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Hot News!! 

 

Downtown Caryに人力車（Pedicabs)サービスが誕生 
 

マンハッタンでよく見かけるPedicab(ペディキャブ)とは、三輪自転車

の後ろに人を載せて走る現代版人力車＝自転車タクシー。インドな

どの発展途上国では人気の乗り物です。最近では、特にコンサート

の後など、Downtown Raleighで目にするようになったPedicabが

Downtown Caryに誕生しました。歩くのが大変、市内を見ながらゆっ

くり移動したい、短距離なのでタクシーは使いたくない時にうってつけ。Downtown Histor-

ical Tour、Holiday Lighting Tourを始め、お気に入りレストラン、ワインバーから人力車に

乗ったり出来ます。また、子供の誕生日プレゼントとして学校までのお迎えもしてくれま

す。Pedicabは燃料費、排気ガスともゼロで地球に優しいエコフレンドリー。料金は30分で

$20+チップ、お誕生日のお迎えは30分で$30+チップとなります。 たまには違った方法で

で自分の街を検索してみては如何でしょうか。  Ricky’s Rickshaws 919-816-6351 

NC QuickPass未支払い料金電子メール詐欺にご注意 
 

NC初の有料高速道路「The Triangle Express」の請求書はNC 

Quickpassから送られてきます。Prepaidで登録をした方には

Email で、その他は郵送で請求書が届きますが、登録してな

い高速道路使用者にEmail、または電話で請求書が届いたら

詐欺だと疑ってください。何故なら、未登録者のEmail AddressはNC Quickpassは保持し

ていないからです。もし、未登録者がQuickpassからEmail、手紙、電話を貰った場合はす

ぐにFederal Trade CommissionかNCDOJ(North Carolina Department of Justice)に連絡

を。これからの時期は特に詐欺、泥棒、窃盗が多くなるのでくれぐれも注意しましょう。 

 

Federal Trade Commissioｎ連絡先：spam@uce.gov 

NCDOJ連絡先：www.ncdoj.gov 又は、877-566-7226 （NC以内はToll Free) 
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       トライアングル日本クラブ便り 
     
==インターナショナルフェスティバルにおける「茶の湯」実演== 

 
 恒例のラーレイ・インターナショナルフェスティバル

が10月9-11日にダウンタウンのコンベンションセンター

で開催されました。今回は30周年記念のフェスティバル

で、日本クラブとしては1990年の創立以来25回目の参加

でした。昨年に引き続きカフェ、カルチャーブースでの

展示説明、メインステージでの太鼓演奏、ダンスステー

ジでの盆踊り実演などに加え、補習校ファンドレイジン

グのバザーなどで日本文化をアピールしましたが、今回は「茶の湯」実演の報告

をします。 

  「エーッ、ステージの上でするの」、これがトライアングル茶の湯クラブメ

ンバーの最初のリアクションでした。度々の出演要請に対して、このような騒々

しい場所での実演は似合わないとおよび腰だったメンバーも、今回は特別の会場

設定の配慮をするからというフェスティバル主催者側の熱意に重い腰をあげまし

た。蓋をあけてみたら土曜日と日曜日の2回がスケジュールされており、その土曜

日の第1回目がダンスステージでの実演だったのです。時間が開場直後の朝10時、

普段はレコードやバンド演奏などでガンガン音をだしている場所がこの時はいっ

ときの静寂に包まれました。あつまった観客は75名ほどのアメリカ人、ステージ

の上に畳と障子ついたてを持ち込んで 4畳半をしつらえ、そこで亭主役の

Smithfieldの房枝Newbeginさん、正客がChapel Hillの山崎暁子さんの二人で見事

なお点前を披露し、Raleighの千代子Loadさんが英語で茶道の歴史やおもてなしの

心づかいなどの説明をつけました。ここで房枝さんは宗偏流、暁子さんと千代子

さんは裏千家と流派が違うのですが、このような流派が違うお点前披露こそ、こ

の茶の湯クラブの真骨頂で、ちょっとした道具や作法の違いがあってもお茶をお

もてなしする心は同じと割り切って日ごろから週１回の練習を積んできていま

す。お点前披露の後で、抹茶の点てだしを試飲していただきましたが、このよう

な時だからこそと最高級品の抹茶を用意したせいか、こんなにおいしいものとは

知らなかったと全員がきれいに飲み干したのが印象的でした。 

  2回目の実演は別会場で、最終日曜日の夕方5時からの時間帯。亭主がRaleigh

の小島和恵さん（表千家）、正客はChapel Hill在住の表千家中西由香先生のお弟

子さんで高校生の鹿子木えりさん。背筋をしゃんとし清楚でした。中西先生はえ

りさんの姿を障子の影からじっと見守っていました。こちらも満席で、うしろで

立ち見の方も出るほどの人気でした。実演終了後、関係者全員が畳の上に座って

いただいた、中西先生が点ててくださったねぎらいの一服のお茶は格別でした。 

「800年の伝統を持つ文化を紹介してくれて、とても嬉しかった。ぜひ来年もお願

いします」フェスティバル担当者からのコメントでした。 （談：岩島好子） 

 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

年末年始のプログラム2つを日本クラブから紹介しておきます。詳細は

TriangleJapanClub.orgで。 

12/19「年末もちつき大会」於：NCジャパンセンター 12時半-3時 折込広告参照 

1/17「トライアングル新年会」於：デュークガーデン 12時半-4時 

           /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 
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            Why Open an IRA? 

     なぜ老後生活資金を貯めるのにIRAが有効なのでしょうか・・・ 
 

Your money often grows tax free 

401K（確定拠出型企業年金）やそれに似た定義の養老分担金制度で

老後生活に必要な資金全てが揃ったと考えていませんか？さらに、

雇用主が提供する伝統的な年金プランで、安心感が増しているかも

しれませんが、これらプランの多くは定年後全ての人に資金提供さ

れるものではなく、子供を大学に行かせる手助けもしてくれませ

ん。目標は豊かな老後生活を送る為の資産形成です｡そのために下記のような色々

な商品が用意されています｡ 

 

Know the ABCs of IRAs   IRAとは何か？ 

IRA（個人退職勘定/個人年金口座）は、個人が金融機関等に開設した積み立て勘定

に拠出する個人年金制度のことです。プランスポンサーが事業主でない点を除け

ば、ほとんどの機能が401Kと同様です。最も一般的なIRAにはTraditional IRA と 

ROTH IRA の２種類があります。 

 

 
 

 Traditional IRA は、拠出額は課税所得から控除され、運用収益給付時まで課税

を繰り延べることができます（給付時に受取額に対して課税される）。また、年間

拠出額（税金控除額）には制限があります。現在の税法では、2015年度は50歳以下

の独身は$5,500、夫婦は$5,500ずつで$11,000へ、50歳以上は$6,000となっていま

す。 

また、59.5歳前に解約したり引出しをすると、一部の事由を除いて、利子に対して

一般収入税+連邦政府・州政府両方のペナルティー税がかけられます。 さらに制

   Traditional IRA ROTH IRA 

加入資格 70.5歳未満で収入がある者。 収入があれば年齢制限なし。

ただし収入の上限あり。 
主な税優遇 拠出時と運用時非課税、引き

出し時課税 
課税後所得から拠出、引き出

し時非課税 
所得控除額 あり、課税対象収入を拠出分

減らすことが可能 
なし 

引き出し時

の課税 
あり、受け取り時の課税対象

収入は就労時よりは低くなっ

ている可能性大 

なし、但し口座開設後5年以

上経過し、59.5歳以上での引

出しであれば非課税。 
早期引出し

の罰則 
あり、特定の引き出し事由を

除き、59.5歳未満の引出しは

罰則あり。 

あり、Traditional IRA と同

様。 
さらに ROTH IRA 加入から5

年経過のこと。 
強制引出し あり、70.5歳になった時点で

引出しを開始しなくてはなら

ない。 

なし、遺産として譲渡可能 
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限として、70.5歳になった翌年の４月までに引出しをしなくてはなりません。簡単

にまとめると現在のキャッシュフローと節税を重視される方で他に退職プランを待

たない方にお勧めします。 

 

ROTH IRA は、Traditional IRA の改訂版としてできたものです。 

Traditional IRA との違いは、課税後所得から拠出するため、課税を繰り延べるこ

とができませんが、最低5年間 ROTH IRA を保有し、59.5歳以上の引出しであれ

ば、税金がフリーとなります。また、59.5歳前の解約・引出しは Traditional IRA 

と同様一部の事由を除いてペナルティー税が課せられます。さらに、70.5歳になっ

ても引出しをする必要はなく保有することができます。従って現在の節税よりも将

来の節税重視で、会社などの退職プランを持ち資産に余裕があり、余剰資金は遺産

として残すと言うことを考えられている方向きです｡ 

 

これらの準備は早く始めるにこした事はありませんが、退職が近い将来になってか

ら貯蓄を始めたという人には Catch-up 拠出という方法もあります。この方法を選

択する資格があるかは、 また、59.5歳前の解約・引出しは Traditional IRA と

同様一部の事由を除いてペナルティー税が課せられます。さらに、70.5歳になって

も引出しをする必要はなく保有することができます。従って現在の節税よりも将来

の節税重視で、会社などの退職プランを持ち資産に余裕があり、余剰資金は遺産と

して残すと言うことを考えられている方向きです｡ 

 

           /長谷川：Hasegawa Insurance Agency アトランタ在住 

 

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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 １２月は米国の小学校では何かと学校の行事が多い月です。クリスマスやハヌカ

など、宗教に関係した行事もありますが、それと同様に、色々な国の１２月の行事

を紹介するプロジェクト等も学校で行われる事があります。子供だけではなく、親

の参加も求められる事も多く、子供も大人も大忙しの月です。 

 そんな時なので、まずお子さんが学校からもらってくる手紙やお知らせ等を見逃

さないようにしましょう。お知らせには、子供が特別にどんなことをしなくてはい

けないのか説明してあったり、親にどのように協力してほしいのかが書かれていま

す。グループで準備することもあるし、個人でする場合もあります。例えば、一人

一人が色々な国の民族衣装を着て、クラスの皆の前でその国について説明したりす

ることもあります。そしてその後、その国の料理を食べたりします。その場合、親

はその国の料理を作って学校に持って行く手伝いをすることになります。子供には

浴衣等を着せたりするのも良いかと思います。 

 また日本の学芸会のように、クラス全員で劇をしたり、歌を歌ったりすることも

あります。このような場合は、親は舞台装置を作ったり、衣装を縫ったりするのを

頼まれる事があります。物作りが好きだったり、縫い物が好きだったら、是非手を

挙げてみてはいかがでしょうか？でも英語ができないからちょっと不安だと思うか

もしれませんが、こういう場合は英語力よりも、手先の器用さの方が、重宝がられ

るので、がんばってみましょう。学校の行事に参加する事によって、先生や他の親

御さん達とも知り合う絶好のチャンスです。教室に出入りしていると、自分の子供

の様子やクラスの雰囲気等もわかります。 

 クラスに食べ物を持って行く場合は、子供の中にはアレルギーで食べられない食

材があるお子さんや、ベジタリアンなども多いので、あらかじめ担任の先生に問い

合わせすることをお勧めします。日本の食べ物というとまずほとんどのアメリカ人

が「寿司」を思い描きますが、是非寿司以外の食べ物を紹介してみてはいかがで

しょうか？１２月は何かと忙しい月ですが、冬休みまでもう少しですから、がんば

りましょう。 

 

クラス行事とその参加 

/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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     「新連載：え？マジで俳句？」 
 

一年ほど前から俳句を作っている。クリスマスパーティーで会った

一日本人に勧められた。ただ日本人だからというのが理由であろ

う。それから初めての句会という日まで、憂鬱であった。何せ、書

く事は苦手であったから。冬のきれいな空を見てはそれにふさわし

い日本語を探すのが第一歩であった。そして季語、思いつくものはわずかしかな

い。例えば、秋の空とか、春の風とか。ネットで調べると、沢山出てくるがほと

んど意味不明。こればかりは経験に比例して語彙を増やすしかないと納得して、

しばらくは手持ちのカードでやってみる事にした。夫の運転するトラックに乗っ

ている間が制作時間、五七五と指を折って数えながら日本語の世界に浸る。普段

英語を使って生活している私は常に言いたい事が満足に言えていないというもど

かしさがある。しかしその前に言いたい事がどれだけあるのだろうかという疑問

もある。美しい夕焼けを写真に撮っておしまいにするのではなく、母国語である

日本語に置き換えて、日本語ワールドの中に納める。これは日記を書くよりす

かっとする。月一の句会というのも大きな励みになっている。ネット参加も含め

て十数人分の投句を清書する。普段漢字を書かない私にはこれからして新鮮。心

に映した写真の見せっこという雰囲気。今時はフィルターもあれば、フォト

ショップもあるがそれぞれの個性に映した俳句はまた格別と言える。みなさんも

ちょっと足を止め、冬の風を詠んでみませんか。 

 

ほかほかの肉まん分けて忘る寒  木蓮 

青い空白い川面に夫と立つ    可憐 

 

若かった頃、西暦２０００年の到来は遥か先の事に思えたがそれももうすぐ２０

１６年になる。日本を離れた後の方が年末の慌ただしさや、正月の特別な時間が

気になる。無い物ねだりと年のせいであろう。 

  

年は人にとらせていつも若えびす  芭蕉 

 

２０１６年はこれで行こうと思う。 
            /アレン可憐：東京都出身 フロイド在住 
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 第5話「イギリスの悲劇と教訓 」  
 

 グレートブリテン及び北アイルランド連合王国、通称イギリス。ヨーロッパ大陸

の北西岸に位置し、243,610km2の総面積と推計6,410万人の人口を有し、名目GDP

で世界第6位、購買力平価では世界第10位を誇る立憲君主制国家である。そのイギ

リス、実はあまり知られていない不名誉な側面がある。それは、サルモネラ、

BSE、口蹄疫といった代表的な家畜伝染病や感染症の震源地である事である。 

 1967年10月、イギリスはバーミンガムの西、シュロプシャーで感染の疑いの有

る豚が発見された。即座にその豚は隔離され、家畜の移動は禁止された。しかし

ながらウィルスの感染は急速に広がり、結果としてアウトブレイク状態に陥り、

被害は44万2000頭、3億7000万ポンドに及んだ。報告書には感染の拡大を防ぐ鍵は

スピードであり、患畜はその場で殺処分、埋却すべきであると記された。1980

年、口蹄疫の対策方針はイギリス議会の手から欧州レベルに上げられ、欧州共同

体指令85/511となった。そしてそれ以降、畜産業の業態は大きく変化し、畜産農

家も食肉処理場も統合され大型となった。これは感染症や伝染病が発生した場

合、多頭の同時感染の可能性の高まりと、農場から食肉処理場までの家畜の長距

離移動を意味する。もしこの長距離移動の家畜が患畜であった場合、ウィルスが

広範囲にばら撒かれることになる。 

 そして2001年、再び口蹄疫がイギリスを襲う。2月19日、エセックス州の食肉処

理場で最初の感染した豚が発見される。不幸の一つは初期に感染したのが豚だっ

た点であり、さらなる不幸は患畜の長距離移動である。豚の場合、呼気中に含有

されるウィルス量は牛の2000～3000倍と言われ、これは直接的に2000～3000倍の

感染力となる。2月23日、発生源の農場が特定され、農場主は当局への報告義務違

反で告発を受ける。2月24日にはデボン州、週末には北ウェールズ、3月に入ると

コーンウォール州、北スコットランドと感染は急激な拡大を見せる。EUは2月21日

の段階で既にイギリスからの家畜及び畜産品の輸入を禁止している。3月には毎日

50件以上の農場で新たに感染が確認される感染拡大ピークを迎え、感染が下火に

なる夏までに、完全な家畜の移動禁止、感染農場近くの全ての動物の殺処分と焼

却、人によるウィルス拡散の防止対策等々が、21万人もの英国軍を投入して行わ

れた。戦争、とも言える状況である。  

 一方、このイギリス発の口蹄疫はEU内にも飛び火し、オランダでは感染拡大を

防止するためにワクチン接種に踏み切り、EUの協定により牛の頭数としてはイギ

リスよりも多い25万頭以上が殺処分された。 

最後の殺処分は2002年1月1日、ノーサンバーランドにおける2000頭の羊となっ

た。ここに至るまでにワクチンの投与が幾度となく議論された。ワクチン自体は

感染の拡大防止に有効であるとされていたが、将来に渡って畜産製品の輸出がで

きなくなることの経済的損失を訴えるイギリス農業組合の主張もあり、イギリス

政府はワクチン投与を見送り続けた。結果として合計千百万頭余りの家畜が殺処

分され、被害総額は交通の遮断による観光や物流に対する影響も併せて、1兆5千

億円とも2兆円とも言われる。それにしても千百万頭である。イギリスやオランダ

の酪農家の流した涙はいかばかりか。 

 さて、我々はこの甚大な災害から何を学ばなければならないのか。前述の様

に、1967年のパンデミックの後、口蹄疫への対応策は立案されEU内で欧州共同体
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指令として合意されていた。しかしこれが有効に機能しな

かったのである。 

 2001年のパンデミックに至る前、イギリス初の女性首相

サッチャーによる政権時、いわゆる事業仕分けで防疫に関

わる予算と人員が大幅に削減された。権限も国から地方行

政へと移された。その結果、省庁間や内閣での情報の共有

が為されず、防疫の訓練もできなかった。権限が地方行政に移されたことから、

全国一斉の家畜の移動禁止措置もとれなかった。1967年の『初期対応のスピード

が全て』という最も大切な教訓が生かされることはなかったのである。 

 これに対する強烈な反省の下、イギリスは防疫システムの刷新を図った。ま

ず、緊急対策の主体を明確に国に一元化した。疑わしい事例が発見された段階で

その情報はDEFRA、環境食糧農村地域省に直接届く仕組みとした。その情報は首相

官邸や外務省を含む30以上の組織に即座に共有され、中央危機管理委員会が招集

される。これは国家に対するテロと同等の対応である。ここまでしなければ口蹄

疫と戦うことができないのである。 

 そして三たび、口蹄疫がイギリスを襲う。2007年8月2日遅く、ロンドンにほど

近いサレーのとある畜産農家で大量のよだれを垂らす牛が発見され、DEFRAに一報

が入った。通報を受けたDEFRAは、首相官邸を始めとする関係省庁と情報を共有

し、それぞれの対応を開始する。英国政府はその時点で英国内の全ての牛の移動

を禁止した。翌日、DEFRAの獣医による検査の結果、感染が確定した。20:00には

待機していた専門処理チームによる殺処分までを完了した。6月に就任したばかり

のブラウン首相は8月4日、休暇を切り上げ、ロンドンに戻る。アメリカは同日に

イギリス産肉の輸入を停止、6日EUがイギリス産肉の輸入を禁止した。  

8月4日、このウィルスがワクチン研究のためにDEFRAで保存されていた1967年の

ウィルスと同じであることが確認された。DEFRAの研究所が発生源だったのであ

る。疑わしい牛が発見されてからわずか2日での発生源の特定である。DEFRAの研

究所への出入り、交通網、畜産農家の分布状況を勘案して次々と有効な対策が講

じられた。そして結果、9月8日、イギリス政府は口蹄疫の根絶を宣言し、家畜の

移動制限を解除した。国レベルの迅速な初動に加え、感染源の特定がいかに重要

であるかが改めて証明された。そして最小限の被害の下、イギリスは2008年2月19

日にワクチン不接種清浄国のステータスを回復したのである。 

 そして2010年、我が国では。。。。。                  

                  /岸本：北海道出身、Durham在中、駐在員 
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    「負の遺跡」 

 

以前旅する目的は人それぞれ、という事を書いたが、楽しいだけが旅ではない。

色々と学ぶ事も重要だ。特に、世界の負の遺産を見るのも重要だ。 

 

最近、アメリカの原爆開発、マンハッタン計画ゆかりの地

が国立公園に指定された。原爆の悲惨さなどはこの記事で

は語らないが、関連施設を見る事で、歴史への理解が深ま

るのは間違いない。テネシー州のオークリッジの施設な

ら、ノースカロライナからでも車で訪問できる。特に、日

本で原爆ドームなどを見て、学び、感じる事にさらに別な

角度から検証できるのではないか、と思う。 

 

負の遺産で、一番有名なのは、世界遺産にも指定さ

れている、ナチスドイツの強制収容所だろう。ドイ

ツに多いが、悪名高いアウシュビッツはポーランド

にある。見学する機会があったが、建物などが痛ま

ないように手が入り、さらに残された被害者の持ち

物の展示があったり、後々まで最大限に何が起きた

のか伝えていこうという姿勢が感じられる。この種

の悲惨な歴史は、ナチスだけではない。カンボジアのプノンペンにも、キリング

フィールドという、処刑場の跡地があり、公開されている。近代史の中の出来事だ

けあり、ガイドが犠牲者の家族だったり、展示も洗練されていない分生々しい。道

にふと人骨が埋まっていたりする。悲惨さをひしひしと感じる。 

 

現代史に分類される出来事でも、該当するものがあったりする。ニューヨークのグ

ラウンドゼロがそれになるだろう。読者の中には、当時アメリカ在住だった人も多

いかと思う。追悼も含め、工事現場にしか見えなかった時期も長かったが、訪れる

人は後を絶たない。ベルリンの壁も、それに近いだろう。30年近く、街を分断し、

家族を引き離していた壁が取り壊されたのは1989年の事だが、まだベルリンの一部

に、その跡を見ることができ、冷戦の残した傷跡を見て、それを感じることができ

る。また、こちらは、博物館の展示も見ごたえがある。 

 

この文を書いている今、ニュースでは、パリでのテロ

が大きく扱われている。勿論悲惨な出来事だ。今すぐ

に危険を冒して、現在進行形の出来事を見ることは勧

めないが、旅の目的の一つとして、負の歴史から学

び、不幸を呼び起こさないようにする、草の根の意識

改革も旅の重要な目的の一つと信じている。 
 

    /根木：Travelink Chapel Hill, Greensboro支店長  Chapel Hill在住 
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                      「泥縄式」 

“Have Not Thy Cloak to Make When It Begins to Rain”  
               

今年の秋は雨ばかりだった。山の方は先に紅葉してきたかと、勇んで見に行っ

たが時期尚早で青く、錦になるのはいつかしら、と楽しみに待っていたら、見頃

の前に、べっちょり濡れ落ち葉と化してしまった。 

 初めての冬を迎える新居には、大きな木がない。今年は落ち葉かきをせずに済

むな、とほくそ笑んでいると、ある朝、裏庭一面が落ち葉で埋め尽くされた。盛

大に葉を落とした木々の持ち主は裏の家で、私には何の権利もないのに、大量の

落ち葉の片付けだけが回ってくる。あんまりではないか。 

 この週末は、ついに氷点下の予報で、秋は完全に終了である。しかも、１日で

四季が味わえるというノースカロライナの本領が発揮されたため、寒暖の激しさ

に身体がついていけない私は、子供の風邪を貰ってしまった。と、数年前に寝込

んだ記憶が蘇り、今更ながらインフルエンザの予防接種を受けることにした。 

 最近は便利なもので、わざわざ医者に行かなくても、スーパーの薬カウンター

で、予防接種が受けられる。ドラッグストア内の簡易診療所でも、予約なしでOK

だ。早速、日曜の午後、近所のドラッグストアに寄ってみた。 

 ところが、希望していた「防腐剤なしのワクチン」が切れているという。イン

フルエンザの場合、点鼻用ワクチンは無添加だが、注射用には、防腐剤入りのも

のとなしのものがある。防腐剤として使われているのは、“thimerosal”、チメ

ロサールという水銀化合物である。微量なので身体への影響はないらしいが、す

でに添加物まみれの私はともかく、子供には、できれば無添加の方をお願いした

い。とりあえず、親だけは注射を済ませ、他を当たることにした。 

 ところが、である。子を持つ親の考えることは皆同じ、軒並み売り切れであ

る。薬剤会社が提供する出荷先リストを見て電話で問い合わせると、既に売り切

れ、というところばかり。ようやく見つけたドラッグストアでは、医者からの処

方箋が必要だといわれてしまった。あらかじめそこまで準備するほど用意周到な

親が、今ごろ泥縄式にワクチンなんぞ探しているものか。  

 面倒くさいという考えが頭をよぎる。防腐剤なんて、コンビニ弁当にいくらで

も入っているではないか。日本で食い溜めしたふわふわの食パンなんか、一ヶ月

ではカビも生えないくらいの保存っぷりだ。鮭もマグロも、水銀は避けられな

い。今さら気にしてどうなるというのだ。 

 翌朝も電話をかけまくり、ついに「うちも残りわずかですけれど」という点鼻

ワクチンを発見した。学校帰りの息子を待ち構え「早くしないと売り切れちゃ

う！」と車に押し込んで猛ダッシュ。折悪しく、数メートル先も見えないほどの

豪雨のせいで、高速道路のあちこちで事故が起きている。着いたら着いたで、ク

リニックに駆け込む間にずぶ濡れだ。「風邪を引いても事故っても、インフルエ

ンザワクチンは効かないな〜」と、帰り道はハザードを出してのろのろ進み、親

子でお風呂に直行したのであった。           

 

                    

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」 
 

    “児童性的犯罪者のビザ問題” 
 

2006年７月に前ブッシュ大統領によりアダム・ワルシュ児童保護

安全法が成立しました。この法律は子供たちを性的犯罪、虐待、

またインターネットをつかった児童ポルノから守る目的でつくら

れたものです。ところが、この法律により児童に対して特定犯罪

の有罪判決を受けた米国市民もしくは永住権保持者は、家族の永

住権のスポンサーをすることを禁じられました。唯一の例外とし

て、申請者がその家族に対して危険を加える可能性が全くありえないことを証明

できた場合においてのみ、米国国土安全保障庁の裁量に応じて、家族の永住権の

スポンサーを認めています。 

 

米国の証拠立証基準には(1)証拠の優位性（preponderance of evidence）, (2)明

白かつ確信を抱くに足る証明（clear and convincing evidence）, (3)合理的疑

いの余地のない証明（beyond reasonable doubt）の３つの基準があります。合理

的疑いの余地のない証拠基準とは、通常殺人など重犯罪に対する証拠基準で、少

しでも合理的疑いがあれば、有罪にはなりません。つまり、無実の人をあやまっ

て有罪にするよりは、犯罪者を無罪にしたほうが無難であるという考えに基づい

たものです。一方、契約違反など民事案件などでは、一般に３つの証拠基準の中

では一番証明基準が低い証拠の優位性が適用されます。証拠の優位性とは、双方

の提示した証拠を比べて、more likely than not、つまり五割を超える程度で、

そうである可能性のほうがそうでない可能性より高いかを判断します。また、同

じ民事でも、詐欺や重度障害事件などよりシリアスな案件であれば、明確かつ確

信するに足る証拠基準が適用されることもあります。これは証拠の優位性よりは

高く、合理的疑いの余地のない証拠基準よりは低い基準です。 

 

移民法に関しては、移民ビザや非移民短期滞在型ビザの審査は、一般に証拠の優

位性基準が適用されます。ところが、現法においては、児童に対する性的犯罪の

有罪判決を受けた人が家族の永住権をスポンサー申請する場合、証拠基準の中で

一番厳しい合理的疑いの余地のない基準が適用されてしまいます。 

 

現在移民法上この法律が問題視されているのは、“申請者がその家族に対して危

険を加える可能性が全くありえない”とは何を意味しているのか明確にされてい

ないことです。この法律はもともと児童保護のために作られた法律ではあるもの

の、すでに刑期、罰則を全うし、更生して社会復帰したものが配偶者のビザをス

ポンサーすることさえできなくなっています。永住権対象者が子供ではなく配偶

者であった場合、配偶者に対する性的行為を“家族に対する危険性”とみなすの

か、移民局は未だにその審査基準を明らかにしていません。また、家族に危害を

あたえる可能性が全くありえないことを証明するために医師から意見書を取得す

ることも条件となっていますが、医師が、本人と配偶者とのカウンセリングの結

果、家族に危害を加える可能性はみられないという意見をだしても、そのような

可能性は“全くありえない”と100％断定していないという理由で、証拠の基準を

全うしていないと判断されているのが現状です。 
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この法律の移民法への適用により、米国憲法で守られて

いる個人の結婚の自由の権利が侵害されていること、

“配偶者に対する危険性”とは何をさすのか明確でない

こと、また一番厳しい証拠基準が移民法に適用されてい

ること、法律施行以前の行為に対して遡及適用されてい

るなどを理由に、近年訴訟が続いていますが、未だ肝心

な点に関しては明確な回答はだされていません。現状問

題として、一旦永住権を却下された配偶者は観光目的で米国に入国することが大

変難しくなります。また、犯罪歴があるものの入国を禁止している国が多くあり

ます。そのために、議会がこの問題をとりあげて法律を改善する、もしくは今後

の訴訟で配偶者に対する審査基準が緩和されない限り、この間、国をまたいで離

れ離れになっている夫婦が多くいるのが現状です。 

   

本ニュース記事に関する注意事項 
 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。フィッシャー・ブロィズ法律事務所

および筆者はこの記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じ

る結果や損失に関して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知お

き下さい。         /大蔵昌枝：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 

     第１０回 トライアングル新年会 

----「樽酒」と「木遣り唄」で新年を祝う---- 

主催：日本クラブ・トライアングル商工会・ローリー補習校・ 

      チャペルヒルダーラム日本人会 

１月１７日（日）１２：３０－３：００ 於:デュークガーデン 

会費：＄４０  

申込方法：EメールTriangle_Nippon_Club@yahoo.com 

詳細：ウェブ www.TriangleJapanClub.org 

mailto:Triangle_Nippon_Club@yahoo.com
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「挨拶と食事のマナー」 
 
日本とアメリカの文化の最も異なる点は、挨拶と食事のマナー

です。外国人が「Hello」と言いながら、頭を下げることはあり

ません。しかし日本では、「こんにちは」と言いながら、頭を

下げます。詳しく説明すると、「こん」で頭をしたまで下げ

て、「にち」で半分頭を上げて、最後の「は」で頭を上げて相手の目を見ます。

このような挨拶が、日本では、好感の持てる挨拶の仕方です。特に海外で育った

子供達には、挨拶をしながら頭を下げる習慣がないため、タイミングが合わず大

変なようです。よく使われる言葉で「どうぞよろしくお願いいたします」なども

おじぎをしながら、言えると、日本に帰ってからも役に立つのではないかと思い

ます。ぜひ家でも練習してみてください。そしてもう一点は、日本の小学校で

は、給食の時間があり、食事での決まりごとがあります。海外でのランチタイム

では、食べ物が揃った人から食べ始めます。しかし、日本の給食では、給食当番

がいて、一人一人に食事を配る配膳の係がいます。その係から食事をよそっても

らいますが、全員に配り終わるまで、静かに待ちます。そして、揃ったら全員で

「いただきます」を言って食べ始めます。全員が食事が終わったら、「ごちそう

さま」を言って席を立ちます。特に日本での学校給食は、揃って食べて、揃って

終わるという習慣のある学校が多いようです。是非ご家庭で、家族が揃って、皆

で「いただきます」「ごちそうさまでした」と言う習慣を身につけてはいかがで

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

生木のクリスマスツリーを飾ってみませんか？ 

まずは好みの生木を買ったら、木の幹の下部分を数センチ水平に切り、

枝も見栄えが良いように剪定しみきの部分を水につけ一晩立てておきま

す。そして、ツリースタンドの中に木を立ててバランス用ねじで抑えツリー

スカートを上に敷きます。常にスタンドの中には水を入れておきましょう。

大きな生木なので水を沢山吸うので枯らさないように注意。後は好きな

オーナメントで飾り付け。モミの木の香りが部屋中に広がりHoliday]感が

一層増します。 



 

15 

      ＜日本の年金のお話＞ 

         

    “年金申請手続きにおける時効の適用” 
 
早いもので日本の年金についての紹介を始めてから1年半。その間に米国在住の

日本人からの年金相談や年金の申請手続きのお手伝いをさせていただきました。予

想もしていなかった方が受給できた場合はさすがに喜びが大きいようです。 

2014年12月号で紹介しましたが、日本の年金の受給開始年齢は60歳から65歳のい

ずれかの年齢からで生年月日により異なります。昭和28年4月1日以前（女性は昭和

33年4月1日以前）に生まれた方は60歳から、昭和36年4月2日以降（女性は昭和41年

4月1日以降）は65歳からとなります。その間の方は段階的に60歳から65歳へと引き

上げられます。（これは年金の財源不足を補うための措置です。） 

年金を受給できる方の多くが、年金制度を知らない為に本来の年金支給年齢を超

えています。例えば本来なら60歳から厚生年金を受給できる方が知らずに64歳の時

にご相談に来られるケースです。この場合60歳から64歳までの分の年金が貰えな

かったと悔しい思いをされますが、実は年金制度では過ぎてしまった過去の分も

遡って貰えます。本ケースであれば、申請時（64歳）以降の年金を受給するのとは

別に60歳から64歳まで4年分の年金をまとめて貰うことが出来ます。受給者の中に

はこのケースの方が64歳の時にまとまった金額を貰える為、60歳時点から少しずつ

貰うより貰った「実感」があって嬉しいなどという方もいらっしゃいます。 

ここからが本題です。ここで注意するのは過去の遡及については5年の時効があ

り、過去5年分しか遡れません。例えば本来60歳から年金を受給できる方が69歳の

時に申請をすると、64歳からの分はまとめてもらえますが、60歳から64歳までの4

年分は貰えずに失効。失効した分は「貰い損」になるわけで悔しい思いをすること

になります。したがい現在65歳以上の方で自分は年金受給の可能性があるという方

はなるべくお早めに年金記録を調べるのがよいかもしれません。 

申請手続きが遅くても受給権がある限りはその時点から過去5年分はまとめて貰

えます。70歳以上で申請手続きをされていない方でも「もう高齢で申請しても時効

のため受給が見込めない」と思い込まずに一度調査してみましょう。 

これは遺族年金についても同じです。昔サラリーマンで厚生年金受給権がある

（または受給中の）夫が死亡した場合、遺族である妻は遺族厚生年金を受給できま

す。しかしそれを知らない妻は申請をせず、時効である5年以上が経過し、後に

なって実は遺族年金を受給できた事を知り年金を諦めるケースがあります。この場

合も時効は5年ですが、過去に遡って受給できる分が5年分であって、遺族年金の申

請手続きそのものは夫の死後何年経過してもできます。 

さらにもう一点、夫自身が厚生年金の受給権を知らず死亡した場合、後から受給

できるのを遺族が証明（申請手続き）すれば遺族年金を受給できます。この場合も

死後5年以上経過していても遡って受給できる分は5年までで、遺族年金の申請その

ものはいつでも手続きできます。 

繰り返しますが時効は遡って一括受給できる過去遡及期間にだけ適用され、申請

手続きそのものには適用されません。誤解を受けやすい点なので注意が必要です。 

このように文章で説明致しましたが、なかなか読んでも理解しづらいと思いま

す。「自分ももしかしたら」というケースがありましたら私共へお気軽にご相談下

さい。調査については無料で行ない、年金の受給の有無や可能性についてお調べ致

します。  /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
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Krampus (コメディー、ホラー) PG13、 12/4公開 

親戚が集まり楽しいはずのクリスマス。でも子供たちは喧嘩。お父さんとお母さん

も乗り気じゃない。サンタさんへの手紙を破った途端、家は暗闇に包まれる。 

 

The Wannabe (ドラマ、スリラー) R、12/4公開 

1990年代のNY、実在したマフィア一家ガンビーノのボス、ジョン・ゴティ。トーマ

スはマフィアの世界に憧れ、裁判でジョンを助ければ仲間に入れると信じる。 

 

Youth (ドラマ) R、12/4公開 

オスカーで外国語映画賞を取った監督による二人の老人の友情と、年齢に関係なく

前向きに生きる姿を描くドラマ。主演のマイケル・ケインは82才の現役俳優。 

 

The Heart of The Sea (冒険、アクション) PG13、12/11公開 

小説「白鯨」の元にもなった、1820年、ニューイングランドで捕鯨船が巨大な鯨に

襲われ沈没した事故。生き残った20人が、絶望や葛藤中で壮絶な冒険をする。 

 

Star Wars: The Force Awakens  (冒険、SF、アクション) PG13、12/18公開 

今、最も話題になっているのがこの映画。スターウォーズ第7弾。「Return of the 

Jedi」から30年後、平和の戻らない銀河では戦いが繰り広げられている。 

 

Sisters (コメディー) R、12/18公開 

両親が家を売りに出すことになり、姉妹は久しぶりに実家に戻り、自分達が使って

いた部屋を片付ける。懐かしくなり、昔の友達とパーティーを開くのだが…。 

 

Alvin and the Chipmunks: The Road Chip (コメディー、冒険) PG13、公開 

お馴染みチップマンクのCG。デイブがマイアミの新しいガールフレンドに求婚する

と聞きつけ、アルビン、サイモン、テオドールの3人は阻止する計画を練る。 

 

The Big Short (ドラマ、コメディー) R、12/23公開 

ブラッド・ピット、クリスチャン・ベールなど豪華な顔ぶれによるアメリカ金融界

の映画。金融崩壊を予想したグループが、銀行や政府の裏をかく行動に出る。 

 

Point Break (スリラー、アクション) PG13、12/25公開 

FBIのジョニーが銀行強盗犯を追う映画だが、見どころは、スリル満点のアクショ

ン。犯人はサーファーで、超一流のアスリートを使ったスタントがすごい！ 

サンクスギビングも終わり、今年も年末に向かって助走を始めたよ

うです。アウトドアは寒いし、モールばかりでは出費が…とお困り

のあなた、映画館へどうぞ！冬休み用に映画界は張り切っている様

子です。スターウォーズファンにはお待ちかねの第7作目が公開。

社会問題作が好きならNFL業界への挑戦状とも見れる「Concussion」、壮絶な自然

との格闘にハラハラしたい人は「The Heart of The Sea」。久々の西部劇もありま

す。デカプリオは狩猟家の復讐劇で熱演し、アカデミー賞ねらいかも。子供用やコ

メディーも楽しそうです。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター 
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Concussion (スポーツ、ドラマ) PG13、12/25公開 

NFLの選手が慢性外傷性脳症を発症した。NFLはその事実を隠したいため、医師の

ベネット（ウィル・スミス）に圧力をかける。実話を元にした重みのある作品。 

 

The Hateful Eight (ウェスタン) 

タランティーノ監督による西部劇。舞台は南北戦争後の1870年代、冬のワイオミ

ング。猛吹雪の中を走る乗合馬車に居合わせたは賞金稼ぎ男、死刑間近の女性。 

 

Joy (ドラマ、コメディー) PG13、12/25公開 

四世代をまたぐ家族経営ビジネスの中心的な役割となった女性（ジェニファー・

ローレンス）の家族内、家族外の両面からくる葛藤を描くヒューマンドラマ。 

 

The Revenant (アクション、冒険) R、12/25公開 

実在の狩猟家ヒュー・グラス（レオナルド・デカプリオ）の不屈の精神を描く。

狩りで熊に襲われ瀕死状態になったヒューを置き去りにした仲間たちへの復讐。 

 

Daddy’s Home (コメディー) NR、12/25公開 

結婚した妻には連れ子が二人。よき継父となろうと奮闘するのだが失敗ばかり。

そこへ現れたのは、何でもこなすスーパーヒーローのようなかっこいい実の父。 

 

Underdogs (コメディー、アニメ) PG、12/25公開 

ジェイクはシャイだがテーブルサッカーが飛び切りうまい。それはガールフレン

ド、ローラのおかげでもあった。ところが敵のエースが嫌な計画を立て始める。 

 

Norm the North (コメディー、アニメ、ファミリー) NR、1/15公開 

北極を開発してマンションを建てるビジネスに腹を立てたホッキョクグマのノー

ムは一大決心。NYに行ってこの計画を中止させることに。しかしNYは甘くない。 

 

The Boy (ホラー) PG13、1/22公開 

アメリカ人のグリータは、イギリス人夫婦のお手伝いとなるが、夫婦がかわい

がっている6歳の男の子は、実は人形だった。息子は20年前に亡くなっていた。 

 

Kung Fu Panda 3 (アニメ、冒険、ファミリー) PG、1/29公開 

大人気カンフー・パンダの3作目。ポーはカンフーを極めるため修行を続行。ア

ンジェリーナ・ジョリー、ジャッキー・チェン、ダスティン・ホフマンも参加。 
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NCの海辺からこんにちは❢ 
     

  

毎年この時期になると、そろそろ釣りのシーズンは終わ

ります。昨年の今頃も、確かフィッシングピアが閉まりま

す、というリポートをさせていただいたと思います。普通

は、シーズンの終わりの少し前には、えびが大量に捕れた

り、大きいヒラメを釣ったりという武勇伝を聞く頃なのです

が、今年はそのような話を聞きません。毎週のように船で沿

岸に出ている友人は、この時期シートラウト（スズキ種の

魚）を狙っていますが、一向にかからないとのことです。確

かに釣り場へ行くと、夜はすでに気温が４０度を下回るとき

もあるのに、海水につかっても寒くない、いえ、逆に温かい

ほどです。これが今年だけのことなのか、数年前から始まっ

ていたことなのか、目に見える変化に一抹の不安を覚えま

す。そういえば、日本ではこの数年サンマやサバの漁獲高が

激減しているとのこと。環境庁や農林水産省では、地球温暖

化が原因であると断定しているようです。 

 さて、実際にわたしたち地元の太公望にどのように影響が

出ているかといえば、まず海水温度が下がらなくなると、秋

から冬にかけてフロリダ以南に移動する魚の動きが鈍くなります。ということ

は、地元に生息するこれらの魚のえさとなる、エビや小さな魚が時期を外れて乱

獲されて、少なくなります。時期遅れで冬の間南方に下ってゆく魚が来年北上し

て戻ってきても、地元の餌は少なくなり、おそらく餌を探してほかの海域へ移動

してしまうということです。同じような現象が日本の近海でも起きており、日本

周辺での漁獲高の減少に大きな影響を与えているようです。アメリカのこの地域

では日本のように漁業組合なるものがなく、毎年州の自然環境保護局（North 

Carolina Wildlife Resources）が捕獲可能な魚の種類、量、大きさなどを検討、

決定しています。現に昨年はヒラメが乱獲状態であると判断され、今年から全長

の制限が３インチも追加され、実際には発見不可能に近いサイズになってしまっ

たということは、すでにお話したことと思います。日本人のように地域の漁業団

体で魚を捕獲するという慣習のないこの地域では、すこし魚の減少を産業への影

響とはとらえていないようです。それよりはむしろ、自然資源、観光資源への影

響と考えているらしく、明らかな気候変化による魚の生態系の変化に、あまり機

敏な対応をしているようには見えません。釣り人としての正直な意見は、このま

ま釣りの時期が延びるのならばそれはそれで結構なのですが、地球温暖化に伴っ

て、魚が減少してしまうならば、それを助長するようなことがあってはならない

と考える今日この頃です。その一方で池や湖、おまけに土地が平らで昔から広が

る貯水池なども多いこの地域、ここは海水魚は一時休止して、淡水魚へ移行する

のも面白いかもしれません。 

/根本：東京出身 ジャクソンビル在住 

  「地球温暖化のせい」 
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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 

 

      
 
 

                                 

 先月号で”聞こえの問題“をもつ方がいたら、面倒がらず思い

やりの気持ちも持っていだだきたいと書きました。さて“聞こえ

の問題”があって、補聴器を装用している人たちにはどのように

接したらよいのでしょう。最近ではスタイリッシュで目立たない

補聴器がありますから、補聴器を装用しているのかどうかわから

ないことが多いのですが。普通、話し相手のひとが補聴器を装用していることが

わかるとどうしても声をあげてしまいます。声をあげると補聴器を装用している

人にとってはとてもやかましいのです。 

 

 今回は補聴器装用者にどのようにお話ししたらよいのかを、対象を大人、年長

者にして少しお話しします。もちろん、補聴器装用者のなかには会話の聞き取

り、テレビのなかの会話の聞き取りなどの問題がなくなり、正常耳に近い機能を

取り戻されたひともいますが、多くは補聴器を使っても不自由さがあります。 

 よく補聴器のフィッティングをする時、一緒にきた家族が後ろから話しかけた

り、本人から顔をそらして話しかけたり、あるいは１０ｍぐらいはなれて部屋の

そとから話しかけて、”聞こえる“ かどうかを試すことが多くあります。確か

に補聴器の装用によって、話し手の声は “聞こえ”ます。“聞こえる“けれど

も ”理解していない“ かもしれないのです。広告などで補聴器のいいとこだ

けが期待されているようです。広告でいわれている指向性マイクなどの補聴器の

働きは ３ｍが限界なのです。ですから、補聴器を装用しているかたには顔をむ

けて、face to face でお話ししましょう。声をあげなくてもいいのです。また高

齢者で、聞き取りが難しくなっているかたには少しゆっくりお話ししましょう。 

 難聴の上に言葉の聞き取りがわるい方々は補聴器を装用しても 数人が同時に

はなしている状態がとても苦手です。レストラン、パーティーなどでの会話の聞

き取りは難しいです。ですから、やかましいレストランを避けたり、お話しをき

いてもらいたいときは当人の近くにいって、face to face でお話しましょう。 

     /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 

   
 

 

相談：結婚生活25年、二人の子供もそれぞれ独立し、夫婦二人だけの生活に戻りま

した。結婚当初より頑固で短気な主人との会話が成り立ちません。どうしたらうま

く主人と向き合って話せるようになるでしょうか？ 

 

アドバイス：お子さん二人を育て上げたとのこと。人生で一番の偉業達成ですね。

よくがんばりました。これからは、結婚生活の原点に戻って夫婦二人ですね。第二

の新婚時代を幸せに過ごすためのご相談と受け取りました。さて、ご相談の文章か

らの推測ですが、お子さんが家にいた頃、あなたは子供のことが中心になって、ご

主人のことをあまり大事になさっていなかったのではないかと思われます。結婚当

初よりご主人のことを「頑固で短気」と評価されていたということは、新婚時代か

らご主人の悪い面に目をやり、「どうしてこんな人なんだろう」「もっと○○だっ

たらいいのに」と嘆きながらズルズルと結婚生活を続けていらっしゃったのではな

いでしょうか。はっきり言ってご主人がかわいそうです。あなたとお子さんの生活

が成り立っていたのもご主人が一生懸命に働いてきたからではないですか。男性

は、女性のように世間話をあまりしませんし、寡黙なことが多い。また、自分なり

のプライドが高く、他人と比較されることは特に好きではありません。ですから、

もしもあなたがご主人と会話する端々に、禁断のその部分に触るようなことがあっ

たとしたら、ご主人も快くは思っていなかったでしょう。知らず知らずに、そのよ

うなあなたの態度や言動に対しての反抗的な態度が出てきてしまっていた可能性が

あります。ご主人の中で長い間積み重ねられたその不快感はあなたから発せられた

ものの反射であり、ご主人の態度はあなたの鏡です。「妻はなぜ自分に優しくない

のか、なぜ自分をそのままの形で認めてくれないのか」と思っていたはずです。夫

婦二人に戻り、「あーあ、これから、こんな人と二人だけの生活。どうしよう」と

いうあなたの思いを解決するとしたら、あなた自身がご主人に対して、優しくすべ

てを許して受け入れる大きな気持ちを持つことが必要です。そして、ことあるたび

に「ありがとう」「あなたがいてうれしいわ」という感謝の意を表現しましょう。

あなたの隣の芝生ばかりが気になるような態度を改め、ご主人にちゃんと目をや

り、彼のいいところ探しをしましょう。硬いゴツゴツした岩でも、あなたの優しさ

が少しずつ角を取っていくでしょう。第二の人生の幸せのカギはあなたが握ってい

るのです。         /回答者：大其澪子おおそれみよこ、東京都出身 

相談室 ケセランパサラン 
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  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！― 

 

                     レベル４の部 優勝：英国と日本の文化の違い 

 

  私は日本と英国に行ったことがあります。両方とも島国ですが、見る限りとて

も違います。二つの国の歴史を勉強したら、歴史も同じだと気づきました。ローマ

は英国に攻め入って、モンゴル帝国は日本に攻め入りました。英国も日本もたくさ

んの内戦がありました。英国にはばら戦争があって、日本には戦国時代がありまし

た。どちらの戦争も国を統一するために戦いました。でも、二つの国は沢山の類似

点があるのに文化や人はとても違います。英国人はもっとシニカルで、日本人は

もっと真面目です。その違いは何故でしょう。 

 最初は侵略の話です。ローマは二千百年前いちばん強い国でした。そして英国は

ただ沢山の民族だけがいたので、ローマは攻め入って、英国を征服しました。そし

てローマ人は英国の文化を変えました。その一方、モンゴル帝国も日本に攻め入り

ましたが、台風で船が壊されました。その後、モンゴル帝国は日本に攻め入る事を

やめました。ローマとモンゴル帝国は両方ともとても強い国でしたが、ローマは英

国を変え、モンゴル帝国は日本を変えられませんでした。 

 内戦はほとんど同時でした。ばら戦争は、1455年に始まり、戦国時代は1467年に

始まりました。でも、ばら戦争は1487年に終わり、戦国時代は1603年に終わりまし

た。ばら戦争は二つの民族の間だけでしたから、短かったです。戦国時代の間、日

本は沢山の大名が闘いましたから、とても長くなりました。でも、ばら戦争も戦国

時代も国を統一するためでした。 

 英国は王室があって、日本は天皇がいます。その政府の違いも人に影響したと思

います。王様は天皇よりもっと力がありました。王様も天皇も神に選ばれました

が、王様より天皇のほうがもっと信頼があります。それは天皇の力を制限します。

でも王様の政治が悪くなると人々は「変わってほしい」と言います。そして王様が

死ぬ時、王様の位のために、沢山の人は戦います。でも、天皇制は違うと思いま

す。天皇の家族は血縁を保ちますから、天皇以外の人は位につけません。そして日

本人はもっと真面目に自分の仕事に自分を注ぎ込みます。 

 もう一つの違いは大航海時代です。日本はその時鎖国しましたが、英国は他の国

を征服して、他の場所を植民地にしました。日本は外国の影響をしめ出しました。

でも、鉄砲などを受け入れました。そして日本の文化に変えました。鉄砲はポルト

ガルから来ました。そして大名の織田信長は日本の兵力としました。英国は違う行

動をしましたが、同じ結果が出ました。英国は他の国に影響をあたえて、その影響

された文化を自分のものにしました。この点についても、同じだと思います。 

 今、英国と日本の人々は違います。英国はフランスと戦ったり、サクソンに攻め

入られたり、スペインの艦隊に攻め入られたりしました。それで、英国は他のヨー

ロッパの国を信じられなくなってしまいました。そして英国人をもっとシニカルに

しました。でも、日本は他の国からとてもはなれていました。戦争も国内の内戦で

した。勝っても負けても日本人同士でしたので、文化をそのまま保ちました。 

 何故このような違いがあるのでしょう。その答えは簡単に言えば人です。人は違

う価値観をつくり出して、そのつくり出した価値観をもとにして行動します。歴史

も戦争も、政府も政策も、全部人に影響して、人は影響されました。これらの価値

観が文化の違いを作ったと思います。 

       Carrboro High School カーティス トーマス（Curtis, Thomas) 
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結婚式前後におこったビックリ事件そして訃報：元夫も私も東京勤務なのでア

パートを借りる事になり家具を買いました。しかしそれだけでは終わらず、元夫

の岐阜の実家にも家具を送って欲しいと要望が姑よりありました。ご近所を呼ん

で嫁入道具を見せる風習があるとの事で、仕方なく買いましたが、日本円で数百

万の出費。両親も冷汗たらり状態でした。クリスチャンの私は結納は無しでした

ので東京での結婚式費用その他は一切夫側からは出しては貰えず、両親は超憤慨

状態でした。その家具は近所の人達からは評判が良かった様ですが、結局私はそ

の家を出てワンルームに住んだ為すべて置いて出ましたので今はどうなっている

のか分かりません。結局何百万も溝に捨てた様なものです。考えるとくやしい限

りなのであまり思い出さないようにしています。結婚式は無事終了。結婚式での

姑の気になる態度は、彼女は人とはそれほど話しませんでしたが口を開くと決

まってお金とネガティブトークが主。出席者からは「人を見る時の目線が上から

下まで一通り見て、話を始めるんですね？感じ悪いです！心が貧しいのでしょう

かね？上品にはほど遠いですね。」と不評でした。 

結婚後の不幸：義理の父は会社の倒産後鬱病になりました。倒産後はほとんど働

けず姑の稼ぎだけで生活を送っていました。夫婦仲もうまくいかず、鬱は完全に

良く成る事はありませんでしたが結婚式の前後はかなり回復していたようでし

た。しかし数ヵ月後、鬱だけでなく糖尿病もあったせいか合併症が出て肝臓も悪

くなり病院の入退院を繰り返していました。しばらく良かった鬱病がまた私達の

結婚後の数ヶ月で悪化し、幻覚症状も出て時折おかしな事を口にしていました。 

少し寒くなり掛けた秋のある日、元夫が最近面白い本を読んでいるとの話をし

ていました。自殺に関しての文庫本で何度も自殺を繰り返しては失敗する話で

す。その事を聞いて直ぐ私の両親から電話がありました。その内容とは元夫の父

がお蔵で首をつったと言う、最も不幸な訃報でした。夫の読んでいた本と言い、

まさに虫の知らせと言うやつです。身体中がヒヤッと言う電気の様な物が走りそ

の横で夫は悲しそうにボーっと立ち尽くしていました。そうもしていられず、す

ぐに岐阜に行く用意をし元夫の実家に向かいました。 

大家族に沢山の親戚が訪れる通夜で、それはそれは何をして良いか分かるどこ

ろか始終あたふたと右往左往と圧倒されながら終わりました。 

元夫の実家に悪い現象が起こる理由で分かっている事は、あの家の中で昔近所の

男性が首吊り自殺した事です。江戸時代にはもともとあの土地は戦場で何人もの

武士が殺されたとの情報もあります。その恨みなのか何か不幸な事が良く起こり

ました。この舅の自殺、私の離婚、そして元夫がたった42歳で癌で死去、会社の

倒産など。これは結婚後既に姑と同居中の話で記憶に残っている事なのですが、

姑が同僚の小さいお嬢さんを連れて来て「２，３時間預かって？」と頼まれたの

で「分かりました。」と返事をしたすぐ後、その女の子はもの凄い勢いで

「ギャーギャーギャー」と泣き始め、結局姑は仕方無しに一緒にその子を連れて

出て行ってしまいました。後から聞いた話では、あの家の中が恐いと言っていた

様です。３、４歳位の子なので何か感じたのかも知れません。霊感が強いと言わ

れている友人もその家に遊びに来てくれた時「この家には霊が居る。」と言って

は何度も吐いていました。おーーー恐っ、元夫の旧家恐るべし！！それでは、ま

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

「嘘の様なホントの話２」 
VS 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwih9ObXqonJAhVEJiYKHcQ2DIM&url=http%3A%2F%2Fimimatome.com%2Fyomikata%2Fhuhou.html&usg=AFQjCNHLLs29hGtHV9dQ7ce7kValrhWSyg&bvm=bv.107406026,d.eWE
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwih9ObXqonJAhVEJiYKHcQ2DIM&url=http%3A%2F%2Fimimatome.com%2Fyomikata%2Fhuhou.html&usg=AFQjCNHLLs29hGtHV9dQ7ce7kValrhWSyg&bvm=bv.107406026,d.eWE
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 美しかった紅葉の季節を懐かしみながら、来るべき冬をいかに快適に過ごすか

が課題の今日この頃。。人間の体温は平熱36.5℃以上をキープすると免疫力も高

まり、病気になりにくいそうです。アメリカで生活しているとゆっくりお風呂に

浸かって身体の芯まで温める機会は少なくなり、ついついシャワーで終わらせて

しまう日々が多いかと思います。そこで今回のテーマは、Essential oilを使った

足浴で身体を温め気持ちもリラックスするプチアロマセラピー 

 

          〜アロマで心も身体もほっこりHappy ♬〜 

~準備する物~ 

●両足が入る容器(足首がスッポリ入る深さ) 

●お好きな香りのEssential oil 1~3滴（それ以上は入れない！） 

●お好みの基材 (天然塩、ハチミツ、牛乳など) 小さじ１ 

~How to~ 

1  基材にEssential oilを入れ混ぜ合わせる。（妊娠中の方、高血圧の方はオイ 

  ルを少な目に） 

2  容器にくるぶしまで入る量のお湯(40~42℃、お好みの温度)を入れ1を加えてよ 

   く溶かす。 

3 足を中に入れポカポカしてくるまで温める。(15分位) ぬるくなって来た

ら、やけどしない様に熱湯を加えて下さい。 

~ Essential oil選びの豆知識~  

大切なチェックポイントは100%天然のEssential oil(ラベルにラテン語の学名な

どが記載)で遮光瓶に入っている物を選ぶ事！ 例えば、Tea Tree(Melaleuca al-

ternifolia−ラテン名)と明記されている商品。Aroma oilやFragrance oilと呼ば

れる商品の多くは人口的に作られたのが多いのでお気を付けくださいね！ 

~お勧めのEssential oil ~ 

"Lavender" :リラックス、鎮静作用、抗炎症作用、ご家庭に一つあると便利な万 

 能オイル 

"Chamomile Roman" ：癒し系、鎮痛作用、甘くりんごのような香り、お値段がや 

 や高め 

"Orange sweet" :元気になる作用、引き締め作用、日光に当たるとシミになるの 

 でお休み前に 

~注意点~ 

*直接原液を塗布しない様にして下さい。(基材に混ぜて使う) 

*植物アレルギーの方はパッチテストを行って下さい。 

*3歳以下のお子様、妊娠初期の方は御使用しないで下さい。 

*てんかんなど既往症をお持ちの方はお医者様にご相談ください。 

*開封後は直射日光と湿気を避け冷暗所で保存。1年以内を目安に使い切る。 

 

オイルの効能は沢山ありますが、選んだ香りが好きで気持ちがホッとする事が一

番です。先ずはお気に入りのオイルをチョイスして、心も身体もポカポカ、ニッ

コリ♡ 元気に過ごしてまいりましょう❢       

                  /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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   ～医食同源～      

     「冬に向けて「寒邪」に強い体質改善を 」  

  
寒邪は寒さや冷えによって、人体の陽気（エネルギー）を奪い、体内の機能低下

を引き起こすのが特徴です。寒邪に侵されると、悪寒や手足の冷えと痛み、顔色

が青白くなる、鼻水、下痢、冷えによる関節のこわばりや筋肉のひきつり、痙攣

などの症状が現れます。こうした症状は、一般的に温めると症状が軽くなり、冷

やすと強くなります。普段から体質的に冷え症で寒がりの人は、寒邪の影響を受

けやすいタイプ。冷え症で悩んでいる女性は多いと思いますが、中医学ではタイ

プ別に「気虚」、「血虚」、「瘀血」の三つの要因があると考えています。 

 

気虚――胃腸を中心とした内臓の機能が低下し、気力がなく、息切れするなど疲

れやすいタイプ。  

血虚――血液が薄く、肌や髪に艶がなく、血色が悪い、立ちくらみなどの症状が

あるタイプ。 

瘀血――血行不良によってしこりが出来やすく、肩こりや頭痛、生理痛やレバー

状の塊がある、痛む場所は固定的などの症状があるタイプ。 

 

元気に冬を過ごすために、ぜひ今日から寒邪に負けない生活習慣を身に付けるよ

うに心がけたいもの。まず、血行を促進する食事をすることが大切です。温熱性

の食品は、体を温めて新陳代謝を活発にし、血のめぐりをよくする効果があり、

又増血作用があり、疲労回復や虚弱体質の改善にも役立ちます。 

 

体を温める食べ物（温熱性） 

野菜、イモ類、キノコ類――かぼちゃ、かぶ、小松菜、しそ、生姜、ネギ、ニ

ラ、玉ねぎ、菜の花、にんにく、ラッキョウ、三つ葉、ピーマンなど 

肉、魚類――牛肉、鶏レバー、羊肉（ラム、マトン）、アジ、鰯、鯖、鮭、海

老、アナゴ、さんまなど  

穀物、豆類――モチコメ、玄米、インゲン豆、麦芽など 

果物、種子類――サクランボ、みかん、桃、栗、クルミ、杏、松の実など 

調味料他――黒砂糖、酢、わさび、山椒、唐辛子、酒、紅茶など 

   /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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 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 

 

  

  

  「C&T Wok」 
 
  130 Morrisville Sq Way 
  Morrisville, NC 27560 

 
 

C&Tは、China ＆ Thai＝中華＆タイ料理 

ということ。。。看板の漢字名「川泰閣」から察することがで

きるように、四川＆タイという辛い系を得意としているお

店！！お料理メニューは、中華（四川）とタイ料理が分けて

記載されるなど、良心的な？お店。 

 

今回は、今話題の四川の激辛料理「水煮魚」を羊に変えた「水煮羊」を楽しみました。食

べている時はそんなに辛くないのですが・・・しばらく経つと、汗はダラダラ。。。。花椒で、

舌は痺れて味を感じなくなります。 

 

本格的な四川料理をお手軽に楽しみたいときには、便利なお店です。 

 

               /LacyBlue： 仙台出身 Durham在住 
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      ごちそうさまぁ～！ 
     

 

 
 

        

      「簡単おせち」 
 

「黒豆」（3日） 

手間はかかりませんが、時間はかかります。 

ボウルに黒豆カップ1とその3倍量の水を入

れ、1日吸水させます。デップ用の 

小スロークッカーに水ごと黒豆を入れ、加熱

します（塩小匙1/2を入れると、 

皮がむけにくくなります）。十分豆が膨らんだら、砂糖大匙1を入れ半日加熱。 

一旦冷ました後、砂糖大匙1を加えてさらに半日加熱。再び冷ました後、砂糖大匙

1を加え、半日加熱します。 

 

「たたきごぼう」（半日） 

ゴボウ1/2~1本を良く洗い、3cm程に切って鍋で煮ます。少し歯ごたえが残る程度

まで煮たら、まな板の上で麺棒などで叩き、繊維をばらし、水カップ1/2、酢カッ

プ1/2、砂糖40ｇの甘酢につけて冷蔵庫で半日置きます。白すり胡麻で和えて、完

成です。 

 

「田作り」（10分） 

ゴマメ（煮干）1.4ozを電子レンジでポキポキ折れるまで乾燥します（2～3分）。 

砂糖大匙3、みりん大匙1、醤油大匙2を鍋で煮て、泡が立ってきたら酒小匙1、サ

ラダ油少々を加え、ゴマメを加えて、絡めます。ワックス・シート（オーブン用

の紙）の上に広げて、冷まします。 

 

「松風」（30分） 

鶏挽肉1ポンドにパン粉大匙6、卵1、味噌大匙4、みりん大匙2、酒大匙2、をフー

ドプロセッサーで混ぜ、ボウルにとりだし、お好みでみじん切りしたニンジン、 

松の実、クコの実などを混ぜる（混ぜなくとも問題ないです）。ベーキングパン

（9inx11in)にオイルスプレーし、ミンチを入れ、表面にポピーシード（芥子粒）

をふり、400Fのオーブンで20分ほど焼きます。 

 

「紅白なます」（1日） 

大根250ｇ、ニンジン30gをスライサーなどで千切りにします。甘酢（酢大匙5、砂

糖大匙3、塩小匙1/2、水大匙3）に漬け込んで一晩置きます。 

 

「きんとん」（15分） 

今の季節に良く出回る「白い皮のスイートポテト」大一本を電子レンジで6分加熱

し、裏表を変えて、さらに4分加熱。皮をむいて、中身だけをマッシュします。み

りん少々を加えて良く練ります。繊維が気になる方は、この時に裏ごしして下さ

い。 
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甘味をみて砂糖を足します。砂糖を加える事により、さらに滑らかになります。 

 

「幽庵焼き」（2時間） 

今回は手軽に手に入る鮭6~12ozで作ります。アメリカの鮭は塩で〆ていないので、

一口サイズの切り身にしたら、バットに並べて両面に塩少々を降り、約30分置きま

す。鮭の水気をふき取り、漬け汁（醤油カップ1/2、酒または白ワイン・カップ

1/4、みりんカップ1/4）に上下を返しながら約1時間漬ける。この際に、本来は柚

子の薄切りをのせますが、アメリカでは手に入りにくいので、オレンジの薄切りに

て代用します。オーブンの天板にワックスシートを敷き、切り身を並べて350Fで10

分焼きます。 

 

「海老の甘煮」（10分） 

（海老8匹分）エビは足を除き、髭を切りそろえる。尾（腰）に爪楊枝を刺し、丸

めて固定する。煮汁（出汁カップ1/2、醤油大匙2、みりん大匙2、酒大匙1）で中火

で4～5分煮て完成。 

 

「八幡巻き」（25分） 

ゴボウ200ｇ程度。10ｃｍに切り、酢少々を入れた熱湯で15分ほど茹でる。醤油大

匙1をまぶして粗熱をとり、牛肉の薄切りを広げて、きっちり巻く。フライパンに

サラダ油大匙1/2を熱して、強火で肉を巻いたゴボウを焼き、酒・みりん・醤油・

砂糖各大匙1、水カップ1/3を入れ、強火にして照りがでるまで煮からめる。 

 

                  /LacyBlue： 仙台出身 Durham在住 

    ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢  

 

 

                 「不思議なりんごムース・ゼリー」  

 

固めると自然と二層になる不思議なゼリー。ジュースは100％ならなんでもOK。  

 

＜材料＞ 

 りんごジュース（果汁100％)/500cc   砂糖/大さじ４  レモン汁/大さじ2 

 粉ゼラチン（溶けやすいもの）/15ｇ   生クリーム/200cc  

 

＜作り方＞ 

①なべにジュースと砂糖をいれて沸騰する前に火をとめる。 

  

②粉ゼラチンを①にふりいれ、よく混ぜて溶かす。 

  

③生クリーム、レモン汁を加えてよく混ぜ、カップに流し入

れ、冷やし固める。（冷蔵庫で２時間以上 

 

       /まみこ:Mammy’s Kitchen Club主宰 新潟出身 
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こんなとき、どう言うの？ 

 

 

  

 

～Allegation/Allege～ 
 

その分野の専門だと当たり前のように知っている言葉でも、ちょっと難しい単語が

あります。たとえばallegation(æ`ligéiʃən)- 動詞になるとallege(əlédʒ)です。

弁護士、法廷もののドラマが好きな方ならよく聞く単語かもしれません。申し立

て、陳述という意味です。最近では来年の大統領選に向けて、いろいろ話題豊富で

すが、共和党側の申し立てに対し民主党の有力候補、ヒラリークリントンの公聴会

が開かれました。 

 

"Democrats on the Benghazi committee on Tuesday released a 124-page report 

declaring there's "no evidence to support top Republican allegations about 

Secretary Hillary Clinton." 「民主党ベンガジ事件調査委員会は、火曜日、１２

４ページにおよぶレポートを公表し、共和党トップによるヒラリークリントン国務

長官に対する申し立てを支持する証拠は何もないと断言した。」 

 

私はアルクの英辞郎を愛用していますが、下記のような用例があります。 

- allegation of infringement of intellectual property rights: 知的所有権侵 

 害の主張［申し立て］ 

- allegation of illegal drug use: 不法薬物使用の疑惑 

- allege someone's innocence: （人）の無罪を主張する 

 

もうひとつ私の愛用している辞書はDictionary.com です。そちらでは 

- an assertion made with little or no proof. 

- an assertion made by a party in a legal proceeding, which the party then 

  undertakes to prove. 

 

ここまで来ると、なぜ、allegationが疑惑と訳されているのか納得しました。あま

り根拠がしっかりしていない主張といった感じでしょうか。ニュース番組、推理小

説、法廷小説でも目にすることがあると思います。何回か見たり聞いたりしてそれ

でも意味がわからず、やっと辞書を引くことになりました。 

        /Tomoko Chubachi, TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住 
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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 

【 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

 オズボーン 

カイロプラクティック クリニック 

Osborne 
Chiropractic Clinic 

Dr. Brya Osbore, DC 
5603 Duraleigh Rd. Suite 101 

Raleigh, NC 27612 
Phone: 919-571-7311 

腰痛や肩こりなどの国民病や

体のさまざまな悩みを解決

し、ストレスの多い暮らしを

健やかで自分らしく過ごすた

めに、ぜひ自分の体と向き合

う時間を作りましょう。 
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 ピードモントトライアッド地区・12-2月のイベント情報 
 

*Festival of Lights at Tanglewood Park 
日時：11月21-1月3日、6pm-11pm 

場所：Tanglewood Park, 2061 Clemmons Rd. Clemmons, NC 27012 

 

*7th Annual County Christmas Train 
日時：12月10-13, 26,27日 

場所：Denton Park 4259 Handy Rd. Denton NC 27239 

入場料：子供$5、大人$12 

 

*The Nutcracker 
日時：12月12-20日 

場所：Carolina Theatre/310 S Greene St. Greensboro, NC 27401 

入場料：$15～ 

 

*Muttcracker (The Nutcracker with Dogs) 
日時：12月13日 

場所：Carolina Theatre/310 S Greene St. Greensboro, NC 27401 

入場料：$15～ 

犬好きの人にお勧めのナットクラッカーです。 

 

*Classic Holiday Movie “It’s a wonderful Life” 
日時：12月14-23日 

場所：Carolina Theatre/310 S Greene St. Greensboro, NC 27401 

入場料：$6～ 

 

 

 

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
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad    

 

*The Polar Express 
日時：12月22日 

場所：NC Transportation Museum 

入場料：子供$30～、大人$36～ 

The Polar Expressに乗車してクリスマスソング、ダンスを見ながらホットチョコ

レート、お菓子のトリートを戴きます。 

 

*CARRIE UNDERWOOD 
日時：2月3日 

場所：Greensboro Coliseum Arena 

入場料：$46～ 

7回のグラミー受賞Carrieが新アルバムStorytellerを披露します。 

 

*2016 U.S. OLYMPIC TABLE TENNIS TRIALS 
日時：2月3-6日 

場所：Greensboro Coliseum Arena 

入場料：$15～ 

 

*RINGLING BROS. AND BARNUM & BAILEY 
日時：2月10-14日 

場所：Greensboro Coliseum Arena 

入場料：$15～ 

世界三大サーカスの一つリングリングブラザーズ。動物

と人間が織りなす歌、マジックと曲芸の祭典です。 

「Town & Country Meat & Produce Market」 
∼ローカル肉屋専門店~ 

 

2008 W. Vandalia Road 

Greensboro, NC 27407 

336-617-8128 

月-木 9:00 am – 6:00 pm 

金-土 9:00 am – 7:00 pm 

日   1:00 pm – 5:00 pm 

 

ローカルのお肉を扱っているお肉屋さんに行って来ました。さすがローカルだけ

あり、スーパーで買うよりもかなり安値です。ローカルファームからの商品なの

で種類は少ないですが、切ってすぐの物ばかりなので新鮮な商品が多いです。食

べ盛りのお子様がいらっしゃるご家庭なら、お肉が大きな塊で売っているのでお

値打ちで買えます。奥では注文に合わせてお肉をお好みのサイズに切ってくれる

サービスもあります。肉だけでなくローカルの野菜も販売しているので新鮮な野

菜が置いてあり、豆類がむき出しでバスケットに入って豊富に置いてあるので

ローカル感を感じます。     

                /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:3BR,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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

賃貸物件：3BR, 2カ―ガレージ、アップグレイドしたアプライアンス。徒歩内に

Shopping Center有。人気の学校区、お問い合わせ：sales@realtytriangle.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 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。 

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 

6140 Falls of Neuse Rd. 
Raleigh, NC 

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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 コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス 

12/4-20 Nuncrackers (musical comedy) N Raleigh Arts & Creative Thea 

12/8 Daryl Hall & John Oates DPAC 

12/11-20 The Santaland Diaries (Not intended for children) Theatre In The Park 

12/31 New Year's Eve in Vienna Special Event Concert DECPA 

1/14-16 Beethoven's "Emperor" Concerto /NC Symphony UNC-Ch,DECPA 

1/23,24 Shen Yun 神韻Chinese dance DECPA 

1/15 Lewis Black's THE EMPEROR’S NEW CLOTHES DPAC 

1/27 The Tenors  DPAC 

1/29,30 Mozart's Piano Concerto /NC Symphony DECPA 

2/4 Star Trek: The Ultimate Voyage (film & concert) DPAC 

2/5 Orchestral Love Stories /NC Symphony DECPA 

    ファミリー/子供向けイベント 

11/27-12/30 Rudolph The Red-Nosed Reindeer: The Musical DECPA 

12/1-6 The Sound of Music DPAC 

12/4,11 Christmas by Candlelights  Duke Homestead 

12/5,6,12,13 New Hope Valley Railway Santa Trains New Hope Valley Railway 

12/9-13 Disney On Ice presents 100 Years of Magic PNC Arena 

12/9-13 A Christmas Carol DECPA 

12/12 2015 Cary Jaycees Christmas Parade Downtown Cary 

12/12 Chapel Hill-Carrboro Holiday Parade Downtown Chapel Hill  

12/12,13 Carolina Ballet’s The Nutcracker  DPAC 

12/17-20 A Christmas Carol DPAC 

12/18.19 Nutcracker on Ice Orange County SportsPlex 

12/18-27 Carolina Ballet’s The Nutcracker  DECPA 

12/31 First Night Raleigh 2016( Downtown Raleigh 

1/19-24 Matilda the Musical DPAC 

2/3-7 Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus PNC Arena 

その他のイベント 

1/16 World's Toughest Rodeo PNC Arena 

1/23 NC State vs. Duke /men's basketball PNC Arena 

2/6 Krispy Kreme Challenge Hillsborough St. Raleigh 

日本人関連イベント 

12/11 Toy Joy ボランティアお手伝い Raleigh First Baptist Church 

12/12 日本語補習校古本市 日本語補習校 

12/19 お餅つき Japan Center 

1/8 エクササイズとWarajiでランチ Raleigh First Baptist Church 

1/10 さくら新年会 Starmount Forest Country  Club 

1/17 Triangle 新年会 Duke Garden 

1/22 日本料理の講習と試食 Raleigh First Baptist Church 

2/5 警察官と警察犬の活動報告 Raleigh First Baptist Church 

12/1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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今年もトライアングルLady’s 

Clubにご参加いただきありが

とうございました。来年の企

画は、「顔の若返りマッサー

ジ」「アクセサリー作り」

「Table Setting」「アメリカ

料理の試作」などなど豊富に

そろえています。日程が決ま

り次第お知らせいたしますの

で、お友達を誘って気軽にご

参加ください。 

  * 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」 2015-16年/12,1月第47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 2015年ももう少しでおしまい。読者の皆さんにとってはどんな年でした

か？私の今年と来年は10年毎の「運気の変化」でいろいろな変化が起こる年とか。

確かに2015年は息子の結婚、家の引っ越し、体調の変化(メチャクチャ更年期でぇ~

す)、そして新しい友人もたくさんでき忙しい一年でした。来年も引き続きいろいろ

な事象が起こるのかと今からドキドキハラハラでございまする(もしかして、おばー

ちゃんになるかも。。。涙）。来年も皆さんに喜んで戴ける▲横丁をお送りで

きるよう頑張りますので応援して下さいね❢良い新年をお迎えください。Yoko       

 
 

Merry Christmas 
and 

A Happy New Year❢ 
  

皆様が健康で幸せな新年を

迎えられますように心より

お祈りいたします。 

 

 



 

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
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 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。  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本の伝統とアジアの風土を旨く引き出した味のハーモニー。落

ち着いた雰囲気の中でアートチックなお

料理をお楽しみください。 

 
Lunch:月~土 11am~3pm  

Dinner:月~木 5~10pm  金/土 5~11pm  日 1~10pm 

住所:1216 Parkside Main St. Cary, NC 27519 

電話: (919)466-0888 

 

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

