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最高気温は毎夏、更新されていて、熱波に参りそうになりますが、いったいこの更

新記録はいつまで続くのかしらと、ふと不安になります。太陽がカンカン照りの昼

間は外に出るのを控え、夕方になってから動き出した方がいいですね。 
 

日本は夏には花火大会があちこちで開かれ、涼しくなった夕方から浴衣（ゆかた）

を着て、下駄をカランコロン鳴らしながら、ドーンと打ちあがる花火を見にいく人

が大勢います。着物は、着るのに一苦労しますし高価なこともあって、特別なこと

がないとあまり一般には着られないことが多いですが、浴衣は逆に今の若い人たち

の間ではブームです。浴衣は、文字の通りで、安土桃山時代の頃、湯上りに着る簡

易的な着物として広まりました。汗を吸

い取ってくれて、着ていても涼しさを感

じられる作りは、やはり先人の知恵なの

でしょう。半幅帯か兵児帯を簡単に結ん

で、背中にうちわの柄をサッと刺し、

水を撒いた夕方の道を歩けば、昼間の

暑さはもう過去のこと。あとは、かき

氷の宇治金時があれば、尚よしです。 
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!!Hot News!! 

    シャーロット夏の盆踊り大会 
 

7月30日、日本文化への理解を深め、日本人間の交流、シャー

ロット周辺の地域貢献をテーマにダウンダウン・シャーロット

で夏の盆踊り大会が開催されました。会場には、紅白の大きな

盆踊り用の櫓が組まれ、色とりどりの浴衣や甚平を着た人たち

が溢れ、ヨーヨー、金魚すくいの金魚を手に持つお祭りファンで賑わいました。

楽しいイベントもたくさんあり、スミス・アカデミーの小学生達による太鼓パ

フォーマンスは大人顔負けの名演奏、7月26日から8月12日までMint Museumで開

かれている華道家・竹アーティスト、川名哲紀氏の作品プレゼンテーション

（http://www.mintmuseum.org/tetsunori-kawana.html）は斬新で圧巻。日本文

化体験コーナー（茶道、書道、浴衣着付け、折り紙）では覚えたばかりの日本語

を使って身振り手振りで説明している地元の方々。あちこちで笑顔が見られまし

た。そして何よりも楽しみだったのは、ローカルの日本食レストランによる豊富

な手作弁当の数々。幕の内、お寿司、冷やし中華、カレー、サンドイッチ…。種

類がたくさんあってもお腹はひとつしかないので、どれを選ぶかが至難の業。お

弁当は、昨年より650食多い2,000食を準備したのに、販売開始後、僅か45分ほど

で完売してしまったそうです。お祭り最後の目玉であるドアプライズの発表は、

チケットをしっかり片手に握って、呼ばれる番号を確認しながら一喜一憂。日本

の懐かしい余韻を残しながら、2011年の盆踊り大会の幕締めとなりました。  

 

High Rope Course in Durham  ハイロープにチャレンジ！ 
 

7月8日、Durhamにオープンした「High Rope Course」は、ロープで作られた巨大

ジャングルジムのような施設。高く上って鳥の目の高さを体験したり、いくつもの

障害をチャレンジしてあちこち移動すると、最後はジャイアント・スウィングが

待っています。冒険心をくすぐり楽しさ抜群！入場は7歳（保護者同伴）以上で、

料金はDurham County住民は7ドルから、Durham以外の住民は10ドルからで、チャレ

ンジするコースの難易度によっても変わってきます。1グループ6人の参加につきひ

とりの資格を持ったスタッフが付いて指導をしてくれます。場所は、Bethesda 

Park（1814 Stage Rd., Durham）です。普段は予約が必要ですが、月に一度ある

Drop-in Dayは、予約の必要がないので気軽に行ってみることができます。詳しく

は919-560-4355 ext.27210 (Durham Parks and Recreation Adventure Program)
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ブルーベリー狩りはいかが？ 

Hillsboroughに、ブルーベリー狩りが

できる農場が2つあります。 

「Nice Berries」

「Cedar Grove」 

この2つの農場は向かい

合っているので、お好み

で好きな方へどうぞ。 

ブルーベリーはいちごより傷みにく

く、採った後すぐに冷凍できるので

便利。粒が小さい方が甘いそうで

す。 
 

場所：8411 NC Hwy 86,Cedar Grove 

      NC 27212 

(住所はどちらも同じですが、オー

ナーは別です。入って右側がNice 

Berriesで、入って左側がCedar 

 帰国子女編 

編集後記：毎日暑いとついつい水分がほしくなります。昼間、編集をしている時は、横

にはいつもコップが置いてあります。中身は、コーヒーだったり、紅茶だったり、緑茶

だったり。ボーっとしがちな暑さの中で、なるべくカフェイン入りのものを飲んで、頭

にカツを入れようとしているわけなんですが、それが夜になると変身？あれ、いつの間

にかビールやワインになってる。ああ、今夜も酔いが回っていい気持ち。いいや、また

明日やろうっと、と楽天的に酔っぱらって眠りにつく日々が続きましたが、なんとか終

わりました。ほっ！皆さんも暑い時は水分をたくさん取ってくださいね。（編集長） 

いつも三角横丁の表紙画を描いて下

さっているテイラー祐子さんの絵の展

覧会「万華鏡」が9月23日にRaleighで

あります。ご主人のトーマスさん

（ジャズ演奏家）もライブ演奏で特別

参加します。詳しくは、イベントスケ

ジュール欄（p.24)をご覧ください♪ 
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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 小野まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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です。剣道を通して思いが

けない交流、楽しみ、発見を！連絡 http:www.trianglekendoiaido.org/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

家庭教師急募：英語や学校の宿題をお手伝いしてくださる家庭教師を探していま

す。学生さんでも可です。お問い合わせは、nc@usremac.comまで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

お琴教室の生徒随時募集：初心者から上級者まで個人のレベルに合わせて丁寧に

教えます。道具は、一切必要ありません。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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。仕事探

し、人材探し、日本語でお気軽にお問い合わせください。nc@usremac.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 
賃貸物件：2BR/2Bath UNC・Duke至便 Shopping Center・映画館徒歩圏内、市

営バスライン、First BuyerやInvestorに最高の物件です。連絡919-215-4554  

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

売り家：投資物件に適、Chapel Hill、3BR 2Bath、UNC迄車で10分、バス・

ショッピングＣ・映画館・郵便局・レストラン・銀行迄徒歩5分 919-215-4665 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
アパート：アパートは隣家の音が気になる、賃貸だと予算が高いとお考えの方、

連絡ください。コンドミニアム用に作られたアパートをご紹介。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。 

 

三角横丁では皆様から掲示板に載せる情報を随時募集しています。「売ります」

「買います」「譲ってください」「教えてください」「教えます」「探していま

す」「コンサートの案内」「イベントのお知らせ」「メンバー募集」「生徒募集」

等、2行から3行でアピールできます。詳しくは sankakuyokochou@gmail.comまで。 
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     NCのStone Mountainにハイキング！ 
 

 Stone Mountainというと、たいていアトランタにあるもの 

 を思い浮かべますが、同名のState Parkがノースカロライ 

 ナにもあるのはご存知ですか。 

チャペルヒルから車で西に2時間半ほどでStone Mountainの駐車場に到着します。

駐車場は2ヶ所あり、そこからはいくつかのトレイルがありますが、それぞれが繋

がっていて、周回コースの一部となっています。手前にあるメインの駐車場からは

緩やかなコースで頂上まで１時間ちょっとかかります。脇にそれると滝にも行きつ

けます。奥の駐車場から急な斜面を歩いて頂上まで行くコースは、40分ぐらいで登

れますが、最後の部分は岩の上を歩いて登ります。 

Stone Mountainの頂上から見えるブルーリッジの風景は格別で、これからの季節に

は最高です。名前のように頂上は平らな岩肌が出ている山です。お弁当を持って登

り、頂上で景色を眺めながら食べるとハイキング気分を盛り上げます。途中の小川

では渓流釣りもでき、夏の暑い日には涼しさも感じられます。また、キャンプサイ

トもあるので、キャンプをすると違った楽しみ方ができるでしょう。 

駐車場の入り口近くのJohn Frank Parkwayには、Stone Mountain Country Storeが

あり、アイスクリームがお勧めです。夏だけではなく秋も紅葉がすばらしいので、

是非一度登ってみてはいかがでしょう。     （荒竹由紀：UNC日本語教師） 

場所は、3042 Frank Parkway, Roaming Gap, NC 

サイトは、http://www.ncparks.gov/Visit/parks/stmo/main.php 

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

「Lazy 5 Ranch」アニマルパークで動物たちとの触れ合い！ 
 

 

チャペルヒルから車で1時間半から2時間ほどの距離にあ

るLazy 5 Ranchは、動物たちと出会える楽しいアニマル

パークです。子やぎにタッチしたり、檻や囲いの中にい

る動物・鳥を見たりもできるのですが、自家用車または

馬に引かれたワゴンで園内を回り、放し飼いの動物に餌

をあげることができます。キリンやカバなど、いろいろ

な大型動物もいて、とても楽しい所です。 

お勧めは、自家用車で園内を回るより、断然園内のワゴ

ン乗車です。動物がよく見えるし、一般車では走れないような道を走り、動物の間

近まで行ってくれます。ワゴン乗車料金には、動物にあげる餌（バケツに餌が入っ

ています）の料金も含まれているのでお得感もあります。餌をあげると、動物の舌

の動きが凄くて大人も子供も最初はびっくりしますが、みんな大喜びです。 

昨年の秋には、コーンの迷路や乾燥トウモロコシの砂場があったり、ミニカボチャ

をブランコのようなもので遠くに飛ばす所があったりで、動物と触れ合う以外の楽

しみも充実していました。ハロウィーン用パンプキンの販売もありました。 

子供用のプレイグランドエリア、そして、手作りアイスクリームやレモネード、ケ

トルコーンなどの食べ物ももあり、家族連れやカップルに人気で、一年を通してい

つ行っても楽むことができます。     （森の家：チャペルヒル在住、主婦） 

場所は、15100 Mooresville Rd. Mooresville, NC28115 

サイトは、http://www.lazy5ranch.com/ 

http://www.ncparks.gov/Visit/parks/stmo/main.php
http://www.lazy5ranch.com/
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 もうすぐ新学期が始まります！ 

夏休みもそろそろ終盤。新学期はもうすぐですね。 

新しい環境で新しい仲間と新しいことを学ぶのは、

なんともワクワクドキドキすることです。ギリギリ

になって慌てずに済むように、必要な情報を早めに

調べ、新学期の準備を着々と進めておきましょう。

準備がきちんとできていれば、子供たちも精神的に

余裕を持って新学期を迎えることができますね。 

新しくアメリカ赴任した際、知っておきたい子供のこと、学校のこと 
 

★病院初診では大人でも予防接種時期を聞かれます。 

  あらかじめ確認して行くことがお薦めです。子供の場合は、日本の母子手帳を必ず持 

    参しましょう。規定のNC州予防接種証明書は病院にて母子手帳を見てコンピューター 

    に入力してもらえます。コピーをもらっておくと学校やキャンプ申し込みの提出の際にも 

  使えます。アメリカ（州によっても違います）と日本の予防接種の必須が若干異なる 

  ことを予め理解しておきましょう。 
 

★どこの学校に行くの?  

  まずは下記に予約。最初、簡単なテストをしますが、これは入学には関係なく、テスト 

  でESLのクラスが必要かどうかの水準を見るためのものです。パスポート、公共料金 

  の請求書（住所確認のため）、予防接種の記録が必要です。 あれば日本での成績 

  表なども持参するとよいでしょう。 

★学校情報は www.wcpss.net (Wake地区）、www.dpsnc.net （Durham地区）、 

   www2.chccs.k12.nc.us （Chapel–Hill/Carrboro地区）、で、バスルート、始業 

  時間、テストスコア、クラブ活動や学校からのお知らせなど、学校別にすべて調べられ 

   ます。入学前にクラスで必要なものの確認もできます。 
 

★クラス担任が表示する授業で必要なものなどはTargetやWal-Martで探して買っても 

   いいですし、または学校側でパッケージにしてPTAを通して販売しているものを利用す 

   るこ ともできます。売り上げの一部は学校基金にまわされるので、寄付のつもりで手 

    軽に済ませるのもいいかもしれません。 
 

★学校のお弁当やおやつにはピーナッツ類を避けること。アレルギーがある子供がいる 

    ため持ってこないように言われます。 
 

★制服のない学校でも規則はあります。 

  女の子の場合、スカートは両手を伸ばして中指に触る長さで、夏の 

   トップスは、指が2～3本程度の太さのランニングシャツや細いスト 

   ラップショルダーならば重ね着するなどの工夫が必要です。 

Wake County Schools  

Center for International Enrollment 

3600 Wake Forest Road 

Raleigh, NC 27609 

phone: 919-790-6444  

Chapel Hill-Carrboro Schools 

Lincoln Center 

S. Merritt Mill Road, 

Chapel Hill, NC 27516 

Phone: 919-968-2793 

Durham Schools  

511 Cleveland Street  

P.O Box 30002  

Durham, NC 27702  

Phone: 919-560-2000 
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8月～9月  トライアングルの イベント・スケジュール 
    ファミリ-・子供向け   

8/27 Lazy Daze Arts & Crafts Festival Downtown Cary 

9/16～18 Greek Festival State Fairground 

9/17 Bug Fest 5-7pm NC Museum Natural Sciences  

  
夜に活動する虫の生態を観察          

ライブコンサートや野外フードもあり 

http://www.visitraleigh.com/glbt/

event.details.php?id=18877 
9/17～9/18 Durham Arts Council's Center Fest Downtown Durham 

  第37回目アートフェスティバル http://www.centerfest.durhamarts.org/ 
9/23～25 Day Out with Thomas The NC Transportation Museum 

9/30～10/2 機関車トーマスに乗って遊ぼう！ http://www.ticketweb.com/promo/dowt/

index.html 

9/30～10/2 International Festival of Raleigh Raleigh Convention Center 

  日本ブースを始め、各国のブース http://www.internationalfestival.org/ 
10/2 39th Annual Festival  West Franklin St. Downtown Chapel Hill 

10/7～9 Lego Kids & Fest Raleigh Convention Center 

 レゴ好きはみんな集まれ～！ http://www.legokidsfest.com/raleigh/ 
10/13～23 State Fair NC State Fairground  

 年に一度のNC州のお祭り！  http://www.ncstatefair.org/ 

    コンサート・ミュージカル・演劇等 

8/23 Budweiser Superfest Summer Party Walnut Creek 

8/24 Britney Spear's Femme Fatal Tour RBC Center 

8/25 Midsummer Night's Dream  Koka Booth Amphitheatre 

9/8～10 Hopscotch Musical Festival 2011 Downtown Raleigh 

9/9～10 Bull Durham Blues Festival Durham Bulls Athletic Parｋ 

9/17 Hillsborough Jazz Festival  Moorefields Historic Estate  Hillsborough 

9/25 Annual Carrboro Music Festival Venues throughout Carrboro 

  http://carrboromusicfestival.com 

9/30～10/1 Roge Plays Poulenc & Mozart Meymandi Concert Hall 

    その他のイベント 

8/19～21 Raleigh Auto Show Downtown Raleigh 

    www.classicsatthecapital.com 
9/24 Terra Vita Food & Wine Event  Southern Village Green 

10/8 World Beer Festival  Durham Bulls Athletic Parｋ 

 
ネットで事前の申し込みが必要です http://allaboutbeer.com/gather-for-

beer/world-beer-festival/durham-nc/ 
    日本人関連イベント 

8/28 Taiko Club Summer Concert Series Flecher Park, Raleigh 

  トライングル太鼓の野外コンサート   

9/23 万華鏡 Kaleidoscope Art Exhibition 

w/Jazz live 

Roundabout Art Collective Gallery,    

2110 Hillsborough St. Raleigh 

  日本人画家テイラー祐子さんの作品展示、ご主人トーマスさんのジャズ演奏 

http://www.wcpss.net/
http://www.visitraleigh.com/glbt/event.details.php?id=18877
http://www.visitraleigh.com/glbt/event.details.php?id=18877
http://www.centerfest.durhamarts.org/
http://www.internationalfestival.org/
http://www.legokidsfest.com/raleigh/
http://carrboromusicfestival.com/
http://www.classicsatthecapital.com/
http://allaboutbeer.com/gather-for-beer/world-beer-festival/durham-nc/
http://allaboutbeer.com/gather-for-beer/world-beer-festival/durham-nc/
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最近、自分でマッサージしているのに目の下のくまとしわが取

れない！肌の弾力が戻らない！美白化粧品を使っているのにし

みが減らないなど…。色々な悩みを聞きます。 

話は変わりまして…。 

皆さんは、なぜ外食をしますか？疲れていて料理を作りたくないとか、気晴らし、

たまには？…など色々な理由から家族や友達と外食に出かけると思います。その

時ってどんな気分です？働かなくて済むという特別な感じになり、楽しい気分にな

りませんか？もちろんお子さんの世話をするので大変で休めないと言う方もいらっ

しゃるとは思いますが、食事の支度と後片付けをしないつまり誰かがやってくれる

分、尐しは気分が違うと思います。 

あなたの肌も同じことです。 

肌は体の中で一番大きな部分で、臓器と一緒で休める必要があります。自分でマッ

サージするということは、あなたの手が働いています。マッサージをしやすくする

ために鼻を動かしたりして、あなたの顔の筋肉も働いています。そうです！完全に

リラックスしていないのです。 

顔と体は別物と考えている方が多いですが、全身がリラックスしていないとどんな

に色々なことをしても意味がありません。アメリカのエステでは、顔のマッサージ

に首、胸元などのマッサージが付きます。それは、リラックス効果もありますが血

行を良くし、健康的な肌を取り戻す助

けをする為。自分でマッサージして効

果が出ないというのはそういうことな

のです。 

1週間又は2週間、3週間に一度でもいい

です！がんばった自分に何かしらのご

褒美を上げてください。それが10歳若

い肌を維持する秘訣です。 

 

(Chikako Orcutt：Raleigh在住、エス

ティシャン、Green tea Spa/ Licensed 

Esthetician www.greenteaspa.net) 

 

●ビューティーアドバイス● 

 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 

  

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

www.angelrosesflorist.com 

Spa 

Japanese Spa 

｢世界で一番敏感なアジアンスキン｣ 

Green tea Spaはそんな敏感肌でも安心できる 

  Raleighにオープンした唯一の日本人スパです。 

  Licensed Esthetician:  Chikako Orcutt（ちか） 
8341 Bandford Way, Suite 105  

Raleigh, NC 27615 (Studio 1 Salons/west 内) 
Phone: (919) 723-7351  日本語 

Web: www.greenteaspa.net 
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Chapel Hill-Carrboro School District 
 

Chapel Hill-Carrboroの学校区には、小学校が10校、

中学校が４校、高校が3校あります。生徒は色々な国

から来ているので、両親と教師の間のコミュニケー

ションが円滑に計れるようにという考え方からそれぞ

れの言語に対応した通訳・翻訳を担当する人がいます。ヒスパニック系や中国人も

多いのでバイリンガル教育にも力を注いでいます。それでスペイン語と英語で授業

が行われる小学校が3校、中国語と英語で授業が行われる小学校が1校あります。 
 

この校区には、学校に特色を持たせたマグネットスクールはありませんが、そのか

わりにLEAPと呼ばれる成績優秀な子供だけの学級が4年生から9年生まであります。

学年末テストで上位の成績を取った生徒が、学校区が用意したテストをもう一度受

けて優秀なスコアを取るとLEAPのクラスに入ることができます。そのプログラムで

は通常の学年よりも2学年ぐらい上のレベルの勉強をしているそうです。 
 

学校の時間ですが、小学校が7時50分から2時半、中学校が8時20分から3時10分で、

高校が8時45分から3時50分です。Wakeの学校区では高校が一番早く始まり、小学校

が最後でChapel Hill-Carrboroの学校区とは反対です。一度Chapel Hill-Carrboro

も高校生を一番早くしようという案が出ました。これは両親や高校生の間から反対

され、実現することはありませんでした。高校生が早く家に帰って来るほうが、働

くお母さんにとっては、アフタースクールに下の子供を入れる必要もないし、誰か

先に家に帰ってくることは安心できるので、Wakeではそ

の方が便利だとされています。しかし、夜遅くまで勉強

して夜更かししている高校生には辛いということで、

Chapel Hill-Carrboroでは採用されませんでした。また

高校の授業時間も尐し異なります。Chapel Hill-

Carrboroの高校は一学期に7科目の授業がとれますが、

Wakeでは、Block Scheduleというのを採用している高校

もあり、4科目ないしは5科目で、1科目の授業時間が

Chapel Hill-Carrboroの約倍の時間になっています。 

 

アメリカの大学の入寮日 
 

アメリカの大学には入学式はありませんが、入寮日というのがあります。授業が

始まる1週間くらい前に、決められた寮（ドーム）に入ります。これから長期間、

大学に住むわけですから、日常生活で必要なものをたくさん持っていかなければ

なりません。入寮日は一大イベントでまるで引っ越し大会。たいていは、親が子

供と一緒に車で大量の荷物を運んで寮の前まで行きます。上級生のボランティア

達が待ち構えていて部屋まで運ぶのを手伝ってくれます。ベッドシーツ、枕、ブ

ランケット、ラグ、ハンガー、扇風機（冷房のない寮の場合）、靴や洋服、ラン

ドリーバスケット、鏡、本、PC、延長コード、ランプ、洗剤、簡単な食器、好き

なポスターなど部屋を自分らしくデコレートする小物たち…。新しいルームメー

トや同じ階のホヤホヤの新入生達でドームの中は、もう熱気満々！もう高校生

じゃありません。約1週間のオリエンテーションを経て新しい人生が始まります。 

http://www.greenteaspa.net
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宿題について 

 

「今度はどんな担任の先生なのだろうか」「お友達は

できるのだろうか」など不安や期待が入り混じった新

学期が始まります。そんな気持ちが落ち着いてきた頃

に、宿題が尐しずつ出始めます。宿題の量や提出日な

どは担任の先生によって異なっているので、その先生

のやり方に慣れるまでは時間がかかるものです。今回

は新学期に備えて宿題について書きたいと思います。 
 

宿題は、やはりやり残しがないほうが好ましいですが、宿題によっては親が助けよ

うとしてもわからない時も時々あります。そのような時はそのままにせず、先生に

相談することをお勧めします。「この部分はわからないので、子供に説明してくだ

さい」などのメモを宿題につけて提出すると、先生に努力はしたけれど宿題ができ

なかったという理由を理解してもらえます。学期の始めにわからない宿題はどうし

たらよいのかを、あらかじめ聞いておくのもポイントです。またアメリカに来たば

かりで、英語が全然わからないので到底宿題をこなすのは無理な場合も、何か特別

に宿題を出してもらうなど、話し合いが必要です。 
 

時々親は子供がきちんと宿題をしていると思っていても、実は全然宿題をしていな

いということがあります。小学生の頃はどんな宿題がでているのか親も把握しやす

いのですが、中学生や高校生になると教科別に宿題が出るので、親は子供を信頼す

るしかありません。でも気になるようでしたら、今は学校のオンラインで今日の宿

題が何かを載せている先生も多いので、それでチェックすることもできます。また

各教科の先生のメールアドレスを聞き、宿題や成績に関して定期的に連絡をもらう

こともできます。これも学年の最初のオープンハウスに出席し、各々の先生と事前

に相談することがよいと思います。 
 

中学や高校になると親が宿題を手伝うのもだんだん限界に達します。その場合はど

うしたらよいでしょうか。経済的に余裕があるご家庭なら、家庭教師を見つけて宿

題やその他の勉強をみてもらうのが一番便利でしょう。もし無理な場合は、学校に

ある様々なサービスを利用するのもよい方法です。中学校によっては、放課後ESL

の先生が勉強を手伝ってくれたり、中学校の放課後に来ているボランティアの人が

助けてくれたりします。また高校の場合は、学校が始まる前や後、もしくは昼休み

の時間に先生が宿題や勉強を教えてくれることもあります。授業についていけなく

て成績が悪くなってしまう前に何らかの対策を考えた方がいいと思います。 
 

宿題について質問や困っていることがあれば、直ちに先生や学校と連絡を取ること

をお勧めします。学校には色々なお助け策があるので、親子で思い悩む前に、相談

することによって絶対に何らかの解決策があるはずです。要は先生とのコミュニ

ケーションが一番大切だと思います。 

遅れは減点対象になりますが、日ごろエクストラポイントで稼いでおくとか、メイ

クアップワークを先生にお願いするなどが必要になるかもしれません。 

（荒竹由紀：Chapel Hill在住、東京都出身、UNC日本語教師、Chapel Hill学校区 

 専任通訳翻訳者） 
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探
偵
団 

おいしいもの                  

 

         ツナ缶 
 

ツナ缶と聞くと、私たちの多くは日本でおなじみの「シーチ

キン」を想像します。サラダやサンドイッチには定番です

し、ラーメンに乗せたり、卵焼きに入れたり、巻きずしなど

にも利用できとても便利。家庭には欠かせない食材ですね。 

アメリカのツナ缶には、いろいろな種類がありますが、どれ

が使いやすくおいしいのでしょう。今回は、おいしいツナ缶

を探し求めて探偵団が調査しました！ 

1. Trader Joe’s Solid Light Yellow fin Tuna in Olive Oil 

 日本のシーチキンに一番近い味。オリーブオイル漬けとありま 

 すが、油臭くなく、マヨネーズなしでそのまま食べてもGood!  

 アメリカのツナ缶によくあるパサパサ感がありません。日本の 

 味が恋しい人にお勧めです。 
 

2. Kirkland Solid White Albacore 

 柔らかく魚の臭みもなく鶏肉のようにあっさりとしています。 

 また、ほぐしやすいので、サンドイッチの具に最適。 

 Kirklandの商品はCostcoで扱っています。 

 
3．Star-Kist Gourmet Choice Solid White Albacore Tuna Fillet in Water 

 脂身の尐ない部分を使用しているため、上の二つに比べて身が 

 しっかりしてパサパサした感が多尐ありますが、魚を食べてい 

 るという食感で満足感が得られます。パスタやベイク料理など 

 に応用して使うのに適しています。 

 

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食 
 

海老とアボガドの山椒マヨネーズ和え 

  材料 

  海老      1/4Lb 

  アボガド  1個 

  セロリ    1/2本 

  ソース  マヨネーズ  大さじ2 

         山葵         小さじ1 

         醤油         小さじ1 

         レモン       1/2個 
 

  作り方 

  1  エビをさっと茹でて、冷蔵庫に入れ冷やしておく。 

  2  アボガドは一口大に切り、レモンを絞りかけておく。 

  3  セロリは千切りにする。 

  4  ソースの調味料を混ぜ、それで野菜とエビを和える。 

     和える際、アボガドは尐し潰しながら混ぜる。 
 

  お酒のおつまみに最適で、特にウィスキーによく合います。 

  パセリを散らせばお洒落な一品になります。 （坂井久美子：幼稚園教諭） 
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ごちそうさまぁ～！  

 

 

アメリカには色々なポテトメニューがありますが、今回は簡単にできてボリュームたっぷりの

一品をご紹介。名前の通り大きなベイクドポテトを二回焼くレシピで、好みによって炒めた刻

みベーコンを入れたりサワークリームを乗せたりしてバリエーションが楽しめます。日本人

には大きすぎるかもしれないので、パーティなどではアルミカップに小分けして、可愛くデコ

レーションするといいですよ！ 

 

材料 8個分 

 Baking Potato 4個（楕円形の手のひらサイズの大きなポテト） 

 牛乳      1/2カップ～（ポテトの大きさによって異なります） 

 マヨネーズ  大さじ４杯 

 バター     40ｇ 

 シャープチェダーチーズ おろしたもの1カップ 

 ねぎの小口切り少々、塩・こしょう 

 

作り方 

1. オーブンを350F（摂氏175℃）に温めます。 

2. 温まったらポテトをそのままオーブンラックに乗せ、約一時間素焼きします。 

3. ポテトをフォークで刺してみて、すぅっと入ったら焼きあがっています。 

  取り出してたて半分に切り、大き目のボールに中身をスプーンなどで取り出します。 

  後で皮に詰め直すので、破かないようにします。 

  （かなり熱くなっているのでやけどに気をつけてくださいね） 

4. 熱々のポテトの中身に牛乳・マヨネーズ・バター・半分の量のチーズを混ぜ合わせ、 

  塩コショウで好みの味に味付けします。 

5. 出来上がったものを8等分し、半分になった皮にこんもり詰めていきます。 

6. 均等に盛れたら、残りのチーズも等分に振りかけて、ねぎの小口切りもパラパラと乗せ 

  ます。 

7. 天板に並べ、オーブンで15分ほど焼きます。アルミ等に小分けにした際は5分ほど焼け 

  ばいいです。トッピングをチェダーチーズとモッツレラチーズの2色にしてもきれいです！ 

                                       （くるみ：Cary在住、主婦） 

Twice baked Potato 二度焼きポテト 
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Bilingual 子育て：幼児期編 

  

今回はbilingual子育て幼児期編です。子供の成長過程で、0歳から3歳までは言語

発達の「敏感期」といわれ、子供達は無意識のうちに言葉を猛烈な速さで吸収して

いきます。それは子供達を取り巻く言語環境が1種類でも3種類でも同時に混乱する

事なく脳に吸収されます。この時期、親としては 家では日本語、特に生活の基本

的な動作、物の名前など、子供達が実際に動作をした時、あるいは何かに興味を

持った時、丁寧に説明してあげてください。日本語のDVDを見せるよりもお父さん

やお母さんの声のほうが子供達の脳にはより刺激的に届きます。英語の環境では、

やはりDVDを見せるよりも近所や学校で子供同士遊び 

を通じて英語を学ばせる方が効果的です。 

 

この時期の子供達にとって言葉を学ぶと言う事は勉強する

事ではなく生活の一部なのです。子供達の生活リズムに合わ

せて豊かな言語環境を整えてあげることが重要です。 

3歳頃から子ども達は無意識ではなく意識的に言葉を

覚えるようになります。子供達が興味や疑問に思った

りしたことを親はできるだけ早く見つけだしその事に

関する知識を教えてあげましょう。家では100パーセ

ント日本語、そしてできるだけ子供達をアメリカのコ

ミュニティーに参加させて、日常生活の中から

bilingual の子供達を育てましょう。 

  

（坂井久美子：Greensboro在住、神奈川県出身、 

 モンテーソーリ幼稚園教諭） 

子育ては親育て 

 

こんにちは !  

ストレスを感じていませんか？ 夜ちゃんと眠れていますか？ 

疲れがひどく気力がわかないことはありませんか？ 

針灸治療で元気な毎日を取り戻せるかもしれません！ 

109 Conner Dr. Building III, Suite 103 
Chapel Hill, NC 27514 

(919) 933-4151 

www.acupuncturehealingcenter.org 

針灸治療有資格者 
Carmela Mager 

カーメラ・マーガー 

針灸治療有資格者 
Andrew Nowosad 

アンドリュー・ノワサッド 
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 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 

トライアングル茶の湯クラブ（TCC) 
 

 

「トライアングル茶の湯」はデューク・ガーデンズを拠点

に、ナンシー・ハミルトンの指導の下、裏千家流の稽古に

励んでいます。稽古のなかでも、文化的なプレゼンテーションを通したコミュニ

ティ活動は重要な位置を占め、毎月、Duke Gardens education office (下記の案

内をご参照ください) を通じて申し込まれた方々をお客様に迎えた茶会を催してい

ます。また、幼稚園児から大学生まで、生徒たちを迎えた教育プログラムにも積極

的に関わっています。デューク・ガーデンズを訪れたクラスの生徒たちを迎えるこ

ともあれば、学校に出向くこともあります。過去の例では、ダラムにあるNC 

School of Science and MathとサクサホウにあるHawbridge High Schoolの両校の

高校生に集中的に茶道研修を行ったこともあります。昨秋には、たくさんの中学生

を迎えると共に、４クラスの大学生をDuke Gardensの茶室にお招きしました。 

私達の活動に関して質問がごさいましたら、遠慮なくナンシー・ハミルトン (日本

語可: nancy.hamilton@duke.edu) または末吉千寿子(sueyoshi1@mac.com)までご連

絡ください。茶の湯の稽古のお問い合わせもお待ちしております。 
 

Duke Gardens茶室での茶会のご案内 

Duke Gardensの茶室で、お客様として参加して、心休まるひと時を是非お楽しみく

ださい。伝統的な日本の茶の湯の温もりを感じられることと思います。美、詩趣、

そして魅惑的な一杯の抹茶と日本のお菓子のもてなす豊かな日本の伝統の静穏をお

楽しみください。ご参加の方はDoris Duke Centerに集合後、寛いでいただく茶室

までご案内します。土曜日に開催される茶会は、6歳以上のお子様(大人同伴)の参

加も歓迎しております。 

 9月17日 午前10:45-12:00 及び午後1:00-2:15   菊茶会 (Chrysanthemum Tea) 

10月14日 午前10:45-12:00                     豊穣感謝の茶会 (Harvest Tea) 

10月14日 午後7:00-8:30                       月見茶会 (Moonviewing Tea) 

11月 4日 午前 10:45-12:00及び午後1:00-2:15   紅葉茶会(Dancing Leaves Tea) 
 

申込み・金額等のご案内はDuke Gardens education office (668-1707)までご連絡

ください。プログラムに関するお問い合わせ、またはお仲間でのプライベートな茶

会にご興味をお持ちの方はDuke Gardens Cultural Programming Coordinator ナン

シー・ハミルトン(email:  nancy.hamilton@duke.edu 電話 (919)286-0655)までご

連絡ください。日本語でもどうぞ。 
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生ビールが美味しい季節ですね。おいしく飲める所を探している方

もいらっしゃるのでないでしょうか。そこで今回はチャペルヒルの

フランクリンストリートにスポットを当てて、いくつかご紹介した

いと思います。 

 

1. Linda’s Bar and Grill (203 E Franklin St) 

 このお店には、毎日ドリンクスペシャルがあるので、低料金 

 で飲みたい方にお勧めです。また是非食べていただきたいの 

 が「Cheese Fries」。ポテトフライにとろけるチーズ、カリ 

 カリに焼いたベーコン、ネギがトッピングされています。と 

 にかくビールにぴったりの一品です。 

 

2. Four Corners (175 E Franklin St) 

 大画面のテレビでスポーツを見ながら飲みたい方にお勧めで 

 す。テレビがたくさんあるので、いろいろな試合が一度に楽 

 しめます。また飲みに来ているスポーツ好きのアメリカ人と 

 自分が好きなチームについて話すのも楽しいですよ。食べ物 

 も飲み物もとても充実しています。 

 

3. Italian Pizzeria III (508 W Franklin St) 

 通称、IP3（アイ・ピー・スリー）。その名の通りイタリア 

 ンのお店で、とても明るくてフレンドリーなイタリア人の兄 

 弟がお店をしています。ここでおススメなのは火曜日と日曜 

 日限定のスペシャル。Large Cheese Pizzaにピッチャーの 

 ビールが付いて、なんと12ドル。またここの従業員はとにか 

 くサッカーとUNCが大好きで、店内にはポスターがたくさん

貼られています。お昼もお勧めで低価格でランチが楽しめます。 

 

暑い夏にキンキンに冷えた生ビールを飲むっていいですよね。フランクリンスト

リートには楽しく飲める店がたくさんあるので、皆さんも是非飲みに行ってみて下

さい。（Katsu  Chapel Hill在住） 

 

mailto:nancy.hamilton@duke.edu
mailto:sueyoshi1@mac.com
mailto:nancy.hamilton@duke.edu
tel:/%28919%29286-0655
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 Pho 9N9 Restauran （ベトナム料理 フォー9N9） 
 

住所：2945 S. Miami Blvd 

   Durham, North Carolina, 27704 

電話：(919) 544-4496 

営業時間：Monday-Saturday 9:30AM～9:00PM 
 

http://pho9n9.com/en/  

さっぱりした物が食べたい夏にオススメしたいのが、Durhamのサウス・マイアミ通

りにあるレストラン「ベトナム料理屋 ９N９」です。お手軽にベトナム料理が食べ

られます。ここのスプリングロールは一度は食べてみる価値ありの一品で、モチモ

チの皮にギッシリと海老、ハム、野菜、ヌードルが包まれています。甘辛いソース

をたっぷりつけて召し上がれ。ローカロリーでヘルシーなのに食べ応えもあり、お

値段はたったの$3とお手頃。 

また、ライスヌードルのフォーは、スープがとて

もさっぱりしていて、夏の疲れた胃に優しく、日

本のうどんを彷彿とさせます。トッピングの具は

自分で選ぶことができるのでマイ・オリジナル

フォーを楽しんでください。こちらは量によって

値段が変わり、$6.50から$7.50。料理に合わせ

て、タピオカがたくさん入ったおいしいチャイ

ティーも是非どうぞ！日曜日は定休日なので、平

日におでかけください。 

クッキング便利グッズ シリコン・スチーマー 
 

昨年から日本で大人気のシリコン・スチーマー。 

シリコンでできた柔らかい容器に、野菜や肉などを入れて電子レ

ンジでチンするだけで、簡単においしく料理が出来上がります。

オリジナルはスペインのルクエ社の物ですが、最近は他社からも

いろいろな商品が出ているようです。 
 

シリコン・スチーマーを使った料理の特徴は、食材の水分だけで

調理ができるので（野菜などを洗ってそこに付いた水分だけで十分です）栄養分や

おいしさが逃げません。また、油を使わないので、カロリーがおさえられて大変ヘ

ルシーです。野菜の甘みに改めて感激します。今まで、電子レンジでラップをかけ

て野菜を蒸していたのに比べて、熱の効率が均等でうまく調理できるようです。蒸

し物はもちろん、煮物（ワインや日本酒、塩やだし醤油などを尐し入れて一緒に蒸

すといいでしょう）やデザートにも使えます。ジャガイモなどは、洗ってそのまま

入れて蒸すとホックリと仕上がり、ポテトサラダやコロッケ用にもすぐ使えます。 

電子レンジだけで調理できるというのは、料理の後の片付けが楽です。ちょっと手

抜きだけど、おいしく健康的にクッキングできるのは、主婦にとってはありがたい

ですね。油の多い肉を入れて使うと後始末が大変なので、肉ならば鶏のささ身など

を使い、それ以外は野菜を中心にあっさりとした料理をするとよいようです。 
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 NCジャパンセンターからのお礼 
 

７月３日、NCジャパンセンター主催で日米大学野球選手権大会に出場する日本

チームの歓迎パーテイを開催いたしました。この日、Durham Bullsの球場での試

合を終えた選手たちは、ジャパンセンターで待機していた参加者の皆様の人間

アーチを通って会場へと入場いたしました。平澤さんが日本から運んで下さった

日本の旗とようこそアメリカへの意味を込めて用意したアメリカの旗を振っての

歓迎に選手の皆様も嬉しそうでした。ジャパンセンター所長John Baughの挨拶、

岩井美樹団長のお言葉を頂き、John Sylvester氏の乾杯の音頭でパーテイが始ま

りました。その後も秋山さんの見事な司会、中島さんの音響システムとの兼ね合

いは最高でした。お食事は南部スタイルBBQで、お腹をすかせた選手の方々は何

回もお替りをしていました。｢これは何ですか？｣と質問が飛び交う中、お手伝い

をしてくださったボランティアの方が手際よく動いて下さり助かりました。東洋

食品からの差し入れのおにぎり（300個）には、選手の誰もがとても感激してい

ました。ある選手は「アメリカに着てから米粒を食べたのは今日が始めて、嬉し

いです。ご馳走さま！」と興奮気味でした。お食事中は、選手の方々と自由にお

話したり、写真を撮ったり、サインをしてもらったり和やかな光景が印象的でし

た。これも機転を利かせて会場の椅子の並び方を変えて下さった小野さんのお陰

です。また、NCのことを日本チームの方にも知ってもらおうと出された「NCトリ

ビア」クイズにも皆様、積極的に参加していました。その賞品を提供してくだ

さったHONDA AIRCRAFT 様、並びに PEPSICO様のお陰で場が盛り上がりました。

時間はあっという間に過ぎ、TJBA会長井上様の手締めでお開きとなり、旗を振っ

てのお見送りに、選手の方もバスから見えなくなるまで手を振り続けていまし

た。その後も子供たちを含めた参加者の方々が自ら進んで片付けをして下さって

いる光景があちこちでみられました。後日、全日本大学野球連盟の会長大橋様か

らお礼の手紙を頂きました。｢今回の日本代表選手は米国が初めての学生が多

く、しかも１回戦で勝てる試合を失策で落とした直後だけに、このパーテイのお

陰で、選手が元気を取り戻した由です。参加していただいた方々にくれぐれもよ

ろしくお伝えください｣とのことで

す。皆様が楽しめる素晴らしいパー

テイが実現出来ましたことを心より

深く感謝いたします。 

（ジャパンセンター:長曾我部玲子 

 写真提供：R. Grant） 

http://pho9n9.com/en/
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アメリカは危険だ。 

「痩せていていいわね」と言われ、それがあくまでアメリカ基準だと気付く頃にはもう遅い。

このままでは「成人の三割が病的肥満」という統計に貢献する日も近いような気がしてき

た。「ママはアブラで出来てるんだよね?」無邪気と解釈できないこともない息子の発言が

追い討ちをかける。 

ヨガで痩せる、と聞けば図書館のヨガ教室へ行き、くびれが出来る、と評判のDVDがあれ

ば買ってみる。が、三日坊主は風邪をきっかけにヨガから足が遠のき、クレジットカードの

明細が届くより先に、DVDの存在を忘れてしまった。 
 

こうなったら、即効性があり、最小限の努力で結果が出る方法を探そうではないか。まず

はメジャーなところで”Alli"はどうだろう。処方箋不要のOver-The-Counter薬として、FDA

初の認可を受けた"Alli"は、摂った脂肪を無かったことにしてくれる、という有難い薬であ

る。20日分で50ドルと微妙な価格だが、最近は割引も多く、棚の前で悩 

むこと数回。しかし、割引ばかりということは、実は売れていないのかも。 

ここは一つ、2007年発売以来の使用者の声を、確かめなければ。 

「お腹がゆるくて、お手洗いから出られない」…無理。 
 

副作用のない薬はない、というが、せめて生活に支障のない物を、と眺めていて見つけた

のが、「HCGダイエット」。日本でも流行だという。HCGは妊娠すると作られるホルモンの一

つで、不妊治療などにも使われる。妊娠中の摂取カロリーは胎児が使ってしまうが、ホル

モンの作用で、母体は最低限カロリーで生きていける。従って、経口サプリとして摂りなが

ら一日500kcalの食事制限をすると、空腹感もない上にぐんぐん痩せるという、横着者に

は夢のような話である。 

まずはシミュレーションといこう。日本人成人女性に必要なのは、一日約1800kcal。一食

分で一日を過ごす計算だ。お手軽ジョイント、Five Guysのバーガー（小）、トッピングなし、

ケチャップなし、何にもなしが480kcal。玉ねぎとマッシュルームを載せたら、ちょうど500。

本日の食事、終了。サビシイ。 

頼りの和食、玄米ごはん、豆腐とわかめのお味噌汁、焼き鮭、ほうれん草のお浸し、いち

ごとヨーグルトで約500。おおお、これなら出来るかも、と一瞬思ったが、丸一日でこれだ

けかと思うとへこむ。肝心のサプリはといえば、売れ筋はひと月分約100ドル。さらにヤル

気が失われる。 
 

ここは専門家の後押しで盛り上がろうではないか、と探してみれば、なんと「HCGと体重減

少には関連性が認められない」。高名なミネソタMayo Clinicサイトによれば、「一日

500kcalを続ければ、HCGに関係なく体重は減る。必要な栄養は摂れず、胆石の可能性

がある上に、食事制限を止めれば、元に戻る」。しかも“USA Today”には、ネット上などで

市販されているHCGは、減量サプリとして認可を受けておらず、危険なだけでなく違法と

のFDAのコメントが。このダイエット法、実は70年代にも一度流行したらしい。しかし、未だ

に肥満が問題になっているところをみると、当時もなんとなく廃れてしまったのだろう。 
 

「楽して痩せる魔法の薬」につい心惹かれてしまうナマケモノが、私のお腹の周りには巻

きついているに違いない。そんな私に、某巨大サイトのダイエット掲示板から天の声が。 

「走れ、デブ！泳げ、デブ！」 

紙に書いて冷蔵庫に貼っておこう。眺めるだけで痩せられるかもしれない。 
  

（松田せれな： Cary在住、東京都出身）  

赤い小鳥とブルーな生活 

Weight Loss 

 

                      三角横丁2011年8月号   19 

   ます。この優先日はPERM申請をした際、又はＰＥＲＭ申請が不必要でＩ-140移 

   民申請をした際に成立します。国務省のビザに関する公示で、現在どの優先日 

   が処理されているのかがわかります。2011年7月の時点で、Ｉ-140申請者又は 

   2005年10月8日前のPERM申請のみがEB-3規定内で永住権申請可能となっていま 

   す。今からEB-3申請をした場合、永住権申請するまで5年以上かかると思 

   われます。しかしながら、実際の永住権申請は最後のステップです。永住権を 

   申請する前に、I-140とPERM申請が承認されなければいけません。国務省の 

   ビザに関する公示はhttp://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletinです。 

 （グレゴリー・アポ：ハワイ出身、Apo & Eenigenburg法律事務所弁護士） 

 

 安心・丁寧  

あなたの街の海外引っ越し 

大小各種荷物 お取扱い中 

日通へお気軽にご相談ください 

NITTSU Raleigh Office 
  

 951 Aviation Pkwy Ste 1100  
Morrisville, NC 27560 

担当：相原  

919-465-0499 

980-395-7535 (携帯) 

hikkoshi_rdu@nittsu.com 
http://www.nittsu.com/hikkoshi/ 

http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
～ 雇用を通しての 永住権申請（EB-3) ～ 

Q：私はH-1Bビザを持っていますが、永住権申請は可能ですか？ 
 

A：雇用者があなたを正社員として雇うことになった場合に永住権申請が可能です。 

  雇用を通しての永住権申請には、異なるカテゴリーと申請条件があります。一般 

   的な申請方法はEB-3で、4年制大学を卒業していること、そして申請者がそのポ 

  ジションの必要条件を満たしていることが申請条件となります。大半のH-1Bビザ 

   申請者は学士号（4年生大学卒業）をお持ちですし、H-1Bのポジションには学士 

   号以上が申請条件なので、ほとんどのH-1B所有の永住権申請者、そしてH-1Bのポ 

   ジションに関しましては、EB-3の申請条件を満たしていることになります。 

   しかしながら、永住権申請・取得が可能がどうか、他にも考慮しなければいけな 

   いポイントがあります。例えば事前承認されている職種（看護士や理学療法士な 

   ど）でない限り、PERM申請をしなければなりません。PERMとは、正社員としての 

   条件や資格を満たし、働く意志そして働くことが可能なアメリカ人がいるのかを 

   探すプロセスです。又あなたの雇用者が、あなたをスポンサーすることが可能な 

   必要条件を満たしているのかも考慮されます。雇用者がポジションに対し、規定 

   賃金を支払えるだけの経済的能力があることが条件です。 
 

Q：私は日本の大学を卒業し学士号を持っています。EB-3で申請できますか？ 
 

A：資格認定第三者機関により、あなたの学歴がアメリカでの学士号に相当する、ま 

  た雇用者・スポンサーが外国の学歴を認めるのであれば、申請は通常可能です。 
 

Q：学士号は持っていませんが、数年の実務経験がある場合でも申請できますか？ 
 

A：EB-3は専門職者を考慮するカテゴリーになります。2年以上の職歴やトレーニン 

  グを受けていること、また雇用者が必要としている条件を満たしていれば、EB-3 

  の申請が可能です。ここで気をつけなければいけないポイントがあります。 

  1．高等学校卒業後の教育（ポスト中等教育）はトレーニングと見なされます。 

   ポジションに必要な準学士号を持っているが職歴がない。この場合でも申請 

     できる可能性はあります。 

 2．永住権のスポンサーをしてくれる雇用者での経験は、正社員としてのポジショ 

     ンとしての永住権申請にカウントされません。例えば、SONYに通訳として20年 

     勤めたとします。SONYが2年以上の職務経験が必要な通訳者のポジションとし 

   て、あなたの永住権申請のスポンサーになることになりました。この条件であ 

     なたがEB-3に該当するでしょうか？答えはNOです。あなたのSONYでの職務経歴 

   は、SONYがスポンサーをする雇用者であるため、カウントされません。 

 3．EB-3の専門職者と同じように、PERM申請をしなければいけません。そして雇 

   用者がそのポジションに対し、規定賃金を支払えるだけの経済的能力がある 

     ことが条件です。 
 

Q：EB-3による永住権取得には数年かかると聞きました。これは本当ですか？ 
 

A：はい、本当です。毎年雇用を通した移民ビザには制限があります。EB-3の規定 

  内申請者には、すぐに発行される移民ビザはありません。例えて言うならば、 

   順番待ちをしなければいけません。順番待ちをするのに、優先日が必要となり 
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   お耳を拝借  耳そうじについて 

 

夏休みの真っ最中。海、川、プールで泳いだりと水遊びに忙しい

時期ですね。遊んだ後、タオルで体を拭いて、髪の毛を乾かし

て、さてその後、Q-tip（綿棒）で耳に入った水をとろうとして

いませんか? 日本では“耳掻き”というものがあり、私たちは耳

に“耳掻き”を挿入することになれているので Q-tipを安易に

使ってしまいます。でも、Q-tipも耳掻きも気をつけないと耳を傷つけることに

なってしまうのです。耳道の壁の皮膚はとても薄いので傷つきやすく、簡単に出血

します。 
 

耳穴が大きいとQ-tipがスルット耳に入り鼓膜までいってしまうこともあります。 

幼児や子供の場合は耳穴が小さいのでそのような事故は尐ないでしょうが、小さい

耳にQ-tipを使うと耳垢を中に押し入れてしまうことが多くあります。ですから、

耳を乾かすにはタオルを使い、指で届くところまでにします。どうしてもQ-tip を

使いたい場合は、耳穴の入り口までにします。 
 

耳垢は耳の入り口あたりで作られ、自然に外へ外へと出て行きます。耳垢は汗のよ

うに人それぞれ量が異なりますから、耳垢が気になる方は１週間に一度、baby oil

か mineral oilを数滴耳にたらすか、ドラッグストアで購入できるearwax removal 

kit を使うのがよいでしょう。 
 

小、中学生、高校生の皆さんへ： 

iPodやMP3プレイヤーの音量に気をつけましょう。大きな音を継続的に聞いている

と耳の奥(内耳)にある神経毛がダメージを受け、難聴につながります。神経毛がダ

メージを受けるとそれを直す手段がなく、永久的なダメージに繋がります。尐しづ

つ聴力が低下していくので、若いうちは気がつかなくても、大

人になって人よりも早く難聴の度が進んでしまいます。ですか

ら、まずはボリュームを下げ、またやかましいぐらいの音に接

するをときにはearplugか earmuffを用意しましょう。 
  

以下のサイトが参考になります。 

www.listentoyourbuds.com    

www.noisyplanet,nidcd.nih.gov  
 

（田中美恵子：聴覚クリニック医師、神奈川県出身、Fayetteville在住） 

♪ 

♪ 

 

http://www.listentoyourbuds.com/
http://www.noisyplanet,nidcd.nih.gov/
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$$ おかねのおはなし   $$ 
 

クレジットカードとデビットカード 

 
クレジットカードとデビットカードは発行会社の仕組みが違うものの、私たち消費

者にとってはほぼ同じ。クレジットは申し込みの際に同意した上限額までの買い物

が可能で、後から請求書が来ます。デビットはキーパットに暗証番号を入力すれ

ば、自分の銀行の残高内から即座に引き落とされる仕組みになっています。 

スーパーなどでキャッシュバック?と聞かれるのもデビットにはATM機能がある為で

す。チェック(小切手)とデビットは基本的に同じ仕組みなので、デビットカードを

チェックカードと呼ぶ銀行もあります。小切手は持ち歩くには大きいし金額を自分

で書くため、忙しいスーパーのレジでは焦りますよね。銀行が発行したデビット

(チェックカード)にはVISAやMASTERのロゴが入り、クレジット機能としても使用で

きるようになっています。 
 

Wachovia(WV)、First Citizens(FC）*、Bank of America

発行のデビットをスーパーで「クレジット」として使用

すると(キーパットに暗証番号を入力するのではなくサイ

ンをする形)各銀行によって違いますが数パーセントのキャッシュバッ

クが毎月集計後、口座に振り込まれます。スーパーなどでは勝手にデ

ビット扱いされるので「credit, please！」と言うと緑のEnterボタン

を押すように指示されます。するとクレジット扱いになるのでサイン

をして渡す。この記録が銀行のキャッシュバックに加算されて毎月、口座に振り込

まれるという仕組み。車のガス代、食料品、レストランや買い物までほとんど対象

なので、私は支払う時はいつもデビットをクレジットとして使用しています。私は

WVのMasterとFCのVISAを使い分けて毎月約$30～40のキャッシュバックが口座に振

り込まれるのでちょっと嬉しいです。銀行によっては、商品やギフトカード交換の

選択もあるので、まずはオンラインから自分の銀行のポイントシステム、キャッ

シュバックシステムに登録してください。通常は最低預金額も年間費もナシなので

是非ご利用をお薦めします。その他、自分のよく行く店、Panera、Barns & No-

bles、 Best Buyなどのポイント制度にサインアップしておくとrewardsのお知らせ

がメールで届きます。ENJOY, Freebie! （* First Citizensのキャッシュバック・

サービスは8月15日を期限に終了することになりました） 

（伊達知巳、Apex在住、大阪府出身、主婦） 
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ケミストリー 三角横丁独占インタビュー 
オタコンに特別ゲストで来米したデビュー10周年のケミストリーが三角横丁の独占

インタビューに応じ、三角横丁を手に持っての写真撮影も快諾してくれました。 
 

三角：アメリカではじめてコンサートをされて、日本の観客とアメリカの観客とで 

   は何か違いを感じましたか？ 

川畑：アメリカの観客は、ものすごく反応が早いですね。僕たちのことをよく見て 

   いるなと思いました。ちょっとしたことでもすぐに反応するし、すごく乗っ 

   て来てくれるし。それでエネルギーをもらい、もっとやる気になりました。 
 

三角：オーディション番組での優勝をきっかけにこのようなデュオの活動を始めら 

   れたのだと思いますが、小さい頃から歌が好きだったのですか。 

川畑：歌が好きでずっと歌手になりたかったです。番組で優勝しなくても、どう 

   やってでも絶対、歌手になろうと思っていました。 

堂珍：高校の時にものすごく才能のある先輩がいて、その人と一緒に組んで音楽を 

   始め、その時から音楽に目覚めました。 
 

三角：デビュー10周年ということですが、これ 

   からの10年はどのような活動をしていき 

   たいと考えていますか。 

川畑：今回初めてアメリカでコンサートをしま 

   したが、海外での活動もやってみたいで 

   す。いろんなことに挑戦したいです。 

堂珍：ソロの活動を同時にやっていきたいです 

   ね。新しいことにも挑戦して行きたいで 

   すが、拠点はやはり日本でしょうね。 

イベントの内容 

ケミストリー（日本の音楽デュオ）のコンサート、ヘタリア（世界各国をそれぞれ

のキャラクターにした漫画）の映画の試写会、アニメ作家(「宇宙戦艦ヤマト」の石

黒昇氏、「星追う子ども」の新海誠氏など多数）やアニメディレクター、日米人気

声優達を囲んでのフォーラムや質疑応答、原宿ファッションのデザイナーのトー

ク、コスプレの講習会、コスチューム・コンテスト、新作ゲームの体験ゾーン、DJ

ダンス・ナイト、オタカフェ、アートショー、折り紙講習等、あちこちで数えきれ

ない程の魅力的なイベントが同時進行し、どの会場も超満員で賑わっていました。 



 

三角横丁2011年8月号 16 

OTAKON オタコン 2011 OTAKON 
7月29日から31日まで、ワシントンDCにほど近いメリーランド州のボルチモア・コ

ンベンション・センターで、アメリカ東海岸で最大のアニメフェスティバル「オタ

コンOTAKON」が開催されました。 

「オタコン」は、日本の漫画・アニメ・カルチャーを中心とするイベントで、NCで

開かれている「アニメいずめんと」に似ていますが、「オタコン」は1994年に初め

て開催されて以来、毎年、年を追うごとに参加者数が増え、今年はアメリカ中から

3万1千人以上の来場者があり、規模の点では桁違いに大きなものです。 

三角横丁は、このイベントにプレスとして取材入場する機会を得、フォーラムに参

加したり、試写会を見たり、ゲストへのインタビュー等をしてきました。 
  

参加者の様子 

参加者は20代が一番多く、ほとんどの人がコスプレをして、アニメのキャラクター

になりきっていました。コンベンション・センターのみならず、まるで町全体がオ

タコン会場で、普通に町を歩いていても、レストランに入っても、ボートに乗って

も、本屋に行っても、コスプレの人がいたる所にいて、ボルチモアのダウンタウン

がこの期間だけアニメタウンと化していました。下の写真は、ほんの一部です。 

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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アメリカ生活で思うこと    「ゴリラ・グル―」 

 

ご存知でしょうか？何年か前から大工センターで売り始めた「ゴリラ・グルー」。

釘よりも強力に繋げる「接着剤」で、知り合いも日曜大工で使ってました。その

「ゴリラ・グルー」ですが、きちんと管理しないと大変な目に合いますが、これは

うちの家内がお友達から聞いた話。 
 

週末、自分の部屋の装飾に使っていた「ゴリラ・グルー」ですが、食事の時間に

なったので床に放っておいたのです。その「ゴリラ・グルー」をどういうわけか

飼っていた犬が嚙み千切って食べてしまい、部屋に戻った彼が見た光景は、数日前

に自分が張り替えたラミネート床（かなり時間とお金と労力がかかってます）がそ

の接着剤でベトベトになって見るに耐えられないひどい状態。「ゴリラ・グルー」

はあまりにも強力で拭き取ることは不可能…。その上、自分のペットは苦しんでい

ます。その犬は救急病院に運ばれて、即、切開手術にかかりました。「ゴリラ・グ

ルー」はすでに腸に回って、それでも取り出したそうです。巷では、ペット用保険

が用意されてますが、もちろんそれには加入していないので、手術代3000ドル、そ

してラミネートフロアの張替えにxxxxドルと、全く予期しなかった週末を過ごした

との事。 
 

どんな人にも楽しい出来事、悲しい出来事が待っています。それは自ら作り出した

事で人を咎めることは出来ません。それがこの世の定めで人は「運命」と呼ぶかも

しれないし「カルマ」「運がいい」「運が悪かった」という言葉で表現する人もい

るでしょう。犬のせいにしたところで全く何の意味もない。そういう運命はどこか

ら来るかというと、自分の過去、現在の行いからです。自分の行動が未来を作りま

す。人に「ありがとう」と声をかければ、いつの日か誰かから「ありがとう」と

返ってくるでしょう。人に「バカヤロウ」と言えばいつの日か「バカヤロウ」と言

われることでしょう。 

（馬場裕：放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の 

子供と共にHillsborough に在住、長崎県出身、 

ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/） 

  
 

 
最高の日本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) 783-1883 

www.warajirestaurant.com 
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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   

 

The Change-Up (コメディ) R、8/5公開 

デイブとミッチは幼なじみだが、成人してからの生活は両極端。デイブは妻子のい

る弁護士、ミッチは独身で不安定。お互いに相手の生活に憧れていたら、ある日！ 
 

Rise of the Planet of the Apes (アドベンチャー、SF) PG13、8/5公開 

この夏一番の話題作「猿の惑星:創世記」です。人間の遺伝子工学の実験から、高

度な知能を持つ猿が突然変異で出現、進化して人間を支配する衝撃の世界を描く。 
 

The Help (ドラマ) PG13、8/10公開 

ベストセラー小説の映画化。白人家庭で黒人メイドの別名は「The Help」。大学を

卒業した白人女性スキーターは南部の実家に戻り、黒人メイド達の実生活を探る。 
 

Final Destination 5（IMAX) (ホラー、アクション、サスペンス) R、8/12公開 

最終目的地とは「死」を意味する。人が人生で一度だけ遭遇するその時はいつ、ど

のようにやってくるのか。事故は突然起こる。ハラハラさせられっぱなしの映画。 
 

Spy Kids: All the Time in the World（４D) (冒険、ファミリー) PG、8/19公開 

3Dならず4Dで子供たちを楽しませてくれる夏休み映画。母親が最強のスパイだと

知った双子の姉弟が、スパイキッズとして活躍。タイムキーパーから世界を救う。 
 

One Day (ロマンス) PG13、8/19公開 

価値観の違うエマ（アン・ハサウェイ）とデックスターは、大学の卒業式の夜に出

会った。惹かれ合いながらも1年に1日だけ再開をすることにした二人の心の交錯。 
 

Our Idiot Brother (コメディ) R、826公開 

きっとあなたの周りにもひとりはいる。バカにされるほど能天気で天然な人。本当

は純粋すぎるだけなのにね。ネッドがいるだけで、事が滅茶苦茶になってしまう。 

今月のおすすめは、1950年代の黒人メイドの生活を若い白人女性 

の目から描いた「The Help」。ロマンス大好き派には「One Day」、 

ドラマ派には「Warrior」、SFアドベンチャー派には「Rise of  

the Planet the Apes」や「Apollo 18」、そして、夏休みを持て余している子供達

には「Spy Kids」が楽しそうです。 (緋美胡：フリーライター、東京都出身） 

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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Apollo 18 （SF、スリラー）NR、9/2公開 

17号で終了したはずのアポロ計画。その2年後に国防省は密かに2人の宇宙飛行士を

月に送った。それ以降人類は二度と月に行かない。いったい彼らは何を見たのか？ 
 

Shark Night 3D (ホラー、スリラー) PG13、9/2公開 

大学の夏休み、男女のグループがルイジアナの島の別荘で楽しく過ごしていたが、

マリクが事故を起こすのを皮切りに次々と…! そこは人食いざめの繁殖地だった。 
 

Bucky Larson: Born to be a Star (コメディ) R、 9/9公開 

スーパーの袋詰め係のバッキ―の毎日は変わり映えもない単調なもの。ある日、両

親が昔AVスターだったことを知り開眼。自分も同じ夢を追うためにLAへ乗り込む。 
 

Warrior (ドラマ、アクション) PG13、9/9公開 

「インセプション」のトム・ハーディー主演のこの格闘技ドラマは、深い家族の葛

藤を描き濃い内容。それぞれ別の人生を歩んでいる兄弟がボクシングで対戦する。 
 

The Lion King 3D (冒険、アニメ、コメディ、ファミリー) G、9/16公開 

ディズニーのライオンキングが3Dになって帰ってくる! ジャングルの王ムファサの

死後、息子シンバは自分が王になる資格があるのか悩みジャングルを彷徨い悟る。 
 

Straw Dogs （犯罪、ドラマ、スリラー）R、9/16公開 

ハリウッドの脚本家デイビッドと女優のエイミーは、父が残した家を売るために南

部の町に戻った。しかし、そこには昔からの人間関係の確執があり暴力沙汰に…。 
 

Moneyball (ドラマ) NR、9/23公開 

実話の映画化。資金繰りに困っている野球チームのアスレチックスは優秀なプレー

ヤーを呼べない。マネージャーのビリー（ブラッド・ピット）が考えた策とは？ 
 

50/50 (ドラマ、コメディ―) NR、9/30公開 

27歳で突然、癌の宣告を受けた青年。その事実を最初は信じられないが、徐々に、

友達や恋人と共に葛藤しながら向き合っていく様を、ユーモアを織り交ぜて描く。 
 

Dream House (サスペンス、スリラー) NR、9/30公開 

出版界で成功を収めたウィルは引退し清閑なニューイングランドの地に家族を連れ

て移り住んだが、その家には恐ろしい因縁が。真相を探る彼が出会った人物とは？ 
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ベストセラー小説の映画化。白人家庭で黒人メイドの別名は「The Help」。大学を
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マリクが事故を起こすのを皮切りに次々と…! そこは人食いざめの繁殖地だった。 
 

Bucky Larson: Born to be a Star (コメディ) R、 9/9公開 

スーパーの袋詰め係のバッキ―の毎日は変わり映えもない単調なもの。ある日、両

親が昔AVスターだったことを知り開眼。自分も同じ夢を追うためにLAへ乗り込む。 
 

Warrior (ドラマ、アクション) PG13、9/9公開 

「インセプション」のトム・ハーディー主演のこの格闘技ドラマは、深い家族の葛

藤を描き濃い内容。それぞれ別の人生を歩んでいる兄弟がボクシングで対戦する。 
 

The Lion King 3D (冒険、アニメ、コメディ、ファミリー) G、9/16公開 

ディズニーのライオンキングが3Dになって帰ってくる! ジャングルの王ムファサの

死後、息子シンバは自分が王になる資格があるのか悩みジャングルを彷徨い悟る。 
 

Straw Dogs （犯罪、ドラマ、スリラー）R、9/16公開 

ハリウッドの脚本家デイビッドと女優のエイミーは、父が残した家を売るために南

部の町に戻った。しかし、そこには昔からの人間関係の確執があり暴力沙汰に…。 
 

Moneyball (ドラマ) NR、9/23公開 

実話の映画化。資金繰りに困っている野球チームのアスレチックスは優秀なプレー

ヤーを呼べない。マネージャーのビリー（ブラッド・ピット）が考えた策とは？ 
 

50/50 (ドラマ、コメディ―) NR、9/30公開 

27歳で突然、癌の宣告を受けた青年。その事実を最初は信じられないが、徐々に、

友達や恋人と共に葛藤しながら向き合っていく様を、ユーモアを織り交ぜて描く。 
 

Dream House (サスペンス、スリラー) NR、9/30公開 

出版界で成功を収めたウィルは引退し清閑なニューイングランドの地に家族を連れ

て移り住んだが、その家には恐ろしい因縁が。真相を探る彼が出会った人物とは？ 
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OTAKON オタコン 2011 OTAKON 
7月29日から31日まで、ワシントンDCにほど近いメリーランド州のボルチモア・コ

ンベンション・センターで、アメリカ東海岸で最大のアニメフェスティバル「オタ

コンOTAKON」が開催されました。 

「オタコン」は、日本の漫画・アニメ・カルチャーを中心とするイベントで、NCで

開かれている「アニメいずめんと」に似ていますが、「オタコン」は1994年に初め

て開催されて以来、毎年、年を追うごとに参加者数が増え、今年はアメリカ中から

3万1千人以上の来場者があり、規模の点では桁違いに大きなものです。 

三角横丁は、このイベントにプレスとして取材入場する機会を得、フォーラムに参

加したり、試写会を見たり、ゲストへのインタビュー等をしてきました。 
  

参加者の様子 

参加者は20代が一番多く、ほとんどの人がコスプレをして、アニメのキャラクター

になりきっていました。コンベンション・センターのみならず、まるで町全体がオ

タコン会場で、普通に町を歩いていても、レストランに入っても、ボートに乗って

も、本屋に行っても、コスプレの人がいたる所にいて、ボルチモアのダウンタウン

がこの期間だけアニメタウンと化していました。下の写真は、ほんの一部です。 

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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アメリカ生活で思うこと    「ゴリラ・グル―」 

 

ご存知でしょうか？何年か前から大工センターで売り始めた「ゴリラ・グルー」。

釘よりも強力に繋げる「接着剤」で、知り合いも日曜大工で使ってました。その

「ゴリラ・グルー」ですが、きちんと管理しないと大変な目に合いますが、これは

うちの家内がお友達から聞いた話。 
 

週末、自分の部屋の装飾に使っていた「ゴリラ・グルー」ですが、食事の時間に

なったので床に放っておいたのです。その「ゴリラ・グルー」をどういうわけか

飼っていた犬が嚙み千切って食べてしまい、部屋に戻った彼が見た光景は、数日前

に自分が張り替えたラミネート床（かなり時間とお金と労力がかかってます）がそ

の接着剤でベトベトになって見るに耐えられないひどい状態。「ゴリラ・グルー」

はあまりにも強力で拭き取ることは不可能…。その上、自分のペットは苦しんでい

ます。その犬は救急病院に運ばれて、即、切開手術にかかりました。「ゴリラ・グ

ルー」はすでに腸に回って、それでも取り出したそうです。巷では、ペット用保険

が用意されてますが、もちろんそれには加入していないので、手術代3000ドル、そ

してラミネートフロアの張替えにxxxxドルと、全く予期しなかった週末を過ごした

との事。 
 

どんな人にも楽しい出来事、悲しい出来事が待っています。それは自ら作り出した

事で人を咎めることは出来ません。それがこの世の定めで人は「運命」と呼ぶかも

しれないし「カルマ」「運がいい」「運が悪かった」という言葉で表現する人もい

るでしょう。犬のせいにしたところで全く何の意味もない。そういう運命はどこか

ら来るかというと、自分の過去、現在の行いからです。自分の行動が未来を作りま

す。人に「ありがとう」と声をかければ、いつの日か誰かから「ありがとう」と

返ってくるでしょう。人に「バカヤロウ」と言えばいつの日か「バカヤロウ」と言

われることでしょう。 

（馬場裕：放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の 

子供と共にHillsborough に在住、長崎県出身、 

ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/） 

  
 

 
最高の日本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) 783-1883 

www.warajirestaurant.com 

- 
- 

- 
- 

- 
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$$ おかねのおはなし   $$ 
 

クレジットカードとデビットカード 

 
クレジットカードとデビットカードは発行会社の仕組みが違うものの、私たち消費

者にとってはほぼ同じ。クレジットは申し込みの際に同意した上限額までの買い物

が可能で、後から請求書が来ます。デビットはキーパットに暗証番号を入力すれ

ば、自分の銀行の残高内から即座に引き落とされる仕組みになっています。 

スーパーなどでキャッシュバック?と聞かれるのもデビットにはATM機能がある為で

す。チェック(小切手)とデビットは基本的に同じ仕組みなので、デビットカードを

チェックカードと呼ぶ銀行もあります。小切手は持ち歩くには大きいし金額を自分

で書くため、忙しいスーパーのレジでは焦りますよね。銀行が発行したデビット

(チェックカード)にはVISAやMASTERのロゴが入り、クレジット機能としても使用で

きるようになっています。 
 

Wachovia(WV)、First Citizens(FC）*、Bank of America

発行のデビットをスーパーで「クレジット」として使用

すると(キーパットに暗証番号を入力するのではなくサイ

ンをする形)各銀行によって違いますが数パーセントのキャッシュバッ

クが毎月集計後、口座に振り込まれます。スーパーなどでは勝手にデ

ビット扱いされるので「credit, please！」と言うと緑のEnterボタン

を押すように指示されます。するとクレジット扱いになるのでサイン

をして渡す。この記録が銀行のキャッシュバックに加算されて毎月、口座に振り込

まれるという仕組み。車のガス代、食料品、レストランや買い物までほとんど対象

なので、私は支払う時はいつもデビットをクレジットとして使用しています。私は

WVのMasterとFCのVISAを使い分けて毎月約$30～40のキャッシュバックが口座に振

り込まれるのでちょっと嬉しいです。銀行によっては、商品やギフトカード交換の

選択もあるので、まずはオンラインから自分の銀行のポイントシステム、キャッ

シュバックシステムに登録してください。通常は最低預金額も年間費もナシなので

是非ご利用をお薦めします。その他、自分のよく行く店、Panera、Barns & No-

bles、 Best Buyなどのポイント制度にサインアップしておくとrewardsのお知らせ

がメールで届きます。ENJOY, Freebie! （* First Citizensのキャッシュバック・

サービスは8月15日を期限に終了することになりました） 

（伊達知巳、Apex在住、大阪府出身、主婦） 
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ケミストリー 三角横丁独占インタビュー 
オタコンに特別ゲストで来米したデビュー10周年のケミストリーが三角横丁の独占

インタビューに応じ、三角横丁を手に持っての写真撮影も快諾してくれました。 
 

三角：アメリカではじめてコンサートをされて、日本の観客とアメリカの観客とで 

   は何か違いを感じましたか？ 

川畑：アメリカの観客は、ものすごく反応が早いですね。僕たちのことをよく見て 

   いるなと思いました。ちょっとしたことでもすぐに反応するし、すごく乗っ 

   て来てくれるし。それでエネルギーをもらい、もっとやる気になりました。 
 

三角：オーディション番組での優勝をきっかけにこのようなデュオの活動を始めら 

   れたのだと思いますが、小さい頃から歌が好きだったのですか。 

川畑：歌が好きでずっと歌手になりたかったです。番組で優勝しなくても、どう 

   やってでも絶対、歌手になろうと思っていました。 

堂珍：高校の時にものすごく才能のある先輩がいて、その人と一緒に組んで音楽を 

   始め、その時から音楽に目覚めました。 
 

三角：デビュー10周年ということですが、これ 

   からの10年はどのような活動をしていき 

   たいと考えていますか。 

川畑：今回初めてアメリカでコンサートをしま 

   したが、海外での活動もやってみたいで 

   す。いろんなことに挑戦したいです。 

堂珍：ソロの活動を同時にやっていきたいです 

   ね。新しいことにも挑戦して行きたいで 

   すが、拠点はやはり日本でしょうね。 

イベントの内容 

ケミストリー（日本の音楽デュオ）のコンサート、ヘタリア（世界各国をそれぞれ

のキャラクターにした漫画）の映画の試写会、アニメ作家(「宇宙戦艦ヤマト」の石

黒昇氏、「星追う子ども」の新海誠氏など多数）やアニメディレクター、日米人気

声優達を囲んでのフォーラムや質疑応答、原宿ファッションのデザイナーのトー

ク、コスプレの講習会、コスチューム・コンテスト、新作ゲームの体験ゾーン、DJ

ダンス・ナイト、オタカフェ、アートショー、折り紙講習等、あちこちで数えきれ

ない程の魅力的なイベントが同時進行し、どの会場も超満員で賑わっていました。 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
～ 雇用を通しての 永住権申請（EB-3) ～ 

Q：私はH-1Bビザを持っていますが、永住権申請は可能ですか？ 
 

A：雇用者があなたを正社員として雇うことになった場合に永住権申請が可能です。 

  雇用を通しての永住権申請には、異なるカテゴリーと申請条件があります。一般 

   的な申請方法はEB-3で、4年制大学を卒業していること、そして申請者がそのポ 

  ジションの必要条件を満たしていることが申請条件となります。大半のH-1Bビザ 

   申請者は学士号（4年生大学卒業）をお持ちですし、H-1Bのポジションには学士 

   号以上が申請条件なので、ほとんどのH-1B所有の永住権申請者、そしてH-1Bのポ 

   ジションに関しましては、EB-3の申請条件を満たしていることになります。 

   しかしながら、永住権申請・取得が可能がどうか、他にも考慮しなければいけな 

   いポイントがあります。例えば事前承認されている職種（看護士や理学療法士な 

   ど）でない限り、PERM申請をしなければなりません。PERMとは、正社員としての 

   条件や資格を満たし、働く意志そして働くことが可能なアメリカ人がいるのかを 

   探すプロセスです。又あなたの雇用者が、あなたをスポンサーすることが可能な 

   必要条件を満たしているのかも考慮されます。雇用者がポジションに対し、規定 

   賃金を支払えるだけの経済的能力があることが条件です。 
 

Q：私は日本の大学を卒業し学士号を持っています。EB-3で申請できますか？ 
 

A：資格認定第三者機関により、あなたの学歴がアメリカでの学士号に相当する、ま 

  た雇用者・スポンサーが外国の学歴を認めるのであれば、申請は通常可能です。 
 

Q：学士号は持っていませんが、数年の実務経験がある場合でも申請できますか？ 
 

A：EB-3は専門職者を考慮するカテゴリーになります。2年以上の職歴やトレーニン 

  グを受けていること、また雇用者が必要としている条件を満たしていれば、EB-3 

  の申請が可能です。ここで気をつけなければいけないポイントがあります。 

  1．高等学校卒業後の教育（ポスト中等教育）はトレーニングと見なされます。 

   ポジションに必要な準学士号を持っているが職歴がない。この場合でも申請 

     できる可能性はあります。 

 2．永住権のスポンサーをしてくれる雇用者での経験は、正社員としてのポジショ 

     ンとしての永住権申請にカウントされません。例えば、SONYに通訳として20年 

     勤めたとします。SONYが2年以上の職務経験が必要な通訳者のポジションとし 

   て、あなたの永住権申請のスポンサーになることになりました。この条件であ 

     なたがEB-3に該当するでしょうか？答えはNOです。あなたのSONYでの職務経歴 

   は、SONYがスポンサーをする雇用者であるため、カウントされません。 

 3．EB-3の専門職者と同じように、PERM申請をしなければいけません。そして雇 

   用者がそのポジションに対し、規定賃金を支払えるだけの経済的能力がある 

     ことが条件です。 
 

Q：EB-3による永住権取得には数年かかると聞きました。これは本当ですか？ 
 

A：はい、本当です。毎年雇用を通した移民ビザには制限があります。EB-3の規定 

  内申請者には、すぐに発行される移民ビザはありません。例えて言うならば、 

   順番待ちをしなければいけません。順番待ちをするのに、優先日が必要となり 
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   お耳を拝借  耳そうじについて 

 

夏休みの真っ最中。海、川、プールで泳いだりと水遊びに忙しい

時期ですね。遊んだ後、タオルで体を拭いて、髪の毛を乾かし

て、さてその後、Q-tip（綿棒）で耳に入った水をとろうとして

いませんか? 日本では“耳掻き”というものがあり、私たちは耳

に“耳掻き”を挿入することになれているので Q-tipを安易に

使ってしまいます。でも、Q-tipも耳掻きも気をつけないと耳を傷つけることに

なってしまうのです。耳道の壁の皮膚はとても薄いので傷つきやすく、簡単に出血

します。 
 

耳穴が大きいとQ-tipがスルット耳に入り鼓膜までいってしまうこともあります。 

幼児や子供の場合は耳穴が小さいのでそのような事故は尐ないでしょうが、小さい

耳にQ-tipを使うと耳垢を中に押し入れてしまうことが多くあります。ですから、

耳を乾かすにはタオルを使い、指で届くところまでにします。どうしてもQ-tip を

使いたい場合は、耳穴の入り口までにします。 
 

耳垢は耳の入り口あたりで作られ、自然に外へ外へと出て行きます。耳垢は汗のよ

うに人それぞれ量が異なりますから、耳垢が気になる方は１週間に一度、baby oil

か mineral oilを数滴耳にたらすか、ドラッグストアで購入できるearwax removal 

kit を使うのがよいでしょう。 
 

小、中学生、高校生の皆さんへ： 

iPodやMP3プレイヤーの音量に気をつけましょう。大きな音を継続的に聞いている

と耳の奥(内耳)にある神経毛がダメージを受け、難聴につながります。神経毛がダ

メージを受けるとそれを直す手段がなく、永久的なダメージに繋がります。尐しづ

つ聴力が低下していくので、若いうちは気がつかなくても、大

人になって人よりも早く難聴の度が進んでしまいます。ですか

ら、まずはボリュームを下げ、またやかましいぐらいの音に接

するをときにはearplugか earmuffを用意しましょう。 
  

以下のサイトが参考になります。 

www.listentoyourbuds.com    

www.noisyplanet,nidcd.nih.gov  
 

（田中美恵子：聴覚クリニック医師、神奈川県出身、Fayetteville在住） 

♪ 

♪ 

 

http://www.listentoyourbuds.com/
http://www.noisyplanet,nidcd.nih.gov/
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アメリカは危険だ。 

「痩せていていいわね」と言われ、それがあくまでアメリカ基準だと気付く頃にはもう遅い。

このままでは「成人の三割が病的肥満」という統計に貢献する日も近いような気がしてき

た。「ママはアブラで出来てるんだよね?」無邪気と解釈できないこともない息子の発言が

追い討ちをかける。 

ヨガで痩せる、と聞けば図書館のヨガ教室へ行き、くびれが出来る、と評判のDVDがあれ

ば買ってみる。が、三日坊主は風邪をきっかけにヨガから足が遠のき、クレジットカードの

明細が届くより先に、DVDの存在を忘れてしまった。 
 

こうなったら、即効性があり、最小限の努力で結果が出る方法を探そうではないか。まず

はメジャーなところで”Alli"はどうだろう。処方箋不要のOver-The-Counter薬として、FDA

初の認可を受けた"Alli"は、摂った脂肪を無かったことにしてくれる、という有難い薬であ

る。20日分で50ドルと微妙な価格だが、最近は割引も多く、棚の前で悩 

むこと数回。しかし、割引ばかりということは、実は売れていないのかも。 

ここは一つ、2007年発売以来の使用者の声を、確かめなければ。 

「お腹がゆるくて、お手洗いから出られない」…無理。 
 

副作用のない薬はない、というが、せめて生活に支障のない物を、と眺めていて見つけた

のが、「HCGダイエット」。日本でも流行だという。HCGは妊娠すると作られるホルモンの一

つで、不妊治療などにも使われる。妊娠中の摂取カロリーは胎児が使ってしまうが、ホル

モンの作用で、母体は最低限カロリーで生きていける。従って、経口サプリとして摂りなが

ら一日500kcalの食事制限をすると、空腹感もない上にぐんぐん痩せるという、横着者に

は夢のような話である。 

まずはシミュレーションといこう。日本人成人女性に必要なのは、一日約1800kcal。一食

分で一日を過ごす計算だ。お手軽ジョイント、Five Guysのバーガー（小）、トッピングなし、

ケチャップなし、何にもなしが480kcal。玉ねぎとマッシュルームを載せたら、ちょうど500。

本日の食事、終了。サビシイ。 

頼りの和食、玄米ごはん、豆腐とわかめのお味噌汁、焼き鮭、ほうれん草のお浸し、いち

ごとヨーグルトで約500。おおお、これなら出来るかも、と一瞬思ったが、丸一日でこれだ

けかと思うとへこむ。肝心のサプリはといえば、売れ筋はひと月分約100ドル。さらにヤル

気が失われる。 
 

ここは専門家の後押しで盛り上がろうではないか、と探してみれば、なんと「HCGと体重減

少には関連性が認められない」。高名なミネソタMayo Clinicサイトによれば、「一日

500kcalを続ければ、HCGに関係なく体重は減る。必要な栄養は摂れず、胆石の可能性

がある上に、食事制限を止めれば、元に戻る」。しかも“USA Today”には、ネット上などで

市販されているHCGは、減量サプリとして認可を受けておらず、危険なだけでなく違法と

のFDAのコメントが。このダイエット法、実は70年代にも一度流行したらしい。しかし、未だ

に肥満が問題になっているところをみると、当時もなんとなく廃れてしまったのだろう。 
 

「楽して痩せる魔法の薬」につい心惹かれてしまうナマケモノが、私のお腹の周りには巻

きついているに違いない。そんな私に、某巨大サイトのダイエット掲示板から天の声が。 

「走れ、デブ！泳げ、デブ！」 

紙に書いて冷蔵庫に貼っておこう。眺めるだけで痩せられるかもしれない。 
  

（松田せれな： Cary在住、東京都出身）  

赤い小鳥とブルーな生活 

Weight Loss 
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   ます。この優先日はPERM申請をした際、又はＰＥＲＭ申請が不必要でＩ-140移 

   民申請をした際に成立します。国務省のビザに関する公示で、現在どの優先日 

   が処理されているのかがわかります。2011年7月の時点で、Ｉ-140申請者又は 

   2005年10月8日前のPERM申請のみがEB-3規定内で永住権申請可能となっていま 

   す。今からEB-3申請をした場合、永住権申請するまで5年以上かかると思 

   われます。しかしながら、実際の永住権申請は最後のステップです。永住権を 

   申請する前に、I-140とPERM申請が承認されなければいけません。国務省の 

   ビザに関する公示はhttp://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletinです。 

 （グレゴリー・アポ：ハワイ出身、Apo & Eenigenburg法律事務所弁護士） 

 

 安心・丁寧  

あなたの街の海外引っ越し 

大小各種荷物 お取扱い中 

日通へお気軽にご相談ください 

NITTSU Raleigh Office 
  

 951 Aviation Pkwy Ste 1100  
Morrisville, NC 27560 

担当：相原  

919-465-0499 

980-395-7535 (携帯) 

hikkoshi_rdu@nittsu.com 
http://www.nittsu.com/hikkoshi/ 

http://travel.state.gov/visa/bulletin/bulletin


 

三角横丁2011年8月号 20 

 Pho 9N9 Restauran （ベトナム料理 フォー9N9） 
 

住所：2945 S. Miami Blvd 

   Durham, North Carolina, 27704 

電話：(919) 544-4496 

営業時間：Monday-Saturday 9:30AM～9:00PM 
 

http://pho9n9.com/en/  

さっぱりした物が食べたい夏にオススメしたいのが、Durhamのサウス・マイアミ通

りにあるレストラン「ベトナム料理屋 ９N９」です。お手軽にベトナム料理が食べ

られます。ここのスプリングロールは一度は食べてみる価値ありの一品で、モチモ

チの皮にギッシリと海老、ハム、野菜、ヌードルが包まれています。甘辛いソース

をたっぷりつけて召し上がれ。ローカロリーでヘルシーなのに食べ応えもあり、お

値段はたったの$3とお手頃。 

また、ライスヌードルのフォーは、スープがとて

もさっぱりしていて、夏の疲れた胃に優しく、日

本のうどんを彷彿とさせます。トッピングの具は

自分で選ぶことができるのでマイ・オリジナル

フォーを楽しんでください。こちらは量によって

値段が変わり、$6.50から$7.50。料理に合わせ

て、タピオカがたくさん入ったおいしいチャイ

ティーも是非どうぞ！日曜日は定休日なので、平

日におでかけください。 

クッキング便利グッズ シリコン・スチーマー 
 

昨年から日本で大人気のシリコン・スチーマー。 

シリコンでできた柔らかい容器に、野菜や肉などを入れて電子レ

ンジでチンするだけで、簡単においしく料理が出来上がります。

オリジナルはスペインのルクエ社の物ですが、最近は他社からも

いろいろな商品が出ているようです。 
 

シリコン・スチーマーを使った料理の特徴は、食材の水分だけで

調理ができるので（野菜などを洗ってそこに付いた水分だけで十分です）栄養分や

おいしさが逃げません。また、油を使わないので、カロリーがおさえられて大変ヘ

ルシーです。野菜の甘みに改めて感激します。今まで、電子レンジでラップをかけ

て野菜を蒸していたのに比べて、熱の効率が均等でうまく調理できるようです。蒸

し物はもちろん、煮物（ワインや日本酒、塩やだし醤油などを尐し入れて一緒に蒸

すといいでしょう）やデザートにも使えます。ジャガイモなどは、洗ってそのまま

入れて蒸すとホックリと仕上がり、ポテトサラダやコロッケ用にもすぐ使えます。 

電子レンジだけで調理できるというのは、料理の後の片付けが楽です。ちょっと手

抜きだけど、おいしく健康的にクッキングできるのは、主婦にとってはありがたい

ですね。油の多い肉を入れて使うと後始末が大変なので、肉ならば鶏のささ身など

を使い、それ以外は野菜を中心にあっさりとした料理をするとよいようです。 
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 NCジャパンセンターからのお礼 
 

７月３日、NCジャパンセンター主催で日米大学野球選手権大会に出場する日本

チームの歓迎パーテイを開催いたしました。この日、Durham Bullsの球場での試

合を終えた選手たちは、ジャパンセンターで待機していた参加者の皆様の人間

アーチを通って会場へと入場いたしました。平澤さんが日本から運んで下さった

日本の旗とようこそアメリカへの意味を込めて用意したアメリカの旗を振っての

歓迎に選手の皆様も嬉しそうでした。ジャパンセンター所長John Baughの挨拶、

岩井美樹団長のお言葉を頂き、John Sylvester氏の乾杯の音頭でパーテイが始ま

りました。その後も秋山さんの見事な司会、中島さんの音響システムとの兼ね合

いは最高でした。お食事は南部スタイルBBQで、お腹をすかせた選手の方々は何

回もお替りをしていました。｢これは何ですか？｣と質問が飛び交う中、お手伝い

をしてくださったボランティアの方が手際よく動いて下さり助かりました。東洋

食品からの差し入れのおにぎり（300個）には、選手の誰もがとても感激してい

ました。ある選手は「アメリカに着てから米粒を食べたのは今日が始めて、嬉し

いです。ご馳走さま！」と興奮気味でした。お食事中は、選手の方々と自由にお

話したり、写真を撮ったり、サインをしてもらったり和やかな光景が印象的でし

た。これも機転を利かせて会場の椅子の並び方を変えて下さった小野さんのお陰

です。また、NCのことを日本チームの方にも知ってもらおうと出された「NCトリ

ビア」クイズにも皆様、積極的に参加していました。その賞品を提供してくだ

さったHONDA AIRCRAFT 様、並びに PEPSICO様のお陰で場が盛り上がりました。

時間はあっという間に過ぎ、TJBA会長井上様の手締めでお開きとなり、旗を振っ

てのお見送りに、選手の方もバスから見えなくなるまで手を振り続けていまし

た。その後も子供たちを含めた参加者の方々が自ら進んで片付けをして下さって

いる光景があちこちでみられました。後日、全日本大学野球連盟の会長大橋様か

らお礼の手紙を頂きました。｢今回の日本代表選手は米国が初めての学生が多

く、しかも１回戦で勝てる試合を失策で落とした直後だけに、このパーテイのお

陰で、選手が元気を取り戻した由です。参加していただいた方々にくれぐれもよ

ろしくお伝えください｣とのことで

す。皆様が楽しめる素晴らしいパー

テイが実現出来ましたことを心より

深く感謝いたします。 

（ジャパンセンター:長曾我部玲子 

 写真提供：R. Grant） 

http://pho9n9.com/en/
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 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 

トライアングル茶の湯クラブ（TCC) 
 

 

「トライアングル茶の湯」はデューク・ガーデンズを拠点

に、ナンシー・ハミルトンの指導の下、裏千家流の稽古に

励んでいます。稽古のなかでも、文化的なプレゼンテーションを通したコミュニ

ティ活動は重要な位置を占め、毎月、Duke Gardens education office (下記の案

内をご参照ください) を通じて申し込まれた方々をお客様に迎えた茶会を催してい

ます。また、幼稚園児から大学生まで、生徒たちを迎えた教育プログラムにも積極

的に関わっています。デューク・ガーデンズを訪れたクラスの生徒たちを迎えるこ

ともあれば、学校に出向くこともあります。過去の例では、ダラムにあるNC 

School of Science and MathとサクサホウにあるHawbridge High Schoolの両校の

高校生に集中的に茶道研修を行ったこともあります。昨秋には、たくさんの中学生

を迎えると共に、４クラスの大学生をDuke Gardensの茶室にお招きしました。 

私達の活動に関して質問がごさいましたら、遠慮なくナンシー・ハミルトン (日本

語可: nancy.hamilton@duke.edu) または末吉千寿子(sueyoshi1@mac.com)までご連

絡ください。茶の湯の稽古のお問い合わせもお待ちしております。 
 

Duke Gardens茶室での茶会のご案内 

Duke Gardensの茶室で、お客様として参加して、心休まるひと時を是非お楽しみく

ださい。伝統的な日本の茶の湯の温もりを感じられることと思います。美、詩趣、

そして魅惑的な一杯の抹茶と日本のお菓子のもてなす豊かな日本の伝統の静穏をお

楽しみください。ご参加の方はDoris Duke Centerに集合後、寛いでいただく茶室

までご案内します。土曜日に開催される茶会は、6歳以上のお子様(大人同伴)の参

加も歓迎しております。 

 9月17日 午前10:45-12:00 及び午後1:00-2:15   菊茶会 (Chrysanthemum Tea) 

10月14日 午前10:45-12:00                     豊穣感謝の茶会 (Harvest Tea) 

10月14日 午後7:00-8:30                       月見茶会 (Moonviewing Tea) 

11月 4日 午前 10:45-12:00及び午後1:00-2:15   紅葉茶会(Dancing Leaves Tea) 
 

申込み・金額等のご案内はDuke Gardens education office (668-1707)までご連絡

ください。プログラムに関するお問い合わせ、またはお仲間でのプライベートな茶

会にご興味をお持ちの方はDuke Gardens Cultural Programming Coordinator ナン

シー・ハミルトン(email:  nancy.hamilton@duke.edu 電話 (919)286-0655)までご

連絡ください。日本語でもどうぞ。 
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生ビールが美味しい季節ですね。おいしく飲める所を探している方

もいらっしゃるのでないでしょうか。そこで今回はチャペルヒルの

フランクリンストリートにスポットを当てて、いくつかご紹介した

いと思います。 

 

1. Linda’s Bar and Grill (203 E Franklin St) 

 このお店には、毎日ドリンクスペシャルがあるので、低料金 

 で飲みたい方にお勧めです。また是非食べていただきたいの 

 が「Cheese Fries」。ポテトフライにとろけるチーズ、カリ 

 カリに焼いたベーコン、ネギがトッピングされています。と 

 にかくビールにぴったりの一品です。 

 

2. Four Corners (175 E Franklin St) 

 大画面のテレビでスポーツを見ながら飲みたい方にお勧めで 

 す。テレビがたくさんあるので、いろいろな試合が一度に楽 

 しめます。また飲みに来ているスポーツ好きのアメリカ人と 

 自分が好きなチームについて話すのも楽しいですよ。食べ物 

 も飲み物もとても充実しています。 

 

3. Italian Pizzeria III (508 W Franklin St) 

 通称、IP3（アイ・ピー・スリー）。その名の通りイタリア 

 ンのお店で、とても明るくてフレンドリーなイタリア人の兄 

 弟がお店をしています。ここでおススメなのは火曜日と日曜 

 日限定のスペシャル。Large Cheese Pizzaにピッチャーの 

 ビールが付いて、なんと12ドル。またここの従業員はとにか 

 くサッカーとUNCが大好きで、店内にはポスターがたくさん

貼られています。お昼もお勧めで低価格でランチが楽しめます。 

 

暑い夏にキンキンに冷えた生ビールを飲むっていいですよね。フランクリンスト

リートには楽しく飲める店がたくさんあるので、皆さんも是非飲みに行ってみて下

さい。（Katsu  Chapel Hill在住） 

 

mailto:nancy.hamilton@duke.edu
mailto:sueyoshi1@mac.com
mailto:nancy.hamilton@duke.edu
tel:/%28919%29286-0655
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ごちそうさまぁ～！  

 

 

アメリカには色々なポテトメニューがありますが、今回は簡単にできてボリュームたっぷりの

一品をご紹介。名前の通り大きなベイクドポテトを二回焼くレシピで、好みによって炒めた刻

みベーコンを入れたりサワークリームを乗せたりしてバリエーションが楽しめます。日本人

には大きすぎるかもしれないので、パーティなどではアルミカップに小分けして、可愛くデコ

レーションするといいですよ！ 

 

材料 8個分 

 Baking Potato 4個（楕円形の手のひらサイズの大きなポテト） 

 牛乳      1/2カップ～（ポテトの大きさによって異なります） 

 マヨネーズ  大さじ４杯 

 バター     40ｇ 

 シャープチェダーチーズ おろしたもの1カップ 

 ねぎの小口切り少々、塩・こしょう 

 

作り方 

1. オーブンを350F（摂氏175℃）に温めます。 

2. 温まったらポテトをそのままオーブンラックに乗せ、約一時間素焼きします。 

3. ポテトをフォークで刺してみて、すぅっと入ったら焼きあがっています。 

  取り出してたて半分に切り、大き目のボールに中身をスプーンなどで取り出します。 

  後で皮に詰め直すので、破かないようにします。 

  （かなり熱くなっているのでやけどに気をつけてくださいね） 

4. 熱々のポテトの中身に牛乳・マヨネーズ・バター・半分の量のチーズを混ぜ合わせ、 

  塩コショウで好みの味に味付けします。 

5. 出来上がったものを8等分し、半分になった皮にこんもり詰めていきます。 

6. 均等に盛れたら、残りのチーズも等分に振りかけて、ねぎの小口切りもパラパラと乗せ 

  ます。 

7. 天板に並べ、オーブンで15分ほど焼きます。アルミ等に小分けにした際は5分ほど焼け 

  ばいいです。トッピングをチェダーチーズとモッツレラチーズの2色にしてもきれいです！ 

                                       （くるみ：Cary在住、主婦） 

Twice baked Potato 二度焼きポテト 
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Bilingual 子育て：幼児期編 

  

今回はbilingual子育て幼児期編です。子供の成長過程で、0歳から3歳までは言語

発達の「敏感期」といわれ、子供達は無意識のうちに言葉を猛烈な速さで吸収して

いきます。それは子供達を取り巻く言語環境が1種類でも3種類でも同時に混乱する

事なく脳に吸収されます。この時期、親としては 家では日本語、特に生活の基本

的な動作、物の名前など、子供達が実際に動作をした時、あるいは何かに興味を

持った時、丁寧に説明してあげてください。日本語のDVDを見せるよりもお父さん

やお母さんの声のほうが子供達の脳にはより刺激的に届きます。英語の環境では、

やはりDVDを見せるよりも近所や学校で子供同士遊び 

を通じて英語を学ばせる方が効果的です。 

 

この時期の子供達にとって言葉を学ぶと言う事は勉強する

事ではなく生活の一部なのです。子供達の生活リズムに合わ

せて豊かな言語環境を整えてあげることが重要です。 

3歳頃から子ども達は無意識ではなく意識的に言葉を

覚えるようになります。子供達が興味や疑問に思った

りしたことを親はできるだけ早く見つけだしその事に

関する知識を教えてあげましょう。家では100パーセ

ント日本語、そしてできるだけ子供達をアメリカのコ

ミュニティーに参加させて、日常生活の中から

bilingual の子供達を育てましょう。 

  

（坂井久美子：Greensboro在住、神奈川県出身、 

 モンテーソーリ幼稚園教諭） 

子育ては親育て 

 

こんにちは !  

ストレスを感じていませんか？ 夜ちゃんと眠れていますか？ 

疲れがひどく気力がわかないことはありませんか？ 

針灸治療で元気な毎日を取り戻せるかもしれません！ 

109 Conner Dr. Building III, Suite 103 
Chapel Hill, NC 27514 

(919) 933-4151 

www.acupuncturehealingcenter.org 

針灸治療有資格者 
Carmela Mager 

カーメラ・マーガー 

針灸治療有資格者 
Andrew Nowosad 

アンドリュー・ノワサッド 
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宿題について 

 

「今度はどんな担任の先生なのだろうか」「お友達は

できるのだろうか」など不安や期待が入り混じった新

学期が始まります。そんな気持ちが落ち着いてきた頃

に、宿題が尐しずつ出始めます。宿題の量や提出日な

どは担任の先生によって異なっているので、その先生

のやり方に慣れるまでは時間がかかるものです。今回

は新学期に備えて宿題について書きたいと思います。 
 

宿題は、やはりやり残しがないほうが好ましいですが、宿題によっては親が助けよ

うとしてもわからない時も時々あります。そのような時はそのままにせず、先生に

相談することをお勧めします。「この部分はわからないので、子供に説明してくだ

さい」などのメモを宿題につけて提出すると、先生に努力はしたけれど宿題ができ

なかったという理由を理解してもらえます。学期の始めにわからない宿題はどうし

たらよいのかを、あらかじめ聞いておくのもポイントです。またアメリカに来たば

かりで、英語が全然わからないので到底宿題をこなすのは無理な場合も、何か特別

に宿題を出してもらうなど、話し合いが必要です。 
 

時々親は子供がきちんと宿題をしていると思っていても、実は全然宿題をしていな

いということがあります。小学生の頃はどんな宿題がでているのか親も把握しやす

いのですが、中学生や高校生になると教科別に宿題が出るので、親は子供を信頼す

るしかありません。でも気になるようでしたら、今は学校のオンラインで今日の宿

題が何かを載せている先生も多いので、それでチェックすることもできます。また

各教科の先生のメールアドレスを聞き、宿題や成績に関して定期的に連絡をもらう

こともできます。これも学年の最初のオープンハウスに出席し、各々の先生と事前

に相談することがよいと思います。 
 

中学や高校になると親が宿題を手伝うのもだんだん限界に達します。その場合はど

うしたらよいでしょうか。経済的に余裕があるご家庭なら、家庭教師を見つけて宿

題やその他の勉強をみてもらうのが一番便利でしょう。もし無理な場合は、学校に

ある様々なサービスを利用するのもよい方法です。中学校によっては、放課後ESL

の先生が勉強を手伝ってくれたり、中学校の放課後に来ているボランティアの人が

助けてくれたりします。また高校の場合は、学校が始まる前や後、もしくは昼休み

の時間に先生が宿題や勉強を教えてくれることもあります。授業についていけなく

て成績が悪くなってしまう前に何らかの対策を考えた方がいいと思います。 
 

宿題について質問や困っていることがあれば、直ちに先生や学校と連絡を取ること

をお勧めします。学校には色々なお助け策があるので、親子で思い悩む前に、相談

することによって絶対に何らかの解決策があるはずです。要は先生とのコミュニ

ケーションが一番大切だと思います。 

遅れは減点対象になりますが、日ごろエクストラポイントで稼いでおくとか、メイ

クアップワークを先生にお願いするなどが必要になるかもしれません。 

（荒竹由紀：Chapel Hill在住、東京都出身、UNC日本語教師、Chapel Hill学校区 

 専任通訳翻訳者） 
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探
偵
団 

おいしいもの                  

 

         ツナ缶 
 

ツナ缶と聞くと、私たちの多くは日本でおなじみの「シーチ

キン」を想像します。サラダやサンドイッチには定番です

し、ラーメンに乗せたり、卵焼きに入れたり、巻きずしなど

にも利用できとても便利。家庭には欠かせない食材ですね。 

アメリカのツナ缶には、いろいろな種類がありますが、どれ

が使いやすくおいしいのでしょう。今回は、おいしいツナ缶

を探し求めて探偵団が調査しました！ 

1. Trader Joe’s Solid Light Yellow fin Tuna in Olive Oil 

 日本のシーチキンに一番近い味。オリーブオイル漬けとありま 

 すが、油臭くなく、マヨネーズなしでそのまま食べてもGood!  

 アメリカのツナ缶によくあるパサパサ感がありません。日本の 

 味が恋しい人にお勧めです。 
 

2. Kirkland Solid White Albacore 

 柔らかく魚の臭みもなく鶏肉のようにあっさりとしています。 

 また、ほぐしやすいので、サンドイッチの具に最適。 

 Kirklandの商品はCostcoで扱っています。 

 
3．Star-Kist Gourmet Choice Solid White Albacore Tuna Fillet in Water 

 脂身の尐ない部分を使用しているため、上の二つに比べて身が 

 しっかりしてパサパサした感が多尐ありますが、魚を食べてい 

 るという食感で満足感が得られます。パスタやベイク料理など 

 に応用して使うのに適しています。 

 

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食 
 

海老とアボガドの山椒マヨネーズ和え 

  材料 

  海老      1/4Lb 

  アボガド  1個 

  セロリ    1/2本 

  ソース  マヨネーズ  大さじ2 

         山葵         小さじ1 

         醤油         小さじ1 

         レモン       1/2個 
 

  作り方 

  1  エビをさっと茹でて、冷蔵庫に入れ冷やしておく。 

  2  アボガドは一口大に切り、レモンを絞りかけておく。 

  3  セロリは千切りにする。 

  4  ソースの調味料を混ぜ、それで野菜とエビを和える。 

     和える際、アボガドは尐し潰しながら混ぜる。 
 

  お酒のおつまみに最適で、特にウィスキーによく合います。 

  パセリを散らせばお洒落な一品になります。 （坂井久美子：幼稚園教諭） 
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最近、自分でマッサージしているのに目の下のくまとしわが取

れない！肌の弾力が戻らない！美白化粧品を使っているのにし

みが減らないなど…。色々な悩みを聞きます。 

話は変わりまして…。 

皆さんは、なぜ外食をしますか？疲れていて料理を作りたくないとか、気晴らし、

たまには？…など色々な理由から家族や友達と外食に出かけると思います。その

時ってどんな気分です？働かなくて済むという特別な感じになり、楽しい気分にな

りませんか？もちろんお子さんの世話をするので大変で休めないと言う方もいらっ

しゃるとは思いますが、食事の支度と後片付けをしないつまり誰かがやってくれる

分、尐しは気分が違うと思います。 

あなたの肌も同じことです。 

肌は体の中で一番大きな部分で、臓器と一緒で休める必要があります。自分でマッ

サージするということは、あなたの手が働いています。マッサージをしやすくする

ために鼻を動かしたりして、あなたの顔の筋肉も働いています。そうです！完全に

リラックスしていないのです。 

顔と体は別物と考えている方が多いですが、全身がリラックスしていないとどんな

に色々なことをしても意味がありません。アメリカのエステでは、顔のマッサージ

に首、胸元などのマッサージが付きます。それは、リラックス効果もありますが血

行を良くし、健康的な肌を取り戻す助

けをする為。自分でマッサージして効

果が出ないというのはそういうことな

のです。 

1週間又は2週間、3週間に一度でもいい

です！がんばった自分に何かしらのご

褒美を上げてください。それが10歳若

い肌を維持する秘訣です。 

 

(Chikako Orcutt：Raleigh在住、エス

ティシャン、Green tea Spa/ Licensed 

Esthetician www.greenteaspa.net) 

 

●ビューティーアドバイス● 

 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 

  

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

www.angelrosesflorist.com 

Spa 

Japanese Spa 

｢世界で一番敏感なアジアンスキン｣ 

Green tea Spaはそんな敏感肌でも安心できる 

  Raleighにオープンした唯一の日本人スパです。 

  Licensed Esthetician:  Chikako Orcutt（ちか） 
8341 Bandford Way, Suite 105  

Raleigh, NC 27615 (Studio 1 Salons/west 内) 
Phone: (919) 723-7351  日本語 

Web: www.greenteaspa.net 
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Chapel Hill-Carrboro School District 
 

Chapel Hill-Carrboroの学校区には、小学校が10校、

中学校が４校、高校が3校あります。生徒は色々な国

から来ているので、両親と教師の間のコミュニケー

ションが円滑に計れるようにという考え方からそれぞ

れの言語に対応した通訳・翻訳を担当する人がいます。ヒスパニック系や中国人も

多いのでバイリンガル教育にも力を注いでいます。それでスペイン語と英語で授業

が行われる小学校が3校、中国語と英語で授業が行われる小学校が1校あります。 
 

この校区には、学校に特色を持たせたマグネットスクールはありませんが、そのか

わりにLEAPと呼ばれる成績優秀な子供だけの学級が4年生から9年生まであります。

学年末テストで上位の成績を取った生徒が、学校区が用意したテストをもう一度受

けて優秀なスコアを取るとLEAPのクラスに入ることができます。そのプログラムで

は通常の学年よりも2学年ぐらい上のレベルの勉強をしているそうです。 
 

学校の時間ですが、小学校が7時50分から2時半、中学校が8時20分から3時10分で、

高校が8時45分から3時50分です。Wakeの学校区では高校が一番早く始まり、小学校

が最後でChapel Hill-Carrboroの学校区とは反対です。一度Chapel Hill-Carrboro

も高校生を一番早くしようという案が出ました。これは両親や高校生の間から反対

され、実現することはありませんでした。高校生が早く家に帰って来るほうが、働

くお母さんにとっては、アフタースクールに下の子供を入れる必要もないし、誰か

先に家に帰ってくることは安心できるので、Wakeではそ

の方が便利だとされています。しかし、夜遅くまで勉強

して夜更かししている高校生には辛いということで、

Chapel Hill-Carrboroでは採用されませんでした。また

高校の授業時間も尐し異なります。Chapel Hill-

Carrboroの高校は一学期に7科目の授業がとれますが、

Wakeでは、Block Scheduleというのを採用している高校

もあり、4科目ないしは5科目で、1科目の授業時間が

Chapel Hill-Carrboroの約倍の時間になっています。 

 

アメリカの大学の入寮日 
 

アメリカの大学には入学式はありませんが、入寮日というのがあります。授業が

始まる1週間くらい前に、決められた寮（ドーム）に入ります。これから長期間、

大学に住むわけですから、日常生活で必要なものをたくさん持っていかなければ

なりません。入寮日は一大イベントでまるで引っ越し大会。たいていは、親が子

供と一緒に車で大量の荷物を運んで寮の前まで行きます。上級生のボランティア

達が待ち構えていて部屋まで運ぶのを手伝ってくれます。ベッドシーツ、枕、ブ

ランケット、ラグ、ハンガー、扇風機（冷房のない寮の場合）、靴や洋服、ラン

ドリーバスケット、鏡、本、PC、延長コード、ランプ、洗剤、簡単な食器、好き

なポスターなど部屋を自分らしくデコレートする小物たち…。新しいルームメー

トや同じ階のホヤホヤの新入生達でドームの中は、もう熱気満々！もう高校生

じゃありません。約1週間のオリエンテーションを経て新しい人生が始まります。 

http://www.greenteaspa.net
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 もうすぐ新学期が始まります！ 

夏休みもそろそろ終盤。新学期はもうすぐですね。 

新しい環境で新しい仲間と新しいことを学ぶのは、

なんともワクワクドキドキすることです。ギリギリ

になって慌てずに済むように、必要な情報を早めに

調べ、新学期の準備を着々と進めておきましょう。

準備がきちんとできていれば、子供たちも精神的に

余裕を持って新学期を迎えることができますね。 

新しくアメリカ赴任した際、知っておきたい子供のこと、学校のこと 
 

★病院初診では大人でも予防接種時期を聞かれます。 

  あらかじめ確認して行くことがお薦めです。子供の場合は、日本の母子手帳を必ず持 

    参しましょう。規定のNC州予防接種証明書は病院にて母子手帳を見てコンピューター 

    に入力してもらえます。コピーをもらっておくと学校やキャンプ申し込みの提出の際にも 

  使えます。アメリカ（州によっても違います）と日本の予防接種の必須が若干異なる 

  ことを予め理解しておきましょう。 
 

★どこの学校に行くの?  

  まずは下記に予約。最初、簡単なテストをしますが、これは入学には関係なく、テスト 

  でESLのクラスが必要かどうかの水準を見るためのものです。パスポート、公共料金 

  の請求書（住所確認のため）、予防接種の記録が必要です。 あれば日本での成績 

  表なども持参するとよいでしょう。 

★学校情報は www.wcpss.net (Wake地区）、www.dpsnc.net （Durham地区）、 

   www2.chccs.k12.nc.us （Chapel–Hill/Carrboro地区）、で、バスルート、始業 

  時間、テストスコア、クラブ活動や学校からのお知らせなど、学校別にすべて調べられ 

   ます。入学前にクラスで必要なものの確認もできます。 
 

★クラス担任が表示する授業で必要なものなどはTargetやWal-Martで探して買っても 

   いいですし、または学校側でパッケージにしてPTAを通して販売しているものを利用す 

   るこ ともできます。売り上げの一部は学校基金にまわされるので、寄付のつもりで手 

    軽に済ませるのもいいかもしれません。 
 

★学校のお弁当やおやつにはピーナッツ類を避けること。アレルギーがある子供がいる 

    ため持ってこないように言われます。 
 

★制服のない学校でも規則はあります。 

  女の子の場合、スカートは両手を伸ばして中指に触る長さで、夏の 

   トップスは、指が2～3本程度の太さのランニングシャツや細いスト 

   ラップショルダーならば重ね着するなどの工夫が必要です。 

Wake County Schools  

Center for International Enrollment 

3600 Wake Forest Road 

Raleigh, NC 27609 

phone: 919-790-6444  

Chapel Hill-Carrboro Schools 

Lincoln Center 

S. Merritt Mill Road, 

Chapel Hill, NC 27516 

Phone: 919-968-2793 

Durham Schools  

511 Cleveland Street  

P.O Box 30002  

Durham, NC 27702  

Phone: 919-560-2000 
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8月～9月  トライアングルの イベント・スケジュール 
    ファミリ-・子供向け   

8/27 Lazy Daze Arts & Crafts Festival Downtown Cary 

9/16～18 Greek Festival State Fairground 

9/17 Bug Fest 5-7pm NC Museum Natural Sciences  

  
夜に活動する虫の生態を観察          

ライブコンサートや野外フードもあり 

http://www.visitraleigh.com/glbt/

event.details.php?id=18877 
9/17～9/18 Durham Arts Council's Center Fest Downtown Durham 

  第37回目アートフェスティバル http://www.centerfest.durhamarts.org/ 
9/23～25 Day Out with Thomas The NC Transportation Museum 

9/30～10/2 機関車トーマスに乗って遊ぼう！ http://www.ticketweb.com/promo/dowt/

index.html 

9/30～10/2 International Festival of Raleigh Raleigh Convention Center 

  日本ブースを始め、各国のブース http://www.internationalfestival.org/ 
10/2 39th Annual Festival  West Franklin St. Downtown Chapel Hill 

10/7～9 Lego Kids & Fest Raleigh Convention Center 

 レゴ好きはみんな集まれ～！ http://www.legokidsfest.com/raleigh/ 
10/13～23 State Fair NC State Fairground  

 年に一度のNC州のお祭り！  http://www.ncstatefair.org/ 

    コンサート・ミュージカル・演劇等 

8/23 Budweiser Superfest Summer Party Walnut Creek 

8/24 Britney Spear's Femme Fatal Tour RBC Center 

8/25 Midsummer Night's Dream  Koka Booth Amphitheatre 

9/8～10 Hopscotch Musical Festival 2011 Downtown Raleigh 

9/9～10 Bull Durham Blues Festival Durham Bulls Athletic Parｋ 

9/17 Hillsborough Jazz Festival  Moorefields Historic Estate  Hillsborough 

9/25 Annual Carrboro Music Festival Venues throughout Carrboro 

  http://carrboromusicfestival.com 

9/30～10/1 Roge Plays Poulenc & Mozart Meymandi Concert Hall 

    その他のイベント 

8/19～21 Raleigh Auto Show Downtown Raleigh 

    www.classicsatthecapital.com 
9/24 Terra Vita Food & Wine Event  Southern Village Green 

10/8 World Beer Festival  Durham Bulls Athletic Parｋ 

 
ネットで事前の申し込みが必要です http://allaboutbeer.com/gather-for-

beer/world-beer-festival/durham-nc/ 
    日本人関連イベント 

8/28 Taiko Club Summer Concert Series Flecher Park, Raleigh 

  トライングル太鼓の野外コンサート   

9/23 万華鏡 Kaleidoscope Art Exhibition 

w/Jazz live 

Roundabout Art Collective Gallery,    

2110 Hillsborough St. Raleigh 

  日本人画家テイラー祐子さんの作品展示、ご主人トーマスさんのジャズ演奏 

http://www.wcpss.net/
http://www.visitraleigh.com/glbt/event.details.php?id=18877
http://www.visitraleigh.com/glbt/event.details.php?id=18877
http://www.centerfest.durhamarts.org/
http://www.internationalfestival.org/
http://www.legokidsfest.com/raleigh/
http://carrboromusicfestival.com/
http://www.classicsatthecapital.com/
http://allaboutbeer.com/gather-for-beer/world-beer-festival/durham-nc/
http://allaboutbeer.com/gather-for-beer/world-beer-festival/durham-nc/
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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 小野まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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です。剣道を通して思いが

けない交流、楽しみ、発見を！連絡 http:www.trianglekendoiaido.org/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

家庭教師急募：英語や学校の宿題をお手伝いしてくださる家庭教師を探していま

す。学生さんでも可です。お問い合わせは、nc@usremac.comまで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

お琴教室の生徒随時募集：初心者から上級者まで個人のレベルに合わせて丁寧に

教えます。道具は、一切必要ありません。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

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。仕事探

し、人材探し、日本語でお気軽にお問い合わせください。nc@usremac.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 
賃貸物件：2BR/2Bath UNC・Duke至便 Shopping Center・映画館徒歩圏内、市

営バスライン、First BuyerやInvestorに最高の物件です。連絡919-215-4554  

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

売り家：投資物件に適、Chapel Hill、3BR 2Bath、UNC迄車で10分、バス・

ショッピングＣ・映画館・郵便局・レストラン・銀行迄徒歩5分 919-215-4665 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
アパート：アパートは隣家の音が気になる、賃貸だと予算が高いとお考えの方、

連絡ください。コンドミニアム用に作られたアパートをご紹介。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。 

 

三角横丁では皆様から掲示板に載せる情報を随時募集しています。「売ります」

「買います」「譲ってください」「教えてください」「教えます」「探していま

す」「コンサートの案内」「イベントのお知らせ」「メンバー募集」「生徒募集」

等、2行から3行でアピールできます。詳しくは sankakuyokochou@gmail.comまで。 
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     NCのStone Mountainにハイキング！ 
 

 Stone Mountainというと、たいていアトランタにあるもの 

 を思い浮かべますが、同名のState Parkがノースカロライ 

 ナにもあるのはご存知ですか。 

チャペルヒルから車で西に2時間半ほどでStone Mountainの駐車場に到着します。

駐車場は2ヶ所あり、そこからはいくつかのトレイルがありますが、それぞれが繋

がっていて、周回コースの一部となっています。手前にあるメインの駐車場からは

緩やかなコースで頂上まで１時間ちょっとかかります。脇にそれると滝にも行きつ

けます。奥の駐車場から急な斜面を歩いて頂上まで行くコースは、40分ぐらいで登

れますが、最後の部分は岩の上を歩いて登ります。 

Stone Mountainの頂上から見えるブルーリッジの風景は格別で、これからの季節に

は最高です。名前のように頂上は平らな岩肌が出ている山です。お弁当を持って登

り、頂上で景色を眺めながら食べるとハイキング気分を盛り上げます。途中の小川

では渓流釣りもでき、夏の暑い日には涼しさも感じられます。また、キャンプサイ

トもあるので、キャンプをすると違った楽しみ方ができるでしょう。 

駐車場の入り口近くのJohn Frank Parkwayには、Stone Mountain Country Storeが

あり、アイスクリームがお勧めです。夏だけではなく秋も紅葉がすばらしいので、

是非一度登ってみてはいかがでしょう。     （荒竹由紀：UNC日本語教師） 

場所は、3042 Frank Parkway, Roaming Gap, NC 

サイトは、http://www.ncparks.gov/Visit/parks/stmo/main.php 

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

「Lazy 5 Ranch」アニマルパークで動物たちとの触れ合い！ 
 

 

チャペルヒルから車で1時間半から2時間ほどの距離にあ

るLazy 5 Ranchは、動物たちと出会える楽しいアニマル

パークです。子やぎにタッチしたり、檻や囲いの中にい

る動物・鳥を見たりもできるのですが、自家用車または

馬に引かれたワゴンで園内を回り、放し飼いの動物に餌

をあげることができます。キリンやカバなど、いろいろ

な大型動物もいて、とても楽しい所です。 

お勧めは、自家用車で園内を回るより、断然園内のワゴ

ン乗車です。動物がよく見えるし、一般車では走れないような道を走り、動物の間

近まで行ってくれます。ワゴン乗車料金には、動物にあげる餌（バケツに餌が入っ

ています）の料金も含まれているのでお得感もあります。餌をあげると、動物の舌

の動きが凄くて大人も子供も最初はびっくりしますが、みんな大喜びです。 

昨年の秋には、コーンの迷路や乾燥トウモロコシの砂場があったり、ミニカボチャ

をブランコのようなもので遠くに飛ばす所があったりで、動物と触れ合う以外の楽

しみも充実していました。ハロウィーン用パンプキンの販売もありました。 

子供用のプレイグランドエリア、そして、手作りアイスクリームやレモネード、ケ

トルコーンなどの食べ物ももあり、家族連れやカップルに人気で、一年を通してい

つ行っても楽むことができます。     （森の家：チャペルヒル在住、主婦） 

場所は、15100 Mooresville Rd. Mooresville, NC28115 

サイトは、http://www.lazy5ranch.com/ 

http://www.ncparks.gov/Visit/parks/stmo/main.php
http://www.lazy5ranch.com/
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!!Hot News!! 

    シャーロット夏の盆踊り大会 
 

7月30日、日本文化への理解を深め、日本人間の交流、シャー

ロット周辺の地域貢献をテーマにダウンダウン・シャーロット

で夏の盆踊り大会が開催されました。会場には、紅白の大きな

盆踊り用の櫓が組まれ、色とりどりの浴衣や甚平を着た人たち

が溢れ、ヨーヨー、金魚すくいの金魚を手に持つお祭りファンで賑わいました。

楽しいイベントもたくさんあり、スミス・アカデミーの小学生達による太鼓パ

フォーマンスは大人顔負けの名演奏、7月26日から8月12日までMint Museumで開

かれている華道家・竹アーティスト、川名哲紀氏の作品プレゼンテーション

（http://www.mintmuseum.org/tetsunori-kawana.html）は斬新で圧巻。日本文

化体験コーナー（茶道、書道、浴衣着付け、折り紙）では覚えたばかりの日本語

を使って身振り手振りで説明している地元の方々。あちこちで笑顔が見られまし

た。そして何よりも楽しみだったのは、ローカルの日本食レストランによる豊富

な手作弁当の数々。幕の内、お寿司、冷やし中華、カレー、サンドイッチ…。種

類がたくさんあってもお腹はひとつしかないので、どれを選ぶかが至難の業。お

弁当は、昨年より650食多い2,000食を準備したのに、販売開始後、僅か45分ほど

で完売してしまったそうです。お祭り最後の目玉であるドアプライズの発表は、

チケットをしっかり片手に握って、呼ばれる番号を確認しながら一喜一憂。日本

の懐かしい余韻を残しながら、2011年の盆踊り大会の幕締めとなりました。  

 

High Rope Course in Durham  ハイロープにチャレンジ！ 
 

7月8日、Durhamにオープンした「High Rope Course」は、ロープで作られた巨大

ジャングルジムのような施設。高く上って鳥の目の高さを体験したり、いくつもの

障害をチャレンジしてあちこち移動すると、最後はジャイアント・スウィングが

待っています。冒険心をくすぐり楽しさ抜群！入場は7歳（保護者同伴）以上で、

料金はDurham County住民は7ドルから、Durham以外の住民は10ドルからで、チャレ

ンジするコースの難易度によっても変わってきます。1グループ6人の参加につきひ

とりの資格を持ったスタッフが付いて指導をしてくれます。場所は、Bethesda 

Park（1814 Stage Rd., Durham）です。普段は予約が必要ですが、月に一度ある

Drop-in Dayは、予約の必要がないので気軽に行ってみることができます。詳しく

は919-560-4355 ext.27210 (Durham Parks and Recreation Adventure Program)
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ブルーベリー狩りはいかが？ 

Hillsboroughに、ブルーベリー狩りが

できる農場が2つあります。 

「Nice Berries」

「Cedar Grove」 

この2つの農場は向かい

合っているので、お好み

で好きな方へどうぞ。 

ブルーベリーはいちごより傷みにく

く、採った後すぐに冷凍できるので

便利。粒が小さい方が甘いそうで

す。 
 

場所：8411 NC Hwy 86,Cedar Grove 

      NC 27212 

(住所はどちらも同じですが、オー

ナーは別です。入って右側がNice 

Berriesで、入って左側がCedar 

 帰国子女編 

編集後記：毎日暑いとついつい水分がほしくなります。昼間、編集をしている時は、横

にはいつもコップが置いてあります。中身は、コーヒーだったり、紅茶だったり、緑茶

だったり。ボーっとしがちな暑さの中で、なるべくカフェイン入りのものを飲んで、頭

にカツを入れようとしているわけなんですが、それが夜になると変身？あれ、いつの間

にかビールやワインになってる。ああ、今夜も酔いが回っていい気持ち。いいや、また

明日やろうっと、と楽天的に酔っぱらって眠りにつく日々が続きましたが、なんとか終

わりました。ほっ！皆さんも暑い時は水分をたくさん取ってくださいね。（編集長） 

いつも三角横丁の表紙画を描いて下

さっているテイラー祐子さんの絵の展

覧会「万華鏡」が9月23日にRaleighで

あります。ご主人のトーマスさん

（ジャズ演奏家）もライブ演奏で特別

参加します。詳しくは、イベントスケ

ジュール欄（p.24)をご覧ください♪ 
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 8月号 

最高気温は毎夏、更新されていて、熱波に参りそうになりますが、いったいこの更

新記録はいつまで続くのかしらと、ふと不安になります。太陽がカンカン照りの昼

間は外に出るのを控え、夕方になってから動き出した方がいいですね。 
 

日本は夏には花火大会があちこちで開かれ、涼しくなった夕方から浴衣（ゆかた）

を着て、下駄をカランコロン鳴らしながら、ドーンと打ちあがる花火を見にいく人

が大勢います。着物は、着るのに一苦労しますし高価なこともあって、特別なこと

がないとあまり一般には着られないことが多いですが、浴衣は逆に今の若い人たち

の間ではブームです。浴衣は、文字の通りで、安土桃山時代の頃、湯上りに着る簡

易的な着物として広まりました。汗を吸

い取ってくれて、着ていても涼しさを感

じられる作りは、やはり先人の知恵なの

でしょう。半幅帯か兵児帯を簡単に結ん

で、背中にうちわの柄をサッと刺し、

水を撒いた夕方の道を歩けば、昼間の

暑さはもう過去のこと。あとは、かき

氷の宇治金時があれば、尚よしです。 
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