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Hot News!! 

   「Durham Garden Center」(春、野菜苗が入荷するガーデンセンター） 

 

園芸教室にマスターガーデナーから講師を派遣しているなど、マスターガーデナー

との交流が長いガーデンセンターです。低木庭木などの種類が多いことで有名で、

「沈丁花」、「金木犀」、各種「カエデ類」などがあります。ハーブ類や野菜苗は

春先が一番入荷量が多くなりますので、3月になったら要チェックのお店です。 

 

4536 Hillsborough Rd, Durham, NC 27705 

元ヤクザの井上薫牧師夫妻のNC州伝道 

 
井上薫先生は遠山の金さんにも負けない刺青のある元ヤクザで、悪

いことをたくさんし、覚せい剤に手を出し泥沼の中で自殺未遂も経験

しました。クリスチャンの女性から贈られた聖書がきっかけで教会に

通うようになり、クリスチャンになりました。ヤクザの親分から許され

てヤクザを止め、神学校に通い牧師の資格を得ました。そして1990

年代には「親分はイエス様」で一世を風びした元ヤクザや暴走族の

集団ミッションバラバの一員として十字架を担いで日本を縦断し、全

国でキリスト教の伝道活動に加わりました。その後、聖書の送り主である比呂子夫人と夫

婦で「スモールストーン・ミニストリー」を主宰し、日本だけでなく、米国各地、アジアの国々

で伝道活動を続けています。教会や個人集会のみならず、刑務所や少年院でも自分の

経験から、人はいつでもやり直すことができる、イエス様はその力を与えてくれると力強く

語り続けています。この度4月20日（金）から30日（月）の予定で、Charlotte、Winston-

Salem、Raleigh等の各地区の日本語教会や家庭集会でお話しをされます。まだ日時や場

所が確定していないので、詳細は高見憲次牧師（kenjit@carmelbaptist.orgまたは980-322

-4321）、ギルバート順子（junkogilbert@gmail.comまたは336-813-6042）、Raleigh方面の

集会については99@gmail.comまでお問合せ下さい。なお集会では自主的な席上献金が

あります。 

        冬の平昌オリンピック 
  

平昌オリンピックも折り返し地点を過ぎました。日本勢も次々とメダルを獲得しています

ね。羽生選手と宇野選手、小平選手の笑顔の写真が飛び交う中、アメリカチームの長洲

未来選手が五輪では女子史上３人目となる、そしてアメリカ人女性として初めてのトリプ

ルアクセルを見事に着氷、団体戦で見事に銅メダルを獲得しました。オリンピック史上、五

輪の舞台でトリプルアクセルを決めた女子選手はわずかに３人。レジェンド伊藤みどり選

手が1992年、アルベールビルオリンピック女子初のジャンプを見事に決め、浅田真央選

手が華麗なジャンプを後世へと繋ぎ、長洲選手のあの力強い笑顔に繋がった、そういう見

方もできます。長洲選手のご両親は日本からアメリカへ移住し、カリフォルニアでお寿司

屋さんを営業されているということ。和食が未来選手の粘りを育てた、そう思ってしまうの

は私だけでしょうか。自分の国、好きな選手を応援して寝不足になる人も多々ですが、国

境や年月を超えての感動、これは他では変えられないものです。歴史と合わせ、さらに楽

しめるオリンピック。次の開催は、そう、TOKYO！開催まで900日をすでに切っています。 
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トライアングル日本クラブだより 
 

   ==トライアングル・コーラスクラブのご紹介==    

  

 今回は昨年初めに日本クラブ傘下のファンクラブとして発足したばかりのコーラ

スクラブについてブルサード真紀子さんの寄稿でご紹介します。 

 

 昨年3月の日本クラブメンバーズデーが、コーラスクラブのお披露目でした。ま

だ発足間も無く、たった2曲を必死で歌ったのが懐かしく蘇ります。リハーサル冒

頭で電源容量オーバーにより伴奏音源が「プチッ！」、そして静寂・・・。アカペ

ラなんて絶対無理。大慌てで機材の交換、メンバーの音量も調整します。「あなた

はもっとマイクに近く」、「あなたは離れて！」、と弥生の寒空の元を右往左往。

本番では、先輩クラブの大迫力の太鼓演奏の

後に、恐る恐る、しかし平常心で挑む事が出

来ました。2曲目に歌った「花は咲く」は、

NHKの「百万人の花は咲くプロジェクト」応

募用に本番後別途収録しました。ステージ上

に子供達が手に手にお花を持って参加してく

れ、見事採用、NHK総合テレビで放映された

のが目下、コーラスクラブ史上最大の栄冠で

す。その際、ステージにさっと陽が差し、

ハーモニーまでが明るく暖かくなった感覚

は、歌は好きだけど発表は恥ずかしかったわ

たしには、以後病み付きになるような、全身

を巡る快感でした。その後日本クラブ夏祭り

の大舞台やUNCのAckland美術館、Caryの小学

校などで歌う機会を頂き、度胸もレパート

リーも広がりました。レパートリーは昭和の

歌謡曲から合唱コンクールの定番、アニメソ

ングやクリスマスソング等です。「花は咲

く」「あの素晴らしい愛をもう一度」「見上

げてごらん夜の星を」「川の流れのように」「島唄」「残酷な天使のテーゼ」「ア

メイジンググレイス」「さくら」・・・望郷の想い、こちらで生きて行く仲間や自

らを奮い立たせる決意、日本の歌に全く馴染みの無い人にご紹介する謙虚な気持

ち、子供達の記憶の為に・・・様々な想いを込めて、歌っています。練習は月に数

回Caryの個人宅にて土曜日の11時から。歌の好きな方、まず遊びにいらっしゃいま

せんか？ 

               Triangle Choir Club 

               Contact: trianglechorusclub@gmail.com 

               Facebook: https://www.facebook.com/trianglechorusclub/  

 

次回のイベントのご案内： 

「こどもの日」「メンバーズデー」5月6日 於Bond Park, Cary    

      

     /（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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           “ご旅行に関する注意事項by IACE トラベル” 

 

・旅先へ渡航するための必要書類や手続きは何かを確認すること 

 海外旅行へ行く際ご確認いただきたいの

は、目的地の国へ行くために、何か特別な

手続きや準備しなければいけない書類があ

るかどうか。特に注意しなければいけない

のは、旅行の目的地の入国条件だけでな

く、目的地へたどり着くまでに通る経由地で

も入国するしないに関わらず、事前の手続

きが必要な場合があることです。 

入国するために査証取得が必要なケースも

あれば、査証が必要なくとも、カナダやアメ

リカのように、ある一定の国籍の所持者へ電子渡航認証の申請を義務付けている国も

あります。又感染病が流行っている国への渡航には予防注射を受け、その証明書を提

示しなければご搭乗を拒否されることもあります。 

 入国や経由地の通過のために必要な手続きは、国籍、旅先での滞在期間、居住国、

渡航経験のある国など、個々における様々な条件によって異なります。   

 入国もしくは経由に関する条件は随時変更されているため、以前渡航したことのある国

であっても、必ずしも同じ手続きを取れば入国できるとは限りません。海外へ行く際は、

訪れる大使館（または領事館）で事前確認することが大切です。 

 もし渡航前に所定手続きや書類の準備が必要なのであれば、それに要する時間は一

体どのくらいなのかを把握し、出発日まで余裕を持って旅行のスケジュールを組みましょ

う。（出発前までに書類が揃わず、直前になって旅行のスケジュールをやむを得ず変更

せざるをえないケースもおこります） 

 

・飛行機の便名や運行時刻に変更がないかを前日、当日に確認しておく 

 航空券購入後に航空会社側がフライトの便名や時刻を変更することは頻繁にありま

す。出発時刻が大幅に早まっていたことに気がつかず、飛行機に搭乗できないという最

悪のケースも考えられるため、ご出発から遅くとも24時間前およびご出発当日はご予約

された飛行機の運行状況を確認をお願いします。飛行機の運行状況については、各航

空会社のホームページよりお調べいただけます。 

 

・パスポートの残存期限 

 訪れる（もしくは経由する）国によって、パスポートの有効期限がある一定期間よりも短

いと搭乗を拒否されることがあります。（例：日本のパスポートで中国へ訪れる際、パス

ポートの残存期限は最低でも6ヶ月以上必要） 

 

・アメリカ国内飛行機にてご旅行される際運転免許証をIDとして利用する制限 

 リアルID法制定に伴い、運転免許証の発行された州により、今後アメリカ国内の飛行

機移動の際、運転免許証がIDとしては認められない場合があります。 

 ※現在居住されている州ではなく、運転免許証が発行された州/この制度が適用とな

る対象州の情報は随時更新されており、お持ちの免許証が現在IDとして使用できたとし

ても、今後使用できなくなる可能性もあるため、ご旅行の際はご自身の運転免許証がID

として有効であるか否かをご出発前にアメリカ政府のウェブサイトにてご確認していただ
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くか、グリーンカードやパスポートなど他の書類をIDとしてご携帯ください。 

 

・国内線と国際線航空券における航空券条件違いの落とし穴 

 国内線、国際線の航空券を別々に購入される場合、各チケットには各々における航空

券条件適用されますが、その条件の違いによってお客様が一番影響を受けやすいのは

お預けになられたお荷物（checked baggage)、機内持込に関するルールの違いだと思い

ます。航空会社や路線によってその条件は異なりますが、預けられるお荷物の個数や重

量は国際線の方が多いのが一般的なため、持って行った荷物が国際線のルール上は無

料で持ち込み、預け入れできる容量であっても、国内線のルール上の個数や重量オー

バーで引っかかってしまい追加料金を支払わなければならないケースがあります。 

 空港でのチェックイン時に別の航空券を所持していることを伝え忘れてしまうと、預けた

荷物が乗り継ぎ者専用のターンテーブルではなく、その空港で旅行が終了する人用の

ターンテーブルへ出てきてきてしまい、荷物がどこに行ってしまったのかわからなくなって

しまうという最悪のパターンも考えられます。 

 そういったリスクを避けるため、航空券ご購入の際は目的地までの航空券をまとめてご

購入されることですが、どうしても航空券を別々に購入することが必要な場合、ご搭乗当

日にチェックインのカウンターで持っている航空券の控えなどを全て提示し、最終目的地

を必ずお伝えください、またお荷物が最終目的地までの設定になっているか、空港カウン

ターにいる係員へ口頭で確認するのはもちろん、お荷物お預かり証（claim tag）の内容が

ご自身の最終目的地までの空港になっているかを確認することが必要です。 

 国内線と国際線でまったく異なる航空会社のチケットをご購入された場合、ご選択され

た航空会社によっては出発、到着のターミナルが異なるがために取り出されたお荷物を

持ったまま空港内（もしくは空港から空港までのシャトルバスなど）移動し、最後ご搭乗お

手続きをされお荷物を預けなおし、お乗り継ぎゲートまで移動する必要も起こりうるため、

乗り継ぎ時間への配慮を十分に設定しておくことも必要です。 

 お荷物に関する条件の違い以外にも、航空券を別々にご購入いただくと、飛行機の遅

延により乗り継ぎが出来なかった場合、振替便対応してもらえないなどのリスクも生じる

場合がございます。 
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         理想的な退職後の生活とは？   
 

                 “アメリカでセカンドライフ” 

  

私は昨年日本の会社を定年退職し、最近トライアン

グル地区に引っ越してきました。「退職後海外でセ

カンドライフを過ごす」という分類に入るのかもしれ

ませんが私の場合は言葉のイメージと実態はかな

り違います。海外に生活するという選択をする日本

人にはそれぞれの事情や価値観が有ると思います。私が移住する国や地域を選択した

経緯について1つの事例として寄稿します。 

 

「まだリタイヤしたくない」日本では昨今人生１００年といわれているのですが、パンフレッ

トやポスターに６０才以上は白髪を引き詰め杖を付き背中の曲がったイラストが使われ

ることが少なくありません。又、就活をもじった終活フェアなどというものも行われ、棺に

入って寝心地を体験するなどの企画が行われたりしています。一方で定年延長・雇用延

長などの施策も始まっていますが実態は６５才という数値を目標にしてソフトランディング

させていく制度設計といえます。個人の価値観や健康状態など様々であり、私は年齢に

よる差別が禁止されているアメリカはより個人の選択の自由があり優れていると思って

いました。 

 

「サザンホスピタリティ」 私は１５年ほど前にトライアングル地区に赴任、3年程駐在しま

した。当時は子供も帯同しており、公私ともに多忙であっという間の3年間でした。忙しい

中にもサザンホスピタリティや美しい自然など良い思い出も沢山あり、機会があればもう

一度この地での暮らしをじっくり味わってみたいと考えていました。 

 

「グリーンカード当選！」これが決定打となったのですが定年を視野に１年前にグリーン

カード抽選に応募し、幸運なことに当選してしまったのです。グリーンカードを獲得したの

で米国内で就労することができます。子供達も成人・独立したので動きやすい状況でも

ありました。定年という区切りの時期にグリーンカードに当選したことでセカンドライフの

文字通り人生を２回分生きる機会を得たと考え渡米を決断しました。 

 

さて、１０年ぶりに訪れるとトライアングル地区の発展・変貌ぶりは予想を上回るものでし

た。住宅地やショッピングセンターなど開発が進む一方でゆったりとした空気が失われて

しまったようで戸惑いを感じることも少なくありません。又、コミュニティへの参加・ネット

ワーク作りなどこれから取りかからなければならないことも数えきれないほどあり、どこ

から手を付けていけばよいのか不安を抱えてのセカンドライフの始まりというのが実態で

す。  

 

今回私がグリーンカードを取得したのはダイバーシティイミグラントという制度で移民の

多様性を確保することを目的として比較的移民の少ない国からの移民を抽選で受け入

れるというものです。このあたりがアメリカの素晴らしいところだと思います。私もできる

限りアメリカの経済活動や社会活動に参加して日本人ならではの影響を発信してこの制

度の趣旨に貢献していきたいと考えています。 

                             /ジャッカス 東京出身 Morrisville 在住 
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         Nextdoor - お隣さんアプリ 

 
気象に関するウェブサイトなどでは約４０日後に春

が訪れるということになっています。とはいえ、い

つまたあの一月のような大雪にサプライズ訪問され

てもいいように準備はしておきたいものです。懐中電灯、水、非常用の食品、ろ

うそく、ペット用品など外出ができなくなる、電気水道ガスなどライフラインが

断たれるということを予測して準備をするのですが、一つどうしても必要になる

もの、そして準備できないもの、それが「情報」。今回の大雪では約３−４万人が

停電生活を１−２日強いられました。ニュースを見ると、何処のあたりで停電、ハ

イウェイでスリップ事故というニュースは目にしますが、いつ自分の家のあたり

の電気が復旧するのか、インターネットは、など細かく本当に知りたい情報は実

際に電力会社、カスタマーサービスに電話しなくてはいけない状態。車のエンジ

ンをつけて充電して少しずつ大切に使っている携帯電話で何十分も保留音を聞か

されるのは緊急時ちょっと大変。今回その中で役に立った救世主が”Nextdoor”

という無料アプリ。ご近所同士のいわゆるSNSなのですが、まずアカウントをもつ

に当たって verify (本人確認)があります。 そこの住所の住人であるかどうか

手紙でのパスコード、ソーシャルセキュリティナンバーなどで確認してから晴れ

て使えるようになりますので、他のSNSよりも信頼はおけるようです。緊急時以外

は、使わなくなったものの売買、ちょっとしたお手伝いごと（家具を作るのに力

が必要！など）、愛犬、愛猫がいなくなった！など皆それぞれの使用方法です

が、緊急時はこのアプリ化けるんです。「◯◯ストリート◯番地で水道管破裂。

水道局が後10分で直しに来るからその後断水します！トイレ、シャワーは今入る

ように」「電力会社に電話しました。後２時間は復旧にかかる模様」「インター

ネットは開通、ただ必ず一回リブートするように」など、次々に細かい情報がご

近所さんから来るわけです。全ての人が一回一回カスタマーサービスに電話して

同じ情報を得るより、よっぽど効率的。核家族化が進み、昔ほどご近所との繋が

りも減ってしまったと言われている今来、それでも人は優しく束になると強いこ

と、温かいことをアプリ上で見ることができるわけです。 

                     /ももこ 北海道出身 Durham在住 
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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：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  

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 

法律相談 「ちょっと教えてください」 
 

 
                       
           「移民法改正法案上院で否決」 
 
2018年２月１５日に移民法改正法案と訂正法案を含む４つの移民改正法案が、可決
に必要な６０票を獲得できずに、ずべて上院で否決されました。 
 
まずは、トランプ政権の意向を反映した共和党上院議員７名から提案された法案
Secure and Succeed Act of 2018には、特定条件を満たすDreamerと呼ばれる合法
滞在資格をもたない若者に市民権申請の権利を与える代わりに、アメリカ・メキシ
コ間国境に壁建設費用＄２５ミリオン予算の確保、国境取締強化、不法移民の退去
強化（癌患者の子供を持つ親、学校の先生、ドリーマー、家庭内暴力被害者を含
む）、抽選永住権排除、永住権申請者数の大幅カットなどの条件を含まれていまし
た。この法案により、芋づる式に親兄弟や成人の子供などの家族を呼び寄せること
ができなくなり、アジアや中南米からの移民の数が激減し、また、アメリカ経済の
発展に不可欠な労働層の受け入れが減ることによりアメリカ経済へ多大な打撃があ
ると懸念されていました。この極端な移民法取締案のために、ドリーマーのアメリ
カ市民権申請法案まで一緒に否決されるのを回避するために、ラウンド上院議員
（共和党）とキング上院議員（無所属）を始めとする25名の両党と無所属の共同訂
正法案が提案され、ドリーマーにアメリカ市民権への道を与える代わりに、トラン
プ政府の提唱する国境の壁建設費用＄２５ミリオン予算は確保すること、ただし現
行の移民法システムを極端に改正するのではなく、子供の不法移民を手伝った親の
永住権はスポンサーできないことを提案しました。これに対し、マケイン上院議員
（共和党）とクーン上院議員（民主党）は、国境の壁建設予算は法案から削除し、
Dreamerにアメリカ市民権への道を与えるのと引き換えに、アメリカ・メキシコ間
の国境警備を増強するように提案しました。しかしながら、いずれの法案も可決に
必要な６０票を獲得することができず、ドリーマーのアメリカ市民権への道は絶た
れてしまいました。 
 
その他にはStop Dangerous Sanctuary Cities Actも否決されました。Sanctuary 
Cities とは、全米におよそ３００ほどある聖域都市のことで、これら都市はもと
もと1980年代に地元住民の宗教的信念とエルサルバドールやグアテマラなどの中南
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米からの亡命者の受け入れを拒否していた州政府に対抗する措置として、地元の
教会を中心に人道的な救済措置としてできたものです。これら地域は不法移民に
対して比較的寛容で、不法入国者の家族が離れ離れにならないように、不法移民
の取締りや情報提供に関して政府との協力を拒んでいます。例えば、警察に犯罪
を通報したものが、逆に不法移民だという理由で逮捕されることがないように、
地域の安全確保の意味からも当該都市の警察官は住民の滞在資格を調査する権限
は与えられておらず、不法移民でも逮捕される危険を冒さずに犯罪を通報するこ
とができるように配慮してます。また、不法移民は米国市民とほぼ同様の公共
サービスを受けることができ、子供が公立学校に通ったり、病院の治療を受ける
ことができ、不法移民という理由で逮捕されたり強制送還されることはありませ
ん。結果的に、これら聖域地域には難民、亡命者、不法滞在者やその他身の安全
を確保する目的の者が多く集まってきており、聖域都市の政策に反対する者は、
これら都市は犯罪者の集まりを助長しており、聖域都市も連邦当局と協力して不
法移民や犯罪者などの調査を行うべきだと主張しています。これに対し聖域都市
の擁護派は、これら都市では犯罪率が非常に低く、亡命者や不法移民も経済に貢
献しており、彼らの受け入れと犯罪の関連は見られないと主張しています。Stop 
Dangerous Sanctuary Cities Actは、聖域地域が不法移民の滞在資格の情報提供
や政府からの不法移民拘留や釈放の要請を拒んだ場合、当該政府が経済開発補助
金や地域開発補助金を受ける権利を剥奪するとしていますが、この法案も否決さ
れました。 
 
これら４法案が上院で否決されたことにより、極端な移民取締措置が取られるこ
とはなくなったものの、この法案により救済されたであろう180万人ものドリー
マー（不法滞在の若者たち）の将来像が見えなくなってきました。その中でも既
に暫定的就労許可証を与えられている69万人ものDACAと呼ばれる若者も、今後就
労許可証を延長し続けることができるのか、先行きが危ぶまれます。 
 
          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
         本ニュース記事に関する注意事項 
本雇用・労働・移民法ニュース記事は、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 アトランタ在住 
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     第６回 日本帰国時の米国年金の取扱い   
 

今回は長年米国に居住していた人が日本へ帰国（移住）された際の米国

年金（Social Security）の取扱いについて紹介致します。 

 

１．年金受給権 

年金の種類には退職（老齢）、障害、遺族がありますが、いずれの年金受給権（年

金を受給する権利）も国籍や居住地を問わないので、米国に居住している市民権取

得者（米国籍）および永住者（日本国籍）が日本へ帰国しても影響はありません。

既に米国年金を受給中の人が日本へ帰国してもそのまま継続して受給できますし、

またこれから受給申請をする人も日本で申請し受給することができます。 

 

２．住所、金融機関口座変更手続き 

帰国後は住所変更手続を行う必要があります。年金受給者については何も変更手続

を行わなくても年金は問題なく金融機関の口座へ定期的に振込まれますが、米国社

会保障局（以下「SSA」）からの郵送物が古い住所に送られ続けてしまいます。ま

た帰国にともない年金の振込先を米国の金融機関から日本の金融機関の口座へ変更

することもできます。受取時の通貨についてはドル建て、円建てどちらを指定する

こともできます。（ドル建ての場合はドル口座が必要です。また金融機関によって

通貨や手数料が異なりますので個別にご確認下さい） 

 

３．手続方法 

帰国後の退職年金、障害年金、遺族年金の申請手続は米国のSSAに対して行います

が（但し英語）、日本年金機構でも行なえます。日本年金機構が運営する年金事務

所は日本全国にあり、また窓口の担当者も日本人でいろいろと丁寧に教えてくれる

のでわかりやすく便利です。ただ日本年金機構はあくまでも書類を受付けるだけで

す。受付後の書類は米国大使館で処理されるため、その後のやりとりは米国大使館

と直接行なうことになります。 

一方既に年金受給している人の住所変更、受取金融機関の口座変更手続はSSAでも

できますが、帰国後に米国大使館で行うことができます。大使館の年金担当部門

（担当者は日本人の方です）へ電話で変更手続を希望する旨を伝えると提出書類に

ついて説明がありますので、それにしたがって書類を郵送します(注1)。 

 

４．関連情報 

(1)日米社会保障協定 

年金には受給のための受給要件があります。米国年金は受給要件として加入期間40

クレジット（約10年間）必要ですが、日本の年金に加入していた人は日米社会保障

協定により日米の年金加入期間を通算することができます(注2)。たとえば米国で

就労していた期間が6年間（つまりSocial Security Taxを支払っていた期間が6年

間）の場合、本来であれば米国年金を受給することはできませんが、以前日本で厚

生年金や国民年金に4年以上加入していれば通算して10年となりますので6年分の

Social Security Taxに相当する分の米国年金を受給できます。（4年分の日本の年

金は日本年金機構から支給されます(注3)）  

したがい米国年金の加入期間が短い場合でも以前日本で年金に加入していたかもし

れない、という人は帰国後一度記録を調べてみて下さい。帰国後新たに日本の年金
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に加入しても将来に向かって通算できます。 

 

(2)日本の年金受給による米国年金の減額 

米国年金については、米国以外の年金（日本の厚生年金、共済年

金を含む）を受給すると一定の条件下において年金額が減額され

ます。ただ米国年金受給者が米国以外の年金を受給しているかど

うかのSSAの確認方法については主に本人からの自己申告となり

ます。（その他のケースもあり） 

そのため米国年金受給者の中には日本の年金を受給しているにもかかわらず（申請

手続きが難しくてわからなかったなどの理由により）自己申告をせずに米国年金を

申請し、減額されないままの年金額で受給している人がいます。こうした人が日本

帰国後に住所変更や受取先金融機関の口座変更手続きのため米国大使館に連絡する

と、日本の年金を受給しているかどうか質問されることがありますが、「受給して

いる」と回答するとその時点で米国年金の減額の対象となりそれ以降の年金が減額

されます。さらにこの場合減額の対象となる年金は既に受給した過去の分も含まれ

るため、さかのぼって返還することになります。（返還方法についてはそれ以降受

給される年金額と相殺する方法となります） 

この米国年金の減額やその対象外となるWEP(Windfall Elimination Provision＝棚

ぼた排除規定)については下記SSAのウェブサイトをご参照下さい。 

https://www.ssa.gov/planners/retire/wep.html 

 

(注1) 手続きは米国年金における一般的なケースのものです。申請者によっては別

の手続となることもあります。また自治体(州)や個別年金組合の年金についても手

続きは異なります。 

(注2)日米年金を通算する場合でも、米国年金は最低6クレジットが必要です。 

(注3)同じように日本の年金の支給要件についても日米の年金加入期間を通算でき

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 

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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“大学の授業料” 
  

 前回は大学受験について書きましたが、今回は大学から合格をもらった後の授業

料に関することです。私も実際に子供が大学に行くまで、今のアメリカの大学の

授業料がこんなに高いとは想像していませんでした。 

 大学の授業料は、私立大学と州立大学では、大きな違いがあります。今年発表さ

れた１年間の平均額は私立大学で$34740、州立大学で$9970となっています。しか

しこれは州内に住んでいる人の金額で州外の平均額は$25620です。州立大学とい

うのは、その州に住んでいる人達が納めている税金の一部で賄われているので、

やはり自分の州にある大学には安く行ける恩恵があるという訳です。 

 ちなみにDuke University の授業料は$49241です。これには寮費や食費が含まれ

ていないので、１年間にかかる総額は$66739ぐらいだと大学側は言っています。

またUNC-Chapel Hillは州内の学生は$8898で州外は$34588です。North Carolina 

State Universityは州内は$9058で州外は$27406となっています。アメリカでは、

いくら家が大学の近くにあっても子供は親元を離れて寮などに入り、一人暮らし

を始めます。親にとっては寂しい限りですが、大学から見れば、家を出て独り立

ちする準備を始めるというアメリカの当たり前の考え方からきているようです。 

 では、この授業料が払えない場合はどうするのでしょうか？まずは奨学金を申し

込みます。奨学金は返済する必要はありません。金額も合格した後に大学側から

知らされますが、アメリカのことですから、それで十分ではない場合は、さらに

交渉することもできます.その他にFinancial Aidというのがありますが、これは

ローンであって、返済する義務があります。利子は銀行並みですが、銀行からお

金を借りるのと違うのは、大学に在学中には返済しなくてもいいことです。ただ

し、利子は毎月かかるので、利子を在学中に４年間払わなかった場合は当初の借

りた金額よりはるかに高いものになってしまうという落とし穴があります。 

 このようなことを避けるために、アメリカの授業料が高いことを知っている人

は、子供が誕生した後からすぐに貯金を始めるようです。その州や年々によって

も扱いは異なります。残念ながらノースキャロライナは別ですが、授業料のため

の貯金額は減税になることもあるからです。皆様の子供達の将来を考えて、事前

に準備をすることが大事なようです。 

           /荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者  
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日本の春の大きなイベントのひとつに入学式がありますね。こちらに住んでいても補習校

の1年の始まりは4月。幼稚園の年中さんとして、1年生として補習校ライフのスタートに胸

躍らせている子供さんも多いことでしょう。 

そもそも補習校って何なのでしょう。アメリカに限らず世界各地に住む日本人子弟が、日

本に戻った時に問題なく日本の学校に復帰できるよう手助けすることを目的に設置され

た学校です。以前は、海外在住の日本人と言えば、政府や企業から期間限定で派遣され

る人々が大部分だったので、戻った時に問題なく日本の学校についていけることが最重

要課題でした。ところが、海外在住邦人の滞在理由や期間が多様化するに伴い、もともと

の趣旨とは異なる生徒が増加しています。補習校は、バイリンガル育成のための役割も

担うようになってきていると言えます。 

バイリンガル教育の専門家は、平日は現地校で英語で学び、週末は補習校で日本語で

学ぶという環境を週末イマ―ジョンと呼び、子供をバイリンガル、バイカルチュラルに育て

るのに有効な形だと言います。毎週土曜日には日本人の友達と日本的な環境の中で学

ぶ場があることは子供の日本語学習への強い動機付けになると考えられます。 

ところが、長期滞在予定の場合、日本の学校で学校生活を送ることを自分のこととして思

い描いていないでしょうから、現地校の友達が遊んだりスポーツに励んだりしている土曜

日に日本語の勉強をすることに意義を見出せない子供も少なからずいます。海外滞在が

期間限定で、日本の学校経験があり、またいずれ帰ることがわかっている子供が、日本

の教科書を使ったり多くの宿題をこなしたりすることは必要なことだと考えやすいのとは

状況が異なります。 

また日本語力、特に語彙面の弱さなどが負担に思う気持ちに拍車をかける場合がありま

す。バイリンガル環境で育つ子供の日本語力が日本で育つ同年齢の子供と同じにはなり

得ないことを親がよく理解し、知らなくても仕方がないような語彙や漢字から感じる重圧を

最小限にとどめてあげるなどの工夫も有効かもしれません。 

抽象的思考が育って「どうしてやらなければならないの？」という疑問を持ち始める9-10

歳ごろをいかに乗り越えられるかどうかが長く続ける上で重要になると言われます。この

頃には現地校、補習校にかかわらず学習内容が抽象的になりグッと難しくなります。現地

校の勉強も大変なのに土曜日にも大変なことを頑張ることの意味に疑問を持ち始める前

に、補習校に行くことは楽しい、日本語の勉強は好き、というような前向きな内的要因を

子供が持てるようになっていてほしいですね。 

補習校を含む在外教育機関の多くが小中学校の義務教育のみである中、NCの補習校

は、バイリンガル育成にとって最も大事な幼稚部、教科学習言語能力が最も強まる高等

部もが設置されている点で大変恵まれた環境にあると言えます。バイリンガル育成にお

いての強い味方が身近にあるのですから、ぜひ有効に活用していきたいものです。  

/藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住 

 



 

14 

3月5日は、映画界の大イベント、第80回アカデミー賞の発表です。

これを読んでいらっしゃる方たちは、既に賞レースの行方を知って

いるでしょう。昨年は、アカデミー賞での人種差別的なやり方に異

議を唱える人たちが多く出て論争を呼びました。今年はかなりフェアなレースに

なっているように見えます。皆さんの予想は当たりましたか。好きな映画は賞を

取りましたか。/緋美瑚：東京都出身、フリーライター 

三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

Death Wish (スリラー、アクション) NR、3/2公開 

ポール・カイジー（ブルース・ウィルス）は、家族の面倒をよくみる穏やかな人

間だったが、強盗に妻を殺害され娘をレイプされてから人が変わってしまった。 

 

Red Sparrow (スリラー、推理、ドラマ、アクション) R、3/2公開 

ドミニカ（ジェニファー・ロレンス）は良い娘でありバレリーナでもあったが、

怪我で将来が不透明に。新しいキャリアとして女スパイとしての訓練を受ける。 

 

A Wrinkle In Time (アニメ、ファミリー) PG、3/9公開 

ニューベリー賞受賞の優れた児童文学の映画化。国家機密に関与した仕事をして

いた父が行方不明になったメグは、友達と共に5次元の世界に父を探しに行く。 

 

The Hurricane Heist (スリラー、アクション) PG13、3/9公開 

カテゴリー5という最強レベルの恐ろしいハリケーンが荒れ狂う中、造幣局を襲

い6億ドルを強奪しようとする強盗団と、勇敢に立ち向かう財務省の女性職員。 

 

Tomb Rainer (冒険、アクション) PG13、3/16公開 

ララ・クロフトはロンドンでバイク便のアルバイトをしている女子大生。幼い頃

に失踪した冒険家の父が目指した日本の神話上の島を見つけるために奔走する。 

 

7 days In Entebbe (スリラー、アクション) PG13、3/16公開 

1976年6月に実際に起きたエールフランス航空機のハイジャック事件を元に作ら

れた映画。飛行機は、乗客258人を乗せてテルアビブからパリへ向かっていた。 

 

Love, Simon (ドラマ) PG13、3/16公開 

誰もが自分のラブストーリーを持っていていい。17歳のサイモンは自分がゲイで

あることを家族や友達に隠していた。そしてオンラインで恋をしていたのだ。 

 

Sherlock Gnomes (コメディー、ファミリー、アニメ) NR、3/23公開 

ノメオとジュリエットがロンドンに引っ越して来た時、大地の精、ノームが町中

からいなくなってしまっていた。そこでシャーロック・ノームスが大活躍する。 

 

Pacific Rim Uprising (アクション、SF、3DIMAX) PG13、3/23公開 

2013年の前作からの続編。平穏が戻った地球に再び進化したKAIJUがやって来

た。日本での撮影場面もある模様。菊地凛子や新田真剣佑らも参加している。 

 

Midnight Sun (ドラマ、ロマンス) PG13、3/23公開 

坂東健司の「タイヨウのうた」が原作。17歳のケイティは太陽に当たってはいけ

ない難病で、夕方からギターを弾くのが楽しみだったが、憧れの少年と出会う。 
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 Isle Of Dogs (アニメ) PG13、3/23公開 

「犬ヶ島」と副題がつく日本が舞台のアニメ。オノヨーコ、夏木マリ、渡辺謙ら

も声優として参加。伝染病が流行る中、少年の愛犬が犬ヶ島に送られてしまう。 

 

Unsane (スリラー、サスペンス) R、3/23公開 

クレアはストーカーに悩まされていたが、精神科に相談すると、それは妄想では

ないかと言われ入院することに。この映画はiPhoneのみで撮影したそうである。 

 

Ready Player One (アクション、SF、冒険) PG13、3/29公開 

スピルバーグ監督によるSFアクション。舞台は2045年。仮想空間オアシスの開発

者が「イースターエッグを探し当てた者に遺産を譲る」と言い残して去った。 

 

Lean On Pete (ドラマ、スポーツ) R、3/30公開 

母親に捨てられたチャーリーは15歳になり、父親とオレゴン州にやって来た。父

親は女性問題で行方不明。チャーリーは競馬場の老馬ピートと心を通わせる。 

 

Chappaquiddick (ドラマ・伝記) PG13、4/6公開 

元になったチャパキディック事件とは、ジョン・F・ケネディの弟エドワード・

ケネディが起こした自動車事故で、飲酒運転や不倫疑惑などが疑われている。 

 

Overboard (コメディー、ロマンス) PG13、4/13公開 

メキシコの金持ちの息子レオナルドのヨットに雇われたクリーニングレディのケ

イトは不法解雇と給料未払いに怒る。誤って海に落ちたレオナルドはどうなる？ 

 

Life On The Party (コメディー) PG13、5/11公開 

夫に突然捨てられたディアンは、自分の人生を立て直すべく大学へ戻ることを決

意、それも娘と同じ大学に。自由と楽しさと同級生の中で自分を見つけられる？ 

 

Don’t Worry, He Wont Get Far On Foot (ドラマ、伝記) NR、5/11公開 

四肢麻痺の漫画家ジョン・カラハンの伝記。交通事故で助かったカラハンは飲酒

をやめるよう助言される。そんな時、新聞の漫画家としての才能に目覚める。 

 

Show Dogs (コメディー、ファミリー) PG、5/18公開 

NY市警の警察犬として働くマックスがFBI捜査官と組んで動物違法売買組織に連

れ去られたパンダを救おうと奮闘する。マックスはドッグショーに紛れこが…。 
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    ～痛いの痛いの飛んで行け～    
 

 こんにちは、マッサージセラピストのAkiraです。今回は、肩コリ・首コリに効果抜群で、

気楽にできる簡単なストレッチを２つご紹介します。仕事の合間に、家事の間にすぐでき

るものですので、是非お試しあれ。 

 

背中の上の方に付いている肩甲骨の周りには、多くの筋肉がくっついています。そのバ

ランスが悪くなる、つまり、ある筋肉だけがコッた状態になることで、肩が上がらなくなった

り、腕が上がらなくなったり、肩、首に違和感を覚えることになってしまいます。コッた筋肉

をストレッチすることで、元の状態に戻してあげましょう。 

 

【腕ねじりストレッチ】 

椅子に座ったままでも、立ったままでもかまいません。 

１）背すじを伸ばし、右腕をまっすぐななめ後ろに引きます。 

２）手のひらをゆっくり裏表と回転させます。 

３）これを、５～１０回ほど行います。 

４）反対の左腕も同じくストレッチ 

 

たったこれだけですが、肩、腕、背中に効いているのが感じられると思います。 

 

もう１つご紹介します。 

肩コリ・首コリの原因として一番多いのは、Levator Scapulae (肩甲挙筋) と、Upper Tra-

pezius (僧帽筋上部)です。次のストレッチで、この２つの筋肉を同時にほぐしてしまいま

しょう。 

  

【腕組みストレッチ】 

 

１）背すじを伸ばし、後ろで手を組みます。 

２）左手で右手を左側に引きます。 

３）左真横に首をゆっくり倒して３０秒ほどそのままにしま

す。（その間深呼吸を忘れずに） 

４）そのまま、斜め前に頭を降ろして、また３０秒ほどそ

のまま。 

５）反対側も同じくやってみましょう。 

 

すべてのストレッチに言えることですが、強く伸ばしすぎると逆効果で、筋肉を傷めてしま

いますので、伸びて気持ちいいと思える加減が一番大事です。 

 

いかがでしたか？ ちょっとした時間の合間に、上のストレッチを行ってみてください。コリ

がなくなり、姿勢もよくなって、気分も良くなってきますよ。 

                              

                              /Akira 長崎出身 Wake Forest 在住 
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      「継続は力なり」”Persistence Pays Off” 

 
 近頃、何もかもが思い出せない。あちこちにメモを書き散らしては、何処かへやってしま
うので、専用のノートを作ろうと思い立った。本棚の中に新しいノートを何冊か見つけたの
で、買い置きがあるなら、わざわざ店に行かずに済むと思い、開いてみると新品ではな
い。全てのノートを確かめたが、どれも最初の１、２ページだけに書き込みがしてある。日
記らしい、しかも私の。 
 
 月日はあるが、年が書いていない。三日坊主どころか、数行で終わっている物もある。
確かに自分の筆跡なのに文章には見覚えがなく、まるで他人の呟きを覗き見しているか
のようだ。一月に今年こそ、と思ってノートを買い、二月を待たずに書かなくなり、年が明
けると、また素敵なノートを見つけては買ってしまうのである。ここ数年は、この一連の作
業が年中行事から外れていた模様だ。 
 
 「継続は力なり」と云うが、根気よく続けて、何かを成し遂げた経験が私にはない。だか
ら、なんでも六割の出来で、得意なことが一つもない。家人は、モノグサの言い訳だと責
めるが、努力が続けられる、というのは、速く走れる、と同様、稀なる才能の一つなので
はないだろうか。 
 
 長年の怠け癖は精神にも体型にも影響を与える。健康診断で「最近（嘘です）、やる気
が出なくて」とボヤいたら、医師に「あなた、今、幸せ？（”Are you happy now?”）」と聞

かれた。「幸せと言えば、まぁ幸せですかね、特に困ってないし」と極めて平凡で日本人的
な答えを返したら、「鬱症状ですね」。えっ。「幸せと即答出来ず、日常が楽しく感じられな
いのは鬱です」。アメリカ的には「アーユーハッピー？」「イエーイ！」が健全なの？テン
ション高っ！矢沢か。 
 
 鬱（とメタボ）には運動、とスポーツジムに加入することにした。遠い昔、日本で大浴場を
目当てに通って以来のことである。ちょうど、近所に御殿のようなゴージャスクラブが出来
たばかりなのだが、入会金も会費もお高く、我が家は昔ながらの庶民クラブを選択。御殿
ジムのスパやカフェは魅力的だが、鞭のような筋肉の金持ちマダムに交じる勇気が出な
い上、三日坊主常習者としては、あまり強くは出られない。 
 
 当方、現在無職につき、勤め人の来ない平日の昼間に行ってみることにする。空いてい
るかと思いきや、意外と混んでいて、館内は見渡す限りシニアの皆様で埋まっている。
コーヒー片手にロビーに集う大先輩に話を聞くと、朝は５時からウォームアップ、仲間と昼
食を楽しみ、午後のクラスにも出る、と言う。日本のように病院に集うより、ずっと楽しそう
だ。 
 
 正月明け、ヨガクラスに行くと、教室中に隙間なくマットが敷かれていて、お盆の湘南海
岸さながらの光景である。なんとか詰めてもらって潜りこむと、隣りの先輩が言った。「新
年の抱負組（”New Year’s Resolutioners”）よ。どうせ二週間でいなくなるわよ」。私はな

んとか続けている。 

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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  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！― 

          
シン・ウンジュさんは韓国からの留学生でした。12月に韓国にもどりま

したが、アメリカでいろいろな文化の違いの経験をしたようです。特に

学校文化の違いに驚いていました。アニメとバトミントンが好きな静か

な生徒でした。  

  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

     「わたしのしゅみ」 

 

 わたしの しゅみは おおいです。バドミントンと えと アニ

メと かいものです。バドミントンは じゅさんさいに はじめま

した。かんこくの ちゅうがくで はじめました。バドミントン

は おもしろいです。でも、ちからがいります。わたしは 韓国

の ちゅうがくの いちねんせいでした。ちゅうがこうの さんね

んかん、しゅうに さんかい バドミントンを しました。バドミントンは はじめて 

きょうみを もちました。わたしの ちゅがくの スポーツの しゅもくです。ともだ

ちと ひるに バドミントンを しました。とても おもしろかったです。ちゅうがく

の そつぎょうの あとで きかいが ありません。さいきん あたらしい しゅみが 

あります。テニスです。 

 つぎの わたしの しゅみは えです。えは じゅうよんさいで はじめました。

ちゅうがく にねんせいで はじめました。たくさんの いろの えが すきです。

しゅうに さんかい えを かきます。 

 つぎの わたしの しゅみは アニメです。ときどき しゅまつに アニメを みま

す。スポーツ アニメの ハイキュが すきです。ハイキュはこうこうのバレーの ぶ

かつの アニメです。さいきん、すいえい アニメ フリーと バスケットボール ア

ニメ 黒子のバスケが すきです。８じかんの アニメを みたことも あります。た

くさん アニメが あり、うれしいです。 

 ありがとう ございます。 

             レベル1優秀者 シン‐ウンジュ Chapel Hill HS 

 

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 
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私事ですが、だいぶ昔、日本で高校の教師をしていました。私にとって教壇にたって話

をすることは大変でした。というのは、私の声ははりがなく、かなり意識して大きな声

を出さないと声が通らないからです。夏休みが終わってからの学期のはじめは声を大き

く出す努力をしなければならなかったことを覚えています。実は最近になってまた同じ

ようなことを感じるようになりました。年を取って運動不足で肺活量も影響しているの

でしょうか、難聴者と多く接する日はどっと疲れを感じます。大きな声で話さなければ

ならないからです。難聴者が男性である場合、大きな声で話せない奥さんがご主人に話

すことをあきらめてしまったりしている奥さんの疲労の様子が見られることがありま

す。常に大きな声で話すことは疲れます。またなかなか聞き取りの難しい個人にはどう

しても声をあげてしまいます。それで家族関係もぎくしゃくし、ストレスになります。

そのストレスがさらに他の病気の要因になってしまう場合もあります。難聴者本人はよ

く聞こえないことによって友人たちとの社交、アメリカでいえば、教会へいくことをあ

きらめたり、家にひきこもり、“鬱”までとはいかないけれども落ち込んでしまうこと

があります。それがストレスの要因になったり、Cognitive Function (認識作用)の低

下につがることがあるといわれています。難聴者の家族や周囲にいるかたがたにも上記

のように会話の難しさからストレスにつながってしまうことがあります。特にお年寄り

の介護をされている方々はすでにこの大変さを経験されているでしょう。お年寄りの介

護をお仕事にされている方々は補聴器を装用していない人たちをお世話しなければなら

ないことが多くあると思います。そのような場合は Assistive Listening device (サ

ポート機器、増幅器など)を使われるとコミュニケーションが楽になります。“聞こえ

ない”ことは本人だけでなく、周囲の人たちのストレスにつながる事があることを忘れ

ないでください。 

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  

「ストレスは難聴からも」        

皆様のおかげで2017年はアニメいずめんと20周年

記念を開催することができました。ありがとうご

ざいました。そして、もう3月！今年の日程は5月

25日から27日まで、Raleigh Convention Center

で開催いたします。バレンタインデーには「Re:

ゼロから始める異世界生活」 の声優小林裕介さ

んを告知しました。まだ、これからもゲストさんの告知は続きます。毎年恒例の

「アニメの描き方」教室を今年もNHKのみんなのうたの「弱虫けむし」で有名な遊

佐かずしげ先生、デモンストレーションではアニメター・サポートグループ、そし

て今年は日本文化紹介のYoutuber、Jun & Rachelがブライダルのモデルにもなりま

す。日本独特の結婚式用の着物をRachelさんが着ます！The☆Jacabal’s、J-Trap 

も昨年以上にパワーアップしての参加です。アニメグッズ販売のディーラース・

ルーム、コンサート、コスプレ、メイド・カフェ、その他、盛りだくさんの内容で

今年も皆様をお待ちしております❢ 

2018年 
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     “第6話「ともだち」という難しい言葉” 
 

ある夫婦の会話です。妻：「ねえ、今度

の○○さんのお嬢さんの結婚式、いくら

包む？」夫：「うーん、○万円もやっと

きゃいいだろう。」妻：「そんなでいい

の？○○さんにはお世話になってるっ

て…」夫：「昔はね、まあ、世話になっ

たというか、定年退職してからは、年賀

状だけだからねえ…」どこにでもある何

の変哲もない、気にもかけない夫婦の会

話だと思います。古代ギリシャの哲学者

アリストテレスは、この何ともはっきりしない人間関係が、私たちの社会の中で

一番多い関係だと言います。いうなれば、これは利害関係の上に築き上げられた

人間関係です。やってやり返すという、日本人である私たちには一番慣れ親しん

だというか、日本人であるがゆえに逃れることのできない人間関係ともいうこと

ができるでしょうか。とかく、私たち日本人が外国に出ると、いつの間に日本人

のグループを作りがちです。悪いことではありません。いろいろな理由でこの国

に来たのでしょうが、まあみんなで仲良くやりましょうや、日本人同士だから。

それこそがアリストテレスのいう、利害の関係です。この場合、発生する利害は

「日本人」とか「同郷人」とか「同県人」という部分です。私の周りにも、同じ

市の出身の方がいて、あの角のケーキ屋さんのケーキがおいしいとか、あそこの

コンビニの店長が意地悪かったとかなんていう話まで共有できますが、だからと

言ってそれ以上の人間関係にはなかなかなりませんね。この利害の関係で「とも

だち」を作るのが現代のSNSの原動力です。「ともだち」という言葉を連結器にし

てネットワークを広げることによって、最終的には不特定多数の人々へ情報や広

告を浸透させてゆくこと。SNSを考え出した人は天才と言えるでしょう。しかし一

方で、「ともだち」という言葉の定義が変わってきました。SNSの世界では、「と

もだち」とは自分にどれくらい人気があるか、自分はどれぐらい正しいか、とい

うことを測定するための尺度に過ぎなくなってはいないでしょうか。また、「と

もだち」ということばが、自分の感情や思想の動向を表現するある種の称号に

なってはいないでしょうか。それゆえに、自分と意見の合わない人、自分に興味

を示してくれない人は、「アンフレンド」にして、自分の視野から除外してゆ

く。それ以上にSNSの拡散力を使って他人を中傷したり、必要以上に攻撃を加え

て、その人の存在価値そのものを抹消したりという酷い現象さえ起きているので

す。私たち、外国生活をするものにとって、少し見方を変えるのならば、他の日

本人はたまたまそこにいた人たちで、本当の意味で「ともだち」なのかどうか、

ということは疑問です。しかし、アリストテレスによれば、真の人間関係は、お

たがいに自己犠牲をいとわないという関係であるというのです。インスタント食

品、ファストフード、使い捨てが当たり前の時代に生活する私たちにとって、い

つの間にか「ともだち」が使い捨てにはなっていないでしょうか。 

 

     /根本:東京出身 ジャクソンビル在住  
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毎年恒例の小姑の里帰りが夏と年末に2回あるのです

が、上の小姑は下の小姑が実家に通える範囲内に住ん

でいる事が常に気に入らない為上の小姑はその里帰り

を利用しある計画を実行しました。それは私と下の小

姑を不和にさせる事でした。 

かなり後に成って分かったのですがその内容は全く子

供じみていて、私が「下の小姑の事が大嫌いだ。」と言っているとの内容でし

た。その様な事を私だけでは無く通常人はその家族には言わないものですが上の

小姑は私がはっきりそれを言ったと下の小姑に話していたのです。その非事実を

悲しい事に下の小姑は信じてしまいました。 

ある時上の小姑の実家への帰省中、いつもの様に彼女の妹も実家へ姉に会いに来

ていましたが突然顔色が変ったと思うと怒った様子でいきなり家に帰って行きま

した。彼女はかなりな癇癪持ちでしたのでよく怒る事がある為それ程その時も驚

きはしませんでした。 

その時までは良く実家に何か作っては持って来てくれていたのですが、その日以

来急に全く訪ねて来る事がなくなりました。あの時酷く怒って帰って以来でした

のでもちろん来たく無くなる程の何かがあったのだとは思っていましたが、私も

怒らせる様な事をした覚えは全く無く不思議に思いました。 

下の小姑の子供が通っている塾が良いと言う評判を知り合いから聞き娘にも通わ

せる事にしました。田舎なので車での送り迎えが必要で行き帰りをしているうち

に当然下の小姑の車を見かける事も何度かありましたが私の車を見ると顔色が急

に冷たくなり毎回の送迎に全く私とは目を合わせずに帰って行きました。 

友人に話しても「あなたの家はいろいろあるから特に驚く事もないじゃない。」

と淡々として答えるので、アドバイスの様な物は貰える事もなく毎日嫌な日々が

続きました。 

無視するほど憎む理由が分からずに悶々と気持ちの悪い日々が一年半以上続いた 

平穏な静かなある日元姑が仕事から戻るなり直ぐ床にある玩具を見て怒り出し次

にはその玩具を蹴り飛ばしこの家は汚い、イライラすると言った事を口に出しな

がら不満をぶつけた後「こんなに家を荒らして更にあんた上の娘に下の娘の事は

大嫌いと言っていたそうやね。」と突然に怒りが暴発したのです。そこで小姑の

でっち上げた嘘が分かった訳です。すべて上の小姑の思い通りになった訳です。

怖い人だ！ 

何故そんな大人気ない事をしてまで下の小姑を実家に来させない様にしたいの

か、そこまでして自分が優位に立っていたいのか？彼女はそれをした事で満足し

たのでしょうか？私がこの事実を知っている事を今でも彼女は知らないでしょ

う。 

その様な事が出来る彼女は自分の住む地で市区町村のカウンセラーとして働いて

いる様です。世の中は何とも理不尽であると再び思い知らされる事態でした。 

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

       「12話：1年半の逆襲 」 

VS 
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    先生を募集しています ― ローリー日本語補習学校 ― 

   

ローリー補習校は、土曜日にローリー市のSaint Mary’s Schoolの一部をお借り

して、幼稚部年中クラスから高等部までの授業を行っています。 

教科は、国語、算数（数学）社会科（小6から）です。教員免許は、特に必要あり

ません。愛情を持って子どもたちの教育に携わってくださる皆さんを歓迎しま

す。まずは事務局にお問合せください。詳しくご説明いたします。 

 

＜勤務条件＞ 

・労働可能なビザ（または永住権）をお持ちの方  

・土曜日の勤務が可能な方    

 

＜連絡先：火曜日‐金曜日＞ 

・住所： 5102 Oak Park Road Raleigh NC,27612  

・事務局：919-787-1300 

・校長携帯：919-389-9780 

・事務局E-Mail： admin@japanschoolraleigh.com 

・校長Email:principal@japanschoolraleigh.com 

・URL ： http://www.Japanschoolraleigh.com/ 
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ことのは歳時記いまむかし 
 

年が明けてしばらく経ちましたが、まだ本当に寒い日も

時々あります。そんな時を今風にいうと、「マジさむ」

です。本来は「マジ」は「真面目」から来ている言葉

で、「本気」とか「冗談ではない」という意味です。 

「マジ」というのは、関西の方では前から使われている言葉です

ね。「それ、マジっすか？」とか「マジなんよ」など、「本当」

という語と同様に使われます。これを「マジ〇〇」という言い方でアレンジして流

行らせたのは、やはり若者たち。1980年代頃から流行り始めました。「マジやば

い」や「マジあり（本当にあり得る）」などの他に、「マジタレ」（本気で交際し

ている女性）」、「マジ話（まじばなと読み、意味は本当の話）」などがありま

す。 

「マジなんて、近頃の若者の使う言葉ときたら！」と思っている方、もっと昔は

「本当に」という意味で「いと」というのを使っていたことをご存知ですか。「い

とをかし（本当に趣があるの意味）」の「いと」です。今は「いと寒し」なんて

言ったらいつの時代の人？と思われてしまうかもしれません。そうやって言葉は変

遷してきているのですね。 

 

皆さんにはまだ馴染みがないけれど、最近SNSやスマホでよく使われている「イミ

フ（＝意味不明）」の「マジ〇〇」言葉に、「マジ卍」（読み方は、まじまんじ」

というのがあります。 

「マジ卍」とは、状況に応じて少しずつ使われ方や意味が多少異なります。 

１．「あいつ、マジ卍」と調子に乗って悪ふざけをしている人に使ったり、 

２．「あの男、マジ卍」と強そうだという意味に使ったりします。 

３．「俺（私）、マジ卍」と自分の調子がいいことや自分を褒める時や 

４．写真を撮る時に「マジ卍！」と「ハイ、チーズ！」の代わりに使ったりするこ

ともあります。どちらかというと、いい意味で使われることが多いようです。マの

音が重なるので言いやすいし、言葉遊び的に発生したのかもしれません。 

 

しかし、ネトウヨを指す言葉としても「マジ卍」が使われていて、それがこの言葉

の最初の出来方に関わっているのではと思われる節もあります。ネトウヨとは、

ネット右翼のことです。ネット右翼とは、インターネットの世界で、外国人に対し

て排他的で人種差別的な発言をする人たちを指します。ネトウヨが「マジ卍」と同

義に使われるようになったいきさつを推察してみると、ネット右翼→右翼→ドイツ

ナチスという発想から、ナチスのシンボルマークに似た「卍」が使われるように

なったようです。ネット世界を生きる人たちの間で、ネトウヨを指すのにわかりや

すい記号として定着してしまったのでしょうか。 

 

もともと「卍」というのは仏教やヒンズー教で吉兆を表すありがたい記号です。そ

の起源は、中国の「万」という漢字が変遷して出来たといわれています。日本では

地図でお寺のことを示すマークとして「卍」が使われています。それが、巡り巡っ

て今「マジ卍」という不思議な使われ方をする言葉として歩いているとは、ちょっ

と想像を超えていて、昔の人もびっくりですね。 

                   /緋美瑚：東京都出身、フリーライター 



 

25 

    

 
  

 仕事柄、旅行はどこがお勧めですか、とよく聞かれる。年の初め

は、何事もリセットされ考え直すのか、多くなる。しかし、その人の

趣味や家族構成、予算等でお勧めも当然変わるので、よほど良く

知った人でないと、簡単には答えられない。しかし、あえて私なり

のお勧めをしてみたい。 

 

 2017年は、カリブ海各所でハリケーンの被害があった。プエルトリコは、いまだに停電が

続く地域も多い。その中で、メキシコは大きな被害を免れた。国としては治安が懸念され

る地域もあるが、カンクン界隈のリゾート地は、現状特に問題ないようで、以前からの人

気を維持している。海の美しさはもとより、遺跡などもあり、バラエティーに富み、アメリカ

東海岸からはアクセスもいい。月並みでもお勧めできる行き先だ。また、カンクン以外でと

にかくのんびり、というある友人に、ドミニカ共和国を勧めたら、大変に気に入られた。リ

ゾート内での滞在が主だが、とにかく海がきれいだという話をよく聞く。コストパフォーマン

スも良い。 

 

 ヨーロッパは、昨年は為替レートの都合から、イギリスが人気が有ったようだが、波は一

度落ち着いたように感じる。最近聞く話の共通項としては、目だった観光地よりも、中規模

の街などに人気が移りつつあるよう感じる。たとえばドイツだと、ハンブルグを勧める記事

を複数読んだ。港町の地の利を生かした再開発が進み、モダンなコンサートホールも建

設され、見違えるようになった。また、地中海では、マルタ共和国の首都ヴァレッタが、

2018年の欧州文化首都に選ばれるなど、注目を浴びている。街全体が要塞の町で、様々

な文化の影響を受けており、アラブ風の町並みもあったり、世界遺産にも指定されてい

る。郊外には遺跡もある。観光コースからは外れがちな国だが、行くだけの価値はあるだ

ろう。 

 

 さらに遠くに目を向けると、モロッコを勧める記事が目に付いた。アフリカ大陸とはいえ、

ヨーロッパや中東との結びつきが強く、文化圏としても中東に分類される地域だ。すばらし

いイスラム建築もあるし、日本人には、海岸沿いでの魚介類の料理もうれしい。マラケ

シュの喧騒、古都フェズの町並み、サハラ砂漠の星空、異国情緒もたっぷりだ。物価が上

がったとは言うが、日本やアメリカの感覚からはまだまだ安く、ツアーも個人旅行も、手配

しやすく手ごろだ。 

 

 さて、読者の中には、もっと近場で、という人もいるだろう。近隣では、ワシントン・ナッシュ

ビルなどがお勧めに上がるようで、特に、音楽の街（特にカントリー）として名高いナッシュ

ビルは、昨年は１４００万人以上の観光客が訪れ、記録を更新した。意外なところでは、最

近読んだ記事に、サウスカロライナ州のグリーンビルを勧めるものがあった。中心部に川

が流れ、その両岸が公園となっており、散策が気持ちよく、また、最近おいしいレストラン

なども増えてきている、という内容だった。アトランタなどへ行くことがあれば、通る街だろ

う。試しに寄ってみても良いかもしれない。 

 

 今年もまだ始まったばかりだが、月日が経つのは早い。ぜひ今年の旅先を今からでも考

え、ぜひ楽しい一年にしていただきたい。 

              /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～❢      

 

 

                フキノトウの「ばっけ味噌」 

今回は”ばっけ味噌”ことフキ味噌。フキノトウのお味噌。甘く

てほろにがいフキノトウ。 

ごはんのお供にぴったりの味噌です。 

「材料」 

フキノトウ・・・10個くらい 赤味噌・・・大さじ2 砂糖・・・大さじ2 

「作り方」 

1：フキノトウの苦みが苦手な方は、30分ほど水に漬けてください。 

2：.熱湯で1～2分湯掻いて冷水にとり、水気を良く絞る。 

3.：フキノトウをみじん切りにし、油で炒める。 

4.：味噌、砂糖も鍋に入れ、ふつふつとするまで中火で煮詰めてできあがり。 

 

    ラオス料理の辛い挽肉炒め＝肉サラダ「ラープ」 

ラオス料理を代表する「肉サラダ」。加熱した挽肉を魚醤とライ

ムで味付け、トウガラシやミント・野菜類と混ぜ合わせる。内陸

の料理らしく、塩味と辛味が強めです。 

「材料」3人前として 

鶏挽肉（豚挽肉でも良い）・・1ポンド パクチー・・1束 ミント・・

お好みで ご飯・・3人分 

＜調味料＞ 

ニンニク・・4かけ ナンプラー・・大さじ2 ライム汁・・大さじ3 砂糖・・大さじ2 

唐辛子（赤か緑）・・2～4本 

「作り方」 

1：.調味料を準備する。ニンニクはみじん切り、唐辛子は輪切り。材料全てをよく混ぜる。 

2：.フライパンで挽肉を炒める。油は不要。 

3.：炒めた挽肉に調味料を混ぜる。よく混ざったら、パクチーとミントを入れて、ざっくり混

ぜる。 

4.：ご飯をよそって、上にのせる。お好みでパクチーやミントをトッピングする。ライムを添

えたり、さらにライムを絞りかけても良い  

                               /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❢❢  

 

             簡単ガトーショコラ 
 

＜材料 ＞   

卵・・3個 ミルクココア・・大さじ５ 

 

＜作り方＞ 

1：卵を卵白と卵黄に分け、卵白を角が立つまでしっかり泡立てる。 

 

2：卵黄を混ぜてからココアを2~3回に分けて加え、よく混ぜる。 

 

3：②に①のメレンゲを3回に分けて加え、泡をなるべく消さないように 

  全体を混ぜ、紙を敷いたケーキ型に流しいれる。 

 

4：350度に温めたオーブンで30分焼き出来上がり。 

                       /まみこ：Mammy’s Kitchen Club 主宰 新潟出身 
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     「Chef & the Farmer」 
120 W Gordon St，Kinston, NC 28501 
 

ノースカロライナの州都ローリーからNew Bernに向

かって走る途中にある町、Kinstonの超超有名なレスト

ラン。オーナーシェフのビビアン・ハワードさんは地元

UNC-TVの人気番組「Chef's Life」のシェフでもあり、

ノースカロライナでは絶大な人気があります。 

 

(写真1・サンプラー） 

前菜は本日のシェアード・サンプラー。プルド・ポークやテリーヌ、レバー・パテなどです

が、どれも素晴らしい味です。豚が多いのは、ここの地域性。。。南部料理らしい組み合

わせで、ピクルスも南部流の味。 

 

（写真2・魚料理） 

「NORTH CAROLINA FISH」 

今日はTILEFISH。スパゲッティ・スクワッシュをあしらった魚料理。 

 

（写真3・ポークチョップ） 

そして、これは最近の人気メニュー、「BRITTANY RIDGE PORK CHOP」ポークチョップは

もちろん素晴らしいですが、添えてあるのが意外なもの！！後日TV番組の中で見つけ

た、スイカの「煮込み」=Braised watermelonをあしらっていました。こういう斬新な取り組

みが人気の秘密なのでしょう。 

 

サーバーさんの態度もお料理も、ここが南部の田舎町であることを全く感じさせない

ニューヨークスタイルの素晴らしいお店です。よくここまで、徹底させられたものです。この

雰囲気だけでも、往復４時間かけて食事をしに来る価値はあります。超お勧め店！！！ 

（写真1） （写真3） （写真2） 

春のPlant Sale at Duke Garden 
一般に公開される今年のPlant Saleは、4月7日午前8時から12時に開催。 

毎年人気の「和野菜の苗」も販売されます。今年はどんな和野菜の 

苗があるのか楽しみですね。 
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ラテン語なんて、今さら使うことがないと思っていたら大間違いで、何かと普段か

ら出てきます。英語の辞書にだって出ています。さて、それではいくつか例を挙げ

てみましょう。ad hoc – 会社の会議でアドホックミーティングとか言われたら、

普段の定期の会議と違って、ある特定の議題に限って討議する会議です。bona 

fide【ボナファイド】というと本物の、誠実なという意味です。正真正銘といった

感じでしょうか。よく見るし、よく使うのは、e.g. (exempli gratia)、etc. (et 

cetera )、i.e. (id est)、P.S. (post script)ですね。前から順に、「例えば」

「などなど」「つまり」「追伸」。英語だと思っていたら、ラテン語そのままとい

うのがありました。Consensus – 英語ではagreement。コンセンサスを得ないまま

に会議を進めていくと、後でいっぱい文句を言われるなんて言うのはよくあること

ですね。Memoは(memorandum est)の短縮形。さて、英語ではit must be remem-

bered (that..)。なるほどなるほどメモとはは確かにそういうものです。では、最

後にPer seとPro bono (publico)。Per seはちょっと気取った会話には出てきます

ね。By itselfそれ自体、本質的に。Pro bonoこれは無料の、奉仕のという意味

で、英語ではfor the public good。こちらも、暇なときに集めてみては。 

          /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 

 

 

 

Hair Artist 

Salon by JC 
6140 Falls of Neuse Rd. 

Raleigh, NC 27609 
 

予約Only 

(919)605-4892 
日本語テキストOK 
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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  

2018年３～６月のイベント 

*Japan through Photographer’s Lens 日本の伝統等の写真展 

Museum of Anthropology, Wake Forest大学in Winston-Salem入場無料 

1月23日-3月17日：芳賀日出男の東北郷土祭りの写真。3月20日-10月6日：Morton 

Huberの中部地方の人々の伝統と変化。4月7日：日本に関するオープンハウス 

 

＊Eggstravaganza at the NC Zoo, Asheboro 

3月31日と4月１日（土・日）動物園の入場料有。 

イースター（復活祭）にちなんだエッグハント等の子供向けイベントです。 

 

*RiverRun Int’l Film Festival 

Winston-Salemの劇場数カ所にて4月19日(木)～29日(日) 入場有料。 

レアな独立系の映画の中から批評家による評価の高いものをよりすぐって上映して

いる米国中南部の映画祭です。今年は20周年にあたり、特別な行事有。 

 

*Celebration of Spring in Seagrove 

4月21，22日(土・日) 入場無料。 

多くの地元陶芸家によるオープンハウス。実演、無料の飲み物・スナック有。 

 

*Spring Fling at Shelton Vineyard in Dobson 

5月5日(土)入場無料。 

各ブースで食べ物や手工芸品を売っています。生バンドとワインの試飲も有り。 

 

*Mount Airy Old Time Fiddlers Convention 

6月1日～2日（金、土）Veterans Memorial Park, Mount Airy 入場料$10/日アパ

ラチアン山脈地方に伝わるブルーグラス音楽、フィドラーが技を競う催し。 
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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。 

公認会計士 ギルバート順子 
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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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—–—–— 

Maintenance Technician ：フルタイム 3~5年の経験者 残業有 健康保険有 

お問い合わせ sales@hrbestsolution.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。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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
Purchaser募集：バイリンガル Word, Excel経験者 積極的で明るい方募集 健

康保険 401K有 問い合わせ: sales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－— 

日英バイリンガルセールス募集： Automotive業界への営業経験がある方を募集

しています。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

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 

 

 

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 

mailto:sakurahcinc@gmail.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 

3/8-25 BOLERO -Carolina Ballet DECPA 

3/21-24 Fountains & Pines of Rome - NC symphony UNC-CH, DECPA 

4/1 Kevin Hart PNC Arena 

4/3 THE COLOR PURPLE DPAC 

4/17 Eagles PNC Arena 

4/20 The Sound Of Music DPAC 

4/20 The Music Of Star Wars - NC Symphony DECPA 

4/24 Bon Jovi PNC Arena 

4/27,28 Romeo & Juliet - NC Symphony DECPA 

5/11-12 THE ILLUSIONIST DPAC 

5/15-20 A NIGHT WITH JANIS JOPLIN DECPA 

5/17-20 SLEEPING BEAUTY - Carolina Ballet DECPA 

6/7-8 The Amadeus - NC Symphony DECPA 

                               ファミリー/子供向けイベント 

3/13-18 WIZARD OF OZ DECPA 

3/17 Raleigh St. Patrick's Day Parade and Festival Downtown Raleigh 

3/17,18 Dinosaurs Time Trek - Dragon Edition NC State Fairgrounds 

3/23 Flashlight Egg Hunt(age11-14) Wilson Park in Chapel Hill 

3/24 Town of Cary Easter Egg Hunt Fred G. Bond Park /Cary 

3/24 Chapel Hill's Community Egg Hunt Southern Community Park  

4/11 Disney Junior Dance Party On Tour  DPAC 

4/14 UNC Science Expo UNC Campus 

4/13-29 Adventure Road: A Story of Huck & Tom DECPA 

5/16-27 DADDY LONG LEGS DECPA 

6/2,3 THE GREAT PIRATE ADVENTURE" DPAC 

                その他のイベント 

3/23-25 Antiques Extravaganza of North Carolina NC State Fairgrounds 

4/27,28 Brewgaloo NC Craft Beer Festival 2018 Downtown Raleigh 

4/28 Spring Daze Fred G. Bond Park /Cary 

5/18-20 Artsplosure - The Raleigh Arts Festival Downtown Raleigh 

5/25-28 Freedom Balloon Fest Fuquay-Varina 

日本人関連イベント 

3/14 着付け練習 First Baptist Church 

3/16 Easter Craft First Baptist Church 

4/8 ウインストンセーラム日本語教会 NW Baptist Church（W-S) 

4/12 Governor’s Mansion Tour First Baptist Church 

4/27 End of Year Potluck First Baptist Church 

5/6 子供の日イベント Bond Park 

5/6 ウインストンセーラム日本語教会 NW Baptist Church（W-S) 

3-6月 トライアングルの  イベント・スケジュール 

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh) *DPAC:Durham Performing Arts Center 
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  * 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」 2018年春号/第57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 

編集後記 

 編集後記でご

紹介するのは大

変申し訳ないの

ですが、Chapel Hill High 

SchoolとEast Chapel Hill 

High Schoolで10年以上日本

語を教えている青柳好美先生

が名誉高い“Elgin Heinz 

Teacher Award”を含む3つの

賞を受賞されました。この賞

は、毎年、生徒の為に貢献し

た先生に送られる賞です。柔

軟で伸びしろが広い高校生に

日本語だけではなく日本の文

化と心を教え、一人一人の生

徒に寄り添い理解した教育方

針が評価されました。生徒か

らは「先生の生徒に対する期

待度が高いが、ユーモアあふ

れる教え方に感謝」と。小さ

い頃から将来は先生になるの

を疑わず成長。教師になる為

に生まれてきました。アメリ

カの生徒の日本夏季留学をサ

ポートし、Memorial Weekend

の週に開催されるアニメいず

めんとを主催。ここでは青柳

先生の生徒さんもボランテア

として参加してます。一人で

も多くの生徒が言葉や国境を

越えた世界に羽ばたくように

頑張れ❢青柳先生❢❢ 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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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 


