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Hot News!!
クリスマスの精神が現れているエンジェル・ツリー
クリスマス・ギフトはイエス・キリストの誕生を祝って3人の賢者が東方か
ら駆けつけ、お祝いのギフトを持ってきたことが原点です。現在でもその
精神を受け継いで、各種の慈善団体が恵まれない人たちにクリスマス
のギフトをあげるという習慣があります。この時期ショッピングモール等
に行くと、Salvation Armyという慈善団体が提供するAngel Tree（エン
ジェル・ツリー）というクリスマスツリーがあり、そこには、恵まれない子供たちの情報が書
かれた札が飾りのようにぶら下がっています。この札を取って、子どもたちが欲しがって
いるおもちゃや服などを買って、一人でも多くの人が明るいクリスマスを過ごせるように協
力してみてはいかがでしょうか。他にも同様な慈善団体がたくさんあります。

日本語トライアングルコーラスクラブ
11月19日にUNC Ackland Museumで日本語コーラスグルー
プの無料コンサート が開催されました。「あの素晴ら
しい愛をもう一度」「川の流れのように」「見上げてご
らん夜の星を」「花は咲く」「残酷な天使のテーゼ 」
他曲を披露。各曲を歌い始める前に、心に響く曲の背
景、詩を披露。目を閉じて聞き入ると、作詞家の思い描
いた世界が広がりました。トライアングルコーラスクラブは、トライアングル日
本クラブの傘下のクラブとして一年前に発足した日本の歌を楽しむ混声合唱サー
クルです。練習は原則として第一・第三土曜日の午前11時から午後1時まで、Cary
にて行っています。(イベント前などは練習日が増えることもあります)
メンバー募集中です。性別・年齢・国籍は問いません。
▼イベント・練習への体験参加等のお問い合わせは以下までお寄せください。
trianglechorusclub@gmail.com
▼トライアングルコーラスクラブFacebookページ
https://www.facebook.com/trianglechorusclub/

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

2

トライアングル日本クラブだより
==ラーレイ・インターナショナルフェスティバルのご報告 ==
毎年恒例のインターナショナルフェスティバルが去る10月20-21日ラーレイコンベ
ンションセンターで開催されました。今回は32回目になりますが日本クラブの参加
は初回だけを除いた31回目になります。思い起こせばこのフェスティバルに参加す
るために補習校PTAの有志が集まって作ったのが日本クラブの母体だったことは以
前ご報告してあったと思います。今年も日本食屋台のCaféやステージでの太鼓パ
フォーマンス、うちわに日本語で名前を書いてあげたBazaar、茶の湯デモなどで日
本文化をアピールしましたが、今回はCultural Boothの
ご報告をします。
30か国以上が参加するこのブースでは毎年違った
テーマがあたえられますが、今年は「Hero around the
World」でした。企画ミーティングの中ではたして世界
に通用する日本のヒーローは誰かということで喧々が
くがく。「坂本竜馬」とか「聖徳太子」といった歴史
上の人物や、野球の「イチロー」や柔道の「山下」な
どの候補は上がりましたが、世界に通用するヒーロー
としてはもう一つパッとしないということで、結局落
ち着いたのは「アニメヒーロー」でした。これならば訪れるアニメファンや子供さ
んたちにもうけるのではないかということになり、その中で絞られたのが上図にあ
るような戦うヒーロー「鉄腕アトム」や「ナルト」などの6人になりました。後
で、ブースを訪れる方々の中でもそれぞれ年齢層によって知ってるヒーローとそう
でないヒーローには大きな差があることが判りましたが、かく言う私も全くのアニ
メ音痴でアトムくらいしか知りません。ブース展示の
中で、ヒットだったのは右図の写真のようにドラゴン
ボールの「悟空」と「セイラ―ムーン」の2体だけ顔の
部分をくりぬいた等身大の写真撮影用の立像を用意し
たことでした。踏み台に上って顔を突き出すこどもさ
ん達はもちろん、それぞれが顔を出し2体そろって記念
写真をとるカップルがいたり、ひげをはやしたセイラ
―ムーンがうけたり、3日間を通してほとんど空く暇も
ないくらいでした。各国のブースを回る子供さん達に
はPassportと呼ばれる小冊子が配られ訪れたブース毎に
スタンプやステッカーを貼ってあげるという企画があ
り、日本ブースではピカチューシールを使いましたが、特に小さな子供さんには大
人気で改めて日本文化を代表するアニメキャラクターの力を実感することができま
した。このシールの数を数えたら3日間で1,400名の子供さんたちが日本ブースを訪
れていたことなります。我々ブースの両側がエジプトとオーストリアでしたが、そ
れぞれヒーローとしてはピラミッドのクフ王やルービックキューブで有名なRubik博
士をとりあげていました。正直もう少し真面目に日本なりのヒーローを取り上げて
いた方がよかったかなという後悔も少しはありました。次回のイベントのご案内；
年の瀬餅つき12月30日（土）午後1時 於NCジャパンセンター
/（日本クラブ代表：ロッキー岩島) 東京都出身、ラーレイ在住30年
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「City of Durham」
ダラムのブルシティーの由来は？1985年Civil War(内戦）が終わり、連合 (Union) と 南
軍（confederate） の兵士たちが、ダラム近辺にてキャンプをしていた時、その近くにある
J.R. Greenタバコ店のたばこが売り切れてしまった。多くの兵士たちが自分の故郷に戻
り”ダラム駅にたばこがたりない！”と訴えたお蔭でダラムのタバコ製造がブームになっ
た。その後、タバコ店のGreenさんは、ただ売るだけではなく、製品商標が必要だと考え、
たまたまランチをしている時にあったマスタードの蓋にBull（牛）の絵が書いてあり、 これ
だ!!! と思ったらしい. それから"Bull"がダラムのトレイドマークになったらしい。ここ１０年ぐ
らい、市と郡が都市開発会社に委託して街の開発に力を注いできました。ダラム市は、
Durham performing arts center への出資に成功し クリエイティブアーツイベントなどを積
極的に活動し、市民の住み心地良い街創りを常に試みています。

リサーチトライアングルパーク財団は、RTP内で3つの建物を運営しています。これらの3
つの建物は、Frontier、The Lab、The Archie K Davis Conference Centerです。Frontier
（Co-working space)は、2015年1月にオープンした革新的なコラボレーションスペースで
す。創業以来、100,000人以上の訪問者がFrontierの扉を訪れました。小人数の賃貸しオ
フィスや、オフィスが借りられなくても、自由にスペースやWI-FIを共有使用できます。個
室会議室は、オンラインで予約でき２時間まで無料で使用することができます。毎週金曜
日には、屋台が11：30˜13：30の間ランチを販売しています。午後には、各種セミナーやイ
ベントが頻繁に行われております。特に”STEM in the Park"プログラムは、K-12学生た
ちにSTEMの経験と知識を高めてもらうプロジェクトや若い起業家をサポートするプロジェ
クトに力を注いでいる。財団は、事業を拡大する計画で、憩いの場や劇場、小売店舗な
ど、働きながらトライアングルリサーチパークに居住できる環境を整え東のシリコンバ
レーを目指している。The Labは、複数の研究開発会社を収容するフルサービスのラボ
やオフィススペースです。 Archie K. DavisConference Centerは6,800平方フィートのイベ
ントスペースです。 これらのSpaceは無料から安い料金で借りる事が出来ます。
成長性の高い消費者向け製品、デジタルヘルスやソーシャルエンタープライズ関連の個
人会社が集まり、個々の発展、ネットワーク、ビジネスサポートが充実している会員制の
共同オフィスであるアメリカンアンダーグランド（Co-Working Space)はダウンタウンと
Frontierにオフィスがあります。ここは、新しい技術革命を促進している人たちが集まって
います（Co-Working Space）。コミュニティーイベントなどは、メンバーでない方でも参加で
きます。その他にグリッドワークダラム（Gridwork Durham)は、中小企業のオーナー、コン
サルタント、フリーランスその他の専門家の会員制オフィスで、ビジネスサポートが充実
しています。
毎月第３週の金曜日は、ダウンタウンダラム開発事務所が主催する"THIRD FRIDAY!"ダウンタウンビジネスの活性化を促進するためアートイベントを、ダウンタウンエリ
アで開かれています。ゴールデンベルト（タバコ＆コットン工場跡地を改装）ではワインを
飲みながら作品を見たり、アーティストに直接質問もできます。２階は、大きなロフトス
ペースがあり、イベント、講習会、ウエディング、などに使われています。また、ロフトの居
住スペースもあります。CCBプラザでは、野外パフォーマンスが夜１0時頃まであり、とて
も賑わっています。ここから、チャペルヒルストリートを西方面に少し歩くと右側に、
“PLEIADES” アートギャラリーがあります。こちらには、数々のアーティスト作品（Yuko
Taylorさんの作品も）を販売しています。モーリスストリートにあるARTS COUNCILの１.2
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階のロビーにも、数々のアート作品が展示され見学することができます。その他にも、ホ
テル21Cでは、創造性豊で自然素材を使ったアートなどが展示してあり、いつでも無料で
見学することができます。ここには、高級レストランや宿泊などできます。ちょっとお腹す
いてきたら、この近辺でとっても人気な“TORO"ピザリアや“TOAST"イタリアンサンドイッ
チ、"Dame's"チキンワッフルなどでディナーはどうでしょうか？ ルーフトップでダラムの
夜景を見ながら、軽くカクテルを飲み、ダラムの夜を満喫したり、“POURTAPROOM" セ
ルフサービスバーで、６０種類以上のビール、ワイン、サイダーの中から気に入った味を
検索し、おまかせ寿司コースとなれば”M-SUSHI"、数多くの美味しいレストランとバーが
近辺りにあります。お勧めのスイートは！ “THE PARLOUR”自家製のアイスクリーム
（Pintのお持ち帰り可）ここは、行列ができるほど人気のあるお店です。“RISEBISCUITS
AND DONUTS”ここのドーナツは、ケーキ見たいなドーナツで。特にお勧めは、シナモン
ツイストドーナツです。（日本のツイストドーナツを思わせるドーナツ）。行って見たいレスト
ラン！ “BAGEL BAR”は、ニューヨークスタイルベーグルサンドイッチがお勧めです。
“BULL CITY BURGER AND BREWERY”では、成績がA またはBであるK-12の学生を対
象に１学期に１ハンバーガー（Beef or Veggie)とDirty Friesと飲み物がなんと無料。（30日
以内発行の成績表持参必要）自家製のビールや、ローカルの新鮮な食材を使用してい
る。自然食品店！ “DURHAM CO-OP MARKET” 自然食品マーッケットでは 毎週木曜
日は＄３ディナーを販売（午後4時から8時まで）
詳しい要塞 または、Third Friday！ツアーにご興味がある方はこちらまで https://
bullcitydurham.weebly.com 次回は、Nine Streetのスポットツアーです。
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理想的な退職後の生活とは？

(その3)

今回はコスタリカで悠々自適な退職生活を送っていら
れる米国人夫婦（73歳のハリーさん、74歳のロベルタさ
ん）にインビューをしてみました。彼らは2006 年にアテ
ナス市の外国人向け高級住宅街に家を二軒購入したも
のの、ご主人が依然として仕事をしていた事と、ロサン
ゼルスで彼女の母親の面倒を見る事となった為、退職
者としてコスタリカに移住したのは2011年でした。ロス在
住中の４年間は、アテナスの家二軒は、現地の管理に
任せて観光客に貸し出すという起業家精神の豊かなご
夫婦です。
米国にいた時には、ハリーさんがＩＴ関連の仕事をして
いた為、ワシントン州から始まり、最後はカリフォルニア
州へと合計８州を点々と移動し、その間それらの州にも幾つか不動産を購入し、今でも
それらを賃貸しています。一見、経済的には全く問題無さそうなご夫婦ですが、なぜ言葉
も違うコスタリカ国での退職生活なのかについて、下記の如く彼らにインタビューをして
みました。
「これまでにも熱帯諸国に住んだことがあり、その気候と、美しい自然が大好きです。そ
れと、ハリーの退職時に、米国の医療・健康関連の経費があまりにも高すぎるという事
に気づきました。また、米国の生活は「フランチャイズ文化」と言っていい位、どの州に住
んでいても同じものばかりで文化的に退屈で、物欲中心の消費文化の中で生活する事
にも飽き飽きしていました。退職後の生活には、在職中にはしたくても時間がなくて出来
なかった事とか、自分自身が情熱を持ってやりたい事とか、これまで経験したことのない
新しい何かに挑戦するというような生き方を求めていました。ですから、外国語を学ぶと
いうのは、結構楽しい挑戦ですし、たわいのない会話でも楽しいし、驚きに満ちた生活に
繋がります。人生には驚きや自分に対する挑戦がないと本当にツマラナイですよね。」
「なぜ、コスタリカ？とよく質問されますが、ここは自然が美しく、生態環境が非常に豊か
で、気候が一年中温暖なので冷暖房が必要なく、ベランダやパティオでの屋外生活が楽
しいという事があげられます。また、国民健康保険を基盤とした健康・医療費用が米国と
は比較にならないほど安いという事も重要な要因です。それと、きつい作業が徐々に辛く
なってきている私達に取って、人件費が安いという事実はとても重要です。それに、現地
の人達は本当に気持ちの良い人達が多いですから。これは、米国では不可能だった贅
沢です。現在の生活において、家の中から外に至るまでのすべての掃除、維持管理、修
理、改造等の作業は複数の従業員に任せているので、今は、自分のやりたい事をやり
たいように出来る自由な生活です。もう一つ大切なのが、米国にいた時よりもさらに良い
経済的機会に恵まれているという事です。私達の場合、経済面では米国にいた時よりも
ここでの生活の方がズーッと恵まれています。銀行の利子もすごく高く、利子だけで生活
している退職者も結構多いし、投資機会も色々ありますから。」
「意義のある、楽しい退職生活をするにはどうしたらいいか？それは、自分の好きな事や
興味のある事に情熱をもってあたる事だと思います。他人の評価、認識、意見等、他に
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依存する必要が無いという意味での情熱です。私達夫
婦は外国語を学ぶ事、知識・精神面での挑戦を自分に
対してする事に情熱をもっていますが、それは自分自身
の喜びと成長の為にしています。この年になると、配偶
者や家族がいつ、どうなるか分かりません。だからこ
そ、他に依存しない、自分自身が心から情熱をもって出
来る何かを見つけ、楽しみ、自分を成長させる事が精神
的にも、情緒的にも必要となるのです。これは、自分達
が元気に生き延びる為に不可欠のものです。一言でい
えば、情熱と喜びと成長ですね。」
「インターネット時代に生きる私達は本当に恵まれています。ネットを通して何でも学べる
し、他者との共有も楽にできますから。私（ロベルタ）は最近ギターの練習と万年筆で文
字を書く練習を情熱的にやっています。私はもともと芸術家なので、もちろん絵を描いた
り、彫刻を作ったりする事は毎日ガンガンやっていますよ。興味があれば、私のフェイス
ブックでご覧下さい。（https://www.facebook.com/roberta.laidman.3）」
「僕は（ハリー）言語が好きなので、こちらに来てから西語を習得しました。その国の言葉
を学ばずに、楽しく、意義のある移住生活をするというのは考えられません。また、自分
達はゆっくりとしたペースでまだ行った事のない国に旅行をするという事も毎年していま
すので、海外旅行をする前には必ずその国の言語を勉強しています。そういうふうに、自
分達が情熱をもって何かをしていると、他の人が自分達に目を向けてくれ、仲間ができる
という事もあります。孤独から抜ける最高の方法だと思います。」
「もう一つ大切なのが、自分の回りにどのような人間を寄せ付けるかを注意して選ぶ事で
す。自分を豊かにしてくれる人、喜びを与えてくれる人、成長させてくれる人、挑戦をしてく
れる人を選ぶという事であって、誰でもかれでも良いという訳ではないのです。自分を引
き下げるような人は回りに置かない事も大切です。」
「今後退職生活をする人達へのメッセージは、今からすぐにでも自分が情熱をもって打ち
込める何かを探し、それをやり始めるということです。とにかく、情熱が無い人生や、自分
の幸福感が他に影響・管理される人生ほど惨めなことはないですから。情熱さえあれば、
年齢は関係ないです。退職生活の時期こそ、自分の存在そのもの意味、興味、情熱に対
し自由に時間とお金を使える時だと思います。そういう意味では、私達のコスタリカにお
ける生活に本当に満足しています。」
*************************************************************************
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）
ブログ https://bellhisano.blogspot.com/2017/
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法律相談 「ちょっと教えてください」
～

Ｈ１Ｂ平均賃金レベルの上昇 ～

新卒者がよく使う短期就労ビザには専門職ビザのH1Bがありますが、
近年H1Bの審査基準が大変厳しくなり、追加証拠の要請が発行される
確率も非常に高くなっています。ところが、今年４月にトランプ大
統領により“Buy American Hire American”という大統領令を発令
され、労働局、移民局、国務省など各政府機関は、アメリカ人の採
用を優先するように具体的な措置を取るように指示をうけました。これを受けて、
米国大使館・領事館でも、ビザ面接後に追加情報の提出を求められ、ビザの発行が
遅れるケースも見られるようになりました。移民局もまた、就労ビザなどの審査基
準をより厳しくしており、今年はH1Bの平均賃金レベルを問題視する追加証拠の要
請が多くみられました。
平均賃金順守義務： 他の短期就労ビザとは異なり、H1Bには平均賃金の順守義務
があります。雇用主はH1B社員が就労する地域におけるそのポジションの平均賃
金、もしくは同職社員に支払う賃金のいずれかの高いほうを支払わなければなりま
せん。永住権の申請では、労働局が平均賃金のレベルを決定しますが、H1Bの場合
は、申請企業がそのポジションに妥当な平均賃金を選び、その額を労働条件申請書
（Labor Condition Application）に記入して、オンラインで申請することができ
ます。労働局はその賃金がポジションと該当地域に妥当であると判断すれば、労働
条件申請書を承認します。雇用主は承認された労働条件申請書をH1B申請書類と一
緒に移民局に申請します。
平均賃金レベル： 平均賃金には４レベルありますが、新卒者など関連職務経験0
から２年までを条件としているようなポジションであれば、通常一番低いレベル１
の平均賃金が該当します。職務経験を４年以上必要とするようなポジションであれ
ば、一般に一番高いレベル４の平均賃金を使います。その他には、特殊な技術や知
識をポジションの条件としたり、また通訳や外国語教師以外のポジションに外国語

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：mokura@taylorenglish.com

Taylor English Duma LLP
1600 Parkwood Cr, suite 200
Atlanta, GA 30339
代表:770-434-6868
直通:678-426-4641
代表Fax:770-434-7376
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取り扱い法律分野：雇用、移民。会社設立、製造、
知的財産、不動産、建設、企業、破産、環境、訴訟、
保険、税金、ファイナンス、エネルギー、技術、通信、
航空、政府、データセキュリティ、プライバシー、レスト
ラン、ヘルスケア、人材派遣、教育、娯楽、ホスピタリ
ティ、スポーツ、メディア、レジャー等

を条件とすれば、平均賃金のレベルは一つずつ上がっていきます。
追加証拠要請： 今年４月に、主に東部を管轄する移民局のバーモント・セン
ターは、平均賃金のレベル１か２で申請したほとんどの雇用主に対して、追加証
拠の要請を出しました。過去は文系の職種の審査が厳しく、アメリカ国内のエン
ジニア不足から、理数系のポジションは比較的無難に審査されていました。とこ
ろが、今年はエンジニアなどの理数系のポジションでさえ、平均賃金が低い場合
は追加証拠の要請が発行されています。追加証拠の要請には、（１）職務内容が
専門的であるために、エントリーレベルのポジションだとは思われないので、平
均賃金レベル１は妥当な賃金レベルではない、（２）平均賃金レベル１は専門的
なポジションとはみなされない、（３）上記１番と２番の両方、などといった理
由が書かれています。しかしながら、Ｈ１Ｂ専門職に平均賃金レベル１の使用を
禁止するような法的条項はなく、さらに、Ｈ１Ｂプログラムが１９９０年度に始
まってから、移民局は平均賃金レベル１の申請を承認してきています。また、賃
金に関する問題は労働局の管轄であるために、移民局は過去には平均賃金のレベ
ルに対するコメントは控えていました。
今回の平均賃金騒動は、アメリカ人の採用を優先する大統領令の方針に沿った新
しい措置だと思われますが、法律自体を改正するまえに、政府機関が先走ってい
るようにも見受けられます。すでに、４レベルの平均賃金を３レベルに変更し、
一番低い平均賃金額を引き上げようとする法案も提出されています。また、企業
間転勤に使われるＬビザにも平均賃金制度を適用すべきという法案もあがってい
ます。今後、Ｈ１Ｂの平均賃金がどのように変わるのか、また他の就労ビザにも
平均賃金順守が義務化されるのか、今後の法案の動向を見守り、雇用主もそれに
応じて、社内の賃金体系を見直す必要がでてくるでしょう。
本ニュース記事に関する注意事項
本雇用・労働・移民法ニュース記事は、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。
/大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アタランタ在住
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第５回 出産、育児、子育てに関わる日本の社会保障について
毎回日本の年金や老後の帰国といった高齢者のための情報を主に紹介しています
が、今回は出産、育児、子育てに関わる日本の社会保障のお話で直接的には若い世
代向けの内容です。現在（または今後）子育てをする駐在員やそのご家族、高齢の
方でも将来一緒に帰国予定のお子様の将来の出産、子育ての参考にして下さい。
１．制度の概要
出産、育児については出産にかかる医療費や子供にかかる医療費、養育費など家計
への負担は少なくありません。また働いている人であればその間就労できないため
収入がなくなったり減額されます。そのため公的社会保障により一定の給付（金
銭、サービス）を受けることができます。具体的には下記制度の下で受けることに
なります。
・医療保険（健康保険）
健康保険（サラリーマンが加入）、国民健康保険（自営業者等が加入）
・厚生年金保険
・雇用保険
・共済組合（公務員・学校職員が加入する健康保険、共済年金、雇用保険）
・児童手当法
２．給付内容
実際の給付内容について説明します。
1)出産時
■出産手当金（健康保険）
健康保険制度からの適用となるので対象はサラリーマン、公務
員・学校職員になります。
被保険者が出産予定日以前42日から出産日後56日(計98日）に出産のため休業した
場合、会社から給与を受けることができない、または減額された時に支給されま
す。休業期間中給与が出ない場合にそれを補う形で支給されますので、家族が出産
する場合は対象となりません。
■出産育児一時金／家族出産育児一時金
健康保険、国民健康保険制度からの適用となります。被保険者および家族（被扶養
者）が出産した時にその出産費用を補助する目的で支給されます。金額は40.4万円
です（一部医療機関では42万円）。正常分娩だけでなく早産、死産、流産、人工妊
娠中絶の場合も適用されます。
■休業期間中の保険料免除
健康保険、厚生年金制度からの適用となるので、対象はサラリーマン、公務員・学
校職員になります。医療保険、厚生年金のいずれも保険制度ですから毎月保険料を
支払わなければなりませんが、産前産後休業中に会社から給与が支給されない（ま
たは減額されている）場合は保険料の支払いが免除されます。保険料が免除されて
いても健康保険の医療給付を受けたり、将来の年金のための保険料を納付扱いとす
ることができます。
2)育児休業期間
雇用保険制度からの適用となるので、対象はサラリーマン、公務員・学校職員にな
ります。子供が1歳の誕生日まで育児のため休業する場合、会社から給与を受ける
10

ことができない時に休業開始時の賃金の67%（180日経過後は
50%）が支給されます。支給の条件として被保険者期間（従業員
である事）が休業開始前の2年間に12カ月以上あることとなりま
す。
3)子どもにかかる医療費
健康保険、国民健康保険制度からの適用となります。通常医療
費の自己負担額は3割負担ですが、小学校就学前の子供は2割負
担となります。（尚70歳以降は2割負担。75歳以降後期高齢者医
療制度では1割負担）
4)児童手当
15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童（中学校修了前の児童）を
養育する保護者に対して一律に支給されます。月を単位に支給され児童一人につき
月額1万円（3歳未満の子は1万5千円）です。一定所得以上の世帯は月額5千円とな
ります。
また父母の離婚などにより父または母の一方からしか養育を受けられない一人親家
庭の児童には一人当たり月額4万円～5万円の児童扶養手当が支給されます。
5)高校授業料無償化
2010年より公立高校の授業料が無償化されています。また私立高校についても現在
政府が将来の無償化について検討を進めており、数年以内に実現される可能性があ
ります。
いかがでしょうか？少子化が深刻な問題となっている中、このように出産や子育て
しやすい環境を国や地方自治体が中心になって整備しています。
尚上記内容については2017年9月1日時点のものですが、今後変更となる可能性があ
ります。詳しい内容や手続については各市町村役場、健康保険協会、健康保険組
合、共済組合、日本年金機構へお問い合わせください。
保険協会、健康保険組合、共済組合、日本年金機構へお問い合わせください
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

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
Tel: 919-781-7599
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“大学受験”
この三角横丁を皆さんが読む時には、なんと１２年生の大学願
書の提出が終わり、後は結果を待つのみとなっている子供たちが
多いです。アメリカではほとんどの有名大学は１２月の初めが願
書の締め切りだからです。今回は日本とは少し異なっているアメリカの大学受験
事情をおしらせしたいと思います。
願書提出時にほとんどの大学で要求していることは、成績証明書、推薦文、履
歴書、作文とテストのスコアです。願書の提出が１２月なので、まず成績は９年
生から１１年生までで評価されます。最終学年の１２年生の成績は、大学の合否
には含まれませんが、大学入学時には、本当に高校を卒業したか確認するため
に、提出が求められます。推薦文は、学校のカウンセラーの先生とか、自分のこ
とをよく知っている学校の先生や、ボランティア活動をしている場合には、その
関係者の方にお願いして書いてもらいます。また履歴書のようなものも書かなけ
ればいけません。履歴書というより、授業の他に、今までにどんな活動をしてき
たかということを中心に書きます。学校で生徒会やマーチングバンドに入ってい
たとか、スポーツなどのクラブ活動を活発に行ってきたかなどです。そして一番
大変なのが、作文です。学校によって出されている作文の課題が違うから、受験
する大学が多くなればなるほど、色々な課題の作文を書かなければいけないので
す。そして一番大切なのがテストのスコアです。これはSATとACTの２種類があり
ます。ほとんどの大学では、どちらのテストのスコアを出してもいいようです。
この二つのテストは同じようですが、少し異なるのは、ACTには理科が含まれてい
ることだと思います。理科が得意な子供はACTのスコアを提出した方が良いという
ことです。このテストは年間数回行われるので、何回も挑戦することができま
す。またテストはいつでも受けられるので、早い時には１０年生ぐらいから受け
始める子供もいます。日本では、高校の最終学年は受験勉強の追い込みの時です
が、アメリカでは、願書を提出してしまえば、リラックスした、ホリデーシーズ
ンを迎えることができます。日本とアメリカとどちらの大学受験が良いのでしょ
うか？
/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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「急用ができて子供を預けなければならないんだけど。。。」「子供の学校と自分の仕事の
休みが合わなくて。。。」なんてことありますよね。そんな時にとってもありがたいデイケア
があるんです。事前予約不要のDrop in タイプで、ダーラムチャペルヒル界隈だけでもいく
つかありますが、良さそうだった３つを見学に行って来ましたのでご紹介します。
Courtney's Drop in Kids Care（http://www.dropinkidscare.com/）は、I-40 のExit273近く
で利便性が高いです。見学に行ったのが夕方だったせいか子供は2人位しかいませんで
したが、広々としたインドアの遊び場は、テレビゲームも含めて大小様々なおもちゃで一
杯でした。Green Kids Drop-in Center（http://www.greenkidsfun.com/）もI-40のExit276か
ら近くて便利です。Courtney'sほど広くはないですが、インドアの遊び場ながら、大きなス
ライダーなど子供が体を動かして遊べる道具もありました。Sleeping Grass（http://
www.sleepinggrass.org/）はDuke大学から5分ほどの所にあります。I-40からのアクセスは
あまり良くないですが、一軒家なので子供にとっては家にいる感覚に近いところが良さか
なと思いました。アートの部屋、赤ちゃん用の部屋、子供が遊ぶ部屋と部屋ごとに分かれ
ており、小さいながらお外遊びのスペースもあります。
費用はそれぞれですが、どこも40時間、50時間、100時間などのパッケージを用意してい
て、長時間になるほど割引率が上がります。例えば、Sleeping Grassでは、50時間だと1
時間当たり8.25ドル、100時間だと時間7.7ドルです。お得感がありますよね。
ランチもお願いすれば、5-6ドルでどこも用意してくれます。メニューを選べるところもあれ
ば、先生がその日その日で作ってくれるところもあります。
事前予約は不要ですが、定員を超えてしまっている場合は受け入れてもらえない可能性
があります。オープンが8時か8時半というところが多く、早い時間なら大体問題ないようで
すが、10時から2時のような需要の高い時間帯だと定員に達してしまうこともあるようです
ので、ご注意ください。
預かってもらえる時間は、3-4歳の子供だと最長5時間という所、7時間という所とありまし
た。Drop in式デイケアに対する規則があるようですが、単発の利用なら、一回7-8時間預
かることも可能だと言われたので相談してみてください。

子供を預けるとなると、雰囲気ややり方も大事ですが、おうちや職場からの便利さも大切
な要素になると思います。この３つだけを見てもそれぞれに特徴があるので、ニーズやこ
だわりのポイントに合わせて最適なデイケアを選んでみてください。

/藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部
映画を見ていると、その時代時代の世相が見えてきます。最近は
あまり多くない西部劇ですが、以前は本当に流行っていました
ね。西部劇では、銃を持った白人たちが馬にまたがって走ってい
く姿が印象的です。あの頃からアメリカ人に銃はなくてはならないものになったの
でしょうか。近頃は、未来の地球と人類を危惧するような映画が毎月必ずあるよう
に思います。荒廃した地球から宇宙に移住するために宇宙人と闘うとか、人類の中
でも優秀な者だけを選んで管理して生き延びるとか。そうやって映画で社会観察す
るのもおもしろいものです。
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
Wonder Wheel (ドラマ、コメディー) NR、12/1公開
ウッディ・アレン監督によるNYコニーアイランドを舞台にした映画。気性の激し
い元女優のジニー（ケイト・ウィンスレット）は、ある家族の家で働き始める。
Star Wars; Last Jedi (アクション、SF、冒険) 12/15公開
前作「フォースの覚醒」で伝説のデェダイがレイと巡り合ったその後を描く。カ
イロ・レンがダース・ベイダーを受け継ごうとする訳とは何か、その謎に迫る。
Ferdinand (冒険、ファンタジー、ファミリー) PG、12/15公開
見かけは強くて怖そうだけれど、実は心優しい雄牛の物語。舞台はスペイン。闘
牛として連れて行かれ故郷を離れたフェルディナンドは、結局戻されることに。
The Ballard Lefty Brown (ウェスタン) NR、12/15公開
レフティーは仲間のジョンソンが銃で撃たれるのを目撃した。犯人を捜すべく、
助っ人と共に荒野のモンタナを追跡する。仲間への忠誠と正義が溢れる西部劇。
The Greatest Showman (ミュージカル、伝記) PG、12/20公開
アメリカの興行師として最も有名なP.T.バーナムにヒントを得た作品。ショービ
ジネスの世界で、ゼロから出発して数多くのエンターテイメントを築き上げた。
Jumanji; Welcome To The Jungle (冒険、ファンタジー) PG13、12/20公開
居残りをさせられた4人の高校生がその部屋で見つけたジュマンジというゲーム
をしようとすると、突然そのゲームの中のアバターになって入り込んでしまう。
Downsizing (SF、コメディー) NR、2/22公開
人類の人口増加に対応しようとノルウェーの科学者が発明した人間を5インチに
小さくする方法。ポール（マット・デイモン）夫婦もそれに早速応募するが…。
Pitch Perfect 3 (ドラマ、音楽) PG13、12/22公開
アカペラのグループ、ベラーズは世界大会で優勝したが、メンバーは大学を卒業
して、それぞれ別の道へ。ところが米軍内でのツアーが計画され再結成する。
All The Money In The World (ドラマ、スリラー) R、12/22公開
16歳の息子が誘拐された。犯人は身代金を要求。実は祖父が大金持ちだったの
だ。しかし祖父は支払いを拒否する。息子の命が危険に。母親はどうするのか？
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Molly’s Game (ドラマ、伝記) R、1/5公開
オリンピック選手だったモリー・ブルームの実話。FBIに捕まるまで、彼女は大
賭博をやっていた。実はその賭博に関わっていたのはすごいメンバー達だった。
Insidious; The Last Key (スリラー、ホラー) PG13、1/5公開
人気の三部作だったInsidiousの新作。優秀な超心理学者のエリス博士（リン・
シェイ）は、今まで出会ったことがない程恐ろしい奇怪現象に自宅で襲われる。
Streep Hunks (ドラマ、スリラー) NR、1/12公開
スティーブン・スピルバーグ監督、トム・ハンクス、メリル・ストリープ主演。
NYタイムス紙に対抗すべく、政府の機密を暴こうとするワシントン・ポスト紙。
Paddington 2 (ファミリー) NR、1/12公開
ブラウン家に落ち着き、地域にも馴染んで人気者になったパディントン。叔母さ
んの100歳の誕生日プレゼントにおもしろい飛び出す絵本を見つけたのだが…。
The Commuter (スリラー、アクション) PG13、1/12公開
保険の営業をしているマイケルは家と仕事場の往復で電車に乗るのが日課だ。あ
る日、妻を人質に取られ、終点に着くまでにある人物を探し出せと脅迫される。
Den Of Thieves (アクション) NR、1/19公開
エリートで構成されたロスの保安局特捜班と、銀行強盗としてはこの地で右に出
るものがいない犯罪グループとの駆け引きを描く。ジェラルド・バトラー主演。
12 Strong (ドラマ、アクション、戦争) R、1/19公開
9.11の事件の後、潜伏する犯人を捜すためアメリカは特殊部隊をアフガニスタン
に送った。その地帯は山岳地帯で車は入れない。軍は馬に乗って進むしかない。
Maze Runner；Death Cure (SF、アクション) NR、1/26公開
三部作の最終章。迷路を脱出して生き残った若者達“グレーダー”のリーダーで
あるトーマスの役目は、謎のWCKDに管理されている社会を打ち壊すことだった。
Peter Rabbit (ファンタジー、ファミリー、アニメ、コメディー) NR、2/9公開
時代を超えて読み継がれてきたピーターラビットの話が映画に。隣に動物愛好家
の一家が住んでいることで、マクレガーさんとピーターの抗争が激化していく。
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～痛いの痛いの飛んで行け～
初めまして、マッサージセラピストのAkiraです。今回、お越しになる方に多い「腰痛」を緩
和するための、一人でできるマッサージとストレッチをご紹介いたします。ただし、ぎっくり
腰のような急性の腰痛をお持ちの場合は、炎症を起こしていますので、マッサージやスト
レッチは、悪化させてしまいますから、まずは、安静にしておくことが大事です。それで
は、腰痛がどこから来ていることが多いのかを教えましょう。圧倒的に多いのは、おしりか
ら脚の付け根にかけての筋肉が硬いケースです。次は、ふくらはぎからアキレス腱にか
けて硬くなっているケースです。腰が痛いと言っても、腰の筋肉から来ているのではない
ことが多いのです。硬くなった筋肉をほぐすために、ふくらはぎのマッサージと、おしりの
ストレッチ方法を３つご紹介します。
【1人でできるマッサージ】
1）床に体育座りのように座ります。
2）右の膝の裏のちょっと下のふくらはぎからアキレス腱にかけて、真ん中のラインを両手
の親指を使って、ゆっくり押していきます。押す際は、息を吐きながら行います。(※膝の
裏は、静動脈、リンパ腺もあるので強く押さないように注意)
3）3回ほど続けます。
4）左脚も同様に行います。
【一人でできるストレッチ〜座位その1】
1）椅子に座ります。
2）右足を左の太ももに乗せます。
3）上半身を前にゆっくり倒します。10秒ほど行います。
4）反対の足も同様に行います。
【一人でできるストレッチ〜座位その2】
1）椅子に座ります。
2）右足を左の太ももに乗せます。
3）今度は、乗せた足を両手を使って、水平に上に持ち上げます。
4）反対の足も同様に行います。
【一人でできるストレッチ〜仰向け】
1）仰向けに寝る
2）左足はのばし右膝を抱えるように曲げる
3）右膝をゆっくり胸の方へ引き寄せる
4）右足をゆっくり下ろす
5）左足も同様に行う
6）５回行う
ストレッチは、無理やり行わないで、あ〜気持ちいいと感じるレベルで行ってください。毎
日続けてみると、腰痛がなくなると思いますよ。
/Akira 長崎出身 Wake Forest 在住
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2018年トライアングル地区新年会のお知らせ
寒冷の候、皆様におかれましては健康
に留意され、つつがなくお過ごしの事
と存じます。過去10年以上続いて参り
ましたトライアングル地区新年会が、
2 0 18 年 も 開 催 さ れ る 運 び と な り ま し
た。
参加申し込み方法を含む詳細は、チャ
ペルヒル・ダーラム日本人会様のウェ
ブサイト等を通じて確定次第お知らせ
して参りますので宜しくお願い致しま
す。
日時 1月20日 (土) 午後3時開宴
場所 The Sarah P. Duke Gardens
主催 新年会準備委員会
共催 TJBA トライアングル日系商工会
後援 トライアングル日本クラブ、チャペルヒル・ダーラム日本人会、ローリー日
本語補習学校
前回の新年会同様、お子様方のご参加も大歓迎です。
在アトランタ日本国総領事館より篠塚隆総領事、旭日小綬章を叙勲された元在
ローリー日本国名誉総領事のジョン・アトキンズ様を主賓にお迎えし、日米両国
歌斉唱、鏡開き、各種音楽演奏鑑賞会、TJBA会員企業による書き初めや福笑いな
どの体験ブース、日本クラブによる和太鼓演奏と餅つき、仕出し料理など、盛り
沢山の内容を企画しております。
当日、より多くの皆様にお会い出来ますことを楽しみにしております。
新年会実行委員会一同
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赤い小鳥とブルーな生活
「お別れの時」”Time to Say Good-Bye”
季節ハズレ、且つ、私事で恐縮ではございますが、この度、
息子が日本語補習学校を卒業致しました、パチパチパチ。四
歳で幼稚部に入学以来、それなりに頑張っては来たものの、
卒業式まで半年を残しての自主退学なので、親としては少々
残念である。
辞めた一番の理由は、本人のやる気の糸がぷっちりと切れ
たことである。補習校が大好きで、たとえサッカーの試合とかち
合っても「補習校に行く」と即決していた息子が、運動会ですら興味がない、と言い出し
た。宿題も、何が何でも終わらせる、という意地が消えてしまった。もしかしたら、「まぁ、い
いか、こんなもんで」という親の気持ちを、見透かされたのかもしれない。
我が家は赴任期間限定の「駐在組」ではなく、いわゆる「永住組」である。日本に帰る具
体的な計画はなく、従って息子が日本で義務教育を受ける予定は、今のところはない。で
は、なぜ補習校に通わせたのか、と訊かれたら、それが当たり前に思えたから、というの
が、一番当てはまるような気がする。もちろん、日本語を教えたい、日本の文化に触れさ
せたい、という側面もあるが、それはどちらかと言うと、日本人の私の望郷の念に起因す
る願望である。
アジアを中心とした全日制日本人学校と、アメリカなどの英語圏を中心とした補習授業
校の二つ。 ご存知の通り、どちらも日系企業を核として、保護者が運営する私立団体で
ある。ほとんどの日本人学校が、駐在組子女対象を明確に謳っているのに対し、補習校
はもう少し間口が広い。その為に、世界各地で問題が生まれているようだ。
補習校には、日本の皆様の血税から補助金が出ている。それは「現地校に通学する児
童生徒が、再び日本国内の学校に編入した際にスムーズに適応できるよう、基幹教科の
基礎的基本的知識・技能および日本の学校文化を、日本語によって学習する教育施設
である（文科省）」ことが前提なので、永住組の私たちは、本来、お呼びでない。でも、入
れたい。しかも困ったことに、永住組の日本語能力は個人差が大きい。片言しか出来な
い子と、お受験を控えた子が混在し、匿名掲示板では双方の不満が飛び交っている。日
本語を学ぶ為の別学級でもあれば良いが、果たしてそれは補習校の範疇なのか。かと
言って、駐在組だけでは安定した収入の確保が難しい学校もあり、急激に増え続ける永
住組とどう折り合いを付けていくか、補習校本来の役割をどう果たしていくかは、世界の
補習校共通の悩みなのではないだろうか。
補習校の子供たちは、二校分の宿題と闘い、日々頑張り続けている。息子は一足先に
お別れだけれど、「あと少しだったのに」ではなく「今までよく頑張ったね」と言ってやろう。
そして、いつかまた、自分から勉強を始める気になってくれるのではなかろうか 、と母は
少し期待している。

/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！―

「もし私は一人なら」
私たちは、どれだけの物をみのがしたかに、常に注意をしすぎていま
す。そして、自分がどれだけ持っているかに気がつきません。なぜな
ら、私たちはもっと無くします。無くした物はもどりません。私たち
は持っている物を大切にするべきです。ですから、私たちの一人立ち
の日のために準備します。二千十六年の夏休み、私は日本へ行きまし
た。それは初めての両親のいない旅行でした。私のホストファミリーは私の世話を
しました。たくさんのアジアの親と同じです。でも私の両親ととても異なって感じ
ました。誰も私の両親と同じ世話を私にすることはできません。今、私は母と一緒
にアメリカにいます。父の仕事は中国ですから、中国を去ることはできません。母
は仕事があります。とても忙しいです。私は一人っ子です。母は私が心配です。で
すから、一緒にアメリカにいます。でも、母は言いました。「あなたは十八歳に
なった時、アメリカで一人で生活します。」それで、私が一人で暮らしていたらど
うなるかを考え始めました。今、毎日私は学校について心配するだけです。よく家
事を手伝っています。でも、私の母は大部分の事をしています。食事や洗濯などで
す。これは多くのプレッシャーを私から取り除きます。しかし、もし母がここにい
なければ、私は自分一人で生きなければならないです。今と何が違いますか。もし
私は自分一人で生きるなら、私は完全に自由です。誰も私を制限しません。私はど
んな食べ物を食べてもいいです。私は何でもできます。私はいつでも寝ることがで
きます。しかし、私は朝早く起きて朝御飯と昼御飯を準備して、私は自分で家を掃
除する必要があります。私は毎日水を沸かす必要があります。私は自分の晩御飯を
料理します。夜は完全に静かな家で、一人でいる必要があります。寒い冬の朝、暖
かい朝食がありません。喉が渇いた時、温かい水がありません。空腹で疲れて学校
から帰る時、家に夕食がありません。私が孤独で疲れた時、話す人は誰もいませ
ん。物が存在する時、私たちはあまり注意しません。しかし、一度無くなると、そ
れは明らかです。母が私にどのくらい肉体的、精神的なサポートをしたか理解でき
ません。母は私ために物理的な仕事をするだけでなく、精神的に疲れた時サポート
をします。母は私の日常生活がじゅんちょうであることを確かめます。それで、私
は自宅で心配することがありません。私は気分が落ち込んだ時、母は私を慰めま
す。私を応援します。人は私がいつも独立していると褒めます。しかし、私はまだ
まだです。私はまだ独立から遠いです。映画の『千と千尋の神隠し』の中で、宮崎
駿先生は言いました。「人の人生は、自分の墓へ走る汽車に乗っているようだ。途
中に沢山駅があるけど、ずっと最後まで側にいてくれる人はいない。だから、いて
くれた人が降りる前に、いくらさみしくても、感谢の気持ちでさよならと言お
う。」私たちの両親は永遠に私たちの側にいることはできません。遅かれ早かれ、
私たちは自立する必要があります。雛は常に巣を離れる必要がいります。誰も永遠
に他人の翼の下に住むことはできません。現実を見ることを拒否するのではなく、
私たちは自分自身を準備することができます。準備中に、両親がどれくらい助けて
くれているか注意することが重要です。私たちは両親が制限していると思っていま
すが、私たちは両親を非難する権利がありません。私たちは両親のしたことに感謝
をしなければなりません。両親が私たちのためにしたことすべてに感謝してくださ
い。
レベル2優秀者 ジュ・メイシュン
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「良い聞こえのための賢い選択 」
補聴器の話は今ここで三角を読んでいらっしゃる皆さんにはまだ必要のないこと
だと思いますが皆さんのおじいさんやおばあさん、ご両親、そして、親戚の方々
のなかで聞こえが難しくなっている方々に是非伝えてください。
通常、補聴器の選択は難聴の度合い、形状、生活パターン（レストランによく行
くとか、ひとりで家にいることが多い等）、職業、身体状況（特に腕、手、指の
動き）、携帯をよく使う、携帯で音楽をよく聴くなどを踏まえたうえで行いま
す。もちろん、価格の希望が優先となりますが。
時折、いろいろとインターネットで調べてきて補聴器のメーカーを指定してくる
ことがあります。その場合はそのメーカーのなかで上記のことを考慮し、補聴器
を選びます。でもお友達がよく聞こえようになったから、同じもの（補聴器）が
欲しいということもあります。それはそれでその機種がその人のニーズににあえ
ば問題ありません。でも友人は満足しているのに、何度調整をしても満足でき
ず、がっかりすることもあるのです。
例えば,おなじ難聴レベル、形状（オーディオグラム）でも、言葉の理解力が異な
ることが多くあります。言葉の聞き取りに問題のない人はたいてい補聴器への満
足度が高いのですが、静かな検査室でも、提示された言葉リストの半分または半
分以下しか正しく答えられない人は補聴器を使っても日常生活の中で言葉の聞き
取りがよくできず、補聴器への不満となります。また騒音のなかでの聞き取りの
良し悪しも補聴器への満足度にかかわってきます。以前にもお話ししましたが、
私の聴力は正常ですが、すこしでも音が大きくなると、不快になり、ガヤガヤし
ているところでの言葉の理解が低下します。人それぞれ異なる音への認識も補聴
器の満足度につながります。
もう一つは、補聴器に搭載されている機能が使えるかどうかです。最近の補聴器
のなかには携帯電話のBluetooth機能に対応しているものがあります。とても便利
に電話が使えるようになりました。でも、さあ、アプリをダウンロードしましょ
うという段階で、パスワードを覚えていない、どこにも書きとめていないという
ことで、アプリのダウンロードができず、補聴器の便利な機能も使えないという
ことになってしまうのです。またアプリをダウンロードできたとしても補聴器の
機能を使いこなせない場合が多くあります。ですから、補聴器の選択の際には友
人や知り合いのひとがあれこれ言っても、自分自身の状態をよく理解し、専門家
とよくお話しして決めることが大切です。

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住
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女の中に男が一人❢
“ バイクや牧師の奮闘記

第５話”

先月この時期には、ラスベガスで銃の乱射事件があり、世の中いったい
どうなってしまうのだろうと心配をしていました。その記憶も消えないうち
に、今度はニューヨークで車を暴走させて8人の命を奪ったテロリストが
捕まりました。私たちの祖国のすぐ隣では北朝鮮が訳の分からないこと
をし、中国も共産主義による独裁的政治色を強めているように思えま
す。本当に将来に不安が募る今日この頃です。こんな殺伐としたニュー
スしか耳にすることのできない毎日の暮らしの中で、読者の皆さんの心までもがすさんで
しまわないことを願ってやみません。筆者は牧師という立場ですので、普段から聖書を元
に何を幸福と感じられるかとか、平和について語らせていただいているわけですが、私た
ちはどうも慈善事業のような大げさなことをしないと平和に関与できないような気になって
しまいます。これから年の瀬にかけて、クリスマスや年末に引っ掛けて様々な慈善団体が
寄付や協力を求めますね。確かに本来ならば、幸福に過ぎてゆく時間の中を不幸や不自
由のどん底で過ごされている人たちは星の数ほどいるでしょう。そのような人たちを助け
る大きな事業に参加することはとても良いことですが、善なる行いとは「何をどれだけする
か。」ということよりも、「どのような思いでするか。」ということの方が重要ではないかと感
じるのです。聖書の中で黄金律と呼ばれる言葉に、「自分がしてもらいたいと思うように、
他人にもしてやりなさい。」というのがあります。一見当然の道徳的な教えなのですが、意
外に私たちはこのようなことを忘れがちではないかと思います。あなたの心の底から誰か
のためを思って行動することとは、何も大きな慈善事業に参加しなくても、毎日の生活の
中で意外に転がっていることです。私たち日本人は、普段「どうも」と「すみません」の言葉
だけで過ごしてはいないでしょうか。英語の言い回しでは、本当に自分が感謝だと思った
らyou are appreciated! つまり「感謝します！」と、本当にありがたいと思った気持ちを伝え
ますし、Excuse meとか Pardon meなど、「すみません」以上の気持ちを込めた言葉を相
手に投げかけることによって、それを聞いた人が心和むような言い回しがあります。慈善
事業に参加することは決して無駄でも悪いことでもありませんが、私たちは個人として何
か常日頃の生活の中でもっとできることがあるのではないかと感じるのです。例えば、普
段お買い物をしている店の、いつもの店員さんに自分がなったつもりで、励ましの一言声
をかけて感謝の気持ちを伝えることだって立派な慈善的行為だと思うのです。ちょっとだ
け周りの人の立場に立って喜んでもらえることをする。そんなことを世界中の個人が
ちょっとずつ出来たら、忌まわしい憎み合いもテロリズムもだんだんと解決するのではな
いでしょうか。もちろん、これは理想に過ぎないかもしれませんが、怒りや反発によっては
絶対に人間社会には平和な時代はやって来ないでしょう。私たち人間には、考えて選択
をする能力が与えられています。動物の中に絶滅危惧種ができてしまうのは、動物は人
間のように考えて選択したり、障害を乗り越えようとしたりする創造力を持たないからで
す。崇高な人間社会に平和をもたらすことができるのは、今私たちの隣にいる人をちょっ
とだけ思いやってあげる私たちなのかもしません。2017年も終わりに差し掛かって来てい
ます。読者の皆様が平穏で健やかなクリスマス、年末年始を過ごされますことを心から
願っております。
/根本:東京出身 ジャクソンビル在住
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VS

「11話：心の闇に打ちのめされている元姑

」

元姑が私に辛くあたる理由は何なのか？以前彼
女がこの家に嫁に来た時の事を話してくれまし
た。亡くなった彼女の夫（元義父）とはお見合い
で結婚したのですが当時、相手家族の希望はお寺
の娘と一緒になる事でしたが元姑はお寺の娘では
なくお寺のお手伝いとして働いていて裕福な家に
嫁ぎたいという夢を叶えたい為偽ってお見合いを
しました。容姿も良かった為すぐに結婚する事に
決まったようですが、もう一度元姑の身元を確認
して見るとお寺の娘ではない事が分かりすぐに彼
女には婚約破棄を申し出たようです。しかし彼女の家族は結婚の準備を進めてお
り家具一式なども買い揃えてしまっていましたので、
必死で結婚を泣きつきながら懇願しやっとの思いで結婚に持ち込んだ様です。
結婚生活は家にお手伝いが居るにも関わらずお手伝い同様な扱いを受け馬車馬
のように働きお風呂はいつもしまい風呂で腰の高さしかお湯が残っていなかった
と言っていました。食べる物もいつも残り物で、何度か殆ど食べられない日も
あったと聞いています。
そんな元姑だから嫁にも同じ思いを味合わせたい気持ちが伝わって来る毎日で
仕事に行っても日に何度も帰って来ては私が家に居るのかを確かめる時も何度か
ありましたし近所を回って私の悪口を触れ回った為それを近所の人が私にわざわ
ざ教えてくれた事もあります。あの家では彼女の言う事が絶対で、彼女が風邪を
引いたりして仕事を休み部屋で寝込んでいるとトイレが離れている為彼女は部屋
におまるを持ち込み、大も小もする度呼び出され私に洗浄を頼みました。当時ま
だ50代前半でトイレ位自分で行ける（洗浄も出来る）はずです。元姑本人が大姑
（一世代上の姑）の下の世話をした事で私にも同じ事をするべきとの意志でし
た。
彼女の性格は徹頭徹尾常に悲観的抽象的で滅多に他人を褒める事はしません。
ですが自分自身の事は「私は観音様の様だと皆が言う」や「こんな美しい人はい
ない」また「何でも出来る女性」と良く言っていました。私の友人は「誰も褒め
てくれないから自画自賛しているのでは無いの」とあきれた顔で言いました。
元姑が何度か言っていたのですが、幼少期彼女の母親が彼女をおんぶし踏切に
飛び込もうとしたがどうしても出来ずにまた家に戻ったと言う話をしていまし
た。元姑の父親が横暴な暴君だったようで妻のした事すべてが気にいらない人で
した。それを見て育った彼女だからその幼少期の闇を心に抱えながら成長し、復
習するかの様に私に辛くあたって自分の欲求を満たしていたのかも知れません。
私の母が良く彼女の事を「あの人の行動は、江戸の仇を長崎で取っているような
物でいつも心の中で解決が出来ずに同じ事を繰り返すのだ。」と言っていまし
た。それでいつまでたっても心の隙間が埋まらずに絶えず腹を立てているのだと
感じました。
/NC ちーちゃん：東京出身 Jamestown在住
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＜2018年度入学・編入募集のご案内＞
ローリー日本語補習学校では２０１８年度の入学者およ
び編入者を募集しています。入学・編入学を希望される
方は、１月５日（金）午後３時半までにお電話あるいは
メール等で必ず事務局へお申し込みください。またお申
込みされる方は「入学説明会」にご参加後、面接をさせ
て頂きます。
＊生徒名、生徒生年月日、保護者氏名、電話番号、メールアドレスを別途HPの申
込フォームをご利用いただき、お知らせください。

事務局連絡先： 919-787-1300 又はメール（ admin@japanschoolraleigh.com ）
募集対象：２０１８年度の幼稚部年中（2013年4月2日～2014年4月1日誕生）から
高等部３年生まで全学年
<2018年入学説明会>
○説明会の会場：St. Mary’s School 900 Hillsborough St. Raleigh 27608
＊St. Mary St から College Pl へ入った４番ゲートをご利用下さい。
＊ GPS ご利用の際は “1100 college place ”と入力して下さい。
＊駐車場が無い場合、ワイリー校（College Pl 右手）の駐車場をご利用下さい。
○説明会の開催日：
受付開始 8:45

2018年1月13日（土） レクチャーホールにて
説明会 9:00－10:00 面接 1月13日（土） 10:30～

○申し込みに必要な書類（3種類）は、ホームページの「学校案内」→「各種届け
出用紙」からダウンロードし、ご記入の上、説明会にお持ちください。
（入学届（様式１）、転入学希望者面接カード（様式8）、家庭調書（様式11）)
面接の際に、お子さんの日本語能力が、当学校の授業を受けるのに不十分であ
る、と判断した場合は入学をお断りすることもあります。
《幼稚部入園について》
＊幼稚部（年中・年長組）の定員は各20 名です。
説明会までの申込者を含む入学希望者が定員の20名を超えた場合は、兄弟が在
学している人の入学が優先となり、その後は受付順とします。尚、兄弟が在籍
していても１月５日迄にお申込みがなく定員を超えている場合は入学待機とな
ります。
ローリー日本語補習学校運営委員会
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ことのは歳時記いまむかし
毎年12月になると発表される日本流行語大賞。候補の30
語を眺めていると今年1年の時の流れを振り返ることがで
きる。ああ、あんな言葉が流行った、こんな言葉もあっ
たな、と師走独特の懐古趣味的な気持ちにもなる。
今年はその中でも目を引くのが「ちーがーうーだーろー！」だ。女性国会議員が自
分の秘書に車の中で強く怒鳴りつけた時の言葉だ。彼女は、これ以外にもたくさん
の暴力的な言葉を秘書に浴びせていた。人前では決して使わないだろう言葉を投げ
つけていたことに衝撃を受けた。それも女性が男性に対してだ。女性が男性を徹底
的にコケにしている姿。一昔前にこういうことができただろうか。これは女性の力
が強くなった証拠だろうか。そうだとしても、この言い方は如何なものか。男性か
ら女性にだって許せない。この録音が流失した時、議員は開き直れなかった。品も
理屈もあったものではない。その後、先日の選挙で彼女は落選した。その選挙結果
を見て「私の力不足で……」と彼女は言った。力不足ではない。逆に変な力が強す
ぎたのだろう。世間はそう甘くない。
アメリカからの流行語も入っている。「フェイクニュース」だ。真実を取材しリ
ポートすることに誇りを持っているジャーナリストたちの書くものをフェイクと言
われてしまってはかなわない。そういう意味では、言論の自由を得たアメリカが危
機にあるのかもしれない。
人の口から発せられる言葉は、その人を表し、時に独り歩きをする。そして人から
人へ流れて行ったりもする。気持ちが高揚したり激怒したりしていると、思いもよ
らぬ言葉がつい口から洩れたりする。人を傷つける言葉は、やがて自分を傷つける
ことになる。夫婦でも親子でもそうだ。カッとなった時は、落ち着こうと自分に言
い聞かせて一度深呼吸をしよう。普段何気なく使っている言葉も、たまに見つめ直
してみるのもいいかもしれない。
さて、以下に今年の流行語大賞候補の30語を紹介しよう。今年1年、日本でどんな
ことが起きたのかが垣間見られるだろう。あなたが気になるものはどれ？
「アウフヘーベン」、「インスタ映え」、「うつヌケ」、
「うんこ漢字ドリル」、「炎上○○」、「AIスピーカー」、
「9.98（10秒の壁）」、「共謀罪」、「GINZA SIX」、
「空前絶後の」、「けものフレンズ」、「35億」、
「Jアラート」、「人生100年時代」、「睡眠負債」、
「線状降水帯」、「忖度」、「ちーがーうーだーろー！」、
「刀剣乱舞」、「働き方改革」、「ハンドスピナー」、
「ひふみん」、「フェイクニュース」、「藤井フィーバー」、
「プレミアムフライデー」、「ポスト真実」、「魔の2回生」、
「○○ファースト」、「ユーチューバー」、「ワンオペ育児」
/緋美瑚：東京都出身、フリーライター
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旅先で出会いがあり、仲良くなって帰ってきた人はどれ位いるだろう
か。大人になってからの旅、特に家族旅行ではそういった機会そのも
のがなかなかないように思う。
学生の貧乏旅行なら、ユースホステルで他の旅行者と仲良くなれる。
節約のためにバストイレ共同の宿で、大部屋に泊まったりも、特にヨー
ロッパでは珍しくなく、すると自然に接点が増え親しくなりやすい。特に
学生は、初対面の人と話をする事が元々多いのか、そこから続く友人
関係を築くことも珍しくないようだ。私も行き先によっては、わざと学生相手の安宿で、他
の旅行者と情報交換したりする。一人旅で退屈しない手段だ。イランとアルメニアでそれ
ぞれ出会った旅行者とは、その後も別の国で再会したり、交流が続いている。快適さを犠
牲にしているように思われるが、私個人は、宿泊施設にあまりこだわりがなく、かえって気
楽に旅が出来ている。
ツアー同乗者と仲良くなる事もある。シャッターを押してもらったりと、気軽に話しかける
チャンスも多い。スペインの半日ツアーで仲良くなったアルジェリア人とは、今も連絡を取
り合っている。また、よく聞くのが、クルーズの旅で食事が同じテーブルだったという話だ。
一般的なクルーズ船では、毎晩同じ組み合わせで食事をする設定で、自然と話をする
チャンスが生まれる。どうしても現地の人と、と思う人は、民家訪問などのツアーもある。
外国人向けの主婦の料理教室ツアーなどは、最近人気があり、日本を含む世界各国で
催行されている。また、私がアルジェリアで参加したツアーは、現地のお宅でお茶をいた
だく会が行程に組まれていた。明らかに観光客相手ではあるが、それでも貴重な体験だ。
少し長い滞在なら、現地の人と仲良くなりたい欲求も強くなるかと思う。昨年、南米チリ
のサンチアゴに予期せず10日ほど滞在したが、そのときは、フェイスブックフレンドの紹介
で、数人と知り合う事が出来た。幸運にも、そのうち一人とは話も合い、新しい友人を得
た。他の人も、夕食に誘ってくれたり、買い物に付き合うなど、負担にならない範囲で付き
合ってくれた。お茶をして現地事情を聞く程度なら、親しい人からの紹介なら気軽に会って
くれる人も居るだろう。気分転換にもなるし、現地の人を通して日常に触れるということ
は、旅の疲れを癒すことにもなると感じている。
出会いが多ければ多いほど、旅も楽しくなる。ぜひ機会をうまく作りながら旅してほしい
と思う。
/根木：Travelink Chapel Hill支店長 愛知県出身 Chapel Hill在住
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ごちそうさまぁ～❢
冬号はお正月向け「洋風おせち料理6品」をご紹介します。
「洋風なます」
材料：大根‐10cm位 ニンジン‐1本 黄色パプリカ‐1/2個位 ドライフルーツ‐少量
レモンジュース‐大匙2 塩‐小匙1 はちみつ‐大匙1 オリーブオイル‐少量
作り方：
(1) ニンジン・大根は千切りにし、塩をまぶして15分程度置き、水分を絞る
(2) パプリカを千切りにし、(1)に加え、レモンジュース、はちみつを加え全体を混ぜる。
(3) 好みのドライフルーツ（アプリコット、レーズンなど）を和え、オリーブオイルを
少量垂らす。
「揚げエビ真丈」
材料：玉ねぎ‐1/2個 サラダシュリンプ‐50g 卵白‐1個分 塩‐匙1 片栗粉‐大匙4
作り方：
(1) 玉ねぎの1/2の量は粗みじん切りにする。
(2) エビは包丁で細かくたたく。
(3) ボウルにエビ、玉ねぎ、卵白、塩、片栗粉を加えてよく混ぜる。
(4) スプーンを使って,小麦粉を広げた上でボール状にし、360度の油で揚げる。
「生ハムとチーズのミルフィーユ」
生ハムを広げ、チーズを乗せて折りたたみ、何度か折り返したら、包丁で四角に切り、見
た目よく重ねる。
「ローストビーフ」
材料：牛塊肉‐1ポンド 塩‐小匙2 胡椒‐少々 オリーブオイル‐大匙１ お湯‐1L
水‐500ml
作り方：
(1) 牛肉の表面に塩、胡椒を摺り込む。
(2) フライパンを熱し、オイルをひいて、肉の全ての面を焼き色がつくまで焼く
(3) 耐熱性のジップロックに(2)を入れ、できるだけ空気を抜いて閉める
(4) 鍋に1Lのお湯を沸かし、沸騰したら火を止めて500mlの水を加え、(3)を沈めて、蓋を
せず完全に冷めるまで置いておく
(5) 完全に冷めたらビニール袋に溜まった肉汁を容器に移し、好みで醤油を加えてソー
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スを作る。

「鴨肉のロースト」
材料：鴨肉‐1枚（300g位） 醤油‐大匙1 ママレード‐大匙1 ワイン‐大匙1
水‐1L+500ｃｃ
作り方：
(1) 鴨の皮に格子に切り込みを入れ、皮を下にしてフライパンでカリカリに焼く。
(2) 焼けたら、火を止めて、ジップロックに入れる。
(3) 鍋で1Lのお湯を沸かし、500ｃｃの水を加え、そこへ鴨を入れたジップロックを沈める
お湯が冷めるまで放っておき、食べる直前にスライスする。

(4) 醤油、ママレード、ワインを混ぜ、煮詰めてソースとする。
「生地なし簡単キッシュ」
材料：卵‐3個 牛乳‐150ｃｃ pizza用チーズ‐大匙3 ハム‐100g ほうれん草‐200g
塩・胡椒‐少々（ハム、チーズから塩分が出るので控え目に）
作り方
(1) ほうれん草はゆでて一口大に切る。
(2) オーブンを360度に予熱。型にクッキングシートを敷く。
(3) ボールに卵、塩、胡椒を入れて泡立てないように混ぜ、牛乳、チーズ、ほうれん草、
ハムを加える。
(4) 型に（3）を流しいれ、竹串を挿して、何もついてこなくなるまで焼く。
（オーブンによって焼き時間は異なります）

/Lacy Blue:仙台出身 Durham在住
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ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢

～フライパンで作るプリン ～
材料（4人分）： 卵-3個 牛乳-250cc 砂糖-60ｇ グラニュー糖-適宜
作り方：
①ボウルに卵をほぐし、砂糖、牛乳を加えてよく混ぜる。
②①の生地を２～３度、裏ごし、ココット型などの耐熱のカップに流
し入れる。
③上にアルミホイルをかぶせる。
④フライパンの高さ半分くらいまでお湯を沸かし、③のカップを並べ、
さらにフライパンの蓋をして弱火で10分蒸し、火を止めてさらに10分放置する。
⑤粗熱がとれたら、グラニュー糖をふりかけ、火であぶったスプーン（やけどに注意）を
グラニュー糖の上から押し当てて焦がして、できあがり。
/まみこ：Mammy’s Kitchen Club 主宰 新潟出身

Hair Artist

Salon by JC
6140 Falls of Neuse Rd.
Raleigh, NC 27609
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予約Only
(919)605-4892
日本語テキストOK

？

先日ニュースを聞いていて、Bipartisanという言葉を耳にしました。Bipartisan
health care billとタイトルにありました。ということで、いつものごとく英辞郎
にお世話になったところ、「超党派」と書いてありました。なるほど、共和党、民
主党の超党派で健康保険の議案を協議していたのですね。さて、このBi-ですが、
２を意味しています。先にニュースでbicentennial celebrationとか言っていまし
たが、これは200年記念のお祝いのようです。Bi + centuryを形容詞にした単語な
んですね。Biの付く言葉はほかにもいっぱいあります。Bipolar は躁鬱のという意
味で、躁の時と鬱の時がある状態ですね。Bipedalism は二足歩行、ペダルが二
つ。二足歩行のロボットはBiped robot と言うそうです。そうそう、自転車だって
Bicycle。さてさて、これはいかがでしょう。Biweekly。1週間に2回、あるいは2週
間ごと（隔週）という両方の意味があるそうです。私は1週間に2回と思っていまし
たが、隔週とでは頻度がずいぶん違いますよね。Biweeklyと聞いた時には、よく確
認したほうがよさそうです。ほかにもたくさんありますが、ここまで来るとあとは
直感的にわかってくるかも。Bidirectional, Bisexual, Bifocal。お暇なときに辞
書から拾い出してみてください。
/Tomoko Chubachi TomoKonsulting 兵庫県出身 Durham在住

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。

1961 High House Rd. Cary, NC 27519

う

冬
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Triad

トライアッド かわら版

Triad Triad

2017年12月、1月、２月のイベント
*Festival of Lights at Tanglewood Park, Clemmons
日時：11月17日(金)～1月1日 入場料車一台$15～
たくさんのクリスマスライトの下を車でゆっくり見て
回ります。途中にはギフトショップや焼きマシュマロ
を食べるところあり。
*NC Symphony Holiday Pop Concert
日時：12月5日(火) High Point Universityでのホリデーポップ音楽コンサート
（無料）
*Fox 8/Old Dominion Holiday Concert with Winston-Salem Symphony
無料(缶詰寄付)のクリスマスのホリデーコンサート
日時：12月15日(金) 7:30PMからGreensboro Coliseum
12月16日(土) 7:30PMからLJVC Coliseum in Winston-Salem
*Winter on the Western Frontier 入場無料（$2の寄付を希望）
日時：12月9日(土)
Fort Dobbs State Historic Site, Statesville
1756年にフレンチ・インディアン戦争のために建てられた要塞跡で、当時の軍隊の
駐屯地の様子を再現し、当時の兵隊の服を着た人たち、その家族などが各種の実演
をしています。
https://www.ncdcr.gov/winter-western-frontier-fort-dobbs
http://
www.fortdobbs.org/events

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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Triad
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*ウィンストン・セーラム日本語教会兼餅つき会
日時：1月7日(日) 1:00PM～。新年にちなんだ餅つきと交わり会（個人宅にて）。
参加無料。つきたてのお餅を色々な食べ方で楽しんだ後、Charlotteの高見先生の
お話を聞きます。興味ある方は、336-813-6042にお電話ください。
*Greensboroさくら新年会（Triad地区の日本人の新年会です）
日時：1月14日(日) 12:30PMからStarmount Forest Country Club, Greensboroに
て、食事代$30、抽選券$5。地元の日本人・日本語を話す人たちの交流会で、歌、
ダンス、抽選会等があります。興味ある方は、336-813-6042にお電話ください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～Café G～
ラーメンと言えば時にはむしょうに食べたくなるB級グルメです。グリーンズボ
ロにはラーメンを食べさせる所は殆ど無いと思って居たのですが最近Gマートの
中に有る事がわかり、さっそく食べて来ました。麺はまー
まーと言ったところですがチャーシューが最高でした。ちゃ
んとグリルしてあり香ばしく口の中に入れた途端にとろけて
本当に美味でした。是非お試し下
さ
い。
4927 W Market St, Greensboro,
27407
(336) 763-0704
火―土 10:30 am - 8:30 pm
日
10:00 am - 8:00 pm

NC

Junko Gilbert, CPA
公認会計士 ギルバート順子
所得税申告、自営業の税務、ITINの申請、その他税務会計一般
日本語でお気軽にご連絡ください。最初の30分は無料です。
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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–—

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。sakurahcinc@gmail.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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

Room Mate募集: One Room South West Durham バス停、Shopping Centerまで徒
歩数分 家賃$650/公共料金込み 問い合わせ sales@realtytriangle.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
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——–

家庭教師募集：小、中、高校生現地校宿題サポート ESL sales@hrbestsolution.com

掲示板ご利用案内
「見て見て！三角掲示板」では、掲載

Family
Hearing Care

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:
Sankakuyokocho@outlook.com
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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

1 2- 2 月 トライ ア ングル の

イベント・スケジュール

12/9-24
12/6-17
12/31

コンサート/ミュージカル/演劇などのパフォーマンス
The Nutcracker / Carolina Ballet
DPAC, DECPA
A Christmas Carol
DECPA, EPAC
New Year’s Eve Celebration / NC Symphony
DECPA

1/2-7

Emilio and Gloria Estefan Broadway Musical

DPAC

1/19,20
1/21

The Music of The Rolling Stones / NC Sympho
Gobsmacked! / A Cappella Group Concert

EDCPA
DPAC

1/26-28
2/1-8
2/2
2/7
2/16,17
2/23,24

Rigoletto / NC Opera
Romeo and Juliet / Carolina Ballet
Air Supply / Concert
The Temptations & The Four Tops
My Fair Lady / NC Symphony
Harry Potter / NC Symphony

DECPA
DECPA
DECPA
DPAC
DECPA
DECPA

2/28-3/11

The Phantom of The Opera

DPAC

ファミリー/子供向けイベント
12/1-22
12/6-10
12/7-17
12/9
1/6
1/17
1/30-2/4

40th Annual Santa Train
Disney on Ice Present Dare to Dream
Holiday Express
Grinch Candy Cane Hunt Ages 6-12
Heroes and Villains / NC Symphony
Shopkins Live!
Les Miserables

Museum of Life Science
PNC Arena
Pullen Park
Fred G. Metro Bond Park
DECPA
DPAC
DPAC

2/11

Harlem Globetrptters

PNC Arena

2/12
2/15
2/26

Freedom Train
Adam Trent (Magic Show)
Cat in The Hat

DECPA
DPAC
DECPA

12/9

その他のイベント
Annual Candlelight Tour

Bennet Place in Durham

12/9-10

Historic Oakwood Candlelight Tour

Historic Oakwood in Raleigh

12/31
2/15-18
2/17

First Night Raleigh 2018
2018 NC International Auto Expo
Cinch World’s Toughest Rodeo
日本人関連イベント

Downtown Raleigh
NC State Fair Ground
PNC Arena

12/15

クリスマスパーティー

Carolina Inn

12/30

年の瀬餅つき大会

Japan Center

1/5

日本料理(講習と試食）

FBChurch in Raleigh

1/19

NC歴史博物館見学とランチ

Raleigh Convention Cen

1/20

Triangle 新年会

Sarah P. Duke Gardens

2/2
2/16

ギリシャ料理デモ
Duke Chapel 見学

Taverna Agora Restaurant

Duke Chapel

*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
復活第一号の「ラインダンスで
エクスサイズ」は、いくつかのシ
ンプルなステップを覚え、ポップ
ソングに合わせて踊りました。
ほど良い運動と汗で、日ごろの
運動不足が解決。お昼は
DurhamのElmo’s Dinerで。リー
ズナブルな値段で豊富な話題
に充実したお喋り。次回はバレ
ンタインに合わせたお料理教室
を予定してます。

編集後記
Holiday Seasonになると、30
年以上前渡米したばかりの頃
を思いだす。Black Fridayは
無く、のんびりまったり家族
で過ごした感謝祭。今年の出
来事、将来の抱負を話しなが
ら、ターキーが焼き上がるの
を楽しみに待っていた。時代
は変わって、2017年のBlack
Fridayは感謝祭の日からOpen
するお店もある。ただでさえ
もITが進み、家族や友達との
団欒タイムが少なくなってる
のだから、感謝祭とクリスマ
スぐらい、家族や友人と向き
合いたいと思う。 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
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」 2017年冬号/第56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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