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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。 

 
 

この季節にピッタリの 

鍋料理の材料を 

豊富に取り揃えました。 

是非お立ち寄りください！ 
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人間は無いものねだりなのでしょうか。寒い季節に欲しくなるもの、それは、やは

り暖かいもの。グツグツいう土鍋を囲んで、汗をかきながら食べるお鍋は、なんと

いっても日本の暖かさを身をもって感じる幸せな時間でもあります。中身はあまり

気にしません。白菜と何かあればいい。さつま揚げなどのおでん種でもいいし、魚

介類や肉でもいいし、野菜やきのこ類でもいい。味付けも、味噌でも醤油でも塩で

も、京都風のダシでも、今流行りの

豆乳でも構わないのです。要は、温

かく湯気が立っていること。皆でひ

とつの鍋をつつき合い「熱っついね

え～」と笑い合いながら、ホフホフ

して口に入れることで、どんな冬の

寒さをも全く別のものにしてしまい

ます。日本の冬は、手足がかじかむ

ような辛さも、どんな季節よりも

ほっこりしたものに変えてしまう不

思議な魔法を持っているんですね。 
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!!Hot News!! 

カレッジ バスケットボール 
 

選挙での戦いが終わり、これからは大学対抗のバスケットボールの

戦いの季節です。今のところ、トライアングルにある大学は、いい

線を行っているようです。最初の月の試合を終えた状況は、Dukeが

地元では一番調子がよく、既に強豪といわれる3校から勝ち点を上げ、ナショナ

ル・チャンピオンシップに向けて突き進んでいます。NCステイトは、新しく優秀な

選手をチームに入れたことで注目されていますが、既に2回の負けなので、この先

に期待をかけたいところです。UNCは、今年の6月に、何人かの選手がプロに転向し

て抜けたため、新しいチームの立て直しを図っています。この新しいチームの活躍

がどうであるかが、これからの試合の行方を左右するでしょう。Wake Forestも、

昨シーズン以来、チームの立て直しをしていて、今シーズンはまだ調整中の様子で

す。バスケットボールのファンならずとも、興奮冷めやらぬ季節です。皆で、トラ

イアングルにある大学が、来年の1月から始まるACC（the Atlantic Coast Confer-

ence)で大きな活躍をすることを期待して、一生懸命応援していきましょう。 

選挙結果 
 

11月6日の選挙で、民主党のバラク・オバマ氏がアメリ

カの大統領として再選を果たしました。選挙日までは、

民主党のオバマ氏と共和党のロムニー氏は、とても接戦

の様相を呈していましたが、蓋を開けると、選挙人団

（Electoral Collage)は、オバマ氏が332票、ロムニー

氏が206票で、オバマ氏がかなりリードしていました。

この選挙を決定づけたのは、激戦区といわれる11の州（Swing States:オハイオ

州、フロリダ州、バージニア州、コロラド州など）の結果です。11のSwing States

のうち、10の州でオバマ氏が勝利しました。しかし、Swing Statesの中でも、ただ

ひとつの州、ノースカロライナ州だけは、僅差で共和党のロムニー氏に軍配が上

がっていました。 

民主党は、上院（US Senate)での議員を増やしたことで、主導権を握っていくこと

ができるようですが、下院（House of Representatives）は、また共和党の勢力が

強く残っているので、これからこの二つの政党による摩擦は避けられず、これから

2年間、新しい法案を巡ってどのようになっていくのかが注目されます。 

現在、財政問題がアメリカにとって最も大きな課題となっていますから、この問題

が2013年からの重要な課題であるのは確かです。財政問題について、民主党は、増

税による収入を考えていて、共和党は、健康保険や年金などの社会福祉制度を縮小

することによって収入を増やそうとしています。 
 

ノースカロライナの州レベルでは、共和党のPat McCrory氏が州知事に選ばれ、

2013年1月から登庁し、現在の州知事でNC初の女性知事であるBev Prudue氏から知

事職を引き継ぎます。副知事には、共和党のDan Forest氏が氏名されました。選挙

の結果、NCでは上院、下院とも共和党主導による政治が行われて行きます。 
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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 

 

  

4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 
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==トライアングル茶の湯クラブの紹介== 
 

今回は、日本クラブ傘下の同好会「トライアングル茶の湯クラブ（TCC）」の活動

をご紹介します。 
 

トライアングル地区にはいくつか茶道を教えている教室もありますが、TCCは教室

ではありません。メンバー同士で茶の湯を楽しみあい、また茶の湯の心をアメリ

カ人に知ってもらうことを通して文化交流をはかろうというグループです。した

がって日本クラブのホームページのクラブ紹介には、「日頃の雑事をほんの一時

忘れて、静かな茶の湯の世界に浸りませんか。流派にとらわれず、経験のある方

もまったく経験の無かった方も一緒にお稽古をしたりお抹茶をいただいたりしま

す。また、茶の湯の紹介に出向いたりもします。」とあります。 
 

発足は2003年です。ずいぶんいろいろな方がメンバーになりました。日本でお茶

をされていて、まさかノースカロライナでまたお茶のお稽古ができるなんてと喜

ばれた方もいました。茶の湯の経験がなく、お抹茶は敷居が高いと思っていた方

が、すっかりその考え方を変えて虜になってしまった方もいました。また、時に

は違う流派の方々が一緒に席に会し、日本ではありえないような経験を楽しんだ

りもしました。 
 

コミュニティー活動にも参加しています。今年はパインハーストのリタイヤメン

トホーム、ウイルミントンのアゼリアフェスティバル、学校などで茶の湯の紹介

をしています。つい先日も表千家の中西先生と一緒に、ウィンストンセーラムに

ある美しいウェークフォレスト大学まで出向き、そこの日本語を学んでいる学生

50人ほどに茶の湯の紹介をしてきました。また、日本文化を楽しんでいただこう

とお筝の知巳先生にもゲストとして加わっていただきました。 

生徒さん方には持ち込んだ畳や障子ついたての

前でお抹茶を点てる経験もしていただきました

が、参加者の一人ポリティカルサイエンス専攻

のシンシアさんが後でその時の経験を大学の

ニュースに紹介しています。その中で当日の

「一期一会」とあった 掛け軸の言葉に触れ「私

たちは未来にばかり目を向け、今を大切にする

ということを忘れがちでです。この一期一会が

茶の湯の心であることがよくわかりました」と

述べています。 

茶の湯クラブに参加したい方や問い合わせ等は

triangle_nippon_club@yahoo.comまでe-mailでご連絡ください。 

（岩島好子：愛知県出身、Raleigh在住、日本クラブ役員） 
 

日本クラブでは12月22日(土)に年末もちつき大会を企画しています。詳細は折込

フライヤーを参照してください。また1月20日(日)にはトライアングル地区の日系

団体合同の新年会も企画しています。詳細は近日中に日本クラブのウエブhttp://

trianglejapanclub.orgに載りますのでお楽しみに。 

Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
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ブラックフライデーから始まったホリデー商戦も佳境に入り、クリ

スマスショッピングに余念のない方も多いことでしょう。駐車場も

モールも激混みだし、外は寒いし、出かけるのも億劫。そんなあな

たの味方は、オンラインショッピング。さぁ、暖かい部屋でコー

ヒー片手にお買い物へGO！ 

 

ぞくぞくとアメリカ上陸中 

日本で身近だった企業が、次々とアメリカに進出しています。代表選手が「無印良

品」と「ユニクロ」。どちらもニューヨークなどに実店舗がありますが、独自の通

販サイトを立ち上げて、品揃えが豊富になりました。国内発送なので、送料が安く

済むことも嬉しいです。冬の必需品、ヒートテック腹巻き（”Body Warmer”だそ

うです）も手に入ります。洋服のサイズ表示が日本とは異なりますので、確認した

方がいいでしょう。 
 

日本からのお取り寄せ 

「グローバル化」を合言葉に海外に発送してくれる会社も増えました。書籍や衣

類、食品まで、大抵の物はオンライン通販で手に入ります。色々な店舗・商品を一

度に見られるのが、ご存知「楽天市場」などの総合マーケット。運が良ければ送料

無料キャンペーンを利用できることも。ただし、全ての会社が海外発送に対応して

いるとは限らず、お店によっては日本国内発行のクレジットカードでないと受け付

けない場合もあるのでご注意を。 
 

日本限定、でもどうしても手に入れたい！ 

お気に入りのお店が海外発送をしてくれない…。そんな時に便利なのが「転送サー

ビス」。日本国内に倉庫を持つ会社があなたに代わって商品を受け取り、海外に発

送してくれるというサービスです。海外への送料に加えて手数料が発生しますが、

日本の親や友達にそうそう甘えていられない、という場合にはぴったり。複数のお

店で買ったものをまとめて発送してくれたり、買い物自体も代行してくれたり、少

しずつサービス内容が異なりますが、「海外発送代行」「海外転送」などのキー

ワードで探せばたくさん見つかりますので、ニーズに合わせて選択できます。 
 

たまには贅沢 

クリスマス・お正月に向けてアラスカ直送のシーフードはいかがでしょう。キング

クラブや鮭、ホタテなど、豊かな海の幸がクリック一つで届きます。中でもアンカ

レッジのFavcoには日本食部門があり、日本人の好みにマッチした商品を取り扱っ

ています。お刺身はもちろん、西京味噌漬けや白子まで揃っているのが驚きです。 

日本へのギフトを揃えたカタログもいろいろ手に入ります

が、その中に、アメリカ国内向けの商品が含まれているこ

とにお気付きですか。お漬物や梅干などの故郷の味から最

新家電製品まで、なかなかの品揃え。豪華なおせちセット

をオーダーし、トライアングルで味わう「日本のお正月」

もよいものです。 

 

オンライン ショッピング 
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トライアングル 

婦人会 
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クリスマスはもうすぐ！ 今年は何をもらえるかな～？ 

編集後記：毎年この時期になると思うのは、1年がなんと早く過ぎてしまったのかという

こと。自分が歳を取ることには麻痺してしまったので、それはいいとしても、やはり、今

一度、年頭に計画したことの達成度を確認をしないと、この先も同じことの繰り返しにな

るのではないかと不安。でも、なんとか三角横丁は無事発行し続けることができました。

お手伝い下さった方、読んでくださった方、今年もありがとうございました！（お） 

 

 

 
 
第19回婦人会では、感謝祭の料

理作りに挑戦しました。チャペ

ルヒルにお住まいのスーザンさ

ん宅で、ターキー、スタッフィ

ング、パンプキンパイを作りま

した。パンプキンパイはパイ生

地も最初から手作りし、失敗し

ないコツを教わりました。出来

上がった後は、少し早いサンク

スギビングディナーを楽しみま

した。 
 

第20回婦人会の予定 
 

日時：1月29日（火）11時半～ 

場所：メキシカンレストラン 

   「El Coyote」 

3801 Wake Forest Rd.  

Suite 102 Durham, NC, 27703 

費用：$5～$10 (参加人数によ

り変わります) 

RSVP:1月25日 
 

荒竹yaratake@email.unc.edu 

天野yokoamano2000@gmail.com 
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12月～1月 トライアングルの イベント・スケジュール

      コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

12/14-23 The Nutcracker PECPA 

12/15-16 A Christmas Carol DPAC 

12/21-22 Holiday Pops/A Pink Martini Christmas Meymandi Concert Hall 

12/21 Moscow Ballet's 'Nutcracker' War Memorial Auditorium 

12/18-23 Nutcracker (バレエ） PECPA 

12/29-30 Carolina Ballet's The Nutcracker DPAC 

1/10 Four Seasons (Classical Music) Memorial Hall, UNC 

1/8-13 Jekyll & Hyde (Musical) DPAC 

1/11-12 Four Seasons (Classical Music) Myemandi Concert Hall 

1/18 Willie Nelson & Family （Country Music) DPAC 

1/18-2/3 NERDS (Musical Comedy) PECPA 

1/19 Justin Bieber 'Believe Tour' Coliseum Arena 

1/25-26 Beethoven's Fourth Symphony Meymandi Concert Hall 

      ファミリー/子供向けイベント 

12/8 Music Fun with NC Symphony Marble Kids Museum 

12/12-21 Santa Train Museum of Life & Science 

1/5 Tales of Enchantment (子供向け音楽） Meymandi Concert Hall 

2/12-17 Mary Poppins DPAC 

     その他のイベント 
12/23まで Hill Ridge Farms 703 Tarboro Rd, Youngsville 

12/8 The Chapel Hill-Carboro Holiday Parade Franklin Street 

12/1-1/26 AT & T Raleigh Winterfest (スケート） City Plaza/Downtown Raleigh 

12/14 Duke Homestead Christmas Candlelight Duke Homestead 

12/15 Nutcracker on Ice （スケート） Triangle Sportsplex 

12/31 First Night Raleigh 2013 Downtown Raleigh 

2/9 Krispy Kreme Challenge NCUS Belltower 

      日本人関連イベント 
12/8-9 Holiday Express (太鼓パフォーマンス） Pullen Park 

12/22 日本クラブ主催「年忘れ餅つき大会」 Japan Center 

1/11 茶道体験（子供同伴可） Japanese Baptist Church 

1/13 さくら新年会（トライアッド地区） Starmount Forest C.C. 

1/20 第7回日本関連4団体主催「新年会」 Sarah P. Duke Gardens 

1/25 日本料理 講習/試食（子供同伴可） Japanese Baptist Church 

2/7 NC州知事公邸見学（子供同伴可） Japanese Baptist Church 

2/8 春のきざし茶会 Duke Garden 

 ♪ 

 

 PECPA：Progress Energy Center for the Performing Arts 

  DPAC: Durham Performing Arts Center   
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地元のお店も負けてない 近くても通販で 

トライアングル地区には、カカオ豆の買い付けや焙煎から自前で行っている、手

作りのチョコレートショップがいくつかあります。例えば、Escazu Artisan 

ChocolateとVideri Chocolate Factory。どちらもRaleighダウンタウンの工房

で、オーガニックのカカオ豆を厳選して丁寧に作ったチョコレートを販売してい

ます。もちろんオンラインショッピングも充実しているので、ダウンタウンの駐

車場に悩む必要はありません。 
 

オンライン・オフラインのハイブリッド 

この季節、クリスマスの靴下の隙間を埋めるための小さな贈り物、”Stocking 

Stuffers”があちこちで売られています。小洒落た品が揃っているのが、”

Container Store”。パソコン周りのお役立ち雑貨や、可愛い文房具、トラベル用

品など、$10以下の楽しい小物が溢れています。こちらの通販は、電

話やFaxからでも注文可能。しかも”Click & Pickup”というサービ

スを利用すると、通販で買った商品をお店で受け取ることが出来て、

もちろん送料はかかりません。家具などの大型商品は送料が高くなり

がちなので、かなりお得です。 
 

さて、海外から輸入する場合、皮革製品などは関税のために非常に高くつくこと

があります。また、食料品は輸入禁止になっていることもあるので、調べてから

注文した方がいいでしょう。従来の肉製品などに加え、現在、日本からの食料品

には原子力発電所事故に係る輸入制限が掛かっている場合があります。知らずに

購入して没収されると、期待した分がっかり感が大きくなってしまいます。 

注文してから届くまでのわくわく感もオンラインショッピングならではの楽し

み。世界のどこかからトライアングルへ。どんなお店に出会えるのかも楽しみで

すね。 
 

参考サイト 

無印良品 (http://www.muji.us/store) 

ユニクロ (http://www.uniqlo.com) 

楽天市場 (http://www.rakuten.co.jp) 

Favco Inc. (http://www.favcoinc.com) 

Escazu Artisan Chocolates (http://www.escazuchocolates.com) 

Videri Chocolate Factory (http://viderichocolatefactory.net) 

Container Store (http://www.containerstore.com) 
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ローリー日本語補習学校ニュース 
 

 

〈2013年度 新入生・編入生の募集について〉 
 

ローリー日本語補習学校では、2013年度の新入生・編入生を募集しています。入

学・編入を希望される方は、1月11日（金）午後3時半までに、必ず事務局に電話

かメール等でお申し込みください。お申し込みされた方は「入学説明会」にご参

加いただき、その後、面接をしていただくことになります。 
 

＊「生徒名・生徒生年月日・保護者氏名・電話番号・メールアドレス」を別途HP 

 にあるフォーマットを利用してお知らせ下さるとありがたいです。 
 

事務局連絡先：電話 919-787-1300、E-mail admin@japanschoolraleigh.com 
 

 

○募集対象：2013年度の幼稚部年中（2008年4月2日～2009年4月1日に誕生）から 

      高等部3年生までの全学年 

 

〈2013年度 入学説明会 要領〉 
 

○説明会の会場：Our Lady of Lourdes School 

                2710 Overbrook Dr. Raleigh, NC 

                案内地図はホームページのマップの欄に掲載してあります。 
 

○説明会開催日：2013年1月19日（土）当校カフェテリアにて 

        受付開始 8:45am ～ 

        説明会  9:00am ～ 10:00am 

                面接   同日10:30am ～ 

 

○申し込みに必要な書類（3種類）は、ローリー日本語補習学校のホームページ 

 （www.japanschoolraleigh.com）の「学校案内」の中にある「各種届け出用 

  紙」からダウンロードし、ご記入の上、説明会当日にお持ちください。 

  (様式 1、10、11） 

 

＊面接の際に、お子さんの日本語能力が当補習学校の授業を受けるのに不十分で 

 あると判断された場合は、入学をお断りすることもあります。 
 

＊幼稚部の入園について 

 幼稚部（年中・年長組）の定員は24名です。 

 説明会申込者を含む入学希望者が定員の24名を超えた場合は、兄弟が在学して 

 いる人の入学が優先となり、その後は受付順となります。尚、兄弟が在学して 

 いても1月11日までにお申し込みがなく、定員を超えてしまった場合は、入学 

 待機となります。 

 
http://www.japanschoolraleigh.com 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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。510-517-3957、mikiwilliamsen@hotmail.com みき 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

レストラン人材募集：日本人シェフ見習、マネージャー見習求、男女不問。和風

イタリアンレストラン samurai-tateyama@hotmail.com 電話919-695-5657 立山  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

通訳派遣：病院診察・学校の先生との面談等、短時間の通訳業務に対応いたしま

す。 問い合わせ：oshigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
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:3BR、2BT、2Car Garage、車がなくても大丈夫！徒歩でお買い物が自

由にできます。閑静なコミュニティーに位置します。sales@realtytriangle.com 

掲示板のご利用について 
 

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。 

 

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！ 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 
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ゴルフクリニック＠ Pinewild CC of Pinehurst 
 

10月13日、14日の週末2日間、日本人向けゴルフ・クリニックが、

パインハーストのパインワイルド・カントリー・クラブで行われ 

ました。  
 

初日はFull Swingを中心にレッスンが行われ、ビデオカメラで撮影した参加者一人

一人のスウィングを特殊ソフトで映像解析をし、スウィング時の体の動きをチェッ

ク、肩、腰の入り方、腕の位置、コックの状態などの改善点の指摘を受けました。

ドライビングレンジでは、各自の問題点をインストラクターに見てもらい、必要に

応じて練習用の器具を使ったりして弱点の修正を行いました。昼食を挟んで、午後

はコースを回っての実践です。パインワイルド･カントリー・クラブは、2つのチャ

ンピオンシップコースに加え、9ホールのPar 3コース、さらに練習用の3ホールが

あるので、各々のレベルに合わせ、初心者でもいきなり本格的なチャンピオンシッ

プコースを回らずに練習をすることが出来ます。18ホールを回った後も、夏時間で

まだ日が高いため、気力のある人は他のホールを回ったり、再び練習場に戻ってス

ウィングのチェックなどをしていました。初日の終了後、ほとんどの参加者は近く

に宿泊を取っていましたので、各々気の合った仲間と夕食に出掛け、夜遅くまでゴ

ルフ談義に花を咲かせていたようです。 
 

2日目は軽いウォーミングアップの後、グループを少人数に分けてスコアーメイク

のためのレッスンでした。コースマネージメントでは、プロと一緒に練習コースを

回り、コースに合わせたクラブの選び方、目標の定め方、100ヤード内のショート

ゲームなどのコース攻略法を学び、一方、グリーン周りでは、バンカー･ショッ

ト、チップ＆ラン、グリーン上でのパターの打ち方、狙い方など、いろいろな状況

での打法を学びました。 
 

名物となった2日目の日本食ランチ。今回は、Raleighにある日本食レストランの

「わらじ」のご協力で、カツカレーと牛丼に舌鼓をうちました。 

食後は再びコースを回りました。コースに出るといろいろな状況に遭遇しますの

で、実際に教わったことを確認できました。 

そして、2日間の楽しかったレッスンを終え、来春のクリニックでの再会を楽しみ

に各々帰路につきました。 
 

次回のゴルフクリニックは3月30日、31日に開催予定です。 
 

(Pinewild Golf責任者: Charley Imai) 
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ジャパンセンターからのお知らせ 
 

 

 

NCSUジャパンセンターでは、12月8日から2月28日まで、冬の展示を行いま

す。1月12日のレセプションには、二人のアーティスの作品を音楽と共に

ご紹介いたします。皆さま、どうぞお誘い合わせの上、ご来場ください。 
 

Naomi Writzさんは、地元Durhamのアーティストです。今回は彼女の2種類

のプリントワーク（木版画と写真）の作品を展示いたします。 

Earl Rasmussenさんは、Goldsboroのアーティストです。木のターナー

（ろくろのようなもの）でいくつかの部分を作り、それで作品を製作して

います。今回は、彼の作品から小さな容器から大きな容器まで展示いたし

ます。 

Yoko Cardenasさんは、Goldsboroのミュージシャンで、レセプションにお

いてピアノの演奏を披露いたします。 

Naomi Writz 

 

Earl Rasmussen 
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東芝グローバルコマースソリューション社 

Toshiba Global Commerce Solutions, INC. 

今年8月、Research Triangle Parkに新たに「東芝グローバルコマースソリュー

ション社（以下、TGC）」が誕生しました。TGCは、ともに40 年以上にわたり流通

システムをリードしてきた IBMリテールストアソリューションと東芝テックの統合

により誕生した、いわば長い歴史を持つフレッシュな会社です。 
 

TGCがどんな会社かをひとことで言えば、「POS システムとソフトウェア、流通業

向けアプリケーションをトータルでご提供する最も新しいリテールソリューショ

ン・ベンダー」です。 
 

TGCは、東芝テックが約80％を出資する東芝グローバルコマースソリューション・

ホールディングス社（本社：東京）のもと、世界各国の事業を統括するヘッドク

オーターの役割を有するとともに、世界最大の市場である米国における販売拠点で

もあります。IBMの旧リテールストアソリューションはPOSシステムのシェアでは米

国内はもちろんグローバルでもトップのポジションにあり、世界各国で信頼の厚い

商品やサービスを提供してきましたが、新生TGCとなった今も、引き続きお客様か

ら愛される企業であるよう従業員一同改めて気を引き締めて業務にあたっていま

す。 
 

今後も、これまで両社で培ってきた経験、ノウハ 

ウ、将来を見据えた製品ポートフォリオやグロー 

バル体制を統合強化することで、流通業の将来を 

形作るイノベーションに取り組んでいきますので 

よろしくお願い申し上げます。 

（河合浩史） 

 
Toshiba Global Commerce Solutions 
 

3039 Cornwallis Road 
Research Triangle Park,  
NC 27709 
Phone: 919-543-3263 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 
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     クリスマスを演出する 

      アロマセラピー 
 

 

人をお迎えする機会が増える季節ですね。家全体を同じ香り

で演出するのも統一感がありますし、一箇所だけ香りのス

ペースがあるというのも素敵です。 
 

アロマポットを使っての拡散が最も手早い方法ですが、アロマポットがなくても、

下記に示したような方法がありますので、是非お試しください。とても優雅な気持

ちになれます。。 
 

★お掃除で水拭きをする際、水に精油を数滴入れるだけで、ほこりや家のニオイ 

 を消し去り、ほのかで心地よい香りを残せます。 
 

★マグカップなどの器に60−80℃のお湯を8分目まで入れ、精油を1-2滴たらして 

 香りをくゆらせます。 
 

★容器にベーキングソーダを入れ、精油を数滴たらし竹串などでかき混ぜます。 

 香りがなくなったら再びかき混ぜるか精油を足してください。使い終わったも 

 のは掃除の時などに利用できます。 
 

クリスマスに合うおすすめの精油 
 

フランキンセンス（乳香):キリスト誕生の際に賢者が贈ったとされる。聖水の香 

りでとても落ち着くお香系の香り。 
 

サイプレス:クリスマスリースを作るのにも用いられる常緑樹で檜に似た香り。 
 

シダ−ウッド:西洋杉とも呼ばれる。ベース系の落ち 

着いたウッディ系の香り。 
 

ベンゾイン:甘いバニラのような樹脂系の香り。 
 

（Yoko Grunberg（Fujiwara): 秋田県出身、Cary在住、 

 ジュエリーデザイナー、アロマセラピスト） 

 

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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         ●ビューティーアドバイス● 
 

一日にたくさんの新しい命が誕生し、たくさんの人々が去っていく

この世の中。新しい人間が成長し、新しい物を開発し、時代が変

わっていくのがこの人間社会。人間というのは、体によいものを開

発しながら、悪いものも開発する動物。コンピューター社会が進むにつれて、ハッ

カーが存在するのがいい例ですよね。美容業界もそうです！ 肌に良いものがこの

一分一秒の間に開発されていている裏で、利益ばかりを気にした悪くって便利な物

を開発し、平気で化粧品の成分に混ぜていきます。パラベンなんかはいい例です。

パラベンは、発癌性があると言われている保存料です。特に、脇の下のデオドラン

ト（スプレーも含む）は、乳癌を引き起こす可能性もあるので注意が必要です。パ

ラベンはとても便利で、生産コストも下がり、企業の利益に繋がるため、未だに使

用が中止されていません。このようなものは市場にたくさん出回っています。 
 

さて、最近注目されているヒアルロン酸について皆さんはご存知ですか？ヒアルロ

ン酸は体の中に存在するもので、水の1000倍の保湿があるといわれ、特に老化防止

の原料として使われています。体に存在するものといってもピンとこない方も多い

かも知れません。手の甲をつまんでちょっと持ち上げてみて下さい。その山の中腹

部分がヒアルロン酸です。皮膚の表面のすぐ下にコラーゲンと一緒に存在します。

ご自分の手とお子さんの手を比べてみるとわかるかと思いますが、高い山が出来る

のは、加齢によるヒアルロン酸の減少です。そんなヒアルロン酸配合の化粧水や美

容液等を使う際に注意しなくてはいけないのが、パラベンの使用です。ヒアルロン

酸は高価で敏感な原料で、商品保存に気を使います。メーカーは、便利で安い保存

料パラベンを使用し、手ごろな値段で市場に流します。上記に述べた通り、パラベ

ンは発癌性がある怖い保存料です。 
 

今まで気にしていなかった化粧品の成分ですが、よく見ると？怖い成分がたくさん

使われています。いくら安全なケミカルでも、使用のし過ぎは危険です。アレル

ギー反応を起こす事もあります（尿素も注意です）。化粧品は、成分の確認をし、

特にケミカルは知識を持って使用しましょう♪ 
 

ご質問等はお気軽にどうそ。chika@greenteaspa.net  
 (Chika Orcutt:Green tea Spa/ Licensed Esthetician  www.greenteaspa.net) 

 
 

 

NC Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 
 

フェイシャル、ケミカルピール、ボディラップ、アイラッシュエクステンションなど、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    

(919) 830-2388  (日本語専用 )  

www.greenteaspa.net 
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    AAA（トリプルエー） 
 

 

知っていましたか？AAA（トリプルエー）に入っていると、交

通違反で弁護士を利用したときに弁護士料金の一部を払戻し

てもらうことができます。飲酒運転などの悪質な違反を除き、弁護士を立てて交

通違反のチケットに抗弁した場合、1年1回まで、ベーシックメンバーは$50まで、

プラスメンバーは$100まで、AAAから払戻しを受けることができます。 
 

チケットや弁護士との契約書、弁護士が裁判所に出廷したことを証明する書類な

ど、必要書類をそろえて裁判の日から60日以内に提出することが条件です。 

実際の手続きの詳細は、877-282-3682にご連絡ください。なお、そういう事態に

遭遇しないことを願っていますが、過失致死の場合

は、$225まで（プラスメンバーは$500まで）払戻し

を受けることができます。 

 

インターネット参照：NCのAAAメンバーのページ。

「http://carolinas.aaa.com/Membership」→

「Benefit of Belonging」→「Member Guide」 

 

（ギルバート順子：Advance在住、米国公認会計士、翻訳者） 

 
   

  さくら新年会のお知らせ 
 

歌、踊り、抽選会ありの楽しい新年会です。一緒にアメリカで

日本のお正月をお祝いしましょう。「さくら新年会」はトライ

アッド地区の日系人を中心とした新年会ですが、トライアング

ルの方でも参加ご希望の方がいらっしゃいましたら、お問い合 

わせください。 
 

 日時：2013年1月13日(日曜日）         

    1:00pm ～ 4:30pm 

 場所：Starmount Forest Country Club 

       1 Sam Snead Dr. 

       Greensboro, NC 27410 

 会費: $30 (確定ではありません) 

 予約: 2013年1月初旬までにお申し込みください。 

       Tom & Seiko Adachi 

       住所 107 Manchester Place 

           Greensboro, NC 27410 

       電話 336-855-9154   

トライアッドかわら版 

http://www.greenteaspa.net
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永住権を取得した方が、次に考えるのは米国市民権の申請でしょう。米国市民権の

申請は、企業スポンサーにより永住権を取得した場合は、永住権取得から米国内で

の滞在期間が最低5年間、米国市民との結婚により永住権を取得した場合は米国内

での滞在期間が最低3年間経ってから申請することができます。永住権を取得して

から海外で過ごした期間は換算されませんので、この期間は米国滞在日数から差し

引かれます。市民権の審査期間は、現時点においてはおよそ1年ほどかかっていま

す。 

 

申請者は、市民権申請時に最低18歳であることが条件で、申請を行った後に英語の

語学テスト（読み・書き・会話）と米国の歴史や政府に関する基本的な知識テスト

があります。申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合、もし

くは申請時に55歳以上で永住権取得から15年以上経過している場合は、英語の語学

テストは免除することが許されていますが、米国の基本知識テ

ストは受けなければなりません。しかし、この場合、基本知識

テストは英語以外の言語で受けることができます。 また、申

請者が65歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合

は、同様に英語の語学テストは免除され、米国の基本知識テス

トも簡略化されたものを受けることができます。 

 

尚、18歳から26歳の誕生日までの期間に米国市民権や永住権を保持した男性、もし

くはその他合法的非移民ビザ以外の滞在資格で米国に滞在した男性には、兵役登録

の義務があります。登録を怠った場合、市民権や米国の連邦政府や州政府の奨学

金・助成金を申請できないことがあります。従って、兵役登録義務がある期間に登

録を怠っていても、市民権申請時に26歳以下であれば、直ぐに兵役登録を行えば、

市民権の申請を行うことができます。兵役登録を怠った場合、自分が登録を行わな

かった理由書を市民権申請書類と一緒に提出します。事情によっては、兵役登録義

務を免除される場合もありますので、登録免除の可能性があるか事前に専門家に相

談した方がよいでしょう。（義務兵役サービスに関する詳細は、次のウエブサイト

を参照のこと http://www.sss.gov/）  

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

米国市民権の申請 

 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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7月末にボルチモアで行われたアメリカ東海岸最大級のアニメフェスティバル、オ

タコンの様子を8月号に書きましたが、誌面の都合で載せきれなかったゲストへの

取材の内容を追加掲載します。三角横丁がインタビューを試みたのは何人かいます

が、その中でも二人の若い声優さんに注目しました。 
 

平野綾さん 

平野綾さんは、「涼宮ハルヒ」という人気アニメの主人公

「ハルヒ」の声を担当しています。まだ24歳（2012年7月のオ

タコン開催時点）の綾さんですが、既にアメリカのアニメ

ファンの間では有名人で、オタコンでは大きな会場でソロコ

ンサートを開き、溢れんばかりの観客を前に、ハルヒの主題

歌を始めとするたくさんの曲をダンスと共に披露し、日本だ

けでなくアメリカでも人気アイドルの貫禄でした。インタ

ビューには、かわいい浴衣姿で現れ、とても丁寧に話をして

くれました。アメリカでのアニメ熱に少し驚いているようで

したが、アメリカのアニメファンは、漫画本よりも、ゲームから興味を持ち始める

人が多いようだという感想を述べていました。留守中、家に残してきた2匹の猫を

お父さんが見ていてくれているという話から始まり、普段の綾さんのことや、小さ

い頃のことなども話してくれました。綾さんは、小さい頃は、本を読んだりして家

で静かに過ごすのが好きで、おとなしく人前に出るようなタイプではなかったので

すが、劇団に入ったことから少しずつ人前に出る機会が多くなったそうです。今で

も、それほど積極的なタイプではないのだそうですが、「ハルヒ」がとても元気な

女の子で、その声の役をやることによって、自分も元気をもらうことができるのだ

そうです。玉川大学芸術学部に在学中に、このハルヒ役から火がついて、とても売

れっ子の声優になり、大学を中退しましたが、これからは声優、女優としてますま

す活躍していきたいと抱負を語ってくれました。 

OTAKON オタコン 201２ OTAKON 

柿原徹也さん 

西ドイツ生まれの日本人である徹也さんは、18歳までドイツで過ごし、ドイツの教

育を受け、ドイツ語、英語、日本語を流暢に話す若い（2012年7月の時点で29歳）

声優さんです。三角横丁として興味を持ったのは、なぜ徹也さんが、ドイツから日

本へ行き、声優という職業についたのかということでした。 

ドイツの教育は厳しく、5年生から「進学クラス」と「職業クラス」に分かれ、一

度決まるとクラス替えもなくずっと同じクラスメートと13年生まで過ごすそうで

す。徹也さんは「進学クラス」に入ったものの、刺激のない単調な日々にだんだん

飽き、唯一の楽しみは、日本のおばあちゃんが時々持ってきてくれる日本の漫画本

だったということです。日本への憧れは漫画から始まり、日本文化へ及び、いつか

日本に行きたいと思いを馳せるようになったのだそうです。大きくなるにつれ、両

親の生まれた国、日本への憧れはますます募り、18歳になったある日、日本への脱

出を試みます。それは、言葉を変えれば「家出」でもありました。でも、それは逃

避ではなく、日本で声優・俳優として成功するというの夢を追うものでした。それ

以来、ドイツには帰らず両親とは会っていないそうですが、自分の夢を絶対に叶え

ることを信じて後ろを見ずに生きているそうです。今現在、声優として成功し、ま

さに夢を実現しているその行動力に感動しました。 

http://www.sss.gov/


 

22  三角横丁2012年12月号 

      ごちそうさまぁ～！ 
 

 

 

 

 

そのままかけてよし、漬け込みにもよし、オイルを足してドレッシングにしてもよ

しの優れものです。すりおろした玉ねぎがほどよく素材とからみ合って、いい具合

に。作ってすぐに使ってもいいのですが、一晩置くと味が練れてまろやかになりま

す。 

-材料- 

 玉ねぎ………1個 

 米酢、醤油…各2/3カップ 

-作り方- 

1. 玉ねぎは縦半割にしてすりおろす。 

2. 玉ねぎと米酢と醤油を混ぜる。 

  密閉容器に入れて冷蔵庫で1ヶ月くらい保存可能です。 

  ごま油を足して中華風に、ナンプラーを足してエスニック風に、オリーブ油 

   を加えて地中海風に、と色々な料理に活用してください。 

《応用編》レンジ蒸し・切り身魚のかけだれ 

白身魚に酒、胡椒、塩で下味をつけラップをして4～5分を目安にしっかり火が通る

まで加熱して下さい。玉ねぎソースにオリーブ油とレモンを加え、ミニトマトとク

レソンを添えて少しオシャレなおもてなし料理にいかがでしょうか。 

その他、お豆腐と茹でたもやしに玉ねぎソースと豆板醤、ごま油を混ぜ合わせ中華

風サラダに。お酒のおつまみにもイチオシです。 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭） 

 
 

◇冷え症対策：ニラ雑炊◇ 
 

冷え性対策に効果のある寒い季節に特にオススメしたいメニューです。 

-材料- 

白飯２杯、塩小さじ1、生姜1切れ、牛乳1カップ、卵2個 
 

-作り方- 

1．ニラを４ｃｍ長さに切って生姜と土鍋に入れその上に白飯をほぐして入れる。 

2．１に牛乳を加え、煮立ってきたら中火にしてゆっくりと煮る。 

ご飯が柔らかくなったら塩で味をつける。 

仕上げに、溶き卵を全体にかけ、半熟程度に蒸らす。 
 

ニラ：温性、胃液の分泌を促し、血をさらさらし、強壮作用がある。 

牛乳：気力を補って、増血作用がある。 

卵：滋養強壮作用、精神安定作用、増血作用がある。 

 

◇万能玉ねぎソース◇ 

（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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さて、永住権を保持しつづけるか、市民権を申請するかの判断材料として、それ

ぞれの長所と短所を挙げてみます。グリーンカード保持者は米国大使館でビザを

申請する必要がないため、日米間の行き来が比較的自由に行えますが、その半

面、再入国許可証を申請せずに長期間米国から離れると、永住の意思を失ったと 

みなされ、永住権を取り消される可能性があります。市民権保持者にはそのよう

な制限はなく、米国を長期不在にすることがあっても、再入国許可証を申請する

必要はありません。また、永住権保持者は米国を離れている期間が長くなればな

るほど、米国に永住する意思を証明するのが難しくなるため、再入国許可証の延

長申請が難しくなります。従って、米国を５年以上離れる予定がある場合は、米

国を離れる理由を考慮し、永住権と市民権のどちらが妥当かを判断をした方がよ

いでしょう。また、市民権保持者は永住権保持者のように、引越しを行うたびに

移民局への住所変更届けを提出する必要はありません。（住所変更届に関しては

次 の ウ エ ブ サ イ ト を 参 照 の こ と https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?

action=coa）市民権保持者は直近の家族（Immediate Relatives）の永住権をスポ

ンサーすることができるのも大きな利点でしょう。また、市民権保持者には選挙

権が与えられ、連邦政府機関への就職も可能で、さらに夫婦間の相続税も節税で

きるなど税金対策にもなります。しかしながら、注意すべき点は、日本政府は二

重国籍を認めていないため、米国の市民権を取得することにより日本国籍を喪失

する可能性があることです。日本国籍を喪失すると、日本には外国人として入国

することになるので注意が必要です。 

（大蔵昌枝：長崎県出身、アトランタ在住、弁護士） 
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大学受験パート２ 
 

前回では大学受験に必要な書類を中心に書きましたが、今回は合格を確実にするた

めにはどんな準備が必要なのかを書きたいと思います。 
 

合格を確実にするためには、SAT/ACTの点数は高いにこしたことはありません。そ

れぞれの学校には合格圏内の点数の目安があるので、合格するためには、少なくと

も点数は合格圏内に入っていることがとても重要です。それぞれの大学側の目安と

なる点数は、大学が発表している場合もありますが、市販されている大学案内の本

にも書かれています。しかし、これはあくまでも目安なので、毎年若干点数は変わ

り、注意が必要です。 
 

次に大切なのは、やはり高校の成績です。高校の成績（前号参照）も内申点のよう

に点数で表されているので、これももちろん高い方が有利です。ただ、点数の他に

もどんな科目を履修したか、大学側は見ているようです。APと呼ばれる大学レベル

の科目を高校時代にどれくらい勉強したかが重要視されているようです。 
 

そして難関のアイビーリーグ*と呼ばれる大学を受験したり、奨学金に応募したり

する場合には、今までにどんなExtracurricular activity（課外活動）をしたか

が重要なポイントになります。理由は、アイビーリーグを受験する高校生のSAT/

ACTや高校の成績はほとんど満点に近いからです。そして、大学側にしてみれば、

勉強だけしてきたガリ勉タイプの高校生よりも、課外活動を通して幅広い経験をし

たことがある学生を入学させたいからです。課外活動の種類は学校内と学校外に分

けていろいろとあります。学校内では、生徒会の役員をするとか、スポーツチーム

に属しているとか、コーラス、オーケストラ、バンドなど音楽関係のアクティビ

ティーをするなどが挙げられます。学校外では、ボランティア活動や教会関係のア

クティビティーなどがあります。アメリカでは特にリーダーシップが大切だと考え

られているので、それらの活動をリードする立場にいると大学側の評価はさらに高

くなります。 
 

アメリカ人の友達から聞いたことがありますが、アメリカには、子供を難易度の高

い大学に入学させるためのコンサルティング会社があるそうです。その会社では、

私立の小中高選びから、どんな課外活動に参加したらよいかもアドバイスをくれま

す。そして、長い夏休みの期間、どのようなキャンプに参加したら入試に有利かも

教えてくれます。そのコンサルティング会社では、子供が生まれたらすぐに入会す

る両親が多いそうです。生まれたばかりの赤ちゃんでも、大学入試が終わるまで丁

寧に相談にのってくれるそうです。一体コンサルタント料金がいくらなのか興味深

くありませんか？ 
 

*アイビーリーグ：校舎が古くツタ（IVY）で覆われていることが多いのでこの名  

前の由来になった。ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大

学、ハーバード大学、プリンストン大学、ペンシルベニア大学、イエール大学がア

イビーリーグに含まれる。 

（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） 

 

三角横丁2012年12月号  21 

 
 

日本のおいしさをお手軽に！ 
 

ステーキ丼・うなぎ丼 

チキンプレート・巻き寿司・カレー 

焼きそば・お子様弁当などいろいろ！ 

ケータリングにも対応 
 

月～金 11:00— 20:00 

土 12:00—20:00 日祭日休業 

http://www.teriyakin.com 
10970 Chapel Hill Rd. #112 

Morrisville, NC  27560 

☎ 919-443-2279 

 

 
 

冬の寒さに負けない冷え症対策 
 

寒い冬がやってきましたが、冷え症の人にはつらい季節ですね。東洋医学では冬を

「収蔵の季節」と呼びますが、寒さに負けず健康に過ごすためには、体を温める食

べ物や睡眠をたっぷりとって、体にエネルギーを蓄えることが大切です。 
 

冷えが悪化すると万病のもとに 

自然のサイクルに合わせて生活をするのが、東洋医学の基本的な健康法です。冬は

エネルギーを蓄えておく「収蔵の季節」で、冬の寒さに対抗するには、まず人間も

十分に陽気をとっておくことが健康の秘訣です。 

特に注意してほしいのがダイエット。動物たちも寒さに備えて冬毛に生え変わった

り、脂肪を蓄えたりするように、冬のダイエットは効果が上がらないだけでなく、

自然の摂理に反する危険な行為です。きちんと食べて、適度の運動を心がけましょ

う。 
 

冷え症によくあるのが血行不良です。血液循環が悪くなることで体の末端まで血液

が行き渡らなくなり、手足が冷える状態になるのです。他には貧血傾向、機能低

下、エネルギー不足などが原因にあげられます。 

血行不良を改善するためには、体を温めて新陳代謝を活発にする必要があります。

冷たい飲み物や生野菜など体を冷やす食べ物をなるべく避けて、温熱性の牛肉やラ

ム、ニラ、生姜，ニンニク、玉ねぎなどを食べることが、体を温

めて、血の巡りをよくする効果へとつながります。手足が冷えて

眠れない時に、生姜汁と黒砂糖をお湯で溶いた物を飲むと体が温

まります。黒砂糖は血行促進、増血作用がありますから、ぜひ料

理にも使ってみましょう。(次のページの「ごちそうさま～！」に

冷え性対策に有効なレシピがあります。） 

（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢方

薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務） 
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Straw Valley Café ストローバリー・カフェ 
 

住所：5420 Durham-Chapel Hill Blvd. Durham NC 27707  

☎(919)403-2233    

ホームページ: http://strawvalleycafe.com 

内容：アーティステックな隠れ家的カフェ 

営業時間：月～水 8am-10pm、木～土 8am-11pm、日 9am-9pm 

 

 

 

 

 

静かな空間で落ち着いてコーヒーを楽しみたいのに、そういうカフェがない･･･。

そんなふうに思ったこと、ありませんか？ BGMの音量が大きすぎたり、お客さん

の出入りが頻繁すぎて落ち着かなかったり、近くに座っている人たちのお喋りが

うるさかったり。このカフェはそんなあなたにぴったりの場所。I-40を降りてす

ぐですが、ひっそり目立たないところにあるので、あまり人に知られていませ

ん。私も時々リラックスをしに行く秘密の場所ですが、今回は特別に皆さまにお

教えしますね。中は広く、建物の中でも中庭でも、好きな所に座っ

て何時間でも本を読んだり、書き物をしたり。PCを持ち込んで仕事

をしている人もいます。夜遅くまでオープンしていることも嬉しい

お勧めのカフェです。 

（マツコ：山形県出身、Chapel Hill在住、ゴルフ初心者） 

 

    おいしいバター見つけた！ 
  

      Kerrygold発酵バター 
   
今回のおいしいもの探偵団。お勧めは発酵バターです。

「Kerrygold Reduced Fat Irish Butter」は、発酵された

ミルクから作られるバター（=発酵バター）で、一般に売ら

れているバターとは少し違います。 

ケリーゴールドは、草だけを食べているアイルランド原産の小柄で真黒の黒牛、

ケリー牛の牛乳から作られます。この牛乳自体もホルスタイン牛のものより脂肪

分が高くて美味。 
 

バターの味は濃厚でクリーミーなのに、後味がさっぱりしていて、深い風味がク

セになります！冷蔵庫に入れても他のバターより柔らかいのは、バターに含まれ

る脂肪分の量が多いからでしょう。そのままパンにつけてど

うぞ。また、このバターでパイやスコーンを作ると、いつも

と違ったおいしさに感激するはずです。値段は普通のバター

より割高ですが、食べ始めたら止められずやみつきになりそ

う。金色のラベルが有塩で銀色のラベルが無塩です。これか

らの季節、お料理を作る機会が増えますね。ちょっとの贅沢

ですが、これぞ食卓をレベルアップする一品。一度試してみ

る価値がありそうです。 

おいしいもの 

探
偵
団 
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時間に追われない生活 
 

お母さんやお父さんの毎日はとても忙しい。特に朝、子供を学校に送り出すまで

は、時間との戦いといっても過言ではありません。しかし、子供を急がせる毎日

は、実は子供のこれからのライフスタイルに大きな影響を与えているのです。 
 

子供の脳は、その生活環境に合わせて日々発達しています。毎日の生活が時間に

追われていると、脳がストレスなどの過剰な刺激を受け、子供に生涯に及ぶ不安

感や警戒心を植えつけてしまいます。 
 

子供のやりたいことや発見などを途中で遮ってしまうと、人間

形成にとって大事な「好奇心」を失わせてしまうことになりま

す。また、このような忙しさに慣れさせてしまうと、子供は何

をしていてもすぐにつまらなくなったり、DVD やTVゲームのよ

うな瞬間的・短絡的な面白さに惹かれてしまったりするように

もなります。 
 

急かされてばかりいると、自分自身で決めて行う「自立心」が育ちません。ま

た、時間に追われ、多くのことを達成できないという劣等感も生まれてしまいま

す。常に時間や親にコントロールされているように感じ、その不満から親との気

持ちの衝突も多くなります。 
 

時間に追われる日常生活に慣れてしまうということは、ある意味では大切なこと

を忘れてしまったり、感じなかったりと自分の心が鈍くなっている証拠なので

す。気がつかないうちに「早くしなさい」「遅れるわよ」という言葉を一日に何

回使っていますか。毎朝のただの1分であっても子供に

とっては重要な発育の瞬間です。子供のために何を優先す

るか、無駄に時間を使ってないかなどをもう一度よく見直

し、毎朝5分でも子供を見つめ、抱きしめてあげる余裕を

持った生活をして欲しいと思います。 
 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテー

ソーリ幼稚園教諭） 

子育ては親育て 

 

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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年末年始に使える表現集 
 

・年末年始、旅行に出かけてノビノビリラックス。 

 I/we like to go on vacation during the winter holidays so we can get 

  out and really  relax! 
 

・親戚友達集まれば、ワーワーギャーギャー大盛り上がり！ 

  When friends and relatives get together with us during the holidays, 

  it's one big party!  
 

・やり残したことがないように、年末はドタバタ大慌て。 

  Typically I am running around at the end of the year trying to get all 

  my chores done before the holidays. 
 

・年始に乗る体重計。心はいつもハラハラドキドキ。 

  When I get on a scale after the holidays, I'm practically hold my 

  breath while seeing how much I weigh. 
 

・年明けセールはどこへ行ってもガヤガヤ大混雑。（できたら避けたい！） 

  The stores are a mad house during the post-holiday bargain sales.   

  (I do my best to avoid them!) 
 

・お年玉、子どもはニコニコ、ウキウキ、ワクワク！大人の財布は、ガラガラ。 

  Children are so happy to get their holiday money envelopes, 

  but this leaves parents feeling deflated with empty wallets! 
 

・年末大掃除、家の中ピカピカ、身体はクタクタ。 

  The big "end of the year" cleaning leaves the house looking 

  spotless, but the whole process totally tires me out! 

こんなとき、どう言うの？ 
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      生バターとスローライフ  
 

週末は牛の乳搾りにKCさんと隣町のエフランドへ。牛にも感情がありま

すから、機械のように命令したらその通りに動くわけがありません。人

が一生懸命、乳を搾ってるのに、そのバケツを蹴ろうとしたり、集って

くるハエの大群を振り落とそうと首を振ったり、尾っぽを上げたりと予

期しないことが起こります。 
 

搾り立てのミルクは、季節によって、又食べる草によってだいぶ差があ

ります。干草ばかり食べてるとミルクの出が少ないし、自然に生えてる

ネギを食べるとミルクに臭みが現れる。ヤショダのミルクはロヒーニの

に比べるとなめらかに感じるわけで、牛によっても違います。日によっ

て違うミルクに文句をつける人は市販のミルクを買えばよいと思うので

すけど、そういう人が大勢いるから土まみれの曲がった人参は店頭で売

れない。 
 

搾ったミルクを冷蔵庫に入れた後、浮いたクリームを集めて攪拌し続けると上の

方に固まったバターが現れます。そのバターとバターミルクを分けるのも、夏場

はバターが溶けやすく分離しにくいとのこと。バターに限らず、すべての物の背

後にはプロセスがありますが、電話一本でピザが現れたり、1ドル紙幣を出して

ボールペンを買うことに慣れていると、その過程を考えることがありません。マ

クドナルドでハンバーガーを買う人は、その過程で悲鳴を上げる牛のことなど全

く考慮に入れないし、入れたとしても日頃ビデオゲームで何十人もの「敵」を撃

ち殺していれば、たぶん「感覚」が麻痺して理解できない。 
 

「牛乳は牛の血だから飲まない」牛の血というのは、わからんでもないけど、そ

ういう人が肉を食べてますから説得力ゼロ。「牛乳は飲めないけど豆乳、アーモ

ンドミルクなら飲める」見た目は白くても、牛乳と豆乳・アーモンドミルクの中

身は全く別物で牛乳の効能はなし。マーガリンをパンに塗りながらバターを摂っ

てる気分、クリーマーをコーヒーに入れながら生クリームを入れている気分は、

僕に言わせると「企業のコマーシャルに洗脳されている」。全くこの間違った情

報を自分の頭から取り除くのに何年かかったことか。牛は神様が一番大切にして

いる動物で、ミルクは神様からの贈り物。牛は自分の子牛に与える以上のミル

クを出して僕らに豊かな食生活を提供してくれます。そういう牛を引き裂いて出

来たステーキを食べながら平和を語る人は、言葉と行動が矛盾してます。 

 
 

 

 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ

巡 礼、現 在 は 妻 と 3 人 の 子 供 と と も に

Hillsborough に 在 住、ブ ロ グ は http://

ameblo.jp/bvd/) 

  

 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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"Santa Claus or Elf?”「若さの秘密」 

 

 霜が降り、すっかり枯れた芝生の茶色に、雑草の緑だけがやけに目立つ。「元

気な芝生に雑草は生えない」と造園会社は言うけれど、キノコまで生やしてし

まった。この時期の芝の回復は鈍いに違いなく、除草剤では下手をしたら春を待

たずに死んでしまうだろう。 
 

そこで仕方なく草取りを選択。作業しやすい暖かい日を選んで庭に出てみたとこ

ろ、一面枯葉に埋め尽くされている。いきなりやる気を無くしかけたが、落ち葉

かきは息子がウハウハしながら引き受けた。コツとしては、「えー、やりたい

の？ でもちょっと危ないし、無理なんじゃない？」とあくまで「やらせたくは

ない」という姿勢を見せることだ。相手が「プリ～ズ！」と言い出したら、

「うーん、じゃあ裏庭だけよ」などと恩を着せると尚はかどる。 
 

草取りに必要なのは、つば広の帽子、軍手、バケツ。足

元にはUGGブーツ。私は足が濡れるのが嫌いだ。OL時代、

雨の日はビジネススーツにゴム長靴を履いて出社してい

たほど嫌いなのだ。したがって、このブーツもアウトド

ア屋のおじさんの指示に従い、防水スプレーで加工して

ある。という訳で、庭仕事にはもってこいなのだ。 
 

UGGブーツ、形はボッコリと野暮ったく、名前の由来といわれる"ugly"そのも

の。だが、中はモコモコで暖かいので、冷え性のワタクシ、冬はお出かけももっ

ぱらこれである。 
 

ウン十年前に人生初の海外旅行で出会い、ビニール袋に詰め込んで市場から持ち

帰ったのが付き合いの始まり。日本に戻って学校に履いて行き、「いくら何で

も、その靴はないんじゃないの？」と友達に冷たくあしらわれた頃を思い出せ

ば、今の流行こそが冗談のようだ。ところが！ 

「おばさんでもUGG、履いていい？」。 

日本のネット掲示板で拾った見出しの一文である。 

むむむ、市民権を得たと思っていたが、おばさんは除外だったか。確かに、レギ

ンスに包まれたマッチ棒のような若い脚とUGGの相性は抜群で、サンタの助手の

エルフのように愛らしい。一方、我が身に目をやれば、防寒用ベストと妙にマッ

チして、熊撃ちのマタギを彷彿とさせる。 
 

だが、そもそも誰に尋ねているのだろう。夫か、世間か、正規輸入代理店か。

「25過ぎたら膝上スカート不可」「30歳のタンクトップは犯罪」「生脚が許され

るのは高校生まで」。いずれも日本の新聞投稿で見かけた発言である。日本ほど

実年齢で服装を縛る国も珍しいのではなかろうか。しかも全ては若いもん勝ち基

準だから、近頃流行りの「美魔女」なるもの、年相応の美を競うのではなく、実

年齢からの乖離（かいり）を評価するらしい。 

 おばさんがエルフに拘る姿はたしかに少々痛々しい。魔女やサンタで構わない

なら、「履いていい？」と聞かずともOKに違いない。 

  

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 
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テーマを決めて楽しむ旅 
 

 

旅をする理由はいろいろだろうが、テーマや目的を

はっきりさせて旅をすると、楽しみもまたひとしお

である。 
 

テーマパークや国立公園ならば、元々目的ははっきりしている。であれば、その

目的が自分の興味にあっているかが焦点だ。他人が楽しくても、自分に合わなけ

れば欲求不満が残るだけだ。ちなみに私は、個人的にディズニーやリゾートが苦

手であり、なるべく行かないようにしている。 
  

見所が多い街は、名所旧跡を一巡すれば、以降の滞在が消化不良になりがちだ。

私は、個人的にロンドンに行った回数が多いが、名所巡りは終わっているので、

最近は、行けば演劇・芸術三昧だ。ウエストエンドのミュージカルもいいが、小

規模な劇場の現代ものが好きだ。そして、合間にギャラリーを巡ったりする。普

段は文化的な生活をしていないので、こうしたことで精神的な充電をする。 
  

逆に、見所の分散する地域を観光するにもテーマがあるとよい。ドイツには何度

か行ったが、大都市を見てしまうと、後は小さい街が国中に分散する。あると

き、BAUHAUSをテーマに周ることを思いついた。昔のドイツの有名なデザイン学

校およびその流れを汲む芸術の名前である。発祥はワイマール、そこからデッサ

ウの街で花開き、ベルリンで終わる流れを追っ

た。当時の先端的な技術と、シンプルなデザイ

ンを合体させたスタイルは、現代にも深い影響

を与えている。一週間ほどの旅程だったが、堪

能できた。 
 

忙しい読者の皆さんだからこそ、テーマを絞っ

て充実した旅をしてみて頂きたい。 
 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、

Travelink Chapel Hill支店長） 
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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   
近頃、歳を取った人たちを主人公にした映画が増えてきていると 

感じるのは、気のせいではないようです。国全体の高齢化が進む 

日本と、名優たちが高齢化しているアメリカ。もちろん、若者・ 

子供向けの映画も元気です。この冬、日本に戻る機会があるなら、日本で映画を見

るのもおすすめ。「任侠ヘルパー」は草なぎ剛主演の介護物語。「おおかみ子供の

雨と雪」はDVDで子供と見てもいい作品。（緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 

Playing For Keeps (コメディー/ドラマ/ロマンス) PG13、12/7公開 

プロサッカー選手して活躍したジョージは、引退し息子と堅実な生活をしようと

地元の少年サッカーチームのコーチに。サッカーママ達にも人気で生活が変化。 
 

The Hobbit: An Unexpected Journey (冒険/ファンタジー/3D) NT、12/14公開 

児童書長編作「ホビットの冒険」を映画化。3部作の第1部目の物語。ホビット族

の青年が、奪われた祖国や財産を奪回するため、他のホビット13人と旅に出る。 
 

The Guilt Trip (コメディー) PG13、12/19公開 

発明家の息子が、発明品を売るために大陸横断の旅に出るが、母親（バーバラ・

ストライサンド）も一緒に連れて行くことに。楽しいドライブ珍道中が始まる。 
 

Monsters, Inc. 3D (アニメ/ファミリー) G、12/19公開 

アカデミー賞に輝いた家族で楽しめる「モンスターズ・インク」が3D劇場版で登

場。モンスターのサリーとマイクが人間の女の子ブーと出会い大冒険が始まる。 
 

Cirque Du Soleil: Worlds Away 3D (冒険) NR、12/21公開 

華麗なステージのCirque Du Soleilのパフォーマンスを取り入れながら展開する 

冒険ロマンス。ステージを見に来た少女ミアが、突然不思議な世界へ迷い込む。 
 

Jack Reacher (スリラー/アクション) PG13、12/21公開 

凶悪事件とあれば必ず現れて姿を消す正義の元捜査官のジャック・リーチャー

（トム・クルーズ）が、影で操る狙撃兵の存在を知り銃撃戦で応戦することに。 
 

This is 40 (コメディー) R、12/21公開 

「The 40 Year-Old-Virgin」の監督による40歳を迎えることに抵抗する女性をコ

ミカルに描くコメディー映画。アラフォーの人には共感できるものが多いかも？ 
 

Django Unchained (アクション/ウェスタン) NR、12/25公開 

トランティーノ監督による西部劇。解放された奴隷のジャンゴが賞金稼ぎのシュ 

ルツと結託し、農場主（ロナルド・デカプリオ）に立ち向かい、妻を奪い返す。 
 

Les Miserable (ミュージカル) PG13、12/25公開 

ビクトル・ユーゴーの名作「レ・ミゼラブル」をヒュー・ジャックマン（ジャン

バル・ジャン役）、ラッセル・クロウ、アン・ハサウェイ等の豪華キャストで。 
 

Parental Guidance (コメディー) PG、12/25公開 

アーティーとダイアン夫婦は、忙しい娘から子供3人の面倒をみるよう頼まれた

が、自分たちの昔風のやり方が全然通用しない。そこで新しい方法を考え出す。 
 

King Of The Elvis (SF/アニメ) 12/25公開 

ディズニーが贈るこの冬のファンタジー映画。ミシシッピーに住む普通の男が、

絶滅しそうな小人たちを悪のトロールから守ったことで、彼らの王様になる話。 
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Quartet (コメディー/ドラマ) PG13、12/28公開 

ダスティン・ホフマン初監督作品。引退したオペラ歌手たちの住むビーチャムハ

ウスでは年に一度コンサートを行う。そこへ一人の元妻が現れ不穏な雰囲気に。 
 

Promised Land (ドラマ) R、1/4公開 

マット・デイモンが主役を演じるこの映画は、田舎の新しい土地にビジネスを展

開しようとする企業と地元のコミュニティーとの深い確執を描く社会派ドラマ。 
 

Zero Dark Thirty （アクション/ドラマ/スリラー）R、1/11公開 

10年もの間、地道に地球規模の活動をしてきた軍のエリート極秘集団があった。

彼らの目的はただ一つ。世界的凶悪犯オサマ・ビン・ラディンを捕まえること。 
 

Gangster Squad (ドラマ/アクション/犯罪) R、1/11公開 

実話に基づいた映画。時は1949年、場所はLA。エリート市警3人が、悪名高きマ

フィアのボス、ミッキー・コーエン（ショーン・ペン）との死闘を繰り広げる。 
 

Broken City (スリラー/ドラマ) R、1/18公開 

腐敗の進んだNYの市長（ラッセル・クロウ）から妻（キャサリーン・ゼタ・

ジョーンズ）の浮気を調査を頼まれた元警官ビリー。しかし裏には別の企みが。 
 

The Last Stand (アクション) NR、1/18公開 

保安官として暮らしていたオーウェン（アーノルド・シュワルツネッガー）は、 

極悪人コルテスが護送車から逃亡してメキシコ国境を目指していることを知る。 
 

Mama (SF/スリラー) PG13、1/18公開 

両親が殺された日に、忽然と姿を消した姉妹。叔父たちは必死で探し続け、5年

後、森の中の朽ちたキャビンで二人を見つけ、普通の生活に連れ戻そうとする。 
 

Hansel & Gretel: Witch Hunters (スリラー/コメディー/3D) NR、1/25公開 

ヘンゼルとグレーテルが恐ろしい魔女のいるお菓子の家から逃げて15年。現代の 

社会でもまたもや子供たちが行方不明になってる。魔女を倒すため果敢に挑む。 
 

Parker (スリラー/犯罪) R、1/25公開 

パーカーは、強盗団の仲間に裏切られる。新しいパートナーとして、美人で頭の 

いいレスリー（ジェニファー・ロペス）を選び、変装してフロリダへ乗り込む。 
 

Stand Up Guys (コメディー/アクション) NR、2/1公開 

28年の服役を終えたヴァル（アル・パチーノ）を迎えに来たのは、過去の仲間

ドック。そしてハーシュも加わって、再びギャング・トリオで昔の栄光を追う。 

 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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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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子供向けの映画も元気です。この冬、日本に戻る機会があるなら、日本で映画を見

るのもおすすめ。「任侠ヘルパー」は草なぎ剛主演の介護物語。「おおかみ子供の

雨と雪」はDVDで子供と見てもいい作品。（緋美瑚: 東京都出身、フリーライター） 
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冒険ロマンス。ステージを見に来た少女ミアが、突然不思議な世界へ迷い込む。 
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Les Miserable (ミュージカル) PG13、12/25公開 

ビクトル・ユーゴーの名作「レ・ミゼラブル」をヒュー・ジャックマン（ジャン
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"Santa Claus or Elf?”「若さの秘密」 

 

 霜が降り、すっかり枯れた芝生の茶色に、雑草の緑だけがやけに目立つ。「元

気な芝生に雑草は生えない」と造園会社は言うけれど、キノコまで生やしてし

まった。この時期の芝の回復は鈍いに違いなく、除草剤では下手をしたら春を待

たずに死んでしまうだろう。 
 

そこで仕方なく草取りを選択。作業しやすい暖かい日を選んで庭に出てみたとこ

ろ、一面枯葉に埋め尽くされている。いきなりやる気を無くしかけたが、落ち葉

かきは息子がウハウハしながら引き受けた。コツとしては、「えー、やりたい

の？ でもちょっと危ないし、無理なんじゃない？」とあくまで「やらせたくは

ない」という姿勢を見せることだ。相手が「プリ～ズ！」と言い出したら、

「うーん、じゃあ裏庭だけよ」などと恩を着せると尚はかどる。 
 

草取りに必要なのは、つば広の帽子、軍手、バケツ。足

元にはUGGブーツ。私は足が濡れるのが嫌いだ。OL時代、

雨の日はビジネススーツにゴム長靴を履いて出社してい

たほど嫌いなのだ。したがって、このブーツもアウトド

ア屋のおじさんの指示に従い、防水スプレーで加工して

ある。という訳で、庭仕事にはもってこいなのだ。 
 

UGGブーツ、形はボッコリと野暮ったく、名前の由来といわれる"ugly"そのも

の。だが、中はモコモコで暖かいので、冷え性のワタクシ、冬はお出かけももっ

ぱらこれである。 
 

ウン十年前に人生初の海外旅行で出会い、ビニール袋に詰め込んで市場から持ち

帰ったのが付き合いの始まり。日本に戻って学校に履いて行き、「いくら何で

も、その靴はないんじゃないの？」と友達に冷たくあしらわれた頃を思い出せ

ば、今の流行こそが冗談のようだ。ところが！ 

「おばさんでもUGG、履いていい？」。 

日本のネット掲示板で拾った見出しの一文である。 

むむむ、市民権を得たと思っていたが、おばさんは除外だったか。確かに、レギ

ンスに包まれたマッチ棒のような若い脚とUGGの相性は抜群で、サンタの助手の

エルフのように愛らしい。一方、我が身に目をやれば、防寒用ベストと妙にマッ

チして、熊撃ちのマタギを彷彿とさせる。 
 

だが、そもそも誰に尋ねているのだろう。夫か、世間か、正規輸入代理店か。

「25過ぎたら膝上スカート不可」「30歳のタンクトップは犯罪」「生脚が許され

るのは高校生まで」。いずれも日本の新聞投稿で見かけた発言である。日本ほど

実年齢で服装を縛る国も珍しいのではなかろうか。しかも全ては若いもん勝ち基

準だから、近頃流行りの「美魔女」なるもの、年相応の美を競うのではなく、実

年齢からの乖離（かいり）を評価するらしい。 

 おばさんがエルフに拘る姿はたしかに少々痛々しい。魔女やサンタで構わない

なら、「履いていい？」と聞かずともOKに違いない。 

  

（松田せれな：Cary在住、東京都出身） 

赤い小鳥とブルーな生活 
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テーマを決めて楽しむ旅 
 

 

旅をする理由はいろいろだろうが、テーマや目的を

はっきりさせて旅をすると、楽しみもまたひとしお

である。 
 

テーマパークや国立公園ならば、元々目的ははっきりしている。であれば、その

目的が自分の興味にあっているかが焦点だ。他人が楽しくても、自分に合わなけ

れば欲求不満が残るだけだ。ちなみに私は、個人的にディズニーやリゾートが苦

手であり、なるべく行かないようにしている。 
  

見所が多い街は、名所旧跡を一巡すれば、以降の滞在が消化不良になりがちだ。

私は、個人的にロンドンに行った回数が多いが、名所巡りは終わっているので、

最近は、行けば演劇・芸術三昧だ。ウエストエンドのミュージカルもいいが、小

規模な劇場の現代ものが好きだ。そして、合間にギャラリーを巡ったりする。普

段は文化的な生活をしていないので、こうしたことで精神的な充電をする。 
  

逆に、見所の分散する地域を観光するにもテーマがあるとよい。ドイツには何度

か行ったが、大都市を見てしまうと、後は小さい街が国中に分散する。あると

き、BAUHAUSをテーマに周ることを思いついた。昔のドイツの有名なデザイン学

校およびその流れを汲む芸術の名前である。発祥はワイマール、そこからデッサ

ウの街で花開き、ベルリンで終わる流れを追っ

た。当時の先端的な技術と、シンプルなデザイ

ンを合体させたスタイルは、現代にも深い影響

を与えている。一週間ほどの旅程だったが、堪

能できた。 
 

忙しい読者の皆さんだからこそ、テーマを絞っ

て充実した旅をしてみて頂きたい。 
 

（根木暁：愛知県出身、Chapel Hill在住、

Travelink Chapel Hill支店長） 
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年末年始に使える表現集 
 

・年末年始、旅行に出かけてノビノビリラックス。 

 I/we like to go on vacation during the winter holidays so we can get 

  out and really  relax! 
 

・親戚友達集まれば、ワーワーギャーギャー大盛り上がり！ 

  When friends and relatives get together with us during the holidays, 

  it's one big party!  
 

・やり残したことがないように、年末はドタバタ大慌て。 

  Typically I am running around at the end of the year trying to get all 

  my chores done before the holidays. 
 

・年始に乗る体重計。心はいつもハラハラドキドキ。 

  When I get on a scale after the holidays, I'm practically hold my 

  breath while seeing how much I weigh. 
 

・年明けセールはどこへ行ってもガヤガヤ大混雑。（できたら避けたい！） 

  The stores are a mad house during the post-holiday bargain sales.   

  (I do my best to avoid them!) 
 

・お年玉、子どもはニコニコ、ウキウキ、ワクワク！大人の財布は、ガラガラ。 

  Children are so happy to get their holiday money envelopes, 

  but this leaves parents feeling deflated with empty wallets! 
 

・年末大掃除、家の中ピカピカ、身体はクタクタ。 

  The big "end of the year" cleaning leaves the house looking 

  spotless, but the whole process totally tires me out! 

こんなとき、どう言うの？ 
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      生バターとスローライフ  
 

週末は牛の乳搾りにKCさんと隣町のエフランドへ。牛にも感情がありま

すから、機械のように命令したらその通りに動くわけがありません。人

が一生懸命、乳を搾ってるのに、そのバケツを蹴ろうとしたり、集って

くるハエの大群を振り落とそうと首を振ったり、尾っぽを上げたりと予

期しないことが起こります。 
 

搾り立てのミルクは、季節によって、又食べる草によってだいぶ差があ

ります。干草ばかり食べてるとミルクの出が少ないし、自然に生えてる

ネギを食べるとミルクに臭みが現れる。ヤショダのミルクはロヒーニの

に比べるとなめらかに感じるわけで、牛によっても違います。日によっ

て違うミルクに文句をつける人は市販のミルクを買えばよいと思うので

すけど、そういう人が大勢いるから土まみれの曲がった人参は店頭で売

れない。 
 

搾ったミルクを冷蔵庫に入れた後、浮いたクリームを集めて攪拌し続けると上の

方に固まったバターが現れます。そのバターとバターミルクを分けるのも、夏場

はバターが溶けやすく分離しにくいとのこと。バターに限らず、すべての物の背

後にはプロセスがありますが、電話一本でピザが現れたり、1ドル紙幣を出して

ボールペンを買うことに慣れていると、その過程を考えることがありません。マ

クドナルドでハンバーガーを買う人は、その過程で悲鳴を上げる牛のことなど全

く考慮に入れないし、入れたとしても日頃ビデオゲームで何十人もの「敵」を撃

ち殺していれば、たぶん「感覚」が麻痺して理解できない。 
 

「牛乳は牛の血だから飲まない」牛の血というのは、わからんでもないけど、そ

ういう人が肉を食べてますから説得力ゼロ。「牛乳は飲めないけど豆乳、アーモ

ンドミルクなら飲める」見た目は白くても、牛乳と豆乳・アーモンドミルクの中

身は全く別物で牛乳の効能はなし。マーガリンをパンに塗りながらバターを摂っ

てる気分、クリーマーをコーヒーに入れながら生クリームを入れている気分は、

僕に言わせると「企業のコマーシャルに洗脳されている」。全くこの間違った情

報を自分の頭から取り除くのに何年かかったことか。牛は神様が一番大切にして

いる動物で、ミルクは神様からの贈り物。牛は自分の子牛に与える以上のミル

クを出して僕らに豊かな食生活を提供してくれます。そういう牛を引き裂いて出

来たステーキを食べながら平和を語る人は、言葉と行動が矛盾してます。 

 
 

 

 

(馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ

巡 礼、現 在 は 妻 と 3 人 の 子 供 と と も に

Hillsborough に 在 住、ブ ロ グ は http://

ameblo.jp/bvd/) 

  

 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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Straw Valley Café ストローバリー・カフェ 
 

住所：5420 Durham-Chapel Hill Blvd. Durham NC 27707  

☎(919)403-2233    

ホームページ: http://strawvalleycafe.com 

内容：アーティステックな隠れ家的カフェ 

営業時間：月～水 8am-10pm、木～土 8am-11pm、日 9am-9pm 

 

 

 

 

 

静かな空間で落ち着いてコーヒーを楽しみたいのに、そういうカフェがない･･･そ

んなふうに思ったこと、ありませんか？ BGMの音量が大きすぎたり、お客さんの出

入りが頻繁すぎて落ち着かなかったり、近くに座っている人たちのお喋りがうるさ

かったり。このカフェはそんなあなたにぴったりの場所。I-40を降りてすぐです

が、ひっそり目立たないところにあるので、あまり人に知られていません。私も

時々リラックスをしにいく秘密の場所ですが、今回特別に皆さまにお教えします

ね。中は広く、建物の中でも中庭でも、好きな所に座って何時間でも

本を読んだり、書き物をしたり。PCを持ち込んで仕事をしている人も

います。夜遅くまでオープンしていることも嬉しいお勧めのカフェで

す。 

（マツコ：山形県出身、Chapel Hill在住、ゴルフ初心者） 

 

    おいしいバター見つけた！ 
  

      Kerrygold発酵バター 
   
今回のおいしいもの探偵団。お勧めは発酵バターです。

「Kerrygold Reduced Fat Irish Butter」は、発酵された

ミルクから作られるバター（=発酵バター）で、一般に売ら

れているバターとは少し違います。 

ケリーゴールドは、草だけを食べているアイルランド原産の小柄で真黒の黒牛、ケ

リー牛の牛乳から作られます。この牛乳自体もホルスタイン牛のものより脂肪分が

高くて美味。 
 

バターの味は濃厚でクリーミーなのに、後味がさっぱりしていて、深い風味がクセ

になります！冷蔵庫に入れても他のバターより柔らかいのは、バターに含まれる脂

肪分の量が多いからでしょう。そのままパンにつけてどう

ぞ。また、このバターでパイやスコーンを作ると、いつもと

違ったおいしさに感激するはずです。値段は普通のバターよ

り割高ですが、食べ始めたら止められずやみつきになりそ

う。金色のラベルが有塩で銀色のラベルが無塩です。これか

らの季節、お料理を作る機会が増えますね。ちょっとの贅沢

ですが、これぞ食卓をレベルアップする一品。一度試してみ

る価値がありそうです。 

おいしいもの 

探
偵
団 
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時間に追われない生活 
 

お母さんやお父さんの毎日はとても忙しい。特に朝、子供を学校に送り出すまで

は、時間との戦いといっても過言ではありません。しかし、子供を急がせる毎日

は、実は子供のこれからのライフスタイルに大きな影響を与えているのです。 
 

子供の脳は、その生活環境に合わせて日々発達しています。毎日の生活が時間に

追われていると、脳がストレスなどの過剰な刺激を受け、子供に生涯に及ぶ不安

感や警戒心を植えつけてしまいます。 
 

子供のやりたいことや発見などを途中で遮ってしまうと、人間

形成にとって大事な「好奇心」を失わせてしまうことになりま

す。また、このような忙しさに慣れさせてしまうと、子供は何

をしていてもすぐにつまらなくなったり、DVD やTVゲームのよ

うな瞬間的・短絡的な面白さに惹かれてしまったりするように

もなります。 
 

急かされてばかりいると、自分自身で決めて行う「自立心」が育ちません。ま

た、時間に追われ、多くのことを達成できないという劣等感も生まれてしまいま

す。常に時間や親にコントロールされているように感じ、その不満から親との気

持ちの衝突も多くなります。 
 

時間に追われる日常生活に慣れてしまうということは、ある意味では大切なこと

を忘れてしまったり、感じなかったりと自分の心が鈍くなっている証拠なので

す。気がつかないうちに「早くしなさい」「遅れるわよ」という言葉を一日に何

回使っていますか。毎朝のただの1分であっても子供に

とっては重要な発育の瞬間です。子供のために何を優先す

るか、無駄に時間を使ってないかなどをもう一度よく見直

し、毎朝5分でも子供を見つめ、抱きしめてあげる余裕を

持った生活をして欲しいと思います。 
 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテー

ソーリ幼稚園教諭） 

子育ては親育て 

 

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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大学受験パート２ 
 

前回では大学受験に必要な書類を中心に書きましたが、今回は合格を確実にするた

めにはどんな準備が必要なのかを書きたいと思います。 
 

合格を確実にするためには、SAT/ACTの点数は高いにこしたことはありません。そ

れぞれの学校には合格圏内の点数の目安があるので、合格するためには、少なくと

も点数は合格圏内に入っていることがとても重要です。それぞれの大学側の目安と

なる点数は、大学が発表している場合もありますが、市販されている大学案内の本

にも書かれています。しかし、これはあくまでも目安なので、毎年若干点数は変わ

り、注意が必要です。 
 

次に大切なのは、やはり高校の成績です。高校の成績（前号参照）も内申点のよう

に点数で表されているので、これももちろん高い方が有利です。ただ、点数の他に

もどんな科目を履修したか、大学側は見ているようです。APと呼ばれる大学レベル

の科目を高校時代にどれくらい勉強したかが重要視されているようです。 
 

そして難関のアイビーリーグ*と呼ばれる大学を受験したり、奨学金に応募したり

する場合には、今までにどんなExtracurricular activity（課外活動）をしたか

が重要なポイントになります。理由は、アイビーリーグを受験する高校生のSAT/

ACTや高校の成績はほとんど満点に近いからです。そして、大学側にしてみれば、

勉強だけしてきたガリ勉タイプの高校生よりも、課外活動を通して幅広い経験をし

たことがある学生を入学させたいからです。課外活動の種類は学校内と学校外に分

けていろいろとあります。学校内では、生徒会の役員をするとか、スポーツチーム

に属しているとか、コーラス、オーケストラ、バンドなど音楽関係のアクティビ

ティーをするなどが挙げられます。学校外では、ボランティア活動や教会関係のア

クティビティーなどがあります。アメリカでは特にリーダーシップが大切だと考え

られているので、それらの活動をリードする立場にいると大学側の評価はさらに高

くなります。 
 

アメリカ人の友達から聞いたことがありますが、アメリカには、子供を難易度の高

い大学に入学させるためのコンサルティング会社があるそうです。その会社では、

私立の小中高選びから、どんな課外活動に参加したらよいかもアドバイスをくれま

す。そして、長い夏休みの期間、どのようなキャンプに参加したら入試に有利かも

教えてくれます。そのコンサルティング会社では、子供が生まれたらすぐに入会す

る両親が多いそうです。生まれたばかりの赤ちゃんでも、大学入試が終わるまで丁

寧に相談にのってくれるそうです。一体コンサルタント料金がいくらなのか興味深

くありませんか？ 
 

*アイビーリーグ：校舎が古くツタ（IVY）で覆われていることが多いのでこの名  

前の由来になった。ブラウン大学、コロンビア大学、コーネル大学、ダートマス大

学、ハーバード大学、プリンストン大学、ペンシルベニア大学、イエール大学がア

イビーリーグに含まれる。 

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

区専任通訳翻訳者） 
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日本のおいしさをお手軽に！ 
 

ステーキ丼・うなぎ丼 

チキンプレート・巻き寿司・カレー 

焼きそば・お子様弁当などいろいろ！ 

ケータリングにも対応 
 

月～金 11:00— 20:00 

土 12:00—20:00 日祭日休業 

http://www.teriyakin.com 
10970 Chapel Hill Rd. #112 

Morrisville, NC  27560 

☎ 919-443-2279 

 

 
 

冬の寒さに負けない冷え症対策 
 

寒い冬がやってきましたが、冷え症の人にはつらい季節ですね。東洋医学では冬を

「収蔵の季節」と呼びますが、寒さに負けず健康に過ごすためには、体を温める食

べ物や睡眠をたっぷりとって、体にエネルギーを蓄えることが大切です。 
 

冷えが悪化すると万病のもとに 

自然のサイクルに合わせて生活をするのが、東洋医学の基本的な健康法です。冬は

エネルギーを蓄えておく「収蔵の季節」で、冬の寒さに対抗するには、まず人間も

十分に陽気をとっておくことが健康の秘訣です。 

特に注意してほしいのがダイエット。動物たちも寒さに備えて冬毛に生え変わった

り、脂肪を蓄えたりするように、冬のダイエットは効果が上がらないだけでなく、

自然の摂理に反する危険な行為です。きちんと食べて、適度の運動を心がけましょ

う。 
 

冷え症によくあるのが血行不良です。血液循環が悪くなることで体の末端まで血液

が行き渡らなくなり、手足が冷える状態になるのです。他には貧血傾向、機能低

下、エネルギー不足などが原因にあげられます。 

血行不良を改善するためには、体を温めて新陳代謝を活発にする必要があります。

冷たい飲み物や生野菜など体を冷やす食べ物をなるべく避けて、温熱性の牛肉やラ

ム、ニラ、生姜，ニンニク、玉ねぎなどを食べることが、体を温

めて、血の巡りをよくする効果へとつながります。手足が冷えて

眠れない時に、生姜汁と黒砂糖をお湯で溶いた物を飲むと体が温

まります。黒砂糖は血行促進、増血作用がありますから、ぜひ料

理にも使ってみましょう。(次のページの「ごちそうさま～！」に

冷え性対策に有効なレシピがあります。） 

（武 耕：北京出身、Chapel Hill在住、北京中医薬大学医学部卒業、中医師、漢方

薬アドバイザー、日本にて漢方相談医、薬膳講師として勤務） 
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      ごちそうさまぁ～！ 
 

 

 

 

 

そのままかけてよし、漬け込みにもよし、オイルを足してドレッシングにしてもよ

しの優れものです。すりおろした玉ねぎがほどよく素材とからみ合って、いい具合

に。作ってすぐに使ってもいいのですが、一晩置くと味が練れてまろやかになりま

す。 

-材料- 

 玉ねぎ………1個 

 米酢、醤油…各2/3カップ 

-作り方- 

1. 玉ねぎは縦半割にしてすりおろす。 

2. 玉ねぎと米酢と醤油を混ぜる。 

  密閉容器に入れて冷蔵庫で1ヶ月くらい保存可能です。 

  ごま油を足して中華風に、ナンプラーを足してエスニック風に、オリーブ油 

   を加えて地中海風に、と色々な料理に活用してください。 

《応用編》レンジ蒸し・切り身魚のかけだれ 

白身魚に酒、胡椒、塩で下味をつけラップをして4～5分を目安にしっかり火が通る

まで加熱して下さい。玉ねぎソースにオリーブ油とレモンを加え、ミニトマトとク

レソンを添えて少しオシャレなおもてなし料理にいかがでしょうか。 

その他、お豆腐と茹でたもやしに玉ねぎソースと豆板醤、ごま油を混ぜ合わせ中華

風サラダに。お酒のおつまみにもイチオシです。 

（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテーソーリ幼稚園教諭） 

 
 

◇冷え症対策：ニラ雑炊◇ 
 

冷え性対策に効果のある寒い季節に特にオススメしたいメニューです。 

-材料- 

白飯２杯、塩小さじ1、生姜1切れ、牛乳1カップ、卵2個 
 

-作り方- 

1．ニラを４ｃｍ長さに切って生姜と土鍋に入れその上に白飯をほぐして入れる。 

2．１に牛乳を加え、煮立ってきたら中火にしてゆっくりと煮る。 

ご飯が柔らかくなったら塩で味をつける。 

仕上げに、溶き卵を全体にかけ、半熟程度に蒸らす。 
 

ニラ：温性、胃液の分泌を促し、血をさらさらし、強壮作用がある。 

牛乳：気力を補って、増血作用がある。 

卵：滋養強壮作用、精神安定作用、増血作用がある。 

 

◇万能玉ねぎソース◇ 

（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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さて、永住権を保持しつづけるか、市民権を申請するかの判断材料として、それ

ぞれの長所と短所を挙げてみます。グリーンカード保持者は米国大使館でビザを

申請する必要がないため、日米間の行き来が比較的自由に行えますが、その半

面、再入国許可証を申請せずに長期間米国から離れると、永住の意思を失ったと 

みなされ、永住権を取り消される可能性があります。市民権保持者にはそのよう

な制限はなく、米国を長期不在にすることがあっても、再入国許可証を申請する

必要はありません。また、永住権保持者は米国を離れている期間が長くなればな

るほど、米国に永住する意思を証明するのが難しくなるため、再入国許可証の延

長申請が難しくなります。従って、米国を５年以上離れる予定がある場合は、米

国を離れる理由を考慮し、永住権と市民権のどちらが妥当かを判断をした方がよ

いでしょう。また、市民権保持者は永住権保持者のように、引越しを行うたびに

移民局への住所変更届けを提出する必要はありません。（住所変更届に関しては

次 の ウ エ ブ サ イ ト を 参 照 の こ と https://egov.uscis.gov/crisgwi/go?

action=coa）市民権保持者は直近の家族（Immediate Relatives）の永住権をスポ

ンサーすることができるのも大きな利点でしょう。また、市民権保持者には選挙

権が与えられ、連邦政府機関への就職も可能で、さらに夫婦間の相続税も節税で

きるなど税金対策にもなります。しかしながら、注意すべき点は、日本政府は二

重国籍を認めていないため、米国の市民権を取得することにより日本国籍を喪失

する可能性があることです。日本国籍を喪失すると、日本には外国人として入国

することになるので注意が必要です。 

（大蔵昌枝：長崎県出身、アトランタ在住、弁護士） 
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永住権を取得した方が、次に考えるのは米国市民権の申請でしょう。米国市民権の

申請は、企業スポンサーにより永住権を取得した場合は、永住権取得から米国内で

の滞在期間が最低5年間、米国市民との結婚により永住権を取得した場合は米国内

での滞在期間が最低3年間経ってから申請することができます。永住権を取得して

から海外で過ごした期間は換算されませんので、この期間は米国滞在日数から差し

引かれます。市民権の審査期間は、現時点においてはおよそ1年ほどかかっていま

す。 

 

申請者は、市民権申請時に最低18歳であることが条件で、申請を行った後に英語の

語学テスト（読み・書き・会話）と米国の歴史や政府に関する基本的な知識テスト

があります。申請時に50歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合、もし

くは申請時に55歳以上で永住権取得から15年以上経過している場合は、英語の語学

テストは免除することが許されていますが、米国の基本知識テ

ストは受けなければなりません。しかし、この場合、基本知識

テストは英語以外の言語で受けることができます。 また、申

請者が65歳以上で永住権取得から20年以上経過している場合

は、同様に英語の語学テストは免除され、米国の基本知識テス

トも簡略化されたものを受けることができます。 

 

尚、18歳から26歳の誕生日までの期間に米国市民権や永住権を保持した男性、もし

くはその他合法的非移民ビザ以外の滞在資格で米国に滞在した男性には、兵役登録

の義務があります。登録を怠った場合、市民権や米国の連邦政府や州政府の奨学

金・助成金を申請できないことがあります。従って、兵役登録義務がある期間に登

録を怠っていても、市民権申請時に26歳以下であれば、直ぐに兵役登録を行えば、

市民権の申請を行うことができます。兵役登録を怠った場合、自分が登録を行わな

かった理由書を市民権申請書類と一緒に提出します。事情によっては、兵役登録義

務を免除される場合もありますので、登録免除の可能性があるか事前に専門家に相

談した方がよいでしょう。（義務兵役サービスに関する詳細は、次のウエブサイト

を参照のこと http://www.sss.gov/）  

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

米国市民権の申請 

 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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7月末にボルチモアで行われたアメリカ東海岸最大級のアニメフェスティバル、オ

タコンの様子を8月号に書きましたが、誌面の都合で載せきれなかったゲストへの

取材の内容を追加掲載します。三角横丁がインタビューを試みたのは何人かいます

が、その中でも二人の若い声優さんに注目しました。 
 

平野綾さん 

平野綾さんは、「涼宮ハルヒ」という人気アニメの主人公

「ハルヒ」の声を担当しています。まだ24歳（2012年7月のオ

タコン開催時点）の綾さんですが、既にアメリカのアニメ

ファンの間では有名人で、オタコンでは大きな会場でソロコ

ンサートを開き、溢れんばかりの観客を前に、ハルヒの主題

歌を始めとするたくさんの曲をダンスと共に披露し、日本だ

けでなくアメリカでも人気アイドルの貫禄でした。インタ

ビューには、かわいい浴衣姿で現れ、とても丁寧に話をして

くれました。アメリカでのアニメ熱に少し驚いているようで

したが、アメリカのアニメファンは、漫画本よりも、ゲームから興味を持ち始める

人が多いようだという感想を述べていました。留守中、家に残してきた2匹の猫を

お父さんが見ていてくれているという話から始まり、普段の綾さんのことや、小さ

い頃のことなども話してくれました。綾さんは、小さい頃は、本を読んだりして家

で静かに過ごすのが好きで、おとなしく人前に出るようなタイプではなかったので

すが、劇団に入ったことから少しずつ人前に出る機会が多くなったそうです。今で

も、それほど積極的なタイプではないのだそうですが、「ハルヒ」がとても元気な

女の子で、その声の役をやることによって、自分も元気をもらうことができるのだ

そうです。玉川大学芸術学部に在学中に、このハルヒ役から火がついて、とても売

れっ子の声優になり、大学を中退しましたが、これからは声優、女優としてますま

す活躍していきたいと抱負を語ってくれました。 

OTAKON オタコン 201２ OTAKON 

柿原徹也さん 

西ドイツ生まれの日本人である徹也さんは、18歳までドイツで過ごし、ドイツの教

育を受け、ドイツ語、英語、日本語を流暢に話す若い（2012年7月の時点で29歳）

声優さんです。三角横丁として興味を持ったのは、なぜ徹也さんが、ドイツから日

本へ行き、声優という職業についたのかということでした。 

ドイツの教育は厳しく、5年生から「進学クラス」と「職業クラス」に分かれ、一

度決まるとクラス替えもなくずっと同じクラスメートと13年生まで過ごすそうで

す。徹也さんは「進学クラス」に入ったものの、刺激のない単調な日々にだんだん

飽き、唯一の楽しみは、日本のおばあちゃんが時々持ってきてくれる日本の漫画本

だったということです。日本への憧れは漫画から始まり、日本文化へ及び、いつか

日本に行きたいと思いを馳せるようになったのだそうです。大きくなるにつれ、両

親の生まれた国、日本への憧れはますます募り、18歳になったある日、日本への脱

出を試みます。それは、言葉を変えれば「家出」でもありました。でも、それは逃

避ではなく、日本で声優・俳優として成功するというの夢を追うものでした。それ

以来、ドイツには帰らず両親とは会っていないそうですが、自分の夢を絶対に叶え

ることを信じて後ろを見ずに生きているそうです。今現在、声優として成功し、ま

さに夢を実現しているその行動力に感動しました。 

http://www.sss.gov/


 

24  三角横丁2012年12月号 

         ●ビューティーアドバイス● 
 

一日にたくさんの新しい命が誕生し、たくさんの人々が去っていく

この世の中。新しい人間が成長し、新しい物を開発し、時代が変

わっていくのがこの人間社会。人間というのは、体によいものを開

発しながら、悪いものも開発する動物。コンピューター社会が進むにつれて、ハッ

カーが存在するのがいい例ですよね。美容業界もそうです！ 肌に良いものがこの

一分一秒の間に開発されていている裏で、利益ばかりを気にした悪くって便利な物

を開発し、平気で化粧品の成分に混ぜていきます。パラベンなんかはいい例です。

パラベンは、発癌性があると言われている保存料です。特に、脇の下のデオドラン

ト（スプレーも含む）は、乳癌を引き起こす可能性もあるので注意が必要です。パ

ラベンはとても便利で、生産コストも下がり、企業の利益に繋がるため、未だに使

用が中止されていません。このようなものは市場にたくさん出回っています。 
 

さて、最近注目されているヒアルロン酸について皆さんはご存知ですか？ヒアルロ

ン酸は体の中に存在するもので、水の1000倍の保湿があるといわれ、特に老化防止

の原料として使われています。体に存在するものといってもピンとこない方も多い

かも知れません。手の甲をつまんでちょっと持ち上げてみて下さい。その山の中腹

部分がヒアルロン酸です。皮膚の表面のすぐ下にコラーゲンと一緒に存在します。

ご自分の手とお子さんの手を比べてみるとわかるかと思いますが、高い山が出来る

のは、加齢によるヒアルロン酸の減少です。そんなヒアルロン酸配合の化粧水や美

容液等を使う際に注意しなくてはいけないのが、パラベンの使用です。ヒアルロン

酸は高価で敏感な原料で、商品保存に気を使います。メーカーは、便利で安い保存

料パラベンを使用し、手ごろな値段で市場に流します。上記に述べた通り、パラベ

ンは発癌性がある怖い保存料です。 
 

今まで気にしていなかった化粧品の成分ですが、よく見ると？怖い成分がたくさん

使われています。いくら安全なケミカルでも、使用のし過ぎは危険です。アレル

ギー反応を起こす事もあります（尿素も注意です）。化粧品は、成分の確認をし、

特にケミカルは知識を持って使用しましょう♪ 
 

ご質問等はお気軽にどうそ。chika@greenteaspa.net  
 (Chika Orcutt:Green tea Spa/ Licensed Esthetician  www.greenteaspa.net) 

 
 

 

NC Licensed Esthetician:  Chika Orcutt   
 
 

フェイシャル、ケミカルピール、ボディラップ、アイラッシュエクステンションなど、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    

(919) 830-2388  (日本語専用 )  

www.greenteaspa.net 
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    AAA（トリプルエー） 
 

 

知っていましたか？AAA（トリプルエー）に入っていると、交

通違反で弁護士を利用したときに弁護士料金の一部を払戻し

てもらうことができます。飲酒運転などの悪質な違反を除き、弁護士を立てて交

通違反のチケットに抗弁した場合、1年1回まで、ベーシックメンバーは$50まで、

プラスメンバーは$100まで、AAAから払戻しを受けることができます。 
 

チケットや弁護士との契約書、弁護士が裁判所に出廷したことを証明する書類な

ど、必要書類をそろえて裁判の日から60日以内に提出することが条件です。 

実際の手続きの詳細は、877-282-3682にご連絡ください。なお、そういう事態に

遭遇しないことを願っていますが、過失致死の場合

は、$225まで（プラスメンバーは$500まで）払戻し

を受けることができます。 

 

インターネット参照：NCのAAAメンバーのページ。

「http://carolinas.aaa.com/Membership」→

「Benefit of Belonging」→「Member Guide」 

 

（ギルバート順子：Advance在住、米国公認会計士、翻訳者） 

 
   

  さくら新年会のお知らせ 
 

歌、踊り、抽選会ありの楽しい新年会です。一緒にアメリカで

日本のお正月をお祝いしましょう。「さくら新年会」はトライ

アッド地区の日系人を中心とした新年会ですが、トライアング

ルの方でも参加ご希望の方がいらっしゃいましたら、お問い合 

わせください。 
 

 日時：2013年1月13日(日曜日）         

    1:00pm ～ 4:30pm 

 場所：Starmount Forest Country Club 

       1 Sam Snead Dr. 

       Greensboro, NC 27410 

 会費: $30 (確定ではありません) 

 予約: 2013年1月初旬までにお申し込みください。 

       Tom & Seiko Adachi 

       住所 107 Manchester Place 

           Greensboro, NC 27410 

       電話 336-855-9154   

トライアッドかわら版 

http://www.greenteaspa.net


 

8  三角横丁2012年12月号 

 

東芝グローバルコマースソリューション社 

Toshiba Global Commerce Solutions, INC. 

今年8月、Research Triangle Parkに新たに「東芝グローバルコマースソリュー

ション社（以下、TGC）」が誕生しました。TGCは、ともに40 年以上にわたり流通

システムをリードしてきた IBMリテールストアソリューションと東芝テックの統合

により誕生した、いわば長い歴史を持つフレッシュな会社です。 
 

TGCがどんな会社かをひとことで言えば、「POS システムとソフトウェア、流通業

向けアプリケーションをトータルでご提供する最も新しいリテールソリューショ

ン・ベンダー」です。 
 

TGCは、東芝テックが約80％を出資する東芝グローバルコマースソリューション・

ホールディングス社（本社：東京）のもと、世界各国の事業を統括するヘッドク

オーターの役割を有するとともに、世界最大の市場である米国における販売拠点で

もあります。IBMの旧リテールストアソリューションはPOSシステムのシェアでは米

国内はもちろんグローバルでもトップのポジションにあり、世界各国で信頼の厚い

商品やサービスを提供してきましたが、新生TGCとなった今も、引き続きお客様か

ら愛される企業であるよう従業員一同改めて気を引き締めて業務にあたっていま

す。 
 

今後も、これまで両社で培ってきた経験、ノウハ 

ウ、将来を見据えた製品ポートフォリオやグロー 

バル体制を統合強化することで、流通業の将来を 

形作るイノベーションに取り組んでいきますので 

よろしくお願い申し上げます。 

（河合浩史） 

 
Toshiba Global Commerce Solutions 
 

3039 Cornwallis Road 
Research Triangle Park,  
NC 27709 
Phone: 919-543-3263 

どんな会社？ 企業紹介 こんな会社！ 
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     クリスマスを演出する 

      アロマセラピー 
 

 

人をお迎えする機会が増える季節ですね。家全体を同じ香り

で演出するのも統一感がありますし、一箇所だけ香りのス

ペースがあるというのも素敵です。 
 

アロマポットを使っての拡散が最も手早い方法ですが、アロマポットがなくても、

下記に示したような方法がありますので、是非お試しください。とても優雅な気持

ちになれます。。 
 

★お掃除で水拭きをする際、水に精油を数滴入れるだけで、ほこりや家のニオイ 

 を消し去り、ほのかで心地よい香りを残せます。 
 

★マグカップなどの器に60−80℃のお湯を8分目まで入れ、精油を1-2滴たらして 

 香りをくゆらせます。 
 

★容器にベーキングソーダを入れ、精油を数滴たらし竹串などでかき混ぜます。 

 香りがなくなったら再びかき混ぜるか精油を足してください。使い終わったも 

 のは掃除の時などに利用できます。 
 

クリスマスに合うおすすめの精油 
 

フランキンセンス（乳香):キリスト誕生の際に賢者が贈ったとされる。聖水の香 

りでとても落ち着くお香系の香り。 
 

サイプレス:クリスマスリースを作るのにも用いられる常緑樹で檜に似た香り。 
 

シダ−ウッド:西洋杉とも呼ばれる。ベース系の落ち 

着いたウッディ系の香り。 
 

ベンゾイン:甘いバニラのような樹脂系の香り。 
 

（Yoko Grunberg（Fujiwara): 秋田県出身、Cary在住、 

 ジュエリーデザイナー、アロマセラピスト） 

 

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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ゴルフクリニック＠ Pinewild CC of Pinehurst 
 

10月13日、14日の週末2日間、日本人向けゴルフ・クリニックが、

パインハーストのパインワイルド・カントリー・クラブで行われ 

ました。  
 

初日はFull Swingを中心にレッスンが行われ、ビデオカメラで撮影した参加者一人

一人のスウィングを特殊ソフトで映像解析をし、スウィング時の体の動きをチェッ

ク、肩、腰の入り方、腕の位置、コックの状態などの改善点の指摘を受けました。

ドライビングレンジでは、各自の問題点をインストラクターに見てもらい、必要に

応じて練習用の器具を使ったりして弱点の修正を行いました。昼食を挟んで、午後

はコースを回っての実践です。パインワイルド･カントリー・クラブは、2つのチャ

ンピオンシップコースに加え、9ホールのPar 3コース、さらに練習用の3ホールが

あるので、各々のレベルに合わせ、初心者でもいきなり本格的なチャンピオンシッ

プコースを回らずに練習をすることが出来ます。18ホールを回った後も、夏時間で

まだ日が高いため、気力のある人は他のホールを回ったり、再び練習場に戻ってス

ウィングのチェックなどをしていました。初日の終了後、ほとんどの参加者は近く

に宿泊を取っていましたので、各々気の合った仲間と夕食に出掛け、夜遅くまでゴ

ルフ談義に花を咲かせていたようです。 
 

2日目は軽いウォーミングアップの後、グループを少人数に分けてスコアーメイク

のためのレッスンでした。コースマネージメントでは、プロと一緒に練習コースを

回り、コースに合わせたクラブの選び方、目標の定め方、100ヤード内のショート

ゲームなどのコース攻略法を学び、一方、グリーン周りでは、バンカー･ショッ

ト、チップ＆ラン、グリーン上でのパターの打ち方、狙い方など、いろいろな状況

での打法を学びました。 
 

名物となった2日目の日本食ランチ。今回は、Raleighにある日本食レストランの

「わらじ」のご協力で、カツカレーと牛丼に舌鼓をうちました。 

食後は再びコースを回りました。コースに出るといろいろな状況に遭遇しますの

で、実際に教わったことを確認できました。 

そして、2日間の楽しかったレッスンを終え、来春のクリニックでの再会を楽しみ

に各々帰路につきました。 
 

次回のゴルフクリニックは3月30日、31日に開催予定です。 
 

(Pinewild Golf責任者: Charley Imai) 
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ジャパンセンターからのお知らせ 
 

 

 

NCSUジャパンセンターでは、12月8日から2月28日まで、冬の展示を行いま

す。1月12日のレセプションには、二人のアーティスの作品を音楽と共に

ご紹介いたします。皆さま、どうぞお誘い合わせの上、ご来場ください。 
 

Naomi Writzさんは、地元Durhamのアーティストです。今回は彼女の2種類

のプリントワーク（木版画と写真）の作品を展示いたします。 

Earl Rasmussenさんは、Goldsboroのアーティストです。木のターナー

（ろくろのようなもの）でいくつかの部分を作り、それで作品を製作して

います。今回は、彼の作品から小さな容器から大きな容器まで展示いたし

ます。 

Yoko Cardenasさんは、Goldsboroのミュージシャンで、レセプションにお

いてピアノの演奏を披露いたします。 

Naomi Writz 

 

Earl Rasmussen 
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ローリー日本語補習学校ニュース 
 

 

〈2013年度 新入生・編入生の募集について〉 
 

ローリー日本語補習学校では、2013年度の新入生・編入生を募集しています。入

学・編入を希望される方は、1月11日（金）午後3時半までに、必ず事務局に電話

かメール等でお申し込みください。お申し込みされた方は「入学説明会」にご参

加いただき、その後、面接をしていただくことになります。 
 

＊「生徒名・生徒生年月日・保護者氏名・電話番号・メールアドレス」を別途HP 

 にあるフォーマットを利用してお知らせ下さるとありがたいです。 
 

事務局連絡先：電話 919-787-1300、E-mail admin@japanschoolraleigh.com 
 

 

○募集対象：2013年度の幼稚部年中（2008年4月2日～2009年4月1日に誕生）から 

      高等部3年生までの全学年 

 

〈2013年度 入学説明会 要領〉 
 

○説明会の会場：Our Lady of Lourdes School 

                2710 Overbrook Dr. Raleigh, NC 

                案内地図はホームページのマップの欄に掲載してあります。 
 

○説明会開催日：2013年1月19日（土）当校カフェテリアにて 

        受付開始 8:45am ～ 

        説明会  9:00am ～ 10:00am 

                面接   同日10:30am ～ 

 

○申し込みに必要な書類（3種類）は、ローリー日本語補習学校のホームページ 

 （www.japanschoolraleigh.com）の「学校案内」の中にある「各種届け出用 

  紙」からダウンロードし、ご記入の上、説明会当日にお持ちください。 

  (様式 1、10、11） 

 

＊面接の際に、お子さんの日本語能力が当補習学校の授業を受けるのに不十分で 

 あると判断された場合は、入学をお断りすることもあります。 
 

＊幼稚部の入園について 

 幼稚部（年中・年長組）の定員は24名です。 

 説明会申込者を含む入学希望者が定員の24名を超えた場合は、兄弟が在学して 

 いる人の入学が優先となり、その後は受付順となります。尚、兄弟が在学して 

 いても1月11日までにお申し込みがなく、定員を超えてしまった場合は、入学 

 待機となります。 

 
http://www.japanschoolraleigh.com 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

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。510-517-3957、mikiwilliamsen@hotmail.com みき 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

レストラン人材募集：日本人シェフ見習、マネージャー見習求、男女不問。和風

イタリアンレストラン samurai-tateyama@hotmail.com 電話919-695-5657 立山  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 

通訳派遣：病院診察・学校の先生との面談等、短時間の通訳業務に対応いたしま

す。 問い合わせ：oshigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–— 
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:3BR、2BT、2Car Garage、車がなくても大丈夫！徒歩でお買い物が自

由にできます。閑静なコミュニティーに位置します。sales@realtytriangle.com 

掲示板のご利用について 
 

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。 

 

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！ 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 
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12月～1月 トライアングルの イベント・スケジュール

      コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

12/14-23 The Nutcracker PECPA 

12/15-16 A Christmas Carol DPAC 

12/21-22 Holiday Pops/A Pink Martini Christmas Meymandi Concert Hall 

12/21 Moscow Ballet's 'Nutcracker' War Memorial Auditorium 

12/18-23 Nutcracker (バレエ） PECPA 

12/29-30 Carolina Ballet's The Nutcracker DPAC 

1/10 Four Seasons (Classical Music) Memorial Hall, UNC 

1/8-13 Jekyll & Hyde (Musical) DPAC 

1/11-12 Four Seasons (Classical Music) Myemandi Concert Hall 

1/18 Willie Nelson & Family （Country Music) DPAC 

1/18-2/3 NERDS (Musical Comedy) PECPA 

1/19 Justin Bieber 'Believe Tour' Coliseum Arena 

1/25-26 Beethoven's Fourth Symphony Meymandi Concert Hall 

      ファミリー/子供向けイベント 

12/8 Music Fun with NC Symphony Marble Kids Museum 

12/12-21 Santa Train Museum of Life & Science 

1/5 Tales of Enchantment (子供向け音楽） Meymandi Concert Hall 

2/12-17 Mary Poppins DPAC 

     その他のイベント 
12/23まで Hill Ridge Farms 703 Tarboro Rd, Youngsville 

12/8 The Chapel Hill-Carboro Holiday Parade Franklin Street 

12/1-1/26 AT & T Raleigh Winterfest (スケート） City Plaza/Downtown Raleigh 

12/14 Duke Homestead Christmas Candlelight Duke Homestead 

12/15 Nutcracker on Ice （スケート） Triangle Sportsplex 

12/31 First Night Raleigh 2013 Downtown Raleigh 

2/9 Krispy Kreme Challenge NCUS Belltower 

      日本人関連イベント 
2012/8/9 Holiday Express (太鼓パフォーマンス） Pullen Park 

12/22 日本クラブ主催「年忘れ餅つき大会」 Japan Center 

1/11 茶道体験 Japanese Baptist Church 

1/13 さくら新年会 Starmount Forest C.C. 

1/20 第7回日本関連4団体主催「新年会」 Sarah P. Duke Gardens 

1/25 NC州立歴史博物館見学（子供同伴可） Japanese Baptist Church 

2/8 日本料理（講習と試食） Japanese Baptist Church 

2/8 春のきざし茶会 Duke Garden 

 ♪ 

 

 PECPA：Progress Energy Center for the Performing Arts 

  DPAC: Durham Performing Arts Center 
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地元のお店も負けてない 近くても通販で 

トライアングル地区には、カカオ豆の買い付けや焙煎から自前で行っている、手

作りのチョコレートショップがいくつかあります。例えば、Escazu Artisan 

ChocolateとVideri Chocolate Factory。どちらもRaleighダウンタウンの工房

で、オーガニックのカカオ豆を厳選して丁寧に作ったチョコレートを販売してい

ます。もちろんオンラインショッピングも充実しているので、ダウンタウンの駐

車場に悩む必要はありません。 
 

オンライン・オフラインのハイブリッド 

この季節、クリスマスの靴下の隙間を埋めるための小さな贈り物、”Stocking 

Stuffers”があちこちで売られています。小洒落た品が揃っているのが、”

Container Store”。パソコン周りのお役立ち雑貨や、可愛い文房具、トラベル用

品など、$10以下の楽しい小物が溢れています。こちらの通販は、電

話やFaxからでも注文可能。しかも”Click & Pickup”というサービ

スを利用すると、通販で買った商品をお店で受け取ることが出来て、

もちろん送料はかかりません。家具などの大型商品は送料が高くなり

がちなので、かなりお得です。 
 

さて、海外から輸入する場合、皮革製品などは関税のために非常に高くつくこと

があります。また、食料品は輸入禁止になっていることもあるので、調べてから

注文した方がいいでしょう。従来の肉製品などに加え、現在、日本からの食料品

には原子力発電所事故に係る輸入制限が掛かっている場合があります。知らずに

購入して没収されると、期待した分がっかり感が大きくなってしまいます。 

注文してから届くまでのわくわく感もオンラインショッピングならではの楽し

み。世界のどこかからトライアングルへ。どんなお店に出会えるのかも楽しみで

すね。 
 

参考サイト 

無印良品 (http://www.muji.us/store) 

ユニクロ (http://www.uniqlo.com) 

楽天市場 (http://www.rakuten.co.jp) 

Favco Inc. (http://www.favcoinc.com) 

Escazu Artisan Chocolates (http://www.escazuchocolates.com) 

Videri Chocolate Factory (http://viderichocolatefactory.net) 

Container Store (http://www.containerstore.com) 
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ブラックフライデーから始まったホリデー商戦も佳境に入り、クリ

スマスショッピングに余念のない方も多いことでしょう。駐車場も

モールも激混みだし、外は寒いし、出かけるのも億劫。そんなあな

たの味方は、オンラインショッピング。さぁ、暖かい部屋でコー

ヒー片手にお買い物へGO！ 

 

ぞくぞくとアメリカ上陸中 

日本で身近だった企業が、次々とアメリカに進出しています。代表選手が「無印良

品」と「ユニクロ」。どちらもニューヨークなどに実店舗がありますが、独自の通

販サイトを立ち上げて、品揃えが豊富になりました。国内発送なので、送料が安く

済むことも嬉しいです。冬の必需品、ヒートテック腹巻き（”Body Warmer”だそ

うです）も手に入ります。洋服のサイズ表示が日本とは異なりますので、確認した

方がいいでしょう。 
 

日本からのお取り寄せ 

「グローバル化」を合言葉に海外に発送してくれる会社も増えました。書籍や衣

類、食品まで、大抵の物はオンライン通販で手に入ります。色々な店舗・商品を一

度に見られるのが、ご存知「楽天市場」などの総合マーケット。運が良ければ送料

無料キャンペーンを利用できることも。ただし、全ての会社が海外発送に対応して

いるとは限らず、お店によっては日本国内発行のクレジットカードでないと受け付

けない場合もあるのでご注意を。 
 

日本限定、でもどうしても手に入れたい！ 

お気に入りのお店が海外発送をしてくれない…。そんな時に便利なのが「転送サー

ビス」。日本国内に倉庫を持つ会社があなたに代わって商品を受け取り、海外に発

送してくれるというサービスです。海外への送料に加えて手数料が発生しますが、

日本の親や友達にそうそう甘えていられない、という場合にはぴったり。複数のお

店で買ったものをまとめて発送してくれたり、買い物自体も代行してくれたり、少

しずつサービス内容が異なりますが、「海外発送代行」「海外転送」などのキー

ワードで探せばたくさん見つかりますので、ニーズに合わせて選択できます。 
 

たまには贅沢 

クリスマス・お正月に向けてアラスカ直送のシーフードはいかがでしょう。キング

クラブや鮭、ホタテなど、豊かな海の幸がクリック一つで届きます。中でもアンカ

レッジのFavcoには日本食部門があり、日本人の好みにマッチした商品を取り扱っ

ています。お刺身はもちろん、西京味噌漬けや白子まで揃っているのが驚きです。 

日本へのギフトを揃えたカタログもいろいろ手に入りますが、その中に、アメリカ

国内向けの商品が含まれていることにお気付きですか。お漬物や梅干などの故郷の

味から最新家電製品まで、なかなかの品揃え。豪華なおせち

セットをオーダーし、トライアングルで味わう「日本のお正

月」もよいものです。 

 

オンライン ショッピング 
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トライアングル 

婦人会 
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クリスマスはもうすぐ！ 今年は何をもらえるかな～？ 

編集後記：毎年この時期になると思うのは、1年がなんと早く過ぎてしまったこと

かということ。自分が歳を取ることには麻痺してしまったので、それはいいとし

ても、やはり、今一度、年頭に計画したことの達成度を確認をしないと、この先

も同じことの繰り返しになるのではないかと不安。とりあえず、三角横丁を隔月

で発行し続けたことだけでも心から感謝。皆さま、今年もありがとう！（お） 

 

 

 
 
第19回婦人会では、感謝祭の料

理作りに挑戦しました。チャペ

ルヒルにお住まいのスーザンさ

ん宅で、ターキー、スタッフィ

ング、パンプキンパイを作りま

した。パンプキンパイはパイ生

地も最初から手作りし、失敗し

ないコツを教わりました。出来

上がった後は、少し早いサンク

スギビングディナーを楽しみま

した。 
 

第20回婦人会の予定 
 

日時：1月29日（火）11時半～ 

場所：メキシカンレストラン 

   「El Coyote」 

3801 Wake Forest Rd.  

Suite 102 Durham, NC, 27703 

費用：$5～$10 (参加人数によ

り変わります) 

RSVP:1月25日 

荒竹yaratake@email.unc.edu 

天野yokoamano2000@gmail.com 
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NITTSU Raleigh Office 
  

 951 Aviation Pkwy Ste 1100  
Morrisville, NC 27560 

担当：相原  

919-465-0499 

980-395-7535 (携帯) 

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

安心・丁寧  

あなたの街の海外引っ越し 

大小各種荷物 お取扱い中 

日通へお気軽にご相談ください 

 

  

4pm after school class  
starting in May 
  

Monday through Friday!  

Please contact  

Nathan Ligo  

for more info. 
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==トライアングル茶の湯クラブの紹介== 
 

今回は、日本クラブ傘下の同好会「トライアングル茶の湯クラブ（TCC）」の活動

をご紹介します。 
 

トライアングル地区にはいくつか茶道を教えている教室もありますが、TCCは教室

ではありません。メンバー同士で茶の湯を楽しみあい、また茶の湯の心をアメリ

カ人に知ってもらうことを通して文化交流をはかろうというグループです。した

がって日本クラブのホームページのクラブ紹介には、「日頃の雑事をほんの一時

忘れて、静かな茶の湯の世界に浸りませんか。流派にとらわれず、経験のある方

もまったく経験の無かった方も一緒にお稽古をしたりお抹茶をいただいたりしま

す。また、茶の湯の紹介に出向いたりもします。」とあります。 
 

発足は2003年です。ずいぶんいろいろな方がメンバーになりました。日本でお茶

をされていて、まさかノースカロライナでまたお茶のお稽古ができるなんてと喜

ばれた方もいました。茶の湯の経験がなく、お抹茶は敷居が高いと思っていた方

が、すっかりその考え方を変えて虜になってしまった方もいました。また、時に

は違う流派の方々が一緒に席に会し、日本ではありえないような経験を楽しんだ

りもしました。 
 

コミュニティー活動にも参加しています。今年はパインハーストのリタイヤメン

トホーム、ウイルミントンのアゼリアフェスティバル、学校などで茶の湯の紹介

をしています。つい先日も表千家の中西先生と一緒に、ウィンストンセーラムに

ある美しいウェークフォレスト大学まで出向き、そこの日本語を学んでいる学生

50人ほどに茶の湯の紹介をしてきました。また、日本文化を楽しんでいただこう

とお筝の知巳先生にもゲストとして加わっていただきました。 

生徒さん方には持ち込んだ畳や障子ついたての

前でお抹茶を点てる経験もしていただきました

が、参加者の一人ポリティカルサイエンス専攻

のシンシアさんが後でその時の経験を大学の

ニュースに紹介しています。その中で当日の

「一期一会」とあった 掛け軸の言葉に触れ「私

たちは未来にばかり目を向け、今を大切にする

ということを忘れがちでです。この一期一会が

茶の湯の心であることがよくわかりました」と

述べています。 

茶の湯クラブに参加したい方や問い合わせ等は

triangle_nippon_club@yahoo.comまでe-mailでご連絡ください。 

（岩島好子：愛知県出身、Raleigh在住、日本クラブ役員） 
 

日本クラブでは12月22日(土)に年末もちつき大会を企画しています。詳細は折込

フライヤーを参照してください。また1月20日(日)にはトライアングル地区の日系

団体合同の新年会も企画しています。詳細は近日中に日本クラブのウエブhttp://

trianglejapanclub.orgに載りますのでお楽しみに。 

Nippon Club of the Triangle 

日本クラブだより 
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!!Hot News!! 

カレッジ バスケットボール 
 

選挙での戦い終わり、これからは大学対抗のバスケットの戦いの季

節です。今のところ、トライアングルにある大学は、いい線を行っ

ているようです。最初の月の試合を終えた状況は、Dukeが地元では

一番調子がよく、既に強豪といわれる3校から勝ち点を上げ、ナショナル・チャン

ピオンシップに向けて突き進んでいます。NCステイトは、新しく優秀な選手をチー

ムに入れたことで注目されていますが、既に2回の負けなので、この先に期待をか

けたいところです。UNCは、今年の6月に、何人かの選手がプロに転向して抜けたた

め、新しいチームの立て直しを図っています。この新しいチームの活躍がどうであ

るかが、これからの試合の行方を左右するでしょう。Wake Forestも、昨シーズン

以来、チームの立て直しをしていて、今シーズンはまだ調整中の様子です。バス

ケットのファンならずとも、興奮冷めやらぬバスケットの季節です。皆で、トライ

アングルにある大学が、来年の1月から始まるACC（the Atlantic Coast Confer-

ence)で大きな活躍をすることを期待して、一生懸命応援していきましょう。 

選挙結果 
 

11月6日の選挙で、民主党のバラク・オバマ氏がアメリ

カの大統領として再選を果たしました。選挙日までは、

民主党のオバマ氏と共和党のロムニー氏は、とても接戦

の様相を呈していましたが、蓋を開けると、選挙人団

（Electoral Collage)は、オバマ氏が332票、ロムニー

氏が206票で、オバマ氏がかなりリードしていました。

この選挙を決定づけたのは、激戦区といわれる11の州（Swing States:オハイオ

州、フロリダ州、バージニア州、コロラド州など）の結果です。11のSwing States

のうち、10の州でオバマ氏が勝利しました。しかし、Swing Statesの中でも、ただ

ひとつの州、ノースカロライナ州だけは、僅差で共和党のロムニー氏に軍配が上

がっていました。 

民主党は、上院（US Senate)での議員を増やしたことで、主導権を握っていくこと

ができるようですが、下院（House of Representatives）は、また共和党の勢力が

強く残っているので、これからこの二つの政党による摩擦は避けられず、これから

2年間、新しい法案を巡ってどのようになっていくのかが注目されます。 

現在、財政問題がアメリカにとって最も大きな課題となっていますから、この問題

が2013年からの重要な課題であるのは確かです。財政問題について、民主党は、増

税による収入を考えていて、共和党は、健康保険や年金などの社会福祉制度を縮小

することによって収入を増やそうとしています。 
 

ノースカロライナの州レベルでは、共和党のPat McCrory氏が州知事に選ばれ、

2013年1月から登庁し、現在の州知事でNC初の女性知事であるBev Prudue氏から知

事職を引き継ぎます。副知事には、共和党のDan Forest氏が氏名されました。選挙

の結果、NCでは上院、下院とも共和党主導による政治が行われて行きます。 
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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。 

 
 

この季節にピッタリの 

鍋料理の材料を 

豊富に取り揃えました。 

是非お立ち寄りください！ 
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人間は無いものねだりなのでしょうか。寒い季節に欲しくなるもの、それは、やは

り暖かいもの。グツグツいう土鍋を囲んで、汗をかきながら食べるお鍋は、なんと

いっても日本の暖かさを身をもって感じる幸せな時間でもあります。中身はあまり

気にしません。白菜と何かあればいい。さつま揚げなどのおでん種でもいいし、魚

介類や肉でもいいし、野菜やきのこ類でもいい。味付けも、味噌でも醤油でも塩で

も、京都風のダシでも、今流行りの

豆乳でも構わないのです。要は、温

かく湯気が立っていること。皆でひ

とつの鍋をつつき合い「熱っついね

え～」と笑い合いながら、ホフホフ

して口に入れることで、どんな冬の

寒さをも全く別のものにしてしまい

ます。日本の冬は、手足がかじかむ

ような辛さも、どんな季節よりも

ほっこりしたものに変えてしまう不

思議な魔法を持っているんですね。 
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