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つい先日まで、いつまでも暑いままな
んじゃないかと疑いそうなくらいだっ
たのに、急に空気がひんやりとしてき
ま し た。人 間 が 感 じ る く ら い で す か
ら、植物たちはもっと敏感にこの空気
を感じているはずです。
気温や太陽の光の変化を感じた落葉樹
たちは、ああそろそろ秋なんだと冬支
度を始めます。葉っぱが、赤くなった
り黄色になったり。それはそれは美し
い季節の始まりです。
黄色の代表は何といってもイチョウで
す。「イチョウ」は漢字で書くと「銀
杏」で、これは「ギンナン」とも読み
ます。ギンナンはイチョウの実のこと
ですが、ちょっと匂いがきついので、
たくさん落ちている所をロマンチック
に 歩 く の は 辛 い か も し れ ま せ ん。で
も、アメリカでギンナンの実をつけて
いるのを見たことがありますか。ある
人によると「アメリカのイチョウの木
はみんな雄なんだ」とか。ギンナンの
実をつけるのは雌の木だけ。木に雄と
雌があるなんて、おもしろいですね。
確かにアメリカにあるイチョウの木は
雄が多いようですが、雌の木もたまに
あります。ギンナンの匂いを嫌うアメ
リカ人が雄の木しか植えないようにし
ているのが原因のようです。日本では
ギ ン ナ ン は 秋 の 味 覚。フ ラ イ パ ン で
炒って皮をむき、焼いたり、茶わん蒸
しの中に入れたり。小さな実を口に入
れると、ほんのり秋の味がしますよ。
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!!Hot News!!
エアーショー Winston-Salem Air Show 2011
今回は、100周年記念ということで特に盛大なAir Showが行われました。昨年は3万
人の参加者でしたが、今年は4万人近くの人がAir Showを見に来ました。
シングルのアクロバットやフォーメーションアクロバットがありました。軍用機の
フライトも間近だと、低空で急加速するので空気の壁を切り裂くようなエンジンの
音でビックリ。そのなんともいえぬ轟音、爆音で会場は興奮の坩堝でした。
また、今回は、ホンダ・ジェットの展示とデモフライトもありました。特に公開デ
モフライトは初ということで、多くの人が興味津々。ホンダ・ジェットは、流れる
ような丸みを帯びたデザイン、そして、翼の上にエンジンがつく斬新なデザインと
なっていて、機体はブルーとホワイトのツートンカラーで美しくコーティングされ
ていました。エンジンを胴体から離すことで、同じサイズの従来機よりも、客室が
30%近く広くなったほか、燃費も2割ほど低くなっているそうです。ホンダ・ジェッ
トは静かなエンジン音、鋭い加速で力強く飛行し、人々を魅了していました。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式
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ローリー日本語補習校 古本市
12月10日 カフェテリアにて

Our Lady of Lourdes Catholic School

2710 Overbrook Dr. Raleigh

チャペルヒル・カーボロ学校区でのアジア系生徒の保護者会が、来る10月19日に、
スミス・ミドルスクールで開かれます。これは、多国籍の生徒が多いこの地区で毎
年開かれているもので、中国、韓国、日本などアジア諸国の保護者が集まり、子供
たちがよりよい学校生活を送れるよう、知識や経験を分かち合うことを目的として
います。内容は、親睦会、講演会、パネルディスカッションで構成されています。
今年は、講演の後のパネルディスカッションで、パネラーとして、本誌の学校につ
いての原稿の執筆者でチャペルヒル・カーボロ学校区の専任通訳を務める荒竹由紀
さんが参加される予定です。異文化での子育てや学校での体験談など興味深くため
になる話をたくさん聞けるチャンスです。学童児の託児所も用意されているそうで
すから、興味のある方は行ってみることをお勧めします。
日時：10月19日（水）6:30pm～9:00pm
場所：Smith Middle School
9201 Seawell School Road, Chapel Hill, NC 27516
問い合わせ：春日 恵 kasugamegumi@gmail.com
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アジア系保護者会の開催

919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

編集後記：編集時のBGMは、蝉の声から虫の
声へ。はて、いつの間に変わったのやら。
傍らのおつまみ（?）も、秋の収穫物の果物
へ。オレンジ色のおいしいものと言えば？

第13回トライアングル婦人会は、Raleigh で
エステ「Green tea spa」経営のChikako
Orcuttさんをお迎えし、肌のトラブルに関す
るお話や健康肌に対する水分の役割について
の話を伺いました。紫外線クリームの前にビ
タミンCのクリームを塗ると効果が上がるそ
うです。皆さんもどうぞ試しくださいね。
（Green tea spaに関しては、本誌の21ペー
ジをご覧ください）
第14回トライアングル婦人会のお知らせ
内容：アメリカ人宅で本場の感謝祭ミール
（ターキーやマッシュポテト等を頂きながら
Holiday Seasonの飾り物の作り方を習う）
日時：11月18日(金） 場所：Chapel Hill
昼食：有料（ポットラックではありません）
申し込み：荒竹 yaratake@email.unc.edu
天野 yokoamano2000@gmail.com
紅葉が綺麗な季節です。みんなで秋を感じて
気持ちのリフレッシュをしましょう。

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2011年10月第22号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 天野陽子 編集責任者：オーガスティン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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１０月～１１月

トライアングルの

イベント・スケジュール

♪ コンサート・ミュージカル・演劇などのパフォーマンス

10/13～30
10/28
10/14～16
10/21～30

ドラキュラ Dracula-バレエw/オーケストラ Flecher Opera Theater, Raleigh
Gill Shaham Solo Violin Concert
Memorial Hall, Chalpell Hill
グラミー賞受賞のバイオリニストによるバッハの演奏
カルメン Carmen (オペラ）
Memorial Auditorium, Raleigh
Memorial Auditorium, Raleigh
エビータ Evita (ミュージカル）

11/10
11/18～20

Brian McKnight コンサート
Meymandi Concert Hall, Raleigh
STOMP ストンプ
Memorial Auditorium, Raleigh
ブロードウェーで人気のパーカッション・パフォーマンス
11/25～26
Holidady Pops
Meymandi Concert Hall, Raleigh
11/29～12/4 A Christmas Story The Musical
Memorial Auditorium, Raleigh
12/3～4
Christmas Carol (ミュージカル）
Durham Performing Arts Center
12/7
ホール＆オーツ コンサート
Durham Performing Arts Center
12/15
Kenny G コンサート
Durham Performing Arts Center
12/10～11
くるみ割り人形（Carolina Ballet)
Durham Performing Arts Center
ファミリー・子供向けのイベント
9/30～１0/29 the Ghost Train® Halloween Festival
Tweetsie Railroad (800) 526-5740
10/14～16
Kid's Pirate & Princes Festival
Jordan Lake State Park, Apex
Jordan Lakeで海賊船に乗ろう！http://www.triangleboattours.com/events.html
10/16～
Ken's Korny Corn Maze
3175 Benson Highway, Garner, NC
とうきび畑の2.5マイルの迷路！http://www.kensproduce.com/kornycornmaze/
10/13～23
NCステイト・フェア
NC State Fair Ground
絶対に見逃せないNC州のお祭り！http://www.ncstatefair.org/2011/index.htm
10/31
Hallow Eno 6-9pm
West Point on Eno Park, Durham
ハロウィーン for All ages
(919) 471-1623
その他のイベント
10/8
World Beer Festival
Durham Bulls Athletic Park
10/14
UNC Basketball Opening Event 5pm
本誌p.17参照
10/14
Cameron Indoor Stadium
Duke Basketｂall Opening Event 8pm
10/15
UCSU Basketball Opening Event 8-9:30am RBC Center Arena Club
10/19
アジア系保護者会
Smith Middle School
日本人関連イベント
10/15
トライアングル太鼓パフォーマンス Global Day of Providence Day School
10/30
Wilson Park, Carrboro
日本人会ピクニック １１：３０am～

Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
== インターナショナルフェスティバル ==
10月2日まで3日間にわたりRaleighのコンベンションセ
ンターで開催されていたインターナショナルフェス
ティバルに参加しました。今回は第26回目で、約3万人
を超える参加者が、50か国以上の民族の芸能、料理、
文化を楽しんだことになり、Raleigh市民の民族構成の
豊かさを改めて認識しました。日本の参加は1986年の
第2回からですが、当初は日本語補修校の中にできた地
域活動推進委員会が中心でした。日本企業のコミュニ
ティー活動参加が、企業戦略の重要な要素であった時
代だったからでしょう。1990年に日本クラブが設立さ
れたのは、実はこの委員会が母体で、当初の目的がこのインターナショナルフェス
ティバルへの参加にあったことを知る方はもう尐ないでしょう。日本クラブとして
はこれまで連続20年間、このフェスティバルに参加し続けてきたことになります。
このフェスティバルのユニークな点のひとつは、各参加グループが、国ではなく民
族を代表しなければならないというポリシーです。我々日本人にとっては、日本を
代表しても、日本人を代表しても、どちらでもいいじゃないかという気がします
が、世界へ視点を広げると様々な民族間紛争が国境をめぐって多発しており、中国
と台湾のようにお互いに認め合わない外交政策をとっているような例もあります。
このようなグローバルな視点が、相互の文化を尊重し合い平和をもたらすという
フェスティバルの趣旨を達成させるために必要なことがわかります。
メインステージでの民族舞踊・芸能、30カ国が各国の料理を即売するサイドウォー
クカフェと並んで目玉となっているのがカルチャーブースです。今年のテーマは
MYTH(神話・伝説)で、日本クラブでは1300年前に編纂された日本最古の歴史書「古
事記」から天照大神（あまてらすおおみかみ）と須佐之男命（すさのをのみこと）
の葛藤を語った天岩戸（あまのいわと）の話を取り上げ、巫女の衣装をまとったボ
ランティアが説明しました。神道には神々がたくさんいて、人間くさく恋愛をした
り間違いや失敗もしでかすといった説明が入場者に受けていたようです。その他、
売店での水ヨーヨーや巨大折鶴、扇子への名前書き、カフェでのコロッケやラム
ネ、メインステージでの和太鼓演奏「頑張れ、日本」などがありました。どうです
か、日本人って素晴らしいでしょう。
（日本クラブ代表：ロッキー岩島）

～～食欲の秋、ハロウゖーンの秋、紅葉の秋、こんな楽しいお出かけは？～～
１．HARSHEY’S Chocolate World http://www.hersheys.com/chocolateworld/
チョコレートをテーマにしたハーシーズのテーマパーク。10月の毎週末（金土日）には、ハロウゖー
ンにちなんだベントを開催。大好きなチョコレートにまみれて、心ゆくまでチョコレート・ワールド
に浸るのも楽しそう。場所は、ペンシルバニゕ州のその名も「ハーシーズ」という町にあります。
2.Ben & Jerry’s Factory http://www.benjerry.com/scoop-shops/factory-tours/
Ben & Jerryのゕスクリームが生まれた町、バーモント州ウォーターベリーにあるフゔクトリーは
夢がいっぱい。ここでしか食べられないユニークなゕスクリームは貴重！今はもう作られなく
なった種類のゕスクリームのお墓もあります。この近辺はゕメリカの中でも美しい紅葉の景勝地
として有名。すぐ近くには、サウンド・オブ・ミュージックの実在のマリゕさん一家が最終的に移り住
んで経営しているトラップフゔミリー・ロッジもあります。ニューングランドの紅葉も満喫しては？
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♪

食欲の秋、おいしい地ビールを堪能したいあなたへ
嬉しいことにNCには結構たくさんの地ビールがあって、ほとんどがおいしい。大手
メーカーのビールもいいですが、丹精込めて作られた手作り地ビールは格別です！
この秋は、地元のブルーワリー巡りで、お気に入りの地ビールを探してみては？
トライアングル周辺の地ビール醸造所、併設レストラン・バー他
Roth Brewing Company（醸造所） http://rothbrewing.com/
5907 Triangle Drive Raleigh, NC ☎919-782-2099
毎週木金土の5pm・7pm・9pmからツアーあり。
Aviator Brewing Company（醸造所） http://www.aviatorbrew.com/
209 Technology Park Ln, Fuquay Varina, NC 27526 ☎919-567-2337
Tap Houseは、月～木はお昼から夜中まで、土日はお昼から9pmまで。
LoneRider Brewing Company(醸造所） http://www.loneriderbeer.com/home.php
8816 Gulf Ct. Suite 100, Raleigh, NC 27617
テイスティングは、木金は5pm～9pm、土は2pm～7pmにできる。
Big Boss Brewing Company（醸造所） http://bigbossbrewing.com/
1249-A Wicker Dr. Raleigh, NC 27604 ☎919-834-0045
Tap Roomは、月火は5pm～12pm、水は5pm～2am、木は4pm～2am、金は2pm～2am
土は3pm～2amにオープン。日曜はお休み。
Triangle Brewing Co.（醸造所） http://www.trianglebrewery.com/
918 Pearl St. Durham, NC 27701 ☎919-683-2337 毎週土曜1pmよりツアーあり。
Natty Green’s Pub and Brewing Co.（レストラン併設） http://www.nattygreenes.com/
345 South Elm St. Greensboro, NC 27401 ☎336-274-1373
505 W. Jones St. Raleigh, NC 27603 ☎9191-232-2477
Carolina Brewery （バー、レストラン併設） http://www.carolinabrewery.com/
400 West Franklin St. Chapel Hill, NC 27516 ☎919-942-1800
120 Lowes Dr. Suite 100 Pittsboro, NC 27312 ☎919-545-2330
Top of the Hill Restaurant ＆ Brewery（レストラン併設） http:topofthehillrestaurant.com/
100 East Franklin St.3F, Chapel Hill, NC 27514 ☎919-929-8676
Full Steam Brewery（ タバーン併設） http://www.fullsteam.ag/
726 Rigsbee Avenue in Durham, NC 27701 ☎888-756-9247
月～木は4pm～10pm、金は4pm～midnight、土はお昼～2am、日はお昼～10pm。

♪ 音樹会（Onju-kai) ♪
お箏、ビオラ、フルートで奏でる邦楽トリオで
す。それぞれユニークな音質ながら心の底に
響くようなそしてなんとなく懐かしい音をかも
し出します。今後はローカルの病院や老人
ホームなどを回って多くの人に日本の音楽を
聴いてもらい、心を癒していただけたらと思っ
ています。音樹会での活動以外にも、個人
レッスンやイベント出演もしています。
お問い合わせは onjukai@gmail.com

●ビューティーアドバイス●
日差しの強かった夏も終わり、ようやく過ごしやすい季節となりました。秋
といえば美白のシーズン！夏の間、美白化粧品の使用は控えていた方
も多いかと思います。日差しの強い時期に、美白化粧品を使って炎天下の中過ごすと、
シミの原因となります。シミというのは蓄積され、今シミにならなくても、あなたが年齢を重
ねていくうちに肌に現れます。美白効果の化粧品は、肌を白くする効果がありますが、簡
単にシミにもなります。日焼け対策をきちんとしないと美白化粧品ではなく、｢シミ作り歓迎
化粧品｣になってしまいます。今後、スポーツなどアウトドアで過ごす予定がある方、美白
化粧品の使用を夜だけにするなど、ご自分のスケジュールに合わせてお使いになること
をお奨めします。
美白効果の化粧品使用中は、ビタミンＣもしくは緑茶成分入りのローション又は美容液を
塗り、さらにその上から日焼け止めを肌に載せるように塗ってください。日焼け止めは白く
なりますが、伸ばせば伸ばすだけ肌にムラが出て効果が薄れます。その白さは放って置
けば自然に肌になじんで消えます。最低でも外出の30分前に塗って、紫外線からきちん
と肌を守りましょう。
最後に、首と手というのは年齢を隠す事が難しい部分で、日頃からきちんと手入れをして
いないと年齢を重ねていくうちに手遅れに。現在お使いのナイトクリームを寝る前に首と
手にきちんと塗り、お肌に栄養と潤いを与え、さらにマッサージで刺激を加え、肌の弾力を
取り戻しましょう。もちろん日焼け止めも忘れずに！(Chikako Orcutt：Raleigh在住、
エスティシャン、Green tea Spa/ Licensed Esthetician www.greenteaspa.net)

Mash House（バー、 レストラン併設） http://samsquikshop.com/
4150 Sycamore Dairy Rd. Fayetteville, NC 28303 ☎910-867-9223
ディナーは食事が充実。ランチは日曜日のみ。

Green tea Spaは、ケミカルを一切使わない
ホームメイドナチュラル化粧品とリラックスしたトリートメントを

Boylan Bridge Brewpub （レストラン併設） http://boylanbridge.com/index.shtml
South Boylan Ave. Raleigh, NC ☎919-803-8927 レストランからの眺めがいい。

お届けしております。

Flying Saucer （バー、レストラン） http://www.beerknurd.com/
328 West Morgan St. Harrington Raleigh, NC 27601 ☎ 919-821-7401
醸造はしていないが、ビールの種類がとても豊富なビアレストラン。
Sam’s Quick Shop（ビール専門店） http://samsquikshop.com/
107 East Parrish St. Suite 105 Durham, NC 27701 ☎919-680-2333
ここは醸造所ではないが、1000種類以上のビールが買えるビール専門店。
4
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Japanese Spa

8341 Bandford Way, Suite 105
Raleigh, NC 27615 (Studio 1 Salons/west 内)
Phone: (919) 723-7351 日本語
Web: www.greenteaspa.net
三角横丁2011年10月号
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見て見て！ 三角掲示板

classified

日本人会「秋のピクニック」開催のお知らせ
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/

日時：10月30日（日）11:30am 受付開始
会場：Wilson Park（101 William St. Carrboro)

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

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 takashi.amano@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

求人：日系企業がFull timeの通訳を探しています。興味のある方は、ご連絡くだ
さい。お問い合わせは、takashi.amano@realtytriagle.com まで。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—－–—

売り家：1エーカーの庭付き持家で自家菜園、大きなスクリーンポーチでティー
タイムはいかが？3bedroom、2bathrom 連絡先 yoko.amano@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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
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」など、2行から3行で効果的にアピールできます。詳しいことは
sankakuyokochou@gmail.com まで、メールでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは
日本語でどうぞ

今年の仮装大会優勝は誰の手に？（写真は前回優勝・準優勝チーム）

毎年恒例となりました日本人会・秋のピクニックを10月30日（日）Wilson Parkに
て開催いたします。今年は「大人も子供もワイワイあそぼ」をテーマに、昨年盛
り上がりをみせたハロウィン仮装大会、豪華賞品を揃えたラッフル抽選会などに
加え、様々な企画を予定しています。ご家族・お知り合いとお誘い合わせの上、
どうぞお気軽に会場まで足をお運びください。
1. 当日はお弁当をご持参ください。
(スナック・飲料のみご用意させて頂きます)
2. ラッフル・チケットの売り切れも予想されますので、お早めにご来場くだ
さい。
3. 詳細は順次日本人会ホームページに掲載いたします。

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/

Yamamori Ltd.
山森宝石

Yoko Yamagishi
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yamagishiyoko@gmail.com
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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

Distinctive Jewelry Since 1969

あなただけの洗練されたジュエリー
リメイクや修理等もお気軽にお申し付けください
501 State Street, Greensboro, NC 27405
Phone (336)274-4553・Fax (336)273-8890
Yosuke Yamamori, Kathie Yamamori
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通知表
秋も深まり、学校に慣れてきた頃に最初の通知表が渡されます。
子供も親も、尐し緊張して通知表を受け取るのではないでしょう
か。通知表は、小・中・高では意味合いが尐し違います。
小学校
日本では科目ごとに同じように評価されていますが、この地区の場合は国語と算数
を重要視しているので、詳しく内容ごとに評価されています。たとえばその学年で
勉強する内容から「分数の計算ができる」とか「九九の計算が出来る」など、算数
でも細かく6つぐらいのカテゴリーに分けて成績が書かれています。国語（英語）
ではライティングやリーディングのセクションに分かれて細かく評価されます。そ
れと比べると、社会科、理科、音楽、体育についてはあまり詳しく評価されませ
ん。国語と算数以外はどちらかというと参加度を重視して評価されているように思
われます。
評価は先生によって違います。しかし、最初の通知表ではたいていの子供は学年レ
ベルという評価をもらいます。学年以上のレベルというのは殆どの子供には当ては
まりません。「もともと最初の通知表は全て学年レベルが普通です。なぜなら上級
レベルの子供は既に上の学年に割り当てられているからです。ですから最初の通知
表ではあまりつけることはありません。学年以上のレベルは、学年の終わりにとっ
てもらいたいレベルです」と先生がおっしゃっているのをよく耳にします。
中学校
中学生になって初めてはっきりとABCDというアルファベットでグレードをもらいま
す。科目ごとに1つのグレードなので、細かくはありません。また先生からのコメ
ントも簡単なので、もしグレードがA以下であったら、お子さんとなぜそのような
グレードになったのか話し合う必要があるでしょう。例えば、テストの成績が悪
かったとか、宿題を提出していなかったとか。どのような所を改善したらいいのか
はっきりしない場合は、通知表をもらった後、先生と個人面談の予約をとることを
お勧めします。中学校の成績は、提出物や努力点が大いに加算されるので、お子さ
んを励まして宿題などの出し忘れがないかをチェックすることも大事です。
高校
科目や先生によって大いに評価が異なるのがアメリカの高校の特徴です。同じ科目
を違う先生が教えている場合、クラスによっては進度やテスト内容、評価の仕方も
変ってきます。先輩から事前によく評判を聞いて、自分が得意とするもので評価さ
れるようなコースを選びたいものです。年に4回成績をもらいますが、一年間履修
した科目の最終グレードはその4回の成績をベースにします。しかし、どのように
計算して出すかは学校区によって異なっているので気をつけた方がよいと思われま
す。9年生になったら自分の学校のグレード方式を確認するのが賢明です。高校の
グレードは大学受験で重要な要因となるので、できるだけAを取りたいと願うのは
皆同じ気持ちでしょう。
（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）
6
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おいしいもの
探
偵
団

フランスパン

焼きたてのフランスパンは、外側がパリパリで、中はフワ
フワ。そのまま丸かじりしちゃいたいほどおいしいですよ
ね。今月は、読者に人気のWhole Foods、Weaver Street
Mkt、 Southern Season、The Farm、Guglhupfのフランス
パンを食べ比べてみました。まずは購入後、フランスパン
を半分に切り、一つは、買ってきたパンが入っていた袋に
保存、そしてもう一つはサランラップで保存して翌日の味も調べました。さてさ
て、探偵団の結果はいかに?
第1位 Weaver Street Market
イースト菌の匂いが強くなく、皮がカリカリで中
身がもっちりとして味がある。そのまま食べても
おいしいですが、サンドイッチにするのにもよ
く、お勧めの一品です。翌日に食べても味はあま
り変わりませんでした。
第2位 Guglhupf
パンの直径は小さいけど、塩気が尐なく食べる時の食感は最高。何も付けなくても
OKですが、バターを塗ったり、オリーブオイルと塩を混ぜたものにつけて食べると
風味が増しておいしいです。
値段は、ほとんどの店が＄2.39～＄2.59で、Southern Seasonが他より1ドルほど高
く＄3.49でした。
保存方法ですが、サランラップに包むことによりフランスパンのパリパリ感はなく
なりますが、サンドイッチにするにはもってこいのほどよい硬さになります。紙の
袋に入れたままで数日置いておくと固くなってしまうので注意が必要です。

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食
アスパラとレタスの胡麻チーズ和え
材料(2人分)
- グリーンアスパラガス
- レタス
- 粉チーズ
- 白すり胡麻
- 和風だしの素
- 塩・醤油

5本
5枚
大さじ1
大さじ2
小さじ1
適量

作り方
1. アスパラは根元を１cm程切り、根元から1/3くらいまでピーラーで皮をむき、
斜め切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。塩尐々加えた熱湯でア
スパラを2分程茹でレタスを加えてさらに30秒程茹でる。ともに冷水にとり粗熱
がとれたらザルにあげて水気を切る。
2. ボールにアスパラ、レタス、白胡麻を入れ和風だしの素と醤油小さじ1を入れ混
ぜ合わせる。器に盛り粉チーズをふる。
(坂井久美子：Greensboro在住、幼稚園教諭)
三角横丁2011年10月号
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子育ては親育て

ごちそうさまぁ～！
トルティーヤ・ロール Tortilla Roll Ups
日本でも某マックで「ツイスター」として浸透しているトルティーヤ生地を使った
もので、スーパーの惣菜コーナーでも見かけるとっても簡単に作れるフィンガー
フードです。作り置きがきくし、見栄えはいいし、予算は割と低いし、アメリカ人
は大好きだしで、ポットラックのメニューに困ったらぜひ作ってみてください。
材料
-トルティーヤ

1パック（直径25cmほどのもの。トウモロコシ粉100%ではなく、
小麦粉で作られたものの方がいい）
-スライスハム（トルティーヤ1枚に付き3枚ほど）
-サラダ用ほうれん草（数枚）
-お好きなチーズのスライス（ハムと同量）
-ランチドレッシング 適量
-ワカモレ適量
作り方
1. トルティーヤを広げ、ワカモレとランチドレッシングを薄く塗り広げます。
2. 手前のほうにハム・チーズ・ほうれん草を海苔巻きの感覚で並べ、手前からく
るくると巻いていきます。
3. 食べやすい大きさに均等に切り分け、お皿に並べます。
ハムも、チーズも、ほうれん草も、ドレッシングも、中身は好きなものなんでもい
いですが、ただドレッシングはイタリアンのようにさらさらした液体のものだと生
地が吸い込んでしまって作りおきできません。
大勢のパーティなら、野菜のみでベジタリアン用も用意しておくと喜ばれるかもし
れません。
ちなみに私のお気に入りは、チキンハム＋スイスチーズ＋ほうれん草＋セラントロ
(パクチー)ドレッシング（トレジョーにあります）＋サワークリームです。辛い
ホットソースを塗ってスパイシーに仕上げるのもGOOD!
（くるみ：Cary在住、为婦）
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

新学期！学校行きたくないよー！
新学期！長い夏休みの後や新しい学校に行き始めた子供達のなかには、行くことを
渋ったり泣いたりする子がいます。親としてもそんな子供の涙を見るのは切ないで
すね。でも、ここは親として我慢のしどころ！いくつかのルールを守って尐しずつ
新しい学校環境に慣らしてあげましょう。
1.
2.

3.
4.
5.

毎日同じ生活時間、特に朝は起きる時刻、朝食、身支度など規則正しく、子
供がぐずったりしても時間は守らせるように。
子供を送り出す時はキッチリ子供の目を見て「行ってらっしゃい。おうちで
待ってるからね。すぐに会えるからね」と言ってから送り出してあげてくだ
さい。
決して親の不安感を気づかれないように。子供達は親の気持ちにとても敏感
です。
帰って来たら、学校の事はあまり聞かず、自分から話すようになるまで辛抱
強く待ってあげてください。
家では思いっきり甘えさせてね！子供達も学校
ではたくさんのストレスと一人で戦っていま
す。愛情タップリ与えてあげて下さい。厳しく
してあげなければならない時と目一杯甘えさせ
てあげる時とメリハリをもって子供と接して下
さい。子供は親が思うよりもずっとしなやかで
強い心を持っています。新しい一年が全ての子
供達にとって楽しい日々になりますように。

（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）

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

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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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
三角横丁2011年10月号
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赤い小鳥とブルーな生活
Names and natures do often agree?!
日本のごはんが食べたい！という衝動が我慢できないことがある。尐し風邪気味
だったり、疲れていたり、まぁ大抵は身体よりも心が弱っている証拠だ。旅先でも
その兆候は姿を現し、普段なら敬遠しそうな店にも、つい足を踏み入れる。ヨー
ロッパのド田舎で「ジャパニーズ・ステーキ」を見つけ、狂喜して頼んだところ、
ステーキの皿と一緒にどん！と醤油瓶を置かれた、という逸話があるほど、日本料
理は世界を征服中（のはず）である。何を恐れることがあろうか。
ハリケーンを避けるため中西部に滞在していた時のこと。ホテルの朝食にも、中華
の昼食にも飽きて、ふらふらと彷徨っていたところ、有名チェーンの名を掲げた
「ジャパニーズ」料理店を見つけた。定番の”Bento Box”や”Sushi Lunch”が居
並ぶ中、私の目を引いたのは”Unagi-Don”。鰻主。うなどん。ほかほかごはん、
香ばしいタレの香り、こんがりと付いた焼き目と、脂がのってふっくらした鰻の
身。粉山椒も良いけれど、今日は山葵が欲しいな…。現実を見れば、炭火どころか
ガス焼きでさえなく、真空パックの出来合いだろうけれど、構うものか。心身とも
にバテバテの私に、今必要なのはスタミナだ。
「うなぎどーん?」
期待を込めて両手で受け取った主が、なぜかヒンヤリしている。待ち焦がれた鰻主
を引き寄せた瞬間、口から出そうになった意味不明の叫びを、よだれと一緒に飲み
込んだ。ふっくら鰻が横たわるべき主の表面は、25％を飾り切りのきゅうり、25%
をキムチ、残り50%を謎の物体が占めていた。それは一辺の長さ約3センチの菱形
で、肌色をしており、箸でめくってみると、厚さはおよそ５ミリと思われた。合計
5枚。ブルジョアジーならびにグルメの皆さんは縁が無いだろうが、超格安お持ち
帰り寿司のパックにおいて、「鰻」と为張する寿司ネタがこれである。まるでロー
ラー圧縮したかのように、なぜか必ず均一に平べったく硬い。
うーむ、ここで出会ってしまったか。諦めにも似た心境で、ご飯を
口に入れた瞬間、広がったのは酢酸の匂い。酢＋飯オンリー。万に
一つもあるまいとは思うが、全く料理に興味のない人が勘違いして
いると困るので念の為に言っておくと、白飯に酢だけ混ぜても酢飯
にはならない。それはただの酸っぱいご飯である。同様に、ご飯の
上に鰻の切り身をのせれば自動的に鰻主になるという訳でもない。
しかし、メニューにあるのは、あくまで”Unagi-Don”。たしかに鰻
と主が存在している以上、インチキと糾弾することも難しい。アフリカ辺りで「ウ
ナギノカバヤキ」を頼んで、かば風味の鰻の丸焼きが出てきたとしても、名前に釣
られる方が迂闊なのだよ、多分。

バスケットで熱くなる季節到来！
Late night with Roy (UNC) へ行こう！
先月、大学生のアメリカンフットボール・シーズンが開幕
し、チャペルヒルで試合が行われる日には数万人が観戦に
訪れ、熱い声援を送っています。しかし、UNCで絶対的な
人気を誇っているのは、やはりバスケットボールではない
でしょうか。UNCはマイケル・ジョーダンを筆頭に有名選
手を多数輩出して来たバスケットボールの強豪校です。そこで、今回は11月に開幕
するバスケットシーズンに向けて行われる「Late night with Roy」というイベン
トをご紹介します。
UNCではロイ・ウイリアムス（Roy Williams）がヘッドコーチに就任した2003年か
ら「Late night with Roy」というイベントを行っています。どうしてこのイベン
トがおススメなのか？それは入場料が無料だからです！ イベントでは選手紹介、
選手によるダンスやショートコントなどの出しもの、紅白戦などが行われます。そ
の中で一番盛り上がるのが選手紹介。過去には室内にもかかわらず花火を打ち上げ
て盛大に選手紹介を行った年もありました。また、ポスターやカレンダーなどの無
料配布もあります。
UNCの試合は22750人収容の会場がほとんどの試合でほぼ満席になるほど人気があり
ますが、1試合40ドル（昨年）はなかなかの値段ですよね。でもこのイベントは無
料ですし、紅白戦も見られるので行く価値は十分あると思います。今年の開催日は
10月14日（金）です。
開門時間と駐車場についてはまだ発表されていませんが、昨年の開門時間は18時半
で、駐車場につきましてはI-40のExit 273を降りてUNCのキャンパス方面に走ると
左手にあるFriday Center park and ride lotから18時より往復5ドルでシャトルバ
スが出ていたり、キャンパス内にある立体駐車場が17時から10ドルで一般開放され
た り し て い ま し た。今 年 の 詳 し い 情 報 は イ ベ ン ト の 1週 間 前 に は 公 式 サ イ ト
（http://tarheelblue.cstv.com/）に掲載されると思いますので、そちらでご確認
ください。
最後にひとつ。このイベントで会場が満席になったことはありませんが、早い人は
午前中から開門を待っている人もいるので、1階席の前の方で観戦したい方は早く
行って開門を待ったほうがいいと思いますよ！
Katsu（チャペルヒル在住）

「悪いけど、考えていた物と違ってたから」と説明して店を出た。砂糖でお腹を、
カフェインで心を満たすべく、コーヒー屋に並ぶと、隣が”Venti Latte”を頼ん
でいる。温めた牛乳にエスプレッソを加えた飲み物の特大サイズ。この店のメ
ニューにはイタリア語が使われていたりするが、コーヒーといえばエスプレッソを
指すあの国で、”Venti Latte”を頼むとどうなるだろう。本場のエスプレッソを
試すべく、日頃飲み慣れた”Venti Latte!”をローマで注文するアメリカ人旅行
者…。20個の(Venti)牛乳(Latte)パックを差し出されて怒る人が、一年間に一体何
人出るのか、想像したら、Unagi-Donの敗北感がちょっと薄れた気がした。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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アメリカ生活で思うこと
いつまいた種？

Simply Crêpes シンプリー・クレープス
住所）Lafayette Village Shopping Center
8470 Honeycutt Road, Suite C110
Raleigh, NC 27615
電話） 919-322-2327
営業時間）月曜～木曜 7:30am~8:30pm
金曜～土曜 7:30am~9:30pm
日曜
7:30am~7:30pm
http://www.simplycrepes.com/
昨年オープンしたヨーロッパ風の街並みの美しいモール「ラファイエット・ビレッ
ジ」。その中でも、フランス風のおしゃれな外観に誘われて、ついつい中へ入って
みたくなるこの魅力的なお店は、おいしいクレープの専門店です。
オーナーのピエールさんは、以前、駐在で東京に家族と共に住んでいた経験があり
ます。当時、原宿の通りで、人だかりができる程人気のクレープ屋さんを発見。種
類の多さとそのおいしさに感激し、アメリカに戻ってからクレープ専門店を開きた
いと思ったそうです。その夢は実現し、ニューヨークに2軒の「シンプリー・ク
レープス」を開きました。そして、今度は3軒目のお店をノースカロライナにオー
プンさせました。アメリカでは、それほどポピュラーではないクレープ専門店です
が、自身がフレンチ・カナディアンのバックグラウンド
もあることから、本格的な味を追求し、朝食でもランチ
でもディナーでも、もちろんティータイムのデザートと
しても満足のできるクレープを用意し、大変好評です。
朝7時半から提供しているクレープのブレックファース
トは、新鮮なフルーツをふんだんに使ったものから、卵
やソーセージ、野菜を乗せたものなど。アントレーは、
チキン、ターキー、シーフード、ビーフを使ったものや
サ ラ ダ な ど。デ ザ ー ト 用 は、ス ト ロ ベ リ ー、ラ ズ ベ
リー、ブルーベリー、バナナ、チョコレート、それに生
クリームやアイスクリームを使ったものがあります。一
日どの時間帯に行っても満足できるメニューが揃ってい
ます。入口にある「招き猫」を見つけてくださいね。
オーナーのピエールさん

あれは2003年でしょうか。自分の家に至る砂利道が出来た時、左右に溝がなく、そ
の重要性に気付くこともないまま初めての大雤を迎えた時の事です。そう、雤が無
造作に流れ、その行き場がなくまだ完全に固まっていないかなりの砂利が流されて
しまいました。雤のあがったあと、赤土がむき出した様子は未だに頭の隅に残って
ます。もちろんハリケーンで家が吹き飛ばされるとか、津波で船がビルの屋上にと
いう悲惨な状態に比べれば全く些細な事件ですが。8年前は尐しは体力があったの
で、なんとか道の脇を掘り起こしながら雤が両側に流れるようにしたものの、かな
りの労力を伴いますので、いまだ完全ではない。十分な深さをと思いますが、気合
が入りません。時々その溝というか「脇」を掃除して落ち葉などをきれいに取りの
ぞくわけですが、その日は手袋をしていたにも関わらず、左手の甲、右手の甲と2
回も蜂に刺されて
「かゆい」「いたい」「はれる」
普段は血管や筋がよく見えるぐらい薄い甲ですがそれが
真っ赤に腫れあがって…。もちろん医者なんて行く気は毛
頭ありません。肘の痛み用に日本から持ってきたシップを
貼って効いたか効かないかはわからずじまいですが、元に
戻ったのは3日後。現場？をよく見たら落ち葉を掃除した
地面に小さな穴があってそこから蜂が行ったり来たり！？
ある種の蜂は地面の下に巣を作るなんて今まで知りません
でした。彼らの家にダメージを与えてしまったのでしょ
う、合掌。草を刈るときもたぶん知らない間に、コオロギ、いも虫、アリたち、そ
れもかなりの量を殺しているだろうと考えるといつも気分が重くなるわけですが、
そういう悪い反動かもしれません。いったいどんな悪いカルマを持っていたのかわ
かりませんが、これで蜂に刺されたのは生まれて3度目、そのうち2度も同じ日とは
運がない。まあ上から木の枝が落ちてきて頭にぶつかるよりはましですが、どこに
いてももし危険が降りかかる運命であれば、防ぎようがありません。その運命は自
分が蒔いた種ということを気付く必要があります。もちろん、「宝くじに当たる」
というのも過去に蒔いた自分の種が芽を出したから。その種まき作業というのが
今、行っている「あなたの行為」です。
（馬場裕：放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供と共にHillsborough に在住、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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$$ おかねのおはなし $$
不労所得
借金して(もちろんしなくていいならそれに越したことはな
い!)不動産を購入して、2年居住してから賃貸にする(投資目的
扱いにされないので税金対策で有利)。
借为がローンを支払ってくれる間に別件を最初の不動産を担保に購入し、居住から
また賃貸に。自己のクレジット(アメリカ信頼係数)は高まり、銀行融資は高額に、
金利は低く。土地転がしーっ。まさに私の憧れ「不労所得」。
でも、私は土地には縁がないので、お金を転がして安定不労所得で老後の生活を満
たすことが目標。それはFXでいうスワップ金利。単純に金利の安い外貨(日本円は
ずっと超低金利)を売って、金利の高い外貨(例えば、豪ドル)を買うとその金利の
差額がスワップポイントとして毎日、口座に。スワップポイントは日割り計算され
るので一度買ったら政策金利ニュースで(上記の場合)豪ドルの金利が下がるよーと
発表がない限り、持ち続けるのがお得。寝ててもお金が増えてくるという何とも嬉
しい話。これは株を買うと毎年、配当金がもらえるのと同じようなもの。会社の業
績が悪くなると株価が下がり配当金が出ない、FXのスワップも為替レートの逆転が
あるとスワップ金利も反対に払わなければいけないので要注意。
どんなものにもリスクはあるってことですよね。FXは「儲かる手段」ではなくお金
を「熟知する手段」なのです。理解できればお金が勝手にお金を増やしてくれる。
ところで不労所得って?それは不動産や利子、配当など、自分が働かなくても入っ
てくる所得。本を書いた印税や何かを発明して特許権利を得る等。「若者は汗を流
して働くもの!」と年配の方に怒られるかもしれませんが、私も7日間フル働きっぱ
なしで節約して生活していたこともあります。自転車操業のように働いた分だけ見
返りがあるかというと、そうとは限りません。だったら頑張って働いて貯めたお金
を元手にそれを増やすことに集中しようと思いました。その為に本を読みあさりま
した。すべて勉強にはなりますが共感できる本に出会うのはなかなか。その共感で
きる本というのはまさに自分の投資ポートフォリオの理想を反映するものだと思い
ます。ロバート・キヨサキ著「金持ち父さん貧乏父さん」は奥が深い。投資の神
様、バフェットの「銘柄選択術」は(ありがとうございます、ここまで書いてくだ
さって)と大変勉強になる一冊で私の教則本としています。読書の秋、是非みなさ
んにもお金の本を読んでいただき投資やお金の活用に役立ててほしいと思います。
(伊達知巳

Apex在住、大阪府出身、为婦)

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/
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法律相談 「ちょっと教えてください」

医食同源

～ E2 ビザ （投資ビザ）について ～

食物の性質を知って健康に

Ｑ．Ｅ２ビザとはどんなものですか？
Ａ．Ｅ２ビザは投資ビザとも言われ、個人資産をアメリカ国内で会社設立、あるい
は企業の買収をするために投資を行った人に発給されます。また、Ｅ２ビザは
投資が行われた企業で働く従業員にも発給されます。
Ｑ．Ｅ２ビザは自営業でも発行されますか？
Ａ．はい。あなた自身が投資家であれば、自分の投資を運営し、発展させるために
アメリカに入国することができます。投資したビジネス運営が継続している限
り、アメリカ滞在が可能です。また、多くのビザ却下の理由である日本との家
族的、社会的、経済的な結びつきといったものを証明する必要もありません。
Ｑ．何が投資とみなされますか？
Ａ．実際に投資が行われた場合以外には、①投資過程であるか、②投資家は資金を
管理する立場にあるか、③投資はリスクを伴うものか、④投資予定は取り消し
できない状態にあるかどうかが考慮され、投資であるかどうか判断されます。
Ｑ．リスクを伴う投資とはどういう意味ですか？
Ａ．損失の可能性を持つ投資のことを意味します。ビジネスの営業状況が悪くなっ
ても投資の損失の恐れがないものは、Ｅ２ビザで要求されている投資とは見な
されません。つまり、どんなに多額な金額であっても、銀行口座に入金しただ
けの状態では、投資とは見なされず、ビジネス発展のために必要な支出も必要
です。
Ｑ．アメリカ国内にあるビジネスの購入を考えていますが、購入代金の支払いをＥ
２ビザ取得後にしたいと考えています。これは可能ですか？
Ａ．ビジネス購入の契約にＥ２ビザ取得の条件を入れることができ、もし購入資金
がエスクローに入っており、ビザ取得の条件が揃っていて資金が売り手に渡る
状況であれば、実質的な投資とみなされます。投資過程にあるというのは、ビ
ジネス営業がすぐに始められる状態のことを意味し、解消できる契約へのサイ
ン、オフィススペースの下見をしているだけ、といったビジネスを始めるため
の準備期間に、銀行口座に資金があるという状態では、投資過程にあるとはみ
なされません。

食べ物には「寒・涼・熱・温・平」という五つの性質があります。簡単に言うと食
べ物には体を温める性質のものと冷やす性質の物があるというわけです。季節の変
化や体調に応じて食材を選ぶ医食同源の知恵を紹介します。
「寒」には体を冷やし、鎮静、消炎する作用があり、「熱」には体を温め、興奮さ
せる作用があります。「涼と温」には「寒と熱」ほど強力な作用はありませんが、
いずれも字が表すような性質があります。「平」は寒熱のどちらにも偏らず、穏や
かな性質です。どの食物がどのような性質を持っているのかを知ることで、自分の
体調やその時の気候に応じた食事をすることができます。寒い時には体を温める食
べ物、熱い時には体の熱を取り除いてくれる食べ物を摂取することで、健康のバラ
ンスが取れると言うわけです。
「寒」か「熱」のどちらかに偏った食事を続けていると、
体調を崩す原因になります。例えば、もともと寒がりタイ
プの人が、体を冷やすキュウリやトマトといった野菜や、
冷たい飲み物などの寒涼性の食物を取り過ぎると、手足の
冷えなどがひどくなり、血行障害などの症状を引き起こす
ことになりかねません。
だからといって、寒がりの人がまったく寒涼性の物が食べられないわけではありま
せん。食物の性質は、調理方法によっても変化します。例えば、寒涼性のナスは生
で食べると体を冷やしますが、焼いたり揚げたりして熱を加えると、温熱の性質が
プラスされて寒涼の性質が抑えられます。また、冷や奴には、ネギや生姜といった
薬味がつきものですが、寒涼性の豆腐と温熱性のネギや生姜を一緒に食べること
で、寒熱どちらにも偏らないメニューになります。
しかし、暑がりだからといって、体を冷やすものばかり食べていると、逆に体を壊
す原因にもなります。普段の食生活で大切なのは、やはり偏りのないバランス。同
じ素材でも組み合わせや調理法を工夫することで、自分に合った食生活を考えてい
く必要があります。食べ物の性質と自分の体質を把握して、自分にマッチした食事
をし、健康な体作りを目指してください。
（武 耕：Chapel Hill在住、北京出身、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢
方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）

Ｑ．投資にはどれくらいの金額が必要ですか？
Ａ．Ｅ２申請で要求される投資とは、計画してい
る企業の買収や会社の設立を行い、営業活動
を行うのに十分な額を意味します。投資は、
会社を成功裡に運営することを保証するのに
十分な額でなくてはなりませんが、いくらな
のかといった明確な決まりはありません。
（グレゴリー・アポ：ハワイ出身、Apo & Eenigenburg法律事務所弁護士）
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
秋の夜長は、読書もいいですが映画に浸るのもまたいいもの。
ノリノリの「フットルース」を見て踊りだしたくなるもよし、
しっかりとしたストーリーで大人も子供も満足させてくれる
「Hugo」で想像の扉を開くもまたよし。（緋美胡：東京都出身、フリーライター）

Puss in Boots (冒険、アニメ、ファミリー、IMAX-3D) PG、11/4公開
ドリームワークスによるアニメ「長靴をはいた猫」。長靴をはいた猫のプスは、メ
ス猫のソフトポーと卵のハンプティダンプティと共に金の卵を巡って冒険する。
Tower Heist (アクション、コメディー) PG13、11/4公開
久しぶりのエディー・マーフィー为演映画。NYのマンハッタンの超高級マンション
に住む富豪が、そこで働く者たちの年金を横取りしているとわかった。取り返せ！

The Big Year （コメディー）PG13、10/14公開
それぞれ人生の岐路に立つ3人の男たちが、誰が一番多くの鳥を見つけるかのバー
ドウォッチング世界大会に臨む真面目なコメディー映画。自然の美しさもグッド。

J. Edgar (ドラマ、伝記) R、11/11公開
クリント・イーストウッド監督、レオナルド・デカプリオ为演。初代FBI長官エド
ガーの生涯を描く作品。真実を暴く熱意は政府をも恐れさせ、危険人物とされた。

Footloose (ミュージカル、ドラマ) PG、10/14公開
あの80年代の青春ミュージカル映画「フットルース」のリメイク版。レンは、ボス
トンから刺激のない南部の田舎街へ引っ越し、カルチャーショックを受けるが…。

11-11-11 (ホラー) NR、11/11公開
兄と余命の短い父に会うため、アメリカからスペインへ旅立った作家のジョセフ
だったが、予定は思わぬ方向へ。そこには常に11という数字が着いて回っていた。

The Son of Tennessee Williams (ドキュメンタリー）10/15公開
ゲイの市民権運動の軌跡をインタビューを交えて振り返るドキュメンタリー。
ニューオーリンズはアメリカで最も進んだゲイ文化の組織が約50年前からあった。

Jack and Jill (コメディー) PG、1/11公開
広告会社で働くジャックは妻と子と平穏に暮らしているが、年に一度だけ恐れてい
ることがある。それは双子の妹ジルがサンクスギビングに家にやってくることだ。

Everyday Sunshine: The Story of Fishbone （ミュージック）NR、10/21公開
ライブは最高といわれる黒人ミュージックグループ「フィッシュボーン」は多くの
ミュージシャンに影響を与えてきた。その独特の音楽性とユニークな存在を探る。

Happy Feel Two (冒険、ファミリー、アクション、IMAX-3D) NR、11/18公開
ペンギンたちの楽しいダンスで心も弾んじゃう！サンクスギビングに子供と一緒に
見るのにお勧め。踊るのが苦手な子供ペンギンのエリックは飛ぶペンギンを発見！

The Three Musketeer (アクション、冒険、ロマンス) PG13、10/24公開
アレキサンドル・デュマ原作の「三銃士」を現代風なアクション映画にし3Dで楽し
んじゃおうというもの。ダルタイ二アンが三銃士に加わり、バッキンガムを守る。

The Twilight Saga: Breaking Dawn-Part 1 (ドラマ、スリラー) PG13、11/18公開
バンパイア物語「トワイライト」シリーズ4冊目の映画化。第1部はこの秋、第2部
は来年の秋に公開。ベラは人間のままエドワードと結婚し子供を授かるのだが…。

Anonymous (ドラマ) PG13、10/28公開
英国が生んだシェークスピアの作品は人々を魅了し続けてきた。しかし、シェーク
スピアは実在の人物なのか？別の者が執筆をしたのではないかという懐疑もある。

A Dangerous Method (ドラマ、心理) R、11/23公開
第一次大戦前、二人の心理学者フロイトとユングの両方に関わりを持った実在の女
性サビーナ。複雑に倒錯された心理は、人を麻薬のように狂わせ欲望を刺激する。

In Time (スリラー、SF) PG13、10/28公開
未来社会、人は25歳までの人生が与えられ、その後は寿命を買うシステムになって
いる。人生の時間は貧富によって変わる。ジャスティン・ティンバーレイク为演。

Hugo (ファミリー、ファンタジー、ミステリー、3D) NR、11/23公開
子供から大人まで楽しめる見ごたえのある美しいファンタジー作品。パリの時計台
に隠れて暮らす孤児のヒューゴ。父の残したからくり人形の秘密を探り出すと…。

Journey English Reborn (コメディー、スリラー) PG、10/28公開
イギリスの人気コメディ―映画「ジョニー・イングリッシュ」の続編。ミスター・
ビーンのアトキンソンさんが演じるので間違いなく大爆笑、ストレス解消太鼓判！

The Muppets (コメディー、ファミリー) PG、1/23公開
ジム・ヘンソンのマペットが大集合。マペット劇場の地下に油田が眠っていること
が判り、リッチマンが劇場の取り壊しを計画。それを阻止するために立ち上がる！

バケーションのご相談や一時帰国の手配など
日本語でお気軽にお問い合わせください。
代表： (919) 942–4196
日本語担当： (919) 913—2705
anegi@trvlnk.com
根木暁/Akira Negi
Southern Village Business
Center, Chapel Hill
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法律相談 「ちょっと教えてください」

医食同源

～ E2 ビザ （投資ビザ）について ～

食物の性質を知って健康に

Ｑ．Ｅ２ビザとはどんなものですか？
Ａ．Ｅ２ビザは投資ビザとも言われ、個人資産をアメリカ国内で会社設立、あるい
は企業の買収をするために投資を行った人に発給されます。また、Ｅ２ビザは
投資が行われた企業で働く従業員にも発給されます。
Ｑ．Ｅ２ビザは自営業でも発行されますか？
Ａ．はい。あなた自身が投資家であれば、自分の投資を運営し、発展させるために
アメリカに入国することができます。投資したビジネス運営が継続している限
り、アメリカ滞在が可能です。また、多くのビザ却下の理由である日本との家
族的、社会的、経済的な結びつきといったものを証明する必要もありません。
Ｑ．何が投資とみなされますか？
Ａ．実際に投資が行われた場合以外には、①投資過程であるか、②投資家は資金を
管理する立場にあるか、③投資はリスクを伴うものか、④投資予定は取り消し
できない状態にあるかどうかが考慮され、投資であるかどうか判断されます。
Ｑ．リスクを伴う投資とはどういう意味ですか？
Ａ．損失の可能性を持つ投資のことを意味します。ビジネスの営業状況が悪くなっ
ても投資の損失の恐れがないものは、Ｅ２ビザで要求されている投資とは見な
されません。つまり、どんなに多額な金額であっても、銀行口座に入金しただ
けの状態では、投資とは見なされず、ビジネス発展のために必要な支出も必要
です。
Ｑ．アメリカ国内にあるビジネスの購入を考えていますが、購入代金の支払いをＥ
２ビザ取得後にしたいと考えています。これは可能ですか？
Ａ．ビジネス購入の契約にＥ２ビザ取得の条件を入れることができ、もし購入資金
がエスクローに入っており、ビザ取得の条件が揃っていて資金が売り手に渡る
状況であれば、実質的な投資とみなされます。投資過程にあるというのは、ビ
ジネス営業がすぐに始められる状態のことを意味し、解消できる契約へのサイ
ン、オフィススペースの下見をしているだけ、といったビジネスを始めるため
の準備期間に、銀行口座に資金があるという状態では、投資過程にあるとはみ
なされません。

食べ物には「寒・涼・熱・温・平」という五つの性質があります。簡単に言うと食
べ物には体を温める性質のものと冷やす性質の物があるというわけです。季節の変
化や体調に応じて食材を選ぶ医食同源の知恵を紹介します。
「寒」には体を冷やし、鎮静、消炎する作用があり、「熱」には体を温め、興奮さ
せる作用があります。「涼と温」には「寒と熱」ほど強力な作用はありませんが、
いずれも字が表すような性質があります。「平」は寒熱のどちらにも偏らず、穏や
かな性質です。どの食物がどのような性質を持っているのかを知ることで、自分の
体調やその時の気候に応じた食事をすることができます。寒い時には体を温める食
べ物、熱い時には体の熱を取り除いてくれる食べ物を摂取することで、健康のバラ
ンスが取れると言うわけです。
「寒」か「熱」のどちらかに偏った食事を続けていると、
体調を崩す原因になります。例えば、もともと寒がりタイ
プの人が、体を冷やすキュウリやトマトといった野菜や、
冷たい飲み物などの寒涼性の食物を取り過ぎると、手足の
冷えなどがひどくなり、血行障害などの症状を引き起こす
ことになりかねません。
だからといって、寒がりの人がまったく寒涼性の物が食べられないわけではありま
せん。食物の性質は、調理方法によっても変化します。例えば、寒涼性のナスは生
で食べると体を冷やしますが、焼いたり揚げたりして熱を加えると、温熱の性質が
プラスされて寒涼の性質が抑えられます。また、冷や奴には、ネギや生姜といった
薬味がつきものですが、寒涼性の豆腐と温熱性のネギや生姜を一緒に食べること
で、寒熱どちらにも偏らないメニューになります。
しかし、暑がりだからといって、体を冷やすものばかり食べていると、逆に体を壊
す原因にもなります。普段の食生活で大切なのは、やはり偏りのないバランス。同
じ素材でも組み合わせや調理法を工夫することで、自分に合った食生活を考えてい
く必要があります。食べ物の性質と自分の体質を把握して、自分にマッチした食事
をし、健康な体作りを目指してください。
（武 耕：Chapel Hill在住、北京出身、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢
方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）

Ｑ．投資にはどれくらいの金額が必要ですか？
Ａ．Ｅ２申請で要求される投資とは、計画してい
る企業の買収や会社の設立を行い、営業活動
を行うのに十分な額を意味します。投資は、
会社を成功裡に運営することを保証するのに
十分な額でなくてはなりませんが、いくらな
のかといった明確な決まりはありません。
（グレゴリー・アポ：ハワイ出身、Apo & Eenigenburg法律事務所弁護士）
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$$ おかねのおはなし $$
不労所得
借金して(もちろんしなくていいならそれに越したことはな
い!)不動産を購入して、2年居住してから賃貸にする(投資目的
扱いにされないので税金対策で有利)。
借为がローンを支払ってくれる間に別件を最初の不動産を担保に購入し、居住から
また賃貸に。自己のクレジット(アメリカ信頼係数)は高まり、銀行融資は高額に、
金利は低く。土地転がしーっ。まさに私の憧れ「不労所得」。
でも、私は土地には縁がないので、お金を転がして安定不労所得で老後の生活を満
たすことが目標。それはFXでいうスワップ金利。単純に金利の安い外貨(日本円は
ずっと超低金利)を売って、金利の高い外貨(例えば、豪ドル)を買うとその金利の
差額がスワップポイントとして毎日、口座に。スワップポイントは日割り計算され
るので一度買ったら政策金利ニュースで(上記の場合)豪ドルの金利が下がるよーと
発表がない限り、持ち続けるのがお得。寝ててもお金が増えてくるという何とも嬉
しい話。これは株を買うと毎年、配当金がもらえるのと同じようなもの。会社の業
績が悪くなると株価が下がり配当金が出ない、FXのスワップも為替レートの逆転が
あるとスワップ金利も反対に払わなければいけないので要注意。
どんなものにもリスクはあるってことですよね。FXは「儲かる手段」ではなくお金
を「熟知する手段」なのです。理解できればお金が勝手にお金を増やしてくれる。
ところで不労所得って?それは不動産や利子、配当など、自分が働かなくても入っ
てくる所得。本を書いた印税や何かを発明して特許権利を得る等。「若者は汗を流
して働くもの!」と年配の方に怒られるかもしれませんが、私も7日間フル働きっぱ
なしで節約して生活していたこともあります。自転車操業のように働いた分だけ見
返りがあるかというと、そうとは限りません。だったら頑張って働いて貯めたお金
を元手にそれを増やすことに集中しようと思いました。その為に本を読みあさりま
した。すべて勉強にはなりますが共感できる本に出会うのはなかなか。その共感で
きる本というのはまさに自分の投資ポートフォリオの理想を反映するものだと思い
ます。ロバート・キヨサキ著「金持ち父さん貧乏父さん」は奥が深い。投資の神
様、バフェットの「銘柄選択術」は(ありがとうございます、ここまで書いてくだ
さって)と大変勉強になる一冊で私の教則本としています。読書の秋、是非みなさ
んにもお金の本を読んでいただき投資やお金の活用に役立ててほしいと思います。
(伊達知巳

Apex在住、大阪府出身、为婦)

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/
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アメリカ生活で思うこと
いつまいた種？

Simply Crêpes シンプリー・クレープス
住所）Lafayette Village Shopping Center
8470 Honeycutt Road, Suite C110
Raleigh, NC 27615
電話） 919-322-2327
営業時間）月曜～木曜 7:30am~8:30pm
金曜～土曜 7:30am~9:30pm
日曜
7:30am~7:30pm
http://www.simplycrepes.com/
昨年オープンしたヨーロッパ風の街並みの美しいモール「ラファイエット・ビレッ
ジ」。その中でも、フランス風のおしゃれな外観に誘われて、ついつい中へ入って
みたくなるこの魅力的なお店は、おいしいクレープの専門店です。
オーナーのピエールさんは、以前、駐在で東京に家族と共に住んでいた経験があり
ます。当時、原宿の通りで、人だかりができる程人気のクレープ屋さんを発見。種
類の多さとそのおいしさに感激し、アメリカに戻ってからクレープ専門店を開きた
いと思ったそうです。その夢は実現し、ニューヨークに2軒の「シンプリー・ク
レープス」を開きました。そして、今度は3軒目のお店をノースカロライナにオー
プンさせました。アメリカでは、それほどポピュラーではないクレープ専門店です
が、自身がフレンチ・カナディアンのバックグラウンド
もあることから、本格的な味を追求し、朝食でもランチ
でもディナーでも、もちろんティータイムのデザートと
しても満足のできるクレープを用意し、大変好評です。
朝7時半から提供しているクレープのブレックファース
トは、新鮮なフルーツをふんだんに使ったものから、卵
やソーセージ、野菜を乗せたものなど。アントレーは、
チキン、ターキー、シーフード、ビーフを使ったものや
サ ラ ダ な ど。デ ザ ー ト 用 は、ス ト ロ ベ リ ー、ラ ズ ベ
リー、ブルーベリー、バナナ、チョコレート、それに生
クリームやアイスクリームを使ったものがあります。一
日どの時間帯に行っても満足できるメニューが揃ってい
ます。入口にある「招き猫」を見つけてくださいね。
オーナーのピエールさん

あれは2003年でしょうか。自分の家に至る砂利道が出来た時、左右に溝がなく、そ
の重要性に気付くこともないまま初めての大雤を迎えた時の事です。そう、雤が無
造作に流れ、その行き場がなくまだ完全に固まっていないかなりの砂利が流されて
しまいました。雤のあがったあと、赤土がむき出した様子は未だに頭の隅に残って
ます。もちろんハリケーンで家が吹き飛ばされるとか、津波で船がビルの屋上にと
いう悲惨な状態に比べれば全く些細な事件ですが。8年前は尐しは体力があったの
で、なんとか道の脇を掘り起こしながら雤が両側に流れるようにしたものの、かな
りの労力を伴いますので、いまだ完全ではない。十分な深さをと思いますが、気合
が入りません。時々その溝というか「脇」を掃除して落ち葉などをきれいに取りの
ぞくわけですが、その日は手袋をしていたにも関わらず、左手の甲、右手の甲と2
回も蜂に刺されて
「かゆい」「いたい」「はれる」
普段は血管や筋がよく見えるぐらい薄い甲ですがそれが
真っ赤に腫れあがって…。もちろん医者なんて行く気は毛
頭ありません。肘の痛み用に日本から持ってきたシップを
貼って効いたか効かないかはわからずじまいですが、元に
戻ったのは3日後。現場？をよく見たら落ち葉を掃除した
地面に小さな穴があってそこから蜂が行ったり来たり！？
ある種の蜂は地面の下に巣を作るなんて今まで知りません
でした。彼らの家にダメージを与えてしまったのでしょ
う、合掌。草を刈るときもたぶん知らない間に、コオロギ、いも虫、アリたち、そ
れもかなりの量を殺しているだろうと考えるといつも気分が重くなるわけですが、
そういう悪い反動かもしれません。いったいどんな悪いカルマを持っていたのかわ
かりませんが、これで蜂に刺されたのは生まれて3度目、そのうち2度も同じ日とは
運がない。まあ上から木の枝が落ちてきて頭にぶつかるよりはましですが、どこに
いてももし危険が降りかかる運命であれば、防ぎようがありません。その運命は自
分が蒔いた種ということを気付く必要があります。もちろん、「宝くじに当たる」
というのも過去に蒔いた自分の種が芽を出したから。その種まき作業というのが
今、行っている「あなたの行為」です。
（馬場裕：放浪の末インドへ巡礼、妻と3人の子供と共にHillsborough に在住、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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赤い小鳥とブルーな生活
Names and natures do often agree?!
日本のごはんが食べたい！という衝動が我慢できないことがある。尐し風邪気味
だったり、疲れていたり、まぁ大抵は身体よりも心が弱っている証拠だ。旅先でも
その兆候は姿を現し、普段なら敬遠しそうな店にも、つい足を踏み入れる。ヨー
ロッパのド田舎で「ジャパニーズ・ステーキ」を見つけ、狂喜して頼んだところ、
ステーキの皿と一緒にどん！と醤油瓶を置かれた、という逸話があるほど、日本料
理は世界を征服中（のはず）である。何を恐れることがあろうか。
ハリケーンを避けるため中西部に滞在していた時のこと。ホテルの朝食にも、中華
の昼食にも飽きて、ふらふらと彷徨っていたところ、有名チェーンの名を掲げた
「ジャパニーズ」料理店を見つけた。定番の”Bento Box”や”Sushi Lunch”が居
並ぶ中、私の目を引いたのは”Unagi-Don”。鰻主。うなどん。ほかほかごはん、
香ばしいタレの香り、こんがりと付いた焼き目と、脂がのってふっくらした鰻の
身。粉山椒も良いけれど、今日は山葵が欲しいな…。現実を見れば、炭火どころか
ガス焼きでさえなく、真空パックの出来合いだろうけれど、構うものか。心身とも
にバテバテの私に、今必要なのはスタミナだ。
「うなぎどーん?」
期待を込めて両手で受け取った主が、なぜかヒンヤリしている。待ち焦がれた鰻主
を引き寄せた瞬間、口から出そうになった意味不明の叫びを、よだれと一緒に飲み
込んだ。ふっくら鰻が横たわるべき主の表面は、25％を飾り切りのきゅうり、25%
をキムチ、残り50%を謎の物体が占めていた。それは一辺の長さ約3センチの菱形
で、肌色をしており、箸でめくってみると、厚さはおよそ５ミリと思われた。合計
5枚。ブルジョアジーならびにグルメの皆さんは縁が無いだろうが、超格安お持ち
帰り寿司のパックにおいて、「鰻」と为張する寿司ネタがこれである。まるでロー
ラー圧縮したかのように、なぜか必ず均一に平べったく硬い。
うーむ、ここで出会ってしまったか。諦めにも似た心境で、ご飯を
口に入れた瞬間、広がったのは酢酸の匂い。酢＋飯オンリー。万に
一つもあるまいとは思うが、全く料理に興味のない人が勘違いして
いると困るので念の為に言っておくと、白飯に酢だけ混ぜても酢飯
にはならない。それはただの酸っぱいご飯である。同様に、ご飯の
上に鰻の切り身をのせれば自動的に鰻主になるという訳でもない。
しかし、メニューにあるのは、あくまで”Unagi-Don”。たしかに鰻
と主が存在している以上、インチキと糾弾することも難しい。アフリカ辺りで「ウ
ナギノカバヤキ」を頼んで、かば風味の鰻の丸焼きが出てきたとしても、名前に釣
られる方が迂闊なのだよ、多分。

バスケットで熱くなる季節到来！
Late night with Roy (UNC) へ行こう！
先月、大学生のアメリカンフットボール・シーズンが開幕
し、チャペルヒルで試合が行われる日には数万人が観戦に
訪れ、熱い声援を送っています。しかし、UNCで絶対的な
人気を誇っているのは、やはりバスケットボールではない
でしょうか。UNCはマイケル・ジョーダンを筆頭に有名選
手を多数輩出して来たバスケットボールの強豪校です。そこで、今回は11月に開幕
するバスケットシーズンに向けて行われる「Late night with Roy」というイベン
トをご紹介します。
UNCではロイ・ウイリアムス（Roy Williams）がヘッドコーチに就任した2003年か
ら「Late night with Roy」というイベントを行っています。どうしてこのイベン
トがおススメなのか？それは入場料が無料だからです！ イベントでは選手紹介、
選手によるダンスやショートコントなどの出しもの、紅白戦などが行われます。そ
の中で一番盛り上がるのが選手紹介。過去には室内にもかかわらず花火を打ち上げ
て盛大に選手紹介を行った年もありました。また、ポスターやカレンダーなどの無
料配布もあります。
UNCの試合は22750人収容の会場がほとんどの試合でほぼ満席になるほど人気があり
ますが、1試合40ドル（昨年）はなかなかの値段ですよね。でもこのイベントは無
料ですし、紅白戦も見られるので行く価値は十分あると思います。今年の開催日は
10月14日（金）です。
開門時間と駐車場についてはまだ発表されていませんが、昨年の開門時間は18時半
で、駐車場につきましてはI-40のExit 273を降りてUNCのキャンパス方面に走ると
左手にあるFriday Center park and ride lotから18時より往復5ドルでシャトルバ
スが出ていたり、キャンパス内にある立体駐車場が17時から10ドルで一般開放され
た り し て い ま し た。今 年 の 詳 し い 情 報 は イ ベ ン ト の 1週 間 前 に は 公 式 サ イ ト
（http://tarheelblue.cstv.com/）に掲載されると思いますので、そちらでご確認
ください。
最後にひとつ。このイベントで会場が満席になったことはありませんが、早い人は
午前中から開門を待っている人もいるので、1階席の前の方で観戦したい方は早く
行って開門を待ったほうがいいと思いますよ！
Katsu（チャペルヒル在住）

「悪いけど、考えていた物と違ってたから」と説明して店を出た。砂糖でお腹を、
カフェインで心を満たすべく、コーヒー屋に並ぶと、隣が”Venti Latte”を頼ん
でいる。温めた牛乳にエスプレッソを加えた飲み物の特大サイズ。この店のメ
ニューにはイタリア語が使われていたりするが、コーヒーといえばエスプレッソを
指すあの国で、”Venti Latte”を頼むとどうなるだろう。本場のエスプレッソを
試すべく、日頃飲み慣れた”Venti Latte!”をローマで注文するアメリカ人旅行
者…。20個の(Venti)牛乳(Latte)パックを差し出されて怒る人が、一年間に一体何
人出るのか、想像したら、Unagi-Donの敗北感がちょっと薄れた気がした。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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子育ては親育て

ごちそうさまぁ～！
トルティーヤ・ロール Tortilla Roll Ups
日本でも某マックで「ツイスター」として浸透しているトルティーヤ生地を使った
もので、スーパーの惣菜コーナーでも見かけるとっても簡単に作れるフィンガー
フードです。作り置きがきくし、見栄えはいいし、予算は割と低いし、アメリカ人
は大好きだしで、ポットラックのメニューに困ったらぜひ作ってみてください。
材料
-トルティーヤ

1パック（直径25cmほどのもの。トウモロコシ粉100%ではなく、
小麦粉で作られたものの方がいい）
-スライスハム（トルティーヤ1枚に付き3枚ほど）
-サラダ用ほうれん草（数枚）
-お好きなチーズのスライス（ハムと同量）
-ランチドレッシング 適量
-ワカモレ適量
作り方
1. トルティーヤを広げ、ワカモレとランチドレッシングを薄く塗り広げます。
2. 手前のほうにハム・チーズ・ほうれん草を海苔巻きの感覚で並べ、手前からく
るくると巻いていきます。
3. 食べやすい大きさに均等に切り分け、お皿に並べます。
ハムも、チーズも、ほうれん草も、ドレッシングも、中身は好きなものなんでもい
いですが、ただドレッシングはイタリアンのようにさらさらした液体のものだと生
地が吸い込んでしまって作りおきできません。
大勢のパーティなら、野菜のみでベジタリアン用も用意しておくと喜ばれるかもし
れません。
ちなみに私のお気に入りは、チキンハム＋スイスチーズ＋ほうれん草＋セラントロ
(パクチー)ドレッシング（トレジョーにあります）＋サワークリームです。辛い
ホットソースを塗ってスパイシーに仕上げるのもGOOD!
（くるみ：Cary在住、为婦）
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

新学期！学校行きたくないよー！
新学期！長い夏休みの後や新しい学校に行き始めた子供達のなかには、行くことを
渋ったり泣いたりする子がいます。親としてもそんな子供の涙を見るのは切ないで
すね。でも、ここは親として我慢のしどころ！いくつかのルールを守って尐しずつ
新しい学校環境に慣らしてあげましょう。
1.
2.

3.
4.
5.

毎日同じ生活時間、特に朝は起きる時刻、朝食、身支度など規則正しく、子
供がぐずったりしても時間は守らせるように。
子供を送り出す時はキッチリ子供の目を見て「行ってらっしゃい。おうちで
待ってるからね。すぐに会えるからね」と言ってから送り出してあげてくだ
さい。
決して親の不安感を気づかれないように。子供達は親の気持ちにとても敏感
です。
帰って来たら、学校の事はあまり聞かず、自分から話すようになるまで辛抱
強く待ってあげてください。
家では思いっきり甘えさせてね！子供達も学校
ではたくさんのストレスと一人で戦っていま
す。愛情タップリ与えてあげて下さい。厳しく
してあげなければならない時と目一杯甘えさせ
てあげる時とメリハリをもって子供と接して下
さい。子供は親が思うよりもずっとしなやかで
強い心を持っています。新しい一年が全ての子
供達にとって楽しい日々になりますように。

（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）

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

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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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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通知表
秋も深まり、学校に慣れてきた頃に最初の通知表が渡されます。
子供も親も、尐し緊張して通知表を受け取るのではないでしょう
か。通知表は、小・中・高では意味合いが尐し違います。
小学校
日本では科目ごとに同じように評価されていますが、この地区の場合は国語と算数
を重要視しているので、詳しく内容ごとに評価されています。たとえばその学年で
勉強する内容から「分数の計算ができる」とか「九九の計算が出来る」など、算数
でも細かく6つぐらいのカテゴリーに分けて成績が書かれています。国語（英語）
ではライティングやリーディングのセクションに分かれて細かく評価されます。そ
れと比べると、社会科、理科、音楽、体育についてはあまり詳しく評価されませ
ん。国語と算数以外はどちらかというと参加度を重視して評価されているように思
われます。
評価は先生によって違います。しかし、最初の通知表ではたいていの子供は学年レ
ベルという評価をもらいます。学年以上のレベルというのは殆どの子供には当ては
まりません。「もともと最初の通知表は全て学年レベルが普通です。なぜなら上級
レベルの子供は既に上の学年に割り当てられているからです。ですから最初の通知
表ではあまりつけることはありません。学年以上のレベルは、学年の終わりにとっ
てもらいたいレベルです」と先生がおっしゃっているのをよく耳にします。
中学校
中学生になって初めてはっきりとABCDというアルファベットでグレードをもらいま
す。科目ごとに1つのグレードなので、細かくはありません。また先生からのコメ
ントも簡単なので、もしグレードがA以下であったら、お子さんとなぜそのような
グレードになったのか話し合う必要があるでしょう。例えば、テストの成績が悪
かったとか、宿題を提出していなかったとか。どのような所を改善したらいいのか
はっきりしない場合は、通知表をもらった後、先生と個人面談の予約をとることを
お勧めします。中学校の成績は、提出物や努力点が大いに加算されるので、お子さ
んを励まして宿題などの出し忘れがないかをチェックすることも大事です。
高校
科目や先生によって大いに評価が異なるのがアメリカの高校の特徴です。同じ科目
を違う先生が教えている場合、クラスによっては進度やテスト内容、評価の仕方も
変ってきます。先輩から事前によく評判を聞いて、自分が得意とするもので評価さ
れるようなコースを選びたいものです。年に4回成績をもらいますが、一年間履修
した科目の最終グレードはその4回の成績をベースにします。しかし、どのように
計算して出すかは学校区によって異なっているので気をつけた方がよいと思われま
す。9年生になったら自分の学校のグレード方式を確認するのが賢明です。高校の
グレードは大学受験で重要な要因となるので、できるだけAを取りたいと願うのは
皆同じ気持ちでしょう。
（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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おいしいもの
探
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団

フランスパン

焼きたてのフランスパンは、外側がパリパリで、中はフワ
フワ。そのまま丸かじりしちゃいたいほどおいしいですよ
ね。今月は、読者に人気のWhole Foods、Weaver Street
Mkt、 Southern Season、The Farm、Guglhupfのフランス
パンを食べ比べてみました。まずは購入後、フランスパン
を半分に切り、一つは、買ってきたパンが入っていた袋に
保存、そしてもう一つはサランラップで保存して翌日の味も調べました。さてさ
て、探偵団の結果はいかに?
第1位 Weaver Street Market
イースト菌の匂いが強くなく、皮がカリカリで中
身がもっちりとして味がある。そのまま食べても
おいしいですが、サンドイッチにするのにもよ
く、お勧めの一品です。翌日に食べても味はあま
り変わりませんでした。
第2位 Guglhupf
パンの直径は小さいけど、塩気が尐なく食べる時の食感は最高。何も付けなくても
OKですが、バターを塗ったり、オリーブオイルと塩を混ぜたものにつけて食べると
風味が増しておいしいです。
値段は、ほとんどの店が＄2.39～＄2.59で、Southern Seasonが他より1ドルほど高
く＄3.49でした。
保存方法ですが、サランラップに包むことによりフランスパンのパリパリ感はなく
なりますが、サンドイッチにするにはもってこいのほどよい硬さになります。紙の
袋に入れたままで数日置いておくと固くなってしまうので注意が必要です。

超簡単：アメリカの食材で美味しい和食
アスパラとレタスの胡麻チーズ和え
材料(2人分)
- グリーンアスパラガス
- レタス
- 粉チーズ
- 白すり胡麻
- 和風だしの素
- 塩・醤油

5本
5枚
大さじ1
大さじ2
小さじ1
適量

作り方
1. アスパラは根元を１cm程切り、根元から1/3くらいまでピーラーで皮をむき、
斜め切りにする。レタスは食べやすい大きさにちぎる。塩尐々加えた熱湯でア
スパラを2分程茹でレタスを加えてさらに30秒程茹でる。ともに冷水にとり粗熱
がとれたらザルにあげて水気を切る。
2. ボールにアスパラ、レタス、白胡麻を入れ和風だしの素と醤油小さじ1を入れ混
ぜ合わせる。器に盛り粉チーズをふる。
(坂井久美子：Greensboro在住、幼稚園教諭)
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見て見て！ 三角掲示板

classified

日本人会「秋のピクニック」開催のお知らせ
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/

日時：10月30日（日）11:30am 受付開始
会場：Wilson Park（101 William St. Carrboro)

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

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 takashi.amano@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

求人：日系企業がFull timeの通訳を探しています。興味のある方は、ご連絡くだ
さい。お問い合わせは、takashi.amano@realtytriagle.com まで。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—－–—

売り家：1エーカーの庭付き持家で自家菜園、大きなスクリーンポーチでティー
タイムはいかが？3bedroom、2bathrom 連絡先 yoko.amano@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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
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」など、2行から3行で効果的にアピールできます。詳しいことは
sankakuyokochou@gmail.com まで、メールでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは
日本語でどうぞ

今年の仮装大会優勝は誰の手に？（写真は前回優勝・準優勝チーム）

毎年恒例となりました日本人会・秋のピクニックを10月30日（日）Wilson Parkに
て開催いたします。今年は「大人も子供もワイワイあそぼ」をテーマに、昨年盛
り上がりをみせたハロウィン仮装大会、豪華賞品を揃えたラッフル抽選会などに
加え、様々な企画を予定しています。ご家族・お知り合いとお誘い合わせの上、
どうぞお気軽に会場まで足をお運びください。
1. 当日はお弁当をご持参ください。
(スナック・飲料のみご用意させて頂きます)
2. ラッフル・チケットの売り切れも予想されますので、お早めにご来場くだ
さい。
3. 詳細は順次日本人会ホームページに掲載いたします。

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/

Yamamori Ltd.
山森宝石

Yoko Yamagishi
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yamagishiyoko@gmail.com
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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

Distinctive Jewelry Since 1969

あなただけの洗練されたジュエリー
リメイクや修理等もお気軽にお申し付けください
501 State Street, Greensboro, NC 27405
Phone (336)274-4553・Fax (336)273-8890
Yosuke Yamamori, Kathie Yamamori
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食欲の秋、おいしい地ビールを堪能したいあなたへ
嬉しいことにNCには結構たくさんの地ビールがあって、ほとんどがおいしい。大手
メーカーのビールもいいですが、丹精込めて作られた手作り地ビールは格別です！
この秋は、地元のブルーワリー巡りで、お気に入りの地ビールを探してみては？
トライアングル周辺の地ビール醸造所、併設レストラン・バー他
Roth Brewing Company（醸造所） http://rothbrewing.com/
5907 Triangle Drive Raleigh, NC ☎919-782-2099
毎週木金土の5pm・7pm・9pmからツアーあり。
Aviator Brewing Company（醸造所） http://www.aviatorbrew.com/
209 Technology Park Ln, Fuquay Varina, NC 27526 ☎919-567-2337
Tap Houseは、月～木はお昼から夜中まで、土日はお昼から9pmまで。
LoneRider Brewing Company(醸造所） http://www.loneriderbeer.com/home.php
8816 Gulf Ct. Suite 100, Raleigh, NC 27617
テイスティングは、木金は5pm～9pm、土は2pm～7pmにできる。
Big Boss Brewing Company（醸造所） http://bigbossbrewing.com/
1249-A Wicker Dr. Raleigh, NC 27604 ☎919-834-0045
Tap Roomは、月火は5pm～12pm、水は5pm～2am、木は4pm～2am、金は2pm～2am
土は3pm～2amにオープン。日曜はお休み。
Triangle Brewing Co.（醸造所） http://www.trianglebrewery.com/
918 Pearl St. Durham, NC 27701 ☎919-683-2337 毎週土曜1pmよりツアーあり。
Natty Green’s Pub and Brewing Co.（レストラン併設） http://www.nattygreenes.com/
345 South Elm St. Greensboro, NC 27401 ☎336-274-1373
505 W. Jones St. Raleigh, NC 27603 ☎9191-232-2477
Carolina Brewery （バー、レストラン併設） http://www.carolinabrewery.com/
400 West Franklin St. Chapel Hill, NC 27516 ☎919-942-1800
120 Lowes Dr. Suite 100 Pittsboro, NC 27312 ☎919-545-2330
Top of the Hill Restaurant ＆ Brewery（レストラン併設） http:topofthehillrestaurant.com/
100 East Franklin St.3F, Chapel Hill, NC 27514 ☎919-929-8676
Full Steam Brewery（ タバーン併設） http://www.fullsteam.ag/
726 Rigsbee Avenue in Durham, NC 27701 ☎888-756-9247
月～木は4pm～10pm、金は4pm～midnight、土はお昼～2am、日はお昼～10pm。

♪ 音樹会（Onju-kai) ♪
お箏、ビオラ、フルートで奏でる邦楽トリオで
す。それぞれユニークな音質ながら心の底に
響くようなそしてなんとなく懐かしい音をかも
し出します。今後はローカルの病院や老人
ホームなどを回って多くの人に日本の音楽を
聴いてもらい、心を癒していただけたらと思っ
ています。音樹会での活動以外にも、個人
レッスンやイベント出演もしています。
お問い合わせは onjukai@gmail.com

●ビューティーアドバイス●
日差しの強かった夏も終わり、ようやく過ごしやすい季節となりました。秋
といえば美白のシーズン！夏の間、美白化粧品の使用は控えていた方
も多いかと思います。日差しの強い時期に、美白化粧品を使って炎天下の中過ごすと、
シミの原因となります。シミというのは蓄積され、今シミにならなくても、あなたが年齢を重
ねていくうちに肌に現れます。美白効果の化粧品は、肌を白くする効果がありますが、簡
単にシミにもなります。日焼け対策をきちんとしないと美白化粧品ではなく、｢シミ作り歓迎
化粧品｣になってしまいます。今後、スポーツなどアウトドアで過ごす予定がある方、美白
化粧品の使用を夜だけにするなど、ご自分のスケジュールに合わせてお使いになること
をお奨めします。
美白効果の化粧品使用中は、ビタミンＣもしくは緑茶成分入りのローション又は美容液を
塗り、さらにその上から日焼け止めを肌に載せるように塗ってください。日焼け止めは白く
なりますが、伸ばせば伸ばすだけ肌にムラが出て効果が薄れます。その白さは放って置
けば自然に肌になじんで消えます。最低でも外出の30分前に塗って、紫外線からきちん
と肌を守りましょう。
最後に、首と手というのは年齢を隠す事が難しい部分で、日頃からきちんと手入れをして
いないと年齢を重ねていくうちに手遅れに。現在お使いのナイトクリームを寝る前に首と
手にきちんと塗り、お肌に栄養と潤いを与え、さらにマッサージで刺激を加え、肌の弾力を
取り戻しましょう。もちろん日焼け止めも忘れずに！(Chikako Orcutt：Raleigh在住、
エスティシャン、Green tea Spa/ Licensed Esthetician www.greenteaspa.net)

Mash House（バー、 レストラン併設） http://samsquikshop.com/
4150 Sycamore Dairy Rd. Fayetteville, NC 28303 ☎910-867-9223
ディナーは食事が充実。ランチは日曜日のみ。

Green tea Spaは、ケミカルを一切使わない
ホームメイドナチュラル化粧品とリラックスしたトリートメントを

Boylan Bridge Brewpub （レストラン併設） http://boylanbridge.com/index.shtml
South Boylan Ave. Raleigh, NC ☎919-803-8927 レストランからの眺めがいい。

お届けしております。

Flying Saucer （バー、レストラン） http://www.beerknurd.com/
328 West Morgan St. Harrington Raleigh, NC 27601 ☎ 919-821-7401
醸造はしていないが、ビールの種類がとても豊富なビアレストラン。
Sam’s Quick Shop（ビール専門店） http://samsquikshop.com/
107 East Parrish St. Suite 105 Durham, NC 27701 ☎919-680-2333
ここは醸造所ではないが、1000種類以上のビールが買えるビール専門店。
4
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Japanese Spa

8341 Bandford Way, Suite 105
Raleigh, NC 27615 (Studio 1 Salons/west 内)
Phone: (919) 723-7351 日本語
Web: www.greenteaspa.net
三角横丁2011年10月号
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１０月～１１月

トライアングルの

イベント・スケジュール

♪ コンサート・ミュージカル・演劇などのパフォーマンス

10/13～30
10/28
10/14～16
10/21～30

ドラキュラ Dracula-バレエw/オーケストラ Flecher Opera Theater, Raleigh
Gill Shaham Solo Violin Concert
Memorial Hall, Chalpell Hill
グラミー賞受賞のバイオリニストによるバッハの演奏
カルメン Carmen (オペラ）
Memorial Auditorium, Raleigh
Memorial Auditorium, Raleigh
エビータ Evita (ミュージカル）

11/10
11/18～20

Brian McKnight コンサート
Meymandi Concert Hall, Raleigh
STOMP ストンプ
Memorial Auditorium, Raleigh
ブロードウェーで人気のパーカッション・パフォーマンス
11/25～26
Holidady Pops
Meymandi Concert Hall, Raleigh
11/29～12/4 A Christmas Story The Musical
Memorial Auditorium, Raleigh
12/3～4
Christmas Carol (ミュージカル）
Durham Performing Arts Center
12/7
ホール＆オーツ コンサート
Durham Performing Arts Center
12/15
Kenny G コンサート
Durham Performing Arts Center
12/10～11
くるみ割り人形（Carolina Ballet)
Durham Performing Arts Center
ファミリー・子供向けのイベント
9/30～１0/29 the Ghost Train® Halloween Festival
Tweetsie Railroad (800) 526-5740
10/14～16
Kid's Pirate & Princes Festival
Jordan Lake State Park, Apex
Jordan Lakeで海賊船に乗ろう！http://www.triangleboattours.com/events.html
10/16～
Ken's Korny Corn Maze
3175 Benson Highway, Garner, NC
とうきび畑の2.5マイルの迷路！http://www.kensproduce.com/kornycornmaze/
10/13～23
NCステイト・フェア
NC State Fair Ground
絶対に見逃せないNC州のお祭り！http://www.ncstatefair.org/2011/index.htm
10/31
Hallow Eno 6-9pm
West Point on Eno Park, Durham
ハロウィーン for All ages
(919) 471-1623
その他のイベント
10/8
World Beer Festival
Durham Bulls Athletic Park
10/14
UNC Basketball Opening Event 5pm
本誌p.17参照
10/14
Cameron Indoor Stadium
Duke Basketｂall Opening Event 8pm
10/15
UCSU Basketball Opening Event 8-9:30am RBC Center Arena Club
10/19
アジア系保護者会
Smith Middle School
日本人関連イベント
10/15
トライアングル太鼓パフォーマンス Global Day of Providence Day School
10/30
Wilson Park, Carrboro
日本人会ピクニック １１：３０am～

Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
== インターナショナルフェスティバル ==
10月2日まで3日間にわたりRaleighのコンベンションセ
ンターで開催されていたインターナショナルフェス
ティバルに参加しました。今回は第26回目で、約3万人
を超える参加者が、50か国以上の民族の芸能、料理、
文化を楽しんだことになり、Raleigh市民の民族構成の
豊かさを改めて認識しました。日本の参加は1986年の
第2回からですが、当初は日本語補修校の中にできた地
域活動推進委員会が中心でした。日本企業のコミュニ
ティー活動参加が、企業戦略の重要な要素であった時
代だったからでしょう。1990年に日本クラブが設立さ
れたのは、実はこの委員会が母体で、当初の目的がこのインターナショナルフェス
ティバルへの参加にあったことを知る方はもう尐ないでしょう。日本クラブとして
はこれまで連続20年間、このフェスティバルに参加し続けてきたことになります。
このフェスティバルのユニークな点のひとつは、各参加グループが、国ではなく民
族を代表しなければならないというポリシーです。我々日本人にとっては、日本を
代表しても、日本人を代表しても、どちらでもいいじゃないかという気がします
が、世界へ視点を広げると様々な民族間紛争が国境をめぐって多発しており、中国
と台湾のようにお互いに認め合わない外交政策をとっているような例もあります。
このようなグローバルな視点が、相互の文化を尊重し合い平和をもたらすという
フェスティバルの趣旨を達成させるために必要なことがわかります。
メインステージでの民族舞踊・芸能、30カ国が各国の料理を即売するサイドウォー
クカフェと並んで目玉となっているのがカルチャーブースです。今年のテーマは
MYTH(神話・伝説)で、日本クラブでは1300年前に編纂された日本最古の歴史書「古
事記」から天照大神（あまてらすおおみかみ）と須佐之男命（すさのをのみこと）
の葛藤を語った天岩戸（あまのいわと）の話を取り上げ、巫女の衣装をまとったボ
ランティアが説明しました。神道には神々がたくさんいて、人間くさく恋愛をした
り間違いや失敗もしでかすといった説明が入場者に受けていたようです。その他、
売店での水ヨーヨーや巨大折鶴、扇子への名前書き、カフェでのコロッケやラム
ネ、メインステージでの和太鼓演奏「頑張れ、日本」などがありました。どうです
か、日本人って素晴らしいでしょう。
（日本クラブ代表：ロッキー岩島）

～～食欲の秋、ハロウゖーンの秋、紅葉の秋、こんな楽しいお出かけは？～～
１．HARSHEY’S Chocolate World http://www.hersheys.com/chocolateworld/
チョコレートをテーマにしたハーシーズのテーマパーク。10月の毎週末（金土日）には、ハロウゖー
ンにちなんだベントを開催。大好きなチョコレートにまみれて、心ゆくまでチョコレート・ワールド
に浸るのも楽しそう。場所は、ペンシルバニゕ州のその名も「ハーシーズ」という町にあります。
2.Ben & Jerry’s Factory http://www.benjerry.com/scoop-shops/factory-tours/
Ben & Jerryのゕスクリームが生まれた町、バーモント州ウォーターベリーにあるフゔクトリーは
夢がいっぱい。ここでしか食べられないユニークなゕスクリームは貴重！今はもう作られなく
なった種類のゕスクリームのお墓もあります。この近辺はゕメリカの中でも美しい紅葉の景勝地
として有名。すぐ近くには、サウンド・オブ・ミュージックの実在のマリゕさん一家が最終的に移り住
んで経営しているトラップフゔミリー・ロッジもあります。ニューングランドの紅葉も満喫しては？
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!!Hot News!!
エアーショー Winston-Salem Air Show 2011
今回は、100周年記念ということで特に盛大なAir Showが行われました。昨年は3万
人の参加者でしたが、今年は4万人近くの人がAir Showを見に来ました。
シングルのアクロバットやフォーメーションアクロバットがありました。軍用機の
フライトも間近だと、低空で急加速するので空気の壁を切り裂くようなエンジンの
音でビックリ。そのなんともいえぬ轟音、爆音で会場は興奮の坩堝でした。
また、今回は、ホンダ・ジェットの展示とデモフライトもありました。特に公開デ
モフライトは初ということで、多くの人が興味津々。ホンダ・ジェットは、流れる
ような丸みを帯びたデザイン、そして、翼の上にエンジンがつく斬新なデザインと
なっていて、機体はブルーとホワイトのツートンカラーで美しくコーティングされ
ていました。エンジンを胴体から離すことで、同じサイズの従来機よりも、客室が
30%近く広くなったほか、燃費も2割ほど低くなっているそうです。ホンダ・ジェッ
トは静かなエンジン音、鋭い加速で力強く飛行し、人々を魅了していました。

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式
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なぜか毎年こうなる・・・

ローリー日本語補習校 古本市
12月10日 カフェテリアにて

Our Lady of Lourdes Catholic School

2710 Overbrook Dr. Raleigh

チャペルヒル・カーボロ学校区でのアジア系生徒の保護者会が、来る10月19日に、
スミス・ミドルスクールで開かれます。これは、多国籍の生徒が多いこの地区で毎
年開かれているもので、中国、韓国、日本などアジア諸国の保護者が集まり、子供
たちがよりよい学校生活を送れるよう、知識や経験を分かち合うことを目的として
います。内容は、親睦会、講演会、パネルディスカッションで構成されています。
今年は、講演の後のパネルディスカッションで、パネラーとして、本誌の学校につ
いての原稿の執筆者でチャペルヒル・カーボロ学校区の専任通訳を務める荒竹由紀
さんが参加される予定です。異文化での子育てや学校での体験談など興味深くため
になる話をたくさん聞けるチャンスです。学童児の託児所も用意されているそうで
すから、興味のある方は行ってみることをお勧めします。
日時：10月19日（水）6:30pm～9:00pm
場所：Smith Middle School
9201 Seawell School Road, Chapel Hill, NC 27516
問い合わせ：春日 恵 kasugamegumi@gmail.com
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Asian
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トライアングル
婦人会
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アジア系保護者会の開催

919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

編集後記：編集時のBGMは、蝉の声から虫の
声へ。はて、いつの間に変わったのやら。
傍らのおつまみ（?）も、秋の収穫物の果物
へ。オレンジ色のおいしいものと言えば？

第13回トライアングル婦人会は、Raleigh で
エステ「Green tea spa」経営のChikako
Orcuttさんをお迎えし、肌のトラブルに関す
るお話や健康肌に対する水分の役割について
の話を伺いました。紫外線クリームの前にビ
タミンCのクリームを塗ると効果が上がるそ
うです。皆さんもどうぞ試しくださいね。
（Green tea spaに関しては、本誌の21ペー
ジをご覧ください）
第14回トライアングル婦人会のお知らせ
内容：アメリカ人宅で本場の感謝祭ミール
（ターキーやマッシュポテト等を頂きながら
Holiday Seasonの飾り物の作り方を習う）
日時：11月18日(金） 場所：Chapel Hill
昼食：有料（ポットラックではありません）
申し込み：荒竹 yaratake@email.unc.edu
天野 yokoamano2000@gmail.com
紅葉が綺麗な季節です。みんなで秋を感じて
気持ちのリフレッシュをしましょう。

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2011年10月第22号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 天野陽子 編集責任者：オーガスティン秀子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
三角横丁2011年10月号
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10月号

つい先日まで、いつまでも暑いままな
んじゃないかと疑いそうなくらいだっ
たのに、急に空気がひんやりとしてき
ま し た。人 間 が 感 じ る く ら い で す か
ら、植物たちはもっと敏感にこの空気
を感じているはずです。
気温や太陽の光の変化を感じた落葉樹
たちは、ああそろそろ秋なんだと冬支
度を始めます。葉っぱが、赤くなった
り黄色になったり。それはそれは美し
い季節の始まりです。
黄色の代表は何といってもイチョウで
す。「イチョウ」は漢字で書くと「銀
杏」で、これは「ギンナン」とも読み
ます。ギンナンはイチョウの実のこと
ですが、ちょっと匂いがきついので、
たくさん落ちている所をロマンチック
に 歩 く の は 辛 い か も し れ ま せ ん。で
も、アメリカでギンナンの実をつけて
いるのを見たことがありますか。ある
人によると「アメリカのイチョウの木
はみんな雄なんだ」とか。ギンナンの
実をつけるのは雌の木だけ。木に雄と
雌があるなんて、おもしろいですね。
確かにアメリカにあるイチョウの木は
雄が多いようですが、雌の木もたまに
あります。ギンナンの匂いを嫌うアメ
リカ人が雄の木しか植えないようにし
ているのが原因のようです。日本では
ギ ン ナ ン は 秋 の 味 覚。フ ラ イ パ ン で
炒って皮をむき、焼いたり、茶わん蒸
しの中に入れたり。小さな実を口に入
れると、ほんのり秋の味がしますよ。
三角横丁2011年10月号
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