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4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 

GLOBAL MART 
 

Food from China,  
Japan, Korea, US,  
and much more! 

 

日本の食材や調味料、

アジアの食材を豊富に

リーズナブルな値段で

ご提供させて 

いただいております。 

 

Restaurant 
Buffet 

 

Choose  3 items 
Only $5.99 

 

店内の 

カフェテリアで 

美味しいお食事を 

楽しみながら 

ゆっくりおくつろぎ

いただけます。 

 
 

 

“Moon Cake
s” 

（月餅） 

Now on Sale! 
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ついこの間まで汗が止まらなかったというのに、急激な寒さに驚く朝晩も多くな

りました。季節の移り変わりの早さに追いつかない自分がいて、追い立てられる

ような気持ちで長袖の上着を羽織り、ふっとため息をつく日々。そんな中、行く

季節の名残りのように、家の庭に植えたほおずきが遅い実をつけました。この間

までの季節を名残惜しんでいるかのようです。朱い実はとても鮮やかで濃い色を

しています。しかし、色づき始めた木々の葉とも何の遜色もなく馴染んでいて、

なんだか微笑ましくて手にとって玄関に飾ってみました。ほおずきは、英語では

Chinese Lantern Plantと呼ばれ、時間をお

くと外側の朱色の皮の部分が、葉脈だけ残っ

て透明で美しいかさのようになります。中に

残ったまん丸の実は、そのままのホッとした

暖色、幼いころ炬燵の中で見たオレンジ色の

暖かさを彷彿とさせます。オレンジ色のラン

タン？そういえば、もうすぐハロウィーンで

す。今年はどんなコスチュームにしますか。

訪ねて来る子供たちの仮装が楽しみですね。 
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!!Hot News!! 

大統領選挙はもうすぐ！ 
 

アメリカ大統領選挙は11月6日に行われます。選挙は、何人か候補者がいます

が、現在の大統領である民主党のバラク・オバマ氏と、元マサチューセッツ州知

事で共和党のミッツ・ロムニー氏の対決となることは明白です。 
 

9月に、ロムニー氏の政治的失言が大きくマスコミで報じられ、オバマ氏リード

と予想されました。しかし、10月3日に行われた第1回ディベートでは、ロムニー

氏が、経済問題や健康保険問題などの重要な政治課題でうまくオバマ氏をかわ

し、人気を挽回。これにより、二人の争いはますます接戦の様子を呈していま

す。この後、まだ2つのディベートが残っていますし、10月13日には2人の副大統

領候補によるディベートも行われ、それらが選挙に大きく影響してきます。 
 

大統領を選ぶのに、アメリカでは「Electoral College(選挙人団）」と呼ばれる

システムを用います。投票は州ごとに集められ州ごとに結果を出します。国全体

で各大統領が実際に獲得した得票数で選ばれるのではありません。そのため、

Swing Stateと呼ばれるいくつかの州の動向に大きく左右されてしまうことがあ

ります。Swing Stateとは、民主党と共和党の支持がほとんど同じくらいで、ど

ちらに軍配が上がるか微妙な州です。例えば、オハイオ州、フロリダ州、そして

ノースカロライナ州などがそれにあたります。2000年に行われた大統領選挙で

は、フロリダ州の600人の投票結果がすべてを決定付けることになりました。 
 

既にほとんどの人はどちらに投票するか決めていると考えられますが、まだ浮動

票があり、その票を得るために、両陣営は最後まで力を注ぎます。全体から見る

とわずか1%という浮動票が生死を分けることも考えられるからです。誰が大統領

になるかまだわかりませんが、アメリカには経済問題をはじめとする課題がたく

さんあるので、各候補が選挙までどのような考えを示していくのか、アメリカ国

民だけでなく世界中の人々から注目を浴びることでしょう。 

ゴルフトーナメントで井上憲哉君優勝！ 
 

「第37回AAベスト30チャリティーゴルフトーナメン

ト（アメリカン航空主催）」がニュージャージー州

のロイスブルック・ゴルフクラブで9月1日から3日間

開催され、総勢87人のゴルファーが熱戦を繰り広げ

ました。強豪並居る一般部門で見事優勝を飾ったの

は、弱冠16歳の井上憲哉君でした。彼は、普段は

UNCSAで音楽を勉強する高校2年生。初日に75のベス

トスコアで首位に立ち、2日目は3打差の2位につけ、

白熱する最終日、強風の中で上位が次々と調子を崩す中、逆転首位となり、初出

場で史上最年少優勝を決めました。「NYに住んでいた頃、Best 30 Golfでお父さ

んの応援に来ていました。いつか自分も参加したいと思っていましたが、初回参

加で優勝出来て嬉しいです。お父さんがキャディーをしてくれ、緊張の中にも愉

しく競技が出来ました」と井上君。今大会での収益金は、NY日系人会を通して東

日本大震災の被災者に送られます。（まつこ：山形県出身、Chapel Hill在住） 
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NITTSU Raleigh Office 
  

 951 Aviation Pkwy Ste 1100  
Morrisville, NC 27560 

担当：相原  

919-465-0499 

980-395-7535 (携帯) 

hikkoshi_rdu@nittsu.com 
http://www.nittsu.com/hikkoshi/ 

安心・丁寧  

あなたの街の海外引っ越し 

大小各種荷物 お取扱い中 

日通へお気軽にご相談ください 
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Nippon Club of The Triangle 
日本クラブだより 

 

2012 The International Festival of Raleigh 
  

9月28、29、30日の3日間、ローリーのコンベンションセンターでインターナショ

ナルフェスティバルが開催され、日本クラブも例年通りCultural Exhibitionと

メインステージに参加しました。今年のテーマは「A Defining Moment in His-

tory」。長い日本の歴史の中で「Defining Moments」といえる出来事はいくつも

ありますが、今回は第二次世界大戦後の数十年を最も変化の大きかった時期と捉

え、それを大衆（特に女性）の日常着が和服から洋服に変わっていった事実を通

して伝えることにしました。以下は当日配ったハンドアウトからの抜粋です. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

戦争による壊滅的な打撃を受けた日本は、敗戦後はアメリカを主とする連合国か

らの援助に頼ることになります。食料など様々な物資不足、衣服不足により、そ

れらを闇市でも入手できない立場の大衆は、1948年からGHQの放出衣料による古

洋服の着用を始めました。これにより「占領軍ファッション」として中古アメリ

カ衣料への傾倒が起こり、いわば戦後初めての流行感覚が生まれます。 
 

ナイロンをはじめ化学繊維を使用した衣服が作られ始めるのは1951年頃になりま

す。日本の繊維産業はすべて手探りの状態から、ポリエステルやレーヨンなどの

化学繊維の開発、製造を始めました。1953年には、当時ヨーロッパで隆盛を極め

たフランス人デザイナーのC・ディオールが来日し、海外ファッションの導入が

始まりました。しかし実際は基本的に注文品で、いわゆるオートクチュールでし

たので、大衆の手には入りにくいものでした。1958年には、同じくフランスの

P・カルダンが来日。一転して量産のプレタポルテの時代が到来します。当時、

オーダー服と量産既製服の占める割合は7対 3程度にまでなっており、この後

1960年代以降から衣料の大量消費の時代が始まることになりました。 
 

以降、化学繊維を中心とする繊維産業の飛躍的

発展によって戦後の乏しい衣料時代は過ぎ去

り、1970年代頃には、既製服への依存は必須と

なりました。技術の進歩による大衆消費社会の

到来、経済成長に伴うテンポの速い生活様式へ

の変化と女性の社会進出、そして西洋文化の流

入により、日本における女性の日常服は、和服

から洋服へと変わっていったのです。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

このように、日常服からは和服がほぼ消えたのとは対照的に、冠婚葬祭の場面で

は和服を着る習慣が戦後も消えることなく脈々と受け継がれています。現在、和

服は特別な日のおしゃれ着として、新たなアレンジを加えた形で流行の兆しを見

せています。戦後の混乱期、その後の高度経済成長と急激な変化の時期を過ぎ

て、日本人が日本文化を見つめ直す時期が来ているのかもしれませんね。 
 

今回のフェスティバルではCultural Boothのディスプレイに加え、浴衣の着付け

と書道での名前書きも行いました。どちらにも連日多くのお客さんが詰めかけ、

日本文化が人々に愛されていることを実感することができました。 

 (広町織絵：群馬県出身、Cary在住、日本クラブ・ディレクター) 
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アメリカ キャッシュレス生活  
   

アメリカ生活に必要不可欠なものの一つがクレジットカード。勧誘の手紙 

に埋もれそうなほど、たくさんの会社の様々なカードが存在します。便利 

なのは？お得な使い方は？今回は、クレジットカードについての話です。 
  

まずは初めの一枚から 

クレジット歴がないとカードは作れず、カードがないとクレジット歴は作れず…というジレ

ンマに陥った人も多いのでは？TargetやGapなど、リテール系カードは、基本的にその

会社でしか使えず限度額も低いので、入会審査が比較的緩いといわれています。その

ため、クレジットヒストリーの足りない人には、作りやすいカードです。中でもTargetの

REDcardは、買い物が5%オフ、オンラインショッピング送料無料とお得です。Targetに限

らず、日頃よく利用するお店のカードを調べてみるとよいでしょう。一般にクレジットカー

ドにはVISA、Master Card、Discover、American Express、Diners Clubなどの種類があ

り、VISAとMasterはほぼどこでも使えるので一枚持っていると便利です。 
  

ポイントを貯めてキャッシュバック 

年会費なしでキャッシュバックの得られるカードが多くなりました。アメリカでは、小額でも

カード支払いOKのお店が多いため、こまめにポイントを貯めることが可能。”Up to 5% 

Cash Back”と謳っていても、実際にはガソリンは2%、グローサリーは5%、その他は1%、と

いうように細かい条件があることが多いようです。 
  

マイルを貯めて航空券に 

頻繁に飛行機を利用する場合は、航空会社系のカードに絞ってマイルを貯めるのも楽し

みの一つ。JALやANAもドル建てカードを発行しており、空港や機内の免税品の割引が

あったりします。しかも、アメリカでのクレジット歴がない人も日本の情報を考慮に入れて

入会審査する、とのことで渡米したばかりの人には朗報ですね。ただ、航空会社系カー

ドは、意外に年会費が高いこと、マイルを使用するためには手数料や税金がかかること

などがあり、あまり飛行機を利用しない方にはお薦めしません。 
  

旅行や日本の通販で使いたい 

アメリカ発行ドル建てカードを使う時に気になるのがForeign Transaction Fee（外貨取引

手数料）。最近の円高に加え、1-3%ほど上乗せされて頭に来た人も多いはず。今のとこ

ろ、Capital Oneなどが手数料なしで頑張っているようです。また、逆にこの円高を利用し

て、円建てカードでアメリカドルのお買い物をするのも一つの方法ですね。 
  

ゴールド？プラチナ？ブラック？ 

世の中には招待制プレミアムカードがあり、限度額無しでお城でも買えるという噂も。そ

んな特別カードは無理でも、ひとつ上のステータス、いわゆるゴールドカードなら入手も

可能。例えば、American ExpressやDiners Clubでは、ショッピング・プロテクションが桁違

い。空港ではラウンジも利用でき、コンシェルジェ・サービスも充実しています。ただし、

審査基準も厳しく年会費も高いので、セレブ気分はさておき、それだけの価値があるの

かどうか、利用するサービスから冷静に判断する方がよいかもしれません。 
  

それはクレジットカード？デビッドカード？ 

スーパーマーケットなどのレジでCash Back（現金引き出し）ができるのは、デビットカー

ド。VisaやMasterのマークが付いていても、本来のクレジットカードとは違います。デビッ

トカードを使用すると、全額がその場で銀行口座から引き落とされるので、残高を超える

買い物や引き出しはできないのが普通。散財が心配な人にはぴったりですが、万が一、 
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第18回婦人会はジャザサイズに

挑戦でした。ジャザサイズとは

曲に合わせて踊るフィットネス

プログラム。曲が変わるたびに

振りも変わり、ストレッチ中心

から段々と強度が増し、最後は

筋力運動と軽いストレッチで終

了。内容は参加者の様子に合わ

せて変えていきます。今回は初

心者クラスに参加しました。ダ

ンス終了後は皆さん汗だく。少

しダイエットになりましたね。

今回、参加できなかっ読者の方

に嬉しいお知らせ！最初のトラ

イアウトを$5で試すことが出来

ます。詳細は以下まで。 
Jazzercise of Chepal Hill and Dur-

ham   www.jazzercise.com 

akoonce@nc.rr.com(Ann Koonce） 
 

第19回婦人会の予定 
 

次回の婦人会は｢皆で感謝祭ミー

ルを楽しんじゃおう!｣です。各

自タッパーウエアをご持参の上

お越しください。                                                                         

日時:11月2日（金）                                      

場所：Chapel Hill                                      

費用:未定 RSVP:10月26日                                      

申し込み：                                                              

荒竹 yaratake@email.unc.edu                               

天野 yokoamano2000@gmail.com 

トライアングル 

婦人会 
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春香の妹： 

明日香 14才 

では、今から 
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編集後記：大統領選、白熱してますね。4年に一度の

オリンピックと大統領選。興奮はそれだけじゃなく

て、京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学生理学

賞、そしてDuke大学のRobert J. Lefkowitz教授が

ノーベル化学を受賞! もう目が離せないことばかり

です。三角横丁も読者の皆さまにご紹介したいもの

がいっぱいありすぎて今回載せられなかったものが

いくつもありました。オタコンインタビュー（続

編）もそのひとつ。次回をどうぞお楽しみに!（お） 
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10月～11月 トライアングルの イベント・スケジュール

♪音樹会♪ 
 

音樹会は、お琴・フルート・ビオラによる音楽アンサンブルです。この秋、音樹会では、

次の4つのコンサートを予定しています。興味のある方は是非お出かけください。 
 

①10月12日（金）0:30-11:30日米交流会 ②10月28日（日）Gregg Museum Opening Cere-

mony ③11月4日(日）Japan Center ④11月18日（日）Ackland Museum (③④本誌p.6参照) 

      コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス

10/19-10/20 Brahms ' Second Symphony PECPA

10/20-10/28 A Balanchine Celebration PECPA

10/30-11/4 Jersey Boys  (Mus ica l  ) DPAC

11/6-11/11 Catch Me If  You Can(The Mus ica l ) PECPA

11/9 Mozart's  'Prague' Symphony PECPA

11/23-11/25 The Nutcracker(  The Bal l et) PECPA

11/29 Clay A iken DPAC

11/30-12/1 Mess iah(Symphony) PECPA

12/4-12/9 Mi l l i on Dol l ar Quartet (Symphony) DPAC

12/6-12/12 A Chri s tmas  Carol  (The Mus ica l ) PECPA

      ファミリー/子供向けイベント

10/11-10/21 North Carol i na State Fa i r 2012 North Carolina State Fairgrounds

10/20 Hi l l sborough Fresh Roots  Festi va l Downtown Hillsborough

10/26-10/27 Hal l oween Twi l i ght Tours Old Salem Museums and Gardens 

10/31 Hal l oween Carniva l Carrboro Town Commons

11/14-11/18 Al i ce i n Wonderl and Titmus Theatre, UNSU

11/15-11/18 Disney On Ice - World of  Fantasy Greensboro Coliseum

11/27-12/2 Shrek  The Mus ica l PECPA

12/1 Heart of the Holidays Celebration Dowtown Cary

12/5-12/9 Disney On Ice - Rock in' Ever After PNC Arena

      その他のイベント

10/23 Miami  Heat vs  Charlotte Bobcats  NBA Pre-Season PNC Arena

10/23-10/27 Reel-l y Scary Cary F i lm Series Koka Booth Amphitheatre

10/26 Haunted Twi l i ght Tour of  Downtown Cary (age 13＋） Page-Walker Arts & History Center

11/3 Cape Fear Ki te Festi va l Wrightsville Beach

11/8-11/18 Southern Conference Men\'s  Soccer Championship WakeMed Soccer Park

11/16-11/17 Durham Art Walk  Hol i day Market Durham Arts Council,

12/14 Duke Homestead Chri s tmas  by Candlel i ght Duke Homestead State Historic Site 

      日本人関連イベント

10/12 音樹会コンサート(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

10/20 秋草の茶会 Duke Garden

10/28 日本人会秋のピクニック Wi lson Park

11/2 紅葉舞う茶会 Duke Garden

11/9 感謝祭ディナーの講習&試食(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

11/30 アメリカのフォークダンス体験 Japanese Bapti s t Church

12/9 クリスマスパーティ(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

1

下線は、皆さんに是非行っていただきたい楽しい注目イベントです！ 

1  
♪ 
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盗難にあったりした場合、口座のお金が一瞬で消えるので、注意が必要です。ただ、

VISAやMasterのマークがついているデビットカードの場合、レジで「クレジットカードでお

願いします」と言えば、クレジットカードとして扱ってくれ、デビットカードで払う余計な手数

料を払わなくてすみます（支払期限内にクレジットの返済をすることが必要です）。 
  

Grace PeriodとAPR 

クレジットカードのGrace Periodとは、請求書の〆から支払い期限までのこと。一括支払

いすれば金利が付かない期間を指します。つまり、毎月の期限までに一括で支払って

いれば利息は付かない、という訳です。このような使い方をすれば、クレジットカードはま

さに現金の代わりで余分な出費はありません。 

とはいっても、たまには支払いが遅れたり、手持ちが足りなかったり…ここで気になるの

がAPR（年利）。最初の3ヶ月は利息なし、などのキャンペーンもありますが、期間が終わ

れば当然、利息が発生します。クレジットカードの年利は平均で16％前後。毎月、支払

い最低額だけを返していたら、あっという間に借金が膨れていきます。 
  

キャッシングにはご用心 

クレジットカードで現金を引き出せるのがCash Advanceと呼ばれるキャッシングサービ

ス。カードローンなのでもちろん返す必要があるのですが、なんと20-25%という高年利。

その上、Grace Periodはなし、つまり借りた時から利息が発生します。手数料も必要で、

おまけに銀行のATMを使ったりしたら、自行以外のカードということで銀行からも手数料

が。緊急時以外は避けるのが賢明ですね。 
  

必要ならはDispute（異議申し立て）を 

成りすましや盗難が増えているこのご時世。利用状況を頻繁に確認し、使った覚えのな

いものや、手元のレシートと金額が異なるものなどについては、カード会社に連絡し、異

議を申し立てることが必要です。通販で買った商品が届かず、相手と連絡がとれない、

などの場合にも、disputeの手続きを取ることができます。今さらですが、サインする前に

金額の確認を忘れずに。レシートは持ち帰りましょう。 

また、盗難、紛失の際には速やかに発行会社に連絡を。不正使用を防ぐだけでなく、免

責のためでもあります。家の中にあるはずなのに見つからない、新しいカードにするの

はちょっと…と思ったら、一時的に利用を止めることもできる場合もありますので、躊躇し

ないこと。 
 

そしてもちろん、ご利用は計画的に！クレジットカードを持っているとお金が無限にある

ような錯覚をしてして余計な出費をしてしまうこともあるので注意！欲しいものだけでな

く、必要なものを買うことを心がけ、楽しくスマートにキャッシュレス生活を送りましょう。 

  
 
 

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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NC State U. ジャパンセンターからのお知らせ 

KOTO PERFORMANCE お琴の演奏会 
 

下記の要領でお琴の演奏会を行います。 

演奏は、講師と生徒8人によるもので 

これまで練習してきた成果を発表いた 

します。 

どうぞ日本の美しい音色を楽しみに 

いらしてください。 

 

       記 
 

日時：11月4日（日）10:00～12:00 

場所： NCSU Japan Center 

住所：705 Barbour Drive. Raleigh NC 

当日は簡単な飲み物やスナックを用意します。 
 

お問い合わせ・質問等はジャパンセンターまで。 

Japan Centerの問い合わせ先：919-515-3450  

Ackland Art Museum—A season of Japan‘日本の季節’Fall 2012 
 

UNCのキャンパス内にあるAckland美術館ではこの秋に「日本の季節」と題して

様々な日本に関係した催しが行われます。子供から大人まで楽しめる企画がいっ

ぱいです。芸術の秋にふさわしいイベントです。是非足を運んでみてください。 

場所：101 South Columbia Street  Chapel Hill, NC 27599 

ホームページ：www.ackland.org 

予約：acklandRSVP@unc.edu 
 

子供向け 

･11月3日（土）文化の日10:00AM-5:00PM日本の美術鑑賞、体験ワークショップ、 

 俳句、折り紙や盆栽。無料 

･10月28日（日）11月25日（日）家族向け、特に4歳から8歳向け。2時から家族向 

 けのツアー。3時から本の読み聞かせ。その他体験アクティビティー。無料。 

･11月10日（土）12月8日（土）10:30AM－12:00PM10歳から13歳向け。実際にアー 

 ト技術を学び、指導のもと自分でアート作品を作る。 

 予約は、Caroline Culbert  culbert@unc.edu まで。会員無料、非会員$5。 
 

音楽 

･10月21日（日）2:00PMトライアングル太鼓のパフォーマンス。無料。 

･11月18日（日）2:00PM「音樹会」による琴、ビオラ、フルートの演奏。無料。 
 

映画 Varsity Theater 

･11月1日（木）7:00PM 「はだしのゲン」鑑賞 

･11月8日（木）7:00PM「乱」鑑賞 
 

この他にも、講演会など興味深い催しが数多く用意されています。 

詳しくは、上記のホームページをご覧ください。 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

ヘアーカット：Caryにある自宅でヘアーカット致します。料金は$25、子供は年

齢×$1。西海岸で経験有。515-517-3957、mikiwilliamsen@hotmail.com みき 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
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  

 

掲示板を利用したい方へ 
 

三角横丁では、掲示板に載せる情報を常時受け付けています。興味のある方は、

sankakuyokochou@gmail.com まで、e-mailでお気軽にお問い合わせください。 

mailto:culbert@unc.edu
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ローリー日本語補習学校 古本市のお知らせ 
 

 日時：12月8日（土）10:00～12:00 

 場所：Our Lady of Lourdes Catholic School  

       （日本語補修学校）カフェテリア 

  住所：2710 Overbrook Dr. Raleigh,  NC 27608 

  問い合わせ：admin@japanschoolraleigh.com 

 

ゴルフクリニック＠ Pinewild CC of Pinehurst 
 

全米オープンの予選会場としても有名なパインワイルドが 

日本人を対象とした2日間の集中クリニックを行います。 
 

パインワイルドのGolf Academyは、専用のドライビングレンジ、

バンカー、グリーン、練習用コースを持ち、PGA、NIKEなどの

Academyが毎年開催されています。整った環境と熟練プロ・コーチ陣で、習熟度

の高い効率的なカリキュラムです。フルスウィングばかりでなく、Stand  

Play、Pitching 、Chippingなどの技術も習得します。ゴルフクリニックという

とある程度技術のある方を対象にした本格的なトレーニングのイメージがあるか

も知れませんが、この企画は日本人ばかりなので、あまり緊張する事もなく、正

しいスウィングを身につけることが出来、初心者の方にもお勧めです。 
 

大まかな日程は、午前中Academy専用の練習場でそれぞれのスウィングをデジタ

ルビデを使ってチェックしたり、バンカーショットやパターの練習を行い、昼食

を挟み、午後は個々のレベルに合わせてパインワイルドの48のホールを使って

コースを回ります。インストラクターは、先日PGA Wyndham Championshipにも参

加したPinewild専属のプロが当ります。参加者はリピーターも多く、Raleigh、

Charlotteの他SCのFlorence、Fort Millからお越しいただいて日本人社会の交流

にもなっています。今回参加できない方は、次回の参加をお待ちしいます。 
 

 日程：10月13日（土）～14日（日） 

 費用：$360（代金に含まれるもの…ゴルフレッスン料、昼食2回分、Digital 

     Video Analysis、コースプレー・グリーンフィー） 

  お問い合わせ/申し込み:  

       Pinewild Country Club 今井 電話：800-826-7624   

    Email: charley@pinewildcc.com 
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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  

 

在アトランタ総領事館からのお知らせ 
 

不法移民取締法最新動向に関するセミナーおよび 

サウスカロライナ交響楽団定期演奏会のご案内 
 

在アトランタ総領事館は、来たる10月13日に、移民法や米国滞在査証に関するセ

ミナーを開催します。米国南部における移民法強化により、注意を要する点など

を現在活躍中の大蔵昌枝弁護士（三角横丁の執筆者でもあります）にお聞きしま

す。セミナーのあとは、サウスカロライナ交響楽団による定期演奏会も行われる

予定ですので、ご興味のある方は是非お越しください。 
 

開催日時：10月13日（土）セミナー  2:30pm～5:30pm 

            コンサート 6:30pm～ 

開催場所：サウスカロライナ大学ミュージック・アンド・アーツ  

     University of South Carolina 

          School of Music, Room 232 

          813 Assembly Street, Columbia, SC 29201 

詳しい案内：http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/fuhouimin.pdf 

 

 

 

 

 

 
NU Techラウンド・テーブル －診断技術・分子標的治療編－ 

10月 4日（木）、NCリサーチ・トライアングル・パーク

（RTP）にあるNCバイオテクノロジー・センター（NCBC）に

て、NU Tech主催のラウンド・テーブル－診断技術・分子標

的治療 編－が開催され、多くの方にご参加頂きました。患

者ひとりひとりに合わせた免疫治療法の開発で有名なRTP内

の企業、Argos Therapeutics社からCharles Nicolette博士

をお招きしての基調講演に続き、名古屋大学、ウェークフォ

レスト大学再生医療研究所(WFIRM)、ノースカロライナ大学

チャペルヒル校、そしてノースカロライナ州立大学の研究者達に最先端の研究成

果を発表して頂きました。様々な大学や企業からの研究者、起業家、その他大勢

の方々にご参加頂き、盛況のうちに第3回ラウンドテーブルを終えることができ

ました。遠路はるばるご来場頂いた皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げま

す。今回のラウンドテーブルの詳しい結果は

NU Tech内ホームページにてご報告させて頂

いております。ぜひ御覧下さい。  

http://www.nutechtransfer.org 

また来年、新しいテーマで皆様と再びお 

会いできるのを楽しみにしております。 
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ホンダ アール・アンド・ディー アメリカ 

Honda  R&D  Americas, Inc. 

ホンダはバイクの生産から出発し、クルマはもちろん、今では飛行機まで作ろう

としていますが、創業直後からパワープロダクツを生産していることは余り馴染

みがないかもしれません。 

ここSwepsonvilleのホンダの工場（HPE）では、1984年から、家庭用の芝刈り機、

除雪機などの商品、また他社に販売するための単体エンジンを年間百数十万台も

生産しています。主に北米市場向けですが、一部は欧州他にも輸出しています。

そして、これらの商品を開発しているのが、工場に隣接する、我々Honda  R&D  

Americas, Inc. (HRA-N)です。この地でスタートしたのは1993年。ホンダの組織

の常で、生産と商品開発は別の会社となっています。 

ホンダはまたクロスカルチャーの会社でもあります。HRAの「本社」はクルマの開

発拠点のあるオハイオ、そこの社長はアメリカ人です。我々の拠点であるHRA-Nは

日本人駐在員も数名いますが、メインはアメリカ人。コミュニケーションは当然

英語ですが、「おはようございまーす」と挨拶するアメリカ人もいますし、我々

特有の言い回し、いわゆる「ホンダ語」も飛び交い、駐在員のヒドい英語もアメ

リカ人はほぼ完璧に理解してくれます。 

我々が開発している主な商品のひとつが芝刈り機です。手入れのよい芝が豊かな

生活の象徴となった戦後間もない頃から、北米では芝刈り機が毎年500万台も販売

されています。GDPの7割という個人消費市場の大きさを実感します。 

気持ちのいい夏の日、庭の芝をキレイに刈って、その匂いとちょっと肉体労働を

した、という達成感に浸りながら飲むビールは格別です。また、幌馬車に乗り、

あらゆる道具と機械を駆使して広い国土を開拓した働くアメリカ人を少し身近に

感じる時でもあります。 

ということで、芝刈り機をお求めの際は、是非ホンダを！他社よりちょっと高い

かもしれませんが、Consumer Report誌で連続してBest/Best buy を獲得している

性能と品質は折り紙つき。量販店ではHome Depotのみで販売しています。 
 

（BOON：東京出身、Durham在住、Honda R&D Americas. Inc. Vice President） 

 

会社名：Honda R&D Americas, Inc. North Carolina 

所在地：3601  . Hwy. 119, Haw River, NC 27258 

連絡先：336-578-6400 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 
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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 

       Bottle of Water  
 

今回の探偵団は、Bottle of Waterに挑戦しました。 

水の違いが本当にわかるのかと、ふたを開けてみるまでドキ

ドキハラハラでしたが、飲み比べていくうちに、｢甘い｣｢硬

い｣｢臭い｣などなどのいろいろな発見が出てきました。水の

種類は多く3つに分かれます。 
 

1) Pure Water：蒸留水→脱イオン水/イオン交換水/逆浸透膜水 

2) Natural Water：スプリングウォーター、ミネラルウォーター、地下水 

3) その他：スパークリングウォーターなど 
 

1) 蒸留によりバクテリア、ウイルス、微生物などを完全に取り除いているの 

   で、時間がたっても品質は変わりません(未開封時)。この種類での探偵団お 

   勧めは「Le Blue」。無臭で味は優しく、やわらかめですが濃い感じです。 
 

2) 天然水の中でもミネラルが少ないのがナチュラルウォーターです。特定の水 

   源から採水された地下水。ろ過、沈殿、加熱殺菌以外の処理をしていませ 

   ん。ミネラルウォーターは、ナチュラルウォーターが地中でミネラル分の溶 

   解したものです。お勧めは「FIJI」です。豊富で有用なミネラルを大量に含 

   んだ弱アルカリ性のまろやかな味わい。「Deer Park｣もお勧めです。癖がな 

   くマイルドでスーッとなめらかにのどを通ります。 
 

3) スパークリングウォーターとは、天然の炭酸を含むミネラルウォーターを指 

   します。運動をすると酸素と脂肪が燃焼しますが、それと同時に乳酸という 

   疲労物質が発生します。スパークリングウォーターはこの乳酸を中和する働 

  きをし、最近注目されています。お勧めは｢ペリエ｣。天然の炭酸ならでは 

   の濃密で強く刺激的な泡の爽快な飲み口。「サンぺリグリーノ」もさっぱり 

  していて爽やかな刺激がおいしく、イタリア料理にとてもよく合います。 

おいしいも
探
偵
団 

        ほっこり 温っか 「とんこつラーメン」はいかが？ 
 

NCではなかなかおいしいラーメンに巡り会えないとお嘆き 

のあなた！Raleighにある日本食レストランの「わらじ」が 

おいしい本格的とんこつラーメンをメニューに加えました。 

大きなチャーシューが入って二重丸。これは太鼓判です。 
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ナスでInternational！ 
  

万能野菜であるナスを使った簡単でインターナショナルなレシピを紹介します。

ナスはいろいろな形や大きさのものがありますが、どんなナスでもオッケー。 

ナスは料理の仕方でみんなの大好きメニューに大変身できる便利な野菜です。 
 

イタリア風  

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ニンニクのすりおろしとオリーブオイルを両面に塗る。 

2. 両面が薄くこげる程度に焼き、上にトマトをのせ、さらに10分焼く。 

3. モッツァレラチーズをのせて、バジルの葉を飾ります。 
 

レバノン風 

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ニンニクのすりおろしとオリーブオイルを両面に塗る。 

2. 両面をこんがり焼いてプレーンヨーグルトとレモン汁をかけてミントの葉を添える。 
 

中華風 

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ごま油・ホイズンソース・醤油・ニンニクのみじん 

    切りを両面に塗る。 

2. 一味唐辛子を振りかけ両面を色よく焼き、香草を添えていただく。 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住） 

   デュークガーデンでお茶会 
 

デュークガーデン内の茶室で、伝統的な茶の湯のゲストとし

て、安らぎのひとときをお過ごしになりませんか。美しく点

てられた一服の抹茶と和菓子を味わいながら、日本の伝統

美、茶の湯をご堪能下さい。 

 

お客様は、事前にお申し込み頂き、ガーデン内のドリス・デュークセンターにお

集まり頂いた後、茶室へご案内いたします。土曜の茶会は、6才以上のお子様な

ら、ご家族のご同伴での参加が可能です。 
 

秋から冬にかけての茶会の予定は以下の通りです。（各茶会、10名様まで） 
 

・10月20日（土）「秋草の茶会」    10：45am～、1：00pm～ 

・11月 2日（金）「紅葉舞う茶会」  10：45am～、1：00pm～ 

・ 2月 8日（金）「春のきざし茶会」10：45am～、1：00pm～ 
 

 料金：一般＄40、デュークガーデン会員＄30、家族料金 大人/子供＄40 
 

 集合場所：デュークガーデン、ドリス・デュークセンター（駐車券発行有） 

 申し込み：電話 919－668－1707（Sara Smith) e-mail slsmith@duke.edu 
  

茶の湯プログラムに関するお問い合わせ： 

Nancy Hamilton（裏千家講師）nancy.hamilton@duke.edu 
(今シーズンの茶会、プライベート茶会、キンダーから大学まで様々なクラスの

茶室訪問、個人的な茶の湯の研究などのご相談もお受け致します） 

      ごちそうさまぁ～！ 
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秋到来!!天高く馬肥ゆる秋です。気候もよくなって、食べ物もおいしくって、つ

いつい食べ過ぎてしまう季節ですね。今回は食欲に関する表現を集めました。 
 

・おなかがすいてペコペコだよ。 
 I am starving. 
・ご飯がおいしすぎてドンドンお腹に入っちゃう！ 
 This food is so delicious that I can't stop eating it. 
・モグモグしっかり噛んで食べましょう。 
 Let's chew our food well before we swallow. 
・体がポッチャリしてきたよ！ 
  I’m getting chubby. 
・パクパク食べて元気はつらつ！ 
  If you fill the tank up, you will have a lot of energy. 
・お腹がすいてグーグー鳴ってるよ。 
  My stomach is growling. 
・ご飯のことを考えただけで、ワクワクする！ 
  Just thinking about food makes me excited. 
・ホクホクのお芋がおいしいね。 
  Steaming hot potatoes are delicious, aren't they? 
・ふっくら炊き上がったお米 
  Freshly boiled fluffy rice. 

 
 

好奇心旺盛だからか、かなりいろいろな国へ旅している方だ。

図々しいからか、特に不安もなく出て行くのだが、「危なくない

の？」とか聞かれることも多い。 
 

人があまり行かない国であれば、治安の確認には特に念を入れ

る。ガイドブックもいいが、大雑把な確認は、日本の外務省の渡航情報が一番わ

かりやすいと思う。すり・車上狙いから戦闘まで、かなり広範囲で情報がカバー

されており、使いやすい情報だ。ただ、地域により更新が遅い難点があり、特に

治安が改善されている場合の情報は遅い。したがって、行けるかも、と思った

ら、最近の旅行記や現地在住の人のブログをネットで探し、トラブルの記述を探

す。そこから、観光できる状況か否かが見えてくる。 
 

そうして判断して旅に出た後は、後は防犯だ。細かいアドバイスはきりがない

が、私は襲ってもメリットがない、と思われるらしい。いかにも金を持たない風

貌で、大酒も飲まなければ麻薬にも手を出さず、さらに歩きながら周囲を見回す

癖があり、どうもターゲットになりにくいようだ。 
  

治安は一言では片付かない問題だが、情報をきちんと整理して判断し、必要以上

に怖がらず、世界の隅々まで出かけていただきたい。 

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

こんなとき、どう言うの？ 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

短期商用・観光ビザ 

 

 

 
 

観光や出張を目的に短期間アメリカに滞在する場合、日本など米国のビザ免除プ

ログラムに加盟している国であれば、90日以内の短期滞在ならビザがなくても入

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ドル支払わなければならなくなりました。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日以上アメリカに滞在する場合は、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、いずれもアメリカ国内で報酬を得てはなりません。 
 

修理技術： 

上記の活動の中でも、修理技術者がB1で渡米する場合は、日本の企業がで販売し

た機械・機器の設置・修理やサービスを行うことが購買契約に明記されていなけ

ればなりません。また、修理などのサービスに対し、米国を源泉とする報酬を受

けることはできません。また、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。 
 

アメリカ人の研修： 

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。 
 

短期研修： 

短期間の研修であればJ-1やH-3などの研修ビザのかわりにB-1短期商用ビザを申

請することも可能です。B-1ビザで研修を行う場合は、研修中も日本もしくは米

国外の企業での雇用関係が続いていること、報酬は米国外の企業から支払われる

ことが条件です。 
 

販売：  

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。 
 

研究者：  

個人で研究することが目的で、米国を源泉とする報酬を受けず研究結果が米国機

関の利益にならない場合はB-1ビザが該当します。米国から報酬を受ける場合や 
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     うちの三男ナーラダのA先生のお話 
 

隣が引越しで大型トラックを借りて荷物をまとめていました。それを

最後まで自分の庭で見つめていたA先生、トラックにすべて積み上げて

出発する頃、彼らは飼っていた犬の縄を解いて、反対側の家を駆け

巡っている間に車を走らせて行ったのでした。置き去り！ 
 

犬や猫を飼う事自体はまったく問題ないと思うし、レインボーフェス

ティバルではかなりの人々が犬を連れていて、彼らの合言葉「Well 

Come Home」と同じぐらいのレベルで犬はシンボルでもあります。年末

3ヶ月ほど店が開くカレンダークラブでも犬のカレンダーは群を抜いて

売れますから、普通のアメリカ人でもたくさん犬好きがいることがう

かがえます。あのフェスティバルでは犬が仰向けになってご主人と

いっしょに昼寝をしているところを見て 

「う～ん、スクービー・ドゥーの世界だ」 

と笑いをこらえるのが大変でしたが･･･。その反面の世界も現実にある。世の中

には自分の感覚を喜ばせることしか考えない人がたくさんいます。興味がなくな

れば「捨てる」。 
 

毎日、学生たちが捨てて出来上がる「山」。そのうちビール缶や未開封のパンに

紛れて自分の部屋で堕ろした赤ん坊を見つける日が来るかもしれません。今時、

姥捨て山はないと思うけど、物理的に目の前からその対象が消えたとしてもそれ

で物事は終わりません。その行為は、「上の人」がしっかり記録して将来に影響

を与えます。時には人間の赤ちゃんよりかわいい子犬や子

猫たち、愛情がなくなれば捨てるのは（首を切り落として

塀の上に飾るよりはましですが）その行為の反動はいつか

自分に戻ってきます。 
 

そのA先生は、アニマルコントロールに電話して引き取って

もらいました。いい飼い主が現れるとよいけど、へたをす

ると「処分」（かなりあいまいな表現ですね、これ）され

る運命が待ってるのでしょう。   

 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、現在は妻と 3 人の子供とともに

Hillsboroughに在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 
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赤い小鳥とブルーな生活  
 

「バイリンガル教育」 “Mother Tongue” 
 

「将来は、ヨーロッパに移り住んで、子供を多言語国家で育てて観察して、それ

を論文にまとめるんだ～」という野望を抱いたことがある。自分の子供を何だと

思っているんだ！とお怒りの向きもあるだろうが、当時の自分は子供どころか結

婚相手のアテもなく、もちろんヨーロッパには縁も所縁もなかった。恐ろしいと

いうよりはバカバカしい限りだが、卒業論文執筆に困っていたことだけは事実で

ある。 
 

日本で生まれ育ち、日本語モノリンガルの私は、バイリンガルの同級生たちが心

底羨ましかった。それは「実家が金持ち」というのと同じレベルで、自分の努力

ではどうにも得ることが出来ないステータス。いや、お金は本人次第で後から手

に入る場合もあるので、むしろ「大人になってからピアニストやバレエダンサー

を目指しても、親が幼い頃から習わせていなければ手遅れ」なのと同様、という

べきか。 
 

もちろん、彼らには彼らにしか分からない苦労や努力、悩みがあり、日本人なの

に日本語が弱い人も多かった。就職試験を前に、「モシカシテワタシノニホン

ゴ、ナマッテル？」と真剣な顔で聞かれ、返答に詰まったこともある。また、世

界各地を転々とした結果、どの言語でも自分の心情を正確に表すことが出来てい

ないような気がする、とつぶやいた子もいる。それを「贅沢な悩み」と僻みたく

なるほど、当時の私は切羽詰っていたのかもしれない。 
 

という訳で、私が今さらバイリンガルになることは不可能だが、アメリカで生ま

れ育つ子供には、可能性がある。私の乏しい知識や論文への情熱は、とっくの昔

にどこかにやってしまっていたので、妊娠してから改めて文献を読み漁った。最

近の主流は”one parent-one language”「一人一言語の原則」。さらには”one 

place-one language”「一箇所一言語の原則」。要するに、まずは混乱なく母語

を確立するのが重要らしい。そして、その為にはひたすら話し掛ける必要があ

る…よし。 
 

二年間の純粋培養の結果、息子は日本語だけを話し出した。素晴らしい。だが、

プリスクールでお友達に話し掛ける時も、日本語オンリーである。仕方がないの

で、先生に”oshikko”、”unchi”、”toire”のどれかを言ったらお手洗いに

連れて行って欲しい、とお願いしたら、数ヵ月後にはクラス中の子供たちが「う

んちー」と叫ぶようになっていた。 
 

以来、外界に晒されること数年。英語は着々と息子の脳みそを侵略している。ま

ずい、このままでは折角の日本語が、美しく大切な母語が失われてしまうではな

いか。 
 

「ママー、ぼくのヨーグルトどこぉ？」 

「あった。っつーかぁ、ふた開かないんですけどぉ～」 
 

近頃、息子の日本語がまじヤバイんですけど～、 

元い、ワタクシの母語が非常に危ういのですが。 
 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 
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研究結果が米国機関にとって有益な場合は交流訪問者ビザや一時就労ビザが必要

となります。 
 

会議：  

科学、教育、専門、ビジネスの会議およびセミナーに出席、発表するために渡米

する場合もB-1ビザが該当します。必要経費以外に謝礼を受ける場合、次の条件

を満たせばB-1ビザを申請することができます。1つの団体あるいは学会での活動

が9日以内であること。団体・学会は、非営利または政府の研究機関、高等教育

機関、非営利組織の関連機関であること。活動はその団体または学会のために行

われること。講演者・講師は過去6ヶ月間に5つ以上の団体・学会からこのような

謝礼や手当てを受領していないこと。ただし、科学技術関連会議に出席するため

にビザを申請する人は、特別な追加書類として、完全な履歴書、全ての出版物の

リスト(該当者のみ)、さらに学校からの許可通知または手紙の提出が必要です。 
 

しかしながら、上記のような活動がB1の商用目的と認められはいるが、最近では

B1ビザの乱用が問題視されています。B1ビザの乱用例として、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、上記の商用目的でB1ビザを申請す

ることにより、本国から米国の平均賃金よりも低い賃金を支給し続けている雇用

主が摘発されます。そのために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、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。 
 

Bビザでアメリカに入国した場合は、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、入国時に目的を偽って入国したと疑

われる可能性があるので注意が必要です。短期滞在の

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、往復の航空券、訪問の終了後は帰国す

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：福岡県北九州市出身、アトランタ在住、

弁護士） 

 
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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 大学受験 (パート１) 
 

秋になると高校の12年生は大学受験準備の最終段階

に入ります。ほとんどの大学の願書締め切りは12月

の初めだからです。アメリカの大学受験は日本の受験とは大きく異なります。願

書は日本のように履歴を書いたりしますが、学校外でどんな活動をしたかも含め

て履歴に書きます。この学校外での活動は合否には重要なポイントとなります。

願書と共に提出する書類には以下の物があります。 
 

成績証明書 

ほとんどの大学で要求してくるのは9年生から受験前までの成績証明書です。し

かし、6年生から8年生の中学時代に高校レベルの科目を取っていた場合はその成

績も一緒に記載されています。願書を送る段階では12年生の成績はまだなので、

11年生までということになります。大学の合格の目安としてよくGPA (Grade 

Point Average)を何点取っているかが重視されます。これは日本での内申評価、

もしくは成績評価に相当する物です。Aは4点、Bは3点、Cは2点、Dは1点という重

み付けで計算されますが、Honorと呼ばれる大学レベルのクラスを取るとそれに2

点加算されAは6点、Bは5点、Cは4点、Dは3点になります。このHonorと呼ばれる

クラスをたくさん取れば当然GPAは満点であるはずの4点を超します。そこで、有

名大学を受験しようとする生徒はできるだけこのクラスを取ろうとします。 
 

SAT/ACTテストの結果 

日本の大学入試センター試験のようなものです。違いは、SAT/ACTの基本のテス

トは英語力と数学が中心となっています。また年に何回か受けるチャンスがある

ので、一番よかったスコアを志望校に送ることができます。熱心な親御さんは、

高校に入ってすぐから何回も受けさせるようです。 
 

推薦状 

自分の事を良く知っている教師などから、推薦状を書いてもらわなくてはいけま

せん。たいてい2通ぐらい要求してくる学校が多いので、1通は学校の先生、もう

1通は学校外の方から書いてもらうようです。これはボランティア活動をしてい

る所など、「勉強だけではなく学校外の活動も熱心にしていますよ」ということ

を志望大学に強調する事ができるからです。 
 

エッセイ 

大学によっていろいろなテーマが出され、それについて1ページ程度のエッセイ

を書かなければなりません。テーマは「この大学で何をしたいか」という直接的

なものから、「自分に一番影響を与えた人物・本」、「10年後の自分」など大学

によって個性的なものもあります。このエッセイに関しては「大学入試で合格し

た人のエッセイ、不合格した人のエッセイ」というような本もたくさん出版され

ています。エッセイがいかに合否に関係してくるのかということがわかります。 
 

学資援助／奨学金の申込書 

金銭的に学費を全額払う事が難しい場合や、奨学金が欲しい場合は、この段階で

願書とともに奨学金の申込書も一緒に提出します。 
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      College Basketball 開幕目前！ 
 

シーズン開幕を1ヵ月後に控え、書店にはカレッジバスケの

特集を組んだスポーツ雑誌がずらりと並び、スポーツ専門

チャンネルのESPNからはプレシーズン・ランキングTop25が

発表され、スポーツメディア界はカレッジバスケの話題で賑

やかになってきました。 

昨シーズンはトライアングルにある3校（DUKE、NC State、

UNC）が68校で争われるNCAAトーナメント（全米大学選手権）に進出し、UNCがベ

スト8、NC Stateは6年振りのトーナメント進出でベスト16という素晴らしい成績

を残しました。前評判が高かったDUKEは1回戦で敗退してしまい「試合では何が

起こるかわからない」というスポーツの魅力を感じたシーズンでもありました。 

今年の3校はというと、プレシーズン・ランキングではNC Stateが6位、UNCが13

位、DUKEが15位にランクされています。チームの評価はメディアによって様々で

すが、ここに簡単にまとめてみました。 
 

NC Sate：昨年ヘッドコーチが変わり、大躍進をしたNC Sate。昨年の主力メン

バーがほとんど残っており、勧誘にも大成功し、全米トップクラスの新人が3人

加入。今年はリーグ戦でDUKE、UNCを脅かす存在になるのは間違いありません。 

UNC：有力新人が4人加入しましたが、レギュラー5人のうち4人（4年生1人、プロ

3人）が抜けてしまい、厳しいシーズンになるのではないかと予測する人も。そ

れでも13位という評価は、残っている選手と新人のポテンシャルの高さではない

かと考えられます。シーズン開幕までにどれだけチームを再建できるかがカギ。 

DUKE：昨年から抜けたのは卒業した4年生1人とプロに進んだ1人のみ。有力新人2

人が加わったにも関わらず、ランキングが15位というのは評価が低すぎるような

気がします。1年生でチームの司令塔を勤めたAustin Riversがプロに行ったた

め、誰がその穴を埋めるかがカギになってくるでしょう。 
 

今シーズンの3校の開幕戦は11月9日になっています。開幕

戦を迎える前には各校ともエキシビジョンマッチを組んで

いて、公式戦よりも格安で観戦することができます。また

昨年ご紹介したUNCのLate night with Roy Williamsという

バスケのイベントが10月12日に開催されますので、興味が

ある方は会場に足を運んでみてはいかがでしょう。 

(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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（Yoko Grunberg（Fujiwara): 秋田県出身、Cary在住、ジュエリーデザイナー） 

  手作りの化粧水とリップバーム 
 

ご自宅のキッチンで手作りできる美肌水、リップクリームの

ご紹介です。手作りというと大変そうなイメージがありますが

材料さえそろってしまえばとっても簡単です。材料を把握でき

ているので お子様にも安心。自分用に、又はかわいいラッピ

ングをしてギフトにしても喜ばれます。 

美肌水の作り方 

・精製水(Purified Waterで代用可)…100ml  

・尿素…1～3g  ・グリセリン…5～10ml 
 

スプレーボトルなどの容器に精製水と尿素を混ぜ、溶けたらそこにグリセリンを

加えて混ぜるだけ。経済的なのでお風呂上がりにたっぷり顔にしみこませたり、

全身に使ったりしても。２週間以内で使い切るようにしてください。尿素、グリ

セリンは オンラインで、又は日本に里帰りした際、薬局やロフト、東急ハンズ

などで手軽に購入できます。 
 

ソイリップクリームの作り方 （0.5oz容器２つ分） 

・アーモンドオイル 3g   ・オリーブオイル 6g 

・ココアバター 3g   ・ソイワックス 7g 

・お好みの精油 2〜3滴 
 

精油以外の材料をガラス容器に入れ、湯煎に欠けます。すべての材料が溶けたら

湯煎から取り出し、粗熱を取ります。精油を入れて竹串などでかき混ぜ、容器に

流し込んで固まったら出来上がり。ソイワックスを使用したリップクリームはや

わらかめに仕上がりますので、リップチューブではない容器をお使いください。 

アーモンドオイル、ココアバター、精油はWhole Foodsで、ソイワックスはオン

ラインで入手可能です。リップクリームとして使用する他、肌のカサつきが気に

なる部分への軟膏としてもお使いいただけます。  
 

リップクリーム、石けん作りのクラスについては： 

aromarelax@gmail.com 藤原まで www.aromarelax.etsy.com 

10月の誕生石 ボルダーオパール 
 

オパールは10月の誕生石。ホワイトオパール、ブラックオパー

ル、ファイヤーオパール等が有名ですが、ボルダーオパールは

ご存知ですか？主にオーストラリアのクイーンズランド地方で

採れる、褐色の鉄分を含んだ母岩と共にカットされたオパール

の呼称です。褐色の母岩上にオパール層が張り付いている為、

遊色が鮮やかに浮かび上がるのが特徴です。ボルダーオパールは母岩とともに研

磨され、原石に合わせて形が決められます。そのため一つひとつ異なった形と輝

きが魅力です。パワーストーンとしては、直感力を高め、意識を向上させる効果

があるそう。自由な発想と創造性を助けてくれるので、特に芸術関係や企画など

常に新しいアイデアが必要な方におススメのパワーストーンです。 

ボルダーオパールを見てみたいという方は、11/4-11/7にシャーロットで行われ

るThe Geological Society of America（GSA）主催のショーにお越しください。

詳細はGSAのサイト、http://www.geosociety.org/meetings/2012/expo.htmで。 

Beauty & Life 
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自立心 
 

今回は子供達の年齢による「自立心発達ガイドライン」を書いてみます。 
 

2歳～5歳がひとりでできることの例： 

・着替えができる。手を洗う。歯磨きをする。 

・自分のバックパック、ランチボックス、コートなど持つ。 

・トイレにいく。 

・飲み物をコップに注ぐ。 

・食事の後、口や手をきれいにする。 

・食事の後、食器を片付ける。（キッチンに持っていく。） 

・テーブルのうえのこぼれた物を綺麗に拭く。 

・お箸やフォーク、スプーンを使って食べる。 

・遊んだおもちゃなどを片付ける。 

・タオルや靴下など小さい洗濯物をたたむ。 

・生き物を大切に世話ができる。 

・植物を植えたり水をやったりできる。 

・順番を待つことができる 

・人が話している時は話が終わるまで待つ。 

・理由もなく人の物をとったり触ったりしない。 

・自分の感情を人に正しく伝える事ができる。 
 

さてさて、2歳児から5歳児とは年齢の幅が広い 

と感じる方も多いと思いますが、この様な基本的な発達は個人差が大きく、子供

自身の能力の他に周囲の環境が大きく影響します。既にできる力があるのに自分

で試す機会が与えられていない、まだ

少し助けてもらって練習したいのに教

えてくれる人がいないなど、子供が正

しい発達段階を経て成長するには、ひ

とりひとりのニーズに応えた環境が必

要です。それが整えば、2歳でもこれら

の事を全てできる力を子供達は持って

いるのです。親として子供が自立する

機会を与え、必要ならばその手伝いを

してあげて下さい。（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） 

子育ては親育て 

 ちゃんと 

じぶんで 

できます！ 

芸術関係の受験以外は、実際に大学に願書を提出に行ったり、面接に行ったりす

る必要がほとんどありません。面接を要求する大学では、自宅から離れている場

合、各州や町に大学から依頼を受けた面接官がいて、近くで受けることができま

す。願書は郵送することもできますが、オンラインで送る事も最近では主流に

なってきているようです。 

（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） 

 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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すくすく元気！ -幼児（２歳～５歳）の好き嫌い‐ 

 

「うちの子は野菜が大嫌いで…」子供の食べ物の好き嫌いは多くの親御さんの悩み

の種ではないでしょうか。実はお子さんに好き嫌いがあるのは当たり前なのです。 
 

好き嫌いがあるのは何故？ 

1. 人は生まれつき甘いものを好み、苦いもの、酸っぱいものを拒否します。そ 

  のため野菜や果物を嫌う子供たちが多いのかもしれません。 

2. 人間を含む雑食性動物は、今までに食べたことない物を受け付けるためには 

   その食べ物を探り、試食してみるというプロセスを踏まなくてはなりませ 

  ん。その際、新しい食べ物に毒が含まれていないかとても慎重になります。 
 

好き嫌いの克服 

1. 子供がある食べ物を一度だけ拒否したからといって、 

 「この子はこの食べ物  

   が嫌い」と決め付けて、諦めるのはまだ早いです。 

2. 一度拒否した食べ物でも繰り返し“exposure”する 

  ことによって、その食べ物も受け入れて食べられる 

   ようになるようです。 

3. Exposure 

  子供が食べ物の匂いを嗅いだり見たりしただけでは、その食べ物を受け付け 

   るようにはなりません。 

  ほんのちょっとでいいので、一口食べてみるよう声をかけましょう。 

   ある研究によると、子供が新しい食べ物を受け付けるようになるまで、10～ 

   15回のexposureが必要だそうです。 

10～15回も？と驚かれた方も多いかもしれませんが、肩の力を抜いて、楽しい毎日

の食卓を心がけながら、子供の好き嫌いを克服させていきましょう。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生） 

 

 

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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 超おいしい！ベトナムレストラン Pho Hien Vuong 
 

「Pho Hien Vuong」(フォー・ヒン・ヴンと読む）

はグリーンズボロのSpring Garden St.にあり、近

辺に数あるタイ・ベトナムレストランの中で、特

に日本人に人気です。それは、おいしいだけでな

く、サービスの良さ、清潔さ、そして料理への気

配りからでしょう。例えばPhoをオーダーすると、

もやし、香草、ハラぺーニョ、レモン等がたくさんバスケットに盛られて

きて好きな量を入れることができます。またBeef Phoのビーフを半焼けで

食べたいなら、ビーフをスープに入れずにサイドとして持ってきてもらう

こともできます。大きな海老が入っているFresh Spring Rollは特にお勧

めです。付いてくるピーナッツソースや、Pad Thai（タイ料理店より美味

しい!）のフィッシュ・ソースもみな自家製で、ここならではの味。Beef 

Pho (brown soup)やFresh Spring Roll、海老とポークのチキンベース

(clear soup)のEgg Noodle Pho、食後はクリーム入りのThai Teaが評判で

す。住所：4109 Spring Garden St. Greensboro, NC 電話:336-294-5551 

（Yoshiko Moore：東京都出身、Graham在住） 

CSA - community supported agriculture (地域密着型農業) 
 

8月号に「魚を地元NCの漁師さんたちから直接購入して、サポートする」という

記事がありましたが、同じようなことがこちらの農作物についても行われていま

す。上記の見出しの名前で、それぞれの郡ごとに参加農家の情報が下記（＊）の

ウェブサイトに掲載されています。Davie郡では2件の農家が参加していて、その

1件Carahan Farmでは2013年の場合、5月から8月までの18週間野菜を直接農家に

行くか指定場所に取りに行くと、半分の量で$290（つまり毎週$16強）、または

その倍の量の場合$370（毎週$20ほど）になります。豚肉や牛肉、卵もありま

す。自宅まで配送を希望する場合は高くなります。近所や知り合いの家族と共同

購入すると安上がりになります。野菜や穀物農家の場合、基本的に春から秋にか

けて作物を提供しているようです。畜産業などでは一年中肉を提供しています。

また、Wake郡にあるHilltop Farmsの場合、$475ドル前払いし、4月から（9月の

休みをはさんで）11月始めまで25週間にわたり農作物を提供する契約です。 

CSAは、地域社会の消費者が地元の農家のステークホルダーとなって一緒に支援

し合っていこうというものです。ですから、農作物は必ずしも安く買えるわけで

はありませんが、新鮮で、しばしば無農薬の健康によい野菜や果物、肉などを農

家から直接購入できるのです。アグリビジネスという大規模農業が支配的なアメ

リカで、経営が厳しい家族経営の比較的小さな地元の農家を地元の住民が支援す

る試みです。皆さんも参加してみませんか。 

＊http://www.ces.ncsu.edu/chatham/ag/SustAg/csafarms.htmlで地元の郡をク

リックし、農家のリンクがあれば、それをクリックする。または農家名をGoogle

などで検索して、農家のウェブサイトでCSAやMembershipなどを調べるとよいで

しょう。また地元の郡のCooperative Extension Servicesに電話するか、その

ウェブサイトからCSAリストを調べることもできます。 
 

(順子ギルバート:Advance在住、米国公認会計士、翻訳者） 
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秋の山へ行こう！ 
 

NCは自然豊かな州です。秋は特にそのすばらしさを体感できる時！季節の変化と

共に変わる景色を眺めながら、素敵なレストランやブティック、あるいは温泉！

なんていうのもあるんですよ。いつもとは違うNCを探しに行ってみませんか？ 
 

BLOWING ROCK 
BLOWING ROCKはThe Blue Ridge High Wayの南側に位置し、山の中の小さい町な

がら、素敵なレストラン、ホテル、ショッピングが集まった魅力的な所です。 

お推めレストラン：Bistro Roca Antlers Bar 

アメリカ料理とイタリア料理をミックスしたメニューは小さめのポーションでモ

ダン。小さなテラスにもテーブルが並び、ゆったりとした時が流れます。 

アート＆クラフト：Iago 

ドイツ人と中国人の夫妻がオーナー。地元のアーティストを中心としたアクセサ

リー、家具、彫刻、陶器など斬新なデザインの作品が楽しめます。 

Blowing Rock のメインストリートには公園と子供達のために遊具があります。

ショッピングに飽きたら、大きな木の下でちょっと一休みできます。 
 

                         HOT SPRINGS 
その名も「Hot Springs」という地名の場所がNCにあ

り、そこに温泉があります。温泉といっても、アメリ

カの温泉はやはり「ホットスプリング」と片仮名で表

現するような暖かいプールまたはスパという感じです

が、それでも自然泉源の温泉には変わりありません。 

家族やグループごとにタブ（ジャグジー風の小さな

プール）を時間で借り切って、そこで水入らずで楽し

く過ごせます。タブごとに小屋のようになっているの

で外からは見られませんし、青空の下でのんびりと気

持ちよく過ごせます。すぐ下に渓流があり自然も満喫

できます。水着やバスタオル等は持参してください。 

案内・予約：www.nchotsprings.com 

電話：828-622-7676 

日本の漫画が2000冊！（店内で自由にお読みください） 

 

Toshi’s CAFÉ 

おいしいカツ丼・牛丼等も用意してお待ちしています。 

日本人マスターが経営するカフェです。 

グリーンズボロにお越しの際は 

ぜひお立ち寄りください。 

 

三角横丁2012年10-11月号  15 

（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） 

 

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 

 
           

             更年期障害と中国漢方 
  

女性の閉経の前後10年位を更年期といい、この時期に起こる不快な症状を更年期

障害と総称します。この時期には性ホルモンが変調をきたすため、自律神経や精

神にも影響を及ぼして心身にさまざまな症状が現れます。例えば、月経の周期や

出血量の異常、体のほてり、のぼせ、冷え、頭痛、めまい、耳鳴り、肩こり、腰

痛、不安感、イライラなど多種多様です。この更年期障害の症状は「不定愁訴」

で、「血の道症」とも呼ばれます。「血の道症」は「気」「血」「水」の流れが

悪くなったときを指します。 
 

気の滞りでは、抑うつ気分、不安感、神経質、めまい，動悸などが現れます。血

の滞りでは、冷え、のぼせ、頭痛、顔面紅潮、下腹部痛、性器出血などが現れま
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Flight of the Butterflies in 3D (ドキュメンタリー) G、10/1公開 

メキシコからカナダまで渡り鳥のように数千キロ移動するモナーク･バタフライ

（オオカバマダラ）の生態を40年に渡って追い続けた感動のドキュメンタリー。 
 

Frankenweenie (ストップモーション・アニメ、コメディ) PG、10/5公開 

アリス・イン・ワンダーランドの奇才ティム・バートンによるディズニーのアニ

メ。飼っていた大好きな犬を失った男の子ビクターが科学の力で命を蘇らせる。 
 

Argo (ドラマ、スリラー) R、10/12公開 

1979年イラン革命で実際に起きた話。テヘランのアメリカ大使館が占拠され52人

の米人が人質に。だが、6人がカナダ大使邸へ逃亡。見つかったら殺される恐怖! 
 

Here Comes The Boom (コメディー) PG、10/12公開 

スコットは高校の生物の教師。学校が予算削減のために課外活動を中止、職員も

リストラの危機。そこで、ボクシングで稼ごうと思いついたが、経験はない彼。 
 

Seven Psychopaths (コメディー) R、10/12公開 

売れない脚本家のマーティー（コリン・ファレル）の友達ビリーは売れない俳優

兼犬泥棒。こともあろうにギャングの犬を盗んでしまったことから大変な目に。 
 

Sinister (スリラー、ホラー) R、10/12公開 

イーサン・ホーク主演の恐怖映画。犯罪小説家のエリソンが不思議な箱を見つけ

たことで奇怪現象が起き、家族が次々と悪夢のような事件に巻き込まれていく。 
 

Cloud Atlas (SF、ドラマ) R、10/19公開 

日本にも住んでいたデイビッド・ミッチェルの小説の映画化。明日がどうなるか

わからなくても太古と現在と未来は遥かに繋がっている。トム・ハンクス主演。 
 

Chasing Maverics (ドラマ、伝記、スポーツ) PG、10/26公開 

22歳の若さで亡くなったカリフォルニアのサーファー、モリアリティの伝記映

画。地球最大といわれるマーヴェリックの巨大波に挑戦するために訓練をする。 

 

ハロウィーンやサンクスギビングに向けて、映画が豊富で充実。 

モナーク蝶の生態は科学の勉強になりそう。中身の濃いお勧め映画 

はトム・ハンクスが様々な時代で役を使い分ける「Cloud Atlas」 

や冒険ファンタジー「Life of Pi」等。（緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 
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Fun Size (コメディー) NR、10/26公開 

レンは、早く家を出て大学生になりたい女子高生。ハロウィーンの夜、母親から

弟の面倒をみるのを頼まれた。ところが弟が行方不明に！友達皆で大捜索開始。 
 

Flight (ドラマ) R、11/2公開 

飛行機に異常事態発生。機長は稀に見る機転を利かせ人々の命を救い、一躍ヒー

ローとなった。ところが検査でアルコールが検出された。前の晩に何があった？ 
 

Wreck-It-Ralph (アニメーション、コメディー、ファミリー) PG、11/2公開 

壊し屋ラルフはゲームセンターのゲーム機の中で、いつも悪役ばかり。ある日、

自分は本当は悪者ではなことを証明するため、機械から抜け出し別のゲームへ。 
 

This Must Be The Place (コメディー、ドラマ) NR、11/2公開 

チェイニーは50歳の引退したロック・スター。父危篤の連絡を受けNYへ。父が死

ぬ間際まで戦犯の行方を追っていたことを知り、彼もその人物を探す旅へ出る。 
 

Sky Fall (冒険、アクション、ドラマ) PG13、11/9公開 

ダニエル・クレイグがボンドを演じる23作目の007。タフガイと美女たち。グラ

ミー賞スター、アデルが手がけるテーマ曲は既に解禁され話題を呼んでいます。 
 

Lincoln (伝記、ドラマ）PG13、11/16公開 

スピルバーグ監督による第16代大統領リンカーンの最後の数ヶ月を描く映画。勇

気ある決断で、戦争を終わらせ、奴隷を解放し、後世に残る偉業を成し遂げた。 
 

Life of Pi (ドラマ、冒険) NR、11/21公開 

英ブッカー賞受賞ヤン・マーテル作「パイの物語」は読んだことのある人も多い

でしょう。遭難から助かったパイと動物たちの壮絶なサバイバルファンタジー。 
 

Silver Linings Playbook (ドラマ) R、11/21公開 

家も家族も仕事もすべてなくしてしまったパットは両親の元に戻る。人生の危機

に立ち混乱しているパットが出会ったのはティファニー。彼女ももがいていた。 
 

Rise of The Guardians(冒険、アニメーション、ファミリー) PG、11/21公開 

ドリームワークスのスリリングで楽しい映画。サンタ・クロース、イースター･

バニー、トゥース・フェアリー、ジャックたちが子供たちを「不安」から救う。 
 

Killing Them Softly (コメディー、犯罪) R、11/30  

ギャングが仕切るポーカー賭博会場を強盗団が襲った。ジャッキー・クーガン

（ブラッド・ピット）はその強盗団を追跡し制裁を与える仕事の引受け実行へ。 

 

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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ダン。小さなテラスにもテーブルが並び、ゆったりとした時が流れます。 

アート＆クラフト：Iago 

ドイツ人と中国人の夫妻がオーナー。地元のアーティストを中心としたアクセサ

リー、家具、彫刻、陶器など斬新なデザインの作品が楽しめます。 

Blowing Rock のメインストリートには公園と子供達のために遊具があります。

ショッピングに飽きたら、大きな木の下でちょっと一休みできます。 
 

                         HOT SPRINGS 
その名も「Hot Springs」という地名の場所がNCにあ

り、そこに温泉があります。温泉といっても、アメリ

カの温泉はやはり「ホットスプリング」と片仮名で表

現するような暖かいプールまたはスパという感じです

が、それでも自然泉源の温泉には変わりありません。 

家族やグループごとにタブ（ジャグジー風の小さな

プール）を時間で借り切って、そこで水入らずで楽し

く過ごせます。タブごとに小屋のようになっているの

で外からは見られませんし、青空の下でのんびりと気
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Phone (336) 274-4553 ・ Fax (336) 273-8890 
Yosuke Yamamori, Kathie Yamamori 

 
           

             更年期障害と中国漢方 
  

女性の閉経の前後10年位を更年期といい、この時期に起こる不快な症状を更年期

障害と総称します。この時期には性ホルモンが変調をきたすため、自律神経や精

神にも影響を及ぼして心身にさまざまな症状が現れます。例えば、月経の周期や

出血量の異常、体のほてり、のぼせ、冷え、頭痛、めまい、耳鳴り、肩こり、腰

痛、不安感、イライラなど多種多様です。この更年期障害の症状は「不定愁訴」

で、「血の道症」とも呼ばれます。「血の道症」は「気」「血」「水」の流れが

悪くなったときを指します。 
 

気の滞りでは、抑うつ気分、不安感、神経質、めまい，動悸などが現れます。血

の滞りでは、冷え、のぼせ、頭痛、顔面紅潮、下腹部痛、性器出血などが現れま

す。「水」とは、血以外の体液をさし、その流れが滞ると頭痛、耳鳴り、めま

い、嘔吐、下痢、多尿、多汗などが現れ、水毒と呼ばれてます。 
 

中国漢方では、更年期障害は、成長や発育、造血、ホルモンなどを司る「腎」の

衰えに関係していると考えられています。また、腎が弱まると血液の貯蔵庫であ

る「肝」にも影響を与えます。つまり、更年期障害の症状を予防したり緩和した

りするためには、腎と肝を養うことが大切です。 
 

補腎作用のあるミネラルがたっぷり含まれているワカメなどの海藻類、アサリや

シジミなどの貝類、ごまや豆類などは毎日取るようにしましょう。特に更年期に

は骨からのカルシウムの流失を防ぐ女性ホルモンが低下し

やすくなり、骨がもろくなって骨折しやすい骨粗しょう症

の心配もありますから、カルシウムの吸収に優れている牛

乳やヨーグルトなどの乳製品やしいたけなどをメニューに

加えましょう。他に、気のめぐりをよくする菊花やせり、

パセリなどの香りの強い野菜や肝と腎を養うクコの実は、

新陳代謝を高め胃腸の機能を活発にし強壮の効果があると

いわれています。 
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すくすく元気！ -幼児（２歳～５歳）の好き嫌い‐ 

 

「うちの子は野菜が大嫌いで…」子供の食べ物の好き嫌いは多くの親御さんの悩み

の種ではないでしょうか。実はお子さんに好き嫌いがあるのは当たり前なのです。 
 

好き嫌いがあるのは何故？ 

1. 人は生まれつき甘いものを好み、苦いもの、酸っぱいものを拒否します。そ 

  のため野菜や果物を嫌う子供たちが多いのかもしれません。 

2. 人間を含む雑食性動物は、今までに食べたことない物を受け付けるためには 

   その食べ物を探り、試食してみるというプロセスを踏まなくてはなりませ 

  ん。その際、新しい食べ物に毒が含まれていないかとても慎重になります。 
 

好き嫌いの克服 

1. 子供がある食べ物を一度だけ拒否したからといって、 

 「この子はこの食べ物  

   が嫌い」と決め付けて、諦めるのはまだ早いです。 

2. 一度拒否した食べ物でも繰り返し“exposure”する 

  ことによって、その食べ物も受け入れて食べられる 

   ようになるようです。 

3. Exposure 

  子供が食べ物の匂いを嗅いだり見たりしただけでは、その食べ物を受け付け 

   るようにはなりません。 

  ほんのちょっとでいいので、一口食べてみるよう声をかけましょう。 

   ある研究によると、子供が新しい食べ物を受け付けるようになるまで、10～ 

   15回のexposureが必要だそうです。 

10～15回も？と驚かれた方も多いかもしれませんが、肩の力を抜いて、楽しい毎日

の食卓を心がけながら、子供の好き嫌いを克服させていきましょう。 
 

（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生） 

 

 

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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 超おいしい！ベトナムレストラン Pho Hien Vuong 
 

「Pho Hien Vuong」(フォー・ヒン・ヴンと読む）

はグリーンズボロのSpring Garden St.にあり、近

辺に数あるタイ・ベトナムレストランの中で、特

に日本人に人気です。それは、おいしいだけでな

く、サービスの良さ、清潔さ、そして料理への気

配りからでしょう。例えばPhoをオーダーすると、

もやし、香草、ハラぺーニョ、レモン等がたくさんバスケットに盛られて

きて好きな量を入れることができます。またBeef Phoのビーフを半焼けで

食べたいなら、ビーフをスープに入れずにサイドとして持ってきてもらう

こともできます。大きな海老が入っているFresh Spring Rollは特にお勧

めです。付いてくるピーナッツソースや、Pad Thai（タイ料理店より美味

しい!）のフィッシュ・ソースもみな自家製で、ここならではの味。Beef 

Pho (brown soup)やFresh Spring Roll、海老とポークのチキンベース

(clear soup)のEgg Noodle Pho、食後はクリーム入りのThai Teaが評判で

す。住所：4109 Spring Garden St. Greensboro, NC 電話:336-294-5551 

（Yoshiko Moore：東京都出身、Graham在住） 

CSA - community supported agriculture (地域密着型農業) 
 

8月号に「魚を地元NCの漁師さんたちから直接購入して、サポートする」という

記事がありましたが、同じようなことがこちらの農作物についても行われていま

す。上記の見出しの名前で、それぞれの郡ごとに参加農家の情報が下記（＊）の

ウェブサイトに掲載されています。Davie郡では2件の農家が参加していて、その

1件Carahan Farmでは2013年の場合、5月から8月までの18週間野菜を直接農家に

行くか指定場所に取りに行くと、半分の量で$290（つまり毎週$16強）、または

その倍の量の場合$370（毎週$20ほど）になります。豚肉や牛肉、卵もありま

す。自宅まで配送を希望する場合は高くなります。近所や知り合いの家族と共同

購入すると安上がりになります。野菜や穀物農家の場合、基本的に春から秋にか

けて作物を提供しているようです。畜産業などでは一年中肉を提供しています。

また、Wake郡にあるHilltop Farmsの場合、$475ドル前払いし、4月から（9月の

休みをはさんで）11月始めまで25週間にわたり農作物を提供する契約です。 

CSAは、地域社会の消費者が地元の農家のステークホルダーとなって一緒に支援

し合っていこうというものです。ですから、農作物は必ずしも安く買えるわけで

はありませんが、新鮮で、しばしば無農薬の健康によい野菜や果物、肉などを農

家から直接購入できるのです。アグリビジネスという大規模農業が支配的なアメ

リカで、経営が厳しい家族経営の比較的小さな地元の農家を地元の住民が支援す

る試みです。皆さんも参加してみませんか。 

＊http://www.ces.ncsu.edu/chatham/ag/SustAg/csafarms.htmlで地元の郡をク

リックし、農家のリンクがあれば、それをクリックする。または農家名をGoogle

などで検索して、農家のウェブサイトでCSAやMembershipなどを調べるとよいで

しょう。また地元の郡のCooperative Extension Servicesに電話するか、その

ウェブサイトからCSAリストを調べることもできます。 
 

(順子ギルバート:Advance在住、米国公認会計士、翻訳者） 
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（Yoko Grunberg（Fujiwara): 秋田県出身、Cary在住、ジュエリーデザイナー） 

  手作りの化粧水とリップバーム 
 

ご自宅のキッチンで手作りできる美肌水、リップクリームの

ご紹介です。手作りというと大変そうなイメージがありますが

材料さえそろってしまえばとっても簡単です。材料を把握でき

ているので お子様にも安心。自分用に、又はかわいいラッピ

ングをしてギフトにしても喜ばれます。 

美肌水の作り方 

・精製水(Purified Waterで代用可)…100ml  

・尿素…1～3g  ・グリセリン…5～10ml 
 

スプレーボトルなどの容器に精製水と尿素を混ぜ、溶けたらそこにグリセリンを

加えて混ぜるだけ。経済的なのでお風呂上がりにたっぷり顔にしみこませたり、

全身に使ったりしても。２週間以内で使い切るようにしてください。尿素、グリ

セリンは オンラインで、又は日本に里帰りした際、薬局やロフト、東急ハンズ

などで手軽に購入できます。 
 

ソイリップクリームの作り方 （0.5oz容器２つ分） 

・アーモンドオイル 3g   ・オリーブオイル 6g 

・ココアバター 3g   ・ソイワックス 7g 

・お好みの精油 2〜3滴 
 

精油以外の材料をガラス容器に入れ、湯煎に欠けます。すべての材料が溶けたら

湯煎から取り出し、粗熱を取ります。精油を入れて竹串などでかき混ぜ、容器に

流し込んで固まったら出来上がり。ソイワックスを使用したリップクリームはや

わらかめに仕上がりますので、リップチューブではない容器をお使いください。 

アーモンドオイル、ココアバター、精油はWhole Foodsで、ソイワックスはオン

ラインで入手可能です。リップクリームとして使用する他、肌のカサつきが気に

なる部分への軟膏としてもお使いいただけます。  
 

リップクリーム、石けん作りのクラスについては： 

aromarelax@gmail.com 藤原まで www.aromarelax.etsy.com 

10月の誕生石 ボルダーオパール 
 

オパールは10月の誕生石。ホワイトオパール、ブラックオパー

ル、ファイヤーオパール等が有名ですが、ボルダーオパールは

ご存知ですか？主にオーストラリアのクイーンズランド地方で

採れる、褐色の鉄分を含んだ母岩と共にカットされたオパール

の呼称です。褐色の母岩上にオパール層が張り付いている為、

遊色が鮮やかに浮かび上がるのが特徴です。ボルダーオパールは母岩とともに研

磨され、原石に合わせて形が決められます。そのため一つひとつ異なった形と輝

きが魅力です。パワーストーンとしては、直感力を高め、意識を向上させる効果

があるそう。自由な発想と創造性を助けてくれるので、特に芸術関係や企画など

常に新しいアイデアが必要な方におススメのパワーストーンです。 

ボルダーオパールを見てみたいという方は、11/4-11/7にシャーロットで行われ

るThe Geological Society of America（GSA）主催のショーにお越しください。

詳細はGSAのサイト、http://www.geosociety.org/meetings/2012/expo.htmで。 

Beauty & Life 
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自立心 
 

今回は子供達の年齢による「自立心発達ガイドライン」を書いてみます。 
 

2歳～5歳がひとりでできることの例： 

・着替えができる。手を洗う。歯磨きをする。 

・自分のバックパック、ランチボックス、コートなど持つ。 

・トイレにいく。 

・飲み物をコップに注ぐ。 

・食事の後、口や手をきれいにする。 

・食事の後、食器を片付ける。（キッチンに持っていく。） 

・テーブルのうえのこぼれた物を綺麗に拭く。 

・お箸やフォーク、スプーンを使って食べる。 

・遊んだおもちゃなどを片付ける。 

・タオルや靴下など小さい洗濯物をたたむ。 

・生き物を大切に世話ができる。 

・植物を植えたり水をやったりできる。 

・順番を待つことができる 

・人が話している時は話が終わるまで待つ。 

・理由もなく人の物をとったり触ったりしない。 

・自分の感情を人に正しく伝える事ができる。 
 

さてさて、2歳児から5歳児とは年齢の幅が広い 

と感じる方も多いと思いますが、この様な基本的な発達は個人差が大きく、子供

自身の能力の他に周囲の環境が大きく影響します。既にできる力があるのに自分

で試す機会が与えられていない、まだ

少し助けてもらって練習したいのに教

えてくれる人がいないなど、子供が正

しい発達段階を経て成長するには、ひ

とりひとりのニーズに応えた環境が必

要です。それが整えば、2歳でもこれら

の事を全てできる力を子供達は持って

いるのです。親として子供が自立する

機会を与え、必要ならばその手伝いを

してあげて下さい。（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） 

子育ては親育て 

 ちゃんと 

じぶんで 

できます！ 

芸術関係の受験以外は、実際に大学に願書を提出に行ったり、面接に行ったりす

る必要がほとんどありません。面接を要求する大学では、自宅から離れている場

合、各州や町に大学から依頼を受けた面接官がいて、近くで受けることができま

す。願書は郵送することもできますが、オンラインで送る事も最近では主流に

なってきているようです。 

（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） 

 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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 大学受験 (パート１) 
 

秋になると高校の12年生は大学受験準備の最終段階

に入ります。ほとんどの大学の願書締め切りは12月

の初めだからです。アメリカの大学受験は日本の受験とは大きく異なります。願

書は日本のように履歴を書いたりしますが、学校外でどんな活動をしたかも含め

て履歴に書きます。この学校外での活動は合否には重要なポイントとなります。

願書と共に提出する書類には以下の物があります。 
 

成績証明書 

ほとんどの大学で要求してくるのは9年生から受験前までの成績証明書です。し

かし、6年生から8年生の中学時代に高校レベルの科目を取っていた場合はその成

績も一緒に記載されています。願書を送る段階では12年生の成績はまだなので、

11年生までということになります。大学の合格の目安としてよくGPA (Grade 

Point Average)を何点取っているかが重視されます。これは日本での内申評価、

もしくは成績評価に相当する物です。Aは4点、Bは3点、Cは2点、Dは1点という重

み付けで計算されますが、Honorと呼ばれる大学レベルのクラスを取るとそれに2

点加算されAは6点、Bは5点、Cは4点、Dは3点になります。このHonorと呼ばれる

クラスをたくさん取れば当然GPAは満点であるはずの4点を超します。そこで、有

名大学を受験しようとする生徒はできるだけこのクラスを取ろうとします。 
 

SAT/ACTテストの結果 

日本の大学入試センター試験のようなものです。違いは、SAT/ACTの基本のテス

トは英語力と数学が中心となっています。また年に何回か受けるチャンスがある

ので、一番よかったスコアを志望校に送ることができます。熱心な親御さんは、

高校に入ってすぐから何回も受けさせるようです。 
 

推薦状 

自分の事を良く知っている教師などから、推薦状を書いてもらわなくてはいけま

せん。たいてい2通ぐらい要求してくる学校が多いので、1通は学校の先生、もう

1通は学校外の方から書いてもらうようです。これはボランティア活動をしてい

る所など、「勉強だけではなく学校外の活動も熱心にしていますよ」ということ

を志望大学に強調する事ができるからです。 
 

エッセイ 

大学によっていろいろなテーマが出され、それについて1ページ程度のエッセイ

を書かなければなりません。テーマは「この大学で何をしたいか」という直接的

なものから、「自分に一番影響を与えた人物・本」、「10年後の自分」など大学

によって個性的なものもあります。このエッセイに関しては「大学入試で合格し

た人のエッセイ、不合格した人のエッセイ」というような本もたくさん出版され

ています。エッセイがいかに合否に関係してくるのかということがわかります。 
 

学資援助／奨学金の申込書 

金銭的に学費を全額払う事が難しい場合や、奨学金が欲しい場合は、この段階で

願書とともに奨学金の申込書も一緒に提出します。 
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      College Basketball 開幕目前！ 
 

シーズン開幕を1ヵ月後に控え、書店にはカレッジバスケの

特集を組んだスポーツ雑誌がずらりと並び、スポーツ専門

チャンネルのESPNからはプレシーズン・ランキングTop25が

発表され、スポーツメディア界はカレッジバスケの話題で賑

やかになってきました。 

昨シーズンはトライアングルにある3校（DUKE、NC State、

UNC）が68校で争われるNCAAトーナメント（全米大学選手権）に進出し、UNCがベ

スト8、NC Stateは6年振りのトーナメント進出でベスト16という素晴らしい成績

を残しました。前評判が高かったDUKEは1回戦で敗退してしまい「試合では何が

起こるかわからない」というスポーツの魅力を感じたシーズンでもありました。 

今年の3校はというと、プレシーズン・ランキングではNC Stateが6位、UNCが13

位、DUKEが15位にランクされています。チームの評価はメディアによって様々で

すが、ここに簡単にまとめてみました。 
 

NC Sate：昨年ヘッドコーチが変わり、大躍進をしたNC Sate。昨年の主力メン

バーがほとんど残っており、勧誘にも大成功し、全米トップクラスの新人が3人

加入。今年はリーグ戦でDUKE、UNCを脅かす存在になるのは間違いありません。 

UNC：有力新人が4人加入しましたが、レギュラー5人のうち4人（4年生1人、プロ

3人）が抜けてしまい、厳しいシーズンになるのではないかと予測する人も。そ

れでも13位という評価は、残っている選手と新人のポテンシャルの高さではない

かと考えられます。シーズン開幕までにどれだけチームを再建できるかがカギ。 

DUKE：昨年から抜けたのは卒業した4年生1人とプロに進んだ1人のみ。有力新人2

人が加わったにも関わらず、ランキングが15位というのは評価が低すぎるような

気がします。1年生でチームの司令塔を勤めたAustin Riversがプロに行ったた

め、誰がその穴を埋めるかがカギになってくるでしょう。 
 

今シーズンの3校の開幕戦は11月9日になっています。開幕

戦を迎える前には各校ともエキシビジョンマッチを組んで

いて、公式戦よりも格安で観戦することができます。また

昨年ご紹介したUNCのLate night with Roy Williamsという

バスケのイベントが10月12日に開催されますので、興味が

ある方は会場に足を運んでみてはいかがでしょう。 

(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  
 

「バイリンガル教育」 “Mother Tongue” 
 

「将来は、ヨーロッパに移り住んで、子供を多言語国家で育てて観察して、それ

を論文にまとめるんだ～」という野望を抱いたことがある。自分の子供を何だと

思っているんだ！とお怒りの向きもあるだろうが、当時の自分は子供どころか結

婚相手のアテもなく、もちろんヨーロッパには縁も所縁もなかった。恐ろしいと

いうよりはバカバカしい限りだが、卒業論文執筆に困っていたことだけは事実で

ある。 
 

日本で生まれ育ち、日本語モノリンガルの私は、バイリンガルの同級生たちが心

底羨ましかった。それは「実家が金持ち」というのと同じレベルで、自分の努力

ではどうにも得ることが出来ないステータス。いや、お金は本人次第で後から手

に入る場合もあるので、むしろ「大人になってからピアニストやバレエダンサー

を目指しても、親が幼い頃から習わせていなければ手遅れ」なのと同様、という

べきか。 
 

もちろん、彼らには彼らにしか分からない苦労や努力、悩みがあり、日本人なの

に日本語が弱い人も多かった。就職試験を前に、「モシカシテワタシノニホン

ゴ、ナマッテル？」と真剣な顔で聞かれ、返答に詰まったこともある。また、世

界各地を転々とした結果、どの言語でも自分の心情を正確に表すことが出来てい

ないような気がする、とつぶやいた子もいる。それを「贅沢な悩み」と僻みたく

なるほど、当時の私は切羽詰っていたのかもしれない。 
 

という訳で、私が今さらバイリンガルになることは不可能だが、アメリカで生ま

れ育つ子供には、可能性がある。私の乏しい知識や論文への情熱は、とっくの昔

にどこかにやってしまっていたので、妊娠してから改めて文献を読み漁った。最

近の主流は”one parent-one language”「一人一言語の原則」。さらには”one 

place-one language”「一箇所一言語の原則」。要するに、まずは混乱なく母語

を確立するのが重要らしい。そして、その為にはひたすら話し掛ける必要があ

る…よし。 
 

二年間の純粋培養の結果、息子は日本語だけを話し出した。素晴らしい。だが、

プリスクールでお友達に話し掛ける時も、日本語オンリーである。仕方がないの

で、先生に”oshikko”、”unchi”、”toire”のどれかを言ったらお手洗いに

連れて行って欲しい、とお願いしたら、数ヵ月後にはクラス中の子供たちが「う

んちー」と叫ぶようになっていた。 
 

以来、外界に晒されること数年。英語は着々と息子の脳みそを侵略している。ま

ずい、このままでは折角の日本語が、美しく大切な母語が失われてしまうではな

いか。 
 

「ママー、ぼくのヨーグルトどこぉ？」 

「あった。っつーかぁ、ふた開かないんですけどぉ～」 
 

近頃、息子の日本語がまじヤバイんですけど～、 

元い、ワタクシの母語が非常に危ういのですが。 
 

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 
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研究結果が米国機関にとって有益な場合は交流訪問者ビザや一時就労ビザが必要

となります。 
 

会議：  

科学、教育、専門、ビジネスの会議およびセミナーに出席、発表するために渡米

する場合もB-1ビザが該当します。必要経費以外に謝礼を受ける場合、次の条件

を満たせばB-1ビザを申請することができます。1つの団体あるいは学会での活動

が9日以内であること。団体・学会は、非営利または政府の研究機関、高等教育

機関、非営利組織の関連機関であること。活動はその団体または学会のために行

われること。講演者・講師は過去6ヶ月間に5つ以上の団体・学会からこのような

謝礼や手当てを受領していないこと。ただし、科学技術関連会議に出席するため

にビザを申請する人は、特別な追加書類として、完全な履歴書、全ての出版物の

リスト(該当者のみ)、さらに学校からの許可通知または手紙の提出が必要です。 
 

しかしながら、上記のような活動がB1の商用目的と認められはいるが、最近では

B1ビザの乱用が問題視されています。B1ビザの乱用例として、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、上記の商用目的でB1ビザを申請す

ることにより、本国から米国の平均賃金よりも低い賃金を支給し続けている雇用

主が摘発されます。そのために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、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。 
 

Bビザでアメリカに入国した場合は、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、入国時に目的を偽って入国したと疑

われる可能性があるので注意が必要です。短期滞在の

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、往復の航空券、訪問の終了後は帰国す

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：福岡県北九州市出身、アトランタ在住、

弁護士） 

 
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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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

短期商用・観光ビザ 

 

 

 
 

観光や出張を目的に短期間アメリカに滞在する場合、日本など米国のビザ免除プ

ログラムに加盟している国であれば、90日以内の短期滞在ならビザがなくても入

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ドル支払わなければならなくなりました。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日以上アメリカに滞在する場合は、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、いずれもアメリカ国内で報酬を得てはなりません。 
 

修理技術： 

上記の活動の中でも、修理技術者がB1で渡米する場合は、日本の企業がで販売し

た機械・機器の設置・修理やサービスを行うことが購買契約に明記されていなけ

ればなりません。また、修理などのサービスに対し、米国を源泉とする報酬を受

けることはできません。また、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。 
 

アメリカ人の研修： 

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。 
 

短期研修： 

短期間の研修であればJ-1やH-3などの研修ビザのかわりにB-1短期商用ビザを申

請することも可能です。B-1ビザで研修を行う場合は、研修中も日本もしくは米

国外の企業での雇用関係が続いていること、報酬は米国外の企業から支払われる

ことが条件です。 
 

販売：  

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。 
 

研究者：  

個人で研究することが目的で、米国を源泉とする報酬を受けず研究結果が米国機

関の利益にならない場合はB-1ビザが該当します。米国から報酬を受ける場合や 
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     うちの三男ナーラダのA先生のお話 
 

隣が引越しで大型トラックを借りて荷物をまとめていました。それを

最後まで自分の庭で見つめていたA先生、トラックにすべて積み上げて

出発する頃、彼らは飼っていた犬の縄を解いて、反対側の家を駆け

巡っている間に車を走らせて行ったのでした。置き去り！ 
 

犬や猫を飼う事自体はまったく問題ないと思うし、レインボーフェス

ティバルではかなりの人々が犬を連れていて、彼らの合言葉「Well 

Come Home」と同じぐらいのレベルで犬はシンボルでもあります。年末

3ヶ月ほど店が開くカレンダークラブでも犬のカレンダーは群を抜いて

売れますから、普通のアメリカ人でもたくさん犬好きがいることがう

かがえます。あのフェスティバルでは犬が仰向けになってご主人と

いっしょに昼寝をしているところを見て 

「う～ん、スクービー・ドゥーの世界だ」 

と笑いをこらえるのが大変でしたが･･･。その反面の世界も現実にある。世の中

には自分の感覚を喜ばせることしか考えない人がたくさんいます。興味がなくな

れば「捨てる」。 
 

毎日、学生たちが捨てて出来上がる「山」。そのうちビール缶や未開封のパンに

紛れて自分の部屋で堕ろした赤ん坊を見つける日が来るかもしれません。今時、

姥捨て山はないと思うけど、物理的に目の前からその対象が消えたとしてもそれ

で物事は終わりません。その行為は、「上の人」がしっかり記録して将来に影響

を与えます。時には人間の赤ちゃんよりかわいい子犬や子

猫たち、愛情がなくなれば捨てるのは（首を切り落として

塀の上に飾るよりはましですが）その行為の反動はいつか

自分に戻ってきます。 
 

そのA先生は、アニマルコントロールに電話して引き取って

もらいました。いい飼い主が現れるとよいけど、へたをす

ると「処分」（かなりあいまいな表現ですね、これ）され

る運命が待ってるのでしょう。   

 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、現在は妻と 3 人の子供とともに

Hillsboroughに在住、ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/) 
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ナスでInternational！ 
  

万能野菜であるナスを使った簡単でインターナショナルなレシピを紹介します。

ナスはいろいろな形や大きさのものがありますが、どんなナスでもオッケー。 

ナスは料理の仕方でみんなの大好きメニューに大変身できる便利な野菜です。 
 

イタリア風  

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ニンニクのすりおろしとオリーブオイルを両面に塗る。 

2. 両面が薄くこげる程度に焼き、上にトマトをのせ、さらに10分焼く。 

3. モッツァレラチーズをのせて、バジルの葉を飾ります。 
 

レバノン風 

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ニンニクのすりおろしとオリーブオイルを両面に塗る。 

2. 両面をこんがり焼いてプレーンヨーグルトとレモン汁をかけてミントの葉を添える。 
 

中華風 

1. ナスを1㎝の輪切りにし、ごま油・ホイズンソース・醤油・ニンニクのみじん 

    切りを両面に塗る。 

2. 一味唐辛子を振りかけ両面を色よく焼き、香草を添えていただく。 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住） 

   デュークガーデンでお茶会 
 

デュークガーデン内の茶室で、伝統的な茶の湯のゲストとし

て、安らぎのひとときをお過ごしになりませんか。美しく点

てられた一服の抹茶と和菓子を味わいながら、日本の伝統

美、茶の湯をご堪能下さい。 

 

お客様は、事前にお申し込み頂き、ガーデン内のドリス・デュークセンターにお

集まり頂いた後、茶室へご案内いたします。土曜の茶会は、6才以上のお子様な

ら、ご家族のご同伴での参加が可能です。 
 

秋から冬にかけての茶会の予定は以下の通りです。（各茶会、10名様まで） 
 

・10月20日（土）「秋草の茶会」    10：45am～、1：00pm～ 

・11月 2日（金）「紅葉舞う茶会」  10：45am～、1：00pm～ 

・ 2月 8日（金）「春のきざし茶会」10：45am～、1：00pm～ 
 

 料金：一般＄40、デュークガーデン会員＄30、家族料金 大人/子供＄40 
 

 集合場所：デュークガーデン、ドリス・デュークセンター（駐車券発行有） 

 申し込み：電話 919－668－1707（Sara Smith) e-mail slsmith@duke.edu 
  

茶の湯プログラムに関するお問い合わせ： 

Nancy Hamilton（裏千家講師）nancy.hamilton@duke.edu 
(今シーズンの茶会、プライベート茶会、キンダーから大学まで様々なクラスの

茶室訪問、個人的な茶の湯の研究などのご相談もお受け致します） 

      ごちそうさまぁ～！ 
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秋到来!!天高く馬肥ゆる秋です。気候もよくなって、食べ物もおいしくって、つ

いつい食べ過ぎてしまう季節ですね。今回は食欲に関する表現を集めました。 
 

・おなかがすいてペコペコだよ。 
 I am starving. 
・ご飯がおいしすぎてドンドンお腹に入っちゃう！ 
 This food is so delicious that I can't stop eating it. 
・モグモグしっかり噛んで食べましょう。 
 Let's chew our food well before we swallow. 
・体がポッチャリしてきたよ！ 
  I’m getting chubby. 
・パクパク食べて元気はつらつ！ 
  If you fill the tank up, you will have a lot of energy. 
・お腹がすいてグーグー鳴ってるよ。 
  My stomach is growling. 
・ご飯のことを考えただけで、ワクワクする！ 
  Just thinking about food makes me excited. 
・ホクホクのお芋がおいしいね。 
  Steaming hot potatoes are delicious, aren't they? 
・ふっくら炊き上がったお米 
  Freshly boiled fluffy rice. 

 
 

好奇心旺盛だからか、かなりいろいろな国へ旅している方だ。

図々しいからか、特に不安もなく出て行くのだが、「危なくない

の？」とか聞かれることも多い。 
 

人があまり行かない国であれば、治安の確認には特に念を入れ

る。ガイドブックもいいが、大雑把な確認は、日本の外務省の渡航情報が一番わ

かりやすいと思う。すり・車上狙いから戦闘まで、かなり広範囲で情報がカバー

されており、使いやすい情報だ。ただ、地域により更新が遅い難点があり、特に

治安が改善されている場合の情報は遅い。したがって、行けるかも、と思った

ら、最近の旅行記や現地在住の人のブログをネットで探し、トラブルの記述を探

す。そこから、観光できる状況か否かが見えてくる。 
 

そうして判断して旅に出た後は、後は防犯だ。細かいアドバイスはきりがない

が、私は襲ってもメリットがない、と思われるらしい。いかにも金を持たない風

貌で、大酒も飲まなければ麻薬にも手を出さず、さらに歩きながら周囲を見回す

癖があり、どうもターゲットになりにくいようだ。 
  

治安は一言では片付かない問題だが、情報をきちんと整理して判断し、必要以上

に怖がらず、世界の隅々まで出かけていただきたい。 

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

こんなとき、どう言うの？ 
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ホンダ アール・アンド・ディー アメリカ 

Honda  R&D  Americas, Inc. 

ホンダはバイクの生産から出発し、クルマはもちろん、今では飛行機まで作ろう

としていますが、創業直後からパワープロダクツを生産していることは余り馴染

みがないかもしれません。 

ここSwepsonvilleのホンダの工場（HPE）では、1984年から、家庭用の芝刈り機、

除雪機などの商品、また他社に販売するための単体エンジンを年間百数十万台も

生産しています。主に北米市場向けですが、一部は欧州他にも輸出しています。

そして、これらの商品を開発しているのが、工場に隣接する、我々Honda  R&D  

Americas, Inc. (HRA-N)です。この地でスタートしたのは1993年。ホンダの組織

の常で、生産と商品開発は別の会社となっています。 

ホンダはまたクロスカルチャーの会社でもあります。HRAの「本社」はクルマの開

発拠点のあるオハイオ、そこの社長はアメリカ人です。我々の拠点であるHRA-Nは

日本人駐在員も数名いますが、メインはアメリカ人。コミュニケーションは当然

英語ですが、「おはようございまーす」と挨拶するアメリカ人もいますし、我々

特有の言い回し、いわゆる「ホンダ語」も飛び交い、駐在員のヒドい英語もアメ

リカ人はほぼ完璧に理解してくれます。 

我々が開発している主な商品のひとつが芝刈り機です。手入れのよい芝が豊かな

生活の象徴となった戦後間もない頃から、北米では芝刈り機が毎年500万台も販売

されています。GDPの7割という個人消費市場の大きさを実感します。 

気持ちのいい夏の日、庭の芝をキレイに刈って、その匂いとちょっと肉体労働を

した、という達成感に浸りながら飲むビールは格別です。また、幌馬車に乗り、

あらゆる道具と機械を駆使して広い国土を開拓した働くアメリカ人を少し身近に

感じる時でもあります。 

ということで、芝刈り機をお求めの際は、是非ホンダを！他社よりちょっと高い

かもしれませんが、Consumer Report誌で連続してBest/Best buy を獲得している

性能と品質は折り紙つき。量販店ではHome Depotのみで販売しています。 
 

（BOON：東京出身、Durham在住、Honda R&D Americas. Inc. Vice President） 

 

会社名：Honda R&D Americas, Inc. North Carolina 

所在地：3601  . Hwy. 119, Haw River, NC 27258 

連絡先：336-578-6400 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 
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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 

       Bottle of Water  
 

今回の探偵団は、Bottle of Waterに挑戦しました。 

水の違いが本当にわかるのかと、ふたを開けてみるまでドキ

ドキハラハラでしたが、飲み比べていくうちに、｢甘い｣｢硬

い｣｢臭い｣などなどのいろいろな発見が出てきました。水の

種類は多く3つに分かれます。 
 

1) Pure Water：蒸留水→脱イオン水/イオン交換水/逆浸透膜水 

2) Natural Water：スプリングウォーター、ミネラルウォーター、地下水 

3) その他：スパークリングウォーターなど 
 

1) 蒸留によりバクテリア、ウイルス、微生物などを完全に取り除いているの 

   で、時間がたっても品質は変わりません(未開封時)。この種類での探偵団お 

   勧めは「Le Blue」。無臭で味は優しく、やわらかめですが濃い感じです。 
 

2) 天然水の中でもミネラルが少ないのがナチュラルウォーターです。特定の水 

   源から採水された地下水。ろ過、沈殿、加熱殺菌以外の処理をしていませ 

   ん。ミネラルウォーターは、ナチュラルウォーターが地中でミネラル分の溶 

   解したものです。お勧めは「FIJI」です。豊富で有用なミネラルを大量に含 

   んだ弱アルカリ性のまろやかな味わい。「Deer Park｣もお勧めです。癖がな 

   くマイルドでスーッとなめらかにのどを通ります。 
 

3) スパークリングウォーターとは、天然の炭酸を含むミネラルウォーターを指 

   します。運動をすると酸素と脂肪が燃焼しますが、それと同時に乳酸という 

   疲労物質が発生します。スパークリングウォーターはこの乳酸を中和する働 

  きをし、最近注目されています。お勧めは｢ペリエ｣。天然の炭酸ならでは 

   の濃密で強く刺激的な泡の爽快な飲み口。「サンぺリグリーノ」もさっぱり 

  していて爽やかな刺激がおいしく、イタリア料理にとてもよく合います。 

おいしいも
探
偵
団 

        ほっこり 温っか 「とんこつラーメン」はいかが？ 
 

NCではなかなかおいしいラーメンに巡り会えないとお嘆き 

のあなた！Raleighにある日本食レストランの「わらじ」が 

おいしい本格的とんこつラーメンをメニューに加えました。 

大きなチャーシューが入って二重丸。これは太鼓判です。 
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ローリー日本語補習学校 古本市のお知らせ 
 

 日時：12月8日（土）10:00～12:00 

 場所：Our Lady of Lourdes Catholic School  

       （日本語補修学校）カフェテリア 

  住所：2710 Overbrook Dr. Raleigh,  NC 27608 

  問い合わせ：admin@japanschoolraleigh.com 

 

ゴルフクリニック＠ Pinewild CC of Pinehurst 
 

全米オープンの予選会場としても有名なパインワイルドが 

日本人を対象とした2日間の集中クリニックを行います。 
 

パインワイルドのGolf Academyは、専用のドライビングレンジ、

バンカー、グリーン、練習用コースを持ち、PGA、NIKEなどの

Academyが毎年開催されています。整った環境と熟練プロ・コーチ陣で、習熟度

の高い効率的なカリキュラムです。フルスウィングばかりでなく、Stand  

Play、Pitching 、Chippingなどの技術も習得します。ゴルフクリニックという

とある程度技術のある方を対象にした本格的なトレーニングのイメージがあるか

も知れませんが、この企画は日本人ばかりなので、あまり緊張する事もなく、正

しいスウィングを身につけることが出来、初心者の方にもお勧めです。 
 

大まかな日程は、午前中Academy専用の練習場でそれぞれのスウィングをデジタ

ルビデを使ってチェックしたり、バンカーショットやパターの練習を行い、昼食

を挟み、午後は個々のレベルに合わせてパインワイルドの48のホールを使って

コースを回ります。インストラクターは、先日PGA Wyndham Championshipにも参

加したPinewild専属のプロが当ります。参加者はリピーターも多く、Raleigh、

Charlotteの他SCのFlorence、Fort Millからお越しいただいて日本人社会の交流

にもなっています。今回参加できない方は、次回の参加をお待ちしいます。 
 

 日程：10月13日（土）～14日（日） 

 費用：$360（代金に含まれるもの…ゴルフレッスン料、昼食2回分、Digital 

     Video Analysis、コースプレー・グリーンフィー） 

  お問い合わせ/申し込み:  

       Pinewild Country Club 今井 電話：800-826-7624   

    Email: charley@pinewildcc.com 
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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  

 

在アトランタ総領事館からのお知らせ 
 

不法移民取締法最新動向に関するセミナーおよび 

サウスカロライナ交響楽団定期演奏会のご案内 
 

在アトランタ総領事館は、来たる10月13日に、移民法や米国滞在査証に関するセ

ミナーを開催します。米国南部における移民法強化により、注意を要する点など

を現在活躍中の大蔵昌枝弁護士（三角横丁の執筆者でもあります）にお聞きしま

す。セミナーのあとは、サウスカロライナ交響楽団による定期演奏会も行われる

予定ですので、ご興味のある方は是非お越しください。 
 

開催日時：10月13日（土）セミナー  2:30pm～5:30pm 

            コンサート 6:30pm～ 

開催場所：サウスカロライナ大学ミュージック・アンド・アーツ  

     University of South Carolina 

          School of Music, Room 232 

          813 Assembly Street, Columbia, SC 29201 

詳しい案内：http://www.atlanta.us.emb-japan.go.jp/nihongo/fuhouimin.pdf 

 

 

 

 

 

 
NU Techラウンド・テーブル －診断技術・分子標的治療編－ 

10月 4日（木）、NCリサーチ・トライアングル・パーク

（RTP）にあるNCバイオテクノロジー・センター（NCBC）に

て、NU Tech主催のラウンド・テーブル－診断技術・分子標

的治療 編－が開催され、多くの方にご参加頂きました。患

者ひとりひとりに合わせた免疫治療法の開発で有名なRTP内

の企業、Argos Therapeutics社からCharles Nicolette博士

をお招きしての基調講演に続き、名古屋大学、ウェークフォ

レスト大学再生医療研究所(WFIRM)、ノースカロライナ大学

チャペルヒル校、そしてノースカロライナ州立大学の研究者達に最先端の研究成

果を発表して頂きました。様々な大学や企業からの研究者、起業家、その他大勢

の方々にご参加頂き、盛況のうちに第3回ラウンドテーブルを終えることができ

ました。遠路はるばるご来場頂いた皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げま

す。今回のラウンドテーブルの詳しい結果は

NU Tech内ホームページにてご報告させて頂

いております。ぜひ御覧下さい。  

http://www.nutechtransfer.org 

また来年、新しいテーマで皆様と再びお 

会いできるのを楽しみにしております。 
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NC State U. ジャパンセンターからのお知らせ 

KOTO PERFORMANCE お琴の演奏会 
 

下記の要領でお琴の演奏会を行います。 

演奏は、講師と生徒8人によるもので 

これまで練習してきた成果を発表いた 

します。 

どうぞ日本の美しい音色を楽しみに 

いらしてください。 

 

       記 
 

日時：11月4日（日）10:00～12:00 

場所： NCSU Japan Center 

住所：705 Barbour Drive. Raleigh NC 

当日は簡単な飲み物やスナックを用意します。 
 

お問い合わせ・質問等はジャパンセンターまで。 

Japan Centerの問い合わせ先：919-515-3450  

Ackland Art Museum—A season of Japan‘日本の季節’Fall 2012 
 

UNCのキャンパス内にあるAckland美術館ではこの秋に「日本の季節」と題して

様々な日本に関係した催しが行われます。子供から大人まで楽しめる企画がいっ

ぱいです。芸術の秋にふさわしいイベントです。是非足を運んでみてください。 

場所：101 South Columbia Street  Chapel Hill, NC 27599 

ホームページ：www.ackland.org 

予約：acklandRSVP@unc.edu 
 

子供向け 

･11月3日（土）文化の日10:00AM-5:00PM日本の美術鑑賞、体験ワークショップ、 

 俳句、折り紙や盆栽。無料 

･10月28日（日）11月25日（日）家族向け、特に4歳から8歳向け。2時から家族向 

 けのツアー。3時から本の読み聞かせ。その他体験アクティビティー。無料。 

･11月10日（土）12月8日（土）10:30AM－12:00PM10歳から13歳向け。実際にアー 

 ト技術を学び、指導のもと自分でアート作品を作る。 

 予約は、Caroline Culbert  culbert@unc.edu まで。会員無料、非会員$5。 
 

音楽 

･10月21日（日）2:00PMトライアングル太鼓のパフォーマンス。無料。 

･11月18日（日）2:00PM「音樹会」による琴、ビオラ、フルートの演奏。無料。 
 

映画 Varsity Theater 

･11月1日（木）7:00PM 「はだしのゲン」鑑賞 

･11月8日（木）7:00PM「乱」鑑賞 
 

この他にも、講演会など興味深い催しが数多く用意されています。 

詳しくは、上記のホームページをご覧ください。 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

ヘアーカット：Caryにある自宅でヘアーカット致します。料金は$25、子供は年

齢×$1。西海岸で経験有。515-517-3957、mikiwilliamsen@hotmail.com みき 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
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  

 

掲示板を利用したい方へ 
 

三角横丁では、掲示板に載せる情報を常時受け付けています。興味のある方は、

sankakuyokochou@gmail.com まで、e-mailでお気軽にお問い合わせください。 

mailto:culbert@unc.edu
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10月～11月 トライアングルの イベント・スケジュール

♪音樹会♪ 
 

音樹会は、お琴・フルート・ビオラによる音楽アンサンブルです。この秋、音樹会では、

次の4つのコンサートを予定しています。興味のある方は是非お出かけください。 
 

①10月12日（金）0:30-11:30日米交流会 ②10月28日（日）Gregg Museum Opening Cere-

mony ③11月4日(日）Japan Center ④11月18日（日）Ackland Museum (③④本誌p.6参照) 

      コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス

10/19-10/20 Brahms ' Second Symphony PECPA

10/20-10/28 A Balanchine Celebration PECPA

10/30-11/4 Jersey Boys  (Mus ica l  ) DPAC

11/6-11/11 Catch Me If  You Can(The Mus ica l ) PECPA

11/9 Mozart's  'Prague' Symphony PECPA

11/23-11/25 The Nutcracker(  The Bal l et) PECPA

11/29 Clay A iken DPAC

11/30-12/1 Mess iah(Symphony) PECPA

12/4-12/9 Mi l l i on Dol l ar Quartet (Symphony) DPAC

12/6-12/12 A Chri s tmas  Carol  (The Mus ica l ) PECPA

      ファミリー/子供向けイベント

10/11-10/21 North Carol i na State Fa i r 2012 North Carolina State Fairgrounds

10/20 Hi l l sborough Fresh Roots  Festi va l Downtown Hillsborough

10/26-10/27 Hal l oween Twi l i ght Tours Old Salem Museums and Gardens 

10/31 Hal l oween Carniva l Carrboro Town Commons

11/14-11/18 Al i ce i n Wonderl and Titmus Theatre, UNSU

11/15-11/18 Disney On Ice - World of  Fantasy Greensboro Coliseum

11/27-12/2 Shrek  The Mus ica l PECPA

12/1 Heart of the Holidays Celebration Dowtown Cary

12/5-12/9 Disney On Ice - Rock in' Ever After PNC Arena

      その他のイベント

10/23 Miami  Heat vs  Charlotte Bobcats  NBA Pre-Season PNC Arena

10/23-10/27 Reel-l y Scary Cary F i lm Series Koka Booth Amphitheatre

10/26 Haunted Twi l i ght Tour of  Downtown Cary (age 13＋） Page-Walker Arts & History Center

11/3 Cape Fear Ki te Festi va l Wrightsville Beach

11/8-11/18 Southern Conference Men\'s  Soccer Championship WakeMed Soccer Park

11/16-11/17 Durham Art Walk  Hol i day Market Durham Arts Council,

12/14 Duke Homestead Chri s tmas  by Candlel i ght Duke Homestead State Historic Site 

      日本人関連イベント

10/12 音樹会コンサート(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

10/20 秋草の茶会 Duke Garden

10/28 日本人会秋のピクニック Wi lson Park

11/2 紅葉舞う茶会 Duke Garden

11/9 感謝祭ディナーの講習&試食(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

11/30 アメリカのフォークダンス体験 Japanese Bapti s t Church

12/9 クリスマスパーティ(子供同伴可) Japanese Bapti s t Church

1

下線は、皆さんに是非行っていただきたい楽しい注目イベントです！ 

1  
♪ 
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盗難にあったりした場合、口座のお金が一瞬で消えるので、注意が必要です。ただ、

VISAやMasterのマークがついているデビットカードの場合、レジで「クレジットカードでお

願いします」と言えば、クレジットカードとして扱ってくれ、デビットカードで払う余計な手数

料を払わなくてすみます（支払期限内にクレジットの返済をすることが必要です）。 
  

Grace PeriodとAPR 

クレジットカードのGrace Periodとは、請求書の〆から支払い期限までのこと。一括支払

いすれば金利が付かない期間を指します。つまり、毎月の期限までに一括で支払って

いれば利息は付かない、という訳です。このような使い方をすれば、クレジットカードはま

さに現金の代わりで余分な出費はありません。 

とはいっても、たまには支払いが遅れたり、手持ちが足りなかったり…ここで気になるの

がAPR（年利）。最初の3ヶ月は利息なし、などのキャンペーンもありますが、期間が終わ

れば当然、利息が発生します。クレジットカードの年利は平均で16％前後。毎月、支払

い最低額だけを返していたら、あっという間に借金が膨れていきます。 
  

キャッシングにはご用心 

クレジットカードで現金を引き出せるのがCash Advanceと呼ばれるキャッシングサービ

ス。カードローンなのでもちろん返す必要があるのですが、なんと20-25%という高年利。

その上、Grace Periodはなし、つまり借りた時から利息が発生します。手数料も必要で、

おまけに銀行のATMを使ったりしたら、自行以外のカードということで銀行からも手数料

が。緊急時以外は避けるのが賢明ですね。 
  

必要ならはDispute（異議申し立て）を 

成りすましや盗難が増えているこのご時世。利用状況を頻繁に確認し、使った覚えのな

いものや、手元のレシートと金額が異なるものなどについては、カード会社に連絡し、異

議を申し立てることが必要です。通販で買った商品が届かず、相手と連絡がとれない、

などの場合にも、disputeの手続きを取ることができます。今さらですが、サインする前に

金額の確認を忘れずに。レシートは持ち帰りましょう。 

また、盗難、紛失の際には速やかに発行会社に連絡を。不正使用を防ぐだけでなく、免

責のためでもあります。家の中にあるはずなのに見つからない、新しいカードにするの

はちょっと…と思ったら、一時的に利用を止めることもできる場合もありますので、躊躇し

ないこと。 
 

そしてもちろん、ご利用は計画的に！クレジットカードを持っているとお金が無限にある

ような錯覚をしてして余計な出費をしてしまうこともあるので注意！欲しいものだけでな

く、必要なものを買うことを心がけ、楽しくスマートにキャッシュレス生活を送りましょう。 

  
 
 

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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アメリカ キャッシュレス生活  
   

アメリカ生活に必要不可欠なものの一つがクレジットカード。勧誘の手紙 

に埋もれそうなほど、たくさんの会社の様々なカードが存在します。便利 

なのは？お得な使い方は？今回は、クレジットカードについての話です。 
  

まずは初めの一枚から 

クレジット歴がないとカードは作れず、カードがないとクレジット歴は作れず…というジレ

ンマに陥った人も多いのでは？TargetやGapなど、リテール系カードは、基本的にその

会社でしか使えず限度額も低いので、入会審査が比較的緩いといわれています。その

ため、クレジットヒストリーの足りない人には、作りやすいカードです。中でもTargetの

REDcardは、買い物が5%オフ、オンラインショッピング送料無料とお得です。Targetに限

らず、日頃よく利用するお店のカードを調べてみるとよいでしょう。一般にクレジットカー

ドにはVISA、Master Card、Discover、American Express、Diners Clubなどの種類があ

り、VISAとMasterはほぼどこでも使えるので一枚持っていると便利です。 
  

ポイントを貯めてキャッシュバック 

年会費なしでキャッシュバックの得られるカードが多くなりました。アメリカでは、小額でも

カード支払いOKのお店が多いため、こまめにポイントを貯めることが可能。”Up to 5% 

Cash Back”と謳っていても、実際にはガソリンは2%、グローサリーは5%、その他は1%、と

いうように細かい条件があることが多いようです。 
  

マイルを貯めて航空券に 

頻繁に飛行機を利用する場合は、航空会社系のカードに絞ってマイルを貯めるのも楽し

みの一つ。JALやANAもドル建てカードを発行しており、空港や機内の免税品の割引が

あったりします。しかも、アメリカでのクレジット歴がない人も日本の情報を考慮に入れて

入会審査する、とのことで渡米したばかりの人には朗報ですね。ただ、航空会社系カー

ドは、意外に年会費が高いこと、マイルを使用するためには手数料や税金がかかること

などがあり、あまり飛行機を利用しない方にはお薦めしません。 
  

旅行や日本の通販で使いたい 

アメリカ発行ドル建てカードを使う時に気になるのがForeign Transaction Fee（外貨取引

手数料）。最近の円高に加え、1-3%ほど上乗せされて頭に来た人も多いはず。今のとこ

ろ、Capital Oneなどが手数料なしで頑張っているようです。また、逆にこの円高を利用し

て、円建てカードでアメリカドルのお買い物をするのも一つの方法ですね。 
  

ゴールド？プラチナ？ブラック？ 

世の中には招待制プレミアムカードがあり、限度額無しでお城でも買えるという噂も。そ

んな特別カードは無理でも、ひとつ上のステータス、いわゆるゴールドカードなら入手も

可能。例えば、American ExpressやDiners Clubでは、ショッピング・プロテクションが桁違

い。空港ではラウンジも利用でき、コンシェルジェ・サービスも充実しています。ただし、

審査基準も厳しく年会費も高いので、セレブ気分はさておき、それだけの価値があるの

かどうか、利用するサービスから冷静に判断する方がよいかもしれません。 
  

それはクレジットカード？デビッドカード？ 

スーパーマーケットなどのレジでCash Back（現金引き出し）ができるのは、デビットカー

ド。VisaやMasterのマークが付いていても、本来のクレジットカードとは違います。デビッ

トカードを使用すると、全額がその場で銀行口座から引き落とされるので、残高を超える

買い物や引き出しはできないのが普通。散財が心配な人にはぴったりですが、万が一、 
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第18回婦人会はジャザサイズに

挑戦でした。ジャザサイズとは

曲に合わせて踊るフィットネス

プログラム。曲が変わるたびに

振りも変わり、ストレッチ中心

から段々と強度が増し、最後は

筋力運動と軽いストレッチで終

了。内容は参加者の様子に合わ

せて変えていきます。今回は初

心者クラスに参加しました。ダ

ンス終了後は皆さん汗だく。少

しダイエットになりましたね。

今回、参加できなかっ読者の方

に嬉しいお知らせ！最初のトラ

イアウトを$5で試すことが出来

ます。詳細は以下まで。 
Jazzercise of Chepal Hill and Dur-

ham   www.jazzercise.com 

akoonce@nc.rr.com(Ann Koonce） 
 

第19回婦人会の予定 
 

次回の婦人会は｢皆で感謝祭ミー

ルを楽しんじゃおう!｣です。各

自タッパーウエアをご持参の上

お越しください。                                                                         

日時:11月2日（金）                                      

場所：Chapel Hill                                      

費用:未定 RSVP:10月26日                                      

申し込み：                                                              

荒竹 yaratake@email.unc.edu                               

天野 yokoamano2000@gmail.com 

トライアングル 

婦人会 
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春香の妹： 

明日香 14才 

では、今から 
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編集後記：大統領選、白熱してますね。4年に一度の

オリンピックと大統領選。興奮はそれだけじゃなく

て、京都大学の山中伸弥教授がノーベル医学生理学

賞、そしてDuke大学のRobert J. Lefkowitz教授が

ノーベル化学を受賞! もう目が離せないことばかり

です。三角横丁も読者の皆さまにご紹介したいもの

がいっぱいありすぎて今回載せられなかったものが

いくつもありました。オタコンインタビュー（続

編）もそのひとつ。次回をどうぞお楽しみに!（お） 



 

30  三角横丁2012年10-11月号 
 

 

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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Nippon Club of The Triangle 
日本クラブだより 

 

2012 The International Festival of Raleigh 
  

9月28、29、30日の3日間、ローリーのコンベンションセンターでインターナショ

ナルフェスティバルが開催され、日本クラブも例年通りCultural Exhibitionと

メインステージに参加しました。今年のテーマは「A Defining Moment in His-

tory」。長い日本の歴史の中で「Defining Moments」といえる出来事はいくつも

ありますが、今回は第二次世界大戦後の数十年を最も変化の大きかった時期と捉

え、それを大衆（特に女性）の日常着が和服から洋服に変わっていった事実を通

して伝えることにしました。以下は当日配ったハンドアウトからの抜粋です. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

戦争による壊滅的な打撃を受けた日本は、敗戦後はアメリカを主とする連合国か

らの援助に頼ることになります。食料など様々な物資不足、衣服不足により、そ

れらを闇市でも入手できない立場の大衆は、1948年からGHQの放出衣料による古

洋服の着用を始めました。これにより「占領軍ファッション」として中古アメリ

カ衣料への傾倒が起こり、いわば戦後初めての流行感覚が生まれます。 
 

ナイロンをはじめ化学繊維を使用した衣服が作られ始めるのは1951年頃になりま

す。日本の繊維産業はすべて手探りの状態から、ポリエステルやレーヨンなどの

化学繊維の開発、製造を始めました。1953年には、当時ヨーロッパで隆盛を極め

たフランス人デザイナーのC・ディオールが来日し、海外ファッションの導入が

始まりました。しかし実際は基本的に注文品で、いわゆるオートクチュールでし

たので、大衆の手には入りにくいものでした。1958年には、同じくフランスの

P・カルダンが来日。一転して量産のプレタポルテの時代が到来します。当時、

オーダー服と量産既製服の占める割合は7対 3程度にまでなっており、この後

1960年代以降から衣料の大量消費の時代が始まることになりました。 
 

以降、化学繊維を中心とする繊維産業の飛躍的

発展によって戦後の乏しい衣料時代は過ぎ去

り、1970年代頃には、既製服への依存は必須と

なりました。技術の進歩による大衆消費社会の

到来、経済成長に伴うテンポの速い生活様式へ

の変化と女性の社会進出、そして西洋文化の流

入により、日本における女性の日常服は、和服

から洋服へと変わっていったのです。 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

このように、日常服からは和服がほぼ消えたのとは対照的に、冠婚葬祭の場面で

は和服を着る習慣が戦後も消えることなく脈々と受け継がれています。現在、和

服は特別な日のおしゃれ着として、新たなアレンジを加えた形で流行の兆しを見

せています。戦後の混乱期、その後の高度経済成長と急激な変化の時期を過ぎ

て、日本人が日本文化を見つめ直す時期が来ているのかもしれませんね。 
 

今回のフェスティバルではCultural Boothのディスプレイに加え、浴衣の着付け

と書道での名前書きも行いました。どちらにも連日多くのお客さんが詰めかけ、

日本文化が人々に愛されていることを実感することができました。 

 (広町織絵：群馬県出身、Cary在住、日本クラブ・ディレクター) 
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!!Hot News!! 

大統領選挙はもうすぐ！ 
 

アメリカ大統領選挙は11月6日に行われます。選挙は、何人か候補者がいます

が、現在の大統領である民主党のバラク・オバマ氏と、元マサチューセッツ州知

事で共和党のミッツ・ロムニー氏の対決となることは明白です。 
 

9月に、ロムニー氏の政治的失言が大きくマスコミで報じられ、オバマ氏リード

と予想されました。しかし、10月3日に行われた第1回ディベートでは、ロムニー

氏が、経済問題や健康保険問題などの重要な政治課題でうまくオバマ氏をかわ

し、人気を挽回。これにより、二人の争いはますます接戦の様子を呈していま

す。この後、まだ2つのディベートが残っていますし、10月13日には2人の副大統

領候補によるディベートも行われ、それらが選挙に大きく影響してきます。 
 

大統領を選ぶのに、アメリカでは「Electoral College(選挙人団）」と呼ばれる

システムを用います。投票は州ごとに集められ州ごとに結果を出します。国全体

で各大統領が実際に獲得した得票数で選ばれるのではありません。そのため、

Swing Stateと呼ばれるいくつかの州の動向に大きく左右されてしまうことがあ

ります。Swing Stateとは、民主党と共和党の支持がほとんど同じくらいで、ど

ちらに軍配が上がるか微妙な州です。例えば、オハイオ州、フロリダ州、そして

ノースカロライナ州などがそれにあたります。2000年に行われた大統領選挙で

は、フロリダ州の600人の投票結果がすべてを決定付けることになりました。 
 

既にほとんどの人はどちらに投票するか決めていると考えられますが、まだ浮動

票があり、その票を得るために、両陣営は最後まで力を注ぎます。全体から見る

とわずか1%という浮動票が生死を分けることも考えられるからです。誰が大統領

になるかまだわかりませんが、アメリカには経済問題をはじめとする課題がたく

さんあるので、各候補が選挙までどのような考えを示していくのか、アメリカ国

民だけでなく世界中の人々から注目を浴びることでしょう。 

ゴルフトーナメントで井上憲哉君優勝！ 
 

「第37回AAベスト30チャリティーゴルフトーナメン

ト（アメリカン航空主催）」がニュージャージー州

のロイスブルック・ゴルフクラブで9月1日から3日間

開催され、総勢87人のゴルファーが熱戦を繰り広げ

ました。強豪並居る一般部門で見事優勝を飾ったの

は、弱冠16歳の井上憲哉君でした。彼は、普段は

UNCSAで音楽を勉強する高校2年生。初日に75のベス

トスコアで首位に立ち、2日目は3打差の2位につけ、

白熱する最終日、強風の中で上位が次々と調子を崩す中、逆転首位となり、初出

場で史上最年少優勝を決めました。「NYに住んでいた頃、Best 30 Golfでお父さ

んの応援に来ていました。いつか自分も参加したいと思っていましたが、初回参

加で優勝出来て嬉しいです。お父さんがキャディーをしてくれ、緊張の中にも愉

しく競技が出来ました」と井上君。今大会での収益金は、NY日系人会を通して東

日本大震災の被災者に送られます。（まつこ：山形県出身、Chapel Hill在住） 
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4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 

GLOBAL MART 
 

Food from China,  
Japan, Korea, US,  
and much more! 

 

日本の食材や調味料、

アジアの食材を豊富に

リーズナブルな値段で

ご提供させて 

いただいております。 

 

Restaurant 
Buffet 

 

Choose  3 items 
Only $5.99 

 

店内の 

カフェテリアで 

美味しいお食事を 

楽しみながら 

ゆっくりおくつろぎ

いただけます。 

 
 

 

“Moon Cake
s” 

（月餅） 

Now on Sale! 
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NCトライアングル・トライアッド地域情報誌 

2012年10月（第28号）澄んだ空気が気持ちいいねの巻 

三角横丁編集部発行 
e-mail: sankakuyokochou@gmail.com  10・11月号 

ついこの間まで汗が止まらなかったというのに、急激な寒さに驚く朝晩も多くな

りました。季節の移り変わりの早さに追いつかない自分がいて、追い立てられる

ような気持ちで長袖の上着を羽織り、ふっとため息をつく日々。そんな中、行く

季節の名残りのように、家の庭に植えたほおずきが遅い実をつけました。この間

までの季節を名残惜しんでいるかのようです。朱い実はとても鮮やかで濃い色を

しています。しかし、色づき始めた木々の葉とも何の遜色もなく馴染んでいて、

なんだか微笑ましくて手にとって玄関に飾ってみました。ほおずきは、英語では

Chinese Lantern Plantと呼ばれ、時間をお

くと外側の朱色の皮の部分が、葉脈だけ残っ

て透明で美しいかさのようになります。中に

残ったまん丸の実は、そのままのホッとした

暖色、幼いころ炬燵の中で見たオレンジ色の

暖かさを彷彿とさせます。オレンジ色のラン

タン？そういえば、もうすぐハロウィーンで

す。今年はどんなコスチュームにしますか。

訪ねて来る子供たちの仮装が楽しみですね。 

ホットニュース････････････････････２ 

日本クラブだより･････････････････３ 

アメリカキャッシュレス生活････････４ 

Japan Center･･･････････････････６ 

UNC・Ackland Museum････････････６ 
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