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「春はあけぼの」と書いたのは清尐納言ですが、ぬくぬくとしたこの時期はなかな
かベッドから出られないもの。夜明けが一番美しいものだと言われても、それを確
かめるべく早起きをする程の活力が湧いてこない。できることなら、いつもより長
くベッドに疼くもって、このふんわりとした感覚を味わっていたいと思ってしまう
の が 春 で す ね。「よ う よ う 白 く な り ゆ く 山 ぎ」
は、まるでやっと夢から覚めてくる自分の頭のこ
とのようです。人間の本性的には「春眠暁を覚え
ず」の方が身近です。こちらは孟浩然の漢詩です
が、春は心地よくて、ついつい朝寝坊をしてしま
うという内容です。週末など、やっと起きても、
淡い色の桜を愛でながら、またお昼寝でもしたく
なる春は、きっと人の心も優しく淡い気持ちにさ
せてくれるのでしょう。春を人の感情で表すなら
「微笑み」でしょうか。温和な気候は、人の心も
体も リラック スさせて くれるも のです。日曜に
ベッドから抜け出るのに成功したら、あちこちで
咲き乱れる色とりどりの花たちと青々とし始めた
木々の中へ散歩に出かけるのもいいですね。
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!!Hot News!!

トライアングル
婦人会

6/1より運転中の携帯使用禁止 Chapel Hill
2年間にわたり論争を続けてきた運転中の携帯電話の使用の是非をめぐる問題で、
チャペルヒルの議会は「運転中は携帯電話の使用を禁止する法案」を可決しまし
た。運転者は普通に携帯電話を使うだけでなく、ハンドフリーを使っての通話も禁
止です。このような厳しい法案はアメリカでもチャペルヒルが初めてです。見つ
かった場合は25ドルの罰金ですが、緊急の911への通話、また家族
への必要な通話に関しては例外があるようです。
他の地域からチャペルヒルに入る道路には、携帯禁止の標識を設け
て注意を喚起するということですが、運転者は他の地域でも運転中
の携帯電話使用は安全のため控えるようにした方がいいでしょう。
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4/7よりトライアングル内の電話はエリアコードが必要
これまでローカル内で電話をかける時、エリアコードは省いても大丈夫でしたが、
4月7日より、トライアングルの次のカウンティーにかける時は、エリ
アコードの「919」が必要になります。Chatham、Durham、Franklin、
Granville、Harnett、Johnston、Lee、Orange、Wake、Wayneのカウン
ティーでは、今までのエリアコード「919」に加えて「984」も使われ
るようになるため、10桁の番号をダイアルしないと電話がつながりま
せん。携帯の電話番号登録をエリアコードなしでしている方は、早め
にエリアコードを含めた電話番号で登録するようにしてください。
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プリペイド式携帯電話
友達や親類の方がこちらにいらした時、アメリカ国内で連絡を取り合う時にどうしています
か？もちろん日本から持ってきた携帯電話も使えますが、アメリカにいながらお互いに国
際電話をかけていることになるので使用料金がとても高くついてしまいます。成田空港で
はアメリカで使用ができるレンタルの電話もありますが、これも少し割高です。たとえ期間
が１週間ぐらいでも頻繁に連絡を取り合う必要があるなら、こちらでプリペイド式の携帯電
話を購入することをお勧めします。まずどの電話会社にするのかを決めます。決めるポイ
ントは電話が使用できる地区の広さ、通話プラン、機種などです。電話の機種は10ドルぐ
らいから80ドルぐらいまで様々です。それからプランを選びます。60分話せるものや120分
など様々です。これらの機種やプランはBest BuyやWal-Martなどでも扱っていますが、イ
ンターネットで購入すると機種が豊富で、安価に購入できるので、事前に調べておくと得
です。プリペイドの方が日本の携帯を使うより安いのですが、プリペイド電話を買った後、
電話番号を登録したりいろいろと設定したりすることが多少面倒なのが欠点です。

NCでジェム発掘の夫婦 50.5カラットのエメラルドを発見
3月27日、NCのHiddeniteでのジェム発掘に参加した地元の夫婦が、50.5
カラットの大きなエメラルドを見つけました。これは市価で約10,000ド
ルに相当する原石。一緒に参加した別の人もエメラルドを見つけたそう
です。NCの鉱山はまだたくさんの宝石が眠っている宝の山なのかもしれませんね。
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プラスチック

みなさんのエイプリルフールはどんなでしたか(^^)

第16回トライアングル婦人会
は、Vimala's Indian Restaurant
(curryblossom.com)でオー
ナーのVimalaさんからインド料
理の秘伝を受けました。実際
に使われている数十種類のス
パイスをTasting.。レクチャー後
は、オーナーお勧めの料理に
舌鼓でした。
次回の婦人会は、「夏です。心
も体もリフレッシュ！ヨガ/ジャ
ズエクササイズに挑戦」です。
水着の季節って大嫌いなんて
言っている読者の方、是非ご
参加下さい。
日時：5月15日（火曜日）
場所：Chapel Hill
昼食：希望者のみ
RSVP：5月10日
申し込みは以下まで
荒竹：
yaratake@email.unc.edu
天野 ：
yokoamano2000@gmail.com

編集後記：三角横丁は2008年の4月に創刉して以来、隔月の発行を続け、今回、無事に4
周年を迎えることができました。創刉当時は16ページの冊子でしたが、今では32ページ
と2倍になり、トライアッド地区専用のページ（18～20ページ）も加わりました。構成
も尐し変わって新規一新、これからも皆様の役に立つ情報をお届けしていきます。
* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2012年4月第25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：オーガスティン燈出子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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4月～5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
4/10
Kevin James （コメディー）
4/14
Martina McBride
4/15
Patti LaBelle
4/20-29 Steel Magnolias
4/29
The Beach Boys 50th Anniversary Tour Concert
5/2-27
WICKED
5/17-20 Beethoven: Symphony No. 9 Beauty and the Beast
5/18,19
Simply Sinatra
6/3
Steve Martin ＆ the Steep Canyon Rangers
6/5-10
West Side Story
ファミリー・子供向けイベント
4/7
Raleugh Easter
4/7
Easter Eggstravaganza
4/15
Spring Family Fun
4/20-22 Cole Brothers Circus of the Stars
4/21,22
Lebanese Festival
4/28
Experiments with Art and Science
4/28

Spring Daze Arts and Crafts Festival

DPAC
DPAC
DPAC
PECPA
Raleigh Amphitheater
DPAC
PECPA
PECPA
DPAC
DPAC
Halifax Mall
RTP Community Church
Duke Garden
NC State Fairgrounds
Kerr Scott Building
NC Museum of Art
Bond Park

5/18
Hillsborough Hog Day
5/18-20 Grecian Festival
5/25-27 アニメいずめんと2012
6/1-10
Day Out With Thomas The Tank Engine
6/2
Youth Fishing Rodes
6/4
Dog Days of June
6/8,9
Cat on A Hot Tin Roof
その他のイベント

Downtown Hillsborough
East Chapel Hill School
Raleigh Convention Center
Blowing Rock
Staryhorn's Pond
Bond Park
The Pullen Park

4/14
4/21
4/7-5/20
4/11-15
4/14
5/18-20

World Beer Festival
Great Grapes! Wine, Arts & Food Festival
27th Annual Festival of Flowers
NC Azalea Festival
NC Seafood Festival " FunFest"
Got To Be NC Fest

Moore Square
Koka Booth Amphitheatre
Biltmore Estate
Wilmington
Crystal Coast Civic Center
NC State Fairgrounds

5/19

NASCAR Sprint All-Star Race

アニメいずめんと2012 のお知らせ
恒例のアニメイベント「アニメいずめんと」は、5月25日から27日までRaleighの
Convention Centerで行われます。昨年は7000人の参加者、日米からのゲストを迎
え、日本のアニメや漫画だけでなく日本の伝統音楽、文化などの紹介しました。
今年は日本からのゲストは、アートランドの石黒昇監督（マクロス、宇宙戦艦ヤ
マト、メガゾーン23など）、長濱博史監督（おじゃる丸、機動戦士ガンダム、蟲
師、デトロイト・メタル・シティなど）、漫画家の新條まゆ先生（快感フレー
ズ、エリート！！、ジオン公国幼年学校など）を
お迎えします。まだまだゲストは増える予定で、
これから発表がありますので、ウエブサイト
www.animazement.org にご注目ください。今年
もいろいろなアニメのグッズが買えるディーラー
ズ・ルームやコンサートなどを計画 しています。
東日本大震災、第２回チャリティーコンサートのご報告とお礼
震災から1年を迎えた3月11日（日）にチャリティーコンサートが行われました。
まずは、この演奏会に足を運んで下さった方々、そして募金をして下さった多く
の方々と企業様に心よりお礼を申し上げます。目標金額を超える3,750ドル50セン
トが集まり、あしなが育英会とJapan Societyに寄付することができました。
今回のコンサートではクラッシックのアンサンブルにとどまらず、皆さまがよく
ご存知の日本の曲も数多く演奏されました。東京芸大の声楽科3年生という頼もし
い助っ人も日本から駆けつけてくれ、彼の感情あふれるみずみずしい歌声に涙す
る姿も見られました。また、震災後の石巻で医療ボランティアに携わった看護士
の方からの興味深いプレゼンテーションもありました。演奏会後はレセプション
を行いましたが、地元レストランや商店、ボランティアの方々からのたくさんの
寄付のおかげで、大変豪華なレセプションをコンサートに足を運んでくださった
方々と共に過ごすことができました。
一言で表すならば、とにかく「Volunteer Powered!」のコンサートでした。同じ
目的のために心を一つにして、出演者も楽器を弾くことにだけ留まらず、この日
のために自分達のできること全てに時間を注ぎました。そして、やはり音楽って
楽しい、やっていてよかった! と皆が感じ、深く感謝することができた一日でし
た。皆さま、本当にありがとうございました。

日本人関連イベント
4/14
5/27
6/9
7/7

An Artist’s Scenic Journey ：The Japanese Sojourn Japan Center
日本人会 春のピクニック
Wilson Park
補習校古本市（本誌p.29参照）
日本語補習校
七夕祭り
TBA

* 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。
* NC Museum of Natural Scienceは4/8-4/20まで閉館、4/20の午後5時に新しく再オープン！
4/20夕方から24時間通しての楽しいイベントがあります。 http://naturalsciences.org
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読者に聞きました・・・
日本から来たゲストをどうもてなしますか？

見て見て！ 三角掲示板

classified

州都ローリーを中心に、ダーラム、チャペルヒルと一大生活圏を構成する、ノース
カロライナ州トライアングル地区。滞在する日本人の数は5千人以上にも上りま
す。留学、赴任、永住と理由は様々ですが、ここでの生活に慣れるにつれ、遠く日
本から訪ねてくれる人もちらほら。今回は、読者の皆様に「日本からのお客様と過
ごす」というテーマでアンケートにご協力いただき、在住者
が紹介したいトライアングルの姿を探してみました。

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指導
曜日・時間は相談忚、許状取得システム有、Chapel Hill 967-2725 小野まで

ゲストと一緒にしたいことは？
サザン・ホスピタリティーに溢れる回答で「ゲストのしたい
ことをする」がダントツでした。そして「アメリカ生活を見
せたい」、トライアングルならではの「自然探索や散歩」、
「ひたすら（お茶？お酒？）飲んで語り合う」などが続きます。英語生活に尐し疲
れた住人には、日本語でのおしゃべりが何よりも楽しみなのかもしれません。

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

ゲストがしたいと望むことは？
トップ3は、やはり「買い物・観光・食べ歩き」でした。住人にとっては平凡な日
常も、日本から来る人にとっては異国体験、「普通のアメリカ生活を味わいたい」
という回答も目に付きました。また、仕事関連のお客様は「カントリークラブでの
ゴルフ」。日本に比べると格安の料金も魅力です。
一緒にどこへ行く？① お買い物編
円高も手伝って、何もかもが安く感じられるアメリカでの買い物。特にコーチやラ
ルフ・ローレン、ナイキといったアメリカのブランドは、定価ですらお買い得。と
い う こ と で、ぶ っ ち ぎ り 首 位 の Streets at South Point (Durham) 以 外 に も、
Tanger、Smithfieldの両アウトレットモールが挙がりました。NCならではの物を買
うならSouthern Season (Chapel Hill) へ。また、TargetやWal-Martなどのスー
パーマーケットも「アメリカのデカさ！」を実感できておもしろいようです。
一緒にどこへ行く？② レストラン編
「どこに行ってもイマイチ」という悪名高いトライアングル地区ですが、皆様から
は50以上の店名を挙げていただきました。その中で票を集めたのは、Kanki Japanese House of Steaks and Sushi。派手なパフォーマンスに「どこが日本食?!」と
い う 驚 き が 狙 い。ス テ ー キ で は、Farm House (Chapel Hill) と Angus Barn
(Raleigh)。シーフードでは42nd Street (Raleigh)、Squid’s (Chapel Hill)と日
本では珍しいオイスター・バー。その他、中華バフェ、Five GuysやRed Robinなど
の バ ー ガ ー・チ ェ ー ン、单 部 料 理 の State Farmers' Market Restaurant
(Raleigh)、Cracker Barrelなど、尐しでもアメリカらしさを味わって欲しいとい
うホストの気遣いが伺われました。
一緒にどこへ行く？ ③ NC観光地編
トップは、Duke Garden & Chapel、大学。トライアングルというのが、元々、
Duke、NC州立、UNCの三大学を指していたことを考えれば、まさにこの地域を代表
する名所です。また、Old Salem Town、ライト兄弟ゆかりのKitty Hawkや灯台で有
名なOuter Banksは、いずれも歴史を感じさせる観光スポット。そして、自然豊か
なNCを象徴する、Blue Ridgeから続く山々、Biltmore Estateと、ガイドブックで
もおなじみの美しい場所が続き、車好きにはNASCARサーキット、子供向け遊園地の
4
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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

中国語教えます：中国語の家庭教師を始めました。アメリにいて中国語を習いま
せんか。楽しい雰囲気でお教えいたします。連絡先は919-636-3617 武耕まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

家庭教師派遣：お客様に合わせ、年齢やリクエストに忚じ、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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

日本人庭師：これからの季節、芝生の手入れ、木の剪定、除草など庭の管理が忙
しくなる時期。親切できめ細かいプロのサービスを。oshigotousa@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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

売りタウンハウス：3ベッドルーム、4フルバスルーム、Finished Basement、グ
ルメキッチン、2カーガレージ、たくさんのアップグレード、スクリーンポーチ
でプライベートな外を眺めながらリラックス、築2年 sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

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

ローリー日本語補習学校古本市
日時：6月9日（土）10 am 〜 12 pm
場所：日本語補習校
Our Lady of Lourdes Catholic School カフェテリア
住所：2710 Overbrook Dr. Raleigh, NC 27612
お問い合わせ先：iroricarabas@gmail.com
*日本人会ピクニック会場（5/27 Wilson Park)において、
良好な状態の古本の寄付を受け付けます。
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●ビューティーアドバイス●
「サンスクリーン（日焼け止め）」について
これからだんだん日差しが強くなってきて必要不可欠なのがサンス
クリーン！毎日普通に使用していますが、サンスクリーンの効果的
な使用方法について考えたことはありますか？電気製品も知識を
持って使わないと誤作動が生じます。サンスクリーンも同じ。ただ塗ればよいというもので
はありません！正しい使用法でなければ、ただのローション。知識をもって上手に付き合え
は、きちんと肌をカバーし、シミ対策になります。まずは以下の事を確認してみてください。
1. 日焼け時の肌の状態は？
A：いつも赤くなり小麦色にならない。赤くなるが、その後ゆっくり小麦色。
B：めったに赤くならずにいつも小麦色。今まで赤くなった事がない。
2. お仕事の内容や、どれくらい日に当たりますか？
外に出る事が多い方や、アウトドアスポーツ、水泳、汗をかくことが多い方は、大体2～3.5
時間ごとに日焼け止めを塗り直したほうがよいかと思います。すぐ赤くなってしまうAタイプ
の肌でしたら2時間ごと、赤くならないBタイプの人は3.5時間ごと。オフィスワークで、朝と夕
方ぐらいしか運転せず、デスクでほんのちょっと日が当たるときがあるだけという人は、汗
をかかない限り塗り直す必要はないかと思います。それでも太陽に敏感の方は、車を運転
する30分前に、塗り直すことをお勧めします。
シミを作らない秘訣は？
・SPF 30以上のサンスクリーンで、クリーム状の物を使用すること。乳液やスプレータイプ
のものをご使用の方は、ムラになる為、カバー力に期待出来ません。厚みでしっかりカ
バーするクリームのサンスクリーンへの買い替えをお奨めします。
・太陽の下に出る30分前にサンスクリーンを塗り10～3時の外出は控える（曇りでも同じ）。
・外に出るときは帽子をかぶり、大き目のUVプロテクション付きのサングラスを着用。この
UVプロテクション付きのサングラスは、100% に近い数字で日差しをブロックします。目の
下にシミがあるという方にはお勧めです。
・スクラブ洗顔を週1～2回すること。スクラブで余分な汚れを落とすこともシミ防止と肌の
再生に役立ちます。
シミというのは、今すぐ出来たのではなく、蓄積された物。特に小さい女のお子さんをお持
ちの方は、今からきちんと日焼け止めを塗ってあげれば、大人になってシミに悩むケース
が尐なくなります。 (Chika Orcutt: Green tea Spa エステティシャン）

Licensed Esthetician: Chika Orcutt

Facials, Body Wraps, Microdermabrasion, Chemical Peels, Waxing, 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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Frankies Fun Park (Raleigh)も人気でした。意外なところで、補習校という回答
がちらほら。土曜日限定です。
一緒にどこへ行く？④ 州外観光地編
近いところで、首都ワシントンD.C.。中でもホワイトハウスは外せません。日米
友好の証、桜祭りに合わせる人も。今年はなんと100周年！4月27日までの開催で
す。そ の 他、デ ィ ズ ニ ー ワー ル ド や ケ ネ デ ィ 宇 宙 センタ ー の あ る フ ロ リ ダ、
ニューヨーク・シティやナイアガラ、と東海岸一帯が「ついでに」の範囲に入る
ようです。また、カリブ海クルーズにも票が集まりました。日本からの距離を考
えれば、頷ける選択かもしれません。
ゲストの宿泊先は？
圧倒的に「自宅以外に無し！」。限られた旅行期間、尐しでも一緒にいたい、ま
た日本に比べるとこちらでは家も広くゲスト用の部屋が用意できることも理由で
しょう。ただし、仕事関係のゲストには「空港近くでレストランやモールに歩け
て外国人扱いに慣れた大手ホテル」に泊まっていただく。ぐっと実用的な答えが
返ってきました。
自宅でどんな食事をふるまう？
食べ歩きに疲れた胃には優しい和食を。お茶漬け、う
どん、鍋などが好まれるようです。また、自宅バーベ
キ ュ ー は ア メ リ カ な ら で は。ス テ ー キ、バ ー ガ ー、
ホットドッグなどを豪快に焼けば、大人も子供も楽し
めるという、娯楽を兼ねた選択でした。中には、「つ
い で に 芝 生 刈 り も 体 験 し て も ら う」ツ ワ モ ノ も。ま
た、日本では高価だったり馴染みの薄い食材を使った料理もありで、ロースト
ビーフはお肉の塊にびっくりされるようです。また、アボカドなどを使ったアメ
リカ風手巻き寿司も人気。他にも皆さんの得意料理がずらり並びました。
お土産は何？① ゲストに日本から持って来て欲しい物編
ネットで買えないものもあるんです、という訳で一位は食料品。中でもこちらで
手に入り難い、和菓子を選択。続いて医薬品、文房具、雑誌。その他、赤ちゃん
用品、アメリカ人へのプレゼントにも喜ばれる和風文具、温泉の元などの入浴剤
も挙がりました。持ち込み不可の物も多いので、特にラーメンや薬などをお願い
する時には注意が必要ですね。
お土産は何？② ゲストに日本へ持って帰ってもらう物編
楽しい時間は短く感じるもの。思い出と共に持ち帰って欲しいのは、アメリカ感
溢 れ る お 菓 子 や ナ ッ ツ。無 難 な と こ ろ で チ ョ コ レ ー ト、中 で も Lindt や
Ghirardelliはどなたにも喜ばれるようです。踵に黒丸のついた、足型のTar Heel
Cookies は い か に も NC。そ し て、日 本 で も 定 着 し た 感 の エ コ・バ ッ グ。Whole
FoodsやTrader Joe’sが人気です。Trader Joe’s といえば、グラインダー付き
のピンク塩やスパイスがお土産の定番。ただし、折角のお土産が没収されないよ
うに、検疫サイトで調べておきましょう。
日本からの直行便も、メジャーな観光地もないトライアングル。仕事以外でここ
を訪れる人たちに共通しているのは、「友人や家族に会いたい！」という思いで
す。大切な人とゆっくり過ごすことが、旅の全てなのかもしれません。アンケー
トにご協力くださった皆様、全てをご紹介出来なくてごめんなさい。どうもあり
がとうございました。
三角２横丁2012年4月号
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Nippon Club of the Triangle

ごちそうさまぁ～！

日本クラブだより
==「日本クラブって日本人会のことじゃないの？」==
つい最近も「日本クラブって日本人会のことじゃないの？」と聞かれ、大変
ショックを受けるとともに、改めて日頃のPR活動の不備を反省することとなりま
した。「日本人会」の方は正式には「チャペルヒル・ダーラム日本人会」、そし
て我々「日本クラブ」は正式には「トライアングル日本クラブ」という名称を
持っています。「日本人会」はチャペルヒルとダーラム地区に在住の日本人家庭
が中心で構成されており、主目的を会員相互の情報交換および親睦においている
と伺っています。一方、我々「日本クラブ」は日本とノースカロライナの文化交
流を旗印としているだけに、会員は日本人家族というよりは、両親のどちらかが
アメリカ人の国際結婚組や純粋のアメリカ人家族などが半分以上占めているとい
う構成になっています。日本に住んだことがあるというアメリカ人家族や、純粋
に日本文化が好きというアメリカ人など種々雑多なメンバーがいます。
活動内容は主として日米の文化交流のためのイベントの企画や実施が中心になっ
ています。これは意外に知られていないことなのですが、我々「日本クラブ」の
そもそもはラーレイ補習校の中にあった「地域活動推進協議会」が母体になって
1990年に設立されたものです。文化交流のイベントとしては「新年会」「夏祭り
盆踊り大会」「年の瀬もちつき大会」などが恒例で、昨年の「盆踊り大会」には
1000人近くの日米の参加者がNCジャパンセンターの裏庭に集いました。また毎年
ラーレイ市が主催する「インターナショナル・フェスティバル」では日本人を代
表する参加母体の役目も引き受けています。
文化交流の趣旨に合わせて、傘下に「トライアングル太鼓」「トライアングル茶
の湯クラブ」「もちつきクラブ」を持ち、地域イベントや学校などへ出向く活動
を通して日本文化普及のお手伝いもしています。ちなみに「太鼓クラブ」は昨
年、東日本大震災復興チャリティーコンサートなど40回もの公演をこなしていま
す。詳しくは我々のウェブ www.TriangleJapanClub.org をご覧ください。
我々「日本クラブ」のロゴをご紹介しましょう。左のよう
に大きく手を広げたように見える人の頭がトライアングル
で、それが人の和の中心になるような図柄です。組織とし
ては非営利団体の認可をうけており、会の運営は約10名前
後の役員が会員から承認される形でとり行なっています。
といっても各種イベントは自由参加のボランティアが実際
行うのですから、役員の仕事は主に企画と調整になるわけですが、イベント直前
以外は毎月1回定例に集まってクラブの方針を決定しています。最近、若干名が
日本帰国のため役員を辞退することになり、また企画によりフレッシュなアイデ
アを取り込む意味も込めて、このたび新規役員を募集することになりました。こ
こトライアングルで日本の文化を通して地域の皆さんと楽しい時を分かち合うイ
ベント企画に参加してみませんか。短期参加型の準役員も検討中ですので、一時
的にアサイメントや留学で来られている方も、日本人・アメリカ人を問わず、夫
婦そろっての参加も可能ですので、ご興味のある方は下記にご一報ください。
Eメール：Triangle_nippon_club@yahoo.com または 電話：(919)787-6233 岩島
(日本クラブ代表：ロッキー岩島)
6
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缶詰の生地で作る「カレーパン」
材料
-Pillsbury「Buttermilk biscuit」 1缶
-マヨネーズ 小匙1
-合い挽き肉 1/2 lb
-塩・コショウ
-玉ねぎ1/4個 (みじん切り)
-揚げ油
-カレー粉 大匙1
-パン粉
-ケチャップ 大匙1
作り方
1,フライパンで合い挽き肉と玉ねぎを炒める。
2.玉ねぎが透明になり肉がパラパラしてきたら調味料を入れましょう。
3.パン生地(biscuit) は既に8等分にされているので、一切れずつ薄くのばして下さい。
4.カレーをパン生地の中央にのせ、始めはギョウザをつくるように、生地を合わせそして
クルクルと手のひらでボール型にしていきます。
5.表面に刷毛で水を塗り、パン粉をつけます。
6.揚げ油を350Fに熱し、約10分ほど表面が焦げないように気をつけながらゆっくり揚げて
いきます。
生地の厚さによって揚げる時間が多少変わるので気をつけてください。
中身をあんこにすればアンドーナツ、チーズとウインナーを包んであげたらおいしいお
惣菜パンになります。工夫してオリジナルパンに挑戦してみてくださいね！
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭）
レタスと小海老の中華風 春のサラダ
材料：レタス、小海老、ピーナッツバター（ごまだれ）
作り方：
1.レタスと小海老を茹でておきます。
2.ピーナッツバター（ごまだれ）大匙２、醤油大匙１、酢大匙2、胡椒、塩、砂糖
尐々を混ぜ合わせます。味は好みによって調節してください。
3.上記の調味料に、尐しずつ水を入れてのばします。
4.茹でたレタスや小海老の上にかけ、混ぜて出来上がりです。
（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、中医師）

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
不動産関係、Relocationのプロ
Realtor/Broker/QSC
フェッショナル。25年以上の経験
801 Tinkerbell Rd.
と知識を生かしたアドバイスで
Chapel Hill, NC 27517
アメリカ生活安心スタート！
Phone: (919)215-4665
http://www.realtytriangle.com/
yoko.amano@realtytriangle.com
三角２横丁2012年4月号
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おいしいもの

バニラアイスクリーム

探 今年は春があったの？と思わせるほど既に初夏を感じさせ
偵 るトライアングル、トライアッド地区ですが、暑い時は
団 やっぱり「アイスクリーム」ですねぇ～！
日本のアイスクリームは乳固形分15%以上（うち乳脂肪分8%
以上）ですが、アメリカのアイスクリームは乳固形分20%以
上（うち乳脂肪分10%以上）なので、コクがあっておいしく
感じます。今回のおいしいもの探偵団は、カロリーが気に
なりつつも「バニラアイスクリーム」にチャレンジしました。

Ben & Jerry
1978年にアメリカ、バーモント州で創業して以来、全米で人気の
アイスクリームブランド。上質な原料、乳成分がたっぷり、濃厚
な味でバニラの香りを楽しめます。溶けにくいのになぜかなめら
かでとってもクリーミーな味です。

Häagen-Dazs
ヨーロッパブランドかと間違えそうな名前ですが、れっきとした
NY生まれのアメリカのブランドです。リッチで濃く、味わい深い
高級アイスクリームという感じでおいしいです。お客さまにも満
足してもらえる安心感のある味です。バニラフレーバーは「バニ
ラ」と「バニラビーンズ」の二種類があります。

Pet Vanila
お手軽価格のアイスクリーム。味は懐かしい日本のホームラン
バーにそっくりです！牛乳っぽく後味がさっぱりしていてよく、
どちらかというとラクトアイスのような感じです。子供たちがあ
つまったりして量が欲しい時にはいいですね。
注）ラクトアイス：乳固形分3%以上
ラクトとはラテン語で「乳」を意味する。乳固形分がアイスミル
クより尐なく、アイスクリームの風味を出すため植物系油脂を混
合するなどして脂肪分を補った製品の場合、カロリーがアイスク
リームやアイスミルクよりも高い場合がある （Wikipediaより）

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 2011年度卒業式
ローリー日本語補習学校では、3月10日に 在アトランタ日本国領事館の花谷卓治
総領事、トライアングル日本商工会（TJBA）の井上憲喜会長のご臨席を賜り、
2011年度の卒業式が挙行されました。今年度の卒業歌である“いきものがかり”
の「Yell」に送られ、59名の生徒がローリー日本語補習学校幼稚部（21名）、小
等部（17名）、中等部（14名）、高等部（7名）を卒業しました。 卒業生からの
答辞は、補習校生活で感じた数々の思いが込められた感動的なものであり、多く
の参加者の涙を誘いました。
昨年4月2日に始まった2011年度のローリー日本語補習学校は、ハリケーンで1度の
休校を余儀なくされましたが、大きな事故や問題もなく1年間の全てのカリキュラ
ムを無事終了しました。子供達は、日本の指導方針に沿った1年間の日本語学習を
通し、日本語のみならず日本人としての心も学びました。年度末に行われたス
ピーチコンテストでは、子供達の感性や感覚が、見事な日本語で表現されまし
た。またこの1年を通し、補習校の子供達には学年を超えた「絆」が生まれまし
た。補習校での最上級学年にあたる高等部3年の生徒達は、その変わらぬ友情を卒
業式で互いに再確認し、それぞれの道へと旅立っていきました。
創立30周年の記念の年であった昨年度は、非常に行事の多い年でもありました。
30年間の歴史は、本校理事を中心とした30周年プロジェクトチームの手によっ
て、記念誌としてまとめられまし
た。また、在アトランタ日本国領事
館管轄下にある日本語補習校の教育
水準の向上を目的とした勉強会「近
隣補習校研究協議大会」が、昨年10
月に本校を主幹校として開催され、
多くの近隣補習校関係者が来校し、
非常に活発な意見交換が行われまし
た。また当日は、日本から村上裕成
先生をお招きした教育後援会「学力
をつくる子育て」が開催され、多く
の保護者で賑わいました。
2012年度のローリー日本語補習学校は、4月7日の入学式で幕を開けました。新し
い顔ぶれからなる子供達が、次はどのようなドラマを作り上げてくれるのかを一
保護者として今からとても楽しみにしているところであります。
（野地智法：ローリー日本語補習学校運営委員長）
6/9の古本市のお知らせが、本誌29ページにありますのでどうぞご覧ください。

http://www.japanschoolraleigh.com/
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どんな会社？

企業紹介

こんな会社！
Nature's Pure Essentials

花王スペシャリティーズ アメリカ
Kao Specialties Americas LLC
花王スペシャリティーズアメリカは、日本では洗剤や化粧品などで誰もが知ってい
る花王グループの米国拠点（USA Corporate Headquarters）で、ハイポイントに本
社と工場があり、油脂誘導体製品やケミカル事業を積極的に展開しています。
ハイポイントは、元はクエーカー教徒とドイツ移民が移り住んだ街で、交通の要所
としての利点を生かし、綿・材木・タバコ・織物などの産業が発達しました。現在
は家具製造が特に有名で、家具工場、家具ストアー、家具アウトレットなどが50近
くもあり、半年に一度開かれる国際家具見本市（High Point Market)には、世界中
から10万人もの人が訪れます。

ネイチャーズ・ピュア・
エッセンシャルズ

1809 B Glenwood Ave.
Raleigh, NC
Phone:919-809-8815
www.npessentials.com
生活の中に自然の香りを取り入れて、日常のストレスや心身をリラックスさせませんか。
ここは日本語補習校から4分のところにある素敵なお店です。オーナーのSueさんは認定
アロマセラピスト。とてもフレンドリーで、エッセンシャルオイルをひとつひとつ丁寧に試し
て説明してくれます。臭覚をリセットするコーヒー豆も用意してあり、じっくりと自分の香り
を見つけることができます。定期的にエッセンシャルオイル・クラス(90分$20)も店内で開
催しています。三角横丁（本誌）を持参すると10%off+Free Lip Balm(6/30/2012迄)のサー
ビスがあります。自分が調合したスプレーは$10からという良心的な値段設定です。自然
派シャンプーや石鹸も販売しています。
42nd St. Oyster Bar
フォーティーセカンド・ストリート
オイスターバー

花王スペシャリティーズアメリカの前身は、ハイポイントケミカル社で、1987年に
花王グループに加わり、2000年に現在の会社名になりました。
事業内容は3つの部門に分かれていて、ビジネス用の印刷トナーやトナーバイン
ダーの生産販売事業、合成香料の開発製造と米国香料メーカーへの販売事業、界面
活性剤を使った製品や原料を様々な産業分野に忚用して供給する事業があります。
アメリカでのケミカル事業を開始してから今年で25年目を迎え、花王のグローバル
化をリードする重要な役目を担い、これからも積極的に産業の発展に貢献していく
ことを願っている企業です。
（取材：天野陽子）
会社名: Kao Specialties Americas LLC
所在地：243 Woodbine Street
P.O.Box 2316
High Point, NC 27261
電話及びFax:
Toll Free 800-727-2214
Fax 336-884-8786
Local 336-884-2214
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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

508 West Jones Street, Raleigh, NC
Phone： 919-831-2811
www.42ndstoysterbar.com
4ページの「ゲストを連れて行きたいレストラン」のひとつでもある有名なシー
フードレストラン。席に着くと、何も言わなくても、まずハッシュポピーが出て
きます。ここのハッシュポピーはたぶんNCで一番のおいしさで、止まらなくなる
恐れが。また、牡蠣好きな方は、思う存分、新鮮な牡蠣を食べることができま
す。ここの目玉はバケツにいっぱいの蒸した牡蠣。これはカウン
ター席のみで食べられ、目の前で蒸したての牡蠣を開けてくれま
す。テーブル席では、生牡蠣、クラム、海老、カニ、サーモン、ツ
ナ、カジキ、ヒラメ、ナマズ、カラマリなど新鮮なシーフードを。
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
三角２横丁2012年4月号
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UNCの学生に聞いた…

おいしい韓国料理レストラン

法律相談 「ちょっと教えてください」

12月号でご紹介させていただいたUNCのインド人学生に聞いたおいしいインド料理
のレストランの記事が好評だったとお聞きしましたので、今回は韓国人学生に聞い
てみました。また「どのスーパーのキムチがおいしい？」と聞いたところ、Shilla
Oriental MarketとS-Martの白菜キムチがおいしいと言っていました。レストラン
に直接交渉すれば、レストランで出しているキムチを販売してくれるお店もあるよ
うです。

扶養家族の労働は可能ですか？
ご主人の仕事でアメリカについてきた奥様たちは働けるのでしょうか。
細かく制約や条件などありますが、大きく二つのグループに分けてみました。
１．働けないビザ：下記をお持ちの扶養家族（＝配偶者・子）は働けません

１位： Seoul Garden 獲得票数32
韓国と言えば、カルビ、ブルコギ、サムギョプサルなどの焼肉。本場の焼肉が食べ
られるということもあり、韓国人学生のほとんどが支持するお店です。韓国焼酎、
マッコリなど韓国のアルコールが豊富なのも1位の理由のようです。
住所：4701 Atlantic Ave (E Millbrook Road) Raleigh, NC 27617
電話：(919) 850-9984

一時労働ビザ
H-1B 専門職能者（学士号・大卒か実務・経験が取得の条件）
E-1 企業から派遣される駐在員や貿易家

２位：Inter Korea 獲得票数26
昨年の秋にオープンした新しい中華系韓国料理店で、2軒の韓国料理店（Chosun Ok
と Vit Goal Tofu）のす ぐそば にあ ります。中 華系 という こと もあり、ジ ャー
ジャー麺やジャンポンといった麺類が人気なので、ランチ向きのお店です。
住所：4731 NC Hwy 55 Durham, NC 27713 電話：(919) 572-9132

学生ビザ
F-2 学生

３位：Minga 獲得票数25
UNCから近く、ランチ、ディナーともにメニューが豊富だということで3位にランク
されました。昼ならランチメニュー（麺、ご飯類、お弁当）、夜は2～3人でカム
ジャタン（豚の背骨とじゃがいもを煮込んだ鍋）などの鍋料理もおススメです。
住所：116 Old Durham Rd Chapel Hill, NC 27517 電話：(919) 933-1773
（Katsu：チャペルヒル在住）

観光ビザ
B-1 商用短期訪問、
B-2 観光、知人訪問などの短期訪問

２．働けるビザ
F-1 学生本人は週20時間以内のキャンパス内での労働のみ可能。研究や訓練に限り
時間外も認められます。
E-2 投資家(会社設立など)とその家族はFormI-765の申請にてアメリカ内での就労可
能(21歳以下の子は働けません)。
L-2 同系列企業内転勤者ビザ(L-1)の家族はEADという申請書を提出すれば、どのよ
うな職業、どこでも働くことが出来ます。過程は通常3-5ヶ月かかります。
Q：ebayならビザも関係ないのでお小遣い稼ぎできる?
A：可能です。ただ、ebay協賛のpaypalでは年間$20,000以上の収入と200回以上の利用
の人たちを対象にIRS（内国歳入庁)にリポートする義務があります(2011年改正)。ここ
で税金が発生します。

キムチ

チゲ

ビビンバ

ネンミョン

（Foster ：NY出身、Cary在住、Retired Attorney）

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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おかねのおはなし
「ディーラーの仕事」
履歴書を見てよく聞かれる。「ディーラーっどんな仕事？」…というわけで、今
回は、以前勤めていた外資銀行・証券部の事情を中心に紹介します。
約13～17年前に勤めていた銀行(投資・商業銀行と称する)は、銀行業務と商業業
務(資産運用・融資)からなっていて、私はその証券部で、日経225/300先物オプ
ションの売買を5年間していました。外資か邦銀かによっても違うらしいです
が、当銀行の場合、トレーダー(私のパートナー/上司)は顧客の注文(といっても
会社の運用資産なので桁違い)を自分でリスクを負って売買取引のポジションを
取ります。利益の数パーセントが銀行に入ります。
実力勝負の世界なので、勤めていた間に私のト
レーダーは5人交代。ディーラーは自己売買のポ
ジションは持たないで、会社の資金内またはト
レーダーの取引範囲内での取引を任されます。
取引には秒読み卖位の最大の集中力を要し、損
し たら瞬 時にト レーダ ーか ら大声 で怒声を浴
び、売買取引の瞬間の緊張が精神苦痛になり、
十円ハゲになる人、ストレスからタバコを吸い
始める人、胃潰瘍になる人など、とにかく長続
きしない職業らしいです。
寄り付き前の8:30amから前場12:00pm、そして昼食後から15:00迄の後場の取引中
ずっとバイカイ(225リアルタイム値段動向)を読むバイカイ屋というのが数グ
ループに一人いて、二人のディーラーとバイカイ屋は目の前の8～10台のPCを同
時に観察し、動向・情報を収集し、トレンドを読みます。注文はPCのキー入力な
ので、とにかく速さと確実さを要求されます。場中の約3時間はお手洗いも行け
ません。注文が約定成立できたら「Gold Finger!」と賞賛され、不成立だとト
レーダーの母国語で思いっきりののしられます。怖くて涙を流す女子もいまし
た。英語が喋れても金融用語は別世界。ロング、ショート、プット、コール、
SQ、ヘッジ、サーキットブレーカー、Futureなど、同じ英語の卖語でも金融では
別の意味です。

「煤（すす）とホコリ」
今年は暖冬の様子ですが、やっぱりストーブは必
要です。でも最近、ストーブでの燃え具合が悪く
て煙が上に上がっていかないのです。煙突の直径
は15センチぐらいあるからつまるわけないし、確
か去年か一昨年掃除したばかり。業者に掃除して
もらうと150ドルかかる！ので今回は自分でやっ
てみることにしました。
屋根に上るのも久しぶりですが、トレーラーハウスの良い所は屋根勾配が
標準の住宅に比べてかなりゆるく落ちる事故率が低い。煙突の先には金網
の部分がありましてどうやらそこが詰まってしまい空気が流れない！たぶ
ん十分に乾燥した木を燃やさなかったので煤が多量に出ていたのでしょ
う。今年は全然薪が足らずに割ったばかりのを燃やしていましたから。金
網の目も1/2インチぐらいだと小さくてつまりやすいようなので、取り外
したついでにその目を大きくしようと1インチごとに切ってみました。これで尐し
は時間が稼げるかな。理想は2年ぐらい薪を放って乾燥させるのがよいのですが、
なかなか現実はうまくいきません。それがこの世の習いかも知れない。
煤に限らず、家のほこりも、学生アパートメントのゴミ
も無くなることはまずありません。人が活動する限り大
なり小なり発生するものですから、毎日の掃除、後始末
が欠かせない。目には見えませんが、心も同じ事で人間
は「妬み」「怒り」「悲しみ」など様々なホコリを発生
してしまいます。それは忘れることは出来ますが消える
ことはありません。そして、実は掃除が必要です。それ
をしないと反動が返ってきます。残念ながら今の教育制
度では教えてくれません。果たしてキリスト教の「懺
悔」で掃除することが出来るかは知りません。仏教の
「苦行」では無くなりません。疑問に思う人がいない、教える人がいないという世
の中に僕らは住んでいます。
(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/)

1935年に建てられた大阪証券取引所の建物内でのオフィス。1995年の惨事、阪神
大震災当日も取引は続行されました。ヘリコプター中継のテレビを横目に、大き
な余震に悲鳴を上げながら、東京のトレーダーからの注文だけは売買実行。
我が国における取引所の起源は、江戸時代(1652～1673）当時の経済の中心で
あった大阪に設けられた米穀取引所にさかのぼります。全国各地の諸藩はこの地
に蔵屋敶を設け、年貢米を回送・貯蔵し商人に売却。その中で最も有力な商人
「淀屋」は、現在の淀屋橋の单詰めに居を構え盛んに売買を行ったことから、次
第に他の商人たちも集まり一つの市場を形成。(参照:大証歴史) なるほどっ、
米穀からとはまさに現在のデリバティブ(金融派生商品)取引。トレーダーはその
昔、相場師と呼ばれていたそう。今度から履歴書にそう書いてみようかな。
(伊達知巳：大阪出身、Apex在住、元正米取引・相場師)
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赤い小鳥とブルーな生活
「健全なる魂と健全なる肉体」
“A Sound Mind & A Sound Body”
冷えるだの寒いだのと愚痴っていたら花が咲き、あっという間の春である。年々早
まっていく夏時間の到来に違和感を覚えまくりの今日この頃。暦と陽気が一致しな
いのは当たり前、ましてや季節先取りが洒落っぽいと考える日本人のこと、そこは
ぐっと我慢して、腹巻で自己防衛といきたい。元より若い子たちの服装に季節感は
薄く、真冬にビーサン、真夏にブーツなど当たり前。気候よりはおしゃれ、おしゃ
れよりは流行、流行よりは横着、といった状態で、一年中、同じような服装でいる
のも頷ける。
「Abercrombie & Fitch（通称アバクロ）」という日本でも人気
の若者向けブランドがある。ここの店頭巨大ポスターは、いつ見
ても「素肌にシャツを羽織った兄ちゃん」で構成されている。持
ち帰り用の紙袋にもデカデカと白黒半裸写真が印刷されており、
日本のお堅い会社で出勤に使えば、セクハラ騒動勃発ではないか
と心配になる大胆さ。しかも、二次元では止まらず、生身のモデ
ルをまさにあの格好で店頭に配し客寄せしてしまうのが、この会
社のすごいところ。そして、兄ちゃんに密着して一緒に写真を撮
るおばちゃんが次々と群がるのがアメリカのすごいところだ。
人々が薄着になるのは春だからという理由だけではない。アバクロ兄ちゃんはバイ
トで脱ぐ。パラリンピックの資金稼ぎにアスリートが脱ぐ。動物保護のために俳優
が脱ぐ。そして、子供の憧れ、消防士も脱ぐ。不幸にも現場で怪我、殉職をした消
防士やその家族への援助を主な目的に、消防士たちは様々な形の募金活動を行って
いる。例えば、ニューヨーク消防署の公式カレンダーは有名で、現役消防士たちが
その鍛え上げた肉体美と笑顔で12ヶ月を飾る。売り上げは基金に寄付され、イン
ターネット書店でも注文可能という、全米、いや、世界規模の作戦である。
地元密着型もある。お子様相手のイベントは、おまけシールを配
り、はしご車にちょろっと触らせるといった火災予防キャンペー
ンが中心。だが、寄付金を集めるとなればアダルト対象、キャン
ペーン・ボーイズの出番である。なんと消防士自らが、自分たち
の生写真を並べて売り、買うとサインを入れてくれる。さらに、
その場で2ショット写真も撮れるという、まさにカメラ必携のアイ
ドル商法。一般人のサインや写真に付加価値がある訳ではない
が、あくまで寄付なので、そこはジョークのようなものだ。もち
ろん、生写真も、その場の消防士たちも、シャツなし、ワークパ
ンツのみの姿である。ちなみに、男女平等が進むアメリカのこ
と、女性消防士も数多くいるが、この手のイベントでは残念なが
ら男性しか見たことがない。
人命救助に尽くす彼らを見ると協力しようと思う。が、衆人環視の中、裸のお兄さ
んの腰に手を回して写真撮影をするには、おばちゃん度がまだ足りない。テーブル
上のガラス瓶にこっそりお金を入れて勘弁して貰おう。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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海外旅行に出る時は陸路で国境を越えるように努めている。島
国で育った影響か、列車や車ですぐの所に違う国が在るという
ことが興味深く感じる。そしてその差を感じるのがおもしろい。
米国なら、メキシコとカナダがある。カナダなんて、と思ったら、突然道路標識が
フランス語併記のメートル法になったり、意外と差を感じる。メキシコならなおさ
らだ。メキシコのティファナは、アメリカ最寄の街ということで活気があるが、ア
メリカ側は場末の雰囲気だった。そして、高いところから見ると、住宅密集地のメ
キシコ側に対し、アメリカ側は寂れたように見える。この国境は、徒歩で越えられ
るのもおもしろいところだと思う。
その他で印象に残っているのは、ハンガリーからユーゴスラビアへの入国だ。20年
近く前だが、ローカル線で国境を越えたら、列車内は全員ハンガリーへ買出しに行
った帰りのユーゴの人だった。その頃は経済封鎖されていたユーゴ、物資不足を物
語っていた。国境で日本の旅券を出したらかなり驚かれ、そのことが車内で話題に
なったようで、当時国連でユーゴ問題担当だった明石康さんの名前が話題になって
いた。日本人といえば明石さんだったのだろう。言葉は全くわからなかったが、そ
の名前だけは聞き取れた。
飛行機で突然外国に着いたのでは分からないこともいろいろとある。是非、国境は
陸路で越えてみてほしい。
（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、旅行会社Travelink Chapel Hill支店長）
こんなとき、どう言うの？

五月病？
日本で過ごす5月には、ご褒美のゴールデンウィークがありますが、それを過ぎると、疲
れと共にやってくる五月病…。 慣れない環境と季節の変わり目からか、なんとなく心と体
がだるくなる、そんな時期でもありますね。アメリカでは、ゴールデンウィークは幻ですが、
五月病も幻にしてしまいましょう！ みずみずしい新緑と共にイキイキと過ごしましょう！
＊気分がモヤモヤする
I feel somewhat unsettled, but I don't know why.
＊気分がドンヨリする
I feel down/I don't feel myself.
＊気分がムカムカする
I feel kind of yucky.
＊気分がオドオドする
I feel unsettled.
＊心も体もグッタリ
I am totally worn out.
＊心がズッシリ重い
I feel like I have a heavy weight on me.
三角２横丁2012年4月号
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「日系人の強制収容所体験記（99年の愛）」

「日本への帰国準備」
日本への帰国までの期間が1年未満になった頃から、お子さんが現在通っている
学校に対して、帰国の準備を始めた方がいいでしょう。担任の先生には、いつが
帰国予定なのか、学期が始まる時に伝えておくことをおすすめします。特に、学
年末テスト（EOG）を受けてから帰国するのか、あるいは受ける前に帰国するの
かによって、先生のお子さんへの配慮が尐し変わってきます。
日本の学校に編入する場合、どの様な書類が必要になるのかも事
前に調べておく必要があります。アメリカの学校に在学したとい
う証明書が必要な場合がありますが、こちらの学校では、普通は
在学証明なるものがありません。学校の通知表に学校に通った期
間と欠席日数が書かれているので、それを在学証明書のようなも
のとして使うことになります。
自治体によって在学証明書のフォームがある場合は、それに書き入れてもらえる
よう担任の先生又は校長先生にあらかじめ頼んでおきましょう。フォームが自由
な場合は、自分であらかじめ英語で作成しておき、必要な箇所に書き入れてもら
い校長のサインをもらうという方法もあります。いずれにしても、このような証
明書や成績証には時間がかかるので、余裕をもって学校に提
出した方がいいでしょう。
クラスでお別れ会などを計画してもらう場合も、自分の方で
計画する場合も、かなり前もって担任の先生と相談し、どん
な食べ物を持って行くのか、クラスの皆でどんなことをする
かなどを決めなくてはいけません。忘れられない思い出とな
るようなお別れ会を演出することで、お子さんにとってのア
メリカ滞在が良き思い出になることでしょう。
また、高校の場合は、帰国までに必要な卒業卖位を取る事ができるのかなどを調
べる必要があります。期間が短い場合でも、オンラインでクラスを取るなどして
卖位を履修することもできるので、詳しく学校のカウンセラーと相談するといい
でしょう。前もって計画をたてておけば、時間を無駄にすることなく学校生活を
過ごし卖位を取ることができます。高校の成績証明書は、日本で帰国子女枞の入
試を受ける上で必ず必要となってくるので、何通か余分に取り寄せ
ておくことをおすすめします。また今後、もっと成績証明書が必要
になる場合も考えて、どうやって日本から取り寄せられるのかもこ
ちらにいる間に調べておくとよいかもしれません。
帰国前は何かと慌ただしいですから、前もってしっかりと計画をた
てて準備しておくようにしてください。
（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）
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日系人が強制収容所に送られたということを知っていましたか？私は、渡米後数年
してから知りましたが、この度、体験者から直接お話を聞く機会を得ました。
サウス・カロライナ州で老後を過ごされている木多さんご夫婦は、太平洋戦争勃発
時は高校生で、別々の収容所を経験しました。日系人は突然「敵性外国人」とみな
され、土地や家屋をただ同然で売却、銀行口座は凍結されました。また固定資産税
を払うことができず財産を没収された人も多かったそうです。この日系人の中には
木多さんたちのようにアメリカ生まれのアメリカ市民が大勢いました。
ご主人のRoyさんは、カリフォルニア州生まれの日系人です。仮収容所を経て、ワ
イオミング州の強制収用所に送られました。バラック小屋に住むことができたのは
いい方で、馬小屋を与えられた家族もいました。カリフォルニアの温暖な気候から
寒いワイオミングのボロ宿舎で過ごすことになり、寒さが堪えたということです。
奥様のYuriさんはワシントン州シアトル生まれで、戦争勃発時は、教会に行った
り、ガールスカウトをしたり、スイミングなどのスポーツをしたりして、普通のア
メリカ人高校生と同じ生活を送っていました。しかし、突然、2、3日中に持てるだ
けの荷物をまとめておくように言われ、行く先もわからないままバスに乗せられ、
ワシントン州の仮収容所に連れて行かれました。家族毎に与えられた番号を首にか
け、まず大きな布の袋に藁をつめさせられました。それがマットレスになりまし
た。最終的にはアイダホ州の強制収容所に送られました。収容所の仮設宿舎は隙間
だらけの建物で、一家全員が大きな部屋に住むのでプライバシーはありませんでし
た。周囲は鉄条網で囲まれ、見張りの塔の上と周囲には機関銃をもった兵隊が監視
していました。Yuriさんの場合は、教会の牧師さん（アメリカ人）が家族と共に収
容所の近くの町に引越し、収容所に入った信徒のお世話をしてくれたおかげで、収
容所から出て高校に通い卒業することができました。しかし、知り合いの中には、
日本語の教師をしていたうえ、戦争勃発直前に日本へ帰国したということでスパイ
だと疑われ、軍隊に拉致され行方不明になった人もいました。
お二人とも米国生まれで、祖国は米国で、しかもキリスト教信者なのに、日本人の
血を受けているというだけで、偏見により不当な扱いを受けました。しかし、キリ
スト教会のおかげで高校を卒業し、その後、努力して立派な生活を送ることができ
ました。日系人から奪われた銀行口座の資金は後ほど返還されました。
収容所にいる家族のために軍隊に志願した日系二世の男性も多くいました。あの有
名な第442連隊戦闘団は激戦地で勇猛果敢な戦いぶりを示し、多くの死傷者を出
し、多くの勲章を受けました。その勇敢な日系兵士の働きのおかげで、日系人の評
価が改善されたのです。1924年移民法のもとでアジア出身者の移民は厳しく規制さ
れ、アメリカに帰化することができなかったのですが、1952年に移民国籍法が施行
されてから帰化権を得られるようになりました。
今日、私たち日本人は勤勉で信頼できる人々としてアメリカ
でも高く評価されていますが、これは日系移民が一生懸命に
働きその礎を築いたからです。人種や祖国を理由に迫害を受
けずに自由に暮らせる今の生活は、どんなに幸せであるかと
いうことを感謝して毎日を過ごしたいものです。
（順子ギルバート：福島県出身、Advance在住、米国公認会計士、
翻訳者）
三角２横丁2012年4月号
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子育ては親育て

トライアッド NEWS

「子供部屋のおかたづけ」

ホール・フーズが、近々グリーンズボロのFriendlyセンターにオープン予定。場所
はフレンドリーショッピングセンターのSearsの建物の中で、昨年の夏頃から改装
工事がスタートしていました。外観からは、今すぐにでもオープンできそうな雰囲
気ですが、4月にOpenといわれているだけで、はっきりした開店日は発表されてい
ません。現在、内装や配管工事などの最終チェックに入っている模様です。
近くにTrader Joe’s も進出を狙っていますが、こちらは賛否両論で、Friendlyセ
ンター付近の住民の反対も強く、具体的事項は未定です。
5月・6月のフェスティバル！
１．Washington Terrace Park Easter Egg Hunt & Parade
日時: 4月6日
パレード9:30am エッグハント11am
場所: Washington Terrace Park, High Point, NC
Produced by: High Point Parks & Rec Dept Phone: 336-883-3502
Email: sherry.paul@highpointnc.gov
Website: www.highpointnc.gov/pr/special_events.cfm
エッグハントの後は、カーニバルアトラクションあり。エッグハントは2歳か
ら10歳の子供なら誰でも参加できます。パレードに参加したい場合は4月4日ま
でに無料登録が必要です。
２．Kernersville Spring Folly カーナズビル 春のフェスティバル
日時: 5月4日～5月6日
場所：Downtown Kernersville, NC
Produced by: Kernersville Spring Folly Festival
Phone: 336-993-4521
Email: bruceboyer@kernersvillenc.com
Website: www.kernersvillespringfolly.com/

今回は2歳からの子供達の身の回りの整理整頓についてお話しします。
子供は2歳頃から物の順序や行動する順番など身の回りを規則的に整えることによ
り精神的な安定と自分自身での躾を身につけていきます。たくさんの玩具やDVD、
TVゲームが雑然とおいてあると子供は必要以上に刺激を受け過ぎて、ひとつのこ
とに集中できなくなってしまいます。ひとつのことを繰り返しすることで子供は
肉体的精神的発達を進めていきます。
玩具は種類別 (パズル、ブロック、乗り物、人形など) に一つか二つだけ部屋に
置き、子供が使わなくなった物から頻繁に変えていきましょう。それぞれ置く場
所を定め、一つ使い終わったら必ず元の場所に片付けさせましょう。最初は練習
が必要ですが、子供は思ったより早くこの習慣を歯磨きや食事をする時と同じ感
覚で吸収していきます。
私は教師という職業柄、毎年家庭訪問をしますが、玩具やDVD、TVゲームがそこら
中に雑然と置かれているご家庭が大半です。一度にたくさん
の物を順序なく与えてしまうことは、子供の正常な発達を妨
げることになります。
((

Whole Foods Marketオープン間近

外で遊ぶ子供達を考えてみてください。浜辺では波や砂、
山では石や枝など自然のなかにある卖純、そして数尐な
い物で何時間も遊ぶことができます。シンプルで秩序の
ある環境をつくることは子供の集中力や創造性を育てる
には不可欠なことです。
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、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！

Toshi’s CAFÉ

109 Conner Dr. Building III, Suite 103
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-4151

www.acupuncturehealingcenter.org

5710 High Point Rd. STE FF
Greensboro, NC 27407
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

20

三角横丁2012年4月号

www.toshiscafe.com
336-297-2288

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２横丁2012年4月号
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子供に健康的な食習慣を身につけさせるために今できること（１）
食べ物の嗜好の70%～80%は、2歳から5歳まで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は、将来、健康的な食生活を送るため
の重要なKeyです。親は子供に一番大きな影響を与え、模範となる存在です。米国
農務省が、子供に健康的な食習慣を身につけさせるために、すぐに実行できそう
な10のアドバイスを掲載しています。今回はそのうちの5つを紹介します。
1．実際に食べているところを子供に見せましょう！
野菜、果物、全粒穀物を食事の一部として、またはおやつとして子供に食べさ
せましょう。親が野菜や果物をおいしく食べている姿を子供に見せてあげまし
ょう。
2．一緒に買い物に行きましょう！
一緒に食料品を買いに行くことによって、子供達は食べ物のこと、栄養のこと
を学ぶことができます。野菜、果物、穀物、乳製品、魚はどこからくるのか、
一緒に話し合ってみましょう。買い物中、子供に健康な食材を選ばせること
も大事です。
3．キッチンで子供と一緒に調理を！
クッキー型などを使って子供と一緒に食材をいろんな形にくり抜
いてみましょう。「○○ちゃんが作ったサラダ」「○○君が作っ
たスープ」というふうに子供の名前を使って食卓に出しましょう。
4．食卓にはみんな同じ食べ物を！
子供にだけ違う食べ物を与えるのはやめましょう。
5．食べ物ではなく、心遣いや配慮でご褒美を！
お菓子やデザートをご褒美としてあげるのはやめましょう。お菓子やデザート
をご褒美であげることによって、子供達はお菓子やデザートは他の食べ物より
良いものだと考えてしまいます。ご褒美は、食べ物ではなく、ハグや言葉で
しましょう。
次号では残りの5つのアドバイスを紹介します。
参考：United States Department of Agriculture. Center for Nutrition Policy and
Promotion. (2011). 10 Tips be a healthy role model for children.

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生）

Greensboro Grasshoppers ４月５月の試合スケジュール
４月：5 6 7 8 9 10 *11 19 20 21 22
５月：2 3 4 5 6 7 *8 14 15 *16 17 18 19
＊マークは昼間の試合
アンダーラインは花火の日
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子供の野球サマーキャンプ
選手がコーチとなるサマーキャンプは子供達に大人気。
これは、かなり人気のあるキャンプなので、早めの予約が必要です。
お問い合わせは下記へ。
電話 336-268-2255
ウェブサイト www.milb.com/index.jsp?sid=t477
グリーンズボロのお勧めスポット「ファーマーズマーケット」
花々が大変美しい季節になりました。この時期から
秋にかけて活気づくのがファーマーズマーケット。
グリーンズボロには２つファーマーズマーケットが
あります。
お勧めは、オバマ氏も立ち寄ったことのある、ダウ
ンタウンの「Greensboro Farmers' Curb Market」
です。水曜日と土曜日のみのオープンとなります
が、土曜日の方が週末とあって賑やか。地元の農家
の方達とのおしゃべりもとても楽しく、ローカルな
食べ物や工芸品についていろいろ学ぶことができま
す。新鮮な野菜、果物、取り立ての卵、植物（花や
木）、植物の苗、工芸品（アクセサリー、手製のエ
プロンや子供服、陶芸）の他にも、コーヒー、お茶、焼きたてのパン、ペースト
リー（フランス、ギリシャ）等も販売されています。
もうひとつのファーマーズマーケット「Piedmont Triad Farmers Market」は、I40の サ ン デ ィ ー リ ッ ジ の 出 口 か ら す ぐ の と こ ろ に あ り ま す。Piedmont Triad
ファーマーズマーケットは、州によって所有され、ノースカロライナ農務省に
よって運用される市場です。市場内にある手製のアイスクリームは人気も高くと
てもおいしいです。
Greensboro Farmers' Curb Market
住所：501 Yanceyville St. Greensboro, NC 27405
電話: 336-373-2402
時間：土曜日（年中）6am～12noon 水曜日 (5月から12月) 7am～1pm
Piedmont Triad Farmers Market
住所：2914 Sandy Ridge Rd # B Colfax, NC 27235
電話：336‐605-9157
時間：月曜日から日曜 7am～6pm
（ココママ：熊本出身、グリンズボロ在住）
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Greensboro

Triad Triad Triad
Triad Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad
「肝」を養ってストレス解消

Greensboroってどんな所？
Greensboroは、トライアングルから見ると東に位置し、RaleighからI-40で約126キ
ロの距離にあります。ノースカロライナ州内では3番目の人口を誇り、約27万人の
人たちが住んでいます。ちなみにRaleighの人口は40万人強です。
トライアングルが、Raleigh、Cary、Durham、Chapel Hillのエリアを指すように、
Greensboro の エ リ ア は ピ ー ド モ ン ト・ト ラ イ ア ッ ド と 呼 ば れ、Greensboro、
Winston-Salem、High Pointの地区を指します。
Greensboroという名前は、1781年3月15日のギルフォードコート・ハウスの戦闘時
の米軍の指揮官、尐将のナサニエル・グリーンにちなんで命名されました。
1890年代に、ボルチモア州の Moses and Caesar Cone (モーゼスとシーザー・コー
ン)など北米の事業家らがグリーンズボロに注目し、大規模な織物工場をグリーン
ズボロに設立し、1900年までに单部の繊維工業の中心と考えられる程に成長しまし
た。大規模工場はデニム、フランネル、およびオーバーオールを製造し町はどんど
ん繁栄していきました。グリーンスボロを都市に発展させ、偉業を成し遂げたコー
ン兄弟の名前は、今も病院の名前（Cone Hospital)などに残っています。この辺り
は、テキスタイル事業の他、タバコ、家具産業の街としても有名です。また、グ
リーンズボロには、日系のホンダ・エアクラフト・カンパニーがあり、ホンダ・
ジェットなどの生産にあたっています。
City of Greensboro 公認ウェブサイト：www.greensboro-nc.gov
Raleigh

Greensboro

グリーンズボロにある主な大学
★

Bennett College
Elon University School of Law
Greensboro College
Guilford College
Technical Community College
North Carolina Agricultural and Technical State University
University of North Carolina at Greensboro

★

「病は気から」という言葉通り、ストレスは万病のもと。ストレスを溜めたまま
まにしておくと、さまざまな病気を引き起こす原因になります。特に春は自律神
経とかかわりの深い「肝」が影響を受けやすく、情緒不安定になりやすい季節。
肝を養ってストレスに負けない体質作りをしましょう。
東洋医学では、春は「肝」の季節に当たりますが、この「肝」は卖に肝臓という
臓器を指すだけでなく、血液の調節や新陳代謝、精神や感情の機能調整の働きも
司っています。つまり、春は精神と深いかかわりのある「肝」が影響を受けやす
く、「五月病」という言葉があるように、ストレスがたまってイライラしたり、
落ち着きを失ったり、自律神経のバランスが崩れて、精神不安定になりやすい季
節といえます。東洋医学では、「肝は血を蔵す」といわれる血液の貯蔵庫。さら
にその血液を通じて体の隅々に必要な栄養素を送り、老廃物を除去して新陳代謝
をコントロールする司令塔の役割をしています。
ストレスを溜めやすいのは、「肝」を機能させる栄養分が足りなくなり、流れが
滞っているタイプの人に多く見られます。目の痛みやめまい、立ちくらみ、冷
え、肌荒れ、イライラや不眠、肩こり、生理痛や頭痛などの症状が現れるのが特
徴です。こうした症状を改善するには、血を補う、血行を促進させて「肝」の機
能を高めることが大切です。
自然の営みはとてもよくできていて、その季節に起こりやすい
病気や体調不良は、その季節の旪の食べ物が癒してくれるとい
うわけです。春は緑の季節ですが、セロリやせり、ほうれん
草、にらなどの尐し苦味のある緑の野菜は、イライラや興奮状
態などの精神を安定させる働きを持っています。また、気持ち
の高ぶりを抑える菊花をおひたしにしたり、酢の物にしたり、
菊花茶もお勧めです。滋養強壮作用のあるクコを一緒にとると、
気分を安定させるだけでなく、目の疲れや充血にも効果的です。
（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢
方薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務）

お勧めアクティビティ「野球の試合観戦」
Greensboro Grasshoppers (正式名称：Greensboro Bats and the Greensboro Hornets) は、マイナーリーグの野球チームです。单部大西洋リーグのクラスAチーム
で、2003年以降はマイアミマーリンズ(Miami Marlins)の二軍として活躍していま
す。試合は春から秋にかけて、ダウンタウンの New Bridge Bank Parkで行われ、
試合後に打ち上げられる花火も、見忚えがあります。今年は４月５日（木曜日）が
観戦初日となり、花火も４月５、６、７日と連続で予定されています。チケットは
球場入り口付近のチケット売り場か、オンラインで購入可。
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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
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根木暁/Akira Negi
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
自然の中で野生動物が生きる姿を捉えたドキュメンタリー映画
「Chimpanzee」「To The Arctic 」は世代を超えて楽しめる映像でリフ
レッシュ効果も大。戦争を通して人間の原点を見つめる韓国映画「マイ
ウェイ」はハリウッド映画と一線を画す作品。 (緋美瑚: 東京都出身、フリーライター）

Think Like A Man (コメディー、ロマンス) PG13、4/20公開
恋人へのアドバイス本を真に受けてしまう女性たちに慌てる男性たち。映画のサウンドト
ラックで使われたジェニファー・ハドソンの歌声が既にセンセーションを巻き起こしている。
The Five-Year Engagement (コメディー、ロマンス) R、4/27公開
「The 40-Year-Old Virgin」のプロデューサーによる恋愛コメディー。婚約はしたものの、彼
女の仕事で遠距離になり、式が2年延び、昇進で更に2年延び・・・もういつ結婚できるの?

Titanic in 3D （ドラマ、アドベンチャー） PG13、4/4公開
一世を風靡したレオナルド・デカプリオとケイト・ウィンスレットの「タイタニック」が３D化。座
礁した豪華客船の惨事。セリーヌ・ディオンの歌声と名場面の数々。あの感動をもう一度。

The Pirates! Band of Misfits (ファミリー、アニメ) PG、4/27公開
ドジな髭面の海賊キャプテン（声：ヒュー・グラント）は、「Pirate of the Year」に選ばれた
い。ライバルのブラック・ベラミーやカトラスに負けないように悪戦苦闘するクレイ・アニメ。

American Reunion (コメディー) R、4/6公開
若い頃、バカ騒ぎばかりしていた「アメリカンパイ」の皆が集まって同窓会！結婚して家庭を
持ったり、子供が出来たりして大人になったけれど、やっぱり集まればもう騒ぐしかないね!

Marvel's The Avengers (アクション、アドベンチャー) NR、5/4公開
「アイロンマン」「キャプテン・アメリカ」などのスーパー・ヒーローものを作り出したチームに
よる冒険映画。地球の安全を脅かす敵に立ち向かうのは、SHEILDと呼ばれる平和部隊。

The Cabin in the Wood （アクション、ファンタジー、ホラー） R、４/13
若者のグループが、キャンピングカーで人里離れた森の中へ。彼らを待ち受けていたのは
秘密めいたキャビンで起こる恐ろしい怪奇。その場所は何者かによって操られていたのだ。

The Perfect Family (コメディー、ドラマ) PG13、5/4公開
熱心なカソリック教徒のアイリーンは「Catholic Women of the Year」に応募する。自信が
あったのだが、最終審査で自分の「とても自慢できない」家族を紹介しなければならない。

The Three Stooges (コメディー) PG、4/13公開
1950年代にアメリカでテレビを見ていた世代にはとても懐かしいラーリー、カーリー、モー
の三人組がしでかす元祖喜劇と言ってもいいドタバタコメディー。今回はちょっと現代風に。

The Dictator (コメディー) NR、5/11公開
イラクの元独裁者サダム・フセインが書いた（という噂だけの）ベストセラー小説を元にし
たコメディー。民主主義が自国に訪れないことを願う若きフセインのニューヨークへの旅。

Chimpanzee (実話、アドベンチャー) G、4/20公開
ディズニーによるアフリカの奥地に住むチンパンジーのオスカーとその家族を追ったドキュ
メンタリー。チンパンジーの知能の高さ、集団結束の強さ、そして自然の素晴らしさに感動。

Dark Shadow (スリラー) NR、5/11公開
18世紀にイギリスからアメリカに渡ったコリンズ夫婦の息子バーナバス（ジョニー・デップ）
は、魔女の逆鱗に触れ、20年間埋められていたが、眠りから覚めバンパイアとして蘇る。

The Lucky One (ドラマ、ロマンス) NR、4/20公開
NC在住の泣かせる作家ニコラス・スパークスの作品を映画化。戦場で偶然拾った一枚の
写真がローガンを常に守ってくれた。イラクから帰還して、ローガンは写真の女性を探す。

What to Expect When You're Expecting (コメディー、ロマンス) PG13、5/18公開
ニューヨーク・タイムスの同名のベストセラー本にヒントを得た映画。妊娠して親になるっ
て自分の人生が180度変わる大事件! キャメロン・ディアス、ジェニファー・ロペスが出演。

To The Arctic 3D (ドキュメンタリー、IMAX) G、4/20公開
北極に住むポーラーベアの母親と生後6ヶ月の二頭の子供を追うドキュメンタリー。真っ白
の氷に閉ざされた厳しい環境で生きる彼らの姿と、目を見張る北極の美しい自然を３Dで。

Battleship (アクション、アドベンチャー) NR、5/18公開
Hasbroから出たクラッシックゲームを元にした「ハンコック」のピーター・バーグ監督による
壮大なスケールの海軍戦闘映画。海から謎の巨大物体が現れ地球全体を襲い始める。

My Way (ドラマ、戦争) NR、4/20公開
日中戦争から第二次世界大戦までの間、日本人兵士（オダギリジョー）と韓国人兵士（チャ
ン・ドンゴン）の長期に渡る憎しみが友情に変わるまでを描く味わい深い秀作の韓国映画。
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Men in Black 3 (アクション、SF、コメディー、3D・IMAX) PG13、5/28公開
大ヒットとなった「Men in Black」の第３弾が３Dで登場。全身黒づくめのMIBのJ（ウィル・ス
ミス）とK(トミー・リー・ジョーンズ）は地球に隠れて住んでいる異星人の暴走を監視する。
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Triad Triad Triad
Triad Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad
「肝」を養ってストレス解消
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1890年代に、ボルチモア州の Moses and Caesar Cone (モーゼスとシーザー・コー
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経とかかわりの深い「肝」が影響を受けやすく、情緒不安定になりやすい季節。
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子供に健康的な食習慣を身につけさせるために今できること（１）
食べ物の嗜好の70%～80%は、2歳から5歳まで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は、将来、健康的な食生活を送るため
の重要なKeyです。親は子供に一番大きな影響を与え、模範となる存在です。米国
農務省が、子供に健康的な食習慣を身につけさせるために、すぐに実行できそう
な10のアドバイスを掲載しています。今回はそのうちの5つを紹介します。
1．実際に食べているところを子供に見せましょう！
野菜、果物、全粒穀物を食事の一部として、またはおやつとして子供に食べさ
せましょう。親が野菜や果物をおいしく食べている姿を子供に見せてあげまし
ょう。
2．一緒に買い物に行きましょう！
一緒に食料品を買いに行くことによって、子供達は食べ物のこと、栄養のこと
を学ぶことができます。野菜、果物、穀物、乳製品、魚はどこからくるのか、
一緒に話し合ってみましょう。買い物中、子供に健康な食材を選ばせること
も大事です。
3．キッチンで子供と一緒に調理を！
クッキー型などを使って子供と一緒に食材をいろんな形にくり抜
いてみましょう。「○○ちゃんが作ったサラダ」「○○君が作っ
たスープ」というふうに子供の名前を使って食卓に出しましょう。
4．食卓にはみんな同じ食べ物を！
子供にだけ違う食べ物を与えるのはやめましょう。
5．食べ物ではなく、心遣いや配慮でご褒美を！
お菓子やデザートをご褒美としてあげるのはやめましょう。お菓子やデザート
をご褒美であげることによって、子供達はお菓子やデザートは他の食べ物より
良いものだと考えてしまいます。ご褒美は、食べ物ではなく、ハグや言葉で
しましょう。
次号では残りの5つのアドバイスを紹介します。
参考：United States Department of Agriculture. Center for Nutrition Policy and
Promotion. (2011). 10 Tips be a healthy role model for children.

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生）

Greensboro Grasshoppers ４月５月の試合スケジュール
４月：5 6 7 8 9 10 *11 19 20 21 22
５月：2 3 4 5 6 7 *8 14 15 *16 17 18 19
＊マークは昼間の試合
アンダーラインは花火の日
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子供の野球サマーキャンプ
選手がコーチとなるサマーキャンプは子供達に大人気。
これは、かなり人気のあるキャンプなので、早めの予約が必要です。
お問い合わせは下記へ。
電話 336-268-2255
ウェブサイト www.milb.com/index.jsp?sid=t477
グリーンズボロのお勧めスポット「ファーマーズマーケット」
花々が大変美しい季節になりました。この時期から
秋にかけて活気づくのがファーマーズマーケット。
グリーンズボロには２つファーマーズマーケットが
あります。
お勧めは、オバマ氏も立ち寄ったことのある、ダウ
ンタウンの「Greensboro Farmers' Curb Market」
です。水曜日と土曜日のみのオープンとなります
が、土曜日の方が週末とあって賑やか。地元の農家
の方達とのおしゃべりもとても楽しく、ローカルな
食べ物や工芸品についていろいろ学ぶことができま
す。新鮮な野菜、果物、取り立ての卵、植物（花や
木）、植物の苗、工芸品（アクセサリー、手製のエ
プロンや子供服、陶芸）の他にも、コーヒー、お茶、焼きたてのパン、ペースト
リー（フランス、ギリシャ）等も販売されています。
もうひとつのファーマーズマーケット「Piedmont Triad Farmers Market」は、I40の サ ン デ ィ ー リ ッ ジ の 出 口 か ら す ぐ の と こ ろ に あ り ま す。Piedmont Triad
ファーマーズマーケットは、州によって所有され、ノースカロライナ農務省に
よって運用される市場です。市場内にある手製のアイスクリームは人気も高くと
てもおいしいです。
Greensboro Farmers' Curb Market
住所：501 Yanceyville St. Greensboro, NC 27405
電話: 336-373-2402
時間：土曜日（年中）6am～12noon 水曜日 (5月から12月) 7am～1pm
Piedmont Triad Farmers Market
住所：2914 Sandy Ridge Rd # B Colfax, NC 27235
電話：336‐605-9157
時間：月曜日から日曜 7am～6pm
（ココママ：熊本出身、グリンズボロ在住）
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子育ては親育て

トライアッド NEWS

「子供部屋のおかたづけ」

ホール・フーズが、近々グリーンズボロのFriendlyセンターにオープン予定。場所
はフレンドリーショッピングセンターのSearsの建物の中で、昨年の夏頃から改装
工事がスタートしていました。外観からは、今すぐにでもオープンできそうな雰囲
気ですが、4月にOpenといわれているだけで、はっきりした開店日は発表されてい
ません。現在、内装や配管工事などの最終チェックに入っている模様です。
近くにTrader Joe’s も進出を狙っていますが、こちらは賛否両論で、Friendlyセ
ンター付近の住民の反対も強く、具体的事項は未定です。
5月・6月のフェスティバル！
１．Washington Terrace Park Easter Egg Hunt & Parade
日時: 4月6日
パレード9:30am エッグハント11am
場所: Washington Terrace Park, High Point, NC
Produced by: High Point Parks & Rec Dept Phone: 336-883-3502
Email: sherry.paul@highpointnc.gov
Website: www.highpointnc.gov/pr/special_events.cfm
エッグハントの後は、カーニバルアトラクションあり。エッグハントは2歳か
ら10歳の子供なら誰でも参加できます。パレードに参加したい場合は4月4日ま
でに無料登録が必要です。
２．Kernersville Spring Folly カーナズビル 春のフェスティバル
日時: 5月4日～5月6日
場所：Downtown Kernersville, NC
Produced by: Kernersville Spring Folly Festival
Phone: 336-993-4521
Email: bruceboyer@kernersvillenc.com
Website: www.kernersvillespringfolly.com/

今回は2歳からの子供達の身の回りの整理整頓についてお話しします。
子供は2歳頃から物の順序や行動する順番など身の回りを規則的に整えることによ
り精神的な安定と自分自身での躾を身につけていきます。たくさんの玩具やDVD、
TVゲームが雑然とおいてあると子供は必要以上に刺激を受け過ぎて、ひとつのこ
とに集中できなくなってしまいます。ひとつのことを繰り返しすることで子供は
肉体的精神的発達を進めていきます。
玩具は種類別 (パズル、ブロック、乗り物、人形など) に一つか二つだけ部屋に
置き、子供が使わなくなった物から頻繁に変えていきましょう。それぞれ置く場
所を定め、一つ使い終わったら必ず元の場所に片付けさせましょう。最初は練習
が必要ですが、子供は思ったより早くこの習慣を歯磨きや食事をする時と同じ感
覚で吸収していきます。
私は教師という職業柄、毎年家庭訪問をしますが、玩具やDVD、TVゲームがそこら
中に雑然と置かれているご家庭が大半です。一度にたくさん
の物を順序なく与えてしまうことは、子供の正常な発達を妨
げることになります。
((

Whole Foods Marketオープン間近

外で遊ぶ子供達を考えてみてください。浜辺では波や砂、
山では石や枝など自然のなかにある卖純、そして数尐な
い物で何時間も遊ぶことができます。シンプルで秩序の
ある環境をつくることは子供の集中力や創造性を育てる
には不可欠なことです。
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、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！

Toshi’s CAFÉ

109 Conner Dr. Building III, Suite 103
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-4151

www.acupuncturehealingcenter.org

5710 High Point Rd. STE FF
Greensboro, NC 27407
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
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www.toshiscafe.com
336-297-2288

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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「日系人の強制収容所体験記（99年の愛）」

「日本への帰国準備」
日本への帰国までの期間が1年未満になった頃から、お子さんが現在通っている
学校に対して、帰国の準備を始めた方がいいでしょう。担任の先生には、いつが
帰国予定なのか、学期が始まる時に伝えておくことをおすすめします。特に、学
年末テスト（EOG）を受けてから帰国するのか、あるいは受ける前に帰国するの
かによって、先生のお子さんへの配慮が尐し変わってきます。
日本の学校に編入する場合、どの様な書類が必要になるのかも事
前に調べておく必要があります。アメリカの学校に在学したとい
う証明書が必要な場合がありますが、こちらの学校では、普通は
在学証明なるものがありません。学校の通知表に学校に通った期
間と欠席日数が書かれているので、それを在学証明書のようなも
のとして使うことになります。
自治体によって在学証明書のフォームがある場合は、それに書き入れてもらえる
よう担任の先生又は校長先生にあらかじめ頼んでおきましょう。フォームが自由
な場合は、自分であらかじめ英語で作成しておき、必要な箇所に書き入れてもら
い校長のサインをもらうという方法もあります。いずれにしても、このような証
明書や成績証には時間がかかるので、余裕をもって学校に提
出した方がいいでしょう。
クラスでお別れ会などを計画してもらう場合も、自分の方で
計画する場合も、かなり前もって担任の先生と相談し、どん
な食べ物を持って行くのか、クラスの皆でどんなことをする
かなどを決めなくてはいけません。忘れられない思い出とな
るようなお別れ会を演出することで、お子さんにとってのア
メリカ滞在が良き思い出になることでしょう。
また、高校の場合は、帰国までに必要な卒業卖位を取る事ができるのかなどを調
べる必要があります。期間が短い場合でも、オンラインでクラスを取るなどして
卖位を履修することもできるので、詳しく学校のカウンセラーと相談するといい
でしょう。前もって計画をたてておけば、時間を無駄にすることなく学校生活を
過ごし卖位を取ることができます。高校の成績証明書は、日本で帰国子女枞の入
試を受ける上で必ず必要となってくるので、何通か余分に取り寄せ
ておくことをおすすめします。また今後、もっと成績証明書が必要
になる場合も考えて、どうやって日本から取り寄せられるのかもこ
ちらにいる間に調べておくとよいかもしれません。
帰国前は何かと慌ただしいですから、前もってしっかりと計画をた
てて準備しておくようにしてください。
（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）
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日系人が強制収容所に送られたということを知っていましたか？私は、渡米後数年
してから知りましたが、この度、体験者から直接お話を聞く機会を得ました。
サウス・カロライナ州で老後を過ごされている木多さんご夫婦は、太平洋戦争勃発
時は高校生で、別々の収容所を経験しました。日系人は突然「敵性外国人」とみな
され、土地や家屋をただ同然で売却、銀行口座は凍結されました。また固定資産税
を払うことができず財産を没収された人も多かったそうです。この日系人の中には
木多さんたちのようにアメリカ生まれのアメリカ市民が大勢いました。
ご主人のRoyさんは、カリフォルニア州生まれの日系人です。仮収容所を経て、ワ
イオミング州の強制収用所に送られました。バラック小屋に住むことができたのは
いい方で、馬小屋を与えられた家族もいました。カリフォルニアの温暖な気候から
寒いワイオミングのボロ宿舎で過ごすことになり、寒さが堪えたということです。
奥様のYuriさんはワシントン州シアトル生まれで、戦争勃発時は、教会に行った
り、ガールスカウトをしたり、スイミングなどのスポーツをしたりして、普通のア
メリカ人高校生と同じ生活を送っていました。しかし、突然、2、3日中に持てるだ
けの荷物をまとめておくように言われ、行く先もわからないままバスに乗せられ、
ワシントン州の仮収容所に連れて行かれました。家族毎に与えられた番号を首にか
け、まず大きな布の袋に藁をつめさせられました。それがマットレスになりまし
た。最終的にはアイダホ州の強制収容所に送られました。収容所の仮設宿舎は隙間
だらけの建物で、一家全員が大きな部屋に住むのでプライバシーはありませんでし
た。周囲は鉄条網で囲まれ、見張りの塔の上と周囲には機関銃をもった兵隊が監視
していました。Yuriさんの場合は、教会の牧師さん（アメリカ人）が家族と共に収
容所の近くの町に引越し、収容所に入った信徒のお世話をしてくれたおかげで、収
容所から出て高校に通い卒業することができました。しかし、知り合いの中には、
日本語の教師をしていたうえ、戦争勃発直前に日本へ帰国したということでスパイ
だと疑われ、軍隊に拉致され行方不明になった人もいました。
お二人とも米国生まれで、祖国は米国で、しかもキリスト教信者なのに、日本人の
血を受けているというだけで、偏見により不当な扱いを受けました。しかし、キリ
スト教会のおかげで高校を卒業し、その後、努力して立派な生活を送ることができ
ました。日系人から奪われた銀行口座の資金は後ほど返還されました。
収容所にいる家族のために軍隊に志願した日系二世の男性も多くいました。あの有
名な第442連隊戦闘団は激戦地で勇猛果敢な戦いぶりを示し、多くの死傷者を出
し、多くの勲章を受けました。その勇敢な日系兵士の働きのおかげで、日系人の評
価が改善されたのです。1924年移民法のもとでアジア出身者の移民は厳しく規制さ
れ、アメリカに帰化することができなかったのですが、1952年に移民国籍法が施行
されてから帰化権を得られるようになりました。
今日、私たち日本人は勤勉で信頼できる人々としてアメリカ
でも高く評価されていますが、これは日系移民が一生懸命に
働きその礎を築いたからです。人種や祖国を理由に迫害を受
けずに自由に暮らせる今の生活は、どんなに幸せであるかと
いうことを感謝して毎日を過ごしたいものです。
（順子ギルバート：福島県出身、Advance在住、米国公認会計士、
翻訳者）
三角２横丁2012年4月号
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赤い小鳥とブルーな生活
「健全なる魂と健全なる肉体」
“A Sound Mind & A Sound Body”
冷えるだの寒いだのと愚痴っていたら花が咲き、あっという間の春である。年々早
まっていく夏時間の到来に違和感を覚えまくりの今日この頃。暦と陽気が一致しな
いのは当たり前、ましてや季節先取りが洒落っぽいと考える日本人のこと、そこは
ぐっと我慢して、腹巻で自己防衛といきたい。元より若い子たちの服装に季節感は
薄く、真冬にビーサン、真夏にブーツなど当たり前。気候よりはおしゃれ、おしゃ
れよりは流行、流行よりは横着、といった状態で、一年中、同じような服装でいる
のも頷ける。
「Abercrombie & Fitch（通称アバクロ）」という日本でも人気
の若者向けブランドがある。ここの店頭巨大ポスターは、いつ見
ても「素肌にシャツを羽織った兄ちゃん」で構成されている。持
ち帰り用の紙袋にもデカデカと白黒半裸写真が印刷されており、
日本のお堅い会社で出勤に使えば、セクハラ騒動勃発ではないか
と心配になる大胆さ。しかも、二次元では止まらず、生身のモデ
ルをまさにあの格好で店頭に配し客寄せしてしまうのが、この会
社のすごいところ。そして、兄ちゃんに密着して一緒に写真を撮
るおばちゃんが次々と群がるのがアメリカのすごいところだ。
人々が薄着になるのは春だからという理由だけではない。アバクロ兄ちゃんはバイ
トで脱ぐ。パラリンピックの資金稼ぎにアスリートが脱ぐ。動物保護のために俳優
が脱ぐ。そして、子供の憧れ、消防士も脱ぐ。不幸にも現場で怪我、殉職をした消
防士やその家族への援助を主な目的に、消防士たちは様々な形の募金活動を行って
いる。例えば、ニューヨーク消防署の公式カレンダーは有名で、現役消防士たちが
その鍛え上げた肉体美と笑顔で12ヶ月を飾る。売り上げは基金に寄付され、イン
ターネット書店でも注文可能という、全米、いや、世界規模の作戦である。
地元密着型もある。お子様相手のイベントは、おまけシールを配
り、はしご車にちょろっと触らせるといった火災予防キャンペー
ンが中心。だが、寄付金を集めるとなればアダルト対象、キャン
ペーン・ボーイズの出番である。なんと消防士自らが、自分たち
の生写真を並べて売り、買うとサインを入れてくれる。さらに、
その場で2ショット写真も撮れるという、まさにカメラ必携のアイ
ドル商法。一般人のサインや写真に付加価値がある訳ではない
が、あくまで寄付なので、そこはジョークのようなものだ。もち
ろん、生写真も、その場の消防士たちも、シャツなし、ワークパ
ンツのみの姿である。ちなみに、男女平等が進むアメリカのこ
と、女性消防士も数多くいるが、この手のイベントでは残念なが
ら男性しか見たことがない。
人命救助に尽くす彼らを見ると協力しようと思う。が、衆人環視の中、裸のお兄さ
んの腰に手を回して写真撮影をするには、おばちゃん度がまだ足りない。テーブル
上のガラス瓶にこっそりお金を入れて勘弁して貰おう。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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海外旅行に出る時は陸路で国境を越えるように努めている。島
国で育った影響か、列車や車ですぐの所に違う国が在るという
ことが興味深く感じる。そしてその差を感じるのがおもしろい。
米国なら、メキシコとカナダがある。カナダなんて、と思ったら、突然道路標識が
フランス語併記のメートル法になったり、意外と差を感じる。メキシコならなおさ
らだ。メキシコのティファナは、アメリカ最寄の街ということで活気があるが、ア
メリカ側は場末の雰囲気だった。そして、高いところから見ると、住宅密集地のメ
キシコ側に対し、アメリカ側は寂れたように見える。この国境は、徒歩で越えられ
るのもおもしろいところだと思う。
その他で印象に残っているのは、ハンガリーからユーゴスラビアへの入国だ。20年
近く前だが、ローカル線で国境を越えたら、列車内は全員ハンガリーへ買出しに行
った帰りのユーゴの人だった。その頃は経済封鎖されていたユーゴ、物資不足を物
語っていた。国境で日本の旅券を出したらかなり驚かれ、そのことが車内で話題に
なったようで、当時国連でユーゴ問題担当だった明石康さんの名前が話題になって
いた。日本人といえば明石さんだったのだろう。言葉は全くわからなかったが、そ
の名前だけは聞き取れた。
飛行機で突然外国に着いたのでは分からないこともいろいろとある。是非、国境は
陸路で越えてみてほしい。
（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、旅行会社Travelink Chapel Hill支店長）
こんなとき、どう言うの？

五月病？
日本で過ごす5月には、ご褒美のゴールデンウィークがありますが、それを過ぎると、疲
れと共にやってくる五月病…。 慣れない環境と季節の変わり目からか、なんとなく心と体
がだるくなる、そんな時期でもありますね。アメリカでは、ゴールデンウィークは幻ですが、
五月病も幻にしてしまいましょう！ みずみずしい新緑と共にイキイキと過ごしましょう！
＊気分がモヤモヤする
I feel somewhat unsettled, but I don't know why.
＊気分がドンヨリする
I feel down/I don't feel myself.
＊気分がムカムカする
I feel kind of yucky.
＊気分がオドオドする
I feel unsettled.
＊心も体もグッタリ
I am totally worn out.
＊心がズッシリ重い
I feel like I have a heavy weight on me.
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おかねのおはなし
「ディーラーの仕事」
履歴書を見てよく聞かれる。「ディーラーっどんな仕事？」…というわけで、今
回は、以前勤めていた外資銀行・証券部の事情を中心に紹介します。
約13～17年前に勤めていた銀行(投資・商業銀行と称する)は、銀行業務と商業業
務(資産運用・融資)からなっていて、私はその証券部で、日経225/300先物オプ
ションの売買を5年間していました。外資か邦銀かによっても違うらしいです
が、当銀行の場合、トレーダー(私のパートナー/上司)は顧客の注文(といっても
会社の運用資産なので桁違い)を自分でリスクを負って売買取引のポジションを
取ります。利益の数パーセントが銀行に入ります。
実力勝負の世界なので、勤めていた間に私のト
レーダーは5人交代。ディーラーは自己売買のポ
ジションは持たないで、会社の資金内またはト
レーダーの取引範囲内での取引を任されます。
取引には秒読み卖位の最大の集中力を要し、損
し たら瞬 時にト レーダ ーか ら大声 で怒声を浴
び、売買取引の瞬間の緊張が精神苦痛になり、
十円ハゲになる人、ストレスからタバコを吸い
始める人、胃潰瘍になる人など、とにかく長続
きしない職業らしいです。
寄り付き前の8:30amから前場12:00pm、そして昼食後から15:00迄の後場の取引中
ずっとバイカイ(225リアルタイム値段動向)を読むバイカイ屋というのが数グ
ループに一人いて、二人のディーラーとバイカイ屋は目の前の8～10台のPCを同
時に観察し、動向・情報を収集し、トレンドを読みます。注文はPCのキー入力な
ので、とにかく速さと確実さを要求されます。場中の約3時間はお手洗いも行け
ません。注文が約定成立できたら「Gold Finger!」と賞賛され、不成立だとト
レーダーの母国語で思いっきりののしられます。怖くて涙を流す女子もいまし
た。英語が喋れても金融用語は別世界。ロング、ショート、プット、コール、
SQ、ヘッジ、サーキットブレーカー、Futureなど、同じ英語の卖語でも金融では
別の意味です。

「煤（すす）とホコリ」
今年は暖冬の様子ですが、やっぱりストーブは必
要です。でも最近、ストーブでの燃え具合が悪く
て煙が上に上がっていかないのです。煙突の直径
は15センチぐらいあるからつまるわけないし、確
か去年か一昨年掃除したばかり。業者に掃除して
もらうと150ドルかかる！ので今回は自分でやっ
てみることにしました。
屋根に上るのも久しぶりですが、トレーラーハウスの良い所は屋根勾配が
標準の住宅に比べてかなりゆるく落ちる事故率が低い。煙突の先には金網
の部分がありましてどうやらそこが詰まってしまい空気が流れない！たぶ
ん十分に乾燥した木を燃やさなかったので煤が多量に出ていたのでしょ
う。今年は全然薪が足らずに割ったばかりのを燃やしていましたから。金
網の目も1/2インチぐらいだと小さくてつまりやすいようなので、取り外
したついでにその目を大きくしようと1インチごとに切ってみました。これで尐し
は時間が稼げるかな。理想は2年ぐらい薪を放って乾燥させるのがよいのですが、
なかなか現実はうまくいきません。それがこの世の習いかも知れない。
煤に限らず、家のほこりも、学生アパートメントのゴミ
も無くなることはまずありません。人が活動する限り大
なり小なり発生するものですから、毎日の掃除、後始末
が欠かせない。目には見えませんが、心も同じ事で人間
は「妬み」「怒り」「悲しみ」など様々なホコリを発生
してしまいます。それは忘れることは出来ますが消える
ことはありません。そして、実は掃除が必要です。それ
をしないと反動が返ってきます。残念ながら今の教育制
度では教えてくれません。果たしてキリスト教の「懺
悔」で掃除することが出来るかは知りません。仏教の
「苦行」では無くなりません。疑問に思う人がいない、教える人がいないという世
の中に僕らは住んでいます。
(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/)

1935年に建てられた大阪証券取引所の建物内でのオフィス。1995年の惨事、阪神
大震災当日も取引は続行されました。ヘリコプター中継のテレビを横目に、大き
な余震に悲鳴を上げながら、東京のトレーダーからの注文だけは売買実行。
我が国における取引所の起源は、江戸時代(1652～1673）当時の経済の中心で
あった大阪に設けられた米穀取引所にさかのぼります。全国各地の諸藩はこの地
に蔵屋敶を設け、年貢米を回送・貯蔵し商人に売却。その中で最も有力な商人
「淀屋」は、現在の淀屋橋の单詰めに居を構え盛んに売買を行ったことから、次
第に他の商人たちも集まり一つの市場を形成。(参照:大証歴史) なるほどっ、
米穀からとはまさに現在のデリバティブ(金融派生商品)取引。トレーダーはその
昔、相場師と呼ばれていたそう。今度から履歴書にそう書いてみようかな。
(伊達知巳：大阪出身、Apex在住、元正米取引・相場師)
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UNCの学生に聞いた…

おいしい韓国料理レストラン

法律相談 「ちょっと教えてください」

12月号でご紹介させていただいたUNCのインド人学生に聞いたおいしいインド料理
のレストランの記事が好評だったとお聞きしましたので、今回は韓国人学生に聞い
てみました。また「どのスーパーのキムチがおいしい？」と聞いたところ、Shilla
Oriental MarketとS-Martの白菜キムチがおいしいと言っていました。レストラン
に直接交渉すれば、レストランで出しているキムチを販売してくれるお店もあるよ
うです。

扶養家族の労働は可能ですか？
ご主人の仕事でアメリカについてきた奥様たちは働けるのでしょうか。
細かく制約や条件などありますが、大きく二つのグループに分けてみました。
１．働けないビザ：下記をお持ちの扶養家族（＝配偶者・子）は働けません

１位： Seoul Garden 獲得票数32
韓国と言えば、カルビ、ブルコギ、サムギョプサルなどの焼肉。本場の焼肉が食べ
られるということもあり、韓国人学生のほとんどが支持するお店です。韓国焼酎、
マッコリなど韓国のアルコールが豊富なのも1位の理由のようです。
住所：4701 Atlantic Ave (E Millbrook Road) Raleigh, NC 27617
電話：(919) 850-9984

一時労働ビザ
H-1B 専門職能者（学士号・大卒か実務・経験が取得の条件）
E-1 企業から派遣される駐在員や貿易家

２位：Inter Korea 獲得票数26
昨年の秋にオープンした新しい中華系韓国料理店で、2軒の韓国料理店（Chosun Ok
と Vit Goal Tofu）のす ぐそば にあ ります。中 華系 という こと もあり、ジ ャー
ジャー麺やジャンポンといった麺類が人気なので、ランチ向きのお店です。
住所：4731 NC Hwy 55 Durham, NC 27713 電話：(919) 572-9132

学生ビザ
F-2 学生

３位：Minga 獲得票数25
UNCから近く、ランチ、ディナーともにメニューが豊富だということで3位にランク
されました。昼ならランチメニュー（麺、ご飯類、お弁当）、夜は2～3人でカム
ジャタン（豚の背骨とじゃがいもを煮込んだ鍋）などの鍋料理もおススメです。
住所：116 Old Durham Rd Chapel Hill, NC 27517 電話：(919) 933-1773
（Katsu：チャペルヒル在住）

観光ビザ
B-1 商用短期訪問、
B-2 観光、知人訪問などの短期訪問

２．働けるビザ
F-1 学生本人は週20時間以内のキャンパス内での労働のみ可能。研究や訓練に限り
時間外も認められます。
E-2 投資家(会社設立など)とその家族はFormI-765の申請にてアメリカ内での就労可
能(21歳以下の子は働けません)。
L-2 同系列企業内転勤者ビザ(L-1)の家族はEADという申請書を提出すれば、どのよ
うな職業、どこでも働くことが出来ます。過程は通常3-5ヶ月かかります。
Q：ebayならビザも関係ないのでお小遣い稼ぎできる?
A：可能です。ただ、ebay協賛のpaypalでは年間$20,000以上の収入と200回以上の利用
の人たちを対象にIRS（内国歳入庁)にリポートする義務があります(2011年改正)。ここ
で税金が発生します。

キムチ

チゲ

ビビンバ

ネンミョン

（Foster ：NY出身、Cary在住、Retired Attorney）

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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どんな会社？

企業紹介

こんな会社！
Nature's Pure Essentials

花王スペシャリティーズ アメリカ
Kao Specialties Americas LLC
花王スペシャリティーズアメリカは、日本では洗剤や化粧品などで誰もが知ってい
る花王グループの米国拠点（USA Corporate Headquarters）で、ハイポイントに本
社と工場があり、油脂誘導体製品やケミカル事業を積極的に展開しています。
ハイポイントは、元はクエーカー教徒とドイツ移民が移り住んだ街で、交通の要所
としての利点を生かし、綿・材木・タバコ・織物などの産業が発達しました。現在
は家具製造が特に有名で、家具工場、家具ストアー、家具アウトレットなどが50近
くもあり、半年に一度開かれる国際家具見本市（High Point Market)には、世界中
から10万人もの人が訪れます。

ネイチャーズ・ピュア・
エッセンシャルズ

1809 B Glenwood Ave.
Raleigh, NC
Phone:919-809-8815
www.npessentials.com
生活の中に自然の香りを取り入れて、日常のストレスや心身をリラックスさせませんか。
ここは日本語補習校から4分のところにある素敵なお店です。オーナーのSueさんは認定
アロマセラピスト。とてもフレンドリーで、エッセンシャルオイルをひとつひとつ丁寧に試し
て説明してくれます。臭覚をリセットするコーヒー豆も用意してあり、じっくりと自分の香り
を見つけることができます。定期的にエッセンシャルオイル・クラス(90分$20)も店内で開
催しています。三角横丁（本誌）を持参すると10%off+Free Lip Balm(6/30/2012迄)のサー
ビスがあります。自分が調合したスプレーは$10からという良心的な値段設定です。自然
派シャンプーや石鹸も販売しています。
42nd St. Oyster Bar
フォーティーセカンド・ストリート
オイスターバー

花王スペシャリティーズアメリカの前身は、ハイポイントケミカル社で、1987年に
花王グループに加わり、2000年に現在の会社名になりました。
事業内容は3つの部門に分かれていて、ビジネス用の印刷トナーやトナーバイン
ダーの生産販売事業、合成香料の開発製造と米国香料メーカーへの販売事業、界面
活性剤を使った製品や原料を様々な産業分野に忚用して供給する事業があります。
アメリカでのケミカル事業を開始してから今年で25年目を迎え、花王のグローバル
化をリードする重要な役目を担い、これからも積極的に産業の発展に貢献していく
ことを願っている企業です。
（取材：天野陽子）
会社名: Kao Specialties Americas LLC
所在地：243 Woodbine Street
P.O.Box 2316
High Point, NC 27261
電話及びFax:
Toll Free 800-727-2214
Fax 336-884-8786
Local 336-884-2214
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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

508 West Jones Street, Raleigh, NC
Phone： 919-831-2811
www.42ndstoysterbar.com
4ページの「ゲストを連れて行きたいレストラン」のひとつでもある有名なシー
フードレストラン。席に着くと、何も言わなくても、まずハッシュポピーが出て
きます。ここのハッシュポピーはたぶんNCで一番のおいしさで、止まらなくなる
恐れが。また、牡蠣好きな方は、思う存分、新鮮な牡蠣を食べることができま
す。ここの目玉はバケツにいっぱいの蒸した牡蠣。これはカウン
ター席のみで食べられ、目の前で蒸したての牡蠣を開けてくれま
す。テーブル席では、生牡蠣、クラム、海老、カニ、サーモン、ツ
ナ、カジキ、ヒラメ、ナマズ、カラマリなど新鮮なシーフードを。
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
三角２横丁2012年4月号
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おいしいもの

バニラアイスクリーム

探 今年は春があったの？と思わせるほど既に初夏を感じさせ
偵 るトライアングル、トライアッド地区ですが、暑い時は
団 やっぱり「アイスクリーム」ですねぇ～！
日本のアイスクリームは乳固形分15%以上（うち乳脂肪分8%
以上）ですが、アメリカのアイスクリームは乳固形分20%以
上（うち乳脂肪分10%以上）なので、コクがあっておいしく
感じます。今回のおいしいもの探偵団は、カロリーが気に
なりつつも「バニラアイスクリーム」にチャレンジしました。

Ben & Jerry
1978年にアメリカ、バーモント州で創業して以来、全米で人気の
アイスクリームブランド。上質な原料、乳成分がたっぷり、濃厚
な味でバニラの香りを楽しめます。溶けにくいのになぜかなめら
かでとってもクリーミーな味です。

Häagen-Dazs
ヨーロッパブランドかと間違えそうな名前ですが、れっきとした
NY生まれのアメリカのブランドです。リッチで濃く、味わい深い
高級アイスクリームという感じでおいしいです。お客さまにも満
足してもらえる安心感のある味です。バニラフレーバーは「バニ
ラ」と「バニラビーンズ」の二種類があります。

Pet Vanila
お手軽価格のアイスクリーム。味は懐かしい日本のホームラン
バーにそっくりです！牛乳っぽく後味がさっぱりしていてよく、
どちらかというとラクトアイスのような感じです。子供たちがあ
つまったりして量が欲しい時にはいいですね。
注）ラクトアイス：乳固形分3%以上
ラクトとはラテン語で「乳」を意味する。乳固形分がアイスミル
クより尐なく、アイスクリームの風味を出すため植物系油脂を混
合するなどして脂肪分を補った製品の場合、カロリーがアイスク
リームやアイスミルクよりも高い場合がある （Wikipediaより）

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 2011年度卒業式
ローリー日本語補習学校では、3月10日に 在アトランタ日本国領事館の花谷卓治
総領事、トライアングル日本商工会（TJBA）の井上憲喜会長のご臨席を賜り、
2011年度の卒業式が挙行されました。今年度の卒業歌である“いきものがかり”
の「Yell」に送られ、59名の生徒がローリー日本語補習学校幼稚部（21名）、小
等部（17名）、中等部（14名）、高等部（7名）を卒業しました。 卒業生からの
答辞は、補習校生活で感じた数々の思いが込められた感動的なものであり、多く
の参加者の涙を誘いました。
昨年4月2日に始まった2011年度のローリー日本語補習学校は、ハリケーンで1度の
休校を余儀なくされましたが、大きな事故や問題もなく1年間の全てのカリキュラ
ムを無事終了しました。子供達は、日本の指導方針に沿った1年間の日本語学習を
通し、日本語のみならず日本人としての心も学びました。年度末に行われたス
ピーチコンテストでは、子供達の感性や感覚が、見事な日本語で表現されまし
た。またこの1年を通し、補習校の子供達には学年を超えた「絆」が生まれまし
た。補習校での最上級学年にあたる高等部3年の生徒達は、その変わらぬ友情を卒
業式で互いに再確認し、それぞれの道へと旅立っていきました。
創立30周年の記念の年であった昨年度は、非常に行事の多い年でもありました。
30年間の歴史は、本校理事を中心とした30周年プロジェクトチームの手によっ
て、記念誌としてまとめられまし
た。また、在アトランタ日本国領事
館管轄下にある日本語補習校の教育
水準の向上を目的とした勉強会「近
隣補習校研究協議大会」が、昨年10
月に本校を主幹校として開催され、
多くの近隣補習校関係者が来校し、
非常に活発な意見交換が行われまし
た。また当日は、日本から村上裕成
先生をお招きした教育後援会「学力
をつくる子育て」が開催され、多く
の保護者で賑わいました。
2012年度のローリー日本語補習学校は、4月7日の入学式で幕を開けました。新し
い顔ぶれからなる子供達が、次はどのようなドラマを作り上げてくれるのかを一
保護者として今からとても楽しみにしているところであります。
（野地智法：ローリー日本語補習学校運営委員長）
6/9の古本市のお知らせが、本誌29ページにありますのでどうぞご覧ください。

http://www.japanschoolraleigh.com/
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Nippon Club of the Triangle

ごちそうさまぁ～！

日本クラブだより
==「日本クラブって日本人会のことじゃないの？」==
つい最近も「日本クラブって日本人会のことじゃないの？」と聞かれ、大変
ショックを受けるとともに、改めて日頃のPR活動の不備を反省することとなりま
した。「日本人会」の方は正式には「チャペルヒル・ダーラム日本人会」、そし
て我々「日本クラブ」は正式には「トライアングル日本クラブ」という名称を
持っています。「日本人会」はチャペルヒルとダーラム地区に在住の日本人家庭
が中心で構成されており、主目的を会員相互の情報交換および親睦においている
と伺っています。一方、我々「日本クラブ」は日本とノースカロライナの文化交
流を旗印としているだけに、会員は日本人家族というよりは、両親のどちらかが
アメリカ人の国際結婚組や純粋のアメリカ人家族などが半分以上占めているとい
う構成になっています。日本に住んだことがあるというアメリカ人家族や、純粋
に日本文化が好きというアメリカ人など種々雑多なメンバーがいます。
活動内容は主として日米の文化交流のためのイベントの企画や実施が中心になっ
ています。これは意外に知られていないことなのですが、我々「日本クラブ」の
そもそもはラーレイ補習校の中にあった「地域活動推進協議会」が母体になって
1990年に設立されたものです。文化交流のイベントとしては「新年会」「夏祭り
盆踊り大会」「年の瀬もちつき大会」などが恒例で、昨年の「盆踊り大会」には
1000人近くの日米の参加者がNCジャパンセンターの裏庭に集いました。また毎年
ラーレイ市が主催する「インターナショナル・フェスティバル」では日本人を代
表する参加母体の役目も引き受けています。
文化交流の趣旨に合わせて、傘下に「トライアングル太鼓」「トライアングル茶
の湯クラブ」「もちつきクラブ」を持ち、地域イベントや学校などへ出向く活動
を通して日本文化普及のお手伝いもしています。ちなみに「太鼓クラブ」は昨
年、東日本大震災復興チャリティーコンサートなど40回もの公演をこなしていま
す。詳しくは我々のウェブ www.TriangleJapanClub.org をご覧ください。
我々「日本クラブ」のロゴをご紹介しましょう。左のよう
に大きく手を広げたように見える人の頭がトライアングル
で、それが人の和の中心になるような図柄です。組織とし
ては非営利団体の認可をうけており、会の運営は約10名前
後の役員が会員から承認される形でとり行なっています。
といっても各種イベントは自由参加のボランティアが実際
行うのですから、役員の仕事は主に企画と調整になるわけですが、イベント直前
以外は毎月1回定例に集まってクラブの方針を決定しています。最近、若干名が
日本帰国のため役員を辞退することになり、また企画によりフレッシュなアイデ
アを取り込む意味も込めて、このたび新規役員を募集することになりました。こ
こトライアングルで日本の文化を通して地域の皆さんと楽しい時を分かち合うイ
ベント企画に参加してみませんか。短期参加型の準役員も検討中ですので、一時
的にアサイメントや留学で来られている方も、日本人・アメリカ人を問わず、夫
婦そろっての参加も可能ですので、ご興味のある方は下記にご一報ください。
Eメール：Triangle_nippon_club@yahoo.com または 電話：(919)787-6233 岩島
(日本クラブ代表：ロッキー岩島)
6
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缶詰の生地で作る「カレーパン」
材料
-Pillsbury「Buttermilk biscuit」 1缶
-マヨネーズ 小匙1
-合い挽き肉 1/2 lb
-塩・コショウ
-玉ねぎ1/4個 (みじん切り)
-揚げ油
-カレー粉 大匙1
-パン粉
-ケチャップ 大匙1
作り方
1,フライパンで合い挽き肉と玉ねぎを炒める。
2.玉ねぎが透明になり肉がパラパラしてきたら調味料を入れましょう。
3.パン生地(biscuit) は既に8等分にされているので、一切れずつ薄くのばして下さい。
4.カレーをパン生地の中央にのせ、始めはギョウザをつくるように、生地を合わせそして
クルクルと手のひらでボール型にしていきます。
5.表面に刷毛で水を塗り、パン粉をつけます。
6.揚げ油を350Fに熱し、約10分ほど表面が焦げないように気をつけながらゆっくり揚げて
いきます。
生地の厚さによって揚げる時間が多少変わるので気をつけてください。
中身をあんこにすればアンドーナツ、チーズとウインナーを包んであげたらおいしいお
惣菜パンになります。工夫してオリジナルパンに挑戦してみてくださいね！
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭）
レタスと小海老の中華風 春のサラダ
材料：レタス、小海老、ピーナッツバター（ごまだれ）
作り方：
1.レタスと小海老を茹でておきます。
2.ピーナッツバター（ごまだれ）大匙２、醤油大匙１、酢大匙2、胡椒、塩、砂糖
尐々を混ぜ合わせます。味は好みによって調節してください。
3.上記の調味料に、尐しずつ水を入れてのばします。
4.茹でたレタスや小海老の上にかけ、混ぜて出来上がりです。
（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、中医師）

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
不動産関係、Relocationのプロ
Realtor/Broker/QSC
フェッショナル。25年以上の経験
801 Tinkerbell Rd.
と知識を生かしたアドバイスで
Chapel Hill, NC 27517
アメリカ生活安心スタート！
Phone: (919)215-4665
http://www.realtytriangle.com/
yoko.amano@realtytriangle.com
三角２横丁2012年4月号
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●ビューティーアドバイス●
「サンスクリーン（日焼け止め）」について
これからだんだん日差しが強くなってきて必要不可欠なのがサンス
クリーン！毎日普通に使用していますが、サンスクリーンの効果的
な使用方法について考えたことはありますか？電気製品も知識を
持って使わないと誤作動が生じます。サンスクリーンも同じ。ただ塗ればよいというもので
はありません！正しい使用法でなければ、ただのローション。知識をもって上手に付き合え
は、きちんと肌をカバーし、シミ対策になります。まずは以下の事を確認してみてください。
1. 日焼け時の肌の状態は？
A：いつも赤くなり小麦色にならない。赤くなるが、その後ゆっくり小麦色。
B：めったに赤くならずにいつも小麦色。今まで赤くなった事がない。
2. お仕事の内容や、どれくらい日に当たりますか？
外に出る事が多い方や、アウトドアスポーツ、水泳、汗をかくことが多い方は、大体2～3.5
時間ごとに日焼け止めを塗り直したほうがよいかと思います。すぐ赤くなってしまうAタイプ
の肌でしたら2時間ごと、赤くならないBタイプの人は3.5時間ごと。オフィスワークで、朝と夕
方ぐらいしか運転せず、デスクでほんのちょっと日が当たるときがあるだけという人は、汗
をかかない限り塗り直す必要はないかと思います。それでも太陽に敏感の方は、車を運転
する30分前に、塗り直すことをお勧めします。
シミを作らない秘訣は？
・SPF 30以上のサンスクリーンで、クリーム状の物を使用すること。乳液やスプレータイプ
のものをご使用の方は、ムラになる為、カバー力に期待出来ません。厚みでしっかりカ
バーするクリームのサンスクリーンへの買い替えをお奨めします。
・太陽の下に出る30分前にサンスクリーンを塗り10～3時の外出は控える（曇りでも同じ）。
・外に出るときは帽子をかぶり、大き目のUVプロテクション付きのサングラスを着用。この
UVプロテクション付きのサングラスは、100% に近い数字で日差しをブロックします。目の
下にシミがあるという方にはお勧めです。
・スクラブ洗顔を週1～2回すること。スクラブで余分な汚れを落とすこともシミ防止と肌の
再生に役立ちます。
シミというのは、今すぐ出来たのではなく、蓄積された物。特に小さい女のお子さんをお持
ちの方は、今からきちんと日焼け止めを塗ってあげれば、大人になってシミに悩むケース
が尐なくなります。 (Chika Orcutt: Green tea Spa エステティシャン）

Licensed Esthetician: Chika Orcutt

Facials, Body Wraps, Microdermabrasion, Chemical Peels, Waxing, 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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Frankies Fun Park (Raleigh)も人気でした。意外なところで、補習校という回答
がちらほら。土曜日限定です。
一緒にどこへ行く？④ 州外観光地編
近いところで、首都ワシントンD.C.。中でもホワイトハウスは外せません。日米
友好の証、桜祭りに合わせる人も。今年はなんと100周年！4月27日までの開催で
す。そ の 他、デ ィ ズ ニ ー ワー ル ド や ケ ネ デ ィ 宇 宙 センタ ー の あ る フ ロ リ ダ、
ニューヨーク・シティやナイアガラ、と東海岸一帯が「ついでに」の範囲に入る
ようです。また、カリブ海クルーズにも票が集まりました。日本からの距離を考
えれば、頷ける選択かもしれません。
ゲストの宿泊先は？
圧倒的に「自宅以外に無し！」。限られた旅行期間、尐しでも一緒にいたい、ま
た日本に比べるとこちらでは家も広くゲスト用の部屋が用意できることも理由で
しょう。ただし、仕事関係のゲストには「空港近くでレストランやモールに歩け
て外国人扱いに慣れた大手ホテル」に泊まっていただく。ぐっと実用的な答えが
返ってきました。
自宅でどんな食事をふるまう？
食べ歩きに疲れた胃には優しい和食を。お茶漬け、う
どん、鍋などが好まれるようです。また、自宅バーベ
キ ュ ー は ア メ リ カ な ら で は。ス テ ー キ、バ ー ガ ー、
ホットドッグなどを豪快に焼けば、大人も子供も楽し
めるという、娯楽を兼ねた選択でした。中には、「つ
い で に 芝 生 刈 り も 体 験 し て も ら う」ツ ワ モ ノ も。ま
た、日本では高価だったり馴染みの薄い食材を使った料理もありで、ロースト
ビーフはお肉の塊にびっくりされるようです。また、アボカドなどを使ったアメ
リカ風手巻き寿司も人気。他にも皆さんの得意料理がずらり並びました。
お土産は何？① ゲストに日本から持って来て欲しい物編
ネットで買えないものもあるんです、という訳で一位は食料品。中でもこちらで
手に入り難い、和菓子を選択。続いて医薬品、文房具、雑誌。その他、赤ちゃん
用品、アメリカ人へのプレゼントにも喜ばれる和風文具、温泉の元などの入浴剤
も挙がりました。持ち込み不可の物も多いので、特にラーメンや薬などをお願い
する時には注意が必要ですね。
お土産は何？② ゲストに日本へ持って帰ってもらう物編
楽しい時間は短く感じるもの。思い出と共に持ち帰って欲しいのは、アメリカ感
溢 れ る お 菓 子 や ナ ッ ツ。無 難 な と こ ろ で チ ョ コ レ ー ト、中 で も Lindt や
Ghirardelliはどなたにも喜ばれるようです。踵に黒丸のついた、足型のTar Heel
Cookies は い か に も NC。そ し て、日 本 で も 定 着 し た 感 の エ コ・バ ッ グ。Whole
FoodsやTrader Joe’sが人気です。Trader Joe’s といえば、グラインダー付き
のピンク塩やスパイスがお土産の定番。ただし、折角のお土産が没収されないよ
うに、検疫サイトで調べておきましょう。
日本からの直行便も、メジャーな観光地もないトライアングル。仕事以外でここ
を訪れる人たちに共通しているのは、「友人や家族に会いたい！」という思いで
す。大切な人とゆっくり過ごすことが、旅の全てなのかもしれません。アンケー
トにご協力くださった皆様、全てをご紹介出来なくてごめんなさい。どうもあり
がとうございました。
三角２横丁2012年4月号
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読者に聞きました・・・
日本から来たゲストをどうもてなしますか？

見て見て！ 三角掲示板

classified

州都ローリーを中心に、ダーラム、チャペルヒルと一大生活圏を構成する、ノース
カロライナ州トライアングル地区。滞在する日本人の数は5千人以上にも上りま
す。留学、赴任、永住と理由は様々ですが、ここでの生活に慣れるにつれ、遠く日
本から訪ねてくれる人もちらほら。今回は、読者の皆様に「日本からのお客様と過
ごす」というテーマでアンケートにご協力いただき、在住者
が紹介したいトライアングルの姿を探してみました。

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指導
曜日・時間は相談忚、許状取得システム有、Chapel Hill 967-2725 小野まで

ゲストと一緒にしたいことは？
サザン・ホスピタリティーに溢れる回答で「ゲストのしたい
ことをする」がダントツでした。そして「アメリカ生活を見
せたい」、トライアングルならではの「自然探索や散歩」、
「ひたすら（お茶？お酒？）飲んで語り合う」などが続きます。英語生活に尐し疲
れた住人には、日本語でのおしゃべりが何よりも楽しみなのかもしれません。

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

ゲストがしたいと望むことは？
トップ3は、やはり「買い物・観光・食べ歩き」でした。住人にとっては平凡な日
常も、日本から来る人にとっては異国体験、「普通のアメリカ生活を味わいたい」
という回答も目に付きました。また、仕事関連のお客様は「カントリークラブでの
ゴルフ」。日本に比べると格安の料金も魅力です。
一緒にどこへ行く？① お買い物編
円高も手伝って、何もかもが安く感じられるアメリカでの買い物。特にコーチやラ
ルフ・ローレン、ナイキといったアメリカのブランドは、定価ですらお買い得。と
い う こ と で、ぶ っ ち ぎ り 首 位 の Streets at South Point (Durham) 以 外 に も、
Tanger、Smithfieldの両アウトレットモールが挙がりました。NCならではの物を買
うならSouthern Season (Chapel Hill) へ。また、TargetやWal-Martなどのスー
パーマーケットも「アメリカのデカさ！」を実感できておもしろいようです。
一緒にどこへ行く？② レストラン編
「どこに行ってもイマイチ」という悪名高いトライアングル地区ですが、皆様から
は50以上の店名を挙げていただきました。その中で票を集めたのは、Kanki Japanese House of Steaks and Sushi。派手なパフォーマンスに「どこが日本食?!」と
い う 驚 き が 狙 い。ス テ ー キ で は、Farm House (Chapel Hill) と Angus Barn
(Raleigh)。シーフードでは42nd Street (Raleigh)、Squid’s (Chapel Hill)と日
本では珍しいオイスター・バー。その他、中華バフェ、Five GuysやRed Robinなど
の バ ー ガ ー・チ ェ ー ン、单 部 料 理 の State Farmers' Market Restaurant
(Raleigh)、Cracker Barrelなど、尐しでもアメリカらしさを味わって欲しいとい
うホストの気遣いが伺われました。
一緒にどこへ行く？ ③ NC観光地編
トップは、Duke Garden & Chapel、大学。トライアングルというのが、元々、
Duke、NC州立、UNCの三大学を指していたことを考えれば、まさにこの地域を代表
する名所です。また、Old Salem Town、ライト兄弟ゆかりのKitty Hawkや灯台で有
名なOuter Banksは、いずれも歴史を感じさせる観光スポット。そして、自然豊か
なNCを象徴する、Blue Ridgeから続く山々、Biltmore Estateと、ガイドブックで
もおなじみの美しい場所が続き、車好きにはNASCARサーキット、子供向け遊園地の
4
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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

中国語教えます：中国語の家庭教師を始めました。アメリにいて中国語を習いま
せんか。楽しい雰囲気でお教えいたします。連絡先は919-636-3617 武耕まで
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

家庭教師派遣：お客様に合わせ、年齢やリクエストに忚じ、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。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

日本人庭師：これからの季節、芝生の手入れ、木の剪定、除草など庭の管理が忙
しくなる時期。親切できめ細かいプロのサービスを。oshigotousa@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—

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

売りタウンハウス：3ベッドルーム、4フルバスルーム、Finished Basement、グ
ルメキッチン、2カーガレージ、たくさんのアップグレード、スクリーンポーチ
でプライベートな外を眺めながらリラックス、築2年 sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—

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

ローリー日本語補習学校古本市
日時：6月9日（土）10 am 〜 12 pm
場所：日本語補習校
Our Lady of Lourdes Catholic School カフェテリア
住所：2710 Overbrook Dr. Raleigh, NC 27612
お問い合わせ先：iroricarabas@gmail.com
*日本人会ピクニック会場（5/27 Wilson Park)において、
良好な状態の古本の寄付を受け付けます。
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4月～5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
4/10
Kevin James （コメディー）
4/14
Martina McBride
4/15
Patti LaBelle
4/20-29 Steel Magnolias
4/29
The Beach Boys 50th Anniversary Tour Concert
5/2-27
WICKED
5/17-20 Beethoven: Symphony No. 9 Beauty and the Beast
5/18,19
Simply Sinatra
6/3
Steve Martin ＆ the Steep Canyon Rangers
6/5-10
West Side Story
ファミリー・子供向けイベント
4/7
Raleugh Easter
4/7
Easter Eggstravaganza
4/15
Spring Family Fun
4/20-22 Cole Brothers Circus of the Stars
4/21,22
Lebanese Festival
4/28
Experiments with Art and Science
4/28

Spring Daze Arts and Crafts Festival

DPAC
DPAC
DPAC
PECPA
Raleigh Amphitheater
DPAC
PECPA
PECPA
DPAC
DPAC
Halifax Mall
RTP Community Church
Duke Garden
NC State Fairgrounds
Kerr Scott Building
NC Museum of Art
Bond Park

5/18
Hillsborough Hog Day
5/18-20 Grecian Festival
5/25-27 アニメいずめんと2012
6/1-10
Day Out With Thomas The Tank Engine
6/2
Youth Fishing Rodes
6/4
Dog Days of June
6/8,9
Cat on A Hot Tin Roof
その他のイベント

Downtown Hillsborough
East Chapel Hill School
Raleigh Convention Center
Blowing Rock
Staryhorn's Pond
Bond Park
The Pullen Park

4/14
4/21
4/7-5/20
4/11-15
4/14
5/18-20

World Beer Festival
Great Grapes! Wine, Arts & Food Festival
27th Annual Festival of Flowers
NC Azalea Festival
NC Seafood Festival " FunFest"
Got To Be NC Fest

Moore Square
Koka Booth Amphitheatre
Biltmore Estate
Wilmington
Crystal Coast Civic Center
NC State Fairgrounds

5/19

NASCAR Sprint All-Star Race

アニメいずめんと2012 のお知らせ
恒例のアニメイベント「アニメいずめんと」は、5月25日から27日までRaleighの
Convention Centerで行われます。昨年は7000人の参加者、日米からのゲストを迎
え、日本のアニメや漫画だけでなく日本の伝統音楽、文化などの紹介しました。
今年は日本からのゲストは、アートランドの石黒昇監督（マクロス、宇宙戦艦ヤ
マト、メガゾーン23など）、長濱博史監督（おじゃる丸、機動戦士ガンダム、蟲
師、デトロイト・メタル・シティなど）、漫画家の新條まゆ先生（快感フレー
ズ、エリート！！、ジオン公国幼年学校など）を
お迎えします。まだまだゲストは増える予定で、
これから発表がありますので、ウエブサイト
www.animazement.org にご注目ください。今年
もいろいろなアニメのグッズが買えるディーラー
ズ・ルームやコンサートなどを計画 しています。
東日本大震災、第２回チャリティーコンサートのご報告とお礼
震災から1年を迎えた3月11日（日）にチャリティーコンサートが行われました。
まずは、この演奏会に足を運んで下さった方々、そして募金をして下さった多く
の方々と企業様に心よりお礼を申し上げます。目標金額を超える3,750ドル50セン
トが集まり、あしなが育英会とJapan Societyに寄付することができました。
今回のコンサートではクラッシックのアンサンブルにとどまらず、皆さまがよく
ご存知の日本の曲も数多く演奏されました。東京芸大の声楽科3年生という頼もし
い助っ人も日本から駆けつけてくれ、彼の感情あふれるみずみずしい歌声に涙す
る姿も見られました。また、震災後の石巻で医療ボランティアに携わった看護士
の方からの興味深いプレゼンテーションもありました。演奏会後はレセプション
を行いましたが、地元レストランや商店、ボランティアの方々からのたくさんの
寄付のおかげで、大変豪華なレセプションをコンサートに足を運んでくださった
方々と共に過ごすことができました。
一言で表すならば、とにかく「Volunteer Powered!」のコンサートでした。同じ
目的のために心を一つにして、出演者も楽器を弾くことにだけ留まらず、この日
のために自分達のできること全てに時間を注ぎました。そして、やはり音楽って
楽しい、やっていてよかった! と皆が感じ、深く感謝することができた一日でし
た。皆さま、本当にありがとうございました。

日本人関連イベント
4/14
5/27
6/9
7/7

An Artist’s Scenic Journey ：The Japanese Sojourn Japan Center
日本人会 春のピクニック
Wilson Park
補習校古本市（本誌p.29参照）
日本語補習校
七夕祭り
TBA

* 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。
* NC Museum of Natural Scienceは4/8-4/20まで閉館、4/20の午後5時に新しく再オープン！
4/20夕方から24時間通しての楽しいイベントがあります。 http://naturalsciences.org
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!!Hot News!!

トライアングル
婦人会

6/1より運転中の携帯使用禁止 Chapel Hill
2年間にわたり論争を続けてきた運転中の携帯電話の使用の是非をめぐる問題で、
チャペルヒルの議会は「運転中は携帯電話の使用を禁止する法案」を可決しまし
た。運転者は普通に携帯電話を使うだけでなく、ハンドフリーを使っての通話も禁
止です。このような厳しい法案はアメリカでもチャペルヒルが初めてです。見つ
かった場合は25ドルの罰金ですが、緊急の911への通話、また家族
への必要な通話に関しては例外があるようです。
他の地域からチャペルヒルに入る道路には、携帯禁止の標識を設け
て注意を喚起するということですが、運転者は他の地域でも運転中
の携帯電話使用は安全のため控えるようにした方がいいでしょう。
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4/7よりトライアングル内の電話はエリアコードが必要
これまでローカル内で電話をかける時、エリアコードは省いても大丈夫でしたが、
4月7日より、トライアングルの次のカウンティーにかける時は、エリ
アコードの「919」が必要になります。Chatham、Durham、Franklin、
Granville、Harnett、Johnston、Lee、Orange、Wake、Wayneのカウン
ティーでは、今までのエリアコード「919」に加えて「984」も使われ
るようになるため、10桁の番号をダイアルしないと電話がつながりま
せん。携帯の電話番号登録をエリアコードなしでしている方は、早め
にエリアコードを含めた電話番号で登録するようにしてください。
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プリペイド式携帯電話
友達や親類の方がこちらにいらした時、アメリカ国内で連絡を取り合う時にどうしています
か？もちろん日本から持ってきた携帯電話も使えますが、アメリカにいながらお互いに国
際電話をかけていることになるので使用料金がとても高くついてしまいます。成田空港で
はアメリカで使用ができるレンタルの電話もありますが、これも少し割高です。たとえ期間
が１週間ぐらいでも頻繁に連絡を取り合う必要があるなら、こちらでプリペイド式の携帯電
話を購入することをお勧めします。まずどの電話会社にするのかを決めます。決めるポイ
ントは電話が使用できる地区の広さ、通話プラン、機種などです。電話の機種は10ドルぐ
らいから80ドルぐらいまで様々です。それからプランを選びます。60分話せるものや120分
など様々です。これらの機種やプランはBest BuyやWal-Martなどでも扱っていますが、イ
ンターネットで購入すると機種が豊富で、安価に購入できるので、事前に調べておくと得
です。プリペイドの方が日本の携帯を使うより安いのですが、プリペイド電話を買った後、
電話番号を登録したりいろいろと設定したりすることが多少面倒なのが欠点です。

NCでジェム発掘の夫婦 50.5カラットのエメラルドを発見
3月27日、NCのHiddeniteでのジェム発掘に参加した地元の夫婦が、50.5
カラットの大きなエメラルドを見つけました。これは市価で約10,000ド
ルに相当する原石。一緒に参加した別の人もエメラルドを見つけたそう
です。NCの鉱山はまだたくさんの宝石が眠っている宝の山なのかもしれませんね。
2
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プラスチック

みなさんのエイプリルフールはどんなでしたか(^^)

第16回トライアングル婦人会
は、Vimala's Indian Restaurant
(curryblossom.com)でオー
ナーのVimalaさんからインド料
理の秘伝を受けました。実際
に使われている数十種類のス
パイスをTasting.。レクチャー後
は、オーナーお勧めの料理に
舌鼓でした。
次回の婦人会は、「夏です。心
も体もリフレッシュ！ヨガ/ジャ
ズエクササイズに挑戦」です。
水着の季節って大嫌いなんて
言っている読者の方、是非ご
参加下さい。
日時：5月15日（火曜日）
場所：Chapel Hill
昼食：希望者のみ
RSVP：5月10日
申し込みは以下まで
荒竹：
yaratake@email.unc.edu
天野 ：
yokoamano2000@gmail.com

編集後記：三角横丁は2008年の4月に創刉して以来、隔月の発行を続け、今回、無事に4
周年を迎えることができました。創刉当時は16ページの冊子でしたが、今では32ページ
と2倍になり、トライアッド地区専用のページ（18～20ページ）も加わりました。構成
も尐し変わって新規一新、これからも皆様の役に立つ情報をお届けしていきます。
* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異
なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その
団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2012年4月第25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：オーガスティン燈出子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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NCトライアングル地域情報誌

2012年4月（第25号） 暖かいって気持ちいいねの巻
三角横丁編集部発行
e-mail: sankakuyokochou@gmail.com

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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「春はあけぼの」と書いたのは清尐納言ですが、ぬくぬくとしたこの時期はなかな
かベッドから出られないもの。夜明けが一番美しいものだと言われても、それを確
かめるべく早起きをする程の活力が湧いてこない。できることなら、いつもより長
くベッドに疼くもって、このふんわりとした感覚を味わっていたいと思ってしまう
の が 春 で す ね。「よ う よ う 白 く な り ゆ く 山 ぎ」
は、まるでやっと夢から覚めてくる自分の頭のこ
とのようです。人間の本性的には「春眠暁を覚え
ず」の方が身近です。こちらは孟浩然の漢詩です
が、春は心地よくて、ついつい朝寝坊をしてしま
うという内容です。週末など、やっと起きても、
淡い色の桜を愛でながら、またお昼寝でもしたく
なる春は、きっと人の心も優しく淡い気持ちにさ
せてくれるのでしょう。春を人の感情で表すなら
「微笑み」でしょうか。温和な気候は、人の心も
体も リラック スさせて くれるも のです。日曜に
ベッドから抜け出るのに成功したら、あちこちで
咲き乱れる色とりどりの花たちと青々とし始めた
木々の中へ散歩に出かけるのもいいですね。
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