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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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「鬼は外！」「福は内！」の翌朝、いつもより賑やかな鳥たちの声で目を覚ましました。撒
いた豆がごちそうなのでしょうか。ふと目をやると、遠くまで透けて見える、線ばかりのモ
ノトーンの林に、少しずつ色をつける準備が始まっているようです。うっすらと動き出した
木々の様子を感じて、心がそわそわしてきます。雪が降って身が縮むようだと震えている
と、急に半袖を着たいほどの陽気になったり。そ
んな移り気な毎日に翻弄され、天気予報で今日
の気温をチェックしないことには、着るものも決
められない不安定な朝は、あと少しの辛抱で
す。三寒四温とはよく言ったものです。3日寒い
日が続くと、次の4日間は暖かくなり、そして、ま
た 寒 い 日 が 3 日 来 て、そ れ か ら 暖 か い 日 が 4
日･･･。3日と4日では、4日の方が1日多いので、
行きつ戻りつでも、だんだん暖かくなっていくん
ですね。三百六十五歩のマーチみたいです。
きっと、お雛さまの頃には、ほんわりとした陽気
に包まれ、緑の新芽も増えていることでしょう。
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!!Hot News!!
オバマ大統領 第2期 就任式
オバマ大統領の第2期就任式が1月21日行われ、この日の気温が氷点
下近くまで下がったのにもかかわらず、70万人もの人が駆けつけま
した。就任演説では「人類平等の建国の理念は今も我々を導く星
だ。今こそ一つの国家、ひとつの国民として行動せねばならない。
ごく少数が非常に成功する一方で大多数がぎりぎりの暮らしでは、
国は成功しない。非難合戦をしている場合ではない。行動の時だ」
と述べ、富裕層と貧困層 の格差を是正し、中間所得層を活性化すべ
きだと訴え、党派対立で割れる議会に対し、財政再建問題などの解
決に向けた協力を呼びかけました。

St. Patrick’s Day
3月17はセント・パトリック・デー。アイルランドにケルト宗教とキリスト教を融
和さて広めたセント・パトリックの命日です。彼は教義の「三位一体」を教える
時、3枚葉のシャムロック(三つ葉のクローバー)を手に取って説いたといわれてい
ます。そのシャムロックと、一年中緑の耐えない｢エメラルドの島｣と呼ばれるアイ
ルランドのシンボル｢緑色｣を身に付けるのがこの日の慣わしです。セント・パト
リックは死ぬ間際、｢死んでも悲しまずに天国に行く私のために祈って欲しい。そ
して心の痛みを和らげる何かの雫を飲むように｣と言い残したといいます。それが
｢祝う＝お祭り｣｢雫＝アルコール、特にこの日は緑のビール｣という図式になりまし
た。そしてもう一つ、この日にはアイルランドの妖精｢レプラコーン｣が登場しま
す。彼は靴職人の格好をした妖精です。虹の下に金貨の詰まった壺を
隠していて、とてもいたずら者ですが、上手く掴まえると金貨のあり
かを教えてくれるそうです。でもまだ誰も掴まえたことがないとか。
この日には「緑を身に付けていないとつねられる｣という遊びがある
ので、皆さんも緑色のものを何か身に付けてみてはいかがでしょう。

VISAやMasterカードをお使いですか?
1月27日から40の州（NCを含む）で、買い物1回につき最大4%の手数料が新たに課さ
れることになりました。今までクレジットカードを使用する時は、年間費と利息だ
け心配していればよかったのですが、これからは違います。小売店は、クレジット
カードの買い上げ額につき、4%までの手数料を取ることができるようになりまし
た。つまり 、$100の品物をカード払いで買う場合、現金の時より$4多く払うこと
になります。手数料を取るのは、小規模な小売店やサービス業者に
限られるようですが、これはあくまでも単なる推測にしかすぎませ
ん。販売者は支払い前に手数料を消費者に知らせる義務があるの
で、「手数料」という目立つ表示が店内にあるかどうか、チェック
が必要です。レジやレシートにも手数料がはっきりと表示されてい
るはずです。また、手数料はオンラインショッピングでも同じよう
にかかってくるので、買い物サイトの注意書きも確認しましょう。
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第20回婦人会はレストラン「EL
COYOTE」でメキシカン料理に
挑戦しました。トウモロコシの皮
で包んだ「Tamales」、甘くない
チョコレート料理「Enchiladas de
Mole Poblano」、アメリカで食べ
られるとは思わなかった「イカ墨
ライス」。新鮮な食材とシェフの
心意気を感じる料理に参加者
全員が100%満足でした。
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バレンタインの時期になると無性にチョコレートが
食べたくなったりします。誰かちょうだーい ♥
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第21回婦人会は「Southern
SeasonのDeliを試食！」。おいし
そうなお惣菜が並ぶSouthern
Seasonのショーケース。食べて
みたいと思ったことはありま
せんか。いろいろなメニュー
を皆で試食しましょう。
日時:3月19日、11時半より
場所:Durham
費用:$5$～10(参加者の人数
によって変わります）
Babysitter:１家族$2～$3
yaratake@email.unc.eduまで

編集後記：雪が散らついた日に、滑って転んで捻挫･･･と思いきや、剥離骨折してしまい、
足を固定中。頭が指示する通りに足が動かなかったなんて、これはちょっとやばいんじゃな
い？と焦りを隠せない。手足のモータースキルの訓練を密かに今年の目標に追加しなけれ
ば。でも、治ってからじゃないとねー、とやっぱり座りっきりで編集に明け暮れました。今
回は、手元に置く飲み物に「ゴボウ茶」を追加。健康にいいって聞いて、ミーハーにも取り
入れましたが、なんだかゴボウのゆで汁を飲んでいるような味。血圧下がるかなあ。（お）

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と
異なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接そ
の団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
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三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 天野陽子 編集者：オーガスティン燈出子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
==第7回トライアングル地区新年会==
新春恒例の日系4団体主催のトライアングル地区新年会が1月20日(日)、デューク
ガーデンで日米120名近い参加者を集めて開催されました。メインゲストの一人
として、アトランタ総領事館より参加してくださった宮森総領事代理が「今ま
で、担当する各州の新年会に参加してきましたが、この新年会ほど日本情緒あふ
れる会は初めてです。大いに楽しませてもらいました」とコメントしてください
ました。今回はその「日本情緒」の例をいくつかご紹介しましょう。
まず会場の飾りつけで人目を引いたのが、新年を象徴する背の丈ほ
どの立派な「門松」でした。チャペルヒル在住の田中さんご夫婦の
ご好意で、庭に生えている立派な青竹を3本と若松、そして大ぶり
な梅の枝をご提供いただき、我々の手作りではありますが、立派な
「門松」を飾ることができました。また正面の緋もうせんのかかっ
た台には、何年も新年会のアドバイザーをしていただいて昨年の2
月突然お亡くなりになったバーリントンのホプキンス道子さんのご
遺品としていただいた鏡餅セットやおとそセット、「寿」の掛け軸
が見事に飾られました。
いまや新年会のアトラクションのひとつとなったのが、飲み放題の本格的な樽酒
です。これは「灘」の酒樽専門メーカーから作ったばかりの樽を空輸してもら
い、そこに１週間前から吟醸酒を注ぎ、じっくりと樽の杉の香りを移したもの
で、その口当たりのよさは天下一品と好評を博しました。
演じ物の日本情緒は、着物姿もあ
でやかなエイペックス在住のソー
ンビョンセン知己さんさんとその
お弟子さん3人による琴の4重奏で
幕を開け、続いてチャペルヒル在
住の西山さんのフルートが加わっ
て宮城道雄の名曲「春の海」の演
奏。その次は、いまやこの新年会
の恒例となった「木遣り唄」の熱唱。今年はUNCの野地さんがリードを取り、新
人6人を加えた木遣りイレブンが練習の成果を、全員「絆」の半天をまといなが
ら朗々と披露しました。これを聞くだけでもこの新年会に参加した甲斐があった
と、参加者から嬉しいコメントをいただきました。この他にも、ダーラム在住の
バーグランド潤子さんの出身地、津軽を歌った「りんご追分」や沖縄の「花」、
そしてトライアングル太鼓の面々による「そーらん節」など、手拍子を取りなが
ら会場が一体感に包まれました。もちろん、レストラン「わらじ」のオーナー、
マサさんが腕を振るった料理の数々も日本情緒の極みというべきものでした。
我々主催者一同はこのような新年会が実現できたことを誇りに思っていますが、
それには36人に及ぶボランティアの方々の貢献があって始めて実現できたことだ
と深く感謝しております。
(岩島ロッキー：日本クラブ代表、東京都出身、Raleigh在住）
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2月～3月 トライアングルの

特集 家庭菜園
家庭菜園を作ってみませんか？

（

（

畑を作るための日当たりがよく水はけもよい比較的平坦な場所を探しましょう。
最初はどんなに狭くてもいいので、とにかく家庭菜園を始めようという気持ちが
大切です。まず、雑草や芝生を除去し、それからスコップやシャベ
ルなどの工具、ティラー(tiller)と呼ばれる機械などを使って耕し
畝を作ります。固い粘土質の赤土の場合は、自分で作ったコンポス
トや樹皮や樹木を粉砕したマルチ(mulch)、芝生や枯葉、potting
Soil (鉢植え用の土)、砂(子供の砂場用のplay sandでOK)などを混
ぜます。酸性土にはLime(石灰)や灰を混ぜるといいでしょう。
狭い畑の場合は、種を買って蒔くと、畑のスペースに対して種が多すぎて無駄に
なること多いので、一般に4つで1つのパックになっている野菜の苗を買って植え
るのをお勧めします。また、種から蒔くと、半分ぐらいしか芽が出てこない場合
もあるので、初めての人は苗から始めた方が間違いないです。初心者は、トマ
ト、ピーマン、なす、キュウリなどの春植え苗の定番が一番無難です。トマトは
グレープトマトやチェリートマトといった小さいトマトだと摘み取るのが面倒な
ので、BeefmasterやBetter Boyといった大きいトマトがお勧めです。ナスは日本
ナスの品種「一番」があちこちに出回っているようです。キュウリは日本または
アジア系のものがあればいいのですが、なくてもアメリカの長めキュウリを大き
くなる前に収穫すれば、日本のキュウリと同じ感覚で食べられます。
畑が広いので種を蒔いてみよういうのなら、発芽率が高いキュウリやインゲン類
がよいでしょう。Burpeeという種のカタログのハイブリッドGreen Knightという
キュウリが一番日本のキュウリに近く、暑さ、病気に強いのでお勧め。ただ、30
粒で＄5と高めです。本気で野菜を作るなら、早春から白菜、春菊、ラディッ
シュ、小松菜などの寒さに強い葉野菜を種から育て
ることもできます。この場合、種を蒔いて育ち始め
てから途中で間引きをし、その間引きしたものも食
べ、残ったものを大きくなってから食べるようにし
ます。ただし、葉野菜はハサミムシ(earwig)という
虫に食い散らかされやすいので、殺虫剤を撒くか、
石灰(lime)や灰を撒かないとうまく栽培できないの
で気をつけましょう。ブロッコリーは虫がつきにく
いので育てやすいです。
種を蒔くにも、苗を植えるにも、基本的には霜が降りなくなってから（4月上
旬）が無難です。早くから育てたい場合は、厳しい霜が降りなくなってから（3
月頃）にし、霜注意報が出た夜は苗をシーツやビニール、または空の牛乳ボトル
の下を切ったものをかぶせるなどして、霜から守るようにします。
苗を植えるときは、畝に沿って小さいシャベルなどで穴を掘り、苗を入れ、その
周りに土を被せます。苗を適当な間隔(15～30cm程？)で植えます。その時に1010-10 (窒素リン酸カリ同じ割合の化成肥料)やcow manure (牛の糞の天然肥料)
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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
2/12～17 Mary Poppins (Musical)
DPAC
2/13～17 Monty Python’s Spamalot (Musical)
PECPA
2/19
Olivia Newton John
DPAC
2/20
Jim Brickman
The Carolina Theatre
3/1～2 Kenny G Pops Concert
Meymandi Concert Hall
3/12
Rain
DPAC
3/13
Daryl Hall and John Oates
DPAC
3/23
Baron Tymas Jazz Quartet w/T. Taylor Beyu Cafe
4/5
Smokey Robinson
DPAC
4/6
Diana Krall
DPAC
Meymandi Concert Hall
4/12～13 Brahms’ Requiem
4/14
Brahms’ Requiem
Memorial Hall
ファミリー/子供向けイベント
2/6～10 Ringling Bro. & Barnum Bailey Circus
PNC
2/12
Durham Mardi Gras Parade
CCB Plaza
2/18
Yo Gabba Gabba Live
PECPA
3/1
Harlem Globetrotters
PNC
3/9
Kite Festival
Bond Park
3/23
Breakfast with The Easter Bunny
Alexander Family YMCA
3/23
Easter Egg Hunt
Hank Anderson Park in Carrboro
3/24
Easter Event
Bond Park
その他のイベント
2/13
Duke vs. UNC Basketball game
Cameron Indoor Stadium
2/15
Valentine’s Day Skate
United Skates
2/24
Bull City Food & Beer Experience
DPAC
3/9
Duke vs. UNC Basketball game
Dean E. Smith Center
4/6
Pepper’s Chilibrew Fest
KokaBooth Amphitheatre
4/13
UNC Science Expo
UNC Campus
日本人関連イベント
2/1
Oriental Art Collective
Moondog Cottage Art Studio
2/8
Mordecai Historic Park見学（子供同伴可） Japanese Baptist Church
2/21
Japanese Music Performance and Talk
Mary Duke Biddle Music Building
2/22
アメリカ人宅訪問
Japanese Baptist Church
3/3・4/7 音楽・礼拝・ポットラック
NW Baptist Church/Winston-Salem
3/7
州知事公邸見学(予定)（ナーサリー有）
Japanese Baptist Church
3/23
ひな祭り茶会
Duke Garden
3/22
イースターエッグ製作 (ナーサリー有)
Japanese Baptist Church
4/7
さくら祭り
Duke Garden
4/12
Ms. Peggyの料理講習&試食（子供同伴可） Japanese Baptist Church
PECPA：Progress Energy Center for the Performing Arts
DPAC: Durham Performing Arts Center
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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/

などの肥料を苗の周りに少し撒きましょう。肥料をやりすぎると苗が枯れてしま
うので注意してください。全部の苗を植え終わったら、表土をマルチやコンポス
ト、松葉、わら、またはlandscape fabricやground coverなどと呼ばれる通気性
のある黒いビニールで覆うと土壌の乾燥が防げ、雑草も生えにくいでしょう。
スイカやメロンは、場所を取る上、なかなかうまく栽培できません。ズッキーニ
や黄色いスクワッシュなどは場所を取る野菜なので、狭い畑には不向きです。
キュウリやインゲンも茎やツルが伸びます。縦に棒を何本か立てて、そこに横棒
または横糸(または紐)を組んだものに茎を這わせるか、あるいはTrellisと呼ば
れる格子状のものを使って這わせると、狭い畑でも大丈夫です。

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

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

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
掲示板のご利用案内
見て見て！三角掲示板」では、掲載する情報を募集しています。「売ります」
「買います」「教えます」「教えてください」「譲ります」「探しています」
「募集中」「イベントのお知らせ」「グループ作ります」などの情報を、2～3行
の長さで掲載いたします。トライアングル地区やトライアッド地区の日本人に、
効果的にアピールすることができます。常時受け付けていますので、お気軽にご
連絡ください。連絡先は、E-mailでsankakuyokochou@gmail.comです。

苗を植えた直後は十分な水やりをします。しばらく雨が降らず、土壌が乾燥して
きたら水をやりましょう。苗が伸びて丈が高くなったら、棒などを隣にさし、そ
れに茎を軽く縛って支えるようにします。きつく縛ると茎が太くなったときに、
紐が食い込んでしまう恐れがあります。縛る紐は古着の生地を細く切って作った
紐、古くなったストッキングを適当な長さに切ったもの、あるいは洗濯紐などを
使うことができます。支え棒はLowes、Home Depotなどの園芸部門でも売ってい
ますがが、不要な棒や竹が家にあればそれで十分です。トマトなどは脇芽がどん
どん出て横に広がってしまうので、適当に脇芽を摘むようにします。苗を植えて
から1～2ヶ月後ぐらいに、もう一度肥料をやるとよいでしょう。
自分が栽培した野菜を食べる楽しみは何とも言い
がたいものです。初年度は土壌がよくないので、
あまりよくできないかもしれませんが、次の年も
土に腐葉土やコンポスト、肥料を混ぜると土壌が
徐々によくなってきます。次の年は、前の年にト
マトを植えた所にキュウリを植えるなど、場所を
変えて植えるとよいでしょう。
鉢植えで野菜を育てるのは畑よりも難しいです。大きめの鉢にpotting soilなど
の鉢植え用土と腐葉土、コンポスト、肥料を混ぜたものを入れ、そこに苗を植え
ます。買った土に肥料が混っている場合（Miracle Grow入りの土など）は、肥料
は不要です。鉢植えの注意点は、土が乾燥しないよう水やりを忘れず、十分な日
光が当たるようにすること。鉢植えは、畑に植えたものほど大きくなりません
が、うまくいけば小ぶりな野菜ができます。

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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どんな会社？

企業紹介

こんな会社！

ホンダ パワーエクイップメント マニュファクチュアリング
Honda Power Equipment Mfg., Inc. （略称 HPE）

Let’s Play

ゴルフ

夫婦でゴルフを!!
世の中のいろいろなスポーツの中でも、ゴルフはどんなレベ
ルの人でも一緒にゲームを楽しむことができる数少ないス
ポーツです。また、ゴルフは、男女問わず、力量問わず、年
齢問わず楽しむことができます。

ゲームで初心者が経験を積んだプレイヤーに勝つことはいくらでもあります。ゴ
ルフは自分に対してのゲームですし、各自がハンディキャップを与えられている
のでレベルの違う人が一緒にラウンドしても楽しむことができるのです。

HONDAは、常に先進の気風を持ち、自由闊達な企業風土から生み出された2輪・4
輪・汎用製品やサービスを世界中のお客様にお届けしてきました。その中で、
ノースカロライナにあるSwepsonvilleのHONDA工場（HPE）では、「役立つ喜び
もっと広げたい」の実現の為、1984年から操業を開始し、来年には30年の節目を
迎えます。現在では、家庭用芝刈り機を中心に除雪機や刈払い機、耕運機などの
完成品から、相手先ブランド（OEM）にて芝刈り機や洗浄機などに積まれるエンジ
ン（160～190cc）など、たくさんの汎用製品をお客様にお届けしています。
工場の中では、アルミを溶かす炉から始まって、アルミエンジン部品を鋳造する
ダイキャストマシン、アルミと鉄の機械加工ライン、プラスチックの射出成型機
など、中・大型の機械が整然と日夜稼働しています。これらの工場内で作られた
部品と協力メーカーからの部品を、組み立てラインで単体エンジンまた家庭用芝
刈り機へ組み立て、最終検査を行いお客様のもとへお届けしています。
正規従業員600名、臨時従業員約300名と共に、日本人駐在員は社長以下10人でそ
れぞれが違う役割を持ち、全社員が一丸となって仕事をしています。
日本でHONDAと言えば、自動車やオートバイのメーカーというイメージですが、こ
こアメリカではHONDA汎用製品の家庭用芝刈り機で、HONDAを身近に感じている方
も多いのではないでしょうか？シーズンには家庭のお庭の芝をきれいに刈り取る
ためには欠かせない製品です。この家庭用芝刈り機はHPEが創業当時から培ってき
た技術を結集させた製品で、工場に隣接する研究所（HRA-N）、アトランタの汎用
営業と共に、アメリカで現地開発/生産を行い、我々が120％の自信と誇りを持っ
てお届けできる製品です。安全性、品質性、機能性においては我々が保証いたし
ます。家庭用芝刈り機をお求めの際は、お近くのホームデポか汎用製品専門店
へ。Consumer Report誌で連続してBest/Best buy も獲得しています。まだ、ご使
用の経験のない方は是非、来期の草刈シーズンはHONDAの家庭用芝刈り機をお試し
下さい。
（Kota：熊本出身、Durham在住、Honda Power Equipment製造部グループリーダー）
会社名：Honda Power Equipment Mfg., Inc.
所在地：3721 NC Hwy. 119 Swepsonville, NC 27359
連絡先：336-578-6300
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そこでお勧めするのが夫婦でのゴルフです。レベルが違っても一緒にラウンドす
ることができるので、技量が違ってもまったく問題ありません。一緒に楽しめる
というだけでなく、お互いの理解度も変わってくるでしょう。よく聞くのが「奥
さんに許可を取らないとゴルフに行けない」とぼやくご主人、「仕事の付き合い
だとか言ってゴルフに行くけど本当かしら？」と疑う奥さん。こうした悩みはお
互いが同じスポーツをしていれば理解も得やすいでしょう。それにゴルフは人数
に関係なくできるスポーツなので、夫婦だけでプレーできますし、友人や家族と
一緒にプレーすることもできます。
また、ゴルフは年齢に関係なくできるスポーツですから、退職後や子供が手を離
れてからでも楽しめます。若いうちは仕事仲間などとゴルフに出かける機会が多
いでしょうけれど、退職した後ではなかなかゴルフ相手が見つかりません。そう
した時に夫婦で同じスポーツができるといいですね。
ただよく耳にするのは、ご主人から（あるいは奥様から）ゴルフを習うと、喧嘩
になるということです。どうしても夫婦の気安さから、教え方や教わり方が雑に
なり口論になってしまうのでしょう。最初のうちは他の人に教わる、できればき
ちんとインストラクターに付くのがいいですね。皆さんはせっかく現在アメリカ
にいるのですから、在米中に練習してはいかがですか。日本では練習場といって
も、ほとんどがネットの中での練習ですので、飛距離とか方向性が判りにくい
上、実際とはかなり違います。バンカーやグリーン周りでの練習もほとんどでき
ません。こちらでは、広い練習場で直接芝の上で打てますし、バンカーやグリー
ンも備わっており、実際に近い環境で練習するので、上達も早いのです。
(Pinewild Golf責任者: Charley Imai)

Pinewild Golf Academy
日本人向け集中ゴルフ・クリニック
開催日時：4月27日（土） - 4月28日（日）
場所：Pinewild Country Club of Pinehurst
初心者からプロ志願者まで全レベル対応
最新ビデオでスウィングチェック
午後はPinewildの48ホールでラウンド

問い合わせ：charley@pinewildcc.com

または

(910) 603-0847
三角横丁2013年2・3月号 27

●ビューティーアドバイス●

ローリー日本語補習学校ニュース

せわしない年末、お正月が過ぎ、いよいよ2月に突入。2月とい
えば？心がウキウキ、ドキドキするバレンタイン！たくさんの
チョコレートが店頭に出回ります。
19世紀、カカオの豆から作ったココアパウダーに、ココアバター、ミルク、砂糖
を混ぜたチョコレートが開発され、甘い食べ物として有名になりました。食べ過
ぎに注意！なんてよく言われていましたよね。ところが、21世紀に入り、チョコ
レートの原料であるココア（カカオ）が体にいいと発表され、特に赤ワインと
ダークチョコレートのコンビネーションは、コレステロールの分解や高血圧、老
化防止にもなるということで、ヘルスニュースなどでも頻繁に取り上げられるよ
うになりました。
チョコレートの原料であるココアには、緑茶やブルベーリーよりも高い数値の抗
酸化物質が含まれています。さらに緑茶にも含まれているフラボノイドも高数値
で含まれていて、肌に水分と潤いを与え、日焼けによるお肌のダメージを助け、
ソフトでクリーンな肌を取り戻します。つまり、チョコレートは、紫外線から肌
を守り、抗酸化作用、皮膚癌防止、老化防止など肌に有効な働きをしてくれるの
です。また、チョコレートは、ナチュラル抗欝剤ともいわれています。チョコ
レートの香りが体をリラックスさせ、セロトニンを分泌、ホルモンバランスに働
きかけ、沈んだ心を癒してくれます。
では、どんなチョコレートがいいの？
・70% 以上の Cacaoが配合されたダークチョコレート
（ちなみにミルクチョコレートは50-60%の配合です）
・キャンディーバーは、砂糖と脂肪のかたまりなので
避ける
一日に板チョコ1～2かけら（1～2ブロック）程度が良いといわれています。
もちろん、食べるだけではなく、顔に塗っても同じ作用が得られますよ。
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)

ローリー日本語補習学校では，誠意を持って子ども達を指導してくださる先生を
募集しています。当補習校には，幼稚部（年中クラス、年長クラス）から小学
部、中学部、高等部まであります。小学部以上の指導教科は国語と算数（数学）
です。日本での教員経験や当該教員免許を持っていれば申し
分ありませんが、必ずしも必須条件ではありません。愛情を
持って子ども達の教育に携わってくださる方であれば歓迎致
します。もちろん、担当教科に卓越していることも条件です
が、その他の条件として以下があります。
・労働可能なビザ（または永住権）をお持ちの方。
・土曜日の午前中に勤務可能な方。
詳しくは学校ホームページをご覧頂き、応募される場合は、面接申請書と履歴書
を学校事務局（下記住所）までお送り下さい。
Japanese Language School of Raleigh, Inc.
5102 Oak Park Rd. Raleigh, NC
27612
Tel:919-787-1300
ローリー日本語補習学校 教員募集案内サイト：
http://www.japanschoolraleigh.com/25945217292121538598.html

http://www.japanschoolraleigh.com
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！

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。

109 Conner Dr. Building III, Suite 103
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-4151

Creedmoor Centre – Stylist Studios/West (内)

www.acupuncturehealingcenter.org

NC Licensed Esthetician: Chika Orcutt

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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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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法律相談 「ちょっと教えてください」
飲酒運転のビザへの影響

アロマセラピーでリフレッシュ
風邪対策のアロマ

日本からの駐在員や出張者が顧客接待などで、外でお酒を飲むことがありますが、
そこで「ついうっかり」ということにならないよう、アルコールとビザの関連につ
いて説明いたします。日本では道端で酔っ払いを目にすることは珍しくはありませ
んが、アメリカではアルコールに対してかなり厳しい見方をしています。自動販売
機でアルコールを販売している日本とは異なり、米国
南部の多くの州では、日曜日のアルコールの販売を禁
止しているばかりか、公共の場で酔っ払っていたり、
ふたの開いたビールを持っているだけでも逮捕される
こともあります。レストランでも酔っ払いに対して無
制限に酒を提供することはできません。酔っ払いが後
に飲酒運転や人身障害などの事故を起こした場合、
酔っ払っていると知りつつ酒を提供した者が責任を問
われることもあります。

寒い季節、風邪やインフルエンザがつきものですね。風邪かな？と思った時に使
える、アロマオイルを使った予防にぴったりのアロマオイルをご紹介します。

さて、飲酒運転(DUI)で逮捕された場合、初犯であれば、過去の逮捕歴、違法物所
持、第三者に対する人身障害など、重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの
州では軽犯罪の判決が言い渡されることが多いようです。軽犯罪だと、判決文をす
べて全うすれば、基本的には滞在資格に影響したり、将来のビザ申請を妨げたりす
るものではありません。しかし、将来ビザ・ウエイバーを使って入国することはで
きなくなるのでご注意ください。ビザ・ウエイバーの代わりにB1/B2の短期商用・
観光ビザを申請することはできます。

ラベンダー／Lavender
ラベンダーにはリラックス効果の他に、抗菌、消毒効果もあります。寝る前に電
気式のアロマポットにラベンダーの精油を使い、睡眠中も香りを楽しめます。精
油が空気を浄化して くれますし、ラベ
ンダーで安眠促進もできます。寝不足
結婚式・誕生日
も免疫低下の原因のひとつですので、
各種パーティー
普段からしっかりと睡眠を取るように
結婚記念日・お葬式
心がけましょう。 ラベンダーにユーカ
リを加えるのもおすすめです。

飲酒運転の逮捕歴があれば、ビザ申請用紙の質問項目の 「これまでに逮捕された
り、有罪判決を受けたりしたことがありますか？」という質問に対して「はい」と
回答しなければなりません。この質問には日本での逮捕歴も含まれます。逮捕歴が
ある人は、ビザ申請時に毎回申請書類と共に、警察の逮捕記録や裁判所の判決記録
のオリジナル、さらに罰則を全うした証拠書類を提出しなければなりません。ま
た、ビザが発給される前に米国連邦捜査局（FBI）への犯罪歴のチェックが入るた
め、ビザが発行されるまで1～2ヶ月かかることもあります。したがって、飲酒運転
の逮捕歴のある人は、時間に余裕をもって旅行日程を立てた方がよいでしょう。

ティーツリー／Tea Tree
喉にきたなと思ったら、まずはティーツリーの精油を1～2滴入れた塩水でうが
い。味と匂いがちょっとキツいのですが、殺菌効果が高い精油なので 風邪の引
き始めの予防対策にぴったりです。
ユーカリ／Eucalyptus Radiata
ユーカリの精油は、呼吸器系によいとされており、鼻や喉のトラブルに優れた効
果を発揮します。花粉症や風邪の鼻水、咳、痰などの症状をやわらげてくれま
す。アロマポットを使用する他、ボウルに入れたお湯に数滴たらしての芳香浴、
または外出先で気軽にティッシュやハンカチに1～2滴たらして嗅いだりするのが
効果的。強いオイルですので、吸入は精油を少し拡散させてから行い、使用頻度
は1日に1～2回にとどめてください。

ティーツリー、ユーカリは強いオイル
なので、お子様やご年配の方には少な
めにご使用ください。
（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）

Angel Roses Florist
フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

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
8 三角横丁2013年2・3月号

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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春に備えて花粉症予防
くしゃみや鼻水、目のかゆみなどに悩まされる花粉症。つらい季節が訪れる前に
予防対策のための体質改善が必要です。未病（気になる自覚症状が出てくる状
態）を防ぐ漢方の知恵で、春に向けてしっかり備えましょう。
《冬と夏は根本療法で体質改善・春と秋は対症療法で症状緩和》
花粉症はアレルギー疾患のひとつで、花粉が舞う春と秋に症状が現れるのが特徴
ですが、つらい時期だけ症状を緩和する治療を行っても、最終的に原因となる根
本的な体質を改善しない限り、完治することはできません。つまり、症状を鎮め
る対症療法である「標治」と、体質を改善する根本治療である｢本治｣を並行して
行うことが重要なのです。
標治（対症療法）
・表寒証：主な症状は、水っぽい鼻水やくしゃみで、目やのどの症状はあまりな
いのが特徴です。このタイプは体が冷えて水分代謝が低下しているので、体を
温めて冷えを取り除き余分な水分を取り除くことが大切です。
・表熱証：粘り気のある鼻水、鼻づまりの他、目の充血や咽の腫れ、痛みなどが
ある場合は、症状が進んで熱を帯びた状態。このタイプは熱を冷まして水分代
謝を改善するのが大切です。
本治（根本治療）
花粉症などのアレルギー疾患にかかりやすい人は、もともと胃腸が弱く、普段か
ら食欲がない、下痢か便秘しやすい人が多いのです。又、免疫力や体の防衛機能
が低下している人もアレルゲンに過敏に反応します。本治として、消化器系を丈
夫にしながら呼吸器系と免疫系の機能を高める必要があります。
胃腸を丈夫にする食べ物には、鮭、鶏肉、ジャガイモ、レンコン、山芋、キャベ
ツなどがあります。黒豆や大豆などの豆類は、胃腸を丈夫にして水分代謝を促進
します。免疫力を高めるシメジやシイタケなどのキノコ類、粘膜を丈夫にして抵
抗力をアップする働きがあるカボチャやニンジンなどの緑黄色野菜も欠かせない
食材です。生姜やネギ、ニラなどの薬味は、体を温め、代謝を助ける働きがあり
ます。ジュースなどの清涼飲料水、生野菜、刺身など、体を冷やす食べ物は控え
めに、また、味の濃厚な物や甘い物、揚げ物などの油っぽい物も胃腸に負担をか
けやすいので、味付けや油分を控えめにして、メニューの工夫をしましょう。
（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）

国務省は、2007年6月に在外米国大使館・領事館に対し、過去3年間に飲酒運転の
逮捕歴がある人、もしくは過去に2回以上の飲酒運転の逮捕歴がある人、またアル
コール依存症だと思われる短期ビザ申請者(B1/B2, F1, J1, H1B, L, Eビザなど)
に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の取得を要請するように指示を出
しました。医師から診断書取得の要請があると、審査がさらに長引くことになり
ます。医師の診断の結果、アルコール依存症による精神障害があり、かつ過去の
飲酒経歴から判断して今後第三者の安全もしくは所有物に対して危害を加える可
能性があると判断された場合は、ビザが却下されてしまいます。
過去3年間に飲酒運転の逮捕歴が1回だけで精神障害や身体障害がないと判断され
た場合、前回のビザ申請から新たな飲酒運転による逮捕歴がなければ、通常は次
回からのビザ申請時に再度医師の診断書を要求されることはありません。過去に2
回以上飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくはアルコール依存症だと判断された場
合は、次回からのビザ申請時も、診断書の有効期限が切れていれば、毎回新たな
診断書を取得するように要求される可能性があります。しかしながら、医師の診
断書要請に関しては、未だ強制していない大使館・領事館もあるようです。
グリーンカード保持者は、非移民ビザ申請者のように米国に入国するのに米国大
使館でビザを申請する必要はありませんが、入国時に飲酒運転の記録について聞
かれることがありますので、毎回入国する際には警察の逮捕記録や裁判所の判決
記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、「飲んだら運転し
ない！」を心がけましょう。
（大蔵昌枝：福岡県北九州市出身、アトランタ在住、弁護士）

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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ごちそうさまぁ～！
大学受験 (パート3) ―大学選び―
前号まで2回にわたり大学受験について書きましたが、今回は大学選びについてお
話します。UNCの学生に「どうしてこの学校を選んだの?」と聞くと、ほとんどの学
生が「よい大学だから」と答えますが、中にはおもしろい志望動機もあります。
ノースカロライナの小さい町に住んでいた時、テレビ中継で、学生達がフランクリ
ン・ストリートでハロウィーンの仮装をして楽しそうにして
い る様子を 見て、それに 憧れ たんだそ うです。また、バス
ケットの試合で、学生が一生懸命母校を応援している姿を見
て、是非自分もUNCの学生になって応援したいと思ったそうで
す。州外からの学生の動機は「スポーツで奨学金もらえたか
ら」とか「親がUNCの卒業生だから」というのもあります。
UNCは、グループでのガイド付きキャンパスツアーを行なっています。特に3月と4
月は、多くの高校生とその両親がキャンパスツアーに参加している姿が見受けられ
ます。このキャンパスツアーに参加している高校生は、多分、これから受験を考え
ている人か、もしくはUNCに合格したけれど、他の大学とどちらにしようか迷って
いる場合などが考えられます。キャンパスツアーでは、大学の中心的建物の紹介や
大学の授業、歴史などをUNCの学生が説明してくれます。大学訪問は、このように
高校11年生や12年生の学校の春休みに行うケースが多いです
が、大学訪問と旅行をかねて夏休みに計画をたてる父兄も多い
ようです。車でいろいろな大学を回りながら、それぞれの名所
などを巡ってみるのも実り多い夏休みになるかもしれません。
ただ、夏休みに大学を訪問すると、大学も夏休みなのでキャン
パスには学生が少なく、実際の雰囲気とは違う場合が多いので
その点は気をつけた方がいいでしょう。
私も、娘の大学選びで、夏休みを利用して大学訪問をしましたが、実際に大学の授
業が行われている時にもう一度行くと、その大学の印象があまりにも違うので驚き
ました。歴史的に由緒がありよさそうに見えた大学も、学生の服装の乱れや、校舎
がきたなかったり、カフェテリアがおいしくなかったりなど、夏の訪問では気がつ
かなかったことがたくさんありました。
また、大学によっては授業に参加させてもらえることもありま
す。実際にその大学に通っている学生を紹介してくれ、その学
生の寮の部屋に一緒に泊まり、大学の授業に参加するような体
験もあります。一日体験してみると大学の様子もよくわかり、
大学に入学した後に「こんな大学に行きたくなかった」などと
後悔することが少ないかもしれません。また、合格通知をもらった後に、その大学
の学生から話を聞きたい場合は、大学に問い合わせをすれば大学生を紹介してくれ
ることもあります。いろいろなサービスを利用して、本当に自分にあった大学を選
び、有意義な大学生活を送れるようにするための努力をするのは大切です。
（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）
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白いブイヤベース
寒い冬にピッタリの料理、ブイヤベースに挑戦しましょう。ブイヤベースとはト
マトやサフランを加えて魚介類を煮る南フランスの田舎料理ですが、今回は、手
軽に買える白身魚のティラピア（tilapia）を使い、白い野菜類をじっくりと炒め
て甘みを引き出して作る、色も味わいも優しい「白いブイヤベース」です。
材料(4人分)
白身魚ティラピア･･･3/4パウンド、玉ねぎ･･･小3個、じゃがいも･･･2個
にんにく･･･3かけ、白ワイン･･･カップ1、ローリエ･･･1枚
塩、コショウ、オリーブ油適量
作り方
1. ティラピアは3センチ角に切り、塩コショウをしておく。玉ねぎは薄切りで、
じゃがいもは8mmの厚さに切る。
2. 鍋にオリーブ油大さじ1/2とニンニク(切らなくてよい)を入れて弱火で熱する。
香りが出てきたら玉ねぎを加えてしんなりするまで炒める。次にじゃがいもを
加えて油が回るまで炒める。
3. 2に白ワイン、水530ml、ローリエを加えて10分煮込む。
4. 3の上にティラピアを並べ入れ、ふたをして5分間蒸し煮にする。魚に火が通っ
たら塩、コショウで味を整える。
キノコ類を入れると旨味が一層引き立ちます。
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテッソーリ幼稚園教諭）

黒豆入り混ぜご飯
黒豆は滋養強壮食品として知られ、腎臓と胃腸を強化し、体内の余分な水分を取
り除く働きを持っています。きのこは体の免疫機能を高めます。鶏肉は胃腸の働
きを活発にし、弱った体を回復させる強い力があります。
材料：米、黒豆、きのこ（しいたけ、えのき、しめじなど）、油揚げ、鶏ひき肉
醤油、塩、酒、みりん適量
作り方：
1. 黒豆は一晩水につけておき、次の日そのままに火にかけ、
沸騰したら弱火にして1時間位煮ます。
2. きのこは食べやすい大きさに切り、油揚げは熱湯に通し
て千切りにします。
3. 挽肉に調味料を加え、10分ほど置きます。
4. 炊飯器に米と1と2を入れ、米分量に合わせて水量を調節
して炊きます。
（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）
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フローズン チーズピザ
探
偵 簡単で手軽な冷凍食品といえばピザ！
団 子供から大人まで、ピザが大好きというピザファンはたく

おいしいもの

さんいますね！最近は、トマト味だけではなく、いろいろ
な味のソースで、バラエティーに富んだトッピングを楽し
むことができるようになりました。冷凍食品をそのまま出
すのではオリジナリティーに欠けると感じるなら、チーズ
ピザの上に好みの具材をいろいろ乗せて焼いてみましょう。あなただけのオリジ
ナルピザができあがります！さて、今回のおいしいもの探偵団は、シンプルな
thinクラストのチーズピザに挑戦しました。
おすすめ度 No1：Trader Joe’s Organic Three Cheese Pizza
材料は全てオーガニック。
トマトソースの味が濃く、癖がなく後味もグッド！
ピザの生地は薄くて、ピザというよりパイに近い感じで、サク
サク感が最高においしいグルメ志向のピザです。焼き時間は、
一度釜焼きされているため、短時間済みます。
おすすめ度 No2：Whole Foods Four Cheese Pizza
ピザの生地がとてもソフトで食べやすい。チーズとソースの味
がしっかりついているので、好きな具材をそのまま追加しても
OK。家庭の手作り風ピザに変身させるのが簡単でおいしい。
番外編のおすすめ: Pizza Kitchen-Thin Crust-BBQ Chicken
これは、ただのチーズピザではないのですが、子供に絶大な人
気のピザです。このピザはクラストが本当に薄くてパリパリしていて、BBQチキン
の味が濃い目で、満足感が高い！BBQチキン味は人気があるせいか、在庫切れのこ
ともよくあります。でも、California Pizza Kitchenのものは、他の味でもおい
しいです。
おすすめTool：Pizza Stone
セラミック製でオーブンで使えます。均等に火が通り、生地の
水分を損ねることなくクリスピー状態にし、ピザをおいしく仕
上げてくれます。使用上の注意をよく読んで使ってください。
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子育ては親育て
食事のマナー
私はアメリカの学校で17年間教えていますが、いつも気になるのが、子供の食事
の仕方です。何でもリラックスのこの国は、子供も大人も食べる時にリラックス
しすぎるのをよく見かけます。特に子供は2歳以上になっても手づかみで食べるこ
とが多いので驚きます。アメリカンフードは手で食べるものが多いことも理由で
しょう。また、食べ物全部をひとつの大きなお皿に乗せて食べるのが一般的で、
日本人のように小さい器をたくさん使ったり、食器の持ち方、お箸の使い方など
に細かいマナーがありません。子供はすごい速さでいろいろな事を吸収してしま
いますが、あまり好ましくないマナーがその吸収事項になっていないでしょう
か。私の教室から見たお行儀チェックリストです。
1. 箸を使いたがらずフォークやスプーンを握って食べたがる。
2. 器やお皿があるのに食べ物をテーブルに直接置く。
3. 食器やお箸、スプーンなどを元の位置に戻さない。
4. 食べ物が床に落ちても気にしない。
5.「いただきます」「ごちそうさま」を言い忘れる。
6. 両手にお箸とお茶碗を持って食べられない。
日本の食事のマナーは、見ていて本当に美しく、食べ物を大切にする心があふれ
ています。アメリカ生活環境の中であらゆることを子供に学んでもらうと同時
に、家庭の中では、日本のよい部分を親がお手本になって常に示しましょう。
（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）

前回、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
必要だとお話しました。親は、子供に野菜や果物を何としてでも食べさせたいが
ために、無理やり食べさせようとしがちですが、子供が苦手とする食べ物を無理
やり食べさせることはお勧めしません。子供の時に経験した食べ物に関する思い
出は、大人になっても覚えているものです。小さい頃、嫌いなピーマンを残さず
全部食べるまで、泣きながら長時間椅子の上に座らされていた記憶はありません
か？大人になっても苦い思い出が残らないよう、小さい頃から食べ物とポジティ
ブな関係を築けるように親はサポートしてあげましょう。
それでは、強制することなくどうやって子供に嫌いな食べ物を食べさせたらいい
のでしょうか？ある研究によると、親が野菜・果物を実際に食べているところを
見せることによって、子供の野菜・果物の摂取量が増えたという報告がありま
す。この時大切なのは、親はおいしそうに食べること、子供が苦手とする食べ物
を食べる時にオーバーなリアクションを示すことです。例えば、「わ～！ピーマ
ンが入ってる！お母さん、ピーマン大好き！すっごくおいしい！」という具合
に。食べ物が育つプロセスを子供に見せるのも、子供の野菜・果物嫌い克服方法
のひとつかもしれません。家庭や学校で育てた野菜・果物を家庭の食卓・スクー
ルランチに取り入れたところ、子供の野菜・果物の摂取量が増えたという報告も
あります。家庭菜園や学校菜園が注目を浴びているのもそのためかもしれませ
ん。子供の好き嫌いは成長過程に必要なことと考えて、気長に構えましょう。
（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生）
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こんなとき、どう言うの？

Merlion マーライオン

ガタガタ震える寒い日があると思うと、一瞬「もう春？」と勘違いしそうな日もあ
るこの頃。のんびり陽射しを浴びることができる季節はもうすぐ！の表現集です。
・朝ベッドから出ると寒さでヒヤッとする。
When I got out of bed in the morning, the cold air was bracing.
・外の寒さにガタガタ震える。
It was so cold outside, I found myself shivering.
・お肌が乾燥してバリバリ。
My skin is getting rough from the dry winter air.
・眠っていた木々の新芽がニョキニョキ。
The trees, which had gone dormant for the winter,
started showing signs of life with new buds appearing.
・ポカポカ陽気、春はすぐそこ。
You can tell spring is just around the corner, because day by day it
is getting a little warmer.
・冬眠明けの動物たちがヒョッコリ顔を出し始める季節です。
The animals that hibernated for the winter are starting to poke their
heads out with the change in the seasons.
・暖かい飲み物に、心がホッとする。
There's nothing better and more relaxing than a nice
warm drink (on a winter's day).
・梅の花びらがヒラヒラ舞う。
The profusion of blossoms of the plum trees appear
To be dancing.
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住所：410 Market St. Suite 320, Chapel Hill, NC 27516
（Southern Village内）
電話：(919)933-1188、E-mail:makan@merlionfood.com
ホームページ: http://www.merlionfood.com
内容：本格的なシンガポール料理レストラン
営業時間：平日Lunch 火～金11:00am-2:30pm
平日Dinner 火～木4:30pm-10:00pm
金土 4:30pm-10:30pm
日曜Lunch/Dinner 12:00am-9:30pm
月曜は定休日
シンガポール料理といったら何を思い浮かべますか。あまりピンと来ない人が多
いかもしれません。シンガポールは赤道から約100キロの地点にある熱帯の国で、
整った街並みが美しい大都会です。大きさは東京都23区とほぼ同じで、そこに
様々な民族の人が住んでいます。70%以上が中華系ということもあり、食事は中国
料理（特に福建料理と潮州料理）の影響を大きく受けています。インド系、マ
レー系、インドネシア系、アラブ系の人も多く、それらの食文化の影響も多分に
受け、シンガポール料理は、とてもユニークな「味のいいとこ取り」をして進化
したといえるでしょう。アメリカには本格的なシンガポール料理レストランは数
える程しかありませんが、そのひとつがここ、サザンビレッジにあります。
おすすめは、なんといっても「Hor Fun」!きしめんよりもっと幅の広い麺を使っ
た料理で、優しくとろけるような味わいに、うっとりします。わざわざ食べに行
く価値アリ。その他のおすすめは、ココナッツミルクをたっぷり使ったスパイ
シースープ麺の「Laksa」、チキンスープで炊いたご飯と蒸し鶏をオリエンタルな
ピリっとしたソースでいただく「チキンライス」。「グリーンカレー」や「パイ
ナップル・フライドライス」も○。サラダはシトラスの風味がさわやかな「マン
ゴサラダ」。飲み物は、シンガポールで一番人気の「タイガービール」や「タイ
ミルクティー」、デザートは、タピオカとココナッツミルクをふんだんに使った
「Sago Pudding」を。どれも不思議な懐かしさとおいしさで満足間違いなし！
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赤い小鳥とブルーな生活
“I dreamed a dream…”「夢破れて」

ひとり旅

ふたり旅 家族旅行

夢を諦めたのはいつのことですか。
キリンビールが今年の成人の日にちなんで行ったアンケートによれば、現在夢を
持っていない人たちが、夢を諦めた時期は平均で24歳。その理由で最も多かった
のは「才能の限界を感じた（33%）」だそうだ。

旅に出るというとひとり旅の響きがあるが、実際は
家族や友人と旅行することが多いだろう。同行者が
いれば、その分楽しいこともある反面、ストレスに
なることもある。

初めて「なりたいもの」を考えたのは幼稚園？その頃の記憶といえば、予防注射
の見返りに買ってもらったあんこ玉を一口かじって大後悔し、「お菓子屋のおじ
さんとお母さんがあんなに、よしなさい！といったのに」「チョコのはずだった
のに」と頭がぐるぐるしたことくらいしかない。

そういう雰囲気があるのか、私はいつもひとり旅をしているように思われるが、
友人とのふたり旅が一番好きだ。特に、旅先でひとりで晩御飯を食べるのは好き
ではない。会話のない時間が続いてイラついたり、洒落た店にはひとりでは入り
にくかったりする。だから、「食の好みが同じで、気持ちよく話ができる友人」
というのは、同行者の条件と考えている。

小学校。男子の夢はプロ野球選手や電車の運転手さん、女
子はケーキ屋さんか先生。男女差がはっきりしている時代
で、お母さん、という子もいた。昭和ですねぇ。初めての
進路調査表には「将来の希望：未定」と母が記入したこと
を 覚 え て い る。「弁 護 士、小 説 家」と 自 分で 書 き 足 し、
黙って提出したら親にバラされ、赤っ恥をかいた。
中学に上がると、夢は現実との交差を始め、巨人軍ドラフト
逆指名（予定）の男子も、部のレギュラー争いに敗れて実力
を知る。初めて生アメリカ人と会話して「通訳になりたい」
とうっかり口走った娘のために進路相談に出かけた母が、担
任に腹を立てて帰って来たのは、中3の夏。いきなり「お嬢
さんは代議士がよいと思う」と言われたそうだ。
高校では暗記物が全くできず、司法試験など夢のまた夢、と自己診断。生活の全
てを部活に費やし「競技の続けられる会社に就職したい」と言った気がする。該
当企業の募集要綱を調べたら、男子のみであえなく撃沈。
通訳を視野に大学進学したものの、肝心の英語で落ちこぼれ、あまり頭がよろし
くないと自覚した私は、バイト代を演劇やダンスに注ぎ込んだ。劇団の養成所を
受験したり、セミナーを受講したりした挙句、見た目もよろしくないと痛感、一
生を下積みで終える可能性を考えた途端に怖気づき、卒論を仕上げてギリギリで
一般企業に潜り込んだ。

しかし、気が合って好みが合う友人でも、興味が全く同じということはない。旅
行中だからといって、無理にいつも一緒に行動しては不満が溜まる。結局、昼間
は別に行動することも多い。私にとっては、家族旅行も同じだ。私が子供の頃
は、全員の好みが違う家族で、なかなか意見もまとまらず、旅先でも足並みが揃
わなかった。オーランドへ行った際には、父と弟はマジックキングダム、私と母
は近隣のドライブ、と別々に動いた。私と母は、道路沿いの産直のオレンジを試
食したりして楽しんだ。閉園時間に合わせて父と弟を迎えに行ったら、二人は
嬉々としてグーフィーの帽子をかぶって出てきた。その姿もおもしろく、とにか
く満足のいく一日であった。
旅先では、いつも一緒にいるだけが能ではない。見
たいもの・したいことが合わないようであれば、可
能な時は別行動するのも一計であり、それが満足な
結果に終わることも多い。昼間の経験を晩御飯の席
で話題にすれば、旅の楽しみもひとしおだろう。
（根 木 暁 ： 愛 知 県 出 身、Chapel
Travelink Chapel Hill支店長）

Hill 在 住、

こうして、アンケート回答の1/3を占めた通り「才能の限界を感じたから」と夢
の廃棄を繰り返し、現在に至った訳だ。ろくな努力もせずに、すぐに諦めた夢の
残骸。あれはまさしく、ちょろっとかじって放り出したあんこ玉の山だ。
ん？待てよ。現在、携わっている通訳や駄文書き。実は夢のかけらくらいはかき
集めて来たのかも。
さ て 次 に か じ る 夢 は 何 だ ろ う。こ こ は 大 き く、今 年 も 始 ま っ た”American
Idol”？「夢を諦めた理由：年齢的限界を感じたから(14%)」に速攻で一名追加
お願いします。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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アメリカの税金
所得税申告についての知識
A. 比較的低額所得者の場合、米国国内歳入庁(IRS)の指導の下、無料で所得税申
告をしてくれる次のようなサービスがあります。
1. VITA (Volunteer Income Tax Assistance) プログラムは、個人の年間所得
が＄51,000、または家族（夫婦）の年間所得が＄62,000以下の中低所得者
を対象としています。教会やGoodwillなどの慈善団体をはじめ、大学、図
書館、クレジットユニオンなどでサービスを提供しています。予約が必要
な場合もあるので、事前に確認してください。これは基本的な所得税申告
用のお手伝いであり、自営業収入や特殊な状況や所得など、対象外のケー
スもあります。
2. TCE (Tax Counseling for the Elderly) プログラムは、60歳以上の高齢者
を対象とした無料サービスで、主に市町村や郡のシニアセンターなどで提
供しています。上記のVITAと同じ場所で両方のサービスを提供している
もない場合は、Basicバージョンで十分かもしれません。自営業や家賃所
得、その他の複雑な投資などがある場合は、Deluxe以上のバージョンが必
要になります。ソフトウェア料金には、連邦所得税の電子ファイリング
(efile)が含まれているか、州の所得税ソフトは含まれているかなど、違い
がありますので、各種のバージョンを比較して、自分のニーズにあったも
のを選び、割引を利用して購入するとよいでしょう。

生息場所はあそこで間違いないだろう。発生場所は猫が普段寝転がって過ごしてい
るカーペットとソファ、数箇所。なるほど、酒入り蛍光灯洗面器作戦か。罠として
は十分だろう。厚手のゴム手袋が必要だな、引っ掻かれても大丈夫なように。バス
タブだと暴れるだろうから身動きのできないバケツがよさそうだ。ふりふりカー
ペット・アメリカ版も手配しよう。細かい所までノズルが入る日本製掃除機が必要
だ。よし、決戦は次の金曜日だ。
まずは酒入り蛍光灯洗面器作戦を敢行。洗面器に1/3ほど水を入れ、料理酒50cc、
更に界面活性剤として台所用洗剤を数滴加える。これを潜伏していると思われる
カーペットに置き、卓上蛍光灯を当て、部屋の明かりを落とす。蛍光灯の波長は蚤
を引き寄せるらしい。数分後、最初の一匹が洗面器に入っているのを確認。成功が
うれしい反面、いったい何匹いるのやらと多少背中がざわざわする。
次はふりふりカーペット作戦。カーペットに満遍なくふりふり、1時間ほど放置す
る。その間に本作戦全体を通しての最大の山場、猫バケツ作戦を決行する。厚手の
ゴム手袋をし、猫パンチを食らわないように後からわきの下を保持バスタブの中の
なみなみとお湯を張ったバケツに尻尾から入れる。尻尾がお湯に入った瞬間から鳴
くわ暴れるわ、猛烈な抵抗を見せる猫。やはり厚手のゴム手袋は正解だ。
入れたり出したりを数回繰り返すとどうやら猫も抵抗する気力がなくなってきたよ
うだ。おとなしくなってきた所でお湯に深々と1分ほど漬け込む。お湯の色がほの
かにピンク色になり、そのお湯に浮かんでくるゴマ粒大の茶色の物体、その数、お
よそ10個。（次号に続く･･･）
（岸本：北海道出身、Durham在住、駐在員）

連邦所得税の滞納や無申告に対する罰金(ペナルティ)
一部の最低所得者を除き、一般の人は毎年4月15日までに連邦と州の個人所得
税の申告と納付の義務があります。申告しない場合や申告と税金納付が遅れた
場合、罰金と利息が賦課されます。
連邦の罰金各種：
1.申告期限までに申告しなかった場合の罰金：申告が遅れた月数に対して1月
あたり未納税額の5%(2ヶ月遅れたら、10%)で最高25%まで。端数の月は繰り
上げとなります。
2.申告納税期限までに未納税額を支払わなかった場合の罰金：納税が遅れた
月数に対して1月あたり未払税額の0.5%(2ヶ月遅れたら、1%)で最高25%ま
で。端数の月は繰り上げとなります。
申告と納付が遅れた場合、申告しなかった場合の率(高い方の率)が適用さ
れます。
3.年間を通して納付した所得税額が確定申告税額より少ない場合の罰金：
•その差額が$1,000未満の場合、あるいは前年の所得税額の100%を納付した
か、当年の所得税税額の90%以上を年末までに納付した場合、罰金はあり
ません。それ以外は罰金が加算されます。
•所得税額の10%(ただし$5000以上)が年内に未納の場合、重度の税金滞納と
みなされ、その未納額の20%が罰金となることがあります。
この罰金(と利息)を避けるには、所得税を給与天引き額を増やすか、四半期
毎に納付する納付額を増やし、予測される所得税額を年末までに支払うこと
です。また、4月15日までに確定申告をし、所得税の未納額を支払います。
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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
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『この星を統べる者達』第1話
ちょっと大変なことになっています。先日、「猫がかわいいから見に来ない？」
とのことで、ある駐在者のお宅にお邪魔しました。アメショミックスの、日本に
残してきた我が家の猫よりだいぶ毛が短い太っちょでした。
次の日、なんだか足首からひざにかけて痒い。しかも、痒い所に赤い斑点が。も
しや･･･。後日、ご主人に話しを聞いてみると「私もちょっと前から同じことが起
こっている。かみさんも」とのこと。「虫がいないか見てみよう」という訳で再
度訪問。普段猫がいるカーペットに白い靴下で行ってみると、すぐさま何やら茶
色の斑点が靴下の上に。しかも、もぞもぞ動いている。捕まえようとすると瞬間
移動する驚異のジャンプ力。間違いない、ヤツが大量発生しているようだ。
大急ぎでみんなで家中、掃除機を掛けまくり、ほっと一息。掃除機の音が嫌いな
猫もいつの間にか現れ、皆にさかんにスリスリしている。
「人懐っこい猫ですね」
「いやー、それにしてノミだとは。おかげで助かりました。どーですか一杯」
悪いことにこの日は金曜日、労働の後の一杯が五臓六腑に染み渡る。で、そのま
ま一晩お世話になることに。そして自分の愚かさに気付いたのは次の日の朝。ど
うやら敵を甘く見すぎていたようだ。
ひざ下に限らず、太もも、腰、胸、肩にまで多数の連続した赤い斑点が。ネット
検索で敵の情報を集めてみる。
『脅威のジャンプ力で時にはひざくらいまで飛び上がりそこで吸血する。伝い歩
きして近い場所で何箇所も連続して吸血する。もちろん寝ていればひざ下に限ら
ず、どこでも吸血する。オスもメスも吸血する。かまれると死ぬほど痒い』
さあ、いよいよここから反撃開始だ！敵を知り己を知れば百戦危うからず。
『体温、二酸化炭素、音に反応して飛び掛る。吸血後、
2日くらいで産卵する。卵から幼虫、さなぎ、成虫まで
22℃で15日ほどを要す。ノミ退治には幼虫の駆除と成虫
の駆除の両方が必要。生息場所、発生場所の特定が重
要。酒入り蛍光灯洗面器が時に有効。卵は熱に弱い。湿
度が低いと孵化出来ずに死んでしまう』

この罰金(と利息)を避けるには、所得税を給与天引き額を増やすか、四半期
毎に納付する納付額を増やし、予測される所得税額を年末までに支払うこと
です。また、4月15日までに確定申告をし、所得税の未納額を支払います。
しかし、その時点で正確な金額がわからない場合は、予測される不足分の税
金を添えて申告期限を(10月15日まで)延長する申請をします。延長期限まで
に確定申告をするときに、その確定した納税額が支払済み税額より多い場合
は、再度その不足分の税金を支払います。できれば、延長申請時に多少余分
に税金を払っておくと、税金納付額の不足という事態を回避できます。
ここに書いたものは、読者のために無料で提供している一般的な情報です。
（ギルバート順子：Advance在住、米国公認会計士、翻訳者）

Triad

Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad

トライアッド地区のイベント案内
1) Ringling Bros. and Barnum & Bailey Show （サーカス）
場所：Greensboro Coliseum 1921 W Lee StGreensboro, NC 27403
Phone 800-745-3000
日時：2/6（水）7:30 PM、2/7（木）10:40 AM, 7:30 PM、2/8（金）7:30 PM
2/9（土）11:00 AM, 3:00 PM, 7:00 PM、 2/10（日）1:00 PM, 5:00 PM

2） Cirquie Du Soleil: Quidam （サーカス/物語ショー）
場所：Greensboro Coliseum 921 W Lee StGreensboro, NC 27403
Phone 800-745-3000
日時：4/14〜4/21

3) Greensboro Coliseum Complex でのコンサート
2/15: Rascal Flatts
2/26: Kid Rock
3/18: Lady GAGA
3/23: George Strait
5/18: Jason Aldean with Jake Owen and Thomas Rhett
3/30: Alicia Keys、4/27: Rod Stewart

4) My Fair Lady ( ブロードウェー・ミュージカル)

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yoko.amano@realtytriangle.com
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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/

場所：Triad Stage 232 S Elm St. Greensboro, NC 27401
日時：4/7～5/5

5) Moonshine To Chardonnay ワイン・フェスティバル
場所: 303 S Scales St. Reidsville NC 27320
日時：4/20 12:00AM開始 ワインテェイスティングは12:00AM～6:00PM
音楽、フード、エンターテインメント、ショッピングは9:00PMまで

6) Liberty アンティークフェスティバル by Liberty Chamber of Commerce
場所：2855 Pike Farm Rd. Staley, NC 27355
日付：4/26～4/27 8:00 AM～5:00 PM
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
バレンタインデーと春休みがあるこの時期は、映画も多岐に渡って
いて見ごたえがあり。ニコラス・スパークの「Safe Haven」はNCつ
ながりということもあるのでバレンタインデーの話題作りに。ジブ
リの「From Up On Poppy Hill（邦題：コクリコ坂から）」は懐かしい日本を垣間
見れます。お子さんと一緒に行くなら「Escape From The Planet」や「Croods」。
2/24はアカデミー賞が発表されます！（緋美瑚: 東京都出身、フリーライター）
Identity Thief (コメディー) R、2/8公開
自分のクレジットカードが誰かに使われていることを知ったビジネスマンが、犯人
を突き止めにフロリダへ向かうと、そこには陽気な太った女性がいたのだが･･･。
Side Effect (心理スリラー) R、2/8公開
エミリーとマーチンはニューヨークにに住むカップル。気持ちを安定させるため精
神科医から処方された新しい向精神薬によって、エミリーの行動が不可解になる。
Top Gun (アドベンチャー、アクション、IMAX) 2/8公開
1986年にトム・クルーズ主演でヒットした映画をMAXの3D映像で再上映。パイロッ
トの精鋭チームが「トップガン」という最高の称号を得るためにベストを尽くす。
A Good Day to Die Hard (アクション) R、2/13公開
ダイ・ハードのシリーズの作目。息子のジャックが事件を起こしたことを知り、マ
クレーン（ブルース・ウィルス）がロシアへ向かうが、別の事件に巻き込まれる。
Beautiful Creatures (ドラマ、ファンタジー、スリラー) PG13、2/14公開
バレンタインデーにお届けするミステリアスな恋愛映画。16歳の誕生日に不思議な
超能力が開花する少女レナ。家族はその力を悪に使おうと待っていたのだか･･･。
Escape From Planet Earth (ファミリー、アニメ、コメディ、SF) PG、2/14公開
宇宙飛行士のスコーチはバーブ星の銀河を守る憧れの存在。弟のSOSの発信に騙さ
れ、危険な惑星へ。そこは不思議なものに溢れてる。それってもしかしたら地球？
Safe Haven (ドラマ、ロマンス、サスペンス) PG13、2/14公開
NCの作家、ニコラス・スパークスの小説を映画化。舞台もNCとあっては見ないわけ
にはいかない！ケイティは何故ここにやって来たのか？海辺の町での出会いとは？
Dark Skies (SF、スリラー) PG13、2/22公開
若い夫婦と子供二人のバレット家で次々と起こる超常現象。何か恐ろしいものがこ
の家を狙っている。ダニエルとレイシーは、自分たちでその正体を暴こうとする。

The Last Exorcism Part II (ホラー、スリラー) NR、3/1公開
ニューオリンズに戻ったネルは、家族で生き残った者は自分だけだと知る。しか
し、まだ悪魔に狙われている。相談した牧師は悪魔祓いの儀式をするよう勧める。
Stoker (スリラー) NR、3/1公開
インディアの父が交通事故で亡くなり、不可解な行動をする叔父のチャーリーが家
にやってきた。しかし、インディアは自分に叔父がいることさえも知らなかった。
Phantom (アクション、スリラー) NR、3/1公開
冷戦時のソ連。ミサイルを積んだ潜水艦のキャプテン（エド・ハリス）は、発作に
苦しんでいたが、彼の手に世界の運命が委ねられていた。戦争は回避できるのか？
Dead Man Down (アクション、スリラー) R、3/8公開
「The Girl With Dragon Tattoo」の監督によるスリラー。ビクター（コリン・
ファレル）は、ベアトリス（ノオミ・ラパス）に誘惑され複雑な復讐を計画する。
Oz The Great and Powerful (ファンタジー、冒険) PG、3/8公開
「オズの魔法使い」のオズはどのようにして伝説の魔法使いになったのか。オス
カーは白黒の世界の手品師だったが、成功を夢見て旅に出る。色彩の国での冒険。
From Up On Poppy Hill (アニメ、冒険、ファミリー) 3/29公開
スタジオ・ジブリによる「コクリコ坂から」の英語版。舞台は東京オリンピック前
の1936年の横浜。両親が不在な家を守る高校生の海と、生徒会を率いる俊の物語。
Admission (コメディー、ドラマ) PG13、3/22公開
プリンストン大学の入学事務所で働くポルティアは、高校時代の同級生が経営する
高校へ生徒をリクールトしに行く。過去に秘密で養子に出した子供がそこにいた？
The Croods (冒険、コメディー、アニメ) PG、3/22公開
原子人間のクルーズ一家は、ずっと洞窟に住んでいた。洞窟の崩壊により、父親の
グラッグ（声：ニコラス・ケイジ）は家族を連れて、新しい世界への旅を始める。
Olympus Has Fallen (冒険、アクション、スリラー) NR、3/22公開
ホワイトハウス（暗号：オリンパス）がテロリストに乗っ取られ、大統領が誘拐さ
れた。中に残された元護衛官のマイクに望みをかける。モーガン・フリーマン等。
The Host (ミステリー、サスペンス、スリラー) NT、3/29公開
自分の大事なもの全てが、たった一瞬で消えてしまったら？「Twilight Saga」の
作家による新作。人間の記憶を消し体に入り込む謎の生命体から愛する者を守る。

21 And Over (コメディー) NR、3/1公開
オールAのマジメなジェフが、21歳の誕生パーティーに突如ハチャメチャな大学生
に。そう、21歳はアルコール解禁日！翌日は大学院の面接だというのに大丈夫？
The Battle Of Pussy Willow Creek (コメディー) NR、3/1公開
アメリカ南北戦争で忘れてはならない4人の英雄たち。それは、麻薬中毒のゲイの
大佐、中国人の洗濯屋、逃げてきたオタクの奴隷、片腕のティーンエージの娼婦？
Jack The Giant Slyer (アクション、冒険、SF) NR、3/1公開
「ジャックと豆の木」を現代風にしたアクション映画。巨人の世界へ足を踏み入れ
た農夫のジャックは、巨人との壮大なスケールの戦いを繰り広げ自ら伝説となる。
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『この星を統べる者達』第1話
ちょっと大変なことになっています。先日、「猫がかわいいから見に来ない？」
とのことで、ある駐在者のお宅にお邪魔しました。アメショミックスの、日本に
残してきた我が家の猫よりだいぶ毛が短い太っちょでした。
次の日、なんだか足首からひざにかけて痒い。しかも、痒い所に赤い斑点が。も
しや･･･。後日、ご主人に話しを聞いてみると「私もちょっと前から同じことが起
こっている。かみさんも」とのこと。「虫がいないか見てみよう」という訳で再
度訪問。普段猫がいるカーペットに白い靴下で行ってみると、すぐさま何やら茶
色の斑点が靴下の上に。しかも、もぞもぞ動いている。捕まえようとすると瞬間
移動する驚異のジャンプ力。間違いない、ヤツが大量発生しているようだ。
大急ぎでみんなで家中、掃除機を掛けまくり、ほっと一息。掃除機の音が嫌いな
猫もいつの間にか現れ、皆にさかんにスリスリしている。
「人懐っこい猫ですね」
「いやー、それにしてノミだとは。おかげで助かりました。どーですか一杯」
悪いことにこの日は金曜日、労働の後の一杯が五臓六腑に染み渡る。で、そのま
ま一晩お世話になることに。そして自分の愚かさに気付いたのは次の日の朝。ど
うやら敵を甘く見すぎていたようだ。
ひざ下に限らず、太もも、腰、胸、肩にまで多数の連続した赤い斑点が。ネット
検索で敵の情報を集めてみる。
『脅威のジャンプ力で時にはひざくらいまで飛び上がりそこで吸血する。伝い歩
きして近い場所で何箇所も連続して吸血する。もちろん寝ていればひざ下に限ら
ず、どこでも吸血する。オスもメスも吸血する。かまれると死ぬほど痒い』
さあ、いよいよここから反撃開始だ！敵を知り己を知れば百戦危うからず。
『体温、二酸化炭素、音に反応して飛び掛る。吸血後、
2日くらいで産卵する。卵から幼虫、さなぎ、成虫まで
22℃で15日ほどを要す。ノミ退治には幼虫の駆除と成虫
の駆除の両方が必要。生息場所、発生場所の特定が重
要。酒入り蛍光灯洗面器が時に有効。卵は熱に弱い。湿
度が低いと孵化出来ずに死んでしまう』

この罰金(と利息)を避けるには、所得税を給与天引き額を増やすか、四半期
毎に納付する納付額を増やし、予測される所得税額を年末までに支払うこと
です。また、4月15日までに確定申告をし、所得税の未納額を支払います。
しかし、その時点で正確な金額がわからない場合は、予測される不足分の税
金を添えて申告期限を(10月15日まで)延長する申請をします。延長期限まで
に確定申告をするときに、その確定した納税額が支払済み税額より多い場合
は、再度その不足分の税金を支払います。できれば、延長申請時に多少余分
に税金を払っておくと、税金納付額の不足という事態を回避できます。
ここに書いたものは、読者のために無料で提供している一般的な情報です。
（ギルバート順子：Advance在住、米国公認会計士、翻訳者）

Triad

Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad

トライアッド地区のイベント案内
1) Ringling Bros. and Barnum & Bailey Show （サーカス）
場所：Greensboro Coliseum 1921 W Lee StGreensboro, NC 27403
Phone 800-745-3000
日時：2/6（水）7:30 PM、2/7（木）10:40 AM, 7:30 PM、2/8（金）7:30 PM
2/9（土）11:00 AM, 3:00 PM, 7:00 PM、 2/10（日）1:00 PM, 5:00 PM

2） Cirquie Du Soleil: Quidam （サーカス/物語ショー）
場所：Greensboro Coliseum 921 W Lee StGreensboro, NC 27403
Phone 800-745-3000
日時：4/14〜4/21

3) Greensboro Coliseum Complex でのコンサート
2/15: Rascal Flatts
2/26: Kid Rock
3/18: Lady GAGA
3/23: George Strait
5/18: Jason Aldean with Jake Owen and Thomas Rhett
3/30: Alicia Keys、4/27: Rod Stewart

4) My Fair Lady ( ブロードウェー・ミュージカル)

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
Realtor/Broker/QSC
801 Tinkerbell Rd.
Chapel Hill, NC 27517
Phone: (919)215-4665
yoko.amano@realtytriangle.com
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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/

場所：Triad Stage 232 S Elm St. Greensboro, NC 27401
日時：4/7～5/5

5) Moonshine To Chardonnay ワイン・フェスティバル
場所: 303 S Scales St. Reidsville NC 27320
日時：4/20 12:00AM開始 ワインテェイスティングは12:00AM～6:00PM
音楽、フード、エンターテインメント、ショッピングは9:00PMまで

6) Liberty アンティークフェスティバル by Liberty Chamber of Commerce
場所：2855 Pike Farm Rd. Staley, NC 27355
日付：4/26～4/27 8:00 AM～5:00 PM
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アメリカの税金
所得税申告についての知識
A. 比較的低額所得者の場合、米国国内歳入庁(IRS)の指導の下、無料で所得税申
告をしてくれる次のようなサービスがあります。
1. VITA (Volunteer Income Tax Assistance) プログラムは、個人の年間所得
が＄51,000、または家族（夫婦）の年間所得が＄62,000以下の中低所得者
を対象としています。教会やGoodwillなどの慈善団体をはじめ、大学、図
書館、クレジットユニオンなどでサービスを提供しています。予約が必要
な場合もあるので、事前に確認してください。これは基本的な所得税申告
用のお手伝いであり、自営業収入や特殊な状況や所得など、対象外のケー
スもあります。
2. TCE (Tax Counseling for the Elderly) プログラムは、60歳以上の高齢者
を対象とした無料サービスで、主に市町村や郡のシニアセンターなどで提
供しています。上記のVITAと同じ場所で両方のサービスを提供している
もない場合は、Basicバージョンで十分かもしれません。自営業や家賃所
得、その他の複雑な投資などがある場合は、Deluxe以上のバージョンが必
要になります。ソフトウェア料金には、連邦所得税の電子ファイリング
(efile)が含まれているか、州の所得税ソフトは含まれているかなど、違い
がありますので、各種のバージョンを比較して、自分のニーズにあったも
のを選び、割引を利用して購入するとよいでしょう。

生息場所はあそこで間違いないだろう。発生場所は猫が普段寝転がって過ごしてい
るカーペットとソファ、数箇所。なるほど、酒入り蛍光灯洗面器作戦か。罠として
は十分だろう。厚手のゴム手袋が必要だな、引っ掻かれても大丈夫なように。バス
タブだと暴れるだろうから身動きのできないバケツがよさそうだ。ふりふりカー
ペット・アメリカ版も手配しよう。細かい所までノズルが入る日本製掃除機が必要
だ。よし、決戦は次の金曜日だ。
まずは酒入り蛍光灯洗面器作戦を敢行。洗面器に1/3ほど水を入れ、料理酒50cc、
更に界面活性剤として台所用洗剤を数滴加える。これを潜伏していると思われる
カーペットに置き、卓上蛍光灯を当て、部屋の明かりを落とす。蛍光灯の波長は蚤
を引き寄せるらしい。数分後、最初の一匹が洗面器に入っているのを確認。成功が
うれしい反面、いったい何匹いるのやらと多少背中がざわざわする。
次はふりふりカーペット作戦。カーペットに満遍なくふりふり、1時間ほど放置す
る。その間に本作戦全体を通しての最大の山場、猫バケツ作戦を決行する。厚手の
ゴム手袋をし、猫パンチを食らわないように後からわきの下を保持バスタブの中の
なみなみとお湯を張ったバケツに尻尾から入れる。尻尾がお湯に入った瞬間から鳴
くわ暴れるわ、猛烈な抵抗を見せる猫。やはり厚手のゴム手袋は正解だ。
入れたり出したりを数回繰り返すとどうやら猫も抵抗する気力がなくなってきたよ
うだ。おとなしくなってきた所でお湯に深々と1分ほど漬け込む。お湯の色がほの
かにピンク色になり、そのお湯に浮かんでくるゴマ粒大の茶色の物体、その数、お
よそ10個。（次号に続く･･･）
（岸本：北海道出身、Durham在住、駐在員）

連邦所得税の滞納や無申告に対する罰金(ペナルティ)
一部の最低所得者を除き、一般の人は毎年4月15日までに連邦と州の個人所得
税の申告と納付の義務があります。申告しない場合や申告と税金納付が遅れた
場合、罰金と利息が賦課されます。
連邦の罰金各種：
1.申告期限までに申告しなかった場合の罰金：申告が遅れた月数に対して1月
あたり未納税額の5%(2ヶ月遅れたら、10%)で最高25%まで。端数の月は繰り
上げとなります。
2.申告納税期限までに未納税額を支払わなかった場合の罰金：納税が遅れた
月数に対して1月あたり未払税額の0.5%(2ヶ月遅れたら、1%)で最高25%ま
で。端数の月は繰り上げとなります。
申告と納付が遅れた場合、申告しなかった場合の率(高い方の率)が適用さ
れます。
3.年間を通して納付した所得税額が確定申告税額より少ない場合の罰金：
•その差額が$1,000未満の場合、あるいは前年の所得税額の100%を納付した
か、当年の所得税税額の90%以上を年末までに納付した場合、罰金はあり
ません。それ以外は罰金が加算されます。
•所得税額の10%(ただし$5000以上)が年内に未納の場合、重度の税金滞納と
みなされ、その未納額の20%が罰金となることがあります。
この罰金(と利息)を避けるには、所得税を給与天引き額を増やすか、四半期
毎に納付する納付額を増やし、予測される所得税額を年末までに支払うこと
です。また、4月15日までに確定申告をし、所得税の未納額を支払います。
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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
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赤い小鳥とブルーな生活
“I dreamed a dream…”「夢破れて」

ひとり旅

ふたり旅 家族旅行

夢を諦めたのはいつのことですか。
キリンビールが今年の成人の日にちなんで行ったアンケートによれば、現在夢を
持っていない人たちが、夢を諦めた時期は平均で24歳。その理由で最も多かった
のは「才能の限界を感じた（33%）」だそうだ。

旅に出るというとひとり旅の響きがあるが、実際は
家族や友人と旅行することが多いだろう。同行者が
いれば、その分楽しいこともある反面、ストレスに
なることもある。

初めて「なりたいもの」を考えたのは幼稚園？その頃の記憶といえば、予防注射
の見返りに買ってもらったあんこ玉を一口かじって大後悔し、「お菓子屋のおじ
さんとお母さんがあんなに、よしなさい！といったのに」「チョコのはずだった
のに」と頭がぐるぐるしたことくらいしかない。

そういう雰囲気があるのか、私はいつもひとり旅をしているように思われるが、
友人とのふたり旅が一番好きだ。特に、旅先でひとりで晩御飯を食べるのは好き
ではない。会話のない時間が続いてイラついたり、洒落た店にはひとりでは入り
にくかったりする。だから、「食の好みが同じで、気持ちよく話ができる友人」
というのは、同行者の条件と考えている。

小学校。男子の夢はプロ野球選手や電車の運転手さん、女
子はケーキ屋さんか先生。男女差がはっきりしている時代
で、お母さん、という子もいた。昭和ですねぇ。初めての
進路調査表には「将来の希望：未定」と母が記入したこと
を 覚 え て い る。「弁 護 士、小 説 家」と 自 分で 書 き 足 し、
黙って提出したら親にバラされ、赤っ恥をかいた。
中学に上がると、夢は現実との交差を始め、巨人軍ドラフト
逆指名（予定）の男子も、部のレギュラー争いに敗れて実力
を知る。初めて生アメリカ人と会話して「通訳になりたい」
とうっかり口走った娘のために進路相談に出かけた母が、担
任に腹を立てて帰って来たのは、中3の夏。いきなり「お嬢
さんは代議士がよいと思う」と言われたそうだ。
高校では暗記物が全くできず、司法試験など夢のまた夢、と自己診断。生活の全
てを部活に費やし「競技の続けられる会社に就職したい」と言った気がする。該
当企業の募集要綱を調べたら、男子のみであえなく撃沈。
通訳を視野に大学進学したものの、肝心の英語で落ちこぼれ、あまり頭がよろし
くないと自覚した私は、バイト代を演劇やダンスに注ぎ込んだ。劇団の養成所を
受験したり、セミナーを受講したりした挙句、見た目もよろしくないと痛感、一
生を下積みで終える可能性を考えた途端に怖気づき、卒論を仕上げてギリギリで
一般企業に潜り込んだ。

しかし、気が合って好みが合う友人でも、興味が全く同じということはない。旅
行中だからといって、無理にいつも一緒に行動しては不満が溜まる。結局、昼間
は別に行動することも多い。私にとっては、家族旅行も同じだ。私が子供の頃
は、全員の好みが違う家族で、なかなか意見もまとまらず、旅先でも足並みが揃
わなかった。オーランドへ行った際には、父と弟はマジックキングダム、私と母
は近隣のドライブ、と別々に動いた。私と母は、道路沿いの産直のオレンジを試
食したりして楽しんだ。閉園時間に合わせて父と弟を迎えに行ったら、二人は
嬉々としてグーフィーの帽子をかぶって出てきた。その姿もおもしろく、とにか
く満足のいく一日であった。
旅先では、いつも一緒にいるだけが能ではない。見
たいもの・したいことが合わないようであれば、可
能な時は別行動するのも一計であり、それが満足な
結果に終わることも多い。昼間の経験を晩御飯の席
で話題にすれば、旅の楽しみもひとしおだろう。
（根 木 暁 ： 愛 知 県 出 身、Chapel
Travelink Chapel Hill支店長）

Hill 在 住、

こうして、アンケート回答の1/3を占めた通り「才能の限界を感じたから」と夢
の廃棄を繰り返し、現在に至った訳だ。ろくな努力もせずに、すぐに諦めた夢の
残骸。あれはまさしく、ちょろっとかじって放り出したあんこ玉の山だ。
ん？待てよ。現在、携わっている通訳や駄文書き。実は夢のかけらくらいはかき
集めて来たのかも。
さ て 次 に か じ る 夢 は 何 だ ろ う。こ こ は 大 き く、今 年 も 始 ま っ た”American
Idol”？「夢を諦めた理由：年齢的限界を感じたから(14%)」に速攻で一名追加
お願いします。
（松田せれな：Cary在住、東京都出身）
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こんなとき、どう言うの？

Merlion マーライオン

ガタガタ震える寒い日があると思うと、一瞬「もう春？」と勘違いしそうな日もあ
るこの頃。のんびり陽射しを浴びることができる季節はもうすぐ！の表現集です。
・朝ベッドから出ると寒さでヒヤッとする。
When I got out of bed in the morning, the cold air was bracing.
・外の寒さにガタガタ震える。
It was so cold outside, I found myself shivering.
・お肌が乾燥してバリバリ。
My skin is getting rough from the dry winter air.
・眠っていた木々の新芽がニョキニョキ。
The trees, which had gone dormant for the winter,
started showing signs of life with new buds appearing.
・ポカポカ陽気、春はすぐそこ。
You can tell spring is just around the corner, because day by day it
is getting a little warmer.
・冬眠明けの動物たちがヒョッコリ顔を出し始める季節です。
The animals that hibernated for the winter are starting to poke their
heads out with the change in the seasons.
・暖かい飲み物に、心がホッとする。
There's nothing better and more relaxing than a nice
warm drink (on a winter's day).
・梅の花びらがヒラヒラ舞う。
The profusion of blossoms of the plum trees appear
To be dancing.
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住所：410 Market St. Suite 320, Chapel Hill, NC 27516
（Southern Village内）
電話：(919)933-1188、E-mail:makan@merlionfood.com
ホームページ: http://www.merlionfood.com
内容：本格的なシンガポール料理レストラン
営業時間：平日Lunch 火～金11:00am-2:30pm
平日Dinner 火～木4:30pm-10:00pm
金土 4:30pm-10:30pm
日曜Lunch/Dinner 12:00am-9:30pm
月曜は定休日
シンガポール料理といったら何を思い浮かべますか。あまりピンと来ない人が多
いかもしれません。シンガポールは赤道から約100キロの地点にある熱帯の国で、
整った街並みが美しい大都会です。大きさは東京都23区とほぼ同じで、そこに
様々な民族の人が住んでいます。70%以上が中華系ということもあり、食事は中国
料理（特に福建料理と潮州料理）の影響を大きく受けています。インド系、マ
レー系、インドネシア系、アラブ系の人も多く、それらの食文化の影響も多分に
受け、シンガポール料理は、とてもユニークな「味のいいとこ取り」をして進化
したといえるでしょう。アメリカには本格的なシンガポール料理レストランは数
える程しかありませんが、そのひとつがここ、サザンビレッジにあります。
おすすめは、なんといっても「Hor Fun」!きしめんよりもっと幅の広い麺を使っ
た料理で、優しくとろけるような味わいに、うっとりします。わざわざ食べに行
く価値アリ。その他のおすすめは、ココナッツミルクをたっぷり使ったスパイ
シースープ麺の「Laksa」、チキンスープで炊いたご飯と蒸し鶏をオリエンタルな
ピリっとしたソースでいただく「チキンライス」。「グリーンカレー」や「パイ
ナップル・フライドライス」も○。サラダはシトラスの風味がさわやかな「マン
ゴサラダ」。飲み物は、シンガポールで一番人気の「タイガービール」や「タイ
ミルクティー」、デザートは、タピオカとココナッツミルクをふんだんに使った
「Sago Pudding」を。どれも不思議な懐かしさとおいしさで満足間違いなし！
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フローズン チーズピザ
探
偵 簡単で手軽な冷凍食品といえばピザ！
団 子供から大人まで、ピザが大好きというピザファンはたく

おいしいもの

さんいますね！最近は、トマト味だけではなく、いろいろ
な味のソースで、バラエティーに富んだトッピングを楽し
むことができるようになりました。冷凍食品をそのまま出
すのではオリジナリティーに欠けると感じるなら、チーズ
ピザの上に好みの具材をいろいろ乗せて焼いてみましょう。あなただけのオリジ
ナルピザができあがります！さて、今回のおいしいもの探偵団は、シンプルな
thinクラストのチーズピザに挑戦しました。
おすすめ度 No1：Trader Joe’s Organic Three Cheese Pizza
材料は全てオーガニック。
トマトソースの味が濃く、癖がなく後味もグッド！
ピザの生地は薄くて、ピザというよりパイに近い感じで、サク
サク感が最高においしいグルメ志向のピザです。焼き時間は、
一度釜焼きされているため、短時間済みます。
おすすめ度 No2：Whole Foods Four Cheese Pizza
ピザの生地がとてもソフトで食べやすい。チーズとソースの味
がしっかりついているので、好きな具材をそのまま追加しても
OK。家庭の手作り風ピザに変身させるのが簡単でおいしい。
番外編のおすすめ: Pizza Kitchen-Thin Crust-BBQ Chicken
これは、ただのチーズピザではないのですが、子供に絶大な人
気のピザです。このピザはクラストが本当に薄くてパリパリしていて、BBQチキン
の味が濃い目で、満足感が高い！BBQチキン味は人気があるせいか、在庫切れのこ
ともよくあります。でも、California Pizza Kitchenのものは、他の味でもおい
しいです。
おすすめTool：Pizza Stone
セラミック製でオーブンで使えます。均等に火が通り、生地の
水分を損ねることなくクリスピー状態にし、ピザをおいしく仕
上げてくれます。使用上の注意をよく読んで使ってください。
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子育ては親育て
食事のマナー
私はアメリカの学校で17年間教えていますが、いつも気になるのが、子供の食事
の仕方です。何でもリラックスのこの国は、子供も大人も食べる時にリラックス
しすぎるのをよく見かけます。特に子供は2歳以上になっても手づかみで食べるこ
とが多いので驚きます。アメリカンフードは手で食べるものが多いことも理由で
しょう。また、食べ物全部をひとつの大きなお皿に乗せて食べるのが一般的で、
日本人のように小さい器をたくさん使ったり、食器の持ち方、お箸の使い方など
に細かいマナーがありません。子供はすごい速さでいろいろな事を吸収してしま
いますが、あまり好ましくないマナーがその吸収事項になっていないでしょう
か。私の教室から見たお行儀チェックリストです。
1. 箸を使いたがらずフォークやスプーンを握って食べたがる。
2. 器やお皿があるのに食べ物をテーブルに直接置く。
3. 食器やお箸、スプーンなどを元の位置に戻さない。
4. 食べ物が床に落ちても気にしない。
5.「いただきます」「ごちそうさま」を言い忘れる。
6. 両手にお箸とお茶碗を持って食べられない。
日本の食事のマナーは、見ていて本当に美しく、食べ物を大切にする心があふれ
ています。アメリカ生活環境の中であらゆることを子供に学んでもらうと同時
に、家庭の中では、日本のよい部分を親がお手本になって常に示しましょう。
（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）

前回、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
必要だとお話しました。親は、子供に野菜や果物を何としてでも食べさせたいが
ために、無理やり食べさせようとしがちですが、子供が苦手とする食べ物を無理
やり食べさせることはお勧めしません。子供の時に経験した食べ物に関する思い
出は、大人になっても覚えているものです。小さい頃、嫌いなピーマンを残さず
全部食べるまで、泣きながら長時間椅子の上に座らされていた記憶はありません
か？大人になっても苦い思い出が残らないよう、小さい頃から食べ物とポジティ
ブな関係を築けるように親はサポートしてあげましょう。
それでは、強制することなくどうやって子供に嫌いな食べ物を食べさせたらいい
のでしょうか？ある研究によると、親が野菜・果物を実際に食べているところを
見せることによって、子供の野菜・果物の摂取量が増えたという報告がありま
す。この時大切なのは、親はおいしそうに食べること、子供が苦手とする食べ物
を食べる時にオーバーなリアクションを示すことです。例えば、「わ～！ピーマ
ンが入ってる！お母さん、ピーマン大好き！すっごくおいしい！」という具合
に。食べ物が育つプロセスを子供に見せるのも、子供の野菜・果物嫌い克服方法
のひとつかもしれません。家庭や学校で育てた野菜・果物を家庭の食卓・スクー
ルランチに取り入れたところ、子供の野菜・果物の摂取量が増えたという報告も
あります。家庭菜園や学校菜園が注目を浴びているのもそのためかもしれませ
ん。子供の好き嫌いは成長過程に必要なことと考えて、気長に構えましょう。
（近聡子：福島県出身、Cary在住、学生）
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ごちそうさまぁ～！
大学受験 (パート3) ―大学選び―
前号まで2回にわたり大学受験について書きましたが、今回は大学選びについてお
話します。UNCの学生に「どうしてこの学校を選んだの?」と聞くと、ほとんどの学
生が「よい大学だから」と答えますが、中にはおもしろい志望動機もあります。
ノースカロライナの小さい町に住んでいた時、テレビ中継で、学生達がフランクリ
ン・ストリートでハロウィーンの仮装をして楽しそうにして
い る様子を 見て、それに 憧れ たんだそ うです。また、バス
ケットの試合で、学生が一生懸命母校を応援している姿を見
て、是非自分もUNCの学生になって応援したいと思ったそうで
す。州外からの学生の動機は「スポーツで奨学金もらえたか
ら」とか「親がUNCの卒業生だから」というのもあります。
UNCは、グループでのガイド付きキャンパスツアーを行なっています。特に3月と4
月は、多くの高校生とその両親がキャンパスツアーに参加している姿が見受けられ
ます。このキャンパスツアーに参加している高校生は、多分、これから受験を考え
ている人か、もしくはUNCに合格したけれど、他の大学とどちらにしようか迷って
いる場合などが考えられます。キャンパスツアーでは、大学の中心的建物の紹介や
大学の授業、歴史などをUNCの学生が説明してくれます。大学訪問は、このように
高校11年生や12年生の学校の春休みに行うケースが多いです
が、大学訪問と旅行をかねて夏休みに計画をたてる父兄も多い
ようです。車でいろいろな大学を回りながら、それぞれの名所
などを巡ってみるのも実り多い夏休みになるかもしれません。
ただ、夏休みに大学を訪問すると、大学も夏休みなのでキャン
パスには学生が少なく、実際の雰囲気とは違う場合が多いので
その点は気をつけた方がいいでしょう。
私も、娘の大学選びで、夏休みを利用して大学訪問をしましたが、実際に大学の授
業が行われている時にもう一度行くと、その大学の印象があまりにも違うので驚き
ました。歴史的に由緒がありよさそうに見えた大学も、学生の服装の乱れや、校舎
がきたなかったり、カフェテリアがおいしくなかったりなど、夏の訪問では気がつ
かなかったことがたくさんありました。
また、大学によっては授業に参加させてもらえることもありま
す。実際にその大学に通っている学生を紹介してくれ、その学
生の寮の部屋に一緒に泊まり、大学の授業に参加するような体
験もあります。一日体験してみると大学の様子もよくわかり、
大学に入学した後に「こんな大学に行きたくなかった」などと
後悔することが少ないかもしれません。また、合格通知をもらった後に、その大学
の学生から話を聞きたい場合は、大学に問い合わせをすれば大学生を紹介してくれ
ることもあります。いろいろなサービスを利用して、本当に自分にあった大学を選
び、有意義な大学生活を送れるようにするための努力をするのは大切です。
（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）
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白いブイヤベース
寒い冬にピッタリの料理、ブイヤベースに挑戦しましょう。ブイヤベースとはト
マトやサフランを加えて魚介類を煮る南フランスの田舎料理ですが、今回は、手
軽に買える白身魚のティラピア（tilapia）を使い、白い野菜類をじっくりと炒め
て甘みを引き出して作る、色も味わいも優しい「白いブイヤベース」です。
材料(4人分)
白身魚ティラピア･･･3/4パウンド、玉ねぎ･･･小3個、じゃがいも･･･2個
にんにく･･･3かけ、白ワイン･･･カップ1、ローリエ･･･1枚
塩、コショウ、オリーブ油適量
作り方
1. ティラピアは3センチ角に切り、塩コショウをしておく。玉ねぎは薄切りで、
じゃがいもは8mmの厚さに切る。
2. 鍋にオリーブ油大さじ1/2とニンニク(切らなくてよい)を入れて弱火で熱する。
香りが出てきたら玉ねぎを加えてしんなりするまで炒める。次にじゃがいもを
加えて油が回るまで炒める。
3. 2に白ワイン、水530ml、ローリエを加えて10分煮込む。
4. 3の上にティラピアを並べ入れ、ふたをして5分間蒸し煮にする。魚に火が通っ
たら塩、コショウで味を整える。
キノコ類を入れると旨味が一層引き立ちます。
（坂井久美子：神奈川県出身、Greensboro在住、モンテッソーリ幼稚園教諭）

黒豆入り混ぜご飯
黒豆は滋養強壮食品として知られ、腎臓と胃腸を強化し、体内の余分な水分を取
り除く働きを持っています。きのこは体の免疫機能を高めます。鶏肉は胃腸の働
きを活発にし、弱った体を回復させる強い力があります。
材料：米、黒豆、きのこ（しいたけ、えのき、しめじなど）、油揚げ、鶏ひき肉
醤油、塩、酒、みりん適量
作り方：
1. 黒豆は一晩水につけておき、次の日そのままに火にかけ、
沸騰したら弱火にして1時間位煮ます。
2. きのこは食べやすい大きさに切り、油揚げは熱湯に通し
て千切りにします。
3. 挽肉に調味料を加え、10分ほど置きます。
4. 炊飯器に米と1と2を入れ、米分量に合わせて水量を調節
して炊きます。
（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）
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春に備えて花粉症予防
くしゃみや鼻水、目のかゆみなどに悩まされる花粉症。つらい季節が訪れる前に
予防対策のための体質改善が必要です。未病（気になる自覚症状が出てくる状
態）を防ぐ漢方の知恵で、春に向けてしっかり備えましょう。
《冬と夏は根本療法で体質改善・春と秋は対症療法で症状緩和》
花粉症はアレルギー疾患のひとつで、花粉が舞う春と秋に症状が現れるのが特徴
ですが、つらい時期だけ症状を緩和する治療を行っても、最終的に原因となる根
本的な体質を改善しない限り、完治することはできません。つまり、症状を鎮め
る対症療法である「標治」と、体質を改善する根本治療である｢本治｣を並行して
行うことが重要なのです。
標治（対症療法）
・表寒証：主な症状は、水っぽい鼻水やくしゃみで、目やのどの症状はあまりな
いのが特徴です。このタイプは体が冷えて水分代謝が低下しているので、体を
温めて冷えを取り除き余分な水分を取り除くことが大切です。
・表熱証：粘り気のある鼻水、鼻づまりの他、目の充血や咽の腫れ、痛みなどが
ある場合は、症状が進んで熱を帯びた状態。このタイプは熱を冷まして水分代
謝を改善するのが大切です。
本治（根本治療）
花粉症などのアレルギー疾患にかかりやすい人は、もともと胃腸が弱く、普段か
ら食欲がない、下痢か便秘しやすい人が多いのです。又、免疫力や体の防衛機能
が低下している人もアレルゲンに過敏に反応します。本治として、消化器系を丈
夫にしながら呼吸器系と免疫系の機能を高める必要があります。
胃腸を丈夫にする食べ物には、鮭、鶏肉、ジャガイモ、レンコン、山芋、キャベ
ツなどがあります。黒豆や大豆などの豆類は、胃腸を丈夫にして水分代謝を促進
します。免疫力を高めるシメジやシイタケなどのキノコ類、粘膜を丈夫にして抵
抗力をアップする働きがあるカボチャやニンジンなどの緑黄色野菜も欠かせない
食材です。生姜やネギ、ニラなどの薬味は、体を温め、代謝を助ける働きがあり
ます。ジュースなどの清涼飲料水、生野菜、刺身など、体を冷やす食べ物は控え
めに、また、味の濃厚な物や甘い物、揚げ物などの油っぽい物も胃腸に負担をか
けやすいので、味付けや油分を控えめにして、メニューの工夫をしましょう。
（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）

国務省は、2007年6月に在外米国大使館・領事館に対し、過去3年間に飲酒運転の
逮捕歴がある人、もしくは過去に2回以上の飲酒運転の逮捕歴がある人、またアル
コール依存症だと思われる短期ビザ申請者(B1/B2, F1, J1, H1B, L, Eビザなど)
に対しては、大使館指定医師からの健康診断書の取得を要請するように指示を出
しました。医師から診断書取得の要請があると、審査がさらに長引くことになり
ます。医師の診断の結果、アルコール依存症による精神障害があり、かつ過去の
飲酒経歴から判断して今後第三者の安全もしくは所有物に対して危害を加える可
能性があると判断された場合は、ビザが却下されてしまいます。
過去3年間に飲酒運転の逮捕歴が1回だけで精神障害や身体障害がないと判断され
た場合、前回のビザ申請から新たな飲酒運転による逮捕歴がなければ、通常は次
回からのビザ申請時に再度医師の診断書を要求されることはありません。過去に2
回以上飲酒運転の逮捕歴がある人、もしくはアルコール依存症だと判断された場
合は、次回からのビザ申請時も、診断書の有効期限が切れていれば、毎回新たな
診断書を取得するように要求される可能性があります。しかしながら、医師の診
断書要請に関しては、未だ強制していない大使館・領事館もあるようです。
グリーンカード保持者は、非移民ビザ申請者のように米国に入国するのに米国大
使館でビザを申請する必要はありませんが、入国時に飲酒運転の記録について聞
かれることがありますので、毎回入国する際には警察の逮捕記録や裁判所の判決
記録を証拠として持参した方がよいでしょう。いずれにしろ、「飲んだら運転し
ない！」を心がけましょう。
（大蔵昌枝：福岡県北九州市出身、アトランタ在住、弁護士）

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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法律相談 「ちょっと教えてください」
飲酒運転のビザへの影響

アロマセラピーでリフレッシュ
風邪対策のアロマ

日本からの駐在員や出張者が顧客接待などで、外でお酒を飲むことがありますが、
そこで「ついうっかり」ということにならないよう、アルコールとビザの関連につ
いて説明いたします。日本では道端で酔っ払いを目にすることは珍しくはありませ
んが、アメリカではアルコールに対してかなり厳しい見方をしています。自動販売
機でアルコールを販売している日本とは異なり、米国
南部の多くの州では、日曜日のアルコールの販売を禁
止しているばかりか、公共の場で酔っ払っていたり、
ふたの開いたビールを持っているだけでも逮捕される
こともあります。レストランでも酔っ払いに対して無
制限に酒を提供することはできません。酔っ払いが後
に飲酒運転や人身障害などの事故を起こした場合、
酔っ払っていると知りつつ酒を提供した者が責任を問
われることもあります。

寒い季節、風邪やインフルエンザがつきものですね。風邪かな？と思った時に使
える、アロマオイルを使った予防にぴったりのアロマオイルをご紹介します。

さて、飲酒運転(DUI)で逮捕された場合、初犯であれば、過去の逮捕歴、違法物所
持、第三者に対する人身障害など、重度の追加違反行為がない限りは、ほとんどの
州では軽犯罪の判決が言い渡されることが多いようです。軽犯罪だと、判決文をす
べて全うすれば、基本的には滞在資格に影響したり、将来のビザ申請を妨げたりす
るものではありません。しかし、将来ビザ・ウエイバーを使って入国することはで
きなくなるのでご注意ください。ビザ・ウエイバーの代わりにB1/B2の短期商用・
観光ビザを申請することはできます。

ラベンダー／Lavender
ラベンダーにはリラックス効果の他に、抗菌、消毒効果もあります。寝る前に電
気式のアロマポットにラベンダーの精油を使い、睡眠中も香りを楽しめます。精
油が空気を浄化して くれますし、ラベ
ンダーで安眠促進もできます。寝不足
結婚式・誕生日
も免疫低下の原因のひとつですので、
各種パーティー
普段からしっかりと睡眠を取るように
結婚記念日・お葬式
心がけましょう。 ラベンダーにユーカ
リを加えるのもおすすめです。

飲酒運転の逮捕歴があれば、ビザ申請用紙の質問項目の 「これまでに逮捕された
り、有罪判決を受けたりしたことがありますか？」という質問に対して「はい」と
回答しなければなりません。この質問には日本での逮捕歴も含まれます。逮捕歴が
ある人は、ビザ申請時に毎回申請書類と共に、警察の逮捕記録や裁判所の判決記録
のオリジナル、さらに罰則を全うした証拠書類を提出しなければなりません。ま
た、ビザが発給される前に米国連邦捜査局（FBI）への犯罪歴のチェックが入るた
め、ビザが発行されるまで1～2ヶ月かかることもあります。したがって、飲酒運転
の逮捕歴のある人は、時間に余裕をもって旅行日程を立てた方がよいでしょう。

ティーツリー／Tea Tree
喉にきたなと思ったら、まずはティーツリーの精油を1～2滴入れた塩水でうが
い。味と匂いがちょっとキツいのですが、殺菌効果が高い精油なので 風邪の引
き始めの予防対策にぴったりです。
ユーカリ／Eucalyptus Radiata
ユーカリの精油は、呼吸器系によいとされており、鼻や喉のトラブルに優れた効
果を発揮します。花粉症や風邪の鼻水、咳、痰などの症状をやわらげてくれま
す。アロマポットを使用する他、ボウルに入れたお湯に数滴たらしての芳香浴、
または外出先で気軽にティッシュやハンカチに1～2滴たらして嗅いだりするのが
効果的。強いオイルですので、吸入は精油を少し拡散させてから行い、使用頻度
は1日に1～2回にとどめてください。

ティーツリー、ユーカリは強いオイル
なので、お子様やご年配の方には少な
めにご使用ください。
（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）

Angel Roses Florist
フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-595-6185 English
www.angelrosesflorist.com

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
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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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●ビューティーアドバイス●

ローリー日本語補習学校ニュース

せわしない年末、お正月が過ぎ、いよいよ2月に突入。2月とい
えば？心がウキウキ、ドキドキするバレンタイン！たくさんの
チョコレートが店頭に出回ります。
19世紀、カカオの豆から作ったココアパウダーに、ココアバター、ミルク、砂糖
を混ぜたチョコレートが開発され、甘い食べ物として有名になりました。食べ過
ぎに注意！なんてよく言われていましたよね。ところが、21世紀に入り、チョコ
レートの原料であるココア（カカオ）が体にいいと発表され、特に赤ワインと
ダークチョコレートのコンビネーションは、コレステロールの分解や高血圧、老
化防止にもなるということで、ヘルスニュースなどでも頻繁に取り上げられるよ
うになりました。
チョコレートの原料であるココアには、緑茶やブルベーリーよりも高い数値の抗
酸化物質が含まれています。さらに緑茶にも含まれているフラボノイドも高数値
で含まれていて、肌に水分と潤いを与え、日焼けによるお肌のダメージを助け、
ソフトでクリーンな肌を取り戻します。つまり、チョコレートは、紫外線から肌
を守り、抗酸化作用、皮膚癌防止、老化防止など肌に有効な働きをしてくれるの
です。また、チョコレートは、ナチュラル抗欝剤ともいわれています。チョコ
レートの香りが体をリラックスさせ、セロトニンを分泌、ホルモンバランスに働
きかけ、沈んだ心を癒してくれます。
では、どんなチョコレートがいいの？
・70% 以上の Cacaoが配合されたダークチョコレート
（ちなみにミルクチョコレートは50-60%の配合です）
・キャンディーバーは、砂糖と脂肪のかたまりなので
避ける
一日に板チョコ1～2かけら（1～2ブロック）程度が良いといわれています。
もちろん、食べるだけではなく、顔に塗っても同じ作用が得られますよ。
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)

ローリー日本語補習学校では，誠意を持って子ども達を指導してくださる先生を
募集しています。当補習校には，幼稚部（年中クラス、年長クラス）から小学
部、中学部、高等部まであります。小学部以上の指導教科は国語と算数（数学）
です。日本での教員経験や当該教員免許を持っていれば申し
分ありませんが、必ずしも必須条件ではありません。愛情を
持って子ども達の教育に携わってくださる方であれば歓迎致
します。もちろん、担当教科に卓越していることも条件です
が、その他の条件として以下があります。
・労働可能なビザ（または永住権）をお持ちの方。
・土曜日の午前中に勤務可能な方。
詳しくは学校ホームページをご覧頂き、応募される場合は、面接申請書と履歴書
を学校事務局（下記住所）までお送り下さい。
Japanese Language School of Raleigh, Inc.
5102 Oak Park Rd. Raleigh, NC
27612
Tel:919-787-1300
ローリー日本語補習学校 教員募集案内サイト：
http://www.japanschoolraleigh.com/25945217292121538598.html

http://www.japanschoolraleigh.com
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！

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。

109 Conner Dr. Building III, Suite 103
Chapel Hill, NC 27514
(919) 933-4151

Creedmoor Centre – Stylist Studios/West (内)

www.acupuncturehealingcenter.org

NC Licensed Esthetician: Chika Orcutt

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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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
三角横丁2013年2・3月号 7

どんな会社？

企業紹介

こんな会社！

ホンダ パワーエクイップメント マニュファクチュアリング
Honda Power Equipment Mfg., Inc. （略称 HPE）

Let’s Play

ゴルフ

夫婦でゴルフを!!
世の中のいろいろなスポーツの中でも、ゴルフはどんなレベ
ルの人でも一緒にゲームを楽しむことができる数少ないス
ポーツです。また、ゴルフは、男女問わず、力量問わず、年
齢問わず楽しむことができます。

ゲームで初心者が経験を積んだプレイヤーに勝つことはいくらでもあります。ゴ
ルフは自分に対してのゲームですし、各自がハンディキャップを与えられている
のでレベルの違う人が一緒にラウンドしても楽しむことができるのです。

HONDAは、常に先進の気風を持ち、自由闊達な企業風土から生み出された2輪・4
輪・汎用製品やサービスを世界中のお客様にお届けしてきました。その中で、
ノースカロライナにあるSwepsonvilleのHONDA工場（HPE）では、「役立つ喜び
もっと広げたい」の実現の為、1984年から操業を開始し、来年には30年の節目を
迎えます。現在では、家庭用芝刈り機を中心に除雪機や刈払い機、耕運機などの
完成品から、相手先ブランド（OEM）にて芝刈り機や洗浄機などに積まれるエンジ
ン（160～190cc）など、たくさんの汎用製品をお客様にお届けしています。
工場の中では、アルミを溶かす炉から始まって、アルミエンジン部品を鋳造する
ダイキャストマシン、アルミと鉄の機械加工ライン、プラスチックの射出成型機
など、中・大型の機械が整然と日夜稼働しています。これらの工場内で作られた
部品と協力メーカーからの部品を、組み立てラインで単体エンジンまた家庭用芝
刈り機へ組み立て、最終検査を行いお客様のもとへお届けしています。
正規従業員600名、臨時従業員約300名と共に、日本人駐在員は社長以下10人でそ
れぞれが違う役割を持ち、全社員が一丸となって仕事をしています。
日本でHONDAと言えば、自動車やオートバイのメーカーというイメージですが、こ
こアメリカではHONDA汎用製品の家庭用芝刈り機で、HONDAを身近に感じている方
も多いのではないでしょうか？シーズンには家庭のお庭の芝をきれいに刈り取る
ためには欠かせない製品です。この家庭用芝刈り機はHPEが創業当時から培ってき
た技術を結集させた製品で、工場に隣接する研究所（HRA-N）、アトランタの汎用
営業と共に、アメリカで現地開発/生産を行い、我々が120％の自信と誇りを持っ
てお届けできる製品です。安全性、品質性、機能性においては我々が保証いたし
ます。家庭用芝刈り機をお求めの際は、お近くのホームデポか汎用製品専門店
へ。Consumer Report誌で連続してBest/Best buy も獲得しています。まだ、ご使
用の経験のない方は是非、来期の草刈シーズンはHONDAの家庭用芝刈り機をお試し
下さい。
（Kota：熊本出身、Durham在住、Honda Power Equipment製造部グループリーダー）
会社名：Honda Power Equipment Mfg., Inc.
所在地：3721 NC Hwy. 119 Swepsonville, NC 27359
連絡先：336-578-6300
6 三角横丁2013年2・3月号

そこでお勧めするのが夫婦でのゴルフです。レベルが違っても一緒にラウンドす
ることができるので、技量が違ってもまったく問題ありません。一緒に楽しめる
というだけでなく、お互いの理解度も変わってくるでしょう。よく聞くのが「奥
さんに許可を取らないとゴルフに行けない」とぼやくご主人、「仕事の付き合い
だとか言ってゴルフに行くけど本当かしら？」と疑う奥さん。こうした悩みはお
互いが同じスポーツをしていれば理解も得やすいでしょう。それにゴルフは人数
に関係なくできるスポーツなので、夫婦だけでプレーできますし、友人や家族と
一緒にプレーすることもできます。
また、ゴルフは年齢に関係なくできるスポーツですから、退職後や子供が手を離
れてからでも楽しめます。若いうちは仕事仲間などとゴルフに出かける機会が多
いでしょうけれど、退職した後ではなかなかゴルフ相手が見つかりません。そう
した時に夫婦で同じスポーツができるといいですね。
ただよく耳にするのは、ご主人から（あるいは奥様から）ゴルフを習うと、喧嘩
になるということです。どうしても夫婦の気安さから、教え方や教わり方が雑に
なり口論になってしまうのでしょう。最初のうちは他の人に教わる、できればき
ちんとインストラクターに付くのがいいですね。皆さんはせっかく現在アメリカ
にいるのですから、在米中に練習してはいかがですか。日本では練習場といって
も、ほとんどがネットの中での練習ですので、飛距離とか方向性が判りにくい
上、実際とはかなり違います。バンカーやグリーン周りでの練習もほとんどでき
ません。こちらでは、広い練習場で直接芝の上で打てますし、バンカーやグリー
ンも備わっており、実際に近い環境で練習するので、上達も早いのです。
(Pinewild Golf責任者: Charley Imai)

Pinewild Golf Academy
日本人向け集中ゴルフ・クリニック
開催日時：4月27日（土） - 4月28日（日）
場所：Pinewild Country Club of Pinehurst
初心者からプロ志願者まで全レベル対応
最新ビデオでスウィングチェック
午後はPinewildの48ホールでラウンド

問い合わせ：charley@pinewildcc.com

または

(910) 603-0847
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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/

などの肥料を苗の周りに少し撒きましょう。肥料をやりすぎると苗が枯れてしま
うので注意してください。全部の苗を植え終わったら、表土をマルチやコンポス
ト、松葉、わら、またはlandscape fabricやground coverなどと呼ばれる通気性
のある黒いビニールで覆うと土壌の乾燥が防げ、雑草も生えにくいでしょう。
スイカやメロンは、場所を取る上、なかなかうまく栽培できません。ズッキーニ
や黄色いスクワッシュなどは場所を取る野菜なので、狭い畑には不向きです。
キュウリやインゲンも茎やツルが伸びます。縦に棒を何本か立てて、そこに横棒
または横糸(または紐)を組んだものに茎を這わせるか、あるいはTrellisと呼ば
れる格子状のものを使って這わせると、狭い畑でも大丈夫です。

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

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

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
掲示板のご利用案内
見て見て！三角掲示板」では、掲載する情報を募集しています。「売ります」
「買います」「教えます」「教えてください」「譲ります」「探しています」
「募集中」「イベントのお知らせ」「グループ作ります」などの情報を、2～3行
の長さで掲載いたします。トライアングル地区やトライアッド地区の日本人に、
効果的にアピールすることができます。常時受け付けていますので、お気軽にご
連絡ください。連絡先は、E-mailでsankakuyokochou@gmail.comです。

苗を植えた直後は十分な水やりをします。しばらく雨が降らず、土壌が乾燥して
きたら水をやりましょう。苗が伸びて丈が高くなったら、棒などを隣にさし、そ
れに茎を軽く縛って支えるようにします。きつく縛ると茎が太くなったときに、
紐が食い込んでしまう恐れがあります。縛る紐は古着の生地を細く切って作った
紐、古くなったストッキングを適当な長さに切ったもの、あるいは洗濯紐などを
使うことができます。支え棒はLowes、Home Depotなどの園芸部門でも売ってい
ますがが、不要な棒や竹が家にあればそれで十分です。トマトなどは脇芽がどん
どん出て横に広がってしまうので、適当に脇芽を摘むようにします。苗を植えて
から1～2ヶ月後ぐらいに、もう一度肥料をやるとよいでしょう。
自分が栽培した野菜を食べる楽しみは何とも言い
がたいものです。初年度は土壌がよくないので、
あまりよくできないかもしれませんが、次の年も
土に腐葉土やコンポスト、肥料を混ぜると土壌が
徐々によくなってきます。次の年は、前の年にト
マトを植えた所にキュウリを植えるなど、場所を
変えて植えるとよいでしょう。
鉢植えで野菜を育てるのは畑よりも難しいです。大きめの鉢にpotting soilなど
の鉢植え用土と腐葉土、コンポスト、肥料を混ぜたものを入れ、そこに苗を植え
ます。買った土に肥料が混っている場合（Miracle Grow入りの土など）は、肥料
は不要です。鉢植えの注意点は、土が乾燥しないよう水やりを忘れず、十分な日
光が当たるようにすること。鉢植えは、畑に植えたものほど大きくなりません
が、うまくいけば小ぶりな野菜ができます。

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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2月～3月 トライアングルの

特集 家庭菜園
家庭菜園を作ってみませんか？

（

（

畑を作るための日当たりがよく水はけもよい比較的平坦な場所を探しましょう。
最初はどんなに狭くてもいいので、とにかく家庭菜園を始めようという気持ちが
大切です。まず、雑草や芝生を除去し、それからスコップやシャベ
ルなどの工具、ティラー(tiller)と呼ばれる機械などを使って耕し
畝を作ります。固い粘土質の赤土の場合は、自分で作ったコンポス
トや樹皮や樹木を粉砕したマルチ(mulch)、芝生や枯葉、potting
Soil (鉢植え用の土)、砂(子供の砂場用のplay sandでOK)などを混
ぜます。酸性土にはLime(石灰)や灰を混ぜるといいでしょう。
狭い畑の場合は、種を買って蒔くと、畑のスペースに対して種が多すぎて無駄に
なること多いので、一般に4つで1つのパックになっている野菜の苗を買って植え
るのをお勧めします。また、種から蒔くと、半分ぐらいしか芽が出てこない場合
もあるので、初めての人は苗から始めた方が間違いないです。初心者は、トマ
ト、ピーマン、なす、キュウリなどの春植え苗の定番が一番無難です。トマトは
グレープトマトやチェリートマトといった小さいトマトだと摘み取るのが面倒な
ので、BeefmasterやBetter Boyといった大きいトマトがお勧めです。ナスは日本
ナスの品種「一番」があちこちに出回っているようです。キュウリは日本または
アジア系のものがあればいいのですが、なくてもアメリカの長めキュウリを大き
くなる前に収穫すれば、日本のキュウリと同じ感覚で食べられます。
畑が広いので種を蒔いてみよういうのなら、発芽率が高いキュウリやインゲン類
がよいでしょう。Burpeeという種のカタログのハイブリッドGreen Knightという
キュウリが一番日本のキュウリに近く、暑さ、病気に強いのでお勧め。ただ、30
粒で＄5と高めです。本気で野菜を作るなら、早春から白菜、春菊、ラディッ
シュ、小松菜などの寒さに強い葉野菜を種から育て
ることもできます。この場合、種を蒔いて育ち始め
てから途中で間引きをし、その間引きしたものも食
べ、残ったものを大きくなってから食べるようにし
ます。ただし、葉野菜はハサミムシ(earwig)という
虫に食い散らかされやすいので、殺虫剤を撒くか、
石灰(lime)や灰を撒かないとうまく栽培できないの
で気をつけましょう。ブロッコリーは虫がつきにく
いので育てやすいです。
種を蒔くにも、苗を植えるにも、基本的には霜が降りなくなってから（4月上
旬）が無難です。早くから育てたい場合は、厳しい霜が降りなくなってから（3
月頃）にし、霜注意報が出た夜は苗をシーツやビニール、または空の牛乳ボトル
の下を切ったものをかぶせるなどして、霜から守るようにします。
苗を植えるときは、畝に沿って小さいシャベルなどで穴を掘り、苗を入れ、その
周りに土を被せます。苗を適当な間隔(15～30cm程？)で植えます。その時に1010-10 (窒素リン酸カリ同じ割合の化成肥料)やcow manure (牛の糞の天然肥料)
4 三角横丁2013年2・3月号

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
2/12～17 Mary Poppins (Musical)
DPAC
2/13～17 Monty Python’s Spamalot (Musical)
PECPA
2/19
Olivia Newton John
DPAC
2/20
Jim Brickman
The Carolina Theatre
3/1～2 Kenny G Pops Concert
Meymandi Concert Hall
3/12
Rain
DPAC
3/13
Daryl Hall and John Oates
DPAC
3/23
Baron Tymas Jazz Quartet w/T. Taylor Beyu Cafe
4/5
Smokey Robinson
DPAC
4/6
Diana Krall
DPAC
Meymandi Concert Hall
4/12～13 Brahms’ Requiem
4/14
Brahms’ Requiem
Memorial Hall
ファミリー/子供向けイベント
2/6～10 Ringling Bro. & Barnum Bailey Circus
PNC
2/12
Durham Mardi Gras Parade
CCB Plaza
2/18
Yo Gabba Gabba Live
PECPA
3/1
Harlem Globetrotters
PNC
3/9
Kite Festival
Bond Park
3/23
Breakfast with The Easter Bunny
Alexander Family YMCA
3/23
Easter Egg Hunt
Hank Anderson Park in Carrboro
3/24
Easter Event
Bond Park
その他のイベント
2/13
Duke vs. UNC Basketball game
Cameron Indoor Stadium
2/15
Valentine’s Day Skate
United Skates
2/24
Bull City Food & Beer Experience
DPAC
3/9
Duke vs. UNC Basketball game
Dean E. Smith Center
4/6
Pepper’s Chilibrew Fest
KokaBooth Amphitheatre
4/13
UNC Science Expo
UNC Campus
日本人関連イベント
2/1
Oriental Art Collective
Moondog Cottage Art Studio
2/8
Mordecai Historic Park見学（子供同伴可） Japanese Baptist Church
2/21
Japanese Music Performance and Talk
Mary Duke Biddle Music Building
2/22
アメリカ人宅訪問
Japanese Baptist Church
3/3・4/7 音楽・礼拝・ポットラック
NW Baptist Church/Winston-Salem
3/7
州知事公邸見学(予定)（ナーサリー有）
Japanese Baptist Church
3/23
ひな祭り茶会
Duke Garden
3/22
イースターエッグ製作 (ナーサリー有)
Japanese Baptist Church
4/7
さくら祭り
Duke Garden
4/12
Ms. Peggyの料理講習&試食（子供同伴可） Japanese Baptist Church
PECPA：Progress Energy Center for the Performing Arts
DPAC: Durham Performing Arts Center
三角横丁2013年2・3月号 29
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第20回婦人会はレストラン「EL
COYOTE」でメキシカン料理に
挑戦しました。トウモロコシの皮
で包んだ「Tamales」、甘くない
チョコレート料理「Enchiladas de
Mole Poblano」、アメリカで食べ
られるとは思わなかった「イカ墨
ライス」。新鮮な食材とシェフの
心意気を感じる料理に参加者
全員が100%満足でした。
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バレンタインの時期になると無性にチョコレートが
食べたくなったりします。誰かちょうだーい ♥

な
ん
か
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第21回婦人会は「Southern
SeasonのDeliを試食！」。おいし
そうなお惣菜が並ぶSouthern
Seasonのショーケース。食べて
みたいと思ったことはありま
せんか。いろいろなメニュー
を皆で試食しましょう。
日時:3月19日、11時半より
場所:Durham
費用:$5$～10(参加者の人数
によって変わります）
Babysitter:１家族$2～$3
yaratake@email.unc.eduまで

編集後記：雪が散らついた日に、滑って転んで捻挫･･･と思いきや、剥離骨折してしまい、
足を固定中。頭が指示する通りに足が動かなかったなんて、これはちょっとやばいんじゃな
い？と焦りを隠せない。手足のモータースキルの訓練を密かに今年の目標に追加しなけれ
ば。でも、治ってからじゃないとねー、とやっぱり座りっきりで編集に明け暮れました。今
回は、手元に置く飲み物に「ゴボウ茶」を追加。健康にいいって聞いて、ミーハーにも取り
入れましたが、なんだかゴボウのゆで汁を飲んでいるような味。血圧下がるかなあ。（お）

* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
sankakuyokochou@gmail.comまでeメールでお願いします。
* 三角横丁に記載の内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と
異なる場合は事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接そ
の団体・お店等にお願いします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2013年2月第30号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
発行人： 天野陽子 編集者：オーガスティン燈出子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
==第7回トライアングル地区新年会==
新春恒例の日系4団体主催のトライアングル地区新年会が1月20日(日)、デューク
ガーデンで日米120名近い参加者を集めて開催されました。メインゲストの一人
として、アトランタ総領事館より参加してくださった宮森総領事代理が「今ま
で、担当する各州の新年会に参加してきましたが、この新年会ほど日本情緒あふ
れる会は初めてです。大いに楽しませてもらいました」とコメントしてください
ました。今回はその「日本情緒」の例をいくつかご紹介しましょう。
まず会場の飾りつけで人目を引いたのが、新年を象徴する背の丈ほ
どの立派な「門松」でした。チャペルヒル在住の田中さんご夫婦の
ご好意で、庭に生えている立派な青竹を3本と若松、そして大ぶり
な梅の枝をご提供いただき、我々の手作りではありますが、立派な
「門松」を飾ることができました。また正面の緋もうせんのかかっ
た台には、何年も新年会のアドバイザーをしていただいて昨年の2
月突然お亡くなりになったバーリントンのホプキンス道子さんのご
遺品としていただいた鏡餅セットやおとそセット、「寿」の掛け軸
が見事に飾られました。
いまや新年会のアトラクションのひとつとなったのが、飲み放題の本格的な樽酒
です。これは「灘」の酒樽専門メーカーから作ったばかりの樽を空輸してもら
い、そこに１週間前から吟醸酒を注ぎ、じっくりと樽の杉の香りを移したもの
で、その口当たりのよさは天下一品と好評を博しました。
演じ物の日本情緒は、着物姿もあ
でやかなエイペックス在住のソー
ンビョンセン知己さんさんとその
お弟子さん3人による琴の4重奏で
幕を開け、続いてチャペルヒル在
住の西山さんのフルートが加わっ
て宮城道雄の名曲「春の海」の演
奏。その次は、いまやこの新年会
の恒例となった「木遣り唄」の熱唱。今年はUNCの野地さんがリードを取り、新
人6人を加えた木遣りイレブンが練習の成果を、全員「絆」の半天をまといなが
ら朗々と披露しました。これを聞くだけでもこの新年会に参加した甲斐があった
と、参加者から嬉しいコメントをいただきました。この他にも、ダーラム在住の
バーグランド潤子さんの出身地、津軽を歌った「りんご追分」や沖縄の「花」、
そしてトライアングル太鼓の面々による「そーらん節」など、手拍子を取りなが
ら会場が一体感に包まれました。もちろん、レストラン「わらじ」のオーナー、
マサさんが腕を振るった料理の数々も日本情緒の極みというべきものでした。
我々主催者一同はこのような新年会が実現できたことを誇りに思っていますが、
それには36人に及ぶボランティアの方々の貢献があって始めて実現できたことだ
と深く感謝しております。
(岩島ロッキー：日本クラブ代表、東京都出身、Raleigh在住）
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!!Hot News!!
オバマ大統領 第2期 就任式
オバマ大統領の第2期就任式が1月21日行われ、この日の気温が氷点
下近くまで下がったのにもかかわらず、70万人もの人が駆けつけま
した。就任演説では「人類平等の建国の理念は今も我々を導く星
だ。今こそ一つの国家、ひとつの国民として行動せねばならない。
ごく少数が非常に成功する一方で大多数がぎりぎりの暮らしでは、
国は成功しない。非難合戦をしている場合ではない。行動の時だ」
と述べ、富裕層と貧困層 の格差を是正し、中間所得層を活性化すべ
きだと訴え、党派対立で割れる議会に対し、財政再建問題などの解
決に向けた協力を呼びかけました。

St. Patrick’s Day
3月17はセント・パトリック・デー。アイルランドにケルト宗教とキリスト教を融
和さて広めたセント・パトリックの命日です。彼は教義の「三位一体」を教える
時、3枚葉のシャムロック(三つ葉のクローバー)を手に取って説いたといわれてい
ます。そのシャムロックと、一年中緑の耐えない｢エメラルドの島｣と呼ばれるアイ
ルランドのシンボル｢緑色｣を身に付けるのがこの日の慣わしです。セント・パト
リックは死ぬ間際、｢死んでも悲しまずに天国に行く私のために祈って欲しい。そ
して心の痛みを和らげる何かの雫を飲むように｣と言い残したといいます。それが
｢祝う＝お祭り｣｢雫＝アルコール、特にこの日は緑のビール｣という図式になりまし
た。そしてもう一つ、この日にはアイルランドの妖精｢レプラコーン｣が登場しま
す。彼は靴職人の格好をした妖精です。虹の下に金貨の詰まった壺を
隠していて、とてもいたずら者ですが、上手く掴まえると金貨のあり
かを教えてくれるそうです。でもまだ誰も掴まえたことがないとか。
この日には「緑を身に付けていないとつねられる｣という遊びがある
ので、皆さんも緑色のものを何か身に付けてみてはいかがでしょう。

VISAやMasterカードをお使いですか?
1月27日から40の州（NCを含む）で、買い物1回につき最大4%の手数料が新たに課さ
れることになりました。今までクレジットカードを使用する時は、年間費と利息だ
け心配していればよかったのですが、これからは違います。小売店は、クレジット
カードの買い上げ額につき、4%までの手数料を取ることができるようになりまし
た。つまり 、$100の品物をカード払いで買う場合、現金の時より$4多く払うこと
になります。手数料を取るのは、小規模な小売店やサービス業者に
限られるようですが、これはあくまでも単なる推測にしかすぎませ
ん。販売者は支払い前に手数料を消費者に知らせる義務があるの
で、「手数料」という目立つ表示が店内にあるかどうか、チェック
が必要です。レジやレシートにも手数料がはっきりと表示されてい
るはずです。また、手数料はオンラインショッピングでも同じよう
にかかってくるので、買い物サイトの注意書きも確認しましょう。
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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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「鬼は外！」「福は内！」の翌朝、いつもより賑やかな鳥たちの声で目を覚ましました。撒
いた豆がごちそうなのでしょうか。ふと目をやると、遠くまで透けて見える、線ばかりのモ
ノトーンの林に、少しずつ色をつける準備が始まっているようです。うっすらと動き出した
木々の様子を感じて、心がそわそわしてきます。雪が降って身が縮むようだと震えている
と、急に半袖を着たいほどの陽気になったり。そ
んな移り気な毎日に翻弄され、天気予報で今日
の気温をチェックしないことには、着るものも決
められない不安定な朝は、あと少しの辛抱で
す。三寒四温とはよく言ったものです。3日寒い
日が続くと、次の4日間は暖かくなり、そして、ま
た 寒 い 日 が 3 日 来 て、そ れ か ら 暖 か い 日 が 4
日･･･。3日と4日では、4日の方が1日多いので、
行きつ戻りつでも、だんだん暖かくなっていくん
ですね。三百六十五歩のマーチみたいです。
きっと、お雛さまの頃には、ほんわりとした陽気
に包まれ、緑の新芽も増えていることでしょう。
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