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Hot News!!

もう3月！あっと言う間に時がすぎて、すぐにアニメいずめんとがやってきます。今年は5
月27日金曜日から29日日曜日、メモリアルデー・ウイークエンドです。今年、演歌歌手デ
ビューをした三味線の浅野 祥さん。太鼓の山部泰嗣さん、そして殺陣グループの
Jacabal’s、ダブルダッチのJ-Trapとの舞台をご披露します。侍、忍者そして、和楽器の演
奏です。日本からのゲストさんは音楽、殺陣、ダブルダッチだけではありません。アニメで
は『ぴえろ魔法少女シリーズ』において、1980年代に作成された全作品で主人公の相手
役を務め、またタレント、ナレーターとしても活躍されている水島 裕さん。そしてみなさん
おなじみのアニメ「ソードアートオンライン」の製作者2名もいらっしゃいます。去年初参加
の「アニメーターサポートグループ」、今年は押山清高さんがイベントのパンフレットの表
紙を書いて下さいました。押山さんは「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」（劇場/2009）や「風
立ちぬ」（劇場/2013） 原画をなさった若手アニメーターです。天神英貴さんは今年初め
ての参加です。天神さんはマクロスやガンダムのボックスアート、またOVA『マクロス ゼ
ロ』よりアニメ制作作業に協力し、おもにCGパートの特殊効果を担当。
今年のアニメいずめんとのテーマは宇宙。日本の宇宙機関National Research and
Development Agency Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)の職員が、日本の
宇宙活動及び諸外国と 協力しての宇宙活動を紹介します。文化のゲストさんは日本文
化紹介をYoutubeにのせ、世界中に沢山のファンを持つJun ＆Rachelさん、留学ならお
まかせ、コンサルタントのJP Yateさんの文化紹介と幅広い内容で開催いたします。詳し
いイベント内容はwww.animazement.orgで。4月30日まででしたら、前売り券があります。
みなさんのお越しをおまちしております。Raleigh Convention Centerでお会いしましょう。

The Swingles コンサート
60年代始めから日本でも「ダバダバ」コーラスとして有名になったThe
Swingle Singers。リーダーのWard Swingleは米国人ですが、他は全員フ
ランス人。バッハやモーツァルトのクラシックの名曲にジャズを融合させたスキャットで、ド
ラムとベースだけのアレンジは異色な歌唱法として世界中で評価されて一躍有名にな
り、日本でもコンサートが開かれました。彼らの音楽は最近のテレビや映画でもバックグ
ラウンドサウンドとして頻繁に使われているので（The West Wing、Sex in the City、Glee

等）馴染みのある方も多いと思います。50年以上たった今はオリジナルのメンバーは残っ
ていませんが、７人の若手メンバーはイギリス、カナダ、アメリカ出身と依然として国際色
豊か。ロンドンをベースに世界中でコンサート旅行をしています。名前も何回か変わり、
現在はThe Swinglesとして、4月27日、Triangle地域で演奏します。オリジナルメンバーは
スキャットが主でしたが近年は歌詞のある歌も加えてコンテンポラリーな面を広げてきま
した。それでもSwingle Singersの伝統を引き継いだ豪華なハーモニーは今も健在です。
日時：4月27日(水) 場所：NC State campus, Stewart Theater
チケット予約：NCState Art, 919-515-1100 (box office hours 1 – 6 pm)
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トライアングル日本クラブ便り
==「餅つきクラブ」のご紹介と「こどもの日餅つき大会」のご案内 ==
今回は日本クラブの同好会の一つ「餅つきクラブ」を紹介しましょう。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
漂う蒸したての餅米の甘い香り、つき手と返し手によ
る迫力のある餅つき、そして何より様々なトッピングで
味わうつきたての餅の味、など餅つきの魅力をあげると
きりがありません。よく伸びることから古来より長寿の
象徴とされ、日本人の人生の節目に必ず登場する餅は、
我々にとって特別な食べ物であると共に、日本文化の大
事な側面の一つです。日本クラブの「もちつきクラブ」
は年末にジャパンセンターで開催される餅つき大会、年始のトライアングル新年
会などを中心に、各種のイベントで、もちつきの実演、並びに様々なテイストの
お餅を振るまい、「餅つき」という日本文化の振興につとめると共に、和気あい
あいと餅つきを自分たちで楽しむことを目的として活動しております。
きたる4月30日には「こどもの日餅つき大会」を開催し、こどもたちの健やかな
成長を祈念すると共に、より多くの子どもたちに杵と臼を使った餅つきを体験し
てもらい、素材の味を楽しむという日本料理の素晴らしさを学ぶ機会を提供した
いと思います。日本でも餅つきをしたことがない、というお子さんもいらっしゃ
ると思います。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

（餅つきクラブ部長、北澤大）

子供の日餅つき大会
4月30日（土）
1:30-4:00
於:NC ジャパンセンター
（705 Barbour Dr. Raleigh)
参加費無料

おもちはイチゴ大福も予定しています。また和太鼓セッショ
ンや凧あげ、新聞紙のかぶと作りなども企画しています。ご
家族でご参加ください。

ロッキー岩島：日本クラブ代表

東京出身

ラーレイ在住28年
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“夏休み旅のテクニック”
事前に知っておくことで、家族旅行をもっと楽しいものにし、
アメリカにいる間に、素敵な思い出をたくさん作りましょう。
飛行機
航空券の料金はその路線の需要やシーズンにより設定さ
れます。ひとつの航空会社が独占している路線や、需要が多い曜日やシーズンは料金が
高く設定されている場合が多いです。特徴的な料金設定として、国内線は7日間・14日間・
21日間という区切りで、格安料金は取れない設定になっている場合が多く、加えて出発日
が近くなるに連れて安い座席は埋まりますので、
旅費を抑えたい場合、少なくとも21日以上前に取ることをお勧めします。更に、観光地は
週末の料金が高く設定されている場合が多く、週末発着をずらすと大幅に料金が下がり
ます。また、ヨーロッパ路線は日曜日を、南米路線は3日間以上、現地で滞在する日程で
取ると料金が安く出ます。2歳未満のお子様で座席を取らず同伴者の膝元の上で搭乗す
る場合、米国内線は無料、カナダやカリブ海方面は税金のみ、その他の国際線は大人の
基本運賃の10%で搭乗ができます。
ホテル
アメリカでは、お部屋代金は1部屋当たりで表示されています。3名以上で滞在する場
合、追加料金がかかるホテルも多いですが、18歳未満のお子様は1名と見なされません。
ベッドのサイズが大きいので、18歳未満のお子様2名を含む4名家族の場合、ダブルサイ
ズのベッド2台でも快適にお過ごし頂けます。幼児のお子様１名を含む3名家族の場合は
キングサイズのベッド1台で十分です。必要に応じて、クリブ（赤ちゃん用ベッド）やエクスト
ラベッドをリクエストしましょう。また、通常のお部屋はお子様であっても消防法により、
5名以上の同室は禁止されています。スィートタイプのお部屋を手配するか、2部屋を取っ
てコネクティングルームをリクエストしましょう。幼児のお子様がいる場合、電子レンジ付き
の長期滞在型ホテルに滞在すると便利です。
レンタカー
アメリカは州によってチャイルドシートが義務付けられる年齢が異なりますが、8歳以下
のお子様は大抵チャイルドシートが必要です。又、年齢に加えて、体重や身長制限を加え
ている州もあります。州によっては後部座席も前部座席同様にシートベルトの着用が義務
付けられ、特に、お子様のシートベルト着用は厳しく規制されています。レンタカー会社は
チャイルドシートの貸出も有料で行っていますので、事前にリクエストしておきましょう。
料金設定
テーマパークの入場券やツアーは、大抵の場合、お子様割引があります。定番旅行の
一つであるフロリダのディズニーワールドでは3歳~9歳のお子様はお子様料金が適用され
ます。ツアーは2歳~11歳をお子様適用年齢と設けているところが多いですが、南米ツアー
などは一部、安全上の理由により、5歳未満のお子様は参加できないツアーもあります。
クルーズは年齢に関係なく、3人目と4人目は割引があります。
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～家族旅行Q＆A/よく頂くご質問にお答えします！～
Q.飛行機選びのポイントは？
A.料金に大差がなければ直行便がお勧めです。旅行自体がと
ても楽になります。また、近日、格安航空会社（LLC）以外で
も、安い航空券の場合、事前にお座席が取れない航空会社が
増えているので注意が必要です。また、混み合う時期は事前
に取れる座席が満席の場合があり、その場合、航空会社がオ
ファーする有料席をご購入されるか、オンラインチェックイン時
に空いてくる座席を押さえましょう。ベビーカーは機内に持ち込むことができませんが、受
託手荷物の制限個数とは別に無料で預けることができます。当日はお子様のお気に入り
のおもちゃや絵本を持参されることをお勧めします。また、離陸や着陸時にお子様に食べ
物か飲み物を与えると、離着時に起こる耳の痛みを軽減する効果があります。
Q. 夏の旅行の便利グッズは？
A. 紫外線対策のサングラス、帽子、日焼け止めは必須です。海や森に出かける場合、虫
除けスプレーも常備しましょう。また、お子様連れの場合、ウェットティッシュやポケット
ティッシュ、酔い止め薬があると便利です。また、大きめのパレオをお持ち頂くと母乳をあ
げる時の目隠しや、お子様が寝た時の掛け布団、寒い時のスカーフ代わりとして役立ち
ます。また、行先によって、日本食が手に入りにくい場合があります。醤油、カップラーメ
ン、レトルトご飯などを持って行くと良いでしょう。また、イオン飲料の粉末もテーマパーク
やドライブ周遊旅行では重宝します。車やキャンピングカーでの周遊旅行で携帯をナビ代
わりにする場合、車用携帯充電器は忘れずに持っていきましょう。
Q. 旅行保険は必要？
A.天候や病気でキャンセルせざるを得ない場合、交渉の余地はありますが、やはり旅行
保険に入っておくと安心です。特にクルーズ旅行を申し込む場合で、港まで飛行機で行く
場合、飛行機が遅れても船は待ってくれませんので、旅行保険に加入することをお勧めし
ます。レンタカーやキャンピングカーは車両保険にフルカバーで入っておくと、慣れない道
の運転でも安心です。
Amnet Vaction Desk 800-929-2663 vcation@amnet-usa.com

5

転校の準備
３月は卒業式や、学年の終わりなど、日本では別れの季節でもあります。それに相当す
るのが、アメリカでは5月と６月ではないでしょうか？その時期に合わせて、日本への帰国
や転校を考えているご家庭も多いかと思います。お引っ越しが決まったら子供の学校をど
うしたら良いのかまた、転校の際にどんな準備が必要かまとめてみました。
アメリカ国内での転校の場合
日本では４月２日生まれから翌年の４月１日までが１学年となっています。これは日本の
どの都道府県でも同じですが、アメリカの場合、州が違えば１学年のくくりが異なってくるの
で、気をつけなければいけません。例えばノースカロライナでせっかく３年生が終わって他
州に移ったら誕生日によっては、もう一度３年生に入らなければいけない例もあります。あ
らかじめ調べておきましょう。もしもう一度同じ学年を繰り返さなければいけない場合は、今
の担任の先生から次の学年に入っても勉強面や社会面でも十分やっていけるという趣旨
の手紙を書いてもらうのも得策です。高校も卒業に必要な単位や科目等が異なってくるの
で、転校先の学校に一度メールなどで確認する必要があると思います。
日本への転校の場合
まず帰国の日が決まったら、担任の教師に最後の登校日がいつなのか知らせます。そし
て正式な転校の手続きはどうしたらよいのかを相談します。転校の手続きは教育委員会で
するのか、校長宛に何か書類を提出するのかも聞きましょう。そして一番大事なのは今ま
でのアメリカでの成績証明書を日本へ持って帰りたい場合は、早めに学校側に準備しても
らえるように頼みましょう。その時には余分に成績証明書を作成してもらい、一部は開封し
て間違えがないか確認した方が無難です。よく出欠席や成績の記載に間違えがある場合
があるので、そのような時は担任に申し出て、帰国前には正しい成績証明書を発行しても
らいましょう。
別れは悲しいですが、次への新しい出会いの始まりでもあり、わくわくドキドキです。良い
ところ、悪いところをしっかり見極めて、自分の子育てを確立していく時期かと思います。
/荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者

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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～え？マジで俳句？～
「オタマジャクシの君へ」
１６歳 高校一年生でアメリカ留学、君は何を見るだろうか。満天の夜空、広い
大地、そこで暮らす人たちの多様性、作られている社会の中でのそれぞれの扱われ方、
自分はまず風になってあちこちに行ってみよう。皆が言っている事も、テレビもいまいち
よくわからないし、会話に割り込む事もまずない。外国人だからといっていじめられる事
もない代わりに、お客様どうぞという事もない。そんな中で、人生のパートナーに出会っ
た人、日本へ戻った後社会の中で黙っていないで行動を起こすようになった人、風に
なった事が悲しくて心の病にすり替えて途中で泣いて帰った人、留学したの？と聞かれ
るほど何の変化もせず３０くらいになって 留学したからかな？なんて振り返る人、私の
周りだけでもいろいろな少年、少女を見てきた。

オタマジャクシ いつ腕を出す フレッシュマン

嵐

日本を出て、海外の空気を吸ってこそ日本が見えてくるように自分の殻を出なければ自
分を見る事は出来ない。高校 大学 留学 恋愛 仕事 結婚 子の誕生 離婚 再婚
引退生活人生のそれぞれのステージで泳ぐ水たまりを変えて ”フレッシュマンです” と
自分をリセットするはいい事かも知れない。
白く咲く 名もない桜 ここかしこ

可憐

誰が植えたのでもない 山の中でふと見つける薄いピンクの桜の花、よく見るとあちこち
にある。若い木も、太くなった老木も、花は同じように美しく私たちの心に遠い日本を思い
出させる。アメリカで有名になる事はなかった私、それでも可憐な桜のように人目を引く”
個”でありたいと思う。季節は春から夏へかわりつつある。地球の公転に身を任せ、やっ
てくる夏を楽しもうではないか。
野を横に 馬牽 きむけよ ほととぎす

芭蕉

ほととぎす（夏の季語）の鋭い一声が聞こえてきたその方角へうまの首を向けよ。今こそ
夏野を渡って行こうという句意。その行き先に何があるかわからなくても行ってみよう。
/アレン可憐：東京都出身 フロイド在住
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第8話「ナイトメア」
まさに宮崎県の酪農家の皆さんにとって悪夢の2010年4月30日であった。しかしそ
れでも酪農家の皆さんや獣医の皆さん、それをサポートする現場の方々は涙を流
しながら見えないウィルスに怯えながら戦っているのである。明かりの見えない
トンネルの中で『次はうちの番かもしれん。でも、隣の町に伝染させちゃなら
ん。他の県に拡大させちゃならん。他の人に迷惑かけちゃならん。』の一念が彼
らを動かしているのである。
・5/1 東国原知事、自衛隊に災害出動を要請。
宮崎県の有る酪農家さんのブログを引用する。これが酪農家の気持である。
『今日一日、私の可愛い可愛い牛さん達は、何事もなく餌を沢山食べて、牛乳も
沢山出してくれましたよ。今日も、書くことが出来ました。今日の夕方、仕事の
終わり際に母ちゃんが、ポツリ・・・今まで、こうして生きてこれたのはみんな
牛さんのお蔭なんだよね・・・。我が家は、酪農を初めて、もう、かれこれ50
年?? 最初は、数頭から酪農を初めて、牛さんの餌も、からいものつるとか、芋
のくずとか、山にススキを刈りに行ったりと餌を用意するのも大変でした。我が
家は昔、開拓入植でこの川南の地に根を下ろしました。その頃は、家族も多く、
その家族を、牛さん達の牛乳で生計を立て父の兄弟も各地に旅立って行きまし
た。その後、私の兄弟も、牛さんのお蔭で大きくなり学校にも出させて頂きまし
た。ほんと、ここまで、生きて来れたのは可愛い牛さんのお蔭です。でも、今
は・・その牛さん達に危機が迫ってます。何で・・?? どうして・・?? 今で
も・・どうか・・夢であってほしいと・・いや、これが、現実なんですよね???
私は、この可愛い牛さん達を・・・したくないよ。守ります。絶対、守ります。
守ってみせます。』
この尊い思いをどうして民主党政府はここまで踏み躙る。
・5/6 山田農林水産副大臣は記者会見で赤松農林水産大臣が外遊先の国々と友好
を深めたことを報告。
・5/7 民主党の小沢一郎幹事長は口蹄疫対策は『大変大きな県の課題』と発言。
第6話の『イギリスの悲劇と教訓』にも書いた様に口蹄疫には国家に対するテロと
同様の対応が求められるのである。市町村や県のレベルでは決して対応できるも
のではない。要職に有る者の認識としてこれが許されるのか?
・5/8 赤松農相が外遊から帰国。栃木県佐野市で開かれた民主党の富岡芳忠衆院
議員の後援会結成式に直行する。この時点で殺処分対象の牛豚は6万頭を超えた。
・5/10 赤松農水大臣が口蹄疫発症後の宮崎県を初めて訪問し、東国原知事、農
業団体長、自治体長らと会見。大臣は「一部報道では対応が遅いと言われている
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が心外だ。できることは全てやっている」、「大事なのはまず収めること。この
難局は力を合わせてあたっていくしかない」、「全く問題無い。万全の態勢で
やってきた」、「幸いにして3キロ圏内に封じ込められている」、「これ以上病気
を広げないための防疫措置と、畜産農家への経済支援など、あらゆることをやっ
ていきたい」などと述べた。
不要不急の外遊から帰ってきて現場に直行もせずに、どの口がそんなことを言う?
言っている事の意味が判っているのか?? 全く問題無いだと? 万全の態勢だと??
それとも既に保身を考えているのか?? この時点での殺処分対象は76,852頭まで
膨れ上がった。
関連性は良く判らないが、情報として記述する。2010年5月、韓国は『韓牛』なる
韓国ブランド牛を発表した。宣伝にはキムヨナが起用されているそうである。外
観は和牛そっくりだという。韓国メディアは『和牛のルーツは韓国牛』と報道し
ているそうだ。韓国という国の呆れたいつもの通常営業である。奴らにかかると
桜や柔道のルーツも韓国だそうだ。開いた口が塞がらん。冷凍精液の盗難や、話
はちょっと逸れるが領土問題、ふざけた歴史認識問題に知的財産無視のパクリの
数々。もうそろそろこの国との付き合い方を考え直した方が良くないか?
・5/12 読売新聞が全国紙として初めて宮崎口蹄疫を報じる。
初めてである。民主党政権による報道規制の為、口蹄疫の情報はインターネット
及び地元新聞のみしか得られない状況となっている。従って、これらを利用して
いない酪農家が得られる口蹄疫関連情報は非常に限られる。口蹄疫がどこまで
迫っているのか、肝心の酪農家が判らないのである。もちろん、自らの足で情報
を集めることは感染拡大に直結する可能性が有るため、できない。政府は風評被
害を起こさないため、と説明しているが、口蹄疫を相手にした報道規制は正に自
ら墓穴を掘る選択である。宮崎酪農全滅の可能性がすぐそこまで来ているのであ
る。第7話にも書いたが、全滅となればそもそも風評被害など起らないのである。
・5/15 宮崎県家畜改良事業団（高鍋町）で感染牛が確認され、黒毛和牛の種牛
49頭と評定用の肥育牛259頭が処分対象になる。種牛の中には宮崎県の伝説の名牛
『安平（やすひら）』も含まれる（盗難にあった精液は安平のものであった）。
この知らせは宮崎県の酪農関係者に巨大な衝撃を与えた。家畜改良事業団は家畜
の改良と冷凍精液の安定供給を主目的としている。従ってその防疫体制は一般の
酪農家のそれに比べ文字通り桁違いであり、貴重な種牛の多くがここで飼育され
ている。口蹄疫はこの鉄壁とさえ思える守りを破り、易々と宮崎酪農の心臓部に
まで到達してしまったのである。
宮崎県は特例中の特例として、残る6頭のエース級種牛を家畜改良事業団から西都
市へ避難させる。しかしながら5月22日、その中の1頭、エース中のエース「忠富
士」の感染が確認された。忠富士は安平の孫にあたり、生産者は『足の節が腫れ
たみたいに太くて、えらい大きな牛が生まれたって家族で喜んだ。』とその誕生
をはっきり記憶している。そして自分の名前の一文字をこの子牛に与えたそうで
ある。感染が種牛にまで広がる、正に宮崎畜産業は未曽有の危機に直面したので
ある。
/岸本:北海道出身 Durham在住 駐在員
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私が子育てをしていた27年前「公園デビュー」は絶対に必要だと言われた時代でした。雑
誌には「他の子供達と、一緒に遊ばないと将来友達ができない」とも書いてありました。そ
の当時仕事をしていた私は他の子供たちが遊んでいる時間に公園に行けなかったので
大変不安でした。その悩みを同じ年の子供を持つお母様に相談しても適切な答えは得ら
れませんでした。それは同じ2歳の子供をもっているお母さん同士では2歳から先の子育
ての経験が無いからです。また言葉も未熟でコミュニケーションもとれない幼児が、集まっ
て公園で一緒に遊ぶ事ができるでしょうか。今振り返ると公園デビューとはむしろ情報交
換を求めるお母様方のためだったように思います。30年間子育てをした私の経験から公
園デビューより大切な事はしっかり親子で遊び、親子関係を築く事だと思います。私は天
気の良い日には子供と二人で近くの公園に行き、公園で見たものを数えたり、名前を言っ
たり、何色のお花？など色を聞いたり、触って感触を楽しむなどしました。公園にこだわら
ず、近くのショッピングモールを歩いたり、スーパーに買い物いく事は社会勉強にもなりま
す。こうした時間は家での勉強と異なり、実物と単語、言葉を同時に理解することが出来
るため、五感を養うには絶好のチャンスです。この時期は、10人いたら10通りの個性があ
ります。自分の子供と同じような子供はいません。経験の浅い若い同世代のお母様同士
で情報交換をしても悩みを解決することはできません。試行錯誤をして子育てをして、成
功も失敗も経験している高校生以上のお子さんがいる方や、自分を育ててくれたお母様
お父様に相談するのが良いと思います。大切な1歳2歳の時期、公園デビューをする事が
大切ではなく、その2年間は親子関係を密にして、子供の良いところ、悪いところをしっか
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赤い小鳥とブルーな生活
「オレオレ詐欺」“Nigerian Letter Scam”
今年に入って不幸な報せが相次ぎ、驚いている。親戚が亡く
なったという連絡が、二週続けて届いたからだ。一人目は遠いア
フリカ西部の国トーゴで、仕事中の事故。二人目は旅行中のミャ
ンマーで、妻、幼い子供二人と共に交通事故に巻き込まれた、と
いう。前者は電子メールだが、後者はきちんと封書で届けられた。
亡くなった二人には、日本円にして45億以上の資産があり、しか
も、私がこの世で唯一の相続者であるという点が、不謹慎だが素
晴らしい。誠に残念なのは、これが詐欺で、私には金持ちの親戚など一人もいない、とい
う点である。
大金に目を曇らせずに読んでみれば、嘘はすぐに分かる。読まなくても判る。試しに封
書の消印を見るとイギリスのロンドン、差出人は某銀行である。わざわざ1.2ポンド（200
円）もする切手を貼って投函してくれたらしい。資産管理部長の自筆の署名と共に、電話
番号、メールアドレスが書かれている。「ロンドン在住の日本人顧客が、休暇中に事故死
した。遺産処理に伴い、日本大使館を通じて血縁者を探していたが、このほど、同じ名字
を持つ唯一の相続人（私！）がようやく見つかったので早急に手続きを進めたい、至急連
絡されたし」というものである。日本人、と言う割には、故人の名前はHiroshi Smith（仮
名）。ヒロシはともかく、スミスの方は私の夫の物で、日本名ではない。そもそも、名字を
頼りに探したなら、遺産を継ぐべきは私ではなく同じ姓を持つ夫、いや、夫の実家の誰か
なのでは？大体、同じ名字だから相続人と確定とは乱暴な話で、鈴木さんや佐藤さん
だったら、どうするつもりなのだ。
真に受けて連絡すると何が起きるか。「遺産を送金するので口座を教えて欲しい。つい
ては、相続手続き料と送金料を先払い願いたい」という返事が来る。いわゆる「ナイジェリ
ア詐欺」“Nigerian Letter Scam”である。欲に目の眩んだお間抜けさん達から、小銭を巻
き上げるのが目的なので、もちろん遺産は存在しない。要するに振り込め詐欺だが、話
の内容は実に多彩で、「腐敗政府を倒す為に隠し財産を海外に移したい。口座を貸してく
れればお礼を差し上げる」とか、出会い系で釣った上で「会いに行きたいので旅費を立て
替えて欲しい」など、イグノーベル賞文学賞を受賞するほど、創作意欲を発揮し続けてい
るのだ。
すっかり手口が知れ渡り、廃れたかと思っていたが、日本でも「オレオレ詐欺」のニュー
スが絶えないところを見ると、人間、信じたいことを信じてしまう場合があるのだろう。そう
いえば、「あー、私ですけど」と実家に電話すると、最近、必ず「は？どちら様？」と気取っ
た声で対応されるが、あれは用心しているのだろうか、娘の声を忘れているのだろうか。
息子が隣で「諸費用は遺産から引いて良いから、残りを早く送金してもらえ」とうるさい
が、返事は出していない。
/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住
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「クルーズの旅」
今年で旅行業18年目だが、今までクルーズ船の旅とは無縁だった。販売する身として
は、さすがにまずい。反省も兼ね先月乗ってきたが、いや、なかなか楽しめた。
個人的に、マリンスポーツやビーチには、あまり興味がない上に、寄港先でも、滞在時間
が限られるクルーズは、敬遠してきた。しかし、観光だけが旅行ではない。船に乗ってい
る時間も楽しめば良い訳だ。乗船日に、偶然友人に会ったが、寄港先2カ所は船から降
りなかったと言う。船の中にも、劇場、プール、カジノもあり、相当に遊べる。船室にテレ
ビだってある。航行中の方が選択肢も広がるが、時間を持て余す事はなかった。コメ
ディークラブに数回通ったが、クルーズでなければ、無理だったろう。
寄港時も遊び方はそれぞれだ。私は、旅先では公共交通機関で、生活臭を嗅ぎながら
の観光が好きだが、ジャマイカでは、時間と治安について不安があり、クルーズ主催の
ツアーに参加した。自力で動いても、せいぜい2割程の節約が関の山だったろうし、バス
を間違え出航を逃すのがオチだったと思う。ガイドの質も高く、ツアーの同乗者とも打ち
解けて、楽しい数時間となった。同行者は、コスメル島もツアー参加で、「ピラミッドに登っ
た」と喜び帰ってきた。安くはなかったが、満足度は高い印象だ。自力での観光が難しい
と感じたら、無理せず申し込むのがいい。
ケイマン諸島とコスメル島では、自力で観光した。特に私はコスメル島は2回目で、ぶら
ぶらと散歩する程度でいいと判断した。ケイマン諸島では、天候で、街外れの何もない港
に着いてしまったが、タクシーを拾いのんびり遊んだ。ツアーでは行かない庶民の街も歩
き、地元民相手の食堂やスーパーを覗いて堪能した。因みに、クルーズでは、天候等に
よる行き先変更は、船内でサービスが提供される限り補償はない（クルーズ主催のツ
アーのキャンセルは払い戻される）。見所が多い行き先では、不満も残るだろうが、カリ
ブの島なら、のんびりできれば、不満も感じないかと思う。
居住性も優れている。日本のビジネスホテル程度の広さはある。食事も、食い意地が
張った私でも、特に困らなかった。アジア系の食事は選択肢少なかったが、これは船毎
に違うだろうし、余程こだわらなければ、まず大丈夫だろう。食事は原則として料金に含
まれ、夕食で迷ったら、両方注文して好きな方を好きなだけ食べなさい、と言われた。ま
た、治安の心配が無いのも嬉しい。閉鎖空間で、乗船時のセキュリティーは相当に厳し
いし、下船もID確認があり、子供は保護者同伴でないと、降りられない。船内では、小学
生程度の子供が一人で歩く姿を何度も見た。食事や寄港先のツアーなど、ある程度のグ
ループ行動について同意すれば、家族内別行動が十分可能だ。ティーン向けのクラブ
や、託児施設もあり、大人は大人の楽しみ方を満喫できる。
初回は短め、と思いながら、つい6日間の航海を選んでしまったが、いや楽しい旅だっ
た。ギリギリになったり、少し上のランクの部屋にした都合高めだったが、それでも一つ
間違えば、カリブ方面への航空運賃だけで飛ぶ程度の金額だった。下手な陸上の旅行
よりは安い。多少の相性はあるだろうが、ぜひ皆さんに一度は試していただきたい。
/根木：Travle Hil Chapel Hill, Greensboro支店長 Chapel Hill在住
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どんな会社？こんな会社！

企業紹介

KONICAMINOLTA MEDICAL IMAGING USA（KMMI）
KONICAMINOLTA Medical Imaging USA(KMMI)は、コニカミノルタ株式会社のヘルスケ
ア事業を展開する米国現地法人になります。
コニカミノルタは、「新しい価値の創造」という経営理念の下、1873年の創業以来培って
きた多彩な「光の技術（光学技術、画像処理技術など）」を融合して、複写機を中心とする
オフィス情報機器事業、液晶ディスプレイ向け高機能フィルム事業、産業用レンズなどの
産業用光学事業、医療用画像診断システムによるヘルスケア事業をグローバルに展開し
ています。病院様やクリニック様をお客様とするヘルスケア事業は、「見えない病変の見
える化」、「医療業務の効率化」、「患者様への安心・安全の提供」という３つの顧客価値を
重点に、①X線画像診断装置､②超音波画像診断装置、③医療ITソリューション（医療画
像のモニター診断／外部連携施設との共有）の3本柱を組み合わせた事業を展開してお
り、高画質、使い勝手の良さでお客様より高い評価をいただいております。

さて、米国では、オバマケアが目指す医療の質向上と医療費削減の両立に向け、病院
間で患者様の医療情報を共有し、不必要な検査コストの削減及び医療サービスの質向
上を目指す動きが活発化しており、これを実現するための医療ＩＴソリューション市場が大
きく成長してきております。弊社も、米国において自社の画像診断機器が最も合致するプ
ライマリケア領域（かかりつけ医、整形外科など）でのITソリューション展開力強化のた
め、昨年10月、プライマリケア領域の医療ITサービスプロバイダー”Viztek社（所在地：
Garner NC、従業員：120名）”を買収しました。コニカミノルタの医療画像診断装置で得ら
れた画像情報を、ITを使って管理・共有し、さらにカルテ情報やバイタル情報も患者様ご
とに一元管理できる仕組みをOne-stopで提供することで、プライマリケア領域における上
述の３つの顧客価値の実現に貢献してまいりたいと考えております。
現在、日本からの3名がViztek社に駐在しており、Viztek社をKMMIとして統合するため
の準備を行っております。コニカミノルタとしては初めてのノースカロライナオフィスとなり
ますが、何か弊社についてご興味がございましたら、何時でもご連絡ください。今後とも何
卒よろしくお願いします。
/上田 KMMI Global Healthcare IT R&D Center Managing Director 山口県出身
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法律相談 「ちょっと教えてください」
“理数系（STEM）学生のOPT期間延長”
アメリカで大学を卒業した人であれば、卒業後は通常プラクティカル・トレーニングとい
う研修資格で就労をすることができます。プラクティカル・トレーニングにはCurricular
Practical Training (“CPT”) とOptional Practical Training (“OPT”) の２種類があります
が、これらは学位取得を目的とする学校にフルタイムで９ヶ月以上在籍した学生が申請
できる就労許可です。
CPTとは、大学の授業の一環として単位取得を目的とする就労、もしくは就労経験が
学位取得のために必要な経験であると認められた場合に申請することができるもので
す。CPTで就労するには、事前に大学の所属学部とインターナショナル・オフィスの
Designated School Official (“DSO”) の許可を得る必要があります。CPTはパートタイム
でもフルタイムでも申請できます。CPTをフルタイムで12ヶ月間以上利用した場合、OPT
の申請資格を失うので注意が必要です。
OPTとは、学生が大学の専攻分野で実践的経験を積むことを目的に与えられる就労
許可証です。OPT を利用すると一回に複数企業に勤めることもできますが、勤め先が変
わる都度に学校のインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。卒業前の
90日前から卒業後の６０日までの間にOPTを申請することができます。最長期間は12ヶ
月ですが、卒業前にもＯＰＴを申請することもできます。例えば、学期中は週20時間までＯ
ＰＴで働くことができます。夏休み・冬休みなどは週40時間まで働くことができます。ただ
し、卒業後は、卒業前に使ったＯＰＴの期間を差し引いた残りの日数分だけのOPTを申請
することができます。OPTは学位毎に申請することができるので、学士レベルで申請した
後、修士号、博士号を取得する度に新規にOPTを申請することができます。
卒業後も引き続き米国に滞在するには、OPT終了後の60日の猶予期間（グレイスピリ
オド）が切れる前に、F-1滞在資格（I-20）を延長する、もしくは観光や就労ビザを申請す
るなど、何らかの滞在資格を維持する必要があります。ＯＰＴ中に大卒者が利用する主な
就労ビザにはH-1Bビザ（専門職）が挙げられます。H-1Bには85,000の年間枠（内２万件
はアメリカの修士号以上取得者用）があり、ここ数年は年間枠枠を大幅に上回る申請者
がいたために、申請受付開始の4月1日から５営業日で申請受付は締め切られています。
申請者は無作為の抽選にかけられ、当選したもののみが、審査されています。当選確率

大蔵昌枝 弁護士
MASAE Y. OKURA, ESQ

FISHERBROYES

Atlanta 事務所
A LIIMITE LIABILITY PARTNERSHIP
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
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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
コロンバス、ダラス、デトロイト、ヒューストン、ロスアン
ゼルス、ネープルス、ニューヨーク、フィラデルフィア、
シャトル、パロ・アルト、ワシントンDC。

は年々下がっており、今年は一昨年度の50％、昨年度の30％
をさらに下回ると予想されています。
H-1Bの抽選に当選した人は、H-1Bの申請中にOPTが失効して
も、H-1Bの開始日である10月1日までOPTの期限を延長すること
ができます。これはOPTのキャップ・ギャップ・エクステンションとい
う措置で、移民局に申請書類を提出する必要はありませんが、H-１Bの受領通知書を学
校のインターナショナル・アドバイザーに提示し、I-20にH-1Bの自動延長の旨を記載して
もらいます。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点
で終了します。
この他にもScience, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) など理数系専攻
の学生であれば、OPT期間をさらに１７ヶ月間延長できます。したがって、本年度H-1Bの
抽選に当選しなかったSTEM学生は、来年度もH-1Bを申請できるというわけです。１７ヶ
月の延長を申請する条件として（１）STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みで
あること、（２）OPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事して
いること、（３）雇用主はE-Verify 雇用資格確認システムに登録していることです。また、
雇用主は学生の解雇や帰国を大学のインターナショナル・オフィスに報告する義務があ
ります。
３月にはSTEM学生のOPT延長に関する法律に変更があり、本年度５月からはSTEM
学生のOPTの延長期間が１７ヶ月から２４ヶ月に伸びます。新しい法律では、STEMの追
加延長を申請できるのは米国教育省の認可をうけ、かつ、学生・交換訪問者プログラム
に承認された学校に限定されます。また、雇用主はSTEM-OPT期間の学習目的を明確
にし、正式な研修プログラムを作成しなければなりません。研修計画に変更が生じた場
合は、変更点について報告をしなければなりません。さらに、米国社員の雇用を守るた
めに、STEM-OPT学生の雇用が米国社員の職を奪うものであってはならず、また、STEM
-OPT学生の待遇は、同職の米国社員より劣るものであってはなりません。STEM-OPT
期間は最低でも週２０時間は勤務する必要があります。
注意すべき点は、最初の12ヶ月のOPT期間中に雇用が90日以上中断すればOPTが失
効してしまうことです。また、追加24ヶ月のSTEM-OPT期間は60日以上（つまりＯＰＴ全
36ヶ月間に合計で150日以上）雇用が中断すれば、OPTが失効してしまいます。したがっ
て、OPTが失効しないように、雇用中断期間が規定日数を超えないように心がけることが
大切でしょう。
/大蔵昌枝：弁護士 福岡出身 アトランタ在住
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日向にいるとポーっとしてしまいそうな春眠の今日この頃です
が、一年で一番気持ちのいい季節は家から外へ出ましょう。映画
館へのお出かけも、お忘れなく！春らしく明るいコメディーのラ
インアップがいい感じ。大いに笑ってみては？R指定のコメディー
「The Boss」、トム・ハンクス主演の「A Hologram For The King 」、豪華女優
陣の「Mother’s Day」、子供と一緒に見られる「Angry Birds」が楽しそう。他
にも「Jungle Book」や不思議な国のアリスの続編「Alice Through The Looking
Glass」など、話題作がたくさんです。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
The Boss (コメディー）R、4/8公開
女ボスのミッシェルはインサイダー取引で捕まる。一文無しになった彼女は、元
アシスタントのクレアの娘が所属するガールスカウトの女の子達を部下にする？
Hardcore Henry (アクション) R、4/8公開
主人公の視点からすべての映像を撮ったノンストップSFアクション映画。ヘン
リーは一度死に、科学者である妻エステルによってよみがえったサイボーグだ。
The Addeale Diaries （犯罪、ドラマ）R、4/15公開
スランプに陥った作家スティーブンが書いた作品を、実の父親がねつ造だと公の
場で非難する。父親は薬物中毒で、スティーブンとの確執が増していく回想録。
The Jungle Book (冒険、アクション、ファミリー、IMAX) PG、4/15公開
ディズニーがジャングルブックを実写で映画化。オオカミに育てられた少年モー
グリは人間が演じ、動物たちはCGを使い、動物の声には豪華俳優陣を起用した。
Barbershop: The Next Cut (コメディー) PG13、4/15公開
2002年に大ヒットした映画の第3弾。親子代々続く床屋を営むカルビン（アイ
ス・キューブ）と仲間たち。男ばかりだった床屋も今は女性達が入って賑やか。
Criminal (アクション、冒険) R、4/15公開
犯罪者（ケビン・コスナー）の身体に、死んだCIA（ライアン・レイノルズ）の
記憶、知識、技術が移植されてしまう。心と体のアンバランスの中で犯罪者は？
The Huntsman Winter’s War (冒険、アクション) PG13、4/22公開
大ヒットした白雪姫の話「スノーホワイト」の前編となる物語。ラヴェンナの支
配する帝国は滅ぼされたはずだったが、妹フレアの力でラヴェンナは復活する。
A Hologram For The King (ドラマ、コメディー) NR、4/22公開
人生に嫌気がさして自暴自棄になっていた中年男（トム・ハンクス）が、サウジ
アラビアの出張で、カルチャーショックや出会った人々により生気を取り戻す。
Ratchet & Clank (アニメ、アクション、SF) PG、4/29公開
ソニープレイステーションのゲームをCG映画化。ロンバックス族の主人公ラ
チェットと仲間になるロボットのクランク、敵のプラーグ族との出会いを描く。
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Mother’s Day (ドラマ、コメディー、ロマンス) G13、4/29公開
様々なバックグラウンドを持つ4人の母を中心にしたオムニバス映画。ジュリ
ア・ロバーツ、ジェニファー・アニストン、ケイト・ハドソン等豪華キャスト。
A Beautiful Planet (自然、ドキュメンタリー) NR、4/29公開
宇宙から息をのむような地球の姿を探訪する。ジェニファー・ロレンスのナレー
ションとNASAの協力を得て作られた映像で、地球を再認識することができる。
Captain America: Civil War (アクション、冒険) NR、5/9公開
マーベルヒーロー達の中でも、人間を守ろうとする「キャプテン・アメリカ」
チームと「アイアンマン」チームが対決するアベンジャーの最新アクション。
I Am Wrath (スリラー、アクション) NR、5/13公開
正直者のスタンリー・ヒル（ジョン・トラボルタ）は妻のためにも職探しようと
カリフォルニアへ。しかし、夫婦は地下駐車場で暴漢に襲われ、妻は殺される。
Money Monster (スリラー) NR、5/13公開
経済番組ホストの（ジョージ・クルーニー）とケイト（ジュリア・ロバーツ）が
紹介した資産運用を信じ実行したカイルは大損し、怒りでスタジオに乗り込む。
The Angry Birds Movie (アニメ、コメディー、ファミリー) PG、5/20公開
一世を風靡したゲーム「アングリ―バード」が映画化。なぜレッドはいつも怒っ
ているのかが暴かれる。ある日、温和な鳥たちの住む島に変わったブタが上陸。
Neighbors 2: Sorority Rising (コメディー) NR、5/20公開
マックとケリー夫婦は二人目の子供の誕生を待つ日々。ところが、隣に女子学生
が入居し、そこが女子寮となってしまう。連日のドンチャン騒ぎに大迷惑する。
The Nice Guy (コメディー、アクション) R、5/20公開
19070年代のロスアンゼルス。示談屋のヒーリー（ラッセル・クロウ）と私立探
偵のマーチ（ライアン・ゴズリング）は、行方不明の親戚の娘を捜索するが…。
Alice Through The Looking Glass (ファンタジー、冒険) PG、5/29公開
「アリス・イン・ワンダーランド」の続編。アリスがアンダーワールドに戻ると
マッドハッタ―（ジョニー・デップ）の様子が変だ。時間を戻すことを試みる。
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新：女の中に男が一人❢
「バイク屋牧師の奮闘記 第一話 」
今まで釣りの話題を連載してまいりました、
ジャクソンビルに在住の根本康司です。今までに
なく本業が多忙となり、なかなか釣りに行けず、
話題のネタが尽きてしまいましたので、今回から
連載で、私が本来ジャクソンビルというところに在
住している理由であるところの、牧師という人種と
その生活を、少しご紹介できればと思っておりま
す。
まず、「牧師」という仕事というか（私的には、仕事ではないと思っておりますが…）務め
というか、その辺からご説明いたしたいと思います。良く「神父」と間違えられるのですが、
おおざっぱに分けると、牧師はプロテスタント教会の聖職者、神父はカトリック教会の聖職
者であり、早い話が、プロテスタント教会はカトリック教会から派生したキリスト教を信じる
信者の人たちが集まるところです。そして、牧師というのは、そのプロテスタント教会に集
まる方々のために、聖書に書かれている人生に役立つお話を解説させていただいたり、
困っている人や病気の人たちを励ましたり、時には必要とあれば力仕事をしたり、大工仕
事をしたり、私の場合は車を直したりと、必要とあれば、日本人の教会のないところへ出
向いて、お話をさせていただいたりしております。当然のことながら、読者のみなさんも一
度は社会科で習ったことがあるように、ここアメリカではプロテスタント教会が多く、信者の
方々も多いですからアメリカ人の牧師の方々は、教会や教団（複数の教会が集まってで
きた団体）からお給料をもらって生活をしていますので、ある程度「仕事」ということができ
ます。しかしアメリカにおいて、外国人（私たち日本人も含めて）、しかも数が圧倒的に少
ない人種になりますと、牧師が生活に十分な収入を、教会の働きだけで得ることは、とて
も難しいことなのです。かく言う私も、教会からいただいているだけでは、少々心もとなく
副業と言いますか、下手の横好きと言いますか、昔取った杵柄と言いますか、自宅のガ
レージで二輪車（オートバイ）の修理や整備などをして、収入としています。もともとは日本
で整備士をしていたことがあり、アメリカにわたってから二十数年、このスキルが随分と生
活の助けとなってきました。そして、現在も牧師をする傍ら、このジャクソンビルにたくさん
いるバイク乗りたちのバイクの整備修理をしている次第です。
これは私の持論でありますが、牧師という働きを職業や仕事として考えると、おそらく１
年も続かないのではないかと思うのです。というのは、会社や政府のために働くならば、
その労働に見合ったお給料や報酬の身ならず、目に見える達成感や充実感を感じること
ができるでしょう。しかし、牧師になるということ自体が、実は逆にそれらを放棄することだ
からなのです。良く、「神様～とか言ってるだけでよく食えるな～」と疑問に思われる方お
られます。牧師だからと言って、「神様～」だけでは食っていけないのです。しかしまた、牧
師だからと言って自分や自分の家族の生活に責任がないわけではありません。ある意味
で、牧師であることは趣味にのめり込むということに似ているかもしれません。阪神ファン
の人は、お金をもらってファンをしているわけではありませんよね。とにかく聖書が好き
で、そのことをほかの人と共有したい、ならば働きながらでもそうしよう。そう決心して約６
年前にこの地にやってきたのです。
/根本：東京出身 ジャクソンビル在住
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騒音障害というと、やかましい、大きな音による聴覚への影響を考えますが、日本で
は ”低周波騒音の問題“があるようですね。低周波音というのは１００ヘルツ以下の音
です。人間の耳は２０ヘルツから２万ヘルツの間の音が聞き取れるといわれています。
聴覚検査では２５０ヘルツから８千ヘルツで、聞き取れやすいのは５００から４，５千はヘ
ルツの付近です。ですから、低周波音というには音としては認識できないでしょうが、身
体が振動で感じるのです。
日本は建物が近接していることで、近所の建物の空調機、エアコンの室外機、家庭用燃
料電池ジェネレーションシステムなどからの低周波音が絶え間なく聞こえ、精神的、ある
いは身体への影響が多く報告されているようです。確かに、ホテルに泊まった時に、エレ
ベーターに近い部屋のためにエレベーターの音や、エアコンディショナーの音などで、眠
れないことがありますよね。長い間低周波音にさらされていると、頭痛、イライラ、不眠、
食欲不振などの症状が発生しやいと言われています。これは個人での対策や予防しにく
いので厄介な問題だと思います。
さて、話をアメリカの戻して、、、 アメリカでは騒音障害というとやはり大きな音によるも
のです。マサチューセッツにあるリンカーンとう小さな町では芝刈り機や落ち葉や芝生を
刈ったあとにつかうblower など が起こす、音と埃を最小に抑えようという運動を立ちあ
げ、全国にひろげようと ウエブサイトで呼びかけています。
またロスアンゼルスに住む夫婦はやかましいtraffic noiseや近所の24 hour car washの
騒音が聞こえるアパートに住んだことの経験から、静かな環境にある家をさがそうとした
のですが、ロスアンゼルスという土地柄、いろいろな要素（street traffic, auto repair
shop,飛行機の航路、レストランなど）を含めるとどこにするのかが難しかったのです。そ
こで、彼は自分の応用数学の知識を駆使し ”音の地図“をつくってしまいました。そう
やって、静かな環境をみつけたようです。自分の聞きたくない音は騒音ですよね。話し声
や音楽にしても。

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住
日本のおいしさをお手軽に！
ステーキ丼・うなぎ丼
チキンプレート・巻き寿司・カレー
焼きそば・お子様弁当などいろいろ！
ケータリングにも対応

月～金 11:00— 20:00
土 12:00—20:00 日祭日休業

http://www.teriyakin.com
10970 Chapel Hill Rd. #112
Morrisville、 NC 27560
☎ 919-443-2279
19

NC州高校生日本語作文コンテスト
レベル４の部 準優勝 「自衛隊の存在する理由は」
今、日本で論争が起こっています。憲法を変えて自衛隊を他の国で働かせるようにす
るか、憲法をそのままに保って自衛隊を日本だけの守りに使うか、政治家達が今、討議し
ています。それは世界にとって大事な討議です。日本が今までのように戦争をしないか、
これから戦争をするか、この選択は世界に影響する可能性があります。
第二次世界大戦の後で、アメリカは、新しい日本の憲法を作りました。その憲法によって
日本は軍隊を解隊して、自衛隊を作りました。そして自衛隊を自己防衛だけのために使う
と憲法に書きました。
今、人々が「自衛隊の存在する理由は何だろう」と考えています。人々は三つのグルー
プに分かれています。一つは憲法に書かれた通り、日本の守りだけに使う方がいいと思っ
ている人達です。もう一つは他の国を守るためにも使う方がいいと思っている人達です。
そしてもう一つはどちらでも構わないと思っている人達です。
今日本は積極的平和主義となっています。それは戦争をしないで世界をわたる事です。
科学の研究のような、人間に有益無害な策です。でもそれだけでは日本が利用される可
能性は高いです。ですから均衡を見つける事が大事です。
阿倍晋三総理は新しい法案を通したいと思っています。その法案は自衛隊を自己防衛
だけに使うより他の軍事行動に使えるようにする法案です。でもこのままでいいと思って
いる人達が多いですから、総理の支持率は落ちています。総理に対して一番きびしい批
評家がこの法案を「戦争法案」と呼びました。三人の学者は「憲法違反」と言いました。
実はこの法案はそんなに悪くありません。この法案でもっと他の国と日本を守る事が出
来ます。例えば、他の国の軍隊と哨戒などで統一行動が出来ます。南支那海の巡回や竹
島や尖閣諸島を守る事が出来ます。決して戦争を始めるための法案ではありません。
私は両方の意見が分かります。日本人が日本をこのまま保ちたいという気持ちは決して
悪くないと思います。自分の国が戦争に行かないでほしいと思う事は自然です。でも他の
日本人の「もっと他の国と世界の役に立ちたい」という気持ちも立派だと思います。今日本
は協商国さえも守れません。他の国を手伝う事も実にいい事だと思います。中東などを手
伝えるようになるかもしれません。
私自身の意見は「このままに保つほうがいい」です。でもちょっとだけ自己防衛の定義を
変えて、もっと日本の国益を守るべきです。竹島の件についてとか、中国との問題などの
国際関係です。
日本の自衛隊は今、自然災害の救護活動に使われています。それはとても大事だと思
います。国内の仕事の中では住民を守る事は一番大事な仕事です。でも、もっと自分の
国益を守らなければ、日本が他の国に与える影響と経済を増す事が出来ません。そして
経済を強くしないで国連との影響などを増やさなければ国力が益々小さくなって、他の国
に立ち向かえなくなってしまいます。そうならない為に「日本の国益を守る」という為の修
正が必要です。このまま戦争を起こさないで、ただもう少し国を守れるようになる方がいい
と思います。
何で日本人はそんなに反対なのでしょう。考えてみれば一つの答えは出ます。第二次世
界大戦で原子爆弾が落とされ、日本は負けました。その爆弾は人をトラウマにしました。
そのトラウマが恐くて、強い平和的な感情を作りました。その感情を壊したくない気持ちも
そのトラウマのせいで戦争を起こす事がいやです。
どうしてそんなに中国と韓国にぶつかる事になるのでしょう。それは歴史的な答えがあり
ます。昔には日本は中国に金を払いました。中国の方が強かったですから、その時代で
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は当然の事でした。でも日本の方が早く工業化しましたか
ら、日本の方が強くなりました。そしてその力で韓国と中国
を乗っ取りました。それが問題の始まりでした。それから全
ての事で日本と争いました。それが今の問題につながって
います。
日本の力を少しだけもっと増す事を行う為、総理の仕事
は大変です。まず、キャンペーンをして、一般の人達に説
明するべきです。そして一般の人々の意見を変えた後、政治家にも説明しなければいけ
ません。そして全ての人がわかるようになってから、新しい法案を通すべきです。そうす
れば人々の支援が得られます。それは一番人々を怒らせない方法だと思います。
そしてその力で韓国と中国を乗っ取りました。それが問題の始まりでした。それから全て
の事で日本と争いました。それが今の問題につながっています。
カーボロ高校 (Carrboro High Schoolｌ）カーティス トーマス(Curtis, Thomas)

相談室 ケセランパサラン
相談：現地校2年になる息子のことでご相談します。彼は友達も多く、学校でも野外生活
でも楽しい毎日を送っています。成績はそこそこに良く（AマイナスStudent)、運動神経も
そこそこで、学校のスポーツ活動でも活躍しています。でも、勉強、スポーツを含めた生活
一般でモチベーションが低く、すぐに投げやりになってしまうのが欠点です。彼のモチベー
ションを高めるにはどのようにしたらよいでしょう。
アドバイス：友達を多く持っているというあなたの息子さんは、学校に行くのも楽しいよ
うで、順調に成長しているお子さんとお見受けいたします。登校拒否をするわけでもなく、
毎日をつまらないと言うわけでもなく、それに成績も悪くないし、学校でのスポーツ活動で
も活躍しているなんて、非の打ちどころがないようです。それでも、親というものは「もっ
と、もっと」と思うものなのでしょうね。あらさがしではありませんが、できないことや、足り
ないことを探そうとしたら、きりがないでしょう。「これもできてない、あれもできてない。もっ
とちゃんとできないの！もっとしっかりして！」と親は自分の子供に多くを期待しすぎてしま
うようです。モチベーションが低いと感じるのは、彼にとって興味がないことだからでしょ
う。興味のあることなら、どんどんやるのではありませんか。好きなことなら、止めなさいと
言ってもモチベーションがかなり長く続くのではありませんか。一生懸命やらないことが
あったとしたら、その内容が彼にとってつまらないことだからです。それは子供として普通
のことです。つまらない漢字の書き取りを楽しい楽しいと言ってずっとやっている方が、
よっぽど子供らしくない変な子だと思いませんか。
集中力が長く続かないのは小学生の特徴で、特に男の子にその傾向があります。投げや
りになってしまうのは、集中力の限界に近くなったからでしょう。勉強や宿題だったら、少し
休みを取って気分転換をして、また後でやるとか、スポーツだったら仲間と一緒にやれる
ものをやるとかの工夫をしてみてください。お子さんは、まだ成長していく過程の中にいる
のです。親があまり完璧を目指すと、子供はそれを感じてのびのびできなくなります。欠
点よりも、できるところを見て、それを誉めてあげてください。そうすれば、できることが少
しずつ増えモチベーションも上がっていくことでしょう
/回答者：大其澪子おおそれみよこ、東京都出身
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VS

「嘘の様なホントの話２」

「エピソード4:姑の姉、義理の妹」
無事2番目の子、娘を産み家に戻りました。その後直ぐ長
男が髄膜炎になり急遽小児科に入院する事になりましたが
私は生んだばかりの娘を連れ付き添うわけにもいかず、そ
の時は姑が息子に付き添ってくれましたので助かりました。
娘を見に親戚の方達が訪問し、姑の姉も訪れました。一
ケ月は水を触ってはいけないと姑に言われていたので、お
手洗い以外では水を使わない様にしていました。ですのでお
茶も出してはいけないとの事で、出さずにいましたがその事が気に入らなかった様で後
から姑に「あんたの所の嫁は私にお茶も出さないけれど、どうなっとるの！」と姑が実姉
に嫌味を言われと言います。ところがその本人も自分の娘達には出産後しばらくは水を
触らない様に言い聞かせていて、その矛盾も私に対してのネガティブ意識と普段から姑
が私の事を悪く言っているその内容を回りが信じている事の現われだと分かりました。
住んでいた家の裏に大きな住宅街(団地)があり、そこに住む知り合いから姑が一軒一
軒保険で回る折私の悪口を言って回っているとの事が耳に入りました。その方に悪口
の内容を聞きましたがあまりにおぞましい内容で口に出来ないとの言葉が返って来たく
らいでした。
まだ乳飲み子を抱えて2か月と言うのに年末から年始にかけて長女の小姑が丹波か
ら帰ってくると言うのです。この家に代々から伝わっていたのは帰ってきた小姑に誠意
をもって嫁がサービスをすると言うもの。と言うのは炊事洗濯をすべて嫁が奉仕しなけ
ればなりません。第一夜目は丁度お金が底を突きかけ夕飯のおかずが買えない時でし
たので、家にあった野菜のみで天ぷらを作ろうと、支度をし始めた時、下の小姑が「昨
日天ぷら食べたばかりだから、天ぷらなんか作らんといて！」と言うのですがまともな食
事を作れる食材がほとんどありません。結局ろくな物が作れずに小姑達から罵声を浴
びせられまくりの一日になりました。長女は普通では人当たりが良くとても人を罵倒出
来る様には見えないのですが、陰ではちくちくと煩い性格で人の見ていない所で私を上
手にいびって来ます。「あんたが来てからこの家は荒れ放題、だから結婚式だって出席
なんてしなかったし、もともとあんたが嫁なんて認めてなんか無いのだから調子にのる
んじゃーないわよ。だいたい今日の料理ははどうなっとるん？まともな料理用意したら
どうやの？」お金が無い事を知っていていじめを楽しんでいるかの様に攻めまくられの
年末年始でした。また更に気分の悪くなる様な事がこの後直ぐにありました。それは私
が次女の小姑が大嫌いだと言っていたと言う事を長女の小姑が次女の小姑に伝えたと
言う事です。よりによってそのような悪口を私が言う筈がありません。虚偽を伝える事で
近所に住んでいる下の小姑を怒らせこの家に出入りしないよう姑息な手段を取ったの
です。これはいったい嫉妬でしょうか？上の小姑は遠いため滅多に遊びに来られない
からなのか？毎回里帰りの度にこの様な問題を作られたらたまりません。少しはまとも
に前向きに仲良く楽しんで帰ろうとは少しも思わないのでしょうか？この先が思いやら
れるとその時は本当に悩みました
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住
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心と身体のメンテナンス
皆様、春になりました！ポカポカ陽気を通り越しあっつい陽射しが何だか気持ちを
高揚させます。自然の息吹が感じられ我々人間も活動したくなる時期でもあります。
ゴルフにトレッキング、テニスも良いですねぇ、いっぱい楽しみましょう♫
ちょっと運動はねー．．という方もヨガのポーズには疲労や頭痛を解消し、体を元気に整
える効果もありますので、日々の健康維持のためにも是非トライしてみて下さい！
そこで、今回のテーマは～ 身体のキレをよくして元気に活動しよう！～
ヨガのねじりと立位ポーズで股関節を調整、身体を伸ばし柔軟に動けるようにします。
まず一つ目は、座って行うポーズ〜Matsyendrasana(半分魚の王のポーズ)
１：両足を伸ばして座る。左膝を曲げて、左足を右膝の外に出して膝を立
てる。
２：右膝を曲げてお尻の方に引き寄せ、左右の坐骨をしっかり床につけた
状態で座る。
３：右腕で左膝を抱え、左手はお尻の後ろに指先を外に置き、息を吸って
背筋をしっかり伸し、吐く息で腰、肩を左に捻る。3〜5呼吸キープ。
４：吸う息で正面に戻り、同じ要領で逆サイドも行う。
＊吸う呼吸で身体を真っ直ぐに引き上げ、吐く呼吸でゆっくり捻る。目線は
肩越し後ろ。
＊坐骨がしっかり床に着かない時、ブランケットやクッションの上に座り調節して下さい
＊下になっている足が曲げられないときは、伸ばしたままで行って下さい。
このポーズは内臓の働きを良くし、女性にとっては月経時の不快な症状を軽減するとも
言われております。座ってできるポーズなので、テレビを見ながらやる事も出来ますね！
二つ目は立って行うポーズ〜Trikonasana（三角のポーズ）
１：両足を 肩幅の２倍弱(1~1.2ｍ位)に広げて背筋を伸ばして立つ。肩の力を抜いてあ
ごを軽く引く。
２：右のつま先を90度外に向け、両手を広げ方の高さでキープしながら
右手を前方に伸ばして行く。この時下半身は固定し左腰は外に引きな
がら体を伸ばして行く。大切なのは両膝をしっかり伸ばし、両足は床に
しっかりステイさせる。
３：右手をゆっくり下げて行って右足の外側の位置に軽く置き、左手は天
井、目線は左手の親指方向、胸をしっかり開いて5~10呼吸。
４：吸う息でゆっくり体を起こし、両手を下げ右のつま先も戻す。
５：1~5を左サイドも同様に行う。
＊肩が落ちず、上半身をきれいに開くためにはコアが必要なので、初心者
の方は壁に背中を付けて練習すると安定します。
＊高血圧や首に痛みがある方は頭を下に向けたままで行って下さい。
このポーズは太腿の引き上げ、ウエストの引き締め効果やヒップアップにも効果あり！
どちらのポーズも息を吸う時は必ず鼻から吸う事を忘れずに、ご自身のペースで続けて
みてくださいね。
/Kaorin：福岡県出身NJ州 Cresskill在住
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新:美しい日本語「１章：春の風」
春という言葉を聞くと穏やかな印象を受けますが、「春一番が掃除したてのサッシの窓に
♪」とだいぶ昔にキャンディーズが歌っていたように、実は風が強い季節でもあります。日
本では春の強い風に黄砂が混じって、春先のお掃除が大変だった記憶があります。気象
学的にいうと、春先日本の南のほうから暖気が北上することにより、南北に温度差ができ
低気圧が発達しやすくなり強い風が吹くということのようです。日本では昔からこの春の風
を色々な言葉で表しています。最近ではあまり使われなくなった言葉もあるかもしれません
が、味わい深い日本語の世界を少々ご紹介したいと思います。

春一番：まずは、キャンディーズが歌った「春一番」。これは天気予報などでもよく聞く言葉
だと思います。春になって初めて吹く強い南風のことを指します。具体的には立春から春分
までの間に吹く強い南風で、竜巻などの突風を伴うこともあり注意が必要なようです。ノー
スカロライナでもこのような風は経験できますね。春一番が吹くと、長い冬が終わった瞬間
を感じられ、明るい気持ちになります。
吹花擘栁（すいかはくりゅう）：ちょっと難しそうな響きの言葉を探してきました。花をそっと吹
き開かせ、また栁の芽を割きわけるようにそよぐ春風のことを言います。これは春一番と異
なり、優しい雰囲気の風でまさに私たちが思う穏やかな春を思い起こさせる言葉だと思い
ます。「柳の芽を割きわける」とは、日本独特の繊細な感性の表現の仕方だと感心してしま
います。手紙や、作文などで「まさに吹花擘栁といった感じのそよ風が気持ちいい一日」と
いった使い方になると思います。
梅風（ばいふう）：読んで字のごとく、梅の花の香りを届けるような風のことです。桜よりも早
く私たちに春を告げてくれるのが梅の花です。そんな梅の花の香りを届けてくれる風は、も
ちろん穏やかな優しい風でしょう。この言葉は、お手紙の冒頭に、「梅風を感じる今日この
頃、、、」という書き出しに使えば素敵です。
花嵐 （はなあらし）：桜の花の盛りの頃に吹く強い風のことを指します。またそのような強
い風に舞い散る桜の花びらが散り乱れる様子のことも花嵐と言うようです。花嵐によって
散った花びらが、桜色の可憐な帯のように川面に浮かんでいる様子も風情があります。
「SAYURI」「細雪」といった着物が映える映画のワンシーンに出てきそうです。「桜を散らす
花嵐の中、、、」といった情景を説明するときに使うとおしゃれですね。

風炎（ふうえん）：これは全くの当て字らしいです。「一体なんの当て字？」と思われるでしょ
う。答えはフェーン現象のことです。山から吹き降りる温かい風のことで、春は雪崩を引き
起こしてしまう可能性もあります。「風の炎」と書くとなんとなく意味が分かりますよね。言葉
の意味と漢字の当て方がマッチしています。
東風（こち）：八重の潮風（やえのしおかぜ）などなど、他にも春の風を表す日本語はたくさ
んあります。風という一つの自然現象をとっても、日本人は繊細な感覚をもってそれをどう
表現するかを考えてきました。そういう感覚はこれからも大事にしていきたいものです。これ
からもいろいろな日本語の表現方法をピックアップしていきたいと思います。
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～医食同源～
「

女性のための漢方（一） 月経を整える」

A:月経周期が短い：月経周期が21－23日や一ヶ月に2回も月経が起こるケース。
１：気虚証（虚弱証）：体力がなく疲れ易い人に見られ貧血気味。消化器系が弱く、胃
下垂や遊走腎、子宮下垂がある傾向。月経は、周期が短くて、出血の色や粘度は薄
く、舌の色は赤みが薄い傾向があります。治療法：胃腸を強め、体力をつけ、筋肉の
発達を促します。漢方薬：補中益気湯、帰脾湯
２：血熱証:出血は多量で色は深紅や紫黒色で凝血塊が混じることも。粘り、臭気も強
い、口の乾燥感があり、冷たい物を欲しがり、便秘がちで尿の色は濃く、舌の色が赤
みが濃いなどの特徴がある。治療法：熱を冷ます漢方薬：温清飲
B:月経が遅れる：月経の周期が8－9日遅れたり、40－90日1回あるようなケース。
1:血虚証:出血量が少なく、色は薄く、立ちくらみ、めまい、動悸などがあり、目や皮膚
が乾燥しやすい、肌はつやがなく、黄色っぽい、疲れやすい、舌の色は赤みが薄いな
ど。治療法：増血. 漢方薬：十全大補湯、帰脾湯
2:虚寒証（冷え型）:月経の量は少なく質が薄い、色が黒ずむ、小さい塊が混じり、月経
時にシクシクと腹痛があり、さすったり温めたりすると痛みが和らぐ、寒がりで手足は
冷え、顔色は青白いか青黒い、舌の色は白っぽい。治療法：体を温め、増血して元気
をつけます。漢方薬：温経湯
C:月経が不定期（経行先後無定期）
1:肝気鬱結（ストレス型）:月経の前に乳房が張ったり気分がイライラしたり、浮腫んだ
りし、便秘をしたり下痢をしたりすることも、日頃から情緒が不安定で、よくため息をつ
いたり、上腹部から胸にかけて詰まったり、張った感じがしたりします。治療法：肝の新
陳代謝を促進します。処方：逍遥散、加味逍遥散、
2:腎虚証（体力低下型、老化型）月経の出血量が少なく、質は稀薄で色も薄い、顔
色が黒ずみ、目のまわりのクマが濃く、頭のふらつきや聴力の低下、耳鳴りなどがあ
り、腰痛や足腰がだるく、夜間の尿の回数が多い、性機能が低下するなどです。治療
法：生活習慣を正し腎を強化します。漢方薬：六味地黄丸、杞菊地黄丸、八味地黄丸
血液の流れを良くする食品: クルミ、昆布、ごま、ホウレンソウ、にら、レンコン、きくら
げ、玉葱、青 魚、ニンニク、セロリなど
/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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鎌倉風水館
今回は風水や東洋易学の根本である陰陽五行の基本的風水アイテムを紹介します。
木の気：色は緑、形は長方形。代表的な風水アイテムは観葉植物。観葉植物にも陰と陽
があります。陰の植物は葉が下を向き、陽の植物は葉が上を向いています。陰陽関係な
く木の気を補う時、木製の置物などは良いです。
火の気：色は赤、形は三角形、尖ったものです。赤い三角形の岩塩ランプ、先の尖った水
晶ポイント、ピラミッドなどです。陽の火の気は炎です。アロマキャンドルは陽の火の気そ
のものです。陰の火の気は形がとがった物です。
土の気：色は黄色、形は正方形。陶器の置物、水晶、時には土その物を使用する時もあ
ります。陽の土は硬い土、岩です。この代表が水晶丸玉や水晶ドームなどです。陰の土
は柔らかいもの、陶器はまさに陰の土の代表です。
金の気：色は白、形は丸。金属製の置物は金の気です。陽の金の気は金属で動きのある
金属。風水風鈴、金属の振り子時計などです。陰の金の気は動きのない金属の置物で
す。風水の金属の龍、ヤアズ、キリン、ロングイ、ヒキュウ、蛙などです。金属製の風水の
置物は特によく使います。その理由は土の気は運を腐らせる気が強いので、この土の気
を弱めるには断然金属が良いからです。
水の気：色は黒、形は波型です。陽の水の気は動く水です。龍尋泉、水槽、室内噴水など
です。陰の水の気は動かない水、水晶玉、波型の置物です。
家の中での陰の気の場所は寝室、水廻り、陽の気の場所はリビング、仕事場などです。
このほかに風水の観点での独特のアイテムもあります。例えば、気の安定盤、山海鎮平
面鏡、八卦鏡などです。これらを総合して風水での気の改善アイテムを配置します。
鎌倉風水館 光龍

「Piedmont Restaurant」
401 Foster St、Ste B2, Durham, NC 27701
ダーラムのファーマーズマーケットの近くにある
ニューアメリカンのレストランです。
姉妹会社であるHillsboroughの「 Coon Rock Farm 」の産品をはじめとするローカルな
素材を使う事を特徴にしています。ニューアメリカン、南部料理ということで、クラシックな
南部料理に着想を得ている料理・・・ということです。
店内はモダンな感じ。フォトジェニックで格好良く、ちょっと気取って美味しくて、ポーショ
ンはアメリカとは思えないほど少ない。今回は「market vegetable casserole」季節の野菜
のキャセロールという本日のお勧めメニューでしたが、柔らかめのキッシュのような口当
たり。美味しいです。軽くて、おなかに堪えません。来る度にお料理が変わっています
が、いずれも外さないお料理のお店です。決して広くは無いので、オープンテーブルなど
で予約した方がよさそうです。
/ LacyBlue： 仙台出身 Durham在住
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こんなとき、どう言うの？

～Amber Alert～
先日、携帯電話がブルブルと震えて、警報が入りました。あれ、お天気も
悪くないのになんだろうと思うとAmber Alertと書かれています。こんなの
聞いたことないなあと、今度はテレビに目を向けると下にテロップで、どう
も幼児誘拐事件らしいことが出てきています。Amberは琥珀色、橙色だっ
たよなーと思いながら、またまた英辞郎に頼ってしまいました。Amber
Alertとは誘拐事件の速報システムだそうです。子供の誘拐事件が発生した際に、その子
供をいち早く救出できるように、テレビ、ラジオ、インターネットなどのポータルサイト、ハイ
ウェイの電光掲示板などで緊急速報を流すシステムと言うことです。さて、語源は１９９６
年にテキサスで起きたAmber Hagemanちゃん９歳の誘拐事件に発するとのことです。残
念ながら、アンバーちゃんは遺体で発見されてしまったようですが、そのとき情報提供は
テレビ、ラジオを用いて呼びかけられました。横で主人はそんなことをして犯人を刺激して
しま っ た ん じ ゃ な い？と か 言 っ て い ま し た が。現 在 は、America’s Missing Broadcast
Emergency Responseの略とされています。すぐに略号がつけられるのがアメリカらしいで
すね。故人のプライバシーにも考慮しているのでしょうか？あまりこんな警報が入らない
ように祈るばかりです。
/Tomoko Chubachi, TomoKonsulting 兵庫県出身

Durham在住

ローリー日本語補習校 先生を募集中
毎週土曜日、教える教科は国語と算数（数学）です。特に教員免許は必要では
ありません。愛情を持って子ども達の教育に携わってくださる皆さんを歓迎し
ます。詳しくは折り込みのチラシおよび、学校ホームページをご覧ください。
＜電話＞事務局９１９－７８７－１３００ 校長９１９－３８９－９７８０
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ごちそうさまぁ～❢
「とんこつラーメン」
アメリカで比較的楽に入手可能な材料で、家庭で作れ
る豚骨ラーメンを目指します。
材料：麺は中華グロッサリーにある生麺を使います。
スープ：豚足。生姜、ネギ、人参、たまねぎ、りんご、香
味野菜の切れ端。豚ばら肉の切れ端。

作り方：
1）まず、とんこつスープを作ります。圧力鍋に半身に割った豚足
（Food Lionなどでは初めから割ってある）を4つ入れ、被るくら
いの水を入れたら強火で沸騰させます。この時、香味野菜（生
姜、ネギ、人参等）を一緒に入れます。
2）圧がかかり、圧力鍋の音が鳴ったら弱火にして、約20～30分
（圧力鍋と加熱環境によります）。時間がきたら、火を止めて自
然に圧が抜けるのを待ちます。鍋の中に相当な量のアクがで
ますので、丁寧に取り除きます。水を加えて、お好みの濃さに調整します。これをベー
スのスープとします。まだ、味はありません。
3）スープを似ている間に叉焼を作ります。豚バラ肉をそのまま（ひもで縛ったりすること
なく）鍋にいれ、水から煮ます。香味野菜も何も入れません。30分以上は煮て、しっかり
火を通します。
4）煮上がった豚バラ肉をビニール袋に入れ、醤油を注ぎ醤油漬けにします。ビニール袋
の口を縛って30分で完成。
5）お好みの中華麺をお好みの硬さに茹でます。
6）丼の中に4）の叉焼を漬けた醤油を「かえし」として入れ、2）で完成したスープをぐらぐ
らに沸かして加えます。「かえし」はくれぐれも、入れすぎに注意してください。少なけれ
ば足せば良いですが、多過ぎたら取り返しがつきません。
7）丼の中の熱いスープの中に、しっかり水切りした麺をいれ、もつれを箸で素早くいなし
ます。
8）麺とスープをなじませたら、ネギを散らしたり、4）の叉焼をブ厚く切って盛り付けます。
たまごやシナチクなど、お好みで。
/LacyBlue： 仙台出身 Durham在住
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ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

「みかんのクラフティ」
＜材料＞
みかん（缶詰）・・・１缶
A 砂糖・・50ｇ 全卵・・１個 卵黄・・１個 ｺｰﾝｽﾀｰﾁ・・大さじ１/２ 生クリーム・・100cc
牛乳・・・50cc
＜作り方＞
①耐熱皿にみかんの果肉を並べる。
②ボウルにAの材料をすべて入れてよく混ぜる。
③①に②を流し入れ、180°に余熱したオーブンで20分ほど焼いてできあがり。
※フルーツは生の果物でも
/まみこ:Mammy’s Kitchen Club主宰 新潟出身

結婚式・誕生日
各種パーティー
結婚記念日・お葬式

Angel Roses Florist
フローリスト（宇山）
919-949-1875 日本語
919-596-6185 English
www.angelrosesflorist.com

Family
Hearing Care
Hearing, Tinnitus, Hearing Aid

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

Cary 919-480-6080
www.ilovetohear.com
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Triad

Triad

Triad

トライアッド かわら版

「一時子供預かり所

Triad Triad

Bizi Kidz 」

ちょっとした用事を済ませたい時小さい子供さんがいるとちょっと困難な場合、短時間預
かってくれる託児所があります。私も用事が有る時は何度か預けましたがとても信頼でき
るスタッフが子供の面倒を見てくれるので毎回子供も大喜びです。場所は Battleground
と High Point と Burlington にあります。予約は要りませんが初めての方はホームページ
にある登録・個人情報フォームに記入をし提出が必要です。是非ご利用下さい。州規制
により最高4時間まで預かって貰えます。料金は Home Page でご確認下さい。
営業時間 (悪天候により Close する時もあります。)
月― 木 8:30 am – 7:00 pm
金
8:30 am – 10:00 pm
土
10:00 am – 10:00 pm
日
時間は Facebook にて確認
Bizi Kidz Battleground
2500 Battleground Ave, Greensboro, NC 27408
336-288-2004
http://www.bizikidz.com/
Bizi Kidz High Point
3735 Admiral Dr., High Point, NC 27265
336-882-3735
http://www.bizikidzhighpoint.com/
Bizi Kidz Burlington
3398 S. Church St. Burlington, NC 27215
336-524-8873
http://www.bizikidzburlington.com/
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住

Yamamori Ltd.
山森宝石
Distinctive Jewelry Since 1969
あなただけの洗練されたジュエリー
リメイクや修理等もお気軽にお申し付けください

501 State Street、 Greensboro、 NC 27405
Phone (336) 273-8888・ Fax (336) 273-8890
Yosuke Yamamori、 Kathie Yamamori
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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。通訳や託児、必要な方
へは送迎もしますので、興味のある方は是非参加してみませんか。
連絡先: arai.yukaru@hotmail.com

ダウンタウンのThaiphoon Bistroレストラン内にて
4月1日より 各種

丼物、ラーメンを始めます。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。
301 Glenwood Ave. Suite 190
Raleigh, NC 27603
919-720-4034
Www.thaiphoonbistro.com

Thaiphoon Bistro

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

Junko Gilbert, CPA

所得税申告、自営業の経理、その他税務会計一般
日本語でお気軽にご連絡ください
E-mail: junkogilbert@gmail.com
TEL: 336-813-6042
Winston-Salemの近くです

Junko Gilbert, CPA, PLLC
149 Whitehead Dr.
Advance, NC 27006-7626
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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、タウンハウス、ショッピングセンター、I-40まで
近し、閑静な住宅街、Chapel Hill学校区 sales@realtytriangle.com
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–——–

ハウスクリーニング:引っ越し前後の掃除、定期的な掃除、芝刈りも承ります。
まずは無料見積もりから。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

Hair Artist
Salon by JC
6140 Falls of Neuse Rd.
Raleigh, NC 27609

としてお気軽にお問い合わせくださ
い。
E-mail: Sankakuyokocho@outlook.com
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予約
(919)605-4892 日本語

2/3月 トライアングルの

4/14-17
4/14-16
4/19-24
4/30-5/1
5/3
5/6
5/6
5/12-15
5/18
6/4
6/4

イベント・スケジュール

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
MACBETH / Carolina Ballet
DECPA
Beethoven's Triple & Brahms Double /NC SymUNC-CH, DECPA
phony
CABARET (musical)
DPAC
MACBETH / Carolina Ballet
DPAC
Beyoncé
PNC Arena
A Day in Paris /NC Symphony
DECPA
BOSTON
Red Hat Amphitheater
A Midsummer Night's Dream / Carolina Ballet DECPA
Itzhak Perlman (violin) /NC Symphony
DECPA
Summerfest: Classics Under the Stars
Booth Amphitheatre/ Cary
Cyndi Lauper
DECPA
ファミリー/子供向けイベント

4/16

East Meets West Food Festival

Town Hall Drive in Morrisville

4/16
4/30
4/30
5/7
5/14
5/15-17

North Carolina 'Cuegrass Festival
Tinker Tech Family Workshop - 3D Printing
Spring Daze Arts and Crafts Festival
Out! Raleigh
Tinker Tech Family Workshop
Artsplosure The Raleigh Arts Festival

Downtown Raleigh
Museum of Life and Science
Fred G. Bond Metro Park
Downtown Raleigh
Museum of Life and Science
Downtown Raleigh

5/20-22

Got To Be NC Festival

NC State Fair Ground

5/21
5/21
5/27-30

Longleaf Festival
Fest In The West
WRAL Freedom Balloon Fest

Harris Lake County Park
Parkside Town Commons /Cary
Fuquay-Varina

5/28

Summerfest Opening Night

Booth Amphitheatre/ Cary

4/22,23
4/23
4/23
4/23,24
4/24
5/19-22

Brewgaloo NC Craft Beer Festival
Great Grapes! wine& food festival
Persian Festival
Triangle Bonsai Expo
Hook And Vine Seafood and Wine Festival
Raleigh Food & Wine Festival
日本人関連イベント
一品持ち寄りPartｙ
茶会
子供の日餅つき大会
Vertual Tour to Japan
Raleigh City Taiko for Teen
日本人会ピクニック
古本市
アニメいずめんと

その他のイベント

4/22
4/23
4/30
5/4
5/9
5/15
5/28
5/27-29

Downtown Raleigh
Booth Amphitheatre/ Cary
NC State Fair Ground
JC Raulston Arboretum NCSU
The Wine Feed /Raleigh
Babylon Restaurant/Raleigh
Raleigh First Baptist Church
Duke Garden
Japan Center
Five Point Senior Center
Carolina Pine Community Cente
Southern Community Park
St Marrys Poyner Hall
Raleigh Convention Center

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center
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トライアングル
LADY’S CLUB
３月のLady's Clubは、幼児教育
のベテランの近野由美さんに来
て戴き、子育ての悩みや、日頃
不安に感じてる事などを皆さん
でお話しました。昨年も参加した
お子さんが一年でとてもしっかり
してきたのに、子供の成長の早
さを感じました。それでも、大きく
なればまた違った問題もあり、
有意義な時間を過ごす事ができ
ました。また来年もいらしていた
だきたいです。次回のLady’s
Clubは5月に予定しています。ト
ピックはまだ未定ですが、多くの
方に参加して戴けるよう、楽しい
企画を考えています。決まり次
第、日本人会掲示板等でお知ら
せいたします。春 爛 漫 の こ の
頃、健やかなる日々をお過
ご し く だ さい 。 またお会いでき
る日を心よりお待ちいたしており
ます。
荒竹、天野

編集後記 10年生の末っ子にママの手料理を食べてもらえるのも残すは
2年ちょっと。今年流行りの「ケーキ型ちらし寿司」にチャレンジしま
した。買い出しから仕込み、飾りつけまで頑張ったつもり❢。。で
も、末っ子の反応は「何これ？いつものちらしが食べたい❢❢」です
と。卵焼き焼いて、シイタケを煮て、お友達から戴いた大切なフグのお刺身ものせ
たのに（ほとんどのフグさんは私のお腹にはいりましたが。。。）今日も足長蜂に
刺された左手の痛みと戦いながら、末っ子とのバトルは続きます。
Yoko
* 三角横丁へのお問い合わせ、広告の掲載などにつきましては三角横丁編集部
Sankakuyokocho@outlook.comまでeメールでお願いします。
* 掲載内容は、最新かつ事実であるよう努力しておりますが、万一事実と異なる場合は
事実を優先し、掲載の団体・店舗等に関するお問い合わせは、直接お願いいたします。
* 三角横丁の内容や記事の全部あるいは一部の無断転載、無断使用を禁止します。
トライアングル地域情報誌「三角横丁」 2016年/2,3月第48号 by 三角横丁編集部
三角横丁© All rights reserved.
協賛： トライアングル日本クラブ、 NCジャパンセンター
編集発行人： 天野陽子
1340 Environ Way Chapel Hill, NC 27517 e-mail: Sankakuyokocho@outlook.com
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Li Ming’s

GLOBAL MART
Food from China, Japan, Korea, US,
and much more!
日本の食材や調味料、アジアの食材を
豊富にリーズナブルな値段で
ご提供させていただいております。
Great Price, Wide Selection, Good Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft.
DURHAM: 3400 Westgate Dr. Durham NC
☎919-401-5212
GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC
☎336-218-8008
RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC
☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)

★Restaurant Buffet★
Choose 3 items/Only $5.99
店内のカフェテリアで美味しいお食事を
楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。

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

Today Asia Market

(Family Operated Business)
1207 Kildaire Farm Rd. Cary NC/919-380-0588/Sun-Mon 9:30am-8:00pm
アジア系の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。(セール品除く。$20以上お買い物の方Only)
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