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Hot News!!
恐ろしい竜巻の被害
5月20日午後、オクラホマ州で巨大竜巻が発生。死者、けが人、
また倒壊した家も多数に上り甚大な被害が出ました。竜巻は中西部
に起こりやすいと言われていますが、最近は異常気象のせいかNCで
も年に数回竜巻警報が出るようになりました。警報は2種類。
Tornado Watch
竜巻が起こる可能性があると人々に注意を促す警告。今後の情報に気をつけて
行動してくださいというものです。ニュースや気象情報に耳を傾けましょう。
Tornado Warning
竜巻が発生するおそれが高いことを伝える警告。この時点ではまだ竜巻は起き
ていないが、気象レーダーで竜巻が観測されているので、いつでも竜巻が起こり
うる状態であるということです。この警報が出た時は、まず家に地下室がある場
合は直ちに地下に避難します。その時にはラジオなど気象情報やニュースがわか
るものを持って地下室に行きましょう。もし地下室がない場合は家の中で一番安
全と思われる場所に避難します。安全な場所とは、窓がなく、家の真ん中の部屋
など。たいていの場合は、トイレか、クローゼットの中です。

｢第16回 アニメいずめんと｣
今年は2013年5月24～26日までRaleigh Convention Centerにて開催されまし
た。イベント内容を振り返ると、やはり東西ドラゴンボールのパネルが盛況で、
2500名がはいるボールルームがほとんど埋まりました。その観客の見守るなか声
優の野沢雅子さん、Sean Schemmelさん（孫悟空役）、皆口裕子さん、Kara Edwardsさん（ビーデル役）、古川登志夫さん（ピッコロ役）、中尾隆聖さん（フ
リーザ役）、Kyle Hebertさん(孫悟飯役、ドラゴンボールシリーズのナレーター
など)が壇上でファンの皆さんからの質問に応えていました。アメリカ人の声優
さんたちは声をそろえ｢夢がかなった｣と話しており、Schemmelさんは「アニメの
歴史にとって大変なことが起きている」と興奮して繰り返し話していました。ド
ラゴンボールパネルは皆一緒に｢かめはめ波！｣の掛け声と共に終了。
また今回、即興ではありましたが、殺陣のThe☆ Jacabal’sの剣舞と津軽三味
線最年少優勝者の浅野 祥さんの競演がマスカレード(コスプレ･コンテスト)の最
中に実現。コンテスト当日に競演が決まり、ぶっつけ本番に近い状態でしたが、
やはり2000人近いお客様を沸かせました。生の三味線演奏会はパネル･ルームに
入らないほど、またThe☆ Jacabal’sの着付け、殺陣教室も人気でした。
｢宇宙戦隊NOIZ｣のコンサートも人で埋まり、コンベンション･センター中に響
きわたるリズムで、大きい会場が振動で揺れるぐらい盛り上がりました。今年初
めての試みであったフォーマル･ダンスは｢宇宙戦隊NOIZ｣のコンサート」の時間
がぶつかり、ファンの皆さんからのリクエストに応じ、時間を延長。ワルツだけ
でなく、いろいろな曲で楽しいひとときを過ごしていただきました。
3日間があっと言う間。沢山のエピソードがありましたが、日本とアメリカか
ら来ていただいたゲストの皆様に感謝しつつ、今後も｢アニメいずめんと｣が日本
とアメリカの文化と言語の架け橋になることを祈りつつ、来ていただいた皆様、
読んでいただいた皆様に感謝をしつつ筆をおかせていただきます。本当にありが
とうございました。また来年！
/アニメいずめんと大会委員長 青柳好美
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Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
新しい同好会クラブのご案内
従来まで日本クラブ傘下には、4つの同好会がありました。一番古くからあった
のが「トライアングル太鼓」、そしてその兄弟クラブとして精神障害者向けに活
動している「スペシャル太鼓」、「トライアングル茶の湯クラブ」、「もちつき
クラブ」で、それぞれが地域コミュニティー向けに活動を展開してきました。
今年は日本クラブの新しい方針として、この同好会活動の一層の拡大を図る事
にしました。日米の文化交流に役立つものなら、規模の大小に関わらず積極的に

その設立を応援しようということになりました。現在、２つのクラブが発足。
最初にご紹介するのは「盆踊りクラブ」です。お祭り騒ぎが大好きというラー
レイ在住の貞子カルカーニョさんのコーチの元、有志が集まり昔懐かしい各地の
盆踊りを練習、地域イベントなどで披露しようというものです。第１回目として
は、盆踊りの定番「炭坑節」と「東京音頭」のおさらいから始め、さらについ最
近、チャペルヒルダーラム日本人会が主催したピクニックでは日本人会役員のボ
ランティアを特訓し、見事な「ソーラン節」の男踊りを披露するまでにしまし
た。今後もひと月に１度ぐらい集まり、レパートリーを増やして行くそうです。
２つ目は「和菓子クラブ」。昔懐かしい、繊細な味や飾りつけをした和菓子を
自分たちで作り、それを家族に持ち帰って食べさせたいという有志が集まりまし

た。自然素材でヘルシー、しかも季節の移り変わりを感じられる、そんな和菓子
を選び、作る楽しみと味わう楽しみを共有しよう
という集いです。今までお彼岸用
の「ボ タ 餅」や、本 物 の 天 草（て
んぐさ）を使った寒天菓子、豆大
福などにチャレンジしてきまし
た。ワイワイ言い合いながらの作
成過程も、出来上がった後の試食
も好評のようです。
またこの他にも「たこ焼き研究会」とか「風呂敷包み方研究会」などのアイデ

アが目白押し。「盆踊りクラブ」や「和菓子クラブ」にメンバーとして参加して
みたいという方や、ひとつこんなクラブを立ち上げてみたいという方がいらした
ら、ぜひ triangle_nippon_club@yahoo.com までご連絡ください。
そろそろユカタが恋しい季節。日本クラブ恒例の「夏祭り・盆踊り大会」の企
画がスタートしています。今年は8月3日(土)

NCジャパンセンターの庭で、夕方

4:30からの予定です。日本クラブのウェブ TriangleJapanClub.org でご案内させ
ていただきます。

/ロッキー岩島：東京都出身 Raleigh在住 日本クラブ代表
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夏と言えば？ビール！
野外でバーベキューを楽しみながらビールを飲んだり、ビアーガーデンで
夜景を楽しみながらビールを飲むなど、この季節はビールを楽しむ方が多いかと
思います。アメリカでは州ごとに法律が定められており、公園に行ってアウトド
アを楽しみながらビールを飲む！ということも簡単ではありません。国立、州
立、プライベートなど公園のオーナーが定めるルールに従って行動をしないと警
察沙汰になってしまう可能性も。ビーチもそうです。平気な顔してビールを飲ん
でいたら、いきなりサイレンがなって警察が！（四輪駆動車で見回っています）
楽しい夏のバケーションを台無しにしないために、必ず入り口にある案内板をよ
く読んでから飲食をするようにしましょう。
野外でのビールも美味しいですが、個性あるビールを楽しむのもたまにはいい
かも。トライアングルには、Breweryと言ってクラフトビール、つまり地ビールを
作っているところが沢山あります。でも、飲んでみたい！と思っても何を注文し
ていいのか分からないものですよね。
まずは、ビールのスタイルについて代表的なものをご紹介します。

■ Lager …… 日本でもお馴染みの種類。私は、ドイツビールが好きです。
■ Pilsner … ヨーロピアンラガーです。日本人好みだと思います。
■ Pale Ale … ラガーに比べホップスが効いて、アルコールも高め。
CA州Chico のSierra Nevada Pale Aleが有名です。
■ IPA (India Pale Ale)

…

昔イギリス人がインドにビールを持っていく時、

長い航海でビールが腐らないようPale Aleにアルコールとホップス（保存料と同
じ働きをします）を余分に加えたのが始まり。ウエストコーストIPAは、さらに
ホップスが加わってアルコール度数も高め。大勢のビールマニアに大人気です。

お店で注文が決められないときは、試飲を頼めます。無料の一口サイズサンプ
ルから、3～5種類のビールをサンプラーサイズ（有料）にしたものも。ゆっくり
味わって決めたい人や、数多くのものを飲んでみたい方にはお勧めです。
また、レストランやバーで働いているサーバーやバーテンダーは、少ない時給
で働いており、チップが収入源です。皆さんがチップを置かなければ、「アジア
人＝No Tip」と思われ、あなたの次に来店したアジア人客に対して悪いサービス
になりかねません。チップは習慣と思ってきちんと置きましょう。それから、小
銭でのチップは「悪いサービス」という意味に取られる事も。小銭だけでチップ
を支払うのは避けましょう。
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地ビールが飲めるレストラン・ブルワリー
Raleigh (9 breweries)
・Big Boss Brewing … www.bigbossbrewing.com
・Boylan Bridge Brewpub … www.boylanbridge.com
downtownが一望。
・Crank Arm Brewing … www.crankarmbrewing.com
・Gizmo Brew Works … www.gizmobrewworks.com
・Lonerider Beer … www.loneriderbeer.com
・Natty Greene's Pub & Brewing … www.nattygreenes.com Greensboro本店
・Raleigh Brewing Company … www.raleighbrewingcompany.com
隣のストアで手作りキットも購入可。
・Sub Noir Brewing … www.subnoir.net これからオープン！
・Trophy Brewing … www.trophybrewing.com Busy Bee CafeのBrewing、注目

Durham (3 breweries)
・Bull City Burger and Brewery … www.bullcityburgerandbrewery.com
・Full steam Brewery … www.fullsteam.ag ユニークなビールが！
・Triangle Brewing Company … www.trianglebrewery.com

Holly Springs (3 breweries)
・Bombshell Beer Company … www.bombshellbeer.com
・Carolina Brewing Company … www.carolinabrew.com
・Holly Springs Nano Brewing … www. hollyspringsnanobrewing.com

Chapel Hill (2 breweries)
・Top of the Hill Restaurant and Brewery … www.thetopofthehill.com
屋上でのビールは最高！
・Carolina Brewing Company … www.carolinabrew.com 地元では有名

Fuquay-Varina (2 breweries)
・Aviator Brewing Company … www.aviatorbrew.com
・Hosanna Brewing … www.hosannabrewing.com

Carrboro (2 brewery)
・Steel String Brewing … www. steelstringbrewery.com
・Starpoint Brewing … www. steelstringbrewery.com
Clayton : Deep River Brewing Company … www.deepriverbrewing.com
Hillsborough : Mystery Brewing Company … www.mysterybrewing.com
Saxapahaw :
Haw River Farmhouse Ales … www.hawriverales.com
Wake Forest : White Street Brewing Company … www.whitestreetbrewing.com
Cary : Fortnight Brewing Company … www.fortnightbrewing.com
Angier : White Rabbit Brewing Company … www.whiterabbitbrewery.com
Pittsboro : Carolina Brewery … www.carolinabrew.com
＊

オープン前の店舗や、食べ物を扱っていない店舗なども含まれます。
事前にウェブサイトをチェックしてからの来店をお勧めします。
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どんな会社？こんな会社！

企業紹介

コーメテック
Cormetech, Inc.

Cormetechは1989年に設立された共同出資会社で、日本の三菱重工業と米国の
Corningが親会社です。取り扱っている製品は（耳慣れないと思いますが）、ボイ
ラーやガスタービン、ディーゼルエンジン等から排出される排気ガスを浄化する
セラミック製のハニカム状触媒。専門家でない限り、触媒って何？と思うのが普
通 で し ょ う。外 観 は 右 上 の 写 真 の よ う に、た く さ ん の 穴 が 開 い た 蜂 の 巣
(Honeycomb)のような形をしており、この細かい穴の中を排気ガスが通り抜ける仕
組み。排気ガス中にはごく僅かな窒素酸化物(NOx)が含まれていて、複雑な経路を
辿って大気汚染(酸性雨や光化学スモッグ)の原因になります。ところが、排気ガ
スがハニカムの細かい穴の中を通ると、不思議なことに無害なガスになります。
その中では何が起きているか見ることが出来ない、まるでブラックボックスのよ
うなものが触媒です。Cormetechは、その触媒の性質を長年開発してきた三菱重工
業と、ハニカム形状をところてん（実際には逆ところてん）のように作ることに
優れている Corningのお互いの長所を融合させた会社として設立され、「脱硝
（だっしょう）触媒」と言われるセラミックス製ハニカム状触媒を世界中の電力
会社などへ販売しています。現在は世界でも1位、2位を争う有数の脱硝触媒メー
カ ー。Durham 北 部 の Treyburn Corporate Park に は 本 社 と 工 場 が、ま た TN 州 の
Clevelandにも工場、そして中国及びドイツにも事務所があります。
設立して24年経ちますが、三菱重工業からの派遣者は、昨年度から勤務してい
る現在の派遣者2名(長崎と広島の事務所育ち)を含めても24年の間に合計8名の
み。通常1名体制です。設立当初より現地化を意識して米国人主体で運営してきた
甲斐があり、20年以上勤務する社員が多く、米国内企業では珍しい部類に入ると
思います。日本人派遣者はニックネームで呼ばれており、今の派遣者はKennyと
Karl。過去にはSam、 Matt等も居ました。英語でのコミュニケーションに苦労す
る筆者でも、社員が皆フレンドリーで雰囲気が非常に良いことを実感でき、長年
勤務する社員が多いのも納得です。
/野地勝己 宮城県出身 Raleigh在住
会社名；Cormetech, Inc.
所在地；5000 International Drive, Durham, NC, 27712
連絡先；nochik@cormetech.com
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お金と
賢く
付き合う

転居したら払戻金のチェックを
日本へ帰国する前には、帰国後の連絡先を誰かに知らせま
しょう。友達から教わったのですが、転居後所在不明で返却で
きない払戻金が各州の金庫に眠っています。その友達の知り合

いは、$2000も返還してもらったそうです。
基本的に全米をカバーしているのがMissingmoney.comというサイトです。Last
nameとFirst Nameの一文字を入れて検索すると間違いがありません。First Nameを
全部入れるとうまく名前が出てこない場合があります。知り合いで日本へ帰国した
人の名前を入れてみて、もし該当する名前が出てきたら、連絡してあげてはいかが
でしょうか。該当名をクリックしたときに、下にあるEmail someone who canをク
リックすれば、この情報をメールで連絡することができます。
ただ、NC州のように、このウェブサイトに加盟していない州もあります。どの州
が加盟しているかを知るには、検索部分のすぐ下にあるparticipating states and
provincesというリンクをクリック。緑色が加盟している州です。加盟していない
州について検索する方法は、全米地図の下にある州をクリックすると、そこから検
索できます。ちなみにNC州の場合は、次のウェブサイトから検索できます。
https://www.nctreasurer.com/Claim-Your-Cash/Claim-Your-NC_Cash/Pages/
Search.aspx
州が限定されているのでLast Nameだけを入れて検索しても十分でしょう。私が

やってみたら、知っている人の名前でヒットが出てきました。もちろん日本人に限
らず、転居した人はみな該当する可能性があります。ぜひお知り合いで州外に引っ
越された方がいらしたら、連絡してあげてください。
/順子ギルバート: Advance在住 米国公認会計士 翻訳者
※ 上記は読者のために無料で提供している一般的な情報であり、公認会計士としての税務
上のアドバイスではありません。内容に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。
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今回は今年１月に新しくオープンしたCaryにあるアジア系スーパーをご紹介しま
す。場所はCaryのTrader Joe’sの近く。スーパーの隣にはSuper Asian Buffetとい
うレストランがあります。RaleighにあるGrand Asia Marketに比べるとそんなに大

きくはありませんが、野菜、果物、調味料、穀物等、必要なものは一通り揃いま
す。お肉やお魚はすでにパッケージに入って売られているので、店内はとても清潔
感があり、店員さんもとてもフレンドリー。他のお店とは違う事を…と店長さん。
野菜の鮮度を少しでも長く保つため、白菜にも一個ずつラップをして売っているそ
うです。日本だけでなく、アジア諸国の食材も取り揃えているので、お近くにお越
しの際にはぜひ立ち寄ってみてください。
店舗住所: 1207 Kildaire Farm Rd, Cary, NC 27511

営業時間: 9:30am – 8:00pm

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

お問い合わせは
日本語でどうぞ
Yoko Amano
不動産関係、Relocationのプロ
Realtor/Broker/QSC
フェッショナル。25年以上の経験
801 Tinkerbell Rd.
と知識を生かしたアドバイスで
Chapel Hill、 NC 27517
アメリカ生活安心スタート！
Phone: (919)215-4665
yoko.amano@realtytriangle.com
http://www.realtytriangle.com/
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赤い小鳥とブルーな生活
“Yellow School Buzz”「スクールバス狂想曲」
今年もようやく一年が終わる。すっとぼけている訳ではなく、迎えるのはもち
ろん学校の年度末。“EOG”と呼ばれる学年末の州統一テストが終わると、後は夏
休みを待つばかりだ。私の住むCaryが所属するWake County Public School Districtは、小中高合わせて165校、生徒数15万人、年間予算約1800億円というNC州
最大、全米で16番目に大きな学校区。トライアングル地域の一端を担い、他州か
らの人口流入も盛んで生徒数は増加の一途だが、教育予算は削られる一方だ。
今年度はそのしわ寄せが通学にも出た。どの学校に行くことが出来るかという
選択肢を増やした結果、スクールバスのルートを大量に追加する羽目になったと
いうのに、バス自体の数を減らしたのだ。息子の通う小学校では、隣接の中学校
とスケジュールを合わせ、バスも相乗りに。割当てられたルートには、3つものサ
ブディビジョンが含まれている。本当に全員乗れるのかスクールボードに問い合
わせたら、1台に70人は乗れるから大丈夫だという。うちのバス停だけでも20人は
乗るんですけど、本当に大丈夫なんでしょうね？と疑いつつ迎えた新学期。
初日から大幅に遅れて来たバスはすし詰め。東京の通勤
ならいざ知らず、キンダーから中学までの子供たちが吊り
革もなしにぎゅうぎゅうである。中学生たちが中の様子を
携帯で撮った写真をSNSにアップし、大炎上。不安に駆ら
れた保護者たちは速攻でお上に直訴した。教育長のお声掛
かりですぐにルートが分割されたが、それから数週間、遅
れるどころか来るかどうかすらわからないバスに怒り、保護者たちは再びスクー
ルボードへ一斉攻撃。見切りをつけて車通学に切り替える人も増えて来た。
ところが、隣接２校の登校時刻が重なるため、周辺の道路は約800台の通学車で
完全に麻痺。しかも片道一車線道路で、追い抜くことも出来ずに業を煮やした一
般の通勤者が、反対車線を逆走。事故も時間の問題といったカオスっぷりを招い
てしまった。さらに「カープールの列に並んでいては遅刻必至」と焦った親たち
が、そこいら中に見境なく路上駐車して子供を降ろして歩かせ、ついには小学生
がカープールの車にはねられてしまうという悲劇が。
スクールバスを巡る不始末はWake County全体に及び、交通担当ディレクターは
詰め腹を切らされて辞職、スクールボードの教育長はクビになってしまった。問
題解決のために、新たに2億円超を捻出する必要があることが討議され、事態がよ
うやく落ち着いてきたのは木枯らし吹き荒れる季節になってからのことだ。
うちのバス停にも以前よりはまともにバスが来るようになったものの、いたい
けなキンダーのお子ちゃまに、上級生が良からぬ言葉を教えたり、中学生が小学
生をどついて転ばせ大怪我をさせたり、と他にも色々と問題がおきて、結局、バ
ス利用者は昨年度に比べてぐっと減ってしまった。
こうして一年が過ぎた訳だが、「中学生と同じバスに乗せるのは不安よね」と
早々に車を出すことにして、バスを待つ代わりに20分間の惰眠をむさぼっていた
ことは内緒である。
/松田せれな：東京都出身 Cary在住
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法律相談 「ちょっと教えてください」
I-94入国カードの廃止
米国を訪問する外国人は、入国の際に米国での滞在資格と滞在期間を示すI-94
入国カードを渡されます。運転免許やソーシャル・セキュリティー・カードの申
請には、米国内での滞在資格の証明としてこのI-94入国カードを提示。I-94カー
ドには入国場所、入国日、ビザの種類、滞在期間がかかれ、毎回入国するたびに
新しいI-94番号が与えられます。これらの情報は、通常情報入力センターに送ら
れ、情報が入力されます。ところが、近年情報入力の大幅な遅れが問題となって
おり、運転免許やソーシャル・セキュリティー・カード申請時にシステム上で番
号が確認できないために、書類の発行までに時間がかかることがあります。
最近は入国情報がすでにシステムに入力されているため、外部機関に多大な金
額を支払ってI-94番号をわざわざ入力してもらう必要もなくなり、移民局はI-94
カードの廃止に踏み切りました。ビザ・ウエイバー（ESTA）で入国している人は
事前にオンラインで個人情報を入力しているため、すでにI-94カードの発行をう
けていません。その他のビザ保持者のI-94カードも廃止することによって入国手
続きの潤滑化が図られ、また、人的入力作業がなくなることで移民局は年間1.5千
万ドルの経費削減を見込んでいます。これにより、I-94番号未確認による各種政
府証書発行の遅れがなくなるものと思われます。I-94カードの廃止は4月30日から
始まり、5月末までには全空港での廃止が完了する予定です。
I-94カードが発行されなくなったら、入国後に自らの滞在資格を確認するカー
ドがなくなりますが、移民局のウェブサイト CBP.gov/I94 で入国情報を確認・印
刷することができます。運転免許やソーシャル・セキュリティー・カード申請時
には、印刷した情報を申請書類と一緒に提出します。また、カードの発行にかわ
り、入国時に毎回パスポートに入国スタンプをおされます。入国スタンプには滞
在資格（ビザ）の種類、入国日と滞在期間などの情報が示されます。入力情報に
誤記を発見した場合、地元の税関国境警備局の入国調査室（CBP Deferred Inspection）もしくは入国した空港に赴けば訂正してもらいます。入国調査室や入
国地の情報は、移民局のウェブサイトと www.cbp.gov から入手できます。
自動情報システムが完備されるまでは、各入国地点では引き続きI-94カードが
発行されます。I-94情報の自動化システムは空路と海路からの入国拠点のみを対
象としているため、陸路入国する訪問者は今までどおりI-94カードを発行されま
す。現在米国内に滞在している人でI-94カードを持っている人は、今までどおり
次回出国時に手持ちのI-94カードを提出します。
/大蔵昌枝：福岡県出身 アトランタ在住 弁護士
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おいしいも
探
偵
団

アップルジュース
夏の屋外でのバーベキューで、子供達がよく飲みます。お誕
生日 会などで も必ず登場。今回 は濃縮還 元 (concentrate)の
アップルジュースを試してみました。フレッシュジュースに比
べ全体的にりんごの風味が感じられませんでしたが、あっさり
しているので沢山飲めそうです。

おすすめ度No1:
White House Since 1908 All Natural 100% Apple Juice
アップルソースを出しているブランドだからか、風味が感じら
れ、すりおろしりんごジュースのよう。色も他のメーカーに比べ
て濁っています。

おすすめ度No2:
Nestle Juicy Juice All Natural 100% Juice
スポーツドリンクのようなさわやかな飲み心地。りんごの香りがい
いです。

お す す め 度 No3: 365 Organic Apple Juice
with Calcium &Vitamin C
他のオーガニックはメリハリがなかった中、酸味が強く少し個性
的な味。

不思議番外編 ：365 Organic, Trader Joes’, Harris Teeterブランドのオーガ
ニックジュースはボトルの形が同じ。ジュースの成分も、365だけがカルシウムと
ビタミンが足してあるだけで、後の2つは同じ。Trader Joes’とHarris Teeterの
ジュースは鑑定団全員が同じ味だと感じました。ということは、オーガニックに
こだわる場合、この中で安いを買った方がお得…？

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

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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『この星を統べる者達』

最終話

翌朝、更に増えている赤い斑点。何故だ…。猫にはもう蚤は居ない。家の中で
表面に居たやつはバルサンで全て駆除されたはず。表面に居たやつは…、表面に
居た…、表面に…。
『あのー、昨日使わせてもらったあのブランケット、上で猫が寝ていたなんてこ
とは無いですよね？』
『ああ、あのブランケットは猫が大好きなようで、時々ベッドの上に置いておく
とよく遊んで寝てましたよ。肌触りがいいんでしょうね、きっと。』とご主人。
『それだ！ すぐにバスタブに水を張って、洗剤を入れて10分ほどブラン
ケットを沈めてください。水の中に沈めるんですよ、水の中に。あ、そう
じゃなくて、水の中に沈めて綿の中にまで水が入るように空気を押し出す
んです、空気を。ブランケットを押し出してどうするんですか、ブラン
ケットを。あ、そうじゃなくてですね、いいですいいです、私がやります
から。』
『そうそう、それから布団乾燥機って有りますか? 寝具全部、乾燥させてくださ
い。枕もですよ、枕も。え？日本から持ってきたけど使ったことが無い？使い方
が判らない？そのビニールの袋みたいなやつを布団で挟んでですね、端っこに有
るつなぎ口にそのホースを繋いで…、それは電源コードでしょ。電源コードを
突っ込んでどうするんですか、電源コードを！ あ、そうじゃなくてですね…、
いいですいいです、私がやりますから。』
『卵は熱と乾燥に弱いですからね、布団乾燥機は効くんですよ。え？卵が布団の
中にいるなんて気持ち悪い？卵が孵って幼虫になったらもっと気持ち悪いです
よ、間違いなく。』
事実と現実を冷静に分析し、情報を収集し、仮説を立て、立ちふさがる困難を
排除しつつ実行に移す。結果の有効性を確認し、必要があれば是正をし、同じサ
イクルを回して粘り強く一歩一歩解決に向かって進んでいく。問題解決後には水
平展開、予防措置を講じ、同じ事態を再発させない。
Plan-Do-Check-Action、仕事と蚤退治には共通点が多すぎる。
さて、そろそろこの1ヶ月の長きにわたった戦いに終止符を打とう。あのご夫婦
もペットを飼う上での留意点、害虫への対処の仕方を学んでくれたに違いない。
『卵から幼虫、さなぎ、成虫まで22℃で15日ほどを要す。』ここから先の対応は
あのご夫婦にお任せしよう。きっとうまくやってくれるに違いない。
長きこの戦いを通じて強く感じたことがある。我々の住むこの星を統べる者、
それは決して人類などではない。生存のために単機能的進化を遂げ、圧倒的な種
類と数、そして繁殖力と生命力を誇る虫なのである。人類はその虫たちとうまく
折り合いをつけて生きていかなければならない。そうそう、念のために自分のア
パートに入る前に膝から下の衣類をパンパンと叩かなければ。余計なものの侵入
を阻止することもまた、うまい折り合いの付け方のひとつなのである。
/岸本：北海道出身 Durham在住 駐在員
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子 育 て

は

親 育

自然と子供
春がやってくると、我が校の教師である私たちは俄然忙しくなってきます。各
学年でやっている無農薬野菜や色とりどりの花が一斉に芽吹いてくるからです。
2、3歳の私のクラスも例外ではありません。小さな手を使って冬の間に硬くなっ
た土を掘り返し、朝顔、コスモス、デイジーの種とピーマン、トマト、えんどう
豆の苗を植えました。この年齢の子供はもちろん、生物の生育や生死のコンセプ
トは理解出来ませんが、形状の変化や大きさの違いは十分認識できます。小さな
葉っぱがどんどん増えて大きくなって花が咲き実がなる様子は、子どもにとって
はワクワクする大きな体験です。kieranがいいました。「私がマミーで葉っぱが
baby.だから優しく触るのよ。」loganが言いました。「デイジーは朝ご飯たべた
かな？」何も教えなくても、植物は自分と同じ様に生きているということを、子
どもは学んでいます。最近は土や砂を触るのを嫌がる子どもが増えています。文
字や数字を教えるよりも先に、子供にはいろいろな物をみせたり、触らせたりし
て五感を刺激しながら感性を育ててください。そして、子どもが何を感じ、何を
考えているかを、親として精一杯受け止めてあげてください。
/坂井久美子：神奈川県出身 Greensboro在住 モンテーソーリ幼稚園教諭

すくすく元気！

-食べ物の与え方-

アメリカでは肥満が深刻な問題で、幼稚園児も例外ではありません。幼稚園児
の肥満を予防することで、大人になっても健康的な生活が送れるように様々な研
究がなされています。今回のテーマには大きく以下の3つのパターンがあります。
1.Authoritarianパターン：あれもこれもダメと特定の食べ物を制限するほか、無
理に強制して食べさせるスタイル。子供に好みを聞くなどして食べ物を選択させ
ることなく、親が子供の食べるものをコントロールします。
2.Permissiveパターン：子供に好きなものを好きなだけ食べさせる甘やかしすぎ
るスタイル。栄養的怠慢ともいわれています。
3.Authoritativeパターン：1.と2.の中間のスタイル。子供に健康的な食べ物を食
べるよう励ますほか、食べ物の「選択」もさせます。親が与える食べ物を決めま
すが、どれをどのくらい食べるかは子供が決めます。
3.のパターンが理想的とされていて、スタイルの違いによって子供の果物と野
菜の摂取量が変わるという研究結果もでています。1.のスタイルで食事を与えら
れた子供は果物と野菜の摂取量が少なく、3.のスタイルで食事を与えられた子供
は果物と野菜の摂取量が多くジャンクフードの摂取量が少なかったそう。親が高
脂肪、甘い食べ物を極端に制限してしまうと、子供は満腹でもこれらの食べ物に
固執してしまうという報告もあります。食べる力を育てるためには大人のサポー
トが必要。毎日の食事を大切に、楽しみながら子供の食べる力を育てていきたい
ですね。 ※これらはアメリカで行われた研究結果によるものです。
/近聡子：福島県出身 Cary在住 学生
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旅先で楽しむ博物館と美術館
アウトドアが苦手な私は、旅先では博物館や美術館を訪れ
ることが多い。しかし、訪れ方にもコツがあるようだ。
他人とペースを合わせつつ見学したり、真剣に鑑賞すると、どんなに好きな展
示でも相当に疲れる。ゆっくり歩いていると感じないことも多いが、普通は2・3
時間が限度だろう。疲れないには、欲張らず、本当に見たい物に絞って、その後
は食事かデザート、というのが健康的かと思う。
言葉が分からない国では、展示の説明も読めないことが多い。ドイツの科学館

で、面白そうな展示物が何か分からず、悔しかった覚えがある。気になるなら
オーディオガイドかツアーが一般的だが、自分のペースで回れなくなることもあ
る。売店でガイドを買い、見ながら回るのも手だ。テヘランの宝石博物館ではそ
れで乗り切った。
博物館の選び方にもコツがあると思う。入場無料
は別として、どうも入場料と展示物の質は比例する
ようだ。安かろう悪かろうは博物館にも当てはま
る。逆に、高くても人気がある所は充実している。
ロンドンの蝋人形館がそれだった。馬鹿にして看過
していたが、友達に付き合って行ってみたら、マド
ンナからカダフィー大佐まで随分と楽しめ、それま
で無視していた自分を恥じた。
有意義な見学には、疲れて何を見たかわからなく
なるのではなく、楽しい余韻を残すような、充実し
た訪問が望ましいように思う。世界各所に博物館・
美術館があるが、ぜひ吟味して訪れ、人生の糧としていただきたい。
/根木暁：愛知県出身 Chapel Hill在住 Travelink Chapel Hill支店長
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Megabusに乗ってDC旅行へ
DCへ行くときに、長時間車を運転する
のが好きではない人にお勧めなのが、バ
ス で す。Durham Station Transportation からMegabus (megabus.com)に乗ると、DCのUnion Stationまで5時間ぐらい
で着きます。片道30～45ドルぐらいで、早く予約するともっと安くなる場合もあ
ります。DC市内では、ホテルの駐車料金の一泊分はバスの片道に相当することも
少なくありません。また、いったん市内に入れば公共交通機関が発達していま
す。特に地下鉄が便利ですし、また歩いて美術館巡りもできるので、車の必要は
ありません。
バスの中にはトイレ、電気のコンセント、インターネット接続などが用意され
ており退屈しません。乗り心地も５時間程度なのでそんなに悪くありませんが、
エアコンの調整があまりできないので、バスの中で寒くても暑くても大丈夫なよ
うにしておくこと、また、食べ物や飲み物を持参するとさらに快適になります
よ。一人旅にいかがですか。
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夏休み
これから、2ヶ月半の長い夏休み。日本のように夏休みの宿題
がないのが、アメリカの学校の特徴です。では、夏休みの間に家庭でどんな準備
をすれば、新学年からの授業についていけるようになるのでしょうか。小学生の
場合「サマーキャンプに子供を参加させ、英語の環境に継続して触れさせるのが
一番」とたいていの先生がお勧めします。ただ費用がかかるので、沢山行かせる
わけにもいきません。そこで今回は、ESL教師お勧めの、費用があまりかからな
い夏の英語学習を紹介。夏休みを有意義に過ごし、新学年に備えてください。

毎日時間を決めて英語の本を読む
朝起きてからすぐ、午後夕食前など必ず1日1回は英文を読むことは大切です。
本は図書館で借りてくれば、買わずにすみ経済的。図書館では思った以上に沢山
の册数を、比較的長く借りることができるので、とても便利です。
毎日、もしくは1週間に数回英語で日記を書く
特に日本への一時帰国を考えている場合、その期間中に少しでも英語を忘れな
いようにする効果があります。低学年の場合は絵日記でもかまいません。書き続
けることが重要なので、あまりお子さんの英語は直さない方がいいそうです。理
由は、親が口を出すことで子供のやる気を損ねることがあるから。子供の自由意
志で続けさせることが一番です。

語彙を増やす
身の回りに関係する語彙を覚えるための、お勧めの本があります。それはオッ
クスフォード出版の ピクチャーディクショナリー英和版。絵を見ながら語彙が
覚えられる英絵辞典です。これなら、小学生から大人まで楽しみながら自然に語
彙が学習できます。ご家族で一緒に語彙を増やしてみてはいかがでしょう。
英語を話す友達と遊ぶ
サマーキャンプで知り合った友達やクラスメートや近所の子供と遊ぶのは英語
の保持に大いに効果があります。遊びに夢中になり自然に英語が身に付きます。
子供同士が遊ぶ約束をするために親が少しお膳立てをしてあげなければいけな
かったり、自宅で遊ぶ場合は昼ご飯やおやつの用意をしなければならなかったり

と少し大変ですが、子供達は喜びます。
コンピューターを勉強に役立てる
最近はネットで色々と英語の勉強ができます。リーディングや語彙、リスニン
グ力など子供向けの楽しい教材があります。そんなプログラムを十分に活用する
のも経済的。コンピューターを利用した勉強方法は色々と問題がありますが、親
が一緒に勉強するのも大事なことかと思います。
/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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Let’s Play

ゴルフ

子供達のゴルフ：ワールド・チャンピオンシップ
Raleighから約1時間、Charlotteから約2時間、サウスカロラ
イナの Florenceから約2時間のPinehurstは、周辺に約40のゴル
フコースが点在し、アメリカのGolf Capitalと呼ばれていま
す。日本のゴルフ発祥にも大きく関与し、過去にはプロの大き
なトーナメントもあり、また来年2014年にはゴルフ史上初とな

るUS Openと US Women’s Open が2週続けて同じコースで開催されます。です
が、そのPinehurstで、毎年子供の世界選手権が開催され、世界中から沢山の子供
たち、そして日本からも毎年30名程の選手が集まり、大人顔負けのプレイでしの
ぎを削っていることはあまり知られていません。
Kids Golf World Championshipは男女別、年齢別に別れて3日間のトーナメント
を行いますが、小さな子供たちが大人をキャディーに引き連れてコースを回る光
景は一種独特。思うような結果が出ずに泣き出す子供がいるなど、子供らしさは
残っているものの、腕の方はまさにプロのトーナメントを見ているよう。距離は
子供向けに多少短めですが、去年は７つのホール･イン・ワンが出ていますし、ス
コアも10歳女子の部門では優勝者はマイナス14、11歳男子部門ではマイナス17が
優勝者のスコア。日本の選手は残念ながら去年は優勝者は居ませんでしたが、上
位に名前を残した選手も沢山います。
今年も30以上の国から5～12歳までの子供たち約1300人が8月1～3日に競い、翌4
日には12歳グループの男女によるマッチプレイ、さらに上位成績者をUS チームと
Internationalチームに分けたマッチプレイ、World Cupが行われます。これに先
立ち、7月25～27日の3日間は13～18歳までティーンエイジャー約400人の選手が
Teen World Championshipに参戦。さらに28日に行われるマッチプレイから上位4
名のUS男子と上位2名のUS女子がUSチームとなります。International Teamも同様
に上位4名男子と上位2名女子からチームが作られ、Teen World Cupをかけて戦い
ます。コースは2014年にUS Openと US Women’s Open が開催されるPinehurst
#2。その他の試合はPinehurst周辺の9つのゴルフコースに分かれて行われます。
観戦はどの試合も無料。夏の1日、明日のプロを目指す子供たちの華麗なプレイ
を観戦したり、日本人選手の活躍を応援をしてはいかがですか？ 詳しくは
www.uskidsgolf.com をご覧ください。 /Charley Imai：Pinewild Golf Academy
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こんなとき、どう言うの？

夏にかけて使える表現あれこれ
・緑の木々からミンミン、ジージーと聞こえてくるセミ達の声。
この夏も彼らはパートナー探しに必死です。
This summer you can hear the sounds of the cicadas ringing through the
trees. Their cry signals their search for a mate.
・海で水しぶきをバシャバシャ浴びる。
There's nothing better than bathing in the ocean in the froth stirred
up by the waves.
・山でのキャンプ、虫刺されと日焼けで肌がヒリヒリ。
Summer activities like camping in the mountains, being bitten by bugs,
and getting tanned by the sun all leave my skin feeling irritated.
・暑さのあまり、ジュースをガブガブ一気飲み！
It is so hot out, it makes one want to drink down juice in a single
gulp.
・野外でのバーベキュー！ジュージューお肉がおいしそう！
Barbecues always arouse my appetite. There's something about the smell
of beef grilling in the open air that make the food seem even more
delicious than usual.

手作り コ講 ス 座メ
Presented by: NC Japan Cen-

ご希望の方は担当/長曽我部まで
919-515-3450
Reiko.chosokabe@ncsu.edu
員になり次第締め切り

※定

Green Teaで、あなたの肌にあった化粧水を作ってみませんか？
Green tea Spa のChikako Orcuttさんが、原材料の説明、消毒の仕方、化
粧水の作り方などを丁寧に教えてくださいます。
日時：6/14（金）10:30am～12:00pmごろまで
材料費：5ドル
場所：NC日本センター 705 Barbour Dr. Raleigh, NC 27603
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元気な夏を過ごす
夏に体調が崩れやすい三大原因は「疲労、栄養不足、冷え」です。1年の中で最
も体力を消耗しやすい季節。発汗が激しく、疲労も倍増。睡眠不足や暑さによる
食欲不振が重なると、抵抗力も弱まって体調を崩しやすくなります。冷房が効い
た空間も増え、冷たい飲み物や食べ物をとることが多くなり、体も冷やします。
元気に過ごすために、自分のタイプを知り、早めに予防対策を講じましょう。
・冷え症タイプ

…

水分や血液の循環力が不足している体質。体が冷えていて

水分代謝が悪いため、手足や腰の冷えがあり、むくみや水太り、体が重い、食欲
不振、下痢などの症状が現れやすくなります。
・虚弱タイプ

…

胃腸が弱くて体力がない体質。体力がない人ほど汗を多くか

き易く、必要な水分が排出され、同時にエネルギーも消耗。疲れやすい、だる
い、めまい、食欲不振、おなかの冷え、食あたり、不眠などの症状が見られま
す。夏風邪だけでなく、夏バテする典型的なタイプです。

予防対策
1-新陳代謝アップ：入浴、冷えやすい部分を守って冷房対策。適当な運動。
2-吸収力アップ：鶏肉、かぼちゃ、大豆製品、キャベツ、レンコン、大根、
白菜、にら、山芋、ソラマメ、あずき、もやしなど胃腸を丈夫にする食品を。
3-免疫力アップ：山芋、梨、サツマイモ、しいたけ、黒豆、くるみ、昆布、
クコの実、エンドウ豆、はと麦など肺を強化し、代謝をよくする食品を。
4-水分代謝アップ：利尿効果のあるトマト、キュウリ、スイカ、冬瓜など最適。
5-充分な睡眠をとること。
/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

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
Face Liftを始めました

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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Sitti
住所：137 Wilmington St., Raleigh, NC 27601
電話：919-239-4070
ホームページ: http://marecary.com
内容：レバノン料理レストラン
営業時間：月～木11:00am-10:00pm
金土 11:00pm-12:00am
日曜 11:00am-9:00pm
ラーレーのダウンタウン。その一角にあるのが、ガラス張りのレストラン&
バー"Sitti"。週7日オープンで、食事とドリンクを気軽に楽しめるお店だ。すぐ
近くにはラーレーの有名店"Raleigh Times"もあるが、週末はいつも若者を中心
に大混雑して全く落ち着けないので、個人的には"Sitti"がお勧め。RTより客の
年齢層が少々高く、落ち着いた雰囲気。1人でバーに座って食事をしても違和感
を感じず、スタッフも親切なので居心地が良い。レバノン料理を銘打っている
が、中近東域フードが好きな人であれば満足出来るメニュー内容。値段もそれ程
高くないため、つい足を運んでしまいたくなる。 /まつこ: チャペルヒル在住
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ごちそうさまぁ
トマトの和風サラダ
材料：トマト、ツナ、ブロッコリー、葱
マヨネーズ、醤油、酢、砂糖
作り方：
1. トマトは適当な厚さの輪切りにし、皿に載せ広げておく。
2. ブロッコリーを茹で、冷やしておく。
3. 葱をみじん切りにし、ツナと和えておく。
4. マヨネーズに醤油などの調味料を混ぜ、２、３と和える。
5. 4を１の上に載せて、できあがり。
/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

ニョッキでお味噌汁
ニョッキ(gnocchi)というイタリアのパスタをご存知ですか？ジャガイモと小
麦粉を練り合わせた、小さなお団子状のパスタで、モチモチした歯ごたえは、ど
んなソースにも合います。今回は、そのニョッキをお味噌汁風に料理しました。
材料/4名分：ニョッキ1/2パック、ジャガ芋中2個、人参1/2本、玉ねぎ1/2個、
グリーンピース適宜、ベーコン4枚
バター少々、生クリーム大さじ2、味噌各ご家庭の分量
作り方：
1. ニョッキを茹でる。1分から2分で茹で上がるのでお好みの硬さに。
湯であがったらお湯を切り、ぬめりを取る。
2. ベーコンは細切りにして炒める。
3. 野菜は一口大に切りベーコンと炒め合わせる。
4. お水とお味噌はご家庭の味で調節を。
野菜が柔らかく煮えたら、生クリームとニョッキを加える。
5. 最後にバターを少々浮かべて出来上がり。
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アロマセラピーでリフレッシュ
精油で作る虫除けスプレー
だんだん暖かくなってきましたが、それと共に増えてくるのが蚊。その対策と
して、今回は精油で作る虫除けスプレーのご紹介です。虫が嫌うシトラールとい
う成分を含む精油のレモングラス又はシトロネラをメインに、お好きな精油を組
み合わせて作るナチュラルなスプレー。以前バーベキューの際に使ったところ、
隣のグループに「すごくいい香りだけど、これは何？」と訊かれたほどです。揮
発性があるため、こまめにスプレーが必要ですが、ナチュラルで安心です。
■レモングラスのスプレー
レモングラス、ラベンダー、バジルの精油
■シトロネラのスプレー
シトロネラ、ペパーミント、レモンの精油
上記の精油を数滴ずつスプレーボトルに入れ、水と、あればティースプーン1杯
のアルコール（ウォッカなど）を入れて混ぜるだけ。是非お試しください。/Yoko
Grunberg（藤原):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

▲▲▲

編集長 引退のご挨拶

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

この度、2008年4月の創刊から約5年の歳月を経たことを機に、編集長を引退する
ことにいたしました。ノースカロライナに引っ越して間もなく、自分の不安を元
にゼロから出発し、日本語の媒体で人と人をつなぎたいと始めたミニコミ誌は、
実は自分の寂しさから逃れるためのものだったのかもしれません。今では当初に
比べ、ページ数も倍になり、読者も広告主も発行部数も増えました。本当に読者
の方々、スポンサーの方々、そして原稿を提供してくださった方々のお陰でこの
ような素晴らしいミニコミ誌に成長し、ここまで歩いてくることができました。
三角横丁の編集をすることで得られた経験は、私の無二の宝となりました。皆さ
ま、本当にありがとうございました。/三角横丁元編集長

オーガスティン燈出子

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
22

●ビューティーアドバイス●
いよいよ夏！というこれからの季節に増えるのが、野外で過ご
す時間。同時に、顔に出没しはじめるのが、大人のにきび…つま
り吹き出物です。その原因は数多くあるといわれています。思春
期にできるニキビは、成長にともなうホルモンバランスの乱れからくることが原
因。大人になるにつれホルモンバランスが正常に戻り、お肌も落ち着きます。妊
娠中や更年期に、ホルモンの乱れから吹き出物ができる方も。女性の身体は環境
の変化にとても敏感です。ストレスからホルモンバランスが乱れると、吹き出物
に。今回は、吹き出物にまつわるその他の原因もまとめてみました。
・間違った洗顔
吹き出物の原因は、毛穴の詰まり！お化粧や日焼け止めは、油分の入った化粧落
としを使用しましょう。パウダー以外の化粧品には、油分が混合されています。
油は水では落とせませんよね？なので油分が必要となります。
・オイリー肌と乾燥肌
オイリー肌には雑菌が住みやすく、その雑菌が毛穴に入り吹き出物になります。
乾燥肌も同じ。肌の乾燥により、肌はそれを補うため皮脂を過剰分泌させます。
乾燥肌は、硬いにきびのmilia/whiteheadができやすくなります。
・化粧道具の汚れ
スポンジやブラシなど毎日使っている化粧道具を洗っていますか？どんなに顔を
綺麗に洗っても、化粧道具が不潔なら？…雑菌を顔に塗っているのと同じ！改善
策として、ブラシやスポンジはディッシュウォッシャーに入れて洗いましょう。
・睡眠不足
肌の再生は、寝ている間に行われます。睡眠不足では肌が再生せず、肌荒れの原
因となります。これは、老化の原因にもなります。
その他、髪の汚れ、栄養バランス、運動不足、ストレスなど、原因はまだまだ
沢山！改善策として、週に2回スクラブをし、古い角質を取り除き、肌の再生を
助け、毛穴を綺麗にしましょう。ご質問等はお気軽に。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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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
夏休みが近づき、エンターテインメントあふれる映画が増えて
います。馬鹿げたコメディーは遊園地に、恐怖モノはお化け屋敷
に行った気分で、見た後も「どうだった？」と話が尽きないでしょう。
/緋美瑚: 東京都出身 フリーライター

The Internship (コメディー) PG13、6/7公開
厄介者で職を失った2人の男が、時代に乗り遅れまいとグーグルのインターンシッ
プに挑戦。就活の大学生たちに混じっての悪戦苦闘の顛末はいかなるものに？
This Is The End (コメディー) R、6/12公開
突然の世紀末的な惨事に、家の中に閉じ込められた若者たち。友情の意味を確かめ
つつ、どうやってこの局面を乗り切るのか。エマ・ワトソンも特別出演。
Man Of Steel (アクション、アドベンチャー、3D) PG13、6/14公開
老夫婦の下で育てられたクラークは、実は衰えたクリプトン星から送られた宇宙人
だった。地球を救うために「スーパーマン」として立ち上がるのだが･･･。
Monsters University (コメディー、アニメ) G、6/21公開
モンスターのマイクは、大学に入ったら、「怖がらせ」の勉強を専門にしようと
思っていたが、なかなかうまくいかない。でも、夢を持ち続ければいつかは！
World War Z (アクション、ドラマ、スリラー) PG13、6/21公開
ブラッド・ピット主演のゾンビ映画。人類を恐怖に陥れているゾンビが波のように
押し寄せる。国連職員のゲリーは、ゾンビから人類を救うため立ち上がる。
The Heat (コメディー、アクション) R、6/28公開
麻薬組織のドンを掴まえるため、FBI捜査官のお堅いサラ（サンドラ・ブロック）
とボストン警察の口汚いシャノン（メリッサ・マッカーシー）の2人が手を組む。
White House Down (アクション、スリラー) NR、6/28公開
ホワイト・ハウスが武装集団に乗っ取られ、政府は大混乱に。この事態と大統領を
救うのは、国家警察ケール（チャニング・テイタム）の肩にかかっていた。
Despicable Me 2 (アドベンチャー、コメディー、アニメ) PG、7/3公開
夏休みに子供と一緒に楽しめるアニメ。怪盗グルーとアシスタントの黄色のミニオ
ンは、スーパー犯罪者の対応に追われる。今回は紫の悪いミニオンも登場！
The Lone Ranger (アクション、アドベンチャー) NR、7/3公開
「パイレーツ・オブ・カリビアン」の制作チームによる新作ディズニー映画は西部
劇で、ネイティブ・アメリカンのトント役をジョニー・ディップが演じる。
Grown Us 2 (コメディー) PG13、7/12公開
夏にハメを外して大笑いしたいアダルト青春おバカ・コメディー、Grown Ups の第
2弾。ラニーと家族は、ラニーが小さい頃過ごした町に戻ってきたのだが･･･。
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Pacific Rim (アクション、SF、3D) PG13、7/12公開
菊池凛子主演のSFアクション映画。海から這い出てきた巨大「カイジュウ」から地
球を守るために作られたロボットは、2人ひと組で操作しなければならない。
Turbo (ファミリー、アニメ、3D) PG、7/17公開
ノロマで負け犬のかたつむりのターボは、ある事故がきっかけですごいスピードを
出すことができるようになった。夢は、憧れのインディー500レースでの優勝！
The Conjuring (超自然、スリラー) R、7/19公開
怖いものが大好きなあなたの期待を裏切らない超恐怖ホラー映画。超常現象を調査
しているウォレン夫妻が、人里離れた農家で起こる怪奇現象を調べに行く。
R.I.P.D. (超自然、アクション、アドベンチャー) PG13、7/19公開
R.I.PはRest in Paceの略で「安らかに眠れ」、DはDepartment。R.I.P.D.は、「お
陀仏課」といったところ。成仏できない悪霊を捕え、あの世に送る刑事の話。
Red 2 (アクション) 7/19公開
フランク（ブルース・ウィルス）は、元CIA。無くなった小型原子爆弾装置を探す
ことになり元の仲間たちを世界中から呼び寄せる。イ・ビョンホンも特別出演。
The To Do List (コメディー、青春) NR、7/26公開
ブランディーは、卒業生代表になる程マジメな高校生。しかし、大学に入るまでに
そのイメージを変えたい。高校ですべ
きだったことを済ませなくちゃ！
結婚式・誕生日
The Smurfs 2 (アドベンチャー、コメ
ディー、ファミリー) PG、7/31公開
スマーフに似せてノーティーズを作り
出したガーガメルの狙いは、スマーフ
の媚薬。しかし、本物のスマーフしか
薬を使うことはできないことを知り、
激怒。

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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Triad

Triad

トライアッド かわら版

■6/29～7/1、7/12～13

Triad Triad

Cherokee Pow Wow

Cherokeeインディアン居留地で行なわれます。パウワウというのはインディアン
が集まって民族衣装を着て踊るお祭り。6月末のお祭りは、米国東部のCherokeeイ
ンディアン部族が年に1回集まる行事で、7月中旬はアメリカ原住民のお祭りの一環
として行なわれます。移住してきた白人に追われて、原住民のインディアンは長年
住んでいた場所を後にし、米国中部、そして西部へと住む場所を探して移動しまし
た。その移動経路がTrail of Tears（涙の道）という名前で知られています。米国
にはそんな原住民にとって悲しい過去があります。Cherokeeを訪れたら、昔の生活
様式を見学できるOconaluftee Indian Villageと博物館、そして悲しい過去を題材

にした野外劇Unto These Hillsを観劇してみてはいかがですか。
※6月末のPowWow
http://visitcherokeenc.com/event/37th-annual-cherokee-pow-wow/
※7月中旬のPowWow
http://www.romanticasheville.com/
festival_of_native_peoples.htm#.UZZMp7Wkp60

■8/3

Charlotteの盆踊りフェスティバル

ダウンタウンのWells Fargo Atriumで11am-4pmまで行われます。入場無料
http://events.charlotteobserver.com/charlotte_nc/events/show/324292203-

29th-bon-odori-festival
http://www.geocities.jp/jaclttest/ebonodori.html

■Gem Mining（土の中から自分だけの宝石の原石を探すイベント）
バケツに入った土を流水の中でふるいにかけて、宝石の原石を探します。
1.Greensboro近辺でもCastle McCullochでGem Miningを体験できます。
入場料$4、土の入ったバケツは$10から
6328 Old Kivett Loop, Jamestown, North Carolina 27282 電話(336) 887-2206
http://www.castlemcculloch.com/

から画面上のGem Panningをクリック。

2.もっと本格的に宝石を探すなら、Statesvilleの北西にあるHiddeniteという町の
Emerald Hollow Mineがお勧めです。入場料とバケツ1つが$5、それに小川の砂利か
ら宝石を探すCreekingを追加しても$10、夏の暑い日にピクニックを用意して、涼
しい木陰の小川に入って宝石を探しすのは子供でなくても楽しいですよ。ピクニッ
クランチの他にCreekingをするなら水着とタオル、小さいシャベルとザル、ビニー
ル袋、水めがねを持参するとよいでしょう。土で汚れるので、服装は汚れてもよい
ものがお勧めです。

http://www.hiddenitegems.com/

484 Emerald Hollow Mine Drive, Hiddenite, NC 28636 電話:866-600-GEMS
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■フルーツ狩り農園
1.http://www.pickyourown.org/NCpiedmont.htm
イチゴやブルーベリー、ぶどうなどのフルーツや野菜を自分で摘むことができる
農園のリスト。これはNC州の中央部のPiedmont Triad地区からTriangle地区、
Charlotte周辺までカバーしています。もっと西に行きたければWestern、東のほう
はcoastalを選んでください。農園によって開いている時間と曜日が異なり、1ガロ
ンあたりの値段も違います。行く前に電話して確認するとよいでしょう。また暑く
なる日中より、朝や夕方がいちばん取りやすいです。蚊や虫がいるので、虫よけス
プレーと日焼け止めを持参することをお勧めします。
2.さ く ら ん ぼ 摘 み な ら、バ ー ジ ニ ア 州 南 部 の Levering Orchard が 一 番 近 く、
Winston-Salemから1時間ちょっと。さくらんぼは6月初旬から、桃は7月下旬から。
163 Levering Lane

•Ararat, VA 24053

Email: furbanski@roadrunner.com

電話/Packhouse Office: 276-755-3593
Fruit Hotline: 336-786-4316

http://www.leveringorchard.com/

■お勧めの野菜・花・樹木の苗の農家直売店
Myers Greenhouse（マイヤーズ・グリーンハウス）
2780 South Stratford Road, Winston-Salem, NC 27103
電話:336-659-7950 http://www.myersgreenhouse.com
営業時間: 月～金8:00am～6:00pm、土曜8:00am～5:00pm、日曜 繁忙期のみ営業
（電話で確認しましょう）
花や野菜の苗は、3つまたは4つ区切りの小さい1パックが$1.25 (12個買うと割引
になり$12.25)、区切りのない4x4ぐらいの1パックが$1、大きくなると$3、$5とい
うふうになります。直売なので Lowesなどのお店で買う値段の半額以下です。
Winston-Salem近辺にお寄り際は、ぜひ一度訪ねてみてください。各種野菜や花が
あり、樹木や果樹も置いています。Hanes MallからStratford Road (Hwy 158)を西
に2マイル強行ったところにあります。

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
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見て見て！ 三角掲示板
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/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

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

ベーカー募集：製パン・製菓経験者に限る。週2日、勤務時間、10時間/週以内。
詳しくはお問い合わせを。連絡先 919 319 5225まで。担当：赤坂。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——–

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

売買物件:3BR,2BT.湖畔に面し自然と調和した日本風の佇まいでスローライフを楽
しみませんか。畳ルームもあります。お問い合わせは sales@realtytriangle.com

掲示板ご利用案内
「見て見て！三角掲示板」では、掲載する情報を常時募集しています。トライア
ングル・トライアッド地区の日本人に、効果的にアピールできます。どうぞ、お
気軽にお問い合わせください。E-mailで sankakuyokochou@gmail.com まで！
アントシアニンが豊富でポリフェノール、ルテイン、ビタミンE
まで含む健康果実の王様、ブルーベリー。旬がギュッと詰まっ
たブルーベリー狩に挑戦しませんか？

■Cedar Grove Blueberry Farm
8411 NC Highway 86 North Cedar Grove, NC 919-732-1330
http://www.localharvest.org/cedar-grove-blueberry-hillfarm-M17961

■Herndon Hills Farm
7110 Massey Chapel Road (Barbee Road)Durham, NC 27713
919-544-3313
http://www.localharvest.org/herndon-hills-farm-M7600
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6 ～ 7 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
6/13
6/21
6/22
6/27～28
7/12
7/19
8/3
8/9

American Dance Festival
The Hunber Games
One Direction
Sci-Fi Spectacular
Steel Magnolias
Wreck it Rlaph
Sheryl Crow
Secretariat

ファミリー/子供向けイベント
6/14
Sunset Canoe Trip
6/14～15 The Croods
6/21～22 Iron Man 3
6/22
Bug Safari
6/22
Family Fun Day
6/28～29 Man of Steel
7/4～6
Festival for the Eno
7/4
Independence Day Celebration
7/4
Carrboro Community 4th of July Celebration
7/4
Fireworks and Entertainment
7/3～4
Indepence Day Celebration
7/7
New Hope Valley Railway Excursions
7/13

Pork, Pickles, and Peanuts

その他イベント
6/14～15 Seagrove Summerfest
6/15

Tour de Fat and Costumed Bike Parade

6/15
6/16
6/3～9
6/22
6/22
6/24～27

Bull City Chili Challenge
Food Truck Rodeo
Triangle Restaurant Week
Peak City Pig Festival
Dragonboat Festival
US Kids Golf Teen World Championship

6/29

Family Fishing Fun

7/5～6
Top Gun
8/2～3
Beer, Bourbon & BBQ Fest 2013
日本人関連イベント
6/14
手作りコスメ口座
6/21
Durham Art Guild
7/12
Protocosmos with Thomas Taylor Quarteet
8/3
夏祭り
8/3
シャーロット盆踊り

DPAC
Koka Booth Amphitheatre
PNC
Meymandi Concert Hall
Koka Booth Amphitheatre
Koka Booth Amphitheatre
DPAC
Koka Booth Amphitheatre

Lake Crabtree County Park
Southern Village
Southern Village
Museum of Life and Science
TPC at Wakefield Plantation
Southern Village
The Eno City Park
NC State Capital
Downtown Carrboro
Kenan Staduim
Bond Park
New Hope Valley Railway
Duke Homestead State Historic
Site
Downtown Seagrove
Diamond View Park in
Durham
Durham Central Park
Durham Central Park
Across the Triangle
Historic Downtown Apex
Lake Wheeler Park
Pinehurst
Historic yates Mill Conty
Park
Southern Village
Koka Booth Amphitheatre
Japan Center in Raleigh
SunTurst Art Gallery
Beyu Café
Japan Center in Raleigh
Wells Fargo Atrium
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大学の合格通知編

1ヶ月後…

トライアングル
LADY’S CLUB
第22回The Ladys' Clubは、
新 緑 が 美 し い Lake Crabtree
Couty ParkでBBQを楽しみなが
ら、NHK出演の育児スペシャリ
スト、近野ゆみ先生をお招き
し育児相談を行ないました。
「子供には凜とした態度で」
との言葉に目覚めたママもい
たのでは？先生のHPは以下。
http://friendly-school.com/
blog/2574.html
第 23 回 は、9 月 12 日 ( 木）
「ス キ ン ケ ア と リ ン パ マ ッ
サージ」+「Whole Foods Deli
の試食」2本立てで行います。
Babysitter 付 ( $3 程）で す の
で、お子様連れの方でも心配
せずお越しください。参加希
望 者 は 以 下 ま で ご 連 絡 を。
aratake@email.inc.edu

編集後記
渡米後2ヶ月、あれよあれよと新編集長に…。まだよくわからないことが多い私
を、皆様がとてもあたたかく迎えてくださって感謝の日々です。より良い誌面作
りを目指してがんばって参りますので、よろしくお願いいたします。ちなみに、
平日はいつも着物でそこらをウロついています。スーパーマーケットなどで着物
を見かけたら、それは、きっと私。どうぞ気軽にお声がけくださいませ。/真智子
* 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。
* 掲載内容は、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、掲載の団体・店舗等に関するお問い合わせは、直接お願いいたします。
* 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6月第32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 編集長： 清水真智子
801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 e-mail: sankakuyokochou@gmail.com
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Loyalty Group
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Li Ming’s

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。
Great Price, Wide Selection, Good Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft.
DURHAM: 3400 Westgate Dr. Durham NC
☎919-401-5212
GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC
☎336-218-8008
RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC
☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)

★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。

