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節（ふし）というと、何を思い浮かべますか。竹の節、歌の節、節穴などいろい

ろありますが、節とは区切り目のこと。日本の暦には四つの節があって、立春・

立夏・立秋・立冬の前日はみんな節目で、節分です。でも今は、節分と呼ばれる

のは一年に一度だけですね。2月の初めにある立春の前の日が節分で、その日に

「鬼は外！福は内！」と叫びながら豆まきをします。中国でもお正月のことを春

節と云うように、立春は春の訪れ、お正月

のことです。つまり、節分は大みそかとい

うわけです。大みそかに、鬼（悪い邪気）

を追い払って、新しい年に福（幸せなこ

と）がやって来ますようにと願いを込めて

豆をまくのです。鬼は、本当に頭に角が

あって、トラのパンツを履き、棍棒を持っ

ているのかどうかわかりませんが、ちょっ

と気を許すとすぐ内の中に入ってきます。

「内」というのは「家」ではなく私たちの

心のことです。以前、節分に神社へ行き、

豆まきを楽しんだ後、「心せよ、鬼は外よ

り内に棲む」と書いてあるのを見てハッと

したことを覚えています。やはり、鬼には

出て行ってもらって、笑顔の福に棲んでも

らうよう、心して過ごしたいものですね。 
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!!Hot News!! 

          アメリカ選挙速報 
 

今年は選挙の年です。新聞やテレビは既に賑わいを見せています

が、選挙は11月6日で、あらゆる政府関係の代表者が選出されま

す。大統領はいうまでもなく、下院（House of Representative)

全部、上院（The Senate)の三分の一、そしてNC州知事選挙もあります。現在NC州

知事の民主党のBeverly Perdue氏は、残念ながら次期の州知事選には出馬しない

ことを、1月26日に表明しました。民主党、共和党共に、次期NC州知事候補者をま

だ決めかねているようです。大統領選挙に関しては、民主党も共和党も、夏の党

大会（convention)で最終候補者を発表します。民主党は、9月3日から6日にNCの

シャーロットで開かれる党大会において大統領候補者を発表する予定で、オバマ

氏の予想。共和党は8月にフロリダで行われる党大会において発表する予定です。 

第２回チャリティーコンサートのお知らせ 
 

昨年同様、東日本大震災のためのチャリティーコンサートを行います。今年は、

クラシックのアンサンブルをはじめ、春の歌メドレー、ジブリの音楽など、皆さ

んがよくご存知の曲を演奏します。また、震災後、実際に日本でボランティアを

された方による現地報告もあります。入場料は無料ですが、皆さんの募金をお願

いしたいと思います。 
 

日時：3月11日（日）開場 2:30pm、開演 3:00pm  

   (コンサート後レセプションあり) 

場所：Umstead Park United Church of Christ（教会） 

   8208 Brownleigh Drive, Raleigh, NC27617  

              SUPER BOWL 2012 

 

アメリカで最も注目されるスポーツイベントの一つであるスーパー

ボールが、2月5日、インディアナポリスで開催されました。今年の対

戦はニューヨーク・ジャイアンツ対ニューイングランド・ペイトリオッツ。かな

りの接戦を繰り広げましたが、賞杯はニューヨーク・ジャイアンツへ。途中のブ

レイクタイムにはマドンナのパフォーマンスもあり、大変な盛り上がりでした。

TVでの観戦の楽しみは試合だけでなく、スーパーボール用に作られた特別な企業

CM。毎年レアなCMに、笑ったり、感動したり。こちらはネットでも見られます。 

トライアングル6店舗目の Whole Foods 誘致へ？ 
 

Whole Foodsは、オーガニック食品や自然に優しい日用品などで、日本人にもファ

ンが多いお店です。今、West Caryと呼ばれるNC Hwy 55沿いの地域で、住民によ

るWhole Foods誘致活動が行われています。ことの発端は、2年前に撤退した別の

スーパーの建物を、政府が入国税関管理局(ICE)のオフィス拠点にしようとしたこ

と。拘留施設を住宅街に置く案に、Caryは町をあげて反対し、空き店舗だけが残

されました。ICE反対運動はその後、Whole Foods誘致活動に姿を変え、現在も続

けられています。West CaryにWhole Foodsが出現する日は近いのでしょうか。 
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第15回トライアングル婦人会

では、素敵なビーズのブレス

レットを作りました。 

最初に出来上りのサンプルを

見て、参加者からは「難しそ

う！私に出来るかしら…」と

いう不安の声。ビーズはとて

も小さくて針に入れるのはな

かなか苦難の技。糸も途中で

絡まってしまっ

たりで悪戦苦

闘。でも完成し

た時は感激もひ

としおでした。 
 

次回のトライアングル婦人会 

日時：3月20日（火） 

場所：Durham 

昼食：ポットラック 

テーマ：TBA 

申し込みは以下までどうぞ。 

荒竹： 

yaratake@email.unc.edu  

天野 ： 

yokoamano2000@gmail.com 

トライアングル 

婦人会 

確定申告日延期 State Income Tax Return-filing deadline 4/17/2012 

 

確定申告は、例年4月15日が締め切りですが、今年は4月17日に延期されます。理

由は4月15日が休日のためです。詳しくは、ホームページ等で確認してください。 

http://www.efile.com/tax-day-deadlines/ 
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      コンサート、ミュージカル演劇などのパフォーマンス   

2/14-19 レ・ミゼラブル（ミュージカル） PECPA ＊ 

2/19 5th Annual Raleigh Blues Festival  RBC 

2/23 Greensboro Symphony Concert War Memorial Auditorium 

3/1 Cats (ミュージカル） War Memorial Auditorium 

3/2 Celtic Women Cocert PECPA  

3/2‐3 アート・ガーファンクル＆ＮＣ Symphony PECPA  

3/15-4/1 リトル・マーメード（ミュージカル） PECPA  

3/16-17 Beethoven & Strauss NC Symphony PECPA  

3/19 ブルース・スプリングスティーンConcert Greensboro Coliseum 

3/20-21 シカゴ（ミュージカル） DPAC＊ 

3/30-31 Mozart's Two Pianos PECPA  

      ファミリー・子供向けイベント   

2/8‐12 Ringling Bros. And Barnum & Bailey Circus  RBC 

3/2 Harlem Globetrotters (Basketballコメディー） RBC 

3/24-25 India Fest Dorton Arena 

3/31 Easter Egg Hunt and Breakfast w/the Bunny Bond Park 

3/31 Disney's Phineas and Ferb LIVE! DPAC 

3/31 Easter Egg Hunt Celebration River Park, Hillsblrough 

      その他のイベント   

3/2 Raleigh First Friday (Fun Evening) Raleigh Downtown 

3/10 Cirque du Soleil: Ｍｉｃｈｅｌ Ｊａｃｋｓｏｎ RBC 

3/10 The Peking Acrobats Carolina Theatre 

3/10 Kite Festival (凧揚げ） Bond Park 

3/11-15 NＣつつじ祭 Azalea Festival ✿ Wilmington  

3/17 St. Patrick's Day Parade and Festival Downtown Raleigh 

3/18-19 Ｓｅａｇｒｏｖｅ Ｗｉｎtｅｒｆｅｓｔ 冬の陶芸祭 E Main St. Seagrove  

      日本人関連イベント   

2/10 アメリカのフォークダンス体験 Japanese Baptist Church 

2/24 アメリカ人宅で人形コレクション拝見 Japanese Baptist Church 

2/24 Duke Garden 春の兆し茶会（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

2/25 陶芸&絞り染めのクロージングセール Japan Center 

3/9 アメリカ人宅訪問 (子供同伴可） Japanese Baptist Church 

3/10 日本語補習校卒業式 日本語補習校 

3/11 東北大震災チャリティーコンサートUmstead Park United Church of Christ 
3/17 Duke Garden セントパトリックスデー茶会 Doris Duke Garden 

3/23 NC州立大樹木園見学&ランチ (子供同伴可） Japanese Baptist Church 

3/25 さくら祭（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

4/13 Peggyさんによる料理講習会&試食 Japanese Baptist Church 

4/13 Duke Garden 春爛漫茶会（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

2月～3月 トライアングルの イベント・スケジュール

＊ PECPAは、Progress Energy Center for the Performing Artsの略でRaleighにあります。 

＊ DPACは、Durham Performing Arts Centerの略でDurhamにあります。 
✿ つつじ祭りでは、3月14日にトライアングル太鼓の演奏があります。http://ncazaleafestival.org/ 

 ♪ 
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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
  

==第6回合同新年会：「絆」をテーマに== 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
新春恒例のトライアングル地区日系関連団体主催の合同新年会が1月15日(日)

デュークガーデンで日米150名近い参加者を集めて開催されました。 

今回は、昨年末、日本の1年間を象徴する漢字として選ばれた「絆」をメインテー

マに取り上げました。アメリカ人の出席者には「絆」とは Human Bondのこと

で、人と人とのつながりだけでなく、それを通して他の人への思いやりまで含む

言葉であると説明しました。日頃面識のない方々が賀詞交換をし、お互いに知り

合うだけでも、新しい絆が生まれることになるのですが、それに香りのよい樽酒

とおいしい日本料理があれば言うことはありません。半数以上を占めるアメリカ

人参加者も皆さんが日本文化のフアンで、自然に会話がはずみました。 
 

今回はそれだけでなく、参加者が一体となるようなプログラムをいくつか用意し

ました。その一つが折り紙で「祝い鶴」を折ってみることでした。この鶴は「寿

鶴」「折り羽鶴」とも呼ばれ、普通の折鶴と違い扇のような羽を持った気高い形

の鶴で、おめでたい席の飾りとして使われるもので

す。各人が一枚ずついろいろな色の大判の折り紙を

使って、全員が祝い鶴に挑戦しました。通常の「折

り鶴」の折り方を知っている人にとっても新しい経

験で、あちこちで難しいところを教えあう微笑まし

い光景が見られました。 
 

また、恒例として会の始めと終わりに朗々と披露さ

れる「木遣り歌」ですが、今回、締めの木遣りは全

員が唱和しました。潤子バーグランドさんの指導の

もと、手元の歌詞を見ながら「エンヤー」と大声を

張り上げて新年を祝いました。そして最後の手締め

はお手を拝借の「三本締め」。その場でたった1回の

練習しかしませんでしたが、見事に決まりました。 
 

遠くはAshevilleやBoone、SCに近いLaurinburgなど

からも駆けつけてくれた参加者たち。それこそ「One 

Heart in NC」を実感できたすばらしいイベントにな

りました。 

（日本クラブ代表：ロッキー岩島） 

http://www.progressenergycenter.com/event/beethovenstrauss-720
http://ncazaleafestival.org/
mailto:東北大震災チャリティーコンサート@%20Umstead%20Park%20United%20Church%20of%20Christ
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日米医療システムの違い  

病気や怪我に備えて  
  

日本との違いに戸惑ってしまうことのひとつに医療関係があ

ります。いざという時に慌てずに済むよう、健康な時にこそ

調べておきましょう。今回は日本で馴染みの薄い部分に焦点

を当て、知っておくと便利なことをいくつか挙げてみます。 
  

１．複雑な健康保険 
 

日本のように国民すべてを対象にした健康保険制度はありませんが、医療費が高

額なため、高齢者、困窮層への政府補助を除いて、民間保険会社を利用するのが

一般的です。保険料や自己負担金などの内容は、契約ごとに異なり、疑問な点は

必ず自分の契約する保険会社に確認する必要があります。また、企業経営なの

で、保険でカバーされる治療が医療上の最善とは限らないこともあります。 
  

２．Primary Care Physician/Family (Home) Doctor（掛かりつけ医）を探そう 
 

定期健診や予防接種、実際に病気になった時など、まずお世話になるのが、PCP

( Primary Care Physician)と呼ばれるお医者さんです。日本では、とりあえず

大学病院や総合病院へ行けば安心という人も多いですが、アメリカでは、保険に

よってはPCPの紹介がないと専門医に掛かれない場合もあり、区分がはっきりし

ています。 

PCPには「Family Medicine」や「Internal Medicine」を専門とする医師を選ぶ

のが一般的ですが、女性の中には婦人科医を指定する人もいます。また、子供の

場合、小児科は、乳幼児期から思春期まで比較的長い期間お世話になります。 

PCPを見つけるには、口コミが一番です。同僚、ご近所、友人、地元掲示板など

の情報を総動員し、また、保険会社からは「In-Network」という保険会社と契約

している医師のリストを入手しておきます。こうして集めた情報の中から、保険

の適用、性別、学歴、出身や言語、診療時間、土日診療の有無など、個人のニー

ズや好みで絞り込んでいきます。NC州のメディカルボード・サイト(http://

www.ncmedboard.org)では、懲罰、医療過誤、学歴などの細かい医師情報を検索

することができるので、これも参考になります。 

目星をつけたら定期健診などをしてみましょう。電話予約時の対応や設備、医師

との相性や治療方針なども、元気な時にこそ余裕をもってチェックすることが可

能です。何か違う、と感じたら遠慮なく別の医師を探しましょう。 
  

３．緊急事態発生！ER（Emergency Room)？Urgent Care？ 
 

最近、予約が面倒などの理由で決まったPCPを持たず、「Walk-in Clinic」や

「Urgent Care」と呼ばれる施設を利用する人が増えています。どちらも基本的

に予約は不要で待ち時間も短めです。「命に別状はないが、手当て

は必要」な程度の軽い外傷、疾病の際に利用されています。 

「Urgent Care」には、X線、血液検査室などが備わっており、その

場での診断が可能です。「Walk-in Clinic」は、医師が常駐せず

Nurse Practitionerと呼ばれる上級看護師やPhysician Assistant

だけの場合もありますが、基本的な診断、処方、投薬が可能です。

最近ではドラッグストア内にも存在していて、風邪や喉の腫れなど

の時には重宝します。 
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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/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

お琴（生田流）生徒随時募集：個人、グループレッスン、随時募集。初心者から経験者

まで教えます。道具は、一切要りません。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

女性用ゴルフクラブ売ります：ゴルフを始めませんか？TI Matrixの女性用フル

セットを$50でお譲りします。問い合わせは 919-360-1776 までお願いします。 

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

家庭教師派遣：お客様に合わせ、年齢やリクエストに応じ、ESLから学校の宿題

まで、幅広い家庭教師をご紹介します。問い合わせsales@realtytriangle.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

通訳派遣：英語が通じない！なんて悩みは解決です。学校、病院での通訳から特

殊内容の通訳まで、リーズナブルな値段で通訳者を迅速にご紹介いたします。

sales@realtytriangle.com または 919-923-6587 までお気軽にご連絡ください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

賃貸タウンハウス：Stone Creek Subdivision 3ベッドルーム、2.5バスルーム、2

カーガレージ、スクリーンポーチ付、ショッピングセンター・レストラン・散歩

道(トレイル)まで徒歩数分。 Davis MS Green Hope HS学校区、919-215-4665 

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

売り一戸建て：3ベッドルーム、2フルバスルーム、2カーガレージ、テニスクラ

ブまで徒歩数分、閑静な住宅地、Chapel Hill・Carrboro学校区、919-215-4665 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

売り一戸建て：North Raleigh、3ベッドルーム、2.5バスルーム、2カーガレー

ジ、540まで近く、交通の便よし。お問い合わせは 919-215-4665までどうぞ。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

人材派遣：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。sales@realtytriangle.com 

 

見て見て！ 三角掲示板 classified
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皆さん、よく｢脂がのった魚は新鮮」という言葉を耳にしま

せんか？人間の肌も一緒で、若い頃は脂が乗っています

が、加齢と共に乾燥し始めます。空気が乾燥しているから

肌も乾燥するというような理由を付けがちですが、やはり

老化にはかないません。特に、定期的に肌の手入れをして

いない方は、肌に死んだ角質が住みついている状態。皮膚の表面をその汚染物が

ブロックしている為、ナイトクリームや美容液などに含まれる栄養素が肌の中に

入っていけない状態。どんなに高価な美容液などを使っていても、これでは台無

しですね。さらに、高い化粧品を使っているのに一向に効果が出ないからレー

ザー治療をするなんて方もいると思います。そういった方たちがレーザー治療を

受けても、結局また同じことの繰り返し。何年かしたら？また元に戻ってしま

い、せっかく大金かけて行なった治療が台無しになってしまいます。基本がちゃ

んとしていないといろいろなことをやってもダメということです。 

では、どのように自分でケアをすればいいのでしょうか？とっても簡単！ 

以前にもお話しましたが、週に一回はスクラブを行なって、肌の表面に住んでい

る角質を退治し、美容液などの栄養素が皮膚の中に入るお手伝いをしてくださ

い。｢毎日顔をちゃんと洗っているから必要ない！」と思いがちですが、これは

垢と同じです。毎日体を洗っていても垢は溜まりますね？では顔はどうでしょ

う？そうです！顔も毎日きちんと洗っていても、古い角質は溜まっていきます。

だからといって、垢スリみたいにゴシゴシ擦ってはダメです！優しく撫でるよう

に週に1～2回のペースでスクラブを行なって、夜は栄養のあるクリームや美容液

を大目につけて寝てください。その他、ミネラルファンデーション以外の化粧品

をお使いの方は、この機会に替えることをおすすめします。ファンデーションに

含まれているケミカルや色素が肌に残ってしまい、それが原因でニキビやシミ、

くすみなどを引き起こす事もあります。毛穴の黒ずみなんていうのはよい例かも

知れません。 

うちに来ているお客様のほとんどが、加齢と共に老化対策としてエステに通い始

めたという人（日、米両方）。私自身、自分で手入れをしていますが、鏡に映っ

た自分の横顔を見ると、やはり自分自身で行なうのも限界があるのでは？と感じ

るようになってきました。日頃のお手入れも大切ですが、たまには人の手が加

わった自分の顔を見るのもいいかもしれないですよ。 

(Chika Orcutt：Green tea Spa エステティシャン/ www.greenteaspa.net) 

  
 
 

Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 

 

Facials, Body Wraps, Microdermabrasion, Chemical Peels, Wax-
ing, and Eyelash Extensions 

 

 

お肌のトラブルなどお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

Creedmoor Centre – Stylist Studios/West (内) 
8341 Bandford Way, Suite 105  

Raleigh, NC 27615  
(919) 723-7351  日本語   

www.greenteaspa.net 
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一方、ドラマでもお馴染みの「ER（救急救命室）」ですが、こちらは Life 

Threatening Emergency（生死に関わる場面）で駆け込んだり担ぎ込まれたりする

病院の救急部門です。もちろん予約は必要なく、検査や手術も可能です。しか

し、待ち時間が長く、請求金額も安くない上、保険会社が「緊急性がなかった」

と判断して支払いを拒否することもあるので注意が必要です。日本でも有料化が

検討されていますが、救急車は必ずしも無料ではありません。ただし、心臓発

作、脳梗塞など一刻を争う場合には、迷わず911に電話して救急車を要請し、判断

を仰ぎましょう。 

  

４．支払いが高額だったらどうしよう？ 

当日に支払いが必要な場合でも、クレジットカードを使えるこ

とが多いので便利です。日本では入院や手術の際、病院から一

括で請求されますが、アメリカでは携わった医師（例えば麻酔

科医、外科医、出産時に新生児を診察した小児科医など）、検査会社、病院など

から個々に請求が来ます。同じ診療項目でも医師や病院により金額に差があり、

「高級外車に乗っている医師は高い」と冗談になるほどですが、医師・病院と保

険会社の契約で、上限が設けられている場合もあります。万が一、請求が非常に

高額でも、交渉により減額や分割払いが認められることがありますので、決して

放置せず、まずは請求元に連絡して支払いの意思表示をすることが大切です。 

  

５．Preventive Care 病気を未然に防ぐことにお金をかける 

アメリカでよく耳にする言葉に「Preventive Care」というのがあります。日本で

は「予防医療」と呼ばれたりしますが、要するに、罹った病気を治すより、日頃

から健康増進を図り、病気を未然に防ごうということです。予防医療のために保

険会社は率先して利便を図っています。これはもちろん、個人の健康のためでも

ありますが、保険会社にとっては、治療や手術の高額出費を負担するよりも、定

期健診代を負担する方がビジネスになるということです。ともあれ、検診の個人

負担なし、マッサージ・針・カイロプラクティックへの保険適用、禁煙や減量へ

のインセンティブなど保険会社によっていろいろありますので、それをうまく利

用して健康なアメリカ生活を送りましょう！ 

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 

http://www.greenteaspa.net
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モンスターペアレント 
 

最近の日本では、モンスターペアレントが増えていると新聞やニュースでも取

り上げられています。この「モンスターペアレント」という語は、実は日本人

が考え出した言葉です。英語では「ヘリコプターペアレント」と呼ばれていま

すが、尐し意味が違います。ウィキペディアによるとモンスターペアレントと

は、学校などに対して自己中心的な理不尽な要求をする親です。それに対して

ヘリコプターペアレントは子供の就職の面接についてくるような過保護の親で

す。このような言葉が存在するようになってから、子供のことで学校に改善を

申し入れたり、自分の子供の問題を学校に何とかして欲しいと要求したい時に

自分はもしかしたら、モンスターペアレントではないかと気が引けると感じた

ことはありませんか？そして言わずに泣き寝入りしていたりしませんか？今回

はどうしたら、モンスターペアレントにならず学校に自分の気持ちを伝えるこ

とができるかを考えてみたいと思います。 
 

よくある学校の問題では、クラスを変えてほしいというのがあります。クラス

を変えて欲しい理由は担任の先生に対して問題や不満があったりすることが多

いです。交渉する時は、自分は親として何をゴールにするか決めることが大事

です。ただ単に担任の先生の悪口を並べたてても何も解決策にはなりません。

担任の先生のどんな所が自分の子供に合わないのかをビジュアルな証拠をもと

に交渉した方が、より具体的で説得力があります。確かに、クラスを変えると

いうのは自己中心的であるかもしれませんが、確かな証拠や理由があれば、そ

れはけして理不尽な要求でなくなるからです。もしクラス替えがかなわなけれ

ば、要求を繰り返すだけではなく、今度はどうしたら、その担任の先生と自分

の子供がうまくやっていけるか、解決策を考えた方がよいと思われます。 
 

またクラスの中にいじめっ子がいて、何度担任の先生に言っても改善されない

ことがあります。こんな時は、いつ担任の先生にどの様な改善を申し入れたか

とか、先生からの返答や対応などを細かく記録しておくと後で校長先生を含め

た話し合いの時に役立ちます。ただその場限りの思いつきで言っているのでは

なく、この件はかなり前から問題になっているのに、何も改善されていないと

いう証拠になるからです。いじめている子供の 

親も含めて話し合いをしたいなど、この時も必 

ずゴールを設定することをお勧めします。 
 

最後にもう一つ大切なことですが、どんな場合で

も、話し合った時にしっかりと議事録を取り、後 

で話し合った内容を担任や校長に議事録として送 

り確認してもらうようにしましょう。誤解があった 

り、話した内容が次の日に全然違う方向にいくこと 

も時々あるからです。道筋をたてて相手に不快感を 

与えず学校と交渉していけるようがんばりましょう。 
 

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

専任通訳翻訳者） 

http://www.japanschoolraleigh.com/ 

 
   うちの子 

  ちゃんと 

 みてくれないと 

 ガオ～だぞ～！ 
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デュークガーデンより、ガーデン内の茶室における今春の茶会のご案内です。 
 

デュークガーデン春の茶会  

  2月24日（金曜）春の兆し茶会 

  3月17日（土曜）セント・パトリックスディ茶会 

  4月13日（金曜）春爛漫茶会 

  5月5日 （土曜）辰年：こどもの日茶会 

ガーデン内の茶室にて、茶会の穏やかな雰囲気の中、ひとときの安らぎの時間をお

過ごしになりませんか。味わい深い一服の抹茶、和菓子と共に、伝統芸術である茶

の湯の奥深さ、和歌などをご堪能ください。 

午前と午後、2回の茶会を予定しておりますので、お申し込みの際、ご希望の時間

をご指定ください。1回の茶会に10名様まで参加可能となっております。 

  ・1席目：10:45am～noon   ・2席目：1:00pm～2:15pm 
 

茶会当日はドリス・デュークセンターにお集りいただき、日常の喧噪とは別世界の

茶室へとご案内致します。土曜日開催の茶会では、成人の方の同伴により、６歳以

上のお子様もお越しいただくことができます。 
 

さくらまつり  

恒例の大茶会で、桜の季節の訪れを祝いましょう。 

屋外庭園での茶の湯をご覧頂きます。その他、和太鼓演奏、 

生け花、 盆栽、日本の風景写真の展示、ダーラム市子供 

コーラスなどもあります。 

  3月25日（日曜）11:30am～2:00pm 

  会場：Angle Amphitheater behind the Doris Duke Center 

     ドリス・デュークセンター後方の庭園 

お申し込み、並びに料金等のお問い合わせ等は、Doris Duke Centerまで。 

   電話：668−1707 e-mail：slsmith@duke.edu 
 

茶の湯の稽古に関するお問い合わせ、グループでの茶室の見学、個人的な茶会の開

催のご相談等は、ナンシー・ハミルトンまでどうぞ。日本語でも結構です。 

Nancy Hamilton：裏千家講師、Duke Gardens’Cultural Programming Coordinator 

               Eメールは、nancy.hamilton@duke.edu 

 

mailto:slsmith@duke.edu
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Q: 営業権を取得するにあたり、資産購入と株式購入の違いを教えてください。 
 

A: 資産購入とは文字通り、売り手企業のビジネスの資産を買い取ることを意味します 

    が、含まれるものとして、施設、車輌、機材、在庫、株券などがあります。株式購入で 

    は、買い取るものは、会社の株式のみになります。 
 

Q: 資産購入の利点および不利な点を教えてください。 
 

A: 利点としては、以下のことがあげられます。 

 1. 株式購入の場合、潜在的なものも含めてあらゆる負債の責任を負うことになりますが 

  資産購入では、引き継ぐことを希望した負債のみに責任が発生します。 

  2. 株を売ることを拒否している少数株保有者との問題を避けることが可能です。 

  3. 株式購入で要求されている州や連邦の証券法や規則に準ずる必要がありません。 

  4. 売り手が資産を取得するのにかかった費用より、高い金額で購入した場合、課税基 

    本額 (Tax Basisといいます) もその購入価格に引き上げることができます。 

   不利な点としては、以下のことがあげられます。 

  1. 購入した資産の名義を売り手から買い手に変更しなければなりません。これは、各 

      契約書も含まれ、契約で発生する権利や義務は相手方の同意がなければ、買い手 

      に移行することができません。 

  2. ライセンスを必要とするビジネスの場合、買い手がライセンスを取得するまで営業活 

   動を行うことができません。 

  3. 資産購入はセールスタックスの対象となる場合があります。（カリフォルニアでは有形 

   資産の売買ではセールスタックスが発生します） 

 4. 株式購入の場合、資産名義変更やセールスタックスの課税を避けることができます。 
 

Q: 営業権の売買に関し、弁護士はどのような役割を担うのですか？ 
 

A: おもな弁護士の役割は以下の通りです。 

   1. 取引全体を法的に組み立て、相手方との交渉にあたります。 

   取引に必要な書類を作成したり、見直しを行います。 

   2. 取引に関わるの行為を管理したり、コーディネートにあたります。 

   3. 買い手の弁護士は“due diligence”と 

   いわれる資産評価手続きにあたりま 

   す。資産や株を購入するにあたり、潜 

   在的な財務リスク、および商業リスク 

   について評価するプロセスで売り手の 

   ビジネスに関する過去、現在、および 

   予測可能な未来における企業記録の 

   精査、検証、調査を意味します。弁護 

   士はビジネス資産鑑定の資格や資産 

   評価のエキスートでない限り、通常は 

   販売価格の交渉にはあたりません。 
 

 （グレゴリー・アポ：ハワイ出身、 

  LA在住、法律事務所弁護士） 

 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
営業権の売買・資産購入と株式購入について 

 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 

 

                三角横丁2012年2月号  7             

 

 

 

 
 

最近、NCにも若い日本のファミリーが増えているようですが、小さいお子さんの

トイレットトレーニング 、どうしていますか。 

今回はオムツがスムースに取れるためのヒントをいくつか書いてみます。 
 

１. オムツが最低でも3時間以上乾いている 

   まず子どもの身体的発達がトイレットトレーニングの時期に来ているか確かめ 

   て下さい。午前中やお昼寝の後オムツが乾いているようなら、トレーニングを 

  始めるgood signです。 
 

２．規則正しい生活 

    子どもの体内時計の中に排尿のtime cycleを決めるため規則的にトイレに行 

    くようにさせましょう。( 最初は2時間おきぐらい)トレーニングの間は出来 

    るだけ家のトイレを中心に規則正しい生活をしてください。daycareや学校に 

    行っているお子さんは、夏休みなどのまとまった休みの間にしましょう。 
 

３．オムツからパンツに替えた後に、オムツに戻すことはしない 

  パンツに替えたのにまだおもらしをするからといって、 

  オムツに逆戻りしないように親も決意を持って臨みます。 

  大変ですが子どもが混乱しないようにする事とパンツの 

  感触を覚えてもらうためです。 

  親の都合でオムツとパンツの間を行ったり来たりする事は 

  結果的にトレーニングを遅らせることになります。 
 

４. トレーニングパンツ(pull ups)はオムツと同じ 

  替える時は失敗を恐れず思い切ってパンツに変えましょう。 
 

５. 他の子どもと比べない 

   自分で排泄のコントロールが出来るまでは、子どもにとっては大きなstepと同 

   時に個人差があります。年齢や体格など他の子供達と比べる必要はありませ 

   ん。親は焦らずに、でも子どもの小さな変化や発達を見逃さないようオムツが 

   はずせるまで辛抱強く見守ってあげてください。 

子育ては親育て 

トイレットトレーニング 

 

Yoko Amano 

Realtor/Broker/QSC 

801 Tinkerbell Rd. 

Chapel Hill, NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

yoko.amano@realtytriangle.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！ 
http://www.realtytriangle.com/

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

（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） 
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アメリカで栄養学を考える 
 

私は高校卒業後、日本の地元にある4年制大学で「コン

ピュータサイエンス」を専攻しました。しかし、今はノー

スカロライナ州立大学 (NC State University)で「栄養

学」の博士課程に在籍しています。 

「またどうして、コンピュータサイエンスから栄養学？」

と思われるでしょう。大学を出願する時、自分は一番何をやりたいのか、まだはっ

きりわかりませんでした。「日本にいながら英語で授業を受けられる大学」という

ことで、当時では珍しかった地元の大学へ行きました。そして、そこで出会った一

人の先生に後押しされ、アメリカ留学を決めました。今思えば、この地元の大学に

行っていなかったらアメリカに留学をする事もなかったでしょう。 
 

初めての一人暮らしがアメリカ。それまではあまり興味のなかった料理に急に目覚

めました。そして、他の国の料理を食べる機会が増え、病気にならないよう栄養に

気をつけているうちに、「人と栄養」にとても興味を持つようになりました。「一

生やり続けたい仕事はコンピュータサイエンスではなく栄養学だ！」と思い切って

専攻を変えたのです。アメリカでは、学部と違う専攻を大学院ですることが可能な

のです。 
 

アメリカの大学院の栄養学部は、研究分野がとても細分化されているというのが私

の印象です。「肥満対策」「糖尿病患者の自己管理教育」「健康づくりのための効

果的な栄養教育法」等々。肥満対策をとってみても、幼稚園児を対象としたものや

高校生を対象にしたものなど、細かく分かれていて、挙げてみればきりがありませ

ん。アメリカが抱える様々な健康問題を象徴しているかのようです。 
 

たくさんある研究分野の中で、私が特に興味を持っ

ているのは「2歳から5歳の栄養と健康」です。この

時期は嗜好の形成に最も影響がある時期です。人間

の70％～80％の食べ物の嗜好はこの時期に決まると

いわれています。この大切な時期に好き嫌いなく食

べることが、将来、健康的な食生活を送るためのKEY

と考えられるのです。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、NCSU大学院生） 
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      ランチ ドレッシング 
 

ランチドレッシングは、バターミルクやサワークリームを主

な原料としたクリーミーなドレッシングです。アメリカでは

最も販売数の多いドレッシングで、アメリカ人の大好きなド

レッシングといってもいいでしょう。サラダだけでなくサン

ドイッチのスプレッド、ディップ、マリネ、ピザソース、タ

ルタルソースの代わりとしてフライドチキンやフィッシュ料

理にかけたりと、いろいろと使えて便利です。生野菜だけでなく、温野菜にかけ

るととてもおいしいので、野菜をたくさん食べることができます。 

 

 

 

 

 

 

おいしいもの 

探
偵
団 

Drew's  

All Natural  

Buttermilk Ranch 
 

酸味好きの人にはやめら

れない味。カロリーも尐

なめで Healthy感たっぷ

り！ビネガーが効いてい

るのでマリネ料理にも最適です。 

Marie's  

Creamy Ranch Dressing 
 

クリーミーで濃いので

サラダだと混ぜ難いの

ですが、スティック野

菜にはピッタリ。卵風

味でタルタルソース代

わりにして、いろいろ

な料理に使えます。 

Marie's  

Yogurt Ranch Dressing 
 

最近のヨーグルトブームに合わせて

作られたドレッシング。サラサラし

ていて、ヨーグルト

の酸っぱさが口中に

広 が り ま す。カ ロ

リーが気になる人に

もおすすめできるド

レッシングです。 

Newman's  

Own Ranch Dressing 
 

これが、最もレストランの味に近

く、味がしっかりして

います。単調な生野菜

や温野菜も、これなら

たくさん食べられそう

な味。ガーリック風味

なので、メインの肉料

理などにも合います。 
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超簡単：アメリカの食材で美味しい和食 
 

 

スイスチャードで作る炒め物・和え物 
 

今回はスイスチャードというアメリカでよく使われる野菜を使って炒め物と和え物

を紹介します。 

チャード(chard)はピンク、黄色、赤、白などカラフルな茎と葉脈が可愛い野菜で

す。尐しアクがあるので、さっと茹でてから流水で冷し、ポン酢醤油とオリーブオ

イルで和えておひたしにするのがオススメ！ 

ポン酢3：オリーブオイル1の割合で和えて下さい。 

炒め物はごま油を使って炒めましょう。豆腐はfarmかextra farmを使うと水切りな

しで炒めることができます。小さくさいの目に切ってさっと

塩コショウで炒めて下さい。最後に七味唐辛子を一つまみふ

りかけてでき上がりです。 

チャードは特に茎の食感がシャキシャキしておいしいです。

日本の小松菜に似ているので、チャードを使ったオリジナル

和食レシピ作ってみてはどうでしょう。（坂井久美子） 

コーヒー・サンドイッチ・すしロール各種 

かつ丼・牛丼・天とじ丼も始めました 

 

 Toshi’s CAFÉ 

5710 High Point Rd. STE FF 
Greensboro, NC 27407 

www.toshiscafe.com    
336-297-2288 

花粉症だけでなく、風邪を引いたときにも適用する健康メニュー 
 

山芋ともやしのサラダ 

材料：山芋、もやし、玉ねぎ、ハムかツナ、マヨネーズ、塩、胡椒、レモン汁 
 

１．もやしは茹でておきます。 

２．山芋は皮をむき、細切りにして酢水に漬けてアク抜きをして水を切ります。 

３．ハムと玉ねぎを細切りにしておきます。 

４．上記の物とマヨネーズを合わせて、味を見て塩、胡椒、レモン汁を加えます。 
 

洋梨の蜂蜜煮 

材料：洋梨2～3個、グラニュー糖、レモン（またはレモン汁） 
 

１．梨は皮をむき、芯を取ります。 

２．鍋にハチミツ、グラニュー糖、梨を入れ、梨がかぶる位の水を入れます。蓋を 

  して弱火でゆっくり煮ます。煮くずれしない程度で火を止め、冷ましてからレ 

  モン汁を加えたらでき上がりです。 

（武耕：中医師、漢方アドバイザー） 
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   おかねのおはなし 
 

401K:このプランを採用している企業に勤務する人が対象。企業にとっては社員が

自分の給与から天引きして401Kに拠出するので課税所得から差し引くことができ

るので節税効果にもなります。本人にとっては企業が掛け金を上乗せする「マッ

チング拠出」システムで老後資金を確実に増やすことができ、掛け金は非課税。

年間1万ドルが上限(もっと拡大しようという動きあり)で、59.5才に引き出す際に

初めて税金がかかりますが、退職後の年収を適用されるので現役よりも低い税率

ですむわけです。例えば、普通に株を購入していくらかの利益が出た場合、その

利益に所得税がかかりますが、401Kの投資信託ではそのような税金が一切かかり

ません。投資信託はIRAのように自由に選択することは出来きないので、株や投資

に興味のある人は401Kプラン内の限られた投資信託以外に証券会社の口座を持つ

ことですね(その場合の売買にはキャピタルゲイン税などもかかります)。 
 

IRA:401Kを適用していない企業に勤務する人、個人事業をしている人、所得のな

い配偶者はIRAに加入できます。拠出額は年間$2000が上限(配偶者を含む一世帯は

$5000まで)。こちらの節税は401Kのような税引き前天引きではなく、所得控除と

して申告できます。毎月$150ずつ入れるようにしてもいいし、その年は入れなく

てもいい。自分の老後資金の確保という意味では普通貯蓄より効果大。入金のタ

イムリミットは翌年4/15確定申告日まで。Tax額がわかってからIRA拠出額を決め

ることも可能。例えばTaxを$500払わないといけないなら、tax rateが30%(仮

定)、IRAに$1500拠出することで$450分のtaxが控除されます、最終的には$500で

はなく$50の支払いだけに。IRA拠出金を調節できる点で大変な節税になります。

Taxに関係ない主婦なら、年初に上限の$2000をまとめて入れることをお薦めしま

す。すると一年間フルに運用益や利息効果が得られるのでトータルで資産の増え

方に違いが出ます。また401Kより投資信託の種類が断然多いので投資好きの人に

は是非お薦め。401Kと同じくプラン内の投資信託は一切、税金がかかりません。 
 

Roth IRA:口座に入金する際、所得税控除の対象にはならない代わり、拠出金の引

き出しの際は所得税がゼロ。IRAは70.5才までには出金の義務がありますが、この

プランは入金・出金の年齢制限がないため、年取っても収入があったりする人に

はよいプランです。IRAは「今、お金をセーブして後でtaxを払う派」で、RothIRA

は「将来のtax増加の可能性があると思うので、今、taxを払っておきたい派」。

将来、収入が見込める場合にもこのプランは大変有利です。投資信託の種類の多

さや節税対策はIRAと同じです。 
 

Education IRA:学費貯蓄。差が出るのは子供が生まれてから上限の$500を拠出し

ていくプラン。単純に$500x18年=$9000プラス利息、州税節税。これだけだと、

きっと大学の1学期で使い果たしますよね。なぜあるかというと、これも投資信託

として運用できるから。貯蓄として単純にお金を預け入れるだけでなく、投資信

託、株を買うことでゼロタックスの利点を最大に生かすことが出来ます。 
 

上記、すべてに途中解約のペナルティ、拠出金を出す際の例外などいろいろと制

約があります。拠出金上限や制約は毎年のごとく修正させていますので、ご自分

に合ったプランを銀行や保険会社の無料相談で聞くことを強くお薦めします。自

分が選べる年金制度、しかも投資運用できるので「貯蓄嫌い」のアメリカ国民性

に人気なんですよね。 
 

(伊達知巳:Apex在住、大阪出身、元証券会社勤務) 

 

年金プランと長期投資 
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あっという間に年が明け、今年も誕生日がやってくる。夏休

み中に誕生日を迎える幼稚園児も気の毒かもしれないが、色

気づく年頃になると、この時期の誕生日もカワイソウだ。な

ぜなら女子にとっての（ある意味、男子にとってもだが）一

大イベント、バレンタインデーが近いからである。奥ゆかしき大和なでしこ達に

とって、年に一度のチャンスが巡ってくるのだ。女友達の誕生日など、思春期の

ホルモンに勝てるはずもなく、忘却の彼方である。 
 

たとえ意中の男性がいなくとも、この行事から逃げることは難しい。お中元、お

歳暮と並ぶ日本三大季節のご挨拶「義理チョコ」の習慣がある限り、商売人はそ

う簡単に見逃してはくれない。職場の同僚、上司、夫へのチョコレートなど、こ

の代表格といえるだろう。…あ、私は真心込めてますけど～。 
  

アメリカでも義理産業の盛り上がりは引けを取らず、幼稚園や小学校では、クラ

ス全員で市販のバレンタイン・カードを交換することが多い。名刺サイズの厚紙

を点線で切り取ってシール留めするようなちゃっちい物である。そこに鉛筆や

キャンディなど、ちょっとしたプレゼントを挟み、サインして渡すのだが、二十

も三十も作っていると「義理」どころか「十把一絡げ」「内職」などの言葉が脳

裏をよぎる。実は子供に字の練習をさせる授業の一環だったりもするが、”Be 

my Valentine!（恋人になって！）“などと、はみ出そうな字で書かれている

カードを発見すると、くすりと笑ってしまう。 
 

一方、大人はといえば、日本と同様、本命相手のギフト重視だ。ただし、女性か

ら男性への一方通行ではなく、男性から女性へ、という方向に傾いた宣伝がさ

れ、そしてもちろん、ホワイトデーは存在しない。雑誌などにはバレンタイン特

集が組まれるが、不毛なプレゼント交換を愚痴り、返品に並んだクリスマスから

たったの二ヶ月、まだ懲りないのかと思ったりもする。先日も、「妻へのプレゼ

ントガイド」のイチオシが、真っ赤なハンディ・クリーナーで、「バレンタイン

に掃除機もらって嬉しい妻がどこにいるんじゃ！」と他人事ながら突っ込んでし

まった。そんな特集を真に受けて、妻の思わぬ不機嫌に戸惑う男性もいるだろう

が、企業広告を見る限り、やはりアクセサリーや花束、ランジェリーといったロ

マンチック系が主流のようだ。 
 

世間の流れに反し、誕生日こそが重要な年中行事だとまだ 

信じているお年頃の息子に、「ママはお誕生日に指輪が欲 

しいかなぁ、きらきらの」とつぶやいてみる。すると、ダ 

イアモンドに負けないほど、きらきらとおメメを輝かせ、 

息子が言った。 

「指輪はね、ママに必要ないんだよ」 

「ん？どうして？指輪がなくても綺麗だから？（←おい）」 

「ちがう（←おい）。Three Basic Needsじゃないから。生きていくためには

水、空気、食べ物があればいいんだ。ママは要らないものばっかり欲しがるね」 

ほほー。ぜひ、君の誕生日プレゼントの参考にさせていただきます。 
 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 

「贅沢は敵か」“Three Basic Needs”  
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第2回 アレルギー 

NCに来て驚いたことの一つが謎の黄色の粉。魔法の粉でもキナコでもありませ

ん。その名も「Pollen（花粉）」。知らずに窓を開けていると窓の桟や机の上が

あっという間に黄色くなり、外に停めておいた自分の車も一夜で黄色い車に変

身。今回は、アレルギー症状が出た時に役立つ表現を集めてみました。 
 

 ＊目がチカチカする。 

  It feels like something is in my eyes. (My eyes are irritated.) 

 ＊鼻がムズムズする。 

  I feel like I have to sneeze. 

 ＊鼻がズルズルする。 

  My nose feels runny. (I have a runny nose.) 

 ＊肌にポツポツ湿疹ができる。 

  I am breaking out in a rash. 

 ＊肌がヒリヒリする。 

  My skin is particularly sensitive. 

こんなとき、どう言うの？ 

 

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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Honda Aero Inc. (HAI) は、本田技研工業株式会社の航空機エンジン事業を担う子

会社として2004年に設立されました。2008年、NC Burlingtonの地に、エンジン組

立工場を建設し、小型ビジネスジェット向けのターボファンエンジンであるHF120

の量産に向け、日本人駐在者5名を含めたメンバーで着々と準備を進めています。

工場はBurlington-Alamance Regional Airportに隣接し、滑走路の延長工事の完了時点

で空港と工場がダイレクトに結ばれる計画が進んでいます。   

Hondaは、1986年にジェットエンジンと航空機の研究開発を開始しました。Hondaが

飛行機と言うと意外と思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、実は、空へ飛

び立つという夢は創業以来のものです。Hondaの原動力は“夢”であり、二輪、四

輪、汎用に限らず、空を含めた幅広いモビリティ全体を通して皆さんのお役に立ち

続けることも、やはりHondaの夢の一つなのです。 

HF120は、20年以上にわたるHondaの研究開発の成果をベースとした低燃費、高信頼

性、低騒音、低エミッションを特徴とする次世代型小型ターボファンエンジンで

す。2013年、このエンジンがHonda Jetへ搭載され、いよいよ夢が現実のものとな

ります。 The Power of Dreams。 

 (HAI 岸本政則) 

 

会社名：Honda Aero, INC. 

所在地：2989 Tucker St. Burlington, NC 27215 

電話:(336)226-2376 

 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

Honda Aero Inc. (HAI)  
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                  年末テスト 
 

僕が掃除している学生アパートメントには

「フィットネスルーム」「スタディルーム」

がありまして、「スタディ」の方はほとんど

利用者がいなかったのですが、12月に入ると

ぼちぼち利用者が現れ始め、第2週、第3週に

なると結構埋まってパソコンを前に何やらし

ている学生が多くなりました。というのも、大学で行われる年末テスト

のため、みんな真剣にならざるを得ない。自分の部屋だとやっぱり気が

散るのかな？そしてクリスマスを迎える頃には住人の80％は実家に戻る

そうで、年末年始はかなり静か。砕け散ったビール瓶も吸殻も見ること

が尐なくなりました。 
 

うちの次男はグレード1で落第。友達といっしょにグレード２に進級で

きませんでしたが仕方ありません。小学生に限らず学生には定期的に試験が待っ

ています。パスしないと次に進めない。建築学校を卒業して2級建築士の試験に

受かっても、それはまだ序の口で、1級取らないと仕事は広がらない。僕は1級を

取る前に業界そのものから離れてしまいましたが、社会に出れば、いろいろなテ

ストが待っています。そして信じる信じないに関わらず、雲の上の方々から見れ

ば、この毎日がいわゆるテスト。ある経典では5歳まで別の経典では12歳までは

「猶予」されますが、その後は、自分に降りかかる幸運、不運、その他あらゆる

状況にどう反応したかすべて記録されています。そのテスト結果は、残念ながら

今すぐ見ることはできませんが、その回答にあたる「自分の反応」によって未来

が決まります。そして最大難関テスト「死」を迎えた時、すべてが明らかになり

ます。このテストで大学院に行く人もいれば、留年する人、首になる人…、そ

う、地獄に行く人、天国に行く人、それらを超えてクリシュナの元に帰る人に分

かれます。問題は、ほとんどの人に自覚症状がない。誰も毎日が試験なんて思っ

てない。自分の行き先をはっきり見極めないと大変です。いきなりテストに参加

しても戸惑うばかり。 

「後悔先に立たず」今の自分をしっかり見つめましょう。 
 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、現在は妻と3人の子供とともに

Hillsboroughに在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 

 

Yamamori Ltd.  
山森宝石 

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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東洋医学で免疫力を高める「花粉症」対策 
  

日本人の三人に一人がアレルギーを持つと言われているほど、 

近年急増しているアレルギー疾患。花粉症もアレルギー疾患の 

ひとつですが、症状が現われやすい目や粘膜、皮膚を保護し、免疫力を高めること

が花粉症対策の基本です。 
 

まず、良質のタンパク質をとることが大切です。脂肪の尐ない肉類、魚中心のメ

ニューに。特にサバやアジなどの青魚には、血液をサラサラにする働きがあり、ア

レルギーの症状を出にくくすることができます。 
 

胃腸機能が弱い人が花粉症にかかりやすいので、普段から胃腸を丈夫にする食生活

を心がけたいもの。また、花粉症の特徴である鼻づまりや鼻水は、水分代謝機能が

衰えている証拠です。体を冷やすと血液循環が悪くなるだけでなく、消化機能も低

下しますから、ジュースや生野菜など体を冷やす食べ物は控えめにして、温野菜や

煮物にしましょう。味の濃い物や甘い物、揚げ物などの油っぽい物も胃腸に負担を

かけやすいので、味付けや油分を控えめにしたメニューの工夫を。 

胃腸を丈夫にする食べ物には、鮭、鶏肉、じゃがいも、れんこん、山芋、キャベツ

などがあります。滋養食品として知られる黒豆や大豆などの豆類は、胃腸を丈夫

し、水分代謝を促進します。 

免疫力を高めるシメジやシイタケなどのキノコ類、粘膜を丈夫にして抵抗力をアッ

プする働きがあるカボチャや人参などの緑黄色野菜も欠かせない食材です。生姜や

ネギ、ニラなどの薬味は、体を温め、代謝を助ける働きがあります。 
 

花粉症などのアレルギー体質を改善するには、毎日の食

生活も重要なポイントです。食生活が不規則だったり、

栄養バランスが崩れたりすると、免疫機能が低下する結

果になり、それがアレルギーになりやすい体質を作る原

因の一つです。単品食ではなく、いろいろな食材をバラ

ンスよく摂取することが大切です。自分の体質をしっか

り把握して、体力アップする生活を心がけてください。 

 

（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） 
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《レクチャーのご案内》 
 

トライアングル日本研究所は、Duke・UNC・NCSUが 

共同で日本について研究を行っている団体です。 

春の公開レクチャーを以下の要領で予定しています。 

レクチャーは無料です。皆様のお越しをお待ちしています。 

 
2月10日18時 

「前近代日本における震災の文化」 

モーガン・ピテルカ（UNC日本史) 
 

「東京大震災のビジュアル文化」 

ジェニファー・ワイゼンフェルド（Duke日本美術史） 
FedEx Center, Room 1005, UNC campus 

 

2月16日15時 

「3月11日と社会問題」 

鈴木隆行（新潟のソーシャルワーカー） 
Friedl Hall, room 225, Duke campus 

 

2月21日16時半 

「3月11日の地震と津波の地質学」 

アンドリュウ・モール（アーラム大学） 
House Undergrad Library, Room 207, UNC campus 

 

3月1日15時 

「3月11日の東日本大震災を教える時の問題」 

デビッド・スレーター（上智大学） 
Friedl Hall room 225, Duke campus 

 

4月6日15時 

「八幡神の絵画」 

メラニー・トレーデ（ミシガン大学） 
East Duke Building, Room 204B,  Duke campus 

 

4月19日16時半 

「日系ブラジル人」 

ミエコ・ニシダ（ハートウィック大学） 
House Undergrad Library, Room 207, UNC campus 

 

お問い合わせ、レクチャー内容等については下記へ。 

Email: trianglejapan@unc.edu 
Phone: 919-684-2604 



 

16  三角横丁2012年2月号 

 

ローリー日本語補習学校ニュース 
 

ローリー日本語補習学校へようこそ 
 

皆さんこんにちは。ローリー日本語補習学校で今年度の運営委員長を務めており

ます、野地智法と申します。UNCでの研究が本業でありますが、ご縁があって、保

護者の代表として補習校の学校運営に携わる機会を頂きました。補習校は、毎週

土曜日のみの週１回の学校ですが、子供達が日本語を楽しく学習できる学校環境

を作り上げるべく、私を含めた計9名の運営委員が一致団結して、学校運営に取り

組んでおります。今回、補習校を紹介するページを頂きましたので、僭越ながら

保護者の目から見た補習校の魅力を皆様にお伝えできればと思っております。 
 

ローリー日本語補習学校は、今年が創立30周年の節目の年であります。初代の校

長先生は、日本の大学で長らく宣教師としてのご活躍されていたアメリカ人の

コープランド先生であり、日本から渡米してくる子供達の日本語教育のために、

大変ご尽力されました。第1回目の授業は、昭和57年11月6日に行われ、当時の生

徒数は30名弱だったと記録されております。コープランド先生は、日本の学校制

度を補習校でも積極的に取り入れ、日本から来る子供達が安心して学習できる学

校作りを常に心がけられました。残念ながらコープランド先生は、昨年11月19日

に95歳でお亡くなりになられましたが、コープランド先生のご意志は、今でも補

習校に活き続けており、現在補習校には230名近い子供達が在籍し、充実した学校

生活を送っております。 
  

現在ローリー日本語補習学校には、幼稚部（年中）から高校までのクラスが設け

られており、15名の教員により、国語の授業と日本語での算数（数学）の授業

が、日本の指導要綱に従って各2時間ずつ行われております。年40回という限られ

た授業ではありますが、遠足や運動会といった学校行事も行われており、子供達

はそれらを成功させるべく、放課後に力を合わせて準備を行います。これらの学

校行事を通じ、補習校の子供達には協調性が生まれ、特に上級生は下級生を可愛

がり、下級生は上級生を敬います。そのような光景は、保護者が見て大変微笑ま

しいものであり、補習校の魅力の一つでもります。先生方は、週1回という限られ

た時間を有効活用するために、授業終了後に教師会を行い、池田校長先生を中心

に今後の指導について研修します。補習校は、教員から構成されるこの教師会に

加え、学校運営を担当する運営委員会、そして学校監査の責務を担う理事会から

成り立ち、これらの3組織が絶えず意見交換を行いながら、学校の方向性を決定し

ております。 
 

ローリー日本語補習学校では、3月10日に卒業式が行われます。子供達はこの1年

間を通し、一回りも二回りも大きくなりました。特に高校3年生には、補習校で学

習した多くのこと、人との出会い・絆を大切にし、日本とアメリカだけでなく、

世界に羽ばたく若者として活躍して欲しいと願っております。 

 

（野地智法：ローリー日本語補習学校運営委員長） 

http://www.japanschoolraleigh.com/ 
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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/ 

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 

  

 

 

旅先では、その土地の庶民の生活を知るのが一番好きだ。街歩きも楽しいが、それ

以外に必ずスーパーに立ち寄ることにしている。地元の人を主に顧客とする店であ

る。値段も手頃だし、品揃えも庶民の嗜好をそのまま映し出している。国によって

は、個人商店では値段交渉が必要なところも多いが、スーパーはまずその必要もな

く、日本・アメリカと同じ感覚で買い物ができるのも気楽だ。 
 

旅行中におやつや簡単な昼食、飲み物を安く買うつもりで入る事が多いが、思わぬ

発見がよくある。米国内でもカリフォルニアではアボカドが安いことに衝撃を受け

たし、アリゾナのスーパーのメキシコ系食材の豊富さは納得しながらも新鮮な驚き

だった。16年前、ハンガリーのスーパーに豆腐が並んでいたことに感動したし、シ

ンガポールで冷蔵庫のお茶が全部甘かったのは庶民の味覚を垣間見たようだった。 
 

しかし、最近、一番びっくりしたのは、アルメニアの

スーパーで売られていたタバコのカートンであった。

なぜか、ウェブカメラがおまけとしてついていた。マ

ウスがついている別のパッケージもあり、人に聞いた

ら、「セールだったんでしょ」と簡単に片付けられ

た。喫煙人口の多い国である、売れ行き商品で競争も

激しいのだろうか。 
 

名所旧跡だけでは得られない体験ができる場所、それがスーパーであると確信して

いる。旅に出たら、必ず立ち寄っていただきたい。 
 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill 在住、旅行会社Travelink Chapel Hill支店長） 
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Star Wars: Episode I the Phantom Menace 3D (アクション、冒険、SF) PG、2/10公開 

スター・ウォーズが3D映像になって戻ってきた。数あるスターウォーズ作品の中で、これ

はアナキン・スカイウォーカーの少年時代を描く作品。3Dでの見ごたえが十分にありそう。 
 

Journey 2: The Mysterious Island (冒険、ファンタジー、ファミリー、３D) PG、2/10公開 

ヒット作で東京ディズニー・シーのアトラクションにもなった「Journey to the Center of the 

Earth」の続編。祖父を探して漂着した謎の島は不思議に満ちいていた。冒険の始まりだ! 
 

The Vow (ドラマ、ロマンス) PG13、2/10公開 

新婚の夫婦に起こった突然の悲劇。妻のペイジは意識不明の状態からようやく抜け出し

たが、記憶喪失で夫のレオがわからない。果たしてレオは幸せな日々を取り戻せるのか。 
 

This Means War (アクション、冒険、コメディー) PG13、2/14公開 

親友で、共にCIAとして活躍するライバルでもある二人が、同じ女性を好きになってしまっ

たから大変。自分たちの持つハイテク技術を総動員させて、彼女の奪い合いが始まった。 
 

Ghost Rider Sprit of Vengeance (アクション、冒険、３D) PG13、2/17公開 

「ゴースト・ライダー」に続く2作目。今回も主演はニコラス・ケイジ。炎に包まれながらやっ

てくるドクロ頭のゴースト・ライダーが少年を悪魔から守る。過激なアクションシーン満載。 
 

The Secret World of Arrietty (冒険、アニメ） NR、12/17公開 

スタジオ・ジブリによる「借りぐらしのアリエッティ」。原作はメアリー・ノートン著「床下の小

人たち」。人間の家の床下で暮らしているアリエッティ一家の掟は、人に見られないこと。 
 

Undefeated (ドキュメンタリー) NR、2/17公開 

アカデミー賞ドキュメンタリー部門の候補作。メンフィスにある黒人の子供たちが通う高校

のフットボールチームを、コーチがどん底からプレイオフに出場できるまでに育てた実話。 
 

Tyler Perry’s Good Deeds (ドラマ、ロマンス) PG13、 2/24公開 

今まで、期待されるように行動することで、ビジネスマンとして成功し、順風満帆だったは

ずのウェスリーだが、会社のビルで働く掃除婦によって、何が大切なのかを学ぶことに。 

 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 

(緋美胡: 東京都出身、フリーライター） 

映画好きにはちょっとドキドキの季節です。先日、アカデミー賞

ノミネート作品が発表されましたが、今年は、どの作品が取るの

でしょう。2月26日、レッドカーペットの上を歩く女優さん達の

ドレス姿が今からとても楽しみですね！ 

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   
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Boy (コメディー、ドラマ) NR、3/2公開 

珍しいニュージーランドの映画で、マオリ訛りの英語の楽しいコメディー。11歳のボーイは

マイケル・ジャクソンが憧れだ。生まれてから一度も会ったことのない父親が戻ってきた。 
 

Dr. Seuss’s The Lorax (冒険、アニメ、ファミリー、３D) PG、3/2公開 

大人も楽しめるDr. Seussの児童文学「ローラックス」の映画化。自然がなくなり、人工のも

のだけに囲まれて生活する人間たち。12歳の少年が探しに行くのは、本物の生きた木。 
 

Project X (コメディー、青春) R、3/2公開 

パサディナの高校シニアの男子3人が忘れられないパーティーをしようと計画。噂が広ま

り、大フィーバーに。親たちが見たら心臓に悪い、高校生たちの実態がここにあるかも？ 
 

John Carter (CG、アクション、冒険、SF、３D、IMAX) NR、3/9 公開 

「ターザン」の原作者が書いた小説「火星のプリンセス」を映画化したディズニーのSFで

「アバター」の影響が強い。バスーム惑星に送られたジョンが不気味な生きもの達と戦う。 
 

Salmon Fishing in the Yemen (コメディー、ドラマ、ロマンス）PG13、3/9公開 

「スラムドッグ・ミリオネア」の脚本家による映画。イエメンでサケ釣りをスポーツ・フィッシ

ングとして定着させようという無謀なプロジェクトに挑戦するフレッド（ユアン・マクレガー）。 
 

Silent House (スリラー、ホラー) NR、3/9公開 

子役で有名だった双子のオルセン姉妹を姉に持つエリザベス・オルセン主演のホラー。

湖畔に放置されたままの別荘でサラの身に起こる恐怖。怖いもの見たさが満足されそう! 
 

21 Jump Street (アクション、コメディー) NR、3/16公開  

ジョニー・ディップの出世作として知られるドラマ「21ジャンプ・ストリート」を映画化（映画に

はジョニーは出ない）。童顔の刑事が高校に侵入して麻薬とアルコールの捜査をする。 
 

Butter (コメディー) R、3/16公開 

アメリカ中部のアイオワ。バター彫刻コンテストで15年間、チャンピオンの座を守ってきた

ボブが引退すると言い出した。それを聞いて怒った妻のローラは自分で挑戦することに。 
 

Mirror Mirror (コメディー) PG、3/30公開 

「鏡よ、鏡、世界で一番美しいのは誰？」と聞くお妃（ジュリア・ロバーツ）が嫉妬するのは

もちろん白雪姫（リリー・コリンズ）。白雪姫の眉がイモト（?）のコメディータッチの白雪姫。 
 

Wrath of the Titans (アクション、冒険) NR、3/30公開  

「タイタンの戦い」の続編。ゼウスの息子ペルセウスは漁師として静かに生活していたが、

人類のいる地上ではクロノスを首長とするタイタン族が暴れ、神々の力が弱まっていた。 
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今まで、期待されるように行動することで、ビジネスマンとして成功し、順風満帆だったは

ずのウェスリーだが、会社のビルで働く掃除婦によって、何が大切なのかを学ぶことに。 

 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 

(緋美胡: 東京都出身、フリーライター） 

映画好きにはちょっとドキドキの季節です。先日、アカデミー賞

ノミネート作品が発表されましたが、今年は、どの作品が取るの

でしょう。2月26日、レッドカーペットの上を歩く女優さん達の

ドレス姿が今からとても楽しみですね！ 

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   
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Boy (コメディー、ドラマ) NR、3/2公開 

珍しいニュージーランドの映画で、マオリ訛りの英語の楽しいコメディー。11歳のボーイは

マイケル・ジャクソンが憧れだ。生まれてから一度も会ったことのない父親が戻ってきた。 
 

Dr. Seuss’s The Lorax (冒険、アニメ、ファミリー、３D) PG、3/2公開 

大人も楽しめるDr. Seussの児童文学「ローラックス」の映画化。自然がなくなり、人工のも

のだけに囲まれて生活する人間たち。12歳の少年が探しに行くのは、本物の生きた木。 
 

Project X (コメディー、青春) R、3/2公開 

パサディナの高校シニアの男子3人が忘れられないパーティーをしようと計画。噂が広ま

り、大フィーバーに。親たちが見たら心臓に悪い、高校生たちの実態がここにあるかも？ 
 

John Carter (CG、アクション、冒険、SF、３D、IMAX) NR、3/9 公開 

「ターザン」の原作者が書いた小説「火星のプリンセス」を映画化したディズニーのSFで

「アバター」の影響が強い。バスーム惑星に送られたジョンが不気味な生きもの達と戦う。 
 

Salmon Fishing in the Yemen (コメディー、ドラマ、ロマンス）PG13、3/9公開 

「スラムドッグ・ミリオネア」の脚本家による映画。イエメンでサケ釣りをスポーツ・フィッシ

ングとして定着させようという無謀なプロジェクトに挑戦するフレッド（ユアン・マクレガー）。 
 

Silent House (スリラー、ホラー) NR、3/9公開 

子役で有名だった双子のオルセン姉妹を姉に持つエリザベス・オルセン主演のホラー。

湖畔に放置されたままの別荘でサラの身に起こる恐怖。怖いもの見たさが満足されそう! 
 

21 Jump Street (アクション、コメディー) NR、3/16公開  

ジョニー・ディップの出世作として知られるドラマ「21ジャンプ・ストリート」を映画化（映画に

はジョニーは出ない）。童顔の刑事が高校に侵入して麻薬とアルコールの捜査をする。 
 

Butter (コメディー) R、3/16公開 

アメリカ中部のアイオワ。バター彫刻コンテストで15年間、チャンピオンの座を守ってきた

ボブが引退すると言い出した。それを聞いて怒った妻のローラは自分で挑戦することに。 
 

Mirror Mirror (コメディー) PG、3/30公開 

「鏡よ、鏡、世界で一番美しいのは誰？」と聞くお妃（ジュリア・ロバーツ）が嫉妬するのは

もちろん白雪姫（リリー・コリンズ）。白雪姫の眉がイモト（?）のコメディータッチの白雪姫。 
 

Wrath of the Titans (アクション、冒険) NR、3/30公開  

「タイタンの戦い」の続編。ゼウスの息子ペルセウスは漁師として静かに生活していたが、

人類のいる地上ではクロノスを首長とするタイタン族が暴れ、神々の力が弱まっていた。 
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ローリー日本語補習学校ニュース 
 

ローリー日本語補習学校へようこそ 
 

皆さんこんにちは。ローリー日本語補習学校で今年度の運営委員長を務めており

ます、野地智法と申します。UNCでの研究が本業でありますが、ご縁があって、保

護者の代表として補習校の学校運営に携わる機会を頂きました。補習校は、毎週

土曜日のみの週１回の学校ですが、子供達が日本語を楽しく学習できる学校環境

を作り上げるべく、私を含めた計9名の運営委員が一致団結して、学校運営に取り

組んでおります。今回、補習校を紹介するページを頂きましたので、僭越ながら

保護者の目から見た補習校の魅力を皆様にお伝えできればと思っております。 
 

ローリー日本語補習学校は、今年が創立30周年の節目の年であります。初代の校

長先生は、日本の大学で長らく宣教師としてのご活躍されていたアメリカ人の

コープランド先生であり、日本から渡米してくる子供達の日本語教育のために、

大変ご尽力されました。第1回目の授業は、昭和57年11月6日に行われ、当時の生

徒数は30名弱だったと記録されております。コープランド先生は、日本の学校制

度を補習校でも積極的に取り入れ、日本から来る子供達が安心して学習できる学

校作りを常に心がけられました。残念ながらコープランド先生は、昨年11月19日

に95歳でお亡くなりになられましたが、コープランド先生のご意志は、今でも補

習校に活き続けており、現在補習校には230名近い子供達が在籍し、充実した学校

生活を送っております。 
  

現在ローリー日本語補習学校には、幼稚部（年中）から高校までのクラスが設け

られており、15名の教員により、国語の授業と日本語での算数（数学）の授業

が、日本の指導要綱に従って各2時間ずつ行われております。年40回という限られ

た授業ではありますが、遠足や運動会といった学校行事も行われており、子供達

はそれらを成功させるべく、放課後に力を合わせて準備を行います。これらの学

校行事を通じ、補習校の子供達には協調性が生まれ、特に上級生は下級生を可愛

がり、下級生は上級生を敬います。そのような光景は、保護者が見て大変微笑ま

しいものであり、補習校の魅力の一つでもります。先生方は、週1回という限られ

た時間を有効活用するために、授業終了後に教師会を行い、池田校長先生を中心

に今後の指導について研修します。補習校は、教員から構成されるこの教師会に

加え、学校運営を担当する運営委員会、そして学校監査の責務を担う理事会から

成り立ち、これらの3組織が絶えず意見交換を行いながら、学校の方向性を決定し

ております。 
 

ローリー日本語補習学校では、3月10日に卒業式が行われます。子供達はこの1年

間を通し、一回りも二回りも大きくなりました。特に高校3年生には、補習校で学

習した多くのこと、人との出会い・絆を大切にし、日本とアメリカだけでなく、

世界に羽ばたく若者として活躍して欲しいと願っております。 

 

（野地智法：ローリー日本語補習学校運営委員長） 

http://www.japanschoolraleigh.com/ 
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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/ 

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 

  

 

 

旅先では、その土地の庶民の生活を知るのが一番好きだ。街歩きも楽しいが、それ

以外に必ずスーパーに立ち寄ることにしている。地元の人を主に顧客とする店であ

る。値段も手頃だし、品揃えも庶民の嗜好をそのまま映し出している。国によって

は、個人商店では値段交渉が必要なところも多いが、スーパーはまずその必要もな

く、日本・アメリカと同じ感覚で買い物ができるのも気楽だ。 
 

旅行中におやつや簡単な昼食、飲み物を安く買うつもりで入る事が多いが、思わぬ

発見がよくある。米国内でもカリフォルニアではアボカドが安いことに衝撃を受け

たし、アリゾナのスーパーのメキシコ系食材の豊富さは納得しながらも新鮮な驚き

だった。16年前、ハンガリーのスーパーに豆腐が並んでいたことに感動したし、シ

ンガポールで冷蔵庫のお茶が全部甘かったのは庶民の味覚を垣間見たようだった。 
 

しかし、最近、一番びっくりしたのは、アルメニアの

スーパーで売られていたタバコのカートンであった。

なぜか、ウェブカメラがおまけとしてついていた。マ

ウスがついている別のパッケージもあり、人に聞いた

ら、「セールだったんでしょ」と簡単に片付けられ

た。喫煙人口の多い国である、売れ行き商品で競争も

激しいのだろうか。 
 

名所旧跡だけでは得られない体験ができる場所、それがスーパーであると確信して

いる。旅に出たら、必ず立ち寄っていただきたい。 
 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill 在住、旅行会社Travelink Chapel Hill支店長） 
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東洋医学で免疫力を高める「花粉症」対策 
  

日本人の三人に一人がアレルギーを持つと言われているほど、 

近年急増しているアレルギー疾患。花粉症もアレルギー疾患の 

ひとつですが、症状が現われやすい目や粘膜、皮膚を保護し、免疫力を高めること

が花粉症対策の基本です。 
 

まず、良質のタンパク質をとることが大切です。脂肪の尐ない肉類、魚中心のメ

ニューに。特にサバやアジなどの青魚には、血液をサラサラにする働きがあり、ア

レルギーの症状を出にくくすることができます。 
 

胃腸機能が弱い人が花粉症にかかりやすいので、普段から胃腸を丈夫にする食生活

を心がけたいもの。また、花粉症の特徴である鼻づまりや鼻水は、水分代謝機能が

衰えている証拠です。体を冷やすと血液循環が悪くなるだけでなく、消化機能も低

下しますから、ジュースや生野菜など体を冷やす食べ物は控えめにして、温野菜や

煮物にしましょう。味の濃い物や甘い物、揚げ物などの油っぽい物も胃腸に負担を

かけやすいので、味付けや油分を控えめにしたメニューの工夫を。 

胃腸を丈夫にする食べ物には、鮭、鶏肉、じゃがいも、れんこん、山芋、キャベツ

などがあります。滋養食品として知られる黒豆や大豆などの豆類は、胃腸を丈夫

し、水分代謝を促進します。 

免疫力を高めるシメジやシイタケなどのキノコ類、粘膜を丈夫にして抵抗力をアッ

プする働きがあるカボチャや人参などの緑黄色野菜も欠かせない食材です。生姜や

ネギ、ニラなどの薬味は、体を温め、代謝を助ける働きがあります。 
 

花粉症などのアレルギー体質を改善するには、毎日の食

生活も重要なポイントです。食生活が不規則だったり、

栄養バランスが崩れたりすると、免疫機能が低下する結

果になり、それがアレルギーになりやすい体質を作る原

因の一つです。単品食ではなく、いろいろな食材をバラ

ンスよく摂取することが大切です。自分の体質をしっか

り把握して、体力アップする生活を心がけてください。 

 

（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） 
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《レクチャーのご案内》 
 

トライアングル日本研究所は、Duke・UNC・NCSUが 

共同で日本について研究を行っている団体です。 

春の公開レクチャーを以下の要領で予定しています。 

レクチャーは無料です。皆様のお越しをお待ちしています。 

 
2月10日18時 

「前近代日本における震災の文化」 

モーガン・ピテルカ（UNC日本史) 
 

「東京大震災のビジュアル文化」 

ジェニファー・ワイゼンフェルド（Duke日本美術史） 
FedEx Center, Room 1005, UNC campus 

 

2月16日15時 

「3月11日と社会問題」 

鈴木隆行（新潟のソーシャルワーカー） 
Friedl Hall, room 225, Duke campus 

 

2月21日16時半 

「3月11日の地震と津波の地質学」 

アンドリュウ・モール（アーラム大学） 
House Undergrad Library, Room 207, UNC campus 

 

3月1日15時 

「3月11日の東日本大震災を教える時の問題」 

デビッド・スレーター（上智大学） 
Friedl Hall room 225, Duke campus 

 

4月6日15時 

「八幡神の絵画」 

メラニー・トレーデ（ミシガン大学） 
East Duke Building, Room 204B,  Duke campus 

 

4月19日16時半 

「日系ブラジル人」 

ミエコ・ニシダ（ハートウィック大学） 
House Undergrad Library, Room 207, UNC campus 

 

お問い合わせ、レクチャー内容等については下記へ。 

Email: trianglejapan@unc.edu 
Phone: 919-684-2604 
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Honda Aero Inc. (HAI) は、本田技研工業株式会社の航空機エンジン事業を担う子

会社として2004年に設立されました。2008年、NC Burlingtonの地に、エンジン組

立工場を建設し、小型ビジネスジェット向けのターボファンエンジンであるHF120

の量産に向け、日本人駐在者5名を含めたメンバーで着々と準備を進めています。

工場はBurlington-Alamance Regional Airportに隣接し、滑走路の延長工事の完了時点

で空港と工場がダイレクトに結ばれる計画が進んでいます。   

Hondaは、1986年にジェットエンジンと航空機の研究開発を開始しました。Hondaが

飛行機と言うと意外と思われる方がいらっしゃるかも知れませんが、実は、空へ飛

び立つという夢は創業以来のものです。Hondaの原動力は“夢”であり、二輪、四

輪、汎用に限らず、空を含めた幅広いモビリティ全体を通して皆さんのお役に立ち

続けることも、やはりHondaの夢の一つなのです。 

HF120は、20年以上にわたるHondaの研究開発の成果をベースとした低燃費、高信頼

性、低騒音、低エミッションを特徴とする次世代型小型ターボファンエンジンで

す。2013年、このエンジンがHonda Jetへ搭載され、いよいよ夢が現実のものとな

ります。 The Power of Dreams。 

 (HAI 岸本政則) 

 

会社名：Honda Aero, INC. 

所在地：2989 Tucker St. Burlington, NC 27215 

電話:(336)226-2376 

 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

Honda Aero Inc. (HAI)  
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                  年末テスト 
 

僕が掃除している学生アパートメントには

「フィットネスルーム」「スタディルーム」

がありまして、「スタディ」の方はほとんど

利用者がいなかったのですが、12月に入ると

ぼちぼち利用者が現れ始め、第2週、第3週に

なると結構埋まってパソコンを前に何やらし

ている学生が多くなりました。というのも、大学で行われる年末テスト

のため、みんな真剣にならざるを得ない。自分の部屋だとやっぱり気が

散るのかな？そしてクリスマスを迎える頃には住人の80％は実家に戻る

そうで、年末年始はかなり静か。砕け散ったビール瓶も吸殻も見ること

が尐なくなりました。 
 

うちの次男はグレード1で落第。友達といっしょにグレード２に進級で

きませんでしたが仕方ありません。小学生に限らず学生には定期的に試験が待っ

ています。パスしないと次に進めない。建築学校を卒業して2級建築士の試験に

受かっても、それはまだ序の口で、1級取らないと仕事は広がらない。僕は1級を

取る前に業界そのものから離れてしまいましたが、社会に出れば、いろいろなテ

ストが待っています。そして信じる信じないに関わらず、雲の上の方々から見れ

ば、この毎日がいわゆるテスト。ある経典では5歳まで別の経典では12歳までは

「猶予」されますが、その後は、自分に降りかかる幸運、不運、その他あらゆる

状況にどう反応したかすべて記録されています。そのテスト結果は、残念ながら

今すぐ見ることはできませんが、その回答にあたる「自分の反応」によって未来

が決まります。そして最大難関テスト「死」を迎えた時、すべてが明らかになり

ます。このテストで大学院に行く人もいれば、留年する人、首になる人…、そ

う、地獄に行く人、天国に行く人、それらを超えてクリシュナの元に帰る人に分

かれます。問題は、ほとんどの人に自覚症状がない。誰も毎日が試験なんて思っ

てない。自分の行き先をはっきり見極めないと大変です。いきなりテストに参加

しても戸惑うばかり。 

「後悔先に立たず」今の自分をしっかり見つめましょう。 
 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、現在は妻と3人の子供とともに

Hillsboroughに在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 

 

Yamamori Ltd.  
山森宝石 

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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あっという間に年が明け、今年も誕生日がやってくる。夏休

み中に誕生日を迎える幼稚園児も気の毒かもしれないが、色

気づく年頃になると、この時期の誕生日もカワイソウだ。な

ぜなら女子にとっての（ある意味、男子にとってもだが）一

大イベント、バレンタインデーが近いからである。奥ゆかしき大和なでしこ達に

とって、年に一度のチャンスが巡ってくるのだ。女友達の誕生日など、思春期の

ホルモンに勝てるはずもなく、忘却の彼方である。 
 

たとえ意中の男性がいなくとも、この行事から逃げることは難しい。お中元、お

歳暮と並ぶ日本三大季節のご挨拶「義理チョコ」の習慣がある限り、商売人はそ

う簡単に見逃してはくれない。職場の同僚、上司、夫へのチョコレートなど、こ

の代表格といえるだろう。…あ、私は真心込めてますけど～。 
  

アメリカでも義理産業の盛り上がりは引けを取らず、幼稚園や小学校では、クラ

ス全員で市販のバレンタイン・カードを交換することが多い。名刺サイズの厚紙

を点線で切り取ってシール留めするようなちゃっちい物である。そこに鉛筆や

キャンディなど、ちょっとしたプレゼントを挟み、サインして渡すのだが、二十

も三十も作っていると「義理」どころか「十把一絡げ」「内職」などの言葉が脳

裏をよぎる。実は子供に字の練習をさせる授業の一環だったりもするが、”Be 

my Valentine!（恋人になって！）“などと、はみ出そうな字で書かれている

カードを発見すると、くすりと笑ってしまう。 
 

一方、大人はといえば、日本と同様、本命相手のギフト重視だ。ただし、女性か

ら男性への一方通行ではなく、男性から女性へ、という方向に傾いた宣伝がさ

れ、そしてもちろん、ホワイトデーは存在しない。雑誌などにはバレンタイン特

集が組まれるが、不毛なプレゼント交換を愚痴り、返品に並んだクリスマスから

たったの二ヶ月、まだ懲りないのかと思ったりもする。先日も、「妻へのプレゼ

ントガイド」のイチオシが、真っ赤なハンディ・クリーナーで、「バレンタイン

に掃除機もらって嬉しい妻がどこにいるんじゃ！」と他人事ながら突っ込んでし

まった。そんな特集を真に受けて、妻の思わぬ不機嫌に戸惑う男性もいるだろう

が、企業広告を見る限り、やはりアクセサリーや花束、ランジェリーといったロ

マンチック系が主流のようだ。 
 

世間の流れに反し、誕生日こそが重要な年中行事だとまだ 

信じているお年頃の息子に、「ママはお誕生日に指輪が欲 

しいかなぁ、きらきらの」とつぶやいてみる。すると、ダ 

イアモンドに負けないほど、きらきらとおメメを輝かせ、 

息子が言った。 

「指輪はね、ママに必要ないんだよ」 

「ん？どうして？指輪がなくても綺麗だから？（←おい）」 

「ちがう（←おい）。Three Basic Needsじゃないから。生きていくためには

水、空気、食べ物があればいいんだ。ママは要らないものばっかり欲しがるね」 

ほほー。ぜひ、君の誕生日プレゼントの参考にさせていただきます。 
 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 

「贅沢は敵か」“Three Basic Needs”  
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第2回 アレルギー 

NCに来て驚いたことの一つが謎の黄色の粉。魔法の粉でもキナコでもありませ

ん。その名も「Pollen（花粉）」。知らずに窓を開けていると窓の桟や机の上が

あっという間に黄色くなり、外に停めておいた自分の車も一夜で黄色い車に変

身。今回は、アレルギー症状が出た時に役立つ表現を集めてみました。 
 

 ＊目がチカチカする。 

  It feels like something is in my eyes. (My eyes are irritated.) 

 ＊鼻がムズムズする。 

  I feel like I have to sneeze. 

 ＊鼻がズルズルする。 

  My nose feels runny. (I have a runny nose.) 

 ＊肌にポツポツ湿疹ができる。 

  I am breaking out in a rash. 

 ＊肌がヒリヒリする。 

  My skin is particularly sensitive. 

こんなとき、どう言うの？ 

 

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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超簡単：アメリカの食材で美味しい和食 
 

 

スイスチャードで作る炒め物・和え物 
 

今回はスイスチャードというアメリカでよく使われる野菜を使って炒め物と和え物

を紹介します。 

チャード(chard)はピンク、黄色、赤、白などカラフルな茎と葉脈が可愛い野菜で

す。尐しアクがあるので、さっと茹でてから流水で冷し、ポン酢醤油とオリーブオ

イルで和えておひたしにするのがオススメ！ 

ポン酢3：オリーブオイル1の割合で和えて下さい。 

炒め物はごま油を使って炒めましょう。豆腐はfarmかextra farmを使うと水切りな

しで炒めることができます。小さくさいの目に切ってさっと

塩コショウで炒めて下さい。最後に七味唐辛子を一つまみふ

りかけてでき上がりです。 

チャードは特に茎の食感がシャキシャキしておいしいです。

日本の小松菜に似ているので、チャードを使ったオリジナル

和食レシピ作ってみてはどうでしょう。（坂井久美子） 

コーヒー・サンドイッチ・すしロール各種 

かつ丼・牛丼・天とじ丼も始めました 

 

 Toshi’s CAFÉ 

5710 High Point Rd. STE FF 
Greensboro, NC 27407 

www.toshiscafe.com    
336-297-2288 

花粉症だけでなく、風邪を引いたときにも適用する健康メニュー 
 

山芋ともやしのサラダ 

材料：山芋、もやし、玉ねぎ、ハムかツナ、マヨネーズ、塩、胡椒、レモン汁 
 

１．もやしは茹でておきます。 

２．山芋は皮をむき、細切りにして酢水に漬けてアク抜きをして水を切ります。 

３．ハムと玉ねぎを細切りにしておきます。 

４．上記の物とマヨネーズを合わせて、味を見て塩、胡椒、レモン汁を加えます。 
 

洋梨の蜂蜜煮 

材料：洋梨2～3個、グラニュー糖、レモン（またはレモン汁） 
 

１．梨は皮をむき、芯を取ります。 

２．鍋にハチミツ、グラニュー糖、梨を入れ、梨がかぶる位の水を入れます。蓋を 

  して弱火でゆっくり煮ます。煮くずれしない程度で火を止め、冷ましてからレ 

  モン汁を加えたらでき上がりです。 

（武耕：中医師、漢方アドバイザー） 
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   おかねのおはなし 
 

401K:このプランを採用している企業に勤務する人が対象。企業にとっては社員が

自分の給与から天引きして401Kに拠出するので課税所得から差し引くことができ

るので節税効果にもなります。本人にとっては企業が掛け金を上乗せする「マッ

チング拠出」システムで老後資金を確実に増やすことができ、掛け金は非課税。

年間1万ドルが上限(もっと拡大しようという動きあり)で、59.5才に引き出す際に

初めて税金がかかりますが、退職後の年収を適用されるので現役よりも低い税率

ですむわけです。例えば、普通に株を購入していくらかの利益が出た場合、その

利益に所得税がかかりますが、401Kの投資信託ではそのような税金が一切かかり

ません。投資信託はIRAのように自由に選択することは出来きないので、株や投資

に興味のある人は401Kプラン内の限られた投資信託以外に証券会社の口座を持つ

ことですね(その場合の売買にはキャピタルゲイン税などもかかります)。 
 

IRA:401Kを適用していない企業に勤務する人、個人事業をしている人、所得のな

い配偶者はIRAに加入できます。拠出額は年間$2000が上限(配偶者を含む一世帯は

$5000まで)。こちらの節税は401Kのような税引き前天引きではなく、所得控除と

して申告できます。毎月$150ずつ入れるようにしてもいいし、その年は入れなく

てもいい。自分の老後資金の確保という意味では普通貯蓄より効果大。入金のタ

イムリミットは翌年4/15確定申告日まで。Tax額がわかってからIRA拠出額を決め

ることも可能。例えばTaxを$500払わないといけないなら、tax rateが30%(仮

定)、IRAに$1500拠出することで$450分のtaxが控除されます、最終的には$500で

はなく$50の支払いだけに。IRA拠出金を調節できる点で大変な節税になります。

Taxに関係ない主婦なら、年初に上限の$2000をまとめて入れることをお薦めしま

す。すると一年間フルに運用益や利息効果が得られるのでトータルで資産の増え

方に違いが出ます。また401Kより投資信託の種類が断然多いので投資好きの人に

は是非お薦め。401Kと同じくプラン内の投資信託は一切、税金がかかりません。 
 

Roth IRA:口座に入金する際、所得税控除の対象にはならない代わり、拠出金の引

き出しの際は所得税がゼロ。IRAは70.5才までには出金の義務がありますが、この

プランは入金・出金の年齢制限がないため、年取っても収入があったりする人に

はよいプランです。IRAは「今、お金をセーブして後でtaxを払う派」で、RothIRA

は「将来のtax増加の可能性があると思うので、今、taxを払っておきたい派」。

将来、収入が見込める場合にもこのプランは大変有利です。投資信託の種類の多

さや節税対策はIRAと同じです。 
 

Education IRA:学費貯蓄。差が出るのは子供が生まれてから上限の$500を拠出し

ていくプラン。単純に$500x18年=$9000プラス利息、州税節税。これだけだと、

きっと大学の1学期で使い果たしますよね。なぜあるかというと、これも投資信託

として運用できるから。貯蓄として単純にお金を預け入れるだけでなく、投資信

託、株を買うことでゼロタックスの利点を最大に生かすことが出来ます。 
 

上記、すべてに途中解約のペナルティ、拠出金を出す際の例外などいろいろと制

約があります。拠出金上限や制約は毎年のごとく修正させていますので、ご自分

に合ったプランを銀行や保険会社の無料相談で聞くことを強くお薦めします。自

分が選べる年金制度、しかも投資運用できるので「貯蓄嫌い」のアメリカ国民性

に人気なんですよね。 
 

(伊達知巳:Apex在住、大阪出身、元証券会社勤務) 

 

年金プランと長期投資 
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アメリカで栄養学を考える 
 

私は高校卒業後、日本の地元にある4年制大学で「コン

ピュータサイエンス」を専攻しました。しかし、今はノー

スカロライナ州立大学 (NC State University)で「栄養

学」の博士課程に在籍しています。 

「またどうして、コンピュータサイエンスから栄養学？」

と思われるでしょう。大学を出願する時、自分は一番何をやりたいのか、まだはっ

きりわかりませんでした。「日本にいながら英語で授業を受けられる大学」という

ことで、当時では珍しかった地元の大学へ行きました。そして、そこで出会った一

人の先生に後押しされ、アメリカ留学を決めました。今思えば、この地元の大学に

行っていなかったらアメリカに留学をする事もなかったでしょう。 
 

初めての一人暮らしがアメリカ。それまではあまり興味のなかった料理に急に目覚

めました。そして、他の国の料理を食べる機会が増え、病気にならないよう栄養に

気をつけているうちに、「人と栄養」にとても興味を持つようになりました。「一

生やり続けたい仕事はコンピュータサイエンスではなく栄養学だ！」と思い切って

専攻を変えたのです。アメリカでは、学部と違う専攻を大学院ですることが可能な

のです。 
 

アメリカの大学院の栄養学部は、研究分野がとても細分化されているというのが私

の印象です。「肥満対策」「糖尿病患者の自己管理教育」「健康づくりのための効

果的な栄養教育法」等々。肥満対策をとってみても、幼稚園児を対象としたものや

高校生を対象にしたものなど、細かく分かれていて、挙げてみればきりがありませ

ん。アメリカが抱える様々な健康問題を象徴しているかのようです。 
 

たくさんある研究分野の中で、私が特に興味を持っ

ているのは「2歳から5歳の栄養と健康」です。この

時期は嗜好の形成に最も影響がある時期です。人間

の70％～80％の食べ物の嗜好はこの時期に決まると

いわれています。この大切な時期に好き嫌いなく食

べることが、将来、健康的な食生活を送るためのKEY

と考えられるのです。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、NCSU大学院生） 
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      ランチ ドレッシング 
 

ランチドレッシングは、バターミルクやサワークリームを主

な原料としたクリーミーなドレッシングです。アメリカでは

最も販売数の多いドレッシングで、アメリカ人の大好きなド

レッシングといってもいいでしょう。サラダだけでなくサン

ドイッチのスプレッド、ディップ、マリネ、ピザソース、タ

ルタルソースの代わりとしてフライドチキンやフィッシュ料

理にかけたりと、いろいろと使えて便利です。生野菜だけでなく、温野菜にかけ

るととてもおいしいので、野菜をたくさん食べることができます。 

 

 

 

 

 

 

おいしいもの 

探
偵
団 

Drew's  

All Natural  

Buttermilk Ranch 
 

酸味好きの人にはやめら

れない味。カロリーも尐

なめで Healthy感たっぷ

り！ビネガーが効いてい

るのでマリネ料理にも最適です。 

Marie's  

Creamy Ranch Dressing 
 

クリーミーで濃いので

サラダだと混ぜ難いの

ですが、スティック野

菜にはピッタリ。卵風

味でタルタルソース代

わりにして、いろいろ

な料理に使えます。 

Marie's  

Yogurt Ranch Dressing 
 

最近のヨーグルトブームに合わせて

作られたドレッシング。サラサラし

ていて、ヨーグルト

の酸っぱさが口中に

広 が り ま す。カ ロ

リーが気になる人に

もおすすめできるド

レッシングです。 

Newman's  

Own Ranch Dressing 
 

これが、最もレストランの味に近

く、味がしっかりして

います。単調な生野菜

や温野菜も、これなら

たくさん食べられそう

な味。ガーリック風味

なので、メインの肉料

理などにも合います。 
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Q: 営業権を取得するにあたり、資産購入と株式購入の違いを教えてください。 
 

A: 資産購入とは文字通り、売り手企業のビジネスの資産を買い取ることを意味します 

    が、含まれるものとして、施設、車輌、機材、在庫、株券などがあります。株式購入で 

    は、買い取るものは、会社の株式のみになります。 
 

Q: 資産購入の利点および不利な点を教えてください。 
 

A: 利点としては、以下のことがあげられます。 

 1. 株式購入の場合、潜在的なものも含めてあらゆる負債の責任を負うことになりますが 

  資産購入では、引き継ぐことを希望した負債のみに責任が発生します。 

  2. 株を売ることを拒否している少数株保有者との問題を避けることが可能です。 

  3. 株式購入で要求されている州や連邦の証券法や規則に準ずる必要がありません。 

  4. 売り手が資産を取得するのにかかった費用より、高い金額で購入した場合、課税基 

    本額 (Tax Basisといいます) もその購入価格に引き上げることができます。 

   不利な点としては、以下のことがあげられます。 

  1. 購入した資産の名義を売り手から買い手に変更しなければなりません。これは、各 

      契約書も含まれ、契約で発生する権利や義務は相手方の同意がなければ、買い手 

      に移行することができません。 

  2. ライセンスを必要とするビジネスの場合、買い手がライセンスを取得するまで営業活 

   動を行うことができません。 

  3. 資産購入はセールスタックスの対象となる場合があります。（カリフォルニアでは有形 

   資産の売買ではセールスタックスが発生します） 

 4. 株式購入の場合、資産名義変更やセールスタックスの課税を避けることができます。 
 

Q: 営業権の売買に関し、弁護士はどのような役割を担うのですか？ 
 

A: おもな弁護士の役割は以下の通りです。 

   1. 取引全体を法的に組み立て、相手方との交渉にあたります。 

   取引に必要な書類を作成したり、見直しを行います。 

   2. 取引に関わるの行為を管理したり、コーディネートにあたります。 

   3. 買い手の弁護士は“due diligence”と 

   いわれる資産評価手続きにあたりま 

   す。資産や株を購入するにあたり、潜 

   在的な財務リスク、および商業リスク 

   について評価するプロセスで売り手の 

   ビジネスに関する過去、現在、および 

   予測可能な未来における企業記録の 

   精査、検証、調査を意味します。弁護 

   士はビジネス資産鑑定の資格や資産 

   評価のエキスートでない限り、通常は 

   販売価格の交渉にはあたりません。 
 

 （グレゴリー・アポ：ハワイ出身、 

  LA在住、法律事務所弁護士） 

 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
営業権の売買・資産購入と株式購入について 

 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 
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最近、NCにも若い日本のファミリーが増えているようですが、小さいお子さんの

トイレットトレーニング 、どうしていますか。 

今回はオムツがスムースに取れるためのヒントをいくつか書いてみます。 
 

１. オムツが最低でも3時間以上乾いている 

   まず子どもの身体的発達がトイレットトレーニングの時期に来ているか確かめ 

   て下さい。午前中やお昼寝の後オムツが乾いているようなら、トレーニングを 

  始めるgood signです。 
 

２．規則正しい生活 

    子どもの体内時計の中に排尿のtime cycleを決めるため規則的にトイレに行 

    くようにさせましょう。( 最初は2時間おきぐらい)トレーニングの間は出来 

    るだけ家のトイレを中心に規則正しい生活をしてください。daycareや学校に 

    行っているお子さんは、夏休みなどのまとまった休みの間にしましょう。 
 

３．オムツからパンツに替えた後に、オムツに戻すことはしない 

  パンツに替えたのにまだおもらしをするからといって、 

  オムツに逆戻りしないように親も決意を持って臨みます。 

  大変ですが子どもが混乱しないようにする事とパンツの 

  感触を覚えてもらうためです。 

  親の都合でオムツとパンツの間を行ったり来たりする事は 

  結果的にトレーニングを遅らせることになります。 
 

４. トレーニングパンツ(pull ups)はオムツと同じ 

  替える時は失敗を恐れず思い切ってパンツに変えましょう。 
 

５. 他の子どもと比べない 

   自分で排泄のコントロールが出来るまでは、子どもにとっては大きなstepと同 

   時に個人差があります。年齢や体格など他の子供達と比べる必要はありませ 

   ん。親は焦らずに、でも子どもの小さな変化や発達を見逃さないようオムツが 

   はずせるまで辛抱強く見守ってあげてください。 

子育ては親育て 

トイレットトレーニング 

 

Yoko Amano 

Realtor/Broker/QSC 

801 Tinkerbell Rd. 

Chapel Hill, NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

yoko.amano@realtytriangle.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！ 
http://www.realtytriangle.com/

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

（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） 
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モンスターペアレント 
 

最近の日本では、モンスターペアレントが増えていると新聞やニュースでも取

り上げられています。この「モンスターペアレント」という語は、実は日本人

が考え出した言葉です。英語では「ヘリコプターペアレント」と呼ばれていま

すが、尐し意味が違います。ウィキペディアによるとモンスターペアレントと

は、学校などに対して自己中心的な理不尽な要求をする親です。それに対して

ヘリコプターペアレントは子供の就職の面接についてくるような過保護の親で

す。このような言葉が存在するようになってから、子供のことで学校に改善を

申し入れたり、自分の子供の問題を学校に何とかして欲しいと要求したい時に

自分はもしかしたら、モンスターペアレントではないかと気が引けると感じた

ことはありませんか？そして言わずに泣き寝入りしていたりしませんか？今回

はどうしたら、モンスターペアレントにならず学校に自分の気持ちを伝えるこ

とができるかを考えてみたいと思います。 
 

よくある学校の問題では、クラスを変えてほしいというのがあります。クラス

を変えて欲しい理由は担任の先生に対して問題や不満があったりすることが多

いです。交渉する時は、自分は親として何をゴールにするか決めることが大事

です。ただ単に担任の先生の悪口を並べたてても何も解決策にはなりません。

担任の先生のどんな所が自分の子供に合わないのかをビジュアルな証拠をもと

に交渉した方が、より具体的で説得力があります。確かに、クラスを変えると

いうのは自己中心的であるかもしれませんが、確かな証拠や理由があれば、そ

れはけして理不尽な要求でなくなるからです。もしクラス替えがかなわなけれ

ば、要求を繰り返すだけではなく、今度はどうしたら、その担任の先生と自分

の子供がうまくやっていけるか、解決策を考えた方がよいと思われます。 
 

またクラスの中にいじめっ子がいて、何度担任の先生に言っても改善されない

ことがあります。こんな時は、いつ担任の先生にどの様な改善を申し入れたか

とか、先生からの返答や対応などを細かく記録しておくと後で校長先生を含め

た話し合いの時に役立ちます。ただその場限りの思いつきで言っているのでは

なく、この件はかなり前から問題になっているのに、何も改善されていないと

いう証拠になるからです。いじめている子供の 

親も含めて話し合いをしたいなど、この時も必 

ずゴールを設定することをお勧めします。 
 

最後にもう一つ大切なことですが、どんな場合で

も、話し合った時にしっかりと議事録を取り、後 

で話し合った内容を担任や校長に議事録として送 

り確認してもらうようにしましょう。誤解があった 

り、話した内容が次の日に全然違う方向にいくこと 

も時々あるからです。道筋をたてて相手に不快感を 

与えず学校と交渉していけるようがんばりましょう。 
 

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

専任通訳翻訳者） 

http://www.japanschoolraleigh.com/ 

 
   うちの子 

  ちゃんと 

 みてくれないと 

 ガオ～だぞ～！ 
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デュークガーデンより、ガーデン内の茶室における今春の茶会のご案内です。 
 

デュークガーデン春の茶会  

  2月24日（金曜）春の兆し茶会 

  3月17日（土曜）セント・パトリックスディ茶会 

  4月13日（金曜）春爛漫茶会 

  5月5日 （土曜）辰年：こどもの日茶会 

ガーデン内の茶室にて、茶会の穏やかな雰囲気の中、ひとときの安らぎの時間をお

過ごしになりませんか。味わい深い一服の抹茶、和菓子と共に、伝統芸術である茶

の湯の奥深さ、和歌などをご堪能ください。 

午前と午後、2回の茶会を予定しておりますので、お申し込みの際、ご希望の時間

をご指定ください。1回の茶会に10名様まで参加可能となっております。 

  ・1席目：10:45am～noon   ・2席目：1:00pm～2:15pm 
 

茶会当日はドリス・デュークセンターにお集りいただき、日常の喧噪とは別世界の

茶室へとご案内致します。土曜日開催の茶会では、成人の方の同伴により、６歳以

上のお子様もお越しいただくことができます。 
 

さくらまつり  

恒例の大茶会で、桜の季節の訪れを祝いましょう。 

屋外庭園での茶の湯をご覧頂きます。その他、和太鼓演奏、 

生け花、 盆栽、日本の風景写真の展示、ダーラム市子供 

コーラスなどもあります。 

  3月25日（日曜）11:30am～2:00pm 

  会場：Angle Amphitheater behind the Doris Duke Center 

     ドリス・デュークセンター後方の庭園 

お申し込み、並びに料金等のお問い合わせ等は、Doris Duke Centerまで。 

   電話：668−1707 e-mail：slsmith@duke.edu 
 

茶の湯の稽古に関するお問い合わせ、グループでの茶室の見学、個人的な茶会の開

催のご相談等は、ナンシー・ハミルトンまでどうぞ。日本語でも結構です。 

Nancy Hamilton：裏千家講師、Duke Gardens’Cultural Programming Coordinator 

               Eメールは、nancy.hamilton@duke.edu 

 

mailto:slsmith@duke.edu
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●ビューティーアドバイス● 

  

 

 

皆さん、よく｢脂がのった魚は新鮮」という言葉を耳にしま

せんか？人間の肌も一緒で、若い頃は脂が乗っています

が、加齢と共に乾燥し始めます。空気が乾燥しているから

肌も乾燥するというような理由を付けがちですが、やはり

老化にはかないません。特に、定期的に肌の手入れをして

いない方は、肌に死んだ角質が住みついている状態。皮膚の表面をその汚染物が

ブロックしている為、ナイトクリームや美容液などに含まれる栄養素が肌の中に

入っていけない状態。どんなに高価な美容液などを使っていても、これでは台無

しですね。さらに、高い化粧品を使っているのに一向に効果が出ないからレー

ザー治療をするなんて方もいると思います。そういった方たちがレーザー治療を

受けても、結局また同じことの繰り返し。何年かしたら？また元に戻ってしま

い、せっかく大金かけて行なった治療が台無しになってしまいます。基本がちゃ

んとしていないといろいろなことをやってもダメということです。 

では、どのように自分でケアをすればいいのでしょうか？とっても簡単！ 

以前にもお話しましたが、週に一回はスクラブを行なって、肌の表面に住んでい

る角質を退治し、美容液などの栄養素が皮膚の中に入るお手伝いをしてくださ

い。｢毎日顔をちゃんと洗っているから必要ない！」と思いがちですが、これは

垢と同じです。毎日体を洗っていても垢は溜まりますね？では顔はどうでしょ

う？そうです！顔も毎日きちんと洗っていても、古い角質は溜まっていきます。

だからといって、垢スリみたいにゴシゴシ擦ってはダメです！優しく撫でるよう

に週に1～2回のペースでスクラブを行なって、夜は栄養のあるクリームや美容液

を大目につけて寝てください。その他、ミネラルファンデーション以外の化粧品

をお使いの方は、この機会に替えることをおすすめします。ファンデーションに

含まれているケミカルや色素が肌に残ってしまい、それが原因でニキビやシミ、

くすみなどを引き起こす事もあります。毛穴の黒ずみなんていうのはよい例かも

知れません。 

うちに来ているお客様のほとんどが、加齢と共に老化対策としてエステに通い始

めたという人（日、米両方）。私自身、自分で手入れをしていますが、鏡に映っ

た自分の横顔を見ると、やはり自分自身で行なうのも限界があるのでは？と感じ

るようになってきました。日頃のお手入れも大切ですが、たまには人の手が加

わった自分の顔を見るのもいいかもしれないですよ。 

(Chika Orcutt：Green tea Spa エステティシャン/ www.greenteaspa.net) 

  
 
 

Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 

 

Facials, Body Wraps, Microdermabrasion, Chemical Peels, Wax-
ing, and Eyelash Extensions 

 

 

お肌のトラブルなどお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

Creedmoor Centre – Stylist Studios/West (内) 
8341 Bandford Way, Suite 105  

Raleigh, NC 27615  
(919) 723-7351  日本語   

www.greenteaspa.net 
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一方、ドラマでもお馴染みの「ER（救急救命室）」ですが、こちらは Life 

Threatening Emergency（生死に関わる場面）で駆け込んだり担ぎ込まれたりする

病院の救急部門です。もちろん予約は必要なく、検査や手術も可能です。しか

し、待ち時間が長く、請求金額も安くない上、保険会社が「緊急性がなかった」

と判断して支払いを拒否することもあるので注意が必要です。日本でも有料化が

検討されていますが、救急車は必ずしも無料ではありません。ただし、心臓発

作、脳梗塞など一刻を争う場合には、迷わず911に電話して救急車を要請し、判断

を仰ぎましょう。 

  

４．支払いが高額だったらどうしよう？ 

当日に支払いが必要な場合でも、クレジットカードを使えるこ

とが多いので便利です。日本では入院や手術の際、病院から一

括で請求されますが、アメリカでは携わった医師（例えば麻酔

科医、外科医、出産時に新生児を診察した小児科医など）、検査会社、病院など

から個々に請求が来ます。同じ診療項目でも医師や病院により金額に差があり、

「高級外車に乗っている医師は高い」と冗談になるほどですが、医師・病院と保

険会社の契約で、上限が設けられている場合もあります。万が一、請求が非常に

高額でも、交渉により減額や分割払いが認められることがありますので、決して

放置せず、まずは請求元に連絡して支払いの意思表示をすることが大切です。 

  

５．Preventive Care 病気を未然に防ぐことにお金をかける 

アメリカでよく耳にする言葉に「Preventive Care」というのがあります。日本で

は「予防医療」と呼ばれたりしますが、要するに、罹った病気を治すより、日頃

から健康増進を図り、病気を未然に防ごうということです。予防医療のために保

険会社は率先して利便を図っています。これはもちろん、個人の健康のためでも

ありますが、保険会社にとっては、治療や手術の高額出費を負担するよりも、定

期健診代を負担する方がビジネスになるということです。ともあれ、検診の個人

負担なし、マッサージ・針・カイロプラクティックへの保険適用、禁煙や減量へ

のインセンティブなど保険会社によっていろいろありますので、それをうまく利

用して健康なアメリカ生活を送りましょう！ 

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 

http://www.greenteaspa.net
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日米医療システムの違い  

病気や怪我に備えて  
  

日本との違いに戸惑ってしまうことのひとつに医療関係があ

ります。いざという時に慌てずに済むよう、健康な時にこそ

調べておきましょう。今回は日本で馴染みの薄い部分に焦点

を当て、知っておくと便利なことをいくつか挙げてみます。 
  

１．複雑な健康保険 
 

日本のように国民すべてを対象にした健康保険制度はありませんが、医療費が高

額なため、高齢者、困窮層への政府補助を除いて、民間保険会社を利用するのが

一般的です。保険料や自己負担金などの内容は、契約ごとに異なり、疑問な点は

必ず自分の契約する保険会社に確認する必要があります。また、企業経営なの

で、保険でカバーされる治療が医療上の最善とは限らないこともあります。 
  

２．Primary Care Physician/Family (Home) Doctor（掛かりつけ医）を探そう 
 

定期健診や予防接種、実際に病気になった時など、まずお世話になるのが、PCP

( Primary Care Physician)と呼ばれるお医者さんです。日本では、とりあえず

大学病院や総合病院へ行けば安心という人も多いですが、アメリカでは、保険に

よってはPCPの紹介がないと専門医に掛かれない場合もあり、区分がはっきりし

ています。 

PCPには「Family Medicine」や「Internal Medicine」を専門とする医師を選ぶ

のが一般的ですが、女性の中には婦人科医を指定する人もいます。また、子供の

場合、小児科は、乳幼児期から思春期まで比較的長い期間お世話になります。 

PCPを見つけるには、口コミが一番です。同僚、ご近所、友人、地元掲示板など

の情報を総動員し、また、保険会社からは「In-Network」という保険会社と契約

している医師のリストを入手しておきます。こうして集めた情報の中から、保険

の適用、性別、学歴、出身や言語、診療時間、土日診療の有無など、個人のニー

ズや好みで絞り込んでいきます。NC州のメディカルボード・サイト(http://

www.ncmedboard.org)では、懲罰、医療過誤、学歴などの細かい医師情報を検索

することができるので、これも参考になります。 

目星をつけたら定期健診などをしてみましょう。電話予約時の対応や設備、医師

との相性や治療方針なども、元気な時にこそ余裕をもってチェックすることが可

能です。何か違う、と感じたら遠慮なく別の医師を探しましょう。 
  

３．緊急事態発生！ER（Emergency Room)？Urgent Care？ 
 

最近、予約が面倒などの理由で決まったPCPを持たず、「Walk-in Clinic」や

「Urgent Care」と呼ばれる施設を利用する人が増えています。どちらも基本的

に予約は不要で待ち時間も短めです。「命に別状はないが、手当て

は必要」な程度の軽い外傷、疾病の際に利用されています。 

「Urgent Care」には、X線、血液検査室などが備わっており、その

場での診断が可能です。「Walk-in Clinic」は、医師が常駐せず

Nurse Practitionerと呼ばれる上級看護師やPhysician Assistant

だけの場合もありますが、基本的な診断、処方、投薬が可能です。

最近ではドラッグストア内にも存在していて、風邪や喉の腫れなど

の時には重宝します。 
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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/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

お琴（生田流）生徒随時募集：個人、グループレッスン、随時募集。初心者から経験者

まで教えます。道具は、一切要りません。詳しくはwww.ncsu.edu/ncjapancenter まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

女性用ゴルフクラブ売ります：ゴルフを始めませんか？TI Matrixの女性用フル

セットを$50でお譲りします。問い合わせは 919-360-1776 までお願いします。 

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

家庭教師派遣：お客様に合わせ、年齢やリクエストに応じ、ESLから学校の宿題

まで、幅広い家庭教師をご紹介します。問い合わせsales@realtytriangle.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

通訳派遣：英語が通じない！なんて悩みは解決です。学校、病院での通訳から特

殊内容の通訳まで、リーズナブルな値段で通訳者を迅速にご紹介いたします。

sales@realtytriangle.com または 919-923-6587 までお気軽にご連絡ください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

賃貸タウンハウス：Stone Creek Subdivision 3ベッドルーム、2.5バスルーム、2

カーガレージ、スクリーンポーチ付、ショッピングセンター・レストラン・散歩

道(トレイル)まで徒歩数分。 Davis MS Green Hope HS学校区、919-215-4665 

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

売り一戸建て：3ベッドルーム、2フルバスルーム、2カーガレージ、テニスクラ

ブまで徒歩数分、閑静な住宅地、Chapel Hill・Carrboro学校区、919-215-4665 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

売り一戸建て：North Raleigh、3ベッドルーム、2.5バスルーム、2カーガレー

ジ、540まで近く、交通の便よし。お問い合わせは 919-215-4665までどうぞ。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

人材派遣：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。sales@realtytriangle.com 

 

見て見て！ 三角掲示板 classified
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      コンサート、ミュージカル演劇などのパフォーマンス   

2/14-19 レ・ミゼラブル（ミュージカル） PECPA ＊ 

2/19 5th Annual Raleigh Blues Festival  RBC 

2/23 Greensboro Symphony Concert War Memorial Auditorium 

3/1 Cats (ミュージカル） War Memorial Auditorium 

3/2 Celtic Women Cocert PECPA  

3/2‐3 アート・ガーファンクル＆ＮＣ Symphony PECPA  

3/15-4/1 リトル・マーメード（ミュージカル） PECPA  

3/16-17 Beethoven & Strauss NC Symphony PECPA  

3/19 ブルース・スプリングスティーンConcert Greensboro Coliseum 

3/20-21 シカゴ（ミュージカル） DPAC＊ 

3/30-31 Mozart's Two Pianos PECPA  

      ファミリー・子供向けイベント   

2/8‐12 Ringling Bros. And Barnum & Bailey Circus  RBC 

3/2 Harlem Globetrotters (Basketballコメディー） RBC 

3/24-25 India Fest Dorton Arena 

3/31 Easter Egg Hunt and Breakfast w/the Bunny Bond Park 

3/31 Disney's Phineas and Ferb LIVE! DPAC 

3/31 Easter Egg Hunt Celebration River Park, Hillsblrough 

      その他のイベント   

3/2 Raleigh First Friday (Fun Evening) Raleigh Downtown 

3/10 Cirque du Soleil: Ｍｉｃｈｅｌ Ｊａｃｋｓｏｎ RBC 

3/10 The Peking Acrobats Carolina Theatre 

3/10 Kite Festival (凧揚げ） Bond Park 

3/11-15 NＣつつじ祭 Azalea Festival ✿ Wilmington  

3/17 St. Patrick's Day Parade and Festival Downtown Raleigh 

3/18-19 Ｓｅａｇｒｏｖｅ Ｗｉｎtｅｒｆｅｓｔ 冬の陶芸祭 E Main St. Seagrove  

      日本人関連イベント   

2/10 アメリカのフォークダンス体験 Japanese Baptist Church 

2/24 アメリカ人宅で人形コレクション拝見 Japanese Baptist Church 

2/24 Duke Garden 春の兆し茶会（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

2/25 陶芸&絞り染めのクロージングセール Japan Center 

3/9 アメリカ人宅訪問 (子供同伴可） Japanese Baptist Church 

3/10 日本語補習校卒業式 日本語補習校 

3/11 東北大震災チャリティーコンサートUmstead Park United Church of Christ 
3/17 Duke Garden セントパトリックスデー茶会 Doris Duke Garden 

3/23 NC州立大樹木園見学&ランチ (子供同伴可） Japanese Baptist Church 

3/25 さくら祭（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

4/13 Peggyさんによる料理講習会&試食 Japanese Baptist Church 

4/13 Duke Garden 春爛漫茶会（本誌p.23参照） Doris Duke Garden 

2月～3月 トライアングルの イベント・スケジュール

＊ PECPAは、Progress Energy Center for the Performing Artsの略でRaleighにあります。 

＊ DPACは、Durham Performing Arts Centerの略でDurhamにあります。 
✿ つつじ祭りでは、3月14日にトライアングル太鼓の演奏があります。http://ncazaleafestival.org/ 

 ♪ 
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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
  

==第6回合同新年会：「絆」をテーマに== 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
新春恒例のトライアングル地区日系関連団体主催の合同新年会が1月15日(日)

デュークガーデンで日米150名近い参加者を集めて開催されました。 

今回は、昨年末、日本の1年間を象徴する漢字として選ばれた「絆」をメインテー

マに取り上げました。アメリカ人の出席者には「絆」とは Human Bondのこと

で、人と人とのつながりだけでなく、それを通して他の人への思いやりまで含む

言葉であると説明しました。日頃面識のない方々が賀詞交換をし、お互いに知り

合うだけでも、新しい絆が生まれることになるのですが、それに香りのよい樽酒

とおいしい日本料理があれば言うことはありません。半数以上を占めるアメリカ

人参加者も皆さんが日本文化のフアンで、自然に会話がはずみました。 
 

今回はそれだけでなく、参加者が一体となるようなプログラムをいくつか用意し

ました。その一つが折り紙で「祝い鶴」を折ってみることでした。この鶴は「寿

鶴」「折り羽鶴」とも呼ばれ、普通の折鶴と違い扇のような羽を持った気高い形

の鶴で、おめでたい席の飾りとして使われるもので

す。各人が一枚ずついろいろな色の大判の折り紙を

使って、全員が祝い鶴に挑戦しました。通常の「折

り鶴」の折り方を知っている人にとっても新しい経

験で、あちこちで難しいところを教えあう微笑まし

い光景が見られました。 
 

また、恒例として会の始めと終わりに朗々と披露さ

れる「木遣り歌」ですが、今回、締めの木遣りは全

員が唱和しました。潤子バーグランドさんの指導の

もと、手元の歌詞を見ながら「エンヤー」と大声を

張り上げて新年を祝いました。そして最後の手締め

はお手を拝借の「三本締め」。その場でたった1回の

練習しかしませんでしたが、見事に決まりました。 
 

遠くはAshevilleやBoone、SCに近いLaurinburgなど

からも駆けつけてくれた参加者たち。それこそ「One 

Heart in NC」を実感できたすばらしいイベントにな

りました。 

（日本クラブ代表：ロッキー岩島） 

http://www.progressenergycenter.com/event/beethovenstrauss-720
http://ncazaleafestival.org/
mailto:東北大震災チャリティーコンサート@%20Umstead%20Park%20United%20Church%20of%20Christ
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!!Hot News!! 

          アメリカ選挙速報 
 

今年は選挙の年です。新聞やテレビは既に賑わいを見せています

が、選挙は11月6日で、あらゆる政府関係の代表者が選出されま

す。大統領はいうまでもなく、下院（House of Representative)

全部、上院（The Senate)の三分の一、そしてNC州知事選挙もあります。現在NC州

知事の民主党のBeverly Perdue氏は、残念ながら次期の州知事選には出馬しない

ことを、1月26日に表明しました。民主党、共和党共に、次期NC州知事候補者をま

だ決めかねているようです。大統領選挙に関しては、民主党も共和党も、夏の党

大会（convention)で最終候補者を発表します。民主党は、9月3日から6日にNCの

シャーロットで開かれる党大会において大統領候補者を発表する予定で、オバマ

氏の予想。共和党は8月にフロリダで行われる党大会において発表する予定です。 

第２回チャリティーコンサートのお知らせ 
 

昨年同様、東日本大震災のためのチャリティーコンサートを行います。今年は、

クラシックのアンサンブルをはじめ、春の歌メドレー、ジブリの音楽など、皆さ

んがよくご存知の曲を演奏します。また、震災後、実際に日本でボランティアを

された方による現地報告もあります。入場料は無料ですが、皆さんの募金をお願

いしたいと思います。 
 

日時：3月11日（日）開場 2:30pm、開演 3:00pm  

   (コンサート後レセプションあり) 

場所：Umstead Park United Church of Christ（教会） 

   8208 Brownleigh Drive, Raleigh, NC27617  

              SUPER BOWL 2012 

 

アメリカで最も注目されるスポーツイベントの一つであるスーパー

ボールが、2月5日、インディアナポリスで開催されました。今年の対

戦はニューヨーク・ジャイアンツ対ニューイングランド・ペイトリオッツ。かな

りの接戦を繰り広げましたが、賞杯はニューヨーク・ジャイアンツへ。途中のブ

レイクタイムにはマドンナのパフォーマンスもあり、大変な盛り上がりでした。

TVでの観戦の楽しみは試合だけでなく、スーパーボール用に作られた特別な企業

CM。毎年レアなCMに、笑ったり、感動したり。こちらはネットでも見られます。 

トライアングル6店舗目の Whole Foods 誘致へ？ 
 

Whole Foodsは、オーガニック食品や自然に優しい日用品などで、日本人にもファ

ンが多いお店です。今、West Caryと呼ばれるNC Hwy 55沿いの地域で、住民によ

るWhole Foods誘致活動が行われています。ことの発端は、2年前に撤退した別の

スーパーの建物を、政府が入国税関管理局(ICE)のオフィス拠点にしようとしたこ

と。拘留施設を住宅街に置く案に、Caryは町をあげて反対し、空き店舗だけが残

されました。ICE反対運動はその後、Whole Foods誘致活動に姿を変え、現在も続

けられています。West CaryにWhole Foodsが出現する日は近いのでしょうか。 
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第15回トライアングル婦人会

では、素敵なビーズのブレス

レットを作りました。 

最初に出来上りのサンプルを

見て、参加者からは「難しそ

う！私に出来るかしら…」と

いう不安の声。ビーズはとて

も小さくて針に入れるのはな

かなか苦難の技。糸も途中で

絡まってしまっ

たりで悪戦苦

闘。でも完成し

た時は感激もひ

としおでした。 
 

次回のトライアングル婦人会 

日時：3月20日（火） 

場所：Durham 

昼食：ポットラック 

テーマ：TBA 

申し込みは以下までどうぞ。 

荒竹： 

yaratake@email.unc.edu  

天野 ： 

yokoamano2000@gmail.com 

トライアングル 

婦人会 

確定申告日延期 State Income Tax Return-filing deadline 4/17/2012 

 

確定申告は、例年4月15日が締め切りですが、今年は4月17日に延期されます。理

由は4月15日が休日のためです。詳しくは、ホームページ等で確認してください。 

http://www.efile.com/tax-day-deadlines/ 
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NCトライアングル地域情報誌 

節（ふし）というと、何を思い浮かべますか。竹の節、歌の節、節穴などいろい

ろありますが、節とは区切り目のこと。日本の暦には四つの節があって、立春・

立夏・立秋・立冬の前日はみんな節目で、節分です。でも今は、節分と呼ばれる

のは一年に一度だけですね。2月の初めにある立春の前の日が節分で、その日に

「鬼は外！福は内！」と叫びながら豆まきをします。中国でもお正月のことを春

節と云うように、立春は春の訪れ、お正月

のことです。つまり、節分は大みそかとい

うわけです。大みそかに、鬼（悪い邪気）

を追い払って、新しい年に福（幸せなこ

と）がやって来ますようにと願いを込めて

豆をまくのです。鬼は、本当に頭に角が

あって、トラのパンツを履き、棍棒を持っ

ているのかどうかわかりませんが、ちょっ

と気を許すとすぐ内の中に入ってきます。

「内」というのは「家」ではなく私たちの

心のことです。以前、節分に神社へ行き、

豆まきを楽しんだ後、「心せよ、鬼は外よ

り内に棲む」と書いてあるのを見てハッと

したことを覚えています。やはり、鬼には

出て行ってもらって、笑顔の福に棲んでも

らうよう、心して過ごしたいものですね。 
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