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Hot News!!
Krogerが Harris Teeterを買収
7月9日、Krogerが25億ドルでHarris Tetterを買収。その結果Krogerは全米4位
のGrocery Storeに。Harris Teeterの名前はそのまま。まったく違う経営方針の
両社、購買力、情報システム、ロイヤルティプログラムに優れたKrogerと、生鮮
食品に力を入れ、高所得者の客層がメインのHarris Teeterとの合体は、消費者
に大きな期待を持たせています。

NC Quick Passが有料道路「The Florida SunPass」でも使用可能
Triangle Expresswayは2011年12月にOpen。全米中で有料道路開通
は出遅れましたが、ETCでは先駆者。このNC Quick PassはFLのどの
有料道路でも使用でき、これからの旅行がもっと簡単になります。

ハリケーンシーズン到来！
ハリケーンシーズンといえば6～11月下旬。中でも8～10月までの3ヶ
月間に数個が集中して発生します。ハリケーンはTropical Wave→
Tropical Depression→Tropical Storm→Hurricane（カテゴリー1～
5）という順に発達。Tropical Stormになった時点で男女の名前が交互につけら
れます。米海洋大気局（NOAA）気象予報センターは、大西洋上で今年発生する数
は例年より少し多めと予想。かつ例年に比べ、より強力だと分析しました。

アトランタジャパンフェスト
8月はRaleigh, Charlotteでお盆祭りがありました。両方を掛け持ちした読者
の方も多いのではないでしょうか。アメリカで味わう日本祭りもなかなか味が
あって楽しいですね。今回は9月21、22日の両日で行われる「アトランタジャパ
ンフェスト2013」をご紹介いたします。ワシントンのサクラ祭りと並んでアメリ
カ南東部最大の日本関連イベント「アトランタジャパンフェスト」はジョージア
日米協会とジョージア日本人商工会が、在アトランタ日本国総領事館の協力の下
に主催する大イベント。盆栽、日本舞踊、茶道、俳句、音楽、柔道、空手、相撲
など日本のあらゆる文化、スポーツの展示やデモンストレーションのほか、アニ
メ、マンガ、ゲーム、コスプレなどの展示やコンテストも実施されます。入場料
は$8と少しお高めですが、日本レストランが出す日本食は日本で食べる味と変わ
りません。アメリカではなかなか手に入らない「和風スリッパ」も安価で購入可
能。現地の人が参加する「相撲大会」の土俵周りでは笑いが絶えないはずです！
場所：The Gwinnett Convention Center
6400 Sugarloaf Pkwy #100 Duluth, GA 30097
日時：9月21、22日 入場料：＄8
アトランタジャパンフェストより小さくなりますが、Greenville、SCでも日本
のお祭りが行われます。ここのプログラムは、出店、クラフト、ゲーム、ラッフ
ルティケット、日本太鼓、弓道、剣道、書道、茶道、折り紙等。日本食レストラ
ン出展のお弁当は見逃せません！Greenvilleは山に囲まれた大学町です。お祭り
を見てから、近くの山をハイキングするのも楽しいかもしれませんね。
場所：McAlister Square
225 s. Pleasantburg, Greenville, SC 29607
日時：8月24日12：30～4：30pm 入場料：無料
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飲水

通常1人当たり1gal/日、
7日分以上

マッチ
ロウソク

防水用の缶等で保管

衛生用水

バスタブ等を利用し貯水

食器類等

箸、紙 皿、紙 コ ッ プ、プ
ラスチック容器等

食料

パン、各種缶詰、スープ
類、ド ラ イ フ ル ー ツ、
ナッツ類、ゼリー、高カ
ロリー食品、冷凍を要さ
ない野菜、調味料等

工具

ペ ン チ、テ ー プ、ア ル ミ
ホ イ ル、ソ ー イ ング セ ッ
ト、スパナ、ペン、紙等

懐中電灯

1人1つが望ましい。予備
電池準備

衣類

着 替 え、予 備 靴、長 靴、
雨具等

携帯
ラジオ等

予備電池準備

現金

25セントがあると便利

救急
医療品

絆 創 膏、包 帯、消 毒 液
（薬）、安全ピン、ゴム
手袋、ガーゼ、はさみ、
ピンセット、常備薬、体
温計、日焼け止め、虫除
けスプレー等

衛生用品

ト イ レ ッ ト ペ ー パ ー、
ウ エ ッ ト テ ィ ッ シ ュ、
石 鹸、洗 剤、生 理 用 品、
洗 面 用 具、マ ス ク、蓋 付
バ ケ ツ、ゴ ミ 袋、ビ ニ ー
ル袋等

ガソリン

満タンにしておく

扇風機

電池式の物

重要文書
一式

旅券、保険証書、出生、
結婚証明書等

ドライ
アイス

保 存 が 利 き、冷 蔵に 使 用
可能

その他あ
れば便利

バ ーベキュ ーセット、寝袋、毛布、ガス コンロ、墨 /固 形燃料、
インスタント食品、チューブテント等
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アメリカの公認会計士ってどんな人たち？
私ども会計士事務所では、いわゆるCPA（Certified Public Accountant、日本では公認会計士）という資格を持って仕事をしており、監査報告書に署名
するパートナーや、税務申告作成者として署名する者はCPAという資格を有してい
ることが義務付けられています。最近では、日本でもCPAがキャリアアップに有益な
資格として注目を浴びており、AICPA（American Institute of Certified Public
Accountant）の昨年の調査によると、なんと海外からの応募者の60％は日本人とか。
日本人応募者の受験の理由としては、スキルアップ（68.2％）・キャリアのオプ
ションを広げるため（64.2％）・海外で活躍するチャンスを得るため（64.2％）が
あげられ、多くの受験者はCPAの取得により、キャリアアップの実現を目指している
ようです。実際に、Forbes社によって発表された“25 Best Jobs of 2012”ではCPA
取得者が多くを占める3つの業種（Financial Analyst, Accountant, Financial
Advisor）が上位にランキングされています。また、アメリカ国内では75％のCPAが
2018年までにリタイアするといわれており、就職率も他のフィールドと比べてより
良い向上率が見込まれています。（The US Bureau of Labor Statistics）
将来的に需要の高まるCPAですが、取得には長い道のりがあります。まずアメリカ
でCPAとなるには、受験資格として大学で会計単位を30単位以上取得する等の要件
を満たす必要があります。私の様に、日本で公認会計士になったものが自動的にア
メリカで公認会計士として登録できる訳ではありません。受験資格を満たすため、
まず大学で会計単位を取得した上で、初めて受験できます。試験は4項目で、1項目

毎に受験でき、年8回受験の機会が与えられます。75点以上で合格です。科目毎に合
格し、最初の項目に合格後、18ヶ月以内に全4項目を合格すれば、試験合格者となり
ます。その後、各州の規定によりますが、1年から2年の会計士事務所での実務経験
あるいは、企業でCPAの資格を持った上司の元で5年以上の経理経験を経て、CPAの資
格登録をすることができます。1科目毎に時間をかけて受験ができるため、大学で会
計を専攻した後、公認会計士事務所や企業で実務経験を積みながらCPA資格を取得
するというパターンが一般的です。勤務経験を要する資格でもあり、働きながらス
テップアップを目指す応募者が大多数となっています。
現在、CPAは全米に約40万人いるといわれ、大半は公認会計事務所で働いている一
方、企業や大学・政府団体等幅広いエリアでCPAが活躍しています。公認会計士の数
が約3万人の日本とは大きく異なる理由は、公認会計士が、会計士以外の職務で金融

のスペシャリストとして飛躍していることにあるでしょう。
グローバル展開する企業の海外進出や合併、再編など、国際経済に対応できる人
材として、CPAの役割は重要性を担っています。働きながら取得が可能な資格ですの
で、ご興味のある方は是非チャレンジされてみてはいかがでしょうか。
下記AICPAウェブサイトより応募資格等をご参照ください。
■http://www.aicpa.org/BecomeACPA/GettingStarted/Pages/default.aspx
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著者/高田英夫：ノースキャロライナ州・シャーロットに本部
を置くDHG（ディクソンヒューズグッドマン）の会計監査部門
のパートナーとして、全米日系企業サービス部を率いる。主
にアメリカ進出している日系企業の監査及び税務アドバイザ
リーを担当。27年間の経験を活かし、日本の親会社とアメリ
カの子会社間のコミュニケーションをサポート。アメリカに
事業を構える日系企業ならではのニーズに応えるサービスを
提供。日系企業向けに会計、税務セミナーを南東部各地にて
開催。経理責任者のみならず、経営責任者もが関心を持つテーマを取り上げ、米
国での事業経営の一助になればと願っている。また、ニュースレターを日本語と
英語で発行。配信希望・その他ご質問等は代表Eメール：JBS@dhgllp.comまで。
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日本語をしゃべる時、口はそんなに動きません。しかし、英語をしゃべる人を
見ると、口全体を使っています。口、歯、舌の位置などを観察していると、非常

に忙しく動かしています。
日本人には一番難しい「R」の音は、口と歯を開けて舌は後ろのほ
うに絡め、喉の奥から海賊になったみたいに「らぁ～」と言う音を
出します。「Right」と「Light」の言葉を声に出して交互に言って
みて下さい。よい練習になります。「Right」は、すっぱい物を食べ
た時の口の形で始まります。そこから直ぐ笑顔を作るような形で終
わります。「Light」は口と歯を自然に開けて、舌先で上の前歯を
軽く触 りながら、最後は 笑顔で終わり ます。日本人は「Right」
「Light」を 同 じ 発 音 に し が ち。「Right」は「Ra-I-To」と 発 音
し、「Light」の場合は「La-I-T」で最後の「O」は発音しません。
何度も鏡を見ながら、自分の声を録音しながら練習してみて下さい
ね！次回は「V」と「B」の発音を勉強します。Good Luck!
/Marie：沖縄出身 Morrisville在住

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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Nippon Club of the Triangle
日本クラブだより
「夏祭り・盆踊りの夕べ」のご報告
ホッカホッかのご報告です。8月3日土曜日の夕方、第8回
目となりました恒例の当クラブ主催「夏祭り・盆踊りの夕
べ」がNCジャパンセンターの庭で開催されました。昨年は
華氏104度の猛暑にみまわれ参加者が900人を割り込みまし
たが、今年は、試算では1,050人（大人750人、子供300人）
ものお客様が参加されました。登録者名簿を見てみると、
嬉しいことに日本人の参加者が昨年の40％より少し増え全体の45%ぐらいになって
います。我々の「盆踊り大会」は例によって、企画、会場設営、演し物、食べ物
の屋台など、全てボランティアによる自前で、それこそ手作りのイベントです。
もちろん、お客様の一番のお目当ては屋台の食べ物です。ラーレイ在住の北川
春奈さんを中心とした屋台食べ物プロジェクトチームの今年の挑戦は「冷やし中
華」「屋台クレープ」「たこ焼き」でした。「冷やし中華」は当初日本のものか
どうか躊躇していましたが、たまたまチャペルヒルを訪問していた宮城県松島の
大橋町長から仙台市が発祥の地であることを聞かされました。材料の麺の選択か
ら上に乗せる具の吟味にいたるまで試行を重ね、従来の「冷やし蕎麦」に替えて
新 メニュー に加えま した。味を知 っている 日本 人だけで なくアメ リカ人にも
「サッパリした味」と大好評で、用意した70食があっという間に完売となりまし
た。「屋台クレープ」に関しては、26年前に日本を出た我々夫婦にとってはク
レープならフランスという思いが強く、日本のお祭りでの屋台クレープに正直
言って半信半疑でしたが、若いメンバーの後押しなどもあって実現しました。
「和菓子クラブ」の協力をもらって中身の果物や折りたたみ方、包装紙にまで凝
りました。こちらも用意した60食が30分くらいで完売となりました。
少し残念だったのが「たこ焼き」。営業用のタコ焼き器を日本からとりよせ、
広島のソースメーカーの「オタフク」さんから指導を仰ぎ、同好会「たこ焼き研
究会」を立ち上げ練習をして本番に臨みましたが、鉄板の温度調節がいまいち
で、こげつきが発生し長い行列を作ってしまいました。今回を教訓にし、次回は
「たこ焼き」ファンの期待に応えたいと思います。
今回の夏祭りは、総勢97名のボランティアで運営されました。「トライアング
ル太鼓」「トライアングルスペシャル太鼓」「盆踊りクラブ」「和菓子クラブ」
「たこ焼き研究会」などの日本クラブ同好会の面々はもちろん、そして一般の
方々のボランティア60名の中、23名が長谷川校長先生を含めたラーレー日本語補
習校の中高生やOB、その保護者の方々などで占められました。「ボランティアと
し てはもち ろん、こんな にも沢山 の生徒さ ん達 が嬉々と して地域 のコミュニ
ティー活動に参加しているのを見て、次の世代への期待が持てる。」というのが
校長先生からのコメントでした。
日本クラブの次のイベントは10月4～6日、ラーレイ市コンベンションセンター
で開催される「インターナショナルフェスティバル」です。
Side Walk CaféやCultural Boothで、ボランティアをしてみたい方は
Triangle_Nippon_Club@yahoo.comまでご連絡ください。
/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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法律相談 「ちょっと教えてください」
DACA 若者の国外退去処分延期措置
2012年6月15日、米国政府は国外退去処分の対象になりうる若者に対し、一定条
件を満たせば国外退去処分を一時的に延期し、その間就労許可証を与える措置を

発表した。今回の暫定措置の元となるドリーム(DREAM)法案は、子供の時に親に連
れられて米国に不法入国し滞在を続けた若者に対し、アメリカに永住できる道を
与えようと、2001年に提唱された。自らの意思で不法滞在を選択したわけではな
い若者で、犯罪歴がなく、大学に進学もしくは軍隊に入隊したものには、アメリ
カで生き延びる機会を与えようという趣旨であった。しかし、ドリーム法案は親
の不法行為に対して恩恵を与えるものであり、今後ますます不法入国を促進する
ものであるという反対派の意見が強く、ここ10年以上、可決されていない。
そこで、政府は今年6月に暫定的処置として、これらのアメリカで教育をうけて
育った若者に対して、せめて、国外強制退去処分を一時的に引き伸ばそうという
暫定措置(DACA)をとったのである。DACAが承認されれば、申請者は2年間は強制退
去処分を延期し、さらにその間就労することができる、しかしながら、その反

面、DACA申請者は指紋、犯罪歴、その他個人情報を政府に提供するため、自ら不
法滞在であることを表明するものだということを十分に認識する必要がある。政
府は、詐欺や犯罪行為が判明しない限りは、DACA申請書類の情報をもとに将来退
去処分にすることはないと表明はしているものの、DACA申請書類の情報が今後ど
のように使用されるかについては明確にしていないため、申請者はDACA申請書類
の記載情報の正確性について十分に注意する必要がある。
DACAの申請は2012年8月15日に受付が開始したが、申請をするには下記の条件を
すべて満たさなければならない。
・2012年6月15日時点で31歳未満のもの
・16歳未満の時にアメリカに入国した
・2007年6月15日から現在まで継続してアメリカに滞在ししている
・2012年6月15日時点、さらに米国移民局へのDACA申請書類提出時に
アメリカに滞在している
・2012年6月15日より前に米国に不法入国した、もしくは合法的滞在資格が
2012年6月15日に失効した
・現在通学している、高校を卒業した、GED証書を取得した、もしくは
米国沿岸警備隊や軍隊を円満退役した
・重罪、重大な軽罪、3つ以上の軽罪で有罪判決を受けたもの、もしくは
国家安全は公共の安全を脅かすものではないこと
・米国移民局 (USCIS) にDACAを申請する場合は15歳以上であること
（移民税関捜査局 (ICE)や税関国境警備局 (CBP)により国外退去処分の対象と
なっているものは15歳以下でも申請可）
上記に該当するものは、DACA申請書フォームI-821Dを雇用申請書フォームI8

765 、I-765WSワークシートと一緒に移民局に提出する。添付書類として身分証明
書、16歳未満に米国に入国した証拠、米国での滞在資格（失効したI-94/I-95/I94W、退去処分通知書など）、2007年6月15日から現在まで継続してアメリカに滞
在している証拠、申請時の就学証明（成績証明書、卒業証書、高校課程終了証書
など）、もしくは米国沿岸警備隊または軍隊を円満退役した証拠、などを申請費

用の＄465と一緒に提出する。
詳 し く は 移 民 局 サ イ ト（http://www.uscis.gov）“Humanitarian”欄 内 の”
Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals Process”を参照。
■本ニュース記事に関する注意事項（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイ
スの提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。
また、記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をし
ておりますが、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針
は頻繁に変更するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門
の弁護士、もしくは専門家の意見を求めて下さい。べーカー・ドネルソン法律事
務所および筆者は、この記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによっ
て生じる結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんので、あらかじめ
ご承知おき下さい。

/大蔵昌枝：福岡県出身 アトランタ在住 弁護士

大蔵昌枝 弁護士
MASAE Y. OKURA、 ESQ

アトランタ事務所
直接電話：404.223.2217
直接ＦＡＸ：404.238.9764
Email：MOkura@bakerdonelson.com
Monarch Plaza Suite
1600
3414 Peachtree Road
Atlanta、 Georgia 30236
代表電話番号:404.577.600

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

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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打ち身や筋肉痛に！
「アルニカ」と呼ばれるハーブをご存知ですか？キク科
の多年草で、日本語では「ウサギ菊」と呼ばれています。
夏から秋にかけ可愛らしい小さな黄色い花を咲かせます。
実は、この花や根にはフラボノイド、カロテノイド、シ
リカなどたくさんの栄養分が含まれています。打ち身、筋
肉痛を穏やかに和らげてくれる民間薬として、アメリカでは昔から親しまれてき
ました。新学期も始まり、子供たちが張り切りすぎて転んだり、擦りむいてし

まったりすることも増える季節。日常生活にアクシデントはつきものです。もち
ろん大人たちも、スポーツや肉体労働で頑張りすぎてしまった翌
日の筋肉痛にお試しください。人口着色料、人口香料は一切含ま
れていないので安心です。
/向日葵

Chapel Hill 在住

神奈川県出身

こんなとき、どう言うの？

夏に使える表現あれこれ
・暑い時はアッサリしたものが食べたい。
When it's hot, I want to eat lightly seasoned meals.
・キラキラ輝く満天の星！

A lot of stars are twinkling.

・そうめんをツルツルすする。
・花火がドンドン上がってるよ。

Slurp somen noodles.
Fireworks are booming.

・夏休み、旅行にお金をパーッと使う。
Spending a lot of money on trips during summer vacation.
・宿題をすっかり忘れて夏満喫。
Summer is in full swing, and I'm forgetting homework.
・冷たい飲み物でスカッとする。
・友達に、バッタリ出会う。
・夏バテでゲッソリ
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A cold drink refreshes you.
I ran into a friend.

Summer fatigue drains my energy.

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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おいしいもの

フレッシュサルサ

探
偵
メキシコ料理といえばトマト、玉ねぎ、ピーマン、ハ
団 ラペーニョ、スパイスなどで作るサルサ。猛暑でもトマ
トの鮮やかな赤で食欲が進みます。料理のトッピングに
したり、チップスやクラッカーにつけて食べたり。サル
サはスペイン語でソースの意味。今月は｢フレッシュサル
サ｣に臨みました。

お勧め度No1：Fresh Market 「Sunset Salsa」
トマト味のパンチが効いていてすごくフレッシュ。
手作りって感じ。

お子チャマ向けNo1：Maggie’s「Fiesta Salsa」
オーガニックのAgave Nectarが入ってるので甘く塩分も控えめ。
シーフードサラダとの相性も抜群。
大人向けNo1：Costco「Jack’s Cantina Style」
たくさんのスパイスがギューっと詰まっていてスパイシー。
しかし野菜の味もしっかり活かされている。

お料理向けNo1：365Whole Foods「Salsa」
にんにく、玉ねぎが豊富に入っている。
野菜の切り方が細かいのでお料理にOK。

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
http://www.realtytriangle.com/
yoko.amano@realtytriangle.com
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…これって詐欺ですよね？
4月のこと。その月のVerizon Wireless の請求書を良く見ると
Purchase from other vendors Date 04/24 Premium Messaging
90719 Heart Texting Cost $9.99 と出ているのを発見。4月24日
に何か思い当たる節は？なにかやらかしたのか？…自分を疑って
みましたが、思いたる節はなく。お客様とスターバックスで待ち合わせのとき、
場所がGPSでは分からず、iPhoneでMap検索をした記憶があるくらいでした。
納得いかないのでVerizon Wirelessのカスタマーサポートセンターに電話した
ら、「確かにお客様が購入しています。今後請求がかからないようブロックをか

けられるので、しましょうか？」…確かに、自分が購入してると言われたら、引
き下がるしかないかな…と思い、ブロックだけしてもらい、電話を切りました。
でもやっぱり納得いかないので、Googleで徹底的に検索。“Scan alert: cell
phone users advised to check their bills for texting scam charges” とい
うサイトに行き着きました。そこには、アメリカの沢山の人達が詐欺被害にあっ
た模様が…。詐欺サイトからテキストが携帯に突然送られて来て、キャンセルと
返信しない場合は一方的に$9.99を携帯キャリアの請求書で請求してくる、という
手口だと判明。自分の携帯をよく見てみると、この詐欺サイトから4月24日に最初
のテキストが届いている事が確認できました。こっちから頼んでもないのに、い
きなりテキストを送りつけて、ストップとかキャンセルと返信しない限り一方的
に$9.99を翌月課金されるようです。
これって、詐欺じゃないですか？警察は捕まえないのでしょうか？アメリカで
は自分から行動しないと何も解決できないので、Verizonのお店に行き、事情を話
して、この$9.99の請求は取消してもらいました。今回自分が調べたのはHeart
Textingというサイトでしたが、他のサイトで

IQ Test, Ring Tones, G game,

quizzes, horoscopes等の被害報告が出ていました。気がつかずに料金を払ってし
まうと返金も面倒になるようなので、皆様も変なテキストには注意しましょう。
/マイケル

Chapel Hill 在住

神奈川県出身
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男達には決して譲れないこと、あるいは負けられないことがあるものです。そ
れが端から見たらとてもつまらないようなことであっても、こだわるものなので
す。特に家族の手前では。
たとえば、キャンプでの火起こしなどは、お父さん達の腕の見せ所。しかし、
「お父さんしか居ないわ！」などと言いつつ、頼む夫やボーイフレンドがいない
時もあります。そんな非常事態とも言える時のために女性・子供達に特別にその
秘訣を、とは言うもののそんなに大したことではないのですが、公開します。
ものが燃えるためには、水気がないこと、燃やすものと空気が必要なのは誰で
も知っていることですが、中々火がつかないことがあります。これは実はその要
素の程度が経験的に分かって居ないことによるものです。今回ご紹介するのは、
経験がなくても火が（出来るだけ）起きる方法で、とても簡単です。
用意するもの：
網、炭、ビニール袋、段ボール、食用油、マッチかライター

そして食べ物

■1.炉の用意。水気を避けることが大事。バーベキュー台がない場合、湿気た土
を避け、石を敷き詰め、かつ焼き網を載せられよう左右に大きな石を配置。
■2.キャンプ場で乾いた木を集めるのは難しい場合があるので、あらかじめ段
ボールの切れ端を事前に用意。段ボールは8センチ幅25センチの長さに切り、真ん
中に長手方向に沿って折り目を入れたものを8枚用意。これを1ガロンの保存用ビ
ニール袋に入れ、さらにハーフカップの使用済み天ぷら油を入れ良く振っておき
ます。もちろんサラダオイルでも構いません。
■3.中心に炭を山状に置く。段ボールは炭の周囲に井桁状に、2段に組み上げる。
■4.以上でも十分ですが、オプションとして組み上げた段ボールを中心に細い木
を立て掛けるように並べる。出来れば、直径5ミリぐらいから始め1センチ、2セン
チぐらいのものを二掴みぐらいずつ用意。もし松ぼっくりがあれば入れる。NCは
松で有名なのでどこにでもあるはず。これは熾き火を作ることが狙い。これが出
来ると、より早く炭に火がまわります。
■5.炭を使えば、ほぼ間違いなく火は点きますが、点いたかどうかは日中だとよ
く分からないかも知れません。こんな時は炭の縁を見て。白くなっていればOK。
■6.仕上げは団扇の登場。空気を懸命に送る。これ以外に有りません。扇いで、
扇いで扇ぎましょう。火は起きます。必ず起きますので頑張ってください。ただ
し、扇ぎ過ぎて火を飛ばさないようにしましょう。
さて、バーベキューをするほどエネルギー残っていることを祈ります。
/菊池岳史：群馬県出身 Chapel Hill在住
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子 育 て は親 育 て
読み聞かせの効果
海外に住んでいると、日本語の勉強について不安を感じているご家庭も多いか
と思います。情報が少ない海外では、まず、ひらがなをよめるようにする、ひら
がなを書けるようにすることが、日本語の勉強だと勘違いをしている方がいま
す。特に6歳までは、平仮名がスラスラ読めることが日本語の勉強ではないと思い
ます。「幼児に一人で本を読ませているご家庭はいませんか?」実は幼児は、スラ
スラ読んでいるからと言って、内容を理解しているとは限りません。ただ文字を
追いかけて読んでいるだけです。いつまでも一人で読ませていると、読解力がつ
かなくなります。幼児の時は親が、しっかり本の読み聞かせをして、「これは誰
が言ったの」「この時はどんな気持ちになる」など本の内容について質問をしな
がら、読み聞かせをすると効果があります。平仮名、漢字を書く時はお手本をよ
く見てお手本通り書く事が重要ポイントです。特に私立の小学校に編入を考えて
いるご家庭は、文章が上手にかける事より、平仮名、漢字のバランスを考え、お
手本に忠実に書く練習を心がけた方がよいと思います。
/近野ゆみ：東京出身 西荻フレンドスクール経営

すくすく元気！

-母乳と子供の好き嫌いの関係-

母乳かそれともミルクで赤ちゃんを育てるか。どちらの方法で赤ちゃんを育てる
にしても、メリットとデメリットがありますが、今回は母乳育児のメリット、母
乳が子供の好き嫌いにどのような影響を与えるのかをお話したいと思います。
母乳＝完全栄養食品：ビタミン、ミネラルなどの栄養成分がバランスよく含ま
れています。母乳の栄養成分は赤ちゃんの成長と共に変わっていきます。
赤ちゃんの免疫力アップ：出産後１週間に出る初乳と呼ばれる母乳は赤ちゃん
を病気から守ってくれる抗体成分が含まれています。
自然なスキンシップ：母乳を通して赤ちゃんはお母さんのにおいやぬくもりを
肌で感じることができ、自然にスキンシップができます。
ダイエット効果：完全母乳の場合、１日700 kcalが消費されます。これは３０
～３９歳の５０キロの女性が軽いジョギングを２時間するのと同じくらいのカロ
リーが消費されます。
経済的：母乳は道具を必要としないので、とても経済的です。
粉ミルクで育った赤ちゃんは１種類のフレーバーしか経験しませんが、母乳で
育った赤ちゃんはお母さんが食べた物が母乳となるため、たくさんのフレーバー
を母乳を通して経験する言われています。卒乳したばかりの子供は粉ミルクで
育った子供よりも離乳食を受け付けやすいという報告もあります（＊）。粉ミル
ク、母乳で育った赤ちゃんが幼児になった時、好き嫌いにどのような影響を及ぼ
すかさらなる研究が必要です。※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
15

『テンポロマンディビューラージョイント症候群 』

第1話

■顎関節症：顎関節部や咀嚼（そしゃく）筋等の疼痛、関節音、開口障害ないし
顎運動異常を主要症候とする慢性疾患群の総括的診断名であり、その病態には咀
嚼筋障害、関節包・靭帯障害、関節円板障害、変形性関節症などが含まれる。
それほど一般的でないと思われるこの病気、本拙文はその闘病の記録である。
尚、文中に登場する組織、人物等は全て架空のもので、実在する物ではない。
時は10月のある朝、5:00。いつもの様に浅い眠りから覚め、嫌がる体を無理や
りベッドから引きずり出し、トーストと牛乳の簡単な朝食の準備に取り掛かる。
News14Calorinaを点け、天気を確認する。今日も比較的穏やかな一日になりそう
だ。トーストを牛乳で流し込もうとしたとき、何やら右の顎に軽い違和感が。
顎でも寝違えたか？ ん？ そもそも顎って寝違える物なのか？
深く考えても仕方がない、空元気を出して出社するか…。空元気で出社した物
の、継続する違和感。何やら少し右の顎関節が熱っぽい様な…。こんなときに
限ってアメリカ人との長時間にわたるストレスフルなミーティング。更に帰宅後
の日本との深夜までの電話会議。遅い夕食とスリーフィンガーのウイスキーが一
日の疲れを癒してくれる。…はずなんだが、どうにも顎の違和感が消えない。
そして次の朝、寝苦しさに2時に目が覚める。下にして寝ていた右の顎あたりか
ら軽く刺す様な痛みが走る。不思議な事に左を下にすると潮が引くように痛みも
治まる。両手を頬に当て、顎関節の動きを確認する。左右で微妙に動きのタイミ
ングと変位量に差がある。左を下にしてしばらく安静にした後、とりあえず出
社。右顎周辺の熱っぽさに加え、右の耳の耳鳴りと時折襲う中耳あたりの痛み、
そして右側頭部の偏頭痛。右上下の奥歯も浮いた感じがする。対症療法としてマ
ルボロ2本を灰にする。多少の改善効果が見られたようだ。マネージャーミーティ
ング中の雑談でこれを話題にしてみる。経理担当マネージャーが庶務を呼ぶ。
マ『すぐに病院に電話して岸本さん(仮名)のアポを取ってください。こうでもし
ないと病院に行かない人だから。』 庶『判りました。〔電話しながら〕男の先
生が良いか女医さんが良いか聞かれているんですが。』 マ『女医さんにしてく
ださい。』（な、なんでだ？） 庶『わかりました。金曜10:30に来てくださいと
のことです。』 マ『はい、じゃ必ず行ってくださいね。』 岸『は、はあ…』
金曜日、朝一番のチームミーティングを終え、ここはDuke Primary Care(仮
名)。Durhamに有る年間推定授業料5万ドルのお坊ちゃま大学の付属病院の一つ。
受付で並ぶこと15分。その後待つこと更に20分、急に扉が開いてだいぶ太り気味
のおばちゃんが顔を出す。
『ムーサァーヌゥリィ。』は、はぁ？ 更に続けて、『ムーサァーヌゥリィ。』
も、もしかして俺のことか？『イエース、アイムまさのり。』『オー、ユーアー
ムーサァーヌゥリィ。』『ノーノー、アイムまさのり。』『まあどっちでも良い
から早くここに乗って。145ポンドね。次はこっち。171センチね。じゃこっちの
部屋に入ってここに座って。70の114ね。はい、ここで待っててね。』
このおばちゃん、実は看護婦らしい。日本的な白衣の天使などではなく、そこ
ら辺に居る思いっきり普段着のおばちゃんである。病院内でなければ看護婦と見
破るのはすこぶる困難である。また、アメリカの病院では患者の様子に関わらず
有無を言わさずに、居酒屋のお通しのように身長、体重、血圧を測るようであ
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る。これもマニュアル社会の一端なのかも知れない。
小部屋に放置されること15分、ドアがノックされいよいよ経理マネージャーご指
名の女医さん、エリザベスの登場。一見したところ身長175センチ、体重80キロ、
（別に期待していたわけじゃないが）年の頃なら同い年、化粧っ気も全く無く、
（別に期…以下略）やはり思いっきりの普段着の上に病院のユニフォームを引っ掛
けている。
『顎が痛いんですか？いつからですか？』『はい、2週間ほど前から右側が。最
近、右の耳と右の側頭部にも痛みがあるんですよ。』懐中電灯で左右の耳を覗き込
むエリザベス。『特に変わったところは無いわね。じゃ口を開けて。』おもむろに
ゴム手袋をして奥歯のあたりを押しまくるエリザベス。『ここは痛くない？』『い
がくがい…』（口に手突っ込みながら返事させるなよ）『こっちは？』『ごごもい
がくがい…』（だから口に手突っ込…以下略）『うーん、特に異常は見られないわ
ね。専門の先生に見てもらった方が良いわね。』どうやら今日の結論は『専門の先
生に見てもらった方が良いわね。』に落ち着く様である。『じゃ、アポをとってあ
げるから。』（さあ、いつになったら病名が登場するんだ？）
1週間後、エリザベスの取ってくれた耳鼻咽喉科へ（因みに耳鼻咽喉科は英語で
“Ear, Nose and Throat”、そのままやんけ）。受付にて『初めてですか？』『え
え。』『じゃ、この書類に必要事項を記入してください。記入したら持って来てく
ださい。』『はいはい。』氏名、生年月日、住所、電話番号、会社名、ふんふん何
てことは無い。軽い気持ちで2ページ目へ。ん？ああ、既往症の欄だな。電子辞書
持 参 は 正 解 だ。Thyroid Problems、甲 状 腺 異 常 ね、な い な い。Seizures/
Epilepsy、癲癇ね、ないない。ハートマーマー(Heart Murmur)って何だ？とりあえ
ず無いな、きっと。Mitral Valve Prolapse って何のバルブだ？とりあえずこれも
無いな、きっと。Glaucomaは緑内障か、これも無いな、最近近い物が見えないけ
ど。Abnormal PAP って？ 異常なお父さんじゃないし。きっと無いな。Strokeっ
て脳卒中のことか。脳卒中だったらここに来ていないな、きっと。testicular
exam、精巣検査、なんだか際どくなってきたな。Mammogram、マンモグラムか、
おっと女性のみへの質問だった。ここから生活習慣の質問か。タバコは吸うか？
Yes。一日どのくらい？20本。何年吸っている？30年。いつやめる？よけいなお世
話でしょ。次は酒だな。1週間に何回飲む？7回。減らす必要を感じたことは無い
か？無い。酒を飲むことに罪悪感を感じたことは無いか？そんな物を感じるわけが
無い（時々反省することはあるが…）ドラッグをやっているか？No。（Yesって答
えるやつが居るんだろうか。Drugsって薬物じゃなく何かの薬のことか?）1日に
コーヒーは何杯？2～3杯。家に銃はあるか？な、何でコーヒーの次の質問が銃なん
だ…？運動は？毎週ゴルフ。シートベルトはしているか？何で運動の次の質問が
シートベルトなんだ…？Are you sexually active？ええっと。ま、まあそうなん
だろうな。そうだったら相手は1人？それとも複数？は、はあ？それは男性？女
性？は、はあぁ？両方にマルしてやろうか。子供は何人？やっと正常な質問に戻っ
た。さあここまで軽く1時間、正直飽きてきた。とりあえずこれで出しちゃえっ
と。『ここにサインがいるんですけど。』『あ、ごめんなさい、よく見てなかっ
た。』（飽きちゃったし）『はい、じゃ座って待っててください。』
さて、座って待つこと15分、聞き慣れたアクセントが聞こえる。
『ムーサァーヌゥリィ。』『イエース』（慣れた…）
次号に続く… /岸本：北海道出身 Durham在住 駐在員
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旅先で見つける飲み物
旅先で、美味しい食べ物を探すのは普通だ。しかし、飲み物は

どうだろう。水やコカコーラで済ませたり、深く考えない人も多い
ように思う。しかし、飲み物にも、地元の色が濃く出ている。
酒類は分かりやすい。蒸留酒も国毎に名物があるし、ビールも地域毎に味が違
う。ワインとなれば、隣の村でも違ったりする。量は飲めない私だが、ぴたり来
る味は嬉しい。南イタリアの旅のあるレストランでは、全ての客が赤ワインを飲
んでいる事に気づき、当時は苦手だった赤を頼んだ。このテーブルワインは、濃
厚な味にさっぱり感があり、庶民的ながらつい飲み過ぎてしまう味だった。実
は、それ以降赤ワイン派だ。また飲みに行きたい味である。
お酒以外にも、ローカル色の濃い飲み物があると思う。例えば、お茶なら、ト
ルコの紅茶は、湯煎にかける煮出し紅茶だ。豊かな香り以外にも、ユニークな入
れ方が面白く、ついポットを買って帰ってしまった。また、南米のマテ茶も独特
だ。アルゼンチンでは、苦いマテ茶に砂糖を入れながら、一日中飲んでいる。今
ではNC州でも手に入り、たまに自分で入れて楽しむ。
一番不思議だった飲み物は、アスパラガスのジュースだろう。
本で読んだ事はあったが、米国内のアジア食品店でも見かけた事
は無く、何かの間違いと信じていた。しかし、台湾のスーパーで
見かけ、衝撃につい買って飲んでしまったが、なかなかコクが
あって、美味しいものであった。もう一度飲みたいと思うが、日
本はともかく、何故アメリカでも手に入らないのか、不思議だ。
旅に出れば、種々の体験するのが常だ。ぜひ、その土地の飲み
物にも色々と挑戦し、好きな物を見つけて欲しい。きっとその後
の楽しみが増えることと思う。
/根木暁：愛知県出身 Chapel Hill在住 Travelink Chapel Hill支店長
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生活習慣病の原因となる瘀血―血液をサラサラにする健康法
健康の源であり、体のすみずみに栄養や酸素を運び、老廃物を排泄する働きが
ある血液は、健康を保つための大切な役割を担っています。中医学では、血液の
流れが悪くなり、それに伴うさまざまな不快な症状が現れることを「瘀血」と呼
んでいます。
瘀血の原因は第一に挙げられるのが、食生活です。その他、ストレス、運動不
足、老化、体の冷え、体内の老廃物を排泄する役割のある腎臓機能の低下など
も、血液をドロドロにする瘀血の原因。そして、瘀血の特徴を表す三大症状に
「しこり、痛み、黒ずみ」があります。
・しこり…
・痛 み…
・黒ずみ…

肩こり、静脈瘤、痔、子宮筋腫、子宮内膜症、ポリープなど。
頭痛、月経痛、痔の痛み、首筋や肩の痛み。
肌のくすみやシミ、歯茎や唇の黒ずみ、月経血の塊など。

■瘀血のチェックポイント：あなたの血液はドロドロになっていませんか？
下記の瘀血の判断ポイントでチェックしてみましょう。
ひとつでも該当する場合は、生活習慣の見直しと体質改善が必要です。
□
□
□
□
□
□
□

肌の色がくすんで透明感がない
舌にチョコレートの斑点がある
首や肩の凝り、頭痛などがある
静脈瘤、動脈瘤などがある
子宮筋腫、子宮内膜症などがある
狭心症、心筋梗塞などがある
月経痛があり、レバー状の塊がある

□
□
□
□
□
□

シミやイボ、ホクロが増える
目の周りにクマがある
足が冷えて顔がのぼせる
痔がある
胃や腸にポリープがある
アザができやすい

次回は、瘀血の体質別タイプと改善法をご紹介します。

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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新学期スタート
楽しかった長い夏休みも終わりに近づき、８月になると、そろそろ子供の新学

年のことが気になってきませんか？「親友と一緒のクラスになれるかしら？」
「今度の担任の先生はどんな人かしら？」など、楽しみな反面不安も感じます。
以下のことは、新学年が始まる前のお勧めです。参考にしてください。

Kindergarten（新幼稚園生）／Elementary（小学生）
今年から新幼稚園生になるお子さんがいる家は、何かと不安でいっぱいなこと
と思います。幼稚園と言っても、アメリカではほとんど小学校と同じ時間割やカ
リキュラムのため、最初の一ヶ月は体力的にも精神的にも親子共々慣れるのが大
変。できれば最初の一ヶ月は、スクールバスでなく、車を駐車して教室まで一緒
に行くことをお勧めします。先生と毎朝会話することで、クラスで子供がどんな
様子なのか、気楽に質問することもできます。子供も安心出来ると思います。
・文房具の購入：学校で必要な文房具のリストはなるべく早く入手を。学校が始
まる１週間前から、文房具を売るお店は大変込み合います。文房具リストは学年
で共通の場合もあるし、先生によって違う場合もあるので、気をつけましょう。
文房具リストは学校のインターネットサイトや、担任の先生が発表されてから、
学校が始まる前のオープンハウスでリストをくれる時もあります。文房具リスト

の中にあるもので、よくわからないものは、無理して買う必要はありません。担
任の先生に質問し、後日それだけ買うようにしたほうがいいです。また間違った
ものを買った場合に返品が可能なよう、レシートは取っておきましょう。
・先生からのwish list：文房具リストの他、先生からのwish listが渡される時
もあります。これはクラスに寄付をしてくれたら嬉しいというリスト。中には
ティッシュペーパーとか、除菌洗剤など教室で皆で共有して使う物が多いです。
・名前書き：文房具類には基本的に名前を書いておいた方がいいです。ただ、の
りスティックなど、グループで順番に使うものの場合、無記名のほうがベター。
どれに名前を書くべきかは、担任の先生に質問して確認しましょう。

Middle School（中学校）
・ナップザック：小学校と異なり、中学校でよく指
定されるのが、登校時のナップザックの大きさ。下
に車輪がついているタイプは持ってきてはいけな
い、という中学校が多いです。中学校からは、個人
用ロッカーが決められ、ナップザックやランチボッ
クスは、ロッカーの中に入れておきます。そのた
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め、決められた大きさのロッカーに入らなくならないよう、ナップザックの大き
さの指定があるわけです。もし新品を購入する場合は、学校指定の大きさをよく
確かめましょう。
・文房具：バインダーですが、これも１教科につき１冊用意するのが好ましいと
いう学校もあるし、全教科を１冊にまとめるようにした方がよい場合もあるの
で、これもよく確かめましょう。中学校は教室移動が頻繁にあるので、自分の持
ち物がなくならないように、文房具やナップザックには必ず名前を書いておきま
しょう。
・体育着：中学校からは体育着に着替えての授業が行われます。日本のように指
定されたお揃いの物ではありません。しかし体育の先生によって色々な規則があ
るので気をつけなければいけません。色が決められていたり、柄があってはいけ
ないと言われたりします。これも買う前に体育の先生に質問しましょう。

High School（高校）
・文房具：ほとんど指定がなくなるのが高校。バインダーを教科ごとにするか1冊

にまとめるかは、本人の自由にまかされます。授業の始め、教科ごとに先生がど
んな文房具が必要なのか知らせてくれるので、バインダー以外はクラスが始まっ
てから購入しましょう。
・教科の選択：履修科目は個人ごとに異なります。クラスが始まってみると授業
内容が易しすぎたり難しすぎたりなど、レベルが合わない場合もあります。この
ような時は、出来るだけ早くカウンセラーの先生に相談しましょう。ただ授業が
始まるとこのような相談をする生徒が沢山いて、なかなかカウンセラーの先生と
予約が取れないこともあるので、粘り強く頑張りましょう。この時期を過ぎる
と、クラスを変更することは難しくなります。取っているクラスに少しでも不安
がある時は、早めに行動したほうが後悔せずに済みます。
/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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Bankbook 54
住所：6118-B Farrington Rd.
Chapel Hill, NC
電話：919-403-5800
HP: http://www.bangkok54nc.com
内容：レバノン料理レストラン
営業：月～金 11am-2:45pm, 4:45pm-10pm
土 noon -2:45pm 4:45pm-10pm
今月は初心者注意！危険すぎる激辛メニューのご紹介です。メニューは
「Bangkok Dangerous Challenge」「夏も本番！どうせだったら激辛料理を食
べて汗をかきながら、デトックス効果で美肌作り。」と簡単な気持ちでオー
ダー。お店の方に｢本当に注文するのですか？すごく辛いですよ！！｣と忠告
されたのも無視。料理を一口食べただけで時が止まるほどの辛さ、呼吸をす
るだけで口が痛い、大粒の涙がこぼれ始めました。食べて一瞬気絶してしま
うほどの激辛度。初心者や冷やかしで頼むのは危険なほどの辛さです。ご注
文は自己責任でお願いいたします。/向日葵:神奈川県出身 Chapel Hill在住
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ごちそうさまぁ～！
焼きパプリカ
夏になると色鮮やかな赤いパプリカが安く購入出来ます。
ちょっと肉厚で皮が硬いですが、オーブンで焼くことによって
甘みが増し、美味しくいただくことができます。
作り方：
1.
2.
3.
4.

まずパプリカを縦半分に切り、中の種とへたを取り除きます。
皮を上にしオーブンをブロイルにして皮に黒い焦げ目がつくまで焼きます。
オーブンから取り出し、少しさましてから、皮をむきます。
5ミリ程度に縦に短冊切りにします。

ごま風味の焼きパプリカ
短冊切りにしたパプリカに、すりゴマと醤油をかけていただきます。冷蔵庫で
冷やしておくと、夏には食欲をそそります。

オリーブ油漬けの焼きパプリカ（2個分）
短冊切りにしたパプリカをフレンチドレッシング（オリーブ油大さじ3、酢大
さじ1、塩、砂糖、胡椒、少々）に漬け込み、冷蔵庫で3時間以上冷やしていただ
きます。半日漬け込むと、味がもっとしみて美味しくなります。

簡単アメリカンバナナプディング
材料：
A（卵2個、ミルク1と1/2カップ、オールパーパス
粉3/4カップ、砂糖2tb、ヴァニラエッセンス1tb、塩
少々）、Nilla Wafers (写真参考）、スライスした
バナナ3～4本分、ナツメグ少々、シナモン少々

作り方：
1. Aの食材をすべて鍋に入れよくかき混ぜ、弱火
でドロッとするまで煮る。
2. 残りの食材を混ぜてから鍋に入れて、出来上
がり！
ホットでもコールドでも、美味しく召し上がれま
す。簡単ですぐにできるので、急な来客時のデ
ザートにもおすすめ。

/Marie：沖縄県出身 Morrisville在住
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夏休みで映画ラッシュ！夏はスリラーやホラーが多いのも特徴で
すから、肝試し気分で行ってみては？シリアスな部類では The
ButlerやJOBSなど。Disnery’s PlanesやThe Wizard of Oz（下
には書いてありません）は、3Dの迫力をお子さまと一緒にどうぞ。
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Disney's Planes (3D、アニメ、ファミリー、冒険) PG、8/9公開
ディズニーのヒット映画「Cars」のチームが今度は飛行機を主人公にした映画を制
作。飛行機のダスティはレースに参戦することになったが、実は高所恐怖症で…。
Elysium (アクション) NR、8/9公開
時は2154年。世の中には2つの階級が存在する。人工衛星エリシウムで何不自由な
く暮らす人々と、荒廃しきった地球で過酷に生きる人々。マット・デイモン主演。
The Butler (伝記、ドラマ) NR、8/16公開
オプラ・ウィンフリー、マライヤ・キャリー・ジェーン・フォンダ、ロビン・ウィ
リアムスなど豪華キャストによるこの映画は、大統領に仕えるバトラーの物語。
JOBS (ドラマ) PG13、8/16公開
今や伝説のヒーローと言えるアップルのスティーブ・ジョブスを描いた伝記映画。
彼の1971年から2001年までを追う。ジョブス役にアシュトン・カッチャー。
Paranoia (スリラー) PG13、8/16公開
アダムは仕事での失敗の償いとして、冷酷なボスのニコラスから、長年のライバル
であるジョク（ハリソン・フォード）をスパイするように言いつけられる。
The Mortal Instruments: City of Bones
(アクション、ファンタジー) PG13、8/21公開
母親が誘拐されてから、クラリー（リリー・コリンズ＝フィル・コリンズの娘）が
変わった。実は、邪悪な者たちと戦うシャドー・ハンターだったのだ。
Scenic Route (ドラマ、スリラー) NR、8/23公開
旧来の友達であるミッチェルとカーターが、長距離ドライブの旅に出ることに。と
ころが、トラックが荒野のど真ん中でエンコ。協力し合えばいいものを･･･。
The World's End (コメディー) R、8/23公開
幼馴染の5人が20年ぶりに故郷に戻ってきたのは、昔達成できなかったハシゴ酒を
完遂するため。これが人類のためだとはどういうこと？
You're Next (ホラー) R、8/23公開
幸せな家族の集まりを突然襲ったのは、動物のマスクを被った殺人鬼。斧を振りか
ざし次々に襲いかかる。この夏最も怖い映画がこれ！見れば暑さも吹っ飛ぶ？
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Getaway (スリラー) PG13、8/30公開
元レーシングカー・ドライバーのブラント（イーサン・ホーク）は、妻を誘拐され
た。妻の命を救うため、改造されたムスタングを乗っ取り、時間に逆走する。
The Family (アクション、コメディー、ドラマ) NR、8/13公開
悪名高きマフィアのボス（ロバート・デ・ニーロ）が家族と共に、フランスの田舎
街へ引っ越すことに。新しい場所でもやはり今までのやり方を捨てきれない。
Insidious Chapter 2 (ホラー) PG13、8/13公開
前編がヒットしたホラーの2作目。ランバート家に訪れる恐怖。家の中で突然モノ
が動き出し、誰かの歌声が聞こえる。何者？お化け屋敷も真っ青の怖さ白熱！
Prisoners (スリラー) NR、8/20公開
親が最も恐れることが起こった。子供が行方不明！唯一の手がかりは、停まってい
たRV車だ。運転手が逮捕されたが、証拠不十分のため保釈されてしまった。
Rush (アクション、ドラマ) R、8/27公開
1970年代、F1の黄金時代のライバルであったジェームス・ハントとニキ・ラウダ。
迫力あるレースの裏には精神をギリギリまで張り詰める肉迫したドラマが。
Baggage Claim (コメディー、ロマンス) PG13、8/27公開
モンタナ・ムーアは30代のフライト・
アテンダント。シングルでいることに
結婚式・誕生日
ほとほと疲れ、旦那さま候補を探すた
各種パーティー
め、フライトの先々でいろいろな男性
結婚記念日・お葬式
と会う。
Don Jon (ロマンス) R、8/27公開
ドン・ファンをもじったあだ名を持つ
ジョンは、そこそこの毎日を送り、お
持ち帰りの女性にも事欠かないが、あ
る日、マジで好きになれそうな女性と
出会う。

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

■10/4（金）～13（日）

Triad Triad

Dixie Classic Fair @Winston-Salem

（dcfair.com）
Winston-Salemの秋のイベントならディクシークラシックフェア。RaleighのNC州
ステートフェアの次に大きなフェアで、遊園地の乗り物や遊びはステートフェア同
様（同じ業者）。昔の田舎の生活を再現しているYesterday Villageでブルーグラ
ス音楽を聴きながらケトルコーンという薄甘味のポップコーンを食べるのも一興。
家畜・農産物や写真・絵画・手芸・生け花・料理等の品評会を観賞するもよし、作
品や作物を出してみるもよし。新鋭カントリーシンガーのコンサートも入場料に含
まれています。出店の食べ物も豊富。当日券は金土日が$9、他は$8、各種割引もあ
ります。家族全員で楽しめるイベントです。

■9/13（金）～22（日）

Central Carolina Fair @Greensboro

（centralcarolinafair.com）
小規模ながらグリーンズボロ住民には便利なセントラル・キャロライナ・フェ
ア。入場料は$5。13日（金）と14日（土）にはそれぞれロックとカントリーのバン
ドのコンサートあり。別料金なし。

■10/5（土）

Brushy Mountain Apple Festival @North Wilkesboro

（applefestival.net）
16万人超の観客・参加者を誇るブラッシーマウンテン・アップルフェスティバル
では（特に田舎風の）各種手工芸品（特にアパラチアン山脈地方の木工等の地元作
品）、食べ物、地元のリンゴ、マウンテン特有の各種音楽（ブルーグラス、ゴスペ
ル、カントリー、フォーク）やダンス（クロギング、フォークダンス、スクエアダ
ンス）が4つのステージで行われます。音楽をじっくり聴くなら折たたみ椅子かタ
オル・毛布を持参。入場無料。無料駐車場からシャトルバスあり。

■10/5（土）6（日） Autumn Jubilee @ Dan Nicholas Park, Salisbury
（http://www.dannicholas.net/pdf/AUTUMN-JUBILEE-BROCHURE-FRONT.pdf）
North Wilkesboroまで行けない人、または子供がいる人は、パンプキンにお絵描
き、操り人形、手品師など特に小さな子供向けのこのフェスティバルがお勧め。他
にも手工芸品・食べ物の出店、ライブミュージック、昔の生活の実演などあり。入
場・駐車無料。このダン・ニコラス公園は動物に触れられる動物園、畜舎、ミニ列
車、水族館、バケツの土から宝石の原石を探すジェムマイン、メリーゴーラウン
ド、ミニゴルフ、パドルボートなどがあり、子供が楽しめる公園です。

■10/22（土） Lexington Barbecue Festival @ Lexington
（barbecuefestival.com）
食べ物のフェスティバルとしては米国南東部でトップ10に入り、16万人超の集客
数を誇る。レキシントンの名物バーベキューを多数の出店やレストランが競って提
供、6つのステージでは各種音楽や出し物、そして様々な手工芸品や出店の食べ物
が 楽 し め る。入 場 無 料。Lexington の Wal-Mart（I-85 Exit91 降 り て す ぐ）と
Childress Vineyardsの両方から＄2のシャトルあり。
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■ウィンストンセーラム日本語集会
基本的に毎月第1日曜日の午後2時半から5時ぐらいまで、Northwest Baptist
Churchにて。シャーロットから高見牧師ご夫妻を招いて 1時間半ほどの礼拝と賛
美、聖書の学びがあり、その後は持ち寄りの日本食で交わりの時間があります。
9/8（レイバーデイのため第2日曜に変更）と10/6（日）。お問い合わせはVirginia
Clark元宣教師（336-896-0043）、または高見憲次牧師（980-322-4321）まで。

NC Japan Center
ノースカロライナ日本センター

FALL 2013 CLASSES
To pre-register, visit http//www.ncsu.edu/japan/courses/
For questions, Contact Ms. Reiko Chosokabe：reiko.chosokabe@ncsu.edu
at (919) 515-3450
Location: NC Japan Center, 705 Barbour Drive, Raleigh, NC 27603

Japanese Language Classes
Kids Class （1-2 ）
Youth Class （1-4 ）
Adults Class（1-6, JLP, Listening Comprehension）
和装のヘア アレンジクラス
～和髪研究会 講師：清水真智子～
和装に似合うヘアアレンジを自分で気軽にできるよう、一緒に練
習していきます。途中からの参加も大歓迎。
■金曜日6回コース
2～3pm 9/13、9/27、10/4、10/25、11/8、11/22
※定員になり次第締め切りますので、ご了承ください。

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

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

*配送、引越し、ドライバー募集：大手日系企業、フルタイム、ベネフィット有、
経験者優遇、日本語：母国語レベル、英語：会話レベル Oshigotousa@gmail.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

*レンタル物件：4BR,2.5BT Heart of Chapel Hill. 閑静な場所ながら交通、買
い物に便利。Chapel Hill High School 問い合わせ：Sales@RealtyTriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

*アドミニアシスタント募集：大手日系企業、フルタイム。 日本語：母国語レベ
ル、英語：ビジネスレベル 問い合わせ：Sales@RealtyTriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

*経理アシスタント募集：日系商社、ベネフィット有り。フルタイム
遇、新卒者でもOK。 問い合わせ：Sales@RealtyTriangle.com

経験者優

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

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。問い合わせ：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

集中。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。お気軽にお問い合わせください。E-mail:sankakuyokochou@gmail.com

ＮＣ－ＲＴＰ－ＲＯＣＫ同好会
トライアングル地区でJ-Rock／J-Popを演奏する趣味のグループ。
年に数回、ミュージックパーティーを開催、演奏しています。
現在、特にベーシスト、ギタリストを募集中！
興味のある方は、是非ご連絡下さい。

■問い合わせ：ncrtprock@gmail.com
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8 ～9 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
8/16

Les Miserables

Booth Amphitheatre

8/24
9/14
9/28
10/8～13

Grease Sing-A-Long
Willie Nelson & Family
Alabama
Beauty and the Beast

Booth Amphitheatre
Booth Amphitheatre
DPAC
DPAC

ファミリー/子供向けイベント
8/16
Disney Junior Live On Tour
8/24
Lazy Daze Arts & Crafts Festival
8/24
Artspace Family Fun Day
8/31～9/1 African American Cultural Festival
9/20～22 Greek Festival
9/21

Cary Scavenger Humt

9/21～22 Center Fest Arts Festival
10/4～6
Internationar Festival
10/6
Chapel Hill's Arts Festival
10/17～27 NC State Fair
その他イベント

DPAC
Downtown Cary
Artspace in Downtown Raleigh
City Plaza in Raleigh
The State Fairgrounds
Page-Walker Arts & History
Center
Downtown Durham City Center
Raleigh Convention Center
Downtown Chapel Hill
The State Fairgrounds

8/12～18

2013 Wyndham Championship Golf

Sedgefield Country Club in
Greensboro

8/17～18

Annual Carolina Classic Car Show

Raleigh Convention Center

8/25
Jimmy V Celebriity Golf Classic
North Raleigh Country Club
9/1
Food Truck Rodeo
Durham Central Park
9/5～7
Hopscotch Music Festival
Downtown Raleigh
9/12～15 SPARKcon 2013
Downtown Raleigh
日本人関連イベント
9/1
太鼓パフォーマンス
Pullen Park in Raleigh
9/6
歓迎茶会
Japanese Baptist Church
9/8
ウィンストンセーラム日本語集会*
Northwest Baptist Church
9/20
フォトグラフィークラス
Japanese Baptist Church
9/22
Asian Arts Day (茶道有り）
Duke Garden
9/28
日本語補習校運動会
St. Mary's School
10/6
ウィンストンセーラム日本語集会
Northwest Baptist Church
シニアハウス Carolina Meadow 訪問 & 南部料理
10/11
Carolina Meadow
ランチ
The Big Sandy Superstore
10/12
Tsuasacon
Arena in WV
10/18
Moon Viewing Tea (茶道）
Duke Garden
Quality Inn on Wilma Rudolpy
10/19
Anime Halloween Dance
Blvd in TN
* 基本的に毎月第1日曜午後2:30～5:00ぐらいまで。シャーロットから高見牧師ご夫妻を招き
1時間半ほど礼拝と賛美、聖書の学び、その後持ち寄りの日本食で交流時間あり。問い合わ
せ：Virginia Clark元宣教師(336-896-0043) 、または高見憲次牧師(980-322-4321)まで。
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編集後記
夏休みのアルバイト編

暑かったり肌寒かったり
で、皆様は体調を崩していま
せ ん か？私 は と 言え ば、カ ラ
リと晴れた爽やかな夏陽や、
ゲリラ豪雨のような激しすぎ
る雨、地響きがする大音量で
轟く雷など、日本とはまった
く違う気候の勢いを面白がっ
て過ごしています。季節ごと
に色づく植物たちにも、興味
をひかれっぱなし。
着物では、8月には「薄物」
といって、絽や紗などの透け
感を楽しむ反物を身に着ける

時 季。と は い え、生 活の 中 で
はそんなにお上品にばかりは
していられず、下町大好きな
私は浴衣を着物風に着て済ま
せる日のほうが多いかもしれ
ません。着物好き にとって、
本当の着る醍醐味は10月から
はじまる袷シーズンが本番で
す。寒くなるにつれ、布の重ね合わせを楽しめる嬉しい季節。いただき物の着物
を活躍させるため丈直しを…と、初めての和裁に挑戦しはじめています。暑い日
は、これ幸いとすっかりインドアに拍車がかかる今日この頃…。ノースカロライ

ナの夏は、湿気がないのがありがたいですね。でもお肌が乾く…と化粧水が手離
せません。秋には自然がどんな表情を魅せるのか？楽しみにしています。/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8月第33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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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。

