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Hot News!! 

NCの財政危機 

 
 問題が山積のNCの財政。Budgetが大幅にカットされ、教

育現場をはじめとして大きな打撃を受けています。財政

カットで何処にしわ寄せが来るのか箇条書きにしてみました。 

 

1)教師の給料が据え置き  

一回限りの＄750のボーナスが支払われるだけで、給料の値上げは保留。 

2)TA(Teaching Assistant/補助教員)の立場が不透明 

2008年より7000人も少なくなっている補助教員の数。それも、何時解雇され

るか分からない状況にある。 

3)各学校の柔軟性を規制 

各学校により、補助教員の為の補助金を別の用途(必要の迫る用途)に使用で

きたが、これからは認められず。 

4)教科書の予算額カット 

  急激な人口増加により2008年には＄76.09/１人あった教科書予算額が2015年 

  には＄15.96にカット。 

5)UNC（University NC）の財政カット 

NC全体で原動力教育が必要なのに関わらず、＄18ミリオンの財政カット。 

6)Community Collegeの授業料上昇 

多くの他州がタダでCommunity College 

に入学できるシステムを作ろとしているのに、NCは授業料値上げを要求。 

7)勤労者世帯に対する課税率上昇 

NCに住む60％以上が昨年より今年の方が州に税金を多く払わされた。これは 

税金の控除枠が他州と比べて厳しくなった為である。 

8)大企業への援助 

財政の一部を大企業に援助。次年間で＄3.9ビリオンの援助が予定されてい 

る。これにより、教育現場等にしわ寄せがくる。 

9)女性の健康保険医療資金援助を廃止 

10)太陽エネルギーの縮小 

＄4.7ビリオンにも上がる政府からもらえる税額排除のクリーンエネルギーの 

太陽エネルギーを縮小しようとしている。 

11)都市旅客鉄道の見直し 

NCの輸送を向上させる都市旅客鉄道の投資額を見直す。 

12)シェールガスの為の補助金 

健康問題、環境破壊に多くの悪い影響を与えるシェールガス開発に補助金を 

出す。 

 

しかし悪いニュースばかりではありません。NCの法人税が2016年より5％から

4％に引き下げられる可能性があるばかりか、2017年には3％まで下がる可能性が

あります。日本の様な四季を楽しめ、海、山にも日帰りで行けるNCが誰にとって

も住みやすい場所となると良いですね。 
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vs          「新連載：嘘の様な本当の話」 

   

  

 人は良く、「話せば分かるよ。」と言いますが。世の中には話し

ても分かり合えないそして理解し合えない間柄もあるのです。それ

は考え方の違いなのか育ち方の違いなのかよく分かりませんが私の

結婚も実にその様な物でした。 

 前夫に会ったのは私が二十歳（１９８６年）の時、海外旅行に行

く際航空券を買った旅行会社でした。前夫はそこの営業マンでした。その時は今

のようにEticketの様なものは無く、直接航空券を旅行代理店に取りに行かなけれ

ばならず取りに行ったところ前夫は私を気に入ってしまった様です。その後まだ

私が前夫の友人だった２２歳の頃,両親と一緒に長野県の旅行中に、前夫が彼の実

家の岐阜県が長野の隣と言う事でついでに遊びに来る様誘われ、途中彼の実家に

行く羽目に成ってしまいました。その旅行の帰りに、まだ付き合っても居ない私

に彼は突然「僕と結婚してくれる？」とプロポーズしたのです。もちろん私は断

わりました。彼の事をまったく好きではなかったからです。結局それから何度も

デートに誘われその度にプロポーズ攻撃にあい、なぜか私もその言葉に次第に洗

脳され不思議に彼の事を好きに成って行きました。 

 長野への旅行中に寄った前夫の実家について父は何も言いませんでしたが私の

母はとても否定的でした。彼の父親は普通でしたが母親は挨拶をきちんと出来ず

印象の悪い人でした。私から見た彼の母は単なる高飛車女としか思いませんでし

たが私の母が彼の母に対して良い印象を持たないのは、頭の先から足の先までお

金と男性が好きと全身でかもし出していた事です。１９８２年頃彼の父親の陶器

の会社が倒産して以来生命保険外交員としてその母親は働き、その当時の１ヶ月

の給料は机に封筒が立てられるほどと自慢げに話していました。彼の母親はとに

かく口を開けばお金の話ばかりで、「あの人は貧乏だから馬鹿、この人は金が在

るから利口。」などと常に差別的な事ばかり言っていましたから、私の母は「下

品でいやだわ。」とうんざりした顔をしていました。私の母はその為か彼の母と

は話したがりませんでしたが、歴史好きなので岐阜名古屋周辺の歴史を良く知る

夫の父とは楽しそうに話しておりました。 

 前夫の育ったその家は田舎の旧家で、トイレは戸の無い廊下の端っこにたった

１つで、しかも水洗ではありません。その一つしかないトイレに対し部屋は１３

部屋もあるのです。１００年以上経つ古い家なので、ところどころ隙間だらけ。

昼もうす暗く夜は幽霊が出そうな屋敷でしたので両親も私もドン引きでした。母

は「母親もあんな人で家も広いだけで住みにくそうだし、こんなところに来るお

嫁さんは悲惨よね？」と言っていました。世間知らずの私にはその意味がどんな

意味なのかその時は理解出来ませんでした。 

 私の母は常々私に東京出身者と結婚する様言い聞かせていましたので、もしこ

の人と結婚する事に成れば大反対にあう予想はついていました。前夫の両親も会

社の倒産があったので息子には誰か資産家の令嬢と結婚させたかった様で同じく

この結婚には反対でした。しかしこの彼の実家を訪問した数ヶ月後、１９８９年

に結婚を決意してしまったのです。私もこの時思い留まればこれからお話しする

不幸は起こらずに済んだでしょう。しかし思うように行かないのが人生です。こ

れからお話しするのは私の結婚生活に起きた嘘の様な本当の話です。 

                 /NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住 
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   「スマホとSNS、最近どうなってるの？」 
 

SNSとはソーシャル・ネットワーキング・サービスの略です。SNSは、世界中で人と

人をつなぐコミュニケーションの中心的存在になりつつあります。インターネッ

ト・バブル以来、数多くのSNSプラットフォームが世の中に登場しました。Google

のOrkut、ハーバード大の学生が作ったFacebook、仕事を中心につながる

LinkedIn、つぶやきのTwitter、日本でもGREE、mixiなどがあり、登録した読者の

方もいるでしょう。 

現在の傾向としては、i-phoneやAndroidなどが発売されてから、スマホ（＝スマー

トフォン）の所有率が劇的に増え、コンピューターよりもスマートフォンを使った

SNSがより一般的になってきているということです。ここでは、このスマホによる

SNSを中心に紹介します。 

 

日本での主流はLINE 

日本で今、もっとも使われているSNSといえばLINEで

す。LINEは2011年、東北大震災の3ヶ月後にサービスを

開始しました。大震災で通話がすぐにできない状況でも

メッセージを伝えられる利便性と必要性を痛感した日本

で、瞬く間に広まり、若者だけでなく、あらゆる層のス

マホユーザーがコミュニケーションツールとして使うよ

うになりました。友達や家族同士などプライベートな場面だけでなく、会社や公共

組織などもLINEを通じてメッセージを流したり、コミュニケーションを図るように

なり、一種の社会現象といわれるまでに成長していて、現在は日本以外の国（特に

アジア圏）にも進出を始めています。 

 

LINEメッセージの特徴： 

1. LINEの一番の特徴はスタンプ（絵やスティッカーのようなも

の）です。文章で書かなくても、自分の言いたいことに最も

近いスタンプを送ることでメッセージを伝えることができま

す。機知に富んだスタンプが無数にあり、無料で使えるもの

もたくさんあります。スタンプを送ることで、コミュニケー

ションがより楽しく効率的に行えます。もちろん文章や写真

などを送ることもできます。 

2. メッセージは個人同士のチャットにも使えますし、グループ

でも使うことができるので、連絡事項を一斉に流したい場合

などにも便利です。出席の有無などもすぐに確認することが

できます。 

3. 実際に話をしたい場合には、スマホにLINEのアプリをインストールしている

同士ならば、無料で電話をし合うことができます。国内、国外ともに可能

で、アメリカと日本での通話もタダです。 

 

アメリカのSNSは？ 

アメリカでのスマホのSNSの主流は、i-Massage(i-phoneでのインスタントメッセー

ジ)やFacebook Messenger、Whatsapp、Viber、Kakaotalkなどで、その人やグルー

プの持つ文化やバックグラウンドによっても、どれをよく使うかが違ってきている 
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ようです。ただ、携帯電話でのテキストメッセージが既に時代遅れになっているこ

とは確かです。そして、このようなSNSによるインスタントメッセージを使ったコ

ミュニケーションが王道となりつつあり、電話で実際に声を聞いて会話すること

が、だんだんと少なくなってきている傾向にあります。 

 

そのほかの人気SNS：Instagram・Twitter 

単に特定の相手にメッセージを送るだけではなく、不特定多数の人にメッセージを

流すことができるSNSもあります。ユーザーは、自分のメッセージ・作品・写真な

どを投稿し、大勢の人に見てもらい、また自分自身も別の人のものを閲覧して、評

価したりコメントを送ることもできます。InstagramやTwitterなどがそれを可能

にするプラットフォームです。ブログに似ていますが、ブログよりもシンプルで瞬

時に使えるという点で手軽に利用できます。また、実際に会うことができない世界

の人たちと写真やメッセージを分かち合うことができます。 

 

Instagramは、写真や短いビデオを投稿するもので、撮った写

真を自分なりに編集することもできます。使い方は、まず

Instagramのアプリをスマホにダウンロードします。次にスマ

ホで写真を撮り、その写真を自分のページに載せることで、

Instagramのほかのユーザーたちに見せることができます。載

せるときに、写真に関連したキーワードをハッシュタグして

書いておく（#タグを単語の前につける）と、その分野に興味のあるユーザーが検

索してきます。また、自分が気に入った写真を載せる人をフォローすると、その人

の写真がすぐ見られるように設定できます。ナショナルジオグラフィックなどを

フォローすると、美しい地球各地の景色や野生動物の写真などが次々と見られます

し、他にも素晴らしい写真やおもしろい写真をアップしている人がたくさんいま

す。 

 

Twitterは、Instagramと同じようなコンセプトですが、コン

ピューターとスマホのどちらからでも使えます。「つぶやき

（Tweet)」といわれるように、自分の考え、思ったこと、近

況などを140文字（120words）以内で投稿します。Twitterも

キーワードを検索することで、自分の興味のある内容を投稿

した別の人の「つぶやき」を読むことができます。また、自

分の気に入った人（知り合い以外でも、作家、芸術家、政治

家、芸能人など著名人も可）をフォローすると、その人の「つぶやき」が投稿され

る度に読むことが可能になります。Twitterで多く検索されるキーワードを調べれ

ば、今の社会のトレンドを知ることもできます。 

 

このように、様々なSNSのプラットフォームが存在するので、スマホユーザーは、

ネットを通じて地球規模で人とつながれるようになり、可能性が無限大に広がった

といえるでしょう。あなたもSNSを使いこなしてネット社会を謳歌してみてくださ

い。 

 

サリー：東京都出身、元ローリー日本語学校生徒、2015年10月よりLINE本社勤務 

緋美瑚：東京都出身、フリーライター、Instagram名はbluemorpho3d  
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 朝晩涼しくなって紅葉が奇麗な時期になると、４学期制の学校は１学期もそろそ

ろ終わりです。先生のやり方や毎日の学校生活にやっと慣れたころに、１学期が終

わり、初めての通知表をもらいます。小学校では、教師も両親から子供の様子を聞

きたいので、ほとんどの小学校では、時間を取って個人面談が行われます。そし

て、その後問題がない場合は、個人面談をしないのが普通です。今回は個人面談で

どんなことを先生と話し合った方がよいのかを考えてみましょう。 

 

小学校 

学業面では「ちゃんと授業を理解しているのか？授業中は真面目に取り組んでいる

のか？」というのが一番の心配ではないでしょうか。宿題の量が多すぎたり、自分

の力で出来ない場合は、どうしたらよいのか先生に聞いてみましょう。また交友関

係がどうなっているのかも親としては知りたいところです。「一緒にランチを食べ

たり、休み時間に遊ぶ友達がいるのか？または学校で友達と楽しく過ごしているの

か？」などです。交友関係で、もし意地悪をされていたり、イヤな事を言う生徒が

いて、お子さんが悲しい思いをしているのならば、この面談の機会に是非先生に話

しておくことをお勧めします。言いつけているようですが、先生としては子供が毎

日の学校生活でどのように感じて、それをどう親に言っているのか知りたがってい

ます。あらかじめ言っておく事によって、今後、席替えやプロジェクトのグループ

分けでその生徒と一緒にならないように配慮してくれることが多くなります。 

 

中学校／高校 

問題がない場合はほとんど面談がありません。ただ面談がなくても、気になる事が

あれば担任もしくはカウンセラーの先生に連絡して面談を申し出た方がいいと思い

ます。レポートなどの宿題の量が多すぎたり、授業についていくのが大変な場合や

成績が悪かった時は、２学期が始まる前に素早く問題を解決して、子供が楽しい学

校生活を送れるようにしてあげたいものです。 

 

 

 秋の個人面談 

/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 

TRIANGLE AREA 初 本格ラーメン屋  
 

     点矢らーめん 
      Ten-Ya Ramen 
    Triangle 地区で1992年より本格的なタイ料理を作り続け、 

       数々の賞を受賞しています。お気軽にお立ち寄り下さい。 

 
Inside Sawasdee Thai Restaurant and Bar 
6204 Glenwood Avenue, Ste 120 Raleigh, NC 27612                                        
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介  

 

 

 

          

      

     「KBI Biopharma Inc. 」 

  
 KBI Biopharma Incはバイオ医薬品に特化した開

発・製造受託会社で、現在まで、世界の200以上の

顧客（主に製薬メーカー様）に対して、先進的な医

薬品開発の支援を提供してきました。高い技術と迅

速な対応で顧客課題に取り組むことで、幅広く高度

な開発・製造受託サービスを提供しています。 

 

 当社は、アトランタをベースとする会社からスピンオフした会社であり、設立

から未だ十数年の若い会社ですが、設立以来、売上高、従業員数ともに急成長し

ています。今後も、バイオ医薬品市場は順調に拡大し、その中で、当社が得意と

する製造プロセス開発や製造受託の市場も大きく拡大すると予測されています。 

 

 現在、従業員は総勢約350名で、本社のあるDurham市には２つの拠点があり、約

250名が従事しております。昨年春にはコロラド州の拠点を大手製薬メーカーから

買収しており、そこでは約100名の従業員が働いています。 

 

 今年春、JSR株式会社（本社：東京都港区、以下「JSR」）、シミックホール

ディングス株式会社（本社：東京港区、以下「シミック」）および株式会社産業

革新機構（本社：東京都千代田区、以下「INCJ」）が、当社を共同で買収し（出

資比率は、JSRが51%、シミックが5%、INCJが44%）日本企業３社による合弁企業と

なっております。JSRは今回の買収を通じ、KBIとの業務提携関係を構築すること

で、JSRが戦略事業として進めているライフサイエンス分野において、バイオプロ

セス事業を強力なパートナーとともに加速させていくとしています。当社社長で

あるJoseph T. McMahon（ジョセフ・マクマホン）は「今回のパートナーシップ

は、材料技術やグローバルでの展開実績、財務の安定性といった新しいパート

ナーの長所を当社のコア技術に組み合わせて発展させることができる良い機会と

なるでしょう。また、両社はともにイノベーションと顧客サービスを重視してお

り、世界中の患者のために画期的な医薬品を開発する顧客企業の後押しをするこ

とで人々の生活を豊かにしたいというミッションも共有することができます。」

と当時コメントしています。 

 

 現在、日本からの駐在員は３名おり、いずれもDurhamの拠点に勤務しておりま

す。未だ、日系企業となって間もないですが、日本の製薬メーカー等との取引も

増加しており、今後は海外展開にも力を入れていく予定です。当社の発展ととも

に、日本との繋がりも益々強くなっていくと思います。従業員一同、今後もより

一層頑張って行きたいと思っています。読者の皆様とはあまり直接の接点はない

かも知れませんが、今後とも、よろしくお願い申し上げます。 

      /井上：VP, Corporate Administration and Planning 東京都出身 
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 第5話「税関申告書とパンデミック」  
 

 『当機はあと1時間ほどでニューヨーク JFK国際空港に到着いたします。』キャ

ビンアテンダントから日本語と英語でアナウンスが流れる。そろそろあれを書か

なきゃ。姓名、誕生日、滞在先はノースキャロライナのアパート、パスポートナ

ンバーを書いてイエス/ノーの質問に答えていく。そう、税関申告書である。はい

はい、植物も肉もカタツムリも持ち込んでいませんよ。農場にいたか? 家畜のそ

ばにいたか? 何のことは無い質問であるが、何故こんな質問が税関申告書に有る

のか?? 答は『経路を確定させるため。』である。 

【以降の文章はニュース、新聞報道、インターネット等から得られる情報を元

に、総合的に筆者の解釈で書かれております。解釈の違い等はご容赦ください。

また、公人と考えられる方には実名を使用させて頂いております。】 

 2000年3月12日、宮崎県のある酪農家で発熱及び水泡の症状を示す牛が見つかっ

たとの一報が入る。そして数日後、同様の症状が伝染していることから獣医師は

口蹄疫の発生を疑う。 

 口蹄疫（こうていえき）とは、主に偶蹄類が感染するウイルス性の急性伝染病

である。発熱、よだれや柔らかい部位に水疱が形成されると言った症状を示し、

これらにより採食が困難となり、結果として乳収量や産肉量の減少に到る。口蹄

疫ウイルスは、感染した動物の吐く息の中に含まれ、空気や風によって運ばれ

る。気象条件によっては100ｋｍ先までウィルスが移動することさえあると言う。

成牛にとっては致命的な病気ではない。しかしながら、口蹄疫の異常に強い感染

力と異常に早い感染速度のため、一度パンデミックに陥れば畜産業界に大打撃を

与える疾病である。適切に対応できなければ、最悪の場合、その国の酪農が壊滅

の危機に瀕することさえ覚悟しなければならない。一方で、国際獣疫事務局に口

蹄疫の発生が無いと認定された『清浄国』は、清浄国以外の国からの畜産物の輸

入を断わることができ、逆に国内の畜産物の価値を高めて海外へ輸出できるとい

うメリットを生む。【2015年5月29日現在、アジアにおけるワクチン非接種清浄国

は日本、インドネシア、シンガポール、ブルネイ及びフィリピンのわずか5カ国で

あり、それ以外の国から畜産物の日本への輸入は拒否することが出来る。】 

 口蹄疫には治療薬が無く、発症を抑えるワクチンは有るものの、予防ワクチン

は設定されていない。パンデミックを防止するため、家畜伝染病予防法は防疫方

法として患畜或いは感染の疑いのある家畜の移動禁止、そして殺処分を要求す

る。更に、伝染の拡大を防ぐために、場合によってはある地域を指定し、その地

域内の全ての家畜の殺処分を要求することさえある。それだけの感染力なのであ

る。正に酪農家にとって最悪の伝染病である。 

 宮崎牛を初めとする黒毛和牛は、その品種改良の長い歴史とそこに注ぎ込まれ

た職人技と愛情の結晶であり、いわば芸術品のような存在である。その品質は、

世界で追随できる国は無い、と断言しても過言ではないであろう。 

 2000年3月12日、その宮崎牛に小さな異変、即ち発熱及び水泡が発見された。直

ちに農水省家畜衛生試験場海外病研究部に口内の組織を送り鑑定を依頼、ウイル

スは確認できなかったものの抗体は検出された。これは感染の可能性があること

を意味する。 

 3月25日、宮崎県畜産課は、ウィルスが確認されていない段階においてこの農家 
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の肉牛10頭に口蹄疫の疑いがあると公表、家畜伝染病予防法

に基づき防疫対策本部を設置し、半径20キロ以内の牛と豚の

移動を禁止、近隣の市場も閉鎖、半径50キロ以内の約117万頭

に上る牛と豚の搬出を制限した。主要幹線道路には消毒のた

めの検問所が設置され、24時間体制の監視が実施された。4月

4日、英国家畜衛生研究所による組織検査の結果が出た。口蹄

疫ウイルスの遺伝子が確認された。日本では、1908年以来92

年ぶりの出来事である。 

 一方、3月の時点で口蹄疫発生の報が宮崎2区選出の江藤隆美議員の元へ寄せら

れる。江藤議員は即座に小渕総理に連絡、小渕総理は即座に口蹄疫対策本部を設

置し、宮崎1区選出の大蔵省出身の中山成彬議員に連絡、中山議員は大蔵省に出向

きその場で100億円の緊急出動を要請、承諾を得る。2人の議員は即座に100億円の

軍資金と共に宮崎入りし、酪農家の説得に奔走する。全てが即座の行動、時間と

の戦いであり、国としての対応が求められる事態なのである。 

 酪農家にとって手塩にかけて育てた牛は単なる動物ではない。家族である。そ

の家族を殺処分しなければならない酪農家の思いはいかばかりか、察するに余り

ある。2人の議員と酪農家は一緒に涙を流し、酪農家は殺処分に合意し、そしてそ

の日は取って置きの餌を与えたそうである。 

最初に疑いを持った獣医の慧眼と、これらの迅速な初動の結果、宮崎県及び飛び

火していた北海道の口蹄疫は6月初旬にその対策を完了し、日本は間も無く清浄国

に復帰した。この時期東アジアでは韓国、台湾、ロシア及びモンゴルで口蹄疫が

連続的に発生している。6月下旬に開催された国際獣疫事務局による緊急会議にお

いて、口蹄疫の蔓延を最小限に食い止めた日本の取り組みが高く評価されると共

に、口蹄疫の発生原因として中国産麦わらを否定できないとされた。中国の情報

は制限されるため、なかなか真実が見えてこないが、継続的に口蹄疫が発生して

いることは容易に想像される。そこから輸入された麦わらに口蹄疫ウィルスが付

着していた可能性はやはり否定できないであろう。 

宮崎牛は2007年“和牛のオリンピック”とも呼ばれる第9回全国和牛能力共進会に

おいて内閣総理大臣賞種牛・肉牛2部門を独占し、農林水産大臣賞9区分中7区分を

制覇した。口蹄疫禍の悪夢も遠い記憶となったかに思えた。 

 しかしそれから3年、先の口蹄疫の発生から数えて10年目、神は再び試練を与え

ようとしていた。 

                 /岸本：北海道出身、Durham在中、駐在員 
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ホテルの選び方にはコツがある。高級ホテルだからベスト

か、というとそうとも限らない。旅をすればするほど、宿泊施

設はピンキリだ、と痛感する。 

一番目に付くのは、最高級ホテルだ。目立つように作られて

いるし、情報も見つけやすい。このクラスだと、サービスが悪

ければ淘汰されるので、まず問題もない。ただし、宿泊代以外

にも、ホテル内のサービスや、食事も、それなりの値段だ。庶

民は、気をつけたいポイントだ。カナダのある有名ホテルでは、朝食の値段にびっ

くり、ランチまで腹を減らしてすごす羽目になった。大規模チェーンは、高級ホテ

ルでも一ランク下がる事が多い。イベント関連でこれらホテルに泊まることがある

が、値段も格式も下がる代わりに、特に混雑時は、サービスなどもあらが見えるこ

とが多い。ただ、金を使うことが前提ではなく、目が飛び出ることも少ないので、

肩肘張るのが苦手な向きは、この方がゆっくり休めるだろう。 

中級ホテルは、朝食がついていたり、WIFIが無料だったり、お値打ちさを売りに

するところが多い。規模の大きいチェーンが多く、Hampton InnやHoliday Inn 

Expressなどが人気だ。ただ、どこでも同じサービスが売りのところが多く、面白

みに欠け、旅の情緒はあまり期待できない。もちろん、サービスも、親切にしてく

れたらあたり、という程度だ。また、大都市では、高級ホテル並みの値段のことも

ある。旅情を多少なりとも求めるなら、他所を当たった方が良いだろう。海外でも

状況に大差はないが、ドイツ語圏で見るIntercity Hotelは、キーカードが市内交

通機関の乗車券を兼ねるという特典が面白かった。また、長期滞在型のホテルも使

いようだ。Residence InnやHomewood Suiteなどが人気で、これらは、短期旅行者

にも使いやすい。部屋が広く、特に家族連れには使いやすいだろう。平日は、晩御

飯が無料でつくホテルもあり、魅力だ。 

アメリカでは、これより下のクラスは、治安の問題がある事が多いが、それでも

長距離運転中に田舎で、などなら使いようがある。Motel 6やRed Roof Innなどが

使いやすいだろう。私も大学時代には何度かお世話になった。また、知名度の高い

安宿といえばユースホステルだろう。お世辞にも「ユース」とは言えない客（私も

人のことは言えない）が宿泊中でビックリすることもあるが、特にヨーロッパ人の

感覚では至極当たり前のようだ。形態も様々で、名前はホテルだが実態はホステル

というものも多い。最近は、ネット予約の発達から、民宿に近いものも増えた。日

本でも、日雇い労働者相手の宿や、スーパー銭湯の休憩室に欧州の旅行者が泊まっ

ているのは、同類項だ。他人と同室、バス・トイレ共同など、安いなりだが、共同

スペースが多いのは他の旅行者と知り合いになるきっかけとなる。生活に必要な

サービスの値段が安いのも魅力だ。そして、意外にも立地条件が良いことが多い。

アルメニアのホステル、イランの安宿で知り合った人たちとは、今でも交流があ

る。一人旅では、人恋しくならずに済むし、情報交換もできる。アメリカでも一部

の街で見かけるので、若いうちに一度は経験する事をお勧めする。 

お財布事情や、その他の必要性によって、選び方も色々だろうが、自分に合った

ホテルを選べるようになれば、予算が限られていたとしても、その分だけ旅行も

しっくりくるものになるだろう。 

     /根木：Travelink Chapel Hill, Greensboro支店長  Chapel Hill在住 
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    「子供の幸せ」”The Welfare of Children”   
 

日本が「ハーグ条約」に参加して一年。ハーグは国際司法裁判

所などで有名なオランダの街で、ハーグと名のつく条約はいくつ

もあるが、昨年、日本が署名したのは“Hague Convention on the 

Civil Aspects of International Child Abduction”「国際的な

子の奪取の民事面に関する条約」。国境を越えて親に連れ去られ

た子どもを、元の国に戻すための国際間の決まりごとである。 

 「子どもを連れて国外へ逃亡」と聞くと、遠い世界の話に聞こえるかもしれない

が、意外と身近な話だ。例えば「里帰り」。忙しいお父さんを置いて、母と子だ

けで実家に帰ることは、ごく一般的な風物詩である。アメリカ駐在中の家庭で

も、日本で夏休みを過ごすべく、６月に入ると母子で飛び立っていく。だが、こ

の里帰り、準備を怠ると大事になる可能性があることをご存知だろうか。  

 子どもと片親だけの出入国に、不在の親の同意書を要求する国は多い。カナダ、

アメリカも、実は「渡航同意書」が必要とされている。お留守番のお父さんが渡

航を了承していると証明できなければ、じゃじゃーん、あなたも誘拐犯に疑われ

る可能性があります。 

 しかし、子どもと逃げた親を犯罪者として追い詰める国は、アメリカくらいのも

のである。アメリカでの離婚裁判は、徹底的にアメリカ人有利であり、以前は

「ハーグ条約に批准していない日本に子どもを連れて行かれると、戻って来ない

可能性がある」という理由で、たとえ短期旅行であっても許可が下りず、という

ケースが多々あった。そこで勝手に飛び立てば誘拐だ。だが、条約に批准した

今、その理屈は通らないし、逆に日本に住んでいる子どもがアメリカに連れ去ら

れたとしても、訴えることができる。ハーグ条約はお互いの国が批准していれ

ば、もちろん双方向なのだ。 

 日本での休暇が終わり、たどり着いた空港の入国管理は遅々として進まない。１

時間以上待って、ようやく自分たちの番になった時、係官はパスポートを眺め、

指紋取りをするだけで、何も私に質問をしなかった。これで乗り継ぎ便に間に合

うと思った瞬間、彼は不意に息子に声を掛けた。 

 「君はこの女性を知っていますか？」固まったのは私だ。これから家に戻るのだ

から、同意書は必要ないはず。だが、マズイ、おちゃらけ好きな息子は「いい

え、知らないおばちゃんです」くらいのことを言いかねない。厄介なことになっ

たらどうしよう。息子よ、ここは空気を読め、読むんだ！横目で息子に念力を

送っていると、息子は、真面目くさって「はい」と答えた。「誰ですか？」「ぼ

くの母です」。ここでようやく”Welcome Home!”。乗り継ぎにはなんとか間に

合った。 

 現在、FBIの指名手配リストには、二人の日本人女性が載っている。容疑はいず

れも”Unlawful Flight to Avoid Prosecution”（訴追を逃れるための国外逃

亡）。国際離婚の揉め事で子どもを連れて日本へ逃げ、誘拐犯となって１０年。

彼女たちは一生アメリカの地を踏むことはないだろう。すでにティーンとなった

子どもたちが、日本で幸せに暮らし

ていると信じたい。 

赤い小鳥とブルーな生活 

/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住 
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法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

    “外国人の新規採用オプション” 
 

 ここ数年H1Bの年間枠が不足し、大卒社員を採用できず困っている声を耳にし

ます。H1B以外のビザで新卒者や若手を採用できるオプションを紹介します。 

 

*ＯＰＴ就労許可証 

 学生であれば、OPTが有効である間は、引き続きOPTで雇用継続が可能です。理

数系などSTEM学位に該当する学生なら、従来の12ヶ月間のOPTを17ヶ月延長可能

なので、引き続き雇用を続ける事ができます。ただし、OPTを17ヶ月延長する為

には雇用主はE Verifyに加入しているのが条件です。E Verifyが強制されていない

州の雇用主はご注意ください。E Verifyに加入すると、新規採用社員は皆このシス

テムでソーシャル・セキュリティー番号をチェックする義務が課せられます。 

*CＰＴ就労許可証 

 学生にはOPTの他にも、CPT（ｶﾘｷｭﾗﾑ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ･ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)という就労資格があ

り、これは学校のカリキュラムの一環としての企業でのインターンシップなど研

修が学校の単位になるもの、もしくは担当学部が企業での仕事が専攻学位の理解

に必要であると認めた場合に、許可される就労許可証です。CPTはOPTとは異な

り、移民局に就労カードの申請は行いませんが、まず学部の許可を得て、それを

もとにインターナショナルオフィスに報告をし、I-20にCPT開始の裏書をもらいま

す。学校はその旨をSEVISシステムに登録し移民局に報告を行います。CPTは12ヶ

月まで申請できますが、12ヶ月を全部つかってしまったら、OPT申請の資格を失

いますので注意が必要です。 

Ｊ-１とＨ-３研修ビザ 

 CPTもOPTも償却した場合、もしくは米国外にいる人であれば、米国にて短期

の研修を行なうこともできます。研修ビザにはJ-1とH3がありますが、J-1は関連学

位や経験がある人が対象で、H-3は関連学位経験がない人が対象となります。J-1

研修ビザはアメリカ以外の国の大学や短大を卒業して、さらに米国以外で1年以上

の関連職務経験があれば、J-1スポンサーの企業研修プログラムを通して、最長

18ヵ月（旅行業界の場合は12ヶ月まで）まで研修を行うことができます。米国以

外の国で学位を取得していない場合は、米国外で5年間の関連職務経験があること

が条件です。しかしながら、レストラン産業や人材派遣業界はJ-1の研修をするこ

とができなくなりました。さらに、最近では危険物に接するような製造業の工場

内での研修も審査が大変厳しくなっているようです。また、日本国籍者には該当

しませんが、出身国によっては、研修終了後2年間の本国滞在要求が課せられるこ

とがあるので、事前にJ-1スポンサーや専門家に問い合わせた方がよいでしょう。 

 H-3研修は、未経験者を対象としています。オン・ザ・ジョブ・トレーニングが

許されるJ-1とはことなり、H-3研修は教室内での講義を主体としているため、現

場での研修は最小限におさえなければなりません。 

最長期間は2年間ですが、2年間を使いきってしまうと国外に6ヶ月間滞在しなけれ

ば再度H-1BやＬビザで米国に入国することができなくなります。J-1もH-3もいず

れも企業内研修を通じて自国では得られないような技術を米国で学ぶことによ

り、研修終了後は自国に帰り、その知識や経験を生かすことを目的としていま

す。また、J-1企業研修は研修を通じた知識や技術の向上が主目的である為、正規

従業員のように生産的業務に従事することはできません。 
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 その他に短期間の研修である場合、ビザ免除のESTAやB-1商用

ビザで研修を申請する可能性もありますが、研修期間中も米国外

の企業での雇用が続いており、米国内では報酬をうけないことが

条件です。その他細かい注意があるので、専門家の意見を伺った

方がよいでしょう。 

*ＴＮビザ 

 カナダやメキシコ国籍保持者であれば、NAFTA条約によるTNビザを申請する選

択肢があります。TNビザには年間枠がないため、年中いつでも採用が可能です。

ただし、TNビザの場合は、NAFTAの特定職業リストにある職種への就労に限られ

ており、特定の学位を修了したものに限ります。主に技術系の学位取得者が対象

となりますが、会計や経済アナリストなど文系学位もいくつかリストに含まれて

います。同じＴＮビザでも、カナダ国籍保有者とメキシコ国籍保有者とでは申請

方法が異なるので注意が必要です。 

*E-3ビザ 

 カナダやメキシコ国籍保持者以外でも、オーストラリア国籍者専用のE3ビザで

若手を採用することができます。このビザは、もともとH-1Bの内容で大卒者対象

に作られた専門職ビザですが、H-1Bには年間枠があるため、Eビザ・ファミリーに

入れられました。したがって、条件はH-1Bとほぼ同じですが、年間枠がありませ

んので、年中いつでも採用が可能です。 

*特定ビザ保持者の配偶者 

 LビザやEビザやJ-1ビザ保持者の配偶者は就労許可証を申請することができま

す。配偶者の就労許可証には職種の制限がないために、採用が比較的自由にでき

ます。また、H-1B配偶者も最近の法律改正で、永住権の申請を始めて一定条件を

果たせば、就労許可証を申請できるようになりましたので、ポジションの資格条

件を満たす人がいれば、採用条件が比較的自由です。 

*国外の関連会社で採用 

 若手を採用するためには、上記のオプション以外にも、とりあえず米国外の関

連会社での雇用を検討し、来年度のH-1B申請時期までまつか、LやEビザの資格条

件をみたすまで国外の関連会社で技術や知識をつけるという方法もあります。そ

の間出張目的で米国に短期間来ることは可能ですが、米国内で米国企業の利益に

なるような業務についたり、米国内で収入を得たりすることはできません。 

           /大蔵昌枝：弁護士 福岡出身 アトランタ在住 

 

大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

Atlanta 事務所  

直接電話：770-765-7666 

直接ＦＡＸ：770-415-0039 

Email：masae.okura@fisherbroyles.com

Charlotte 事務所 
6000 Fairview Rd. Suite 1200 
Charlotte, NC 28210 

Atlanta事務所 
1200 Abernathy Rd. Bld 600 Suite 1700 
Atlanta, GA 30328 

ウェブサイト：fisherbroyles.com 
 

事務所所在地：アトランタ、オースティン、ボストン、

シャーロット、シカゴ、シンシナティ、クリーブランド 

ダラス、デトロイト、ヒューストン、ロスアンゼルス、

ニューヨーク、ワシントンDC、コロンバス 

         

    FISHERBROYES 

 
     A LIIMITE LIABILITY PARTNERSHIP 
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 「幼児期に身に着けたい大切な力とは」 
 

 

 今回は日本での私立国立の小学校に入学するための試験について書きます。 

 

 日本の受験など海外にいるから関係ないと思う方も多いと思いま

す。しかし、小学校の試験問題には幼児期に身につけなければいけ

ない要素が沢山盛り込まれています。試験内容は、【ペーパー試

験】、【巧緻性】、【体操】、【行動観察】など主に4つの項目に

分かれます。これらの共通点は、全て人の話を聞いて、理解できる

かどうかです。海外では幼児期から、ABCを読んだり書いたりすると思いますが、

日本では読み書きは小学校に入学して初めて習うものと定められています。その

為、ペーパーの問題も幼児が読むのではなく、テープ（ＣＤ・放送などの音源）

であったり、先生が問題を読みます。どんなに知能の高い子供でも、答えを書く

場所が聞き取れなければ、得点にはなりません。体操の指示も口頭で行われま

す。工作も先生の指示通りに作ります。この3項目は全て話の聞き取りです。行動

観察は、知らない子供が10人位のグループで遊んだり、ゲームをしたりします。

そこでは、お友達に優しくできるかや協調性などを見られます。これは小学校生

活において集団で行動できるかが試されます。面接では、コミュニケーション能

力を見られます。先生から聞かれたことにきちんと答えられるか。言語の発達段

階のテストです。 

 

 重視されるのは、読み書きがどれだけできるかではありません。このように、

小学校受験の問題からわかることは、日本人として、幼児期に求められること

は、どれだけ字が書けて、読めて、計算ができるか、ではないということです。

幼児期は目を鍛えるのではなく、耳を鍛え、創造性、思考力を育てる時期だと日

本の幼児教育では考えています。この時期の大切な事は、本を読ませるのでは無

く、たくさん読んであげて、本の読み聞かせを通して、両親の声で耳からその知

識が育つようにしてください。幼児期に大切なのは、耳で聞く力を育てる事で

す。  

              /近野ゆみ：西荻フレンドリー経営 東京都出身               
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       ＜日本の年金のお話＞ 

         

  “日本の年金受給のための銀行口座について” 
 
現在日本の年金を受給している、またはこれから受給手続をされる米国在住者の

方で、年金の振込先として普段利用している米国内の銀行口座を指定している（予

定している）方は多いと思います。気軽に入出金手続したり決済処理ができるので

当然です。ただ日本の年金を受給する場合においては次の点について知っておくと

よいかもしれません。それは年金を振り込むための手数料が発生していることで

す。 

まず日本の厚生年金や国民年金が米国の銀行口座へ振込まれる際の手続きを細か

く見ていくと次の様な流れになっています。①日本年金機構から（日本年金機構が

提携している）日本国内銀行へ送金を依頼、②日本国内銀行から指定された米国の

現地銀行へ送金、③米国の現地銀行での受取および年金受給者の口座へ入金 

この中で、②の手続きにおいては日本国内銀行に対する送金手数料が、③の手続

きにおいては米国の現地銀行に対する受取手数料が、それぞれ発生します。②の手

数料については日本年金機構が負担しますが、③の手数料は受取人つまり年金受給

者本人が負担します。この受取手数料は銀行によって異なりますが大体$10～$30が

多いようです（一部の銀行では無料というところもあるようです） 

次に振込の回数ですが、通常年金は月額払いですが振込手続きは2か月分が2か月

毎（偶数月）に振込まれます。つまり年間6回振込まれるため6回分の手数料が発生

します。さらに厚生年金の受給者で海外在住の方は65歳になると年金が「厚生年

金」部分と「基礎年金」部分の２つから構成されるのですが、それぞれが同じ日に

別々に送金処理されるため手数料が2回分発生します。つまり年間12回分の手数料

が発生します。厚生年金ではなく公務員や学校の先生が加入していた共済組合から

退職共済年金を受給する場合も同様です。 

年金の振込みに際しては事前に日本年金機構や共済組合から支払通知書が郵送さ

れ具体的な金額が円建てで記載されているものの、実際の入金額はドル建てなので

あまりピンとこないかもしれませんが、上記受取手数料や為替手数料が年金額から

差引かれています。 

一方年金の振込先として日本国内の銀行口座を指定した場合は、海外送金手続き

ではないため受取手数料は発生しません。また為替手数料なども発生しませんので

支払通知書の額面がそのまま受給者の口座へ振込まれます。よって日本の銀行口座

をお持ちの方は振込先を日本の銀行口座にすることで手数料分をセーブすることが

できます。米国での生活を考えれば日本の銀行口座の利便性はあまりよくありませ

んが、時々日本へ行かれる方や将来日本へ帰国を予定されている方はそのまま利用

できます。 

日本に銀行口座をお持ちでない方は米国の銀行口座で受け取る方法しかありませ

んので手数料は必要経費として負担せざるを得ませんが、日米両国に口座をお持ち

の方はどちらが自分にとって有利かを考えた上で選択することができます（年金の

受取口座はいつでも変更申請することができます。） 

（備考）現在日本で新たに銀行口座を開設するには住民票が必要であり、海外居

住者は開設することはできません。また日本国内の口座であってもゆうちょ銀行に

ついては海外在住者の年金受け取り用口座として利用することはできません。  

    /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 
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秋たけなわですが、映画もたけなわ。夏のお楽しみ映画は終了

で、賞レースを意識した中身の濃い映画がたくさんで見応えがあ

りそう。アカデミー賞にノミネートされるためには今年中に上映

していることが条件なのです。紙面で全部紹介できないのが残念

です。さて、慈善活動や乳癌・子宮癌予防のための切除手術などいろいろな話題

を提供しているブラッド・ピットの妻であるアンジーことアンジェリーナ・ジョ

リー。美しいだけの女性ではなく、秘めたパワーが溢れているようです。彼女の

監督主演作品は夫婦共演で興味津々！ /緋美瑚：東京都出身、フリーライター 

The Martian (アクション、冒険、3D) PG13、10/3公開 

探索のため火星に向かった宇宙飛行士たち。事故でマーク（マット・デイモン）

だけが取り残される。食料も限られ機材も故障。地球へ帰還することは可能か？ 

  

Freeheld (ドラマ、伝記) PG13、10/16公開 

末期ガンのローレル（ジュリアン・ムーア）が、事実婚のパートナーであるステ

イシーに自分の財産を受け取れるよう政治に働きかける実話。同性婚の話題作。 

  

He Named Me Malala (ドキュメンタリー) PG13、10/9公開 

ノーベル平和賞を受賞したパキンスタン少女マララを描く。15歳の時（現在は18

歳）学校から帰る途中で狙撃され奇跡的に助かる。女子教育の重要性を訴える。 

  

Steve Jobs (ドラマ、伝記) R、10/23公開 

アップル社でiMacを開発するまでのスティーブ・ジョブスの軌跡を追う。監督、

プロデューサー、俳優陣等をアカデミー賞受賞者で揃えた鳴り物入りの映画。 

  

Pan (ファンタジー、冒険、ファミリー) PG、10/9公開 

ピーター・パンの実写版。孤児のピーターは、母を探す度に出てネバーランドへ

行く。そこで出会う黒ひげ船長（ヒュー・ジャックマン）やタイガー・リリー。 

  

Goosebumps Movie (スリラー、冒険、ファミリー、アクション) PG、10/16公開 

10代のザックは小さな街に引っ越す。隣の家には美しい少女ハンナが住んでいた

が、彼女の父親はホラー小説家だった。その小説の中のモンスターがリアルに。 

  

Crimson Peak (ホラー、IMAX) R、10/16公開 

家族に起きた不幸から逃れようとする作家のイーディスは、幼馴染みではなく、

知り合ったばかりのトーマスと結婚する。トーマス家の古い大豪邸には秘密が。  

 
Bridge Of Spies (ドラマ、スリラー、伝記、歴史) PG13、10/16公開 

冷戦時の実話を元にした映画。ジェイムス・ドノバン（トム・ハンクス）は米のU

-2パイロットの解放という不可能に近い任務のためCIAによりソ連に送られた。 

 

 Jem And The Holograms (ミュージカル) PG、10/23公開 

自撮りのミュージックビデオを妹に動画サイトにアップされたことからネットで

人気になった4人姉妹のガールズバンド。プロデビューするまでを描く青春映画。  
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Room (ドラマ) R、11/6、ドラマ 

5歳のジャックは部屋から一度も出たことがなく外界を知らない。ママに守ら

れ、ママに愛され、ママと過ごす鍵のかかった部屋。実話から着想を得たドラ

マ。 

  

Rock The Kasbah (ドラマ、コメディー) NR、10/23公開 

音楽プロデューサー（ビル・マーレー）が米軍慰問でアフガニスタンへ行き、そ

こで見つけた美声の少女をアフガニスタン版アメリカンアイドルに出演させる。 

  

Brunt (コメディー、ドラマ) NR、10/23公開 

ミシュラン二つ星を獲得した若きシェフ、アダム・ジョーンズは、短気で偉そう

な嫌な奴。そんな性格が裏目に出て転落するが、三つ星を目指して再奮起する。 

  

Our Brand Is Crisis (コメディー、ドラマ) NR、10/30公開 

サンドラ・ブロック主演の政治コメディー。「政権獲得、勝利のためなら何でも

やります」がモットーの政治コンサルタントのジェーン（サンドラ）が見もの。 

  

The Peanuts Movie （アニメ、ファミリー、3D） G、11/6公開 

世界中で愛されているスヌーピーとチャーリー・ブラウンたちの3Dアニメ。

チャーリーが恋をしたとかの噂も。家族みんなで映画館へゴー！の楽しい映画。 

  

Man Up (ロマンス、コメディー) NR、11/13公開 

ブラインド・デート（会ったことがない人とのデート）で、相手に間違われて、

24歳の振りしてナリスマシ。でも意気投合！でもバレた！あーどうしよう（笑） 

  

By The Sea () NR、11/13公開 

アンジーが監督する3作目の映画。離婚危機にある米人作家のローランド（ブ

ラッド・ピット）と妻バネッサ（アンジェリーナ・ジョリー）はフランスを訪れ

る。 

  

Love The Coopers (コメディー) PG13、11/13公開 

クリスマス・イヴの日、恒例の四世代の家族が集まってのパーティー。そこで招

かざる客と予想外の出来事。とんでもないバタバタが逆に家族の絆を強くする。  
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NCの海辺からこんにちは❢ 
     

  

９月７日月曜日夜のことです。心配していた雨も上が

り、夕方４時ごろから釣りを開始。場所はいつものホスピ

タル・ポイント（キャンプ・リジューン海兵隊基地内）。

気温は８５度ぐらい、時折気持ちのいい風が吹き、雲が上

空に薄く広がり、遠くの雲の切れ間に夕焼けが見えるとい

う絶好の釣り日和。この日はオハイオから来ていた友人を含め、７人の大所帯。

ラインが絡まらないようにそれぞれ距離を取り、一斉に竿を振り始めました。餌

は現地調達のボラの稚魚に、やはり近くの海岸でとったエビ。この日は仕掛けを

投げた直後からすぐに細かい食いがあり、魚がたくさんいる証拠です。餌を見つ

けると寄ってたかって食いつき、やわらかいエビなどはあっという間に取られま

す。浅いところには小さめな魚しかおらず、大勢で餌をつつくので、竿が細かく

触れるものの、針にはかかりません。懸命に大振りをして仕掛けを遠くへ飛ばし

ます。ここで気が付いたことですが、おなじ竿、同じライン、同じ仕掛けでも、

１オンスほど重めのシンカー（おもり）をつけると、２～３メートルは遠くへ飛

びます。１時間ほど経過したころから、いいサイズの魚がかかり始めました。釣

れる魚の数に比例して、餌をとられてしまう空振りも増えます。最初の２時間ぐ

らいはおそらく１０投中８回の割ぐらいで餌をとり逃げされていました。日が沈

み、干潮へと潮が動き出すと今度はほとんど入れ食いの状態になりました。とい

うよりは、こちらもだんだんと賢くなり、あまり待たずに最初のあたりで素早く

竿を引くと魚がかかるということを学び、本来ならば「ぐい、ぐい、ぐいーっ」

を待つのですが、最初の「ぐい」で素早く引きます。そうすると餌の周りに集

まってきていた魚の最初に食いついた奴に引っかかるのでしょうか、餌にはほと

んど食いついていないままで針が魚の唇をとらえている感じのものがほとんどで

した。オハイオから来ていた友人Ｓは、周りがもう片づけを終えて帰る支度をし

ているにもかかわらず、数少ない海釣りに未練たっぷり。餌がなくなるまでと言

うものの、他のみんながあきれるほどの執念深さ。やっと最後の一切れのエビが

なくなったのは午前１２時過ぎ。筆者の結果は、私は自己最高記録の２０匹。数

えていたのは私だけだったそうですが、他の人たちもそれぞれ１０匹以上は釣っ

ていましたので、ざっと計算しても１００匹以上の大漁となりました。私の成績

はブルー２匹とクロッカー１８匹。以前大漁だった時のブルーを食べた時に少し

臭みがあったので、今回は釣れた時点で生き締め（動脈を切って泳がせ、血を抜

く方法）にしてみましたが、味はこうしたほうが格段によいことがわかりまし

た。後日、地元で長く釣りをしている人に聞いたところ、夏から秋に向けて気温

が下がり始めると、魚は産卵の時期を迎えるので、少し飢餓状態になり、よく釣

れるようになるとのこと。事実、釣った魚のほとんどが卵を抱いており、油がの

りきっている感じでした。これから、ノースカロライナはヒラメのシーズンが本

格化します。今年は絶対自分で釣ったヒラメを刺身で食べたい。 

/根本：東京出身 ジャクソンビル在住 

  「自己最高記録更新の一日」 
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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 

 

      
 
 

                                 

 日本から来て意気揚々と始めた私のアメリカでの学生生活

は結構大変なものでした。英語はまあまあ出来たものの、到

着１週間後に始まった講義もわかっていたようで理解してい

なかったし、寮生活もまた大変でした。Graduate school用の

寮で、隣の女性はLaw School の学生でハリのある声でスピー

ドもとても速く、私は必要以外は彼女と話すことを避けてい

ました。私は外交的ではない私の性格と英語の文法を間違え

てはいけないという気持ちであまり世界各国からきている留

学生ともなかなか打ち解けられませんでした。どんどん落ち込んでしまいまし

た。また、パーティーに誘われていったものの、会話もなかなかついていけず、

ニコニコと笑顔をつくって、楽しんでいるように装っていました。結構、疲れた

ものです。 

 

 わたしはこの自分の経験から聞こえないことと言葉がわからないことと似ている

経験のように思えるのです。ですから聞こえない人の気持ちがわかるように思え

ます。皆さんのなかにもパーティーなどで、誰かが jokeを言ってもピンとこない

で、笑ってその場を過ごされた経験があるかたがいらっしゃるのではないでしょ

うか。また、飛行機の中での案内でも飛行機の騒音がおおきいことと、スピー

カーの歪などで、聞き取れないこともあるとおもいます。聞こえないことは、疲

れやストレスを起こします。また、その個人の性格によっては落ち込んだり、ふ

さぎこんだり、社交の場にも出なくなってしまいます。ストレスが”イライラ

“になり、体調にも影響し、家庭内の雰囲気も悪くなってしまいます。 

 

 もし、皆さんの家族や親戚に“聞こえの問題”をもつ方がいらっしゃったら、面

倒がらず、思いやりの気持ちを持って接してくださいね。          

     

 
/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  
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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 

   
 

 

質問： 

主人の転勤で小学生の子供と米国に駐在します。英語が全く駄目なので馴染めるか

不安です。家族が楽しく充実した毎日を送れるアドバイスをお願いします。また、

子供が現地校と日本語補習校の両立し易い環境作りはどうしたら良いでしょうか？ 

 

アドバイス： 

今までとは別の文化・習慣・言語の環境に身を置くのは大変なことですが、その不

安を好奇心と冒険心に変えてしまったらどうでしょうか。すべての人が体験できる

わけではない異文化体験ができるのですから、ある意味ではチャンスなのだと捉え

ましょう。アメリカには、数多くの民族が暮らしていますし、移民の人たちも多い

ので、日本人であっても外国人とは見られないこともあります。英語が下手だった

り、訛りのある英語を話す人たちも大勢いるので、あまり悲観的にならずに、日本

語的な英語でも堂々としていることです。最初から完璧な英語を使わなくていいの

です。話そう、理解しようという前向きな気持ちがあれば大丈夫。だんだんと慣れ

てきます。お母さんは、中学や高校などで習った英語で日常生活は十分なのです

が、普段使っていなかったので心配ならば、コミュニュティーカレッジのESLクラ

スに通うことをおすすめします。そこで英語が苦手だと思う人たちと一緒に学ぶこ

とで自信にもつながりますし、友達もできて、楽しくなるはずです。 

小学生のお子さんは、お母さんよりもずっと早くアメリカ生活に慣れるでしょう。

子供の方が大人より適応力があり、吸収力もあるのです。学校ではESLクラスがあ

り、そこで基本的なことを習い、そのあと普通のクラスへの移行も段階的に考えら

れています。お母さんが不安でいるとお子さんにもそれが伝わりますから「大丈夫

よ」という態度でいてあげることです。そして、いい成績を取ることには固執せ

ず、毎日学校に通って何かしら新しい発見をしたり学んできたりすることを褒めて

あげることです。平日、現地校に行って、土曜に補習校に通うのは大変ですが、日

本人の友達と会って日本語で話せることは息抜きにもなるものです。授業や宿題が

難しすぎたりしても、できる範囲でやればいいのです。おおらかに構えましょう。

完璧を目指すのをやめ、お母さんも毎日何か日本と違うものを発見してみましょ

う。日本に帰ったとき、アメリカ生活が大きな財産になっているはずです 

               /回答者：大其澪子おおそれみよこ、東京都出身 

新相談室 ケセランパサラン 



 

21 

  第13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！― 
 

 キムさんは、実はレベル１のクラスに在籍する生徒でした。ですが、日本語がで

きる父親から家庭で学び、ぐんぐん実力をのばしていました。力だめしにレベル３

に出場、見事優勝したという頑張り屋です。残念ながら韓国に帰国してしまい、今

はアメリカにはいませんが、きっと韓国でも日本語を続けてくれていることでしょ

う。  

（North Carolina Association of Teachers of Japanese） 

 

レベル３の部 優勝：日本のアニメについて “Of Japanese Anime” 

 イーストチャペルヒル高校 キム ニコル(Nicole, Kim) 
 

 はじめまして。キム・ニコルです。私のスピーチ

は「日本のアニメ」についてです。 

  みなさんがご存知のとおり、日本はアニメーショ

ン大国です。世界各地でアニメのグッズ、本、論文

まで町中に出ています。子供から大人までが、日本

のアニメが好きな理由は何ですか。それはまさにア

ニメの高いクオリティとたくさんの知識のおかげです。これからそれを説明しま

す。 

  日本のアニメの「ナルト」は主人公のナルトの成長の物語で

す。全世界で本当に有名です。単純なアクションアニメが世界的に

有名になる事は難しいです。「ナルト」が有名なった理由はいろい

ろな哲学的な問題を含んでいるからです。私が「ナルト」を見始め

たのは中学一年生の冬からです。その時から「ナルト」は私の人生

に大きな影響を及ぼしました。「ナルト」を知らなかったら私はこ

こにいなかったはずです。 

 「ナルト」は孤独や仲間との関係、つまり社会性をとても強調します。「ナル

ト」のせりふの中でいちばん印象深かったのは「連帯感。私はそれを死ぬほど欲し

かった。」です。里の人たち全員はナルトをいやがります。ナルトの体には「九

尾」が封印されているからです。いつも一人でいるナルトを見ながら、私はその当

時私の学校でいじめられている友達のことを考えていました。いじめられるとき

は、どんな感じだろうか。いじめについて考えることも嫌いだったし、私とは関係

ないことだと思いました。しかし「ナルト」を見たあと、その友達の立場から考え

ていました。 

  ナルトは体に九尾が封印されている人間なのです。九尾はナルトの体から出て神

様になりたい。ナルトは九尾を閉じ込めておきたい。これは動物の権利の問題を象

徴します。私は人間には動物を拘束する権利がないと思います。動物を捕る事は納

得できません。 

 また「ナルト」を見ながら日本の文化についてたくさん学ぶことができました。

「ナルト」で、里のために、仲間のために自分を犠牲にするキャラクターたちは日

本の侍文化を象徴します。このほかにもいろいろな面白い情報や知識があります。 

 アクションと知識があるアニメ「ナルト」を私は強くおすすめします。 

どうもありがとうございました。 
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処方箋薬支出の増大により、 

一世帯当たりの医療関連費は今年も増加  

一世帯当たりの医療関連費は引き続き増加 

保険数理コンサルティング会社ミリマンは、2015

年5月に発表した調査レポートの中で、2015年の一

世帯当たりの年間推定医療関連費※が、対前年

6.3％増の$24,671に達したと発表した（図表1）。
(1) 

※雇用主提供の医療保険プラン（PPOプラン）に加入
する4人家族（大人2人、子供2人）を想定し、ミリ
マン社が算出した保険数理分析の結果。(1) 単なる
保険料の年間総額でなく、従業員の医療費自己負
担額を含む医療保険ベネフィットに関連した費用
の推定総額。(1) 

従業員へのコスト転嫁 

雇用主と従業員の医療関連費負担割合について

は、雇用主負担が約6割（$14,198）、従業員負担

は約4割（従業員負担分保険料$6,408+医療費自己

負担額$4,065）と前年同水準であった。(1) 従業員

負担額の増加率は8.0％と雇用主の増加率5.0％を

上回り、ここ数年の従業員へのコスト転嫁傾向

が、今年も続いていると言える。(1) 

新薬発売により処方箋薬支出が増加 

一世帯当たりの年間推定医療関連費の増加につい

てミリマン社は、処方箋薬に対する支出が急増し

たことが主な原因であると報告している。(1)  

医療関係の調査を手掛けるIMS Institute社による

と、2014年の米国における処方箋薬支出総額は、

対前年13.1%増の3,739億ドルであった。(2)  新薬

発売が相次いだことや既存ブランド薬の価格上

昇、ブランド薬の特許切れが例年に比べ少なかっ

たこと等が支出急増につながったとIMS Institute

社は分析している。(2) 

注目されるSpecialty drug 

その中でも特にSpecialty drugに関連した支出は、対前年26.5%増と、処方

箋薬支出全体の三分の一を占めるまで著しく増加している（IMS Institute

社データ）。(2) 一般的にSpecialty drugとは、特別な保存・取り扱い・投

与方法を必要とする高額処方箋薬で、癌など深刻な病気の治療に利用され

る。(2)(3) 2014年は、例として、１錠1,000ドルを超えるC型肝炎治療の新薬

が、支出を押し上げる結果となった。(2) 今後も、Specialty drugに関連し 

雇用主提供の処方箋薬
給 付 保 険 の 動 向 

カイザーファミリー財団の
従業員ベネフィットに関
する調査レポート（2014

年）によると、雇用主提供
プランに加入する従業員
のほぼ全員（99％）が処
方箋薬をカバーする保険
に加入しており、そのう
ち、90％が、ジェネリック
薬・Preferred Brand薬・
Non-Preferred Brand薬な
ど 、 分 類 別 に 異 な る
CopayやCoinsuranceが設
定されたプランに加入し
ている。(7)そのうち最も利
用されているプランは3分
類（60%）であるが、4分類
またはそれ以上に分類さ
れたプランの加入者は増
加傾向にある。(7) 費用負
担方法については、引き
続きCopayが主流となっ
ている。(7) 

$19,393 $20,728 
$22,030 

$23,215 
$24,671 

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

2011 2012 2013 2014 2015

【図表1】一世帯当たりの医療関連費推移

（出典）2015 Milliman Medical Index
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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 

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 

 

 た支出は上昇を続け、2020年までに処方箋薬支出全体の約半

分を占めると予想されている。(4) 

処方箋薬支出の抑制に向けた対応策 

処方箋薬支出の抑制に向けた企業の対応策としては、事前承

認制度などの管理プログラムやコスト削減を誘導する保険プ

ランの導入、また、Formularyと呼ばれる保険プランでカバーされる処方箋

薬リストの絞り込みなどがある。(1)(5) Specialty drugについては、診療所や

病院などで投与されることがあるため、処方箋薬給付保険ではなく医療保険

に給付請求される場合があることも、気をつける必要がある。  
 

   記事についてのご質問は、下記担当者までお願いします。  

            米国日本生命アトランタ支店:  林  

（電話: 770-551-1853 E-mail: k-hayashi@nipponlifebenefits.com）  

【参考文献】 
1:Girod, Christopher S., Weltz, Scott A. & Hart, Susan K. (May 2015) 2015 Milliman Medical Index. Milliman. Retrieved from 

http://www.milliman.com/uploadedFiles/insight/Periodicals/mmi/2015-MMI.pdf 
2:IMS Institute for Healthcare Informatics. (April 2015) Medicines Use and Spending Shifts. Retrieved from http://

www.imshealth.com/portal/site/imshealth/
meitem.762a961826aad98f53c753c71ad8c22avgnextoid=3f140a4331e8c410VgnVCM1000000e2e2ca2RCRD&vgnextchannel=
736de5fda6370410VgnVCM10000076192ca2RCRD&vgnextfmt=default 

3:Frequently Asked Questions. CVS/Specialty. CVS Caremark. Web. Retrieved from https://www.cvscaremarkspecialtyrx.com/wps/
portal/specialty/patients/specialty-services/faq/!ut/p/a1/jc69CsIwAATgZ_EJcmlCk4wx1iAppKU_1iySSQJaHcTnty2uVm87-
A6OBDKQMMZX-
usRnuo_xOveQn7XtuxpG5LKlGbR1EM1WMWR0AqcJWEmt9RzON0pBc1b0ld0zSP7fHli8Wt_JGEhaw8WIKvS0BmgKBm
08-3OaAFe4wNWPjxu3YB02LwBd_-SRw!!/dl5/d5/
L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2XzhQTEMxTzQwS083QTgwQTZJOTVGNkcxT0w3/  

4:PricewaterhouseCoopers LLP. (2014) The cost of innovation: A closer look at specialty drugs. Retrieved from http://
www.pwc.com/en_US/us/health-industries/behind-the-numbers/assets/pwc-pharma-specialty-drug-infographic.pdf 

5:Miller, Stephen. (March 2015) Employers Spend More of Health Budgets on Drugs. Society for Human Resource Management. 
Retrieved from http://www.shrm.org/hrdisciplines/benefits/articles/pages/drug-spending-budgets.aspx 

6:Sammer, J. Manage (April 2015) Manage Specialty Drugs to Stem Pharmacy Costs. (April 2015) Society for Human Resource Management. Retrieved from 
http://www.shrm.org/hrdisciplines/benefits/articles/pages/specialtydrugscosts.aspx 

7:Kaiser Family Foundation, Health Research & Educational Trust (2014) Employer Health Benefits 2014 Annual Survey. Retrieved from http://files.kff.org/
attachment/2014-employer-health-benefits-survey-full-report  
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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 

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。 

 
 

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 

 

 

TITLE: BORUTO: NARUTO THE MOVIE 

公開日：１０月１０日 北米ロードショー 

劇場・チケットインフォメーション http://www.elevenarts.net  
 

『弟子にしてくれ！倒したいヤツがいるんだ！」 

 大人気マンガ『NARUTO』の連載を終えた岸本斉

史が、劇場版アニメ11作目にして初めて製作総指

揮を務め、さらには自ら脚本も手がけて贈るアク

ション・アドベンチャー。うずまきナルトの息子

うずまきボルトを主人公に、新世代の忍たちの奮

闘を、親子の葛藤を織り交ぜ描く。七代目火影・

うずまきナルトが統治する新時代の木ノ葉隠れの

里。そこでは、サスケの娘にしてナルトに憧れる

サラダ、優秀で謎多き忍ミツキ、そしてナルトの

息子で多忙な父を嫌悪しているボルトが修行に明

け暮れていた。やがて、父親を倒したいと、ナル

ト唯一のライバルだったサスケに弟子入りを志願

するボルトだったが…。 
 

http://www.elevenarts.net/
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新学期も始まり、 落ち着いた日常生活に戻りました。気候も良いし身体を動かし

たい！何か新しい事に挑戦したい！あーでもやっぱり美味しい物も食べたい♡

etc....しかし、何をするにもやはり心と身体の健康第一！ 心軽やかに動けて、

美味しく食べれてかつ太らない。理想ですよねー！と言う訳でこの度、不思議な

御縁に導かれ心も身体も元気になるテーマで皆様に発信させて頂く事に相成りま

した。おっと、ご挨拶が遅れ申し訳ございません。私は現在NJ州に住んでおりま

して、ヨガインストラクター、アロマセラピスト、料理研究家、九星氣学研究家

と、カッコ良く言えばフリーランス、ぶっちゃければ唯の多趣味な人間をやって

おります。一言でまとめますと、Happy Life 研究家という事にしておいてくださ

い。今は多くを語らず、おいおいと。。どうぞお手柔らかに宜しくお願い申し上

げます。では早速今回のテーマにまいりましょう！ 

 

〜気持ち良くストレッチして、内臓機能を高めデトックスしよう！〜 
 

秋は物事に挑戦する意欲も湧いて来る季節なのですが、中々重い腰を上げられな

い。夏の疲れを引きずってズルズル、、と言う方にオススメの簡単なストレッチ

をご紹介致します。 

 

➖Cat & Cow Pose ➖ 

1 手の指をいっぱい開いて四つん這いになります。(それぞれの

中指は平行に肩の下に手首が来るように) 

2  息を吐き切った後、鼻から(これ大事！)息を吸いながら顔を

上に向け背中を反っていきます。(胸を開き肩甲骨を閉じ、尾て

い骨を天井に向ける) 〜Cow Pose 

3  吐く息で背中を丸め肩甲骨を広げ首を下げ、おへそを覗き込

みます〜Cat Pose 

4  息を吐き切ったら、1に戻って繰り返します。 

気持ちよく背骨の関節を意識しながら繰り返して下さい。(身体

がほぐれたなと感じる位まで、10〜20回) 

四つん這いが厳しい方は椅子に座って膝の上にそれぞれの手を置

いて、同じ要領で動いてみてくださいね。どちらも呼吸のリズム

を崩さずに続けることが大切です。 

➖Child pose➖ 

5 最後にお尻を踵に落とし、両腕を伸ばしておでこは床に置いてリラックス。 

膝が硬い方は、お尻の下にクッションなどを敷いて下さい。 

 

Cat & Cow Poseは内臓をマッサージする効果がありますので、疲労やストレス、

肌荒れ、冷え、凝りの原因にもなる毒素の排出を促しスッキリさせてくれます。

勿論、お通じにもGood！とってもシンプルな動きなので、いつでもどこでも 

Let's do it  スポーツの秋、文化の秋、そして食欲の秋、たくさんの実を収穫

して下さね！！          /Kaorin:福岡出身 NJ州 Cresskill 在住  

心と身体のメンテナンス 
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こんなとき、どう言うの？ 

 

 

  

 

～10月、11月に使える表現一覧～ 

 

*Summer has passed and autumn is here                  

 夏が終わって秋になりました 
 
*In fall, darkness comes quickly after sunset 

 秋は日が沈むとすぐに暗くなります 
  
*There is a hint of fall in the air 

 秋の気配が感じられます 

 
*There’s nothing better than reading in the long autumn nights 

 秋の夜長は読書に限ります 
 
*I think autumn is the most beautiful season of the year 

 秋は一年で最も美しい季節だと思いま。 
 
*The leaves are already turning yellow 

 木の葉はすでに紅葉しています 
 
*I’m going to dress up for Halloween 

 私はハロウインに仮装します 
 
*How do you usually spend Thanksgiving? 

 感謝祭は何をするの？ 
 
*I think I will skip Black Friday this year 

 今年のブラックフライデー(感謝祭の翌日)は行かない予定です 
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   ～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、肺臓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。   

 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。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。秋の旬の素材

であるキノコ類は、免疫力を高める働きがあります。また秋に美味しいさつま芋

やカボチャ、梨などは肺を潤す食べ物で、乾燥から身を守ります。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、粘膜を守っ

て、免疫力を高めるほか、風邪や肌荒れなどにも効果的。季節の症状は旬の秋の 

食材で改善しましょう。 /武耕：北京中医薬大学医学部卒業 中医師 北京出身 
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     「Mayonnaise」 

 

日本のマヨネーズの代表と言えば、人気を二分するこってり味の

「QP」とさっぱり味の「味の素」。アメリカのマヨネーズは、日

本のに比べると比較的甘くてオイリーな感じがします。どんなお

料理にも使える日本のマヨネーズが懐かしく、今回はアメリカマ

ヨで「QP」に似ている味探しに挑戦です。 

 

お薦め#1：Hellmann’ s Real Mayonnaise 

酸味が少なくクリーミー。これをベースにドレッシングを作った

り、お料理の下味、パスタサラダ(長めのパスタがお勧め)等の相性

が抜群。レモンを少し入れるとマヨの苦みが取れます。 
 

お薦め#2：Duke Mayonnaise 

Hellmann’sに比べると酸っぱいけど程よいまろやかさで、他の具材の

引き立て役。南部中心に売られている地域限定のようです。 

 
*アメリカのマヨを、より一層QPに近づける方法は、1)お酢を足す。2)チキンコン

ソメを足す。また、お醤油を足して和風マヨも美味しいです。 

探
偵
団 

おいしいも

【 日 時 】 12 月 12 日（土） 10:00~12:00

【 場 所 】 St.Mary’s School, Poyner Hall 2F

900 Hillsboro St.Raleigh NC 27603

*GPS [1100 College Place]

日本語の本、雑誌、漫画、CD、DVD、

全て一冊“ $1 ”で販売いたします
売り上げはすべて補習校に寄付され、子供たちのために使用されます。

当日はおつりが要らぬよう、小銭をご用意

下さい。お支払いは現金でお願いします。

また当日、古本の寄付を

受け付けております。

ローリー
日本語補習校

古本市
のご案内

＊注意事項＊
○ 入口は Gate 4 限定です。
○ Poyner Hall 前の駐車場のみ移動可能です。
○ 駐車場内の『一方通行』にご協力願います。
○ お帰りの際は Gate 3 をご利用下さい。

Poyner Hall 2F

St. Mary’s School 構内案合図

皆様お誘い合わせの上、お越し下さい。心よりお待ちしております！

Gate 4

Gate 3

駐
車
場

ラグランド

チ
ェ
シ
ャ
ー
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        「カボチャのスープ」 

 
材料：かぼちゃ、またはバターナッツ・・1個  玉葱・・中1個 

   アイダホ系ポテト・・中1個  チキンブロス・・1缶  水・・適量 

 

作り方： 

 1)カボチャとポテトは皮をむき一口大に切り、玉ねぎは微塵切りにする。 

 2)すべての野菜を電子レンジで3分ほど加熱する。 

 3)2を浸るくらいの水で煮崩れるまでよく煮込む。 

 4)火傷に注意しながら、3をブレンダ―で滑らかにする。 

 5)塩コショウで味を調え、ローストしたカボチャの種をトッピングしてどうぞ。 

 

*アメリカでは日本で見られないカボチャが売っています。塩コショウだけで調味

するので、カボチャ本来の味わいが楽しめます。今秋はいろいろなカボチャの風味

を楽しんでください。 

                /LacyBlue： 仙台出身 Durham在住 

      ごちそうさまぁ～！ 

 

 

   

  「お絵描きスイートポテト・オレンジ風味」 

       
材料：サツマイモ・・正味約400グラム オレンジジュース(100%)・・150cc 

   生クリーム・・大4  砂糖・・20グラム  無塩バター・・40グラム 

   ココア・・小1  水・・大1/2 

作り方： 

 1)サツマイモは厚めの輪切りにし皮をむいて水にさらし、ポリ袋に入れ8分程レ 

  ンジでチンし、柔らかくなったら、熱いうちに裏ごしする。 

 2)鍋に裏ごししたサツマイモを入れ、オレンジジュース、砂糖を加えて火にかけ 

  る。水分が飛んで、滑らかになったらバター、生クリームを加えてクリーム状 

  にする。 

 3)マドレーヌカップに生地を40グラムずつ測って入れ、残った生地にココアを混 

  ぜ、絞り袋に入れておく。 

 4)卵黄に水を加えてよく混ぜ、ドリール液(照り用液)を作り、スイートポテト生 

  地にはけでドリール液を塗り、ココア生地で好みの絵を描く。 

 5)350度に温めておいたオーブンで7~8分焼いて出来上がり。             

              /まみこ:Mammy’s Kitchen Club主宰 新潟出身 

    ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 
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      ピードモントトライアッド地区・10-12月のイベント情報 
 

*27th Annual Ramseur Fall Festival - A Day  

(子供さんも楽しめるイベント“ライブミュージック、ゲーム、食事他”) 

日時：10/17 (土) 9:00 am – 5:00 pm 

場所:1544 Main St. Ramseur, NC 27316 

入場無料 

*Grove Winery Wine & Song Concert ft. The Radials 

日時:10/17 (土) 6:00 pm – 10:00 pm 

場所:Grove Winery and Vineyards, 7360 Brooks, Bridge Rd. Gibsonville NC  

入場費10ドル 

*27th Annual NASCAR Day Festival 

日時:10/24 (土) 9:00 am – 6:00 pm 

場所:102 W Naomi St Randleman NC 27317 

入場無料 

*Boo at the Zoo at the North Carolina Zoo (ハロイーンイベ

ント) 

日時:10/24(土) 25(日) 

場所 :4401 Zoo Parkway Ashboro NC 27205 

動物園の入場料のみです。 

* Kandyland Kid Spa Halloween Party (ハロイーンイベント) 

日時:10/31(土)  6:00 pm – 10:00 pm 

場所: 385 West Hanes Mill Rd. Winston Salem, NC 27105 US 

子供1人25ドル1人追加につき10ドル 

＊Thomasville Christmas Parade 

日時:11/21(土) 3:00 pm – 4:00 pm 

場所:ThomasvilleのDowntown Main St. からHoover St. までです。 

入場無料 

 

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

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

http://www.visitnc.com/event/boo-at-the-zoo-at-the-north-carolina-zoo
http://www.visitnc.com/event/thomasville-christmas-parade
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad    

 

*Balsam Range (ブルーグラスやカントリーファンには

うってつけ) 

日時:11/7 (土) 7:30 pm – 10:00 pm 

場所:622 North Main St Mocksville NC 27028 

チケット 35ドル(大人) 33ドル (学生と60歳以上) 

*Disney on Ice (Greensboro コロシアム) 

日時:12/3 – 12/6  

場所:Greensboroコロシアム 

チケットは38ドル – 188ドル 

* Amy Grant & Michael W Smith Concert (Greensboro コロシアム) 

(有名なグラミー賞連続受賞ゴスペル＆ポップス歌手がGreensboroにやって来る) 

日時:12/19 (土) 8:00 pm – 

場所:Greensboroコロシアム 

チケットは65ドル – 548ドル 

 

             ぶどう狩り情報 

すっかり秋らしくなりました。ご家族でぶどう狩りに出かけてみませんか？わいわ

い楽しく収穫したぶどうのお味は、ほっぺが落ちるほどおいしいはずです。 

 

１．Riverbirch Vineyards    ２．HINNANT Family Vineyards  

    200 Will Tom Road        826 Pine Level Micro Road 

    Pine Level, NC 27568       Reidsville, NC 27320 

  Tel: 919-965-3350       Tel: 336-339-5230 

     

               「Pittsboro Roadhouse & General Store」 
 

39 West St, Pittsboro, NC 27312 

(919) 542-2432 

月～木：11:00 am – 9:00 pm 

 金/土：11:00 am – 10:00 pm 

第一日曜：10:00 am  – 3:00 pm  

 
Raleighから30分、グリーンズボロから1時間の場所にあるオシャレなビストロ系

レストランです。このレストランをご紹介するのは扱っているお肉がすべてロー

カル牧場の物で安心だからです。お肉はさすがパサパサ感がありませんのでお勧

めです。前回はポークチョップを注文しましたが珍しくデミグラスソースが掛

かっていてお肉も柔らかく、臭みも無く美味しく頂きました。季節によってメ

ニューが変わりますのでいつ注文しても、その時に合った変わった創作料理があ

り、いろんな味が楽しめます。お昼はランチになってしまうのでニューの種類が

比較的少ないです。パンがお好きでしたらランチはサンドイッチ系が多いのでお

勧めです。週末は店内で夜からライブをやっています。駐車場は道を隔ててレス

トランのまん前にあります。 

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

リクルーター募集：パートタイム 日系企業向け人材サーチ、候補者の就職/転

職のサポート、アドバイス等。自宅勤務 日本語、英語会話必 

未経験者可(親切に指導いたします）お問い合わせ oshigotousa@gmail.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

賃貸物件:4BR,2カーガレージ、ショッピングセンター、I-40まで近し、庭管理含

む、閑静な住宅街、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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

配車予約：NC運転歴17年日本人運転手が承ります。車種 2010 PRIUS Ⅳ BLACK 

お問い合わせは日本語でお気軽にどうぞ 984-215-8468 馬場まで Uberアプリ要 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

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 畑中迄 

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 

サロンの場所

が変わります 

予約 

(919)846-9214 

(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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1  コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

10/9,10 Beethoven & Mozart  /NC Symphonys DECPA 

10/21 Ricky Martin DPAC 

10/30,11/1 Madama Butterfly NC Opera DECPA 

11/5 Wanda Sykes Live DPAC 

11/7 Patti LaBelle  DPAC 

11/13 Favorite Light Classics/NC Symphonys DECPA 

11/19-22 Beethoven’s No. 9 /Carolina Ballet DECPA 

11/27,28 Holiday Pops/NC Symphonys DECPA 

12/1-6 once (musical) DECPA 

12/4,5 A Baroque Christmas/NC Symphonys DECPA 

12/8 Daryl Hall & John Oates DPAC 

    ファミリー/子供向けイベント 

10/11 Alvin and the Chipmunks LIVE!  DECPA 

10/15-25 2015 N.C. State Fair NC State Fairgrounds 

10/20-25 Into the Woods DECPA 

10/23-25 Disney’s BEAUTY AND THE BEAST DPAC 

10/30,31 The  music of Harry Potter /NC Symphonys DECPA 

11/10-15 THE ILLUSIONISTS -Live from Broadway DPAC 

11/17 Amran Shrine Circus NC State Fairgrounds 

11/21 20th Annual American Indian Heritage  NC Museum of History 

11/25 A Frozen Journey/NC Symphonys DECPA 

11/27-30 Rudolph the Red-Nosed Reindeer:The Musical DECPA 

12/1-6 The Sound of Music DPAC 

12/5 New Hope Valley Railway Santa Trains New Hope Valley Railway  

12/5,6 Nutcracker /Carolina Ballet Memorial Hall /UNC CH 

その他のイベント 

10/23,24,30
,31 

Halloween Peg-Legged Ghost Haunted House 
Tour 

Downtown Raleigh  

10/29,30 Voices from the Grave  Old Chapel Hill Cemetery 

11/7 The North Carolina Wine Festival  Downtown Raleigh 

11/20-22 Antiques Extravaganza  NC State Fairgrounds 

11/27-29 Christmas Carousel Holiday Gift Market  NC State Fairgrounds 

日本人関連イベント 

10/9 ろうそく作りとレストランでのランチ Raleigh First Baptist Church 

10/9-11 International Festival Raleigh Convention Center 

10/23 Oakwood墓地見学 Raleigh First Baptist Church 

10/24 Dancing Leaves Tea Duke Garden 

11/6 Ceder Creek Pottery Tour (子供同伴OK） Raleigh First Baptist Church 

11/20 Thanksgiving Dinner (子供同伴OK） Raleigh First Baptist Church 

12/4 Christmas Party Raleigh First Baptist Church 

10/11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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10月のLady’s Clubは、Chapel 

Hillにある「Queen of Sheba」

でエチオピアン料理に挑戦で

した。本格的なエチオピアの

スパイスで料理された鶏肉、

牛挽き肉、Sweet Potato,トマ

トのサラダ、ケール料理を主

食のインジェラにのせ、エチ

オピアの作法で手で戴きまし

た。今回の参加者はLady’s 

Club始めて以来の大人数でワ

イワイ楽しくネットワークが

出来ました。12月のLady’s 

Clubは、クリスマス用のオー

ナメントを作ります。詳細が

決まりましたら日本人会の掲

示板でご紹介します。アメリ

カに来たばかりの方も遠慮な

さらずどうぞお気軽にご参加

ください。お子様連れ

も勿論Welcomeです。 

  * 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10/11月第46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 とあるレストランで女子会Dinner。まずはワインで乾杯とWhite Wineを

Bottleで一本Order。White Wineにしては、色がちょっとうすい、香りがない。。と

りあえず乾杯した途端、「何これ❢？」「もしかしてお水❢❢」「うっそぉ～」こ

こからが恐ろしき女子会。それも半端でない人生経験が豊かすぎるほど豊富な集ま

り。「ちょっとぉ～店長呼んで❢」はまだまだ可愛い「OOOOO❢」「XXXXX❢」

等、文句言いたい放題。、他のお客さんが全員帰宅しても、平気で閉店過ぎま

で楽しいおしゃべりは続き流石おばさまパワー全開の夜でした。   Yoko       
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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 

 

       
 ローリー日本語補習校 

事務局員の募集 

より良い教育環境を築くため、一緒に力を合わせ働いてくれる事務局員を1名募

集しております。ご関心のある方は、是非、下記までご連絡ください。   

 メール：admin@japanschoolraleigh.com 電話：919-787-1300   
勤務時間：火〜金 11:00-16:00 土 7:30 –14:30  勤務地：火〜金  5102 Oak 

Park Road, Raleigh、 土  900 Hillsborough St, Raleigh   

    ※詳細の募集要項は補習校ホームページでもご覧になれます。  

mailto:admin@japanschoolraleigh.com
tel:919-787-1300


 

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



