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4pm after school class  
starting in May,  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 

 

 

 

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 
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震災後1年以上が経ち、少しずつその痛みから立ち上がれそうな気配を感じ始めている

のに、まだ日本のあちこちで夢から覚めてはいけなと言うように揺れが起こっている。先

日は東京都内でも震度4を観測し、高層ビルの都会人は冷や汗をかいた。日本はやっぱ

り地震国なのだ。それは日本に住んでいれば子供の頃から誰もが体で知っていることで、

多少の揺れにはビクともしない習慣がついてしまう。太平洋に面した南北に伸びる島国の

自然は、たくさんの美しさと共に厳しさも併せ持つ。

山があるから森があり、川が流れ、平野が広がり、

四季折々の変化がある。富士山に代表される日本

の山は見とれるほど素晴らしい。でも、それが休火

山だということはつい忘れてしまう。最近は富士山

の活発化を指摘する学者も出てきた。でも、火山だ

からこそ温泉が沸くわけで、その恩恵で日本にはす

ばらしい湯浴文化があるのだ。それには感謝しつ

つ、富士山も浅間山も桜島も、できたら起きないで

もう少し寝ていてね、とお願いしたいものである。 
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!!Hot News!! 

NC予備選挙の結果 
今年は、アメリカの政治面において、とても重要な年です。それは4年に一度行わ

れる大統領選挙を始めとしたいくつもの大事な選挙が行われる年だからです。本

選挙は11月6日ですが、その前段階ともいえる「予備選挙（Primary Election)」

が、NCでも、5月8日に行われました。予備選挙は選挙権を持つ州民が自ら投票す

るもので、民主党（Democratic Party)と共和党（Republic Party)のそれぞれか

ら自分たちの党を代表する人を選び、その人を大統領選へ推薦します。先日のNC

での予備選挙では、民主党はBarak Obama氏が、共和党はMitt Romney氏が選出さ

れました。NCでは、彼らを大統領候補者として推薦することになります。 

先日の予備選挙では、大統領の候補者以外にも、州の代表者となるNC州知事の候

補者が選出され、民主党はWalter Delton氏が、共和党はPat McCory氏が選ばれま

した。Walter Delton氏は現在、NC州副知事を務めていて、Pat McCory氏は現在、

NCシャーロットの市長を務めている人物です。 

これから、11月6日の選挙に向けて、新聞・テレビ等で、あるいは道路の脇などで

候補者たち広告を多く見かけるようになるでしょう。 

NCの同性婚禁止法案 

5月8日の予備選挙に加え、NCでは少し変わった国民投票がありました。そ

れは「同性婚禁止」という法案を州憲法にまで格上げさせるか否かに関す

るものでした。今までもNCは「同性婚禁止」の州でしたが、それは州の憲

法（変えられない確固たるもの）までにはなっていませんでした。この同

性婚禁止法を州憲法にまで高めることには、共和党の政治的な狙いがあっ

たようです。同性婚禁止を州憲法にすることで、共和党の強い支配をNCで

実現しようとしていたと考えられます。NCは、RTPを中心とした地区は民

主党が強く、少し離れた農村地区などでは共和党が強い傾向にあり、ちょ

うど半々の政治色になっています。国民投票の結果は可決で、つまり「同

性婚禁止」が州憲法として認められました。現在、アメリカでは30の州が

同性婚を禁止しています。ちょうど同じ時期に、大統領のBarak Obama氏

が同性婚に関して好意的に考えてはどうかという談話を発表したので、こ

のことについては、これからも多くの論議を呼ぶことになるでしょう。 

ガソリンスタンドKANGAROOのお得情報！ 
ガソリンを入れるついでに飲み物も買う、という人は多いと思いま

すが、それなら、絶対Kangarooがお得です。5月23日から、Kangaroo

では「Roo Cup」というプラスティックのドリンク入れ（$6.99）を

一度買って、次回からそれを持って行くと何回でも25セントのみで

満杯にしてくれるサービスを開始しました。夏は喉が渇いて水分が

欲しくなる季節です。Kangarooで、自分の好きなソーダを満杯にし

て喉の渇きを癒しましょう。このサービスは、夏中続くそうです。 
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 せっ先生を！ 

 先生を～ 

 置いてきぼり 

 にするな～!! 

 皆さんはちゃんと最後の日まで学校を休まないでねー（^^） 

編集後記：6月といえば梅雨なのに、NCは夏真っ盛りです。汗を拭くタオルと、そしてコー

ヒー、紅茶、烏龍茶、牛乳、トマトジュース、味噌汁･･･とあらゆる飲み物をとっかえひっ

かえ横に置き、コンピューターとにらめっこの座りっぱなしの数日間からようやく解放され

ようとしています。ああー、腰が曲がったままになってるので立ち上がれるか心配･･･。 

今月号から、在アトランタ領事館からのお知らせも入り、読者の皆さまの公私共にに役に立

つ情報を充実させるように努力しました。どうぞ、6月号をいっぱい楽しんでくださいね。

そして、元気なギラギラの太陽もいっぱい楽しんでください。でも程々に･･･ね。（お） 

第17回トライアングル婦人会は、

ダブルヨガ！に挑戦しました。 

Triangle Yoga  

http://www.triangleyoga.com 

関節の屈伸から始まり、音楽に合

わせてのヨガ。インストラクターの

動きにまったく合わせず、マイペー

スでヨガする現地の人もいてビック

リ！動物になったり、風になったり

と想像力を働かせのにもよい機会

でした。 

次回のトライアングル婦人会は

「夏の暑さでたるんだ体のリフレッ

シュ！ジャズサイズに挑戦」です。 

残暑に負けない健康な体作りをし

ましょう！ 

日時:9月25日(火曜日) 

場所：Chapel Hill 

昼食;希望者のみ 

RSVP：9月20日 

申し込み: 

荒竹 yaratake@email.unc.edu 

天野 yokoamano2000@gmail.com 
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6月～7月 トライアングルの イベント・スケジュール

は、Raleigh でエステ「Green tea spa」を経営     コンサート、ミュージカル演劇などのパフォーマンス

6/17 Ann ita Bake r (Conce rt) DPAC

6/22 ,23 Scott ish  Dance  Theatre DPAC

6/30 Romeo  and Ju lie t  (Conce rt) Koka Booth

7/5 To  K ill A Mockin gbird (Movie ) Koka Booth

7/5-15 Dames at Sea-Hot Summer Nigh ts PECPA

7/6 The  Jacksons (Conce rt) Rale igh  Amph itheate r

7/13-14 Amer ic an  Dance  Fest ival DPAC

7/17-22 Olive r ! (Musical) PECPA

7/21 Glen  Campbe ll Koka Booth

7/22 The  Tou r 2012 : K ISS  and Mot le y Crue Walnu t Creek

7/22 Jackson  Brown  (Conce rt) DEPAC

7/25-8/5 Race  -  Hot Summer Nigh ts (Bluegrass) PECPA

7/28 Alloy Orc . &  The  Phan tom o f the  Ope ra NC Museum o f Art

7/31-8/5 Ch icago  (Musical) DPAC

8/11 ABBA The  Conce rt Koka Booth

8/21 Du ran  Du ran  (Conce rt) DEPAC

     ファミリー・子供向けイベント

6/19 Cu r ious George  Visit  &  Show Northgate  Mall

6 /29 E.T. (Movie ) NC Museum o f Art

6/30 4 th  o f Ju ly Ce lebrat ion North  Hills

7/4 Independence  Day Conce rt Koka Booth

7/4 Independence  Day Conce rt Down town  Rale igh

7/4 ,7 ,8 Fest ival fo r  the  Eno West Po in t , Eno  City Park 

7/7 Harry Potte r  &  the  Death ly Hallows 2 NC Museum o f Art

7/27 Movie s by Moon ligh t : Madagascar 2 Koka Booth

8/11 Summer Movie s -  Ghostbuste rs NC Museum o f Art

8/11 Summer Ch ildren 's Fest ival Duke  Homestead Histo r ic  S ite  

     その他のイベント

4/10 Tr iangle  Restau ran t Week h ttp:// tr ire stau ran tweek.com

11/16 Sand Pain t in g Exh ibit Seawe ll Schoo l

6/16 Bu ll City Ch ili Challe nge Du rham Cen tral Park

7/21 ,22 Ch r istmas in  Ju ly (Art) Down town  Seagrove

8/11 Bike  Fest ival Down town  Hillsbo rough

     日本人関連イベント

6/9 古本市 日本語補習校

6/30 移民法ビザセミナー　8 :50am～ 日本語補習校

6/30 移民法ビザセミナー　1pm～ Japan  Cen te r

7/7 七夕/夏祭り Japan  Cen te r
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今朝、日本からのゲスト様の長濱監督をRDU空港へ送り、2012年のアニメいずめん

とが終了しました。ありがとうございました。7609人の参加者、日本から6名のゲスト

様、音楽のゲスト様としてKOTOKOさま、文化のゲストさまとして殺陣のグループ、

THE ☆JACABAL’S、コスプレのゲスト様、アメリカ人の声優さんが6名様に来て頂

きました。日本とアメリカの声優さん孫悟天の声のエドワード・カラさん、天津飯の今

朝、日本からのゲスト様の長濱監督をRDU空港へ送り、2012年のアニメいずめんと

が終了しました。ありがとうございました。7609人の参加者、日本から6名のゲスト

様、音楽のゲスト様としてKOTOKOさま、文化のゲストさまとして殺陣のグループ、

THE ☆JACABAL’S、コスプレのゲスト様、アメリカ人の声優さんが6名様に来て頂

きました。日本とアメリカの声優さん孫悟天の声のエドワード・カラさん、天津飯の声

のカーソン・クリスさん、そしてピッコロの声の古川登志夫さんによる｢ドラゴンボー

ル｣のパネル、サマーウォーズの企画、プロデューサーとしては「ロードス島戦記」

「火の鳥鳳凰編」などを手がけた丸山正雄様の企業パネル、｢快感♥フレーズ｣「愛

俺！～男子校の姫と女子校の王子～」の新條まゆ先生の漫画のデモンストレー

ションのパネル、｢蟲師｣の長濱博史監督、｢ブリーチ｣の朽木ルキアの声の折笠富

美子さんの質疑応答パネル、KOTOKOのコンサートも熱気の中、グロースティックを

手にしたファンが歌にあわせて手をふりながら音楽を楽しむ参加者のみなさん、そ

して日本の侍の心を届けたいTHE ☆JACABAL’Sも殺陣のワークショップでアメリカ

人の参加者相手に汗をかきながら一生懸命に振りを教えるなどいろいろなパネル

が3日間行われました。 
 

大変残念だったことは、前回のアニメいずめんとの記事でご紹介していただいた日

本からのゲスト様の石黒昇監督が急に3月20日にお亡くなりになられ、参加ができ

なくなったことでした。しかし、石黒監督の遺言で、｢マクロス｣などのメカの監督の板

野一郎監督に急に参加していただくことになり、長濱博史監督と板野一郎監督との

石黒監督の追悼パネルを行うことができました。また、参加者の方々に「石黒監督

の奥様に一言をTシャツに書いてもらうコーナー」を作りましたが、大きなTシャツ

いっぱい裏表にメッセージが書かれ、長濱監督にこのTシャツをお届けしていただく

ようお願いいたしました。このような悲しいこともありましたが、たくさんのコスプレー

ヤー、夜遅くまでのダンス、マスカレード(コスプレコンテスト)、ディラーズ・ルームで

のいろいろなアニメグッズのショッピングなど、参加者の皆様に楽しんでいただける

ようスタッフ一同がんばりました。 

また、ゲストのみなさまからいろいろなものをいただき、日本の被災地と地元の団体

のためにチャリティー・オークションを開きました。参加者のみなさまからも、一人1ド 

             ルづつを参加費からいただき、ご寄付させていただきました。 
 

                       また来年も、同じメモリアルデー・ウイークエンドにRaleighの 

                       Convention Centerにて開催いたします。皆様に楽しんでいた 

             だけるよう、今日からまた来年に向かって準備を始めておりま 

             す。いらしていただけるとうれしいです。 

             お待ちしております。 
 

             （青柳好美：東京都出身、Raleigh在住、Animazement ディレク 

              ター） 

          

2012年アニメいずめんと無事終了 ありがとうございました 
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満天の星空の下、キャンプファイアーを囲んで親しい人達とおしゃべり。夜はテ 

ントで風の音を聞きながら眠り、朝は野鳥の声で目覚める。爽やかな朝の空気 

を満喫しながら野外での朝食・・・。日常とはまったく違う場に自分をおいてリフレ 

ッシュできるのがキャンプです。実はそんなキャンプは、意外と簡単に出来るレジャーです。 

トライアングルには、車で30分も走れば、設備も十分なキャンプグラウンドが、たくさんあり 

ます。日本でもポピュラーになってきたオートキャンプ場の本場、アメリカ。アメリカで、まだ 

一度もキャンプをしたことがないという方の為に、キャンプの基本の基本をご案内します。 
 

１）キャンプグラウンド（キャンプ場）-どこへ行く？近場？州外？国立公園？ 
 

近場なら、 Jordan Lake, Falls Lake, Kerr Lakeなどの湖周辺 に、それぞれいくつものキャ 

ンプグラウンドがあり、どこも数百を越えるキャンプサイトを有しています。 

NC州内のステートパークのサイト情報 

www.ncparks.gov/Visit/parks/jord/reserve.php 

ブルーリッジ沿いの国立公園National Park Systemのキャンプ情報 

www.blueridgeheritage.com/attractions-destinations/camping-in-the-blue-ridge-mountains 

また、AAAの会員であれば、アメリカ中のキャンプ場の情報が載ったCamp Book を無料で 

入手することができ、そこに公営／私営のキャンプ場の情報が掲載されています。ノースカ 

ロライナでは、川や滝で遊べる場所や、ハイキングトレイルが整備されている所、プールが 

併設されている所もあり、家族連れで大変賑わいます。実際、夏場の連休にはかなり人出 

が多く、出かけてみたら一杯でサイト（キャンプする場所）が見つからないということもありま 

すので、早い時間帯に到着できる計画をお勧めします。 
  

各キャンプサイトには、ピクニックテーブル、グリル（キャンプファイア用）、テントを設置する 

為の平らなスペースがあります。車は各サイトに2台程度駐車可能です。料金は$20程度。 

入り口のゲートで支払う場合と、夕方にキャンプ場ホストが集金に来る場合があります。 

クレジットカードや小切手で支払えない場合もありますので、

現金の準備も必要です。 キャンプ場内のどのサイトにするか

は、車で回りながら、空いているサイトで気に入った所を探し

ます。殆どのサイトは早い者勝ち（First-come, first-served）

です。また、電源を使えるキャンプサイトを持つキャンプ場も

あります。料金は当然少し高いですが、電気サイトには巨大

なキャンピングカー（RVと略）を多く見かけます。RVのレンタ

ルもウェブで探せばこのあたりでもたくさんあるようです。 
 

２）キャンプ道具 
 

最小限必要と思われるものは以下の通りです。Wal-Mart、TARGET、REI、DICKSなどで、 

ほとんど揃えることができます。 
 

1. テント：人数に合わせていろいろなサイズがある。大きいサイズの 

    テントはビギナーには組み立てにくい場合もあるので注意。 

2. スリーピングバッグ（寝袋）：真夏の平野部では不要。毛布等で十分。 

3. 寝袋の下に敷くもの：寝袋だけでは地面の固さで寝苦しい。クッションになる敷物が必 

  要。キャンピングマットも様々な種類がある。 

4. 懐中電灯、ランタン（ランプ）：キャンプ場内では、照明はトイレ周辺くらいしかない場合 

    が多く真っ暗。サイトからトイレ、シャワーに行くにも懐中電灯が必要。 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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

しい時期。親切できめ細かいプロのサービスを。oshigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

ペットシッター:ペットの世話なら任せて下さい。大切な家族の一員であるペッ

トを愛情を持ってお預かりします。問い合わせoshigotousa@gmail.com日本語で 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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

賃貸物件：3BR、2BT、閑静なコミュニティー、徒歩距離に公共バス停、ショッ

ピングセンター、トレイル有。Duke・UNCまで近し。919-215-4665（日本語） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

賃貸物件:4BR, 3BT、2台ガレージ、ボーナスルーム、庭の手入れ賃貸料に含 

Chapel Hill学区、Homestead Aquatic Center、公共バス停徒歩内。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 

見て見て！ 三角掲示板 classified
 

 ウィンストン・セーラム日本語教会 

ウィンストン・セーラム日本語教会（英語ではWinston-Salem Japanese Fellowshipと言っています）で

は、基本的に毎月第一日曜日、午後2時半から5時ぐらいまで集会を行なっています。 

興味のある方はどうぞお越しください。（7月は修養会のため集会はありません。） 

8月5日(日)、9月9日(日)Labor Dayのため1週間延期、10月7日(日)、11月4日(日)、12月2日(日) 

場所：Northwest Baptist Church, 407 Petree Rd., Winston-Salem, NC 27012 

連絡先：Virginia Clark 336-896-0043、または高見憲次牧師 980-322-432（日本語でOK） 
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       あなたの知らない果物の世界?！ 
 

皆さんがアメリカのグローサリーストアに買い物に行って最初

にびっくりするのが、あの山積みになった果物！日本でも果物

はたくさん売られていますがあそこまで大量ではないですよ

ね。普段何気なく買っている果物。その果物には農薬が含まれているのはご存知で

すか？もちろんオーガニックの果物を買えばそんなことはないですが、普通のスー

パーに売られている果物にはたくさんの農薬が含まれています。 
 

＊農薬がたくさん使われている果物＊ 

 桃（Peachと Nectarine）、りんご、苺、梨、チェリー、ラズベリーなど 

＊農薬が少ない果物＊ 

 パイナップル、マンゴー、スイカ、キウイ、パパイア、グレープフルーツなど 
 

上記の通り、手軽に食べやすい物にたくさんの農薬が含まれています。 

果物は、オーガニックのストアもしくは、ファーマーズマーケット、ローカルプロ

デュースのフードスタンドなんかでお求めいただいたほうがいいかも知れません。

特に小さいお子さんをお持ちの方には注意が必要かもしれないです。 
 

恐怖の果物話はこの位にして、今日はこれから、今の季節よく見かける苺のお話を

したいと思います。 

苺には、100グラム中59ミリオングラムのビタミンCが含まれており、そのビタミン

Cがコラーゲンに働きかけ、しわやシミなどの皮膚の再生を助けます。その他、苺

にはエラぐ酸と抗酸化物質が含まれており、抗癌性があり、紫外線からをブロック

する働きがあります。苺は、90％水分で出来ているのですが、プロテインや繊維が

含まれているため、たくさん食べても食べ過ぎた感覚がありません。その苺に含ま

れる繊維が体を掃除する役目を持ち、お肌に水分を補給し、老化を遅らせる作用が

あります。 

苺を使ってのお肌のお手入れ方法としては、朝、苺を何枚か多めにスライスし、目

の下、シミに乗せて10分間のストロベリーパック！残った苺はそのまま食べて体内

にビタミンCを補給しましょう。目の下の苺は、目のクマと腫れを改善する働きを

持ち、目を明るくします。 
 

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

●ビューティーアドバイス● 

  
 
 

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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 ☺ 

 

5. 虫よけスプレー：ノースカロライナの夏は蚊などの虫も元気。 

6. 洗面道具/タオル：ほとんどのキャンプ場でお湯も出るシャワーが利用可能。 

7. コンロ：お湯を沸かすなど料理の為に必要。カセットコンロでもOK。キャンプ用のコンロ 

   にもいろいろな種類がある。 

8. クーラーボックス：飲み物や食品を入れておくのに必要。 
 

３）食べるもの 
ご自身のアイデアで！たき火で焼いてもよし、チャコールを持ち込ん

でのBBQや、作ったものを持って行ってもよし。たき火で炙るマシュ

マロは、中はトロトロ、外はカリカリで最高です！屋外で、星を眺めな

がらの食事はおいしくてついつい食べ過ぎちゃうかも。 
 

お手軽キャンプ料理：『シルバータートル』 

Heavy Duty（厚めで熱にも強い）のアルミホイルに、薄切りにした肉や魚介類を乗せ、薄切

りにしたポテト、オニオンなど野菜も乗せ、オリーブオイルをふりかけ、塩コショウ。ホイル

をしっかり閉じて、たき火の近くにしばらく放置。肉類に完全に火が通ったら出来上がり。

お好みで醤油、レモンなども添えて。アメリカのボーイスカウトの定番料理です。 

※ キャンプ場での飲酒は禁じられているのでご注意下さいね。 
 

４）シーズン 
夏が最適ですが、キャンプ場によっては年中開いている所も。少しの寒さを我慢すれば、

早春や秋の紅葉の季節なども楽しめます。ただ、朝晩の気温の変化に対応する衣類など 

の準備を忘れずに。 
 

５）ファイヤーウッド 

たき火がなくてはキャンプの魅力は半減！薪はサイト周辺に落ちている小枝を燃やしても

いいのですが、皆が同じことをするので、十分に見つからないこともままあります。ゲート

やレンジャーさんに尋ねれば、その場で買えるところも多いです。また、キャンプ場周辺の

民家や、田舎の「何でも屋」で看板を出して売っているところもあります。異常に乾燥した

シーズンには禁止となることもあるのでご注意ください。 

 

    

    おまけ・・・編集部オススメ・キャンプ場  

近場で：ハンギングロック(NC州内、Stokes county) 滝へのトレイルや泳げる池などがあり

家族で楽しめる。 

近場で：Julian Price Memorial Park（ブルーリッジ、Booneの近く）カヌーができる湖があ

り、川遊びも可。近くに観光地も多い。 

ちょっと遠くで：モニュメントバレー（アリゾナ

州）映画の舞台にもなった有名な場所。イン

ディアンの居住区の中にあります。ここの

キャンプサイトから見る、夕焼け朝焼けに染

まるモニュメントは、言葉では言い表せない

ほどの感動です。 
 

初めてキャンプに行かれる方は、とりあえ

ず近場で、忘れ物をしたら取りに帰れるくら

いの気楽さで挑戦してみてはいかがでしょ

うか。 

 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 

http://www.greenteaspa.net
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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
 

イベント紹介 
 

ラーレイのダウンタウンに新しい名所「Nature Research Center」が開設されまし

た。NC Museum of Natural Scienceの隣に、4階分の高さを占める大きな地球儀が

出現しましたが、そこが米国内でも有数の新施設 Nature Research Center です。

Scientistの最新科学研究の成果を一般の人々に公開し、かつ教育啓蒙に役立たせ

るという画期的な施設で、4月20日に大々的に

オープンました。そのセレモニーの一部として

インターナショナルパレードが予定され、ラー

レイ市民の民族多様性を強調し、施設のグロー

バルレベルの連携をアピールすべく、20を超え

る民族グループに声がかかりました。当「日本

クラブ」にも日本人コミュニティーとしての参

画要請の依頼がきました。ボランティアとし

て、チャペルヒルダーラム日本人会の役員をし

ておられるデューク大学病院医師の渡邊健太

郎、瞳さんご夫妻、チャペルヒル在住の田辺なえみさん、Cary在住のThorbjornsen

知巳さん、そしてトライアングル太鼓の勝呂マリさんなどに快諾していただき、

我々夫婦二人と合わせて７人で参加しました。パレード前に各グループに手渡され

たのは素焼きの壷で、中にはテームズ川、ガンジス川など全世界各地の川から空輸

された水が入っており、我々日本グループには隅田川からの水が入っている壷が渡

されました。パデューNC知事とそのお孫さんたちに先導された各グループは思い思

いの民族衣装に身を包み、新施設の前までの3ブロックを大きな河のようにうねっ

て行進をしました。和服姿も凛々しい渡邊さんは大きな日章旗を、女性たちはおし

とやかな着物すがたで笑顔をふりまき、マリさんにはかつぎ桶太鼓でけいきをつけ

てもらいました。パレード後のセレモニーでは、各国代表が運んだそれぞれの水は

名前を読み上げられて一つの大きなカメにあけられ、その水が新施設の前に用意さ

れた記念植樹にグローバル連携の象徴として注がれました。このようなラーレイ市

のコミュニティー行事に、民族を代表して参加できたことは大きな喜びでした。 

また、5月5日「こどもの日」にNCジャパ

ンセンターの庭で、大きな鯉のぼりの

下、恒例のもちつき大会を実施しまし

た。ご父兄と一緒に子供たちも「よい

しょ！」の掛け声と共に10臼のもちがつ

きあがり、早速、あんこ、きな粉、わさ

び醤油、大根おろしなどにからめて全員

で舌鼓をうちました。参加者からは「日

本でも見たことがない」といったコメン

トもいただきました。新聞紙で折ったカブトをかぶりチャンバラに熱中している子

供たちも微笑ましかったです。 
 

7月7日には「盆踊り・七夕の夕べ」日本クラブ「夏祭り」が開催されます。詳細は

ウェブwww.TriangleJapanClub.orgでお確かめください。           

(日本クラブ代表：ロッキー岩島) 
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      ごちそうさまぁ～！ 
味噌漬け 3種 
  

チーズとお豆腐にピリリと辛味のアクセントのある生姜の味噌漬けです。 

お酒のおつまみに是非どうぞ！ 
  

材料（2人分） 

  生モッツァレラチーズ･･･1個 

  生姜･･････････････････約.50g 

  豆腐（extra farm ）･･･・･･1/2丁 

  味噌床（好みの味噌1カップ、みりん50cc） 

作り方 

 1. 味噌にみりんを少しづつ加えながら泡立て器で混ぜ、味噌床をつくる。 

 2. 密閉容器に1.の半量を入れ、漬ける材料を置いて、残りの味噌を上から乗せる。 
  

 モッツァレラチーズなら3時間(浅漬け)～1ヶ月(古漬け) 

 生姜は1日(浅漬け)～1ヶ月(古漬け)くらい 

 豆腐は1日(浅漬け)～2週間(古漬け)が食べ頃 

金針菜入りホウレンソウの炒め 
 

材料 

 金針菜（ｷﾝｼﾝｻｲGrand Asia Market等アジア食材店で手に入ります→） 

 黒きくらげ 

 ホウレンソウ 
 

作り方 

 1. 金針菜や黒きくらげをたっぷりの水に浸して戻し、よく洗っておきます。 

 2. 金針菜の硬い根元を切り落とし半分の長さに切ります。 

 3. ホウレンソウを洗い、適当の大きさに切ります。 

 4. 厚手の鍋にサラダオイルを入れて火にかけ、金針菜や黒きくらげを軽く炒めてから、 

   ホウレンソウを入れ、胡椒やコンソメ、砂糖、塩などの調味料をかけ、更に炒めて出 

     来上がりです。 
 

（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、漢方薬アドバイザー,中医師、薬膳講師） 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住） 

 

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 
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            オレンジジュース 
 

日本でも米国でもジュースの人気フレーバーはやっぱりオレン

ジ！「健康維持に良い」というイメージは、日米ともに高いスコア

ですね。米国ではオレンジジュースに含まれる「ビタミンC」をトッ

プに「クエン酸」「カルシウム」「果糖」など成分やその効能に対す

る認識が深いようです。日本では、ビタミンC由来の「美容・美肌

に良さそう」といった情報のみが浸透していまね。一言にオレンジ

ジュースといっても、果肉（パルプ）入り、果肉（パルプ）なし、凝縮、濃縮還元、フローズン

と種類は豊富です。そこで、今回のおいしいもの探偵団は、果肉（パルプ）なしの生100%

オレンジジュースでの探偵調査で、二つのベストを選びました。 
 

酸味大好き自然派にオススメはこれだ！ 

「Florida's Natural」 

オレンジの香りが高く、絞りたてのようなフレッシュな味。 

酸味が少し強いですが、淡白でさらりとした自然なフレイバーです。 
  

甘み好き飲みやすさ追求派にオススメはこれだ！ 

 「Whole Food Market 365 100％Pure Florida Orange Juice」 

値段的にはちょっと高めですが、甘味があっておいしい！ 

小さなお子様も好きな味です。 
  

後記:オレンジジュースって、たくさんの種類が出ていますが、味にそれ 

程の違いがないのでビックリ！まあ同じ種類のオレンジを使っているか 

らでしょうか。値段が高いほど栄養か高く、健康にも良いのだろうと思っ 

ていましたが、安いハウスブランドでも効果は同じのようです。 

おいしいもの 

探
偵
団 

 Toshi’s CAFÉ 

5710 High Point Rd. STE FF 
Greensboro, NC 27407 

www.toshiscafe.com    
336-297-2288 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 

♫ NC-RTP-Rock同好会 ♫ 

NCのリサーチトライアングル周辺の音楽好きの集まりです。ロック、ポップスなど、音楽の

ジャンルにこだわることなく、「音」を「楽しむ」ことを目的として、初心者から経験者まで毎

週木曜の夜に和気あいあいとした雰囲気の中、カルボロのスタジオで練習しています。 

定期的にライブ・パーティーを開催し、地域の方たちとの音楽を通じた交流もあります。 

ライブハウスや地域のフェスティバルで演奏する機会もあります。随時新規メンバーを募

集しています。プロ・アマ・初心者・年齢に関係なく、何か楽器のできる方、演奏しみたい

方、どうぞお気軽に連絡ください！待ってま～す！ 連絡先：ncrtprock@gmail.com 
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         チャペルヒル・ダーラム日本人会 
 

5月27日（日）CarrboroのWilson Parkにて、チャペルヒル

ダーラム日本人会「春のピクニック」を開催いたしました。

当日はお天気にも恵まれ、トライアングルエリア在住の日本

人会会員を中心に約130名の方々がご参加くださいました。 
 

毎回食事を楽しみにご参加くださる方が多いということで、今回は昼食に力を入

れました。ボランティアの方から、サンドイッチ、ホットドッグ、焼き菓子、カ

レー、ドリンク、ポテトサラダをご提供いただき、役員会では、おにぎり、カ

レー、からあげ、肉じゃが、すいか、麦茶を用意しました。食事は大好評をいた

だき、あっという間に完食となりました。 

イベントとしては、「野原でボーリング」や「段ボールで作った空気砲でチーム

対戦！」を行い、お子さんたちのキラキラした笑顔がピクニックを盛り上げてく

れました。また、さまざまな企

業やお店からご提供いただいた

賞品を抽選でプレゼントする恒

例のラッフル大抽選会では、数

品ゲットされたラッキーなご家

族もいらっしゃいました。 
 

ピクニックを通して、日本から

遠く離れたこのノースカロライ

ナで日本人同士の交流をはかる

ことができ、これからも途切れ

ることなく、恒例イベントとし

て継続していけることを心から

願っています。お越しいただいた 

みなさま、フードボランティアに 

ご協力いただいた方々、ご協賛い 

ただいた企業・お店の方々、本当 

にありがとうございました！ 
 

(日本人会役員 渡邉ひとみ) 

 

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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コーワ・リサーチ・インスティテュートは、日本の薬局店頭で見かける緑色のカエ

ルのキャラクター「ケロちゃん・コロちゃん」でお馴染みの、興和株式会社の米国

における医薬品事業の拠点の一つです。オフィスはResearch Triangle Parkに隣接

し、医療用医薬品の臨床開発に携わっています。 
 

興和の医薬品事業の米国拠点としては、他にボストンに心臓血管科学研究所Center 

for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences／Kowa Science Institute、

アラバマ州モントゴメリーに販売・マーケット部門のKowa Pharmaceuticals Amer-

ica, Inc.があります。 
 

コーワ・リサーチ・インスティテュートは2003年よりNC州で活動を開始し、現在、

日本人駐在員5名、米国人スタッフ18名の総員23名で、米国における新医薬品候補

の医薬品開発（臨床試験）を推進しています。 
   

興和といえば、TVコマーシャルに登場するキャベジンｺｰﾜ、バンテリンｺｰﾜ、ウナｺｰ

ﾜ等のOTC医薬品や、三次元マスク等のヘルスケア品を御存知かと思いますが、現在

の主力製品は、医療用医薬品である高コレステロール血漿症治療薬Livalo（リバ

ロ）となっています。2010年6月にLivaloの米国の販売承認の取得に成功し、現

在、世界10カ国で発売するに至っています。 
 

近年の医薬品事業は、欧米の巨大企業との競争に生き残っていくためにグローバル

な開発が必須です。興和は、世界一厳しい審査基準を持つ米国において、確かな学

術的バックグランドより戦略的医薬品開発を推進するために、クリエイティブな人

材を求めて170社以上のグローバル企業の研究所が集うResearch Triangle Parkに

開発拠点を設立しました。これからも、研究開発、販売の拡大・充実を図り、高品

質で信頼性の高い医薬品を供給することで、世界の人々の健康に貢献してまいりた

いと思います。 （KRI 村山） 
 

会社名：Kowa Research Institute, Inc. 

所在地：430 Davis Drive, Suite 200, Morrisville, NC 27560 

Phone：919-433-1600（代表）, Fax: 919-433-1620 

HP：http://www.kowaus.com/ 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

コーワ・リサーチ・インスティテュート 

Kowa Research Institute, Inc. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NCのDurhamで生まれ育ったエイミーさんが作るおいしいアメリカン・ソウルフードが食べ

られ、地元のグルメお気に入りのオシャレでモダンなダイニングです。場所は、ダウンタウ

ンDurhamに位置し、Duke大学イースト・キャンパスから徒歩10分程の所にあります。 

このレストランの一番の人気は、土曜日と日曜日のブランチ。11時から2時半までサーブ

されるのですが、ギリギリに行ったら待たされるのは覚悟してください。並んでも入るつも

りのお客さんがお店の外は溢れていて、ちょっとビツクリですが、アメリカ人にとって週末

のブランチは家族がゆっくりと食事をしながら優雅に過ごす特別なひとときなのです。 

メニューは、ブランチでは典型的なアメリカン・ブレックファーストが食べられ、パンケー

キ、オムレツ、エッグベネディクト、グリッツなど。地元産の厳選された材料にこだわってい

ます。ランチはアボガドとスモークハムのサンドイッチがお勧め。ハンバーガーやフィッ

シュ＆チップスもGood。ディナーは、アメリカ南部料理の流れを汲むもので、NC産のポー

ク、ビーフ、魚介類を使ってひと工夫したもの。ウサギなんていうのもあります。ベジタリア

ンにも対応しています。ワインも充実。夜は予約をして出かける方がいいでしょう。 

Watts Grocery 
ワッツ・グロサリー（月曜休み） 

1116 Broad Street, Durham NC 

919-416-5040 

http://www.wattsgrocery.com 
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海外旅行での買い物というと、高級品と簡単なお土産が多い。しか

し、私はあえて日常的な物の購入を勧めたい。 
 

卒業旅行で立ち寄ったロンドンで買った傘は、頑丈で壊れにくいデザインで、長い間使用

した。$30程度で安くはなかったが、元は取ったと思う。後に、ついに壊れてから再度ロン

ドンに行った際には、同じものが見つからずがっかりしたのを覚えている。服を買う人も

居るだろうが、これも私は庶民派だ。チェコのプラハのデパートで見つけたシャツとネクタ

イのセットは、当時よく着ていたスポーツジャケットとネクタイの柄がぴったり同じだった。

$30程度だったのに良いものを見つけたと何人もに褒められた。ジャケットがだめになる

までの数年間、頻繁に着た。今はネクタイはお蔵入りだが、シャツは今でも他の組合せで

着たりする。 
 

しかし、一番の掘り出し物はソルトミルだろう。数年前、アメリカでピンと来

るものがない中、ベルリンに行く機会があった。そのときに何気なく立ち

寄った日用品の店に、安価で見栄えのする物があった。$4程度で購入し

たそのひと品は、今でも台所において愛用している。何気ないものだが、

シンプルで飽きが来ず非常に満足している。 
 

物をヨーロッパで買ったというと「高級趣味」などと言われることもあるが、ブランド品でな

ければ親しい人以外には気付かれることもない。普段使いだから、決して無駄使いでも

ない上に、使う度に旅の思い出に浸れるのだから、充実した旅の楽しみ方と思う。 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、Travelink Chapel Hill支店長） 

 

 

 

 

 

NCで過ごす醍醐味の一つといえば、間違いなく夏の暑さと長さでしょう。日本の夏に比べ

て湿気はないものの、突き刺すような日差しには、毎年驚かされます。スーパーマーケット

や公共施設などの寒すぎる驚異的な温度設定もアメリカならでは。室内と室外の温度差

に負けないよう、心身共にしっかりメンテナンスをして暑い夏を楽しく過ごしましょう!! 
 

・今日はカンカン照りだね！ The sun is really beating down today! 
 

・日差しで肌がジリジリするよ。The sun is so strong my skin is burning. 
 

・セミがミンミン鳴いてるね。 I can hear the cicadas chirping. 
 

・汗で肌がベトベトだよ。 I am sweating so much my skin feels sticky. 
 

・暑くてバテバテだよ。 I am overwhelmed by the heat. 
 

・太陽がギラギラしてるね。 The sun seems so strong. 
 

・暑くて喉がカラカラだよ。 It is so hot that my throat feels totally dry. 
 

・日差しの強さにクラクラするよ。 It is so hot that it is making me dizzy. 
 

・モコモコした入道雲！ The clouds look so heavy.  It is a real summer sky! 

こんなとき、どう言うの？ 
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北米・カナダ在住の名大卒の方を探しています！ 

- Nagoya University US Alumni Network-  
 

名古屋大学NC事務所（NU Tech) は、現在、米国にお住まいの名古屋大学卒業生を

集め同窓会を発足する準備をしています。 

名古屋大学を卒業された方、nagoya@tpnu.org あるいは (919) 535-8725まで是非

ご連絡ください。また、北米在住の名古屋大学を卒業された方をご存知でしたら

この情報をお伝えください。 
 

Facebook 上のグループはこちらです。 

http://www.facebook.com/groups/426332357380503/  

皆様からのご連絡、お待ちしております。 

 

printings and drawing by: 

Yuya Chiba 
 

exhibition dates: 
June11 – September 7, 2012 

reception: 
belly dance performance by Serpil Chiba: 

3:00pm 
 

location: 
NC Japan Center 

(Dorothea Dix Campus) 
705 Barbour Drive 

Raleigh, NC 27603 
919-515-3450 

SUNC ジャパンセンターからのお知らせ 

アーティストChiba Yuya氏の作品展 

展覧会とレセプションのご案内 
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「移民法の最新動向に関するセミナーの開催」 
 

米国南部州においては移民法が強化されており、注意を必要とする状況が続いて

います。このため、総領事館においては、ノースカロライナ州ローリー日本語補

習授業校/Japan Centerなどからの協力を得て、ジョージア州で弁護士としてご

活躍中の大蔵昌枝氏(三角横丁/法律相談コーナー執筆者)を講師に迎え、下記要

領で移民法（その他、米国滞在のための査証など）についてのセミナーを行いま

す。 
 

開催日時･場所 

  1. 平成24年6月30日(土）午前8時50分から  

    ノースカロライナ州ローリー日本語補習学校  

    5102 Oak Park Road, Raleigh, NC 27612 
 

  2. 平成24年6月30日午後1時から  

      ノースカロライナ州立大学内ジャパンセンター 

      Japan Center 705 Barbour Drive, Raleigh, NC 27603  
 

開催内容 

     (1) 領事館からのお知らせ ～邦人安全対策連絡協議会～ 

     (2) 移民法・米国滞在のための査証に関するセミナー 
   

 ローリー補習校関係者以外の方で出席を希望される方は、事前に「お名前」 

「ご住所」「連絡先」を添え、consulate@aa.mofa.go.jp までご連絡ください。 

 締め切りは6月27日です。多数の方々のご参加をお待ちしています。 

 

在アトランタ総領事館から皆さまへ 

 
大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

アトランタ事務所  

直接電話：404.223.2217 

直接ＦＡＸ：404.238.9764 

Email：MOkura@bakerdonelson.com 

Monarch Plaza Suite 1600 
3414 Peachtree Road 

Atlanta, Georgia 30236 

代表電話番号:404.577.600 

代表ファックス番号：404.221.6501 

ウェブサイト：www.bakerdonelson.com 
 

事務所所在地：アラバマ、ジョージア、ルイジアナ 

           テキサス、フロリダ、ミシシッピー 

テネシー、ワシントン 

在アトランタ総領事館   

Phipps Tower, 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326 

代表電話：404-240-4300 FAX：404-240-4311 

代表e-mail： consulate@aa.mofa.go.jp  

文化関連e-mail： info@aa.mofa.go.jp 

領事関連e-mail： ryoji@aa.mofa.go.jp 
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仕事から家に戻ってみると、ちょうど見知らぬ車が家内に見送られてい

く所でした（またエホバの証人の方々が尋ねてきたのか？）。家内いわ

く「西側のお隣さんが、今日の午前中いない間に泥棒に入られて、テレ

ビやＰＣとかかなり盗まれたんだって」。旅行中に自宅に駐車していた

車を盗まれたとか、ＰＣを個人売買で売ろうと行った先で拳銃を突きつ

けられてパンツ一枚にされたとか、そういう知り合いの声を聞いてゾッ

としていた事を忘れた頃にこういう話を聞くと暗い気分になります。西

側の隣は２５０メートル以上離れてるし、北側のお隣さんは家も見え

ず、僕らが家を建てる前からお婆さんがひとりで暮らしていて、万一何

かあってもたぶん知る由がない。「災難、そして幸運も過去における自

分自身の反動だよ」なんて言ったら、非難を浴びるだけで最悪の関係を

迎えること間違いなしですから言わないけど、いわゆる「カリユガ」に

住んでいる僕らの社会というのは最低です。清潔さもなく、やさしさも

なく、誠実さもなく、耐えることも知らず、自分が楽しむことしか考え

ない。こういう世界だということをしっかり把握してさっさと足を洗え

るような日々を過ごしたいなあと思います。問題はそれをするのがなか

なか思うようにいかない事。感覚の力は非常に強いのです。その事件の数日後、

うちの家内がバーベキューパーティをしていたお隣さんから「マーガレーーーッ

ト！」と声をかけられました。話によると警察から電話がかかってきて「泥棒を

捕まえた！」最近この一帯で何件か盗みをしていたそうです。果たして盗まれた

テレビ、ＰＣ、ビデオカメラなど戻ってくるかどうかはわからないけど、とりあ

えず一安心。彼らのお子さんがちょうど一歳を迎えて祝った頃で、なんともやり

きれないでしょうが･･･。その犯人もどういう事情か知らないけど泥棒家業から

足を洗ういい機会かもしれません。この世がすべてと思ってる人には何の意味も

ないけど、今回盗み出した分、たぶん来世の人生で盗まれることになるでしょ

う。善行の種を蒔いていればそのうち芽が出てくるでしょうし、悪行の種を蒔い

てしまえばやっぱりそのうち芽が出てきます。そういうことを知らずに一生を終

えるのは非常に惜しい。現代教育では知らなくてもいい事を教えて、本当に知る

べきことを教えない、そういう時代に生れ落ちた僕らはとても不運です。たとえ

一国の首相になろうと、ＣＥＯになろうと、一万五千坪の土地を持っても同じ。

愚かな人は、結局、無限に生老病死を繰り返すだけです。 
 

(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/) 
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「女の命」 “My Crowning Glory”  
 

「どこで切ったの ?」とつい聞いてしまう。トライアングルに来て以来、自分に合う美容師

に巡り会えていないのだ。お洒落という訳ではないが、持ち前の不細工と寄る年波を隠

すためには、彼らのセンスに頼る必要がある。おまけに横着で、フラットアイロンだの、

カーラーだのを使いこなす技量にも欠けているので、カットだけで綺麗にきまる腕も必要

だ。  
  

髪の質や量、求めるレベルのせいか、日本人女性がアメリカ

の美容師たちに合格点を付けることは稀だ。パーマをかけた

ら高木ブーのカミナリさまになった、とか、ボブといったら鍋を

被ってぱっつん切ったような頭になった、とか、縮毛矯正したら

一本残らず根元から千切れた、とか、ほとんど都市伝説のよう

な話を見聞きすると、いつになるかわからない里帰りまでその

ままにしようか、とも思うのだ。  
  

しかし、楽に思えてロングヘアは意外ときつい。少しでも怠けると、あっという間に貞子

や落ち武者の仲間入りだ。では高木ブーか、ちびまるこか。いや、お金を払って失敗さ

れるよりは、自分でやらかして納得したい。 
  

そんな貴女にお勧めなのがセルフカット。日本の不景気を強調するためか、本当に流

行っているのか、真相は分かりかねるが、雑誌や動画サイトでは大流行。だが、残念な

がら、背中の長い髪を切る方法が見つからない。そういえば、うん十年前に読んだマン

ガに「簡単よ、全部前に持って来て、鼻先で切れば良いのよ」というせりふがあったでは

ないか。俯いて後頭部の髪を全て前に持って来る。目の前で切る。これなら出来るに違

いない。私のくだらない知識の貯蔵量といったら、人に自慢したくなるほどなのである。 
  

「…これは、こういうスタイルにしたかったの？」美容師に問われ、「そんな訳ねーだろ」と

荒い突っ込みを返すところだったが、彼女の声に含まれる微妙な哀れみが、視線と合わ

さって痛過ぎた。私の後ろ髪は逆V字型に切られていて、まるで燕尾服の裾のようなシ

ルエットだったからである。マンガを信じた私がバカでした。こうなったらアメリカ人のセン

スとやらを信じてみようではないか。大博打ともいえる「お任せします」発動だ。 
  

30分後。「素晴らしいわ！髪が多くて腰があるから出来るのよ」。鏡を見ると、オープン

カーに乗ってドライブして来たように見える。が、彼女はひどく満足そうだ。ということは、

良いのか、これで？バカ高い料金を払って家に着くと、別のサロンを経営しているご近

所さんと鉢合わせした。「あーら、だ～れかさんがヘアカットしたわ～、セリーヌ・ディオン

みたいでス・テ・キ」。…真夜中にぱんつ一丁でごみ捨てに出てくるツルッパゲ男性にい

われても、今いち、信憑性に欠ける。 
  

このままでは疑心暗鬼になるばかり。私には無いが、日本人には日本人のセンスっても

のがあるはず。美術系で、弁当の詰め方にさえ小うるさい妹に意見を聞こうではない

か。「いいねぇ、伝統美だね」褒められ…たのか？「ズラ無しで鏡獅子が踊れる

じゃん、ぶははは」妹、笑い過ぎて腹筋崩壊。目出度い分、貞子よりはマシか。

ご興味のある方、映像をググってみてください。お薦めは坂東玉三郎さんの「春

興鏡獅子」です。 
  

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 
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観光や出張を目的に短期間米国に滞在する場合、日本など米国のビザ免除プログラム

に加盟している国なら、90日以内の短期滞在であればビザがなくても入国が認められま

す。ビザ免除で米国に入国するのに、以前は特別な手続きは必要ではありませんでした

が、2009年1月12日より、事前に渡航認証 (ESTA) の取得が義務付けられるようになりま

した。ESTAはオンラインで申請でき、2012年2月には申請料14ドルが必要です。ESTAは

2年間有効ですが、2年以内にパスポートが失効する場合は、パスポートの有効期限日ま

での承認となります。なお、ビザ免除で入国した場合は、特定の場合を除き、通常は米国

内で滞在資格の変更や延長はできません。 
 

観光や出張を目的に90日以上米国に滞在する場合は、B-1短期商用ビザもしくはB-2観

光ビザを申請することができます。B-2 観光ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同

窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。ビザ免

除プログラムやB-1 商用目的として認められる活動には会議参加、契約交渉、短期研

修、修理技術者、投機的事業調査、個人研究、などが挙げられますが、いずれも米国内

で報酬を得てはなりません。 
 

上記の活動の中でも、修理技術者をB1ビザで米国に派遣する場合は、日本から米国企

業に販売された機械・機器に関し、日本側がその設置・修理やサービスを提供する旨が

購買契約に明記されていなければなりません。また、日本から派遣された社員は、米国

滞在中も日本から給与を受け取ることが条件であり、米国で提供する技術サポート・サー

ビスに対し米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、日本側企業はこれら

のサービス提供に対し、当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けること

はできません。また、商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修

を行う場合もB-1ビザに該当しますが、この場合も報酬は日本の企業から支払われ、研

修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。米国で催される展

示会の展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製

品の受注を行う場合もB-1ビザを申請することができます。しかし、B-1ビザ所持者は米

国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。予定される活動がこ

れらの内容に正確に該当しない場合は一時就労ビザが必要となります。 
 

しかし、最近はB1ビザの乱用が問題視されています。その例として、H1B就労ビザの年

間申請枠や平均賃金の遵守を回避するために、上記のB1商用ビザで入国させ、米国で

就労を行わせながら、米国の平均賃金よりも低い賃金を本国から支給している雇用主が

調査の対象となっています。そのために近年ではB1ビザ審査が大変厳しくなっており、昨

年度５月にはB1の却下率が25%も増加した公館もあり、また、疑いのかかった大手企業５

社に対してB1ビザの申請が禁止されました。したがって、B1ビザの申請を行うには、十分

に証拠をそろえて申請したほうがよいでしょう。 

B1/B2ビザで米国に入国した場合、ビザ免除プログラムとは異なり、米国内で滞在資格

延長や変更を申請することも可能ですが、入国後60日以内に滞在資格の変更申請を行

うと、入国時に入国目的を偽ったと疑われる可能性があるので注意が必要です。観光・

短期商用ビザはいずれも“移民の意志”を表すことが認められていないので、往復航空

券や日本で生活を営んでいる証拠を提示できる準備をする必要があります。また米国訪

問終了後は日本に帰国する意志があること、また米国滞在に要する費用をまかなうため

の十分な資金があることを証明する必要があります。 

（大蔵昌枝：アトランタ在住、弁護士） 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

B1短期商用ビザ 審査の厳密化 
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夏休みの過ごし方 
 

夏休み前の小学校や中学校での個人面談で、「英語が上達するような夏休みの過ご

し方はどうしたらいいですか？」というのが、親が先生によくする質問です。両親

が日本人だったら、夏休みには英語を話す機会が子供にとっては少なくなります。

8月からの新学期に子供の英語力が気になるところです。ほとんどの先生が提案す

る事は4つあります。 
 

１．サマーキャンプに参加する 

宿泊をするサマーキャンプと毎日通うサマーキャンプがあります。小学校高学年の

アメリカ人の子供に人気があるのは泊まりがけのサマーキャンプです。キャンプ中

は、殆どの場合、日本語を話す機会がなく英語オンリーなので、日本人のお子さん

には逆にストレスがたまる場合があります。先生がお勧めなのはスポーツや、アー

ト関係など子供が無理なく楽しむ事ができるサマーキャンプです。詩やエッセイを

書いたりするキャンプは、英語を母国語にしている子供を対象としているため、ま

だESLを取っているお子さんにはレベルが高すぎるので、お勧めしないようです。 
 

２．図書館を利用して本を借りる 

家の近くの図書館を利用して、毎日英語で本を読ませる

ように心がけることです。学校や担任の先生によって

は、お子さんの学年でお勧めの本のリストを作成してい

ます。そのリストにそって図書館で本を借りて読むのが

効果的だそうです。これは日本人の子供だけではなく、

アメリカ人の子供にも勧めています。また、図書館に

よっては、子供達のために本の読み聞かせをしてくれる

所もあるので、その日時も調べて図書館を有意義に使う

ことが英語力の維持につながります。 

３．友達と遊ぶ 

学校で親しくなった友達や近所の子供達と積極的に遊ぶ事です。英語が母国語の友

達や、ESLで知り合った友達と遊ぶ約束をして、家に呼んで楽しく遊ぶ事によって

英語を使う機会が増えます。 
 

４．家で英語を使う機会をつくる 

一週間に何回か、家族全員で英語でゲームをしたり

り、晩ご飯を食べる時には英語を使うなど、何か家

族でルールを決めて過ごしてみるのもひとつの方法

です。皆で英語を話すのは少し恥ずかしい気もしま

すが、お子さんの英語力向上のために、家族全員で

取り組むのも必要な事かもしれません。 
 

アメリカの夏休みは、日本の学校と比べて長く、また宿題もありません。英語力向

上も必要ですが、子供だけではなく家族皆にとって何か思い出となるような夏休み

の過ごし方を考え、楽しい夏休みをお送り下さい。 

（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） 

 How did it go? 
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おかねのおはなし 
 

先日、IBMに勤めるメキシコ人の友人が、家族を連れて同会社の中国に駐在中の知

人宅に遊びに行って来ました。私は、お土産にハローキティやミニーマウスなどの

キャラグッズなどなど頂いたのですが、どのキャラも嘘っぽい。メキシコ人の友人

は「Disney」に行ってきたと言い張っていたけど、実は「なんちゃってDisney」の

パークがあると後でネットで発見し納得。宣伝担当によるとミニーマウスは「ねず

みではなく大きな耳を持っている猫」とのこと。うっ、さすが中国っ。 
 

ところで、私のお金の話のメインは、彼女が買ってきたデジカメ。

富士フィルムのFinepixとかいうBestBuyでは$800～900位はするもの

を、なんと現地で半額で買ってきたこと。これも「なんちゃっ

て」？と疑いたくなってしまう気持ちを抑えながら説明書や保証書

など日本語欄を確認。他にもキャノン、ソニー、ニコン、オリンパ

スがあって迷ったと言うのを聞いてびっくり。だってそれ全部日本企業じゃない!  
 

早速、同上の日本株を調べると、すべてここ3年で着実に上り状態。はぁ。やられ

た! 中国経済が上昇していて日本を追い越して経済大国になったことは為替を通じ

てわかっていたけれど、実際のところ、私の中の中国のイメージは、自転車が氾濫

して、工場の生産、輸出大国とのイメージのままでした。友人の話や写真などか

ら、すでに上海など中国の都市部では日本と変わらない、もしくはその上を行く購

買力と市場レベルを持っていると感じました。若者がi-phoneを片手にスターバッ

クスのフラペチーノを飲みながらウインドーショッピングをする、そういう生活水

準になっているんです。 
 

以前、日本の資生堂で働く友人が「中国からの観光客は、高価な商品を桁違いで

買っていく、大人買いならぬ中国スタイル買いだ」と言っていたのを思い出しま

す。経済が発達し、購買力とあの人口を考えると、まさに巨大市場マーケット。し

かも、デジカメのように高品質画像、繊細な技術とデザインの優れている日本商品

はかなり人気があるとのこと。私たち、投資側としては、どの会社が中国市場によ

り力を入れているか、また著作権のあるようでない国なのでリスクを踏まえ交渉力

のある会社などを見極めるところに勝算ありだと思います。定番にできる上質のも

のが、今後あの巨大マーケットでの上昇株になると思います。電化製品、車、鉄道

関連に注目してます。 
 

(伊達知巳 大阪府出身、APEX在住、元外資証券勤務) 

 

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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夏休みはトライアッドで遊ぼう～！（アルファベット順） 

 

ArtQuest  

 住所: 200 N. Davie St., Greensboro、 電話: 336-333-746、Web: greenhillcenter.org  

 料金：5ドル、1歳以下は無料      

Biltmore House   

 住所：1 Approach Road, Ashville 電話: 800-411-3812 Web: Biltmore.com   

 料金：大人49～64ドル、子供24.5～32ドル（5/26～9/3日は、大人と一緒の子供は無料）

Carolina Zip Lines Canopy Tour   

 住所：1085 Nickell Farm Road, Westfield、電話: 336-972-7656、 

 Web: carolinaziplines.com、   

 料金：40～80ドル、内容：2つのZipラインコースがあり、火曜から日曜日の午前9時、11時 

 午後の2時と4時のコースが予約可能（予約のみ） 

Carowinds    

 住所：14523 Carowinds Blvd., Charlotte、電話：704-588-2600、Web: carowinds.com  

 料金：36.99～554.99ドル、内容：テーマパークとウォーターパーク有り 

City Lake Park    

 住所：602 W. Main St. Jamestown、電話: 336-883-3498、Web: highpointnc.gov   

 料金：公園は無料、内容：ボート、メリーゴーランドやトレイン等の乗り物、プール及びミニ 

 ゴルフは有料    

Greensboro Children Museum   

  住所：220 N. Church St. Greensboro、電話: 336-574-2898、Web: gcmuseum.com   

 料金：4～8ドル、1歳以下は無料 

Hanging Rock State Park   

 住所：1790 Hanging Rock Park Road, Danbury、電話: 336-593-8480、Web: ncparks.gov  

 料金：ボートのレンタルは3～5ドル、水泳は4～5ドル  

Lazy 5 Ranch    

 住所：15100 Mooresville Road, Mooresville、電話: 704-663-5100、Web: lazy5ranch.com  

 料金：5.5～8.5ドル、内容：ドライブスルーの動物ファームで、750頭以上の動物に会える。 

 月曜日から土曜日は、9時から日の入り（サンセット）の１時間前まで、日曜日は午後１時 

 からサンセットの１時間前までオープン 

National Science Center of Greensboro   

 住所：4301 Lawndale Drive Greensboro、電話: 336-288-3769、Web: natsci.org   

 料金：7～8ドル 2歳以下は無料、時間：午前9時から5時（動物園は午前10時から午後4時） 
North Carolina Zoo   

 住所：4401 Zoo Pkwy., Asheboro、電話: 800-488-0444、Web: nczoo.org   

 料金：8～12ドル、2歳以下は無料、内容：動物園   

Old Salem Museums and Gardens   

 住所：900 Old Salem Road, Winston Salem、電話: 888-653-7253、Web: oldsalem.org  

 料金：10～21ドル、6歳未満は無料   

Pilot Mountain State Park   

 住所：1792 Pilot Knob Park Road, Pinnacle、電話: 336-325-2355、Web: ncparks.gov  

 公園は無料だが、乗馬、キャンプ、カヌー、魚釣り等のアクティビティは有料   

U.S. national Whitewater Center   

 住所：5000 Whitewater Center Pkwy., charlotte、電話: 704-391-3900、Web: usnwc.org  

 料金はラフティング、カヤッキング、マウンテンバイキング、クライミング、ズィップライン等 

 のアクティビティによって異なるので、事前に要確認、時間：午前9時から午後9時まで 

 

 

 

 

三角横丁2012年6月号  13 

 

 
 

頑張る子ども達 
 

15年のアメリカでの教師経験の中で私はたくさんの頑張る日本の子どもたちに会い

ました。日本から来たばかり子にとって、現地校に通うことは大きな壁です。どう

しても教室に入れなくて、入り口で毎日1ヶ月過ごした1年生の女の子。周りから聞

こえてくる英語が全部自分の悪口に聞こえて暴力をふるってしまった3年生の男の

子。鎧をつけるように厚いお化粧をして通う7年生の女の子。震える心を抱えなが

ら、少しずつ英語が聞き取れるようになり、片言の返事が出来るようになり･･･、

子どもたちは一人ぼっちで頑張ります。 
 

日本から引っ越してきたばかりの2年生の男の子。もちろん英語なんて全然話せま

せんでした。でも近所には同じ学校の子がたくさん住んでいて毎日遊びに来ます。

会話なんてなんのその。時には気持ちの行き違いで喧嘩もしました。怖かったし、

不安だったと思います。でもその時は言葉以上に体や表情で精一杯自分の気持ちを

ぶつけました。1年半たった今、その子はお泊りにパーティーに引っ張りだこで

す。英語も少し自信がでてきました。 
 

子どもたちはたったひとりで頑張っています。親は

時々そのがんばりに甘えてしまって、何もせず毎日を

過ごしている時があります。時には子どものために逃

げる場所になってあげたり、また時には背中を押して

外の世界にだしてあげなくてはなりません。子どもた

ちはもちろん自分のために頑張ります。でもそれと同

じ位、お父さんやお母さんの笑顔を見たいために頑張

ります。親の不安や動揺は子どもに感じさせぬよう大

きな手を広げて待っていてあげて下さい。お父さんも

子育ては親育て 

（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！ 

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

(919) 933-4151 

www.acupuncturehealingcenter.org 

針灸治療有資格者 
Carmela Mager 

カーメラ・マーガー 

針灸治療有資格者 
Andrew Nowosad 

アンドリュー・ノワサッド 
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栄養バランスのよい食事、規則正しい生活、適度な運動。子供のうちに身につけておくこ

とは、将来的にもプラスになります。そのためには、「親がまずやってみせること」が大切

です。アメリカ合衆国農務省 (United States Department of Agriculture)が奨励している

「子供に健康的な生活を送るためにすぐに実行できそうな10の食事と運動」があります。

前回はそのうち5つをご紹介しました。今回は前回の続きを紹介します。 
 

6．楽しい食事タイムになるように心掛けましょう！ 

    食事中はテレビの電源はオフにし、楽しく、Happyな会話をするように心掛けましょう。 

    子供や親がイライラしたりストレスを感じるような時間であってはいけません。 
 

7．子供達の声に耳を傾けましょう！ 

    子供が「お腹すいた～」と言って来たら、たとえおやつの時間 

    ではなくても少しだけヘルシーなおやつをあげましょう。子供 

   に選択の機会をあげることも重要です。「夕食にブロッコリー 

    が食べたい？」ではなく「夕食にはブロッコリーとカリフラワー 

    のどちらがいい？」というふうに。 
 

8．テレビは1日2時間まで！ 

     テレビやゲームなどは1日2時間までにしましょう。  
 

9．子供に運動するよう促しましょう！ 

    家族全員が楽しめるような運動をしましょう。歩いたり、走ったり･･･実際に親が体を動 

    かしているところを子供に見せましょう。 
 

10．いいお手本になりましょう！ 

  子供がまだ食べた事のない真新しい食べ物は、1回の食事に1種類だけ出しましょう。 

    子供が好きな食べ物と一緒に真新しい食べ物を出したり、子供がお腹が空いている 

    食事の初めに出すといいかもしれません。子供に真新しい食べ物、嫌いな食べ物を 

    食べさせるために、お説教をしたり、無理に食べさせたりするのはやめましょう。 
 

 参考：United States Department of Agriculture. Center for Nutrition Policy and Promo-

tion. (2011). 10 Tips be a healthy role model for children. 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、大学院生） 

 

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 (2) 

 

 どっちがいい？ 
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  ウィンストン・セーラムにある主な大学 
 

・Wake Forest University（Reynolds財団からの多額の寄付のためRaleighからWinston- 

 Salemに移転、法学部やMBAコースが有名な知名度の高い私立大学） 

・Winston-Salem State University（もともとは黒人の高等教育のためにできた州立大） 

・Salem College: （創立1772年のアメリカ南部で一番古い女性の教育機関） 

・University of North Carolina School of Arts:（芸術専門で高校から大学院まである） 

・Piedmont International University 

・Forsyth Technical Community College 

ウィンストン・セーラムの名所は見どころがいっぱい！ 
 

Old Salem: ウィンストン・セーラムといえばなんと言ってもOld Salem。昔この地に住み着

いたMoravia（モレィビアと発音します）。ヨーロッパからの移民生活を彷彿させる18～19

世紀の建物と生活を再現した村です。各種の職人が手作りの実演、昔ながらの野菜や

植物、そしてモラビアン教会の一番頭の教会Home Moravian Churchとその大きな墓地が

あります。Moravian教会墓地の特徴は男女の墓地が別れていて、夫婦でも別々の場所

に埋葬されます。お土産にはモレビアン・クッキーという超薄型のクッキーやLove Feast 

Bunと呼ばれる小さい丸パン、クリスマスのときに玄関の上に飾るモレビアン・スターを。 

Tanglewood Park: ジョンソン家の邸宅を1921年にR.J.レイノルズの弟William Nealが購入

して1000エーカー以上の敷地に拡大し、サラブレッドの馬を飼育したそうです。ゴルフ、テ

ニス、ハイキング、乗馬レッスン、大きなスイミングプール、キャンプ場、マナーハウスとい

うベッド&ブレックファスト、釣り、ボートレンタル、ピクニックシェルターやキャビンのレンタ

ルができます。また、ホリデーシーズンにはフェスティバル・オブ・ライトと呼ばれるクリス

マスの野外照明デコレーションで有名です。入園料$2。 

Raynolds House Museum of American Art: R.J.ReynoldsとKate夫妻が1917年に建てた豪

邸で、当時の家具や装飾が保存され、また有名なアメリカ人画家の絵画を展示している

美術館となっています。ビルトモア・ハウスの縮小版のようです。庭園も散策に最高で

す。見学が終わったら、すぐ隣にある古い建物を改造したReynolda Villageショッピングセ

ンターで食事やお買い物をするのがお勧めです。 

Pilot Mountain & Hanging Rock: ２つの州立公園がウィンストン・セーラムから45分以内

のところにあります。パイロットマウンテンは山の頂上に突き出た大きな岩が遠くからも見

えます。その一部の川沿いの部分に昔の農園を再現したHorne Creek Living Historic 

Farmがあります。ハンギングロックはグランドファーザー・マウンテンを思いの頂上にある

いくつかの岩の上を歩いて、横に突き出した岩の端まで登ってゆけます。ただ山の上は

風が強いので落ちないように気をつけてください。 

Winston-Salem Dash (BB&T Ball Park)： 地元のマイナーリーグチームの球場がダウンタ

ウンに新築されました。娯楽を兼ねたスポーツ見学に最適です。 

Salem Lake: ダウンタウンの近くにある人口湖で、ボート遊びや釣り、水泳ができます。池

の周りの約7マイルの歩道は自転車やジョギング、ハイキングする人で賑わいます。 

Dixie Classic Fair: Raleighで開催されるNC州のステートフェアの次に大きなフェアで、9月

末から10月初めにかけて開催されます。写真、絵画、手芸、野菜、ベーキングなど、様々

な分野に一般人が応募でき、賞がもらえます。また、新鋭カントリーシンガーによるコン

サートが入場料を払うだけで楽しめます。遊園地の乗り物や遊びもたくさんあり、出店の

食べ物も豊富です。昔の様子を再現したYesterday Villageや、家畜や農作物の展示もあ

ります。乗り物乗り放題のチケットを買える日や、缶詰を持っていくとただで入場できる日

など、家族全員で楽しめるお勧めのイベントです。 
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 トライアッド かわら版 Triad   Triad  Triad   Triad  

 

ウィンストン・セーラムってどん所？ 
 

ウィンストン・セーラムは、トライアングル 

から見ると東に位置し、RaleighからはI-40 

で約107マイル（車でおよそ1時間50分）の 

距離にあります。 

元々、ヨーロッパ東部にあったMoravian  

(モラビアン）からの移民が定着してできた 

キリスト教で団結した町Salemと、その北に 

あった町Winstonの二つの町が1913年に合併してできました。二つの町が合わさってでき

たのでTwin Cityとも呼ばれています。NC州で4番目に人口の多い地方都市です。 
 

ビツクリ！こんなに産業が盛ん！世界に誇るブランド勢ぞろい 

ウィンストン・セーラムと聞くと「ウィンストン」と「セーラム」というタバコの銘柄がまず思い

浮かと思います。この二つの世界的にも有名なタバコは、このウィンストン・セーラムから

生まれ、それもこの土地にちなんで名付けられたものです。過去に、R.J.レイノルズ社は、

タバコ製造会社の最大手として、この地でNCのタバコ産業をリードしてきました。 

Tシャツで有名なHanes（ヘインズ）もウィンストン・セーラムで誕生し、NCに一大

繊維産業を起こしました。アメリカの定番ブランドとも言えるヘインズは、1996年

にUNC出身のマイケル・ジョーダンをイメージキャラクターとして使っていて、NC

色の濃い衣料品会社です。 

また、最近日本でもファッションと化した揚げたてのおいしいドーナツ「クリスピークリーム・

ドーナツ」もウィンストン・セーラムが発祥です。現在も本社がこの地にあり、アメリカや日

本のみならず世界のドーナツ・ブランドとして成長し、名を馳せています。 

甘いドーナツを食べたあとは、辛いもの？というわけではありませんが、ホット・ソースで

有名な「Texas Pete」も、名前はテキサスですが、実はウィンストン・セーラムが本社です。

BBQやバッファロー・チキンウィングには欠かせないアメリカ人家庭の常備ソースです。 
 

アートの街、音楽の街、食の街！ 

「Wake Forest University Baptist Hospital」と「Forsyth Memorial Hospital」

の2つの優れた病院があり、医療は他の地方都市のどこにも引けを取りません。 

また、ウィンストン・セーラムは「City of Arts」を自称していて、芸術的にも魅

力的な街です。ダウンタウンにはギャラリーがたくさん点在し、美術館として

「Southeastern Center for Contemporary Arts (SECCA)」や「Museum of Early 

Southern Decorative Arts (MESDA)」があります。 

ダウンタウンでは、仕事が終わった後の娯楽として「Alive After Five」という音

楽を夏の間無料で提供しています。また毎年春に「River Run Film Festival」と

いう映画祭が開催されますが、これは世界中から集まる独立系映画の祭典です。 
 

すぐ南にあるLexingtonでは細かく刻んだポークを酢とケチャップ等で味付けした

レキシントン風バーベキューが有名です。10月にはBBQフェスティバルがありま

す。また北にあるMount Airyはアンディ・グリフィス・ショーというテレビ番組の

架空の町Mayberryの土台になったといわれる主演のアンディ・グリフィスが生まれ

育った町です。毎年9月末には「メイベリー・デイズ」と呼ばれるフェスティバル

があります。           （ココママ：グリンズボロ在住、熊本出身） 

★ 

★ 

Winston-Salem Raleigh 

 

三角横丁2012年6月号  15 

 

 
 

                             目の症状と東洋医学 
 

眼精疲労や加齢による目の症状は「肝」と「腎」の失調から始まります。 

目の奥が痛む、チカチカする、かすむ、充血するなど、眼精疲労による症状はさまざまで

すが、人によっては目の症状だけでなく、首や肩のこり、頭痛、吐き気などを伴う場合が

あります。また、集中力が低下したり、気力が衰えてイライラしたりするといった症状も見

られます。 
 

漢方には「肝は目に穴を開く」という言葉がありますが、これは目と肝が密接な関係があ

ることを指しています。肝は目の栄養源となる血液の貯蔵庫で、ストレスや過労などの影

響を受けやすいのが特徴で、東洋医学では、目の疲れは「肝の失調」と考えられていま

す。また肝は、生命の源であり、免疫やホルモン、中枢神経、造血機能を司る「腎」と深い

関わりがあります。「肝腎同源」という言葉のとおり、肝を養う働きのある腎の機能の低下

も眼精疲労の原因になります。ですから、眼精疲労を改善するためには、肝と腎を養い、

目が必要とする栄養素が含まれた食べ物をしっかり取ることが大切になります。 
 

肝と腎の体液が不足した原因による症状：目の痛み、視力低下、目のかゆみ、充血、め

まい、口の渇き、のぼせ、手足のほてりなど 

肝の血液が不足した原因による症状：目のかすみや乾燥、貧血、肌荒れ、めまい、顔色

が悪い、胃腸虚弱、下痢しやすい、手足の痺れなど 

目によく効く食べ物は、クコの実、菊の花、レバー、人参、パセリ、うなぎ、アサリ、アスパ

ラなどです。下に目に効くレシピを紹介しておきます。 
 

材料：アスパラ、アサリ、ニンニク、クコの実、醤油、酒、サラダオイル、塩 

作り方:     1. アスパラをお湯で硬めに茹でておく。 

        2. アサリは洗って、水気を切っておく。 

               3. フライパンにサラダオイルとニンニクを入れ、香りが出るまで炒め 

                  て、アスパラを加えて、更に炒めて、鍋から出す。 

               4. 鍋にアサリを入れ、酒を加えて加熱する。蓋をして蒸す。 

               5. アサリの口が開いたら、クコの実と調味料を入れ、味を調節する。 

                  最後に3を戻し、混ぜ合わせて、出来上がり。 
 

（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） 
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Madagascar 3  (ファミリー、コメディー) PG、6/8公開 

NY育ちの動物たちの冒険物語「マダガスカル」の第３作目。いまだにNYに戻れないアレッ

クス、マーティ、グロリア、メルマンたちは、ヨーロッパでサーカに混じって旅をすることに。 
 

Prometheus (SF、IMAX-3D) R 、6/8公開 

「エイリアン」シリーズの前章として企画された作品。人類の起源を探っていた調査団がエ

イリアンの誕生の秘密を発見。人類の存続をかけてエイリアンとの壮絶な戦いが始まる。 
 

Safety Not Guaranteed (コメディー) R、6/8公開 

サンダンス映画祭で脚本賞受賞。雑誌にあった「私と一緒に過去に戻ってくれる人募集、

安全の保証はできません」という広告。その謎を探るべく動きだした3人が見つけたのは？ 
 

Rock of Ages (ミュージカル、ロック、IMAX) PG13、6/15公開 

ロック歌手を夢見る都会の青年ドリューと女優を目指す田舎から出てきたシェリーが、ロス

のライブハウスがひしめくサンセット通りで出会う。伝説のロックスター役にトム・クルーズ。 
 

That’s My Boy (コメディー) R、6/15公開 

ドニーの憧れはセクシーな先生。ちょっと行き過ぎて出来てしまったトッドを18歳まで育て

た。その後トッドは父親を避けてきた。ある日、ひょんなことからドニーが息子を見つける。 
 

Brave (冒険、コメディー、アニメーション、3D) PG、6/22公開 

スコットランドの伝説にディズニーが加筆。赤毛の女の子が主人公の冒険物語。勇敢な弓

の使い手の少女メリダが、神秘の森で知る真の勇気とは？カッコイイ女の子必見の物語。 
 

Abraham Lincoln: Vampire Hunter (スリラー、ホラー) NR、6/22公開 

アメリカ第16代大統領リンカーンの持つもうひとつの顔。それはバンパイア・ハンター。自

分の母親も殺されたリンカーンが、奴隷制度を利用して人の命を狙うバンパイアに挑む。 
 

Seeking a Friend for the End of the World （コメディー） R、6/22公開 

近い将来、地球が終わってしまうとしたら、あなたなら何をする？ドッジの場合、妻が急に

去ったので、元カノのオリヴァーを探す。隣の奥さんの望みは英国にいる家族に会うこと。 

 

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   
冷房の効いたシアターで思いっきり映画をエンジョイする季節の到 

来です！映画製作会社は夏休みをターゲットにたくさんの映画をリ 

リースします。夏の映画はシリアスでなく軽く楽しむタイプのもの 

が多いので気軽に出かけましょう。（(緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 
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Magic Mike (コメディー、ドラマ) R、6/29公開 

チャニング・テータムのストリップダンサーとしての過去の生活を元に制作。見事

なダンス、そしてちょっと色っぽい若い男性ダンサー達の内情を垣間見れる映画。 
 

People Like Us (コメディー、ドラマ) NR、6/29公開 

20代の早口のセールスマン、サムの人生は、父の突然の死で急展開。遺言書で始め

て知った30歳の姉フランキーの存在に戸惑うが、家族について考える機会を持つ。 
 

Ted (コメディー、ライブアクション-CGアニメ) R、6/29公開 

子供の頃からずっとそばにいるぬいぐるみのテディベア。ジョンが大人になった

ら、テティベアも彼そっくりなハレンチなデュードに!見た目は可愛いのに参った! 
 

The Amazing Spider-Man (アクション、冒険、3D、IMAX) PG13、7/3公開 

あのスパイダーマンが3Dで戻ってきた。この章ではスパイダーマンの伝説が暴かれ

る。両親に見放された高校生のピーターは恋をし、また自分が何者なのかを知る。 
 

Katy Perry: Part of Me (ドキュメンタリー、ミュージック) NR、7/5公開 

若者に大人気の歌手ケイティ・ペリーの半生を描いたドキュメンタり－映画。ファ

ンには見逃せないライブコンサートの模様やプライベートの映像も盛りだくさん。 
 

Savages (スリラー、犯罪) R、7/6公開 

NY TIMESの犯罪小説ベスト10に選ばれた小説の映画化。マリファナビジネスで成功

したベンとチョンとオフェーリア。メキシコの組織にオフェーリアが拉致される。 
 

Ice Age: Continental Drift (アニメ、冒険、ファミリー) PG、7/13公開 

アイス・エイジの第４作目。マンモスのマニー、なまけもののシド、サーベルタイ

ガーのディアゴが地殻変動の後、氷河に乗って探検の旅へ。勇敢に海賊とも戦う。 
 

War of the Buttons (アドベンチャー、ファミリー) NR、7/18公開 

フランスのルイ・ペルゴーの小説「わんぱく戦争」を映画化。フランスで二つの仲

の悪い子供のグループの喧嘩がエスカレート。戦利品は少年の象徴であるボタン。 
 

The Dark Knight Rises (アクション、スリラー) PG13、7/20公開 

クリストファー・ノーランのバットマン・シリーズ3部作の最終編。クリスチャ

ン・ベイル、アン・ハサウェイ、モーガン・フリーマンなど豪華キャスト大共演。 
 

Step Up Revolution () PG13、7/27公開 

クールなダンスが繰り広げられるホットな映画。金持ちの娘エミリーはマイアミで

ダンサーになる夢がある。恋人シーンが率いるMOBSはコンテスト優勝を狙うが･･･。 
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Safety Not Guaranteed (コメディー) R、6/8公開 

サンダンス映画祭で脚本賞受賞。雑誌にあった「私と一緒に過去に戻ってくれる人募集、

安全の保証はできません」という広告。その謎を探るべく動きだした3人が見つけたのは？ 
 

Rock of Ages (ミュージカル、ロック、IMAX) PG13、6/15公開 

ロック歌手を夢見る都会の青年ドリューと女優を目指す田舎から出てきたシェリーが、ロス

のライブハウスがひしめくサンセット通りで出会う。伝説のロックスター役にトム・クルーズ。 
 

That’s My Boy (コメディー) R、6/15公開 

ドニーの憧れはセクシーな先生。ちょっと行き過ぎて出来てしまったトッドを18歳まで育て

た。その後トッドは父親を避けてきた。ある日、ひょんなことからドニーが息子を見つける。 
 

Brave (冒険、コメディー、アニメーション、3D) PG、6/22公開 

スコットランドの伝説にディズニーが加筆。赤毛の女の子が主人公の冒険物語。勇敢な弓

の使い手の少女メリダが、神秘の森で知る真の勇気とは？カッコイイ女の子必見の物語。 
 

Abraham Lincoln: Vampire Hunter (スリラー、ホラー) NR、6/22公開 

アメリカ第16代大統領リンカーンの持つもうひとつの顔。それはバンパイア・ハンター。自

分の母親も殺されたリンカーンが、奴隷制度を利用して人の命を狙うバンパイアに挑む。 
 

Seeking a Friend for the End of the World （コメディー） R、6/22公開 

近い将来、地球が終わってしまうとしたら、あなたなら何をする？ドッジの場合、妻が急に

去ったので、元カノのオリヴァーを探す。隣の奥さんの望みは英国にいる家族に会うこと。 

 

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   
冷房の効いたシアターで思いっきり映画をエンジョイする季節の到 

来です！映画製作会社は夏休みをターゲットにたくさんの映画をリ 

リースします。夏の映画はシリアスでなく軽く楽しむタイプのもの 

が多いので気軽に出かけましょう。（(緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 
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Magic Mike (コメディー、ドラマ) R、6/29公開 

チャニング・テータムのストリップダンサーとしての過去の生活を元に制作。見事

なダンス、そしてちょっと色っぽい若い男性ダンサー達の内情を垣間見れる映画。 
 

People Like Us (コメディー、ドラマ) NR、6/29公開 

20代の早口のセールスマン、サムの人生は、父の突然の死で急展開。遺言書で始め

て知った30歳の姉フランキーの存在に戸惑うが、家族について考える機会を持つ。 
 

Ted (コメディー、ライブアクション-CGアニメ) R、6/29公開 

子供の頃からずっとそばにいるぬいぐるみのテディベア。ジョンが大人になった

ら、テティベアも彼そっくりなハレンチなデュードに!見た目は可愛いのに参った! 
 

The Amazing Spider-Man (アクション、冒険、3D、IMAX) PG13、7/3公開 

あのスパイダーマンが3Dで戻ってきた。この章ではスパイダーマンの伝説が暴かれ

る。両親に見放された高校生のピーターは恋をし、また自分が何者なのかを知る。 
 

Katy Perry: Part of Me (ドキュメンタリー、ミュージック) NR、7/5公開 

若者に大人気の歌手ケイティ・ペリーの半生を描いたドキュメンタり－映画。ファ

ンには見逃せないライブコンサートの模様やプライベートの映像も盛りだくさん。 
 

Savages (スリラー、犯罪) R、7/6公開 

NY TIMESの犯罪小説ベスト10に選ばれた小説の映画化。マリファナビジネスで成功

したベンとチョンとオフェーリア。メキシコの組織にオフェーリアが拉致される。 
 

Ice Age: Continental Drift (アニメ、冒険、ファミリー) PG、7/13公開 

アイス・エイジの第４作目。マンモスのマニー、なまけもののシド、サーベルタイ

ガーのディアゴが地殻変動の後、氷河に乗って探検の旅へ。勇敢に海賊とも戦う。 
 

War of the Buttons (アドベンチャー、ファミリー) NR、7/18公開 

フランスのルイ・ペルゴーの小説「わんぱく戦争」を映画化。フランスで二つの仲

の悪い子供のグループの喧嘩がエスカレート。戦利品は少年の象徴であるボタン。 
 

The Dark Knight Rises (アクション、スリラー) PG13、7/20公開 

クリストファー・ノーランのバットマン・シリーズ3部作の最終編。クリスチャ

ン・ベイル、アン・ハサウェイ、モーガン・フリーマンなど豪華キャスト大共演。 
 

Step Up Revolution () PG13、7/27公開 

クールなダンスが繰り広げられるホットな映画。金持ちの娘エミリーはマイアミで

ダンサーになる夢がある。恋人シーンが率いるMOBSはコンテスト優勝を狙うが･･･。 
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 トライアッド かわら版 Triad   Triad  Triad   Triad  

 

ウィンストン・セーラムってどん所？ 
 

ウィンストン・セーラムは、トライアングル 

から見ると東に位置し、RaleighからはI-40 

で約107マイル（車でおよそ1時間50分）の 

距離にあります。 

元々、ヨーロッパ東部にあったMoravian  

(モラビアン）からの移民が定着してできた 

キリスト教で団結した町Salemと、その北に 

あった町Winstonの二つの町が1913年に合併してできました。二つの町が合わさってでき

たのでTwin Cityとも呼ばれています。NC州で4番目に人口の多い地方都市です。 
 

ビツクリ！こんなに産業が盛ん！世界に誇るブランド勢ぞろい 

ウィンストン・セーラムと聞くと「ウィンストン」と「セーラム」というタバコの銘柄がまず思い

浮かと思います。この二つの世界的にも有名なタバコは、このウィンストン・セーラムから

生まれ、それもこの土地にちなんで名付けられたものです。過去に、R.J.レイノルズ社は、

タバコ製造会社の最大手として、この地でNCのタバコ産業をリードしてきました。 

Tシャツで有名なHanes（ヘインズ）もウィンストン・セーラムで誕生し、NCに一大

繊維産業を起こしました。アメリカの定番ブランドとも言えるヘインズは、1996年

にUNC出身のマイケル・ジョーダンをイメージキャラクターとして使っていて、NC

色の濃い衣料品会社です。 

また、最近日本でもファッションと化した揚げたてのおいしいドーナツ「クリスピークリーム・

ドーナツ」もウィンストン・セーラムが発祥です。現在も本社がこの地にあり、アメリカや日

本のみならず世界のドーナツ・ブランドとして成長し、名を馳せています。 

甘いドーナツを食べたあとは、辛いもの？というわけではありませんが、ホット・ソースで

有名な「Texas Pete」も、名前はテキサスですが、実はウィンストン・セーラムが本社です。

BBQやバッファロー・チキンウィングには欠かせないアメリカ人家庭の常備ソースです。 
 

アートの街、音楽の街、食の街！ 

「Wake Forest University Baptist Hospital」と「Forsyth Memorial Hospital」

の2つの優れた病院があり、医療は他の地方都市のどこにも引けを取りません。 

また、ウィンストン・セーラムは「City of Arts」を自称していて、芸術的にも魅

力的な街です。ダウンタウンにはギャラリーがたくさん点在し、美術館として

「Southeastern Center for Contemporary Arts (SECCA)」や「Museum of Early 

Southern Decorative Arts (MESDA)」があります。 

ダウンタウンでは、仕事が終わった後の娯楽として「Alive After Five」という音

楽を夏の間無料で提供しています。また毎年春に「River Run Film Festival」と

いう映画祭が開催されますが、これは世界中から集まる独立系映画の祭典です。 
 

すぐ南にあるLexingtonでは細かく刻んだポークを酢とケチャップ等で味付けした

レキシントン風バーベキューが有名です。10月にはBBQフェスティバルがありま

す。また北にあるMount Airyはアンディ・グリフィス・ショーというテレビ番組の

架空の町Mayberryの土台になったといわれる主演のアンディ・グリフィスが生まれ

育った町です。毎年9月末には「メイベリー・デイズ」と呼ばれるフェスティバル

があります。           （ココママ：グリンズボロ在住、熊本出身） 

★ 

★ 

Winston-Salem Raleigh 
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                             目の症状と東洋医学 
 

眼精疲労や加齢による目の症状は「肝」と「腎」の失調から始まります。 

目の奥が痛む、チカチカする、かすむ、充血するなど、眼精疲労による症状はさまざまで

すが、人によっては目の症状だけでなく、首や肩のこり、頭痛、吐き気などを伴う場合が

あります。また、集中力が低下したり、気力が衰えてイライラしたりするといった症状も見

られます。 
 

漢方には「肝は目に穴を開く」という言葉がありますが、これは目と肝が密接な関係があ

ることを指しています。肝は目の栄養源となる血液の貯蔵庫で、ストレスや過労などの影

響を受けやすいのが特徴で、東洋医学では、目の疲れは「肝の失調」と考えられていま

す。また肝は、生命の源であり、免疫やホルモン、中枢神経、造血機能を司る「腎」と深い

関わりがあります。「肝腎同源」という言葉のとおり、肝を養う働きのある腎の機能の低下

も眼精疲労の原因になります。ですから、眼精疲労を改善するためには、肝と腎を養い、

目が必要とする栄養素が含まれた食べ物をしっかり取ることが大切になります。 
 

肝と腎の体液が不足した原因による症状：目の痛み、視力低下、目のかゆみ、充血、め

まい、口の渇き、のぼせ、手足のほてりなど 

肝の血液が不足した原因による症状：目のかすみや乾燥、貧血、肌荒れ、めまい、顔色

が悪い、胃腸虚弱、下痢しやすい、手足の痺れなど 

目によく効く食べ物は、クコの実、菊の花、レバー、人参、パセリ、うなぎ、アサリ、アスパ

ラなどです。下に目に効くレシピを紹介しておきます。 
 

材料：アスパラ、アサリ、ニンニク、クコの実、醤油、酒、サラダオイル、塩 

作り方:     1. アスパラをお湯で硬めに茹でておく。 

        2. アサリは洗って、水気を切っておく。 

               3. フライパンにサラダオイルとニンニクを入れ、香りが出るまで炒め 

                  て、アスパラを加えて、更に炒めて、鍋から出す。 

               4. 鍋にアサリを入れ、酒を加えて加熱する。蓋をして蒸す。 

               5. アサリの口が開いたら、クコの実と調味料を入れ、味を調節する。 

                  最後に3を戻し、混ぜ合わせて、出来上がり。 
 

（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） 
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栄養バランスのよい食事、規則正しい生活、適度な運動。子供のうちに身につけておくこ

とは、将来的にもプラスになります。そのためには、「親がまずやってみせること」が大切

です。アメリカ合衆国農務省 (United States Department of Agriculture)が奨励している

「子供に健康的な生活を送るためにすぐに実行できそうな10の食事と運動」があります。

前回はそのうち5つをご紹介しました。今回は前回の続きを紹介します。 
 

6．楽しい食事タイムになるように心掛けましょう！ 

    食事中はテレビの電源はオフにし、楽しく、Happyな会話をするように心掛けましょう。 

    子供や親がイライラしたりストレスを感じるような時間であってはいけません。 
 

7．子供達の声に耳を傾けましょう！ 

    子供が「お腹すいた～」と言って来たら、たとえおやつの時間 

    ではなくても少しだけヘルシーなおやつをあげましょう。子供 

   に選択の機会をあげることも重要です。「夕食にブロッコリー 

    が食べたい？」ではなく「夕食にはブロッコリーとカリフラワー 

    のどちらがいい？」というふうに。 
 

8．テレビは1日2時間まで！ 

     テレビやゲームなどは1日2時間までにしましょう。  
 

9．子供に運動するよう促しましょう！ 

    家族全員が楽しめるような運動をしましょう。歩いたり、走ったり･･･実際に親が体を動 

    かしているところを子供に見せましょう。 
 

10．いいお手本になりましょう！ 

  子供がまだ食べた事のない真新しい食べ物は、1回の食事に1種類だけ出しましょう。 

    子供が好きな食べ物と一緒に真新しい食べ物を出したり、子供がお腹が空いている 

    食事の初めに出すといいかもしれません。子供に真新しい食べ物、嫌いな食べ物を 

    食べさせるために、お説教をしたり、無理に食べさせたりするのはやめましょう。 
 

 参考：United States Department of Agriculture. Center for Nutrition Policy and Promo-

tion. (2011). 10 Tips be a healthy role model for children. 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、大学院生） 

 

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 (2) 

 

 どっちがいい？ 
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  ウィンストン・セーラムにある主な大学 
 

・Wake Forest University（Reynolds財団からの多額の寄付のためRaleighからWinston- 

 Salemに移転、法学部やMBAコースが有名な知名度の高い私立大学） 

・Winston-Salem State University（もともとは黒人の高等教育のためにできた州立大） 

・Salem College: （創立1772年のアメリカ南部で一番古い女性の教育機関） 

・University of North Carolina School of Arts:（芸術専門で高校から大学院まである） 

・Piedmont International University 

・Forsyth Technical Community College 

ウィンストン・セーラムの名所は見どころがいっぱい！ 
 

Old Salem: ウィンストン・セーラムといえばなんと言ってもOld Salem。昔この地に住み着

いたMoravia（モレィビアと発音します）。ヨーロッパからの移民生活を彷彿させる18～19

世紀の建物と生活を再現した村です。各種の職人が手作りの実演、昔ながらの野菜や

植物、そしてモラビアン教会の一番頭の教会Home Moravian Churchとその大きな墓地が

あります。Moravian教会墓地の特徴は男女の墓地が別れていて、夫婦でも別々の場所

に埋葬されます。お土産にはモレビアン・クッキーという超薄型のクッキーやLove Feast 

Bunと呼ばれる小さい丸パン、クリスマスのときに玄関の上に飾るモレビアン・スターを。 

Tanglewood Park: ジョンソン家の邸宅を1921年にR.J.レイノルズの弟William Nealが購入

して1000エーカー以上の敷地に拡大し、サラブレッドの馬を飼育したそうです。ゴルフ、テ

ニス、ハイキング、乗馬レッスン、大きなスイミングプール、キャンプ場、マナーハウスとい

うベッド&ブレックファスト、釣り、ボートレンタル、ピクニックシェルターやキャビンのレンタ

ルができます。また、ホリデーシーズンにはフェスティバル・オブ・ライトと呼ばれるクリス

マスの野外照明デコレーションで有名です。入園料$2。 

Raynolds House Museum of American Art: R.J.ReynoldsとKate夫妻が1917年に建てた豪

邸で、当時の家具や装飾が保存され、また有名なアメリカ人画家の絵画を展示している

美術館となっています。ビルトモア・ハウスの縮小版のようです。庭園も散策に最高で

す。見学が終わったら、すぐ隣にある古い建物を改造したReynolda Villageショッピングセ

ンターで食事やお買い物をするのがお勧めです。 

Pilot Mountain & Hanging Rock: ２つの州立公園がウィンストン・セーラムから45分以内

のところにあります。パイロットマウンテンは山の頂上に突き出た大きな岩が遠くからも見

えます。その一部の川沿いの部分に昔の農園を再現したHorne Creek Living Historic 

Farmがあります。ハンギングロックはグランドファーザー・マウンテンを思いの頂上にある

いくつかの岩の上を歩いて、横に突き出した岩の端まで登ってゆけます。ただ山の上は

風が強いので落ちないように気をつけてください。 

Winston-Salem Dash (BB&T Ball Park)： 地元のマイナーリーグチームの球場がダウンタ

ウンに新築されました。娯楽を兼ねたスポーツ見学に最適です。 

Salem Lake: ダウンタウンの近くにある人口湖で、ボート遊びや釣り、水泳ができます。池

の周りの約7マイルの歩道は自転車やジョギング、ハイキングする人で賑わいます。 

Dixie Classic Fair: Raleighで開催されるNC州のステートフェアの次に大きなフェアで、9月

末から10月初めにかけて開催されます。写真、絵画、手芸、野菜、ベーキングなど、様々

な分野に一般人が応募でき、賞がもらえます。また、新鋭カントリーシンガーによるコン

サートが入場料を払うだけで楽しめます。遊園地の乗り物や遊びもたくさんあり、出店の

食べ物も豊富です。昔の様子を再現したYesterday Villageや、家畜や農作物の展示もあ

ります。乗り物乗り放題のチケットを買える日や、缶詰を持っていくとただで入場できる日

など、家族全員で楽しめるお勧めのイベントです。 
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夏休みはトライアッドで遊ぼう～！（アルファベット順） 

 

ArtQuest  

 住所: 200 N. Davie St., Greensboro、 電話: 336-333-746、Web: greenhillcenter.org  

 料金：5ドル、1歳以下は無料      

Biltmore House   

 住所：1 Approach Road, Ashville 電話: 800-411-3812 Web: Biltmore.com   

 料金：大人49～64ドル、子供24.5～32ドル（5/26～9/3日は、大人と一緒の子供は無料）

Carolina Zip Lines Canopy Tour   

 住所：1085 Nickell Farm Road, Westfield、電話: 336-972-7656、 

 Web: carolinaziplines.com、   

 料金：40～80ドル、内容：2つのZipラインコースがあり、火曜から日曜日の午前9時、11時 

 午後の2時と4時のコースが予約可能（予約のみ） 

Carowinds    

 住所：14523 Carowinds Blvd., Charlotte、電話：704-588-2600、Web: carowinds.com  

 料金：36.99～554.99ドル、内容：テーマパークとウォーターパーク有り 

City Lake Park    

 住所：602 W. Main St. Jamestown、電話: 336-883-3498、Web: highpointnc.gov   

 料金：公園は無料、内容：ボート、メリーゴーランドやトレイン等の乗り物、プール及びミニ 

 ゴルフは有料    

Greensboro Children Museum   

  住所：220 N. Church St. Greensboro、電話: 336-574-2898、Web: gcmuseum.com   

 料金：4～8ドル、1歳以下は無料 

Hanging Rock State Park   

 住所：1790 Hanging Rock Park Road, Danbury、電話: 336-593-8480、Web: ncparks.gov  

 料金：ボートのレンタルは3～5ドル、水泳は4～5ドル  

Lazy 5 Ranch    

 住所：15100 Mooresville Road, Mooresville、電話: 704-663-5100、Web: lazy5ranch.com  

 料金：5.5～8.5ドル、内容：ドライブスルーの動物ファームで、750頭以上の動物に会える。 

 月曜日から土曜日は、9時から日の入り（サンセット）の１時間前まで、日曜日は午後１時 

 からサンセットの１時間前までオープン 

National Science Center of Greensboro   

 住所：4301 Lawndale Drive Greensboro、電話: 336-288-3769、Web: natsci.org   

 料金：7～8ドル 2歳以下は無料、時間：午前9時から5時（動物園は午前10時から午後4時） 
North Carolina Zoo   

 住所：4401 Zoo Pkwy., Asheboro、電話: 800-488-0444、Web: nczoo.org   

 料金：8～12ドル、2歳以下は無料、内容：動物園   

Old Salem Museums and Gardens   

 住所：900 Old Salem Road, Winston Salem、電話: 888-653-7253、Web: oldsalem.org  

 料金：10～21ドル、6歳未満は無料   

Pilot Mountain State Park   

 住所：1792 Pilot Knob Park Road, Pinnacle、電話: 336-325-2355、Web: ncparks.gov  

 公園は無料だが、乗馬、キャンプ、カヌー、魚釣り等のアクティビティは有料   

U.S. national Whitewater Center   

 住所：5000 Whitewater Center Pkwy., charlotte、電話: 704-391-3900、Web: usnwc.org  

 料金はラフティング、カヤッキング、マウンテンバイキング、クライミング、ズィップライン等 

 のアクティビティによって異なるので、事前に要確認、時間：午前9時から午後9時まで 
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頑張る子ども達 
 

15年のアメリカでの教師経験の中で私はたくさんの頑張る日本の子どもたちに会い

ました。日本から来たばかり子にとって、現地校に通うことは大きな壁です。どう

しても教室に入れなくて、入り口で毎日1ヶ月過ごした1年生の女の子。周りから聞

こえてくる英語が全部自分の悪口に聞こえて暴力をふるってしまった3年生の男の

子。鎧をつけるように厚いお化粧をして通う7年生の女の子。震える心を抱えなが

ら、少しずつ英語が聞き取れるようになり、片言の返事が出来るようになり･･･、

子どもたちは一人ぼっちで頑張ります。 
 

日本から引っ越してきたばかりの2年生の男の子。もちろん英語なんて全然話せま

せんでした。でも近所には同じ学校の子がたくさん住んでいて毎日遊びに来ます。

会話なんてなんのその。時には気持ちの行き違いで喧嘩もしました。怖かったし、

不安だったと思います。でもその時は言葉以上に体や表情で精一杯自分の気持ちを

ぶつけました。1年半たった今、その子はお泊りにパーティーに引っ張りだこで

す。英語も少し自信がでてきました。 
 

子どもたちはたったひとりで頑張っています。親は

時々そのがんばりに甘えてしまって、何もせず毎日を

過ごしている時があります。時には子どものために逃

げる場所になってあげたり、また時には背中を押して

外の世界にだしてあげなくてはなりません。子どもた

ちはもちろん自分のために頑張ります。でもそれと同

じ位、お父さんやお母さんの笑顔を見たいために頑張

ります。親の不安や動揺は子どもに感じさせぬよう大

きな手を広げて待っていてあげて下さい。お父さんも

子育ては親育て 

（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！ 

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

(919) 933-4151 

www.acupuncturehealingcenter.org 

針灸治療有資格者 
Carmela Mager 

カーメラ・マーガー 

針灸治療有資格者 
Andrew Nowosad 

アンドリュー・ノワサッド 
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夏休みの過ごし方 
 

夏休み前の小学校や中学校での個人面談で、「英語が上達するような夏休みの過ご

し方はどうしたらいいですか？」というのが、親が先生によくする質問です。両親

が日本人だったら、夏休みには英語を話す機会が子供にとっては少なくなります。

8月からの新学期に子供の英語力が気になるところです。ほとんどの先生が提案す

る事は4つあります。 
 

１．サマーキャンプに参加する 

宿泊をするサマーキャンプと毎日通うサマーキャンプがあります。小学校高学年の

アメリカ人の子供に人気があるのは泊まりがけのサマーキャンプです。キャンプ中

は、殆どの場合、日本語を話す機会がなく英語オンリーなので、日本人のお子さん

には逆にストレスがたまる場合があります。先生がお勧めなのはスポーツや、アー

ト関係など子供が無理なく楽しむ事ができるサマーキャンプです。詩やエッセイを

書いたりするキャンプは、英語を母国語にしている子供を対象としているため、ま

だESLを取っているお子さんにはレベルが高すぎるので、お勧めしないようです。 
 

２．図書館を利用して本を借りる 

家の近くの図書館を利用して、毎日英語で本を読ませる

ように心がけることです。学校や担任の先生によって

は、お子さんの学年でお勧めの本のリストを作成してい

ます。そのリストにそって図書館で本を借りて読むのが

効果的だそうです。これは日本人の子供だけではなく、

アメリカ人の子供にも勧めています。また、図書館に

よっては、子供達のために本の読み聞かせをしてくれる

所もあるので、その日時も調べて図書館を有意義に使う

ことが英語力の維持につながります。 

３．友達と遊ぶ 

学校で親しくなった友達や近所の子供達と積極的に遊ぶ事です。英語が母国語の友

達や、ESLで知り合った友達と遊ぶ約束をして、家に呼んで楽しく遊ぶ事によって

英語を使う機会が増えます。 
 

４．家で英語を使う機会をつくる 

一週間に何回か、家族全員で英語でゲームをしたり

り、晩ご飯を食べる時には英語を使うなど、何か家

族でルールを決めて過ごしてみるのもひとつの方法

です。皆で英語を話すのは少し恥ずかしい気もしま

すが、お子さんの英語力向上のために、家族全員で

取り組むのも必要な事かもしれません。 
 

アメリカの夏休みは、日本の学校と比べて長く、また宿題もありません。英語力向

上も必要ですが、子供だけではなく家族皆にとって何か思い出となるような夏休み

の過ごし方を考え、楽しい夏休みをお送り下さい。 

（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） 

 How did it go? 
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おかねのおはなし 
 

先日、IBMに勤めるメキシコ人の友人が、家族を連れて同会社の中国に駐在中の知

人宅に遊びに行って来ました。私は、お土産にハローキティやミニーマウスなどの

キャラグッズなどなど頂いたのですが、どのキャラも嘘っぽい。メキシコ人の友人

は「Disney」に行ってきたと言い張っていたけど、実は「なんちゃってDisney」の

パークがあると後でネットで発見し納得。宣伝担当によるとミニーマウスは「ねず

みではなく大きな耳を持っている猫」とのこと。うっ、さすが中国っ。 
 

ところで、私のお金の話のメインは、彼女が買ってきたデジカメ。

富士フィルムのFinepixとかいうBestBuyでは$800～900位はするもの

を、なんと現地で半額で買ってきたこと。これも「なんちゃっ

て」？と疑いたくなってしまう気持ちを抑えながら説明書や保証書

など日本語欄を確認。他にもキャノン、ソニー、ニコン、オリンパ

スがあって迷ったと言うのを聞いてびっくり。だってそれ全部日本企業じゃない!  
 

早速、同上の日本株を調べると、すべてここ3年で着実に上り状態。はぁ。やられ

た! 中国経済が上昇していて日本を追い越して経済大国になったことは為替を通じ

てわかっていたけれど、実際のところ、私の中の中国のイメージは、自転車が氾濫

して、工場の生産、輸出大国とのイメージのままでした。友人の話や写真などか

ら、すでに上海など中国の都市部では日本と変わらない、もしくはその上を行く購

買力と市場レベルを持っていると感じました。若者がi-phoneを片手にスターバッ

クスのフラペチーノを飲みながらウインドーショッピングをする、そういう生活水

準になっているんです。 
 

以前、日本の資生堂で働く友人が「中国からの観光客は、高価な商品を桁違いで

買っていく、大人買いならぬ中国スタイル買いだ」と言っていたのを思い出しま

す。経済が発達し、購買力とあの人口を考えると、まさに巨大市場マーケット。し

かも、デジカメのように高品質画像、繊細な技術とデザインの優れている日本商品

はかなり人気があるとのこと。私たち、投資側としては、どの会社が中国市場によ

り力を入れているか、また著作権のあるようでない国なのでリスクを踏まえ交渉力

のある会社などを見極めるところに勝算ありだと思います。定番にできる上質のも

のが、今後あの巨大マーケットでの上昇株になると思います。電化製品、車、鉄道

関連に注目してます。 
 

(伊達知巳 大阪府出身、APEX在住、元外資証券勤務) 

 

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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「女の命」 “My Crowning Glory”  
 

「どこで切ったの ?」とつい聞いてしまう。トライアングルに来て以来、自分に合う美容師

に巡り会えていないのだ。お洒落という訳ではないが、持ち前の不細工と寄る年波を隠

すためには、彼らのセンスに頼る必要がある。おまけに横着で、フラットアイロンだの、

カーラーだのを使いこなす技量にも欠けているので、カットだけで綺麗にきまる腕も必要

だ。  
  

髪の質や量、求めるレベルのせいか、日本人女性がアメリカ

の美容師たちに合格点を付けることは稀だ。パーマをかけた

ら高木ブーのカミナリさまになった、とか、ボブといったら鍋を

被ってぱっつん切ったような頭になった、とか、縮毛矯正したら

一本残らず根元から千切れた、とか、ほとんど都市伝説のよう

な話を見聞きすると、いつになるかわからない里帰りまでその

ままにしようか、とも思うのだ。  
  

しかし、楽に思えてロングヘアは意外ときつい。少しでも怠けると、あっという間に貞子

や落ち武者の仲間入りだ。では高木ブーか、ちびまるこか。いや、お金を払って失敗さ

れるよりは、自分でやらかして納得したい。 
  

そんな貴女にお勧めなのがセルフカット。日本の不景気を強調するためか、本当に流

行っているのか、真相は分かりかねるが、雑誌や動画サイトでは大流行。だが、残念な

がら、背中の長い髪を切る方法が見つからない。そういえば、うん十年前に読んだマン

ガに「簡単よ、全部前に持って来て、鼻先で切れば良いのよ」というせりふがあったでは

ないか。俯いて後頭部の髪を全て前に持って来る。目の前で切る。これなら出来るに違

いない。私のくだらない知識の貯蔵量といったら、人に自慢したくなるほどなのである。 
  

「…これは、こういうスタイルにしたかったの？」美容師に問われ、「そんな訳ねーだろ」と

荒い突っ込みを返すところだったが、彼女の声に含まれる微妙な哀れみが、視線と合わ

さって痛過ぎた。私の後ろ髪は逆V字型に切られていて、まるで燕尾服の裾のようなシ

ルエットだったからである。マンガを信じた私がバカでした。こうなったらアメリカ人のセン

スとやらを信じてみようではないか。大博打ともいえる「お任せします」発動だ。 
  

30分後。「素晴らしいわ！髪が多くて腰があるから出来るのよ」。鏡を見ると、オープン

カーに乗ってドライブして来たように見える。が、彼女はひどく満足そうだ。ということは、

良いのか、これで？バカ高い料金を払って家に着くと、別のサロンを経営しているご近

所さんと鉢合わせした。「あーら、だ～れかさんがヘアカットしたわ～、セリーヌ・ディオン

みたいでス・テ・キ」。…真夜中にぱんつ一丁でごみ捨てに出てくるツルッパゲ男性にい

われても、今いち、信憑性に欠ける。 
  

このままでは疑心暗鬼になるばかり。私には無いが、日本人には日本人のセンスっても

のがあるはず。美術系で、弁当の詰め方にさえ小うるさい妹に意見を聞こうではない

か。「いいねぇ、伝統美だね」褒められ…たのか？「ズラ無しで鏡獅子が踊れる

じゃん、ぶははは」妹、笑い過ぎて腹筋崩壊。目出度い分、貞子よりはマシか。

ご興味のある方、映像をググってみてください。お薦めは坂東玉三郎さんの「春

興鏡獅子」です。 
  

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 
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観光や出張を目的に短期間米国に滞在する場合、日本など米国のビザ免除プログラム

に加盟している国なら、90日以内の短期滞在であればビザがなくても入国が認められま

す。ビザ免除で米国に入国するのに、以前は特別な手続きは必要ではありませんでした

が、2009年1月12日より、事前に渡航認証 (ESTA) の取得が義務付けられるようになりま

した。ESTAはオンラインで申請でき、2012年2月には申請料14ドルが必要です。ESTAは

2年間有効ですが、2年以内にパスポートが失効する場合は、パスポートの有効期限日ま

での承認となります。なお、ビザ免除で入国した場合は、特定の場合を除き、通常は米国

内で滞在資格の変更や延長はできません。 
 

観光や出張を目的に90日以上米国に滞在する場合は、B-1短期商用ビザもしくはB-2観

光ビザを申請することができます。B-2 観光ビザは、旅行、友人や親族の訪問、治療、同

窓会や社交、奉仕活動など娯楽や休養を目的とする渡航者を対象としています。ビザ免

除プログラムやB-1 商用目的として認められる活動には会議参加、契約交渉、短期研

修、修理技術者、投機的事業調査、個人研究、などが挙げられますが、いずれも米国内

で報酬を得てはなりません。 
 

上記の活動の中でも、修理技術者をB1ビザで米国に派遣する場合は、日本から米国企

業に販売された機械・機器に関し、日本側がその設置・修理やサービスを提供する旨が

購買契約に明記されていなければなりません。また、日本から派遣された社員は、米国

滞在中も日本から給与を受け取ることが条件であり、米国で提供する技術サポート・サー

ビスに対し米国を源泉とする報酬を受けることはできません。また、日本側企業はこれら

のサービス提供に対し、当初の購買契約書に定められたもの以外の支払いを受けること

はできません。また、商工業設備および機器の設営、運営、修理のために米国人の研修

を行う場合もB-1ビザに該当しますが、この場合も報酬は日本の企業から支払われ、研

修が行われることが売買契約書に明記されていなければなりません。米国で催される展

示会の展示ブースの設営、サンプルの陳列、契約書の署名、日本で製作・搬送される製

品の受注を行う場合もB-1ビザを申請することができます。しかし、B-1ビザ所持者は米

国で製造されたものを実際に販売したり受注することはできません。予定される活動がこ

れらの内容に正確に該当しない場合は一時就労ビザが必要となります。 
 

しかし、最近はB1ビザの乱用が問題視されています。その例として、H1B就労ビザの年

間申請枠や平均賃金の遵守を回避するために、上記のB1商用ビザで入国させ、米国で

就労を行わせながら、米国の平均賃金よりも低い賃金を本国から支給している雇用主が

調査の対象となっています。そのために近年ではB1ビザ審査が大変厳しくなっており、昨

年度５月にはB1の却下率が25%も増加した公館もあり、また、疑いのかかった大手企業５

社に対してB1ビザの申請が禁止されました。したがって、B1ビザの申請を行うには、十分

に証拠をそろえて申請したほうがよいでしょう。 

B1/B2ビザで米国に入国した場合、ビザ免除プログラムとは異なり、米国内で滞在資格

延長や変更を申請することも可能ですが、入国後60日以内に滞在資格の変更申請を行

うと、入国時に入国目的を偽ったと疑われる可能性があるので注意が必要です。観光・

短期商用ビザはいずれも“移民の意志”を表すことが認められていないので、往復航空

券や日本で生活を営んでいる証拠を提示できる準備をする必要があります。また米国訪

問終了後は日本に帰国する意志があること、また米国滞在に要する費用をまかなうため

の十分な資金があることを証明する必要があります。 

（大蔵昌枝：アトランタ在住、弁護士） 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

B1短期商用ビザ 審査の厳密化 
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「移民法の最新動向に関するセミナーの開催」 
 

米国南部州においては移民法が強化されており、注意を必要とする状況が続いて

います。このため、総領事館においては、ノースカロライナ州ローリー日本語補

習授業校/Japan Centerなどからの協力を得て、ジョージア州で弁護士としてご

活躍中の大蔵昌枝氏(三角横丁/法律相談コーナー執筆者)を講師に迎え、下記要

領で移民法（その他、米国滞在のための査証など）についてのセミナーを行いま

す。 
 

開催日時･場所 

  1. 平成24年6月30日(土）午前8時50分から  

    ノースカロライナ州ローリー日本語補習学校  

    5102 Oak Park Road, Raleigh, NC 27612 
 

  2. 平成24年6月30日午後1時から  

      ノースカロライナ州立大学内ジャパンセンター 

      Japan Center 705 Barbour Drive, Raleigh, NC 27603  
 

開催内容 

     (1) 領事館からのお知らせ ～邦人安全対策連絡協議会～ 

     (2) 移民法・米国滞在のための査証に関するセミナー 
   

 ローリー補習校関係者以外の方で出席を希望される方は、事前に「お名前」 

「ご住所」「連絡先」を添え、consulate@aa.mofa.go.jp までご連絡ください。 

 締め切りは6月27日です。多数の方々のご参加をお待ちしています。 

 

在アトランタ総領事館から皆さまへ 

 
大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

アトランタ事務所  

直接電話：404.223.2217 

直接ＦＡＸ：404.238.9764 

Email：MOkura@bakerdonelson.com 

Monarch Plaza Suite 1600 
3414 Peachtree Road 

Atlanta, Georgia 30236 

代表電話番号:404.577.600 

代表ファックス番号：404.221.6501 

ウェブサイト：www.bakerdonelson.com 
 

事務所所在地：アラバマ、ジョージア、ルイジアナ 

           テキサス、フロリダ、ミシシッピー 

テネシー、ワシントン 

在アトランタ総領事館   

Phipps Tower, 3438 Peachtree Road, Suite 850, Atlanta, GA 30326 

代表電話：404-240-4300 FAX：404-240-4311 

代表e-mail： consulate@aa.mofa.go.jp  

文化関連e-mail： info@aa.mofa.go.jp 

領事関連e-mail： ryoji@aa.mofa.go.jp 
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仕事から家に戻ってみると、ちょうど見知らぬ車が家内に見送られてい

く所でした（またエホバの証人の方々が尋ねてきたのか？）。家内いわ

く「西側のお隣さんが、今日の午前中いない間に泥棒に入られて、テレ

ビやＰＣとかかなり盗まれたんだって」。旅行中に自宅に駐車していた

車を盗まれたとか、ＰＣを個人売買で売ろうと行った先で拳銃を突きつ

けられてパンツ一枚にされたとか、そういう知り合いの声を聞いてゾッ

としていた事を忘れた頃にこういう話を聞くと暗い気分になります。西

側の隣は２５０メートル以上離れてるし、北側のお隣さんは家も見え

ず、僕らが家を建てる前からお婆さんがひとりで暮らしていて、万一何

かあってもたぶん知る由がない。「災難、そして幸運も過去における自

分自身の反動だよ」なんて言ったら、非難を浴びるだけで最悪の関係を

迎えること間違いなしですから言わないけど、いわゆる「カリユガ」に

住んでいる僕らの社会というのは最低です。清潔さもなく、やさしさも

なく、誠実さもなく、耐えることも知らず、自分が楽しむことしか考え

ない。こういう世界だということをしっかり把握してさっさと足を洗え

るような日々を過ごしたいなあと思います。問題はそれをするのがなか

なか思うようにいかない事。感覚の力は非常に強いのです。その事件の数日後、

うちの家内がバーベキューパーティをしていたお隣さんから「マーガレーーーッ

ト！」と声をかけられました。話によると警察から電話がかかってきて「泥棒を

捕まえた！」最近この一帯で何件か盗みをしていたそうです。果たして盗まれた

テレビ、ＰＣ、ビデオカメラなど戻ってくるかどうかはわからないけど、とりあ

えず一安心。彼らのお子さんがちょうど一歳を迎えて祝った頃で、なんともやり

きれないでしょうが･･･。その犯人もどういう事情か知らないけど泥棒家業から

足を洗ういい機会かもしれません。この世がすべてと思ってる人には何の意味も

ないけど、今回盗み出した分、たぶん来世の人生で盗まれることになるでしょ

う。善行の種を蒔いていればそのうち芽が出てくるでしょうし、悪行の種を蒔い

てしまえばやっぱりそのうち芽が出てきます。そういうことを知らずに一生を終

えるのは非常に惜しい。現代教育では知らなくてもいい事を教えて、本当に知る

べきことを教えない、そういう時代に生れ落ちた僕らはとても不運です。たとえ

一国の首相になろうと、ＣＥＯになろうと、一万五千坪の土地を持っても同じ。

愚かな人は、結局、無限に生老病死を繰り返すだけです。 
 

(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/) 
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海外旅行での買い物というと、高級品と簡単なお土産が多い。しか

し、私はあえて日常的な物の購入を勧めたい。 
 

卒業旅行で立ち寄ったロンドンで買った傘は、頑丈で壊れにくいデザインで、長い間使用

した。$30程度で安くはなかったが、元は取ったと思う。後に、ついに壊れてから再度ロン

ドンに行った際には、同じものが見つからずがっかりしたのを覚えている。服を買う人も

居るだろうが、これも私は庶民派だ。チェコのプラハのデパートで見つけたシャツとネクタ

イのセットは、当時よく着ていたスポーツジャケットとネクタイの柄がぴったり同じだった。

$30程度だったのに良いものを見つけたと何人もに褒められた。ジャケットがだめになる

までの数年間、頻繁に着た。今はネクタイはお蔵入りだが、シャツは今でも他の組合せで

着たりする。 
 

しかし、一番の掘り出し物はソルトミルだろう。数年前、アメリカでピンと来

るものがない中、ベルリンに行く機会があった。そのときに何気なく立ち

寄った日用品の店に、安価で見栄えのする物があった。$4程度で購入し

たそのひと品は、今でも台所において愛用している。何気ないものだが、

シンプルで飽きが来ず非常に満足している。 
 

物をヨーロッパで買ったというと「高級趣味」などと言われることもあるが、ブランド品でな

ければ親しい人以外には気付かれることもない。普段使いだから、決して無駄使いでも

ない上に、使う度に旅の思い出に浸れるのだから、充実した旅の楽しみ方と思う。 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、Travelink Chapel Hill支店長） 

 

 

 

 

 

NCで過ごす醍醐味の一つといえば、間違いなく夏の暑さと長さでしょう。日本の夏に比べ

て湿気はないものの、突き刺すような日差しには、毎年驚かされます。スーパーマーケット

や公共施設などの寒すぎる驚異的な温度設定もアメリカならでは。室内と室外の温度差

に負けないよう、心身共にしっかりメンテナンスをして暑い夏を楽しく過ごしましょう!! 
 

・今日はカンカン照りだね！ The sun is really beating down today! 
 

・日差しで肌がジリジリするよ。The sun is so strong my skin is burning. 
 

・セミがミンミン鳴いてるね。 I can hear the cicadas chirping. 
 

・汗で肌がベトベトだよ。 I am sweating so much my skin feels sticky. 
 

・暑くてバテバテだよ。 I am overwhelmed by the heat. 
 

・太陽がギラギラしてるね。 The sun seems so strong. 
 

・暑くて喉がカラカラだよ。 It is so hot that my throat feels totally dry. 
 

・日差しの強さにクラクラするよ。 It is so hot that it is making me dizzy. 
 

・モコモコした入道雲！ The clouds look so heavy.  It is a real summer sky! 

こんなとき、どう言うの？ 
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北米・カナダ在住の名大卒の方を探しています！ 

- Nagoya University US Alumni Network-  
 

名古屋大学NC事務所（NU Tech) は、現在、米国にお住まいの名古屋大学卒業生を

集め同窓会を発足する準備をしています。 

名古屋大学を卒業された方、nagoya@tpnu.org あるいは (919) 535-8725まで是非

ご連絡ください。また、北米在住の名古屋大学を卒業された方をご存知でしたら

この情報をお伝えください。 
 

Facebook 上のグループはこちらです。 

http://www.facebook.com/groups/426332357380503/  

皆様からのご連絡、お待ちしております。 

 

printings and drawing by: 

Yuya Chiba 
 

exhibition dates: 
June11 – September 7, 2012 

reception: 
belly dance performance by Serpil Chiba: 

3:00pm 
 

location: 
NC Japan Center 

(Dorothea Dix Campus) 
705 Barbour Drive 

Raleigh, NC 27603 
919-515-3450 

SUNC ジャパンセンターからのお知らせ 

アーティストChiba Yuya氏の作品展 

展覧会とレセプションのご案内 
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コーワ・リサーチ・インスティテュートは、日本の薬局店頭で見かける緑色のカエ

ルのキャラクター「ケロちゃん・コロちゃん」でお馴染みの、興和株式会社の米国

における医薬品事業の拠点の一つです。オフィスはResearch Triangle Parkに隣接

し、医療用医薬品の臨床開発に携わっています。 
 

興和の医薬品事業の米国拠点としては、他にボストンに心臓血管科学研究所Center 

for Interdisciplinary Cardiovascular Sciences／Kowa Science Institute、

アラバマ州モントゴメリーに販売・マーケット部門のKowa Pharmaceuticals Amer-

ica, Inc.があります。 
 

コーワ・リサーチ・インスティテュートは2003年よりNC州で活動を開始し、現在、

日本人駐在員5名、米国人スタッフ18名の総員23名で、米国における新医薬品候補

の医薬品開発（臨床試験）を推進しています。 
   

興和といえば、TVコマーシャルに登場するキャベジンｺｰﾜ、バンテリンｺｰﾜ、ウナｺｰ

ﾜ等のOTC医薬品や、三次元マスク等のヘルスケア品を御存知かと思いますが、現在

の主力製品は、医療用医薬品である高コレステロール血漿症治療薬Livalo（リバ

ロ）となっています。2010年6月にLivaloの米国の販売承認の取得に成功し、現

在、世界10カ国で発売するに至っています。 
 

近年の医薬品事業は、欧米の巨大企業との競争に生き残っていくためにグローバル

な開発が必須です。興和は、世界一厳しい審査基準を持つ米国において、確かな学

術的バックグランドより戦略的医薬品開発を推進するために、クリエイティブな人

材を求めて170社以上のグローバル企業の研究所が集うResearch Triangle Parkに

開発拠点を設立しました。これからも、研究開発、販売の拡大・充実を図り、高品

質で信頼性の高い医薬品を供給することで、世界の人々の健康に貢献してまいりた

いと思います。 （KRI 村山） 
 

会社名：Kowa Research Institute, Inc. 

所在地：430 Davis Drive, Suite 200, Morrisville, NC 27560 

Phone：919-433-1600（代表）, Fax: 919-433-1620 

HP：http://www.kowaus.com/ 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

コーワ・リサーチ・インスティテュート 

Kowa Research Institute, Inc. 
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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NCのDurhamで生まれ育ったエイミーさんが作るおいしいアメリカン・ソウルフードが食べ

られ、地元のグルメお気に入りのオシャレでモダンなダイニングです。場所は、ダウンタウ

ンDurhamに位置し、Duke大学イースト・キャンパスから徒歩10分程の所にあります。 

このレストランの一番の人気は、土曜日と日曜日のブランチ。11時から2時半までサーブ

されるのですが、ギリギリに行ったら待たされるのは覚悟してください。並んでも入るつも

りのお客さんがお店の外は溢れていて、ちょっとビツクリですが、アメリカ人にとって週末

のブランチは家族がゆっくりと食事をしながら優雅に過ごす特別なひとときなのです。 

メニューは、ブランチでは典型的なアメリカン・ブレックファーストが食べられ、パンケー

キ、オムレツ、エッグベネディクト、グリッツなど。地元産の厳選された材料にこだわってい

ます。ランチはアボガドとスモークハムのサンドイッチがお勧め。ハンバーガーやフィッ

シュ＆チップスもGood。ディナーは、アメリカ南部料理の流れを汲むもので、NC産のポー

ク、ビーフ、魚介類を使ってひと工夫したもの。ウサギなんていうのもあります。ベジタリア

ンにも対応しています。ワインも充実。夜は予約をして出かける方がいいでしょう。 

Watts Grocery 
ワッツ・グロサリー（月曜休み） 

1116 Broad Street, Durham NC 

919-416-5040 

http://www.wattsgrocery.com 
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            オレンジジュース 
 

日本でも米国でもジュースの人気フレーバーはやっぱりオレン

ジ！「健康維持に良い」というイメージは、日米ともに高いスコア

ですね。米国ではオレンジジュースに含まれる「ビタミンC」をトッ

プに「クエン酸」「カルシウム」「果糖」など成分やその効能に対す

る認識が深いようです。日本では、ビタミンC由来の「美容・美肌

に良さそう」といった情報のみが浸透していまね。一言にオレンジ

ジュースといっても、果肉（パルプ）入り、果肉（パルプ）なし、凝縮、濃縮還元、フローズン

と種類は豊富です。そこで、今回のおいしいもの探偵団は、果肉（パルプ）なしの生100%

オレンジジュースでの探偵調査で、二つのベストを選びました。 
 

酸味大好き自然派にオススメはこれだ！ 

「Florida's Natural」 

オレンジの香りが高く、絞りたてのようなフレッシュな味。 

酸味が少し強いですが、淡白でさらりとした自然なフレイバーです。 
  

甘み好き飲みやすさ追求派にオススメはこれだ！ 

 「Whole Food Market 365 100％Pure Florida Orange Juice」 

値段的にはちょっと高めですが、甘味があっておいしい！ 

小さなお子様も好きな味です。 
  

後記:オレンジジュースって、たくさんの種類が出ていますが、味にそれ 

程の違いがないのでビックリ！まあ同じ種類のオレンジを使っているか 

らでしょうか。値段が高いほど栄養か高く、健康にも良いのだろうと思っ 

ていましたが、安いハウスブランドでも効果は同じのようです。 

おいしいもの 

探
偵
団 

 Toshi’s CAFÉ 

5710 High Point Rd. STE FF 
Greensboro, NC 27407 

www.toshiscafe.com    
336-297-2288 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 

♫ NC-RTP-Rock同好会 ♫ 

NCのリサーチトライアングル周辺の音楽好きの集まりです。ロック、ポップスなど、音楽の

ジャンルにこだわることなく、「音」を「楽しむ」ことを目的として、初心者から経験者まで毎

週木曜の夜に和気あいあいとした雰囲気の中、カルボロのスタジオで練習しています。 

定期的にライブ・パーティーを開催し、地域の方たちとの音楽を通じた交流もあります。 

ライブハウスや地域のフェスティバルで演奏する機会もあります。随時新規メンバーを募

集しています。プロ・アマ・初心者・年齢に関係なく、何か楽器のできる方、演奏しみたい

方、どうぞお気軽に連絡ください！待ってま～す！ 連絡先：ncrtprock@gmail.com 
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         チャペルヒル・ダーラム日本人会 
 

5月27日（日）CarrboroのWilson Parkにて、チャペルヒル

ダーラム日本人会「春のピクニック」を開催いたしました。

当日はお天気にも恵まれ、トライアングルエリア在住の日本

人会会員を中心に約130名の方々がご参加くださいました。 
 

毎回食事を楽しみにご参加くださる方が多いということで、今回は昼食に力を入

れました。ボランティアの方から、サンドイッチ、ホットドッグ、焼き菓子、カ

レー、ドリンク、ポテトサラダをご提供いただき、役員会では、おにぎり、カ

レー、からあげ、肉じゃが、すいか、麦茶を用意しました。食事は大好評をいた

だき、あっという間に完食となりました。 

イベントとしては、「野原でボーリング」や「段ボールで作った空気砲でチーム

対戦！」を行い、お子さんたちのキラキラした笑顔がピクニックを盛り上げてく

れました。また、さまざまな企

業やお店からご提供いただいた

賞品を抽選でプレゼントする恒

例のラッフル大抽選会では、数

品ゲットされたラッキーなご家

族もいらっしゃいました。 
 

ピクニックを通して、日本から

遠く離れたこのノースカロライ

ナで日本人同士の交流をはかる

ことができ、これからも途切れ

ることなく、恒例イベントとし

て継続していけることを心から

願っています。お越しいただいた 

みなさま、フードボランティアに 

ご協力いただいた方々、ご協賛い 

ただいた企業・お店の方々、本当 

にありがとうございました！ 
 

(日本人会役員 渡邉ひとみ) 

 

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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Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
 

イベント紹介 
 

ラーレイのダウンタウンに新しい名所「Nature Research Center」が開設されまし

た。NC Museum of Natural Scienceの隣に、4階分の高さを占める大きな地球儀が

出現しましたが、そこが米国内でも有数の新施設 Nature Research Center です。

Scientistの最新科学研究の成果を一般の人々に公開し、かつ教育啓蒙に役立たせ

るという画期的な施設で、4月20日に大々的に

オープンました。そのセレモニーの一部として

インターナショナルパレードが予定され、ラー

レイ市民の民族多様性を強調し、施設のグロー

バルレベルの連携をアピールすべく、20を超え

る民族グループに声がかかりました。当「日本

クラブ」にも日本人コミュニティーとしての参

画要請の依頼がきました。ボランティアとし

て、チャペルヒルダーラム日本人会の役員をし

ておられるデューク大学病院医師の渡邊健太

郎、瞳さんご夫妻、チャペルヒル在住の田辺なえみさん、Cary在住のThorbjornsen

知巳さん、そしてトライアングル太鼓の勝呂マリさんなどに快諾していただき、

我々夫婦二人と合わせて７人で参加しました。パレード前に各グループに手渡され

たのは素焼きの壷で、中にはテームズ川、ガンジス川など全世界各地の川から空輸

された水が入っており、我々日本グループには隅田川からの水が入っている壷が渡

されました。パデューNC知事とそのお孫さんたちに先導された各グループは思い思

いの民族衣装に身を包み、新施設の前までの3ブロックを大きな河のようにうねっ

て行進をしました。和服姿も凛々しい渡邊さんは大きな日章旗を、女性たちはおし

とやかな着物すがたで笑顔をふりまき、マリさんにはかつぎ桶太鼓でけいきをつけ

てもらいました。パレード後のセレモニーでは、各国代表が運んだそれぞれの水は

名前を読み上げられて一つの大きなカメにあけられ、その水が新施設の前に用意さ

れた記念植樹にグローバル連携の象徴として注がれました。このようなラーレイ市

のコミュニティー行事に、民族を代表して参加できたことは大きな喜びでした。 

また、5月5日「こどもの日」にNCジャパ

ンセンターの庭で、大きな鯉のぼりの

下、恒例のもちつき大会を実施しまし

た。ご父兄と一緒に子供たちも「よい

しょ！」の掛け声と共に10臼のもちがつ

きあがり、早速、あんこ、きな粉、わさ

び醤油、大根おろしなどにからめて全員

で舌鼓をうちました。参加者からは「日

本でも見たことがない」といったコメン

トもいただきました。新聞紙で折ったカブトをかぶりチャンバラに熱中している子

供たちも微笑ましかったです。 
 

7月7日には「盆踊り・七夕の夕べ」日本クラブ「夏祭り」が開催されます。詳細は

ウェブwww.TriangleJapanClub.orgでお確かめください。           

(日本クラブ代表：ロッキー岩島) 
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      ごちそうさまぁ～！ 
味噌漬け 3種 
  

チーズとお豆腐にピリリと辛味のアクセントのある生姜の味噌漬けです。 

お酒のおつまみに是非どうぞ！ 
  

材料（2人分） 

  生モッツァレラチーズ･･･1個 

  生姜･･････････････････約.50g 

  豆腐（extra farm ）･･･・･･1/2丁 

  味噌床（好みの味噌1カップ、みりん50cc） 

作り方 

 1. 味噌にみりんを少しづつ加えながら泡立て器で混ぜ、味噌床をつくる。 

 2. 密閉容器に1.の半量を入れ、漬ける材料を置いて、残りの味噌を上から乗せる。 
  

 モッツァレラチーズなら3時間(浅漬け)～1ヶ月(古漬け) 

 生姜は1日(浅漬け)～1ヶ月(古漬け)くらい 

 豆腐は1日(浅漬け)～2週間(古漬け)が食べ頃 

金針菜入りホウレンソウの炒め 
 

材料 

 金針菜（ｷﾝｼﾝｻｲGrand Asia Market等アジア食材店で手に入ります→） 

 黒きくらげ 

 ホウレンソウ 
 

作り方 

 1. 金針菜や黒きくらげをたっぷりの水に浸して戻し、よく洗っておきます。 

 2. 金針菜の硬い根元を切り落とし半分の長さに切ります。 

 3. ホウレンソウを洗い、適当の大きさに切ります。 

 4. 厚手の鍋にサラダオイルを入れて火にかけ、金針菜や黒きくらげを軽く炒めてから、 

   ホウレンソウを入れ、胡椒やコンソメ、砂糖、塩などの調味料をかけ、更に炒めて出 

     来上がりです。 
 

（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、漢方薬アドバイザー,中医師、薬膳講師） 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住） 

 

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 
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       あなたの知らない果物の世界?！ 
 

皆さんがアメリカのグローサリーストアに買い物に行って最初

にびっくりするのが、あの山積みになった果物！日本でも果物

はたくさん売られていますがあそこまで大量ではないですよ

ね。普段何気なく買っている果物。その果物には農薬が含まれているのはご存知で

すか？もちろんオーガニックの果物を買えばそんなことはないですが、普通のスー

パーに売られている果物にはたくさんの農薬が含まれています。 
 

＊農薬がたくさん使われている果物＊ 

 桃（Peachと Nectarine）、りんご、苺、梨、チェリー、ラズベリーなど 

＊農薬が少ない果物＊ 

 パイナップル、マンゴー、スイカ、キウイ、パパイア、グレープフルーツなど 
 

上記の通り、手軽に食べやすい物にたくさんの農薬が含まれています。 

果物は、オーガニックのストアもしくは、ファーマーズマーケット、ローカルプロ

デュースのフードスタンドなんかでお求めいただいたほうがいいかも知れません。

特に小さいお子さんをお持ちの方には注意が必要かもしれないです。 
 

恐怖の果物話はこの位にして、今日はこれから、今の季節よく見かける苺のお話を

したいと思います。 

苺には、100グラム中59ミリオングラムのビタミンCが含まれており、そのビタミン

Cがコラーゲンに働きかけ、しわやシミなどの皮膚の再生を助けます。その他、苺

にはエラぐ酸と抗酸化物質が含まれており、抗癌性があり、紫外線からをブロック

する働きがあります。苺は、90％水分で出来ているのですが、プロテインや繊維が

含まれているため、たくさん食べても食べ過ぎた感覚がありません。その苺に含ま

れる繊維が体を掃除する役目を持ち、お肌に水分を補給し、老化を遅らせる作用が

あります。 

苺を使ってのお肌のお手入れ方法としては、朝、苺を何枚か多めにスライスし、目

の下、シミに乗せて10分間のストロベリーパック！残った苺はそのまま食べて体内

にビタミンCを補給しましょう。目の下の苺は、目のクマと腫れを改善する働きを

持ち、目を明るくします。 
 

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

●ビューティーアドバイス● 

  
 
 

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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 ☺ 

 

5. 虫よけスプレー：ノースカロライナの夏は蚊などの虫も元気。 

6. 洗面道具/タオル：ほとんどのキャンプ場でお湯も出るシャワーが利用可能。 

7. コンロ：お湯を沸かすなど料理の為に必要。カセットコンロでもOK。キャンプ用のコンロ 

   にもいろいろな種類がある。 

8. クーラーボックス：飲み物や食品を入れておくのに必要。 
 

３）食べるもの 
ご自身のアイデアで！たき火で焼いてもよし、チャコールを持ち込ん

でのBBQや、作ったものを持って行ってもよし。たき火で炙るマシュ

マロは、中はトロトロ、外はカリカリで最高です！屋外で、星を眺めな

がらの食事はおいしくてついつい食べ過ぎちゃうかも。 
 

お手軽キャンプ料理：『シルバータートル』 

Heavy Duty（厚めで熱にも強い）のアルミホイルに、薄切りにした肉や魚介類を乗せ、薄切

りにしたポテト、オニオンなど野菜も乗せ、オリーブオイルをふりかけ、塩コショウ。ホイル

をしっかり閉じて、たき火の近くにしばらく放置。肉類に完全に火が通ったら出来上がり。

お好みで醤油、レモンなども添えて。アメリカのボーイスカウトの定番料理です。 

※ キャンプ場での飲酒は禁じられているのでご注意下さいね。 
 

４）シーズン 
夏が最適ですが、キャンプ場によっては年中開いている所も。少しの寒さを我慢すれば、

早春や秋の紅葉の季節なども楽しめます。ただ、朝晩の気温の変化に対応する衣類など 

の準備を忘れずに。 
 

５）ファイヤーウッド 

たき火がなくてはキャンプの魅力は半減！薪はサイト周辺に落ちている小枝を燃やしても

いいのですが、皆が同じことをするので、十分に見つからないこともままあります。ゲート

やレンジャーさんに尋ねれば、その場で買えるところも多いです。また、キャンプ場周辺の

民家や、田舎の「何でも屋」で看板を出して売っているところもあります。異常に乾燥した

シーズンには禁止となることもあるのでご注意ください。 

 

    

    おまけ・・・編集部オススメ・キャンプ場  

近場で：ハンギングロック(NC州内、Stokes county) 滝へのトレイルや泳げる池などがあり

家族で楽しめる。 

近場で：Julian Price Memorial Park（ブルーリッジ、Booneの近く）カヌーができる湖があ

り、川遊びも可。近くに観光地も多い。 

ちょっと遠くで：モニュメントバレー（アリゾナ

州）映画の舞台にもなった有名な場所。イン

ディアンの居住区の中にあります。ここの

キャンプサイトから見る、夕焼け朝焼けに染

まるモニュメントは、言葉では言い表せない

ほどの感動です。 
 

初めてキャンプに行かれる方は、とりあえ

ず近場で、忘れ物をしたら取りに帰れるくら

いの気楽さで挑戦してみてはいかがでしょ

うか。 

 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 

http://www.greenteaspa.net
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満天の星空の下、キャンプファイアーを囲んで親しい人達とおしゃべり。夜はテ 

ントで風の音を聞きながら眠り、朝は野鳥の声で目覚める。爽やかな朝の空気 

を満喫しながら野外での朝食・・・。日常とはまったく違う場に自分をおいてリフレ 

ッシュできるのがキャンプです。実はそんなキャンプは、意外と簡単に出来るレジャーです。 

トライアングルには、車で30分も走れば、設備も十分なキャンプグラウンドが、たくさんあり 

ます。日本でもポピュラーになってきたオートキャンプ場の本場、アメリカ。アメリカで、まだ 

一度もキャンプをしたことがないという方の為に、キャンプの基本の基本をご案内します。 
 

１）キャンプグラウンド（キャンプ場）-どこへ行く？近場？州外？国立公園？ 
 

近場なら、 Jordan Lake, Falls Lake, Kerr Lakeなどの湖周辺 に、それぞれいくつものキャ 

ンプグラウンドがあり、どこも数百を越えるキャンプサイトを有しています。 

NC州内のステートパークのサイト情報 

www.ncparks.gov/Visit/parks/jord/reserve.php 

ブルーリッジ沿いの国立公園National Park Systemのキャンプ情報 

www.blueridgeheritage.com/attractions-destinations/camping-in-the-blue-ridge-mountains 

また、AAAの会員であれば、アメリカ中のキャンプ場の情報が載ったCamp Book を無料で 

入手することができ、そこに公営／私営のキャンプ場の情報が掲載されています。ノースカ 

ロライナでは、川や滝で遊べる場所や、ハイキングトレイルが整備されている所、プールが 

併設されている所もあり、家族連れで大変賑わいます。実際、夏場の連休にはかなり人出 

が多く、出かけてみたら一杯でサイト（キャンプする場所）が見つからないということもありま 

すので、早い時間帯に到着できる計画をお勧めします。 
  

各キャンプサイトには、ピクニックテーブル、グリル（キャンプファイア用）、テントを設置する 

為の平らなスペースがあります。車は各サイトに2台程度駐車可能です。料金は$20程度。 

入り口のゲートで支払う場合と、夕方にキャンプ場ホストが集金に来る場合があります。 

クレジットカードや小切手で支払えない場合もありますので、

現金の準備も必要です。 キャンプ場内のどのサイトにするか

は、車で回りながら、空いているサイトで気に入った所を探し

ます。殆どのサイトは早い者勝ち（First-come, first-served）

です。また、電源を使えるキャンプサイトを持つキャンプ場も

あります。料金は当然少し高いですが、電気サイトには巨大

なキャンピングカー（RVと略）を多く見かけます。RVのレンタ

ルもウェブで探せばこのあたりでもたくさんあるようです。 
 

２）キャンプ道具 
 

最小限必要と思われるものは以下の通りです。Wal-Mart、TARGET、REI、DICKSなどで、 

ほとんど揃えることができます。 
 

1. テント：人数に合わせていろいろなサイズがある。大きいサイズの 

    テントはビギナーには組み立てにくい場合もあるので注意。 

2. スリーピングバッグ（寝袋）：真夏の平野部では不要。毛布等で十分。 

3. 寝袋の下に敷くもの：寝袋だけでは地面の固さで寝苦しい。クッションになる敷物が必 

  要。キャンピングマットも様々な種類がある。 

4. 懐中電灯、ランタン（ランプ）：キャンプ場内では、照明はトイレ周辺くらいしかない場合 

    が多く真っ暗。サイトからトイレ、シャワーに行くにも懐中電灯が必要。 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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

しい時期。親切できめ細かいプロのサービスを。oshigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

ペットシッター:ペットの世話なら任せて下さい。大切な家族の一員であるペッ

トを愛情を持ってお預かりします。問い合わせoshigotousa@gmail.com日本語で 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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

賃貸物件：3BR、2BT、閑静なコミュニティー、徒歩距離に公共バス停、ショッ

ピングセンター、トレイル有。Duke・UNCまで近し。919-215-4665（日本語） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

賃貸物件:4BR, 3BT、2台ガレージ、ボーナスルーム、庭の手入れ賃貸料に含 

Chapel Hill学区、Homestead Aquatic Center、公共バス停徒歩内。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 

見て見て！ 三角掲示板 classified
 

 ウィンストン・セーラム日本語教会 

ウィンストン・セーラム日本語教会（英語ではWinston-Salem Japanese Fellowshipと言っています）で

は、基本的に毎月第一日曜日、午後2時半から5時ぐらいまで集会を行なっています。 

興味のある方はどうぞお越しください。（7月は修養会のため集会はありません。） 

8月5日(日)、9月9日(日)Labor Dayのため1週間延期、10月7日(日)、11月4日(日)、12月2日(日) 

場所：Northwest Baptist Church, 407 Petree Rd., Winston-Salem, NC 27012 

連絡先：Virginia Clark 336-896-0043、または高見憲次牧師 980-322-432（日本語でOK） 
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6月～7月 トライアングルの イベント・スケジュール

は、Raleigh でエステ「Green tea spa」を経営     コンサート、ミュージカル演劇などのパフォーマンス

6/17 Ann ita Bake r (Conce rt) DPAC

6/22 ,23 Scott ish  Dance  Theatre DPAC

6/30 Romeo  and Ju lie t  (Conce rt) Koka Booth

7/5 To  K ill A Mockin gbird (Movie ) Koka Booth

7/5-15 Dames at Sea-Hot Summer Nigh ts PECPA

7/6 The  Jacksons (Conce rt) Rale igh  Amph itheate r

7/13-14 Amer ic an  Dance  Fest ival DPAC

7/17-22 Olive r ! (Musical) PECPA

7/21 Glen  Campbe ll Koka Booth

7/22 The  Tou r 2012 : K ISS  and Mot le y Crue Walnu t Creek

7/22 Jackson  Brown  (Conce rt) DEPAC

7/25-8/5 Race  -  Hot Summer Nigh ts (Bluegrass) PECPA

7/28 Alloy Orc . &  The  Phan tom o f the  Ope ra NC Museum o f Art

7/31-8/5 Ch icago  (Musical) DPAC

8/11 ABBA The  Conce rt Koka Booth

8/21 Du ran  Du ran  (Conce rt) DEPAC

     ファミリー・子供向けイベント

6/19 Cu r ious George  Visit  &  Show Northgate  Mall

6 /29 E.T. (Movie ) NC Museum o f Art

6/30 4 th  o f Ju ly Ce lebrat ion North  Hills

7/4 Independence  Day Conce rt Koka Booth

7/4 Independence  Day Conce rt Down town  Rale igh

7/4 ,7 ,8 Fest ival fo r  the  Eno West Po in t , Eno  City Park 

7/7 Harry Potte r  &  the  Death ly Hallows 2 NC Museum o f Art

7/27 Movie s by Moon ligh t : Madagascar 2 Koka Booth

8/11 Summer Movie s -  Ghostbuste rs NC Museum o f Art

8/11 Summer Ch ildren 's Fest ival Duke  Homestead Histo r ic  S ite  

     その他のイベント

4/10 Tr iangle  Restau ran t Week h ttp:// tr ire stau ran tweek.com

11/16 Sand Pain t in g Exh ibit Seawe ll Schoo l

6/16 Bu ll City Ch ili Challe nge Du rham Cen tral Park

7/21 ,22 Ch r istmas in  Ju ly (Art) Down town  Seagrove

8/11 Bike  Fest ival Down town  Hillsbo rough

     日本人関連イベント

6/9 古本市 日本語補習校

6/30 移民法ビザセミナー　8 :50am～ 日本語補習校

6/30 移民法ビザセミナー　1pm～ Japan  Cen te r

7/7 七夕/夏祭り Japan  Cen te r
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今朝、日本からのゲスト様の長濱監督をRDU空港へ送り、2012年のアニメいずめん

とが終了しました。ありがとうございました。7609人の参加者、日本から6名のゲスト

様、音楽のゲスト様としてKOTOKOさま、文化のゲストさまとして殺陣のグループ、

THE ☆JACABAL’S、コスプレのゲスト様、アメリカ人の声優さんが6名様に来て頂

きました。日本とアメリカの声優さん孫悟天の声のエドワード・カラさん、天津飯の今

朝、日本からのゲスト様の長濱監督をRDU空港へ送り、2012年のアニメいずめんと

が終了しました。ありがとうございました。7609人の参加者、日本から6名のゲスト

様、音楽のゲスト様としてKOTOKOさま、文化のゲストさまとして殺陣のグループ、

THE ☆JACABAL’S、コスプレのゲスト様、アメリカ人の声優さんが6名様に来て頂

きました。日本とアメリカの声優さん孫悟天の声のエドワード・カラさん、天津飯の声

のカーソン・クリスさん、そしてピッコロの声の古川登志夫さんによる｢ドラゴンボー

ル｣のパネル、サマーウォーズの企画、プロデューサーとしては「ロードス島戦記」

「火の鳥鳳凰編」などを手がけた丸山正雄様の企業パネル、｢快感♥フレーズ｣「愛

俺！～男子校の姫と女子校の王子～」の新條まゆ先生の漫画のデモンストレー

ションのパネル、｢蟲師｣の長濱博史監督、｢ブリーチ｣の朽木ルキアの声の折笠富

美子さんの質疑応答パネル、KOTOKOのコンサートも熱気の中、グロースティックを

手にしたファンが歌にあわせて手をふりながら音楽を楽しむ参加者のみなさん、そ

して日本の侍の心を届けたいTHE ☆JACABAL’Sも殺陣のワークショップでアメリカ

人の参加者相手に汗をかきながら一生懸命に振りを教えるなどいろいろなパネル

が3日間行われました。 
 

大変残念だったことは、前回のアニメいずめんとの記事でご紹介していただいた日

本からのゲスト様の石黒昇監督が急に3月20日にお亡くなりになられ、参加ができ

なくなったことでした。しかし、石黒監督の遺言で、｢マクロス｣などのメカの監督の板

野一郎監督に急に参加していただくことになり、長濱博史監督と板野一郎監督との

石黒監督の追悼パネルを行うことができました。また、参加者の方々に「石黒監督

の奥様に一言をTシャツに書いてもらうコーナー」を作りましたが、大きなTシャツ

いっぱい裏表にメッセージが書かれ、長濱監督にこのTシャツをお届けしていただく

ようお願いいたしました。このような悲しいこともありましたが、たくさんのコスプレー

ヤー、夜遅くまでのダンス、マスカレード(コスプレコンテスト)、ディラーズ・ルームで

のいろいろなアニメグッズのショッピングなど、参加者の皆様に楽しんでいただける

ようスタッフ一同がんばりました。 

また、ゲストのみなさまからいろいろなものをいただき、日本の被災地と地元の団体

のためにチャリティー・オークションを開きました。参加者のみなさまからも、一人1ド 

             ルづつを参加費からいただき、ご寄付させていただきました。 
 

                       また来年も、同じメモリアルデー・ウイークエンドにRaleighの 

                       Convention Centerにて開催いたします。皆様に楽しんでいた 

             だけるよう、今日からまた来年に向かって準備を始めておりま 

             す。いらしていただけるとうれしいです。 

             お待ちしております。 
 

             （青柳好美：東京都出身、Raleigh在住、Animazement ディレク 

              ター） 

          

2012年アニメいずめんと無事終了 ありがとうございました 
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!!Hot News!! 

NC予備選挙の結果 
今年は、アメリカの政治面において、とても重要な年です。それは4年に一度行わ

れる大統領選挙を始めとしたいくつもの大事な選挙が行われる年だからです。本

選挙は11月6日ですが、その前段階ともいえる「予備選挙（Primary Election)」

が、NCでも、5月8日に行われました。予備選挙は選挙権を持つ州民が自ら投票す

るもので、民主党（Democratic Party)と共和党（Republic Party)のそれぞれか

ら自分たちの党を代表する人を選び、その人を大統領選へ推薦します。先日のNC

での予備選挙では、民主党はBarak Obama氏が、共和党はMitt Romney氏が選出さ

れました。NCでは、彼らを大統領候補者として推薦することになります。 

先日の予備選挙では、大統領の候補者以外にも、州の代表者となるNC州知事の候

補者が選出され、民主党はWalter Delton氏が、共和党はPat McCory氏が選ばれま

した。Walter Delton氏は現在、NC州副知事を務めていて、Pat McCory氏は現在、

NCシャーロットの市長を務めている人物です。 

これから、11月6日の選挙に向けて、新聞・テレビ等で、あるいは道路の脇などで

候補者たち広告を多く見かけるようになるでしょう。 

NCの同性婚禁止法案 

5月8日の予備選挙に加え、NCでは少し変わった国民投票がありました。そ

れは「同性婚禁止」という法案を州憲法にまで格上げさせるか否かに関す

るものでした。今までもNCは「同性婚禁止」の州でしたが、それは州の憲

法（変えられない確固たるもの）までにはなっていませんでした。この同

性婚禁止法を州憲法にまで高めることには、共和党の政治的な狙いがあっ

たようです。同性婚禁止を州憲法にすることで、共和党の強い支配をNCで

実現しようとしていたと考えられます。NCは、RTPを中心とした地区は民

主党が強く、少し離れた農村地区などでは共和党が強い傾向にあり、ちょ

うど半々の政治色になっています。国民投票の結果は可決で、つまり「同

性婚禁止」が州憲法として認められました。現在、アメリカでは30の州が

同性婚を禁止しています。ちょうど同じ時期に、大統領のBarak Obama氏

が同性婚に関して好意的に考えてはどうかという談話を発表したので、こ

のことについては、これからも多くの論議を呼ぶことになるでしょう。 

ガソリンスタンドKANGAROOのお得情報！ 
ガソリンを入れるついでに飲み物も買う、という人は多いと思いま

すが、それなら、絶対Kangarooがお得です。5月23日から、Kangaroo

では「Roo Cup」というプラスティックのドリンク入れ（$6.99）を

一度買って、次回からそれを持って行くと何回でも25セントのみで

満杯にしてくれるサービスを開始しました。夏は喉が渇いて水分が

欲しくなる季節です。Kangarooで、自分の好きなソーダを満杯にし

て喉の渇きを癒しましょう。このサービスは、夏中続くそうです。 
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な っ 

数学教師: 

  Sody先生 

なぜだ!? 

学生が減って 

いる!? 

 

も
う 

 

テ
ス
ト
な
い
ん
だ
か
ら 

 
 
 
 
 
 

来
な
い
よ
。 

私
た
ち
に
は 

青
春
が
あ
る
の
よ
？ 

学校最後の日･･･ 
ひ
と
り
も 

ク
ラ
ス
に
は 

来
な
か
っ
た
ら
し
い･･･ 

 せっ先生を！ 

 先生を～ 

 置いてきぼり 

 にするな～!! 

 皆さんはちゃんと最後の日まで学校を休まないでねー（^^） 

編集後記：6月といえば梅雨なのに、NCは夏真っ盛りです。汗を拭くタオルと、そしてコー

ヒー、紅茶、烏龍茶、牛乳、トマトジュース、味噌汁･･･とあらゆる飲み物をとっかえひっ

かえ横に置き、コンピューターとにらめっこの座りっぱなしの数日間からようやく解放され

ようとしています。ああー、腰が曲がったままになってるので立ち上がれるか心配･･･。 

今月号から、在アトランタ領事館からのお知らせも入り、読者の皆さまの公私共にに役に立

つ情報を充実させるように努力しました。どうぞ、6月号をいっぱい楽しんでくださいね。

そして、元気なギラギラの太陽もいっぱい楽しんでください。でも程々に･･･ね。（お） 

第17回トライアングル婦人会は、

ダブルヨガ！に挑戦しました。 

Triangle Yoga  

http://www.triangleyoga.com 

関節の屈伸から始まり、音楽に合

わせてのヨガ。インストラクターの

動きにまったく合わせず、マイペー

スでヨガする現地の人もいてビック

リ！動物になったり、風になったり

と想像力を働かせのにもよい機会

でした。 

次回のトライアングル婦人会は

「夏の暑さでたるんだ体のリフレッ

シュ！ジャズサイズに挑戦」です。 

残暑に負けない健康な体作りをし

ましょう！ 

日時:9月25日(火曜日) 

場所：Chapel Hill 

昼食;希望者のみ 

RSVP：9月20日 

申し込み: 

荒竹 yaratake@email.unc.edu 

天野 yokoamano2000@gmail.com 
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4pm after school class  
starting in May,  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 

 

 

 

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 
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震災後1年以上が経ち、少しずつその痛みから立ち上がれそうな気配を感じ始めている

のに、まだ日本のあちこちで夢から覚めてはいけなと言うように揺れが起こっている。先

日は東京都内でも震度4を観測し、高層ビルの都会人は冷や汗をかいた。日本はやっぱ

り地震国なのだ。それは日本に住んでいれば子供の頃から誰もが体で知っていることで、

多少の揺れにはビクともしない習慣がついてしまう。太平洋に面した南北に伸びる島国の

自然は、たくさんの美しさと共に厳しさも併せ持つ。

山があるから森があり、川が流れ、平野が広がり、

四季折々の変化がある。富士山に代表される日本

の山は見とれるほど素晴らしい。でも、それが休火

山だということはつい忘れてしまう。最近は富士山

の活発化を指摘する学者も出てきた。でも、火山だ

からこそ温泉が沸くわけで、その恩恵で日本にはす

ばらしい湯浴文化があるのだ。それには感謝しつ

つ、富士山も浅間山も桜島も、できたら起きないで

もう少し寝ていてね、とお願いしたいものである。 
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