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4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 
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アメリカのカレッジスポーツ･･････２１ 
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旧盆の頃を過ぎると、夏が急に下降線を描いていく

ように感じるのは気のせいでしょうか。じいじいと

鳴く油蝉も、真っ白に輝く入道雲も、真上から照り

つける太陽も、初夏に比べると何故か少し歳を取っ

たように感じてしまうのです。夏の持つ強く強烈な

イメージが萎えていくとき、それは少しほっとした

ような、それでいて寂しい感慨に陥ります。それ

は、まるで大騒ぎをしたパーティーのあとと似てい

るかもしれません。朝夕にそっと流れ込んでくるひ 

んやりとした風に「おやっ？」と思い、時々見かけ

るうろこ雲にそろそろ腰をあげなければ、と夏は支

度を始めるのでしょうか。朝静かに花を開いた朝顔

も種を残して次年の華やいだ思いへつなげようとし

ています。さて、私たちも夏と一緒に腰をあげ、そ

ろそろしゃんとしないといけないですね。汗が引い

たら楽しい宴はto be continuedにしましょうか。 
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!!Hot News!! 

オリンピック！London五輪！ 
 

第30回オリンピックが、7月25日から8月12日までイギリ

スのロンドンで開催されました。日本もたくさんのメダ

ルを手にすることができました。体操の内村航平選手、

柔道の松本薫選手を始め、サッカー、水泳、重量挙げ、

レスリング、アーチェリー、バドミントン、卓球、バレーボール、陸上などいろ

いろな分野で多くの選手がすばらしい活躍をし、感動を与えてくれました。 

銀メダルを獲得した日本女子サッカーの「なでしこジャパン」は、昨年の5月18日

にトライアングルを訪れ、Wake Med Soccer Parkで全米チームと親善試合を行い

ました。三角横丁でも第19号（2011年5月号）で紹介したので、その試合を見に

行った方もいらっしゃるでしょう。あの時の試合は、お手なみ拝見的でしたが、

今回のオリンピックでの決勝は真剣な対決。応援にも力が入ります。全米チーム

に先制点2点を取られても負けずと1点を返しましたが、惜しくもそのまま試合終

了。実は、全米女子サッカーチームは、毎回多くのUNC出身者から構成されている

のです。今回はUNC出身の選手は二人でした。ノースカロライナ州から全米代表と

してロンドンのオリンピックへ出場した選手は多く、全部で19人

いました。その中にはDuke、UNC、NC Stateからの選手もいて、

いくつものメダルを獲得しています。熱い熱い戦いを繰り広げた

2012年夏季オリンピックは、興奮と感動を残し幕を閉じました。 

今度は、4年後に開催されるリオ・デ・ジャネイロでのオリン

ピックを目標に、各種目の先鋭たちが世界の頂点を目指します。 

Chapel Hill 運転中 携帯電話禁止の行く末･･･ 
 

三角横丁25号（2012年4月号）でお知らせした「チャペルヒル：運転中の携帯電話

使用禁止6月1日より実施」のニュースですが、あの後「運転に関する法律は州ご

とに決められているはずなのに、チャペルヒルだけが違う規則を作って実施する

のは違法ではないか?」と裁判所に訴えた人がいました。その結果、裁判長は「運

転に関する法律は州で統一するべきなので、チャペルヒルだけが運転中の携帯禁

止をすることはできない」との判決を下しました。だからといって運転中に携帯

電話に夢中になって、車の運転が不注意にならないように気をつけてください。 

切らないで！ 
 

ノースカロライナの電話番号は「919」で始まる場合が多いですが、間違って

「919」を「911」とダイアルしてしまったことはありませんか?「911」は警察に

つながる緊急の番号です。間違えてかけてしまい慌てて切った、という経験があ

るあなた。そんな時は切らないでください。出た相手に「すみません、間違えて

かけました」と言いましょう。すぐに切ってしまった場

合、警察は非常事態を想定し、かけた人の番号を調べ、

事態を調べるためにかけ直してくる場合があります。ま

た、何か非常事態が発生したのではないかと考え、パト

カーがあなたの元へ急いでやって来る場合もあります。 
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自動車保険はLGIS! 
無料比較見積実施中 

・アメリカ赴任後間もない方！ 

・在米期間が長い方！ 

・学生の方！ 

お問い合わせ先  

 (877) LGISINC 

 (877) 544-7462  

hoken@lgisinc.com 

WWW.LGISINC.CO

http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:ja:IE-Address&rlz=1I7GGHP_jaJP457&biw=1280&bih=659&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=_q_XyeYgYm-sKM:&imgrefurl=http://blog.sakurachiro.com/2010/10/olympic-symbol/&docid=3Ail_3FEKxQipM&imgurl=http://blog.


 

30  三角横丁2012年8月号 

 

  * 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8月第27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 

 

Yuko Taylor 絵画展 
 

いつも三角横丁の表紙に挿絵を

描いてくださっているテイラー

祐子さんが絵画展を開いていま

す。是非お出かけください。 
 

展名：Majesty Incognito： 

      East Meets West 

場所：NCSU, African American 

      Cultural Center, 

   GALLERY 

日時：～8月31日（金）まで 

連絡：jhfraley@ncsu.edu 

      919-515-1396 (Fraley) 

編集後記：オリンピックの熱が冷めやらぬまま、寝言で「日本頑張れ！」などと言っていた

のは愛国心からというよりも、最後のオリンピックの原稿を書かなければいけないプレッ

シャーによるもの･･･。オリンピック終了を待ってようやく原稿を仕上げ、編集終了になり

ホッとして、今夜こそビール？それともワイン？などとワクワク。いつもギリギリまで延ば

す癖は、最後に本領を発揮するオリンピック選手に似ているかも、なんて自己陶酔しつつ、

さて、今夜のおつまみは何にしようかと久々に贅沢な悩みにひとり悦に入ってます。（お） 

あなたの夏はどんなでしたか。遊びの夏？勉強の夏？

昼寝の夏？ゲームの夏？旅行の夏？楽しんだかな～？ 
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        ==夏祭り「盆踊り、七夕の夕べ」のご報告== 
 

「小さい時にLAの日本人コミュニティーで育ちました。でも母親

に無理やりユカタを着せられ踊らされたため盆踊りに偏見を持っ

ていました。今回参加し、コロッケや牛丼、あずき氷など食べた

日本食はすべておいしく、盆踊りも懐かしく楽しむことができま

した」と日系アメリカ人。「中学生の太鼓や障害者の太鼓に心を

打たれ、泪がこぼれそうでした」とAsheboroの太鼓仲間。「空

（から）の庭 蛍がかえる 天の川」七夕飾りの中で見つけた俳

句の短冊。 

今年も7月7日（土）恒例の夏祭りが盛大に開催されました。

Charlotteの夏祭りと比べれば夕方の3時間だけの野外開催で、

手作りのお祭りです。でも参加者は推計で870人、400家族が集

いました。総参加者数の870人についてですが、一昨年が900

人、昨年が980人と増えてきていましたので、今年は1000人を越

えるのではないかと予想し準備をしてきましたが、当日が独立

記念日の祝日と同じ週になり、多くの参加者のスケジュールが

別のものと重なってしまったことや、想像を絶する酷暑が災い

したりして、参加人数は予想を少し下回りました。 
 

「ずいぶんアメリカ人の参加者が多いですね」と何人からか言われましたが、内

訳を調べてみると、50%がアメリカ人の家庭からの参加者、28%が日本人家庭から

の参加者、残りの22%が国際結婚組や日系アメリカ人の家庭からの参加者でした。

日本とアメリカとの文化交流を促進する目的の日本クラブとしては望み通り。で

も、日本人家庭が110家族230人参加してくれたことは嬉しい限りです。 
 

当クラブは州政府から正式のNPO法人の資格をもらっているので収支の中身を明確

にする必要性があります。今回の収支は、食品クーポンの売り上げが$4,470でし

たが、会場費その他（$1,430）と食材費（$3,290）の合計が$4,720となり、結果

としては少し赤字となってしまいました。需要数の読みが少し狂ってしまったこ

とが一番の原因ですが、もっとも食品の価格設定などもCost Shareが当クラブの

大原則ですから、精いっぱい低めに設定されていたからでもあります。焼きそ

ば、牛丼、カレーライス、串焼き、ちらし寿司、冷かけ蕎麦、焼きトウモロコ

シ、コロッケ、みたらし団子、くさ団子、笹もち、かき氷、そしてラムネやソー

ダ、麦茶といったドリンク類、いずれも参加者から大好評を頂きました。 

ボランティアの総数は106名で、その中には空手道場の生徒さん12名や中学生太鼓

グループや障害者太鼓グループのドラマー14名なども含まれますが、残りの80名

が、それこそ会場の設営から食材の準備、販売など全員一丸となって無料奉仕し

てくれました。経理上の収支がほぼトントンですから、このボランティアの汗

が、当日参加してくれた皆さんの喜びにそのまま替わったことになります。 
 

当日の皆さんの笑顔写真などを掲載していますので、日本クラブのウエブを是非

ご覧ください。 www.TriangleJapanClub.org 
 

(ロッキー岩島：日本クラブ代表、東京都出身、Raleigh在住） 

Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
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私達の強ーい味方スーパー！今回は、普段利用するスーパーについてのアンケー

トを多数の読者の皆さんに協力していただき、それを基に人気を5つのトレンド

にまとめてみました。さて、あなたの好きなスーパーと一致していますか？ 
 

TREND 1   安さ 

大資本のスーパーを除いて「Trader Joe’s」が多数の支持を集めました。特に冷凍

食品が好評で、国際色豊かな品揃えが人気。メインの料理に一品加えたい時に 

エスニックな副菜としてここの冷凍食品を使うと食卓にまた違った雰囲気が作れ

ます。豆腐枝豆ナゲットはお弁当に好評と複数回答をいただきました。ワインも

他と比べて安いです。お花も種類が多く値段設定も低めで手軽に家で飾れます。 

大手ブランドの食品より個性的な食品が多く、チョコレートやクッキーなど試し

て、日本向けのお土産探しもできそうです。「Whole Foods」の野菜は高そうな

イメージがありますが、物によっては「Harris Teeter」よりも安い場合もあ

り、時間をかけて探す価値がありそうです。 
 

TREND 2  品揃え 

ダントツで大手の「Harris Teeter」が首位でした。食品から日用品まで全て一

カ所で買える便利さは何といっても時間に追われる主婦にとっては必須条件で

す。広すぎて大変というご意見もチラホラありましたが、慣れてしまえば必要な

物が必ずあるという安心感が最多得票を得た理由でしょう。その他に「Harris 

Teeter」は独自のブランド製品の品質が良く値段が安いので好評です。伊藤園の

お茶もあるのが嬉しいですね。「Fresh Market」は 新鮮でおいしい果物、野菜

が多く、コーヒーの種類も豊富だそうです。その他、「Low’s Food」も品揃え

が豊かで品質も安定しているという回答を複数頂きました。  
 

TREND 3 品質が良い、オーガニック 

「Whole Foods」の食品が好評でした。地元の農家からの野菜 を中心に鮮度にこ

だわり、品物の回転も早いです。魚肉類は「Fresh Market」という声も聞かれま

した。毎日入荷した物だけを出し、2店ともほとんどが量り売りです。その日の

新鮮な物を少しずつ買うことができて便利です。肉加工食品（ベーコン、ソー

セージ等）も少し割高ですが、手作りで格別の美味しさです。オーガニックや低

カロリーの食品は「Whole Foods」 や「Trader Joe’s」が人気でした。赤ちゃ

んの離乳食や子供のスナックなども安心して買うことができるそうです。大型会

員制スーパーの「Costco」 も質、味ともによく、オーガニック製品が以前に比

べてかなり増えてきたようです。 
 

TREND 4 オシャレ度 

「Whole foods」の無添加自然化粧品、お香などのアロマ製品、サプリメントな

どの品揃えが豊富。フードコートのペンギンカフェでは、ジェラードやエスプ

レッソ、そして、手作りの健康的な料理は持ち帰りも可。「Fresh Market」で

は、チーズやサンドイッチなどのパーティートレイがおすすめです。メニューが

デリーセクションにあるのでホームパーティーで試してみては？というご意見も

ありました。「Traders Joe’s」の商品は日本にお土産に出来そうなしゃれたデ

ザインだし、少なめのパッケージで使いやすいそうです。 

 

読者に聞いた「あなたの好きなスーパーマーケット」 
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8月～9月 トライアングルの イベント・スケジュール

注目イベント 

★9/28～30 インターナショナル・フェスティバル（Raleigh Convention Center) 

  トライアングルに住む世界各国の人たちの祭典。もちろん日本ブースもあり！ 

  http://www.internationalfestival.org 

★10/11～21 NCステイト・フェア (North Carolina State Fairgrounds) 

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

 ♪ 
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見て見て！ 三角掲示板 classified
 

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指導

曜日・時間は相談応、許状取得システム有、Chapel Hill  967-2725 小野まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

生徒募集：TKI （トライアングル剣道居合道） 日本で剣道の経験のある方、もう一

度アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎です。剣道を通して思い

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

ジュエリー教室生徒募集：イヤリング、ブレスレット、ネックレスの作り方を教

えます。興味のある方は beadslounge@gmail.com までご連絡ください。藤原 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

中国語教えます：中国語の家庭教師を始めました。アメリカで中国語を習いませ

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

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: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、2.5バスルーム、ロフト、2ガレージ、交通、

ショッピングに便利で閑静なPreston内。問い合わせ 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 

 

 

三角横丁では皆さまから掲示板に載せる情報を随時募集しています。「売ります」「買い

ます」「譲ってください」「教えてください」「教えます」「探しています」「イベント

のお知らせ」「コンサートの案内」「メンバー募集」「生徒募集」等。興味のある方は、

sankakuyokochou@gmail.com まで、どうぞお気軽にご連絡ください。 
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TREND 5 お得な情報、ここが好き！ 

・「Harris Teeter」「Trader Joe’s」の接客態度がよい。 

・「Harris Teeter」は、特売品が売り切れの時、Rain Checkを発行しくれる。 

・「Harris Teeter」のVicカードメンバー用のセールは激安で、e-Vicカード 

   だと更に安くなる。BOGO（Buy one, get one free =一つ買うと、もう一つ 

   ただ）のセールが頻繁にある。最近アジア食品も置くようになった。 

・「Food Lion」は値段が全体的に安い。 

・アメリカのスーパーは広くて綺麗でゆっくりと気持ち良く買い物ができる。  

・毎日の日本食はアジア系のスーパーに行かなければならないのが面倒。 

・店員の商品知識が乏しい（外国の食品）。 

・「Costco」はクーポンを利用するとさらにお得。キッコーマン醤油が安い。 

 鮭やオーガニックチキンなどはここで購入し、小分けして冷凍庫で保管する。 

・「S-Mart」ではアメリカ系のスーパーマーケットで買えない物があってよい。 

・「Earth Fair」の生ジュースは味、値段ともに他に比べて大差で勝利。 

・「中華スーパーLi-Ming」はアジアの食材が手軽に手に入り便利。 

・「Dollar Tree」のChicken Thighのスープ用ストック小パック2個$１は安い。 

・「Compare Foods」ではトマトや香草類がとんでもなく安い。 

・「ALDI」葱はないが、一般的な青果類はほぼ手に入るし安い。 

・「Oriental Oasis」日本語が通じる！きのこや香草類が安い。 
 

おまけのTREND 6 ここを改善してほしい 

・「Harris Teeter」の野菜は高く、あまりよくない。 

・「Whole Foods」の値段設定が理解し難い時がある。コーヒーの味もいまいち 

  だと思う。 

・「Trader Joe’s」の肉・魚の品揃えをもっと充実して欲しい。 

・「Food Lion」は暗い。レジが遅い。 

・夏はどこも冷房が効き過ぎ！ 
 

様々なご意見が寄せられました。読者の人気は「Harris Teeter」「Trader 

Joe’s」「Whole Foods」に集中していたようです。「G　マート」や「Grand Asia 

Market」について書いた人が一人もいませんでしたが、日本人の利用は少ないの

でしょうか。ここに掲載した以外にも、いろいろな種類のスーパーが、もっとあ

るかもしれませんね。まだまだ奥が深そうなアメリカのスーパーです。 

コメントの中には「あちこちのスーパーでいろいろな食材を試して楽しんでいま

す」というご意見もありました。皆さん、世界中の食品が集まるアメリカのスー

パーで、日本では経験のできない食文

化を探求しているようです。新しい物

や、珍しい食品にもチャレンジしてみ

ると楽しい発見があるかもしれませ

ん。 

あなたが見つけたおもしろい物や役に

立ちそうな商品の情報がありました

ら、どうぞ、編集部までどしどしお寄

せください。順次取り上げていきたい

と思います。今回アンケートにご協力

いただいた方々にお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 

  

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

www.angelrosesflorist.com 
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今年も恒例のオタコンが、7月27日から29日までの3日間、メリーランド州のボルチ

モアにあるコンベンションセンターで開かれました。オタコンは、東海岸で最大の

アニメフェスティバルです。今年の参加者は約33,000人。全米各地から日本のアニ

メを愛する人々が集まりました。参加者の多くは凝ったコスプレをし、アニメの登

場人物になりきっていて、カメラを向けると嬉しそうに自分で一番カッコイイポー

ズを取ってくれます。参加者に話を聞いたところ、2月からコスチューム作りをし

てこの日に備えたという人もいて、オタコンにかける意気込みを感じました。 
 

3日間、数多くのアニメ・フィルムの上映、ゲストらによるパネル、レクチャー、

トーク、How To講座、ステージでのイベント、ゲーム体験、ダンス、コスプレ

ショー、コンテスト、ワークショップ、文化講座などが開催され、盛りだくさんの

プログラム。魅力的なものがたくさんあり過ぎて選ぶのに苦労するほどでした。 
 

今年の日本からのゲストは、アニメプロデューサーの丸山正男氏、シナリオライ

ターの虚淵玄氏、ディレクターの佐々木新氏、イラストレーターの天神英貴氏、声

優の平野綾さん、柿原徹也さん、野中藍さん、南里侑香さんなど、そしてミュー

ジックゲストは、アニメソングなどを作詞作曲して歌う上保美香子さん、韓国から

デビューしたての格好いい6人組の男子人気アイドルグループVIXX（ビックス）で

した。アメリカ側からもディレクター、声優、アーチストが多数ゲストとして参

加。普段会うことができない声の主やアニメの裏側を垣間見ることができました。 
 

今回のオタコンにはノースカロライナからも数名がお手伝いとして参加していま

す。旅行手配・通訳コーディネーターとして根木暁さん、通訳として青柳好美さ

ん、鶴身修平さん、秋山挙さん、広町織絵さん、So Sungさん、またメインスタッ

フとしてAndy Earndhardtさん、Alex Wongさんらが、オタコン2012を支えました。 
 

三角横丁はプレスとして参加し、丸山正男氏、平野綾さん、柿原徹也さん、そして

韓国のVIXXにインタビューをしてきました。インタビューは楽しく興味深い内容で

した。読者の皆様には8月号、10月号、12月号に分けて紹介していく予定です。 

 

OTAKON オタコン 201２ OTAKON 
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                       ●ビューティーアドバイス● 

 

                             ～夏の番外編～ 
 

夏になると日焼け対策も必要ですが、もっと大変なのが、虫対策。特にお子さんと

の野外活動で虫に刺されることが多いと思います。私はエステティシャンですが、

アウトドア大好き派。春と秋は必ずと言っていいくらいキャンプで海や山を訪れま

す。今回は、そんな私がしている虫対策についてお話したいと思います。 
 

まず、この時期一番の悩みは蚊！私は、蚊に刺されると10円玉くらいの大きさまで

腫れてしまうアレルギー持ちなので、蚊は私の天敵です。そんな蚊に刺されたら？ 

「見ない！触らない！考えない！を10分間実行して下さい！」 

10分間を我慢すれば、後はかゆみも腫れもなくなります。ただし、この10分は痒み

との戦いなので、考えないようにするしかないです。それと、蚊というのは、いい

匂いが大好きです。特に女性のシャンプーの香りや香水が大好き。つまり！清潔な

香りが大好きなのです。逆に蚊が大嫌いなのが、強い、スパイシー、ミント系な香

りなど。キャンプファイヤーのスモーキーな香りも嫌います。野外活動の日は、に

んにくなんかをたくさん食べるのもいいですよ。 
 

では、蚊に刺された後は？まず、患部を清潔にしなくてはいけませ

ん。地元のスーパーでも2～3ドルで手に入るWitch hazelでかゆい

部分を清潔にし、ミント系のエッセンシャルオイルをWitch hazel

に混ぜてスプレーしてもいいですし、ボディクリームか何かに混ぜ

てつけると痒みが和らぎます。エッセンシャルオイルがなければ、

ミント系のリップでもかまわないですよ。痒みが出たらとにかくそ 

       の繰り返しで早く治ります。 
 

その他、今年大量に発生しているのがティック！吸血ダニです。ティックはRose 

Geraniumの香りを嫌がります。お子さんのシャンプーなども夏場だけバラの香りに

変えるのもいいかと思います。ティックは、髪の毛の中など発見しにくいところに

噛み付いていることが多々。最悪ライム病を引き起こす可能性があるので、発見し

たらピンセットで取り、念のために病院へ。お子さんのティックのチェックも必ず

行うようにしてください。 
 

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

  
 
 

Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 

 

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

 

 

お肌のトラブルなどお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

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

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

   www.greenteaspa.net 

http://www.greenteaspa.net
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      ごちそうさまぁ～！ 

もっちもちケーキ 
 

最近アジア系の食品店では必ず見かけるもち粉で作るケーキです。蜂蜜を使うと

甘過ぎず優しい食感です。甘いものが苦手なお父さんでも大丈夫！ 
 

材料： 

-もち粉                                    250g 

-砂糖(ハチミツまたはアガベシロップでも可)  70g 

-ベーキングパウダー                        小さじ1/2 

-ベジタブルオイル                          80ml 

-卵                                        2個 

-牛乳                                      250ml 

-生クリーム                                50ml 

-あずき                                    1缶(お好みで) 
 

作り方： 

1. オーブンを350Fに設定し温めておく。ケーキパンにクッキングシートを敷いて 

   おく。 

2. ボールに牛乳と生クリームとあずき以外の材料を入れ混ぜ合わせる。 

3. 2に牛乳と生クリームを入れしっかりと混ぜる(生地はゆるゆるで水っぽい)。 

4. クッキングシートを敷いたケーキパンに3を入れる。 

5. あずきを入れる（切った時に個々のケーキにあずきが行き渡るようにする）。 

6. オーブンで45～55分焼く。表面全体が焼けていれば火を止める。 

7. オーブンから取り出し少し冷ました後、ケーキを型から外し冷蔵庫で冷やす。 
 

（儀同美和子 栃木県出身 High Point 在住） 

 鶏肉ともやしのクルミ和え 
 

材料と調味料： 

-鶏ささ身（鶏もも肉） 

-もやし 

-煎りクルミ 

-調味料･･･酒、塩、砂糖、だし汁、それぞれ適量 
 

作り方： 

1. 鶏肉を小鍋に入れ、酒と水を大さじ2杯ずつをふっ 

  て、弱火で蒸し煮し（*）、冷ましてから適当な大 

 きさにさいておく。 

2. もやしを軽く茹でて、水を切り、冷ましておく。 

3. 煎りくるみを刻んですりつぶし、砂糖、塩、だし 

 汁と合わせて混ぜる。 

4. 3で1と2を和える。 
 

*蒸し煮は、電子レンジでも簡単にできます。 
 

(武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、中医師、漢方薬アドバイザー） 
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丸山正男氏（1941年生まれ）は、手塚治虫の虫プロダク

ション時代に「リボンの騎士」「明日のジョー」など、

マッドハウスを設立後は、「はだしのゲン」「YAWARA」

「メイプルストーリー」「はじめの一歩」など100を有に超

えるアニメのプロデュースに関わっているベテラン・プロ

デューサーです。とても気さくで暖かい雰囲気を持ち、三

角横丁のインタビューに丁寧に答えてくださいました。 
 

三角：アニメのプロデューサーとはどんな仕事ですか？ 

丸山：小遣いさんのようなものですよ。何でも屋さん。まず、好きな作品を探 

   し、それをアニメ作品にしようと決めたら、それを作るための人を探す。 

   監督を誰にしようか、音楽はどうしようか、など全てに責任を持ちます。 

   漫画は本で読んでも一場面一場面が読者の頭の中にありますが、アニメに 

   なると、雲ひとつ取っても、こんな形の雲にしようとか、色は夕日を浴び 

   て少し赤みがかってた方がいいとか、どのくらいの速さでどんなふうに動 

   いていくのがいいとか･･･、そういうのをすべて決めなけらばならない。 

   音楽も、この場面にはどんな音楽や音がいいか考える。一度決めてしまう 

   とそれは動かせなくて、それが受け手にそのままイメージとして伝わって 

   しまうので、それがうまくピッタリあったものであればいいけれどね、か 

   なり責任重大です。すべてがうまくいってるか全部見ないといけない。 
 

三角：オタコンのように最近はアニメが世界的に人気ですが、アニメを制作する 

   時に、日本だけでなく世界も意識して作るようになりましたか？ 

丸山：いいえ、してませんね。作る側としては、自分のできることをいつものよ 

   うにしているだけです。それを見て海外の人も感動してくれたら嬉しい。 
 

三角：最近の作品で「坂道のアポロン」というのがありますが、とてもすばらし 

   い作品で感動しました。今までアニメは子供や若者向けだと思っていまし 

   たしたが、あれは大人も見ることができる文学的な味わいがありますね。 

丸山：あれはね、原作者のお父さんが学生時代に佐世保で初めてジャズに出会っ 

   た時の話を聞いて漫画にした作品。それをアニメ作品にしたいと思ったん 

   です。あれは、音楽がたくさん出てきて、誰のどの曲を使うかとかとても 

   大変だった。それに、演奏などの場面でのピアノやドラムの手の動かし方 

   とかも音楽に合わせなくちゃいけないから結構大変なんだよ。 
 

三角：現在のアニメは昔と比べてどんどん変わってきてると思いますが、そうい 

   う変化をどう思いますか。 

丸山：変わるというのはいいことだと思いますよ。懐古主義とかいうのもあるけ 

   れど、変化はどんどんしていくべきだと思いますね。昔の作品というの 

   は単純なものが多かったし、作品数も少なかった。今はいろんな作品がも 

   のすごくたくさんありますね。そして、今では世界ほぼ同時か1週間くら 

   いの差で配信されるようになった。すばらしいと思いますね。 
 

三角：今後は、どのような作品を作っていきたいですか？ 

丸山：人の心に感動を与えられるようないい作品を作っていきたいです。 

三角：いろいろお答えいただき、ありがとうございました。 

オタコン2012 三角インタビュー その１ 

アニメ・プロデューサー 丸山正男氏 

三角横丁6月号を読む丸山氏 
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テクノロジー パートナーシップ オブ ナゴヤ ユニバーシティー （通称NU 

Tech）は、2008年1月にRTPに開設された、日本の大学では初めて、かつ、唯一の

海外技術移転局です。事務所はRDU空港の近くにあります。 
  

「技術移転」とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、具体的には、名古屋大学

の研究成果である発明（特許）を民間企業や他の研究機関などへ紹介してライセ

ンスや共同研究を行い、名古屋大学発の技術を具体的な商品やサービスの形で社

会へと還元していくことです。このため、NU Techでは、RTP内の企業を訪問し名

大の技術等を紹介したり、ライセンス契約交渉等を行っています。また、「技術

移転」とは異なりますが、昨年度から始まった英語で授業が行われる新しいプロ

グラム（G30プログラム）のための帰国子女やアメリカ人学生のリクルーティン

グも行なっております。さらに、北アメリカ内の名大卒業生の同窓会立ち上げの

お手伝いや、RTP内におられる日本人研究者の方々の交流会「金曜会」も主宰し

ています。 
 

母体である名古屋大学は、いわゆる7つの旧帝国大学の一つであり、既存の知識

や権威に正面から挑戦できる「勇気ある知識人」を育てることを目標としていま

す。また、これまでの研究者の中には4名のノーベル賞受賞者や青色発光ダイ

オードの発明者がおり、その研究レベルでは内外で高い評価を得ております。NU 

Techは、この名古屋大学発の技術の社会への還元に加え、日米双方の国際人の育

成のための窓口となるよう積極的に活動を展開しています。 

 

会社名：Technology Partnership of Nagoya University, Inc. 

所在地：One Copley Parkway,  Suite #305 

         Morrisville, NC  27560 

連絡先：Tel  919-535-8724 

        Fax  919-535-8726 

        e-mail contact@tpnu.org 

G30 Program、 同窓会、金曜会へのご質問はお気軽にどうぞ。 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

テクノロジー パートナーシップ オブ ナゴヤ ユニバーシティー 

Technology Partnership of Nagoya University, Inc. 
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    オリーブオイル 
 

料理にも美容にも使える健康的なオリーブオイル。今回は、

Extra Virgin Olive Oilに挑戦です。1本のオリーブの木か

ら取れる実の量は約100～150kgで、その実から絞って得られ

るオリーブオイルはわずか20kgだそうです。だから高価なの

だと少し納得。オリーブオイルにおける辛み、苦味はマイナ

スではなくプラスです。それはポリフェノールたっぷりの健

康によい成分の特徴的な味でもあるのです。地中海地方の人たちに糖尿病や高血圧

系の病気が少ないのは、彼らが毎日たっぷりのオリーブオイルを取っているからだ

といわれています。 
 

万能向けオリーブオイル 

「Pompeian」 

木の実っぽい味で軽い。苦味があるが後味がいい。 

癖があまりなくて食べやすい。 
 

ドレッシング用に最適なオリーブオイル 

「Kolavita」 

「Lucini」 

「Kirkland」 

どれも緑色が濃くて青い味（？）。味が濃厚なのでドレッシングにお勧め。 
 

オリーブオイルはこんなことにも使えます！ 

・香り豊かなオリーブオイルを味噌汁に入れると、瞬間的に熱に触れることで香り 

 がさらに立ち、味噌汁の味にもコクが増して、究極の味噌汁誕生です。 

・品質の良いオリーブオイルを炊飯器でご飯を炊く時、少量（約3合に小さじ半分 

 強程度）を入れてみてください。ふっくらとツヤのあるおいしいご飯が炊けま 

 す。オリーブオイルの量は好みで加減してください。 

・乾いた布にオリーブオイルをつけて靴全体にくるくるとなじませます。いい感じ 

 のつやが出るし、革のやわらかさが保てます。（スエードには不向きです） 

・オリーブオイル洗顔・クレンジングを実践することにより「乾燥、シミ、シワ、 

 たるみ、くすみの解消」、そして「潤いのある白い肌」が保てます。 
 

注意：オリーブオイルのおいしさと風味を守り劣化を防ぐために、保管は高温を避

け、暗い所に保管しましょう。 

おいしいもの 

探
偵
団 
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Waking Fishで新鮮な魚介類を購入 
 

「Waking Fish」という、会員制のシーフードの購入のシステムがあります。地元

NCの漁師さん達をサポートしようということで始められ、週１回、NCの漁師さん達

が取れたての魚介類を運んで来ます。 

Raleigh方面は火曜、Durham方面は木曜で、いずれも4時から6時までの間にピック

アップします。隔週と毎週があって１シーズン10週間。ちなみに、毎週の1パウン

ドだと185ドルでした。前日に、何を運んでくるかというメールが来ます。 

「一体どんなものだろうか、1回18ドルもの魚って･･･」と心配でしたが、これが美

味しい！少々高めですが、先週のサワラやタイも、グローバルマーケットなどとは

美味しさが違いました。完全にフィレにして、あとは焼くだけとい

うものと、頭とウロコと内臓だけ取る処理のものとあります。 

Durhamは、デュークガーデンのパーキングにトラックがやってきま

す。春のシーズンは終わりなので、次は秋のシーズンの申し込みに

なるでしょう。おいしいシーフードをお探しの方は、要チェック！ 

http://www.walking-fish.org 

El Coyote エル・コヨーテ 
 

3801 Wake Forest Rd．Suite 102  

Durham NC 27703  

☎(919)957-7070     

http://www.elcoyotebng.com 

レストランデータ 料理 オーセンチックなメキシコ料理 

           営業 月～金：ランチ・ディナー 

               土日：朝8時よりブレックファースト、ブランチ、ランチ、ディナー 

               日：朝8時よりブレックファースト・ブランチ、ランチ（３時まで） 
                          — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

オーナーのオカンポさんは、メキシコ生まれでNC在住20年。子供の頃からお母さん

の作るメキシコ料理が大好きでした。Durham に移り住んでから、本場のメキシコ

料理を紹介したいとEl Coyoteをオープン。地元のメキシコ人たちにも好評です。

ローカルで取れた新鮮な材料を厳選し、トルティーヤからソースまでこだわりを

持っています。「ソースのお代わりください！」と言ってもすぐに出てこないの

は、作り置きをせずオーダーが入ってから作るためで、このこだわりが新鮮でおい

しい料理の秘訣です。定番のブリトーやファヒータだけでなく、Tamales、Nacho 

de La Kasa、Mole Poblano、そしてサイドに付くイカ墨ライスも最高です! 土日に

は早朝からブレックファーストを提供。休日にのんびりメキシカンブランチなんて

のもちょっとオツ。ブランチのお勧めはChile Relleno Omelet 。アメリカのオム

レツとはちょっと違います。お腹が一杯になった後は、レストラン並びにあるオカ

ンポさんの食料品店でメキシコ仕込みの自家製サルサと香ばしいトウモロコシのト

ルティーヤ、薄切り肉を買って帰るのをお忘れなく。日曜以外のランチを3時半ま

でやっているのも嬉しいです。場所は、Wake Forest HwyとMineral Spring Rd.の

角にあるショッピングセンター内。また、近々第二店舗が、Duke大学の西キャンパ

スの近くにオープン予定（2812 Erwin Road, Durham, NC 27705）です。　
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名古屋大学がショウケースイベントをRTPで開催します 
 

来る10月4日（木）午前8時より、リサーチ・トライアングル・パーク内ノースカ

ロライナ・バイオテクノロジー・センターにて、名古屋大学およびRTP内に事務

所を構える名古屋大学の技術移転事務所Technology Partnership of Nagoya 

University, Inc. （NU Tech）がショウケースイベントを開催致します。今年は

診断技術や分指標的治療「Diagnostics / Molecular Therapeutics」を題材に名

古屋大学および地元3大学から研究者を招いて最新技術を紹介致します。また、

講演会後に昼食を交えながらの地元の製薬企業、投資家、大学研究者とのネット

ワーキングの場を設けます。参加費は無料ですので、皆様奮ってご参加下さい。 
 

「Diagnostics / Molecular Therapeutics」Roundtable 
 

日時：10月4日（木）午前8時半～午後1時半 （午前8時より受付開始） 

会場：ノースカロライナ バイオテクノロジーセンター 

   （住所: 15 TW Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709) 

参加費：無料 （NU Techのウェブサイトにて事前登録をしてください） 

協賛： 名古屋大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校 

    ウェークフォレスト大学、ノースカロライナ州立大学 

主催： 名古屋大学、 NU Tech 

連絡先：NU Tech 安座間（あざま）までお気軽にどうぞ。 

    電話 919-535-8724、メール kazama@tpnu.org 

       ウェブサイト http://www.nutechtransfer.org 
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2000年10月に人身売買および暴力の被害者保護法が成立しました。この法律によ

り、性的犯罪、強制労働、また暴力犯罪などの被害者は、移民滞在資格にかかわ

らず、連邦政府や州政府から特定の手当てを受けることができるようになりまし

た。しかしながら、被害者が米国市民もしくは合法移民でない場合は、加害者に

よる脅迫や移民局への通報を恐れて、警察当局への通報をしないことが多いよう

です。このような被害者が、加害者の助けを借りなくとも申請できる特別なビザ

があります。以下にビザの種類を説明します。 
 

Tビザは、米国内にいる人身売買の被害者が申請できるビザで、年間申請枠は5千

件、有効期限は4年間、就労も許されます。配偶者と未婚の子供も同伴家族とし

て一緒に申請できます。申請者が21歳以下であれば、さらに未婚の兄弟姉妹や親

も申請をすることができます。米国に3年滞在、もしくは犯罪捜査期間終了まで

滞在すれば、永住権を申請することもできます。申請条件として、非情な性的犯

罪や強制労働の被害者であること；人身売買の目的で米国に滞在している；警察

の犯罪捜査に協力すること（18歳未満の未成年はこの条件は免除）；米国から退

去させられたら重大且つ異常な被害を被ることなど、極度の苦境に陥ることを証

明しなければなりません。 
 

Uビザは、殺人事件、傷害事件、性的犯罪、家庭内暴力などを含む犯罪の被害者

が申請できるビザで、年間申請枠は1万件、有効期限は4年間ですが、警察が捜査

に必要であると判断すれば滞在資格は延長されます。就労も許されます。配偶者

と未婚の子供も同伴家族として一緒に申請できます。申請者が21歳以下であれ

ば、さらに未婚の兄弟姉妹や親も申請をすることができます。申請条件として、

申請者が犯罪の被害者である；精神的、または肉体的な被害を受けたこと；犯罪

捜査に協力すること；対象犯罪の情報をもっていること；移民局、判事、もしく

は捜査当局から捜査に協力している証明を取得していること；合法的滞在資格を

保持していること、もしくは、入国を拒否される理由があれば入国拒否の取消し

申請が可能であること、などが挙げられます。3年間米国に滞在すれば、永住権

の申請をすることもできますが、次の条件を満たさなければなりません。捜査に

協力すること；人道的な理由で米国に残る必要があること；家族のまとまりを促

進すること、もしくは公共の利益になること。 
 

また、米国市民との結婚により永住権を申請する場合、結婚暦が2年未満の場

合、通常2年間の条件付き永住権を与えられます。2年後にさらに永住権の延長を

申請しなければなりませんが、この2年間に有効な結婚生活を維持した証拠を提

出しなければなりません。ところが、この間に家庭内暴力の被害にあった場合、

もしくは離婚が成立した場合、加害者である配偶者が延長申請に協力しないこと

が多くあり、永住権の延長を断念せざるを得ない外国人が多くいました。このよ

うな被害者に対し、1990年度の移民改正法で被虐待配偶者免除措置 ("Battered 

Spouse Waiver")が設けられました。これにより、被害者は家庭内暴力の被害証

明、さらに結婚当初は善意で有効な結婚であったことを証明することにより、こ

の2年間に加害者と結婚生活を維持できなくとも、永住権の延長申請を行うこと

ができるようになりました。 
 

（大蔵昌枝：長崎県出身、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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                     小鳥 
 

毎日の仕事でまずする事はビルの周りを回ってタバ

コの吸殻、空き缶、割れたガラス瓶、はき捨てたガ

ムなどを拾っているわけですが、その日は鳥の子供

が道路の脇に座って？ました。あたりに巣は見えな

いし、どこからどうやってここにいるのか分かる術はありません。その

うちトコトコ歩き出すのですが、まだヨロヨロでトキドキ転ぶ状態でま

ともに歩けない、飛ぶなんてトンでもない。へたをすれば学生の車に轢

かれてしまうだろうし、猫が襲ってきて食べられてしまうかもしれな

い。しばらく思案しているとまた小鳥は歩き出しては転びながら、道路

の向こう側へ、、、。耳を澄ますとどこからか鳥のさえずり、たぶん親

鳥の声なのでしょう。その声に近づこうとしていました。僕が近くにい

ると寄って来ないのでちょっと離れてみていると親が寄ってきて口移し

にえさをあげています。が、この状態では命が持たないんじゃないかと

不安な気分に。駆け足で仕事場にあった植物用ポットを持ってきて底に

木のクズを敷き詰め、小鳥を中に入れてから木の枝の間にのせてみました。小鳥

は外に出ようとジャンプしてましたがちょうど落ちるか落ちないの高さでたぶん

大丈夫、しばらくすると親鳥が寄ってきてえさをあげていたのでほっと一安心で

す。自分の巣から出るのはかなり危ない行為だと思うのですが、僕らも同じよう

な状況かもしれない。ちょっとしたことで本来の世界からこの物質界に落ちてき

て、たっぷり楽しもうと試みるわけですが、親（神様）のいない状況ではたくさ

んの困難が待ち受けています。赤ちゃんが生まれた！と喜んでも早産で病院から

○万ドルも請求が来る、ある人はそのうちボケ出して周りの方々の頭痛の種に。

40代の若さで脳梗塞で倒れる人もいるし、一人暮らしのアパート住まいで誰にも

見取られずあの世に行くのはしょうがありませんが、ウジの沸いた死体なんて誰

が見たいものでしょうか。生まれること、老いること、病気になること、死を迎

えること、知らない人にとっては「当たり前」な事ですが、すこ～し考えてみれ

ば、危ないことばかりです。何回も生まれ変わっていつかようやくそれらの困難

を越える道がある事を知るでしょう。あとは行動あるのみです。 

さてその次の日、朝一番に小鳥を見に行ったらポットの中はもぬけの殻、あるの

はちょっと湿っていた糞のみでした。 
 

(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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赤い小鳥とブルーな生活 
 

「姑根性」 "Monster-in-Law" 
 

そろそろ地獄の釜の蓋も開く旧盆のこの時期、トライアングルの暑さと言った

ら、蓋開けっ放しでガンガン炊き続けているのではないか、と思うほどの蒸しっ

ぷり。立ち上る陽炎の中、鼠ランドの如く、妙に整ったCaryの街並みが、殊更に

薄っぺらで陰鬱に見えるのは何故だろう。 
 

久々に世俗にまみれた南の州に戻った時、その謎が解けた。好き勝手な色と言語

で存在を主張する看板だらけの町の中に、妙に見慣れた組み合わせを発見。

ニュートラルな色の外壁。控えめで、色味を抑えたロゴ。 

「あー、葬儀会館だ…」 

不幸の際に、通夜、葬式、埋葬などの一切を取り仕切ってくれるのが葬儀会

館、"funeral home"である。 
 

弔いには金が掛かる。悲しみの中、値切れる遺族はそうそういないので、葬儀屋

への支払いは膨れる一方だ。葬式代が6千から1万ドル、もちろん、墓地スペース

も必要だ。墓からゾンビが出てくる映画の通り、基本的には土葬である。従っ

て、納める棺も、無垢の桜材が6千ドル、万が一の時に、中から鳴らす為のア

ラーム付き等、上を見たらキリがない。 
 

狭い所が苦手で大仏の鼻の穴をくぐれなかった私にとって、たとえ非常ベル付き

だろうが、狭い棺に閉じ込められて、地中に埋められるのはかなわない。まして

や現在の居住地というだけで、トライアングルの粘土に還るのは御免だ。日本人

なら、畳の上の往生が無理としても、せめて荼毘には付されたい。 
 

幸いにしてアメリカの火葬ビジネスは飛躍的に成長している。主な理由は財布の

中身だが、1960年の3.6%に対し、2010年には40%を超えており、2025年には55.7%

と、なんと過半数超えの予想が出るほどの勢い。この様子なら火葬の希望も、決

して無茶な遺言とはなるまい。 
 

道端の看板によれば、「火葬エクスプレス、$398！」のお手軽さ。残念ながら遺

骨ではなく遺灰になってしまうのだが、今のうちに好きなデルタ焼の壺でも特注

しておくか。いや、あちこちの海に撒いて貰って後腐れなくさっぱりするか。 
 

近頃流行のサービスで、遺灰をダイアモンドにしてもらうのはどうだろう。1万

５千ドルほど出せば、キラキラ好きの私が、1カラットのダイアモンドになって

永遠に輝けるのだ。 
 

 

果たして、息子は石になった母を身に着けるだろうか。 

酔った勢いでそこいらのおねーちゃんに貢がれてしまった 

らどうしよう。いっそのこと婚約指輪になって未来の嫁

の…うーん、これぞ究極の姑根性。我ながらドン引きであ

る。だが、離婚率5割超のアメリカのこと、eBayで売りに

でも出されたりしたら、化けて出ようにも出られない気が

して恐ろしい。 

 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 
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おかねのおはなし 
 

ドリンクはコカコーラorペプシ? 朝食はコーンフレークor Cheer-

ios？お菓子はM&M or KitKat? 石鹸はIVORY or Dove？電池は

ENERGIZER or DURACEL？ついでに洋服はラコステ or ポロラ

ルフローレン? どちらを選ぶかは好みの問題、または会社株主

か ど う か。上 記 は Coca-Cola、PEPSICO、Kellogg's、General 

Mills、  MARS、Nestle、KRAFT、Nestle、P&G、Uniliver、Johnson & Johnsonとグローサ

リーで売ってる商品名。これらの株主はきっと日常の買い物をする際にチラッと頭をよぎ

るもの。どっちみち買うものだから持ち株会社の商品を買って応援したい。 
 

Coca-Cola: Sprite、水のDASANI。アメリカ投資資産家、ウォーレンバフェットお気に入り

会社なので事業形態は単純に商品も少なく、を保たれています。PEPSICO: オートミール

のQUAKER、Lay's チップス、オレンジジュースのTropicana、ファーストフードのKFC、

Pizza Hut、TACO BELLなど。私も所有するGeneral MillsはヨーグルトのYoplait, 朝食の

Cheerios, Lucky Charms、冷凍野菜のGiant Green、アイスクリームのハーゲンダッツな

ど。Kellogg's:  コ ー ン フ レ ー ク の 他 に FROOT  LOOPS、Apple  Jack、Pop-tart、Mini-

WHEATS、スナックのCHEEZ-ITなど。MARS: キャンディーバーのM&M、Milky Way、

TWIX、そしてガム、Orbit、Extra、 Jucy Fruitなど。約7年前に買ったUnilever: 紅茶のリプ

トン、シャンプーのVO5、除光液はCUTEX、 スープのクノールなど。Johnson & Johnson: 

バンドエイド、痛み止めにTYLENOL、洗顔のNeutrogena、 Aveeno、そしてレストランには

必ずある砂糖、Splendaなど。大好きな会社、P&G: Tide、Downy、Herbal essencial、ファ

プリーズ、歯磨き粉Crest、Oral-B、喉にVick's、電池はDURACELL、おむつのパンパー

ス、お菓子のプリングルス、化粧品のCOVER GIRL、OLAY、ワニのマークのLACOSTEも

傘下に。Nestle: L'OREAL, MAYBELLINE, THE BODY SHOP, お菓子のWONKA, ベビー

フードのGarber、ドッグキャットフード PURINA、ALPO、コーヒーのNESCAFE、NESTEA、 

ハロウィーン菓子でお馴染のNerds、Laffy Taffy、なんとポロラルフローレンやイブサン

ローランまで系列会社になります。 
 

このように自分が飲食、使用する身近な商品から「良い銘柄」を探して「良い時期」に投

資する。長い間、人気商品を続けられているということはその会社の経営が良いというこ

と。それだけで銘柄選びの十分な理由になります。株主の方は一度、基本に戻って見

直す機会があることを、そして初めての方は事業内容(商品)を応援しよう、という長いス

パンを考えて買ってください。  

 ( 伊達知巳: 大阪府出身、Apex在住、元外資証券会社ディーラー) 

 
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 
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夏真っ盛りを少し過ぎたNCですが、時間は止まってくれませんね。学生の皆さん

は、新学期の準備は出来ていますか？もうすぐ新学期ですね。学校で先生や友達に

再会するのが楽しみ、寝坊ができない、宿題が終わらない…など心境は様々かと思

いますが、新たな出発に向けて生活のリズムを組み立てていきましょう！ 

今回は、そんなあなたにピッタリの表現を集めました。 
 

待ちきれなくて、胸がワクワクする。    

I'm so excited I can hardly wait. 
 

心がムズムズする。                    

I'm feeling really impatient. 
 

緊張して胸がドキドキする。         

I'm so nervous I can feel my heart beating. 
 

心がソワソワする。          

I'm feeling really restless/jittery. 
 

胸がザワザワする。      

I feel like something bad is about to happened. 
 

胸がジンジンする。     

My heart is pounding. 
 

宿題が終わらなくてアクセクする。        

My homework still isn't done, and I'm feeling under the gun. 
 

新学期の準備にバタバタする。     

I'm so busy getting ready for the new semester. 
 

夏休み最終日のギリギリまでダラダラ過ごす。    

I'm still in "lazy summer mode" until the very last day of summer. 
 

新学期前日までに準備をキッチリ終わらせる！     

I'm determined to get everything ready before the new semester starts. 

こんなとき、どう言うの？ 

バケーションのご相談や一時帰国の手配など 

日本語でお気軽にお問い合わせください。 

代表： (919) 942–4196 

日本語担当： (919) 913—2705 

anegi@trvlnk.com 

Southern Village  

Business Center, Chapel Hill 
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アメリカのカレッジスポーツ 
 

ロンドンオリンピックをご覧になりましたか。アメリカ選手中心

の中継だったこともあり、あまり日本選手の活躍を見ることがで

きなったかとは思いますが、4年に1度のスポーツの祭典を堪能さ

れた方も多いのではないでしょうか。私はスポーツが大好きで四

六時中スポーツを見ているのですが、オリンピックが終わってし

まった今、次に楽しみにしているのがカレッジスポーツです。 
 

日本では野球の早慶戦やラグビーの早明戦など一部の人気カードを除き、大学生に

よるスポーツへの注目度はあまり高くありませんが、アメリカではプロスポーツ同

様に人気があります。今回はその理由について簡単にお話したいと思います。 
 

アメリカでは学生はもちろんのこと、地域の人たちもカレッジスポーツを応援して

います。スポーツ観戦に対する意識や愛校心、母校愛といったものが日本よりも高

いのかもしれません。特にアメリカンフットボールとバスケットボールの人気が高

く、ホームゲームになるとスクールカラーの服を着たファンが大勢会場を訪れま

す。では、日本ではどうでしょうか。おそらく学生でさえも大学のロゴが入った服

を着ることはないでしょう。ですから、NCに来て、大学のTシャツを着ている一般

人が多いことに驚いた方も多いのではないでしょうか。 
 

また、アメリカではカレッジスポーツをビジネスとして成り立たせています。UNC

とNC Stateの場合、約6万人収容できるフットボールスタジアムを所有していま

す。毎試合大勢のファンが応援に訪れるため、飲食、グッズなどの売上げは相当な

金額になります。その他、テレビ局からの放映権料も入ってくるようです。カレッ

ジスポーツは、学生だけではなく、地域の人たちを含めた幅広いファンに支えられ

ていて、大学と地域をむすぶ一大産業とも言えるでしょう。 
 

私はよく大学のロゴが入ったTシャツを着て買い物に行ったり、スポーツバーに

行ったりしますが、それだけでアメリカ人と会話が始まり、楽しいひと時を過ごせ

ることがあります。今月下旬には新学期が始まりますが、それと同時にアメリカン

フットボール、男女のサッカー、バレーなどのシーズンが開幕します。オリンピッ

クで沸き上がったスポーツ熱をカレッジスポーツに向けてみてはいかがですか。身

近にあるUNC、DUKE、NC Stateには素晴らしい選手、チームがたくさんあります。

きっと日本の大学では経験できなかった雰囲気を体験できると思いますよ。 

(Katsu: チャペルヒル在住） 

 

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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 必見! 巨大な中古の食器屋さん  

Replacements, Ltd. 
 

グリーンズボロにReplacements, Ltd とい

う「中古食器屋さん」があるのをご存知で

すか？ここは昔、ヤードセールが趣味で知

人のために陶器類のパターンを探し歩き、

それがいつしか本業となり、ついに自分の

ガレージで起業したという伝説的な人、

Bob Pageさんの会社。 

30年たった今では陶器・クリスタル・銀製

品等を「パターンから検索する」会社とし

て世界最大になりました。とにかく建物の

大きさ（フットボール場８個が入る広さ）にまず驚かされます。骨董品から新品

まで、パターンの種類は36万で、1300万個の在庫を誇っています。電話・メール

オーダーが主ですが、大きいShow Roomもあるので、そこでぶらぶら見学するもよ

し、展示されている骨董品で目の保養をするもよし、あるいは探しているパター

ンを検索してもらって直接買うこともできます。店内では30分ごとにガイド付き

ツアーがあるのでこれは必見。恐ろしく高い天井までぎっしり並ぶ陶器類は、地

震国日本ではまず考えられない光景です。 

この会社は社員を優遇することでも有名で、社員の健康管理はもちろん、pet-

friendlyな社風がユニークで話題になりました。Show Roomのドアには“All Well

-Behaved Pets Welcome.”というサインがあるほか、ツアーの一環として通る

Call Centerでは、あちこちにペットが主人の椅子の横に寝そべっているのが見え

ます。ペットと一緒にいられることは社員のストレス軽減・幸福感 

につながることをPageさんは理解しているのでしょう。 

この会社は日本のニュースでも取り上げられ、2010年には 

NHKが取材に来て、Dog and Cat Café (わんにゃん茶館)と

いう番組で紹介されたそうです。ノースカロライナ訪問の

お客様に絶対喜んでいただけること請け合いです。 

http://www.replacements.com 
 

（Yoshiko Moore：東京都出身、 Graham在住） 

 

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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私は酒は強くないが、旅先ではそれなりに飲みに出る。とは

いっても、少しだけ楽しんだりコーヒーに専念したりだが、だ

からこそいい店を見つけたいという欲望は人一倍強い。まずはガイドブックから

始めることが多いが、期待はずれも多い。やはり偏りがあったり、店がなくなっ

ていたり、結局は自分で見てからとなる。その中でも、愛用のLonely Planet掲載

のチェコのブルノのビアホールは大当たりだった。相席でやっと2席確保できる込

みようで、そこで作っている黒ビールは天下一品だった。料理も美味しかった

し、母親と2人でつい長居をした。 
 

数年前のニューヨークでは、平日にジャズが聴ける店を探すため、情報誌を手に

入れた。スケジュールなどが一目で分かるのは情報誌ならではだ。あたりが悪

く、結局ブルックリン音楽学校そばのカフェに落ち着いた。まず自力では見つか

らない場所だ。ブルックリンは治安が問題になる場所もあるが、その店は夜遅く

まで音楽家の卵や学生など若者で賑わい、友人と2、3時間落ち着いていられる店

で、情報誌を舐めるように読んだ甲斐があった。 
 

しかし、自分の足で探すのが一番想い出深いのは間違いない。クロアチアのスプ

リットの町は、ローマ時代の宮殿の跡の中に旧市街があることで有名だが、そこ

のカフェのことは一生忘れないだろう。まだ内戦のイメー

ジが濃く、観光客がほぼ皆無の頃だった。宮殿内の神殿の

遺跡の横手にカフェがあるのを昼間見つけていたのだが、

夜戻ってきたら宮殿がライトアップされており、それを横

目に地元民らとゆっくり飲んだコーヒーはなんとも神秘的

な味だった。 

良い店にめぐり合うのもいろいろである。是非探す労力を

惜しまず、自分の趣味にあう店を開拓していただきたいと

思う。 
 

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

 

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 



 

14  三角横丁2012年8月号 

 
 

 

「楽しみ」 

初めての誕生日、そして二度目、三度目と過ぎていくうちに、子

供はいつの間にか「赤ちゃん」を脱皮していきます。それは緩や

かな過程ですが、同時に確かな手応えのある出来事でもあります。顔つきやしぐ

さが次第にしっかりし、性質の輪郭もほの見えてきます。我が子の変化を目の当

たりに出来ることは、親にとって大きな楽しみでもあります。そこからは、赤

ちゃん時代を超えた親子の関係が必要とされるでしょう。親の楽しみは子の世話

をし成長を見守る事にもありますが、一方で子への願いや期待の充足をも強く求

めるものです。ここに親と子のきしみがあらわになる段階が始まります。 
 

期待や願いは消し去ることが出来ないし、肝心の子供の主体性を顧みず勝手に押

し付けたら子の方はつぶされかねません。その危険は、親の側にはっきりとした

自分の生きる目当てがなく、願いの一切を子にかけた時、大きくなると思われま

す。やはり「楽しみ」は「きしみ」があってこそ膨らむのではないでしょうか。

互いに要求し拒否し合う関係が深められればいい親子になれそうです。その時、

望みは実現されなくても決して絶望には至らないでしょう。それは形を変え、紆

余曲折を経て、長い年月をかけて現実のものになるはずです。この時期から親の

知らない子供の世界がどんどん出来ますが、手探りでもそこへチャンネルを合わ

せてみたら、面白いものが見えてくるかもしれません。 

今回は、私の初孫誕生に合わせ、孫の幸せな将来を願いながら私の尊敬する小児

科医毛利子来先生の著書「幼い子のいる暮らし」を参考にさせて頂きました。 
 

（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） 

  

 
- 家族で食卓を囲む大切さ - 

 

子供の孤食が年々増えている事をご存知ですか？「子供の孤食」とは子供（未就

学児～中学生）が一人で食事をすることを意味します。普段、何気なく家族みん

なで囲む毎日の食卓･･･実は子供にとってよい影響を与えています。以下、家族で

一緒に食事をする頻度と子供に与える影響を調査した研究結果です。 

･ 週に3回以上家族で一緒に食事をしている子供は、そうでない子供（週に3回未 

  満）に比べて標準体重である傾向があり、また健康的な食事（例：果物や野菜 

 をしっかりとる）をしている傾向がある。(*) 

･ 12歳から17歳の子供とその親を対象にしたアンケートによると、家族と一緒に 

  夕食をとる機会が少ない（週に0～2回）子供は、機会が多い（週に5回～7回） 

  子供に比べて、アルコールを飲む傾向が1.5倍、タバコ、大麻を使う傾向が2倍 

  高い。(*) 

･ 家族で一緒に食事をする回数が多い子供の方がそうでない子供よりも、学業成 

  績が良い傾向がある。(*) 

1日3食摂取すれば1年で1095食になります。毎日の食事、家

族一緒の食事を大切にしていきたいですね。 

*これらはアメリカで行われた研究結果によるものです。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生） 

子育ては親育て 
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トライアッド地区とその近郊の秋の行事やお祭り 
 

9月27日(木)～30日(日) 

Mayberry Days (Mount Airy) 

地元出身の俳優アンディ・グリフィス(故人)が出演した人気番組Andy Griffith 

Showの舞台となった架空の町メイベリーを偲んで行われる祭。有料・無料の各種

コンサートや出し物や、ブース、ゲーム、子供のコーナー、BBQポークのコンテ

ストがあるが、一番の見物は土曜日朝のパレード。 

http://www.visitmayberry.com/ 

 

9月28日(金)～10月7日(日) 

Dixie Classic Fair (Winston-Salem) 

NCステートフェアに次ぐ州で2番目に大きなフェア。

遊園地の乗り物、ゲーム、飲食ブースが多数出店。

手工芸作品、農作物、その他の展示も多数。その他

各種のアトラクションもあり。入場料を払うだけで

見られる。コンサートの出演ミュージシャンはまだ

未定。展示作品・農作物の出品は9月11日が締切。 

http://www.dcfair.com 

 

10月5（金）～6日(土)  

Brushy Mountain Apple Festival (North Wilkesboro) 

手工芸品や食べ物のブースがあり、複数のステージではブルーグラスやゴスペル

などのライブ音楽、ダンスの実演がある。無料駐車場からはシャトルバスあり。

せっかくなので、りんごを買って帰りましょう。 

http://www.applefestival.net 

 

10月27日(土) 

BBQ Festival (Lexington)  

各種の手工芸品のブースや飲食ブースあり。3つの特設所ではお祭りの主役レキ

シントン風ポークBBQを出している。5つのステージでは地元や全米で知られてい

るミュージシャンによる各種のライブコンサートが同時に行われる。 

http://barbecuefestival.com 

 最高の日本料理とおもてなしで 

皆様のお越しをお待ちしています 

5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

www.warajirestaurant.com 
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ハイポイントってどんなところ？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High PointはGreensboroの南西に位置するNC州で8番目に大きな都市で、Raleighか

らは、車で西へ約1時間半の距離にあります。High Pointと前号で紹介したWinston

-Salem、 前々号で紹介したGreensboroの三つの町を合わせ、ピードモント・トラ

イアッドと呼ばれる都市圏を形成しています。 

またの名は「世界の家具の首都」または「ノースカロライナの国際都市」と呼ばれ

ています。昔は繊維産業と家具の製造が特に盛んでしたが、今では産業が多角化し

ています。今でも年に2回、春と秋には、ファニチャー・マーケットと呼ばれる

International Home Furnishings Marketが開かれ、世界中から10万人もの業者と

バイヤーが集まります。その他、大きな企業としてはThomas Built Busesというバ

ス製造会社があります。Piedmont Triad International Airportに近く、アムト

ラックの駅もあり、インターステートの85号線と40号線にはさまれているため、交

通の便が優れています。日系企業としては、先の三角横丁で紹介された花王の子会

社Kao Specialties Americaがあります。 

ハイポイントを南に下るとNC州の動物園があるAsheboroがあり、そのまた南には陶

芸で有名なSeagroveという町があります。また、ハイポイント・ユニバーシティと

いう私立の大学があり、日本からの留学生もいます。 

 

ハイポイントの名所 
 

High Point City Lake Park:  

340エーカーの池を囲んだ540エーカーの公園で、貸ボート/カヌーや遊覧船、大き

な屋外プール、ウォータースライド、体育館、おもちゃの電車やメリーゴーラウン

ド、ミニチュアゴルフ、釣りなどが楽しめます。自分のボートを持ってくることも

できます。 
 

Oak Hollow Lake:  

本格的なボート遊びを楽しみたいなら、より多きな800 

エーカーのオーク・ホロー湖へ。マリーナもあり、 

ヨットの貸し出しやヨットの実習クラスもあります。 
 

High Point Museum:  

ハイポイントの歴史を紹介する博物館で、その隣にある公園にはアメリカ移民時代

の古い家や鍛冶屋があります。 

 

★  

Raleigh 

★ 

High Point 
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夏風邪の予防 
 

高温多湿の夏風邪の三大原因は「疲労、栄養不足、冷え」にあり 
 

春夏秋冬の中でも最も体力を消耗しやすいのが、ジメジメ

とした暑さが続く夏です。発汗が激しく、疲労も倍増。睡

眠不足や暑さによる食欲不振が重なると、抵抗力も弱まっ

て体調を崩しやすくなります。さらに夏はどこに行っても

冷房が効き、飲み物や食べ物も冷たいものをとることが多

くなり、体を冷やします。体が冷えると、栄養を消化吸収

する胃腸の機能を弱めるばかりでなく、水分代謝や血液循

環も悪くなり、むくみや水太り、手足の冷え、肩こりなど

を招きます。 
 

夏風邪は下痢などのおなかの症状が出やすいのが特徴です。 

冷え症タイプと虚弱タイプがあります。 
 

冷え症タイプ―水分や血液を循環させる力が不足している体質。水分代謝が悪い

ため、手足や腰の冷えがあり、むくみや水太り、体が重い、食欲不振、下痢など

の症状が現れやすくなります。 

虚弱タイプ―胃腸が弱くて、うまく栄養分を吸収できない体質。湿度や暑さが体

力を消耗させるため、疲れやすい、だるい、めまい、食欲不振、おなかの冷え、

食あたり、不眠などの症状が見られます。夏風邪だけでなく、夏バテする典型的

なタイプです。 
 

夏風邪の予防 

1. 新陳代謝アップ：夏こそお風呂、冷えやすい部分を守って冷房対策。 

2. 吸収力アップ：鶏肉、かぼちゃ、大豆製品、キャベツ、レンコン、大根、白 

   菜、にら、山芋、ソラマメ、あずき、もやしなど胃腸を丈夫にする食品を。 

3. 免疫力アップ：山芋、梨、サツマイモ、しいたけ、黒豆、くるみ、昆布、クコ 

   の実、エンドウ豆、はと麦など肺を強化し、代謝をよくする食品を。 
 

（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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Diary of A Wimpy Kid: Dog Days (コメディー、ファミリー) PG、8/3公開 

大人気のJeff Kinney作の児童書「Diary of a Wimpy Kid」シリーズの「The Last 

Straw」と「Dog Days」を映画化。ズッコケて失敗ばかりのグレッグ君の夏休み。 
 

Total Recall (アクション、スリラー) PG13、8/3公開 

1990年に話題だったシュワルツェネッガーの「Total Recall」のリメイク版。コリ

ン・ファレル主演。嘘の記憶を植え付けられたクエイドは自分を取り戻せるのか？ 
 

Hope Springs (コメディー) PG13、8/10公開 

メリル・ストリープ主演の恋愛コメディー。結婚31年の熟年カップル。冷めた夫婦

関係に新しいスパイスを求め、ケイはアーノルドを恋愛セラピストへと連れ出す。 
 

The Bourne Legacy (アクション、スリラー) PG13、8/10公開 

マット・デイモンが過去3作で主演を務めたボーン・シリーズだが、今回はジェレ

ミー・レナーが主演。国家最高機密を狙うWiki Leaksを題材にしたスリルある作品。 
 

The Campaign (コメディー) NR、8/10公開 

ノースカロライナの小さな町を舞台に繰り広げられる政治コメディー。副大統領をも

視野に入れたカム・ブラディーの対抗馬は、旅行センターのマーティー・ハギンズ。 

 

The Odd Life of Timothy Green (コメディー、ドラマ) PG、8/15公開 

ディズニーが贈る爽やかで感動のドラマ。新婚のシンディーとジムの元に突然現れ

た男の子ティモシー。秋の紅葉が美しいニューイングランド地方の自然も見もの。 
 

The Expendables (アクション) NR、8/17公開 

シルベスター・スタローン、ジェット・リー、チャック・ノリス、アーノルド・

シュワルツェネッガー、ブルース・ウィルスらの共演！これはもう超アクション！ 
 

ParaNorman (３D、アニメーション、コメディー、スリラー) PG、8/17公開 

手作りの人形を少しずつ動かして撮るストップモーション・アニメ。弱虫だけど霊

感の鋭い少年ノーマンはゾンビや幽霊と話ができる。100年の呪いから町を守る。 

 

 

 
夏休みには子供から大人まで楽しめる映画がたくさんあり、今年は

質のいい映画が揃っているようです。話題の旬の映画、見逃さない

うちに、早速映画館へ出かけましょう！(緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 

三角シネマ館三角シネマ館三角シネマ館   映画大好き倶楽部映画大好き倶楽部映画大好き倶楽部   
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Sparkle (ドラマ、音楽) PG13、8/17公開 

1960年代のモータウン物語。デトロイトに住む歌の上手い3人の姉妹。その中でも

一番年下のスパークルは天才的。姉妹の母親役にウィットニー・ヒューストン。 
 

Hit and Run (コメディー、ロマンス) R、8/24公開 

犯罪集団の運転手という過去を持つ怪しげなチャーリーにはラブラブの婚約者が

いる。連邦捜査官や元犯罪グループに追われながら彼女をロスまで送る事に･･･。 
 

Lawless (ドラマ) R、8/29公開 

禁酒法の時代、バージニアにいた悪名高き3人の兄弟ギャングの実話に基づいた映

画。後に家族が書いた「The Wettest County in the World」という小説も有名。 
 

The Oogieloves in the BIG Balloon Adventure (ファミリー) G、8/29公開 

幼児向けの着ぐるみキャラクター3人組・ウーギーラブスの楽しい映画。友達の誕

生日パーティを計画していたのに、風船が飛んでいってしまった。どうしよう？ 
 

For A Good Time Call... (コメディー) NR、9/7公開 

控えめのローレンとハチャメチャなケイティ。性格正反対な二人がNYのアパート

でルームメイトに。そんな時ケイティが夜に何やら仕事をしてるのが発覚した。 
 

The Word (ロマンス、ドラマ) PG13、9/7公開 

ローリーは作家として大成することが夢だったが、それが現実になり、偉大な作

家になった。しかし作品は盗作だった。その穴埋めは必ずしなければならない。 
 

Finding Nimo 3D (ファミリー) G、9/14公開 

2003年にヒットした熱帯の海に住むクマノミの子供「ニモ」の物語が３Dになって

戻ってきた！小さなニモの冒険にハラハラドキドキしながらあの感動をもう一度! 
 

The Perks of Being a Wallflower (ドラマ) PG13、9/14公開 

エマ・ワトソン主演のこの映画は、大人になろうとする年齢の若者たちの葛藤を

うまく捉えた作品。愛、不安、喪失、希望、そして友情の意味を教えてくれる。 
 

Resident Evil: Retribution (冒険、SF、ファンタジー) NR、9/14公開 

総売上$70000万で世界を虜にしたSFアクションゲームの3D映画。地球の人間を襲

い続けるアンブレラの破壊活動に対抗するためアリスはNY-DC-東京-モスクワへ。 
 

Hotel Transylvania (ファミリー、アニメーション、コメディー) NR、9/28公開 

あのドラキュラ公爵は実はいいお父さんだった？わがまま娘マービスのためにホ

テル・トランシルヴァニアを作り、フランケンシュタイン夫妻らも招くことに。 
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トライアッド かわら版    Triad   Triad   Triad   Triad  
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「楽しみ」 

初めての誕生日、そして二度目、三度目と過ぎていくうちに、子

供はいつの間にか「赤ちゃん」を脱皮していきます。それは緩や

かな過程ですが、同時に確かな手応えのある出来事でもあります。顔つきやしぐ

さが次第にしっかりし、性質の輪郭もほの見えてきます。我が子の変化を目の当

たりに出来ることは、親にとって大きな楽しみでもあります。そこからは、赤

ちゃん時代を超えた親子の関係が必要とされるでしょう。親の楽しみは子の世話

をし成長を見守る事にもありますが、一方で子への願いや期待の充足をも強く求

めるものです。ここに親と子のきしみがあらわになる段階が始まります。 
 

期待や願いは消し去ることが出来ないし、肝心の子供の主体性を顧みず勝手に押

し付けたら子の方はつぶされかねません。その危険は、親の側にはっきりとした

自分の生きる目当てがなく、願いの一切を子にかけた時、大きくなると思われま

す。やはり「楽しみ」は「きしみ」があってこそ膨らむのではないでしょうか。

互いに要求し拒否し合う関係が深められればいい親子になれそうです。その時、

望みは実現されなくても決して絶望には至らないでしょう。それは形を変え、紆

余曲折を経て、長い年月をかけて現実のものになるはずです。この時期から親の

知らない子供の世界がどんどん出来ますが、手探りでもそこへチャンネルを合わ

せてみたら、面白いものが見えてくるかもしれません。 

今回は、私の初孫誕生に合わせ、孫の幸せな将来を願いながら私の尊敬する小児

科医毛利子来先生の著書「幼い子のいる暮らし」を参考にさせて頂きました。 
 

（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） 

  

 
- 家族で食卓を囲む大切さ - 

 

子供の孤食が年々増えている事をご存知ですか？「子供の孤食」とは子供（未就

学児～中学生）が一人で食事をすることを意味します。普段、何気なく家族みん

なで囲む毎日の食卓･･･実は子供にとってよい影響を与えています。以下、家族で

一緒に食事をする頻度と子供に与える影響を調査した研究結果です。 

･ 週に3回以上家族で一緒に食事をしている子供は、そうでない子供（週に3回未 

  満）に比べて標準体重である傾向があり、また健康的な食事（例：果物や野菜 

 をしっかりとる）をしている傾向がある。(*) 

･ 12歳から17歳の子供とその親を対象にしたアンケートによると、家族と一緒に 

  夕食をとる機会が少ない（週に0～2回）子供は、機会が多い（週に5回～7回） 

  子供に比べて、アルコールを飲む傾向が1.5倍、タバコ、大麻を使う傾向が2倍 

  高い。(*) 

･ 家族で一緒に食事をする回数が多い子供の方がそうでない子供よりも、学業成 

  績が良い傾向がある。(*) 

1日3食摂取すれば1年で1095食になります。毎日の食事、家

族一緒の食事を大切にしていきたいですね。 

*これらはアメリカで行われた研究結果によるものです。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生） 

子育ては親育て 
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トライアッド地区とその近郊の秋の行事やお祭り 
 

9月27日(木)～30日(日) 

Mayberry Days (Mount Airy) 

地元出身の俳優アンディ・グリフィス(故人)が出演した人気番組Andy Griffith 

Showの舞台となった架空の町メイベリーを偲んで行われる祭。有料・無料の各種

コンサートや出し物や、ブース、ゲーム、子供のコーナー、BBQポークのコンテ

ストがあるが、一番の見物は土曜日朝のパレード。 

http://www.visitmayberry.com/ 

 

9月28日(金)～10月7日(日) 

Dixie Classic Fair (Winston-Salem) 

NCステートフェアに次ぐ州で2番目に大きなフェア。

遊園地の乗り物、ゲーム、飲食ブースが多数出店。

手工芸作品、農作物、その他の展示も多数。その他

各種のアトラクションもあり。入場料を払うだけで

見られる。コンサートの出演ミュージシャンはまだ

未定。展示作品・農作物の出品は9月11日が締切。 

http://www.dcfair.com 

 

10月5（金）～6日(土)  

Brushy Mountain Apple Festival (North Wilkesboro) 

手工芸品や食べ物のブースがあり、複数のステージではブルーグラスやゴスペル

などのライブ音楽、ダンスの実演がある。無料駐車場からはシャトルバスあり。

せっかくなので、りんごを買って帰りましょう。 

http://www.applefestival.net 

 

10月27日(土) 

BBQ Festival (Lexington)  

各種の手工芸品のブースや飲食ブースあり。3つの特設所ではお祭りの主役レキ

シントン風ポークBBQを出している。5つのステージでは地元や全米で知られてい

るミュージシャンによる各種のライブコンサートが同時に行われる。 

http://barbecuefestival.com 

 最高の日本料理とおもてなしで 

皆様のお越しをお待ちしています 

5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

www.warajirestaurant.com 
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 必見! 巨大な中古の食器屋さん  

Replacements, Ltd. 
 

グリーンズボロにReplacements, Ltd とい

う「中古食器屋さん」があるのをご存知で

すか？ここは昔、ヤードセールが趣味で知

人のために陶器類のパターンを探し歩き、

それがいつしか本業となり、ついに自分の

ガレージで起業したという伝説的な人、

Bob Pageさんの会社。 

30年たった今では陶器・クリスタル・銀製

品等を「パターンから検索する」会社とし

て世界最大になりました。とにかく建物の

大きさ（フットボール場８個が入る広さ）にまず驚かされます。骨董品から新品

まで、パターンの種類は36万で、1300万個の在庫を誇っています。電話・メール

オーダーが主ですが、大きいShow Roomもあるので、そこでぶらぶら見学するもよ

し、展示されている骨董品で目の保養をするもよし、あるいは探しているパター

ンを検索してもらって直接買うこともできます。店内では30分ごとにガイド付き

ツアーがあるのでこれは必見。恐ろしく高い天井までぎっしり並ぶ陶器類は、地

震国日本ではまず考えられない光景です。 

この会社は社員を優遇することでも有名で、社員の健康管理はもちろん、pet-

friendlyな社風がユニークで話題になりました。Show Roomのドアには“All Well

-Behaved Pets Welcome.”というサインがあるほか、ツアーの一環として通る

Call Centerでは、あちこちにペットが主人の椅子の横に寝そべっているのが見え

ます。ペットと一緒にいられることは社員のストレス軽減・幸福感 

につながることをPageさんは理解しているのでしょう。 

この会社は日本のニュースでも取り上げられ、2010年には 

NHKが取材に来て、Dog and Cat Café (わんにゃん茶館)と

いう番組で紹介されたそうです。ノースカロライナ訪問の

お客様に絶対喜んでいただけること請け合いです。 

http://www.replacements.com 
 

（Yoshiko Moore：東京都出身、 Graham在住） 

 

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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私は酒は強くないが、旅先ではそれなりに飲みに出る。とは

いっても、少しだけ楽しんだりコーヒーに専念したりだが、だ

からこそいい店を見つけたいという欲望は人一倍強い。まずはガイドブックから

始めることが多いが、期待はずれも多い。やはり偏りがあったり、店がなくなっ

ていたり、結局は自分で見てからとなる。その中でも、愛用のLonely Planet掲載

のチェコのブルノのビアホールは大当たりだった。相席でやっと2席確保できる込

みようで、そこで作っている黒ビールは天下一品だった。料理も美味しかった

し、母親と2人でつい長居をした。 
 

数年前のニューヨークでは、平日にジャズが聴ける店を探すため、情報誌を手に

入れた。スケジュールなどが一目で分かるのは情報誌ならではだ。あたりが悪

く、結局ブルックリン音楽学校そばのカフェに落ち着いた。まず自力では見つか

らない場所だ。ブルックリンは治安が問題になる場所もあるが、その店は夜遅く

まで音楽家の卵や学生など若者で賑わい、友人と2、3時間落ち着いていられる店

で、情報誌を舐めるように読んだ甲斐があった。 
 

しかし、自分の足で探すのが一番想い出深いのは間違いない。クロアチアのスプ

リットの町は、ローマ時代の宮殿の跡の中に旧市街があることで有名だが、そこ

のカフェのことは一生忘れないだろう。まだ内戦のイメー

ジが濃く、観光客がほぼ皆無の頃だった。宮殿内の神殿の

遺跡の横手にカフェがあるのを昼間見つけていたのだが、

夜戻ってきたら宮殿がライトアップされており、それを横

目に地元民らとゆっくり飲んだコーヒーはなんとも神秘的

な味だった。 

良い店にめぐり合うのもいろいろである。是非探す労力を

惜しまず、自分の趣味にあう店を開拓していただきたいと

思う。 
 

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

 

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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夏真っ盛りを少し過ぎたNCですが、時間は止まってくれませんね。学生の皆さん

は、新学期の準備は出来ていますか？もうすぐ新学期ですね。学校で先生や友達に

再会するのが楽しみ、寝坊ができない、宿題が終わらない…など心境は様々かと思

いますが、新たな出発に向けて生活のリズムを組み立てていきましょう！ 

今回は、そんなあなたにピッタリの表現を集めました。 
 

待ちきれなくて、胸がワクワクする。    

I'm so excited I can hardly wait. 
 

心がムズムズする。                    

I'm feeling really impatient. 
 

緊張して胸がドキドキする。         

I'm so nervous I can feel my heart beating. 
 

心がソワソワする。          

I'm feeling really restless/jittery. 
 

胸がザワザワする。      

I feel like something bad is about to happened. 
 

胸がジンジンする。     

My heart is pounding. 
 

宿題が終わらなくてアクセクする。        

My homework still isn't done, and I'm feeling under the gun. 
 

新学期の準備にバタバタする。     

I'm so busy getting ready for the new semester. 
 

夏休み最終日のギリギリまでダラダラ過ごす。    

I'm still in "lazy summer mode" until the very last day of summer. 
 

新学期前日までに準備をキッチリ終わらせる！     

I'm determined to get everything ready before the new semester starts. 

こんなとき、どう言うの？ 

バケーションのご相談や一時帰国の手配など 

日本語でお気軽にお問い合わせください。 

代表： (919) 942–4196 

日本語担当： (919) 913—2705 

anegi@trvlnk.com 

Southern Village  

Business Center, Chapel Hill 
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アメリカのカレッジスポーツ 
 

ロンドンオリンピックをご覧になりましたか。アメリカ選手中心

の中継だったこともあり、あまり日本選手の活躍を見ることがで

きなったかとは思いますが、4年に1度のスポーツの祭典を堪能さ

れた方も多いのではないでしょうか。私はスポーツが大好きで四

六時中スポーツを見ているのですが、オリンピックが終わってし

まった今、次に楽しみにしているのがカレッジスポーツです。 
 

日本では野球の早慶戦やラグビーの早明戦など一部の人気カードを除き、大学生に

よるスポーツへの注目度はあまり高くありませんが、アメリカではプロスポーツ同

様に人気があります。今回はその理由について簡単にお話したいと思います。 
 

アメリカでは学生はもちろんのこと、地域の人たちもカレッジスポーツを応援して

います。スポーツ観戦に対する意識や愛校心、母校愛といったものが日本よりも高

いのかもしれません。特にアメリカンフットボールとバスケットボールの人気が高

く、ホームゲームになるとスクールカラーの服を着たファンが大勢会場を訪れま

す。では、日本ではどうでしょうか。おそらく学生でさえも大学のロゴが入った服

を着ることはないでしょう。ですから、NCに来て、大学のTシャツを着ている一般

人が多いことに驚いた方も多いのではないでしょうか。 
 

また、アメリカではカレッジスポーツをビジネスとして成り立たせています。UNC

とNC Stateの場合、約6万人収容できるフットボールスタジアムを所有していま

す。毎試合大勢のファンが応援に訪れるため、飲食、グッズなどの売上げは相当な

金額になります。その他、テレビ局からの放映権料も入ってくるようです。カレッ

ジスポーツは、学生だけではなく、地域の人たちを含めた幅広いファンに支えられ

ていて、大学と地域をむすぶ一大産業とも言えるでしょう。 
 

私はよく大学のロゴが入ったTシャツを着て買い物に行ったり、スポーツバーに

行ったりしますが、それだけでアメリカ人と会話が始まり、楽しいひと時を過ごせ

ることがあります。今月下旬には新学期が始まりますが、それと同時にアメリカン

フットボール、男女のサッカー、バレーなどのシーズンが開幕します。オリンピッ

クで沸き上がったスポーツ熱をカレッジスポーツに向けてみてはいかがですか。身

近にあるUNC、DUKE、NC Stateには素晴らしい選手、チームがたくさんあります。

きっと日本の大学では経験できなかった雰囲気を体験できると思いますよ。 

(Katsu: チャペルヒル在住） 

 

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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赤い小鳥とブルーな生活 
 

「姑根性」 "Monster-in-Law" 
 

そろそろ地獄の釜の蓋も開く旧盆のこの時期、トライアングルの暑さと言った

ら、蓋開けっ放しでガンガン炊き続けているのではないか、と思うほどの蒸しっ

ぷり。立ち上る陽炎の中、鼠ランドの如く、妙に整ったCaryの街並みが、殊更に

薄っぺらで陰鬱に見えるのは何故だろう。 
 

久々に世俗にまみれた南の州に戻った時、その謎が解けた。好き勝手な色と言語

で存在を主張する看板だらけの町の中に、妙に見慣れた組み合わせを発見。

ニュートラルな色の外壁。控えめで、色味を抑えたロゴ。 

「あー、葬儀会館だ…」 

不幸の際に、通夜、葬式、埋葬などの一切を取り仕切ってくれるのが葬儀会

館、"funeral home"である。 
 

弔いには金が掛かる。悲しみの中、値切れる遺族はそうそういないので、葬儀屋

への支払いは膨れる一方だ。葬式代が6千から1万ドル、もちろん、墓地スペース

も必要だ。墓からゾンビが出てくる映画の通り、基本的には土葬である。従っ

て、納める棺も、無垢の桜材が6千ドル、万が一の時に、中から鳴らす為のア

ラーム付き等、上を見たらキリがない。 
 

狭い所が苦手で大仏の鼻の穴をくぐれなかった私にとって、たとえ非常ベル付き

だろうが、狭い棺に閉じ込められて、地中に埋められるのはかなわない。まして

や現在の居住地というだけで、トライアングルの粘土に還るのは御免だ。日本人

なら、畳の上の往生が無理としても、せめて荼毘には付されたい。 
 

幸いにしてアメリカの火葬ビジネスは飛躍的に成長している。主な理由は財布の

中身だが、1960年の3.6%に対し、2010年には40%を超えており、2025年には55.7%

と、なんと過半数超えの予想が出るほどの勢い。この様子なら火葬の希望も、決

して無茶な遺言とはなるまい。 
 

道端の看板によれば、「火葬エクスプレス、$398！」のお手軽さ。残念ながら遺

骨ではなく遺灰になってしまうのだが、今のうちに好きなデルタ焼の壺でも特注

しておくか。いや、あちこちの海に撒いて貰って後腐れなくさっぱりするか。 
 

近頃流行のサービスで、遺灰をダイアモンドにしてもらうのはどうだろう。1万

５千ドルほど出せば、キラキラ好きの私が、1カラットのダイアモンドになって

永遠に輝けるのだ。 
 

 

果たして、息子は石になった母を身に着けるだろうか。 

酔った勢いでそこいらのおねーちゃんに貢がれてしまった 

らどうしよう。いっそのこと婚約指輪になって未来の嫁

の…うーん、これぞ究極の姑根性。我ながらドン引きであ

る。だが、離婚率5割超のアメリカのこと、eBayで売りに

でも出されたりしたら、化けて出ようにも出られない気が

して恐ろしい。 

 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 
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おかねのおはなし 
 

ドリンクはコカコーラorペプシ? 朝食はコーンフレークor Cheer-

ios？お菓子はM&M or KitKat? 石鹸はIVORY or Dove？電池は

ENERGIZER or DURACEL？ついでに洋服はラコステ or ポロラ

ルフローレン? どちらを選ぶかは好みの問題、または会社株主

か ど う か。上 記 は Coca-Cola、PEPSICO、Kellogg's、General 

Mills、  MARS、Nestle、KRAFT、Nestle、P&G、Uniliver、Johnson & Johnsonとグローサ

リーで売ってる商品名。これらの株主はきっと日常の買い物をする際にチラッと頭をよぎ

るもの。どっちみち買うものだから持ち株会社の商品を買って応援したい。 
 

Coca-Cola: Sprite、水のDASANI。アメリカ投資資産家、ウォーレンバフェットお気に入り

会社なので事業形態は単純に商品も少なく、を保たれています。PEPSICO: オートミール

のQUAKER、Lay's チップス、オレンジジュースのTropicana、ファーストフードのKFC、

Pizza Hut、TACO BELLなど。私も所有するGeneral MillsはヨーグルトのYoplait, 朝食の

Cheerios, Lucky Charms、冷凍野菜のGiant Green、アイスクリームのハーゲンダッツな

ど。Kellogg's:  コ ー ン フ レ ー ク の 他 に FROOT  LOOPS、Apple  Jack、Pop-tart、Mini-

WHEATS、スナックのCHEEZ-ITなど。MARS: キャンディーバーのM&M、Milky Way、

TWIX、そしてガム、Orbit、Extra、 Jucy Fruitなど。約7年前に買ったUnilever: 紅茶のリプ

トン、シャンプーのVO5、除光液はCUTEX、 スープのクノールなど。Johnson & Johnson: 

バンドエイド、痛み止めにTYLENOL、洗顔のNeutrogena、 Aveeno、そしてレストランには

必ずある砂糖、Splendaなど。大好きな会社、P&G: Tide、Downy、Herbal essencial、ファ

プリーズ、歯磨き粉Crest、Oral-B、喉にVick's、電池はDURACELL、おむつのパンパー

ス、お菓子のプリングルス、化粧品のCOVER GIRL、OLAY、ワニのマークのLACOSTEも

傘下に。Nestle: L'OREAL, MAYBELLINE, THE BODY SHOP, お菓子のWONKA, ベビー

フードのGarber、ドッグキャットフード PURINA、ALPO、コーヒーのNESCAFE、NESTEA、 

ハロウィーン菓子でお馴染のNerds、Laffy Taffy、なんとポロラルフローレンやイブサン

ローランまで系列会社になります。 
 

このように自分が飲食、使用する身近な商品から「良い銘柄」を探して「良い時期」に投

資する。長い間、人気商品を続けられているということはその会社の経営が良いというこ

と。それだけで銘柄選びの十分な理由になります。株主の方は一度、基本に戻って見

直す機会があることを、そして初めての方は事業内容(商品)を応援しよう、という長いス

パンを考えて買ってください。  

 ( 伊達知巳: 大阪府出身、Apex在住、元外資証券会社ディーラー) 

 
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 
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2000年10月に人身売買および暴力の被害者保護法が成立しました。この法律によ

り、性的犯罪、強制労働、また暴力犯罪などの被害者は、移民滞在資格にかかわ

らず、連邦政府や州政府から特定の手当てを受けることができるようになりまし

た。しかしながら、被害者が米国市民もしくは合法移民でない場合は、加害者に

よる脅迫や移民局への通報を恐れて、警察当局への通報をしないことが多いよう

です。このような被害者が、加害者の助けを借りなくとも申請できる特別なビザ

があります。以下にビザの種類を説明します。 
 

Tビザは、米国内にいる人身売買の被害者が申請できるビザで、年間申請枠は5千

件、有効期限は4年間、就労も許されます。配偶者と未婚の子供も同伴家族とし

て一緒に申請できます。申請者が21歳以下であれば、さらに未婚の兄弟姉妹や親

も申請をすることができます。米国に3年滞在、もしくは犯罪捜査期間終了まで

滞在すれば、永住権を申請することもできます。申請条件として、非情な性的犯

罪や強制労働の被害者であること；人身売買の目的で米国に滞在している；警察

の犯罪捜査に協力すること（18歳未満の未成年はこの条件は免除）；米国から退

去させられたら重大且つ異常な被害を被ることなど、極度の苦境に陥ることを証

明しなければなりません。 
 

Uビザは、殺人事件、傷害事件、性的犯罪、家庭内暴力などを含む犯罪の被害者

が申請できるビザで、年間申請枠は1万件、有効期限は4年間ですが、警察が捜査

に必要であると判断すれば滞在資格は延長されます。就労も許されます。配偶者

と未婚の子供も同伴家族として一緒に申請できます。申請者が21歳以下であれ

ば、さらに未婚の兄弟姉妹や親も申請をすることができます。申請条件として、

申請者が犯罪の被害者である；精神的、または肉体的な被害を受けたこと；犯罪

捜査に協力すること；対象犯罪の情報をもっていること；移民局、判事、もしく

は捜査当局から捜査に協力している証明を取得していること；合法的滞在資格を

保持していること、もしくは、入国を拒否される理由があれば入国拒否の取消し

申請が可能であること、などが挙げられます。3年間米国に滞在すれば、永住権

の申請をすることもできますが、次の条件を満たさなければなりません。捜査に

協力すること；人道的な理由で米国に残る必要があること；家族のまとまりを促

進すること、もしくは公共の利益になること。 
 

また、米国市民との結婚により永住権を申請する場合、結婚暦が2年未満の場

合、通常2年間の条件付き永住権を与えられます。2年後にさらに永住権の延長を

申請しなければなりませんが、この2年間に有効な結婚生活を維持した証拠を提

出しなければなりません。ところが、この間に家庭内暴力の被害にあった場合、

もしくは離婚が成立した場合、加害者である配偶者が延長申請に協力しないこと

が多くあり、永住権の延長を断念せざるを得ない外国人が多くいました。このよ

うな被害者に対し、1990年度の移民改正法で被虐待配偶者免除措置 ("Battered 

Spouse Waiver")が設けられました。これにより、被害者は家庭内暴力の被害証

明、さらに結婚当初は善意で有効な結婚であったことを証明することにより、こ

の2年間に加害者と結婚生活を維持できなくとも、永住権の延長申請を行うこと

ができるようになりました。 
 

（大蔵昌枝：長崎県出身、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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                     小鳥 
 

毎日の仕事でまずする事はビルの周りを回ってタバ

コの吸殻、空き缶、割れたガラス瓶、はき捨てたガ

ムなどを拾っているわけですが、その日は鳥の子供

が道路の脇に座って？ました。あたりに巣は見えな

いし、どこからどうやってここにいるのか分かる術はありません。その

うちトコトコ歩き出すのですが、まだヨロヨロでトキドキ転ぶ状態でま

ともに歩けない、飛ぶなんてトンでもない。へたをすれば学生の車に轢

かれてしまうだろうし、猫が襲ってきて食べられてしまうかもしれな

い。しばらく思案しているとまた小鳥は歩き出しては転びながら、道路

の向こう側へ、、、。耳を澄ますとどこからか鳥のさえずり、たぶん親

鳥の声なのでしょう。その声に近づこうとしていました。僕が近くにい

ると寄って来ないのでちょっと離れてみていると親が寄ってきて口移し

にえさをあげています。が、この状態では命が持たないんじゃないかと

不安な気分に。駆け足で仕事場にあった植物用ポットを持ってきて底に

木のクズを敷き詰め、小鳥を中に入れてから木の枝の間にのせてみました。小鳥

は外に出ようとジャンプしてましたがちょうど落ちるか落ちないの高さでたぶん

大丈夫、しばらくすると親鳥が寄ってきてえさをあげていたのでほっと一安心で

す。自分の巣から出るのはかなり危ない行為だと思うのですが、僕らも同じよう

な状況かもしれない。ちょっとしたことで本来の世界からこの物質界に落ちてき

て、たっぷり楽しもうと試みるわけですが、親（神様）のいない状況ではたくさ

んの困難が待ち受けています。赤ちゃんが生まれた！と喜んでも早産で病院から

○万ドルも請求が来る、ある人はそのうちボケ出して周りの方々の頭痛の種に。

40代の若さで脳梗塞で倒れる人もいるし、一人暮らしのアパート住まいで誰にも

見取られずあの世に行くのはしょうがありませんが、ウジの沸いた死体なんて誰

が見たいものでしょうか。生まれること、老いること、病気になること、死を迎

えること、知らない人にとっては「当たり前」な事ですが、すこ～し考えてみれ

ば、危ないことばかりです。何回も生まれ変わっていつかようやくそれらの困難

を越える道がある事を知るでしょう。あとは行動あるのみです。 

さてその次の日、朝一番に小鳥を見に行ったらポットの中はもぬけの殻、あるの

はちょっと湿っていた糞のみでした。 
 

(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/) 

 



 

24  三角横丁2012年8月号 

Waking Fishで新鮮な魚介類を購入 
 

「Waking Fish」という、会員制のシーフードの購入のシステムがあります。地元

NCの漁師さん達をサポートしようということで始められ、週１回、NCの漁師さん達

が取れたての魚介類を運んで来ます。 

Raleigh方面は火曜、Durham方面は木曜で、いずれも4時から6時までの間にピック

アップします。隔週と毎週があって１シーズン10週間。ちなみに、毎週の1パウン

ドだと185ドルでした。前日に、何を運んでくるかというメールが来ます。 

「一体どんなものだろうか、1回18ドルもの魚って･･･」と心配でしたが、これが美

味しい！少々高めですが、先週のサワラやタイも、グローバルマーケットなどとは

美味しさが違いました。完全にフィレにして、あとは焼くだけとい

うものと、頭とウロコと内臓だけ取る処理のものとあります。 

Durhamは、デュークガーデンのパーキングにトラックがやってきま

す。春のシーズンは終わりなので、次は秋のシーズンの申し込みに

なるでしょう。おいしいシーフードをお探しの方は、要チェック！ 

http://www.walking-fish.org 

El Coyote エル・コヨーテ 
 

3801 Wake Forest Rd．Suite 102  

Durham NC 27703  

☎(919)957-7070     

http://www.elcoyotebng.com 

レストランデータ 料理 オーセンチックなメキシコ料理 

           営業 月～金：ランチ・ディナー 

               土日：朝8時よりブレックファースト、ブランチ、ランチ、ディナー 

               日：朝8時よりブレックファースト・ブランチ、ランチ（３時まで） 
                          — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

オーナーのオカンポさんは、メキシコ生まれでNC在住20年。子供の頃からお母さん

の作るメキシコ料理が大好きでした。Durham に移り住んでから、本場のメキシコ

料理を紹介したいとEl Coyoteをオープン。地元のメキシコ人たちにも好評です。

ローカルで取れた新鮮な材料を厳選し、トルティーヤからソースまでこだわりを

持っています。「ソースのお代わりください！」と言ってもすぐに出てこないの

は、作り置きをせずオーダーが入ってから作るためで、このこだわりが新鮮でおい

しい料理の秘訣です。定番のブリトーやファヒータだけでなく、Tamales、Nacho 

de La Kasa、Mole Poblano、そしてサイドに付くイカ墨ライスも最高です! 土日に

は早朝からブレックファーストを提供。休日にのんびりメキシカンブランチなんて

のもちょっとオツ。ブランチのお勧めはChile Relleno Omelet 。アメリカのオム

レツとはちょっと違います。お腹が一杯になった後は、レストラン並びにあるオカ

ンポさんの食料品店でメキシコ仕込みの自家製サルサと香ばしいトウモロコシのト

ルティーヤ、薄切り肉を買って帰るのをお忘れなく。日曜以外のランチを3時半ま

でやっているのも嬉しいです。場所は、Wake Forest HwyとMineral Spring Rd.の

角にあるショッピングセンター内。また、近々第二店舗が、Duke大学の西キャンパ

スの近くにオープン予定（2812 Erwin Road, Durham, NC 27705）です。　
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名古屋大学がショウケースイベントをRTPで開催します 
 

来る10月4日（木）午前8時より、リサーチ・トライアングル・パーク内ノースカ

ロライナ・バイオテクノロジー・センターにて、名古屋大学およびRTP内に事務

所を構える名古屋大学の技術移転事務所Technology Partnership of Nagoya 

University, Inc. （NU Tech）がショウケースイベントを開催致します。今年は

診断技術や分指標的治療「Diagnostics / Molecular Therapeutics」を題材に名

古屋大学および地元3大学から研究者を招いて最新技術を紹介致します。また、

講演会後に昼食を交えながらの地元の製薬企業、投資家、大学研究者とのネット

ワーキングの場を設けます。参加費は無料ですので、皆様奮ってご参加下さい。 
 

「Diagnostics / Molecular Therapeutics」Roundtable 
 

日時：10月4日（木）午前8時半～午後1時半 （午前8時より受付開始） 

会場：ノースカロライナ バイオテクノロジーセンター 

   （住所: 15 TW Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709) 

参加費：無料 （NU Techのウェブサイトにて事前登録をしてください） 

協賛： 名古屋大学、ノースカロライナ大学チャペルヒル校 

    ウェークフォレスト大学、ノースカロライナ州立大学 

主催： 名古屋大学、 NU Tech 

連絡先：NU Tech 安座間（あざま）までお気軽にどうぞ。 

    電話 919-535-8724、メール kazama@tpnu.org 

       ウェブサイト http://www.nutechtransfer.org 
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テクノロジー パートナーシップ オブ ナゴヤ ユニバーシティー （通称NU 

Tech）は、2008年1月にRTPに開設された、日本の大学では初めて、かつ、唯一の

海外技術移転局です。事務所はRDU空港の近くにあります。 
  

「技術移転」とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、具体的には、名古屋大学

の研究成果である発明（特許）を民間企業や他の研究機関などへ紹介してライセ

ンスや共同研究を行い、名古屋大学発の技術を具体的な商品やサービスの形で社

会へと還元していくことです。このため、NU Techでは、RTP内の企業を訪問し名

大の技術等を紹介したり、ライセンス契約交渉等を行っています。また、「技術

移転」とは異なりますが、昨年度から始まった英語で授業が行われる新しいプロ

グラム（G30プログラム）のための帰国子女やアメリカ人学生のリクルーティン

グも行なっております。さらに、北アメリカ内の名大卒業生の同窓会立ち上げの

お手伝いや、RTP内におられる日本人研究者の方々の交流会「金曜会」も主宰し

ています。 
 

母体である名古屋大学は、いわゆる7つの旧帝国大学の一つであり、既存の知識

や権威に正面から挑戦できる「勇気ある知識人」を育てることを目標としていま

す。また、これまでの研究者の中には4名のノーベル賞受賞者や青色発光ダイ

オードの発明者がおり、その研究レベルでは内外で高い評価を得ております。NU 

Techは、この名古屋大学発の技術の社会への還元に加え、日米双方の国際人の育

成のための窓口となるよう積極的に活動を展開しています。 

 

会社名：Technology Partnership of Nagoya University, Inc. 

所在地：One Copley Parkway,  Suite #305 

         Morrisville, NC  27560 

連絡先：Tel  919-535-8724 

        Fax  919-535-8726 

        e-mail contact@tpnu.org 

G30 Program、 同窓会、金曜会へのご質問はお気軽にどうぞ。 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 

テクノロジー パートナーシップ オブ ナゴヤ ユニバーシティー 

Technology Partnership of Nagoya University, Inc. 
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    オリーブオイル 
 

料理にも美容にも使える健康的なオリーブオイル。今回は、

Extra Virgin Olive Oilに挑戦です。1本のオリーブの木か

ら取れる実の量は約100～150kgで、その実から絞って得られ

るオリーブオイルはわずか20kgだそうです。だから高価なの

だと少し納得。オリーブオイルにおける辛み、苦味はマイナ

スではなくプラスです。それはポリフェノールたっぷりの健

康によい成分の特徴的な味でもあるのです。地中海地方の人たちに糖尿病や高血圧

系の病気が少ないのは、彼らが毎日たっぷりのオリーブオイルを取っているからだ

といわれています。 
 

万能向けオリーブオイル 

「Pompeian」 

木の実っぽい味で軽い。苦味があるが後味がいい。 

癖があまりなくて食べやすい。 
 

ドレッシング用に最適なオリーブオイル 

「Kolavita」 

「Lucini」 

「Kirkland」 

どれも緑色が濃くて青い味（？）。味が濃厚なのでドレッシングにお勧め。 
 

オリーブオイルはこんなことにも使えます！ 

・香り豊かなオリーブオイルを味噌汁に入れると、瞬間的に熱に触れることで香り 

 がさらに立ち、味噌汁の味にもコクが増して、究極の味噌汁誕生です。 

・品質の良いオリーブオイルを炊飯器でご飯を炊く時、少量（約3合に小さじ半分 

 強程度）を入れてみてください。ふっくらとツヤのあるおいしいご飯が炊けま 

 す。オリーブオイルの量は好みで加減してください。 

・乾いた布にオリーブオイルをつけて靴全体にくるくるとなじませます。いい感じ 

 のつやが出るし、革のやわらかさが保てます。（スエードには不向きです） 

・オリーブオイル洗顔・クレンジングを実践することにより「乾燥、シミ、シワ、 

 たるみ、くすみの解消」、そして「潤いのある白い肌」が保てます。 
 

注意：オリーブオイルのおいしさと風味を守り劣化を防ぐために、保管は高温を避

け、暗い所に保管しましょう。 

おいしいもの 

探
偵
団 
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      ごちそうさまぁ～！ 

もっちもちケーキ 
 

最近アジア系の食品店では必ず見かけるもち粉で作るケーキです。蜂蜜を使うと

甘過ぎず優しい食感です。甘いものが苦手なお父さんでも大丈夫！ 
 

材料： 

-もち粉                                    250g 

-砂糖(ハチミツまたはアガベシロップでも可)  70g 

-ベーキングパウダー                        小さじ1/2 

-ベジタブルオイル                          80ml 

-卵                                        2個 

-牛乳                                      250ml 

-生クリーム                                50ml 

-あずき                                    1缶(お好みで) 
 

作り方： 

1. オーブンを350Fに設定し温めておく。ケーキパンにクッキングシートを敷いて 

   おく。 

2. ボールに牛乳と生クリームとあずき以外の材料を入れ混ぜ合わせる。 

3. 2に牛乳と生クリームを入れしっかりと混ぜる(生地はゆるゆるで水っぽい)。 

4. クッキングシートを敷いたケーキパンに3を入れる。 

5. あずきを入れる（切った時に個々のケーキにあずきが行き渡るようにする）。 

6. オーブンで45～55分焼く。表面全体が焼けていれば火を止める。 

7. オーブンから取り出し少し冷ました後、ケーキを型から外し冷蔵庫で冷やす。 
 

（儀同美和子 栃木県出身 High Point 在住） 

 鶏肉ともやしのクルミ和え 
 

材料と調味料： 

-鶏ささ身（鶏もも肉） 

-もやし 

-煎りクルミ 

-調味料･･･酒、塩、砂糖、だし汁、それぞれ適量 
 

作り方： 

1. 鶏肉を小鍋に入れ、酒と水を大さじ2杯ずつをふっ 

  て、弱火で蒸し煮し（*）、冷ましてから適当な大 

 きさにさいておく。 

2. もやしを軽く茹でて、水を切り、冷ましておく。 

3. 煎りくるみを刻んですりつぶし、砂糖、塩、だし 

 汁と合わせて混ぜる。 

4. 3で1と2を和える。 
 

*蒸し煮は、電子レンジでも簡単にできます。 
 

(武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、中医師、漢方薬アドバイザー） 
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丸山正男氏（1941年生まれ）は、手塚治虫の虫プロダク

ション時代に「リボンの騎士」「明日のジョー」など、

マッドハウスを設立後は、「はだしのゲン」「YAWARA」

「メイプルストーリー」「はじめの一歩」など100を有に超

えるアニメのプロデュースに関わっているベテラン・プロ

デューサーです。とても気さくで暖かい雰囲気を持ち、三

角横丁のインタビューに丁寧に答えてくださいました。 
 

三角：アニメのプロデューサーとはどんな仕事ですか？ 

丸山：小遣いさんのようなものですよ。何でも屋さん。まず、好きな作品を探 

   し、それをアニメ作品にしようと決めたら、それを作るための人を探す。 

   監督を誰にしようか、音楽はどうしようか、など全てに責任を持ちます。 

   漫画は本で読んでも一場面一場面が読者の頭の中にありますが、アニメに 

   なると、雲ひとつ取っても、こんな形の雲にしようとか、色は夕日を浴び 

   て少し赤みがかってた方がいいとか、どのくらいの速さでどんなふうに動 

   いていくのがいいとか･･･、そういうのをすべて決めなけらばならない。 

   音楽も、この場面にはどんな音楽や音がいいか考える。一度決めてしまう 

   とそれは動かせなくて、それが受け手にそのままイメージとして伝わって 

   しまうので、それがうまくピッタリあったものであればいいけれどね、か 

   なり責任重大です。すべてがうまくいってるか全部見ないといけない。 
 

三角：オタコンのように最近はアニメが世界的に人気ですが、アニメを制作する 

   時に、日本だけでなく世界も意識して作るようになりましたか？ 

丸山：いいえ、してませんね。作る側としては、自分のできることをいつものよ 

   うにしているだけです。それを見て海外の人も感動してくれたら嬉しい。 
 

三角：最近の作品で「坂道のアポロン」というのがありますが、とてもすばらし 

   い作品で感動しました。今までアニメは子供や若者向けだと思っていまし 

   たしたが、あれは大人も見ることができる文学的な味わいがありますね。 

丸山：あれはね、原作者のお父さんが学生時代に佐世保で初めてジャズに出会っ 

   た時の話を聞いて漫画にした作品。それをアニメ作品にしたいと思ったん 

   です。あれは、音楽がたくさん出てきて、誰のどの曲を使うかとかとても 

   大変だった。それに、演奏などの場面でのピアノやドラムの手の動かし方 

   とかも音楽に合わせなくちゃいけないから結構大変なんだよ。 
 

三角：現在のアニメは昔と比べてどんどん変わってきてると思いますが、そうい 

   う変化をどう思いますか。 

丸山：変わるというのはいいことだと思いますよ。懐古主義とかいうのもあるけ 

   れど、変化はどんどんしていくべきだと思いますね。昔の作品というの 

   は単純なものが多かったし、作品数も少なかった。今はいろんな作品がも 

   のすごくたくさんありますね。そして、今では世界ほぼ同時か1週間くら 

   いの差で配信されるようになった。すばらしいと思いますね。 
 

三角：今後は、どのような作品を作っていきたいですか？ 

丸山：人の心に感動を与えられるようないい作品を作っていきたいです。 

三角：いろいろお答えいただき、ありがとうございました。 

オタコン2012 三角インタビュー その１ 

アニメ・プロデューサー 丸山正男氏 

三角横丁6月号を読む丸山氏 
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今年も恒例のオタコンが、7月27日から29日までの3日間、メリーランド州のボルチ

モアにあるコンベンションセンターで開かれました。オタコンは、東海岸で最大の

アニメフェスティバルです。今年の参加者は約33,000人。全米各地から日本のアニ

メを愛する人々が集まりました。参加者の多くは凝ったコスプレをし、アニメの登

場人物になりきっていて、カメラを向けると嬉しそうに自分で一番カッコイイポー

ズを取ってくれます。参加者に話を聞いたところ、2月からコスチューム作りをし

てこの日に備えたという人もいて、オタコンにかける意気込みを感じました。 
 

3日間、数多くのアニメ・フィルムの上映、ゲストらによるパネル、レクチャー、

トーク、How To講座、ステージでのイベント、ゲーム体験、ダンス、コスプレ

ショー、コンテスト、ワークショップ、文化講座などが開催され、盛りだくさんの

プログラム。魅力的なものがたくさんあり過ぎて選ぶのに苦労するほどでした。 
 

今年の日本からのゲストは、アニメプロデューサーの丸山正男氏、シナリオライ

ターの虚淵玄氏、ディレクターの佐々木新氏、イラストレーターの天神英貴氏、声

優の平野綾さん、柿原徹也さん、野中藍さん、南里侑香さんなど、そしてミュー

ジックゲストは、アニメソングなどを作詞作曲して歌う上保美香子さん、韓国から

デビューしたての格好いい6人組の男子人気アイドルグループVIXX（ビックス）で

した。アメリカ側からもディレクター、声優、アーチストが多数ゲストとして参

加。普段会うことができない声の主やアニメの裏側を垣間見ることができました。 
 

今回のオタコンにはノースカロライナからも数名がお手伝いとして参加していま

す。旅行手配・通訳コーディネーターとして根木暁さん、通訳として青柳好美さ

ん、鶴身修平さん、秋山挙さん、広町織絵さん、So Sungさん、またメインスタッ

フとしてAndy Earndhardtさん、Alex Wongさんらが、オタコン2012を支えました。 
 

三角横丁はプレスとして参加し、丸山正男氏、平野綾さん、柿原徹也さん、そして

韓国のVIXXにインタビューをしてきました。インタビューは楽しく興味深い内容で

した。読者の皆様には8月号、10月号、12月号に分けて紹介していく予定です。 

 

OTAKON オタコン 201２ OTAKON 
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                       ●ビューティーアドバイス● 

 

                             ～夏の番外編～ 
 

夏になると日焼け対策も必要ですが、もっと大変なのが、虫対策。特にお子さんと

の野外活動で虫に刺されることが多いと思います。私はエステティシャンですが、

アウトドア大好き派。春と秋は必ずと言っていいくらいキャンプで海や山を訪れま

す。今回は、そんな私がしている虫対策についてお話したいと思います。 
 

まず、この時期一番の悩みは蚊！私は、蚊に刺されると10円玉くらいの大きさまで

腫れてしまうアレルギー持ちなので、蚊は私の天敵です。そんな蚊に刺されたら？ 

「見ない！触らない！考えない！を10分間実行して下さい！」 

10分間を我慢すれば、後はかゆみも腫れもなくなります。ただし、この10分は痒み

との戦いなので、考えないようにするしかないです。それと、蚊というのは、いい

匂いが大好きです。特に女性のシャンプーの香りや香水が大好き。つまり！清潔な

香りが大好きなのです。逆に蚊が大嫌いなのが、強い、スパイシー、ミント系な香

りなど。キャンプファイヤーのスモーキーな香りも嫌います。野外活動の日は、に

んにくなんかをたくさん食べるのもいいですよ。 
 

では、蚊に刺された後は？まず、患部を清潔にしなくてはいけませ

ん。地元のスーパーでも2～3ドルで手に入るWitch hazelでかゆい

部分を清潔にし、ミント系のエッセンシャルオイルをWitch hazel

に混ぜてスプレーしてもいいですし、ボディクリームか何かに混ぜ

てつけると痒みが和らぎます。エッセンシャルオイルがなければ、

ミント系のリップでもかまわないですよ。痒みが出たらとにかくそ 

       の繰り返しで早く治ります。 
 

その他、今年大量に発生しているのがティック！吸血ダニです。ティックはRose 

Geraniumの香りを嫌がります。お子さんのシャンプーなども夏場だけバラの香りに

変えるのもいいかと思います。ティックは、髪の毛の中など発見しにくいところに

噛み付いていることが多々。最悪ライム病を引き起こす可能性があるので、発見し

たらピンセットで取り、念のために病院へ。お子さんのティックのチェックも必ず

行うようにしてください。 
 

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

  
 
 

Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 

 

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

 

 

お肌のトラブルなどお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

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

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

   www.greenteaspa.net 

http://www.greenteaspa.net
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見て見て！ 三角掲示板 classified
 

生徒募集：裏千家茶道教室、初心者から経験者までレベルに合わせて丁寧に指導

曜日・時間は相談応、許状取得システム有、Chapel Hill  967-2725 小野まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

生徒募集：TKI （トライアングル剣道居合道） 日本で剣道の経験のある方、もう一

度アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎です。剣道を通して思い

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

ジュエリー教室生徒募集：イヤリング、ブレスレット、ネックレスの作り方を教

えます。興味のある方は beadslounge@gmail.com までご連絡ください。藤原 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

中国語教えます：中国語の家庭教師を始めました。アメリカで中国語を習いませ

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

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: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、2.5バスルーム、ロフト、2ガレージ、交通、

ショッピングに便利で閑静なPreston内。問い合わせ 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 

 

 

三角横丁では皆さまから掲示板に載せる情報を随時募集しています。「売ります」「買い

ます」「譲ってください」「教えてください」「教えます」「探しています」「イベント

のお知らせ」「コンサートの案内」「メンバー募集」「生徒募集」等。興味のある方は、

sankakuyokochou@gmail.com まで、どうぞお気軽にご連絡ください。 

 

三角横丁2012年8月号  5 

TREND 5 お得な情報、ここが好き！ 

・「Harris Teeter」「Trader Joe’s」の接客態度がよい。 

・「Harris Teeter」は、特売品が売り切れの時、Rain Checkを発行しくれる。 

・「Harris Teeter」のVicカードメンバー用のセールは激安で、e-Vicカード 

   だと更に安くなる。BOGO（Buy one, get one free =一つ買うと、もう一つ 

   ただ）のセールが頻繁にある。最近アジア食品も置くようになった。 

・「Food Lion」は値段が全体的に安い。 

・アメリカのスーパーは広くて綺麗でゆっくりと気持ち良く買い物ができる。  

・毎日の日本食はアジア系のスーパーに行かなければならないのが面倒。 

・店員の商品知識が乏しい（外国の食品）。 

・「Costco」はクーポンを利用するとさらにお得。キッコーマン醤油が安い。 

 鮭やオーガニックチキンなどはここで購入し、小分けして冷凍庫で保管する。 

・「S-Mart」ではアメリカ系のスーパーマーケットで買えない物があってよい。 

・「Earth Fair」の生ジュースは味、値段ともに他に比べて大差で勝利。 

・「中華スーパーLi-Ming」はアジアの食材が手軽に手に入り便利。 

・「Dollar Tree」のChicken Thighのスープ用ストック小パック2個$１は安い。 

・「Compare Foods」ではトマトや香草類がとんでもなく安い。 

・「ALDI」葱はないが、一般的な青果類はほぼ手に入るし安い。 

・「Oriental Oasis」日本語が通じる！きのこや香草類が安い。 
 

おまけのTREND 6 ここを改善してほしい 

・「Harris Teeter」の野菜は高く、あまりよくない。 

・「Whole Foods」の値段設定が理解し難い時がある。コーヒーの味もいまいち 

  だと思う。 

・「Trader Joe’s」の肉・魚の品揃えをもっと充実して欲しい。 

・「Food Lion」は暗い。レジが遅い。 

・夏はどこも冷房が効き過ぎ！ 
 

様々なご意見が寄せられました。読者の人気は「Harris Teeter」「Trader 

Joe’s」「Whole Foods」に集中していたようです。「G　マート」や「Grand Asia 

Market」について書いた人が一人もいませんでしたが、日本人の利用は少ないの

でしょうか。ここに掲載した以外にも、いろいろな種類のスーパーが、もっとあ

るかもしれませんね。まだまだ奥が深そうなアメリカのスーパーです。 

コメントの中には「あちこちのスーパーでいろいろな食材を試して楽しんでいま

す」というご意見もありました。皆さん、世界中の食品が集まるアメリカのスー

パーで、日本では経験のできない食文

化を探求しているようです。新しい物

や、珍しい食品にもチャレンジしてみ

ると楽しい発見があるかもしれませ

ん。 

あなたが見つけたおもしろい物や役に

立ちそうな商品の情報がありました

ら、どうぞ、編集部までどしどしお寄

せください。順次取り上げていきたい

と思います。今回アンケートにご協力

いただいた方々にお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 

  

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

www.angelrosesflorist.com 
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私達の強ーい味方スーパー！今回は、普段利用するスーパーについてのアンケー

トを多数の読者の皆さんに協力していただき、それを基に人気を5つのトレンド

にまとめてみました。さて、あなたの好きなスーパーと一致していますか？ 
 

TREND 1   安さ 

大資本のスーパーを除いて「Trader Joe’s」が多数の支持を集めました。特に冷凍

食品が好評で、国際色豊かな品揃えが人気。メインの料理に一品加えたい時に 

エスニックな副菜としてここの冷凍食品を使うと食卓にまた違った雰囲気が作れ

ます。豆腐枝豆ナゲットはお弁当に好評と複数回答をいただきました。ワインも

他と比べて安いです。お花も種類が多く値段設定も低めで手軽に家で飾れます。 

大手ブランドの食品より個性的な食品が多く、チョコレートやクッキーなど試し

て、日本向けのお土産探しもできそうです。「Whole Foods」の野菜は高そうな

イメージがありますが、物によっては「Harris Teeter」よりも安い場合もあ

り、時間をかけて探す価値がありそうです。 
 

TREND 2  品揃え 

ダントツで大手の「Harris Teeter」が首位でした。食品から日用品まで全て一

カ所で買える便利さは何といっても時間に追われる主婦にとっては必須条件で

す。広すぎて大変というご意見もチラホラありましたが、慣れてしまえば必要な

物が必ずあるという安心感が最多得票を得た理由でしょう。その他に「Harris 

Teeter」は独自のブランド製品の品質が良く値段が安いので好評です。伊藤園の

お茶もあるのが嬉しいですね。「Fresh Market」は 新鮮でおいしい果物、野菜

が多く、コーヒーの種類も豊富だそうです。その他、「Low’s Food」も品揃え

が豊かで品質も安定しているという回答を複数頂きました。  
 

TREND 3 品質が良い、オーガニック 

「Whole Foods」の食品が好評でした。地元の農家からの野菜 を中心に鮮度にこ

だわり、品物の回転も早いです。魚肉類は「Fresh Market」という声も聞かれま

した。毎日入荷した物だけを出し、2店ともほとんどが量り売りです。その日の

新鮮な物を少しずつ買うことができて便利です。肉加工食品（ベーコン、ソー

セージ等）も少し割高ですが、手作りで格別の美味しさです。オーガニックや低

カロリーの食品は「Whole Foods」 や「Trader Joe’s」が人気でした。赤ちゃ

んの離乳食や子供のスナックなども安心して買うことができるそうです。大型会

員制スーパーの「Costco」 も質、味ともによく、オーガニック製品が以前に比

べてかなり増えてきたようです。 
 

TREND 4 オシャレ度 

「Whole foods」の無添加自然化粧品、お香などのアロマ製品、サプリメントな

どの品揃えが豊富。フードコートのペンギンカフェでは、ジェラードやエスプ

レッソ、そして、手作りの健康的な料理は持ち帰りも可。「Fresh Market」で

は、チーズやサンドイッチなどのパーティートレイがおすすめです。メニューが

デリーセクションにあるのでホームパーティーで試してみては？というご意見も

ありました。「Traders Joe’s」の商品は日本にお土産に出来そうなしゃれたデ

ザインだし、少なめのパッケージで使いやすいそうです。 

 

読者に聞いた「あなたの好きなスーパーマーケット」 
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8月～9月 トライアングルの イベント・スケジュール

注目イベント 

★9/28～30 インターナショナル・フェスティバル（Raleigh Convention Center) 

  トライアングルに住む世界各国の人たちの祭典。もちろん日本ブースもあり！ 

  http://www.internationalfestival.org 

★10/11～21 NCステイト・フェア (North Carolina State Fairgrounds) 

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

 ♪ 

 



 

30  三角横丁2012年8月号 

 

  * 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8月第27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 

 

Yuko Taylor 絵画展 
 

いつも三角横丁の表紙に挿絵を

描いてくださっているテイラー

祐子さんが絵画展を開いていま

す。是非お出かけください。 
 

展名：Majesty Incognito： 

      East Meets West 

場所：NCSU, African American 

      Cultural Center, 

   GALLERY 

日時：～8月31日（金）まで 

連絡：jhfraley@ncsu.edu 

      919-515-1396 (Fraley) 

編集後記：オリンピックの熱が冷めやらぬまま、寝言で「日本頑張れ！」などと言っていた

のは愛国心からというよりも、最後のオリンピックの原稿を書かなければいけないプレッ

シャーによるもの･･･。オリンピック終了を待ってようやく原稿を仕上げ、編集終了になり

ホッとして、今夜こそビール？それともワイン？などとワクワク。いつもギリギリまで延ば

す癖は、最後に本領を発揮するオリンピック選手に似ているかも、なんて自己陶酔しつつ、

さて、今夜のおつまみは何にしようかと久々に贅沢な悩みにひとり悦に入ってます。（お） 

あなたの夏はどんなでしたか。遊びの夏？勉強の夏？

昼寝の夏？ゲームの夏？旅行の夏？楽しんだかな～？ 
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        ==夏祭り「盆踊り、七夕の夕べ」のご報告== 
 

「小さい時にLAの日本人コミュニティーで育ちました。でも母親

に無理やりユカタを着せられ踊らされたため盆踊りに偏見を持っ

ていました。今回参加し、コロッケや牛丼、あずき氷など食べた

日本食はすべておいしく、盆踊りも懐かしく楽しむことができま

した」と日系アメリカ人。「中学生の太鼓や障害者の太鼓に心を

打たれ、泪がこぼれそうでした」とAsheboroの太鼓仲間。「空

（から）の庭 蛍がかえる 天の川」七夕飾りの中で見つけた俳

句の短冊。 

今年も7月7日（土）恒例の夏祭りが盛大に開催されました。

Charlotteの夏祭りと比べれば夕方の3時間だけの野外開催で、

手作りのお祭りです。でも参加者は推計で870人、400家族が集

いました。総参加者数の870人についてですが、一昨年が900

人、昨年が980人と増えてきていましたので、今年は1000人を越

えるのではないかと予想し準備をしてきましたが、当日が独立

記念日の祝日と同じ週になり、多くの参加者のスケジュールが

別のものと重なってしまったことや、想像を絶する酷暑が災い

したりして、参加人数は予想を少し下回りました。 
 

「ずいぶんアメリカ人の参加者が多いですね」と何人からか言われましたが、内

訳を調べてみると、50%がアメリカ人の家庭からの参加者、28%が日本人家庭から

の参加者、残りの22%が国際結婚組や日系アメリカ人の家庭からの参加者でした。

日本とアメリカとの文化交流を促進する目的の日本クラブとしては望み通り。で

も、日本人家庭が110家族230人参加してくれたことは嬉しい限りです。 
 

当クラブは州政府から正式のNPO法人の資格をもらっているので収支の中身を明確

にする必要性があります。今回の収支は、食品クーポンの売り上げが$4,470でし

たが、会場費その他（$1,430）と食材費（$3,290）の合計が$4,720となり、結果

としては少し赤字となってしまいました。需要数の読みが少し狂ってしまったこ

とが一番の原因ですが、もっとも食品の価格設定などもCost Shareが当クラブの

大原則ですから、精いっぱい低めに設定されていたからでもあります。焼きそ

ば、牛丼、カレーライス、串焼き、ちらし寿司、冷かけ蕎麦、焼きトウモロコ

シ、コロッケ、みたらし団子、くさ団子、笹もち、かき氷、そしてラムネやソー

ダ、麦茶といったドリンク類、いずれも参加者から大好評を頂きました。 

ボランティアの総数は106名で、その中には空手道場の生徒さん12名や中学生太鼓

グループや障害者太鼓グループのドラマー14名なども含まれますが、残りの80名

が、それこそ会場の設営から食材の準備、販売など全員一丸となって無料奉仕し

てくれました。経理上の収支がほぼトントンですから、このボランティアの汗

が、当日参加してくれた皆さんの喜びにそのまま替わったことになります。 
 

当日の皆さんの笑顔写真などを掲載していますので、日本クラブのウエブを是非

ご覧ください。 www.TriangleJapanClub.org 
 

(ロッキー岩島：日本クラブ代表、東京都出身、Raleigh在住） 

Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
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!!Hot News!! 

オリンピック！London五輪！ 
 

第30回オリンピックが、7月25日から8月12日までイギリ

スのロンドンで開催されました。日本もたくさんのメダ

ルを手にすることができました。体操の内村航平選手、

柔道の松本薫選手を始め、サッカー、水泳、重量挙げ、

レスリング、アーチェリー、バドミントン、卓球、バレーボール、陸上などいろ

いろな分野で多くの選手がすばらしい活躍をし、感動を与えてくれました。 

銀メダルを獲得した日本女子サッカーの「なでしこジャパン」は、昨年の5月18日

にトライアングルを訪れ、Wake Med Soccer Parkで全米チームと親善試合を行い

ました。三角横丁でも第19号（2011年5月号）で紹介したので、その試合を見に

行った方もいらっしゃるでしょう。あの時の試合は、お手なみ拝見的でしたが、

今回のオリンピックでの決勝は真剣な対決。応援にも力が入ります。全米チーム

に先制点2点を取られても負けずと1点を返しましたが、惜しくもそのまま試合終

了。実は、全米女子サッカーチームは、毎回多くのUNC出身者から構成されている

のです。今回はUNC出身の選手は二人でした。ノースカロライナ州から全米代表と

してロンドンのオリンピックへ出場した選手は多く、全部で19人

いました。その中にはDuke、UNC、NC Stateからの選手もいて、

いくつものメダルを獲得しています。熱い熱い戦いを繰り広げた

2012年夏季オリンピックは、興奮と感動を残し幕を閉じました。 

今度は、4年後に開催されるリオ・デ・ジャネイロでのオリン

ピックを目標に、各種目の先鋭たちが世界の頂点を目指します。 

Chapel Hill 運転中 携帯電話禁止の行く末･･･ 
 

三角横丁25号（2012年4月号）でお知らせした「チャペルヒル：運転中の携帯電話

使用禁止6月1日より実施」のニュースですが、あの後「運転に関する法律は州ご

とに決められているはずなのに、チャペルヒルだけが違う規則を作って実施する

のは違法ではないか?」と裁判所に訴えた人がいました。その結果、裁判長は「運

転に関する法律は州で統一するべきなので、チャペルヒルだけが運転中の携帯禁

止をすることはできない」との判決を下しました。だからといって運転中に携帯

電話に夢中になって、車の運転が不注意にならないように気をつけてください。 

切らないで！ 
 

ノースカロライナの電話番号は「919」で始まる場合が多いですが、間違って

「919」を「911」とダイアルしてしまったことはありませんか?「911」は警察に

つながる緊急の番号です。間違えてかけてしまい慌てて切った、という経験があ

るあなた。そんな時は切らないでください。出た相手に「すみません、間違えて

かけました」と言いましょう。すぐに切ってしまった場

合、警察は非常事態を想定し、かけた人の番号を調べ、

事態を調べるためにかけ直してくる場合があります。ま

た、何か非常事態が発生したのではないかと考え、パト

カーがあなたの元へ急いでやって来る場合もあります。 
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自動車保険はLGIS! 
無料比較見積実施中 

・アメリカ赴任後間もない方！ 

・在米期間が長い方！ 

・学生の方！ 

お問い合わせ先  

 (877) LGISINC 

 (877) 544-7462  

hoken@lgisinc.com 

WWW.LGISINC.CO

http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&rls=com.microsoft:ja:IE-Address&rlz=1I7GGHP_jaJP457&biw=1280&bih=659&tbm=isch&prmd=imvnsz&tbnid=_q_XyeYgYm-sKM:&imgrefurl=http://blog.sakurachiro.com/2010/10/olympic-symbol/&docid=3Ail_3FEKxQipM&imgurl=http://blog.
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4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 
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旧盆の頃を過ぎると、夏が急に下降線を描いていく

ように感じるのは気のせいでしょうか。じいじいと

鳴く油蝉も、真っ白に輝く入道雲も、真上から照り

つける太陽も、初夏に比べると何故か少し歳を取っ

たように感じてしまうのです。夏の持つ強く強烈な

イメージが萎えていくとき、それは少しほっとした

ような、それでいて寂しい感慨に陥ります。それ

は、まるで大騒ぎをしたパーティーのあとと似てい

るかもしれません。朝夕にそっと流れ込んでくるひ 

んやりとした風に「おやっ？」と思い、時々見かけ

るうろこ雲にそろそろ腰をあげなければ、と夏は支

度を始めるのでしょうか。朝静かに花を開いた朝顔

も種を残して次年の華やいだ思いへつなげようとし

ています。さて、私たちも夏と一緒に腰をあげ、そ

ろそろしゃんとしないといけないですね。汗が引い

たら楽しい宴はto be continuedにしましょうか。 
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