金 ６-９pm ホッグ・デイHog Day/ Cameron Park Hillsborough  

6/21土７：３０pm Forbidden Broadway (NCSymphony) /462-2052 

6/21土９am-6pm ホッグ・デイ Hod Day/Cameron Park www.hogdays.com 

6/21土９am-4pm 日本刺繍/Doris Duke Center at Duke Garden 684-3698 

6/21土６pm ブルース/Duke Park  www.bobbyhinton.com 

6/22日９am-4pm 日本刺繍/Doris Duke Center at Duke Garden 684-3698 

6/22日７pm アコースティック演奏/Southern Village Chapel Hill 

6/22日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 
6/28土７：３０pm Northern Lights(NCS) /8003 Regency Parkway Cary   

6/28土６ｐｍ R & B /Twin Lakes Park 400 Chandler Rd. Durham 

6/29日７pm Celtic・Original Blend/Southern Village Chapel Hill 

6/29日１１am-1pm ジャズとブランチ/ Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/4金 独立記念日イベント/Raleigh State Fairgrounds  Raleigh 

7/4金11am-3pm 独立記念日イベント/Mordecai Historic Park Raleigh 

7/4金 ８am-3pm 独立記念日イベント/Bond Park Cary 460-4951 

7/4金 ７pm 独立記念日イベント/Kenan Memorial Stadium at UNC 

7/4金 9pm 独立記念日イベント/Durham Bulls Athletic Park 

7/4金10am-6pm Festival of Eno/West Point on the Eno City Park  Durham 

7/4金7:30pm 独立記念日イベント/8003 Regency Parkway Cary  462-2052 

7/5土7:30pm Live music(NC Symohony)/8003 Regency Parkway Cary   

7/5土９－１１ｐｍ 天体観測/www.enoriver.org/eno/parks/littleriverpark.html 

7/6日７ｐｍ デキシィーランド/Southern Village Chapel Hill 

7/6日１１am-１pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/12土５-８ｐｍ 夏祭り・盆踊り(日本クラブ）/Japan Center @ NC state U. 

  trianglejapanclub.org/index.html 

7/12土７：３０ｐｍ ブルース/8003 Regency Parkway Cary  462-2052 

7/12土 ゴスペル音楽/Rock Quarry Park  560-4355 

7/13日７ｐｍ アコースティック演奏/Southern Village Chapel Hill 

7/13日11am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro 929-0010 

7/16水１７木8pm 大駱駝艦 ダンス/Page Auditorium Duke  

7/18金8pm Japan Festival ダンス/Reynolds Theater Duke  

7/19土２ｐｍ・８ｐｍ Japan Festival ダンス/Reynolds Theater Duke  

7/19土７：３０ｐｍ The Music of the Eagles/8003 Regency Parkway Cary 

６月７月のトライアングル地域のイベント・スケジュール 
                                ３ 

RDUエアポートにトランクのガチョウ現る!? 
  

皆さんが、よく利用しているRDUエアポート。駐車場か

ら空港ビルに移動する時に、まず必ずと言っていいほど

歩いている通路（動く歩道のある所）の天井に、突如、

不思議な物体が！ 

 

鳥のように見えるこの物体。実は、古いトランクで作ら

れたグース（ガチョウ）のオブジェ。 

 

これを創作したのは、去年までサウスウェスト・エアラインで働いていた

ダン・ディットマンさん（ダラム在住）。19年間、サウスウェスト・エア

ラインで働いている間に集めたビンテージもののトランクは、1940年代か

ら1960年代に流行したサムソナイト社の「Streamlite」という特別なモデ

ル。この時代は、それまで一部のエリート達だけのものだった長距離路線

の旅行が、庶民達の間に広まって行った時期です。 

 

歴史を感じさせる味のあるトランクたち。15体あ

るグースのオブジェは、それぞれが違っていて、

よく見ると昔のホテルのステッカーが張ったまま

のだったり。RDUにた

どり着くまで、どんな

旅をしてきたのでしょ

うね。 

 

RDUエアポートに行く

機会があれば、ちょっ

と視線を天井へ向けて

みてはいかが。 

郵便料金また値上げ・新料金はいくら？ 

5月12日から、また郵便料金が値上がりしました。あまりの頻繁な値上げ

に「いったい今はいくらなの？」とわからなくなってしまいますね。 

アメリカ国外： 

First-class International Mail to Canada and Mexico (1oz)           72 cents  

First-class International Mail to other countries (含Japan)  (1oz)           92 cents 

   アメリカ国内:  First-class letter     (1oz)    42 cents       

                        First-class letter    (2oz)     59 cents 

                             Postcard                             27 cents 
       

Forever  Stamp: フォーエバー切手は、将来、郵便料金 

 が値上がりしても、その差額を貼らずに、そのままい

つまでも使うことができる便利な切手です。現在郵便

局では、１枚42セント用の切手(アメリカ国内一般封書

用1ozまで）は、1シート20枚入り$8.40で発売中。 Forever stamp 
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!!Hot News!! 

イミグレーション・サービスがDurhamでも！ 
 

今まで、グリーンカード、VISA、移民関係の手続きのためには、ノースカロラ

イナ州では唯一のオフィスがあるCharlotteまで行かなければなりませんでした

が、この4月28日より、ダラムでサービスが受けられるようになりました。 

 

U.S. Citizenship and Immigration Services のダラム・カスターサービスの場

所は、301 Roycroft Drive, Durham NC 27703 です。RPTの近くで、I－40と

S. Miami Blvdが交差している所からすぐです。S. Miami Blvdから見ると、

ちょうどHomewood suiteというホテルの裏あたりになり、ちょっと見逃してし

まいそうなので気をつけてください。 

 

新しくできたこのイミグレーション・サービス・

オフィスは、ノースカロライナ州東部地区に対す

るサービスを目的にしています。今までノースカ

ロライナ州の業務はcharlotteのオフィスがすべて

受け持っていましたが、Durhamオフィスの始動に

より、サービスの効率化がはかれます。一日に

400人近い来場を予想していますが、今のところ

まだ知られていないせいか、かなり空いていま

す。 

 

このオフィスは、月曜から金曜の午前8時から午

後4時まで開いていますが、原則として、Military

関係者以外は、予め予約をしないとサービスを受

けられませんので、ご留意ください。 詳しく

は、USCISのホームページ等でご確認を。 

USCIS 
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*「三角横丁」への広告の掲載、またこの情報誌に関するお問い合わせは、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・事実であるよう努力しておりますが、事実と異なる 

 場合は、事実を優先させ、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、記事の一部あるいは全部の無断転載、使用を禁止します。 
======================================================================= 
  トライアングル地域情報誌「三角横丁」by 三角横丁編集部 Ⓒ All rights reserved. 

  発行人：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子 

 

7/19土６ｐｍ ジャズとブランチ/Forest Hills Park Durham 

7/20日７ｐｍ 世界の音楽/Southern Village Chapel Hill 

7/20日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

7/27日１２－５ｐｍ ブライダルフェア/Hayti Heritage Center  Durham  

7/27日７pm 懐かしの歌 ブルース/Southern Village Chapel Hill 

7/27日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market Carrboro  

8/2土８：３０pm 天体観測/Little River Regional Park  962-1236 

8/2土６ｐｍ レゲエ/Oval Park 2200 W. club Blvd. Durham 

8/3日７pm ジャズとブランチ/Southern Village Chapel Hill 

8/3日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  

8/9土１０-11am 家族で楽しむ音楽/Music Explorium Durham 

8/10日７pm ジャズ・フォーク・ロック/Southern Village Chapel Hill 

8/10日１１am-1pm ジャズとブランチ/Weaver Street Market  Carrboro  
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 6月は、日本では雤降りの季節。出かける時には雤が降っていなくても、かばん

にいつも傘を忍ばせていないと大変。雤降りの日の電車の中は、湿気でやけに

ムーッとして、人の傘で洋服を濡らされないようにと気が気じゃない。明るいお

日様が見れない毎日に、「いつ梅雤明け宣言が出るんだろう？」と待ちどおしく

てたまらない。 

 

 でも子供達は結構楽しんでいる。ゴム長靴を履いて大喜び。バシャバシャわざ

と水溜りに向かって行く。いつもと違って見える道。たくさんの水溜りをひとつ

ずつ全部征服しようとして、時間のたつのも忘れちゃう。傘だって、さすのは面

倒だけど、チャンバラごっこには最適。何でも楽しんじゃう子供って羨ましい。 

 

 日本の「梅雤」のイメージがこのノースカロライナでは薄い。「雤季」はエイ

プリルシャワーと言われるように4月が中心。かわいい殻を背負ったでんでんむし

もあまり見かけない。紫とピンクと青の微妙な色合いのハイドレンジア（紫陽

花）を、ガーデニングショップで見つけた。でんでんむしの歌が懐かしくなる。 

 

 ノースカロライナの6月は、夏の始まり。子供達の学校が終了して夏休みに入

る。長い休みをどう過ごそうか、ちょっとソワソワ、ワクワク。遠出の旅行や帰

省の計画を練ったり、アウトドアっぽい気持ちになり、週末ごとに外に出掛ける

のが楽しみになる。あなたは、今年の夏、どんなふうに過ごしたいですか。 

でんでんむしむし 

かたつむり 

おまえの頭は 

どこにある 

つの出せ 

やり出せ 

目玉だせ 

たくわんⒸ 
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