
題字版画：たくわんⒸ 

ブルンブルンと回る扇風機の前に陣取り、よく冷えたスイカにむしゃぶりつく。

一息つくと、アブラゼミがミーンミーンと鳴く声、軒下の風鈴がチリン・チリン

という音。ジリジリ暑い外に出てみると、モクモクした入道雲が空いっぱいに広

がっている。今日は夕立があるな。そのうちゴロゴロ来るだろうと少し騒ぐ心。 

 

日本の夏には独特の「風景」がある。そして、その風景には独特の「音」があ

る。その「音」を聞くだけで心の中に「風景」が思い浮かんでくるから不思議

だ。そんな日本の夏を思い浮かべていたら、子供達も夏の風景の中に溶け込んで

いることに気がついた。虫取り網と自転車と日焼けした肌で元気に走り回る姿。 

 

さて、子供達は夏休みをどうしているんだろう。日本では「夏休みの宿題」とい

う不文律がある。夏休みの宿題の定番と言ったら、絵日記と自由研究だ。男の子

の自由研究は、なんと言ってもカブトムシ。朝早くまだ薄暗い頃に起き出し、自

転車で目指した林の木にみんで集まる。幹を大きくゆするとボトッと落ちてくる

カブトムシ。やった！と思ったら、飛んで行ってしまった。ああ、懐かしい。 
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!!Hot News!! 

米子供の出生率、史上最高に！ 
 

2008年7月発表の統計によると、2007年にアメリカで生まれた子供の数は、アメリ

カ史上、最も多い数になりそうな見通し。National Center for Health Statistics の統

計によると、2007年に生まれた子供の数は暫定的に見て、およそ4,315,000人。9月

にならないと、きちんとした数字は出ないものの、ベビーブームのピークであっ

た1957年の数よりもおよそ15,000人多そうだということです。 

 

ベビーブームの再来？実際にはアメリカの人口がじ

わじわと伸びているため、子供を産む女性の数も増

えているという自然な結果から来ているようです。

移民者の人口が増え、移民者たちが多くの子供を産

むこと、女性が20代から40代まで広い年齢層で子供

を産むようになったことなども、この出生率増加の

要因と言えそうです。少子化の日本から見たら、な

んとも羨ましい話です。 

NC運転免許証持ってますか？ 
 

ノースカロライナの運転免許証。車を運転するなら、ノー

スカロライナに住み始めてから、2か月以内（60日以内）に

取得する必要があります。他の州では国際免許証でも1年間

は運転ができる場合がほとんどですが、ノースカロライナ

では、国際免許証での運転は認められていません。国際免許証で運転しようとす

る場合は、日本の免許証も合わせて携帯するようにし、できるだけ早く運転免許

証を取得してください。筆記試験は日本語でも受けられるので便利ですね。 

 

さて、あなたの運転免許証の写真は、カラーですか？そうですね、カラー写真で

すよね。だから、あの時、DMVに何色の洋服を着て行ったかなんて、後で思い

出したりして。ところが、DMVでは、将来的に白黒の写真の運転免許証に切り

替えようという考えを打ち出しています。レーザーによる方法で特別に写真を焼

き付け、偽免許証の複製ができないようにしようというものです。 

 

それ以外にも、今までは、DMVのオフィスまで出向か

ないと、免許証の切り替えができませんでしたが、将来

的には郵送で新しい免許証を個人個人に送るようにする

案が出されています。具体的な実施時期については、こ

れから公表される予定です。 

氏名：ノース山 カロ次郎 

住所：エノリバー2丁目１－２  

 

この免許証で車の 

の運転をしても良 

いことを証明します 
 

NC DMV署長 



 

3 

ALERT!   ポイズン・アイビー注意報！ Warning! 
 

夏は、ついつい野外で過ごすことが多いですね。子供達も楽

しそうに野原や芝生を転がって遊びまわったりしているかも

しれません。でも、ちょっと怖い落とし穴が・・・! 

 

強い繁殖力で増える毒性のあるポイズン・アイビー（ツタの一種）は、林、家の

庭、公園の茂みなど、緑がある場所なら、どこに生えていても不思議ではない極

ありふれた植物です。地面を這うように蔓を伸ばして生えていたり、木のように

まっすぐに生えていたり、大きな木の幹にまとわりつくように生えていたり、雑

草のように小さく生えていたり、さまざまな形で存在します。 

普段、庭を歩いたり、公園を歩いたりして、知らないうちにポイズン・アイビー

に触れてしまうことは十分ありますし、ポイズン・

アイビーに触れた犬から、人間がかぶれることも。 

 

他の植物との違いは葉が３枚ひと組であること。こ

れは、ポイズン・アイビーかそうでないかを見分け

るのに大変役立ちます。写真を参考にしてくださ

い。葉っぱは、普通のどこにでもありそうな葉っぱ

ですが、よく見ると３枚が同じところから出て来て

います。 

この植物に触れると、接触した皮膚に水泡状のブツ

ブツができたり、赤くただれたりします。非常に痒

く、いてもたってもいられなくなります。市販の軟

膏やカーマイン・ローションで一時的に痒みを気休

め程度に止めることはできますが、実際にはあまり

効き目が得られません。ポイズン・アイビーに触っ

たと思ったら、すぐ石鹸でよく洗うことです。30分

以内なら、かなりその毒性が皮膚に回るのを抑える

ことができます。それを過ぎてしまったら、早めに

医者にかかることをお勧めします。 

 

あなたの家の前や庭にもポイズン・アイビーが生えている可能性があります。見

つけたら、ドラッグストアーやホーム・インプルーブメント・ストアーなどで手

に入るポイズン・アイビー用の除草剤を噴霧しておきましょう。決して素手で刈

り取ったりハサミで切ったりしてはいけません。燃やすのもいけません。燃やし

たときに毒気のある油が空気中に漂い 

肺をかぶれさせる恐れがあります。 

どうか、外に出るときはご注意を！ 
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～Back to School特集～みんな学校が始まるよ！ 

 

みなさんの夏はどんなでしたか？海や山へ行ったり、スポーツキャンプに参加し

たり、遅寝・遅起き三昧だったり、家族旅行したり、日本に里帰りした人もいる

かもしれません。そんな暑く長かった楽しい夏休みもそろそろ終盤。そろそろ学

校へ行く準備ですね。子供だけでなく、親たちもちょっとドキドキしてきます。

ということで、今回はBack to School特集です。 

 

Back to School の準備ってどんなこと？ 

例えば、こんなこと・・・ 

１．バック・パックを用意する。タフな使用に耐える 

  丈夫なものを。高学年になるにつれ持ち物も増え 

  子供の成長と共にサイズも大きなものが必要。 

２．文房具類の準備。鉛筆、消しゴム、ペンなどの 

  筆記具。定規、ノート類。中高では電卓が必要 

  なことも。学校からリストをもらうはずです。 

３．ランチ・ボックスやランチ・バッグの準備。ジップロック・バッグやパック

入りの飲み物類なども買い置きしておくとよいでしょう。 

４．ジム（体育の授業）用の上下の用意。体育館用の運動靴は大丈夫？ 

５．体が成長していて前の服がもう着られなくなっている場合が十分考 

  えられます。体に合った新しい洋服や靴を買い揃えておきましょう。 

６．新入生は、必要な予防接種をきちんと受けているかを母子手帳や病院などで

チェックしておきましょう。 

７．学校のスポーツチームに入る場合、学校指定の健康診断書を病院で書いても

らわないといけない場合があります。チェックして。 

８．子供が学校に行く・帰る方法、道順、時間などをチェック。スクールバスの

場合は、バスの番号、乗り降りの場所や時間を確認しましょう。 

９．学校に提出しなけれなばならない書類があるかないか調べましょう。 

１０．新学期からの放課後のAfter School Activityをどうするか考えておき 

  ましょう。 

LUNCH ＝＝＝アメリカ人の子供の一般的なお弁当＝＝＝ LUNCH  
 

 日本では「お弁当」というとお母さんの手作りの凝ったお弁当を思い浮かべま

す。実際、日本ではキャラ弁と言って、蓋を開けると、マンガのキャラクターそ

のもの！のかわいいお弁当を作るのがブーム。日本のママさんは毎日かなり気合

いを入れてお弁当を作っているようです。さて、アメリカ人の子供たちのラン

チってどんなだと思いますか？ちょっと日本とは様子が違うようです。 

 

ごく一般的なものは、「ジップロックに入れたサンドイッ

チ」「飲み物（パックドリンクなど）」「ポテトチップ」

「クッキー数枚」「ヨーグルト」「果物（バナナやリンゴな

ど）」です。そして、毎日ほとんど同じものを持っていきま

す。サンドイッチは、ピーナッツバターとジャム、ハムと

チーズ、ツナ、ターキー、またはホットドッグなどです。 
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新学期はこんな感じ 
 

秋の気配を感じることなくノースカロライナの新学年は始まります。長い夏休み

を過ごした後の新学期は、親も子も新しい学年に適応できるまでに少し時間がか

かります。 

 

学校が始まる前に、多くの学校や学級ではオープンハウスが行なわれます。そこ

で初めて新しい担任の先生やクラスメートに会うことになります。オープンハウ

スは、自分の子供について担任と事前に話す良い機会です。特に低学年のお子さ

んをお持ちの場合は、早く新しい学校環境になじむために、親子共々積極的に参

加するとよいでしょう。オープンハウスがない場合は、学校で新学年が始まる前

にクラス分けの発表が掲示されたりします。 
 

米国の学校では新学年だからといって、特別に始

業式があるわけでもありません。初めての中学生

や高校生には、登校初日、体育館やカフェテリア

に集まって学校生活の説明などがあります。その

他の生徒に対しては、あまり特別な説明もなく授

業が始まります。子供にとっては｢今度はどんな先

生だろうか｣とか「仲の良い友達と同じクラスを取

ることができるだろうか」などと期待と不安が入

り混じった初日を送ります。事前に親子で話し合

い不安を取り除いてあげる工夫をしましょう。 
 

新学年が始まる前後の週に混み合うのが文房具を売っているお店で

す。ほとんどの教師はオープンハウスなどで、どんな文房具を持っ 

てきたら良いのかをリストにして渡してくれます。前もってリスト 

を入手して買い物に行く方が品物は豊富ですし時間もかかりません。 

 

子供がキンダーや小学1年生の場合、一番心配なのはスクールバスで通学するこ

とだと思います。朝はバス停まで親がついていって乗せるので心配はありません

が、問題は帰りのバスです。ちゃんと正しい番号のバスに乗れるだろうかとか自

分のバス停がわかるだろうかなどと心配はつきません。でも、学校の先生やバス

ドライバーは、その様な子供の扱いには慣れているのでほとんど心配はいらない

ようです。 
 

私の娘がキンダーに入って一週間は、名前と電話番号と乗るバスの番号と降りる

所が書かれた紙を首から提げてバスに乗っていました。一度は春の暖かくなり始

めた頃、バスの中で居眠りをして自分の家の前で降り忘れてしまったことがあり

ました。私は、驚いて次のバス停まで車で走って追いかけたのが今ではなつかし

い思い出です。そんな娘も高校生となり、最近ではス

クールバスに乗ると嫌な友達がいるから乗りたくない

と不平不満を言う生意気な年頃になりました。 

 

（荒竹由紀 東京都出身、UNC日本語教師および

Chapel Hill学校区専任通訳翻訳者、Chapel Hill在住）

住） 
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  日本とアメリカの予防接種の違い 
 
     子供を持つ親として、子供の予防接種は気になること。 

     日米の予防接種はどのように違うのでしょう。 
 

ア メリカで奨励されている子供の予防接種は、B型肝炎、ポリ

オ、DPT（三種混合）またはDTaP、Hib（インフルエンザ菌）、水痘、肺炎球菌、

麻疹、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）、風疹またはMMR（麻疹・流行性耳下腺

炎・風疹）となっています。 

また、HPV（Human Papillomavirus )という女子だけが受けるものがあります。 

 

B型肝炎は、日本では行われていませんが、アメリカでは幼稚園までに（または小学

校終了までに）3回受けます。受けていない場合は、たとえ中学や高校で日本から転

校してきた場合でも、接種をするように言われます。 
 

Hib は、「ヘモフィルス・インフルエンザ菌タイプb」と言われるもので、日本では

行われていません。インフルエンザ・ウイルスとは違います。生後2か月で１回、そ

の後2か月おきに2回目、3回目を受け、4回目は1歳～１歳半の間に受けます。 
 

ポリオは、日本では生ワクチンを飲ませますが、アメリカではポリオ不活化ワクチ

ン（IVP）を２か月、４か月、１歳～１歳半、４歳～６歳の子供に計４回与えます。 
 

肺炎球菌は、日本では行われていませんが、肺炎球菌感染症から乳幼児および小児

を守ることの重要さからアメリカでは受けるように指導していて、２か月、４か月、

６か月に一回ずつ、その後は６か月～１歳３か月までの間に４回目を受けます。 

 

BCG は、アメリカでは結核予防の考えが違うため行われていません。 

日本ではツ反が陰性（－）だと、BCGを受けるように指導され、BCGを受けると、

その後のツ反は陽性（＋）になります。アメリカではツ反陰性（－）は正常な結果で

あり、そのまま何もしません。ツ反が陽性（＋）は結核感染とみなされます。 

日本でBCGを受けた子供は、ツ反で陽性（＋）になり、結核感染と見なされレントゲ

ン検査を受けるように言われることがあります。日本でBCGを受けた旨の英文の翻訳

書を持参し、BCGでの免疫は不活性の結核であることを証明する必要があります。そ

れが証明できない場合は、胸部レントゲンを受けることになります。 
 

HPV（Human Papillomavirus )： 子宮頸癌と尖圭コ

ンジローマを防ぐことができる画期的なワクチンとして昨

年春から予防接種の実施が開始され、9歳から26歳の女子

のみが受けることができます。日本ではまだ実施されてい

ません。妊娠していないこと、まだ男性と性的な接触をし

ていないこと等が接種を受ける条件になっています。 
 

参考資料 

・Center for Disease Control and Prevention  

・American Academy for Pediatrics CISP 

 (Children Immunization Support Program） 

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E5%AE%AE%E9%A0%B8%E7%99%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E5%9C%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%96%E5%9C%AD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E
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健康道場入門編 
 
夏休みがそろそろ終わりに近づき、学校や職場へ戻る準備はいかがですか。もちろ

ん体も健康にして準備万端！でありたいですね。今回は子供に多い「中耳炎」につ

いてのお話です。 

 

まず耳の中の構造について説明しましょ

う。洞窟みたいに真っ暗な耳の穴が外耳

で、一番奥に鼓膜があります。鼓膜のさ

らに奥が中耳です。 
 

耳掃除のしすぎや、水泳や洗髪後に起こ

る細菌感染は外耳炎を引き起こします。

一方、中耳は耳管という細い管で鼻とつ

ながっているため、中耳炎のほとんどは

鼻やのどの炎症が中耳に波及して起こり

ます。中耳炎は耳の痛み、発熱、難聴を起こします。 

 

中耳炎になると鼓膜が真っ赤に腫れて、時に鼓膜が破れて中から膿が出てきます。

耳鼻科医が診察で耳の中をのぞくのはこの鼓膜の変化を観察して

いるのです。 
 

治療は軽い中耳炎なら痛み止めだけ、又は数日間の抗生剤の服用

で自然に治ることが多です。やや重度の中耳炎では、鼓膜切開と

いって鼓膜に小さな穴をあけて中耳にたまった膿をだすと早く治

ることがあります。あけた穴は数日で自然にふさがります。 

 

困ったことに中耳炎は免疫系の未発達な幼少児に多く、時に頻回

に繰り返すことが 

あります。耳、鼻、のどはつながった器官なので、副鼻腔炎やアデノイド、長期の 

抗生剤服用による耐性菌（薬の効きにくい細菌）の出現が頻回の中耳炎の原因とな 

っていることがあります。反復するような中耳炎の場合、他に異常がないかドクタ 

ーに相談してみてもいいでしょう。 
 

中耳炎はきちんと治療をすれば、ほとんど完全に治ります。しかし時には、滲出性 

中耳炎や慢性中耳炎に移行し、聴力低下をまねくことがあり注意が必要です。 

 

普段から鼻水をきちんと取ってあげ、またはかませてあげ

ることが中耳炎の予防に大切です。幼少児のお子さんはま

だ自分の症状伝えることができません。風邪気味のとき

は、お子さんの出す中耳炎のサイン（機嫌が悪い、聞こえ

が悪そう、急な高熱、耳をさわる）によく気をつけてあげ

てください。 
 

（遠藤一平 耳鼻咽喉科医師 Chapel Hill在住 UNCにて 

  研究中） 
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 こころのお天気 ― 今日は晴れ？ 
 

年度初め、いかがですか？夏休みシーズンが終わると、いよいよ 

新年度の始まりですね。新しい学年、新しい学校、新しい職場や 

部署、新しい住まいなど、環境が変わる方も多いと思います。 

  

私が今でも覚えているのは、高校入学して初めてのクラスです。私以外のクラス

メートが皆秀才に見え、自分だけとんでもないアホのように感じてしまい、とても

小さくなっていました。しばらくしてみんなと打ち解けてきたら、他の人たちも同

じように感じていたことがわかり、ようやく安心できました。 
  

実は私自身、最近新しい土地に引越し、新しい生活が始まろうとしています。これ

から起こる様々なことや新しい出会い、新たな挑戦などに思いを巡らし、ちゃんと

順応していけるだろうかと、不安になったりワクワクしたりしているところです。 

  

日本では俗に「5月病」と呼ばれるものがあります。４月に新年

度が始まって一カ月たつ頃、気持ちが沈んで学校や職場に行け

なくなったりします。アメリカでは9月に年度が始まるので、10

月11月頃がそれにあたるでしょうか。初めは気が張っていたの

に、知らずに溜め込んでいた疲れがある時どっと出て、ガス欠

のような状態になるのです。これは軽い「うつ」と言えます。

「うつ」がひどければ精神科を受診することもひとつの方法です。 
 

 もしそうなってしまったら、環境を工夫してできるだけ休

養を取るよう努めましょう。できることなら、そういう状

態になる前に「ちょこっと疲れたら、ちょこっと休息や気

分転換」というやり方で元気を回復させることも大切。新

年度の初めの時期には、頑張りすぎていないか突っ走りす

ぎていないか、こまめに注意するようにしましょう。 
  

新しい環境や人に出会うと、それまでやってきたスタイルなり、考え方なり、信条

なりが通用しないことがあります。そういう時は、ちょっと戸惑ったりイライラし

たりして辛いかもしれませんね。でも長い目で見れば、自分の視野や考え方の幅が

広がるいいチャンスとも言えるのではないでしょうか。 

（デーデ陽子：精神科医師、茨城県出身、元ダラム在住） 

 

山岸 陽子 

トライアングル地域の情報やご質問は、

下記のWeb掲示板をご利用ください。

便利でお得な地域情報が満載です。 

yokoyamagishi.com 

不動産関係のご相談をいつでも承って

おります。住宅売買、レンタル、投資

また商業用物件など、どうぞ安心して

お任せください。 

Realtor/Broker/QSC 
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アメリカ生活で思うこと・・・ 
 

「アメリカで働く」（後半） 
 

ラレーにある味の素、グリーンズボローに出来た小型飛行機を製造するホンダ、

トヨタディーラーのセールスマン、（う～ん日系ばかりか）その他全部で100社

以上に履歴書を送ったり面接したりしましたが全然だめ。「不採用通知」さえ来

ない…。日本では卒業後、就職活動なんてせずにバイトしていた建築事務所にそ

のまま就職したので、その反動が今頃やってきたのでしょうか？ 

 

最後に当たったのが郵便局。グリーンズボローのセンターまで行って

テストを受けて合格。その後、隣町のエフランド局から連絡があって

面接を受けて、ドラッグテスト（大きな会社だと当然のようです）を

パス、ヒルスボローでドライビングテストを受けて合格。始めのテス

トからほぼ３ヶ月以上過ぎてようやくオリエンテーションまでたどり

着きました。 

 

 ４日間の研修の後、手紙の配達ができるようになります。時給 

 はなんと１７ドル（信じられない）ただしはじめのうちは週一 

 日しか働けない…けど選択の余地なしです。三日目にはコンピ 

 ューターによる運転に関するテストでしたがなんと辞書を使わ 

 せてくれない！一時間のテストで出来た人はどんどん席から離 

 れていく。僕はと言えば、問題がなんだか理解できない…。ほ 

 とんど適当に回答していくしかありませんでした。最後に部屋 

 に残ったのは試験官と僕だけ。ようやく席を立って試験官の前

に行くと、その場で結果がプリントされてきていました。「FAILED」 頭が真っ

白になった初めての瞬間でした。 
  

次の日、エフラン局の局長に会いに行くと「あのテストは今年の１０月から始

まったの。もし1ヶ月前に来てたら落ちずに済んだのに残念でしたね。」彼女の

机の上には写真入の僕のネームバッジ…。その数週間後、3日間分のチェック

が 郵送されてきました。「受かって落ちる」というなん

ともやりきれない体験こんなやり場のない思いはあんま

り味わいたくない。すでに４ヶ月近く失業したまま、失

業保険もなく、貯金もなくなりつつ、妻も働き出し、し

かし、住宅ローン、電話、電気代は減りません。フード

スタンプは助かりますが、ガソリン代は上がるばかり。

３人の子供を抱えていったい神はどんな試練を与えてく

れるのでしょうか。 
  

今年の１月、ようやく近くのウォールマートから面接の知らせがあり時給８ドル

４０セントからスタート。終身雇用なんて言葉はもう死語なのかもしれません。

少なくとも僕の周りではみんな時給暮らし。雇用環境はどんどん悪化しています

が、みなさんの周りはいかがですか？ 

 

（馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、得度。妻と３人の子供と共に 

 Hillsboroughに在住 ） 
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夏は特に話題作が出る時期です。もうこの夏は何回も 

映画館に足を運んだという人も多いことでしょう。 

あなたは「The Dark Knight」「Hancock」「Mamma Mia」 

は見ましたか？夏の話題作はまだまだ続いてますよ～！ 

冷房のきつい映画館へは、上着持参でね。Have fun! 

 

三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

「The Perfect Game」PG（ドラマ・ファミリー）8/8公開 

1957年リトル・リーグの世界大会で史上初完全試合で優勝したメキシコ・チーム

の本当にあったお話。貧しい少年野球チームが、力を合わせてがんばり、アメリ

カでの決勝大会に出るまでの心温まる奇跡の感動作品。家族みんなでどうぞ。 

 

「Pineapple Express」R（コメディ、ドラマ、ミステリー、犯罪）8/8公開 

麻薬常習者のデールが、ひょんなことから警官が殺人をする所を目撃。それを

知った警察に追われるデイルとディーラーのソール。パイナップル・エクスプレ

スに乗って逃げよう！でもそれって、もしかして新しいヤク名前じゃないの？ 

 

「Star Wars: The Clone Wars」PG（アクション、ドラマ、アニメ）8/15公開 

スター・ウォーズのエピソード2と3の間に位置する「クローン戦争」を美しい3D

アニメーションで映画化。ジョージ・ルーカス監督が６シリーズでは語り切れな

かった物語がここに。スター・ウォーズのファンには見逃せない作品。 

 

「I Served the King of England 」R(ドラマ、コメディ、ロマンス）8/22公開 

チェコの映画って見たことありますか？お茶目なプラハの給仕のヤンを通じて、

20世紀前半のチェコスロバキアの夢と没落の歴史が見えるなんともシャレた映

画。上質な映画ってこういうのを言うんじゃない？独語なので英語の字幕で。 

 

「Trouble the Water」NR（ドキュメンタリー）8/22公開 

2008年サンダンス映画祭で最優秀審査員賞を受賞したハリケーン・カトリーナの

被害を描いた映画。この被害で米国人たちの環境問題への意識が変わったこと、

また被害を受けた人々が難民化している問題などを扱った社会的作品です。 
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「Ballet Shoes」PG（ドラマ、ファミリー）8/28公開 

ハリー・ポッターでハーマイオニを演じたあのエマ・ワトソンが、初めて別の映

画で主人公を演じます。孤児院かブラウン家に引き取られ、血はつながっていな

くても姉妹となった3人。それぞれの才能を努力によって開花させいく物語。 
 

「Sukiyaki Western Django」R（アクション、ウェスタン、日本）8/29公開 

三池崇史監督、伊藤英明、桃井かおり、佐藤浩一出演の日本映画がアメリカ上

陸。源氏と平家の「壇ノ浦」の合戦から百数年経った日本のある村で、お宝探し

を巡って源平の戦が再燃。そこにウェスタン・スタイルのガンマン助っ人登場！ 
 

「Babylon A.D.」PG13（ドラマ、SF、アクション）8/29公開 

「この星を救う？何のために。人生は単純だ。殺すか、殺されるかだけだ。それ

が掟なのだ。」渋いヴィン・ディーゼルのモノローグが響く。「暗黒未来の地球

では強くなければ生きていけない。弱い者への温情など存在しないのだ。」 
 

「College」R（コメディ、青春）8/29公開予定 

3人の男子高校3年生が大学見学に。そこで、あるフラタナティーからスカウトさ

れる。フラタナティーって知ってます？じゃソロリティーは？アメリカの大学生

活を知ることができる面白い映画！でも本当の大学ってこんなひどくないって？ 
 

「The Accidental Husband」PG13（コメディ、ロマンス）9/5公開 

ラジオ番組で人間関係のアドバイスをしているエマ。彼女のアドバイスに従って

破局することにしたが、腹を立てた振られた消防士は復讐を思い立つ。エマ役の

ユマ・サーマンは身長が180㎝もあるので、夫役は長身のコリン・ファースで。 
 

「Mister Foe」R（コメディ、アクション、ドラマ）9/5公開 

17歳のハラン・フォーの心の中を描く、ヨーロッパテイストの映画がスコットラ

ンドから到着！母親の死から益々自分の世界にのめり込み人々の生活を「屋根」

から覗くようになるハラン。家族、自分、愛、性について一緒に悩んじゃう？ 
 

「Blindness」R（アクション、ドラマ、ミステリー）9/26公開 

ノーベル文学賞受賞作家のジョゼ・サマラーゴ「白の闇」の映画化で、ジュリア

ン・ムーア主演、木村佳乃と伊勢谷友介が共演。それだけでも十分行きたくなる

要素です。街に広がる奇妙な病はどんどん世界にも。それに打ち勝つためには？ 

Asianの髪質をよく知った経験豊かなヘアー・スタイリスト 

女性のパーマ、ヘアダイなどのメニューも充実 

Woman Hair Cut  (shampoo, Styling 込）$23-25 
Man Hair Cut $15   Children hair cut (under 8) $13  

 

 

 Hours: Tues-Fri:10am~6pm Sat:9am~5 pm   Walk-ins Welcome! or appointment 

2950 Chapel Hill Road Durham, NC 27707  Phone:919-401-6300 
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  ペットって最高！ 
 

   愛犬と一緒に帰国したい！ 
 

——————アメリカで飼い始めた大事なペット。帰国に伴い 

日本に一緒に連れて帰り、そのまま飼いたい私の体験記！ 

 

我が家には、愛犬のハナコがいます。このハナコは、3年前Adoption centerから

もらってきました。最初Adoption Centerに行った時、私たちが帰国するときハ

ナコをどうするのかと聞かれました。私たちはハナコを「アメリカだけ用」にす

る気はなく、いずれ日本に一緒に連れ帰るつもりでした。そのため、大型犬の多

かったAdoption Centerで敢えて日本の家に合う小さめの犬を選びました。 

 

他にAdoption Centerがこだわったのは、家の中か外どちらで飼うのかというこ

とでした。その時私たちはまだアメリカの生活に疎く、日本と違ってほとんどの

犬が室内で飼われていることに気付いていませんでした。Adoption Centerの人

が勧めるように室内で飼うことを約束し、ハナコを受け取って家に帰りました。 

 

一緒に暮らしはじめると、トイレなどの基

本的なしつけはもちろん、お客に吠えな

い、ソファに上がらないなど室内で飼うた

めのしつけが必要なことがわかりました。

散歩中よその犬に吠えるハナコを見て、近

所 の人 が様 々な アドバイ スを くれ、

Petsmart（下記URL参照）の「しつけ教室」

に通うことにしました。 

 

散歩中に知り合った犬のほとんどが「しつけ教室」に行き、きちんと飼い主と並

んで歩き、犬同士がすれ違うときも吠えたりせず仲良くあいさつをします。屋外

で飼われる日本の犬と比べると、室内で飼うためにきちんとしつけがされ、さら

に家族と一緒に過ごす時間が長いせいか、人や他の犬に対してもフレンドリーな

犬が多いように思います。犬の「社会化＝フレンドリーであること」はアメリカ

では重要で、飼い主同士で話をしてもよく話題になります。 

 

帰国準備はハナコをAdoption centerからもらってきた翌日、つまり健康診断の

ために獣医に連れて行った時から既に始まりました。日本に連れ帰るかどうかを

聞かれ、検疫のための準備について教わりました。以後ワクチン接種や採血な

ど、煩雑な日本の検疫手順を主治医が協力してやってくれています。日本の検疫

所もとても親切で、質問にはすぐに答えてくれます。 

 

私たちの帰国はこの夏の終わり。ハナコを無事に 

日本に連れ帰るまで、もうひとがんばりです。 

 
Petsmart http://www.petsmart.com/home/index.jsp 
 

（簗場瑞貴 Durham 在住、主婦） 
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   今回は、夏の飲み物を紹介します。 

夏のコーヒーショップはどうするのかな？と思うでしょう。確かに 

需要はガクンと落ちます。今まで毎日朝のコーヒーを飲んでいたお 

客様が、３日に１度しか顔を出さなくなったりします。でも、ご心 

配無用。夏は夏で冷たいコーヒーの種類も一杯あるんですよ！ 

 

夏はStarbucksが最初にやり始めたFrappuccino（これはベーシックにはCappuccino

を冷たくしたものでしたが、今では氷を入れミキサーにかけ、Espressoそしてい

ろいろなFlavorを混ぜていきます）。例えばキャラメルフラプチーノ、ヴァニラ

フラプチーノ、ヘーゼルナッツフラプチーノなどなどご自分の好きなFlavorをア

レンジして飲むことが出来ます。夏には最高の飲み物です。又、ほとんどのコー

ヒーはアイスで飲めます。アイスラテ、アイスモカ、アイスアメリカーノ、もち

ろんアイスコーヒー。コーヒーを飲んだら胃に負担のかかる方にはCold-Press Ice 

Coffeeをお勧めします。Acid（酸）を抑え、胃の負担を軽くします。Cold-Press 

Ice Coffeeを飲んでパッチリと目を覚まし、一日を頑張りましょう！ 
 

Do you know what coffee means？ 
Come over for free energy everyday. 
 

Jump’n Java café の一番人気の夏の飲

み物はMudslide（マッドスライ

ド）、チョコレート、キャラメル、

ヴァニラ、トーフィークランチ’エ

スプレッソ。お試しになってみて

は？ 

 

（Shelly Colburn: 九州出身、 
 Jump’n Java Caféオーナー、 

コーヒーミニ百科 

 

 

コーヒーの香りと 

 ゆったりした空間 

こころのこもった 

 おいしいランチ 

日本人オーナーの 

 カフェです 

Angel Roses Florist 
 日本そして世界中に 

あなたの気持ちを添えて 

 お花をお届け致します 

フラワーアレンジメント教室 

詳細はお問い合わせください 

フローリスト（宇山） 
919-949-1875 日本語 
919-596-6185 英語 

 www.angelrosesflorist.com 

Mineral  
Spring  
Road 

Miami  
Blvd 

★ 

70 

2945 S. Miami Blvd.                                                 
Durham, NC 27703 
                                               
Phone:919-361-1212 

To Raleigh 

To Durham 
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こんなお店知ってた？ 

 

トライアングル特製ホームメード・アイスクリームを食べに行こう！ご紹介する

のは、厳選のユニークでおススメのローカル・ショップ3件 
 

1.Loco Pops http://www.ilovelocopops.com/ 

 ロコ・ポップと呼ばれる懐かしい棒付きアイスの専門店。 

 種類もクラッシックなVery Berryからユニークなアボガドアイ 

 スまでとても豊富。チャペルヒル、ダラム、ヒルスボロー、

ラレーとトライアングルに４店舗があり、チャペルヒ

ル店ではワンちゃんの用のアイスもあり2ドルで販売中。是非ペットも一

緒に連れて、ちょっとお散歩がてら涼みに行ってみてください。 

きっと「ワン！ダフル」なこと間違いなし！ 

 
2.Maple View Farm  
  http://www.mapleviewfarm.com/pages/countrystore.html 
 ミルクを絞る牛から育てている超こだわりのお店。車で少し時間 

 をかけても、牧場の一部に設けたアイスクリームショップは行く 

 価値大。午後のドライブには持って来いです。カロライナ・ 

 クランチなどこのお店自慢のおいしいスペシャルがあ 

 ります。またカントリーストアーでは、とれたての濃 

 い牛乳やチーズなどの販売もしています。外に設けら 

 れたピクニックテーブルで牧歌的な景色を見ながらの 

 んびり牧場の味を堪能してください。 

   
3.Yogurt Pump http://www.yogur tpump.com/index.htm  
 UNCの学生たちに愛されているフローズンヨーグルトの人気店。フランクリン 

 ストリートとコロンビアストリートがぶつかる辺り、NYピザの裏にあります。 

 ここで使っているヨーグルトは、低脂肪かノンファットでカロリー控えめ。 

とても健康的でさっぱりしています。アイスクリームは

ちょっと…という人も満足できるでしょう。カップ、コー

ン、またはシェイクで、トッピングもいろいろ選べます。 
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 15－501 レストランKURAMA 並び 

ターゲットのあるサウススクエア向かい 

日本の食品を豊富に取り揃えて 

皆様のお越しをお待ちしております 

３７３８ Chapel Hill Blvd. Durham 

Phone: ９１９－４８９－５１１６ 

このスペースに 

あなたの広告を 

載せませんか？ 

 
広告作りのアドバイスも 

いたします 
ご相談、お問い合わせは 

sankakuyokochou@gmail.com 

ごちそうさま～ぁ！ 

ニューイングランド・クラムチャウダー 

クラムチャウダーというと、2種類あります。「ニューイングランド・クラムチャ

ウダー」と「マンハッタン・クラムチャウダー」です。前者は、クリームベース

の白いスープで、後者はトマト味のスープです。一般的に、クラムチャウダーと

いうと「ニューイングランド・クラムチャウダー」のことを指します。 

今日はその「ニューイングランド・クラムチャウダー」に挑戦してみましょう！

思ったよりも簡単にできますし、入れる具も好みに合わせて増やしたり少なくし

たりして、自分流にアレンジできます。クラムは好きなら倍量使ってもいいで

しょう。ハーフ&ハーフを半分牛乳で作るとさっぱりしたスープになります。どう

ぞ、家庭のクラムチャウダーを楽しんでください。 

材料（4人分） 

    厚めのベーコン4枚    じゃがいも   ３個 

    セロリ 3本       ハーフ＆ハーフ 2カップ 

    玉ねぎ 小1個      小麦粉     大さじ３ 

    塩   小さじ1     こしょう    小さじ1/4 

    むき身のクラム７oz以上（シーフードカウンターで手に入る、 

    なければ缶詰売り場にある缶詰のものでも可） 

    クラムジュース1本（8oz、スーパーの缶詰売り場にある：写真参考） 

作り方 

下ごしらえ：ベーコンは５㎜幅に切る。玉ねぎとセロリはみじん切り。じゃがい 

      もは２㎝のサイの目に切る。クラムは適当な大きさに刻む。 

１．鍋を火にかけ、ベーコンを炒める。 

２．鍋にクラムジュースを入れ、じゃがいも、玉ねぎ、セロリを入れ、やわらか 

  くなるまで煮る。（じゃがいもの形が崩れ始めるまで煮る） 

         ３．鍋に刻んだクラム（貝）を入れる。 

         ４．ハーフ＆ハーフに小麦粉を大さじ3杯ほど入れて、 

           泡だて器などで、ダマにならないようよくまぜる。 

         ５．鍋に４を入れ、塩こしょうを入れ、味をみる。 

         ６．火を弱め、全体にとろみがつき、煮立ってくるまで 

           時々かき混ぜる。 

         ７．好みでクラッカーやロールパンを添えていただく。 

クラムジュース 




