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Hot News!! 

 お父さんの仕事の関係で、アメリカに引っ越しを

して現地の学校にお子さんを通わせる場合、学校で勉

強についていけるのか、友達はできるのかなど色々な

不安に満ちていると思います。皆さんは、どの学年に

子供が編入するのが一番大変だと思いますか？個人差

もありますが、多分一番大変なのは６年生と７年生だ

と思います。 

どうしてでしょうか？６年生は、日本ではまだ小学校ですが、こちらでは中学

生になります。中学生になると、小学生の時のような外遊びはなくなり、休憩時

間が短くなります。ランチの時間しか自由な時間がなくなります。他には授業と

授業の間の数分しかありませんが、それは教室移動の時間にあてられます。です

から、友達とゆっくりとした会話、知り合うチャンスが極端に少なくなります。

また、英語が出来ないとお友達の輪の中に入るのも難しい年頃になってきます。

友達同士の話題も、テレビ番組や、今流行っている音楽グループのことなど、多

様になり、会話についていくのも大変です。また勉強面に関しては、小学校６年

や中学１年でアメリカに来た場合、英語力は無に等しい状況です。アルファベッ

トもおぼつかないし、ましてや、英語の構文がどうなっているかなど全く勉強し

ていない状況で、現地の学校に入る事になるのです。また、中学校はクラスで

は、英語を勉強するというより、理科、社会など、英語を通して知識を得るとい

う過程に入ってきているのです。宿題が出されても、到底出来るようなレベルで

はありません。そんな中でわからない英語を一日聞いている子供のストレスは、

相当なものだと思います。たいていの場合は、ESLのクラスを取る事になるので

すが、それでも一日多くて２時間ぐらいです。 

そんな中、Chapel Hill/Carrboroの学校区ではNewcomer Programという新しい

プログラムを中学校で今年から始めました。これは英語のレベルが、殆どゼロに

等しい子供達を一つの中学校に集め、学校の授業に追いついていけるように、集

中的にほぼ一日、英語の勉強させる英語集中強化プログラムです。理科と社会な

どは他の子供達と一緒に授業を受けますが、この時は、ESLの先生も補助に入っ

て、ESLの生徒だけに授業中でも気を配ってくれます。問題は、このプログラム

をいつ卒業出来るかの基準が、決まっていないことです。このようなプログラム

が効果を上げる事を願っています。 

 高校の場合：やはりそれなりに大変だとは思います。ただ英語文法の基礎をあ

る程度日本で習得してきているので、後はいかに単語力をつけるかです。学校が

終わっても家で読まなければいけない英文の量もかなりなもので、家での勉強は

大変だと思います。 

 小学校の場合：小学校の低学年での編入は、現地の子供でも英語を習得中なの

で、日本人の子供でも比較的早く勉強に追いついていけるようです。またリー

ディング等は自分のレベルにあったところから読むこともでき、無理なくカリ

キュラムが作られています。  

子供達の現地校の環境について 
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トライアングル日本クラブ便り 
   ==夏祭り、降水確率50％顛末記== 

 
 トライアングル地区日本人コミュニティー最大のイベント「夏祭り・盆踊りの夕

べ」が去る8月9日（土）に開催されました。ところが2日前の木曜日には、当日そ

の時間帯の降水確率予報は50％。万一の場合としてとってあったバックアップ日は

その翌日の日曜日でしたが、その日の天気予報でも同じ50％の降水確率だったた

め、覚悟の上開催をやむなく決定しました。 というのは夏祭りの屋台用に使う食

材のほとんどは1週間も保持できないからです。 

  はたして、当日はうす曇、開催時間の４時半が迫って小雨が降り出しました。

一応レインシフトとして、観客席に20x50ftの大きなテントを移したり、AV機器が

濡れないようにメインステージを同じサイズのテントで覆ったり準備はしました

が、心の中では「今まで日本クラブのイベントが雨にたたられた事はない。どうせ

50％なんだから」という甘い期待があったことは否定できません。ところがその後

もなかなか雨が止みそうもなく急遽食べ物の屋台をジャパンセンター屋内へ移動を

決定。もちろん油を使う「コロッケ」を先頭に「クレープ」などは裏のポーチに急

いで引越し。「焼きそば」や「串焼き」「焼きとうもろこし」などBBQグリルを使

う屋台はしょうがないので10x10ftの小テント8枚の下で販売することとしました。

食べ物だけではありません。「お抹茶サービス」や「フェース・ペイント」などは

中止も考えましたが、準備してきたボランティアさん達のことも考え、建物内で実

施しました。そうですよね、「フェースペイント」が雨に濡れたらどんなになって

しまうか、冗談にもなりませんね。 

  用意していた「太鼓演奏」や「居合い道実演」などのプログラムはさすがに取

りやめとしましたが、その代わり大活躍だったのがメインステージで行われた「日

本の唄カラオケ大会」、日米のノド自慢さん達が当初予定した人数を大幅に超え

て、入れ替わりにマイクを握りました。夏祭りにかかせない「盆踊り」は、途中小

降りになった合間をぬって「盆踊りクラブ」面々の気迫で20分くらい実施できたの

が幸いでした。 

  雨だけではありません。例年、この時の気温は100度近くまで上がるのが普通

でしたが、それがなんと70度台と肌寒いくらいの涼しさ。屋台で売れたのはもっぱ

ら体を温める「たこ焼き」などで、昨年は初めから終わりまで作り続けて350杯も

売れた「かき氷」がやっと140杯。売れ筋は気温次第、実感しました。 

  こんなてんてこ舞いのイベントでしたが、驚いたことにそれでも駐車場は満

杯、人数こそ昨年の1,000人には及びませんでしたが、総数で700人近くの方々に参

加してもらえました。傘をさしたり、レインコートを着たりして屋台の列に並んで

いるのを見て、有り難いという気持ちでいっぱいでした。でもさすがに屋台の売り

上げは当初の予定の7割というところでした。 

  後片付けが終わったのは翌日の日曜日の夕方。その日もお昼ごろの天気予報は

前と変わらず降水確率50%のままでしたが、なんとその時にはピカピカの上天気で

した。天気と言うのは勝手なものですね。天気予報士の友人に聞いた所、降水確率

何％というのは統計学的には全くあいまいな表現だそうです。たしかに時間軸の中

での％なのか、地域的に見ての％なのかも判りませんね。でもこの数字に一喜一憂

する人が多い事も真実です。 

 

         /日本クラブ代表：ロッキー岩島  東京出身 Raleigh在住 
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    「ちょっと違ったニューヨークの旅」 

 皆さんはニューヨークには何回ぐらい遊びにいらしたことがありますか？

ニューヨークでは何をしますか？美術館巡りや、ブロードウェイでミュージカル

を見たり、日本の本屋さんに行ったり、日本食を食べたりなど、時間がいくら

あっても足りないぐらいですね。ニューヨークは楽しい所ですが、ホテルや外食

にお金がかかります。今回はそんなニューヨークの旅のことです。今回は、少し

違ったニューヨークの旅行がしてみたい人、または、安くすませたい人のため

に、とっておきの情報をお伝えします。 

 ほとんどの観光客は、ニューヨークというとマンハッタンのホテルに宿泊する

でしょう。でも実は、マンハッタンの東に位置するQueensにあるFlushing Main 

Street(地下鉄７番の終点)という地下鉄の駅の近くが違った意味で穴場です。特に

飛行機を利用する人にとって、とても便利です。LaGuardia空港からはタクシーで

２０ドルぐらいです。時間も、ほとんど渋滞がないので２０分ぐらいでFlushing 

の近くのホテルまで到着できます。JFK空港からもタクシーで３０ドルぐらいです

が、地下鉄を乗り継いでも行けます。ホテルは、マンハッタンのホテルより広々

としています。夜中も、パトカーのサイレンの音や、クラクションの音もあまり

しないので、熟睡できます。また車で旅行する場合も、ホテルの駐車料金が無料

の所もあり、結果的にマンハッタンよりも安くすみます。 

 

Flushing Main Street駅から徒歩１０分圏内のホテル 
  *Best Western Queens Court Hotel 
  *Sheraton LaGuardia East Hotel 
  *Comfort Inn Flushing 
 

マンハッタンまでの行き方 

 マンハッタンに行くには、地下鉄７番の始発駅でもあるFlushing Main Streetを利

用します。急行だったら、マンハッタンの中心、Gland Central Stationまで２５分ぐ

らい、普通だったら３５分ぐらいで行けます。マンハッタンの中で何回も地下鉄

を利用する場合は地下鉄一日券を購入するのがお勧めです。 

 Flushingという町は、今やマンハッタンより中華街が発展しているそうです。マ

ンハッタンに住んでいる人も、中華料理を食べによく訪れる町でもあります。空

港からのタクシーを降りると、そこは中国に旅行しに来たのかと間違えるほど、

ほとんどの看板が中国語で書かれています。また町を歩いている人々も中国人が

多いです。異文化体験が好きな人はワクワクしてきます。中華街だけではなく韓

国街もあります。ちょっとお腹がすいたら、肉まんを

売っているお店や、ワンタンを食べさせてくれる小さ

いお店もたくさんあります。また、朝ご飯にお粥が食

べたければ、お粥専門店もあります。週末は、飲茶も

お勧めです。比較的夜遅くまでレストランは開いてい

るので、マンハッタンで観光した後でも十分時間に余

裕があります。ただ気をつけなければいけないのは、

殆どのお店でクレジットカードを受け付けないので、

現金を忘れずに！以下のお店はFlushingに住んでいる

日本人の方からのお勧めです。 



 

5 

 

お勧めの中華料理店 
 *Joe’s Shanghai 
  小籠包の専門店。小籠包を中心に野菜炒めなどを オー 

  ダーするのがお勧めです。とにかくここの小籠包は絶品 

  です。日本にも支店があります。 

 
 *Asian Jewels Seafood Restaurant 
  飲茶の専門店。広いレストランですが、週末のランチタイムは外まで長い列 

  で順番を待っています。  

 
 *X’ian Famous Foods 
  手打ち麺の専門店。今、地元の人たちに人気のお店だそうです。本店はこの 

  Flushingですが、今や支店がマンハッタンにもあるそうです。 

 
 *Hunan House 
  お値段も少し高めですが、落ちついてゆっくりと食事ができます。 

 
 *Hunan Kitchen of Grand Sichuan 
  辛い物が好きな人にピッタリな四川料理。 

 

 *天仁茗茶（Ten Ren Tea House) 

  台湾のお茶専門店。茶葉の量り売りもしています。安い物から最高級まであ 

  ります。ジャスミン茶の最高級は$100/lbというのもありす。またそこでバブ 

  ルティーも飲めます。抹茶味のバブルティーも美味しいです。 

 

ショッピング 
 *New World shopping Mall 
  駅の近くにある大きなビルです。一回にはアジアのスーパーマーケットがあ 

  ります。地下にはフードコートもあります。このフードコートにはアメリカ 

  で有名なファーストフード店は一件も見当たりません。ほとんどが台湾の屋 

  台料理ばかりです。どのお店にしようか迷ってしまいます。上の階は小物、 

  洋服のお店があります。またFlushing は先日，錦織選手で有名になったUSオー 

  プンのテニスの会場になった場所でもあり、テニス好きの方、必見です。野 

  球好きの方、大リーグNYメッツの球場はその反対側にあり、マンハッタン寄 

 

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) 273-8888・ Fax (336) 273-8890 

Yosuke Yamamori、 Kathie Yamamori 
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 米国の個人所得税法では、日本では想像もつかないものを課税

所得対象とみなしたり、所得控除又は税額控除の認められる項目

として節税対象にしているということをご存知でしょうか。 

 

 皆様の大半は、確定申告は専門家に委託、又は自宅で自動的に

適用可能な控除内容を判断するソフトウェアを使用して申告なさっていることかと

思います。これらの方法だと、自力で課税の対象となる所得内容を見極めたり、税

額控除の項目を探す必要がないので、実は個人所得税の詳細はあまりよく把握して

いないというケースがほとんどではないでしょうか。もちろん、前述のような方法

で申告を行えば、申告内容の精度に問題はないかと思います。ただし、自らどう

いった種類の所得が課税対象となるのか、又どういった内容で節税効果を生み出す

ことができるのかを知ることで、よりスマートな税金プランニングか可能となるた

め、大枠の規定を理解しておくことは大変有益なことなのです。 

 

 そこで今回は個人所得税の観点から、見逃してしまいそうな課税所得対象となる

所得内容及び、税額控除をもたらす所得控除をご紹介いたします。 

 

見逃してしまいそうな課税対象となる所得： 

1.日本での所得（銀行利子、配当、株式売却益、賃貸収入等) 

2.州税の還付金 (連邦税の還付金は課税対象にはなりません。) 

3.年金収入（59.5歳未満で401Kプランから引き出すと、課税所得になるだけで   

なく、1０％の罰金が加えられますのでご注意ください。） 

4.ギャンブル収入 

 

見逃してしまいそうな税額控除と所得控除： 

1.Health Saving Account (予め翌年の医療費に充当する為に口座が必要。) 

2.引越し費用 

3.学費ローン利子 

4.学費 

5.外国で支払った税金 

6.養育関連支出 

7.Residential energy credits (エコ家電や電気自動車購入などが対象) 

8.Earned income credit (収入が規定額以下である場合) 

9.多額の医療費 

10.州所得税及び資産税(住宅及び車両等) 

11.モーゲージ利子、モーゲージ保険料、投資金利 

12.寄付 (現金及び現物) 

13.Casualty or theft loss (災害、盗難等の被害) 

14.貸付金の貸倒 (友人知人に貸したが回収できなくなった場合) 

 もし皆さんで上記の項目に該当するものがありましたら申告書に適正な反映をす

る必要がございます。ただし、税額控除や所得控除項目には条件や上限があります

CPAからの

アドバイス 
個人所得税節税法―Win Win Situation 
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ので、詳しくは、個人所得税の申告書作成要領（１０４０ Instructions）をご

参照、或いは税務コンサルタントにご相談されることをお勧めします。 

 

 余談で、上記にて税額控除の項目のひとつとしてあげました「寄付」について少

し触れたいと思います。アメリカでは節税対策と同時に身の回りの不用品整理、

かつコミュニティーに役立つ方法として、Goodwill、Salvation Armyや教会と

いった団体への現物寄付をする習慣があります。現金での寄付は当然、生活用品

の寄付に対しても所得控除が認められているからです。家庭内を見渡してみま

しょう。使わなくなった電化製品、家具、大きくなったお子さんが使っていたお

もちゃや着ていた服、サイズの合わなくなった服、買い換えられた古いゴルフク

ラブ、読み終えた書籍等々、ご家庭では不要となってしまったものでも、チャリ

ティーを通じて他人の役に立てる物が沢山あるでしょう。これらを寄付すること

によって、室内の整理がされるだけではなく、世の中の役に立っているという充

実感が沸き、更に寄付した物の公正額が所得控除されて節税に繋がるという、一

挙両得を超える「一挙三得」が実現します。車も寄付ができるので、中古車を二

束三文で売るよりは、寄付をしてその公正額を所得控除する方が場合によっては

得策かもしれません。 

 

 ちなみに、個人の所得税は暦年で確定しますので、寄付をする場合は年末の12

月31日までに済ませてください。   

              /高田英夫：(米国公認会計士) アトランタ在住 

                 

 
 

ディクソン ヒューズ グッドマンは南東部に本部を構え

る最大規模の会計税務アドバイザリー事務所でござい

ます。弊社では経験豊富なパートナーがプロジェクトの

中核となり、中堅・中小企業のお客様ならではの課題や

ニーズに応じたソリューションの構築に努めております。

日本・アメリカで３０年以上の業界経験をもつ高田英夫

を中心にアメリカで事業を営む日系企業の皆様に焦点

を置いたサービスをご提供いたします。 

▪従業員１，８００名＋ ▪南東部１１州に３０事務所 

▪規模全米１５位 ▪創業８０年以上 

▪NC州シャーロット本部 

高田英夫 
米国公認会計士｜パートナー 

404.215.7506 （日本語） 
hideo.takada@dhgllp.com 

2501 Blue Ridge Rd. #500 Raleigh, NC 27607/dhgllp.com 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

     “子供のビザ” 

 
 日本から派遣される駐在員は、任務終了後には日本に帰国しま

すが、帰任時期がかならずしも子供の学期終了時期と一致してい

るとは限りません。個人差もあるとはおもいますが、帰国時期や

子供の年齢によっては、学期の中途で帰国しても日本のカリキュ

ラムについていくのが厳しいことも考えられます。通常子供は９

歳くらいまでは言語能力や異文化への適応性に長けており、外国

語を比較的容易に取得することができるので、小学生もしくはそ

れ以下の子供が学期の中途に日本に帰国しても、順応度にさほど問題はないよう

です。しかしながら、中学高校の思春期の大半を米国で過ごした場合、授業内容

の異なる日本の学校システムにもどるのが難しいこともあります。このように長

い外国生活の間も日本語教育を怠らないように、駐在中も全日制、もしくは週末

の日本語学校に通う子供も多くみられます。また、海外の日本語学校で一定期間

の学業を修めれば、帰国後は帰国子女枠での編入または受験ができるように取り

計らっている学校もあるようです。 

 

 ところが、現実問題として、日系企業は一般に社内で家庭事情についてオープ

ンに話し合う気風が乏しいためか、実際に帰任辞令が出てから、帰任後も子供が

米国の学校に居残ることができないかと、ひそかに悩んでいる駐在員が多くいる

ようです。最も多いパターンとして、父親の帰任後も日本の帰国子女枠での編

入・受験の条件を満たすまで、学期が終了するまで残り数ヶ月間だけ米国に滞在

したい場合と、父親の帰任後も引き続き米国で就学を続けたいという場合があげ

られます。 

 

 父親の帰任と同時に家族も駐在員家族としての滞在資格を失うので、あと数ヶ

月で学期が終了し帰国子女枠の編入条件をみたす場合、帰任の時期を数ヶ月だけ

延ばしてもらい、その間は出張ベースで日米間を行き来することが可能であるか

雇用主に相談してみることです。帰任時期を変更してもらえない場合、子供の滞

在資格を学生ビザに変更することもできますが、小学生と中学生は学生ビザで公

立の学校に通うことはできません。高校生であれは１年間だけ学生ビザで公立校

に通うことはできますが、駐在員の同伴家族でなくなれば、学生一人当たりにか

かる学費の支払いを義務付けられます。１年間以上米国で高校に行く場合は、そ

の後は私立校へ転校しなければなりません。大学生ともなると、公立でも私立で

も子供が自分で学生ビザを申請することができます。子供が学生ビザに切り替え

た場合、母親には家族用のビザはありませんが、滞在資格を観光用に変更した

り、ウエイバーで米国に入国するも可能です。 

 

 母親が米国で大学や他の学校に通っている場合は、I-20を発行してくれる学校

であれば、母親が学生ビザを取得することができます。この場合、子供は同伴家

族として一緒に申請を行い、学校に通うことができます。ただし、母親の学生ビ

サ申請の理由が自分の学業目的ではなく、子供の米国での就学目的であると判断

されると、申請は却下される可能性があります。 
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 大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

アトランタ事務所  

直接電話：404.223.2217 

直接ＦＡＸ：404.238.9764 

Email：MOkura@bakerdonelson.com 

Monarch Plaza Suite 1600 
3414 Peachtree Road 
Atlanta, Georgia 30236 

代表電話番号:404.577.600 

代表ファックス番号：404.221.6501 

ウェブサイト：www.bakerdonelson.com 
 

事務所所在地：アラバマ、ジョージア、ルイジアナ 

           テキサス、フロリダ、ミシシッピー 

テネシー、ワシントン 

 父親と一緒に家族が永住権を取得した場合、のちに父親が

他国に転勤になっても、子供と母親はそのまま米国にのこる

ことができます。仮に父親が米国を長期不在にして永住権が

失効した場合でも、子供は米国に滞在していれば、永住権保

持者としてそのまま米国内で生活を営むことができます。詳

細についてはhttps://sites.google.com/site/iminhoh/home

を参考のこと。 

 

              /大蔵昌枝：弁護士 福岡出身 アトランタ在住 

 

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。 

https://sites.google.com/site/iminhoh/home
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介  

 

 

 

 

 

    「 LiveDo USA, Inc. 」 

 LiveDo USA, Inc.は日本における(株)リブドゥコーポ

レーションの子会社として2004年６月、NC州Wilsonに設

立されました。弊社は紙おむつ、特に大人用の製造販売

を行っている会社です。日本国内では紙おむつの工場は4

工場(徳島に3工場、栃木に1工場）あり、海外ではここ

Wilsonの1工場のみとなります。ここでの従業員は現在約

50名。5名の日本人駐在員以外は全て地元雇用のアメリカ

人となっています。 

 

 紙おむつは全長約50ｍにも及ぶ紙おむつ加工機を使用し

製造します。機械の上流から順次材料を投入すれば最下

流部で紙おむつの完成品が出てきます。その数は1分間に

数百枚！こう書けば簡単にできそうですが、この機械に

は弊社独自のノウハウがいっぱいに詰まっています。も

ちろん、各部調整箇所でのオペレーターによる調整ノウ

ハウもテンコ盛り。一筋縄ではいかないのです。今年、

ここWilsonでは設立10年目となる節目の年を迎えました。設立当初は日本から大勢

のアドバイザーの応援を得て加工機を立ち上げ、その後も入れ替わりでオペレー

ターの支援を受け続けてきましたが、今年からは日本人スタッフも大幅に削減し、

地元雇用者主体の工場運営を目指し、更なるステップアップをするべくみんなで頑

張っています。 

 

これを読まれている方々はほとんどが実際に紙おむつを自分で使用したことがな

いと思います（もちろん大人になってからです）。弊社では社内研修の一つに自ら

が使用する機会があります。私も2年前に参加、体験してきましたが、自社で製造

しておきながらこの時初めて紙おむつの性能の素晴らしさを実感した次第です。と

にかく排泄した途端にどんどん吸収してしまうのですから！だからと言ってみなさ

んもどうぞと気軽に体験をお勧めすることはできませんが、このような体験を通し

て社員はみんな製品に対して自信を持って各自の仕事に取り組んでいます。 

 

さて社名のLiveDo(リブドゥ)という聞き慣れない単語ですが、これは英語の

Live+Doで「力強く生きる」「輝いて生きる」という意味を持たせた造語です。ま

たシンボルマークは躍動感あふれるものをイメージし、湧きあがる生命力、いの

ち、生きる力、変化し進化することそのものを表したものです。ひとりひとりの

「生きる力」を応援する企業として、これからも社会に役立つ新しい価値を創造し

て参りますので、今後ともご支援ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願い致します。 

 

              /中屋剛志：LiveDo USA, Inc. Plant Manager 
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 ローリー日本語補習学校  
 

「元気はつらつ 補習校の子どもたち」 
 

 

 土曜日の朝 大勢の日本の子どもたちがローリー市ダウ

ンタウンにあるセント・メリーズ高校に通って来ます。こ

こがローリー補習校の借用校、赤煉瓦風の校舎、広々とし

た芝生の校庭、この清潔な環境で幼稚園から高校生までの

220余人の児童生徒が、伸び伸びと勉強しています。子ども

たちは、平日は慣れない現地校で苦労している分、週一回

日本語で思う存分友達と交流できるこの補習校を楽しみに

通ってきてくれます。授業は午前中の4時間、国語と算数

（数学）の2科目、年間40日間、合計160時間の授業です。

文科省の認可・支援を受け、日本の教育課程に準じていま

す。先生方の一生懸命な指導で子どもたちの学力はしっか

りと伸びています。現地校との二重生活の厳しさを乗り越えて本当によくがんばっ

ています。また何事にも意欲的で素直で礼儀正しい子どもたちでもあります。その

姿の後ろには、すばらしいご家庭の支援があります。毎週朝早くから子どもを補習

校へ送り届け、また運営委員会や学校当番など補習校の運営全体を支えて下さる保

護者の皆さんの献身には本当に頭が下がります。子どもたちは、こうして自分たち

を支えてくれるお父さんやお母さん、そして周囲の大人の方々の姿を見て感謝の気

持や思いやりの心を育んでいるのです。教科の勉強だけでなく大人全体で作り出す

教育環境も補習校の強みです。 

また、補習校では遠足や運動会などの行事にも力を入れています。今、運動会（10

月18日）の準備が始まっています。徒競走や玉入れ・綱引きなど、おなじみの種目

で紅白優勝を競います。子どもたちはこれらの行事を通して一致団結の気持や、集

団を大切にする日本人らしさにも磨きをかけています。当日はグランドには保護

者・関係者が大勢集まってグランド一杯に応援が響きます。こうした行事も子ども

たちの心を育む大切な教育です。大人全体で日本の子どもたちを温かく包み、また

補習校が大人たちの強いネットワークの拠点になればと思います。アメリカで健気

に頑張る日本の子どもたちの為に、これからもご支援宜しくお願い申し上げます。 

                   /ローリー補習校 校長 長谷川修 

ローリー日本語補習校 古本市のご案内 

【日時】１２月１３日（土）１０AMから１PM 

【場所】ローリー日本語補習校（St. Mary's School, Poyner Hall 2F） 

【住所】900 Hillsborough Street Raleigh, NC 27603 

日本の本、雑誌、DVDが安価で買えるチャンス。当日古本の寄付も受け付けており

ます。絵本、児童書、大歓迎！売上金は全て補習校の子供達の教育充実に活用させ

て頂きます。当日はアトランタ総領事館の出張サービスも開かれます。皆さまのご

来場を心よりお待ちしております。 
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  『車社会と人種の坩堝 “11月21日の出来事-後半』 

  

転の章 

 さて、無難にタイヤ交換を終え、ここはMill Creek ゴルフコース（仮名）。  

ティータイムの5分前に滑り込み。 

一人目。『あ、岸本さん(仮名)、止まってましたね。』【はい。】 

二人目。『あ、岸本さん(仮名)、止まってましたね。』【はいはい。】 

三人目。『あ、岸本さん(仮名)、止まってましたね。』【はいはいはい。って

言うか、三人とも気付いて三人ともそのまま止まらずに行っちゃうってどうい

うこと?? 全く同じこと言ってるし。】 

岸『是是然然でちょっと危なかったんだけど、早めに出たから何とか間に合い

ました。さ、ここは気分をきっちり切り替えて、良いプレーを見せますよ。何

たってコンディション最高だし。』 

 経験上、その人の性格がこれほど赤裸々に表に出る、或いはその時点における

精神状態がこれほどダイレクトに影響を与える競技を筆者は他に知りません。そ

してゴルフをやらない人がその面白さを判ってくれない最大のポイントもここに

あるでしょう。ゴルフとは、いとメンタルなものなり。 

 さて、日本に比べ倍は青いノースキャロライナの空、そこにくっきりと浮かぶ

一片の白い雲。【絶好のコンディションなり!!】その雲をめがけて一直線に飛ぶ

純白のボール、、、ゴルフとは、いとメンタルなものなり。 

 その雲をめがけて一直線に飛ぶ【はずの】純白のボール【が右に左に、、、】 

結の章 

 所変わってDiscount Tire（仮名）。 

岸『あのー、タイヤが欲しいんですが。』 

 ディ『車と年式は何ですか?』 

岸『インサイト、2006年最終モデルです。』 

 ディ『じゃこれですね。』 

岸『四本でいくらになります?』 

ディ『バランスと交換の工賃コミで$460ですね。』 

岸『へっ!?』【し、しまった、工賃入れるの忘れてた!】 

ディ『どうなさいます?』 

岸『【即座に】一本でお願いします。』【何と言う自動車会社の社員に有るまじ

き選択!!!  って言うか、バランス大丈夫か??】 

 一週間後、再びDiscount Tire（仮名）。 

岸『ち、ちょっと待ったあ!!!』 

ディ『ん、なんだべ?』 

岸『なんだべってあーた、そのまま無理やり引張ったらリヤタイヤのスカート         

さ、壊れるべさ。』 

ディ『んなこと言ったって外さんきゃ交換できんべや。』 

岸『ようっくここを見てみそ。ビスが二本あるべ。これを外さにゃあかんぎゃ
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な。』 

ディ『おお、こんなこつなっとうとかや。』 

【ふう、危ない危ない。時として力技に出ちゃうんだよね、アメリカ人って。】 

 30分後、インターステーツ#40上 

『よし、85MPH(140km/h弱)くらいまでなら何の問題も無い。変な振動も無い。』 

『1本交換で115だから残り185 か。ちょっと足が出るが、まあ寄ってみるか。』 

 10分後、シュミレータ前 

岸『うーん、ややスピンが強いか? でもまあ距離も弾道も満足できるレベルだ。     

方向性も良いだろう。OKだ。』 

岸『ちょいとぉー、店員さーん。一本くーだーさーいなー。』 

店『ヘイ、旦那。これでごぜえやすか。これは良い一品でごぜえやす。さすが

にお目が高こうございます。』 

店『ただ、旦那ぁ。こいつはちと値が張りますが、良おございやすかい?』 

岸『なに、心配には及びませぬ。大丈び。臨時収入があったから。』 

店『判りやした。R9、一本、お買い上げー(どんどんどん)。』【注：

当時の最新です。】てな訳で、じゃーん、$499.99【税抜き】なり。   

                            ➡ 

以上を持ちまして『車社会と人種の坩堝 11月21日の出来事』改

め、テーラーメード最新ドライバー【当時】R9購入作戦、人呼んで

『転んでもただでは起きないメキシカンは友達だ』編を終了いたしま

す。御愛読ありがとうございました。 

尚、次回は夢の70台到達大作戦、人呼んで『もういい加減距離に見切りをつけ

てスコアをまとめたらどうだ』編を予定しておりますが、リリースは2020年ごろ

になる見込みです。気長にお待ちください。 

さて、大事に至らずにこんな文書を書いていること自体がとてもラッキーなこ

となのかもしれません。ご存知のように車社会のアメリカでは多種多様な車、新

しいのから古いのまで、整備されているものから何年も乗りっぱなしのものま

で、その上、アメリカは人種の坩堝であることも一因でしょうがドライバーのス

キルに大きな幅があります。これは言い換えると、日本にいては理解できないリ

スクがそこらじゅうに転がっている、という事になります。繰り返しになります

が、皆さんも道路上の落下物には十分注意しましょう。停車中の故障車にも。ま

た、季節柄、鹿にも注意ですね。 

                /岸本：駐在員 北海道出身 Durham在中 

 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.warajijapaneserestaurant.com
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バケーションのご相談や一時帰国の手配など 

日本語でお気軽のお問い合わせください。 

代表:(919)942-4196 
日本語担当:(919)913-2705(根木) 

 

 

 

   

 読者の中には、多忙な毎日に追われる人も多いだろう。だからこそ、癒しの旅

が重要だと思う。 

 

 のんびりする、というと、海か山を思う人が多い。潜ったり登ったり、アク

ティブにも楽しめるが、NC州では、知名度の関係か、まだまだゆったりしてい

る。土日の一泊で駆け抜ける人が多いが、のんびりするなら、ぜひ2泊を考えた

い。中日の有る無しは、相当に差が出る。カリブ海のリゾートなども同類だ。NC

州からなら、3・4泊でもゆっくりできる。ビーチでゴロンと過ごせば、きっと充

電できるだろう。 

 

 癒しや保養といえば、日本なら温泉だろうが、アメリカでは少ない。近隣だ

と、ウエスト・バージニア州のGreenbrierだろうか。一流のスパの一部として、

硫黄泉の入浴も出来る。スパにこだわるなら、アリゾナ州も良い。最近のランキ

ングでは、セドナ、スコッツデール、ツーソンがスパ・癒しの街として、上位に

入った。気候がいいのは冬、東海岸が厳寒となる頃に行くと効果も倍増だ。意外

なところでは、ロサンゼルスに多数のスパがあると話題だ。スター御用達だろう

か。スパだけでなく幅広く楽しむには悪くない。 

 

 私は、都会派だからか、大都市に惹かれる。米国内だとニューヨークの喧騒に

ホッとする。ただ、仕事のしがらみ等が多少あり、逃れるには、ロンドンかベル

リン、となったりする。ヨーロッパ最大の街2つである。ブダペストもいい。留学

で一年過ごした街で、里帰りに似た気持ちになるが、親戚巡りなどの面倒がない

分、純粋に楽しめる。いずれも、予算と時間の都合、頻繁には行けないが、どち

らも若いエネルギーに溢れる街で、街をぶらぶら楽しみ、新しい発見に心を躍ら

せるうちに、自分を取り戻す気がする。理解されないかもしれないが、最大の癒

しである。 

 

 人それぞれ、一番癒される場所は違うだろう。ストレスに押しつぶされないよ

う、適度に自分自身を癒しに出る旅に出ていただきたい。 

   /根木：Travelink Chapel Hill, Greensboro支店長  Chapel Hill在住  
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 「ご出身は？」という質問は、いつも私を悩ませる｡生ま

れた場所から数えてみると、現住所がちょうど１０カ所

目。地元民として扱われることがなかったためか、どの土

地も今一つ、「故郷」という実感は薄い。だから、祭囃子

の稽古の思い出や、幼馴染みの“High School Sweetheart”と

結婚した話などを聞くと、少し羨ましい｡トライアングルの

中でも私の住むCaryは、余所者で出来ている。ノースカロ

ライナ出身者は三割にも満たず、55%以上が州外生まれ。

そして、20%はアメリカ国外生まれ、という、現在進行形で移民の街だ。いつの間

にか、少数派に追いやられた南部人たちがどう思っているかというと、「Cary

は、“Contaminated Area of Relocated Yankees”（引っ越して来た北部人で汚染され

た地域）の略」と冗談を言うくらいなので､いくらか苦々しく感じて（南北戦争の

敗北感も尾を引いて）いるのかもしれない。誇り高き南部の人々は、その訛りが

特徴的だが、相手によって話し方を変えたりはしない。教科書的英語に慣れてい

る私たちにとって、癖のある発音は少々聞き取りにくい。もちろん、それはお互

い様で、余所者たちにもそれぞれに訛りがあり、例えば日本人同士の話す英語は

分かりやすいが、それ以外は耳慣れない為か､これまた聞き取りにくい。見た目で

区別が付かずとも、話す英語で出身の予想が付く所が面白い。 ところで、“Y’all 

Map”をご存知だろうか。地方による言葉の違いを調査し、色で塗り分けた地図の

ことで、同類に日本の「全国アホ・バカ分布図」などがある。“Y’all ”とは、二人

以上のグループに呼びかける言葉で、「よー」と「やー」の中間のような鼻にか

かった言い方をする、まさに南部を代表する表現。全国的には“You guys”を使うの

で、この言葉を使う地域に色付けすると、見事に南部が浮かび上がるのだ。 人生

の半分をここで過ごしてきた息子に、“Y’all”を使うかどうか聞いてみると「Y’all, 

listen up!”」と担任の先生の真似をして、「ぼくは“Guys”だけど」と言った。Cary

住民のほとんどは、おそらく息子と同じく、使わないに違いない。だが、これか

らここで生まれ育って行く「ニュー地元民」はどうだろう。南部の濃いブルーに

染まっていくだろうか。それとも、親の出身国の色を残し、新しいCary訛りを

作っていくだろうか。20年後のY’all Mapがどうなるか、楽しみである。 

 

                      

      

「ふるさとの訛なつかし」“Sweet Southern Talk” ?   

赤い小鳥とブルーな生活 

知識 
      

        
  秋が深まり、寒さ本番の季節までもう少しです。Holiday Seasonを迎え外出

する機会も増えます。そんな疲れた体を癒す「インスタント足湯」をご紹介しま

す。少し大きめ(両足が入る大きさ）のCrock Pot❢ 設定をWarmにして、足首が

浸かるまでお湯を入れます。心身リラックス間違いなしです。 

「Foot Bath」 

/松田せれな：東京都出身 Cary在住 
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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 

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 

Skin Rejuvenationを始めました 

医食同源 
            「秋の食養生法」    

 東洋医学では「秋は乾燥の季節」。五臓六腑の中でも特に乾燥の影響を受けるの

が、「肺」です。中医学でいう「肺」は、肺や気管支などだけではなく、皮膚呼吸

や発汗による体温調整の役目をする皮膚や頭皮も含まれます。「肺」が乾燥して潤

いが失われると免 疫力が低下し、ウイルスや細菌などの侵入を防ぐことができな

くなり、さまざまな症状を引き起こします。乾燥の秋によく見られるのが、風邪を

引きやすくなる他、肌荒れ、髪の毛のパサつき、肌のかゆみ、空咳や喉の痛みなど

の症状が現われやすくなります。特に、夏の疲れが残っている人は要注意です。夏

の暑さによる疲れや、冷たい物のとりすぎや不摂生な食生活等による胃腸の不調、

睡眠不足などで、体力が落ちている人が多いため、健康な人でも体調をくずしがち

です。    

乾燥から身を守り、免疫力を高めるには、秋が旬の食べ物が役に立ちます。銀

杏やゆりの根、キノコ、梨、カボチャなどは、肺を潤す食べ物、免疫力を高める働

きがあります。風邪の特効薬の梨は、咳やのどの炎症を鎮める作用の他、消化を促

進する分解酵素があるので、食後のデザートにおすすめ。ゆりの根には滋養強壮作

用があります。粘膜を守る、免疫力を高めるほか、風邪や肌荒れなどにも効果的。 

季節の病気は季節の食べ物で予防、改善するのが、中医学の基本です。 

    /武耕：北京中医薬大学医学部卒業 中医師 北京出身 Chapel Hill在住  

日米交流会からのお知らせ 

日米文化交流会は、トライアングルエリアに住んでいる日本人とアメリカ人が、お

互いの文化交流をするための橋渡しになれば…と、1982年にローリーにあるファー

ストバプテスト教会で始まりました。9月から4月にかけて月2回ほど、様々なプロ

グラムを用意して楽しいひと時を過ごしています。今年は、毎年恒例となっている

感謝祭ディナーやクリスマスパーティー、アメリカ人によるお料理講習の他、Jack

-O'-Lantern作成やチャペルヒルにある植物園見学などもあります。日程など年間

プログラムは、「さんかく横丁」にも掲載されています。通訳や託児、必要な方へ

は送迎もしますので、興味のある方は是非参加してみませんか。 

連絡先: arai.yukaru@hotmail.com 

mailto:arai.yukaru@hotmail.com
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NCの海辺からこんにちは❢ 
     

  

                   

 読者のみなさん、ジャクソンビルからこんにちわ。炎天下の真夏の天候も落ち

着き、曇ったり晴れたりの釣りバカにとってはたまらない季節がやってきまし

た。とはいっても、地球温暖化で釣れる魚の季節がずれているとのこと。通常

ノースカロライナ沿岸では、９月の半ばから１１月半ばにかけて、南からヒラメ

が戻ってくる時期です。今年こそはヒラメを自分で（ひと月前ほど同行した人が

釣ったのをもらって刺身にしました。）釣り上げたいものです。 

 さて、今回はノースカロライナ沿岸で釣りをする際に必要なライセンスについ

てちょっと気が付いたことがありますのでご紹介します。ノースカロライナ沿岸

の地形を見ますと、日本や西海岸と違って沿岸部から州の中心ぐらいまで広大な

平野です。一度沿岸部に住んでしまうと、山ははるか数百マイル先になってしま

います。沿岸に面する平野部が広いということは、そこに流れ込む川も河口部で

はかなり広く海と川の高度差が激しくないので、潮の満ち引きがかなり内陸部ま

で影響するということですね。私がよく出かけるこのジャクソンビルのダウンタ

ウンにある小さなヨットハーバーの周辺では、干潮のときは淡水魚が、満潮の時

にはヒラメも上がるという不思議なところです。そこでライセンスの種類にご注

意です。ノースカロライナでは淡水魚と海水魚ではライセンスが異なります。ラ

イセンスは大抵の釣り具を扱っているお店（スポーツ用品店、ウォールマート、K

マートなど）で取得できますが、ちゃんと説明しないとそのご当地であたりまえ

とされている（たとえばノースカロライナ西部ではお店の人は当然淡水魚のライ

センスとおもいこんでしまいます。）ライセンスを発行され、いざ釣りに出かけ

て環境保安官に指摘されて莫大な罰金ということになってしまいます。ライセン

スを取得するときには淡水魚用か海水魚用か、あるいは両方ということをお店の

人にはっきり伝えましょう。ところで、人から聞いた話ですが、この淡水と海水

のいりまじる環境って、ウナギが育つには最高の環境らしいのです。事実私も１

年ほど前に、いつもの河口部で体調６５センチぐらいの太いウナギを釣ったこと

があります。うーん、食欲の秋、うなぎにヒラメ．．．いいですねえ。 

 

                         

 

                     

 

 

 

/根本：東京出身 ジャクソンビル在住 

  「Fishing License」 
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       幼児期の言語教育 

         ～読み書きの前に必要な事～ 

 
小さいお子様をお持ちの方の中には、早い時期にひらがなの読

み書きを教えた方が良いと考えている方もいると思います。しか

し、小学校のカリキュラムでは文字の勉強は書き順、形などを含

め、入学後にきちんと学校側が指導したいと考えているようで

す。幼児期には読み書き以上に、しっかり話が聞けて自分で考

え、その事を相手に伝える力が重要となります。小学校受験で

も、ペーパーに問題文を掲載するのではなく、先生が口で(または音源で)読み出題

します。つまりひらがなの読み書きを幼児には特に求めていないということです。

これには読み書き以前の「理解力」や「読解力」が関係しています。あるご家庭の

お母様が「うちの子供は自分で本が読めるから楽なの」と言っていた事がありまし

た。しかし幼児がスラスラ本を読めるからといって、肝心な内容はほとんどの場

合、理解出来ていません。 

 例えば、一人で本をスラスラ読めるＡちゃんと、家族から読み聞かせをして貰っ

ているＢちゃんがいたとします。将来、本の内容を理解し、読解力がつく子供に成

長するのはＢちゃんです。Ａちゃんはまだ字を覚えたての幼児です。読むことに一

生懸命になり、字を追いかけるだけで終わってしまうのです。それに比べてＢちゃ

んは絵を見ながら読んでもらうことにより、耳から文章を聞きながら想像力を膨ら

ませ、聞きながら悲しい気持ちや楽しい気持ちを感じたりする余裕があります。 

 忙しい時にはつい「一人で読んで」と言いがちです。確かにそうすれば、親は楽

かもしれません。しかし、小学生になった時に文字だけを追いかける癖がつき、国

語の読解力、文章題の問題に苦労します。読み聞かせをした後は、おもしろかった

ところがどこかや内容を子供に質問してみるのも良いかと思います。本は様様な知

識を得ることや知らない世界を体験する事ができます。幼児には同じ本を繰り返し

読んでも効果があります。なぜなら、何度も話を聞く事により、更に詳しく話の内

容を理解していくからです。ぜひ幼児期には本を読んであげるようにしてくださ

い。 

               /近野ゆみ：西荻フレンドリー経営 東京都出身 
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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 

 

      
 
 

 最近観た“おやじの背中”というドラマの第３話で、聞こえな

い事と補聴器の事がでてきました。西田敏行さん扮する会社社長と部下、家族と

のやり取りです。奥さんや部下が大声で話すと、‘何でそんな大声を出すのか’

‘何で怒っているのか？’と言い、従業員が挨拶すると‘声が小さい’といって

何度も挨拶をさせる。 等々、聞こえない事のやり取りが多く入っていました。

また補聴器の話も。友人は４０万円、自身は７５万円のものを勧められたと。 

 聞こえない事による会話のやり取りの事をお話しする時にいつも思い出す事が

あります。日本に住んでいた頃、隣の家族は喧嘩が絶えませんでした。いつも喧

嘩腰で会話をしていました。とても大きな声で近所でも評判でした。家族は大声

で話していて、時には叫んでもいました。今考えてみるとご主人には難聴があっ

て、聞こえないから、大声になってしまっていたのです。補聴器など薦める人も

いなかったのでしょうね。日本は年をとると聞こえなくなるのが当たり前。それ

をどうかしようとする事もなかったのでしょう。 

 もう一つの例は、私の姉です。私の姉は１０代ごろから聞こえに問題があるよ

うでした。姉はいつも大声で話していて、母からそんなに大声で話さなくても分

かるからとよく言われていました。私がオーディオロジーを勉強し始めてから、

姉に耳の検査を薦めてみました。丁度 耳鼻咽喉科の先端をいっていた病院が姉

の家から近かったので早速行ったのですが、その結果、何と片方の耳の鼓膜に小

さな穴が開いていたのです。小さい穴ですと軽度難聴位です。もう片方の耳が正

常ですから、日常に差し支えなかったのですが自分の声もやや小さくなりますか

ら、どうしても大声になってしまっていたのですね。日本は聞こえに関しての理

解ははるかに遅れていました。１９８０年の中ごろ、日本から来ていたお医者さ

んに私の勉強している事を話し、日本でも働けたらと言ったところ ３０年 早

いと言われてしまいました。まあ、最近ではインターネットの普及につれて日本

でも聞こえ、難聴に関する事も多く取り上げられているようですが。 

 “聞こえ”の低下は本人、それに周囲の人にストレスを与えます。“聞こえて

いない”の兆候がある場合はできるだけ早めにオーディオロジストにご相談くだ

さい。次回は補聴器の価格についてお話ししましょう。                               

 
/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  
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Men, Women & Children (コメディー、ドラマ、ロマンス) R、10/10公開 

インターネットに支配される生活で変わってしまった高校生と親との関係。現代の

ネット社会がもたらしたものは、果たして幸せなのか、それとも悲劇なのか。 

 

Annabelle (ホラー、スリラー) R、10/17公開 

身重の妻ミアの新しいコレクションになるはずだったアンティーク人形の「アナベ

ル」。しかし、それは呪われた人形だった。ホラー好きにはたまらない作品。 

 

Addicted (ドラマ) R、10/10公開 

素敵な夫とかわいい子供に恵まれ仕事でも成功しているゾーイが、はまり込んでし

まった欲望の渦。危険すぎる不倫の先にあるものは？セクシーな大人の映画。 

 

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (コメディー) 

PG、10/10公開 

ディズニーによる家族コメディー。11歳のアレクサンダーは、これまでの人生で最

悪の一日を経験。しかし、そういうことは自分だけにあるんじゃないと知る。 

 

Dracula Untold (アクション、冒険、IMAX) PG13、10/10公開 

吸血鬼として知られるドラキュラは、なぜドラキュラになったのか。トルコ皇帝の

無謀な要求から国と家族を守るため、自らを犠牲にして吸血鬼になった王子。 

 

The Judge (コメディー、ドラマ) R、10/10公開 

弁護士のハンクは久ぶりに実家の父に会いに行ったが、父は殺人の容疑をかけられ

ていた。真実を解き明かす過程で、疎遠だった家族との絆を取り戻していく。 

 

One Chance (伝記、コメディー、ドラマ) PG13、10/10公開 

昼間は冴えない店員、夜はアマチュアのオペラシンガーをやっていたポール・ポッ

ツが、英国の勝ち抜きオーディション番組でチャンスを掴む実話を映画化。 

 

St. Vincent (コメディー、ドラマ) PG13、10/24公開 

シングルマザーのマギーは12歳の息子と新しい家に引っ越す。隣に住んでいたのは

退職した酒好きなビンセント。仕事に出るマギーは彼に息子を預けることに。 

 

The Best Of Me (ドラマ) PG13、10/17公開 

NC在住の泣かせる作家、ニコラス・スパークスの新しい作品。20年前に恋人同士

だった2人が、共通の友達の葬式で再会。ハンカチ持参で見る必要がありそう。 

昼間は暖かくても、朝晩の冷え込みにドキッとするほど秋を感じ

るようになりました。秋といえば･･･ハロウィーンに感謝祭。

ちょっと楽しいイベントが待っています。この時期は、ホラーや

スリラー、そしてコメディーが多いのが特徴の映画界。シネマ館に全部は紹介し

ていませんが、怖いもの見たさ、話題作りに、いつもは見ない種類の映画を見る

のもいいかもしれません。映画の魅力のひとつは、現実にはありえないことを

バーチャルに体験できることです。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター 
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The Book Of Life (コメディー、アニメ) PG、10/17公開 

メキシコ流ハロウィーンのファンタジーアニメ。闘牛士になって欲しいという親の

期待と、自分のギタリストになりたいという夢と、GFとの狭間で揺れる青年。 

 

Fury (アクション、ドラマ) PG、10/17公開 

ブラッド・ピット（ワーダディー役）主演の戦争アクション。第二次世界大戦の末

期、ナチスを追い詰め戦車で特攻。クリント・イーストウッドの息子も出演。 

 

Ouija (超自然スリラー) PG13、10/24公開 

ハロウィーンに向けたオカルト映画。友達同士のグループが、Ouija Board（こっ

くりさんのようなもの）を使って古い霊を呼び出し話をしようと試みる。 

 

Saw (ホラー、スリラー) R、10/31公開 

Sawシリーズ10周年を記念してハロウィーンの1週間のみ公開するサイコスリラー。

部屋に閉じ込められた男性2人はテープにあるメッセージの黒幕を探る。 

 

Interstellar (SF) NR、11/7公開 

2006年から構想されていたSF。地球が荒廃し、人類は新しい星を探すこと以外に未

来を見いだせなくなった。宇宙に臨むスペースチームにアン・ハサウェイ等。 

 

On Any Sunday, The Next Chapter (ドキュメンタリー) PG、11/7公開 

モーターサイクル（バイク）の魅力をあらゆる角度から映し出す。世界中で乗られ

ているこの二輪車は、人を乗せ、移動させ、楽しませ、興奮させ、魅了する。 

 

Dumb And Dumber To (コメディー) PG13、11/14公開 

ロイド（ジム・キャリー）とハリー（ジェフ・ダニエル）のコンビによるハチャメ

チャコメディー。ハリーは自分に子供がいることを知り、その子を探す旅に。 

 

The Hunger Games: Mockingjay 1 (アクション、ドラマ、SR) PG13、11/21公開 

ハンガー・ゲーム第三部。ハネム地区がキャピタルに反乱し、戦争が拡大していく

中、カットニス（ジェニファー・ロレンス）は自分の取るべき行動を考える。 

 

Penguins Of Madagascar (アニメ、コメディー、3D) NR、11/26公開 

ドリームワークスのペンギン達が帰ってくる！4羽のペンギン、スキッパー、コワ

ルスキー、リコ、プライベートは狐のスパイ、ノース・ウィンドと手を組む。 
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 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 
  

919-949-1875 日本語 
919-596-6185 English 
www.angelrosesflorist.com 

 

Hearing, Tinnitus, Hearing Aid  
                  

Mieko Tanaka, Au.D 
Doctor of Audiology/オーディオロジスト 

 

Cary   919-480-6080 
 www.ilovetohear.com 

 
Family 

Hearing Care 

第12回NC州高校生日本語スピーチコンテスト 
 

 ―アメリカ人高校生が考える日本、アメリカ、そして世界！― 

 

4月19日（土）にUNCのFedEx Global Education Centerにて第12回NC州高校生日本

語スピーチコンテストが開催され、レベル1~４（学習歴1~4年）の部において、日

本語を学ぶアメリカ人高校生らのこれまでの学習の成果が発表されました。本誌の

ご厚意により、前号のレベル2優勝者のスピーチに引き続き、レベル4の優勝者のス

ピーチを紹介させていただきます。 

 来年春に開催予定の第13回NC州高校生日本語スピーチコンテストにおきまして

は、会場にて高校生らの熱い思いを聴いていただけましたら至極幸いです。 

（コンテスト運営会） 

 

   日本語クラスの大切さ “The Importance of Japanese Class”  
 

 去年、ノースカロライナの州の立法機関は、たくさんの教育の法律を定めまし

た。予算の削減の法も定めました。それから、人数の少ない学校の授業の廃止も決

めました。チャペルヒルとカーボロ市の学校の学区の教育委員会は、小さいクラス

を除くことを話し合いました。小さいクラスとは、二十五人より少ないクラスで

す。そして去年、いくつかの日本語のクラスは、廃止されました。 

 

 私はチャペルヒル高校の日本語のクラスの生徒です。高校の一年生の時、私は日

本語の勉強を始めました。たいてい、日本語のクラスは小さいですが、いつも生徒

はおもしろくて、頭がよかったです。去年、私たちは教育委員会の決定を知りませ

んでした。お金と予算は大切ですが、国際関係と日本語を勉強することが、いちば

ん大切だと思います。 

 

 親と生徒たちは、教育委員会に手紙を送りました。手紙は日本語クラスの大切さ

についてです。そして、最後にチャペルヒル高校とイーストチャペルヒル高校のク

ラスは維持されました。でも、カーボロ高校はもう、日本語のクラスがありませ

ん。ですが、カーボロ高校は「グローバルフォーカス」の学校ですから、私は意味

がわかりません。しかし、私たちは、まだ運が良いです。日本語のクラスは、存続

されました。 
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 でも、私たちは将来を考えなければなりません。映画「ハ

リー・ポッター」の登場人物アルバス・ダンブルドーアは、「友

情の絆は一番大切なこと」と言いました。今、それを確信してい

ます。世界はいつも進歩します。私たちはいつもほかの人々とコ

ミュニケートします。ほかの国と外国人との関係は、とても大切

です。だから、違う人々とコミュニケーションをとらなければな

りません。 

 

 チャペルヒル・カーボロ地区の授業で、日本語のクラスが、いちばんいいと思い

ます。日本語のクラスのサイズは小さいですが、生徒の授業への気持ちは本物で

す。日本語のクラスをとる生徒は、本当に日本語がとりたいです。日本語の生徒

は、漢字と文法を勉強できるし、日本の文化についてならえるし、先輩と話せる

し、留学プログラムができるし、生徒はたくさん学べます。この学ぶことは、教育

と生活の本質です。 

 

 私たちは運が良いですから、まだ日本語のクラスがあります。でも、私たちは日

本語のクラスの大切さを説明し続けます。たくさん日本語のクラスがあり、州と学

区が日本語のプログラムを支持するのが、私の理想です。もし州政府がプログラム

を支持しないならば、私たちのクラスは、成り立たないでしょう。チャペルヒル・

カーボロ地区の生徒は、日本語の勉強を続けなくてはいけません。 

 

 私たちの日本語を通しての絆は、本物です。 

 

          Chapel Hill High School / オービット ネル(Nell Ovitt)  
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鎌倉風水館 
 

 

 
 

★ 風水と観葉植物 ★★ 
 

こんにちは。鎌倉風水館の光龍です。実りの秋、過ごしやすい時期です。小さい

ころ稲刈りで、田んぼで弁当を皆で食べたのを思い出しました。おにぎりくらいで

したが、なぜかおいしかったです。 

 

★黄金比と白銀比 ★★ 

 黄金比は縦横の長さの割合が１対１．６１８のことを言います。自然界ではこの

比率で構成されているものが多くあります。よく知られているものに、オーム貝の

巻きの割合が黄金比です。さらに、ひまわりの種、松かさ、バラの花、なども黄金

比で成り立っています。人工物ではギリシャのパルテノン神殿、ピラミッドなどが

黄金比で作られています。ミロのビーナスのおへそから頭とおへそから下までの比

率も黄金比です。西洋ではこのように黄金比が良く使われています。見る人に安心

感、安定感、を与える比率です。 

 

 日本では白銀比と呼ばれる割合があります。どうやらこちらの比率のほうが日本

では好まれるようです。１対１．４１４（√２）この比率も安定した気をもたらし

ます。法隆寺の五重塔の一番上の屋根と五番目の屋根、法隆寺の屋根と床、ドラえ

もん、キティちゃん、トトロ、クレヨンしんちゃんなどのアニメの主役達の頭と胴

体の比率も白銀比です。ノートやコピー用紙のＡ３，Ａ４，Ａ５なども縦横は白銀

比です。 

 

 黄金比がヨーロッパで好まれ、白銀比が日本で好まれるとは、なかなかおもしろ

いです。美的感覚の違いなのでしょうか。どちらも気を安定させる比率です。風水

的には黄金比が陽的、白銀比が陰的といえるでしょう。さて、あなたの周りには黄

金比が多いですか、白銀比が多いですか？ 

 

★風水チェック★ 

今月は風呂場の風水です。下記は愛情運だけでなく健康にも影響が出ます。   
１．風呂場が北東（鬼門）にある 

２．風呂場のドアと玄関のドアが向かい合っている 

３．風呂場と部屋のドアが向かい合っている 

４．風呂場が汚れている、カビが生えている 

５．風呂場のシャンプなどが散らばっている 

６．風呂場の排水溝から臭いがする 

 

★新月の風水★ 

9月24日15時11分からです。できれば８時間以内に、そうでなければ４８時間以内

にお願いしましょう。  

 
            /光龍：鎌倉風水館 島根県出身 神奈川在住  
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Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

Chapel Hill、 NC 27517 
Phone: (919)215-4665 

yoko.amano@realtytriangle.com 
 

不動産関係、Relocationのプロ

フェッショナル。25年以上の経験

と知識を生かしたアドバイスで 

アメリカ生活安心スタート！ 
http://www.realtytriangle.com/

index.shtml 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

 

 日本全国をお得に旅行できる方法をご存知ですか。答えはJRパス(Japan Rail 

Pass)を利用すること。日本は公共交通機関の料金がかなり高額です。そこで大活

躍するのが、JRパス。利用期間を7・14・21日の中から選び、その期間内は日本全

国JRグループ各社の運行する鉄道・路線バスなどが乗り降り自由で利用できます。

もちろん新幹線もご利用可。(※一部利用できない列車あり)関西はもちろん、四

国、九州、北陸、北海道まで、日本全国へ旅行が可能です。 

 

 JRパスを利用して元を取れる距離は？という質問をよくいただきます。 

参考までに、パス7日間普通車の料金は29,110円(実際のお支払いはその時の換算

レートのUSドル)。目安として成田空港--（成田エクスプレス）--東京、 東京--

（新幹線）--京都だと通常価格は32,840円。ということで、成田空港から京都まで

の往復をするだけで元が取れるということになります。東京駅から利用の場合は、

単純往復で姫路まで新幹線で移動した場合通常料金30,880円ですので元が取れま

す。単純往復でしか利用しない！という場合は姫路よりも手前までの旅行だと特別

安いわけではありませんが、途中下車したり他都市へ移動された場合は断然お得で

す。パスは日本以外のパスポート保持者及び海外での永住権を持っている方に購入

いただけます。日本国内では購入することの出来ない、海外居住者限定のお得なパ

ス。旅行前に是非お買い求めください。 

 

 種類 グリーン車 普通車 

区分 大人 子供 大人 子供 

7日間 38,880円 19,440円 29,110円 14,550円 

14日間 62,950円 31,470円 46,390円 23,190円 

21日間 81,870円 40,930円 59,350円 29,670円 
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クランチ-ピーナッツバター 
 

アメリカで「PJ」と言えば、「ピーナッツバター&ジャム」。現

地の子供たちに人気高いランチメニューの一つです。パンに塗っ

たり、お料理の調味料として使用できる手軽な食材です。炭水化

物が豊富で、2型糖尿病、がん予防、心臓にも良いと期待される

食材で、ピーナッツバターをおやつ代わりに食べている人は太り

難いという研究結果が出ています。 

 

お料理にBest#1：Crazy Richard’s 

    ローストした香りが強く香ばしく、粒がたくさん入っています。 

あえ物、バンバンジーのたれ等お料理の食材としてお勧め。 

 

パンに塗るのにBest#1:JIF 

甘さとしょっぱさがバランスよく万人向け。栄養のバランスも良

い。分離してなくて、硬いのでパンに塗りやすいです。子供にも食

べやすく、ナッツ好きには欠かせない一品です。 

*美味しいもの探偵団では、皆様からの試食品リクエストをお待ちしております。 

探
偵
団 

おいしいもの 

 

 
         

     「ハロウィンに！“かぼちゃのプチモンブラン”」 
 

（材料） ビスケット（ハードタイプで直径 5ｃｍ位）・・12 枚くらい  

かぼちゃ ・・300g 砂糖 ・・20g ﾊﾞﾀｰ ・・20g 生クリーム・・100 ㏄  

砂糖 ・・10ｇ 粉砂糖（あれば）・・少々 

 （作り方） 

１． かぼちゃを一口大に切ってポリ袋に入れて、水を少しふりかけ、電子レンジに８分かけ

る。 

２． 生クリームに砂糖を加え、ホイップクリームを作る。 

３． １のかぼちゃを熱いうちに裏ごし、砂糖、バター、２のホイップクリームの半量を加え

てなめらかなクリームにする。 

４． ビスケットの上に、ホイップクリームを少し絞り、その上にモンブラン口金を つけて

かぼちゃクリームを絞る。粉砂糖をふりかけて出来上がり。 

    ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 
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      ごちそうさまぁ～！ 
 

 

 

       

             

鶏胸肉-1枚 リンゴ-1個 セロリ-半本  

クルミ又はピーカン-1/8カップ  

ドライクランベリー-1/8カップ  

アップルサイダー-2TB 塩、コショウ-少々 

マヨネーズ(アメリカ製)-お好み        

注)計量カップはアメリカサイズをご利用ください。 

 

1．鶏肉を、食べ易い大きさに切り蒸す（GrillでもOK） 

2．リンゴ、セロリを、鶏肉より少し小さめのサイズに切る。 

3．クルミ、または、ピーカンを5ミリ程のサイズに切る。 

4．1～3をボールに入れ混ぜ、マヨネーズ、塩、コショウを加える。 

5．最後にアップルサイダーを加えて味を調える。 

 

レタス等のグリーンリーフを下にひいて、その上に盛り付けするとサ

ラダが引き立ちます。 

 

薬膳教室 
 

食品と薬品は本来同じものであり、滋養強壮や病気の治療を目的にし

た食事が薬膳です。この教室は食品と生薬の詳しい薬効を学習しなが

ら、家庭で手軽に作れる薬膳をご紹介します。 

11月テーマ：貧血に利く中華和え物等/12月テーマ：美肌作用がある中華風蒸し魚 
場所：自宅（Chapel Hill）費用：お一人20ドル（二人から） 

お申し込み：919-636-3617 wugeng2002jp@yahoo.co.jp  

「チキンサラダ」 

mailto:wugeng2002jp@yahoo.co.jp
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  「The Crunkleton」 
 320 W Franklin St, Chapel Hill 

               NC 27516  

        (919) 969-1125  
           www.thecrunkleton.com 

          営業時間: 毎日 4pm-2am 

 

「クランクルトン」は、UNC-Chapel Hillの中心部Franklin 

Streetに位置するクラシックで落ち着いたバーです。何故かここ

だけ時間が止まったような空間を感じます。オーナーGaryさんの

語りは、深い味わいがあり、聞いていてホッとする中に笑いが秘められていま

す。不思議なのは、全く知らない隣に座ったお客さんと長年の友人だったような

会話が始まる事。「クランクルトン」独自のカクテルはお勧めです。また、飲み

物が決められない場合、どんなフレイバーが好みかを相談するとオリジナルの飲

み物を作ってくれます。世界中から集められた200種以上のお酒が並ぶ棚には、日

本のニッカウヰスキー“響”“山崎12年”“山崎18年”“白水”の顔も見られま

す。ちょっと会費がお高いですが、11月7日、7時半よりお寿司と日本のウイス

キーのTastingが開催。一時の日本をお楽しみください。 

OASIS BEAUTY BOUTIQUE
CREEDMOOR COMMONS
6511 CREEDMOOR RD, STE 101 
RALEIGH, NC
(JUST NORTH OF LYNN RD)

てるこ (Terri) - Stylist

(919) 525-1456
hairbyteruko@gmail.com

ご予約はいつでも出来ます
日本語でお気軽にどうぞ。

www.hairbyteruko.comHAIR
SALON

予約制

NEW LOCATION!!!
新店舗

 

javascript:void(0)
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こんなとき、どう言うの？ 

 

 

  

 

         

秋に使える表現一覧 
 
*This is the season when the leaves turn red. 

「紅葉の季節がやってきました。」 

 

*Fall season deepens. 

「秋が深まる。」 

 

*NC has many places that are famous for colorful leaves. 

「NCには、紅葉を楽しむ場所が沢山あります。」 

 

*The atmosphere is clear blue all the way to the sky. 

「秋バラが空いっぱいに広がってます。」 

 

*Autumn is the season for good appetite, harvest, reading and the arts. 

「秋は食欲の秋、実りの秋、読書の秋、そして芸術の秋です。」 

 

*The image of fallen leave has been used as a motif in countless  

poems, painting and children's songs. 

「落ち葉はいろいろな詩、絵画、童謡の題材として使われます。」 

「Iron Out」 
 

秋はスポーツの秋❢外で泥んこになって、白物の汚れがな

かなか落ちないなんて経験はありませんか？そんな時の力強い見方が

「Iron Out 」です。どんな強烈な汚れも綺麗に落としてくれます。5

分ほど汚れ物をお湯に混ぜたIron Outに浸して洗濯機で洗うだけ。

Walmart、Food Lion等の家庭用品セクションに置いてあります。 

知識 
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Greensboro, Winston Salem地区のイベント 

1)Autum Leaves Festival 

日時：10月10日～12日  

場所：Mount Airy 

地元のミュージシャンによる生バンドのショー（特にブルーグラスやゴスペル

音楽）や手工芸品、食べ物の出店が豊富。入場無料。ペット禁止 

http://  www.autumnleavesfestival.com/ncfallfestival.aspx 

2)Carolina Balloon Fest 

日時：10月17日～19日  

場所：Statesville 

色とりどりのホットエアバルーンを間近で見るのは圧巻。入場料は$5から。別

料金で試乗も可。www.carolinaballoonfest.com 

3)Lexington Barbecue Festival 

日時：10月25日（土） 

場所：Lexington 

数々のお店が得意のバーベキューを出しています。また複数の屋外特設ステー

ジではライブの音楽が楽しめます。出店・手工芸品等もたくさんあり。入場無

料。指定駐車場からバス送迎。barbecuefestival.com 

4)Festival of Lights 

日時：11月22日～1月1日 

場所：Tanglewood Park Clemmons 

たくさんのクリスマスライトの下を車でゆっくり見て回ります。途中にはギフ

トショップや焼きマシュマロを食べるところあり。$15から 

http://www.forsyth.cc/Parks/Tanglewood/fol/  

5)Old Salem Holiday Open House 

日時：11月9日 (日曜日） 

場所：Old Salem, Winston-Salem 

無料で各種の昔の生活様式や職業の実演を見ることができます。ピアノ・コン

サート、料理の試食、その他様々な観客参加型のイベントです。 

http://www.oldsalem.org/retail-open-house.html 

Junko Gilbert, CPA, PLLC 
149 Whitehead Dr. 
Advance, NC 27006-7626   

E-mail: junkogilbert@gmail.com 
TEL:   336-813-6042 
Winston-Salemの近くです 

Junko Gilbert, CPA 
 

順子ギルバート 

所得税申告、自営業の経理、その他税務会計一般 
日本語でお気軽にご連絡ください 

 

トライアッド かわら版    Triad   Triad   Triad   Triad  

http://www.forsyth.cc/Parks/Tanglewood/fol/
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

    Positano Italian Restaurant 
 
    2605 Lawndale Dr. Greensboro, NC 

(336)288-4900 

        11:00 am-10:00 pm (Mon-Thu) 

               11:00 am-11:00 am (Fri) 11:00 am-12:00 am (Sat) 

 

お勧めはChicken Marsalaです。肉がとても柔らかくフォークで簡単にちぎる事が

出来ます。また1/2チキンのハーブ焼き(1/2 Rotisserie Chicken)はハーブの香り

で鶏肉の臭みが消されていてナイフで切るとみずみずしい鶏肉の肉汁が出て来て食

欲を更にそそります。パスタでは具とパスタの種類が選べるCreate your ownと言

うメニューもあります。他のイタリアンレストランに比べると、どの料理を食べて

もここは万遍無く美味しいです。サラダは何時もみずみずしくとても新鮮でここの

ハウスドレッシング(Italian)と一緒に頂くのが最高です。ドレッシングは他のレ

ストランに無い種類のドレッシング(light ranch, sun-dried tomato vinai-

grette, chianti-basil vinaigrette, and roasted pepper and garlic)があるの

でハウスだけで無く他のドレッシングもお試し下さい。お値段はランチ約$8.00-

14.00、ディナー約$12.00-20.00です。サラダがメインディッシュに付いて来ない

ので別料金となります。 

                    /NCちーちゃん：東京出身 Jamestown在住 

 

 

6)The Polar Express train ride 

日時：11月28日～12月22日 

場所：NC Transportation Museum in Spencer 

ヒット映画を真似て子どもたちが楽しめるようにしたクリスマスをテーマに

した機関車ライドです。大人の乗車券は$30から。http://www.nctrans.org/

Events/THE-POLAR-EXPRESS-™-TRAIN-RIDE.aspx 

ハロウィーン関連の行事  

WOODS OF TERROR     

日時: Oct 3-Nov 8, 2014 6pm~ 

場所: Woods of Terror, 5601 N. Church St. Greensboro NC  

電話: 286-9396 

Website: www.woodsofterror.com 

費用: $18 at the door 

   *Triad地区で一番怖いお化け屋敷です。あなたも体験しませんか？ 

 

KERSEY VALLEY SPOOKY WOODS     
日時: Oct 3-Nov 8, 2014 8pm～ 

場所: , 1615 Kersey Valley Road, Archdale, NC  

Website: spookywoods.com 

費用: $13-$99 

   *スリル満点で、夜寝れないかも❢ 

tel:%28336%29288-4900
http://www.woodsofterror.com/
http://spookywoods.com/
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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/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

賃貸物件:3BR+ボーナス 1Car Garage、Cary 日当たり最高 徒歩圏内にハリス

ティーター等のショッピングセンター有 sales@realtytriangle.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——– 

ハウスクリーニング:水回り専門のハウスクリーニング。しつこい水垢、油汚れ

でお困りの方は是非お問い合わせください。tnagatomo@nc.rr.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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
Babysitter急募：週3～4日、3時間。小学生二人のBabysitterを探しています。

運転免許必。子供好きな人求む。shigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

翻訳業務請負：米国政府関係提出書類（SNN／Visa申請、 Notary public含む)か

ら契約書翻訳、ビジネス、技術翻訳サービス提供  sales@realtytriangle.com  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
寿司シェフ募集：経験者優遇 未経験者トレーニング可 健康保険、ビザサポー

ト有り 勤務地、NC SC GA Fayetteville Miyabi Inc 早乙女迄 

miyabifay@ncrrbiz.com 又は910-864-5987  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

帰国安心パッケージ：帰国後の代行サービス、家賃/Utilities Deposit を銀行

口座に入金、送金代行、銀行口座解約、郵便物を日本の住所に転送。 

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。情報交換の場

としてお気軽にお問い合わせくださ

い。 

E-mail: Sankakuyokocho@outlook.com 

 

Hair Artist 

Michelle Salon 
at   

North Hill Mall 

予約 

(919)782-3436 

(919)605-4892 日本語 

mailto:sales@realtytriangle.com
mailto:sales@realtytriangle.com
mailto:miyabifay@ncrrbiz.com
tel:910-864-5987
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    コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

10/8-19 The Phantom of the Opera（ミュージカル） Raleigh Little Theatre 

10/14-19 “A Chorus Line”（ミュージカル） Walnut Creek Amphitheatre 

10/17 At the Oscars/Star Wars  by NC Symphony PNC Arena 

10/23-25 Tchaikovsky's First Piano Concerto/ NC Symphony Moorefields Estate 

10/29 Susan Boyle （コンサート） DPAC 

11/2 Phillip Phillips  （コンサート） Red Hat Amphitheater- Raleigh 

11/6,7 Curlew River （教会オペラ版:能楽｢隅田川｣） DPAC 

11/9 Jeff Dunham “Disorderly Conduct” tour（腹話術) Red Hat Amphitheater- Raleigh 

11/16 Chris Botti/ Trumpeter  （コンサート） Moore Square- Raleigh 

11/21-22 Brandenburg and Brahms/NC Symphony DPAC 

11/28-29 Holiday Pops Special Concert/NC Symphony Red Hat Amphitheater- Raleigh 

12/2 Mannheim Steamrolle（クリスマスコンサ-ト） DECPA 

12/5,6 Handel's Messiah/NC Symphony  

    ファミリー/子供向けイベント 

10/16-26 N.C. State Fair Harris Lake County Park 

10/31 Halloween Carnival/Pumpkin Carving contest Red Hat Amphitheater- Raleigh 

11/1 Phantoms of the Orchestra DECPA 

11/1 Downtown Chili Cook-Off Duke Homestead 

11/1 Scarecrow Festival (Come build a scarecrow!) Raleigh Convention Center 

11/8 Yo Gabba Gabba! Live! Music Is Awesome!  City Park- Burlington 

11/18-23 Rodgers + Hammerstein's Cinderella City Center-Downtown Durham 

11/22 70th Annual WRAL Raleigh Christmas Parade Asheboro Zoo 

11/28-12/24 Rudolph the Red-Nosed Reindeer Museum of Life + Science 

11/28-30 Carolina Ballet's  “The Nutcracker” Duke Garden 

12/6,7 “The Nutcracker” -Carolina Ballet Downtown Chapel Hill 

12/6 Sleigh Rides and Cider NC State Fairgrounds 

12/9-14 “Annie”  （ミュージカル） DPAC 

12/10-15 Disney On Ice presents “Frozen”  PNC Arena 

    その他イベント 

10/18 Art It Up! Hillsborough Street (Fall Arts Fair） Hillsborough St./Raleigh 

10/19 Triangle  (vegan dishes and more) Carolina Pines Park/Raleigh 

10/25,26 Voices from the Grave Old Chapel Hill Cemetery 

10/31 Homegrown Halloween Franklin Street / Chapel Hill 

11/2 Raleigh City of Oaks Marathon NC State University Bell Tower 

11/22 19th Annual American Indian Celebration NC Museum of History 

12/4 Birds and Squirrels at Your Feeder NCｍBotanical Garden 

日本人関連イベント 

10/24 かぼちゃランタン作り(子供同伴可） First Baptist Church/Raleigh 

10/25 中秋の名月夜茶会 Duke Garden 

11/8 Dancing Leaves Tea Duke Garden 

11/14 感謝祭ディナー(講習と試食）(子供同伴可） First Baptist Church/Raleigh 

12/5 Holiday クラフト作り First Baptist Church/Raleigh 

10-12月 トライアングルの イベント・スケジュール 

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center 
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ローリー日本語補習校 

 先生を募集中 
毎週土曜日、教える教科は国語と算数（数学）です。特に教員免許は必要では

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皆さんを歓迎し

ます。詳しくは折り込みのチラシおよび、学校ホームページをご覧ください。   

＜電話＞事務局９１９－７８７－１３００ 校長９１９－３８９－９７８０ 

 

Today  Asia Market 

日本、中国、韓国など高品質な食材をリーズナブルな値段で提供し

ています。商品陳列のきれいさとゆったりした気分でお買い物がで

きるところが魅力。 この広告を持参でお越しのお客様には現金払い

で5%Offクレジットカードは3%Offにさせて戴きます。 

(Family Operated Business)  
1207 Kildaire Farm Rd. Cary NC/919-380-0588/Sun-Mon 9:30am-8:00pm 
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連絡先：第28回Lady’s Clubは

アメリカの雑誌に紹介されて

いるMama Dipsでハッシュパ

ピー、フライドグリ－ントマ

ト、ガンボスープ、チキンダ

ンプリング、フライドキャッ

トフィッシュ、チキン&グレ

イビーソースなどの「南部料

理」を堪能しました。南部に

住む人のソールフード。どの

メニューも“おふくろの味”

がたっぷりで、気分はすっか

り南部。次回のLady’s Clubは

11月7日を予定しています。

おもしろい企画を考えており

ますので決まり次第、メン

バーの方にEmailをお送りま

す。Nonmemberの方は日本人

会掲示板でご紹介しますので

是非ご参加くださいませね。 

連絡先： 

yaratake@email.unc.edu  

  * 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 

   Sankakuyokocho@outlook.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」 2014年10/11月第40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 

  編集発行人： 天野陽子   

  1340 Environ Way Chapel Hill, NC 27517   e-mail: Sankakuyokocho@outlook.com 

トライアングル 

LADY’S CLUB 

編集後記 友人の勧めで念願のJuicerをゲット。その日の気分でケール、ニンジ

ン、セロリ、えんどう豆、ブロッコリー、レモン、リンゴ、オレンジ等を混ぜて作

ります。Juiceになるまでの過程が観察できなかなか面白い。何故か絞り出

した後のスカスカな「かす」の部分を見ると、ホッとして懐かしく労わりた

くなるのは、まるで我が身を見ているようだからだろうか。。。。。。yoko 

 



 

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。 

★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。 

 
 

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)  

 

tel:%28336%29218-8008
tel:%28919%29232-2288

