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Hot News!! 

Alamo Drafthouse Cinema Raleighでレトロな週末！ 

 

4月のsoft openingを経て、Alamo Drafthouse Cinema Raleigh がこの度グランドオープンし

ました。コンセプトとしては食べ飲み（アルコールも）のできる映画館。約５０種類のビール

や食事を楽しみながらの映画はいかがでしょうか。映画も新作はもちろん、旧作、レトロな

作品も上映されオールエイジが楽しめるよう工夫されているようです。そして映画館以外

の目玉は、75,000タイトル以上あるVHS。その数は全米でも最大級。レンタル可能でDVD

化されてない作品などを探すだけでも楽しめそうです。ビデオデッキが無い人の為にビデ

オデッキレンタルもあります。夏の日差しから涼やかな映画館でレトロな作品を探す、そ

んな週末もいいかもしれません。 

    夏色のレンタルシェアバイク 

 

４月のサプライズスノーが嘘のように夏の気候へと移り変わりました。気持ちいい

気候の中、外出すると街中で目につくのが、自転車シェアリングの自転車やそのハ

ブ。黄色(ofo)、ライムグリーン(LimeBike)、オレンジ(Spin)など鮮やかな色がア

スファルトの中、目に染みるよう！基本的には、乗り捨てごめん、つまりはサービ

スに携帯からアクセス、サインアップ、自分の近くにある自転車を探す、使用後は

乗り捨てでオッケー、と言う便利なものです。今までのバイクレンタルとは違い、

片道仕様でも使いやすい、このバイクシェアサービス。自転車盗難の心配もご無

用。通勤、キャンパスなどでも使い方次第でとても便利で、”物を持たない、増や

さない” が流行りの今、時代に沿ったサービスと言って良いのでは無いでしょう

か。更に、自転車だけではなく、電動式キックスクーター（自動車免許が必要）

サービスとして登場。街中でスタイリッシュに通勤している人を見て、一度は試し

てみたいなぁ、と思った人には朗報かもしれません。新しいサービスというと街の

反応が 気になるところですが、そこは様々なようです。５月の22日週目にシャー

ロットで電動スクーターサービスが開始されたところ、市民から苦情が殺到。とも

あれ、車が増え続けているトライアングルで上手に利用して通勤渋滞緩和、運動不

足解消、ストレス解消、などサービスが地域性にフィットして、便利になっていく

ことは喜ばしいですね。色々なカラフル自転車がこの夏、町中に増えそうです。 

気候がよくなったらご用心！ ー蛇に出会わないためにー 

 

暖かくなって、活動的になりますが、そうなるのは動物も一緒。朝方の鳥

の歌声も季節の移り変わりと共に変化があったように感じます。そんな中、庭仕事

をする人も多いのではないでしょうか。Neighborhood のCommunity news でも蛇の

目撃情報が増えてきました。今年は例年に比べて多いのではという情報も出てきて

います。Copperhead やRattlesnakeなどに代表される毒を持った蛇には注意が必要

です。蛇は基本的には攻撃性は少ないと言われています。こちらから、”出会う”

ことがないように普段から芝生を短く刈ったり、Ivyなどで覆われないよう庭を手

入れするということが基本。また、出会ってからしまった！とならないように日頃

から蛇について知っておくことも重要です。詳しい情報はNorth Carolina Wild-

life Resource Commission 下記のリンクをご参照ください。 http://

www.ncwildlife.org/Portals/0/WildlifeProblems/documents/Coexist-Snakes.pdf 
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トライアングル日本クラブだより 
 

   ==今年の「夏祭り」はこんなに変わります ==    

  

 昨年の「夏祭り」イベント開催から日本クラブは多くの事

を学びました。過去10年間で初めてインドアで開催したのは

良かったのですが、用意した会場がState Fairgroundの収容人

員2,000人のKerr Scott会場。それでも従来のNCジャパンセン

ターの庭での最大入場者が1,300人でしたからかなり思い

切ったつもりでした。しかしフタを開けてみたら実際の来場

者数は6,500人、開場後1時間でSecurity担当者から入場を制限

され、入場待ちの行列が2重3重に建物の周りを囲む始末。用

意した2,000人分の食事も売り切れが続出、入場者にご迷惑

をかけてしまいました。 

 今年の日本クラブの「夏祭り」は8月4日（土）に決まりました。会場は同じState 

Fairgroundでも床面積が2.5倍のExposition Centerにしました。開催時間は11時から夕

方の8時までですが、開場後11時から午後1時までは事前にオンラインで入場券を購

入したお客様だけ優待とし、当日券の販売は1時からとしてお客様入場の分散を計

ります。4日は偶然にもCharlotteの「盆踊り」と開催日が重なりますが、Don’t mind, 

Don’t mind. 
 昨年もそうでしたが、従来の日本クラブ「夏祭り」での屋台はすべて日本クラブ

ボランティアによる手作りの食事だけを販売していましたが、その調理能力も限界

が来たとして、今年から外部の食事ベンダーさん３社ほど（今日現在）の力も借り

ることにしました。そうすることにより、メニューの幅も広がり、お客様もよりバ

ライエティ―のある日本食の味を楽しんでもらえることになります。また支払いに

関しても従来はクーポン制にしていましたので、クーポン購入のために別途待ち行

列ができてしまいました。今年はそれぞれのカウンターで現金かクレジットカード

での支払いができるようにします。 

 より広いスペースが確保できるようになりますので、エンターテインメントプロ

グラムも変わります。「夏祭り」ではやぐらを囲む「盆踊り」が欠かせませんが、

昨年は会場の混雑のため「盆踊り」の輪が小さくなってしまいあまり強くアピール

することができませんでした。今年はやぐらも一回り大きくし、踊る回数も時間も

増やして、ゆったりと夏の風物詩「盆踊り」をお客様が楽しめるようにしたいと考

えています。是非、じんべえ、ゆかた、夏着物などで盛り上げてください。また、

ステージサイズを大きくすることにより、太鼓演奏や武道紹介も去年のように床の

上でなく、ステージでできるようにするつもりです。そうそう、「カラオケ」も立

派な日本文化です。昨年はできませんでしたが、今年はステージで「カラオケコン

テスト」も企画中です。「Carolina Idol Japanese Karaoke」と名打って、審査員が入

賞者を選び出します。その他、ワッショイ、ワッショイの「子供みこし」や、「も

ちつき実演」もあります。真夏には欠かせない日本のビールは今年もあります。ID

カードをお忘れなく。 

 2,018日本クラブ「夏祭り」の詳細や、オンライン入場券の購入は

www.ncjapanfest.org でご確認ください。皆様のご来場を楽しみにお待ちしていま

す。  

     /（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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                  “幸せへのヒーリング” 

 
皆さま、はじめまして。山本珠未と申します。実は以

前NC Caryに元夫の駐在員として４年間帯同して暮らし

てました。その後、色々な事があり、現在の肩書をつけ

ることになったのですが、▲横丁さんとは駐在していた

時のご縁からで、この度『幸せへのヒーリング』を寄稿

させていただけることになりました。 

 

私は普段心理テクニックやキネシオロジーのテクニック等も使い、個人セッ

ションを行なっています。その中で人が容易に夢の実現をする為のお手伝いや過

去の恐怖から逃れて楽に生きられるお手伝いをさせていただいております。皆さ

まは現在どのようなNCの生活を送っていらっしゃるでしょうか？もしかしたら長

年代わり映えのしない友人や毎日に囲まれてなにか空虚な気持ちをお感じになっ

ていらっしゃるかもしれませんし、機関銃のような早い英語が聞き取れずに、未

だにビクビクしながら引きこもり状態になっておられる方。その反対に憧れのア

メリカに住む機会に恵まれて、今まで経験したことのない未知な世界に興奮して

毎日ワクワクしていらっしゃる方。日本にいた頃は人付き合いが苦手だったにも

かかわらず、駐在のせいで、パーティや来客づくしで疲れていらっしゃる方。親

しくもない親戚が日本から次から次へと泊まりにくる生活になって、それらをご

負担に感じたり、お子様の子育てで大変なお母様もいらっしゃることでしょう。

毎日のお仕事疲れで大変な方も。目下色々な状況を経験なさりながら、私のこの

文章をきっと読んでくださっていることでしょう。そんな方々に対して、これか

らより幸せになる為に少し心が楽になるテクニックを私からひとつご紹介させて

いただきたいと思います。実は私達の問題（悩み）の殆どは、自分の思考（想

像）が増幅させて創作しています。たとえ小さな問題であっても、そのストー

リーを壮大なイメージに勝手に仕上げて、自分の記憶の中に収めたりもしていま

す。そして思考（想像）が自分の意識とは関係なく止まらなくなってしまうこと

すらあります。考えすぎて夜中に眠れなくなってしまう方などいらっしゃいます

よね。もちろんそういうことを経験したことがないという方もいらっしゃいま

す。否定的な壮大なストーリーを自らが作り出すことを止まらなくしている間、

自分がどのような苦痛や苦難に感じたりすることをどうしたら避けられるので

しょうか？実は、とても簡単です。何処かにリフレッシュしにわざわざ行く必要

も無ければ、気分を切り替える為に胃の中を満腹にするまで食べ続けたりする必

要はありません。思考（想像）が悪さしているのですから、あなたの思考（想

像）使って、否定的な思考をその場で楽しい思考（想像）にただ置き換えてやり

さえすればいいだけのことなのです。 

 

まずあなたは、普段からの心がけとして、「否定的な思考状態には留まりたく

ない。極力避けたい。つまらないことで思い煩うような生き方をしたくない。」

と思うようにしていてください。そうすることで、私がこれからお教えすること

がいざという時にしっかり思い出していただきやすくなるからです。 

 少し疲れたら「あ～」っと、両手を力いっぱいに上に上げて、ある瞬間、無意

識に一気に伸びをした経験はないでしょうか？そのような感じの気持の切り替え

をまず否定的な思考（想像）をしている時にするようにするのです。 



 

5 

  

 そして『自分が心から楽しいと思えた思い出』をどんな事でもとにかくリアル

にしっかり鮮明に思い出すのです。色、音、味、感触等々。映像の中はこんな感

じで『その時吹いていた風が肌にあたる感じや湖にキラキラ太陽が反射している

シーン、木々がゆらゆら揺れるようなシーン、小川がサラサラ流れるところ、子

どもたちが声を上げて遊んでいるシーン等。』もし、何かを食べているような

シーンを想像しているのでしたら、「具体的にそれらを食べた食感や、味や匂

い、音など」全てが鮮明になるまでじっくりとその光景を思い出しつくしてみて

ください。 

 

 いかがでしょうか？！少し時間をかけて肯定的な思い出を思い出してみると先

程までなにか問題事ばかり考え続けていた脳が素敵なことで瞬時に満たされて、

リフレッシュできているのではないでしょうか？！静かに一人でやるのが難しい

時には、声を出しながらやっても大丈夫ですし、少しとぎれとぎれになってし

まったとしてもしっかりと効果は出ています。もし、はじめてのことで、一人で

最初にやるのが難しいということでしたら、お友達やご家族など気を許している

方と一緒にやってみていただいても構いません。自分がクライアント役お友達や

ご家族にセラピスト役になってもらい、自分の想像力がその素敵な記憶から少し

も離れていかないようにしっかり手伝ってもらうのです。やり方はこんな形で

す・・・ 

 最初に、セラピスト役の人に対してどういう状態の素晴らしい記憶をあなたが

これから想像するのか話しておきます。そして、目をつむって、あなたが実際に

素敵なことを思考（想像）し始めた時、「まず、なにが見えますか？」と聞いて

もらいます。そして「どんな匂いを感じ」「どんな感触があって」「どんな味が

して」など、その映像をまったく途切れさせないような質問をゆっくりしていっ

てもらうのです。一つのことをしっかり表現できたら「次にはなにが見えます

か？」というような形であなたが想像している幸せな映像を詳細に追って行くの

です。 

  

*ＮＬＰ（神経言語プログラミング）は１９７０年代にアメリカで催眠療法家の

ミルトン・エリクソン、ゲシュタルトセラピーのフィリッツ・パールズ、家庭療

法家のバージニア・サティアによって開発されました。『人は神経プロセスを経

て得られた情報に自分なりの印象や意味を無意識に与えながら記憶して、それら

を引き出しているという理論』が基礎になっています。コミュニケーションか

ら、能力開発まで応用できる技術です。 

 

  *ウエルネス・キネシオロジーとは、ウェイントッピング博士よって開発され

た筋反射テストを用いた心理療法の一つの技術です。１９６０年代にジョージ・

グッドハート博士が発表したアプライドキネシオロジーと１９７０年台にジョ

ン・シー博士博士が発表したタッチフォーヘルスをベースにして作られた筋反射

テクニックを用いた心理療法の技術です。現在２３カ国に広がりを見せておりま

す。 

 
/山本珠未：米国NLP(™)協会認定ＮＬＰとプラクティショナー、ウェルネスキネシ

オロジープラクティショナー 埼玉在住 
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 第7回 日本の年金収入にかかわる 

                 税金の取扱いについて 

 
 米国在住者は老後に米国年金（Social Security Bene-

fit）を受給しますが、今回は以前日本に住んでいた頃に

加入していた人で、老後に日本の年金（国民年金、厚生年

金など）も受給する場合の税金のお話です。 

米国年金と同様、日本の年金収入については所得税の対象

となります。どのような方法で納税するのでしょうか？日

本で納めるのか、米国で納めるのか？またその時期はいつ

になるのでしょうか？ 

 

１．納税先、納税額 

 まず米国居住者は国籍に係わらず所得として連邦税、州税の納税義務がありま

す。また日本を含め米国外に居住されている人でも米国籍の人は納税義務がありま

す。（その他2か国以上で生活されている場合等は依頼しているCPAなど専門家にお

聞きください） 

 次に納税方法ですが、日本の年金を受給する際は所得税および復興特別所得税

（東日本大震災の被災者救援の財源確保を目的とした税金）が年金額から源泉徴収

されます（自動的に差引かれます）。これは各保険者（保険者とは年金の運営者の

ことで、厚生年金、国民年金は日本年金機構、公務員や学校の先生などの共済年金

は各共済組合、企業年金は各厚生年金基金や企業年金連合会）は年金支給時に源泉

徴収することを義務付けられているためです。ただし源泉徴収の対象となるのは年

金収入額が一定額を超えた場合であって、全ての受給者が対象となるわけではあり

ません。その課税の対象となる額ですが、その年の年金収入が65歳未満では72万円

（月額6万円）以上、65歳以上では120万円（月額10万円）以上となります。この金

額は非居住者（海外在住者）を対象にしたものですが、よく居住者（日本国内居住

者）の金額（65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上）と間違ってしまう

人がいますので注意が必要です。 

 また税額計算方法ですが、対象となる65歳未満で72万円以上というのは、72万円

までは税金はかからず、72万円を超えた分に税金が発生するという意味になりま

す。たとえば年間の年金収入が90万円の場合、18万円に対し所得税（20.42%）が発

生します。 

 

２．日米租税条約による日本での源泉徴収の回避 

上記の様に日本の年金から源泉徴収によって納税した場合、米国での申告はどうな

るのでしょうか？日本で納税した上に米国でも納税しなければならないのでしょう

か？ここで日米間の税金に関する取り決め「日米租税条約」が適用されます。この

取り決めは2国間での二重課税を回避するためのもので、年金申請時に米国居住者

である事を申告することによりたとえ年金収入が上記の一定額以上であっても日本

で源泉徴収されず全額が支給されます。そして受給した年金はその年の年金収入と

して翌年（原則1月～4月）米国で確定申告を行ないます。 

この申告については日本の年金事務所で申請手続きをする際、該当者（上記年金収

入額が一定額を超えるケース）には窓口の担当者から日米租税条約と申請方法に関
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する説明があるので、申請を忘れるなどの心配

はありません。ただこの申告の際には提出書類

としてIRS（米国国税局）発行の居住証明書

（Form 6166）を提出する必要があります。こ

の証明書の取得には約1か月半、手数料として

$85の手数料がかかり手続もやや面倒です。 

 

３．米国での確定申告 

 米国での確定申告時の申告額ですが、年金が銀行口座へ振り込まれる際に日本年

金機構から支払調書など年金額が記載されたものが郵送されます。この書類は日本

語であり金額も円建てとなっていますので、この金額をドルに換算して申告しま

す。換算時の為替レート等、詳細については依頼しているCPAなどの専門家に確認

して下さい。 

 また年金の申請時期が本来の年金支給開始年齢を超えている場合、既に過ぎてし

まった分を初回に一括で受給することになります。たとえば日本の年金を本来60歳

から受給できる人が年金申請手続きを忘れていたり、受給できることを知らなかっ

たために65歳で申請すると、過ぎてしまった過去の分（60歳～64歳の5年分）は初

回に一括で受給できますが、この金額も受給したその年の収入として申告します。 

 

 時々質問を受けるのですが、日本の銀行に口座を持っている人で年金の受け取り

をこの口座にしている場合、米国での所得としてIRSへ申告し納税する必要はある

のでしょうか、というものです。答えはYesです。米国居住者は米国外の所得も米

国IRSへ申告し納税しなければなりません。中には日本の銀行口座に入金されてい

る日本の年金まではIRSは調査しないはずだから所得として申告しなくてもわから

ない（ばれない）、と考えている人もいらっしゃいますがお勧めできません。 

 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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-mates.jp  info@life-mates.jp 

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」 
 

 
                「H1B抽選とその後の対応」 

 

2018年4月6日に2019年度のH1Bビザ申請の受付が終了しました。申請者数は２年連

続で低下傾向にあり、今年の当選確率はおよそ40%くらいだと予想されます。な

お、H1B枠で新規申請者のプレミアム特急申請が４月から９月末まで一時的に中止

されているため、審査結果がわかるのは早い人で５月、遅い人で９月末くらいにな

るとおもわれます。当選した人には受領通知書が送られ、落選した人には申請書類

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

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

ような対応をしたらよいのでしょうか？ 

 

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

ショナル・オフィスにみせれば、10月前にOPTが失効しても、OPTの期間を9月30日

まで自動的に延長してもらうことができます。OPTの自動延長についてI-20に明記

されますが、新しい就労カードを申請するものではないので、自動延長期間中は国

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

続くとOPTが失効するので注意が必要です。 

 

STEM/OPT延長：30H1Bが却下された場合は、その時点で自動延長されたOPTも失効

します。ただし、STEM（理数系）に該当する専攻分野の学生であれば、OPTをさら

に24ヶ月延長することができます。OPTを24ヶ月間延長するには、雇用主はこの期

間の研修目的を明確にした研修計画書を作成し、OPTの延長申請書に添付して申請

をします。また、雇用主がE Verifyに加入することも条件です。STEM学生はOPTを

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

たこの間に永住権を申請することも検討できます。追加24ヶ月のSTEM-OPT期間は60

日以上非雇用状態が続くとOPTが失効するので注意が必要です。 

 

OPT猶予期間：OPT期間終了後の猶予期間（Grace Period）中にH1Bを申請した人

は、H1B開始の10月1日までの期間は米国内に滞在することはできますが、就労する
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ことはできません。その間一旦米国を出国したら、F1/OPTの資格では入国できな

くなりますので、注意が必要です。 

 

枠免除カテゴリー：30非営利団体の大学機関、非営利団体の大学機関と連携プロ

グラムがある機関（例-大学からインターン生をうけいれている病院など）、もし

くは政府や民間の非営利のリサーチ団体などは、H1Bの年間枠の制限をうけません

ので、年中いつでもH1Bを申請することができます。また、H1Bはフルタイムでも

パートタイムでも申請できます。枠免除の雇用主がH1Bを申請すれば、枠免除の雇

用主のもとで就労が続く限り、枠該当の雇用主も第２雇用主としてH1Bを申請する

ことができます。ただし、この場合、枠免除の雇用主との雇用関係が終了すれ

ば、枠該当の雇用主での雇用も無効となります。枠該当の雇用主が単独でH1Bをス

ポンサーするためには、翌年の年度枠で新たにH1Bを申請しなければなりません。 

 

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

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

前に国外にでるか、もしくは米国内でその他の滞在資格へ変更するかになりま

す。例えば、学校の他のプログラムに再入学してF1学生滞在資格を延長する、B2

観光ビザ滞在資格へ変更申請、もしくは一旦日本にもどりESTAで再入国する、な

どの選択肢があります。専門的な職務経験のある人で、雇用主がEビザの条件を満

たしていれば、Eビザ申請を検討することもできるでしょう。また、米国外の関連

会社で１年勤務をして、１年後に関連会社間転勤用のLビザを申請するオプション

もあります。研修目的であれば、米国外の大学をでて１年間の関連経験があれ

ば、J1研修ビザを申請することもできます。米国外の大学をでていなければ、米

国外で５年間の関連職務経験が条件となります。また、アメリカでの研修に関連

する学歴や職歴がない場合は、H3研修ビザの申請を検討することもできるでしょ

う。ただし、H3はJ1とは異なり、教室内での研修が主体となるため、実地研修は

最小限にとどめなければなりません。その他にも、カナダ・メキシコ人であれば

TNビザ、オーストラリア人であればE3ビザの申請も検討できます。また、チリ・

シンガポール人にはH1B普通申請の6.5万枠の中から6,800枠が別枠として設けられ

ているので、これらの国籍保持者であれば、この枠がなくなるまでH1Bの申請も可

能です。 

                /大蔵昌枝:弁護士 福岡出身 アトランタ在住 
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    “ホームスクール” 
  

   アメリカの教育の中で、ホームスクールという言葉はよく耳にしま

す。ホームスクールを日本語に直せば、「家庭学校」という意味に

なり、翻訳としては理解できるのですが、では一体どうして子供を

学校に通わせないで、家庭で教育をすることに決めるのでしょう

か？子供をホームスクールにする場合は、大抵の場合は両親自らが学校で習う科目を

家で教えているようです。最近では、親が選んだオンラインで子供を教育したり、他の

ホームスクールをしている子供達の親と交換して教えあったりしています。しかしホーム

スクールにする理由は色々とあるようです。今回はそんな例を紹介します。 

 

例１：ある子供の両親は、レストランを経営しているため、夜がとても忙しいです。子供が

もし学校に通って午後に帰宅すれば、平日は両親と過ごす時間がほとんどありません。

そこで、子供ともっと一緒に過ごしたいという理由で、日中、両親が先生となり家で子供に

勉強を教えていたそうです。 

 

例２：ある子供の兄弟の一人が学習障害があるため、両親が学校に通わせることをため

らっていたそうです。それで、その学習障害がある子供を中心に家族で助け合いながら、

家で、ホームスクールにしたそうです。 

 

例３：ある子供はピアノが大好きで、将来どうしてもピアニストになりたいという夢を持って

いました。そして週末には、有名な先生にレッスンをしてもらうために、往復１２時間以上

もかけて遠い所までレッスンに通っていました。学校に行けば家に帰ってからピアノの練

習をしなければならないので、十分な時間が取れないと子供が言いだしました。その子

供は学校に通わず朝起きてからピアノの練習をして、その合間で、両親が勉強を教えた

りオンラインで勉強したそうです。 

 

学校教育で学ぶことが良いと考えるか家族の絆や子供のしたいことに時間を使いたいか

など、それぞれ何に価値観を見出すかだと思います。 

   

      /荒竹由紀：東京都出身 UNC日本語教師 Chapel Hill 学校区専任通訳翻訳者  
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言葉の健やかな成長を把握するのは難しいことです。特に日本人夫婦の家庭の場合、

家では日本語が共通言語で、子供も親の言うことを理解し、自然な発音や言い回しで返

してきます。「うちの子の日本語は問題ない」と信じて疑わないのも無理はありません。 

言語能力を見る際、次の三面を考えなければならないと言われています。それらは、会

話の流暢さ（Conversation Fluency, CF）、弁別的言語能力（Discrete Language Skills, 

DLS）, 教科学習言語能力（Academic Language Proficiency, ALP）です。 

1番目のCFは人との日常的な会話を含めた生活言語のことです。例えば、「学校どうだっ

た？」「楽しかったよ。」のような、家庭でよくある基本的なやり取りができる能力で、2年も

あれば習得可能なものです。多くの日本人家庭ではこのような会話は常日頃から日本語

で行っていることでしょうし、日本で生活する同年代の子供たちと差は感じられないでしょ

う。 

2番目のDLSは、文字の習得や基本文型の習得などルール化ができて、個別に測定可

能な言語能力です。文字なら平仮名や片仮名、初歩的な漢字学習、読みにおいては、文

字の解読や単語音節レベルのものが含まれます。スキルによりますが、ある程度ルール

があるものなので、約2年あれば習得できるでしょう。 

問題は、3番目のALPです。教科学習をするのに必要な読み書きを中心とした言語能力

のことで、抽象的な考えを表す漢字の語彙や熟語の習得、読解力や読解ストラテジーな

どが含まれます。ALPの習得には5年から7年かかると言われていますが、文化的、言語

的に多様な背景を持ち日本語の熟達度が低い場合には9年から10年かかる場合もあり

ます。言葉力は口から発せられ、他者とのやり取りに使われる対人言語を基本に判断さ

れる傾向があります。ところが、教科学習や思考に大事な頭の中の言葉力は外に出にく

い分正しく測定するのが難しいです。頭の中で考える言語がきちんと育っていることは、

学力はもちろん、しっかり考え、安定した情緒を保つうえでも大切です。 

子供さんの日本語力がCFやDLSだけでなく、ALPでも育つことを助けるために、簡単な受

け答えで会話を終わるのではなく、子供が考えを働かせるような内容の会話を心掛けま

しょう。「今日何した？」「サッカーした。勝ったし楽しかった。」で終わるのではなく、「どうし

て勝てたんだと思う？」や「次も勝つにはどうしたらいい？」のように考えさせる方向に話

を進めてみましょう。そうしていくことが、子供さんの学習や思考面の日本語力を的確に

把握し養う助けになります。 

この点でも読み聞かせは有効です。「自分で読めるからいいよ。」と言われて立ち切れに

なったというご家庭もあるかもしれませんが、築いてきた読み聞かせの習慣を続けて行く

ことはとても良いことです。人に読んでもらうというのは自分で読むのとは全く違う経験で

す。Chapter Bookレベルのものを読み始めたからと言って読み聞かせを終了する必要は

全くないのです。その本をきっかけに親子の会話を発展させてみるなどを家庭の団欒に

取り入れてみるのはいかがでしょう。
/藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住 
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            新連載「びっくりアメリカ」 
 ～はじめましてアメリカ！大阪のおばちゃんin NC～  

  
 アメリカ生活1か月が過ぎました。日々驚くことが

いっぱいです。知らない人にも「Hi! How are you？」と声を

かける！めちゃフレンドリーなアメリカと感じています。そし

てどこの国にいっても驚くのがトイレですが、日本のトイレも

外国から来た人に驚かれるようですね。座ると温かい便座、そ

してボタンがたくさんあって押したらお湯が出てきて濡れ

ちゃった等、これを体験したい旅行者もいるのだとか。日本で

は当たり前のWashletですが、よく聞くのがWashletじゃないと大きい方ができな

いと言う男性、痔の人には無くてはならない物らしいですね。 

 

 話は戻りますが、私もアメリカのトイレにびっくり。扉の下が大きくあいてい

て足が丸見え。カギがつぶれている。しかし人が中にいることが一目でわかるの

でカギがつぶれていても間違って開けちゃうことはない。それから扉が小さいの

でカバンを盗まれないだろうかと心配になります。困るのがトイレに入ってバッ

クを置くところ、引っ掛けるとこがない時、リュックを床にポンと置いている

人、靴の上に置いている人、足元にいくつも置いてある人を見かけましたが！ご

めんなさい、つい見えるもので・・・しかし、汚くないの？とびっくり。私は幸

いショルダーバックなので首にかけていますが、皆さんはどうしていますか？ 

 

 そして気に入っているのが、便器が丈夫で大きく腰掛ける位置が高いこと。身

長162cmの私にとって腰や膝がとても楽です。平均身長が高い国なのでこの高さだ

と思いますが日本も高くしてくれると「よっこいしょ」と言わなくても立ち上が

れる人が増えるのに～と思います。(笑)アメリカのトイレ表示「restroom」にも

慣れずに前をスルーして探してしまいます。世界中がトイレマークに統一して矢

印付きでこっちにあるよと案内をしてくれたら助かるのにとアメリカに来て何度

も思います。やっと慣れましたけどね。 

 

 ところで、水分をたくさん飲んでしまった後はトイレに行きたくなります。先

日ダウンタウンでラーメンを食べました。その後トイレに行きたくなり、見渡し

たところ公園の真ん中にある建物が目につきました。ノースカロライナ州会議事

堂でした。好奇心いっぱいで扉を開けると快くトイレを借りられ見学までできま

した。そして近くにあった自然博物館にも行きました。珍しい蝶々がたくさん飛

んでいる部屋があり、近くでじっくり観察できたのでちょっと感動しました。そ

の他にも展示物や生きものがたくさんいて時間がたつのを忘れるくらい楽しく過

ごせました。隣のミュージアムはアメリカの歴史が展示されていて、私の好きな

ロカビリーの時代を感じられ良かったです。全てトイレをきっかけに予定にはな

かった施設を見学できました。つきあってくれた友達にも感謝です。ところで、

ファミリートイレが目につきますが誰でも入れるの？高速道路にサービスエリア

がありませんがトイレや休憩はどうしているの？子どものようにまだまだ驚きや

疑問がつきません。 

 

                                    /Hisako 大阪出身 Raleigh在住 
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どんな会社？こんな会社！ 企業紹介  
 

 

 

 

AAF/ Flanders 社」 
 

アメリカン エアフィルター/フランダース（AAF /

Flanders）社は、ケンタッキー州ルイビル市に本社を

もち、全従業員約3000名、北米ではNY・OK・IL・MO・

NC・FL・CA・AZ・GA各州及びメキシコティファナで、

トータル11の生産拠点を構え北米全土にエアーフィル

ターを提供している会社です。また、創業約100年の

歴史を持つフィルター業界ではいわゆる老舗的存在で

す。北米以外にも欧州・東南アジア地域・中国・中近

東等、世界３２の生産拠点でフィルター事業を展開し

ております。 

 

弊社の主事業としては、「Bringing clean air to 

life」をスローガンに、各ご家庭でご利用頂いている

家庭用エアーフィルターから、精密機器組立等のク

リーンルームでは欠かせない業務用高性能フィルター

等、空気環境を保ち綺麗にする事業全般を展開してお

ります。また、弊社（AAF/ Flanders 社）は親会社で

ある大阪市に本社を持つ総合空調メーカーのダイキン

工業（株）が2006年に新たな空気事業戦略として傘下

に収めた会社でもあります。 

 

私が赴任致しましたSmithfield工場は、北米でも最大

規模の工場で基幹的存在でもあり、Raleighから約35マ

イル南東のJohnston County Smithfieldに位置してお

ります。現地スタッフ約600名、日本人スタッフは現在

6名で構成されており、ダイキン工業のモノづくりで大

切にしている「徹底したムダ排除」の考えを元に、現

地スタッフと日々生産活動に奮闘しております。ま

た、モノづくりは人づくりと考え、徹底した人材育成

や仕組づくりに取り組んでいます。そして、

Smithfield工場を起点にダイキン流モノづくりを北米

全工場に展開中です。 

 

文化や考え方が違うアメリカで私たちの考えがどこまで通用するか不安はあります

が、コミュニケーションを大切にし同じ方向を向き最良の方法を探っていきたいと

思います。新たにお世話になりますが、皆様どうぞ宜しくお願い致します。 

                                                 

                       

            /北岸良明:Manufacturing 滋賀県出身 Raleigh在住   
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    ～痛いの痛いの飛んで行け～    
            

              “ストレッチしていますか？” 
 

過去２回にかけて、腰痛、肩・首コリに効くストレッ

チの中で、手軽にできるものを紹介してきました。

皆さん、試してみましたか？ 見ただけで、実際に

は試してないという方は、前の号を手にとって、一

度は試しくださいね。すでに試して効果が出た方が

いらっしゃれば、私としても嬉しい限りです。残念な

がら、効果があまりなかった方がいても、怒らない

でください。ご紹介したものは、「数ある中で、手軽

にできるもの、そして、よくある症状に対して有効なもの」でしたから、あなたの症状には

あまり関係のない筋肉をストレッチするものだったのかも知れないからです。 

 

皆さんは、学生の頃や、テレビ等で、それなりに、いくつかのストレッチの方法をご存じか

と思います。ストレッチは、しないより、する方が良いとは思いますが、そのストレッチが、

万能とは限りません。ついつい、自分がやりやすいものしか取り入れず、そればかりやっ

ている方も多いのではないでしょうか？ それだと、ストレッチを必要としている筋肉はそ

のままになっています。 

 

先日、妻が、「良く歩くし運動もして、きちんとストレッチもしているのに、足の外側が硬い

し痛いなあ」というのです。なかなか自分ではストレッチがしにくい場所（筋肉）でしたの

で、どんなストレッチをしているのか見せてもらいました。すると、まったく意味のないスト

レッチをしていました。すぐに、マッサージテーブルに横になってもらい、私がストレッチを

してあげました。「うわー、効くー！」と喜びの声。それからは毎日のように、ストレッチして

くれとせがまれております。このように、人からしてもらう方が良い場合もありますので、

マッサージセッションでも、筋肉の場所と症状によっては、ストレッチを組み入れることも

多々あります。 

 

ストレッチは、深呼吸しながら行います。息を吐きながら伸ばしていきましょう。伸ばした

状態は、３０秒が目安ですが、深呼吸３回分と覚えておいて、呼吸に集中しましょう。深呼

吸には交感神経の働きを抑制して副交感神経を優位にさせる働きがありますから、血行

も促進され、効果抜群です。また、「痛いけど、我慢して伸ばすぞ！」と頑張るのは、逆効

果です。伸ばしすぎて、筋肉にある神経が、「それ以上伸ばしたら危険！」という信号を出

して戻ってしまいます。「気持ちいい！」が一番良いのです。 

 

ところで、ひと昔前は、スポーツの前にストレッチをするように言われていましたが、最近

では、スポーツの前にはしないように言われています。ストレッチすることで、筋肉の柔軟

性を高め、可動域を広げ、血行を促進し、筋肉痛になりにくくします。よって、ストレッチは

スポーツの後が適しているのです。スポーツの前には、ウォーミングアップをして、筋肉が

100%の能力を発揮できるように刺激を入れることの方が大事というわけです。  

                             

                               /Akira 長崎出身 Wake Forest 在住 
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     Duke大学日本語弁論大会入賞者 
 
デューク大学日本語プログラムは毎年春学期に日本語スピーチコン

テストを主催しています。今年は３月３１日（土）に行われ、トラ

イアングル・トライアド地区の６大学から、初級・中級・上級の日

本語コースの履修者１７名が参加し、各レベルで日頃の学習の成果

を発表しました。４人の審査員による審査結果が出るまでの間は、

デュークの学習者によるスキット、ビデオ、プロジェクトなどの紹

介があり、最後はアトランタ領事館篠塚総領事よりの総評で３１回

目のコンテストを終えました。 

 

＜入賞者＞ 

*レベル １（初級） 

 -１位 「私も『外国人』です。」オリーナ・シュ / Duke 

 -２位 「日本語サークル」オスティン・ウィリアムソン / NCSU 

*レベル ２（中級） 

 -１位 「言葉の力」バネッサ・リー / UNC-Charlotte 

 -２位 「恥の文化」リンロン・ジン / Duke 

*レベル ３（上級） 

 -１位 「迷いつつある若者たち」ショーン・ジュン / UNC-Chapel Hill 

 -２位 「恋ダンスプロジェクト」 

              ジェシー・ジョサイア・ミゲル・フロレス / NCSU 

 -２位 「父と私をつなぐ日本語」ヒトミ・タナカ / Duke 

         「着付け練習会」のご紹介 

着物を持っているのに着付けが出来ない方、一緒に着付けを学びませ

んか？優しくご指導します 

日時 ： 毎月第二水曜日１２時～3時 【自由集合・自由解散】 

場所 ： First Baptist Church of Raleigh 99 N. Salisbury St. 

      Raleigh  room#:108 

連絡先： raleighkimonoclub@gmail.com  
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American Animals (スリラー、ドラマ、ドキュメンタリー) R、6/1公開 

平凡な若者4人が国立図書館からヴィンテージ本を盗む大胆な冒険を試みる実話。

実際のインタビューも混ぜたおもしろい構成でサンダンス映画祭参加作品。 

 

Action Point (コメディー、アクション) R、6/1公開 

経営する安っぽい遊園地が苦境に立たされたため、危険を顧みないスリル満点の

遊園地をオープンさせ大変なことに。実際にあったNJの遊園地での話を映画化。 

 

Adrift (ロマンス、ドラマ) PG13、6/1公開 

タヒチからサンディエゴまで船旅をしていたタミだが、ひどい嵐に遭い船は難破

し恋人は負傷してしまう。自分を奮い立たせ恋人を救う姿に感動する愛の物語。 

 

Ocean’s (冒険、アクション) PG13、6/8公開 

ジョージ・クルーニーのオーシャンズ・シリーズを美しい女優だけの犯罪グルー

プでで再現した映画。舞台はNYで行われるファッションショー「メットガラ」。 

 

Hotel Artimis (スリラー、アクション) NR、6/8公開 

ワイキキは、意味深なペンを持った男を取り逃がし、怪我を負う。そして訪れた

のは犯罪者専用の地下にある奇妙な病院だった。ペンはポータブル金庫だった。 

 

Incredibles 2 (ファミリー、冒険、アニメ、アクション) PG、6/15公開 

前作に続く楽しいアクションアニメ。妻のヘレンは、夫のボブと子供たちを家に

残して、外で犯罪と闘いに行く。家では日常のとんでもない毎日が起きている。 

 

Tag (コメディー) R、6/15公開 

年に一回‘彼ら’は集まって鬼ごっこをする。小学校1年生からずっと続いている

が、5人の男たちはもう大人である。ルールはどんな手を使ってもいいのだ。 

 

Jurassic World: Fallen Kingdom (SF、冒険、アクション) PG13、6/22公開 

恐竜映画は怖いものという先入観を持つだろうが、今回のジュラシックパークで

は、恐竜と人間の言葉を超えたコミュニケーションを描く作品になっている。 

 

Under The Silver Lake (ドラマ、スリラー、犯罪、コメディー) R、6/22公開 

33歳のサム（アンドリュー・ガーフィールド：元スパイダーマン）はアパートの

プールで美しいサラに出会う。しかし理想の女性は、ある日、忽然と姿を消す。 

 

Uncle Drew (コメディー) PG13、6/29公開 

チームの勝利のために、謎の老人アンクル・ドリュー（NBLのオールスター、カイ

リー・アービングが変装）にプレーしてもらえないか頼み込む。大爆笑映画。 

 

 

夏休みになり、日本に帰省される方もいらっしゃるでしょうから、

日本のお勧め映画をいくつか紹介します。「モリのいる場所」（樹

木希林・山口努主演、結婚52年目の夫婦の物語）、「海を駆ける」

（ディーン・フジオカ主演、日本・仏・インドネシア共同制作のファンタ

ジー）、「羊と鋼の森」（本屋大賞受賞したピアノ調律師の青年の物語、ジブリ

の久石譲の音楽も）/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 
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 Three Incredible Strangers (ドキュメンタリー）NR、6/29公開 

2018年サンダンス映画祭特別賞受賞。三つ子として生まれた3人は、赤ちゃんの

時別々に養子に出され離れ離れに生きてきたのだが、大人になって偶然出会う。 

 

Ant-Man And Wasp (アクション、冒険) NR、6/29公開 

わずか1.5センチという世界一小さなスーパーヒーロー、アントマンは、父親と

しての生活もしていた。今回はホープ扮するワスプと共同のミッションに臨む。 

 

Bleeding Steel (SF、アクション、スリラー) R、6/6公開 

娘が危篤と聞き、向かうことになったリン（ジャッキー・チェン）の下に、別の

事件の特捜依頼が入る。人造人間の研究をしている科学者の命が危ないという。 

 

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (アニメ) PG、6/13公開 

ドラキュラ一家と仲間たちは夏休みを利用してクルーズ船の旅に出かける。みん

なはバレーボールをしたり遠足に行ったり大喜び。ロマンスも有りの楽しい夏。 

 

Don’t Worry, He Won’t Get Far On Foot (ドラマ、伝記) NR、6/13公開 

21才のキャラハンは飲酒運転で事故を起こし、四肢麻痺になってしまう。回復施

設に入所し、自分の新たな才能を見つけ、風刺漫画家として成功する伝記映画。 

 

Skyscraper (スリラー、アクション、冒険) PG13、6/13公開 

超高層ビルのセキュリティー担当のウィルは退役軍人で元FBI。高層ビルで火災

を発見するが、その濡れ衣を着せられてしまう。家族も助けなければならない。 

 

Manma Mia! (ミュージカル) PG13、7/20公開 

「マンマ・ミーア！」の映画のヒットから10年。ABBAのヒット曲と共にカロカイ

リ島の感動の物語が帰ってくる！前作の続きと、ドナの青春時代を中心に描く。 

 

Blindsptting (ドラマ、コメディー) NR、7/27公開 

コリンは幼馴染のマイルスと引っ越し屋で働いていたのだが、友情を試されるこ

とがどんどん起こる。荒れていく地元でコリンは警察が銃を撃つ場を目撃する。 

 

Mission：Impossible Fallout（アクション、冒険）NR、7/27公開 

プルトニウムが盗まれ、3つの都市で同時核爆発が予告される。イーサン・ハン

ト（トム・クルーズ）は未然に防ごうとするのだが、CIAはイーサンを疑った。 
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                     「永遠の帰郷」 

                    “Resting in Peace at Home” 
 

二月の末、「ビリー・グラハム師死去」のニュースに、彼の故郷シャーロットは揺れた。トルーマン

以来、歴代大統領とも親交があったグラハム師を、メディ

アは「合衆国の伝道師(America’s Pastor)」と呼び、

６０年以上も布教を続けてきたキリスト者の死をトップで

報じた。  

ノースカロライナの自宅で息を引き取った師は、ワシント

ンの合衆国議会議事堂へと運ばれ、トランプ大統領を始

めとする政府要人参列のお通夜(Viewing)が営まれ

た。民間人としては異例のことだ。その後、柩は葬儀のた

めに、再びノースカロライナへ。亡くなっても尚、多忙である。…えーと。誰？ 

無知な私でも見覚えがあるのは、空港沿いのBilly Graham Parkwayという道路と、観光

スポットの上位に必ず上がるBilly Graham Libraryだけだ。シャーロット生まれで、キリスト教

福音派の牧師であることは分かったが「合衆国の伝道師」とは？憲法に「信仰の自由」は謳わ

れているが、キリスト教は出て来ない。という訳で、謎解きの為、葬儀が行われたばかりのBilly 

Graham Libraryに行ってみることにした。 

神ではなく、ナビに導かれて着いたのは、セキュリティゲート付きの施設である。農家の納屋を

模した建物に入ると、見学者とバーベキューの匂いで一杯だ。案内係によると、説明を聞きなが

ら展示室を見て回る仕組みになっているらしい。売店のバーベキューの重要度が高いように思え

たが、昼食にはまだ早い。とりあえず、展示室への大行列の後ろに加わることにした。 

一時間後。グラハム師の生涯を学び、世界各地の人々が力強い説教に涙するビデオを観

て、「一生分の“Jesus”って言葉を聞いた気がする」という息子の正面に、係の女性が立ちはだ

かった。「今日、あなたの内なるJesusは見つけられたかしら？」何かを言いかけて止めた息子

が、“No, Ma’am”と答えると、彼女は、それがどれほど重要なことかを語り始めた。息子の口が

時折、開いては閉じる。と思ったら、手をぎゅっと握り締め、肩を震わせて笑いを堪えているではな

いか。 

「“I’m an atheist（無神論者）”って何度も叫びそうになったけど、失礼かと思って」。何で

すと。水天宮のお守りを胸に、お前を産んだというのに、罰当たりな。「何をした人か分かったし、

パンフレットはリサイクルして良い？神様は信じないけれど、地球温暖化は信じてるから」。母は

神も仏も信じているよ、八百万もいるけれど。 

Billy Graham Libraryは、図書館ではなく記念館です。ラジオ、テレビを利用したマスメディ

ア布教者の先駆けとして活躍したグラハム師が、夫人と共に庭園で眠りについています。シャー

ロットにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。南部訛りで喋るベッシーという牝牛がいます。 

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17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！- 

          
 ジェニーは以前から自分で日本語を学習していたとのことですが、昨年

の8月から高校で日本語を習い始めました。大変静かで真面目な学生で

す。スピーチコンテストの日は、ユダヤ教の祝日の為、マイクは使えなかったそう

ですが大きな声で堂々とマイクなしでスピーチをしました。   

               「ユダヤ教」 

 はじめまして。ブラス•ジェニーです。私はユダヤ人です。今日スピーチでユダ

ヤ教とユダヤ人を話します。 

 ユダヤ教はしゅう教です。すべてのせかいにあります。でも、おおくないです。

ほとんどのユダヤ教はアメリカとイスラエルにあります。フランスとロシアにもあ

ります。今ユダヤ教のげん語はヘブライ語です。前イディシュー語でした。私はヘ

ブライ語を読みます。でも話しません。 

 ユダヤ教はしゅくさいじつがおおいです。もっともだいじなしゅくさいじつはパ

スオーバーとローシュ•ハッシャーナーとスコットです。パスオーバーははるにあ

ります。パスオーバーにパンを食べません。マッツァーを食べます。マッツァーは

クラッカーです。そして、セーデルをします。セーデルは大きいご飯です。とても

ながいです。私はパスオーバーが好きではありません。でもだいじです。 

 ローシュ•ハッシャーナーとスコットはあきにあります。ローシュ•ハッシャー

ナーはユダヤ教のしんねんです。ローシュ•ハッシャーナーにりんごとパンを食べ

ます。そしてシナゴーグに行きます。シナゴーグのはユダヤ教の教かいです。 

 スコットはおもしろいしゅくさいじつです。スコットにそとでスカーをつくりま

す。スカーは小さいいえです。スカーですべてのご飯を食べます。そしてときどき

スカーでねます。 

 ユダヤ教はシャバトがあります。シャバトは土曜日です。お休みです。だから

しゅくだいとべんきょうをしません。そして食べものをつくりません。テレビを見

ません。電気をつけません。電話で話しません。どこへも行きません。かみさまと

かぞくの日です。ありがとうございました。 

               イーストチャペルヒル高校 ブラス・ジェニー 

 

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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先日テネシー州ナッシュビルで American Academy 

of Audiologyのコンフェレンスがありました。聴

覚、めまい、耳鳴り、補聴に関しての基礎研究、応

用研究、補聴器の機能、応用、クリニックの経営、

倫理など、盛り沢山の内容で早朝から夕方遅くま

で、観光の時間がありませんでした。今年紹介され

た新しい用語は Hidden Hearing Loss（Hiddenは

“隠された”という意味です。）例えば、聞き取り

が悪くなって、会社の人や家族に”聞こえてないん

じゃないの？“といわれて聴覚検査を受けます。でも結果は正常。実は“正常”と

いうのはオーディオグラムでの低音域から高音域まで０デシベルから２０デシベル

のピーとかビーとかの純音が聞こえるかです。添付した図表がオーディオグラムで

す。上の太い線が“０”。下にいくほど音が大きくなければ聞こえないと言う事に

なります。左から右に低音から高音となりピアノ鍵盤と同じです。さてこの図では

右にいくほど線が下がっていますから、高音難聴で“補聴器が必要です”といわれ

ます。この純音検査と静かなところでの語音明瞭度が正常な場合“正常です”と言

われますが“騒音下での聞き取りが悪い”ということはそのままです。純音検査と

静かな環境下での語音明瞭度検査は耳の感音経路を検査しただけで、言葉の処理能

力はわからないのです。つまり脳のはたらきです。これがHidden Hearing Lossと

いうものです。騒音下での言葉の処理能力に対する検査はあります。それに日常生

活での問題への対処もあります。 でも個人個人、日常生活様式も問題も異なりま

すから対処方法も様々です。ですから聴覚検査が正常でも、言葉の理解の問題があ

る場合は その困難さ、問題をオーディオロジストに相談してみましょう。 

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  

“聴覚検査は正常で何も問題ありません”でも。。        
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     “誰のせいにすりゃいいのさ…” 
 

 どんな文化の中にも、「霊に取りつかれる」とか、「悪

霊の仕業」なんていうことが語られますね。今日は、私は

牧師なので、ちょっとだけ聖書の話をさせていただきま

す。実は聖書の中にも、「悪霊に取りつかれた人」という

表現が幾度となく出てきます。でも、聖書という書物、一

番最後の部分が書かれたのも、今から2000年も前の話で

す。人間の本質そのものは変わっていないとしても、人間

を取り巻く環境は現代とは大違いでしょう。医学も科学も

ほとんどない、ましてやスマホもGoogleもありません。太古の世界では、人の理解

の域を超えた現象は、ほとんどが「悪霊の仕業」とされていたのです。生まれつ

き体に障害を負っていたり持病をもっていたりすると、それは「悪霊に取りつか

れている」と思われていたようです。 

  

 現代社会では医学も科学も、心理学などもかなり進んでいますから、病院にか

かって、「うーん、原因がわかりませんね。こりゃ悪霊のせいかも…」なんて言

われませんよね。そうなんです。医学が進んでいるので、いろんな問題には、そ

れぞれ名前が付きました。PTSDとか、ADHDとか、最近よくテレビなどで見るの

は、発達障害です。発達障害とおぼしき症状を見てみると…幼少時代の私など

ぴったり当てはまってしまうのです。そのときに、ふとこれらの一見医学用語と

思われている言葉には大きな落とし穴があるのではないかと思うのです。勘違い

をしないでください。私は何もこれらの専門家の方たちが研究を重ねた結果言わ

れていることに反論をしているわけでも、反抗をしているわけでもありません。

例えば、発達障害の子供は、教室で落ち着きがなく、一つのことに集中できず、

友達と遊ばないで一人離れて遊ぶというようなキャラクターがあるということで

すが、私もそのような子でした。しかし、自分で言うのは何ですが、落ち着きが

なく一つのことに集中できない私は、回りの状況やなすべきいくつもの事に気を

配り、一つに集中しないでマルチタスクのできる人間になりました。ある現象の

ネガティブな部分だけを良くないと判断してしまうのはどうかと思うのです。 

 

 「俺が若いときは」と言ってしまうと年を認めることになりますが、かつて

は、親からビンタを食らったり、部活で先輩にしごかれたり、九九算のできない

子を発達障害なんて呼びませんでした。いつの間にか、現代社会の中で、私たち

は科学的だ、医学的だという発展の中で、若い世代をしつけるという大人として

の責任を果たすことを忘れて、発達障害、校内暴力、PTSD, ADHDという言葉を

「悪霊」がわりにしてはいないでしょうか。レストランの店内を駆け回ったり、

スーパーマーケットの床に転がって大声を出したりしている子供に注意すらしな

いで、「うちの子は発達障害なんです。」といって何かのせいにしてしまうのは

ちょっと理解が不可能のような気がします。 

 

 

    /根本:東京出身 ジャクソンビル在住  
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 欲求不満なのか常に不平ばかりを言う元姑は自分の持ち

物以外を怒りで壊す性質もあり、自分の通る所に何か置いて

あると足で蹴りまくりしまいには壊してしまいます。元夫が

仕事関係の知り合いに新しい硯を貰ってきてお勝手口に置い

ていたところ姑が仕事に出て行くときに邪魔なためまた蹴り

飛ばすとガチャンとすごい音が聞こえたので行ってみるとそ

の箱の中の硯が真っ二つに割れていました。その割に自分の

持ち物には非常に気を配ります。常に幸せではない人で朝起

きてから寝るまで怒って文句ばかり。しかし自分の事となる

と私は本当に美しくて素晴らしい人柄であると周りに言って

おりいつも自我自賛しています。私は「ちょっと待って！言っている事それと真

逆でしょ？」と舌を出して笑う時があります。人の悪口もとても多く実際のとこ

ろむしろ彼女の顔は醜く見えます。生命保険のセールス中どこかの医者から嫌な

事を言われたらしく、家に帰ると「彼は育ちが貧乏で本当は頭も悪く顔までおぞ

い(悪いと言う意味)！」と散々の悪口でした。私にも良い事はもちろん一つも言

わず私の息子は私に似て目が線の様で間抜けの顔をしていると何度か言われまし

た。自分以外の誰かには不満ばかりがとても多く、自分より弱い立場の人をいび

り倒しますが誰も彼女を注意する人がおりません。私の母と叔母以外は . . . 

。母は唯一彼女を泣かす事が出来る最強の氷の女です。姑は後で母から三倍返し

以上食らう事を分かっていて母の前で私を虐めるのですが後でまた泣きべそをか

く結果に成ります。日本の「ブラックペアン」と言うドラマが今配信されていま

すがそのドラマの主人公の医者がまさにそっくりです。全く怖い物が無く誰にで

もストレートに物を言う事が出来る人です。もちろん脅迫はしませんが。(ドラ

マではその医師は冷血な上脅迫でお金を巻き上げるのです。)世の中は理不尽な

ので弱い物いじめが行われていても更にその中に入って行って一緒に行動する人

間の方が多いのが現状なのかも知れません。悲しい事に母が元姑を罵倒した後ま

た私に酷い仕返しをして来るのが現状ですが。彼女の中には常に仇を打たねばな

らない誰かがまたは何かが彼女の心に存在し他の人間を甚振りこづき回す事で自

分の欲求を満たそうとするのですがその仕返しの相手が違うため満たされずいつ

までもそれをし続ける事になるのです。そもそもそれは彼女の幼少時代にあった

苦悩が彼女をその様に掻き立てているのでしょう。周りの人間はたまりません

が . . . 。時折聞いた言葉に「私はこんなにすべてをきちんとやっているのに

誰も何も言ってくれない。」を良く覚えています。彼女からしてみればいつも自

分のしている事だけが重要であり注目されるべき事で私や他人がする事は“何も

出来ない又能力がない”でしかないのです。彼女曰く“自分が一番何でも出来る

人”なのです。私が一番不思議に感じたのはあんなに自画自賛をしているにも拘

わらず彼女は幸せを感じていない事です。 

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

      「13話：弱い者いじめはやめろ❢ 」 

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 
 

  

外は緑がおい茂り、植物を通して生命の黄泉がえりの強

さを実感する今日この頃ですね。植物は、太陽の光と水

を主食としてぐんぐん成長しています。冬は枝ばかりだった木々

が、青々としているのを見て毎年驚きます。あなたは何を食べて

成長していますか。え、成長？成長は子供だけでしょ、と思って

いますか。いえいえ、人は死ぬまで成長です。脳細胞も筋肉細胞

も、使うことによって死滅再生を繰り返し、それは一生続きます。あなたも自分に

栄養を与えて、これからもちゃんと成長していってくださいね。ということで、今

回は、自分に栄養を与える→「食べること」に焦点を当てて言葉を選んでみまし

た。 

 

「飯テロ」 

空腹感に襲い掛かるおいしそうな強い誘惑。臭覚的なものや視覚的なものがある。

例えば、焼肉屋や焼き鳥屋から出てくる肉の焼ける煙や空気、カレー専門店から漂

う香辛料の香りなどが臭覚的なものの代表。視覚的なものでは、テレビの料理番組

やレストランの取材などで紹介される料理の画像、レポーターがおいしそうに食べ

ている姿など。特に、深夜の空腹時に飯テロに出会うと、我慢できなくなる程、何

か食べたいという欲求にかられる。 

 

「ヌーハラ」 

ヌーハラとは、ヌードル・ハラスメントのこと。日本人はラーメン、蕎麦、うどん

などの麺を食べる時に、ズルズルと音を立ててすする。それは、昔からの習慣で、

そうやって食べることがおいしく食べる秘訣だと思っていて、当たり前のように

やっている。ところが、日本に来る外国人たちからすると、その行為に驚かされる

ようだ。マナー違反だとか不快だとか思う観光客も大勢いる。そういう日本流の麺

を音を立てて食べることで人に不快感を与えることをヌーハラという。一方、日本

人のように蕎麦は音を立てて食べてみたいと挑戦する観光客も増えている。 

 

「飲む点滴」 

これは甘酒のことである。一時、麹がブームになったが、甘酒も大変注目されてい

る。現在、日本では、麹甘酒のCMに妊娠中のミランダ・カーが出演していて、妊婦

にも良いとされるアルコール分が入っていない栄養分豊富な甘酒は人気だ。甘酒に

は各種ビタミン、麹菌が出す酵素、必須アミノ酸、オリゴ糖、ブドウ糖、葉酸、コ

ウジ酸、食物繊維などの栄養分がたっぷり入っていて、冬ばかりでなく、夏バテを

防止する意味でも夏に飲まれることがよいといわれている。 

 

「ガリ族」 

ガリとは、寿司屋で提供される生姜の薄切りの甘酢漬けのことだが、このガリをこ

よなく愛する人たちのことをガリ族という。ガリ族は、寿司を食べる時にガリをた

くさん食べるだけでなく、普段もおつまみやおやつにガリを食べる。また、ガリを

使ったスイーツや料理にも興味があり、ガリが大好きな人たちである。 

                  /緋美瑚：東京都出身、フリーライター 
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 旅には、どんなものを持って行くだろう。行き先や目的により当

然違うし、財布や携帯などは、今更語る必要もない。しかし、それ

以外にも、ちょっとした優れものの小物があったりする。 

 携帯や充電器は、持たずに旅する人を探す方が難しい。しか

し、旅先で、地図機能を使いつつ歩いたりすると、すぐバッテリー

切れとなる。充電用のバッテリーも最近は随分普及して、私も複数持っているが、去年の

クリスマスにもらった、ある会社の景品は優れものだった。私の普段使いのiPhone6と同じ

サイズで、USBの差し口2つ以外に、iPhone用と、MicroUSBの充電ケーブルが組み込ま

れていて、スマホが3回程充電できる容量で、いざとなればiPadも充電できる。町歩きに大

変に重宝した。 

 ノイズキャンセル機能のついたイヤフォンも愛用している。飛行機で使うと、エンジンの

音がすっと消える。BOSEの物が有名だが、少々高価で、私は数十ドルのものを使ってい

る。機能性は落ちるが、前回の日本行きでは、機内で久々にぐっすり寝られた。バッテ

リーが切れても、ノイズキャンセル機能以外は使えるので、移動時間が長くても安心して

使える。 

 さて、ここまで電気製品が続いたが、もう一つ持って行くものが耳栓だ。歳をとったせい

か、最近睡眠時の音に弱くなった。同室の友人のいびきがうるさくて、眠れない事が重

なった。また、逆に私のいびきがうるさいと言われた事も何回かあった。平和に共存する

には、耳栓が一番手頃だ。こればかりは、嵩張っても一箱持って行く事が多い。同室の友

人にも渡したり、イベント絡みで動く時は、ロック系のライブなどに行く事もあり、その際も

重宝する。現地調達してもいいが、ベッドに入ってから必要性に気づく事もあり、なるべく

持参するようにしている。 

 他にも、色々な救世主のような小物がきっと色々とあるだろう。ぜひ活用して旅をさらに

充実させていただきたい。そして、優れものは、ぜひ私に教えて下さい。 

           

             /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～❢      

 

 

                     「ししとう」 

NCでは、夏野菜としてすっかり定着してしまった感じがする「しし唐」。今では、実も苗も

ファーマーズマーケットではごく普通に売っていますし、ガーデンセンターでも、アメリカン

な唐辛子類の苗と一緒に普通に陳列されています。基本的には辛くないのでスイート

ペッパーに分類されています。ここNCの夏の気候は、しし唐には適しているらしく、一鉢

あれば、毎日食べても夏の間は持つくらいに、どっさり成ってくれます。こんな便利な「し

し唐」ですが、さて、その調理法というと、他のお料理の添え物的な使われ方が多いので

はないでしょうか。例えば・・・・「鶏の唐揚げ」に添えた「しし唐の塩炒め」とか。。今回は、

それも含めて日常利用しやすい「しし唐」の調理法を取り上げてみました  

 

「しし唐の甘辛」 

しし唐の料理では、一番人気の「甘辛」。 

（材料）しし唐・・20～30本 砂糖・・大匙2 醤油・・大匙 1 水・・小匙 1 

1.しし唐が炒めた時に破裂しない様に、真ん中あたりに穴を開けます。 

2.フライパンにサラダ油を熱し、しし唐を炒めます。ノンスティック加工の物であれば 

 サラダ油は要りません。歯ごたえが残る程度にちょっとだけ、炒めます。 

3.少し炒めた所で、砂糖を投入。続いて醤油と水を入れ、しし唐に絡めたら完成です。 

 

「三升漬け」 

北海道・東北地方の郷土料理。本来、青唐辛子、米麹、醤油を混ぜ合

わせ、発酵させて作る物ですが、青唐辛子では辛すぎるということで、

代わりに一部「しし唐」で作ります。（その分、本来のカプサイシン効果はなくなります） 

（材料）しし唐・・カップ1 ヘタを取って刻んでおく。青唐辛子・・3～4本ヘタと種を取って刻 

    んでおく。米麹・・カップ1 醤油・・カップ1 

1.保存容器に全ての材料を入れ、ふたをして、2,3日常温に置く。 

2.米麹がトロっとした感じになったら、冷蔵庫で保存する。 

 

「しし唐の煮浸し」 

常備菜（おばんざい）です。 

（材料）しし唐・・20本程度 塩・・1振り 砂糖・・大匙1 醤油・・大匙 1 ごま油・・少々 

     白ごま・・少々 

1.しし唐を半分に切り、塩を一振りし、サラダ油で炒める。 

2.しなってきたら、砂糖、しょうゆを加える。 

3.仕上げにごま油をかけ、飾りに白ごまを振る。 

                               /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❢❢  

 

             「トマトのムース」                       

〈材料〉  (4～5人分) 

ホールトマト缶…固形３個＋果汁で200g 砂糖…50g 粉ゼラチン…

7g 水…50cc レモン汁…大さじ１ 生クリーム…100cc (飾り用) 生

クリーム…50cc 砂糖…10g プチトマト…3～4個 

〈作り方〉 

①耐熱カップに水を入れ、粉ゼラチンをふり入れてふやかしてから、 

  電子レンジで50秒ほどかけて溶かす。 

②ホールトマトをミキサーにかけてピューレ状にし、砂糖、①の溶かし 

   たゼラチン、レモン汁、生クリームの順に加えて、その都度、かくは 

   んする。 

③グラスなどに②を流し入れて、冷蔵庫で冷やし固める。 

④飾り用生クリームに砂糖を加えて泡立て、③のムースに絞り、プチトマトを半分に切って 

  飾る。  

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

 

Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

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

yoko.amano@realtytriangle.com 
 

不動産関係、Relocationのプロ 

フェッショナル。30年以上の経 

験と知識を生かしたアドバイス 

でアメリカ生活安心スタート！ 

 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 



 

28 

 

 

 

ラテンアメリカ・レストラン「SO・CAーcontina latina」 
             2130 Clark Ave, Raleigh, NC 27605 

 

 Raleighのキャピタルにある人気店、アジアン・ストリートフード

「BUKU」の姉妹店です。こちらはパン・ラテンアメリカ。ノースカロラ

イナ州立大学近くのキャメロン・ヴィレッジのショッピングモール隣り

のアパートメント「Berkshire Cameron Village」に入っています。今回楽しませてもらったの

は、「レッド・スナッパー・トリニダード（鯛のカルパッチョ）」「シェビーチェ」「ジャマイカン・ラ

ム・パテ」「ブラジルのフィジョアータ」「カリビアン・ラムケーキ」。基本的に小皿料理スタイ

ルなので、個別にはポーション少な目（日本人のおなかには、ちょうど良い位）で、お値段

安め設定。おかげで、いろいろ愉しみたくなるのがたまにキズ。姉妹店の「BUKU」同様、

かなり手を加えているラテンアメリカン‣フュージョンですが、いずれも外れなく美味しく店

内もきれいです。このお店、かなり高得点でお勧め！ 

                               /Lacy Blue:仙台出身 Durham在住   
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今回はHolyをくっつけて使う面白い言い回しをご紹

介。Holy cow! 「おっとびっくり、これはたまげた」

みたいな感じでしょうか。真面目に「聖なる牛」とな

る場面は普段では少ないでしょう。Holy moly!も同じような感じでびっくりした時

に使います。ゴロがいいですね。 Molyが何かわからなかったので調べてみると、

薬草という意味があるみたい。行者ニンニクとも書いてありました。まあ、あまり

深く調べてもこの場合意味はないでしょう。Holy Grail こちらは元の意味は聖

杯。イエス・キリストが最後の晩さんで用いた杯とする説、また磔にされたキリス

トの血を受けたとされる杯だったり、イエスが最後の過越の食事をしたときに子羊

の肉を載せた皿だとする説もあるとのことです。でも、私が仕事の場面で耳にする

のは、すごく困難な探求の対象、至高の目標といった意味のことが多いです。今、

開発中の薬で、もし、がんが完治するとなったらHoly grail! といった感じで

しょうか。聖杯探求の伝説からそういった使われ方がされるようになったみたいで

す。 

          /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６～８月のイベント 

*Occaneechi Saponi Powwow （Burlington） 

6月9,10日 Occaneechi Tribal Grounds in Burlington 入場料大人$6(12歳未満$3) 

先住民インディアンのOccaneechi部族によるお祭りPowwowです。先住民の食べ物、

ダンス、ドラム演奏、伝統手工芸品の販売があります。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6日～11日(一般参加型のブルーグラス音楽のコンペとお祭りです) 

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16日～19日  Sedgefield Country Club 入場料あり 

PGAツアーのゴルファーがグリーンズボロで競います。 

                     Tin Tin Asian Buffet 

数年前にできた大きな中華系の食べ放題レストランです。店内は清

潔で、料理の種類が豊富で、中華だけでなく、寿司(ランチは各種

巻き寿司、ディナーは巻き寿司と握り寿司)、自分で好みの肉・

魚・野菜・麺類を焼いてもらう鉄板焼き、それにアメリカ料理（ピザ、BBQリブ

等）、魚類やイカ、貝類もあります。サラダやフルーツ、デザートも豊富で、値

段も手頃です。家族全員が好きなものを食べられるレストランです。ちょっと残

念なのは、フルーツの切り方が悪くて皮が入っていること、そして時々、特にラ

ンチとディナーが切り替わる時間は、寿司等の人気料理が品薄になってしまうこ

とです。ぜひ一度お試しください。Tin Tin Asian Buffet, 110 Hanes Square 

Shop Cir, Winston-Salem, NC 27103 電話(336) 659-7888 
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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 

        UNCG日本語弁論大会入賞者発表 
 

第3回大会は4月7日にUNCGに於きまして行われました。多数

の皆さんが来場され、参加者の家族や友人、審査員、スポン

サーの皆さん、大会スタッフが見守る温かい雰囲気の中で、

各校から計29名が日ごろの学習の成果を披露いたしました。

スピーチはどれもユニークで、一生懸命考えて書かれたこと

が伝わってくるような素晴らしいものでした。休憩時間には「ラムネ早飲みコン

テスト」なども企画され、笑いが絶えない楽しい一日となりました。来春の第４

回大会についての計画が既に進行しております。今後ともご支援の程、宜しくお

願い致します 

 

＜Category A  (beginning)＞ 

・1st Place -- Jiyuan Guo (UNCG) 

・2nd Place -- Monda Deldgie (UNCG)  

・3rd Place -- Emily Balcom (UNCG)  

・Honorable Mention -- Mykel Motley (UNCG) & Sabarish Thanigaivasan(UNCG)  

  

＜Category B  (intermediate)＞ 

・1st Place -- Minchang Jang (Guilford College) 

・2nd Place -- Elizabeth Kilpatrick (Wake Forest University) 

・3rd Place -- Sora Mullis (Guilford College) 

・Honorable Mention -- Albert Fernando (High Point Central High School) & 

  Taylor Tucker (Guilford College) 

 

＜Category C (advanced)＞ 

・1st Place — Tianen Liu (Wake Forest University)  

・2nd Place — Emma Van Beveren (UNCG)  

・3rd Place -- Brian James (Guilford College) 

・Honorable Mention --  Payton Deese (Wake Forest University) 
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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 

6/14 Styx and Joan Jett & The Blackhearts Walnut Creek Amphi 

6/16 Rascal Flatts Walnut Creek Amphi 

6/28 Luke Bryan Walnut Creek Amphi 

6/29 Lynyrd Skynyrd Walnut Creek Amphi 

7/3 Foreigner Walnut Creek Amphi 

7/10 Chris Brown Walnut Creek Amphi 

7/17 Chicago / REO Speedwagon Walnut Creek Amphi 

7/17 
Boy George & Culture Club, The B52’s, 

Thompson Twins’ Tom Bailey 
Booth Amphitheatre 

7/21 Evanescence + Lindsey Stirling Walnut Creek Amphi 

7/28 Panic! At The Disco PNC Arena 

8/1 Janet Jackson: State of the World Tour Walnut Creek Amphi 

8/3 
A Special Evening with Kishi Bashi and 

Jake Shimabukuro 
NC Museum of Art 

8/11 Pentatonix Walnut Creek Amphi 

8/15-19 Cirque du Soleil CRYSTAL PNC Arena 

9/4 G-EAZY Walnut Creek Amphi 

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

6/9 Raleigh's International Food Festival 
Downtown Raleigh City 

Plaza 

6/30-7/1 Repticon Reptile & Exotic Animal Show NC State Fairgrounds 

7/4 The 'Works! July 4th NC State Fairgrounds 

7/4 July 4th Fireworks Celebration Kenan Memorial  Stadium 

7/4 Independence Day Booth Amphitheatre 

8/5 
Darci Lynne and Friends Live with special 

guest Pelican 212 
Booth Amphitheatre 

8/25-26 42nd Lazy Daze Arts and Crafts Festival Cary Town Hall Campus 

                その他のイベント 

6/16,17 
Toy, Sportscard, Non-Sportscard & NASCAR 

Show 
NC State Fairgrounds 

6/22,23 Classic Car Auction NC State Fairgrounds 

7/13-15 Raleigh Antiques Extravaganza NC State Fairgrounds 

7/27 Beer, Bourbon & BBQ Festival Booth Amphitheatre 

7/27-29 Raleigh Supercon Raleigh Convention Cen 

8/4 Jamaica Pride Picnic Fuquay-Varina 

8/31 Gem, Mineral and Jewelry Shows NC State Fairgrounds 

日本人関連イベント 

7/1 太鼓演奏（Raleigh City Summer Concert) Fletcher Park 

8/4 夏のお祭り Expo Center  

8/4 シャーロット夏祭り Wells Fargo Atrium 

6-8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年夏号/第58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 

 この3月下旬に

Raleighの日本語

補習校で幼稚園部から高校部

まで49名が卒業しました。舞

台に立つ卒業生たちは晴れや

かで、ピカピカに輝き、自信

に満ちていました。そして、

卒業生の真っすぐで力強く、

夢、希望に満ち、どんな苦難

にも負けない意思、そして両

親への感謝の気持ちがたくさ

ん詰まっている素晴らしい言

葉に胸を詰まらせた方も多

かったと思います。子供も大

人も、恥ずかしくてなかなか

感謝の気持ちを伝える機会が

少ないですが、「ありがと

う」って言葉は素晴らしい響

きがあると感じました。私の

三男も今年の6月に高校を卒

業。自分の夢に向けて飛び立

ちました。子供が小さい頃は

「早く大きくなって楽した

い」って思っていたのに、い

ざ、巣立って行ってしまうと

寂しい毎日。「あの時、こう

してあげればよかった」と後

悔ばかりが残ります。写真や

ビデオを見る度に涙して、子

離れできない困ったママさん

ですが、まだまだ、人生の

チャプターが続きます。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


 

36 

 

 

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 




