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Hot News!! 

HB2って何？ ノースカロライナ発信のトイレ騒動 

HB2とはHouse Bill 2（下院法案２号）のこと。これが「反LGBT法」だと今問題になっていま

す。法的詳細はとても複雑なので大まかな説明になりますが、ことの発端はノースカロラ

イナ州（以下NC）最大都市のシャーロット市が「トランスジェンダーの人々は自認する性

別認識に沿ったトイレ使用の権利を保障する」という反差別条例を通過させると（注：他の

多くのNC都市ではすでにこのような条例は存在している）、すぐにNC州知事がそれらす

べてを無効にするが如く、“（自認するジェンダーではなく、）出生証明書に記された性別

のトイレ使用”を強制する「HB2 - 公共施設のプライバシーと安全法」という州法案を驚く

速さで成立させました。結果は、ACLU(米国自由人権協会)や政府がNCを提訴、対して

知事側も司法省に訴訟を起こした他、抗議はトイレ以外の性差別問題にも拡散。事態は

とどまるところを知らない状況になってきました。この情勢はNC全体を経済的なダメージ

に導いています。目立ったところでは、ブルース・スプリングスティーンやシルク・ドゥ・ソレ

イユ(Cirque Du Soleil)が、NCで起こった反LGBT法に抗議するために４月にグリーンズボ

ロで予定されていた公演を土壇場でキャンセル。抗議をしているのはエンターテイメント

業界だけではなくNCへの事業進出・拡大を計画していた一連の企業が次々と、中止・見

直しを発表。既に何千という新規雇用が犠牲になっています。そして州内の多くの地方自

治体も州法に対抗。アップル、ツイッター、フェイスブックなど90社のCEOたちは、NCの法

律を撤回するよう求める公開書簡を発表。New York Times は、これらの経済危機の波

紋が止められないときは、NCは学校、高速道路およびハウジング用などの連邦資金調

達で数十億ドルを失う危機に瀕する可能性を指摘しています。何故こんなことに・・・？ 

平和でのんびりとしたノースカロライナでパンドラの箱が開けられてしまったようです  

ノースキャロライナ日米協会（JASNC) 
ノースキャロライナ日米協会（JASNC)は4月２５日に、グランドオープニングを目的として 

「2016年日米関係アップデート」と題するアニュアルコンファレンスをRTPのノースキャロラ

イナ・バイオテックセンターで開催いたしました。当協会の名誉会長でおられます篠塚アト

ランタ総領事、スカバーラノースキャロライナ州コマースセクリタリー にもご出席いただ

き、またスピーカーとしてアイリーン・平野・井上日米カウンシル会長（故ダニエル井上氏

の未亡人）、ピーター・ケリー全米日米協会会長、山越経団連ワシントン事務所長、 横田

ジェトロニューヨーク所長、 国際交流基金の吉田プログラムデイレクター、UNCからは

モーガン・ピテルカキャロライナアジアセンターデイレクターをお迎えして期待を超える盛

会となりました。NC Museum of Natural Sciencesで行われましたレセプションには 各界

から１００人を超えるご参加をいただきました。当協会は非営利団体で、経済、ビジネス、

文化教育の分野における 情報交流の場を提供し、日本人とアメリカ人のそれぞれの分

野の知識や見識を深め、日本とノースキャロライナ間の友好、理解、交流を促進すること

を目的としています。 JASNCは、全米日米協会連合においては３７番目のメンバーとし

て日米協会連合からの援助、支援を享受します。当協会はノースキャロライナ州の企業

や個人の方のメンバーシップによって運営されます。日系企業、米企業、この州に住む

日本市民、アメリカ市民に広くご支援いただくことによって、私どもの活動をより効果的に

前進していけるものと思っております。詳細は当協会のホームページ（http://

www.jasnc.org/）をご覧ください。ご質問等がございましたらご遠慮なくメール

（jasncorg@gmail.com)かお電話（９１９—９９９−００９６）でご連絡ください。 

http://www.jasnc.org/
http://www.jasnc.org/


 

3 

       トライアングル日本クラブ便り 
     
  == 「こどもの日」イベントと「ラーレイ市民講座」イベントのご報告」  == 
 
今回は二つのイベントをご報告します。 

  
 5月5日のこどもの日に最も近い土曜日ということで4月

30日に開催されたのが「こどもの日、餅つき大会」です。5
月のいわゆる薫る風に泳ぐように翻る鯉のぼりの下、NC
ジャパンセンターの前庭に300名以上の参加者が集いま

した。恒例の餅つきは合計８臼、そのうち３臼が昼食を済

ませてから参加することになる日本語補習校の子供たち

のことを考慮して、デザート用に用意したイチゴ大福200
個に使われました。校長先生夫人の妙子さんをはじめと

するボランティアが朝10時から作ってくれました。重い杵を

大人に手伝ってもらいながら持ち上げ、「できた！」と嬉し

そうな笑顔いっぱいの子供たち、そうそう日本にいても経

験できないような日本文化の一つかもしれません。また隣のコーナーでは自分で折って

みた新聞紙のかぶとを頭にのっけてチャンバラごっこをする子がいたり、お父さんが得意

になって揚げて見せているやっこ凧を両手をあげて追っかける子がいたり、おもちをほお

ばりながら手作りの「どうぶつ将棋」の前から動かず勝負に熱中する子がいたり、和太鼓

ワークショップでリズム感を満喫している子がいたり、あちこちで日本人の子供もアメリカ

人の子供も元気いっぱい。ほほえましいものでした。事前登録の状況から推察すると参

加者のうち、日本人の家族が約40%、アメリカ人の家族が同じく40%、そしてなんと、日

本クラブのイベントではいつもそうですが、残りの20%が日米の国際結婚組の家族という

ことになります。少しでもこのような日本文化を経験させておきたいという親心の現れで

しょうか。このようにイベントが使われることこそ、日本クラブの使命「日米文化交流の促

進」にかなったことと考えています。 

 
  もう一つのイベントはRaleigh市のPark & Recreationが主

催した「Virtual Tour Japan」という市民向け講座で、5月4日

Five Point Senior Cultural Centerで開催されました。前半でトラ

イアングル茶道クラブの面々がアメリカ人の参加者18名に茶

道の説明とお点前を披露しました。後半は静から動へ一転し

盆踊り「東京音頭」の体験会。Raleigh在住の西村真希さんの

叩く盆太鼓を中央に、その周りをこの日のために特訓をつづけ

たJCE（Japan Culture Exchange）で日本語を勉強している子供

たち10人とそのご両親たち総勢23名、さらにトライアングル盆

踊りクラブの面々9名が加わり一般参加のアメリカ人と一緒に

なって汗を流しました。JCEの子供たちのご家族はほとんどが国際結婚組や日系アメリ

カ人の方々です。ここでも国際文化交流の花が開いています。  

 
  この次の日本クラブの行事は8月6日の「夏祭り、盆踊りの夕べ」になります。スケ

ジュールを空けておいてください。 
 

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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“                  ～正しく食し、食して癒す～ 

 
ここ数年、私の住んでいるニューヨークエリア

（Tri-state area）では、色々な形の食事のスタイ

ル、それを実行している人達の事が話題になり、

ブームになる。よく耳にする事のあるマクロビオ

テックをはじめヴィーガン、ペスカテリアン、グル

テンフリー、ローフードetc…グルメ雑誌などにそ

れらを扱うレストランやレシピの特集も目立つ。

日本でもこれを食べれば若返る！とか、○○病

の予防になる！とか、テレビで放送されるとスー

パーからその食べ物が消えて行く。あまりの情報の多さ、流行り廃りの速さに翻弄されな

がら、その時代時代で食に対する考え方もどんどん変わって行く。何が善で何が悪か、そ

れは生まれた場所、人種、住んでる場所、宗教、思想、体の状態によってそれぞれなの

で、答えは一つではない。例えば、NYで大流行りのグルテンフリー。近頃どのスーパーに

行ってもグルテンフリーのコーナーが見受けられる。何かの記事に書かれてあったが、グ

ルテンフリーをやっている人の70%がなんのこっちゃ？と意味も分からず、取り敢えず流

行ってるから時代の波に乗らなくっちゃ！的な感じでやっているらしい。グルテンフリーダ

イエットもメディアで取り上げられ話題になったのだが、健康な一般人にとっての健康上の

メリットの有無は科学的には証明されていないそうだ。グルテンとは小麦類に含まれるタ

ンパク質成分で水でこねると粘りの元になる。最近このグルテンが様々な問題を起こして

いる。その一つに自己免疫疾患のセリアック病がある。これはグルテンによって免疫シス

テムが誤作動して身体が自分の組織を攻撃する病気の事で、小腸の粘膜に炎症が起こ

り栄養吸収が阻害されるそうだ。その結果、腹痛や、下痢、便秘、栄養失調など様々な症

状をきたす。遺伝的発症率が高いと言われている。二つ目にグルテン過敏症なるものが

ある。これは自己免疫疾患とは異なるタイプの疾患であるが、グルテンに対して過剰な免

疫反応が生じる。症状はセリアック病とほぼ同じであるが、日本ではPMSや慢性疲労など

もグルテン過敏症が原因かもしれないと女性誌などでたびたび取り上げられる。他にも、

経皮感作により小麦アレルギーを発症し蕁麻疹や発疹、腫れなど皮膚に出てくるものと、

喉の気道が塞がれ呼吸困難になるような臓器に症状がでるアナフィラキシーがある。ここ

まで行くと命にかかわり大問題である。 

 

今、旬のディーン藤岡さまもアレルギーをお持ちで、Pho(米粉で作られた麺)の美味しいお

店のある場所で家を探すと言っておられた。こういった健康上に問題がある方々には小

麦は敵かもしれないが、健康な我々にとっては大切なエネルギー源であり、グルテン以外

のフラクトオリゴ糖、イヌリンという成分が免疫機能の強化や血糖値の抑制、カルシウム

吸収の促進、腸内環境を整えたりと大きなメリットを持っている事も忘れてはいけない。パ

ン大好き人間の私には救われる事実である。グルテンフリーとは全く別物になるが、マク

ロビオテック（Macrobiotic)について勉強してきたので少し説明させて頂きたい。マクロ～

大きい、長い。 ビオ～生命、生物学。 ティック～術、学。これは桜沢如一氏が、日本に

古くから伝わる「食育」(健康に生活する為に食に関するあらゆる知識を育む)を元に東洋

の深い知恵「易」の原理を加え、「食養生」(食事療法)を基本とした“正食‘‘を確立した。そ

れが彼のお弟子さん達により海外に渡り世界中の人々にも受け入れられるように横文字

に名前が変わった。マクロビオティックの基本の考え方は、ご飯をしっかり食べよう！が大
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前提。玄米をはじめとした穀物を主食に、旬の野菜や海藻の

入った味噌汁、それに漬物を添えよく噛んで頂く。これで立

派なマクロビオティックなのだ。昔から日本人がやってきた一

番シンプルな食事のスタイル。ここで大切な事は、身土不二

と一物全体の考え方、 

「自分の育った環境で作られている食物を皮も種も全部丸ご

と頂き、自然の恵み、命に感謝する」。季節の移り変わりで採

れる物も変わって行き、それに合わせて身体のモードも変わって行く。夏には体を冷やす

もの冬には体を温めるものを必要とし、夏はトマト冬はゴボウのように大地も人間が必要

とする物を実らせてくれる。自然界は陰陽のバランスで成り立っているので我々もそのバ

ランスとうまく調和する事が出来れば健康でいられる。マクロビオティックも様々で、肉魚

卵乳製品を一切摂らない、玄米、穀物、豆類、野菜中心の食事に徹すると教えるところも

ありヴィ―ガンにかなり近い。あまりにストウィックになり過ぎてマクロビは結局身体を壊し

てまうと、よく叩かれている。 

 

私が日本で通ったマクロビオティック(正食)の学校ですごく納得した話がある。人間の永

久歯は28本から32本あり16～20本が臼歯で穀物、豆、木の実をすりつぶし、門歯8本は

野菜、海藻、芋などを食べるの適している。残りの犬歯4本で肉や魚を噛み砕いて食べ

る。このことから考えて、人間の理想的な食事の割合、５:２:1で穀類、野菜、たんぱく質を

摂ればよいという発想。健康で消化する力があればお肉もお魚も食べても良いのだ！何

だかとっても心が軽くなり嬉しくなる。ありがとう！先生と心の中で思った。ここで気を付け

る事は前述したように陰陽のバランス、例えば焼き魚に大根おろし、ステーキにグリーン

サラダと言う具合にバランスを中庸(真ん中）に持っていくことを心掛ける。そして全ての食

材の命に感謝しよく噛んで頂く。あれもダメ、これもダメばかり言っていると食べる事が楽

しくなくなる。せっかく人間に生まれてきたのだから、五感をフル回転し、見て香って感じて

音を聞いて、よーく味わう。美味しいと思う気持ち、幸せホルモンは体を元気にする。体調

が優れない時は無理に食べず胃腸を休ます。大病を患えば動物性の物は控えて血液を

サラサラにした方がよい。足し算より引き算。正しく食し、食して癒す。自分に合った食事

で毎日笑顔一杯で食卓を囲んで行きたいものだ。 

                            /Kaorin：福岡県出身NJ州 Cresskill在住  
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     第９話「命と政治」  
   

 家畜改良事業団へのウィルス侵入という最悪の事態に陥っても尚、感染拡大防

止の為の懸命な努力は続く。全国から様々な支援、応援が集まりだす。『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。』、宮崎県の酪農関係者の戦いはいつまで続くのか。 

 

・5月17日 宮崎県立農業大学校で感染が確認される。宮崎市の宮崎市フェニック 

 ス自然動物園が感染予防のため無期限臨時休園措置をとる。 

・5月18日 東国原知事が非常事態宣言を発令。 

 

宮崎県では、移動制限区域に関係なく、小さなイベントから大きなイベント、お

祭り、スポーツ大会、更に学校行事に至るまで、人が集まる事を自粛し中止し

た。修学旅行も中止され、商店街は静まり返り、売り上げは8割減と言う。夏の甲

子園代表校を決める宮崎県大会の開会式も15日に中止が決まり、以降、非常事態

宣言の解除まで県大会は無観客試合となる。 

 

・5月19日 国の口蹄疫対策本部において、『新たな防疫対策』として移動制限区 

 域内でのワクチンの接種による感染拡大防止の方針が決定された。 

 

一旦ワクチンが接種されると、その家畜は感染しにくくなると共に、感染源にな

りにくくなる。この効果により口蹄疫に対応するための時間が稼げることにな

る。しかしながら、その後の検査で陽性と判定された場合、それがワクチンによ

るものなのか、口蹄疫の感染によるものなのかの判断がつかなくなるため、ワク

チン清浄国への復帰が困難となり、畜産業界に与える経済的インパクトは長期に

渡る事となる。これを避けるためにワクチンを接種された家畜は順次殺処分され

る。これが日本におけるワクチンによる対応で有る。一方でワクチンについて

は、所謂マーカーワクチンやワクチン接種済み家畜の扱いに付き、国際的にも議

論が継続されている現状がある。 

 

・5月20日 衆院本会議にて宮崎出身の江藤拓議員が赤松大臣に口蹄疫について質 

 疑を行う。江藤議員の『この問題に関しては与党野党と言っている場合ではな 

 い。これは与野党一致して対策に当たらなければならない喫緊の課題です。こ 

 の発言に対し与党民主党側から『質問をヤメロー！』、『ウルセー、れ！』、 

 『お涙頂戴なんだよ！』、『おまえが自殺しろ！』とすさまじいヤジ、怒号が 

 飛び交う。これが国民が選んだ国会議員の発する言葉なのか? 耳を疑う。更に 

 江藤議員が涙ながらに伝えた宮崎県酪農家の声、『毎日毎日必死に消毒した。 

 なんとか助けたかった。 だけど、ごめんね本当にごめんね。感染したみたい 

 だ。 牛さん豚さん。今まで本当にありがとう。毎日一緒に過ごしたね。 つら 

 くて大変なときもあったけど、とても楽しい日々だった。 風邪ひいてないか 

 い?  お腹はすいてないか?  心配ないよ。最後迄一緒だから。そんな悲しい顔 

 すんなって。 つらいなぁ。悲しくて悲しくて、たまらんよ。 こんなに元気な 

 のになぜ殺さなきゃならん。 私は老い先が短いから牛と一緒に、私も一緒に、 
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 一緒に埋めてくれ。』。この心からの声を聞いた民主党議員は大声を上げて   

笑った。そして次に発した言葉は 『金が欲しいのか』、『勝手に言ってろ』

だ。何故この声を受け止めようとしない? 人間としておかしい。尽き果てる事

のないヤジと怒号、鳩山首相はいつの間にか退席、赤松農水大臣はまともに聞

いておらず、福島大臣は端から欠席。いつもは満席となる本会議場2階の記者席

はガラガラで、明らかに報道管制が敷かれている。【機会があればインター

ネットで視聴してみてください。江藤拓、口蹄疫、本会議等で検索すればヒッ

トします。】 

 

・5月22日 政府の方針として決められたワクチン接種 

 が開始される。対象は都農町、川南町、高鍋町、新 

 富町の4町の未感染の牛、豚とし、山田副大臣は記者 

 会見で住民の同意を重視する趣旨の発言をする。 

・5月23日 国連食糧農業機関FAOが口蹄疫専門チーム 

 の派遣を提案する。しかし政府はこの受け入れを拒 

 否する。口蹄疫に対する日本政府の箸にも棒にもかか 

 らない対応がFAOに知られることを恐れたのではないか? 或いは何らかの理由 

 で感染ルートが解明される事を恐れたのではないか? との憶測が流れる。言う 

 までも無く感染ルートの解明は感染拡大の防止、再発の可能性の削減のための 

 キーポイントである。何故それを恐れる必要が有る? 

 

再び宮崎県の酪農家さんのブログから引用させて頂く。 

『午前中に、ワクチン接種されました。突然、遠くから・・・オオオーーーィ 

オオオオーーーィと声がするから、外に出てみると、白装束の数名が・・・ワク

チンを射ちに来ましたと・・・昨日は、事前・・・前日には連絡するって言って

たから今日、来るとは思ってなかった・・・でも、突然来たほうが、嫌な気持ち

で待つよりかよかったかもしれい・・・牛さん、39人にワクチン接種しまし

た・・・私が、一頭一頭付き添ってましたので注射は痛がりましたが、私が居る

から安心して注射を受け入れてた感じがしました。でも、私は、心の中で、ごめ

んね・・ごめんね・・ごめんね・・ごめんね・・・って、39回叫びました・・・ 

帰り際に、知り合いの行政の方が・・・頑張ってください・・・って言ってもら

えたのだがそれ以上言うな～～・・・辛くなるから・・・って、少し口調荒く

なってしまいましたごめん・・・この人たちも、やり切れない思いで作業してる

のがわかるから・・・じゃーって、振り向きながら・・・・目から涙が噴き出て

ました・・・あ～～何でだ・・・仕方ない、これ以上蔓延させないためにも我慢

しなきゃいけない。牛さん、ごめんね・・・もっと現場を見てホシイ。今、県の

種牛が問題視されてます。政府は早く処分しろと言ってるみたいですね? 俺も、

ちゃんとした情報がわからないけど私個人としては、確かに法律じゃ一農場の動

物は処分しなきゃいけないのかもしれませんが今後の、宮崎の畜産の事を考えた

ら残して欲しいと思います。多くの農家も残して欲しいと考えてるかもしれませ

ん。しかし、反対に処分しなきゃと思ってる方もいるかも? しれません? 残して

欲しい、署名がありましたら、俺は、是非、署名したいです。 

経過観察して、殺処分を最後の最後まで、待って頂き、その時点で感染発病しな

ければ生き残してほしいですね・・・でも、もっと、その前に、しなきゃいけな

い事も沢山あるんです。感染農家で、いまだ、処分をされないでいる農家も沢山

あるんです。ウイルスをもっとも沢山放出する、豚さんを早くしてあげてほしい
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ローリー日本語補習校 先生を募集中 

毎週土曜日、教える教科は国語と算数（数学）です。特に教員免許は必要では

ありません。愛情を持って子ども達の教育に携わってくださる皆さんを歓迎し

ます。詳しくは折り込みのチラシおよび、学校ホームページをご覧ください。   
＜電話＞事務局９１９－７８７－１３００ 校長９１９－３８９－９７８０ 

です。その農家さんも、悲痛な思いで、豚さんと共に暮らしてるんです。政府の

方々も、川南町に来て現状を見て頂き、早急な諸対応をして頂きたいものです。

もっと、現場の農家の意見も聞いていただけると、ありがたいです。県の種牛を

早くって言うなら、農家の牛さん豚さんの事も必死でしてほしい。 

なぜか、県の指摘ばかり目立つ報道のようか気もするのは俺だけなのかな??』 

 

・5月28日付け、やまと新聞より引用させて戴く。 

 

『宮崎県は県家畜改良事業団（宮崎県高鍋町）の種牛49頭のうち2頭（その後発症

は1頭であったと修正）が、口蹄疫の症状を発症したと発表。東国原知事は『口蹄

疫の典型的な症状で、近日中に殺処分したい。畜産関係者から残してほしいとの

多くの要望をいただいていた中で極めて残念。』と述べた。地元畜産農家にとっ

て大切な種牛の口蹄疫発症はショックだった。深い悲しみと不安で眠れない日々

が今も続いている。しかし、記者から『種牛が口蹄疫に感染しました』と知らさ

れた赤松農林大臣は『いやぁ～知らな～い。だから早く殺せっていってるの

に。』と答えた。宮崎県民、畜産農家の気持ちなど全く考えていない。『ほらみ

ろ』と自慢げに話す赤松大臣には人間の血が流れていない、なにが国民の生活が

第一だ、いったいどこがいのちを守る政治なのだ。この人は口蹄疫が蔓延し自分

が活躍する場所を得る為に外遊していたのではないか。30日に宮崎入りする赤松

に宮崎県民はなんと声をかけるだろう。県民の気持ちをぶつけてほしい。赤松は

人間ではない。』【こちらも、赤松、口蹄疫、動画等で検索するとこの短い動画

にヒットします。】 

 

そして、やまと新聞にはこんなメールが届いたそうである。 

 

『我が党を捏造に基づいて誹謗中傷する記事を多数掲載しているから、訴えま

す。謝罪して死にたくなるまで追い詰めます。ネットにお前らの個人情報晒して

糾弾して合法的に報復する。』。 

 

やはりまともじゃない。ネットに個人情報を公開することが合法だとでも思って

いるのか? 自分に不都合な事を言う者は抹殺しても良いとでも思っているのか? 

まるで言論統制が当たり前のどこかの社会主義の国の様だ。言論の自由はどこへ

行った? 頭がおかしいとしか思えない。負けてはならない、ここは日本だ!! 

             

                                  /岸本:北海道出身 Durham在住 駐在員 
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  「たとえ世界を敵に回しても」- The World’s Enemy - 
               

 ノースカロライナ州、世界中から集中砲火を浴びて、大ピンチであり

ます。イベントは中止。シルク・ド・ソレイユは来ない。リンゴ・スターも

来ない。採用計画は凍結。グーグルもスタバも、あらゆる企業が、人

が、NCを非難して縁切りを宣言した。   

 "An Act to Provide for Single-sex Multiple Occupancy Bathroom 

and Changing Facilities in Schools and Public Agencies and to Cre-

ate Statewide Consistency in Regulation of Employment and Public 

Accommodations 

（「学校、公的機関における複数の個室有り男女別お手洗い、更衣室の提供と、雇用、公

共施設の規制について州内統一を図る法令」）"、通称HB2。これが世界を敵に回した理

由である。トイレや更衣室は、出生証明書の性別に従って利用すべし。つまり、男子は男

子トイレ、女子は女子トイレに行け、ということだ。え、今さら？   

 この法案の別名は“Anti-LGBT Law（レズ、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー

差別法）”。世の中には途中で性別を変える人や、外見と本人の性別認識が一致しない

人もいる訳だ（LGBは今回、出番なし）。出生証明書の変更は認めない州もあるので、た

とえ性転換手術を受けても、出生証明書は元のままということがあり得る。佐藤かよちゃ

ん、どんなに女子力が高くとも、戸籍上は男子なので、NCで女子トイレに入ったら違法と

なる。だが、男子トイレに入ったら彼女の身が危険ではないか、本人が苦痛ではないか、

人権侵害だ！という訳である。   

 たった1日で承認されたHB2。実は、各方面から喝采を浴びたシャーロット市の条例「自

分がこっちだと思う方を使ってOK」への反撃である。これに対し、子持ち、特に女の子の

親たちは危惧の声を上げた。「私の心は女なの」と言い張れば、誰でも女子トイレや更衣

室に入れるからだ。実際に権利を主張してプールの女子更衣室に入った男性は、警備員

を呼ばれたが逮捕はされていない。  

 世の中には、敢えてはっきりさせない方が良いこともある。権利というけれど、家族用ト

イレでは不都合なのか。公共の福祉には反しないのか。男子トイレの女性清掃員は良い

のか。免許証確認はまずいのか。少なくとも、きちんと吟味すべきだったのではないか。   

 現在、州知事は公民権侵害で司法省に訴えられ、逆に訴え返す泥仕合の真っ最中。議

会には修正案も提出され、先行きは不透明である。明らかなのは、この騒動で州が既に

500億円以上を失い、連邦政府からの助成金打ち切りなど今後のロスも含めると、ダメー

ジは計り知れない、ということだけだ。   

 見た目で中身は分からない。息子は昨年、パスポートと本人の性別が一致していない

と言われ、入国審査で止められた。迷いなく「僕、男だよ！」と声高に主張できる彼は、幸

運なのかもしれない。                  

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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最近日本では公立学校でも、中高一貫校など多種多様な特色を出した学校が増えていま

す。アメリカでも公立学校と私立学校という区別だけではなく、公立学校でもチャータース

クールや、マグネットスクールと呼ばれる学校があります。どちらも学校区という壁を越えて

通うことができます。マグネットスクールの方がチャータースクールより古くからあります。ま

た両方の学校とも公的資金の援助を受けているので、授業料は無料です。またカリキュラ

ムは公立の枠にはとらわれない独自の教育理念を掲げているので、各々の学校によって

特色があります。 

 

＊チャータースクール 

ノースカロライナには現在１５０以上のチャータースクールがあります。チャータースクール

を設立するためには、教育理念その他を明記して申請します。審査の結果申請が通れば

誰でも設立することができます。ただし、ある一定期間内に成果を出さなければ閉鎖されて

しまいます。原則生徒は誰でも受け入れるため、入学試験がないのが普通です。ただ学校

区に縛られないため、人種が偏ってしまったり、両親が高収入という家庭の子供が多くなっ

たりするなどの問題も学校によってはあるそうです。 

 

＊マグネットスクール 

名前の通り、特定の分野の生徒を磁石のように引きつけて、教育する学校という意味で

す。音楽やアートなどの芸術系や、理数系に力を入れている学校が多いです。この様な学

校に子供を通わせたいと思った場合は、ほとんどの学校で試験やオーディションなどがあ

ります。最近ではこの様な特定の能力だけを伸ばすのではなく、一般的な学力も同時に伸

ばそうとしているようです。 

 

私立学校に通わせるほど経済的には余裕がなくても、普通の公立学校では得られない特

色ある学校でお子さんを学ばせたいと思ったら、一度この様な学校のオープンハウスなど

に足を運んでみてはいかがでしょうか。 

 

多種多様な米国の学校 

/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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普段、子供とどの様に会話をしていますか。特に海外では日本語

と英語の使い分けの必要があるので大変です。しかし、声かけ、

対話についての心がけは、万国共通だと思います。「対話」は相手

とのコミュニケーションが存在します。「声かけ」は一方向のみで

す。そのため「声かけ」だけでは、子供が聞き流す事があります。

例えば幼児の場合「たたいちゃダメ。謝りなさい」と言われると親の

言う通りに「ごめんない」小学生の場合「勉強しなさい」というと「ハイハイうるさいな、やれ

ばいいんでしょ」で終わります。幼児の場合の親は「謝ったし」小学生の親の場合「ハイハ

イ」と言ったので、わかってくれたと自己満足で終わります。しかし、また忘れたかのよう

に、繰り返します。では何が足りないでしょうか？それは「対話」です。「対話」とは幼児が

人をたたいた時に「たたいてはダメ」と一度は声かけをしますが、言う事を聞かず何回も

同じ行為をした時に「対話」が必要になります。なぜお母さんが「たたいてはダメ」と言って

いるのかを、子供に聞きます。たたいたら相手の子供はどうなるか？そして大怪我になる

事も言って、「あなたはどう思うか」最後に「ではどうしたらよいか」と子供に聞き最後に子

供自身から直接「たたいたらダメだ」「たたいたら怪我をする」というように、自分で理由を

納得させます。それには大人の誘導が必要です。それでもまだやめない場合は、声かけ

対話を繰り返していく親の忍耐が必要です。小学生の場合でも同じです。なぜ勉強する

かを子供とよく話し合い、子供がある目標を見つければそれに向けて勉強をします。しか

し小学生、中学生は幼児とは違って、納得がいくまでには親は幼児の時以上の忍耐を必

要とします。「声かけ」だけでは子供が聞き流す場合があります。そこに対話もとりいれ、

どんな時にそのような行動をするのか など忍耐強く子供とコミュニケーションをとることが

大切だと考えています。声かけだけではなく、ぜひ対話をしてください。 

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

「声かけ」と「対話」の違い」 

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、ラーメンを始めてます。 

昼食時にラーメン、丼を注文された方には無料でソフトドリンクとサラ

ダが付いてきます。 

 
無料駐車場完備 
301 Glenwood Ave. Suite 190 
Raleigh, NC 27603 
919-720-4034 
Www.thaiphoonbistro.com 

Thaiphoon Bistro 

                  耳より情報 
6月18日、7月16日の両日、Durham Farmer’s Marketで和野菜が販売されます。苗の

種類は「青シソ」「ゴーヤ」「ミョウガ」「伏見唐辛子」を予定しています。苗には数が限られ

るので先着順となります。家庭菜園の日本語相談コーナーも同時開催です。 
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     「舞台になった場所」 

 

先月のニュースで、北海道富良野市の、「北の国から」記念館が閉鎖の見込み、と知っ

た。人気だったとはいえ古いドラマで、知らない読者も多いかもしれないが、ドラマの舞台

との結びつきが強い日本のドラマとしては、ほぼ筆頭だろう。 

 

富良野に限らず、映画・ドラマとの結びつきが強い場所は数多い。東京なら、東京タワー

や渋谷交差点、京都なら平安神宮や清水寺などは、ひっきりなしに映像に現れる。外国

人に人気がある観光地とかぶる部分がある。相当数のアニメにも現れるようだ。また、

NHKの大河ドラマや朝の連続ドラマは、舞台が必ず人気の観光地となる。ファンなら、

行ってみたいと感じる事だろう。 

 

アメリカでも、ニューヨーク、ワシントン、ロサンゼルスなどは、ひっきりなしだ。ニューヨー

クならエンパイアステートビルディングやグランドセントラル駅、セントラルパークが映像

に現れる頻度が高い場所だろう。ロスも色々だが、丘の上のHOLLYWOODサインは、一

度は何かで見ているだろう。逆にそうでなければ、大したものではなく、映像の力はさす

がだ。その他マイナーな場所の中でも、映画「A River Runs Through It」を通して、舞台

のモンタナ州の雄大な景色に虜になった観客もいた。地味な映画だが、Brad Pittも出演

していただけに、根強い人気があるようだ。 

 

他の国もそういった場所が沢山ある。ロンドン・パリなら、誰でも、あっと思う場所がある

だろう。意外な所では、ウィーンの遊園地の大観覧車が、「第三の男」の舞台となった事

が有名で、今でもそのために遊園地へ足を運ぶ観光客が居る。お隣のハンガリーも映画

の撮影が盛んだが、こちらは困った事に、他の国の舞台設定になっているケースがかな

りある。タイトルは伏せるが、私が見抜いただけでも、パリやフランクフルトとして使われ

た。町並みを知って映画を見ると、思わず失笑してしまい、少し悔しく思った。 

 

ドラマや映画のファンであれば、きっとその舞台になった場所を見るのも楽しいはずだ。

それを目的にするのもいいし、そうでなくとも、そういった場所を探し楽しみながらの旅も

また楽しい。 

    /根木：Travle Hil Chapel Hill, Greensboro支店長 Chapel Hill在住 
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相談：子供3人が既に成人した主婦です。主人の仕事の関係でアメリカで

生活して28年になります。日本にいる義母の世話をするのを義妹が嫌が

り、長男である主人の妻である私が年に何度も帰国して数カ月義母を介

護しています。頻繁に日本とアメリカを往復するのは大変ですし、介護も

大変で、ほとんど自分のことができません。私は、自分の残りの人生を

義母のためだけに費やしたくないのです。それに義母と義妹は、私が血

のつながった家族でないこともあり、意地悪されているように感じてしま

います。この生活が耐えられません。 

 

アドバイス：子供を一生懸命に育てあげ、ようやく手が離れたと思ったら、今度は親の介

護。介護問題は、これから多くの人が直面していく課題でもあります。ご質問の内容だけ

では、お義母さんの介護の程度がどのくらいなのかよくわかりませんが、何度も帰国して

数か月も面倒をみているとなると、介護度もある程度高いのかなと思われます。あなたが

みていない間は義妹さんが介護をしているのでしょうか。日本では介護保険制度があり、

介護認定によって要支援1～2、要介護1～5の7段階に評価され、それに見合ったサービ

スを受けられることになっています。介護認定は、その地域に必ずある地域包括支援セ

ンターに連絡して初めて認定され、担当のケアマネージャーが決められ、どのような支援

が必要なのかを毎月自宅で話し合い、実際のサービス提供まで面倒みてくれます。介護

度が低い場合は、家にお手伝いの人が来て食事を作ってくれたり、お風呂に入れてくれ

たり、お弁当の配達を手配してもらったりできます。またデイサービスなどの介護の専門

スタッフがいる施設で、送迎付きで昼間過ごすこともできます。老人ホームなどに入ること

が必要であれば、申請の手続きも手伝ってもらえます。介護保険料を払っていても、地域

支援包括支援センターに連絡しなければ何のメリットも受けられませんので、介護する親

を持つ人（あるいは本人）は必ず連絡するようにしましょう。義妹さんはなぜ外国に住んで

いる兄嫁に介護させるのでしょう。ちょっと納得がいかないですね。お義母さんも、実の娘

に世話をされた方が気楽なのではないでしょうか。実際の介護というのは、肉体的な大変

さだけではなく、精神的なストレスも大きなものです。時間が経つにしたがって親はどんど

ん年を取りますから、ますます介護が大変になります。義妹さんは、そんな大変さを知っ

て、そこから逃れたいのかもしれませんね。提案したいのは、ご主人も巻き込んで話をす

ること。ご主人、義妹さん、あなたの3人で話し合いを持ち、海外に住んでいるあなたに

とって負担が大きいことを伝え、担当のケアマネージャーにも相談し、あなたの状況をき

ちんと話しましょう。ケアマネージャーは、家族など介護する側の状態もかんがみてアドバ

イスをくれるはずです。介護することが家族で不可能になったら老人ホームなどの施設を

考えます。施設に入れば家族の負担も減り、専門の職員に任せられるので安心ではあり

ます。地域ごとにある特別養護老人ホームに入るためには、毎年の申し込みが必要で

す。書類を出せば簡単に申請できますのでやってみてはどうでしょう。空きが出てもまだ

入りたくなければ、今回は辞退しますと言えばいいのです。誰もが年を取ります。それは

避けては通れない道です。脳梗塞、がん、心筋梗塞、認知症など、将来自分の身に起き

ることもあり得ます。自分もいつか介護される身になるかもしれないこと、また、自分の人

生を大切にすることも考えて、よい解決策を探ってください。                  
            /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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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 

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。 

    FISHERBROYES 
 
     A LIIMITE LIABILITY PARTNERSHIP 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

 

「H1B抽選とその後の対応」 

 
2016年4月7日に2016年度のH1Bビザ申請の受付が終了しました。H1Bには一般枠として

6万5千枠と米国の修士・博士号取得者用の2万枠の計8万5千枠が設けられていますが、

本年度は初週に23万6千人の申請がありました。これは昨年度の申請者数とほぼ同じ

で、無作為の抽選がおこなわれ、およそ30％弱ほどの申請者が選ばれました。プレミアム

の特急申請の審査は５月中旬に開始しているため、現時点で受領通知がきていなけれ

ば、当選の可能性はほぼないといえるでしょう。普通申請をした人は、５月から１０月まで

に当選の結果がわかります。当選した人には受領通知書が送られ、落選した人には申請

書類と申請費用がそのまま返却されます。H1Bの抽選に当選した人は書類の審査には

いり、申請が承認されれば10月1日の就労開始となります。では、審査期間中はどのよう

な対応をしたらよいのでしょうか？ 

 

OPT自動延長．F1学生の場合、H１Bに当選したら、受領通知書を大学のインターナショ

ナル・オフィスにみせれば、10月前にOPTが失効しても、OPTの期間を9月30日まで自動

的に延長してもらうことができます。OPTの自動延長についてI-20に明記されますが、

OPTの就労カードを移民局に延長申請するものではないので、自動延長期間中は国外

への旅行は極力さけたほうがよいでしょう。OPT期間中に90日以上非雇用状態が続くと

OPTが失効するので注意が必要です。 

 

STEM/OPT延長．H1Bが却下された場合は、その時点で自動延長されたOPTも失効しま

す。ただし、STEM（理数系）に該当する専攻分野の学生であれば、OPTをさらに24ヶ月延

長することができます。ただし、雇用主がE Verifyに加入することが条件です。さらに５月

に施行された新規定により、OPTを24ヶ月間延長するには、雇用主はこの期間の研修目

的を明確にし、研修計画書を作成することが義務づけられました。STEM学生はOPTを合

計で36ヶ月申請できるので、この間最多３回までH1Bを申請することもでき、またこの間に

永住権を申請することも検討できます。追加24ヶ月のSTEM-OPT期間は60日以上非雇用

状態が続くとOPTが失効するので注意が必要です。 

 

OPT猶予期間．H1B申請時にOPT期間がすでにきれており、OPTの猶予期間（Grace 
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Period)、滞在することはできますが、就労することはできません。その間一旦米国を出国

したら、F1/OPTの資格では入国できなくなりますので、要注意です。 

 

枠免除カテゴリー． 非営利団体の大学機関、非営利団体の大学機関と連携プログラム

がある機関（たとえば、大学からインターン生をうけいれている病院など）、もしくは政府

や民間の非営利のリサーチ団体などは、H1Bの年間枠の制限をうけませんので、年中い

つでもH1Bを申請することができます。また、H1Bはフルタイムでもパートタイムでも申請

できます。枠免除の雇用主がH1Bを申請すれば、枠免除の雇用主のもとで就労が続く限

り、枠該当の雇用主も第２雇用主としてH1Bを申請することができます。ただし、この場

合、枠免除の雇用主との雇用関係が終了すれば、枠該当の雇用主での雇用も無効とな

ります。枠該当の雇用主が単独でH1Bをスポンサーするためには、新年度枠で新たに

H1Bを申請しなければなりません。 

 

H1B落選．抽選に漏れてもOPT就労カードがまだ有効であれば、その有効期限まで米国

内で就労することができます。その後の選択肢としては、OPTの猶予期間失効前に国外

にでるか、もしくは米国内でその他の滞在資格へ変更するかになります。例えば、学校

の他のプログラムに再入学してF1学生滞在資格を延長する、B2観光ビザ滞在資格へ変

更申請して、その間引越し手続きなどで数ヶ月間米国に滞在する、もしくは一旦日本にも

どりESTAで再入国するなど、考えられます。もし、専門職歴のある人であれば、Eビザを

検討することもできるでしょう。さらに、米国外の関連会社で１年勤務をして、１年後に関

連会社間転勤用のLビザを申請することも検討できるでしょう。研修目的であれば、米国

外の大学をでて１年間の関連経験があれば、J1研修ビザを申請することもできます。米

国外の大学をでていなければ、米国外で５年間の関連職務経験が条件となります。ま

た、専門とまったく関係のない分野での研修であれば、H3研修ビザを検討することもでき

るでしょう。ただし、H3はJ1とはことなり、教室内での研修が主体となるため、実地研修は

最小限にとどめなければなりません。その他にも、カナダ・メキシコ人であればTNビザ、

オーストラリア人であれば、E3ビザでの採用も可能です。また、同じH1Bでもチリ・シンガ

ポール人には別枠が設けられているので、これらの国からの採用も可能です。 

 

*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。  
                        /大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アタランタ在住 
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この夏の映画は、ジャンルが豊富です。続編が多いのが特徴ですが、

既に知っている内容だと親しみが沸いて続きを見たいと思うから作るの

でしょうか。そんな中で、もうアカデミー賞狙いのマジメ映画が出ていま

す。「Free State of Jones」歴史や政治に関心のある人は是非。「The 

Purge」はスリラーですが、これも政治色あり。難しいこと考えずに、思いっきり頭を切り

替えて楽しく行きたいなら「The Secret Life of Pets」で笑ってください。「The BFG」も心

がほっこり。ハリーポッターのダニエル・レッドクリフが死体役になるコメディーも興味あり

ますね。アニメもたくさんあります。それにしても、80歳のウッディ・アレンが、まだ恋愛映

画製作の現役だなんて、すごいですね。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター 

Me Before You (ドラマ、ロマンス) PG13、6/3公開 

ルーは仕事を探している26歳の女性。今度の仕事は、事故のせいで車椅子生活に

なったセレブ男性の介護。全く異なる生き方をしてきた彼らの心は通じるのか。 

 

Teenage Mutant Ninja Turtles (アクション、冒険) PG13、6/3公開 

1984年に発売されたコミックは一時、爆発的なブームになったが、映画としては

これは第3弾目。科学物質のせいで誕生した4匹のタートルズがNYで悪と戦う。 

 

Finding Dory (アニメ、ファミリー) G、6/17公開 

「ファインディング・ニモ」の続編となるこの映画は、前作でニモを探すのを助

けてくれた忘れん坊の青い魚ドーリーが主役。ドーリーの家族を皆で探す物語。 

 

Independence Day: Resurgence (SF、アクション、冒険) NR、6/24公開 

20年ぶりの続編「インディペンデンスデイ」は、未来の地球をエイリアンが攻め

てくるというお決まりの設定ですが、人類の生き残りをかけた戦いは見もの。 

 

Free State of Jones (ドラマ、アクション) NR、6/24公開 

実際にあった話に基づいた映画。南北戦争時代、南部の地主であった男が奴隷の

女性を妻にし、南部政府に反対し他の農民や奴隷と結託して自由を求めて戦う。 

 

The Shallow (スリラー) NR、6/29公開 

サーフィンをしていたナンシーは、怪我をしてしまい、なんとか陸まで泳ぎ着こ

うとするが、血の匂いを嗅ぎつけたホオジロザメが近づいてきた。どうしよう！ 

 

Swiss Army Man (ドラマ、コメディー、冒険) R、7/1公開 

無人島に独り取り残され、もう帰れないと絶望したハンクは自殺を試みる。が、

その時、目に入ったのは漂流してきた死体（ダニエル・レッドクリフ）だった。 

 

The Legend of Tarzan (アクション、冒険) PG13、7/1公開 

ターザンの野生の中での話ではなく、原作に沿ってターザンのその後を描く。

ジェーンと結婚しジョンと名乗り上流階級で生活。貿易でコンゴを訪れるが…。 

 

The BFG (ファンタジー、冒険) PG、7/1公開 

ロアルド・ダールの書いた作品をディズニーが取り上げ、スピルバーグが監督し

た夢の共演。イギリスに住む10歳の少女と身長7mもある優しい巨人BFGの物語。 
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 The Purge: Election Year (スリラー) NR、7/1公開 

第3作目の「パージ」は独立記念日に公開される。1年に1日だけ、どんなことも

合法化される日を決めた政府。弱者撲滅が目的？反対する大統領候補が現れた。 

 

The Secret Life of Pets (コメディー、冒険、アニメ) PG、7/8公開 

ノリノリで大人も子供も楽しめるアニメ。NYの街で飼われているペットたち。朝

から夕方まで、飼い主が学校や仕事に出かけている間、彼らは本性を発揮する。 

 

Ghostbusters (コメディー、SF、ホラー) NR、7/15公開 

あの大ヒットした「ゴーストバスター」から30年。新しくリメイクされて登場。

今回は男性ではなく、4人の勇敢な女性がNYの街のゴースト退治に立ち上がる。 

 

Star Trek Beyond (SF、アクション、冒険) NR、7/22公開 

新作「スタートレック」は前作の続きで2年半後の設定。エンタープライズ号が

エイリアンに破壊され、惑星に取り残された組員たちはエイリアンと激戦する。 

 

Café Society (ドラマ、コメディー、ロマンス) PG13、7/29公開 

80歳になったウッディ・アレンが描く都会の恋愛映画。1930年台、ハリウッドに 

夢を持ってやってきた青年ボビーが、映画界を通して体験していく新しい世界。 

 

Ice Age: Collision Course (コメディー、アニメ、冒険) NR、7/22公開 

人気の氷河期時代のアニメ「アイス・エイジ」シリーズの第5作目。シド、ディ

エゴ、マニーと仲間たちは、地球に隕石が落下するらしいと聞きてんやわんや。 

 

Lights Out (スリラー、ホラー) PG13、7/22公開 

暗闇の恐怖。それは誰もが感じている。夜、姉のレベッカは明かりが消えた時に

人影を感じる。弟も同じだった。この夏、お化け屋敷に行く感覚で見れる映画。 

 

Jason Bourne (アクション) PG13、7/29公開 

「ボーン・アイデンティティー」から始まったボーン・シリーズの第5作目。

マット・デイモンが演じる記憶を失ったCIA暗殺者は、記憶を取り戻せるのか。 

 

Bad Moms (コメディー) NR、7/29公開 

エイミーは、立派な家に、よい夫、よい子供、よい仕事に恵まれて完璧なように

見えたが、働きすぎで限界。そこで2人のストレスだらけのママ友と発散する。 
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新：女の中に男が一人❢ 

私たち夫婦がジャクソンビルにやって来たのは、２０１０年の夏も間近い時でした。正直な

ことを言うと、妻も私もとても良い仕事をいただいていたので、それを止めて牧師として

ジャクソンビルへ来るなどとは、少々非現実的なことだと考えていました。しかし、ツボに

はまるというか、現実になることと言うものは自分の考えとは裏腹にどんどんと扉が開か

れるように話が進むものです。私たちが仕事を止め、それまで住んでいたラーレイを離れ

ることはできないと考えていた一番の理由は、専門学校を終えて帰って来ていた娘のこと

でした。特にわたし的には、高校時代さんざん娘に嫌われていたのですが、（どこのお父

さんも通る道らしいですが。）専門学校に入ったあたりから娘の態度が変わりはじめ、何

かというと二人で話をしたり、相談を受けたりしていたので、これからまた一人娘と親子の

楽しい時間が…。と思っていたのもつかの間、娘のボーイフレンド（当時）から結婚したい

との申し入れがありました。全くの驚きだったのですが、その時に私は悟りました。自分が

言い訳にしていたことが本当の言い訳ではないのなら、それは取り上げられるのだと。２

０１０年１月に娘が結婚するとそれからの半年、本当に話は早く進みました。まず私がま

だ以前の会社で仕事をしている間に、妻のジャクソンビルでの仕事が決まり、彼女は一

足先にジャクソンビルにゆくことになりました。約３か月の間２５年ぶりの独身生活を満

喫？し、いよいよ６月にはジャクソンビルへ転居することとなりました。はっきり言って田舎

で何もない町、というのがその当時の私のジャクソンビルへの正直な印象でした。車で出

れば空港は２０分、ショッピングモールは５分、歩いて行ける距離にコンビニがあるという

ラーレイの環境になれていた私には、ジャクソンビルはあまりにも何もないところでした。

海兵隊基地の町ですから、夜９時を過ぎると開いているのはウォールマートぐらいなもの

で、２４時間営業のガソリンスタンドもめったにありません。夜は静かすぎるぐらい静かに

なります。それに男である私にとっての大きな生活環境の変化は、これから対人関係の

対象のほとんどが女性であるということです。東海岸最大の海兵隊基地、キャンプ・リ

ジューンとその周辺には、海兵隊と海軍の兵士、軍属、その家族が約６万人近くいるそう

です。ジャクソンビルの人口が約７万弱ですから、実に総人口の８割以上が軍関係の家

族ということです。言うまでもなく、世界中の海兵隊基地で現地結婚された外国花嫁がこ

の地に来るわけです。例にもれずここにおられる日本人はすべてが、軍人や、退役軍人

の奥さん方なわけです。軍人の妻でないのはうちの妻ぐらいなもの、そして女でない日本

人は、私だけという信じがたい現象が起きたわけです。日本人だけが集まる機会がある

と、とにかく私の周りは女性ばかりなのです。私の牧師と言う立場上、日本人の方々のい

ろいろな相談事をお聞きするわけですが、そのほとんどが結婚生活に関する問題につい

てです。軍隊というのは閉鎖的社会で、海兵隊員の中には自国アメリカに関する常識さえ

もあまりないまま、外国人女性を妻にするという人もいます。中には、「結婚する」と言わ

れた日本人女性が、いざアメリカに来てみると何の手続きもしてもらえないまま、捨てられ

てしまったという話もありました。同国人同士だって、結婚というのは決して簡単なもので

はないのに、そこに言葉が通じない、２つの文化の大きなギャップという難関が立ちはだ

かるのです、日本人を妻とする私にとって、到底計り知れない国際結婚の複雑な問題と

向き合うという、この地域ならではの風潮と私は直面することにもなったのです。 

                       /根本:東京出身 ジャクソンビル在住

  「バイク屋牧師の奮闘記 第二話 」 
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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 

 

      
 
 

                                 

日本でつい最近 “耳は１分でよくなる--- 薬も手術もいらない奇跡の聴力回復法”とい

う本が出版されたようです。 同じ著者の “目は１分でよくなる”いう本は１０万部も売れ

たそうです。職業がら、どんなものかしらと思っていたところ、インターネット版の新聞に

著者が インタビューを受けた記事がありました。中医学をベースに耳と全身の関係づけ

ています。目次をみるとなかなかいいことも書かれています。 

 

 “ついついボリュームを上げていませんか？” 

 

 ”嫁姑のトラブルも聞こえないのが原因？“ 

 

 “聞こえづらさを隠している人も多くいる” 

 

 “経路で全身はつながっている” （血液の循環にかかわっていることです。） 

    

 “飲み続けている薬も難聴の一因に”（これは次回詳しくお話ししましょう） 

 

 ”耳をよくするには腸をよくしろ“ （腸の調子をよくすることで問題が改善。） 

 

ところで “１分で、、、”というのは ある呼吸法やお腹のマッサージなどを１分するという

ことのようです。まさか１分で聞こえがよくなることはありませんからね。これは生活病に

ならないようにする為にはよい情報だとおもいますが、感音性難聴（大人の難聴のほと

んどがこれにあたります）になってしまったら、reversible（戻すこと）はとても難しく、ほと

んど不可能です。 この本では“補聴器は治療の道具ではない”とありますが、日常生活

のクオリティを向上させるには補聴器しかありません。 

 

難聴に気づいたら早めの対処（補聴器装用）が必要です。家族関係、友人関係を損なう

前に。  

     /田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  
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    NC州高校生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！― 

 

 3月12日（土）にUNCのFedEx Global Education Centerにて第14回NC州高校生日本語ス

ピーチコンテストが開催されました。レベル1～４（学習歴1～4年）の部で、日本語を学ぶア

メリカ人高校生が、学習の成果を発揮しました。高校生の発表のほかにも、日本語を勉強

する３～１２歳の子ども達の朗読や歌の発表もあり、幅広い年齢層が日ごろの勉強の成

果を披露する場となりました。今回、優勝者のスピーチを本誌のご厚意により紹介させて

頂きます。（North Carolina Association of コンテスト運営会） 

 

レベル１の部 優勝 

一人っ子政策下の子どもについて “A Child Under The One-Child Policy” 

 

 中国は大きいです。 多数の人々が知っています。それが中国が一人っ子政策を始めた

理由です。一人っ子政策は、1978年に開始しました。その後で私たちの世代の両親の世

代の誕生です。2013年、中国は選択性二人っ子政策を開始しました。でも、私の母の兄

弟は三人です。そして、私の父の兄弟は一人です。ですから、私の家族はまだ一人っ子

政策中です。 

 両親は話します。幼い時、兄弟と遊びました。時々私は羨ましいです。特にアメリカの到

着後、私はわかりました。中国人の私たちの世代が唯一、法律で兄弟がないグループで

す。 

 一人っ子であることで、われわれは全部の注意と愛を受け取ります。でも、重大責任が

同時に存在します。ただ一人の子供は両親の世話をします。彼等は老齢です。われわれ

は両親に感謝し、最善を尽くさなければなりません。私たちの世代は最も幸福です。全部

の愛を受け取ります。ただし、私たちの責任は一番重いです。 

                /イーストチャペルヒル高校 ジュ メイシュン(Mei Xuan Zhu) 

 

レベル２の部 優勝 

私へのサポート “How I Am Helping Myself” 

 

 はじめまして。私はベリー ローラです。十七才です。そして私はうつ病とパニック症が

あります。だから学校はとてもたいへんです。でも学校のサポートがありません。 

 いちばんの問題は「zero-tolerance policy」です。これは学校のルールです。たとえば

ルールを破ります。そしてみんなが罰をもらいます。学校はぜんぜん理由を聞きません。

でも私はうつ病とパニック症がありますから、よくがんばるのがむずかしいです。勉強がむ

ずかしい時、パニックになります。パニックになりますから学校へ行きたくないです。だから

よくちこくします。でも学校はこのルールがありますから私は罰をもらいます。そして、私は

学校を休みます。その時は罰をもらいません。ちこくじゃないですから。へんなルールだと

思います。学校は心の病気の人をぜんぜんサポートしません。 

 だから私は私をサポートします。ゲームが私をたすけています。五才から私はゲームを

しています。でも今かなしい時、ゲームをします。日本の任天堂のゲームが私の一番好き

なゲームです。子どものゲームですからやさしいです。私が一番好きなゲームは「ようか

いウォッチ」です。「ようかいウォッチ」はかわいくて、やさしくて、おもしろいと思いますか

ら、元気になります。「ようかいウォッチ」のゲームは妖怪をさがします。妖怪はいじわるで

す。                 
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探
偵
団 

おいしいもの 

でも、私と友だちになります。それから、親切になります。私は妖怪

と友だちになるのが好きです。かわいいと思います。たくさん冒険も

あります。たとえばゲームの中でぜんぶの学校へ行きます。ぜんぶ

の教室へ行きます。体育館も行きます。コンビニや家や本屋やラー

メン屋も行きます。「ようかいウォッチ」は楽しいと思います。 

 学校はぜんぜんサポートしませんでしたから私が私をサポートしました。「ようかい

ウォッチ」をみつけました。そして私はちょっと元気になりました。心の病気の時は、あなた

は悪くないです。大丈夫です。ホームスクールやいろいろあります。学校は一つじゃない

です。 

 どうもありがとうございます。 

                        /ノースウッド高校  ベリー ローラ(Laura Berry) 

 

            「クラッカー」             
 

 
今回のおいしいもの探偵団はクラッカーに挑戦。昔の昔、クラッカーと言えばシンプルな

塩味が主流。しかし今、多種のフレイバー、編み込みクラッカー、Pita Chipsと様々な嗜好

を満足させてくれます。探偵団でも順番を付けるのが難しかったので今回はお勧め商品

のご紹介です。 

 

Milton’s Craft Bakers Crispy Sea Salt 

柔らかいクラッカー。チーズを載せたら美味しい。Dip、スープに合いそう。 

 

Nabisco Triscuit Cracked Fire Roasted Tomato & Olive Oil 

トマト風味で食べやすい。大人の味。チーズをのせて戴くとイタリアンでGood. 

 

TJ Pita Chips 

Pita Bite Crackersと似ている。日本のおせんべいみたい。このまま食べても美味しい。 

 

ストレスを感じていませんか？ 夜ちゃんと眠れていますか？ 

疲れがひどく気力がわかないことはありませんか？ 

針灸治療で元気な毎日を取り戻せるかもしれません！ 

109 Conner Dr. Building III, Suite 103 
Chapel Hill, NC 27514 (919) 933-4151 

www.acupuncturehealingcenter.org 

針灸治療有資格者 
Carmela Mager 

カーメラ・マーガー 

針灸治療有資格者 
Andrew Nowosad 
アンドリュー・ノワサッド 

Skin Rejuvenationを始めました 
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「エピソード4:障子の沢山ある家 」 
 

 27年間障子など張り替えた経験など無く、まさかこれほ

どまで多くの障子を張り替える事に成るとはその時まで全

く想像もしませんでした。しかし現実にこの重労働の日が

やって来たのです。 

 元姑からまず障子の、のりを作る事から教わりました。

のりも手作りするのにはびっくりでしたが、意外に簡単で

した。小麦粉と水を混ぜ温めるだけの超自然素材で本当

にこんなので和紙が木にくっつくのか最初は疑問だったけれどそれがちゃんと機能を果

たしてくれた時は自分で作ったのりだけあって喜んでしまいました。 

 のりは良いが大変なのは障子の張り替えで古い和紙を剥がす事からが始まりで、張

り替える障子を4つほど外に立てかけ、そこにシャワーで水をジャージャー掛けて行くの

です。そうするとスルリと見事に和紙が取れていきます。これがもし市販の、のりを使用

するとここまで綺麗には剥がれないとの事です。剥がした後は木枠が濡れているのでし

ばらく太陽の下で放置し、乾いた所で本当の作業が始まります。ここの家では安い障子

紙は禁止なので、上質の物を買い使用します。丁寧に枠にブラシでのりを付けていき乾

かないうちにサッと和紙をくっ付けて行きます。平らな所は簡単ですが恐怖の場所が

やって来ます。引手の所です。バッテンが真ん中に来るように和紙を切るのですが窪ん

で居る為簡単には行きません。正確なサイズを測り紙を切るのが難しいのです。１，２

度表裏を間違えて引手をくっ付けてしまいやり直した事がありましたがそれは手間で時

間も掛かり大変疲れました。(もしかしたらやり方があるのかも知れませんが元姑から教

わっていなかった為自分なりに考えてそうしたのですが . . .) 元姑が言うには張ったば

かりの紙は少し並々としたり弛んだりしていても乾くとピンと張った状態になるので大丈

夫と言っていて、あまり神経質になる必要も無いとの事で多少気持ちが楽でした。 

田舎の大きい家なので１階すべてが障子で、枚数を数えるのだけでも気が遠くなる

ほどの量です。おそらく○十枚です。張り替えは一日に良くて4枚、頑張っても8枚程度し

か張り替え出来ません。外での作業が多い事そして枠に掛けた水気を乾かさないとい

けない為、季節的にも5月から10月くらいまでが適しています。 

障子の張り替えは工作の様で楽しいのですが、朝起きたかと思うともう夜になってい

るといった感じで、子供の世話と家事が他に有る私は張り替えをしようと言う日は朝か

ら気合を入れる必要があります。気合など入れなくてもサッサとこなせる人がこの世に

は居るのだから尊敬しますよね！ 

それにしても初心者でその当時乳飲み子を抱えていたので、そこの障子8本お願いと

簡単に言われた時にはこの人はきっと嫁は無駄なく使って何歩って思っているのだな、

と感じました。とは言えこのような貴重な事を教えてくれた事については彼女に感謝して

います。 

現在は家が洋風化しているのであまり障子張り替えを経験する方が少なくなっている

ご時世ですが障子があるご家庭は気分転換に張り替えしてみられると工作気分で楽し

いですよ。でも障子紙が売っているのでしょうか？日本からの取り寄せかも知れません

ね。あしからず . . .  

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

「嘘の様なホントの話」 
VS 
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   気温も上がり夏に突入しつつある今日この頃、そろそろバ

ケーションの計画に心ウキウキ。海に山にテーマパークにご家

族でのお楽しみが一杯ですね。でも、夏と言えば、、毎年悩まさ

れる虫刺され、特に蚊は私にとって絶滅して欲しい生き物の一

つです。それから、夏と言えば、、湿気による様々な問題にも悩

まされます。North CarolinaはNew Jerseyより湿度が高いと聞

いております。家族旅行に出掛けている間、お家の中に風が通

らないので匂いやカビも心配になりますね。そこで、今回はエッ

センシャルオイルを使って夏を気持ちよく快適に乗り越える小ワザ、知って得するTea 

Treeの力！をお届けします。   

                                                        

Tea Tree 学名(ラテン名)  Melaleuca alternifolia   

フトモモ科で原産地はオーストラリア。 葉、枝から水蒸気蒸留法で抽

出します。Lavenderと肩を並べても引けを取らないほど沢山の効能が

あり、暮らしにお役に立てる逸品です。Terpenen-4-ol, g-terpinene, 

1,8-cineole などの成分から構成され、ちょっとつんとした香りが特徴で

す。優れた抗菌特性があり、風邪やインフルエンザの予防に効果があ

る事が知られています。心理面においては自信ややる気を持たせてく

れ、気持ちを活性化してくれます。オーストラリアでは必ず家庭に常備してあるエッセン

シャルオイルで万能薬として使われています。ディフューザーやアロマランプで香らせた

り、ティッシュに１、２滴落として枕元やテーブルの上など、身近なところに置くのが一般

的な使い方です。更に踏み込んでアロマ通なご使用方法が、虫刺さされ対策でTea Tree 

を一滴刺された場所に落とし塗り込むやり方。出来るだけ刺された直後にやると効果的

です。蜂に刺された後も、とても力を発揮してくれます。数あるエッセンシャルオイルの中

でLavenderとTea Treeだけは直接塗布が可能なオイルなので私は小さいボトルをいつも

持ち歩いています。但し、常用して使う場合は、キャリアオイル、クリームなどに１％に希

釈してご使用ください。 

 

室内には霧吹きに入れた水50ml（この場合は水道水でＯＫで

す）の中に、10～ 20滴程落として、良く振ってからスプレーする

のも大変効果的な使い方です。お部屋や浴室の空気を健やか

に浄化すると同時に、嫌な匂いを取り除きカビも防いでくれま

す。このTea Treeスプレーも携帯しておくととても便利で、公共

のバスルームの便座や手を洗えない時にシュッと除菌スプレー

として使う事も出来ます。他にもニキビや吹き出物、水虫、帯状疱疹、カンジダ、気管支

炎などなど色んな病気や症状に威力を発揮します。他でもないこのTea Treeだけについ

て書かれている書籍も沢山あるほどエッセンシャルオイルの中の神的存在なのです。但

し、それぞれの感作性も違いますのでご使用の際は必ず事前に少量でパッチテストを

行って下さい。小さなお子様、ペットちゃんにはご使用はおやめ下さい。勿論、大人も飲

用は絶対にダメです。天然の良質なオイルを選び、正しい使い方でTea Treeのパワーを

楽しんでみてくださいね！     

                           /Kaorin：福岡県出身NJ州 Cresskill在住  

心と身体のメンテナンス 
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 ノースカロライナは雨の多き地域だと思いますが、今年は特に多い

気がします。日本列島もちょうど梅雨の季節です。そこで、今回は

「雨」を表現する日本語をいくつかピックアップしてみたいと思います。 

 

*驟雨（しゅうう） 

にわか雨のこと。ゲリラ豪雨のような降り方の雨ではなく、糸のように細く降

る雨を指します。吉行淳之介の作品に「驟雨」という題名のものがあります。

1本の木の枝からおびただしい数の葉っぱが離れていく様を、「まるで緑色

の驟雨であった」と表現しています。最近はなかなかこのような表現をする

作家さんも少なくなったような気がします。美しい日本語を受け継いでいき

たいですね。 

 

*私雨（わたくしあめ） 

他の地域の人が気が付かないほど局地的に降る雨のこと。箱根や鈴鹿、比叡などにはよく

このような私雨が降るそうです。山ではこの私雨には要注意だそうです。場合によっては悪

天候になり危険なのだとか。古くから多くの人の犠牲があって、ある人が潤う例えにも使わ

れることもあるようです。 

 

*黴雨（ばいう） 

梅雨の別の表現となります。読み方も「ばいう」。梅雨の方は、梅の実が熟するころに降り

続ける雨だからということで「梅」の字があてられています。黴雨は、この時期はカビが良く

はえるからということで「黴」の字があてられています。そのままといえば、そのままの表現

で、身も蓋もない気がしますね。同じ読み方でも梅雨の方が、数段きれいに感じます。 

 

*催涙雨（さいるいう） 

こちらはちょっと悲しい雨の表現です。七夕の夜に降る雨のことをいいます。1年に1回しか

会えないのに、雨が降ってしまったために会えなくなった牽牛と織女の悲しみの涙とか、別

れの際の惜別の涙とも言われています。考えてみれば、今の暦で7月7日は、梅雨の真っ

最中で、雨が降ることが多いのが現実です。でも昔の陰暦では、ちょうど今の8月末くらい

の時期らしいです。そのころであれば、台風にぶつからない限り会える確率が高まります

ね。 

 

結び 

こちらにいると、豪快に降る雨ばかりなので、繊細な雨の降り方を実感するのが難しいかも

しれませんね。でも雨あがりの後の蛍などを見ると、豊かな自然の中で生活していることを

感じることができます。それがノースカロライナの良さでもあるのでしょう。また乾燥しすぎな

いことが、女性のお肌にとってもうれしいことですね。 

 

それではまた、次回。 

                                        

 美しい日本語「１章：雨を表現」 

/増田： 東京出身 Apex在住 
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   ～医食同源～      

「     「女性のための漢方– 月経を整える」  
 

生理の前後になると程度の差はありますが、多くの女性は体の不調や気分の落ち込み

などの不快感を訴えます。症状が比較的重いのは成長過程にある若いうちで、原因の多

くは子宮の発育不全ですから、成熟とともに痛みが緩和することもありますが、二十代後

半になっても生理痛が続く人は子宮の発育が悪いと伴に内臓下垂タイプが多いようで

す。三十以降の女性で突然酷い生理痛に見舞われるようになった場合は子宮内膜症や

子宮筋腫の疑いが多く現れます。中国医学では、痛みがあることは体内で何らかの循環

障害が起こっていると考えています。生理痛は血液の流れが順調でないときに起こるの

です。血液の停滞は中国医学では瘀血（おけつ）といいます。これは、血液の粘度が高

かったり、ドロドロと滞ったりした状態をいいます。瘀血が発生すると、しこる、黒ずむ、痛

むという三大症状が起こります。食生活と運動不足または精神的なストレスと関係が深

いものです。 

 

*肝気鬱血型 

  生理痛が酷く、特に生理の前日2～3日間続いてお腹が張って痛い。生理前に乳房が 

  張ったり、イライラしたり、怒りやすいなどの精神的な症状を伴うことが多く、ニキビが 

  できる人もいます。加味逍遥散、逍遥散、当帰芍薬散などがよく使われます。 

*瘀血型 

  生理痛が酷く、針に刺されたような痛み、レバー状の塊が多く、色が黒い。皮膚の透 

  明感がなく、黒ずんだり、シミも多くみられます。検査によって子宮筋腫や子宮内膜症 

  を伴うことが多いです。桂枝茯苓丸などを使います。 

*血虚型 

  普段から元気なく、疲れやすい人が多いですが、下腹部の脱力感があり、生理の終 

  わるごろに生理痛があって、血色が悪い、肌には艶がなく、カサカサすることがよくあ 

  ります。当帰芍薬散、四物湯、十全大補湯などが使われます。 

 

生活には、生ものや冷たいものをできるだけ控えめにして、体を温めるものを取るように

します。ウォーキングやヨガなどして気分転換するように心がけます。 

 

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

 2726 Durham Chapel Hill Blvd 

   Durham, NC 27707 
 

 ダウンタウン・ダーラムからチャペル・ヒルに向かう、Durham-Chapel Hill Blvd沿い。有

名なパン屋「クグロフ」の隣のニューアメリカン、ベジタリアン、ヴィーガン、グルテン・フ

リーのお店です。今回試したのは「ヴィーガン・ボウル」。野菜のみ。厚揚げのようなもの

は、テンペです。他は紫玉葱やビーツなど。下には玄米。ちょっと甘酸っぱく感じるのは、

玉葱とビーツでしょうか。ヴィーガンですから卵も入りませんが、なかなか美味しい。ポー

ションは少ないですが、サラダとしてなら、これで十分。日本では、絶対にあり得ない味で

しょう。このお店、ディナータイムになると、鮪の刺身やスズキなど、魚類も使いこなす様

子。なかなか面白いお店です。 

                           / LacyBlue： 仙台出身 Durham在住                                        

 

 
                  <雨の降り方表現> 

*.It began to sprinkle. ぽつぽつと雨が降り始めた. 

* It’s drizzling. 雨がしとしと降っている。 

* It’s pouring. ザァーザァー雨が降っている。 

 

* It’s bucketing down..バケツの中身をひっくりかえしているかのような降り方だ。 

 

* I hope it stops raining soon. はやく降り止みますように。 

 

*A sudden shower drenched me all over. にわか雨で全身ずぶ濡れになった。  

 

*It looks like we are going to have a shower this afternoon. 午後には夕立がありそう。 

 

*The rain started to get heavier a little while ago. さっきりより雨あしが強くなった。 

 

*It looks like rain. 雨が降りそうだ。  

 

*A rainbow appeared after the rain. 雨の後で虹が出た。 

 

*It is only a shower. ただのにわか雨よ。 

？ 
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        遺産相続 
          <遺言（Will）・告別式関連> 

 

 遺言とは、ご自身が死亡した場合に、不動産、銀行預金、株といった「財産」を誰が受け

取るかを書面によって宣言するものです。「遺言」がなくても、共同名義の財産や受取人

のいる財産（生命保険、年金プラン、信託銀行口座など）は自動的に家族に残されます

が、それ以外のものについては、遺言状がない場合、州の法定相続（Intestacy Statute）

によって分配されることになります。基本的には個人との続柄が近い順に相続することに

なりますが、州の法律、財産の種類などによって異なるのでご注意ください。  
以下、米国における遺産相続について簡単にまとめます。これはあくまでも基本的な情

報で、州、またケースにより異なります。必ず税理士や弁護士といった専門家にご相談く

ださい。 

死亡時に最も多くのお金が有る口座がIRA口座です。もし死亡した退職者に伴侶がいる

場合には、ｱﾒﾘｶ国民であればお金はそのまま無税で伴侶のIRA口座に移行します。しか

し市民権を持たない永住者である場合や一人身であったら、その口座は税金によって多

大な打撃を受けることになります。アメリカには遺産税(Estate Tax)と呼ばれる連邦税が

あります。人が死んだときにかかる税金です。日本の相続税と異なる点は、アメリカの財

産税は死んだ人の財産に課せられます。アメリカでは、原則的に財産を相続した人には

税金がかかりません。日本では反対に財産を相続した人が納税しなくてはなりません。              

                      

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

遺言を用意して死亡

した場合 

遺言執行人（Executor）が遺言とその他の書類を地域の遺言検認

裁判所（Surrogate CourtまたはProbate Court）に提出し、遺言が

有効かどうかの判断をあおぐ。遺言が適切に作成されていれば、

手続きが完了、分配が行われる。 

遺言を用意せずに

死亡した場合 

遺言検認裁判所が遺された財産の管理を行う相続代理人を指名

し、その後、州法に基づいて相続人（配偶者と子供などの直系の

家族）を特定、遺産の分配を行う。通常、手続きが完了するまでに 

少なくとも数年はかかる。そのため、配偶者が急に死亡し、生活費

がないために不動産を売ったり、預金をおろしたい、という場合で

も、手続きが完了するまでは一切手がつけられない。 

配偶者がアメリカ市

民の場合 

配偶者控除により、無制限の金額が無税（州の遺産税や相続税

の課税が生じることがある） 

配偶者が永住権の

場合 

無制限の配偶者控除が受けられないが、「制限付家庭内信託

（Qualified Domestic Trust）」を組み、遺産の一部を信託として配

偶者に一定の収入をあたえていく形にしておくことで、無税で遺産

を受け取れる（注：QDTを組んでも、100万ドルを超える相続に関し

ては、超えた分 に連邦遺産税がかかる） 
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          ごちそうさまぁ～❢ 
     

 

 
 

「皮も蒸し器もいらない シュウマイ風肉団子 」 
 

＜材料＞（２人分） 

  豚ひき肉（合い挽きでも可）・・・200ｇ 

  たまねぎ（みじん切り）・・・１/２個分 

  

  砂糖・・・大さじ１/２ 

  酒・しょうゆ・ごま油・・・各大さじ１ 

  片栗粉・・・大さじ１ 

  

  小麦粉・・・大さじ１ 片栗粉・・・大さじ１ 

  

  きゅうり・・・1本 塩・・少々 

  

＜作り方＞ 

 ①ひき肉に調味料を加えてよく練る。 

 ②たまねぎに片栗粉をまぶしてから、①に加えて混ぜ、１０～１２個の団子に丸める。 

 ③小麦粉と片栗粉を混ぜて、②の肉団子によくまぶしてからフライパンに並べ、 

   水１カップを入れてフタをし、５分蒸す。 

 ④肉団子を裏返して、さらに３分ほど蒸してできあがり。 

   お好みで、酢じょうゆなどで。 

  

 ※きゅうりをピーラーでスライスし、塩少々をふってから 

   皿にリボン状に飾って、肉団子を盛り付ければ中華のごちそうになります。 

 

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

Realtor/Broker-in-Charge 
1340 Environ Way 

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

yoko.amano@realtytriangle.com 
 

不動産関係、Relocationのプロ 

フェッショナル。30年以上の経 

験と知識を生かしたアドバイス 

でアメリカ生活安心スタート！ 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 

 結婚式・誕生日 

各種パーティー 

結婚記念日・お葬式 

Angel Roses Florist 
フローリスト（宇山） 
  

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

 
 

Hearing, Tinnitus, Hearing Aid  
                  

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

 
Cary   919-480-6080 

 www.ilovetohear.com 

Family 
Hearing Care 

    ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 
 

 

 

     「柚子はちみつのレア・チーズケーキ 」 
 

 

1.ベースになるチーズクリームを作ります。 

 クリームチーズ 1／2ポンドに、サワークリーム50ｇ、砂糖 50ｇ、白味噌 30ｇ、牛乳 30

ｃｃを加えて、よく練ります。 

 

2.粉ゼライス１袋（7ｇ）を水50ｃｃで、ふやかしておく。沸騰直前で火を止めた湯で湯煎し

て、ゼライスを溶かす。熱いので火傷に注意してください。 

 

3.2を１に加え、泡だて器で混ぜ合わせる。目の細かいザルで漉す。これに韓国柚子ジャ

ム（ユジャロン）を100ｇいれ、好みの量でハチミツを加え、ゴムべらで混ぜ合わせます。 

 

4.オーブン用の紙を敷いたバウンド型（大体縦１8ｃｍ×横8ｃｍ×高さ6ｃｍ位のもの）に流

し入れます。冷蔵庫で１～２時間冷やし固め、好みの大きさに切り分けて、いただきます 

                               

                                                              /LacyBlue： 仙台出身 Durham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 

  

トライアッド かわら版    
Triad  

Triad   Triad   Triad   Triad   

 

      無料野外コンサートのお知らせ 

 Greensboro市では毎年市内各所の公園で日曜日の夕方無料

野外コンサート行っていて今年は６月５日～８月２８日の間行わ

れます。ビッグバンド、ジャズ、カントリー、ブルーグラス等幅広い

音楽を楽しむ事が出来ます。聞きたい音楽がいつどこで行われ

るかチェックし夏の夕べをエンジョイ。椅子やマット、食べ物、ス

ナック、水、それから虫よけスプレー持参すると良い。ビールやワインを見つからない様に

楽しんでる人もいるがパブリック公園なので本来は禁止されてるのではと思います。 

http://www.greensboro-nc.gov/index.aspx?page=3004 

 

*Summer Concert at Bicentennial Park 

日時7/3 (日)7:00 pm – 8:30 pm 場所151 Sunset Ave. Ashboro, NC 入場無料 

www.asheboronc.gov 

 

I*ndependence Day Celebration at Old Salem 

日時7/4 (月) 9:30 am – 4:30 pm場所900 Old Salem Road Winston Salem NC 27101 

入場料 All-In-One Tickets: $23, 大人 & 子供 (6 – 16): $11, 子供 6歳以下 無料 

 

*4th of July at Creekside Park 

日時7/4 (月) 3:00 pm – 10:00 pm 場所214 Park Dr. Archdale NC 27263 入場料 無料

www.archdale-nc.gov 

 

*Levitt AMP Greensboro Music Series 

日時7/4 (月) 6:00 pm – 9:00 pm 場所4242 Dean Coleman Road Burlington NC 27215 入

場料 無料 www.artsgreensboro.org 

http://www.greensboro-nc.gov/index.aspx?page=3004
http://www.asheboronc.gov
http://www.archdale-nc.gov
https://www.artsgreensboro.org/levitt-amp/
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

 

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 

 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

     「Scrambled Southern Diner」 
 

落ち着ける空間の朝食専門店を見つけました。店内のセンスに拘

りがあるようで入り口で一瞬これ本当に普通のDiner？と思うような

お洒落なレストランです。メニューは一般的な朝食も揃っています

が、Egg Benedict や Canadian Bacon 等少し拘ったメニューがある

ので次回は食べてみようかなと思っています。Canadian Bacon は

普通のベーコンと比べると脂身が少ないので Healthy ですよね。

珈琲もエスプレッソやカプチーノ他等が揃っていて嬉しいです。 

※注意 隣のレストランと駐車場が隣り合わせですが、Scrambled 

と書いてある駐車場に駐車する様にして下さい。 

 

2417 Spring Garden St. Greensboro, NC 27403 

(336) 285-6590 

      Monday – Fri  7:00 am – 3:00 pm 

       Sat – Sun  8:00 am – 3:00 pm 

                 

/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、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

としてお気軽にお問い合わせくださ

い。 

E-mail: Sankakuyokocho@outlook.com 

 

Hair Artist 

Salon by JC 
6140 Falls of Neuse Rd. 

Raleigh, NC 27609 

予約 
(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 

6/7-12 Riverdance DPAC 
6/15 Sleeping Beauty Carolina Theatre 
6/10,11 N.C. Symphony : John Williams Festival Booth Amphitheatre 
6/16,17 N.C. Symphony : Beethoven Festival Booth Amphitheatre 
6/17 The 1975 Red Hat Amphitheater 

6/17 Michael Carbonaro Live Raleigh Memorial Auditorium 

6/17 Michael Carbonaro Live PNC Arena 
6/24 World Folk Dance Festival Carolina Theatre 
6/25 N.C. Symphony : The Music Of David Bowie Booth Amphitheatre 
7/7 Mozart After Dark DECPA 
7/8 An Afternoon of Mozart DECPA 
7/8 An Afternoon of Mozart DECPA 
7/9 Cameo Red Hat Amphitheater 
7/15-24 Bat Boy: The Musical Raleigh Little Theatre 
                               ファミリー/子供向けイベント 

6/6/2012 Triangle Restaurant Week Triange Area 
6/10 Fun With Fireflies Durant Nature Preserve 

6/11 Get Wild! Creek Critters Swift Creek Bluffs Nature Pre-
serve 

6/18 Family Fishing Fun: Go National Fishing Day Historic Yates Mill County Park 
6/21 Screening: Toy Story 2 The Cary Theater 
6/18 Family Outing At Duke Homestead: Game Day Duke Homestead 
7/2-4 Festival For The Eno West Point on the Eno 
7/3 Town Of Morrisville Fireworks Celebration Morrisville Community Park 
7/4 Cary Independence Day Olde Time Celebration Bond Park 
7/4 The 'Works! Downtown Raleigh 
7/4 Durham's July Fourth Celebration Durham Bulls Athletic Park 
7/4 July Fourth Celebration At Booth Amphitheatre Booth Amphitheatre 
7/15 Family Nature Night Walnut Creek Wetland Center 

                その他のイベント 

6/11 Susan G. Komen Triangle Race For The Cure The Frontier at Research Tri-
angle Park 

6/17-18 Fifth Annual Peak City Pig Fest Downtown Apex 
8/5 Beer, Bourbon & BBQ Festival Booth Amphitheatre 

日本人関連イベント 

6/4 Taiko Performance at Half Marathon  Race Crab Tree Station 

7/7 Taiko Performance at Raleigh City Summer 
Concert Fletcher Park 

8/6 夏祭り Japan Center 
8/6 盆踊り大会 Wells Fargo Atrium in Charlotte 

6/7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 

http://raleigh.eventful.com/events/carolina-theatre-films-sleeping-beauty-/E0-001-087638055-3
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/NC-Symphony-Summerfest-John-Williams-Festival/event/14302/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/NC-Symphony-Summerfest-Beethoven-Festival/event/14303/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/The-1975/40641/
http://www.visitraleigh.com/listings/Red-Hat-Amphitheater/59341/?maxshow=10
http://raleigh.eventful.com/events/michael-carbonaro-live-/E0-001-090851420-0
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Michael-Carbonaro-Live/event/13755/
http://raleigh.eventful.com/events/world-folk-dance-festival-/E0-001-092607923-3
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/NC-Symphony-Summerfest-The-Music-of-David-Bowie/event/14307/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Mozart-After-Dark/43053/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/An-Afternoon-of-Mozart/43054/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/An-Afternoon-of-Mozart/43054/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Cameo/42042/
http://www.visitraleigh.com/listings/Red-Hat-Amphitheater/59341/?maxshow=10
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Bat-Boy-The-Musical/40316/
http://www.visitraleigh.com/listings/Raleigh-Little-Theatre/57940/?maxshow=10
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Fun-with-Fireflies/event/14050/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Get-Wild-Creek-Critters/event/14734/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Family-Fishing-Fun-Go-National-Fishing-Day/event/15163/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Screening-Toy-Story-2/42570/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Family-Outing-at-Duke-Homestead-Game-Day/event/15012/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Festival-for-the-Eno/event/15225/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Town-of-Morrisville-Fireworks-Celebration/event/15175/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Cary-Independence-Day-Olde-Time-Celebration/event/15179/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Family-Nature-Night/event/15111/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Durhams-July-Fourth-Celebration/event/15182/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/July-Fourth-Celebration-at-Booth-Amphitheatre/event/15185/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Family-Nature-Night/event/15111/
http://www.carolinaparent.com/CP/Calendar/index.php/name/Susan-G-Komen-Triangle-Race-for-the-Cure/event/15337/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Fifth-Annual-Peak-City-Pig-Fest/43062/
http://www.visitraleigh.com/includes/calendar-of-events/Beer-Bourbon-BBQ-Festival/42221/
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５月のLady’s ClubはChapel Hill

のWhole Food’s に誕生した「源

氏ラーメン」の試食をしました。

とんこつ味と塩味を食べ比べて

みましたが、ベースになるスー

プはほぼ同じ。塩味の方が若干

味が濃かったです。辛みそ味は

個人的にハズレかな。味付け玉

子は合格点。スープ多目、アツ

アツと注文して下さい。食後は

Whole Food’sでお勧めの食材

をご紹介しました。次回のLady’

s Clubは９月２２日を予定してい

ます。内容は「サルサダンス」皆

で気持ち良い汗をかいた後、美

味しいランチと楽しいおしゃべり

をしませんか。詳細は９月初旬

に日本人会掲示板でお知らせし

ます。それでは、長い夏休み。

ご家族でたくさんの思い出作り

をしましょう。夏風邪には注意で

す(^_-)-☆     荒竹、天野 

  * 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/6・7月第50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 今日はちょっと暗い話です。次男の愛犬が子供たちの目の前で

ひき逃げされました。瀕死の状態でしたが、24/7開いている獣医に運ぶ

も戻らぬワンちゃんとなってしまいました。亡くなった動物をCountyで

処分するのではなく、息子にとって決して安くない＄450ほど支払って遺

灰に。偉いなって思いました。しかし、「亡くなった動物にそんな大金を払うなん

て信じられない❢別な事に使った方がまし」と言う声もチラホラ。その時、私は何

時も当事者側の立場で考え、行動したいなって考えさせられた事件でした。Yoko       

 



 

Li Ming’s  

GLOBAL MART 
 

Food from China, Japan, Korea, US,  
and much more! 

 

日本の食材や調味料、アジアの食材を 

豊富にリーズナブルな値段で 

ご提供させていただいております。 

★Restaurant Buffet★ 
Choose  3 items/Only $5.99 

 

店内のカフェテリアで美味しいお食事を 

楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。 
 

 

Great Price, Wide Selection, Good Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft. 
DURHAM: 3400  Westgate Dr. Durham NC  

☎919-401-5212  
GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC  

☎336-218-8008  
RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC 

☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%28336%29218-8008
tel:%28919%29232-2288
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 Today  Asia Market 

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)  

(Family Operated Business)  
1207 Kildaire Farm Rd. Cary NC/919-380-0588/Sun-Mon 9:30am-8:00pm 

 

5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

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 


