NCトライアングル・トライアッド地域情報誌

第54号・2017年/夏号
夏の思い出いっぱい作っちゃうよぉ〜❢の巻

夏号

ＩＮＤＥＸ
ホットNews・・・・・・・・・・・・２
日本クラブだより・・・・・・・・・・３
特集/理想的な退職後の生活とは？・・４
日本語を育ててますか・・・・・・・・９
老後の日本帰国への備え・・・・・・１０
学校お助け7LSV❢・・・・・・・・１２
鎌倉風水館・・・・・・・・・・・・１３
赤い小鳥とブルーな生活・・・・・・１４
高校生日本語スピーチコンテスト・・１５
29,・・・・・・・・・・・・・・・１６
女の中に男が一人❢・・・・・・・・１７
法律相談・・・・・・・・・・・・・１８
三角シネマ館・・・・・・・・・・・２０
お耳を拝借・・・・・・・・・・・・２２

嫁YV姑・・・・・・・・・・・・・・２３
ことのは歳時記いまむか・・・・・・２４
英語横丁・・・・・・・・・・・・・２５
ごちそうさまぁa❢・・・・・・・・・２６
ごちそうさまぁa❢デザート編❢❢・・２７
こんなお店知ってた？・・・・・・・２８
'XNH研究参加者募集・・・・・・・２９
トライアッドかわら版・・・・・・・３０
旅は道連れ世は楽し・・・・・・・・３１
グリーンズボロ日本語弁論大会・・・３１
見て見て▲掲示板・・・・・・・・・３２
イベントスケジュール・・・・・・・３３
青春まっさかり日記・・・・・・・・３４

Hot News!!
〜Typhoons勝利〜
TyphoonsはTriangle地区の日本人を中心とするソフ
トボールチームです。
Typhoonsは2000年頃から活動をしており、現在は
USSSA (United States Specialty Sports Association) に チ ー ム 登 録 を し て い ま す。Burlington 〜
Raleighで行われるUSSSAのトーナメントに年間数回参
加したり、近隣のチームと練習試合(&BBQ)をしたりし
ています。
ソフトボールには、ピッチャーが腕をぐるっと回して速い球
を投げるファストピッチと、山なりのゆっくりとしたボールを
投げるスローピッチの2種類があり、Typhoonsはスローピッチ
の試合に参加しています。
前回USSSA公式戦に勝利したのは7年ほど前の2010年の11月で
したが、毎週末こつこつ練習をしてきた成果がついに実を結
び、5/13の試合で17対10の劇的勝利を収めました!!
投球フォームに工夫を凝らしたエースの快投、内野ダブルプ
レーや中継プレーによるアウトなどの堅い守り、ランニングホームランや長短六
連打などの猛攻により、大差をつけて筋肉隆々のアメリカ人（と思われる）チー
ムに勝ちを収めました。最終回までもつれた次の試合では惜しくも7-8で敗れまし
たが、日本人の得意とする“スモールソフトボール”に手ごたえを感じていま
す。
普段の練習は、土曜の9:30 〜11:00にChapel HillにあるEphesus Parkのグラウ
ンドで行っています。Typhoonsに参加ご希望の方は、練習へ飛び込み参加または
チャペルヒル ダーラム日本人会のサークル活動のページへ。お待ちしています！

第20回Animazement
今年でで20回を迎えたAnimazement。Raleigh Convention
Centerの周辺は、キャラクターコスプレ、擬人化コスプ
レ、ミリタリーコスプレ、ハリウッド映画コスプレ、ゾ
ン ビ、ホ ラー 系コ スプ レのオ ン パレ ー ド。コ スプ レ イ
ヤー同士で写真撮影を楽しんだり、カメラマンと一緒に参加したり、すっかり物
語の中に溶け込んだ人で賑わいました。大ヒットした「この世界の片隅で」製作
総指揮官でAnimazementのレギュラー丸山正雄、シンガーソングライターの飯島真
理のコンサート、女性をメンバーに加えたJacabalsの殺陣、J-Trapのダブルダッ
チパフォーマンス、メイドカフェでは、メイドコスチュームを着たボランテアが
ケーキやお茶を配ったり、最近結婚したばかりの三味線演奏家浅野祥の日本式結
婚式。Dealer Roomでは森永「ハイチュ」とSuntory「OVI」のサンプルが人気でし
た。来年はどんな企画で楽しませてくれるのか今から楽しみです。
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トライアングル日本クラブだより  
速報：「夏祭り・盆踊りの夕べ」イベントが新しくなります  
  
日本クラブではこの「夏祭り・盆踊りの夕べ」イベントを
過去ϭϬ年間Eジャパンセンタ―の「庭」で開催してきまし
た。嬉しいことに年々参加者の数が増え続け、昨年は総勢
ϭ͕ϯϬϬ人にまでなりました。ところがこの「庭」であること
が、実は主催者側にとっては大きな悩みだったのです。まず
真夏であるための酷暑です。そのため日中一番暑い時期を避
け夕方ϰ時ごろに開始し、しかも街路灯がないので夕闇が迫っ
てあたりが見えなくなる前に片づけが終わるためにはせいぜ
いϳ時にはお開きにする必要がありました。また時間帯ごとの太陽の高さを検討
し、できるだけ木陰に観客席がくるようにレイアウトを決め、どうしても木陰にな
らないブースにはテントを設営するなど考慮してきました。もう一つの悩みが雨や
夕立です。過去ϭϬ回のうち雨のため客足がϳ割にしかならなかったこともありまし
たし、太鼓や武道デモがキャンセルとなってしまったこともありました。それより
も、以前このコラムにも書いた記憶がありますが、例えば降水確率ϱϬйといった悩
ましい天気予報の中で開催するかどうか決定するのは、それこそ胃が痛くなるよう
な思いでした。そうかといって屋台で調理する食材のほとんどは直前には購入して
しまってあり、足の速いこの真夏ではϭ週間ももたせることはほとんど不可能で
す。思い起こせばこんな悩みをかかえ続けたϭϬ年間でした。  
今年の「夏祭り」では思い切って新しいチャレンジをすることにしました。会場
として白羽の矢を立てたのは、ラーレイ市にあるステートフェア・グランドの中に
ある<Ğƌƌ-‐^ĐŽƩビルという全天候型の屋内ホールです。交通の便もよく、従来の参加
人数の倍のϮ͕ϬϬϬ人ぐらい収容能力があるのが魅力的ですが、なによりエアコンつき
ですから今までの会場と比べると夢のような会場です。日程はϳ月Ϯϵ日（土）開催
時間は暫定的に午後ϭ時からϴ時までとして、プログラムや申し込み方法などの詳細
計画を鋭意検討中です。  
新しい器にふさわしい新しい企画もいろいろとりあげていますが、その中からい
くつかをご紹介しましょう。「盆踊り」はやはり目玉のアトラクションですし、今
回は今までの夏祭りでは無かった太鼓の乗った「やぐら」を会場の中央に作り、周
りをみんなで踊れるようにします。もちろんここ数年続けているこどもミコシも継
続。太鼓演奏や日本武道デモ以外にはアトランタで活躍している:ƵŶŬŽ &ƵũŝǇĂŵĂさん
のミュージックショーも予定しています。なんといっても今までも大人気だった日
本食屋台には従来の焼きそば、カレー、コロッケ、たこ焼き、かき氷などに加え
て、ラーメン、おでん、天丼など新しいメニューも付け加えるべく検討中。さらに
より楽しい雰囲気作りに日本のビールも販売するつもりです。時間帯が広がったの
で昼食から夕食までご利用できるはずです。また会場も広くなったことで、今回は
新しい試みとして、日本関連団体や日本企業などのブースも大幅に増やす予定で
す。  
詳細は決まり次第、E夏祭りのtĞď（dƌŝĂŶŐůĞ:ĂƉĂŶůƵď͘ŽƌŐ）やグループメールで
お知らせしますのでご期待ください。なお簡単なご案内を折り込みにしました。

ͬ（日本クラブ代表：ロッキー岩島Ϳ

東京都出身、ラーレイ在住ϯϬ年  
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理想的な退職後の生活とは？
  
zŽŬŽ͗お久しぶりです。こうしてお話を伺えるのがとても嬉しいです。ひさのさん
は、ここϭϬ年位の間、とても美しい熱帯の天国と呼ばれる中米コスタリカ国に在
住し、退職生活を楽しみながら、旅行者用貸ペンション業をビジネスとしてい
らっしゃいます。私の住む米国や母国日本では、「老後の生活」という言葉をよ
く耳にします。そういう話や情報はすごく暗いし、悲惨な物が多く、時には恐ろ
しさを感じます。誰もが年を取り、必ず直面するので、何か新しいアイデアとい
うか、これまでの既成概念と違った見方ってないかと思い始めました。正直に心
に問うてみると、私達誰しもが心の底で自分の老後を心配しています。心配どこ
ろか、恐れているかもしれません。そこで、今日は、ひさのさんは老後の生活に
ついて、どのような考えをもって実際に生活をされているのかについて、お話を
聞かせてください。というのも、ひさのさんは、ϱϲ歳の時に、言葉も分からない
コスタリカに半退職者として移住し、そこでビジネスも始められたのですよね？  
,ŝƐĂŶŽ͗ご紹介ありがとうございます。はい、私は当時ϳϳ歳の夫とϭϰ歳の息子と
ϮϬϬϴ年Ϯ月にコスタリカに移住しました。「移住なんて、すごく勇気のある事をし
たのね。」って、多くの人から言われます。特に、息子はまだϭϰ歳になったばか
り。同年ϭϭ月には日本から当時ϴϲ歳の母も連れて来てしまったものですから。と
ころで、陽子さんから「老後の生活」という言葉を聞いて、ちょっとびっくりし
ているというか、その意味がよく分からないので、少し説明してもらえますか？  
zŽŬŽ͗そうですね。私が言いたかったのは、「自分達が年を取った時、本当に老人
になった時、どのように生きていくのか？」という事なんです。  
,ŝƐĂŶŽ͗「年を取った時、本当に老人になった時」って表現ですが、それって何歳
位の事を言うのですか？例えば、自分の年齢が理由でϲϬ歳とか、ϲϱ歳で退職せざ
るを得なくなった時点、つまり、もう働くことができなくなってしまった段階の
事を言っているのですか？  
zŽŬŽ͗そう、自分の年齢が理由で退職した後の生活とか、または、お金が充分ある
人の場合には、仕事をしなくてもよくなった段階の事ですね。  
,ŝƐĂŶŽ͗という事は、年齢は本題に関してあまり関係が無いという事ですね。とい
うのも、ϲϱ歳になっても働いている人もいるし、実際にはϳϬ歳以上で働いている
人だっていますよね？  
zŽŬŽ͗そうですよね。でも、殆どの人は、特にϲϬ歳とかϲϱ歳などの退職年齢に近づ
くと、まあ、その人達の仕事にもよりますが、おそらく自分達の今後の経済状態
や健康面の心配をある程度はしていると思うんです。また、ある日突然、仕事が
無くなり、何もする事がなくなった時、いったい何をすればいいのか、仕事とい
う行先が無くなった時、何処に行けるのか？こういった類いすべての事って、結
構きついですよね。希望がなくなりますよね。  
,ŝƐĂŶŽ͗そういう事ですか。分かりました。つまり、「固定収入、または不十分な
収入で如何に退職後の生活をしていくか？」という事ですね？それと、「仕事を
しなくても十分に暮していける経済状態の場合、どのように生きていくのか？」
という事も含まれますね。  
zŽŬŽ͗はい、その通りです。  
,ŝƐĂŶŽ͗それら二つの状況下にある人達が今後どのように生活をするか、私がどう
考えているのかを知りたいという事ですね？殆どの人は「固定収入、または不十
分な収入での退職後の生活」イコール「老後の生活」、そして、「老後の生活」
を考える場合、それを経済面と健康面でのあらゆる問題、プラス社会的孤立感と
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結びつけ、ゆくゆくは、半分狂ったよう
な老人が収容される老人ホームで死を迎
える、つまり、「島流し」で人生の末期
を迎えると考えるのだと思います。だか
ら、怖くなるのだと思うのです。こうい
う考えだと、人生に希望も愛もなくなり
ますよね。でも、このようなシナリオを
よく考えてみてください。実際、問題の
本質は先ほど話があったような表面的な事ではなく、もっと深いレベルで私達す
べてが次のような事をとても恐れているのだと思うのです。例えば、１）自分が
会社、役職、クラブ等、所属する場が無くなってしまったので、自分は他の人間
にとって無名の人間になってしまったという喪失感。これまでは、毎日通える所
属場所があるという事が自分の価値というか、自分の生き甲斐だった訳で、それ
がある日突然無くなってしまう。２）ある大儀や他者へ貢献する事ができなく
なってしまう。肯定的な違いを生み出すとか、助けるとか、役に立つとか、そう
いう意味での貢献が無くなってしまう。つまり、他者に対して自分は価値の無い
人間になってしまう。３）自分の存在や肯定的な側面を他者から認められたり、
褒められたりという事が無くなくなってしまう。４）収入を得るとか何か目に見
える物を生産するという、生産能力がなくなる。殆どの人はお金を稼ぐこと、ま
たは何か目に見える物質的な物を手に入れる事が大人として最も大切な資質だと
思い込んでいますよね。特に男性は。でも、最近は、それは女性にも当てはまり
ますね。結構多くの女性が大黒柱をしていますものね。５）年を取るにつれ、体
調や健康状態は悪くなり、外見も衰えて魅力が無くなるし、金銭的には今まで以
上にきつくなるしというような想像上での理由から、自分は社会から孤立し、孤
独になっていく。６）老人になったら家族から捨てられる、というのも、家族、
特に子孫の親に対する義務感の理想像が最近は随分変わってきましたよね。７）
それに、親も「子供の厄介や世話」にはなりたくないという人も多いようですか
ら。現在自分が住んでいる環境が自分の望んでいるものではない。それどころ
か、将来年を取った時の事を考えると、自分が望むような良い住居環境に住むの
は金銭的に到底無理だ。  
zŽŬŽ͗ええ-‐っ！じゃ、最初に話の出てきたシナリオを私達は盲目的に信じ込んでき
たということですか？  
,ŝƐĂŶŽ͗そういった悲観的なシナリオを人々によく納得させたという意味では、マ
スコミはすごく効果的にやってきたと思いますよ。そういった話はテレビ、ラジ
オ、インターネット上のいたる処で耳にする事ですよね。それに、自分の回りの
人達、特にϱϬ歳以上の人達の会話を聞いてみてください。でも、そういう会話の
場合、自分の本心というか、心の底で感じているϭ）からϳ）までの感情について
は殆どの場合、話にはでてきませんよね。要は、ϭ）からϳ）に関してであれば、
そこには希望があるという事です。つまり、自分で状況を変える事ができますか
ら。そう思いませんか？  
zŽŬŽ͗そうですね。もし、ϭ）からϳ）までが本当だとしたら、それらの事って、い
わゆる「退職後の生活」をしている人達だけに限られたことではないということ
ですね？つまり、あらゆる年齢層の人達に当てはまるということですよね？  
,ŝƐĂŶŽ͗その通り。退職していようが、まだ仕事をしていようが、これらすべての
事は誰にでも当てはまる事だと思います。嫌な仕事をしているとか、単に生活費
を稼ぐためにだけ仕事をしているとか、自分や他の人の為に何か肯定的な違いを
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生み出すような事を全くしていないとかの場合には、特にそう
ですよね。それに、自分自身の生活において、精神的にも、経
済的にも、健康の面でもきちっとした生活をしていないと、も
ちろん、そういった心配事は年齢に関係なく、いつでもありう
るわけです。回りを見回してください。どの国でも、とても多
くの人が薬漬になっていますよね。退職前の人だってそうです
から。それに、友人を作る事とか、子供や孫にとって良い親ま
たは祖父母になる努力をしなければ、誰だって貴方の事を気にかけてくれないに
決まってますよね。それって、年齢には関係ない訳で、当たり前の事ですよね。
ただ、利害関係があって、貴方から金銭的、または物質的利益を得られるという
場合には、別でしょうけれど。中には、お金を餌にして自分の子孫の愛情や注意
を引こうとする親や祖父母もいるという事をよく耳にします。私達人間ってそれ
ほどバカじゃないので、お金で愛情は買えないって事を深いレベルでは知ってま
すよね。愛、世話、面倒、そして人や大儀の為に尽くす事等を通して、単なる言
葉だけではなく心からの行動を通して、初めて他者からの愛情を得られると思い
ます。
Yoko:確かにそうですよね。深いレベルで、私達は「自分を本当に愛してくれてい
るのは誰か」っていう事を知っているんですよね。お金は生存する為には大切で
すけれど、健康的で幸せな生活を送るためには、それだけでは十分でないという
事ですね？年齢に関係なく。
Hisano:その通りだと思います。ここで、正直になってみてください。「貴方はど
のような時に自分が幸せだ」と感じますか？殆どの場合、それは、お金そのもの
ではなく、以下のような場合に幸福感を感じると思うのです。A)自分が愛され、
求められている時。B)達成不可能に思えるような事を自分が達成できた時。C)自
分の存在価値、能力、態度、実績、存在そのもの等を認められ、褒められた時。
D)自分独自の何かを創造した時、その様式は多種多様だと思います。例えば、製
品、サービス、アイデア、人間関係、家庭、体験、とにかく、どのような事でも
いいと思います。E)自分自身が、または他の人が、在りのままの自分を認めてく
れた時。F)あらゆる面において自分は必要なものを与えられており、本当に恵ま
れていると感じる時。例えば、健康面、環境面、財政面、必需品や人間関係にお
いて、そして自分が情熱をもって打ち込めるものがある場合。
Yoko:という事は、私達すべての人間が、今ひさのさんのおっしゃったA)からF)の
状況下にあれば、「老後の生活」の心配をしなくてもいいってことかしら？
Hisano:陽子さん自身はどう思いますか？一般的にいう年齢が関係あると思います
か？回りをよく見渡してください。老人でも楽しく幸せに暮らしている人は沢山
いますし、反対に、若くても、すごく暗く、悲観的で、否定的な事ばかりいう人
もいますよね。その違いって何だと思います？一つ言えることは、幸せな人は上
記のa)からf）の経験をし、多くの場合、状況や他者の犠牲者にはならない人で
す。反対に、不幸せな人は、必ずと言っていいほど、自分以外の誰か他の者、例
えば政府とか、企業とか、離婚した前配偶者（お金をスッカラカンになるまで取
られてしまった相手）とかの犠牲者だと思い込んでいる人達だということです。
Yoko：そのお話って考えさせられますね。自分が何歳であろうと、実際問題、今
のお話にあるようなa)からf)までを獲得するって、結構大変だと思いませんか？
自分が欲しいもので、それを受け取る権利があると思い込んでいるけれど手に入
らない時には、誰でも自分以外を責めますし。権利の主張をするのは、子供達ば
かりじゃないですものね。
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Hisano:そうですよね。だからこそ違った見地から物事を見な
くてはならないと思うのです。年齢とか、性別とか、人種と
か、肌の色とか、その他どのような状況下にあろうとも、自分
をもっと力づけてくれ、運命を切り開いていける見方で物事を
みる事が必要となるんです。今の自分の生活の質が嫌なら、そ
れを変えなければなりません。すべては自分の手中に在るので
す。ここで話をまとめると、すべては自分次第という事です。
自分の決断や自分が取る行動であり、自分の人生
で自分が望むものを得る事にどれだけ執念をもって専念するかにかかっていると
思います。諦めさえしなければ、何らかの方法で必ず獲得できると思います。
Yoko:だとすると、「老後の生活」にも希望が持てますね？
Hisano:もちろん。何歳になっても、誰でも、どの様な状況下にある人でも。一番
大切なのが、自分の願望をいつも心に温め、それを得るために継続した行動をと
るという事です。それ以外の事はどうでもいい事なのです。その為には、まず最
初に、自分が幸せになるためには何が一番大切なのかを知らなければなりません
ね。そこから始める事です。自分が幸せで心の充足感を感じる為には、自分の生
活の中に何が必要かを知ることから始めるのです。生活の質の話をしているわけ
で、お金というのは、そのような質を得るための手段に過ぎないわけです。私の
場合、人々が自分の望む人生を獲得していく際の手助けをプロのコーチングを通
して行うというのが、私の情熱の一つです。自分が望むようなライフ・スタイル
で生活する事が大切と思う人には、プロのコーチを雇うことは効果的だと思いま
す。とても力強くなりますし、如何に多くの選択肢が自分に与えられているかと
いう事も分かり、自分の目的に向かって行動を取れるようになります。
Yoko:そうですね。そういう考えでもって、ひさのさんは10年程前に、コスタリカ
移住というこれまでとは全く違った、冒険に満ちた生活を選択されたのですか？
つまり、これまでとは違った選択肢がご自分にあると気づかれたからですか？
Hisano:確かにそうなんです。私は常により肯定的で、なおかつ現実的な見方で物
事を見るようにしています。他の方がさらに幸せに生活ができ、生活の質を向上
させる上での手助けをできればと思っています。年齢、性別、現在おかれている
状況がどうであれ、自分の人生における好機やこれまで気づかなかった選択肢を
知ることで、自分の生活をより良いものにしたいと思っていらっしゃる三角横丁
の読者の皆さんのお役に立てるのであれば、それ程嬉しい事はありません。
Yoko:それは、私達すべてにとってとても嬉しい情報です。どのような分野であ
れ、専門家の支援というものはとても大切ですから。特に、自分達の生活の質に
関する事であれば、なおさらですよね。読者がひさのさんに連絡を取りたい場合
には、どうすればいいですか？
Hisano: 電子メイルをsmile@hisanobell.comに送ってください。その際、件名の
欄に、「三角横丁のインタビューを読みました。」と入れて下さい。
Yoko:はい、分かりました。今日は貴重なお時間とお話を本当に有難うございまし
た。一つお願いがあるのですが。。。私達殆どの人間が、コスタリカで退職生活
を送られている人々の生活について全く知りません。それについて、▲横丁秋号
で教えて戴けませんか？私自身も、国内、国外(例えばコスタリカとか）を問わ
ず、自分にどのような選択肢があるのかぜひ知りたいです。
Hisano:分かりました、継続する事にしましょう。では、それまでの間、「自分の
現在の生活、および退職後の生活において、どの様な質の生活をしたいか？」を
考えてみて下さい。そして、それを実現するためには、「自分の生活の中にどの
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よ う な 物、環 境、人 々、関 係 が な け れ ば な ら な い の
か。」それを知る事が、まず第一だと思います。今日の
インタビューへのご招待、有難う御座いました。とても
楽しかったです。読者の皆様のお役に立てる事を願って
います。
Yoko:こちらこそ、有難うございました。次回の記事を楽
しみにしています。読者の中には、コーチングに興味を
もっている人もいるかと思います。また、ひさのさんの
素敵な賃貸ペンションに行って、マン・ツー・マンでコー
チングのセッションを受けたいという方もいらっしゃるか
もしれません。私がひさのさんのペンションに行った時の
事、昨日の事のように覚えています！今でも同じように
綺麗でお花に囲まれたプールサイドでリラックスできます
か？
Hisano:もちろん。その時よりはもっと綺麗になっていま
す。花、植物、木々がもっと増えましたから。読者の皆さ
んのお役にたてればとても嬉しいです。「自分が何をして
いても、人の役に立つ事」が、私のモットーなのです。
ベルひさのの横顔：プロの通訳者兼文化の掛け橋として
30年以上の間、日・米で働いた後、家族と共にコスタリカ
国に移住。そこで、コーチングと英語教授を通して、人々
が自分の望む人生を送れるように支援する事、また、95歳
になる日本人の母親と、23歳で仕事をフルにしながら大学
にも通う息子と意義のある時間を過し、彼女のペンションに滞在してくれる退職者
のお客様へのサービスを通して、冒険に満ちた生活をしている。彼女が住んでいる
アテナスは、「世界最高の気候」の町として知られており、北米、欧州、その他の
諸国から多くの退職者が移住したり、または寒さを逃れるために冬の間だけ滞在す
る人達も多い。彼女の貸ペンションに関する情報は、www.vrbo.com/206308（英
語）
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夏休みを前に、日本への一時帰国を計画されてい
るご家庭も多いのではないでしょうか。そして、そ
の機会を利用して、子供さんを日本の幼稚園や学校
に体験入園入学させることをお考えの皆さんもい
らっしゃることと思います。それは、海外在住の日
本人子弟にとって意味深い体験です。
この体験入園や入学は、現地校が夏休みに入って日本に帰国する６月から日本の
夏休みが始まる7月２０日頃までの期間を利用して行われることが多いようです。
そんなに短期間で意味があるの？と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こ
れは大変有効だと考えられています。その効果が顕著に見られるのは言葉力の面
です。「アメリカで育つ日本の子どもたち」（佐藤郡衛、片岡裕子編著 ２００
８）の中でも、「体験入学による日本語能力増強の効果は経験的に実証されてい
る」とあります。特に語彙力において、海外での滞在期間が長くなればなるほ
ど、その差は早い段階から見られ始めると言われます。その理由として、日本に
いれば当たり前に触れる言葉、例えば年中行事や日本の家、学校生活の中で出て
くる言葉などは、海外で生活している場合には触れる機会のないまま過ぎてしま
いかねないからです。学校言語も環境言語も英語という中で育つ子供たちにとっ
て、日本の学校に短期間でも身を置くことは、早くから差がつきやすい語彙力の
補強に有効です。なぜなら、現地校の授業で出てくる言葉に相当する日本語や日
本の学校に独特な言葉に触れられる絶好の機会となるからです。
体験入園や入学は、言葉力への直接的な効果だけでなく、日本の学校文化を体験
できるという点でも貴重です。私たちが大人になっても学校時代を振り返り、
「給食にこんな献立があったよね」や、「登校班通学したよね」というような話
をして盛り上がれるのは、地域や学校によって多少の違いこそあれ日本の学校文
化を体験として共有しているからにほかなりません。それぞれの国の学校システ
ムや在り方に特徴があるように、日本のそれも独特です。給食当番や掃除の時
間、授業前後の起立礼などはアメリカの学校では決してない習慣です。自らの体
験の積み重ねは「自分は日本人だ」というアイデンティティを築く上でも重要な
要素になります。体験入園入学は、日本ならではの場面や習慣に触れる機会を豊
富に提供してくれます。言葉力の増強にも日本独特の文化習慣を経験することに
より感じ得るアイデンティティの面においても意義があると言えるでしょう。

では、体験入学をするにはどうしたらいいのでしょうか。生徒の受け入れの有
無や手続き方法などは学校によって異なるようです。入学を希望している学校に
直接、または地域の教育委員会に問い合わせてみるのが良いでしょう。公立学校
でも、体験入学が当然の権利として与えられているわけではないので、受け入れ
の有無については日程に余裕のある段階で問い合わせてみることをお勧めしま
す。どうぞ有意義な夏休みをお過ごしください
/藤岡純子（教師） 群馬県出身 Hillsborough在住
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第３回 老後の日本帰国への備え〜高齢者施設
長年住み慣れた米国ですが、老後は故郷である日本で暮ら
したいとお考えの方もいらっしゃるかと思います。日本へ帰
国する際にはいろいろな手続きや作業、準備が必要となりま
すが、住居については一般住宅（持家、賃貸）にするか、そ
れとも今後の健康のことも考え老人ホームなど高齢者施設に
入所するか悩むかもしれません。日本には何種類もの高齢者
施設があってその名前は聞いたことがあるかもしれません。
しかしその種類によって何が違うのか、またどうやって探せ
ばいいのかわからない、という人も少なくないと思います。
今回はこの高齢者施設について紹介します。
高齢者施設については大きく２つのタイプに分かれます。一つは介護が必要とさ
れる状態の人のための公的介護施設（Aタイプ）と、もう一つは介護が必要という
状態ではないが高齢者（健常者含む）のための身の回りのサポートをしてくれる民
間の施設（Bタイプ）になります。
前者は介護保険制度によって運営される公的介護施設なので、入居に際しては
（市町村役場など）自治体による介護認定を受ける必要があります。入居費は公的
施設なので比較的安いですが、入居希望者が多く申込んでもすぐには入居できない
状態です。
後者は認可を受けた民間企業が運営する施設で全体的に入居費は高いですが、比
較的容易に入居できます。次ページの表はそれぞれのグループ毎の施設の種類につ
いて説明しています。
施設の探し方ですが、まず日本全国にある高齢者施設の一覧について複数のウェ
ブサイトで閲覧できるようになっていますので、地域や入居費等の条件をつけて検
索することである程度候補を絞り込むことができます。その後は各施設から提供さ
れるカタログや現地見学会を利用して検討します。
尚Aタイプの公的介護施設は介護が必要な方のみ入居できますので、入居に際し
てはまず市町村役場による介護認定を受ける必要があります。認定を受けた後は市
町村役場の介護関係者からの話も参考になります。
一方Bタイプの民間の施設についてはAタイプの施設に比べ入居にかかる費用が大
きいため、大体の場所と予算を決めた上でじっくりと余裕をもって検討することが
必要です。施設の数は多く、立地や施設の築年数、介護サービスの内容によって入
居費は様々です。また同じ施設でも入居時に支払う一時金と月額料金のパターンが
複数あり、生涯年数によってもトータルの支払い料金が大きく変わります。また施
設の快適性や介護サービスはカタログ上だけでは十分とは言えず、できれば現地見
学はしたいところです。入居一時金などを含めると数百万円〜数千万円の費用がか
かりますので、入居後に「こんなはずではなかった」となることだけは避けたいも
のです。
契約に際しては身元引受人または保証人が必要となるケースがほとんどです。依
頼できる家族、親族がいない場合は身元引受人や保証人を引き受けてくれる業者や
団体があります。（但し有料）
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こうした業者や団体については入居する施設によって提携しているところなどが
あるため、施設ごとに個別に相談した方がよいでしょう。
ﾀｲ

種

類

説

明

ﾌﾟ
特別養護老

社会福祉法人や地方自治体などにより運営される公的な介

人 ホ ー ム

護施設で、重度の介護を必要とする要介護者が、比較的少

（特養）

ない費用負担で入所できます。人気が高く入居待ちとなる
ことがあります。

A

介護老人保

病院を退院した人が帰宅する前にリハビリを行なう一時的

健施設

な入居施設です。

グ ル ー プ

認知症専用の介護施設で、家庭的な雰囲気の中、少人数グ

ホーム

ループによる共同生活を通して症状の改善を図るもの

介護付有料

要介護者、自立（介護認定なし）・要支援状態の高齢者を

老人ホーム

受け入れている施設で、介護や食事などのサービスを提供
します。主に民間事業者によって運営され、施設のスタッ
フによる幅広いサービスが受けられます。

B

住宅型有料

自立（介護認定なし）・要支援状態の高齢者を受け入れて

老人ホーム

いる施設で、介護や食事などのサービスを提供します。介
護は外部のサービスを利用します。

サービス付

主に自立（介護認定なし）あるいは軽度の要介護状態の高

き高齢者住

齢者を受け入れる賃貸住宅です。生活相談員が常駐し、入

宅

居者の安否確認や様々な生活支援サービスを受けることが
できます。

日本帰国後の生活、行政手続についてサポート致します。お問合せ等ありましたらご連
絡下さい。ライフメイツ （ロサンゼルスオフィスTEL:213-327-8650）
www.life-mt.com info@life-mt.com

知識

NCを含む米南東部で、夏に異常繁殖するKudzuをご存知です
か。夏は青々とした木々が気持ちいいですが、よく見るとそれ
に絡まりながらびっしりと葉を茂らせて覆うように伸びている植物が見
られます。これは昔、日本から持ち込まれた「葛」です。
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サマーキャンプ
さて、いよいよ長い夏休みに突入です。２ヶ月半の夏休みなんて、日本では考
えられない長さですよね。しかも宿題もないので、子供にとってはストレスがな
い長い休みとなります。２ヶ月半の過ごし方は家庭によって様々です。サマー
キャンプの申し込みは、早いもので２月の初旬から受付を始め、たいていの場合
は３月末でいっぱいになります。共働きの家では、子供をサマーキャンプに入れ
るのは、必須の年中行事で、毎週違うキャンプを申し込み、普段の学校では学べ
ないような経験をさせます。私のアメリカ人の友人達が子供をどんなキャンプに
入れたことがあるのか、簡単に紹介したいと思います。
小学校３年生の子供を、仲の良い友達同士３人で１週間泊りがけのキャンプに
入れました。キャンプ地は湖の傍でしたので、カヌーを漕いだり、泳いだりと自
然に触れることができるキャンプです。 知っているお友達と一緒なので、小学校
の低学年でも心細いこともなく楽しい１週間だったそうです。他にもたくさん友
達ができ、キャンプの終わりの別れは辛かったようで、また来年も同じキャンプ
に参加しようと固く誓い合ったそうです。
日本語が大好きな中学生の子供は、アメリカ国内で行われた泊りがけの語学
キャンプに行きました。そのキャンプは２週間のプログラムで、日本語を勉強し
たり、折り紙や、習字といった文化体験もできます。また食事も日本食だったそ
うで、アメリカにいながら日本をプチ体験できます。来年は日本に行くプログラ
ムに参加したいと言っていました。
高校生の子供をボランティア活動に参加させました。それはアメリカの西部の
山の中でテントを張り、キャンプをしながら、日中は、ハイキングコースの整備
をしたそうです。自然の中で最初は知らない人同士、力を合わせ協力し合うこと
の素晴らしさを学んで帰ってきました。またボランティア精神とは何かというこ
とも学べ、携帯電話やコンピューターを使う環境にない約１ヶ月に渡る長期間の
キャンプだったそうですが、高校では学べない貴重な経験になったそうです。
長い夏休みですが、忘れられない思い出がたくさんできるといいですね。
/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
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「鎌倉風水館」
★十二直（じゅうにちょく）
風水では択日法（たくじつほう）と言ってよい日を選ぶ方
法があります。これは先天八卦を使い天の気の動きと地の気
の動きを合わせて良い日を選びます。また暦では色んな観点
からの良い日を選ぶ方法があります。特に有名なのは六曜です。いわゆる大安と
か仏滅などというものです。
十二直とは北斗七星の動きを吉凶判断に用いたものです。北斗七星は風水でもそ
の他の占術でも実に多く使われます。北極星を中心として天体を回転する星座で
すからこの動きを十二支や方位と組み合わせて十二直を配置しています。十二直
は建（たつ）、除（のぞく）、満（みつ）、平（たいら）、定（さだん）、執
（とる）、破（やぶる）、危（あやぶ）、成（なる）、納（おさん）、開（ひら
く）、閉（とず）、の十二です。
節月ごとにその月の夕刻に斗柄（北斗七星の柄のこと）が向いている方位の十
二支と、日の十二支とが同じになる日が「建」になるように配当します。例えば
建は旧暦の１１月節（冬至の月）の最初の子の日を建とします。旧暦正月節（立
春の月）の最初の寅の日を満の日というように決まります。

単純に吉凶で分けるならば、吉の日は建、満、平、定、執、成、納、開凶の日
は除、破、危、閉です。
しかし内容によって吉凶がでることがありますので内容をよく理解して良い日を
選ぶことです。例えば、建は新規事業開始、婚礼、旅行、棟上げは吉。しかし、
敷地内の動土、船の乗り始めは凶などです。市販の暦にはきちんと書いてあるの
が多いですから参考にしてください。
風水もその他の占術も大地や人の運気などを鑑定しますが、その根拠は天体の
動き、星の動きであることがこの十二直からでもわかります。やっぱり、昔か
ら、星は何でも知っている、見上げてごらん夜の星を（古い！）ですね。
/ 鎌倉風水館 光龍

うどん・どんぶり中心の「don-Don」、ラーメン、その
他麺類中心の「Tsuki」がCary, H-Mart 内にオープ
ン。買い物の際には是非お立ち寄り下さい。
皆様のご来店を心よりお待ちしております。

+LJK+RXVH5G&DU\1&
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赤い小鳥とブルーな生活
「夏のバカンス」”Summer Vacation”
毎年、二ヶ月の夏の休暇は、家族と海外で過ごすことにして
いる。幸い、別邸があるので、身の回りの物だけ持てば良い気
軽な旅だ。美味しい物を食べたり、買い物をしたり、のんびり
気ままに過ごせば、一年の疲れも飛んでいく。
なんちゃって。今年も、挨拶代わりに夏の予定を聞かれる季節がやってきた。
ご近所さんに「一ヶ月間、日本に行く」と答えると、「まぁ素敵！いつか私も
行ってみたいわ」。彼女の頭に浮かんだのは、エキゾチック・ジャペーン魅惑の
旅。富士山、寿司、温泉、神社、夢の超特急、謎のコスプレ。息子のメイン・イ
ベントが、歩いて１０分の安売りスーパーとはまさか思うまい。
実家では、時差ボケ息子に朝の５時から起こされて、朝８時の気温は既に30度
超え。じっとしていても汗が流れるというのに、洗濯機を二回も回して、階段を
昇り、服を干しに行く。運動不足を呪いつつ、近所のスーパーに自転車を走らせ
て、食事が終われば食器は手洗い。なるほど日本の女性が痩せている訳だ。自分
の日頃の怠惰ぶりが恐ろしい。
最近は、無理をしてでも毎年両方の実家に帰ることにしている。白髪も体重も
親戚の不幸も増えて、老いを意識するようになったからだ。親が元気なうちに、
少しでも息子に会わせたい。私も親の顔を見て、安心したい。しかも、日頃、明
太子だの、焼きアゴ（トビウオ）だの、食べ物への欲望が膨れ上がっているので
ある、年に一度、心も胃袋も満たさなければ。
その結果、資金、労力、夫の休暇は里帰りに集中し、息子には国内旅行の記憶
がない。駐在組の皆さんが、イエローストーンだの、ネズミーワールドだのでア
メリカの思い出を作っているというのに、正月明けから、格安航空券情報を求め
てネットを彷徨う。永住組の友人と顔を合わせれば、「もう買った？」。半年先
の価格なぞ、予想が付くわけもない。待ち過ぎて売り切れも恐ろしい。どこかの
時点で底値と信じ購入ボタンをポチったら、その瞬間から目と耳を塞いで「手に
入れた」という充足感だけを胸に、出発まで過ごすしかない。人に「いくらで
買った？」と聞いても良いのは、自分が買う前だけである。
予約した航空会社のCEOからメールが届いた。例の「オーバーブッキング客、引
き摺り降ろし事件」の反省文である。私がチケットを買う前にこの事件が起きて
いたら、株価だけでなく、私のチケット代も少し下がっていたのではあるまい
か。とりあえず、別便への振替を了承したら貰えるクーポンを、一万ドルまで値
上げするとのこと。運悪く誰かの席がなかったら、自己犠牲の精神で速やかに手
を挙げ、周囲に感謝されつつ次の里帰りチケットに充てよう、と密かに思ってい
る。
/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住
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第15回NC州高校生日本語スピーチコンテスト
―アメリカ人高校生が考える日本、アメリカ、そして世界！―
レベル4の優勝者ブレイクハルト・ジリアンさんは今年で日本語
を学習し始めて３年目。日本へは学校の交換留学で２回行きまし
た。また、今年はJapan Academic challenge & Japanese Speech Contest, Atlanta, GA にも参加し、特別賞を獲得しま
した。このコンテストは大学生と高校生向けでしたが、高校生で賞
をいただいたのはブレイクハルトさんのみでした。今年はJapanese
Honor Society を設立するなど大変な頑張り屋さんです。将来の夢
は大学で教えることだそうです。

「世界的な社会をつくる」
人々はユニークです。人々には色々な考え、 色々な感情、色々な経験がありま
す。人間の強さは違いを乗り越えて、進歩して行く事が出来る事です。第二次世界
大戦の後、世界はますますグローバルになりました。国家の評判は外国との協力や
コミュニケーションをする事できまります。日本もそうです。日本は鎖国政策があ
りましたが、今の日本の発言は国際政治に大切です。海外旅行と異文化交流は珍し
い事ではありません。それで、相手を許す事と理解する事は大切です。ざんねんな
事に、私達の進歩を台無しにしたい人もすくなくないです。このごろ、人種差別と
テロと宗教の問題がおこっています。すこしずつ変えて行かないと、社会は進歩し
ていきません。質問は「なにを変えるべきか？」です。
沢山の人はアドルフ•ヒトラーのホロコーストが人種差別の極みだと思います。
ホロコーストは一番明らかな人種差別の例でした。でも、人々は人種差別が沢山の
形がある事を忘れています。今、アメリカの政府は黒人とヒスパニックとインディ
アンを正しく扱っていません。この選挙で、候補者は黒人とヒスパニックが「犯罪
者」や「仕事泥棒」と言いました。歴史的にも政府の黒人とインディアンの扱いは
酷かったです。黒人は奴隷でした。そして、市民として扱われませんでした。イン
ディアンは殺されました。そして、元々いた所から退かされました。今、両方はア
メリカの市民で、選挙権がありますから、沢山の白人は問題がないと思います。そ
うではありません。黒人はアメリカの人口の13％だけですけど、黒人は刑務所の人
口のほぼ50％です。人種的偏見はよくある問題です。私達は次世代のために教育的
で, オープンな社会を作らなければなりません。私達は次世代のためにそうしなく
てはいけません。
一番有望なステップは次世代が前の世代を理解する事です。異文化交流や国際
結婚があります。人々は海外旅行や留学をします。もし、人々は世界を知れば、
もっと理解をします。無知は病気です。教育は一番効果的な解決方法です。外国語
のクラスと留学とグローバルな教育は未来に大切です。私の親は海外旅行と教育を
優先していると思います。海外旅行と教育はいつも私の大切なパートです。私は
色々な文化を体験しました。出身は中国です。でも、親はユダヤ系アメリカ人で
す。私はフランス語と英語と日本語を話します。沢山の場所に行って、他の文化を
見ました。でも、みなさん、全部の人が海外旅行や外国語をする事が出来ません。
そして、私はとっても幸せです。アメリカの政府は教育を強調したら、学校はもっ
とお金があります。学校はもっとお金があったら、学生はもっと海外旅行の経験が
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出来ます。ざんねんな事に今、これは現実ではありません。未来に現実になるとい
いですね。それまでは、グローバルな教育を強調する先生と親のお陰で、生徒は新
しい事を体験する事が出来ます。親のみなさん、子供達をサポートして下さってあ
りがとうございます。先生がた、このような機会を私達に与えてくれてありがとう
ございます。世界的な社会を作るのを手伝って下さい。
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女の中に男が一人❢
「バイク屋牧師の奮闘記」
第６話 求められる海外での日本人高齢化への対応」
ジャクソンビルでは、ほぼ毎年在アトランタ日本領事館に
よるパスポート発給等の出張サービスが行われます。私
は、ジャクソンビルに移り住んだ時点ですでにアメリカ国
民になっていましたので、個人的には日本のパスポートに
関しては何ら問題がありませんでした。しかし牧師という
立場上、また私の所属する団体の教会連合の施設を出張
サービスに使っていただくということで、ここ何年かパス
ポートの申請、あるいはすでにパスポートの期限を切らせ
てしまった方々のために、申請手続き等のお手伝いをさせ
ていただいています。そのたびに気にかかるのが、在米日
本人の高齢化です。かく言う私自身にも、カリフォルニア
にもうすぐ九十歳になろうという叔母がおりまして、この
叔母はいたって元気なのですが、彼女から日系人が多い西
海岸でも日本人の高齢化に伴う様々な問題が話題になって
いると聞き及んでいます。例えば、パスポートの期限を切
らせてしまった場合、長い間アメリカに住んでいて、日本
の役所関係の手続き等についての手順がすっかりわからな
くなっていたり、すでに家族や知人が亡くなっているなど
の理由で、日本国内の役所などへいって証明書類を発行す
る手続きが困難になっているなど、高齢の在米日本人を悩
ませる問題は山積しています。また、認知症にかかっていても、日本人である以
上、有効な日本国の発行するパスポートを所持していることは、アメリカ移民法
でも定められていることで、パスポート、永住権が無効になっていることは厳密
に言うと不法滞在が適用するという現実があります。この数年、ここジャクソン
ビルでも、高齢で証明書類、パスポートの更新などについて困難を極めている方
が目立っています。日本の法制の下で行われていることなので、アメリカ人のご
主人がいくら手伝いたいと思っても、どうにもならないこともあります。そんな
現状の中で、私が領事館に訴え続けていることがあります。日本国内でも最近に
なってやっと（すでに遅すぎるぐらいですが）高齢化を意識した社会づくりに着
目しだしましたが、アメリカに住んでいても、日本国籍を保持している以上、日
本人であり高齢化してゆく人々のために、もっと公的機関の手続きを簡略化する
とか、特別措置を認める制度に改革してほしいということです。まわりに助けを
見つけられる人はまだいいのですが、そうでない人たちがたくさんいると思われ
ます。特に日系三世以降の世代になると、すでに日本語や日本の公的手続きが必
要のない世代ですので、若い世代に頼ろうとしても難しさがあります。地元の日
系人協会（沖縄県人会など）、日米協会。補習校、日本人の集う団体などと日本
の公館がもっと連携をとって、これらの高齢化に対して策を講じることができな
いかと思います。
/根本:東京出身 ジャクソンビル在住
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法律相談 「ちょっと教えてください」
“

州政府スポンサーWビザ

”

2017年5月4日に、アリゾナ州上院議員ジョン・マケイン氏とウィス
コンシン州上院議員ロン・ジョンソン氏により ”州スポンサー・
ビザ・パイロット・プログラム法 2017” と呼ばれる新規ビザの法
案 (S. 1040) が提出されました。同案がコロラド州下院議員ケ
ン・バック氏により下院にも提案される予定です。これは州スポンサーによるＷビ
ザと呼ばれる非移民短期就労ビザの一種です。このプログラムは、スポンサー州に
(1) 在住、(2) サービス提供（就労）、(3) 投資、 (4) 企業の管理監督、もしく
は (5) スポンサー州の経済開発プログラムに貢献する人を対象としています。現
時点においてはコロラド州とマサチューセッツ州の２州が自州のビザ・スポン
サー・プログラムを設けてますが、現時点ではＨ１Ｂビザを使っています。しかし
ながら、Ｈ１Ｂビザ年間枠が圧倒的に不足している為、採用はＨ１Ｂ枠免除の大学
機関などに限られています。今回の法案では、さらに外国人の雇用枠を広げられる
ように、まったく別のビザを設けています。
州政府のＷビザ・スポンサー・プログラムが国土安全保障省の承認を得たら、州政
府が外国人労働者のＷビザを申請することができます。Ｗビザは業種を特定してい
ない為、専門職、非専門職などいろいろなレベルのワーカーが対象となります。有
効期間は３年で、延長可能です。また、ＷビザはＨ１ＢやＬビザ同様、永住する意
思表示（dual intent） が認められますので、永住権を申請しても、Ｗビザでの就
労や米国への出入りが影響されません。また、現行の移民法では強制退去処分もし
くは入国拒否対象となる者も、2016年12月31日までに当該州に居住しており、州ス
ポンサーによるＷビザプログラムへの採用オファーがあれば、Ｗビザ申請と同時に
強制退去処分・入国拒否適用の撤回申請をすることができます。Ｗビザは各スポン
サー州に毎年５千枠与えられ、特定要素によって枠数が調整されます。特定州スポ
ンサーによるＷビザ保持者は、他州で就労することはできません。違反者はスポン
サー州の取り締まりの対象となります。

大蔵昌枝 弁護士
0$6$(<2.85$(64

FISHERBROYES

$WODQWD事務所
$/,,0,7(/,$%,/,7<3$571(56+,3
直接電話：--
直接ＦＡＸ：--
(PDLO：
PDVDHRNXUD#ILVKHUEUR\OHVFRP
ウェブサイト：ILVKHUEUR\OHVFRP
&KDUORWWH事務所
)DLUYLHZ5G6XLWH
&KDUORWWH1&
$WODQWD事務所
$EHUQDWK\5G%OG6XLWH
$WODQWD*$
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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。

同法案は総合移民法改正法の一部として以前上院に対案されましたが、当時は対象
者が非熟練労働者に限定されていた為に可決されませんでした。これをうけ、ここ
数年間のＨ１Ｂ年間枠不足を解消する目的もあり、今回の法案では対象者に専門職
や熟練技術者も含めた為に、両議院でより幅広い支持を得られるのではないかと思
われます
本ニュース記事に関する注意事項
（DISCLAIMER）
本雇用・労働・移民法ニュース記事は弁護士として法律上または専門的なアドバイス
の提供を意図したものではなく、一般的情報の提供を目的とするものです。また、
記載されている情報に関しては、できるだけ正確なものにする努力をしております
が、正確さについての保証はできません。しかも、法律や政府の方針は頻繁に変更
するものであるため、実際の法律問題の処理に当っては、必ず専門の弁護士もしく
は専門家の意見を求めて下さい。べーカー・ドネルソン法律事務所および筆者はこ
の記事に含まれる情報を現実の問題に適用することによって生じる結果や損失に関
して何ら責任も負うことは出来ませんのであらかじめご承知おき下さい。
/大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アタランタ在住
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
夏に向けて、子供が見ても楽しいPG13以下の映画が多く配給され
ています。日本のタカラから発売された玩具であったトランス
フォーマーが、今や第5作目の映画が出るまでに成長したことは、
巣立った子供のようです。ヒーローものでは、ワンダーウーマンやスパイダーマ
ン。赤い車のカーズや黄色のミニオンズの映画も続編を制作、などなど。
Three Generationsは、自分の子供がある日、カミングアウトするという、親と
してはちょっとドギマギしてしまうだろう映画。スティーブン・キングのライフ
ワーク小説の映画化も面白そうですね。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Three Generations (ドラマ) NR、5/19公開
NYで暮らす3世代の女ばかりの3人家族。ティーンエージャーのレイが、女の子か
ら男の子になると言い出した。さて、母親（ナオミ・ワッツ）と祖母の反応は？
Wonder Woman (アクション、冒険) PG13、6/2公開
人気スーパーヒーロー漫画の実写版。アマゾンではお姫さまだったダイアナが、
ワンダーウーマンに。飛行士から戦争の話を聞き、自ら立ち上がり戦いに臨む。
My Cousin Rachel (ドラマ) PG13、6/9公開
イギリスの若い青年が、自分の親権者を殺したのは、自分の従妹のレイチェルだ
と知る。復讐を思い立つのだが、ミステリアスな彼女にだんだん惹かれていく。
Magan Leavey (ドラマ) NR、6/9公開
イラク戦争での実話を元にした映画。若い女性海兵隊員（ケイト・マラ）が訓練
した救助犬レックスは、100以上のミッションに参加し、多くの人々を助けた。
Cars 3 (アニメ、ファミリー) G、6/16公開
ディズニーとピクサーによるカーズ第三弾。ピストンカップで、マックイーンが
優勝するには、助けが必要だった。若い女性レースカーのクルス・ラミレスだ。
The Book Of Henry (ドラマ) PG13、6/16公開
シングルマザーのスーザン（ナオミ・ワッツ）は、二人の男の子を育てている。
やんちゃな8歳の弟と優しい12歳の兄が、隣に住むクリスティナの危機を救う。
All Eyez On Me (ドラマ、伝記) R、6/16公開
25歳で亡くなった伝説のラッパー、2パック。東海岸と西海岸の対決の様相で繰
り広げられた抗争にはマフィアなどの裏幕の存在も。詩人でもあった彼の生涯。
Transformers: The Last Night (SF、冒険) NR、6/21公開
トランスフォーマーの第5作目。どんな金属物にでも変身できるトランスフォー
マーには悪者もいる。オプティマスが地球を留守にしている間に悪がはびこる。
The Beguiled (スリラー) R、6/30公開
南北戦争の末期、怪我を負った北軍の兵士マクビーは、南軍の女子寄宿学校に助
けられる。女9人の中に男が只1人。だんだんと噴出していく女それぞれの感情。
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Dispicable Me 3 (アニメ、ファミリー) PG、6/30公開
黄色の身体にゴーグル、あのミニオンズのアニメ。怪盗グルーの前に現れたバル
ザダールがマイケル・ジャクソンさながらの格好でBadを披露するのは見もの。
The House (コメディー) R、6/30公開
スコットとケイトは、娘アレックスの大学の入学資金をなくしてしまい途方に暮
れるが、近所のフランクの手助けで、家の地下で違法なカジノを始めることに。
Spider‐Man: Homecoming (アクション、冒険、IMAX)7/7
スパイダーマン第三弾。ピーター・パーカー＝スパイダーマンを演じるトム・ホ
ランドは1,500人もの候補から選抜。ピーターが高校生の頃からの様子を実写。

War For The Planet Apes (アクション、SF、冒険) NR、7/14公開
1968年に初めて世に出たあの「猿の惑星」から8作目となる作品。猿は人間が自
分たちを滅ぼそうとしているとして全面戦争を仕掛けてくる。猿対人間の対峙。
Valerian And The City Of A Thousand Planets (SF、冒険) PG13、7/21公開
28世紀、人類は時空移動が可能となり、銀河の秩序を守る必要が出てきた。ヴァ
レリアンとロールリーヌは銀河都市に向かうが、そこで待ち受けていたものは？
The Emoji Movie (アニメ) NR、7/28公開
今やスマホユーザーには欠かせないEMOJI。これは日本の「絵文字」が元だ。絵
文字達は普通ひとつの顔しかないが、GENEという表情の豊富な絵文字が現れた。
The Dark Tower (アクション、冒険) NR、8/4公開
スティーブン・キングが30年以上かけているライフワーク長編小説の映画化。
ローランドは暗黒の塔と黒づくめの男を探すため世界中を旅して彷徨っていた。
The Nut Job 2: Nutty By Nature (アニメ、ファミリー) NR、8/11公開
サーリーと仲間たちが暮らすリバティー公園を、市長が危険だらけの遊園地にし
ようと企む。サーリーたちは、それを阻止するために皆で団結して立ち上がる。
Leap! (アニメ、ファンタジー) PG、8/30公開
1882年のパリ。孤児院にいる11歳の女の子フェリシーはバレリーナを夢見てい
る。自分の身分を偽ってバレエ学校へ行くが厳しい世界だ。夢を実現するには？
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「補聴器」
“Over-the-Counter Hearing Aids”日本語
では市販品補聴器とでもいうのでしょうか、こ
れまでの正道では耳鼻科医で耳をみてもらっ
て、オーディオロジストや補聴器の専門店で聴
力を検査されてから、個人にふさわしい補聴器
を勧められます。普通、市販品というと補聴器
とは呼べず、増幅器です。これはメールオー
ダーでも買えます。実は補聴器の周辺でいろい
ろな動きがでてきました。
これは難聴の放置は認識、思考力の低下、気分の落込み、人間関係の低下、な
どにつながることがわかっていながらも、医者に行かなければいけない、補聴器
の値段が高いなどがハードルをつくっている現状をどうにかして、補聴器の購入
を簡単にしようというものです。
まず、FDA (Food and Drug Administration) が２０１６年１２月に“補聴器
購入の前に医者の診断が必要“という項目を１８歳以上の大人に限り取り外しま
した。そして、軽度難聴者がオーディオロジストや補聴器店に行かなくとも、安
い市販品レベルの補聴器を購入できるようにしようという動きです。これは度の
低い老眼鏡がどこでも買えるとおなじようなことです。メガネも軽度の視力低下
に安いのを買ってある程度過ごし、視力の低下がさらに進んだり、bi-focalや高
度なファンクションをもつメガネが欲しくなったら、メガネ専門店で購入します
よね。補聴器をおなじように、軽度であったら、まずは市販品を試してみるとい
うものです。
もちろん、素人が勝手に判断して市販品補聴器を買い、耳の医学的な問題を見
過ごしてしまうという危険もあります。また、耳道の入り口の形は千差万別で必
ずしもきちんとした円形、楕円形であるとは限りません。ですから、市販品につ
いている挿入部分のものがきちんとフィットしないことが多くあります。きちん
とフィットしないと、ピーピーと音漏れがしたり、皮膚の炎症をおこすことがあ
ります。
このような動きに対応して、オーディオロジストや補聴器店では “値段の高
くない”補聴器を揃えているところが多くありますので、やはり、聞こえにくく
なったら、聞こえの専門家に相談するのが一番でしょう。
＊＊皆さん、夏休みでのレジャー、草刈り、大きな音には耳栓を忘れずに。

田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住
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VS

「８話：むちゃくちゃ家族の間接嫁追い出し作戦

」

居候女Tが会社の帳簿またお金を一切私に触らせず私
が彼女を詐欺師と疑い始めて数カ月経ちました。私以外の
家族の皆は彼女を尊敬しその一方で私は虫けら同然の扱い
をされました。夫も姑も断然彼女の見方で給料も月100万
円ほどだったようです。私はと言うと生活費が月5万円で7
人分の食費をそこから出していましたので生活はキュー
キューです。イベント活動に出れば日給(朝早くから夜9時頃まで) 1万円が給与
でレストランでは給料はゼロ、プラス女Tと姑からのいじめがおまけについて来
ました。この女を私だけが詐欺師と疑っている事が彼女には不都合だったのでそ
れを隠そうと元夫と姑の前では彼らを味方につけ、私が仕事でした失敗をでっち
上げてはそれを常に彼らに報告していました。
泊りがけの地方でのイベント活動またレストラン厨房での作業そして家に帰れば
家事、3人の子供の面倒が毎日続き、精神的に限界を超えて来ていました。ある
日子供の参観日がありママ友が私を見た瞬間私が歩く屍に見えたそうです。片方
の肩が下がり顔が青白く死んだように見えたと言うのです。私もこのままだと取
り返しのつかない所まで来てしまいそうだったので急きょ叔母の家に逃げる計画
を立てました。子供3人はとても連れては行けないので下の子1人を連れて夜逃げ
をしました。何故か女Tは私が逃げて行く事を感じ取り私のカバンから財布を盗
みました。お金が無ければ逃げられないと思ったようですが銀行にほんの少しイ
ベントで貯めたバイトのお金があったので銀行の営業時間にお金を下ろしまし
た。キャッシュカードも一緒に盗まれた為です。途中の高速で息子と仮眠を取り
ながらやっと千葉に着きました。心配した叔母は私が着く前から外でずーと待っ
ていてくれました。
朝起きると元夫は私が居ない事に気が付き、家では大騒動だったようです。それ
から毎日50回以上彼から電話が鳴り私は電話には出ませんでしたがその電話が精
神的な負担に成りました。元夫、姑の顔など二度と見たいと思いませんでしたし
帰るつもりもありませんでした。彼らがとても血の通った人間とは思えなかった
のです。無料の電話弁護士相談で上手く離婚するにはどうしたら良いか相談をし
たりもしましたが精神的に安定していなかったのでその先を考える余裕すらあり
ませんでした。その時は一生元夫、姑、あの詐欺師から付きまとわれ離れられな
いのでは無いのかと深い恐怖に苛まれていたのです。
思ってみれば母が結婚寸前に私にこの結婚を深刻に思い留まるよう散々私に言っ
て聞かせました。その時つくづく親の意見がどれだけ貴重な物だったのかを思い
知らされました。親ほど自分を良く知っている人間は居りません。若かった私は
その言葉を無視し間違った方向を選んでしまったのです。その結果周りの人をも
振り回し迷惑を掛けてしまう結果にも成っていたのです。

/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住
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ことのは歳時記いまむかし
テレビ離れが高速で進む一方、人々（特に若者）が片時も離さ
ず時間を費やしているのがスマホである。スマホはスマートフォ
ンのことだ。本来は電話機（携帯電話）なのだが、話をするのに
は少し使いづらい形をしている。幅広の長方形で耳に当てる仕様
とは思えない。以前のガラケーの方がよっぽど電話での会話には
向いている。なのになぜこんなスマホ？
今は、目の前にいない知り合いの相手とのコミュニケーション
は、電話での会話ではなくSNSを使うのが一般的なのだ。電話で
連絡してくる相手は、知らない人、あるいは年配者か仕事関連
だと思った方がいい。今時、仕事や公的関連の連絡さえもSNSを
使う所が増えている。用事があるなら電話すればいいじゃなー
い？なんて言っているあなたは、ちょっと時代遅れかも。
そういうわけで、新しい言葉や言い回しも、SNSから生み出されていることが多
い。指で文字を打つわけだから、短くした方が早い。今回は、SNSから出現したと
思われる言葉をいくつか紹介しよう。
＊さーせん → (意味）すいません
これは、すいませんを単に短くした言い方だろう。すいませんを早く言うとこう
確かにこう聞こえる。

＊ってか → （意味） というか、そういえば、ところで
最初に小さな「っ」が入っているのが特徴。これは、話言葉でも書き言葉でも多
用される。話を切り替えたり、初めて話を切り出すときなどに用いる。
＊〜じゃね？ → （意味）〜ではないですか？、〜じゃないですか？
ちょっと荒っぽい言い方に聞こえるが、女性も多用している言葉である。それも
若者に限らずである。書き言葉だけでなく、話言葉でもよく使われる。「そうじゃ
ね？」「へんじゃね？」などと使うが、最後の語尾を高く発音するのが特徴。
＊メンヘラ → （意味）精神的に病んでいる人、ネガティブな考えの人
仲間内で「あいつメンヘラだから」とか、特定の人を「あの人はメンヘラだ」な
ど言ったり、自分のことを「メンヘラなんですよ」と言ったりする。
精神的にかなりネガティブ思考の人のことを指すが、現代では増えていると思われ
る。私もたぶん該当している。
＊ペコる → （意味）お腹がすく、お腹がすいている
これは、お腹がペコペコを省略したもの。
＊えぐやば → （意味）とてもすごい
前号で紹介した「やばい」が使われていますね。「やばい」は、「(いい意味で)
すごい」ということですから、「ものすごくいい」という表現になります。
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
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Apostatize/Apostasy
最近、Silenceを見ました。遠藤周作の「沈黙」が原作の映画です。タイトルから
わかる通り、重いテーマでした。その映画に何回も出てくる単語で、よく意味が
分からなかったので、途中で辞書を引いたのがapostatize。〔信仰・信条・大義
などを〕捨てるという意味だそうです。He apostatized Christianity. この訳
は彼はキリスト教の背教者となった。apo-という接頭語は〜から離れていくと
いった意味があるようです。映画の中でも「転ぶ」と言っていました。懸命の祈
りに対する神とイエスの「沈黙」、イエスの像の描いてある踏み絵を踏む宣教師
の心の葛藤、踏むときに聞こえたイエスの声、「転ん」でからの心の葛藤、深く
考えされる映画でした。名詞はapostasy。棄教。今の時代でも、宗教をめぐって
様々な争いがあります。

文法用語
私が日本の学校で英語を学んでいたころ、英文法の説明はもちろん日本語でされ
ていました。アメリカに来て、英文法の説明を英語でされると、さて、その文法
用語がわかりませんでした。例えば、関係代名詞（relative pronoun）、仮定法
（subjunctive mood）、現在完了（present perfect）、過去完了（past perfect）、現在進行形（present progressive）。もっと基礎的なところでは、名詞
（noun）、代名詞（pronoun）、動詞（verb）、形容詞（adjective）、副詞
（adverb）、接続詞（conjunction）、現在形（present）、過去形（past）、一
人称（the first person）、肯定形（affirmation）、否定形（negative
form）。皆さんいかがでしょう？簡単でしたか？
Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住

う
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ごちそうさまぁ〜❢
「モロヘイヤ、シソ納豆どんぶり」
栄養満点で食欲のない時でも食べやすい、の
ど越しの良いどんぶりです。
夏の暑さをこれで乗り越えましょう。
材料：2〜4人前
モロヘイヤ 適量（お好みで）
納豆 2パック、青シソ4枚、
卵（どんぶりの個数分）、
白ごま 適量、生姜の千切り少々。
ご飯 適量。
[タレ]酢 大匙2、醤油 大匙1、ごま油
予め良く混ぜておく。

小匙2、砂糖小匙1を

1.モロヘイヤは、葉を熱湯でさっと茹でて、冷水にとる。粘りが出るまで
包丁でたたき、[タレ]と良く和えておく。
2.納豆は、付属のタレを加えて良く混ぜる。青シソを千切りにしておく。
3.器にご飯を盛り、1と納豆をのせ、中央に卵の黄身をのせ、白ごまを
ふり、青シソを散らし、生姜を添える。
レシピでふれた、生の「モロヘイヤ」は、下記までお問い合わせください。
Durham Japanese Asian Nursery
/Lacy Blue:仙台出身 Durham在住

TRIANGLE AREA 初

本格ラーメン屋

点矢らーめん
7HQ-<D5DPHQ
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。

,QVLGH6DZDVGHH7KDL5HVWDXUDQWDQG%DU
*OHQZRRG$YHQXH6WH5DOHLJK1&
7HO--
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ごちそうさまぁ〜❢デザート編❢❢
「簡単ティラミス」
材料（４〜５人分）
ビスケット（市販のハードタイプ） 150g
コーヒー液 ぬるま湯100ccにインスタントコーヒー大さじ３を溶かしたもの）
クリームチーズ・・・200ｇ
生クリーム・・・・200ｇ
砂糖・・・・50ｇ
ココアパウダー・・・大さじ１
作り方
①ビスケットをざくざくと砕いておく。（細かく
なくてOK）
②①にコーヒー液をかけておく。
③常温に戻しておいたクリームチーズを加えて泡
立て器でよく混ぜ、砂糖、生クリーム
を混ぜてさらによく混ぜる。
④カップなどにコーヒーを浸したビスケットを敷
き、③のクリームチーズを混ぜ
たものを少しのせ、その上にまたビスケット、
チーズと繰り返してのせる
（カップによって２〜３回）
⑤冷蔵庫で１時間以上冷やして、表面にココアパウダーを茶こしでかけてできあ
がり。
/まみこ：Mammyʼs Kitchen Club 主宰 新潟出身

+DLU$UWLVW

6DORQE\-&
)DOOVRI1HXVH5G
5DOHLJK1&

予約Only
 -
日本語テキスト2.
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「アメリカで生卵を食べたい時は・・・Carmel Market」
アメリカで生卵を食べるのは、リスクがある・・・といわれて
います。ですので、アメリカの卵には、このような注意書きが
ケースのどこかに記載されています。
「SAFE HANDLING INSTRUCTIONS:
To prevent illness from bacteria: keep refrigerated, cook eggs until
yolks are firm, and cook foods containing eggs thoroughly.」
これが書かれている卵は生食してはいけません。逆に言えば、これが書かれてい
ない「生卵」は生で食べても、大丈夫？ご親切にも、卵はしっかり加熱して食べ
ろと書かれているアメリカで、敢えて生卵を食べて、食中毒の可能性を減らす方
法は・・・・・大まかに２つ。

低温殺菌した卵＝Pasteurized eggs。
USDA が認可した方法で低温殺菌された殺菌卵（Pasteurized eggs）
であればサルモネラフリーであることが保証される。サルモネラ菌は自然界には
どこにでもいる珍しくもない細菌ですが、熱に弱いことを利用して殺菌処理した
卵です。有名なのは「Davidson's Pasteurized Shell Eggs」。
卵の殻に「P」マークがあるものです。主に大手グロッサリーにあることが多い。
もう一つは、「Pasture Raised Eggs」。
広い牧草地で放牧して育てた鶏の卵。卵の食中毒の原因は、サルモネラ・
エンテリティディス（ＳＥ）。鶏の糞に触れることによって、卵の殻につきますが、
発症するには10万個以上に増殖する必要があるといわれています。鶏の糞が
卵の殻に付くことが原因なら、鶏が広い牧草でのびのび暮らしてると、卵と糞が
接触する可能性がかなり低くなる・・ということらしい。実際、卵の食中毒が多い
アメリカでも、この「Pasture Raised Eggs」による食中毒は一人も出ていないそう
ですから、この方法もかなり有効なのでしょう。ただし、この「Pasture Raised
Eggs」、全部が上記の「注意書き」が無いわけではありません。Whole Foodsなど
では、複数の種類の「Pasture Raised Eggs」を扱っていますが、いずれも「注意
書き」 が載っているので生食できません 。この「 注意書き」 が載っていない
「Pasture Raised Eggs」を売っていたのはチャペルヒルの「Carmel Market」でし
た。（1900 Mt Carmel Church Rd, Chapel Hill, NC 27517）
まぁ、USDAでも生食は、積極的には薦めていませんし、あくまで「食中毒の
可能性を減らす」だけのことと認識してください。「生食」は自己責任です。
/Lacy Blue: 仙台出身 Durham在住
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〜乳癌に関する研究参加者を募集しています〜
DUKE大学の乳がんサバイバーに関する看護研究の参加者を募集しています。ご興味
のある方はいらっしゃいませんか？
アジア系アメリカ人の乳がんサバイバーは、文化や言葉が不自由なので、症状や疼
痛をめったに訴えなかったり、医療者からのサポートを得にくかったりするため
に、乳がんに関して必要のない負担をより多く負っているということがこれまでの
研究でわかっています。また、医療スタッフ側も時間不足や保険保障の不足によ
り、情報やサポートを提供するのに十分な時間を割くのが難しくなっています。
コンピューターやモバイル機器（スマートフォン及びタブレット）を使用したテク
ノロジーを基盤としたアプローチは、とてもアクセスしやすく、また直接顔を合わ
せる必要がないため、依然として乳がんが恥ずかしい経験とされる文化をもつアジ
アから来た女性において、効果を発揮する可能性が考えられています。現在DUKE大
学看護学科の研究チーム（Eun-Ok Im教授）が、アメリカに居住し乳がんの診断を受
けたアジア人女性を対象とした、テクノロジーを用いたサポートプログラムを開発
し、その有効性を検証する研究を行っており、参加者を募集しています。参加者の
方は、無作為に2つのグループに分けられ、どのグループに配置されたかにより3か
月間、１）教育用情報を使用、２）オンラインプログラムと1：1コーチング・サ
ポートプログラムに参加し、3回アンケートに答えていただきます。
ご興味・ご質問のある方は、下記連絡先までご連絡ください。お待ちしています。
/猪原彩子：TICAAプロジェクトメンバー

ダーラム在住

TICAA  Study  
乳がんと共に生きるアジア系アメリカ人の女性に対するテクノロジーを基盤
とした情報とコーチング／サポートプログラム  
(A  technology-‐based  information  and  coaching/support  program  for  Asian  
American  women  living  with  breast  cancer:  TICAA)  
  
参加資格:  1)  21歳以上のアジア系アメリカ人女性,  2)  5年以内に乳がんと診
断されていること,  3)  英語、北京語、韓国語、日本語のいずれかを読み書き
できること,   4)   インターネットにアクセスできること,   5)   中国人、韓国人、また
は日本人としての民族性を証明できること  
  
ご関心のある方は、https://ticaa.nursing.duke.edu にアクセスするか、   919
-‐660-‐1600  もしくは  TICAA@dm.duke.eduにご連絡ください  
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トライアッド かわら版   
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2017年6月、7月、8月、9月初めのイベント
Mount Airy Old Time Fiddlers Convention
6月2日＆3日（金、土）Veterans Memorial Park, Mount Airy
アパラチアン山脈地方に昔から伝わるブルーグラス音楽を楽しんだり、フィドラー
が技を競う催しです。折りたたみ椅子を持って野外の催しを楽しみましょう。
Annual Fly-In at NC Aviation Museum、Asheboro
6月3日 (土) 入場料$10
昔の飛行機などが100台以上も展示され、試乗もでき、食べ物や出店もあります。
Annual Occaneechi Pow Wow （Burlington）入場料$5
6月10日＆11日（土、日）Occaneechi Tribal Grounds in Burlington
先住民インディアンのOccaneechi部族によるお祭りPow Wowです。先住民の食べ
物、ダンス、ドラム演奏があります。Cherokeeまで行けないなら、近場でインディ
アンの文化を知る良い機会です。

Old Fiddlers' Convention, Galax VA
8月7日〜12日(一般参加型のブルーグラス音楽のコンペとフェスティバルです)
色々な人達の演奏を楽しめます。折りたたみ椅子かブランケットをお忘れなく。
Wyndham Championship Golf Tournament, Greensboro
8月15日〜21日 Sedgefield Country Club 入場料$35以上
PGAツアーのゴルファーがグリーンズボロで競います。松山英樹も来るそうです。

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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最近、フェイスブックに、親戚の知り合いが、長距離バスに乗った話を載せて
いた。格安ではないバスを選んでみたらしいのだが、座席の快適さよりも、客が
騒がない、集合時間に遅刻しないなど、乗客の質が高かったという話だった。一
つのお金の使い方と思う。
私も経験がある。その昔トルコのイスタンブールからブルガリアのソフィアま
での移動に、貧乏旅行だからと一番安いバスを選んだら、同乗者が密輸まがい
だったり、さらに国境で関税の支払いを拒否したりと大騒ぎだった。税関審査と
手続きで足止めを食らっている間に、複数のバスに抜かれていったのを覚えてい
る。
鉄道も、インドの通勤列車は、一等車の値段が二等車の10倍ぐらい（それでも
＄1未満だ）で、設備は全く同じだったが、乗っている客層や混雑度は全く違っ
た。飛行機でも同じような現象がある。ヨーロッパ内など、ビジネスクラスの座
席がエコノミーと変わらず驚くが、これも他の乗客と離れた空間を買っているの
だろう。
差別的な意見と感じる人もいるかもしれないが、場合によっては、時間や安全
性を買っていることもある。予算と状況にもよるが、少額の投資で快適に過ごす
ことができれば、旅もそれだけ満足度が高まることだろう。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 東京都出身 Chapel Hill在住

第２回グリーンズボロ日本語弁論大会結果発表
UNCGで行われた第2回日本語弁論大会。今年もアトランタ総領事館から篠塚総領
事、大山領事をお迎えして行われました。大学生らしいユーモアのセンスで会場
を沸かせてくれた参加者。昨年より大分上達した参加者。皆の頑張りがたくさん
詰まっていました。来年が楽しみです。

&DWHJRU\$（%HJLQQHU
VW3ODFH$OH[0DULKHZ 81&*
QG3ODFH-LDQJ[XH&KHQ 81&*
UG3ODFH$OEHUW)HUQDQGR +3&+
+RQRUDEOH0HQWLRQ$EE\%HOODP\ +3&+
+RQRUDEOH0HQWLRQ$GDP%RZHUV 81&*
＊+3&++LJK3RLQW&HQWUDO+LJK6FKRRO
&DWHJRU\% ,QWHUPHGLDWH
VW3ODFH7LDQHQ/LX :)8
QG3ODFH&KULVWRSKHU.RRQW] :)8
UG3ODFH.D\OD$PDGRU :)8
+RQRUDEOH0HQWLRQ$OH[LD%DUQHV
81&*
&DWHJRU\& $GYDQFHG
VW3ODFH'LDQD/DQJ 81&*
QG3ODFH=LTL7DQJ :)8
UG3ODFH.DWH/DUVRQ 81&* 
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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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶‒̶‒̶

Electric Engineer ：フルタイム 3˜5年の経験者
お問い合わせ sales@hrbestsolution.com

残業有

健康保険有

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶̶‒

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。VDNXUDKFLQF#JPDLOFRP
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶‒̶̶‒

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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶̶‒

Admin募集：バイリンガル Word, Excel経験者 積極的で明るい方募集
険 401K有 問い合わせ: sales@realtytriangle.com

健康保

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶

System Engineer (System Programmer): PLCを使える経験者 健康保険、401K 有
勤務地 RTP 問い合わせ sales@hrbestsolution.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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶̶‒

Sales Rep: 旅行代理店で予約業務経験者のSales Rep 求む。健康保険、401K有
勤務地 Greensboro, NC 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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐̶̶‒

梱包アルバイト急募：パートタイム 月に3∼10日ほど sales@hrbestsolution.com

掲示板ご利用案内
「見て見て！三角掲示板」では、掲載

)DPLO\
+HDULQJ&DUH

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
的にアピールできる情報交換の場とし
てお気軽にお問い合わせください。
E-mail:

Sankakuyoko-

cho@outlook.com
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+HDULQJ7LQQLWXV+HDULQJ$LG

0LHNR7DQDND$X'
'RFWRURI$XGLRORJ\オーディオロジスト

&DU\--
ZZZLORYHWRKHDUFRP

6-8月 トライアングルの

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
6/6-11
6/15
6/17

The king and I
American Dance Festival
Evening in France by NC Symphony

DPAC
DPAC
Koka Booth Amphitheatre

6/24

Sharyl Crow

Koka Booth Amphitheatre

6/25

Chicago and The Doobie Brothers

Walnut Creek Amphitheatre

6/28

John Mellencamp

Koka Booth Amphitheatre

6/30,7/1

Pilobolus (Dance)

Koka Booth Amphitheatre

7/7
7/11
8/1-6
8/5
9/1
9/2

7/1
7/1

The Music of U2 by NC Symphony
Koka Booth Amphitheatre
New Kids on the Block
PNC
Motown the Musical
DPAC
Blondie & Garbage
Red Hat Amphitheatre
Green Day-Revolution Radio Tour
Walnut Creek Amphitheatre
Ed Sheeran
PNC
ファミリー/子供向けイベント
Reptican
NC State Fair Grounds
Festival for the Eno
West Point on the Eno

7/3

July 3rd Fireworks

Morrisville Community Park

7/4

July 4th on Faytteville St.

Downtown Raleigh

7/4

Independence Celebration

Durham Bulls Park

7/5

Preschool Swamp Romp: Dragonflies

Walnut Creek Wetland Park

7/12

Snakes And Lizards

Wilkerson Nature Preserve

7/22

Pork, Pickles And Peanuts

Duke Homestead

7/25-30

Disney's "Beauty And The Beast"

DECPA

8/26
8/26,27
9/9

Family Fun Night At Marbles
Lazy Daze Art and Crafts Festival
Caterpillar Countdown

Duke Homestead
Cary Town Hall
NC Botanical Garden

6/17

Rock'n Ride Raleigh

PNC

7/14-16

Antiques Extravagabza

NC State Fair Grounds

7/17-23
7/21-23
7/28,29
8/12
8/19,20
8/27

Kids/Exchange Consignment Sale
Raleigh Sports Cards & Memorable Items
Beer, Burbon & BBQ
Gluten & Allergen Free Wellness Event
2017 Triangle Table Tennis Tournament
International Block Party
日本人関連イベント
Triangle Taiko
夏祭り
盆踊り大会

NC State Fair Grounds
NC State Fair Grounds
Koka Booth Amphitheatre
NC State Fair Grounds
Triangle Table Tennis
Raleigh Convention Center

その他のイベント  

7/2
7/29
8/5

Dorthea Dix Park
NC State Fair Grounds
Wells Fargo Atrium

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center
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編集後記
ここ数年、
体重変動は
少ないが、
お腹の周りに立派な「肉」
がついた。運動嫌い、歩く
のさえ億劫。しかし食べる
の大好き。そればかりか、
夜は必ずワインで乾杯。こ
れだけ怠惰で、不健康な生
活を送っていれば「肉」に
好かれても仕方がない。そ
こで、気持ちを奮い立たせ
て、すごく簡単そうで続け
られそうに見えたFBで紹介
の腹筋体操に挑戦。腕立て
伏せのポーズで、体を両手
のひらで支えるのではな
く、曲げた腕で支え4分間そ
のままの状態。しかしこれ
がなかなか難しい。4分なん
て無理無理。まずは1分の
セットを2回。これを午前午
後に分けて2セット。。。の
つもりが、「忙しい❢」を
理由に1分のセットを二回、
一回と少なくなっていく。
そう言えば、靴もウェアも
揃えたジャズサイズも2か月
も続かなかったような。し
かし、「肉」をつまみなが
ら、手遅れにならないよう
に、もう暫く頑張ってみよ
う。
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
6DQNDNX\RNRFKR#RXWORRNFRP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」 年夏号/第号 E\三角横丁編集部
三角横丁© $OOULJKWVUHVHUYHG
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 &KDSHO+LOO1&H-PDLO6DQNDNX\RNRFKR#RXWORRNFRP
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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.
DURHAM͗ϯϰϬϬtĞƐƚŐĂƚĞƌ͘ƵƌŚĂŵE  
☎ϵϭϵ-‐ϰϬϭ-‐ϱϮϭϮ  
GREENSBORO͗ϯϳϬϯ-‐,ŝŐŚWŽŝŶƚZĚ͘'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ͕E  
☎ϯϯϲ-‐Ϯϭϴ-‐ϴϬϬϴ  
RALEIGH͗ϯϮϭϬ-‐ϭϯϭ^͘tŝůŵŝŶŐƚŽŶ^ƚ͘ZĂůĞŝŐŚ͕E  
☎ϵϭϵ-‐ϯϮ-‐ϮϮϴϴ;店名：Θ^ƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚͿ  

★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

7RGD\$VLD0DUNHW

)DPLO\2SHUDWHG%XVLQHVV
.LOGDLUH)DUP5G&DU\1&--6XQ-0RQDP-SP
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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