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Hot News!!
＜税金申告の義務＞
*申告が必要となるのは、総所得が独身者は$10,150以上、夫婦合算$20,300、
世帯主$13,050です。60歳以上の場合はそれより$1000以上多くなります。夫
婦別々に申告する場合は、片方の所得が$3,950以上となります。
*自営業収入が$400以上ある場合も申告が必要です。
*ただし、所得が低い場合（特に子供がいる場合）、Earned Income Credit
という税金補助があり、逆に補助金を貰える場合もあるので、所得の金額
にかかわらず申告したほうがお得です。
*無料で税金申告をしてくれるサービス (VITAやAARPなど)もあります。詳細
はGoogle等で検索してみてください。なお、連邦税の無料オンライン申告
はこちら。http://apps.irs.gov/app/freeFile/jsp/index.jsp?ck
＜税金申告時期の詐欺にご注意＞
*IRSから「税金の滞納分（とその利息・罰金）を今すぐ支払え」と言う電話
が来た。＞＞IRSから電話で督促が来る事はありません。必ず手紙で通告が
きます。電話の場合は詐欺です。
*IRSのウェブサイトはwww.irs.govです。ドメインが.comや.netや.orgではあ
りませんのでご注意ください。
*永住権がない人は、配偶者や子供のためにソーシャルセキュリティナン
バー（SSN）の代わりにITIN（個人納税者ID番号）を申請しますが、その番
号を他の人に使われたりすることがあります。するとIRSやNC州からあなた
の税金申告は間違っている」という連絡が来たり、自分が知らない人の扶養
家族になっていたりすることがあります。身に覚えのない場合は、自分の申
告書類と納税記録を提出して身の潔白を証明する必要があります。
レストランウイーク:毎年２回開催されるレストランウイークが1月
26日から2月1日に開催されました。比較的高級レストランのランチ
が$15、ディナーが$20~$30で楽しめます。決められたセットメ
ニューから、自分の好きな料理を選択できるレストランも有。普段
はなかなか足を運べないレストランでも、この期間なら気軽に挑戦できます。今
回楽しめなかった方は、是非次回(9月頃）挑戦してください。

Junko Gilbert, CPA

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
E-mail: junkogilbert@gmail.com
TEL: 336-813-6042
Winston-Salemの近くです
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Junko Gilbert, CPA, PLLC
149 Whitehead Dr.
Advance, NC 27006-7626

トライアングル日本クラブ便り
=「感動の共用」トライアングル新年会 =
チャペルヒル在住の高校 3年生、江原初奈（にい
な）さんが袖にたすきを掛け、たたみ１畳より大きな書
道紙に挑みました。真っ白な紙にたっぷりと墨をふくま
せた筆で一文字一文字ていねいに書き上げました。周り
をとり囲んだのは着飾った日米のお客様100余名。彼女
が今回選んだ句は、江戸時代の俳人松尾芭蕉が書いた紀
行作品「奥の細道」の序文の一節、「月日は百代（ひゃ
くたい）の過客にして、行かふ年も又旅人なり」。これ
は「月日というものは永遠に旅を続ける旅人のようなも
のであり、来ては去り去っては来る年もまた同じように旅人である」と日々の暮
らしや人生そのものを旅に見立てた有名な句です。全員が息を呑んで見守る中
で、筆の動きにあわせたような絶妙な筝の調べが静かに演奏されて行きました。
書き終わって一息つくかつかないうちに、周りの人々から自然に拍手が湧きあ
がってきたのは当然でしょう。昨年に続いてこの書初めが今回の新年会の幕開け
でした。
それに続いたのがもうこの新年会の定番として８年間続いた「木遣り唄」で
す。いづれも大声自慢の日本人男性ボランティア8人が、背中に大きく「絆」の文
字を染め抜いた揃いの半纏を着て、さも相手を威嚇するように登場。実は毎年メ
ンバーの入れ替えがあり、そのつど新人向け練習や新旧合同のリハーサルなどを
経てこの日に備えてきたのです。旋律にのった「エンヤー！」の唄声が、会場の
空気をビリビリ震わせるように響き渡りました。「木遣り唄」といっても、日本
のいろいろな地域ごとにそれぞれ異なったメロディーがありますが、我々の唄は
もともと伊豆七島の「三宅島」で唄われていたもので、荒海の轟きにも負けない
勇壮なものです。おかしな話ですが、ボランティアの一人として唄った私自身
も、発声しながら何か胸にジーンとくるものがありました。これが感動ですね。
宴もたけなわのころ、「三味線・筝演奏」がありました。この奏者はラーレイ
在住の井上めぐみさんで、昨年の9月にご主人のデューク大学脳外科への転勤に
伴ってこちらに来られたばかりの方です。実は永年三味線演奏をこの新年会でな
んとか実現したいと考えていましたが、なかなか奏者が見つからず残念に思って
いましたが、それが今回初めて可能になりました。彼女はお母様が三味線・筝の
師範だった影響で5歳のころから30年これらをたしなみ、彼女自身も師範の肩書を
もっているそうです。彼女の選曲はお箏は幕末に書かれた名曲「千鳥」そして三
味線は「新娘道成寺」でした。この曲は有名な歌舞伎の「娘道成寺」と同じ清姫
伝説を題材にしたもので、恋心の辛さを地唄で一緒に歌い上げるというものでし
た。静かに悠々と爪弾かれる三味線の音に合わせて彼女の少し低音気味の声が凛
として響きました。何人かのご年配の方が、どんな思い出を頭の中で想い浮かべ
ているのか、じっと目をつぶり耳を傾けているのをお見受けしました。また一緒
に歌詞を口ずさんでいた方もあったそうです。これも静かな感動でした。今号で
は、参加者の皆様と共有できた感動のほんの一部しか報告できていませんが、こ
のような文化をもった日本人としての誇りをかみしめられた新年会でした。
/ロッキー岩島: 日本クラブ代表

東京都出身、ラーレイ在住27年
3

「アメリカの大学オンライン講義が
凄いことになっている①」
私は昨年9月からNCSUに客員研究員として滞在していま
す。95-96年にデューク大学におりましたので、ラリーダー
ラムに住むのは2回目です。久々にアメリカに住んで、いろ
いろ気付くことがありました。
びっくりしたのは、日本の存在感がなくなっていること。
留学生が減っているとは聞いていましたが、ホントに少数派
です。ビジネス・スクールでも、日本を題材にした論文は皆無となりました。以
前は、トヨタなど先進企業の研究や、日本的経営が話題に上っていたのですが、
今や日本を題材にした論文など有力ジャーナルに掲載されません。
一方で、個人として日本が好きだという人には良く会います。引続き、日本的
なものに対する好感はあるようです。なんか、日本は人のいい老人みたいな存在
になっちゃったなぁ。
こんなこと、日本にいても知っていることなのに、実際に見ると、印象に残り
ます。何とかしなくてはですね。
体験してみよう
さて、今回は大学のオンラインコースについてです。調べたいことがあって、
インターネットをしていたら、大学の授業をオンラインで提供しているサイトに
たどり着きました。うわさには聞いていたオンラインの講義、これが素晴らしい
出来なのです。
通称MOOC(Massive Open Online Courses)。多くの方が聞いたことがあるでしょ
うし、使ってみたことがある人もいると思います。何が素晴らしいのか。まず、
授業の質がとても高い。中身は一流大学の教授によるレクチャーで、授業料を
払って受けたら、千ドル以上かかります。その多くが無料です。
そして、内容を見れば、構成がしっかりしていて、教授陣が本腰を入れて準備
して講義をしているのがわかります。教えるのもうまい。授業を聞いているだけ
で、内容が伝わってきます。やはり、アメリカの大学は伝えること、教えること
に一日の長があります。
画像、音声もいい。教室で実際授業を受けているのと同じくらい、臨場感が
あって、集中できます。
カバーされている学問領域も広大です。人文系から自然科学まで、様々な分野
のコースが提供されています。修士レベルであれば、オンラインだけでかなりの
知識を得ることができます。一流のビジネス・スクールで学ぶ内容も、マーケ
ティング、戦略、ファイナンス、などを網羅したコースを自分で組むことができ
ます。
論より証拠、edXとCourseraというサイトが最も充実しているので、ぜひ覗いて
みてください。レベルの高さが伝わると思います。
edX: https://www.edx.org/
Coursera: https://www.coursera.org/
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本を読むより格段に頭に残る
筆者が受講した「アメリカ資本主義の歴史」というコースを例にとります。
コーネル大学の歴史学者2名による9週間の講義です。内容が自分の求めているも
のか、紹介ビデオと講義計画書（シラバスと呼ばれます）でチェックして、良け
ればスタートです。
1週間の講義時間は約1時間。ビデオは保存されているので、2週間分を一遍に見
てもいいし、逆にゆっくり進んでもいい。英語で聞き取れなかったところは、活
字の台本（スクリプト）でチェックできます。そういう意味では、英語の勉強に
もなります。
ビデオの後は、小テストで理解度をチェック。参考文献が掲載されているの
で、さらに深く知りたければ、文献で調べることもできます。受講者同士が意見
をやり取りするブログもあります。ちなみに、与えられた理解度チェックやテス
トをパスすると、Certificateが付与されますが、今のところ、評価価値はありま
せん。
受講し始めると、私はすぐその良さに引き込まれました。サイトの仕組みもさ
ることながら、一流の学者が研究に裏打ちされた話を語りかけてくることの素晴
らしさ。本で読むより、相手の言いたいことが伝わってきます。アメリカ経済が
幾多の局面を乗り越えて成長してきた姿が、ストーリーとして伝わりました。
他のコースを受講しても満足できました。特定の分野の知識を付けるために
は、内容に精通している人に話してもらうのが一番です。
この３年で進化したオンラインコース
正直、授業出て講義を聞くだけなら、授業料を払ってわざわざ教室まで出かけ
る必要を感じません。すごいことです。
キャンパス外での教育というのは、何十年も前からありました。通信講座やテ
レビ講座、９０年代にはCD-ROMとテキストといった組み合わせもありました。い
ずれも、大学に直接行けない人の助けにはなりましたが、大学で授業を受けるこ
とに比べたら、格段の質の違いがありました。
MOOCが今の形で進化したのは、たった3年前からです。2011年に、スタンフォー
ド大学教授が無料でオンラインコースを提供したところ、16万人の生徒が申込
み、2万人がコースを完了する反響を見せました。
そして、別のスタンフォード大学の教授が2012年に立ち上げたのが,Coursera,
MITとハーバードがパートナーを組んだのが edXです。その後、アメリカと世界の
一流大学が続々と参画して、コースが数百と驚くほど充実されました。
MOOCでできること、できないこと
MOOCに対する批判もあります。まず、コースの終了率が低いこと。コースに登
録した人のうち、コースを完了する人は10％程度と言われています。また、実際
に受講しているのは、米国の高学歴の人が多く、世界中の教育機会に恵まれてい
ない人に、学問を届けるという崇高な理想は、まだ現実のものとはなっていませ
ん。無料コースが大半のため、ビジネスモデルとして成り立つのかという疑問も
あります。
また、オンラインのコースには、正規の大学教育にいくつかの点でかないませ
ん。オンラインでは、人々が認める学位を与えるには至っていません。アメリカ
では、学位と成績はよい仕事を得るために重視されることなので、社会的認知を
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得るための大学学位と成績に対する需要には変わること
がなく、オンラインがリアルを凌駕することはないで
しょう。しかしながら、質の高いオンラインコースは多
くの人の役に立ちます。
MOOCは学習意欲の高い社会人に最適
働きながら大学院に通っている人は数多くいます。さ
らに、通いたいと思っても時間的な余裕がない人も多い
はずです。オンラインコースは、金銭的負担をかけず
に、学び続けたいと思っている人には最適。
また、自分の仕事分野、例えばマーケティングとか
ファイナンスとか、について、その役割や手法を体系的
に捉えることは、仕事の理解度を高め、人材としての価
値も引き上げます。さらに、仕事と関係なく、自然科学
や社会の成り立ちなど、大局的な知識を得れば、視野や考え方の幅が広がるでしょ
う。
MOOCは学ぶ意欲のある人に対しては、とても有用な手段です。逆に、MOOCは一流
大学の講義が多く、学ぶことに慣れていない人に対して、優しく簡単な内容を伝え
るものではありません。また、途中で辞めても誰も引き止めないので、やる気を継
続する自己規律も必要となります。
日本人は、世界でも多くの本が売れる学ぶことが好きな国民です。質の高い学習
機会は、きっと多くの日本人の役に立つはずです。
最後に、たった3年でここまで進化したMOOCが示していることは何か、所感をま
とめてみました。
知の集積は英語で進展している
第1に、MOOCのような素晴らしい学習機会を活用するための大きな障害が英語で
す。MOOCに限らず、学術論文はほぼ英語です。また、世界の政治、経済、社会の情
報は英語でやり取りされています。知の集積は間違いなく英語で進展しています。
好むと好まざるとにかかわらず、英語ができるかできないかで、アクセスできる情
報に格段の違いが生じてしまう時代となっています。
第2に、言葉だけでなく、思考方法も西側が当面主流であり続けるはずです。こ
れから、ますます新興国において教育が必要となる中間層がものすごい勢いで増え
ていきます。今のところ、アメリカの大学を超える教育機関は現れそうにありませ
ん。教育を制する者が、思考方法の主流も押さえます。世界で通用するコミュニ
ケーションは、これからも西側の合理性を基にしたものとなると予想されます。
第3に、日本人の教育のあり方です。日本人としての価値観、誇りを大切にしつ
つ、世界に開かれた道を歩んでいける人材をどのように育てたらいいのか。このま
までは、教育界のガラパゴス化は進む一方です。700校を超える大学を抱え、教育
の自前主義に固執するのではなく、海外の優れた教育機会を活用していく大胆さが
必要なのではと感じます。
MOOCがこれからどのような進化を遂げるのかはわかりませんが、我々ユーザーと
しては質の高い内容を提供している限り、使う価値があります。興味のある方はぜ
ひ試してみてはいかがでしょうか。

/祖父江 基史 NCSU客員研究員 TEP副代表理事 東京都出身 Raleigh在住
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「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。
3月テーマ：体重維持、ダイエット向けの豆腐料理
4月テーマ：カロリーが低く、肝臓や腎臓を強める魚料理
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

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

Family
Hearing Care
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
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CPAからの 「2014年度個人所得税申告書作成の奨め」
アドバイス
年が明けて2015年が始まりました。Ｙ２Ｋといって騒い
でいた時から15年が経ったわけです。自動車や電気製
品で急成長する韓国企業、世界第二の経済大国とな
り、益々影響力を強める中国・・・。世界経済は我々の想
像を超える速度で変化を遂げました。その一方で、個人
所得の徴収制度は、この１５年間ほとんど何も変わって
いません。
“収入がある人には税金負担能力があるという”発想
から、アメリカでは基本的に収入のあった全ての個人が
所得税の申告納税をすることになっています。源泉徴収をされて御終いという日本のサラ
リーマンとは違います。「税金のことはわからないので、所得税申告書作成は会計事務所
任せ」という方も多いと思います。但し、たとえ会計事務所に申告書作成を頼んだとして
も、所詮、作成の元資料、特に所得控除となる経費等は当人から報告してもらわなけれ
ば、会計事務所も対処しようがありません。
それならばいっその事、ご自分でやってみようと思われたことはありませんか。自分で
申告作業をし納税をすることから、納税意識が自ずと芽生え、政治への興味も一層深ま
るかもしれません。
作成に当たっては、ＩＲＳや州のウェブサイトに入ってフォームに記入していくことができ
ますが、初めての方は、Turbo Taxといった税務申告書のソフトが市販されていますので、
それを使うのが手っ取り早いです。ほとんどがＹｅｓかＮｏかの質問で、該当する箇所に金
額等を記入していくと出来上がります。日本で所得がある方は、年間平均レートを使っ
て、円建て所得及び控除経費をドルに換算して記入します。最初はいろいろな質問があ
り、戸惑うこともあるかもしれませんが、2年目からは、ソフトに記録が残っていますので、
だいぶ楽になります。
ここで気をつけなくてはならないのが、アメリカから見て外国に15万ドル以上の金融資
産を持っている方は、連邦税務申告書にその詳細を記入する義務があるということです。
外国での収入（給与、ボーナス、受取利息、配当金、家賃利息等）は、もともと申告するこ
とになっていて、金融資産を持っていること自体に課税されるわけではありません。更に
もう一つ大切なことは、税務申告とは別に、外国に年間1万ドル以上の銀行預金等がある
方の報告義務です。このＦｉｎＣＥＮ Ｆｏｒｍ １１４（以前はＴＤＦ９０－２２．１という様式で、
郵送していたものです）を2015年6月末までにオンラインで報告しなければなりません。こ
れは単なる報告義務ですので、報告したからといって、税金がかかるわけではありませ
ん。然しながら、もしこの報告を怠ると、非常に厳しい罰則がありますので、くれぐれも失
念されることのないように願います。
このように、ご自分で申告書を作成することによって、徴収内容に対する理解が深ま
り、今まで見過ごしていた控除対象の経費など見つかるかもしれません。アメリカ人の納
税意識、政治感覚を身近に感じるきっかけにもなるのではないでしょうか。申告におい
て、懸念事項やご質問等御座いましたら、是非私高田までご相談ください。
/高田英夫：(米国公認会計士) アトランタ在住
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お子様を遊ばせる時はつい周りを気にしてしまい、なかなか思う存分遊べる場所
がなく、困る事も多いです。また、この寒い季節、有り余るエネルギーを発散さ
せるのに一苦労してしまいます。そこで今回はSafari Nationと言う子供たちが思
う存分飛んだり跳ねたり出来る場所をご紹介します。年齢は2歳から17歳までと大
きい子まで遊ぶ事が出来ます。雰囲気はサファリパークをイメージしいろんなア
トラクション（ボール遊び、滑り台、ジャングルサーフィン等）が１つの建物に
集結されている遊び場です。お誕生日にも良く利用されていて、中にはもちろん
食べ物や飲み物（有料）もあり、長時間有意義に過ごせます。2歳以上1人/$10
大人、2歳以下/無料。ただし1人有料のお子様が一緒である事が条件。

3900-H W. Market St.
Greensboro, NC 27407
336-315-5115
http://www.thesafarination.com
水・木/10:00 am – 6:00 pm
金・土/10:00 am – 8:00 pm
日/2:00 pm – 7:00 pm
月・火/定休
/NCちーちゃん：東京出身

Jamestown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。

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

▪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

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」
“H1B専門職ビザ申請受付”
4月1日にH1B専門職ビザ申請の受付が始まります。H1Bは年間枠が６万５千、修
士号や博士号取得者はさらに２万枠を設けます。しかし、景気の回復に伴い、昨
年度の申請受付初週に枠を3倍超える申請があり、無作為抽選で選ばれた申請者の
み審査されました。
今年も申請規定枠を大幅に上回る場合は抽選で審査対象者が選ばれる予定。し
かし、今年1月13日、共和党・民主党６名が与野党連名でH1B枠を増加させる法案
を提出。これが可決されると当選確率は大幅に改善されます。いずれにしろ４月
１日の申請に向けて早めに申請準備を始めましょう。ただし、H1Bの延長申請、雇
用主変更申請、さらに新規申請でも大学機関や政府・特定非営利団体の研究機関
は年間枠が無制限なのでいつ申請を行ってもかまいません。
H1Bの申請条件 (1)職務内容が専門知識か特殊技能を必要とする専門職である。
(2)本人が学士号以上の学歴かそれに相当する実務経験がある(3) 職務内容が取得
専攻学位と一致している(4) 雇用先企業がビザスポンサーとなる。
審査の厳密化 移民局は職務と専攻学位の関連性以外にも、その業界の特別な知
識や経験があるか聞いてくる事が多くなりました。専門性に欠ける分野も問題視
される傾向が高く、例えば、ビジネス専攻の場合、ビジネス一般学位は専門性が
低いとされる傾向が高く、同じビジネス学位でもファイナンス、マーケティン
グ、会計、人事など特定分野に集中した方が、専門性が高くなります。
H1Bコンプライアンス (1)平均賃金：雇用主はH1B社員に対して、その地域の同職
種に支払われる平均賃金か申請企業の同職種に支払われている給与の高い方を支
払う事を義務付けしています。また、その証拠として、どのように本人の給与額
を決定したかPublic Access File (PAF) に保管・第３者（政府監査、社員などか
らの要請）への開示義務があります。(2)訪問監査：移民局は、事前連絡なくH1B
雇用主を訪問し、H1B申請書類に偽りがないか、申請費用を個人が負担していない
か等を調べます。内部のコンプライアンスが十分か確認する必要があるでしょ
う。(3)雇用主の費用負担：雇用主はH1B申請費用の支払い、またH1B期限満了前に
解雇した場合、H1B解雇者帰国費用支払いをオファーする義務があります。(4)複
数勤務地：勤務地が複数な場合、申請時にその旨を開示し、それぞれの地域の平
均賃金を遵守する必要がありますのでご注意ください。
複数企業・転職 H1Bはスポンサー企業での就労に限定されるので、転職を希望す
る場合、新雇用先が新たにH1Bの申請手続きを行わなければなりません。また、
H1Bはパートタイム申請も可能な為、雇用主が複数いる場合、各雇用主がH1Bを申
請すれば、同時期に複数の企業で就労する事もできます。ただし、H1B年間枠対象
外の雇用主からH1B年間枠対象の雇用主に転職する場合、新たにH1Bの年間枠の対
象となりますのでご注意ください。
期限H1Bの最長期限は６年で、毎回３年まで申請出来ます。６年目以降も米国で就
労するには、申請回数が無制限なEビザに変更するか、永住権を申請するかです。
H1Bの有効期間中に永住権の申請を開始し既に１年間が経過していれば、永住権の
順番待ちの間、6年目以降も引き続きH1B滞在資格の延長申請を行えます。
/大蔵昌枝：弁護士 福岡出身 アトランタ在住
10

どんな会社？こんな会社！

企業紹介

「Royce Too LLC」
Royce Too LLC（ロイス・トゥ株式会社）はNorth Carolina州Winston-Salem市に本拠を置く靴下の企画製造卸会社
です。日本の靴下製造卸の岡本㈱（本社大阪市）が2008年に
過半数株式を取得し、その子会社となりました。ライセンス
ブランドの靴下を企画デザインし主に中国・パキスタンほか
海外工場に製造委託、Wal-Mart、Kohl’sなど米国内の小売
店へ卸しています。ブランド名はビジネス用はDOCKERS、
NAUTICA、ワーク用はDICKIES、スポーツ用はSAUCONYです。
本社がWinston-Salem、配送センターとIT・経理・人事部門
がWest Virginia州Martinsburg、DICKIES販売部門が
Hickory、ショールームがNew Yorkにあり、従業員は約70
名、うち日本人2名です。
当社は2012年4月にNew YorkからNorth Carolinaに本拠地
を移転しました。理由はNew Yorkの家賃と人件費が高かった
ことと、古くから繊維産業が盛んで靴下や下着製造関係の会
社が多く人材の豊富なNC州に着目したからです。1980年代以
降、NC州の工場の多くが製造コストの安い海外へ移転し繊維
産業は衰退しましたが、今でも豊富な経験のある人材が多
く、当社も優秀なスタッフを採用できました。
米国の靴下市場は日本と異なりスポーツ用靴下の割合が半分以上と多く、ビジ
ネス用にも使われます。Wal-Martなどの量販店や百貨店では4～10足パックで売ら
れ、価格も”Buy One Get One 50 %Off”（２つ買えばひとつは50％引き）などの
安売りが目立ちます。日本でも３足千円などお買得品はありますが、米国ほどで
はありません。品質より価格が勝負の世界で、いかにブランド価値を高めるかが
大きな課題です。
最後に、皆様は『ふくらはぎ』が『第二の心臓』と呼ばれ、血液を体中に送る
重要なポンプの役割をしていることをご存知ですか？歩くとふくらはぎの筋肉が
体内の静脈を圧し、静脈の弁の働きによって血液を心臓方向へ送ります。着圧靴
下はこれを助ける機能があり、特に長時間飛行機で旅行される方は、足のむくみ
防止だけでなく脳血栓などのリスクを避けるためにも、この靴下を着用すること
が薦められています。親会社の岡本㈱が開発した独自技術の着圧靴下を近く米国
で販売する予定ですので、どうぞご期待下さい！

/村田晴夫：Royce Too LLC

財務担当役員
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「第1話

搾乳の基本」

はじめに
さて、一部で好評をいただいていたように聞いております『駐在日記』ですが、
筆者の都合により一時中断いたします〔何のことは無いネタ切れなんです
が。。〕。替わりまして今号より多くの方にはそれほどなじみの無いと思われ
る、牛を話題の中心とした『酪農日記』を新たにスタートさせていただきます。
多少、専門用語が出てきますが、ご容赦ください。それでは始まり始まり。
時刻は朝6時、外気温はマイナス15℃。真冬であろうがなんであろうが、酪農家の
朝は常に早い。
帯広市の郊外、この季節は好天が続き、放射冷却現象のために明け方の気温は極
く低くなる。そして日の出と共にダイヤモンドダストが姿を現す。
牛舎の扉を開けると同時に、それまで眠りながら反すうを繰り返していた牛たち
がスタンチョンを鳴らして一斉にこちらを向く。さあ、これが朝の搾乳開始の合
図だ。

搾乳は朝、夕の1日2回、ほぼ12時間おきに行われる。日本のホルスタインは最大
乳量を目標に専用種として改良されてきた北米種の系列に属し、1頭あたりの1日
の搾乳量は50kgにも達する。それ故、1日でも搾乳しない状況に置かれるとそれは
即、乳房炎の発症に繋がることとなる。従って、人間側の体調が多少悪かろうが
なんだろうが、1日2回の搾乳ときめ細かい管理、観察は欠かせず、酪農家は盆も
正月も無く毎日牛舎に通うことになる。これが酪農は過酷といわれる一つの理由
でもある。
さて、搾乳の開始である。とは言って
もいきなり”乳搾り”ではない。殺菌
用のお湯を沸かしつつ、給餌と牛床の
掃除が始まる。20頭分の乾草に配合飼
料、サイレージ、その量は半端ではな
い。まずはベーラーで塊にされた20kg
はある乾草の束を10個ほど解き、餌槽
にばら撒く。
乾草は主食ではあるものの、適度に発
酵したトウモロコシサイレージと配合飼料がやはり牛の好物。ずらっと並んだそ
れぞれのスタンチョンの前に10kgずつ給餌した後は、牛同士の力関係が垣間見え
る状況の発生となる。要するに力のある牛はスタンチョンから目いっぱい首を伸
ばし、その長い舌を思いっきり伸ばして両隣の牛のサイレージと配合飼料を掠め
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取るのである。では弱い牛は成すがままかと言えばそうでもない。対抗策は『早
く食う』である。横から伸びてくる舌を横目で睨みながら文字通り一心不乱にガ
ツガツ行く。前でそんな牛同士の攻防が繰り広げられる中、後ろでは牛床の掃除
が始まる。手際よく寝藁の交換と糞尿の処理が行われる。衛生的な環境を保つこ
とは良い製品を出荷することはもちろん、牛の健康を維持するためにも欠かせな
い大事な作業である。ここまでで真冬であっても一汗かくことになる。
そうこうするうちにお湯も沸き、ミルカー
の洗浄が始まる。昔は人間の手で1頭1頭、
手絞りを行っていたが、何せ1頭あたりの1
回の搾乳量は20kg以上、搾乳する乳首は4
つ、人間の手は2本、要するに重労働以外の
何物でもない。そこで登場したのが真空ポ
ンプを利用して、4つの乳首からまとめて自
動搾乳できるミルカーである。
パンパンに張った乳房と乳首をきれいに洗
浄し、真空ポンプを作動させる。リズミカルな吸気音をたてるティートカップ4本
を乳首にセットして搾乳が始まる。15分ほどでミルカーによる搾乳は終了し、牛
乳を【懐かしい形の】牛乳缶へ移すと、次の工程は『後絞り』である。乳腺に残
乳が多いと乳房炎になる可能性があるため、最終的な搾乳完了の確認は人間がそ
の手と目で行う必要がある。しかし、時としてこの工程が悲劇を生むことはあま
り知られていない。牛と人間の心理戦、次号にてその詳細を説明しよう。
/岸本：北海道出身、Durham在中、駐在員

乳清(ホエイ)
乳清に含まれる乳清タンパク質には抗炎症作用があり、肌荒
れ、ニキビに効果的。また、鎮痛、鎮静作用でアンチストレス、不眠症、アルツ
ハイマー、がん予防にも有効なので積極的に取り得れるようにしましょう。
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旅先での食事は、どんな旅行でも気になるポイントだろう。日
本人は、食にうるさい人が多いようだが、いや、不味い食事で
は、旅の楽しみも半減する。
知人宅の宿泊や、キャンプでもなければ、旅行中の基本は外食
だ。どんな旅でも、地元の人で混む店がいい、は不変だろう。
高くて不味くては、土地の人は見向きもしない。以前アメリカ
の中華街の美味しい店は、箸を使って食べている店だ、と言わ
れたが、それも同類だ。観光客が多い所でも、わざと観光地を
外れると、庶民的で美味しい店があったりする。それに、観光客が少なければ、
不慣れでも優しく接してくれる店が多くなる。テヘランの中心部の裏道のケバブ
屋は、店員や客が興味津々で話しかけてきた上に、おまけのヨーグルトまでくれ
た。勿論味も忘れられない美味しさだった。
注文にもコツがある。どの店も、得意料理がある。スペインのグラナダでは、メ
ニューと格闘したが、コロッケが名物とあり、頼んでみたら、信じられぬ美味
だった。別の店では、ふと気づくと客が全員ポテトにハムとチーズをのせたもの
にオリーブオイルをかけて食べていた。驚くほどシンプルだが、食べ出すと止ま
らない味だった。又、季節のものを食べるのもいい。マドリッドの八百屋で、
PADRONという、獅子唐のような物を沢山見た後でレストランで頼んだら、やはり
美味しかった。
それなりの店を見つけるには、オンラインのレビューを参考にすると良い。日本
では食べログが有名だが、その他の国の観光地なら、Trip Advisorがいいだろ
う。気合いを入れて行くなら、上位から見て行けばいいし、もう少し気楽に考え
るなら、ガイドブックや、ホテルのオススメの中、近所の店で比較的ランクが上
の店を選べば、美味しく食事できる。意見が分かれる所だが、上位20％程度なら
まず大丈夫ではないか。最近のイタリアでは、使った手だが、実は、トライアン
グルに遊びに来たアメリカ人の友人が使っていた手だ。まず失敗しない、と言
う。
レストランだけが食事ではない。スーパーやカフェで買ったものを景色がいいと
ころで食べるのも楽しい。フランスでは、パン屋でサンドイッチを買って、友人
と公園でピクニック気分で食べた。アイルランドでは、カフェでサンドイッチを
作ってもらい、港で海を眺めながら食べた。カナダでは、スーパーで適当に買っ
たものを、氷河を見ながら食べた。お金のかからない、かつこの上ない贅沢と思
う。
せっかくの旅だ。美味しく食べながら、思い出もそれだけ美味しいものとした
い。
/根木：Travelink Chapel Hill, Greensboro支店長 Chapel Hill在住
14

赤い小鳥とブルーな生活
「いたちごっこ」
“Always Something New – A Step Ahead”
先日、外食していたところ、隣のテーブルからぽわぽわと白
い煙が上がるのが見えた。店内は禁煙なので、お行儀悪く覗い
てみたら、どうやら電子タバコ（”e-cigarette”）らしい。

電子タバコとは、吸引器具にセットした液体を電熱線で温
め、香りや味付きの蒸気を吸う、という代物である。従来のタ
バコと異なる点は、火を使わない、タールや一酸化炭素が発生しない、規制が緩く禁
煙の場所でも吸える事が多いなどである。「タバコ」と呼ばれているが、いわゆるタ
バコ味だけでなく、フルーツやカクテル味まで、様々な種類があり、ニコチンの含有
率も選択する事が出来る。ちなみに、日本ではニコチンその物を含むと薬事法に触れ
て面倒なため、ニコチン無しの販売である。
市場は急速に拡大しており、2013年の世界売り上げは30億ドル。調査会社
Euromonitorによると、2030年までにさらに17倍に増えるらしい。と同時に、アメリ
カでは中毒事故管理センターへの電話も激増中。しかも、半数以上が子供関連であ
る。高校生対象の調査では、「使用中」が約３％、「試したことがある」は１０％に
も上り、始末の悪いことに、ニコチンが入っているかどうかを、外から見分ける方法
はない。
現在、アメリカでは電子タバコ購入に法的な年齢制限はな
く、誰でも自由に買うことが出来る。メーカーは、未成年の購
買意欲を煽ってはいない、という。試しに、ネット販売サイト
を訪れたところ、液体の種類は非常に豊富で、タバコ味以外
に、”Banana Split”、”Gum Balls”、”Caramel Popcorn”
まである。メーカーが何と言おうと、好奇心旺盛な子ども達を引きつけること、間違
いなしだ。

世界保健機関（ＷＨＯ）は昨年の「たばこ規制枠組み条約」会議において、電子タ
バコの有害性を指摘、規制を勧告した。ニコチンの有無に関係なく、必ずしも、メー
カーが宣伝するように無害とは言えず、周囲への健康被害も否定できないからだ。そ
の中には「未成年への販売を禁止、自動販売機の撤去」という一文が含まれている。
1600年代に始まったノースカロライナの煙草産業はアメリカ一位の規模を誇り、時
代の逆風に耐えながら、現在も州の経済を支え続けている。大人の嗜好品は大人の世
界だけに留めたい。子供たちの為にも、頑張って禁煙した大人たちの為にも、電子タ
バコの法規制が一刻も早く始まると良いのだけれど、と思うのは、余所者ゆえの身勝
手さなのだろうか。

/松田せれな：東京都出身 Cary在住
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「学年後半」
２月になると学年も後半に突入。さて学年折り返し地点を過ぎたところで、親とし
て何をしたらよいのでしょうか？
*先生と面談する
先生に子供の様子を聞くのは後半の為に大事です。思い切って面談の予約を入れま
しょう。もっと英語力や学力が伸びる勉強方法を相談する良い機会だと思います。
学年末にどの試験を受けるべきか確認するのも大切です。その試験で不合格の場合
の対応も忘れずに聞きましょう。試験の結果により、夏のクラスを受ける場合もあ
ります。そうなると夏の予定が大幅にかわってくるからです。そして試験の為にど
んな準備が必要か、どんな勉強方法をしたらよいのかも先生に質問しましょう。
*後半の行事の確認
３月か４月に春休みがあります。家族旅行の計画は早めに立てましょう。アメリカ
の滞在期間が短い予定ならば、アメリカの政治や歴史の勉強にもなるワシントンDC
がお勧めです。もし旅行しないのなら、どうやって有意義に過ごしたら良いか考え
ます。仲良くなったお友達を家に招待し、お泊りの計画も楽しいです。学校がお休
みで宿題もないので、子供同士も思いっきり遊ぶ事ができます。
*サマーキャンプの申し込み
２月に夏の事まで考えられないのは当然ですが、人気のあるサマーキャンプは２月
末には一杯になってしまうこともあります。２月初めにはほとんどのサマーキャン
プの予定が出ます。先の事なので夏の予定は立てにくいですが、是非参加したいサ
マーキャンプがあれば、早めに申し込みましょう。
*学年末試験の準備
先生との面談後、参考書等を用意して試験に向けての計画を立てましょう。この試
験で、次の年のクラス分けに影響する場合もあります。大抵の試験は学年末に行わ
れるので、２月から始めれば準備の期間は十分にあります。
＊新中学生／新高校生
新学年から中学生や高校生になる場合、春にすぐクラスの登録が始まります。あら
かじめどんなクラスを選択したらよいか、情報を集め始めましょう。簡単なクラ
ス、楽しいクラス、将来役に立つクラス等様々な選択科目があります。

/荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者
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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「たくましく育つために何が必要か」
本来、子供は世の中を生き抜くだけの力を持ち、たくましく生まれてきます。し
かし、家庭の生活環境や両親の子供への愛情のかけ方、教育の仕方で、子供の性
格は変わります。最近では子供の顔色を伺い、子供に気をつかいすぎる家庭も増
えています。勉強も楽しく無理なく教えてほしいという要望をされる家庭もあり
ます。しかし、子供は、最初は楽しく勉強をしても、難しい問題になると、途端
に拒否反応を示します。そして、涙をためて、行きたくない、やりたくないと親
に訴えます。おそらく難し い課題に直面すると子供自身が
不安を感じ、問題解決が自分で出来ないため、あらゆる方
法で周りの大人に涙ながら訴えるようです。その時の大人
の接し方次第で子供が成長して大人になって社会に出てか
ら、たくましく生きていけるかどうかが決まります。子供
が嫌がっている事は全てやめる、勉強が嫌いになったら困
るから塾や習い事、果ては幼稚園までも転園するケースが
あります。幼児は、まだ心の中は不安で一杯です。最初は
些細な事に拒否反応を示しますが、小中高と進学して行く
に従い、その問題は登校拒否、引きこもりへと変わり、問題が大きくなる場合も
あります。その時点では問題が大きすぎて親が助けることができなくなります。
問題が小さい内に自分で乗り越える力をつけてあげる事こそが親の役目だと私は
考えます。「何でも始めたら途中でやめない事」が大切です。そのためには、親
が習い事の先生、幼稚園の先生方としっかり話をして納得をして決める事が大切
です。「始めたら、やめない」という最後まで親も頑張るという覚悟を持つ事が
重要です。本当にやりたくないのか、わがままなのかを見抜く力を同時に親も養
う事が必要です。子供のわがままな行動と直面したときは根比べだと思って、
「わがまま」と戦います。その戦いは大人の方がエネルギーを要しますが、そこ
で負けると更なるわがままへと発展し子供のわがまま行動を止めるには倍の労力
が必要になります。もちろん子供を暖く見守り、愛情を注ぐ事は絶対に必要です
が、間違った愛情のかけ方は、子供を不幸にします。親が子供にあげる最高のプ
レゼントは世の中をたくましく生き抜いていく力をつける事だと思います。
/近野ゆみ：西荻フレンドリー経営 東京都出身
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映画には本と同様、いろいろな種類がありますが、私は時々無性
にコメディーを見たくなります。内容はエゲツないものもあるん
ですが、心の底からゲラゲラ笑うことでストレス発散。過酷な状
況にある主人公が困難を乗り越えて懸命に生きる映画では、自分も勇気を分けて
もらい、明日から頑張れる気になります。先日は吉永小百合が企画主演した「ふ
しぎな岬の物語」を見て、ほっこり優しい気持ちになりました。映画にはちょっ
とした魔法があるのかもしれません。さて、2月22日に第87回アカデミー賞の発表
があります。どうぞお見逃しなく！
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Seventh Son (アクション、ファンタジー、冒険) PG13、2/6公開
7番目の息子トム（ベン・バーンズ）は、魔の使い手となって人々を救うため、
数々の試練に臨む。悪の女王マルキン（ジュリアン・ムーア）との対決が迫る！
The SpongeBob Movie: Sponge Out Of Water (アニメ、コメディー) NR、2/6公開
ハンバーガーショップの秘密のレシピを盗んだ海賊は世界征服を企んでいた。そ
こで、スポンジ・ボブやパトリックが立ち向かうのだが、人間社会に悪戦苦闘。
Jupiter Ascending (アクション、SF) PG13、2/6公開
「マトリックス」のウォシャウスキー監督によるスペースSF。ジュピターはシカ
ゴの片隅で働く清掃員。自分が全宇宙を治める後継者であることを知らされる。
Accidental Love (ドラマ、コメディー) R、2/10公開
偶然の事故でウェイトレスのサミーの頭に釘が刺さってしまうが、彼女は保険に
入っていなかった。「変な理由で負傷した者」の権利を守る為、ワシントンへ。
Fifty Shade Of Gray (ドラマ) R、2/13公開
50カ国語に翻訳され、e-bookと印刷版と合わせると7千万部を突破した話題の官能
小説。特に30代以上の女性が虜になってしまうらしい。禁断のラブストーリー。
The Kingsman: Secret Service (アクション、冒険、スリラー) R、2/13公開
人気コミックの映画化。秘密情報捜査官（コリン・ファース）が、不良との問題
を抱える甥を助けようとする過程で、彼を自分の部下のスパイとして特訓する。
Rewrite (コメディー) NR、2/13公開
ハリウッド映画の脚本家キース（ヒュー・グラント）は、仕事がうまくいかない
上、離婚。仕方なく、NY郊外の大学でシナリオライターのクラスで教えるが･･･。
The Doff (コメディー) PG13、2/20公開
DUFFとは「Designated Ugly Fat Friend」の略。つまり、人気のある女の子が、
自分をもっとよく見せるため、引き立て役として一緒に連れて歩く友人のこと。
McFarland (ドラマ、スポーツ) PG、2/20公開
1980年代の実話に基づく感動物語。ラテン系高校のクロスカントリー・チームに
赴任したコーチ（ケビン・コスナー）が、生徒達との距離を徐々に縮めていく。
18

Focus (ロマンス) R、2/27公開
凄腕詐欺師のニッキー（ウィル・スミス）は、未熟な女詐欺師ジェスを一人前に
育てるうちに恋に落ちるが、恋愛は仕事の邪魔と判断し振る。しかし女は怖い！
Chappie (アクション、冒険）NR、3/6公開
人間により作り出された並外れた才能を持つロボット、チャピー。だが、彼は感
情を持ち、意志を持っていた。非道な使命を受け、戦いに利用されるのだが･･･。
Unfinished Business (コメディー) R、3/6公開
小さな会社を起業するオーナーが、大事な契約のために、二人の仕事仲間（若者
と老人！）を連れてヨーロッパへ出発。しかしこの旅行がハチャメチャに展開。
Kidnapping Mr. Heineken (スリラー、犯罪) NR、3/6公開
1983年にアムステルダムで実際に起きた、「ビール王」と呼ばれたハイネッケン
経営者が誘拐された事件の映画化。史上最高額といわれた身代金と犯行の行方。
Second Best Exotic Marigold Hotel(ドラマ、コメディー) PG、3/6公開
スナイナとの結婚準備を進めるインド人ホテル経営者のソニー。「高齢者と美人
のためのホテル」と銘打ったホテルに客が二人やって来たが、客室が足りない。
Cinderella (ファンタジー、ファミリー) PG、3/13公開
母の死後、エラの父は再婚するが父も死んでしまう。継母と義姉妹の下でエラは
「シンデ（灰）のエラ」と呼ばれいじめられる。しかし優しさを忘れないエラ。
Kumiko, The Treasure Hunter (ドラマ) NR、3/18公開
米国でも女優活動を展開する菊地凛子が熱演。あるかもわからない埋蔵金を探し
に東京からミネソタへ行く女性。州による限定上映なのでNCで見られるか未定。
The Divergent Series: Insurgent (アクション、冒険) PG13、3/20公開
英国でヒットした若者向け小説の映画化。近未来、人は16歳になると性格判断に
よって5つの共同体に振り分けられる。しかし、この社会には隠された秘密が。
Home (コメディー、ファミリー) PG、3/27公開
春休みに子供と見るオススメ映画。ティップという女の子と「オー」という名前
の無能で楽観的な宇宙人。なぜ「オー」という名前なのかは見てからわかるよ！
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NCの海辺からこんにちは❢
「シーズンオフは釣り具のお手入れを」
読者の皆様、新年あけましておめでとうございます。
１１月のはじめ数週間目で名実ともに釣りのシーズン
（バンク、サーフ・フィッシング）の季節は終わり、ク
リスマス、お正月を経て寒かったり雨だったり、釣りと
は程遠い気候です。ここジャクソンビルでも朝晩は摂氏
零下まで下がることがあります。そんな矢先に、正月の
３日が誕生日である私に、家内は新しいサーフフィッシ
ング用の１２フィート（約３メートル半）の竿をプレゼ
ントしてくれました。「釣りに行けない季節に釣竿なん
て、拷問だ。」と思いつつも、今年こそこれでヒラメを
揚げてやると、決意も新たに新しい竿を眺めながらにや
にやとしている今日この頃ですが、シーズンオフこそ釣
り具のお手入れをしておきたいものです。一番酷使され
ていながら、手入れされないのがリールです。もっと
も、アメリカでは竿とリールのセットで格安なので、使い捨てという感覚もあり
ますが、ここは昭和男の貧乏性精神を生かして、こうなったらどこまでこの安物
を万全の整備で持たせることができるか、などと意地を張ったりします。修理屋
稼業の習性か、「直らない機械はない。」という信念を持つ小生、多少の事では
物を捨てません。そこで、ごくごく基本的なリールのお手入れをちょっとだけご
紹介します。リールを分解するのはそんなに難しくありません。私は、面倒くさ
がりやなので、ラインの先端にはワンタッチクリップを装着しており、仕掛けは
そのクリップに直付けしています。ですから、仕掛けを外した状態でラインが竿
の先から抜けません。そこでリールヘッドを外すと、リールのドラム（糸巻き部
分）が竿からぶら下がった感じになります。ラインがほどけないようにドラムに
太めの輪ゴムをまいて、リール本体を竿から外します。写真１のようにスピン
ナーのナットを外しますが、これは逆ねじ（左回転で締まる。）ですので、反対
に回さないように。これを組み付けるときにはあまりきつく締めなくて大丈夫で
す。きつく締め付けすぎると、スピンナーが回らなくなります。ねじを外してギ
アケースを開けます。大丈夫、ぜんぜん複雑じゃありませんので、勇気をもって
開けてみましょう。出てきたのはべべルギアとピニオンギア（写真２）です。こ
このところに、市販のリール用（シリコンベース）グリスをスプレーします。汚
れている場合は、WD-40などの潤滑剤で洗い流すとよいでしょう。リールをばらし
たついでに、ちょっと値段は張りますが、ラインを今流行のより糸などに変更す
るのもよいでしょう。

/根本：東京出身 ジャクソンビル在住
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新しい年も２月になりました。“New Year’s Resolution”はまだ
持続されていますか。New Year’s Resolution としては、“痩せよ
う”とか“運動しよう”という健康志向が多いですよね。確かに
体重を減らし、運動をすることは健康を維持するためには大切な
ことです。 日本に住んでいると歩くことが多く、電車にのった
り、階段も上がり降りしたり、生活のなかで、自然と運動してい
ます。 アメリカは車生活。家の前からどこへ行くにも車です。歩くことはエク
ササイズのひとつとして、時間をとり、”努力をして“ 歩かなければなりませ
ん。実は筆者も運動不足で仕事と家事の合間にどのように時間をとろうか努力し
なければならないのが現状です。
どうして運動や健康の話をはじめたかというと、今回は”糖尿病と難聴“につ
いてお話したかったのです。実は糖尿病と難聴はとても関係があるのです。ここ
数年、糖尿病と難聴との関係についてあちこちで記事を見るようになりました。
糖尿病は心臓病、網膜症、腎症、神経障害など様々な合併症を引き起こすことは
よく知られていますが、実は難聴にもなりやすくなります。
研究者たちはつぎのように述べています。“血糖コントロールが不良であると全
身の血管や神経の損傷が引き起こされます。高血糖は時間の経過とともに、蝸牛
管血管条や神経にダメージを与え、聴力を奪っていくとかんがえられます。”
とあります。糖尿病をもつ人々は、糖尿病でない人々より、難聴になるリスクが
２倍から３倍高いということが示されています。
さらに聴覚が低下し、なにも対処しないと、特に高齢者ではCognitive Function認
識作用に影響し、認知症にもつながりやすいこともあります。ですから、まずは
糖尿病にならないように健康管理をする、糖尿病と診断された方々は定期的に聴
覚の検診を受けられることをお勧めします。

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住

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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鎌倉風水館
鎌倉風水館の光龍です あけましておめでとうございます。易学では２月４日の立
春から新しい一年が始まり、干支もこのときから乙未の年となります。
★２０１５年の運気
今年は六十干支で言うと乙未の年。乙は植物が曲がって伸びる状態を表します。
今年は新改革を進めても壁にぶつかりなかなか伸びきらない状態となるでしょう。
昨年は甲の硬いからを破って新しい改革が起きる年。今年は抵抗があっても伸び続
け、改革を続けて行く年となるでしょう。未は木の上部が繁茂している状態を表し
ます。ですから未年は枝葉を切り落として風通しを良くする必要有。物事を簡素化
し内部を明るく保つ事が大切。また口をつけると味という字になり、今までの改革
に味わいが出てくる時となります。九星気学の観点では今年は東が暗剣殺、西が五
黄となり引越しには注意の方位です。風水の観点では五黄土星が西に居ますので、
この方位に風水風鈴を吊るし五黄の損失の気を防ぎます。特に家の中央から見て西
方位に玄関のある家は必ず風水風鈴を吊るしましょう。家全体に運を腐らせる五黄
の気が充満します。さらに風水では年三殺方位が西となるので家の西側に三殺の殺
気を防ぐ金属製のキリンを外に向けて置きましょう。玄関から東に向かって外に出
る家への引越し、増改築などは避ける年です。また丑年生まれの方は未と相性が悪
く何かと思うようになり難い年となるので、自分の気を補うようにしましょう。
★風水チェック
家の気の入り口である玄関。特に影響が大きい玄関の外回りの風水チェック。
１．玄関と門が一直線→精神的ストレス
２．玄関の外の正面に下り階段またはスロープがある→財が抜け出る
３．玄関が隣の家の玄関と向かい合わせになっている→対人関係にトラブル
４．玄関の外の正面に大木がある→精神的ストレス
５．玄関の外に電信柱がある→精神的ストレスと体調が崩れる
６．玄関に向かって道路が真直ぐに来ている（Ｔ字路）→事故、病気、財が抜ける
７．玄関の前に池が二つ有る→突然の災難に会う
これらは現象として特に現れやすい風水です。特に長く住めば住むほどじわじわと
現象が出てきます。
/光龍：鎌倉風水館 島根県出身 神奈川在住

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
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医食同源
「体質」
草木が芽吹き成長し始める春は、人間の体も新陳代謝が活発になる季節です。
ダイエットは、栄養分や脂肪を溜め込む秋から冬より、春から夏に向けて始めるほ
うが効果的。同じダイエット法でも体質の違いで効果はバラバラ。中医学ダイエッ
トは「体質」が基本。日本人に多い代表的な四つのタイプをご紹介します。自分の
タイプを見つけて、食生活の改善をし、太りにくい体質改善を目指しましょう。
「食欲旺盛な「湿熱太り」タイプ」
原因：甘い物や油っこい物が好きで食べ過ぎてしまう傾向有。食生活が原因。
太り方：全体に太目でがっちりした体格。固太りで体重も多く、体脂肪率も高い。
食生活：食欲旺盛で早大食い。酒や甘味、油っこく濃味好き、外食や間食が多い。
体質の特徴：エネルギッシュで疲れ知らず。体力もあり食欲も旺盛。元気で疲れ
知らず。のぼせやすく、暑がり、汗をかきやすい、顔が紅潮しやすい、便秘気味。
「イライラの「気滞り」タイプ」
原因：ストレスを上手く解消できず、新陳代謝を促進させる源の「気」の流れが
滞ってしまうことが原因。
太り方：腹部を中心に全体に太目。浮腫みが起こり易く、体重増減が激しい。
食生活：食欲は波があり、過食と拒食を繰り返す。お酒や煙草、コーヒーなどの嗜
好品に依存しがち。
体質の特徴：精神的に不安定で思い込みも激しい。過食や拒食を繰り返したり、
体重の変動も大きく、ダイエットも長続きしない。ストレスを溜めやすくイライラ
しやすい。お酒や煙草、コーヒーなどの嗜好品に依存しがち、気分にムラがある。
「血行不良の「瘀血太り」タイプ」
原因：冷えや血中コレステロールが溜まるのが原因で、血流が停滞している。
太り方：上半身を中心に全体に太目、見た目よりも体重がある、内臓脂肪がつきや
すい、中性脂肪が多い。
食生活：食事の量を減らしても、あまりダイエットの効果が見られない。
体質の特徴：冷房などの冷えに弱く腹部や下半身が冷え易い。肌のくすみやシ
ミ、クマが気になる、肩こりや頭痛がある。
「エネルギー不足の「気虚太り」タイプ」
原因：気が不足するため新陳代謝が悪く、筋力がないため下腹がポッコリした下半
身太りが特徴です。
太り方：下半身が太っている、体重の割には体脂肪が多い、お尻が下がっている、
下腹がポッコリ出ている。
食生活：食欲があまりない、少食気味、特に朝には食べられないことが多い。
体質の特徴：食欲不振で、朝食を抜いたり、食べる量が少ない若い女性に多く見
られるのが特徴。食べないのに太り、疲れやすく体力がない。運動が苦手、胃腸が
弱く胃下垂ぎみ、風邪を引きやすい。
四つのタイプをご紹介しました。次回は食事などの解決法をご紹介しますので、ご
期待ください。
/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
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＜日本の年金のお話④＞
“加給年金・振替加算について”
加給年金とは、厚生年金、共済年金の被保険者（サラリーマン、
公務員、学校の先生、等）である期間が20年以上ある方が、65歳（または定額部分
支給開始年齢）に達した時点で、その方に生計を維持されている配偶者（65歳以
下）または子（18歳以下）がいる場合に支給される年金です。この制度は年金を受
給する年齢になったにもかかわらず扶養すべき配偶者や子がいる場合の救済措置の
ためのもので、老齢年金に上乗せされるお得な制度です。受給期間は60～65歳（被
保険者の生年月日により異なります）から配偶者が65歳になるまでの期間です。要
件としては配偶者の所得が年間850万円以下である必要があります。国籍は問いま
せんので配偶者が日本人でなくても受給できます。
一方振替加算とは配偶者が65才となって加給年金の支給が停止後、加給年金に代
わって配偶者に支給される年金です。ただし、①配偶者が日本の年金に以前加入し
ていて65歳から基礎年金を受給できること、②昭和41（1966年）4月1日以前の生ま
れであること、が必要です。金額は加給年金に比べると減額されますが、生涯に
渡って配偶者に支給されます。
受給額ですが、厚生年金加入期間が20年の場合加給年金が年間約39万円、振替加
算が最大で年間約20万円（配偶者の生年月日により異なる）となります。
加給年金、振替加算とも受給要件として上述の通り厚生年金加入期間が20年以上
必要となりますが、米国移住者については日米間の社会保障協定により厚生年金と
米国年金（Social Security）加入期間を通算することができます。例えば以前日
本で5年間サラリーマンをしていて会社の厚生年金に加入していた方が、米国移住
後米国年金に20年間加入していた場合、日米の通算年金加入期間は25年となるので
加給年金、振替加算の期間要件を満たしていることになります。但しその場合の受
給額は日本の厚生年金に20年加入していた場合の金額の4分の1（5年／20年）とな
ります。（つまり39万円×1／4＝約10万円となります）
手続ですが老齢年金と一括して申請することも別々に申請することも可能です。
例えばうっかり申請手続きを忘れていた場合は過去に遡って請求できますし、老齢
年金の申請後再婚した場合は改めて加給年金または振替加算の申請手続きを行なう
ことができます
/ライフメイツ社会保険労務士事務所 年金コンサルタント東京都出身

24

235 S Salisbury St. Raleigh, NC 27601
(919)307-4950

www.lucettegrace.com/
営業時間: 日曜定休、月～木曜日 8am~7pm 金、土曜日 8am~9pm
Raleigh Downtownにお洒落なケーキ屋「Lucettegrace」が誕生しまし
た。お店の中は、古い建物を利用したレンガに木を活かしたHard
Floor、そしてアクセントの黄色と灰色が落ち着いた雰囲気を醸し出し
ています。席数は少なく、すっきりした店構えです。ショーケースに
並ぶケーキは、どれをオーダーして良いのか迷ってしまうほど見事な
デコレーション。お味は日本のケーキよりほんの少し甘いですが、従
来のアメリカのケーキより大分甘味控えめ。アーモンドのスポンジに
アーモンドバニラムースを包んだArdeche。シュークリームの中にココナツクリー
ム、ミルクチョコレートムースとココナツケーキを挟んだCoconut Cream Pie Choux
Pouf はお店の人気商品。どれもコーヒー、紅茶との相性抜群。バレンタインデー
には特別なケーキが売られるそうです。マカロン、クロワッサン、軽いサンド
イッチ有。平日は駐車場を見つけるのが大変ですが、土曜日だと比較的簡単に止
められます。Take Out用の箱にはMade in Raleighと書かれています。

HAIR
SALON

www.hairbyteruko.com

NEW LOCATION!!!
新店舗

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。

予約制
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ごちそうさまぁ～！
「ピザチキン」
鶏もも・・５枚
玉葱・・1個

スパゲティソース・・1缶

エッグヌードル・・2/3袋

スライスマッシュルーム・・大1缶

モザレラチーズ・・好みの量

ソーセージ・・1チューブ

スパゲッティスパイス・・好みの量

油・・少々
（作り方）
1)フライパンに軽く油を引き、みじん切りにした玉ねぎ、マッシュルーム、ソー
セージを炒め、ソーセージに火が通ったら、スパゲティソースとスパイスを加
えかき混ぜる。
2）別のフライパンに油をひいて鶏ももを焼く。
3）お鍋にお湯を沸騰させ、エッグヌードルを茹で水気を切る。
4）耐熱皿にエッグヌードルをひき、その上に鶏ももをのせ,1）
をかけてモザレラチーズをのせる。
5）350度に温めていたオーブンでチーズがとろけるまで焼いて
出来上がり。サラダとガーリックブレッドを付けてお召し上

がり下さい。
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。
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おいしいもの
探
偵
団

「Pretzel」
日本人には馴染みの浅いプレッツェルはドイツ発祥の焼き菓子
で、アメリカ人には欠かせないスナック。モールにあるソフトプ

レッツェルのお店「Auntie Anne’s」では、アーモンド、サワークリーム、ハラピ
ノ、シナモンシュガー、ピザ味など軽食になるメニューが並びます。今回は、食料
品店で売られている硬いプレッツェルに挑戦です。ポテトチップスと比べるとプレ
インプレッツェルはカロリー少なめでDiet Foodとしても活用されています。
Plain Pretzelでお勧めは「Unique Pretzel Shells」。プレッツェルの
中が空洞になっていて軽い食感。次にお勧めは「Snyder’s of Hanover Gluten Free Mini Pretzels」プレッツェル特徴の塩気が少なく
クリスピーで食べ易い。両方ともDipに付けてて食べてもVery Good。
Flavored Pretzel部門では「Hershey’s Pretzel」。Hershey’sのチョコ
レ-トを使用しているのでリッチな食感。塩味とチョコレートのコン
ビネーションが大人の味。ギフトに最高。「Snyder’s of Hanover
Cheddar Cheese」はプレッツェルクラッカーの間にチェダーチーズ
がサンドで日本人好みのお味。Flavored Pretzelはどれもお酒のつまみに最高。Hot
Wing, Buttermilk Ranch, Garlic, Parmesan Flavorなどもあり変わった味を楽しませ
てくれます。
「Rold Gold Pretzel Thins」は薄くクラッカーとポテトチップスの
間のお味。野菜を上にのせて食べると合います。

ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

バレンタインに❢「ベークドチョコレート」
（材料）
板チョコ（市販）・・100グラム
薄力粉・・大さじ２
コーンスターチ・・大さじ２
グラニュー糖・・少々
（作り方）
1）薄力粉とコーンスターチは合わせてふるっておく。
2）チョコレートを刻んで湯煎で溶かし、1）を加えてよく混ぜる。
3）2）を絞り袋に入れて、クッキングペーパーを敷いた天板に丸く絞る。
4）絞った生地の上にグラニュー糖を少しずつかけて、350度に温めておいたオーブ
ンで8分ほど焼いて出来上がり。冷ましてラッピングしプレゼントにどうぞ。
/まみこ:Mammy’s Kitchen Club主宰

新潟出身
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Triad

Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad

Greensboro, Winston Salem地区のイベント
下記の1) - 7) はGreensboro Coliseumで行われる予定のイベントです。
Address: 1921 W Lee St, Greensboro, NC 27403 Tel:(336) 373-7400
1) Chris Brown/Trey Songs コンサート
日時：2/10/2015 7:30 PM

2) 第26回のNC RVと キャンピングカーショー
日時：2/13/2015 – 2/15/2015 金曜日: 10 am – 8 pm 土曜日: 10 am – 8 pm
日曜日: 11 am – 5 pm
3) Jason Aldean コンサート
日時：2/13/2015 7:30 PM
4)NCHSAA 州のレスリング選手権
日時：2/19/2015 – 2/21/2015
5) ボート＆フィッシングエクスポ
日時：2/27/2015 – 3/1/2015 金曜日: 10 am – 9 pm 土曜日: 9 am – 7 pm
日曜日: 11 am – 5 pm
6) Fleetwood Mac コンサート
日時：3/17/2015 7:30 PM
7) Southern Ideal ホームショー
日時：3/27/2015- 3/29/2015 金曜日: 10 am – 8 pm 土曜日: 10 am – 8 pm
日曜日: 11 am – 5 pm

大蔵昌枝 弁護士
MASAE Y. OKURA, ESQ
アトランタ事務所
直接電話：404.223.2217
直接ＦＡＸ：404.238.9764
Email：MOkura@bakerdonelson.com
Monarch Plaza Suite 1600
3414 Peachtree Road
Atlanta, Georgia 30236
代表電話番号:404.577.600
代表ファックス番号：404.221.6501
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ウェブサイト：www.bakerdonelson.com
事務所所在地：アラバマ、ジョージア、ルイジアナ
テキサス、フロリダ、ミシシッピー
テネシー、ワシントン

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad

Triad Triad

その他のイベント
Pride and Prejudice (高慢と偏見) ステージショー
日時: 2月 6, 7, 12, 13, 14 日は 8 pm; 2月 8 日と15 日は 2 pm
場所：Arts Council Theatre : 610 Coliseum Drive in Winston-Salem
Tel: (336) 725-4001
ウェブサイト: http://twincitystage.org/show-prideandprejudice.html
The Kernersville Father Daughter ダンス
日時: 2月 7日
場所：Kernersville community Recreation Center
Tel: (336) 996-6421
The Color run 5K (Happiest 5K on the planet)
日時：3月 11日
10:00 AM
場所：Winston Salem Fairgrounds
421 27th Street Northwest, Winston Salem, NC 27105
ウェブサイト：http://thecolorrun.com
「惑星上で最も幸せな5K」というキャッチフレーズで、健康と幸福を促進するた
めのイベントとして2011年3月に設立され、現在は５０カ国以上でこのイベントが
開催されています。参加のルールはスタート地点で白い服を着ている事。時間を
競うのが目的では無く、走っている間に色々な色が飛んできて（？）フィニッ
シュ地点では色とりどりの貴方が完成しているという、ちょっと変わった、それ
でいて思い出に残る事間違い無しのパーティ感覚のマラソンイベントだそうで
す。フィニッシュ祭も有り。申し込み等の詳細は上記のウェブを参照。

Chef Samir Shaltout

4212 W Wendover Ave. Greensboro NC 27407
(336)852-9707
Dining Hour: Sunday-Thursday 11am-10pm
Friday-Saturday 11am-11pm

美味しいエジプト料理が食べたくて見つけたのがこのお店。
こじんまりしたお店でアットホーム的な雰囲気がタップリで
す。何をOrderするか悩んでいると、明るく陽気なオーナーの
Samirさんが優しくアドバイスしてくれます。地中海料理には
欠かせないハマスは新鮮で、焼き立てでまだ熱いピタとは最高のコンビ。ムサカ
は日本人好みのしっかりしたお味でこれもピタに合います。お洒落なお皿の上
に、お勧めのChicken Kabab, Kofta Kabab, Beed Shawermaが食べきれないほどの
新鮮な沢山のサラダと一緒に綺麗にもられていてどれから食べようか迷ってしま
うほどです。Greensboroのお越しの際は、Samirさんのほのぼのとした笑顔と深み
のあるお料理をお試しください。
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こんなとき、どう言うの？

～2月、3月に使える表現一覧～
＊Happy Valentine’s Day❢Thank you for being a great friend.
ハッピーバレンタイン❢大切な友達でいてくれてありがとう。
＊We are having a mild winter.
この冬は暖かいね。
＊We had less snow this winter than last.
今年の冬は昨年よりも雪が少なかった。
＊The winter has come to an end.
冬が終わった。
＊I can’t wait for winter to end.
冬の終わりが待ちきれない。
＊Spring is just around the corner.
もうすぐ春です。
＊Spring has come early this year compared with last.
今年の春の訪れは昨年に比べて早い。
＊It is getting more like spring day by day.
日に日に春らしくなる。
＊That outfit reminds me of spring.
春っぽい服装ですね。
＊The cherry blossom season has come.
桜の季節が来ました。
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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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–—

賃貸物件：新築３BR、1Car Garage、タンクレス湯沸かし器（瞬間湯沸かし器）
1stFloorは全てHardwood、洗濯機、乾燥機付き、Chapel Hill 学校区、小、中、
高校まで徒歩圏内、Community Pool,児童公園
sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

賃貸物件:新築１BR,タンクレス湯沸かし器（瞬間湯沸かし器）、家具付き、
Utility込（電話代は除く）Chapel Hill学校区 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1-3日、3-5時間。Babysitterを出来る方を探しています。
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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

マネージャー、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
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

を銀行

掲示板ご利用案内
「見て見て！三角掲示板」では、掲載

Hair Artist

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

Michelle Salon
at
North Hill Mall
予約
(919)782-3436
(919)605-4892 日本語
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2-3月 トライアングルの

2/10-15
2/11
2/13,14
2/25
2/27
2/27
2/27,3/1
3/3
3/5
3/10-15
3/10-15
3/19
3/27
3/27-29
4/7-12
2/11-13,1820
2/14
2/14
2/28
3/1
3/7
3/14
3/14
3/20-21
4/11

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
Billy Elliot (Musical)
DECPA
Tony Bennett
DPAC
NC Symphony Pops Casablanca
DECPA
LANG LANG - NC SYMPHONY SPECIAL
DECPA
Silk Road Ensemble with Yo-Yo Ma
UNC CH. Memorial Hall
NC Symphony Beethoven's 7th
DECPA
LA TRAVIATA (椿姫)
DECPA
Gov't Mule featuring John Scofield
DPAC
MUSIC FOR DANCE - CAROLINA BALLET
DECPA
Peter and the Starcatcher (musical play)
DECPA
Kinky Boots (Musical)
DPAC
Sarah McLachlan
DPAC
Katt Williams
PNC ARENA
STOMP The International Sensation
DPAC
Jersey Boys (Musical)
DPAC
ファミリー/子供向けイベント
THE WOLF

DECPA

Wake Forest Mardi Gras Street Festival
Downtown Wake Forest
Tinker Tech Family Workshops: Electric Valentines Museum of Life and Science
THE LAURIE BERKNER BAND
DECPA
Harlem Globetrotters
PNC ARENA
NCSymphony Kids:Mozart's Magnificent Voyage DECPA
St. Patrick's Day Parade
Downtown Raleigh City Plaza
Tinker Tech Family Workshops: Rockin' Robotics Museum of Life and Science
Disney Live! Mickey's Magic Show
DPAC
Tinker Tech Family Workshops: Solar Circuits
Museum of Life and Science
その他イベント

2/12

Science of Eats: Sweet(21+ Only)

Museum of Life and Science

2/12-15

NC International Auto Expo

NC State Fairgrounds

2/13,14

Carousel Farms Bulls and Barrels

NC State Fairgrounds

2/13,14
2/14
2/28
3/29
4/4

Monster Jam / custom-designed track show
Krispy Kreme Challenge 2015
Beer & Bacon Fest
Rockin' Marathon Relay
Raleigh Amateur Radio Society Hamfest 2015
日本人関連イベント
Cooking by Peggy and Penny
First Voice of Spring Tea
Raleigh Downtown Trolley Tour
子供の本の読み聞かせ方
桜まつり

PNC ARENA
NCSU Belltower
Koka Booth Amphitheatre
WakeMed Soccer Park
NC State Fairgrounds

2/20
2/28
3/13
3/20
3/28

First Baptist Church/Raleigh
Duke Garden
First Baptist Church/Raleigh
Durham
Duke Garden

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center
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トライアングル
LADY’S CLUB
日本から西荻フレン
ドリースクール所長
近野由美先生の4回
目のアメリカ訪問。
今回は効果的な幼児の本の読
み聞かせ方を実践して戴きま
す。その後、注意点などのポ
イントを説明します。近野先
生は幼児教育の専門家で日本
では雑誌やテレビでも取り上
げられています。日頃子育て
で疑問に思っている事や悩
み、その他について皆さんで
お話ししましょう。近野先生
のブログは http://friendlyschool.com/blog/ です。お子
様連れも大歓迎です。ポト
ラックなので、何か１品お料
理をお持ち下さい。
日時：3月20日（金)11時より
RSVP:3月18日、荒竹までお知
らせください。
yaratake@email.unc.edu

編集後記 ちょっと立派なお誕生日カードを出しに郵便局に行ったら長蛇の列。係員
が「あなたはカードだけだから、こっちにいらっしゃい」と助け舟。切手代91セン
トをカードで払おうとしたら「小さい金額だから支払無用」と言われ、$20で払おう
としたら今度は「お釣りが無いから支払無用」USPSは財政が厳しいはず
なのに太っ腹。ただになって嬉しくも複雑な気持ちになりました。yoko

* 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」 2015年2/3月第42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
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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
(Family Operated Business)
1207 Kildaire Farm Rd. Cary NC/919-380-0588/Sun-Mon 9:30am-8:00pm
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。
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最新情報をどこよりも迅速・正確に
グローバル インフォメーションは世界の最新市場情報をお届けします。
世界中の調査会社との継続的で密接なコラボレーションにより、
あらゆる専門分野における最新の情報サービスラインナップからお客様固有の
ニーズに合うソリューションをご提案いたします。
【情報カテゴリー】
▼ 通信/IT
▼ 医薬品/バイオ
▼ 医療用機器
▼ 電子部品/半導体
▼ 自動車
▼ エネルギー/環境
▼ 金融/保険
▼ 食料/飲料
▼ 一般消費財
▼ 防衛/航空宇宙
▼ マテリアル
▼ 産業用機械
▼ インフラ

グローバル インフォメーション インク
433 South Main Street, Suite 303,
West Hartford, CT 06110 USA
Toll Free (US): +1-866-353-3335
Outside US: +1-860-674-8796
Fax: +1-860-674-8341
日本語、英語対応可能
日本語ウェブサイト：www.gii.co.jp
英語ウェブサイト: www.giiresearch.com
Email：aya@gii.co.jp

【委託調査】

【市場調査報告書】
提携調査会社の各分野に精通した専門アナリストが
特定テーマの市場動向を調査・分析し、その結果を体系
的にレポート。
世界市場や国別・地域別市場のトレンド、将来予測を中
心に参入企業の分析、技術動向、製品シェア、産業構
造、特許・規制事情の情報を詳細報告します。
今後のビジネス予測、市場参入、商品開発、国際展開
に関して、意思決定に有力な情報を提供します。

【国際会議・展示会】
世界各国で開かれる国際的な会議、
展示会へのご参加、ご出展をサ
ポートします。
各国言語にてWeb サイトを作成し、
様々なお問合せにも対応可能。市
場性が高く、ビジネス機会の拡大に
寄与する各国の国際イベントをご紹
介することで、お客様の市場情報
ニーズを多面的にサポートします。

お客様固有の市場情報ニーズに合わせ、テーラーメイ
ド型の調査プログラムを提供します。
専任スタッフがお客様の調査ニーズに対する詳細定義
を確認し、プロジェクトに最適な調査会社と共に調査企
画を提案。調査開始時のお見積、ご契約、調査開始後
のプロジェクトマネジメント、納品までを一元的に担当し、
お客様を代行して調査会社との各種折衝業務を遂行し
ます。

【Webツール】
通信・IT、医薬品、半導体、医療用
機器、一般消費財、金融、食料など
あらゆる産業ごとに世界の市場情
報を集めたポータルサイトを運営し
ています。
世界で開かれる展示会、セミナーの
最新情報をお届けするサイトもそろ
えております。

【年間情報サービス】
年間契約型の情報サービス。年間
を通じ、定期的に情報を提供するた
め、特定のテーマに継続的な情報
ニーズをお持ちのお客様に最適で
す。
サービスはWeb アクセス、電子ファ
イル、データ納品、製本版などで
ご提供できます。
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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。

