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夏の暑い盛りに太陽をしっかり見つめる花、ひまわり。真っ黄色の原色の花弁

がなんとも元気で眩しいですね。スクッと背の高いひまわりを見ると「ああ、

夏だなあ！」とまるで梅干を見た時に唾液が出るように額から汗が流れてくる

気がするから不思議です。 

黄色は三原色といわれる「赤・青・黄」のひとつで、この三つの色からいろい

ろな色が生まれます。赤と黄色を混ぜるとオレンジ色、黄色と青だと緑です。 

さて、日本の子供たちが描く絵では、太陽の色はたいてい赤ですね。「真っ赤

な太陽」なんて歌の歌詞にも出てくるくらいですから、日本人は太陽は赤いと

思っているようです。ところが、アメリカ人の子供たちが描く絵を見てみる

と、太陽は黄色です。あれ？本当はどちらが正しいのでしょう。昼間見る太陽

は確かに黄色に近いかもしれません。でも夕方沈む太陽は赤に限りなく近いオ

レンジ色。日本人は夕焼けが大好きだから、太陽が赤なのかもしれませんね。 



!!Hot News!! 
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「NCセントラル大学 In ニューポート 

  JAZZ 名演奏」 密着取材！ 
8月9日、ダラムにあるノースカロライナ・セ

ントラル大学（NCCU）ジャズ・アンサンブ

ルが、ジャズ界で最も伝統のあるニューポー

ト・ジャズ・フェスティバルで公演。三角横

丁がその様子を密着取材してきました。 

ノースカロライナ・セントラル大学（NCCU)

は、アメリカで最初に作られた黒人のためのリベラルアーツの公立大学として

有名です。現在は人種に関係なく入学でき、特にジャズ科は定評があり、全米

から優秀な生徒が集まります。 
 

ジョージ・ウェインが創設したニューポート・ジャズフェスティバルは、今年

で55年目を迎え、毎回ジャズ界の大物たちが演奏するジャズ界きっての祭典。

過去に、マイルス・デイビス、デューク・エリントン、ジョン・コルトレー

ン、カウント・ベイシー、レイ・チャールズらが伝説的なコンサートをしてき

ました。そんな特別な場に、学生バンドとして初めてNCCUのジャズ・アンサン

ブルが出演。これは画期的なことです。NCCUでジャズを教えているサックス奏

者ブランフォード・マルサリスがこのジャズ・フェスティバルで演奏を行うこ

とになり、NCCUジャズ・アンサンブル出演の橋渡しをしたようです。 
 

演奏は午前と午後。午前はNCCUジャズコンボ3名とJoey Calderazzo（ピアノ）

のしっとりした演奏。午後はブランフォード・マルサリスとNCCUビッグバンド

の共演から始まり、弾けるような若さみなぎるノリノリの演奏。会場は座りき

れない観客で溢れ、その音楽を聞こうと会場の外にも100人位の人垣ができ、聞

いている皆がスイングして熱く盛り上がりました。 
 

NCCUのジャズ科の主任であり、今回のジャズ・アンサンブ

ルを引率・指揮したIra Wiggins先生は「22名の学生を連れて

きました。今は夏休みですが2週間前から今日のための練習

を始めました。みんな素晴らしい機会に燃えています。」と

語ってくれました。 

トランペットのJonah Vincent君は今年NCCUを卒業し秋から大

学院で更に演奏に磨きをかける。「このジャズ・アンサンブル

に入るためにはオーディションが毎年あり人数が決められてい

るのでみんな必死です。中学からトランペットを始めました

が、将来はもちろんすごい演奏家が目標。NCCUのジャズ科はレ

ベルが高くスタッフも素晴らしい。ここに来て本当によかっ

た。今日はすごい人で興奮しています」と語ってくれました。 
 

彼らの演奏に、うるさいジャズファンたちからも感激の拍手が鳴りやまず、

ジャズの奇才卵集団ここにあり!と実力を見せつけました。NCトライアングルに

ある大学はスポーツ（特にバスケットボール）の強さで全米でトップレベルで

すが、NCCUはジャズ音楽で全米でトップレベル。これでNCトライアングルは

スポーツ・音楽・医学・経済などあらゆる面で才能溢れる大学が集まっている

特筆すべき場所だということが証明されたようです。 
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耳より情報! from our sponsors 
 

★和食レストラン飛鳥Asukaでは、「寿司ロール：どれでも１つ頼めばもう１つサービ

ス」を実施中です。おなかいっぱいお寿司が食べられるチャンスを逃す手はない！ 

★和食レストラン鞍馬Kuramaでは、Dinner For 2とTuna Carpaccioがお勧め！ 

★Jump’n Java Caféでは、本格的なおいしい韓国のビビンバを始めました。ビビンバ 

 は単品で$7.95、ホット&サワースープ付は$9.57です。ランチに是非ご利用ください。  

★カイロプラクティックのOsborneオズボーンでは、鍼（はり）治療も実施中です。 

★Family Hearing Careでは「聞こえ」「耳鳴り」など耳に関する相談を受付中です！ 

*「三角横丁」への広告の掲載、又この情報誌に関するお問い合わせは、三角横丁編集部 

 sankakuyokochou@gmail.com までEメールでお願いします。  

*「三角横丁」に記載の内容は、最新・事実であるよう努力しておりますが、事実と異な 

 る場合は、事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その 

 団体・お店等にお願いします。 

*「三角横丁」の内容、記事の一部あるいは全部の無断転載、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」2009年8月 第9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  

  発行人：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子     

  801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 E-mail: sankakuyokochou@gmail.com 

 

お勧めイベント「Sweet Honey In The Rock」デュークガーデン75周年記念イベント 
8/30 4pm 無料野外コンサート 芝生の上でピニック気分！誰もが楽しめるコンサート。 

友達と、夫婦で、子供連れで。ホワイトハウスでも歌った女性アカペラグループ。食べ物

や飲み物、ビールなどの持ち込みOK。http://dukeperformances.duke.edu/node/5 
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 ８月９月のトライアングルのイベント・スケジュール 

略式記号の表示が以下のように変わりました。 

㋖子供用イベント ㋙コンサート ㋯ミュージカル ㋕カルチャーイベント  

㋫フード・ドリンクイベント   DPACはDurham Performing Arts Centerの略 

8/5水 ㋙Maxwell DPAC 

8/8土 ㋕Raleigh101(Raleighの歴史） Raleigh City Museum 

8/8土 ㋖Drawing For Kids Ackland Art Museum CH 

8/9日 ㋙String Jazz w/Pizazz Southern Village 

8/12水 ㋖Kids in the Kitchen（Ice cream) Southern Season 

8/13木 ㋛Sordid Comedy Affair Carolina Theater 

8/15土 ㋕Chocolate Tour 3pm NC Museum of Science 

815土 ㋕A Closer Look: Mountain Life NC Museum of History 

8/15土 ㋖Story Time: Where's Leon Kidzu Children's Museum 

8/15土 ㋖Soundscape Adventure Kidzu Children's Museum 

8/19水 ㋖Curious Oceanｓ Critters Kidzu Children's Museum 

8/21金 ㋙NCUS Friday Fest 2009 NCUS 

8/23日 ㋙Crue Fest 2 Time Warner Cable Pavilion 

8/23日 ㋖Family Fun Tour Ackland Art Museum CH 

8/25火 ㋙Brian Regan DPAC 

8/29土 ㋖CoolKidz Expo Raleigh Convention Center 

8/29土 ㋙Soul Music Festival 2009 Time Warner Cable Pavilion 

8/30日 ㋙Celebrate the End of Summer Southern Village 

9/2水 ㋙Jamie Foxx DPAC 

9/6日 ㋙Grateful Dead Tribute Band Southern Village 

9/11金 Annual NC RV Show & Sale Greensboro Coliseum 

9/12土 ㋖Drawing For Kids Ackland Art Museum CH 

9/13日 ㋙Annual Russian Baby Benefit Southern Village 

9/15火 ㋛Cirque Dreams Illumination DPAC（～8/20) 

9/16水 ㋙NC Symphony Meymandi Concert Hall 

9/17木 ㋙Guitars & Saxes（Jazz) Carolina Theater 

9/17木 ㋙Yas (Rap Music) Memorial Hall CH 

9/18金 ㋙Yo La Tengo (Rock) Carolina Theater 

9/18金 ㋙NC Symphony Meymandi Concert Hall 

9/19土 ㋯I Love a Piano Carolina Theater 

9/19土 ㋙They Might Be Giants NC Museum of Art 

9/20日 ㋙Brad Linds Jazz Ensemble Hill Hall, UNC 

9/20日 ㋙Carolina Wind Quintet Hill Hall, UNC 

9/22火 ㋙Sonny Rollins Concert Memorial Hall CH 

9/24木 ㋙NC Symphony: Life & Death Memorial Hall CH 

9/24木 ㋙Kenny Loggins Concert DPAC 

9/25金 ㋙Music on the Hill Hill Hall, UNC 

9/26土 ㋙An Evening Song Hill Hall, UNC 

9/26日 Plant Sale 9am-2pm  Doris Duke Center, Duke Garden 

9/28月 ㋙Composer Concert UNC 

10/1木 ㋙UNC Jazz Band Hill Hall, UNC 

10/2金 ㋕㋫㋛Internationalｌ Festival Raleigh Convention Center 

10/3土 ㋫World Beer Festival Durham Athletic Park 

10/3土 ㋙U2 360°Tour Carter-Finley Stadium 
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Nippon Club of the Triangle 
トライアングル日本クラブだより 

 

「夏祭り・盆踊りの夕べ」 
 

7月11日（土）ジャパンセンターの裏庭

で、恒例の「夏祭り・盆踊りの夕べ」が

盛大に開催されました。今年で4年目にな

ります。それこそ手作りの盆踊り大会で

すが、年々参加者の数も増え、今年は700

名を数えました。ゆかた姿やじんべい姿

のご家族も多く、芝生の上は花が咲いた

ようにきれいでした。 
 

プログラムは、まずミュージック・ショーでふたを開けました。チャペルヒ

ル・ダーラム日本人会ロック同好会有志による「見上げてごらん夜の星を」

「星影のワルツ」という懐メロ演奏に始まり、婦人部コーラス隊の「笹の葉さ

らさら」、グリーンホープ高校在学中の秋山拳君のエレクトーン演奏「星に願

いを」と星にまつわる曲が続いたのも、実はこの夏祭り、「七夕」も一緒に

祝ってしまおうという欲張った企画のためでした。もちろん会場の竹には思い

思いの願い事を書いた色とりどりの短冊もいっぱい。 
 

RTP剣道居合道クラブの試技やトライアングル太鼓と

障害者グループとの合同和太鼓演奏などを挟んで、こ

の夏祭りの目玉である「盆踊り」が始まり、中央の紅

白幕のやぐらの周りに大きな輪ができました。曲目は

恒例の「炭坑節」「東京音頭」に、今年はうちわを

使った「つばき音頭」が加わりました。ラーレイ在住

のカルカグノ貞子さんのリードのもと、最初はオズオ

ズと踊り始めたメリカ人の初心者も、終りの方ではな

かなかの手さばきを見せてくれるようになりました。

小さなお子さんの一団が、ゆかた姿で踊っているとき

はカメラの放列ができていました。 
 

そして「夏祭り」で欠かせないのが屋台ブース。すべてボランティアで準備運

営されました。焼きそば、焼き鳥、牛丼、おむすび、それに加えて焼きとうも

ろこし、かき氷、懐かしのラムネまで揃っているのですから本格的です。 

「孫に焼き鳥を買ってきてくれと何度か頼んだが、その度に途中で食べてしま

い、結局自分でまた買いに行かなければならなかった」「アメリカ各地で何度

か盆踊りに参加したけれど、これだけおいしい屋台は初めて」など賞賛の声も

いただきました。「もちろんです、我々の屋台料理には心がこもっていますか

ら」が答えです。 
 

この日は、夕方4時半から閉会の8時まで、日米の参加者皆それぞれが日本文化

を満喫できたイベントでした。ある日本人が帰りに「日本での盆踊りよりずっ

と日本的だった」と言っていたのが、その日を物語っているようでした。 
 

（写真提供：Bobby Koo） 



秋になる一歩手前の キャンピング 
 

夏休みの間、みなさんはどのような体験をされたでしょうか。 

楽しい思い出はたくさんできましたか？ 
 

夏終盤のノースキャロライナの見所として、アウターバンクの砂浜やブルーリッ

ジのスカイラインは外せない美しさです。みなさんも訪れたことがあるかもしれ

ませんが、多くの場合、ドライブしながらベッド&ブレックファーストやホテル

で過ごしたのでは？それはそれで楽しいのですが、今回は一歩進ん「キャンピン

グ」で楽しんではいかが？暑さがだんだんと引いてくる今はキャンプに最適。自

然と一体になって味わうアウトドアならではの特別な体験ができるでしょう。 
 

NCはキャンプ場の数も設備もとても充実しています。

キャンプ地は、シーズン中は予約が必要なところが多いで

すが、基本はファーストカム・ファーストサーブ。事前に

州立公園に連絡を入れて状況を聞くのがよいでしょう。費

用は1日15ドル位からです。もしキャンプ地に着いたのに

キャンプする場所がないような場合は、公園管理官に近く

で空いている所を紹介してもらうのが一番です。最悪の場

合は、プライベートのキャンピングサイトであるKOAを利用することで解決でき

ることもあります。これは1日30ドル程。どうしてもテントは困る、いやだとい

う方にはCABINもあります。1泊90ドル程ですが一戸建てなので落ち着けます。 
 

キャンプ地ではバーベキューコンロ、水、トイレは完備していま

す。シャワーはないところがありますので、長期滞在希望なら事前

に確認が必要。アルコールは原則持ち込み禁止、ペットはOK。夜

は門限にゲートが閉まるので、部外者は入って来られません。キャ

ンプ地によっては警察が巡回してくれることもあるので安心です。 

 

キャンプに最低必要なものは、テント、スリーピングバッグ、クッション等で

す。テント5人用はSam's Clubで80ドルぐらいで、スリーピングバッグは20°Fで

も可というもので35ドルぐらいであるようです。予算に余裕がある方はDick’sや

REIなどでしっかりしたもの購入することをお勧めします。クッションはポリウ

レタンのロールできるものでも良いのですが、雤の進入などといった最悪自体を

想定した場合、高さがあるほうが有利。エアークッション

を利用するのがお勧めですが、尐し柔らかいのが難点。そ

の他の装備ですが、揃えればキリがありません。ダンボー

ル箱に冷蔵庫にある食べ物、炭、調理・食事用の道具、防

寒着、懐中電灯などを入れれば出発完了です。マッチと雤

具の用意も忘れずに。 

さあ、それでは出発しましょう！ 
 

ノースカロライナ・ステイトパーク：http://www.nps.gov/state/nc/ 

KOAキャンプ情報：https://koa.com/ 

ノースカロライナParkway：http://www.nps.gov/archive/blri/ncmap.htm 

Blue Ridge Trail：http://www.blueridgeheritage.com/  

New River Canoe & Campground： http://www.canoeingthenew.com/ 

Doughton Park 336-372-8877 
Carolina Beach 910-458-8206  
Cedar Rock Campground 336-957-8643  
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見て見て！三角掲示板 Classified 

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・時間は相談忚、許状取得システム有、チャペルヒル 967-2725 小野 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

生徒募集：TKI(トライアングル剣道居合道)日本で剣道の経験のある人方、もう 

一度アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎！剣道を通して思い

がけない発見や交流、楽しみを！連絡先 http://www.trianglekendoiaido.org/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ソフトボール・メンバー募集：毎週土曜日に練習中です。リーグ戦でアメリカ

チームを撃破しましょう。桑原康通UNC yasumichi_kuwahara@med.unc.edu 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

英会話生徒募集：教授経験14年（日本で1年）デューク大学にてESL教師資格取

得。子供から大人まで大歓迎です。ヒュウ・ロバートソン 919-596-5750（日本

語でどうぞ）hyuugaku@yahoo.com （メールは英文でお願いいたします） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

相談受付：妊娠中の方、産後の母乳・育児で相談したい方、どうぞご連絡くだ 

さい。お役に立てると思います。jmwtaki@yahoo.co.jp 桑原多紀子（助産婦）  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

人材急募：明るく働きやすい日本企業でHRポジションを急募中。詳しくは

nc@usremac.com または 919-215-4655 までお気軽にお問い合わせください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

登録者募集：あなたの力を活かしましょう！人材派遣のUSRemacでは、明るく

前向きな働く仲間を募集中です。nc@usremac.com または919-215-4655 まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
アパート：チャペルヒルのアパートをお探しですか?便利で好条件の物件があ

ります。Chapel Hill学校区内、Shopping Center近く、Community Centerや

Bus Lineもすぐ。919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

借家：Raleigh 一戸建て、5BR 4Bath Shopping Center/映画館近し Brier Creek 

ゴルフ会員権付 ペット可 919-215-4665 または yamagishiyoko@gmail.com 

第３回トライアングル婦人会へのお誘い 

9月18日（金）11時半より、第3回トライアングル婦人会を開きます。 

カジュアルな雰囲気の中で気楽におしゃべりする楽しい場です。 

今回はケータリングのランチをする予定ですので手ぶらでどうぞ。 

テーマは前回の薬膳のことに加え、スペシャルゲストがあるかもしれ

ません。一軒家を借りるので、子連れのママさんも安心してお越しい

ただけます。女性ならどなたでも参加可。皆様の参加をお待ちしてい

ます。参加ご希望の方、又詳細については下記までご連絡ください。 

yaratake@email.unc.com(荒竹) yamagishiyoko@gmail.com(山岸) 

 「見て見て！三角掲示板」では、皆さまからの「売ります・買います・教えます・教

えてください・譲ります・探しています・募集中・イベントのお知らせ」などの情報

を掲載いたします。料金は２行で５ドル、１行増えるごとに５ドル追加です。 

トライアングル地区の日本人に効果的にアピールできます。どうぞご活用ください。 

E-mailでsankakuyokochou@gmail.comまでご連絡お待ちしています。 

http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jmwtaki@yahoo.co.jp
http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Yaratake@email.unc.com
http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=YamagishiYoko@gmail.com
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  日本人ソフトボールチームTYPHOON  
 

日本人で構成されるTyphoonというソフトボールチームがRTPにあることをご存

知ですか？元はChapel Hill-Durham日本人会の野球部だったそうですが、その後

ソフトボールチームになったようです。2年前にアメリカのチームと公式戦で対

戦して以降、部員不足になり試合に出れなくなりましたが、今年は参加者も増

え、試合出場を目標に毎週土曜日に練習を積み重ねてきました。 
 

そして、ついに8月1日試合に出場することができたのです。USSSA（United 

States Specialty Sports Association）のNC支部主催のトーナメントで今年から

新設されたRecreation-Eというリーグでアメリカ人チームと3試合行いました。 
  

ソフトボールといってもスローピッチの種類のもので、遅い山なりのボールを

力いっぱい打ち、10人で守るというもの。当初から打撃戦になるだろうと予想

していましたが、予想にたがわず打球は外野の頭の上をどんどん越えて、 アメ

リカ人のパワーに圧倒されっぱなし。我チームも負けてはいられず随所にファ

インプレーでピンチをしのぎ頑張って打ったのですが、打力の差は大きく3試合

とも勝つことはできませんでした。 

試合会場のRaleigh Walnut Creekは外野

が芝生で整備されたソフトボール場が9面

もある立派なものでした。普段思いっき

り体を動かすことが尐ないため、試合

後、体のあちこち痛くなりましたが、と

ても楽しかったです。 

今メンバーは15人ほどで、RTPの企業、

UNC、Duke、NIEHS、NCUに在籍して

いる人たちです。昔、野球をしていた人もしていなかった人も、グラウンドで

ひとつのボールを追っかけて無邪気にはしゃいでいます。まずは１勝をめざし

て練習していこうと思っています。 
 

（連絡先：桑原康道 yasumichi_kuwahara@mded.unc.edu) 

三角村の仲間たち 



  Tips !  

 

こんな言葉は要注意 

 
日本の学校にも米国の学校でも常識的にしていけないことは同じようにありま

す。しかし日本の学校では大した問題にならなくても米国の学校では大問題に

なることがしばしばあります。今回はそんな例を紹介しましょう。 
 

「殺してやる」 

冗談でよく“I will kill you”(殺してやる)という言葉を耳にすることがあるか

もしれません。大人が冗談で言うにはそれを聞いている大人たちも問題にしま

せんが、これを子供が学校で言うと問題になるケースが度々あります。この言

葉を教師が聞いた場合は、一忚校長に届け出なければいけない義務がありま

す。校長はこれを言った子供を呼んで事情を聞き、本当に殺したい気持ちが

あったのかを確認しなければなりません。もっと深刻で問題になるのは、この

言葉を書いた時です。メールなどで書いた場合、文

字として残るので重要な証拠となるからです。口で

言った場合は、本当に言ったとか言わなかったとか

水掛け論になりますが、文の場合は必ず後に残りま

す。もし自分の子供がその様なメールを受け取った

場合は学校に届けることをお勧めします。中学、高

校で、警官がいる場合には話し合いに警官が同席す

る場合もあります。 
 

「いじめられたらやり返せ」 

小学校低学年の男の子の場合、学校で尐し小競り合いになりちょっと肩のあた

りをどつかれたりすることがあるかもしれません。そんな時「いじめられたか

らやり返した」というのはアメリカ的解決方法ではありません。男の子だから

尐しぐらい学校でそんな小競り合いがあっても子供が育つ上で普通の過程だと

思うのは日本式です。それではやられた場合、どうしたらいいのでしょう。や

り返す前に、直ちに担任の教師に言うことです。教師に言いつけているみたい

ですが、これはアメリカの学校では一番の解決方法

です。やり返していたら、相手の子供は自分が先に

手を出したことは棚に上げて、相手からやられたこ

とだけを強調して先生に言いつけるからです。時に

はやり返した子供の方がもっと強く相手の子供を突

き飛ばしたりして最初に手をだした子供より怒られ

る場合があるので注意したほうがいいでしょう。 

 

担任教師に問題を打ち明けても解決がなされない場合には、早い時期に直接校

長に訴えるのが一番の解決策だと思います。でも本当は、担任教師にも校長に

も自分の子供の悩みを相談する必要もなく一年を無事に送れることが親にとっ

ては一番の安心ですね。 
 

（荒竹由紀：東京都出身、UNC日本語教師、 Chapel  Hill学校区専任通訳翻 

 訳者Chapel Hill在住） 
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"This is the song for U.S.A."  

"最後のアメリカの夢を"   

"俺達が同じ時をかけた証に sing for all" 

2009年6月28 日、Duke International House、 

ロック同好会のライブパーティー。 
 

ライブは多種多様の演奏・パフォーマンスに

よって展開。オープニングは、日本人にとって

馴染みの深い、"笑っていいとも"の主題歌でコ

ミカルにはじまり、続いて、ジュディアンドマリーのコピーバンドのパワフル

なロックナンバー、そして、90年代の懐かしいポップスなどを含んだ、オムニ

バス形式の演奏により前半終了。 

後半の部は、エヴァンゲリオンをはじめとする日本で人気のアニメソングを、 

アニメの登場人物の衣装と共に披露するアニメバンドで始まり、最後は80年代

の懐かしいチェッカーズのコピーバンドによるステージ、アンコール（ヤラ

セ？）の後、約3時間、動員数総勢60人のライブパーティー終了。 
 

恒例になっているこのようなライブパーティー、私にとって今回はロック同好

会での最後のステージとなる特別なものでした。 

私は約一年間同好会に在籍し、男性ヴォーカルとして貴重な経験をさせてもら

いました。毎週木曜の練習では、和気あいあいと時間を忘れて深夜遅くまで練

習したり、また時にはうまくノッて歌えない、声がでないとか悩んだりする時

もありしました。 

同好会のメンバーそれぞれに音楽の好みがあるので、今まで歌ったり演奏した

りしたことがない種類の曲を聴いたり、コピーに挑戦したことも同好会での活

動の良い思い出です。特に一番の思い出は、今回の送別会ライブのサブタイト

ルでもあり最後の曲となったチェッカーズの"Song for U.S.A."をこのアメリカ

で歌えたことです。この曲は私が小さい頃、何か嫌なことがあった時にギター

でよく弾き語りして歌っていたもので、いつかアメリカでこの曲を独りきりの

弾き語りでなく、音楽の楽しさを分かち合うメンバーと一緒に演奏したいと

思っていたものでした。それから約20年近くの時を経て、幼い頃のその夢をこ

こNCでロック同好会のメンバーと共に実現できたことがとても嬉しかったで

す。いつかまたアメリカで音楽をする機会があれば、その時は同じ時代を生き

ている証に、またこの曲、"Song for U.S.A."を心より届けたいと思います。       

                                                   Shinya Matsuzaki （松崎真也） 

RTP-Rock 同好会 ライブパーティー -- Song for U.S.A. --  
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今月はジャパンセンターの新しいDirector に就任されたJohn 

BaughさんにInterviewです。NC州立大学のエンジニアリングの

教授でもあるジョンさんは、ひとつひとつの言葉をゆっくりと

選びながらお話くださる物静かでとても落ち着いた方です。 
 

三角：ジャパンセンターのDirectorになられたきっかけは何ですか? 

John：7年前に良寛に出会ったことです。彼との出会いが、私の今までの人生全 

   てを変えました。仕事もパーソナルもです。 
 

三角：良寛のどこに引かれたのですか。 

John：彼の詩がすばらしいです。彼の詩は、簡素で率直で細やかです。そして、 

   私を暖かい気持ちにしてくれるのです。 
 

三角：良寛との出会いで、どのように変わったのですか。 

John：それまでの私は、ただ忙しく機械的に毎日を送っていました。そこには、 

   自分自身の心がありませんでした。しかし良寛との出会いによって、生活 

   や仕事の本質を心の目で見ることができるようになり、気持ちが楽になり 

   ました。 
 

三角：良寛の詩で一番好きなものは何でしょう。 

John：ぬすびとにとりのこされし窓の月 

 今日来ずばあすは散りなん梅の花  

  春さめは友を訪ぬるおもいあり 

 鉄鉢にあしたの米あり夕涼み 

 なべ磨く音にまぎるる雤蛙 

 わが宿へつれて行きたし蓮の鳥 

 宵闇や前栽はただ虫の声 

 初時雤名もなき山のおもしろき 

 火貰いに橋越えてゆく小夜しぐれ 

 さびしさや庵ならべし僧ふたり 
 

三角：日本人コミュニティーとどのようにして関わりを持っていきたいですか。 

John：ジャパンセンターを通してローカルクラブへの協力、交換留学生の受け入 

   れ、奨学金のサポート、またDuke、UNC、名古屋大学とのコラボなども 

   できたらいいと思っています。 
 

三角：日本人にはどのようにジャパンセンターと関わりを持ってほしいですか。 

John：ジャパンセンターにある新聞、文庫本、漫画、ビデオテープ、資料などを 

   自由にどんどん活用してもらいたいです。また家庭で不要になったそうい 

   った物などは、ドーネーションしてもらえたら助かります。かつ、建物も 

   いろいろな催し物に活用していただきたいです。 
 

三角：日本に旅行に行かれるそうですが、是非楽しんで来てください。そして、  

   旅のお話を聞かせてください。本日はありがとうございました。 
 

Japan Center：http://www.ncsu.edu/ncjapancenter/ 

NC State University  
Campus Box 8112  
Raleigh, NC 27695-8112  
919-515-3450 (phone)  919-515-3686 (fax)  
 

あなたにインタビュー 
健康道場入門 

 

アメリカで妊娠・出産を迎える （その２） 

 
前回の妊娠初期の話から飛んで、今回はお産の時の注意点についていくつか述

べたいと思います。 
 

まず、お産をどこでするかですが、アメリカでも日本でも医療の面では問題あ

りません。ただし、日本に帰国して里帰り分娩を希望している方は、日本にい

るご家族などにお願いして、お産ができる病院を早めに探し

てもらいましょう。現在日本ではお産を扱う病院が減ってき

ている上に、お産の数を制限している病院もあります。帰国

してからお産難民にならないように、あらかじめお産ができ

るか、妊娠何週までに帰国したほうがよいかなど確認してお

きましょう。 
 

飛行機の搭乗制限ですが、航空会社によって異なります。これもまた事前によ

く確認しておきましょう。妊娠36週以降に診断書を必要とするところや、妊娠

38週以降にお医者さんの同乗を必要とするところが多いですが、妊娠35週以降

の妊婦さんの搭乗を断るところもあります。本当は妊娠30週ごろまでに移動し

たほうがよいのですが、遅くとも妊娠33～34週からの妊婦健診はお産をする病

院で受けられるように移動してください。 
 

日本での里帰り分娩は一長一短といったところです。長所は言葉が通じる、入

院中のケアが手厚い、親に手伝ってもらいやすいなど。

短所は14時間以上飛行機に乗らなければならない、 

ご主人との別居生活が長くなるなどです。 

アメリカでは入院期間が日本に比べてとても短いです。

正常なお産で2日間、帝王切開でも4日間ぐらいです。

退院してすぐはお産の疲れもまだ取れていない時期な 

ので、できれば、どなたかお手伝いしてくれる人を頼 

んでおいたほうがよいと思います。 
 

以上簡単でしたが、いくつか気づいたことを挙げてみま

した。では、どうぞおだいじに。 
 

（井澤朊子：神奈川県出身、Chapel Hill在住、産婦人科医、UNC研究員） 
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今回は移民法のクイズです。どのくらいわかるか挑戦してみてくださいね。 
 

１．永住権保持者が市民権申請をすることができるのはいつですか？ 
 

  a.  永住権保持者となって3ヶ月経過してから 

  b.  アメリカに5年間継続的に居住してから 

  c.  永住権保持者になって3年経過してから 

    d. 継続居住の条件を満たす90日前から 
 

    （答え：d）永住権保持者が市民権を申請できるのは、継続居住の条件を満 

  たす90日前からになります。一般の永住権保持者に要求されている継続居 

  住は5年ですが、アメリカ市民との結婚により永住権を取得し、その結婚が 

  継続している場合には、3年となります。 
 

２．企業は従業員を雇用する際に、就労可能であるかどうかの確認をする必要 

  がありますが、その対象となるのは、以下のどのグループになりますか？ 
 

  a. 言葉にアクセントがある場合 

  b. 非移民 

  c. 英語の会話能力が十分でない場合 

    d. 雇用者全員 
 

  （答え：d）企業は雇用の際、その従業員がアメリカ国内で合法的に就労で 

  きるかどうかの確認をしなければなりません。a,b,c,の回答をした場合、そ 

  の企業は法律違反があるとして、移民局からの調査対象となりえます。 
 

３．企業は雇用する従業員がアメリカ国内で合法的に就労できるかどうか、ど 

  のように確認すべきですか？ 
 

  a. 口頭質問により確認 

    b. 身分証明書、その他オリジナルの書類で確認 

        c. ソーシャルセキュリティカード、ドライバー・ 

   ライセンス、およびパスポートのコピーで確認 
 

  （答え：c）企業は各従業員に対し、身分証明および合法就労を証明するオ 

  リジナルの書類の提示を指示し、I-9と言われる雇用資格証明書に記名、サ 

  インをしてもらわなくてはなりません。I-9の書類には、身分証明および合 

  法就労を証明できる書類のリストが記載されており、従業員はそのいずれ 

  かの書類を提示することになります。 

法律相談‐ちょっと教えてください‐ 

Passport 
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Local Yogurt ローカルヨーグルト 

住所：2501 University Drive #8 Durham, NC 27707 

電話：919-489-5900 

http://www.localyogurt.com/ 
 

ヘルシーなフローズンヨーグルトのお店がダラムにオープン。ローカルヨーグル

トの「ローカル」は、地元産（Local）のものを使っていることとローカロリー

（Low-Cal）の二つの意味をひっかけています。 

ちょっとおやつに何か食べたい時、カフェタイムのリ

フレッシュに最適で、低脂肪でカロリー控えめという

のが嬉しい。新鮮なフルーツ、ナッツ、チョコレー

ト、キャンディーなどのトッピングで、自分だけのオ

リジナル・フローズンヨーグルトを作ってもらえま

す。使っているものはほとんどローカルのもの。地元

でとれたフルーツ（ブルーベリー、苺など）、地元で採取されたはちみつ、地元

で作られたチョコレートなど、ローカルなものがたくさん。スモールは$2.50 

ラージは$4.50。最初のトッピングは75セント、2つ目からは各25セントとお手

軽。新鮮なフルーツをいろいろトッピングしておいしくヘルシーに召し上がれ。 

こんなお店知ってた？ 

  料理のお助けアイデア コールスロー用キャベツ 
 

スーパーで売っている「コールスロー用のキャベツの千切り」

のパックは野菜炒めに打ってつけの便利商品。あらかじめ千切

りにしてあるので、そのままフライパンで炒めるだけで野菜炒

めになります。焼きそばに入れたりラーメンのトッピングにも。ニンジンが

尐々入っているものもありますが、他の野菜（ピーマン、もやし、シイタケ

等）を足すともっと豪華。ポークや鳥のササミを細切りにして一緒に炒めて塩

コショウするだけで一品完了。豆板醤かオイスターソースを

大さじ1杯入れ、片栗粉（ポテトスターチで代用）の水溶きを

最後に尐々入れれば本格中華に。火を通さずに塩もみしてサ

ラダ油尐々と一緒にジップロックに入れ、しばらく冷蔵庫に

置くだけで即席漬けの出来上がり。時間のない時に大助り。 
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   イエロー・スクワッシュの南部風 
 

今回は、南部の夏野菜料理をご紹介します。イエロー・スクワッシュは日本で

はあまり馴染みがありませんが、こちらでは手軽に手に入る黄色の長細い野菜

で、かぼちゃの仲間です。夏が旪のイエロー・スクワッシュはビタミンB1とC

そして繊維が豊富。あっさりした癖のない味でｆ夏バテにも効果ありです。 
 

材料  イエロー・スクワッシュ 3本 

    玉ねぎ（中） 半分 

    バター 40g 

    塩   小さじ2/3 

作り方 

１．スクワッシュは、1cmくらいの幅の輪切りにする。 

２．玉ねぎは、すじに垂直に5mmくらいにスライスする。 

３．鍋に、スクワッシュ、玉ねぎ、バター、塩、そして材料がひたひたになる

程度の水を入れ15分くらい煮込む。刻んだベーコンを入れてもいいかも。 

南部では煮崩れするまで煮込みますが、私個人は歯ごたえが残った方が好みで

す。ポークソテーやカントリーステーキのサイド・ディシュに最適です。 

                      （くるみ：Cary在住、主婦） 

ごちそうさま～ぁ！ 

  TRADER JOE’Sのパンナコッタ 

 

アメリカのスーパーに溢れる商品を見て「食べたことはな

いけれど、これっておいしいの？」」「アメリカの食品っ

てどうも…」と思ったことはありませんか？日本人の口に

も合うおいしいものを見つけようとトライアングルの主婦

が集まって「おいしいもの探偵団」を結成！ 

その第１弾として「これはよし！」とお眼鏡にかなったの

が、こちら「トレーダー・ジョーズのパンナコッ

タ」です。「甘くなくてさっぱりしていて日本人向

け。ジャムも甘さ控えめ。飾りが可愛い。途中解凍

でもシャリシャりして美味しい。大きさがちょうど

いい」そうです。あなたも試してみてはいかが？ 

おいしいもの探偵団 

Realty Triangle 
Yoko Yamagishi 

山岸 陽子 
Realtor/Broker/QSC 

不動産関係のご相談なら 

安心して私にお任せください。 

住宅売買、レンタル、投資・商業用物件 

豊富な経験と知識でお手伝いします。 

yokoyamagishi.com 
こちらのWeb掲示板にトライアングルの 

地域情報が満載です。どうぞご覧ください。 

801 Tinkerbell Rd.  
Chapel Hill, NC 27517 
Phone: (919) 215-4665 

yamagishiyoko@gmail.com 
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４．EB-3（雇用ベース第三カテゴリー）で永住権申請の手続きをしています。

労働証明申請（ETA9098）が許可され、さらに永住権の請願書（I-140）

が許可されました。このままアメリカ国内での永住権申請（Adjustment 

of Status）をすることができますか？ 
 

  a. はい、永住権申請に必要な手続きが終了しているため申請が可能です。 

    b. いいえ、永住権申請は永住権請願書（I-140）と同時でなければなりませ 

   ん。既にI-140を提出、手続きが終了しているので、申請はできません。 

    c. いいえ、これまでの手続きで、あなたは既に永住権保持者です。 

    d. いいえ、現在EB-3のカテゴリーの永住権は発行されていないので、申請 

   できません。 
 

  （答え：d）EB-3のカテゴリーに発行される永住権の数は毎年限られてお 

  り、申請資格を持つ人の数が発行数を上回るという実態です。移民局は労 

  働証明申請を提出した日を優先日（Priority Date）とし、その日付により 

  永住権を申請できる人を制限しています。本年度分の永住権は全て発行さ 

  れてしまったため、現在（2009年7月）移民局は永住権の申請を受け付け 

  ていません。移民局がどの優先日の申請を受け付けているかは、国務省 

  （Department of State）が発表するVisa Bulletinで確認できます。 
 

５．現在日本に居住していますが、アメリカ人婚約者と結婚のために渡米を予

定しています。またその後アメリカ国内で永住権の申請をしたいと思いま

すが、何のビザで入国することができますか？ 
 

  a. K-1ビザ 

    b. K-1あるいはB-2ビザ 

    c. ビザ免除プログラムを利用してのビザなし 

    d. アドバンスパロール 
 

    (答え： a）K-1ビザは一般的に婚約者ビザといわれるもので、結婚、永住 

  権申請を目的としたアメリカ入国のためにあります。永住権申請という移 

  民することを目的としていますので、非移民を目的としたB-2ビザ、ビザ免 

  除プログラムを利用することはできません。アドバンスパロールとは永住 

  権申請後に発行される渡航許可書となることから、該当しません。 

 

（グレッグ・アポGreg Apo：ハワイ出身、弁護士） 
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アメリカ生活で思うこと・・・ 
        悲しい知らせが届いてきましたが 

 

ウォルマートで荷卸しをしているジョーイ君。会えば「アリガトウ」と覚えた

ての日本語で話す元気な彼ですが、今日は元気がありません。「従兄弟が拳銃

で撃たれて死んで、叔父も重傷なんだよね。」どうやら発砲事件に巻き込まれ

てひどい災難に出会った様子。。シカゴに住んでいる仲間のキルティダさんの

長男クリシュナ君は、２週間前に癌が発見されて手をほどこす間もなく死亡。

まだまだ手が離せないわずか４歳、彼女にかける言葉が見つからない。なんて

ことを考えながらネットを見ると「マイケル・ジャクソン死亡」追悼式がネッ

トでも生中継されてブルック・シールズの悲しそうな横顔が印象的でした。 

でも本当の悲しみの対象を人々は知りません。交通事故で失った愛車を嘆くの

は自然ですが、悲しみの真の対象は運転していた人。マイケル

に宿っていた魂はいったいどこへ行ってしまったでしょうか。

車は体、運転者は「私」です。「私」は絶え間なく続いていて

車が壊れたら買い換えるように体が壊れたら次の体を求める

のが自然の流れだと私は思います。人の一生の営みで、その

次の世での体が決定されるのだと考えてみたらいいと思いま

す。ただこの世を生きるだけで精一杯で、死んだ後のことなん

て考える余裕のないのが現実社会ですが、それでは希望はあり

ません。仕事を得るのに大学を卒業してから就職活動を始める

のは遅すぎるように、今、生きている間に「徳」を積

むことで来世、より良い会社に入社できるでしょう。

もし輪廻を信じられるなら、悲しみで迎える「死」を

微笑みで迎えることができると思います。あなたはど

う考えますか。 

（馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、得度。妻と3人の子供と共に 

 Hillsboroughに在住、 ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/ ） 

(( 

 

♪ 

♪
 

Buy 1 Get 1 Free All Sushi Rolls 

 

 

  トライアングルエリアの弦楽器屋さん 
 

今回はトライアングルエリアの弦楽器屋さんをいくつかご紹介します。新学期

に向けて、学校でオーケストラなど始める方の参考になれば幸いです。 
 

John Montgomery, Inc. 

この辺りのバイオリンショップでは老舗です。 

Mr. Montgomeryはバイオリン製作が専門ですが、 

お店では弦楽器全般の修理、販売も行っています。 

Address : 509 Hillsborough Street, Raleigh, NC 27603 

Telephone : (919) 821-4459 

http://www.montgomeryviolins.com/ 
 

Pasewicz String Instrument, Inc. 

バイオリンと弓の修理が専門ですが、Mr. Pasewiczは特に弓の製作者として知

られていると思います。私の弓の毛の張替え、楽器のチューンアップはいつも

こちらにお願いしています。 

Address : 4911 Waters Edge Drive #200-A, Raleigh, NC 27606 

Telephone : (919) 858-0429 
 

Chapel Hill Violins 

こちらのショップでは修理、販売の他に楽器のレンタルもあります。 

Address : 120 Old Durham Road, Chapel Hill, NC 27517 

Telephone : (919) 968-8131 

http://chapelhillviolins.com/ 
 

その他楽譜や教本などはNorth Raleigh

のBURRAGE MUSIC COMPANY、また

はCaryにあるBurt Musicで。そこで手

に入らない楽譜があればShar Music

（ www.sharmusic.com） に電話をし

てみましょう 。弦楽器関連でしたらほ

とんどここで揃うはずです。 
 

ボーダー真樹子（Apex在住、東京都出

身、コーヒーショップ勤務） 
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～クラッシックな調べにのせて～ 

  15－501 レストランKURAMA 並び 

ターゲットのあるサウススクエア向かい 

オリエンタル スーパーマーケット 

日本の食品を豊富に取り揃えて 

皆様のお越しをお待ちしております 

3738 Chapel Hill Blvd.  
Durham, NC  

Phone: 919-489-5116 

http://www.montgomeryviolins.com/
http://chapelhillviolins.com/
http://www.sharmusic.com/
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ゴルフ愛好家にはちょっと厳しいノースカロライナの夏。

秋の訪れが待ち遠しいですね!今回は、初心者にお勧めの「Pine Burr golf 

course」をご紹介しましょう。 

Pine Burr Golf 

2500 US Hwy．401South  

Lillington, North Carolina 27546 

Tel 910-893-5788  
    

トライアングルから車で1時間ほど南下したLillington(リリントン)という田舎

町にあるこのゴルフ場は1967年にオープン、全18ホール、パー72、トータル

6537yard、Fairway grass はFescue*でどのホールもフェアウェイの幅が広

く、GreenはBermuda grass*からなり、とても美しく手入れされています。も

ちろんクラブハウスやスナックバー、練習用のパッティンググリーン、チッピ

ングエリアも兼ね備えていますが、残念ながらドライビングレンジはありませ

んのでご注意ください。 

このコースの特徴は、全ホールにバンカーが無く、非常に多くの木々、池やク

リークなどが巧みにゴルフゴースのデザインに取り入れられています。朝8時か

らのティータイムとなり、グリーン料金$12から、カート料金$10から(7月10日

現在)ととてもお手頃です。また、トワイライトやシニアの特別料金もあります

ので、直接電話でお確かめの上お出かけください。これからの季節、ドライブ

がてらに、ご家族でも女性だけのグループでも十分満喫できるゴルフ場なの

で、是非お勧めします。 
 

トライアングルエリアからは、Hwy55をHolly springs 方向へ南下し、US Hwy 

401South に乗り約1時間。（尚、このゴルフ場のホームページはありません）                                  

*フェスク…寒地型の西洋芝  

*バミューダグラス…暖地型の西洋芝 
 

（チャイナ：Morrisville在住、千葉県出身、フードサービス業） 

トライアングル de ゴルフ 

        チャペルヒル・ダーラム日本人会 

 
      チャペルヒル・ダーラム日本人会の掲示板が復活！ 
 

トライアングルエリアに関する有益な情報交換にお気軽ご利用ください。 

売ります・買います・譲ります・募集中・探しています・イベント告知 

治安情報・健康関連・法律ビザ関連・不動産情報 

お店のサービスの紹介・よろず相談・・・などなど 

各種情報交換に幅広くご利用が可能です。 

書き込みはチャペルヒル・ダーラム日本人会の会員に限定されています。 

投稿時に会員パスワードの入力が必要です。 

日本人会の会員になりたい方は下記までどうぞご連絡ください。 
 

ホームページ：http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/ 

入会申込連絡先：cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp  
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自分はトライアングル日本クラブの役員をしていた。毎年、秋にローリーで開

催されるインターナショナル・フェスティバルは、日本クラブが参加するイベ

ント中でもかなり大規模なものだ。日本クラブがブースを出す期間中、日本語

補習校生のボランティアの助けは必須だった。朝から晩まで仕事する子供を遠

くから見守る親、また好きな浴衣をまとい必死に仕事する生徒の光景が印象的

だ。カフェ・展示・茶道・和太鼓ステージなどフェスティバル期間中を飾る

ジャパンは、観客からも大好評だ。自分はそこでカフェの担当をした。 
  

補習校の生徒は、アメリカで容易に根を張り生活していると思われがちだが、

各々話を聞くと苦労話がいろいろある。学校での英語に苦労し、また心通う日

本人の友達を探すのも一苦労だという子が多数いて、誰もが味わう海外生活の

困難を彼らも経験している。そんな中、ボランティア期間中は補習校の友人に

再会できる場所であり、皆イキイキしている。そんな彼らを見ていると、時に

は手に負えないほどお喋りを始める場面もあったが、そこはあえて注意せず、

すべてを彼らに任せた。 
 

フェスティバル最終日、食べ物を完売するため、「全品

$1セール！」を敢行する。ご飯、照り焼きチキン、肉

じゃがなどをアレンジし、新メニューの「ミックス」と

して販売開始。またたく間に日本カフェブースの前に行

列ができ、ブースの裏方は大混乱。補習校のボランティ

ア達は、あーだこーだと言いながら必死に注文をこなし

た。後日、父母の方から連絡が入り、翌日子供が学校を

休んでしまったという。やり過ぎたと反省。しかし、大変だったのはサポート

役で入っていたお母さん達も同様だ。あるお母さんが「ほらミックス～！ミッ

クス～！注文入った～！どいてーどいてーキャ～～！」と言って

裏で突っ走っていたのを思い出す。その後の数日間は開催者側も

ボランティアも抜け殻状態だった。だが、ある意味で心が充たさ

れていた自分がいた。 
 

（都澤トミー：神奈川県出身、イギリス在住、元Durham在住、 

 トライアングル日本クラブ元役員） 

 

Japanese 

  

旨い寿司、天婦羅、刺身、照り焼き 

3417 Hillsborough St. 

Raleigh, NC 27608 

(919) 833-7768 

月～金 11:30am-2:00pm 

月～木 5:00pm-9:30pm 

金～土 5:00pm-10:30pm 

Lunch 

Dinner 

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
mailto:cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

 
「Julie & Julia」PG13（ドラマ、コメディー）8/7公開 

メリル・ストリープとエイミー・アダムスが演じる実際にあった二つの物語。 

料理好きなアメリカ女性が仏料理に挑戦？カップルで見ても楽しいコメディ。 
 

「Bandslam」PG（コメディ）8/14公開 

新しい高校に転校してきたウィルはアウトサイダー的な女の子「SA5M」と友達

になりバンドを組んでコンテストに出場。中高生にお勧めのノリノリ音楽映画! 
 

「District9」R（SF、アクション）8/14公開 

28年前に地球に来た異星人を隔離するDistrict9は南アフリカにある。多国籍軍 

で働くWikus が異星人の作ったウィルスに感染。人間と異星人の緊張が高まる。 
 

「Ponyo」G（ファミリー、アニメ、アクション）8/14公開 

日本でヒットしたスタジオ・ジブリ宮崎駿作品「崖の上のポニョ」です。人間 

になりたい魚のポニョと5歳の宗助。壮大なスケールで純粋な心を描く感動作。 
 

「Time Traveler’s  Wife」PG13（ドラマ、ロマンス）8/14公開 

クレアが愛したのは先天的に時間を旅する運命にあるエリック。意思とは関係 

なく突然どこかへ消えてしまう夫を持ったクレアだが、自分の愛を貫き通す。 
 

「Inglourious Basterds」R（アクション、ドラマ）8/14公開 

タランティーの監督の戦争映画。ドイツ・ナチスに占領されたフランス。レイン

中尉（ブラッド・ピット）らアメリカ系ユダヤ人の活躍を描く。残虐な場面も。 
 

「Post Grad」PG13（コメディ）8/21公開 

ギルモアガールズのアレクシス・ブレデル演じる大学を卒業したばかりの女の子

の話。なかなか仕事も決まらず実家に戻ることに。社会人になるって大変だね。 
 

「Shorts」PG（ファミリー、コメディ、冒険、アニメ）8/21公開 

夏休みに家族で見に行くなら、大笑いできるこの映画がお勧め。ブラックボック

ス社で働く人たちばかりの妙な社会を変えるのは空から落ちてきた不思議な石。 
 

「Taking Woodstock」R（コメディ、ミュージカル）8/21公開 

今年はあのウッドストックから40年。本当の裏話の映画化。NYのインテリアデ

ザイナーの青年が両親の経営するモーテルを救おうとしたのが事の発端だった。 
 

「Halloween II」NR（ホラー、アクション、サスペンス）8/28公開 

夏の肝試しにピッタリの怖ーい映画。これで暑さが吹っ飛ぶかも。殺人、ゾン

ビ、忍び寄る影、次から次へと襲い来る恐怖の波に、あなたは耐えられますか。 
 

「The Final Destination」R（ホラー、アクション）8/28公開 

ファイナル・デスティネイションの4作目。事故を予測したりあるいは偶然に難

を逃れた人たちに、これでもかと襲いかかる恐怖。今回はサーキット場での話。 
 

「All About Steve」PG13（コメディ、ロマンス）9/4公開 

クロスワード作者のメアリーはお見合いしたカメラマンのスティーブにゾッコ

ン。彼の行く手を追っかけ回す。サンドラブロック主演の楽しいコメディー。 

暑さにうんざりして外にも出たくない時は映画館へ行って 

みては？子供向けも大人向けもティーン向けも、年齢や好 

みに合わせていろいろ選び放題。デートにももって来い。 

この「三角シネマ館」の映画案内を片手に夏は映画三昧！ 
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「Gamer」R（SF、アクション、スリラー、ドラマ）9/4公開 

近い将来、ゲームの技術が人間の心をコントロールし始める。「殺人者」とい

うゲーム中に起きた殺人が、現実とゲームの区別がつかなくなり人々を襲う。 
 

「9」PG13（アクション、ドラマ、ファミリー、SF）9/9公開 

人類が滅んだ地球に残された中で命を得た「9」は、悪の機械たちが牛耳る地

球を守るために他の仲間「1～8」と共に立ち上がり、機械たちの正体を知る。 
 

「Extract」R（コメディ）9/4公開 

植物注出液Extractを作る工場オーナーが直面する問題は従業員のことから妻の

ことまで。そこへやってきた美人の臨時社員。弁護士役にベン・アフレック。 
 

「Sorority Row」R（ホラー、アクション）9/11公開 

女子学生クラブのちょっとしたおふざけが、とんでもないことに。誰もが口外

しないように死体を隠したが、卒業式の後、彼女たちを襲う別の恐怖が出現。 
 

「Cloudy With A Chance of Meatballs」NR（アニメ、コメディー）9/18 

曇り時々ミートボールなんてお天気あり？子供の頃ジュースの雤が降ったらい

いなと思っていたあなた、是非この映画を見るべきです。夢は捨てないでね。 
 

「Pandrum」R（アクションSF、ホラー、スリラー）9/18公開 

2人の飛行士が眠りから目覚めた時、頭はかなり混乱状態。宇宙空間に取り残

されたのは自分たちだけ? 皆は消えてしまった? あっ、別のものがそこにいる! 
 

「Love Happens」PG13（ドラマ、ロマンス）9/18公開 

妻を亡くしたエックハルトが書いた本がベストセラーになり教祖的存在に。だ

が一人の女性に会うことで自分は過去から立ち直っていなったことに気づく。 
 

「The Informant!」R（アクション、コメディー）9/18公開 

農作物を扱う巨大な会社が価格操作をしているらしいことを突き止めたFBIに

社内のマーク（マット・デイモン）が正義の味方になるべく内部情報を密告？ 
 

「Capitalism: Love Story」NR（ドキュメンタリー、社会）9/23公開 

マイケル・ムーア監督によるラブストーリーから資本主義危機の根底を見つめ

る作品。ダンサーのピエールは病気のため人生を考え直し姉を手伝うことに。 
 

「The Other Man」R（ドラマ）9/25公開 

ピーターは、妻のリサが自分の知らない男からメールを頻繁に受け取っている

ことを突き止める。男のことを調べ、娘の反対にも関わらずミラノへ向かう。 
 

シネマトークあれこれ 
 

映画を語る時に使われる言葉で「Chick Flick」というのは「女性が好

きそうな映画」という意味。昔の映画は質が悪く画面にポツポツとそ

ばかすのような点がたくさん見られたことから、映画は「Flick」と呼

ばれるようになりました。「Chick」とは女性のことです。 

どんな映画がChick Flickにあたるかというと、昨冬公開

したアン・ハサウェ主演の「Bride Wars」などがChick 

Flickの典型。男性が「あれは女の映画だから僕は見ない

よ」というような類のものです。この8月公開のメリル・

ストリープ主演「Julie & Julia」は単なるChick Flickと

はいえない男女ともに楽しめる映画のようです。 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

 
「Julie & Julia」PG13（ドラマ、コメディー）8/7公開 

メリル・ストリープとエイミー・アダムスが演じる実際にあった二つの物語。 

料理好きなアメリカ女性が仏料理に挑戦？カップルで見ても楽しいコメディ。 
 

「Bandslam」PG（コメディ）8/14公開 

新しい高校に転校してきたウィルはアウトサイダー的な女の子「SA5M」と友達

になりバンドを組んでコンテストに出場。中高生にお勧めのノリノリ音楽映画! 
 

「District9」R（SF、アクション）8/14公開 

28年前に地球に来た異星人を隔離するDistrict9は南アフリカにある。多国籍軍 

で働くWikus が異星人の作ったウィルスに感染。人間と異星人の緊張が高まる。 
 

「Ponyo」G（ファミリー、アニメ、アクション）8/14公開 

日本でヒットしたスタジオ・ジブリ宮崎駿作品「崖の上のポニョ」です。人間 

になりたい魚のポニョと5歳の宗助。壮大なスケールで純粋な心を描く感動作。 
 

「Time Traveler’s  Wife」PG13（ドラマ、ロマンス）8/14公開 

クレアが愛したのは先天的に時間を旅する運命にあるエリック。意思とは関係 

なく突然どこかへ消えてしまう夫を持ったクレアだが、自分の愛を貫き通す。 
 

「Inglourious Basterds」R（アクション、ドラマ）8/14公開 

タランティーの監督の戦争映画。ドイツ・ナチスに占領されたフランス。レイン

中尉（ブラッド・ピット）らアメリカ系ユダヤ人の活躍を描く。残虐な場面も。 
 

「Post Grad」PG13（コメディ）8/21公開 

ギルモアガールズのアレクシス・ブレデル演じる大学を卒業したばかりの女の子

の話。なかなか仕事も決まらず実家に戻ることに。社会人になるって大変だね。 
 

「Shorts」PG（ファミリー、コメディ、冒険、アニメ）8/21公開 

夏休みに家族で見に行くなら、大笑いできるこの映画がお勧め。ブラックボック

ス社で働く人たちばかりの妙な社会を変えるのは空から落ちてきた不思議な石。 
 

「Taking Woodstock」R（コメディ、ミュージカル）8/21公開 

今年はあのウッドストックから40年。本当の裏話の映画化。NYのインテリアデ

ザイナーの青年が両親の経営するモーテルを救おうとしたのが事の発端だった。 
 

「Halloween II」NR（ホラー、アクション、サスペンス）8/28公開 

夏の肝試しにピッタリの怖ーい映画。これで暑さが吹っ飛ぶかも。殺人、ゾン

ビ、忍び寄る影、次から次へと襲い来る恐怖の波に、あなたは耐えられますか。 
 

「The Final Destination」R（ホラー、アクション）8/28公開 

ファイナル・デスティネイションの4作目。事故を予測したりあるいは偶然に難

を逃れた人たちに、これでもかと襲いかかる恐怖。今回はサーキット場での話。 
 

「All About Steve」PG13（コメディ、ロマンス）9/4公開 

クロスワード作者のメアリーはお見合いしたカメラマンのスティーブにゾッコ

ン。彼の行く手を追っかけ回す。サンドラブロック主演の楽しいコメディー。 

暑さにうんざりして外にも出たくない時は映画館へ行って 

みては？子供向けも大人向けもティーン向けも、年齢や好 

みに合わせていろいろ選び放題。デートにももって来い。 

この「三角シネマ館」の映画案内を片手に夏は映画三昧！ 
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「Gamer」R（SF、アクション、スリラー、ドラマ）9/4公開 

近い将来、ゲームの技術が人間の心をコントロールし始める。「殺人者」とい

うゲーム中に起きた殺人が、現実とゲームの区別がつかなくなり人々を襲う。 
 

「9」PG13（アクション、ドラマ、ファミリー、SF）9/9公開 

人類が滅んだ地球に残された中で命を得た「9」は、悪の機械たちが牛耳る地

球を守るために他の仲間「1～8」と共に立ち上がり、機械たちの正体を知る。 
 

「Extract」R（コメディ）9/4公開 

植物注出液Extractを作る工場オーナーが直面する問題は従業員のことから妻の

ことまで。そこへやってきた美人の臨時社員。弁護士役にベン・アフレック。 
 

「Sorority Row」R（ホラー、アクション）9/11公開 

女子学生クラブのちょっとしたおふざけが、とんでもないことに。誰もが口外

しないように死体を隠したが、卒業式の後、彼女たちを襲う別の恐怖が出現。 
 

「Cloudy With A Chance of Meatballs」NR（アニメ、コメディー）9/18 

曇り時々ミートボールなんてお天気あり？子供の頃ジュースの雤が降ったらい

いなと思っていたあなた、是非この映画を見るべきです。夢は捨てないでね。 
 

「Pandrum」R（アクションSF、ホラー、スリラー）9/18公開 

2人の飛行士が眠りから目覚めた時、頭はかなり混乱状態。宇宙空間に取り残

されたのは自分たちだけ? 皆は消えてしまった? あっ、別のものがそこにいる! 
 

「Love Happens」PG13（ドラマ、ロマンス）9/18公開 

妻を亡くしたエックハルトが書いた本がベストセラーになり教祖的存在に。だ

が一人の女性に会うことで自分は過去から立ち直っていなったことに気づく。 
 

「The Informant!」R（アクション、コメディー）9/18公開 

農作物を扱う巨大な会社が価格操作をしているらしいことを突き止めたFBIに

社内のマーク（マット・デイモン）が正義の味方になるべく内部情報を密告？ 
 

「Capitalism: Love Story」NR（ドキュメンタリー、社会）9/23公開 

マイケル・ムーア監督によるラブストーリーから資本主義危機の根底を見つめ

る作品。ダンサーのピエールは病気のため人生を考え直し姉を手伝うことに。 
 

「The Other Man」R（ドラマ）9/25公開 

ピーターは、妻のリサが自分の知らない男からメールを頻繁に受け取っている

ことを突き止める。男のことを調べ、娘の反対にも関わらずミラノへ向かう。 
 

シネマトークあれこれ 
 

映画を語る時に使われる言葉で「Chick Flick」というのは「女性が好

きそうな映画」という意味。昔の映画は質が悪く画面にポツポツとそ

ばかすのような点がたくさん見られたことから、映画は「Flick」と呼

ばれるようになりました。「Chick」とは女性のことです。 

どんな映画がChick Flickにあたるかというと、昨冬公開

したアン・ハサウェ主演の「Bride Wars」などがChick 

Flickの典型。男性が「あれは女の映画だから僕は見ない

よ」というような類のものです。この8月公開のメリル・

ストリープ主演「Julie & Julia」は単なるChick Flickと

はいえない男女ともに楽しめる映画のようです。 
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ゴルフ愛好家にはちょっと厳しいノースカロライナの夏。

秋の訪れが待ち遠しいですね!今回は、初心者にお勧めの「Pine Burr golf 

course」をご紹介しましょう。 

Pine Burr Golf 

2500 US Hwy．401South  

Lillington, North Carolina 27546 

Tel 910-893-5788  
    

トライアングルから車で1時間ほど南下したLillington(リリントン)という田舎

町にあるこのゴルフ場は1967年にオープン、全18ホール、パー72、トータル

6537yard、Fairway grass はFescue*でどのホールもフェアウェイの幅が広

く、GreenはBermuda grass*からなり、とても美しく手入れされています。も

ちろんクラブハウスやスナックバー、練習用のパッティンググリーン、チッピ

ングエリアも兼ね備えていますが、残念ながらドライビングレンジはありませ

んのでご注意ください。 

このコースの特徴は、全ホールにバンカーが無く、非常に多くの木々、池やク

リークなどが巧みにゴルフゴースのデザインに取り入れられています。朝8時か

らのティータイムとなり、グリーン料金$12から、カート料金$10から(7月10日

現在)ととてもお手頃です。また、トワイライトやシニアの特別料金もあります

ので、直接電話でお確かめの上お出かけください。これからの季節、ドライブ

がてらに、ご家族でも女性だけのグループでも十分満喫できるゴルフ場なの

で、是非お勧めします。 
 

トライアングルエリアからは、Hwy55をHolly springs 方向へ南下し、US Hwy 

401South に乗り約1時間。（尚、このゴルフ場のホームページはありません）                                  

*フェスク…寒地型の西洋芝  

*バミューダグラス…暖地型の西洋芝 
 

（チャイナ：Morrisville在住、千葉県出身、フードサービス業） 

トライアングル de ゴルフ 

        チャペルヒル・ダーラム日本人会 

 
      チャペルヒル・ダーラム日本人会の掲示板が復活！ 
 

トライアングルエリアに関する有益な情報交換にお気軽ご利用ください。 

売ります・買います・譲ります・募集中・探しています・イベント告知 

治安情報・健康関連・法律ビザ関連・不動産情報 

お店のサービスの紹介・よろず相談・・・などなど 

各種情報交換に幅広くご利用が可能です。 

書き込みはチャペルヒル・ダーラム日本人会の会員に限定されています。 

投稿時に会員パスワードの入力が必要です。 

日本人会の会員になりたい方は下記までどうぞご連絡ください。 
 

ホームページ：http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/ 

入会申込連絡先：cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp  
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自分はトライアングル日本クラブの役員をしていた。毎年、秋にローリーで開

催されるインターナショナル・フェスティバルは、日本クラブが参加するイベ

ント中でもかなり大規模なものだ。日本クラブがブースを出す期間中、日本語

補習校生のボランティアの助けは必須だった。朝から晩まで仕事する子供を遠

くから見守る親、また好きな浴衣をまとい必死に仕事する生徒の光景が印象的

だ。カフェ・展示・茶道・和太鼓ステージなどフェスティバル期間中を飾る

ジャパンは、観客からも大好評だ。自分はそこでカフェの担当をした。 
  

補習校の生徒は、アメリカで容易に根を張り生活していると思われがちだが、

各々話を聞くと苦労話がいろいろある。学校での英語に苦労し、また心通う日

本人の友達を探すのも一苦労だという子が多数いて、誰もが味わう海外生活の

困難を彼らも経験している。そんな中、ボランティア期間中は補習校の友人に

再会できる場所であり、皆イキイキしている。そんな彼らを見ていると、時に

は手に負えないほどお喋りを始める場面もあったが、そこはあえて注意せず、

すべてを彼らに任せた。 
 

フェスティバル最終日、食べ物を完売するため、「全品

$1セール！」を敢行する。ご飯、照り焼きチキン、肉

じゃがなどをアレンジし、新メニューの「ミックス」と

して販売開始。またたく間に日本カフェブースの前に行

列ができ、ブースの裏方は大混乱。補習校のボランティ

ア達は、あーだこーだと言いながら必死に注文をこなし

た。後日、父母の方から連絡が入り、翌日子供が学校を

休んでしまったという。やり過ぎたと反省。しかし、大変だったのはサポート

役で入っていたお母さん達も同様だ。あるお母さんが「ほらミックス～！ミッ

クス～！注文入った～！どいてーどいてーキャ～～！」と言って

裏で突っ走っていたのを思い出す。その後の数日間は開催者側も

ボランティアも抜け殻状態だった。だが、ある意味で心が充たさ

れていた自分がいた。 
 

（都澤トミー：神奈川県出身、イギリス在住、元Durham在住、 

 トライアングル日本クラブ元役員） 

 

Japanese 

  

旨い寿司、天婦羅、刺身、照り焼き 

3417 Hillsborough St. 

Raleigh, NC 27608 

(919) 833-7768 

月～金 11:30am-2:00pm 

月～木 5:00pm-9:30pm 

金～土 5:00pm-10:30pm 

Lunch 

Dinner 

http://www.geocities.jp/cd_nihonjinkaijp/
mailto:cd_nihonjinkaijp@yahoo.co.jp
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アメリカ生活で思うこと・・・ 
        悲しい知らせが届いてきましたが 

 

ウォルマートで荷卸しをしているジョーイ君。会えば「アリガトウ」と覚えた

ての日本語で話す元気な彼ですが、今日は元気がありません。「従兄弟が拳銃

で撃たれて死んで、叔父も重傷なんだよね。」どうやら発砲事件に巻き込まれ

てひどい災難に出会った様子。。シカゴに住んでいる仲間のキルティダさんの

長男クリシュナ君は、２週間前に癌が発見されて手をほどこす間もなく死亡。

まだまだ手が離せないわずか４歳、彼女にかける言葉が見つからない。なんて

ことを考えながらネットを見ると「マイケル・ジャクソン死亡」追悼式がネッ

トでも生中継されてブルック・シールズの悲しそうな横顔が印象的でした。 

でも本当の悲しみの対象を人々は知りません。交通事故で失った愛車を嘆くの

は自然ですが、悲しみの真の対象は運転していた人。マイケル

に宿っていた魂はいったいどこへ行ってしまったでしょうか。

車は体、運転者は「私」です。「私」は絶え間なく続いていて

車が壊れたら買い換えるように体が壊れたら次の体を求める

のが自然の流れだと私は思います。人の一生の営みで、その

次の世での体が決定されるのだと考えてみたらいいと思いま

す。ただこの世を生きるだけで精一杯で、死んだ後のことなん

て考える余裕のないのが現実社会ですが、それでは希望はあり

ません。仕事を得るのに大学を卒業してから就職活動を始める

のは遅すぎるように、今、生きている間に「徳」を積

むことで来世、より良い会社に入社できるでしょう。

もし輪廻を信じられるなら、悲しみで迎える「死」を

微笑みで迎えることができると思います。あなたはど

う考えますか。 

（馬場裕：長崎県出身、放浪の末インドへ巡礼、得度。妻と3人の子供と共に 

 Hillsboroughに在住、 ブログはhttp://ameblo.jp/bvd/ ） 

(( 

 

♪ 

♪
 

Buy 1 Get 1 Free All Sushi Rolls 

 

 

  トライアングルエリアの弦楽器屋さん 
 

今回はトライアングルエリアの弦楽器屋さんをいくつかご紹介します。新学期

に向けて、学校でオーケストラなど始める方の参考になれば幸いです。 
 

John Montgomery, Inc. 

この辺りのバイオリンショップでは老舗です。 

Mr. Montgomeryはバイオリン製作が専門ですが、 

お店では弦楽器全般の修理、販売も行っています。 

Address : 509 Hillsborough Street, Raleigh, NC 27603 

Telephone : (919) 821-4459 

http://www.montgomeryviolins.com/ 
 

Pasewicz String Instrument, Inc. 

バイオリンと弓の修理が専門ですが、Mr. Pasewiczは特に弓の製作者として知

られていると思います。私の弓の毛の張替え、楽器のチューンアップはいつも

こちらにお願いしています。 

Address : 4911 Waters Edge Drive #200-A, Raleigh, NC 27606 

Telephone : (919) 858-0429 
 

Chapel Hill Violins 

こちらのショップでは修理、販売の他に楽器のレンタルもあります。 

Address : 120 Old Durham Road, Chapel Hill, NC 27517 

Telephone : (919) 968-8131 

http://chapelhillviolins.com/ 
 

その他楽譜や教本などはNorth Raleigh

のBURRAGE MUSIC COMPANY、また

はCaryにあるBurt Musicで。そこで手

に入らない楽譜があればShar Music

（ www.sharmusic.com） に電話をし

てみましょう 。弦楽器関連でしたらほ

とんどここで揃うはずです。 
 

ボーダー真樹子（Apex在住、東京都出

身、コーヒーショップ勤務） 

15 

～クラッシックな調べにのせて～ 

  15－501 レストランKURAMA 並び 

ターゲットのあるサウススクエア向かい 

オリエンタル スーパーマーケット 

日本の食品を豊富に取り揃えて 

皆様のお越しをお待ちしております 

3738 Chapel Hill Blvd.  
Durham, NC  

Phone: 919-489-5116 

http://www.montgomeryviolins.com/
http://chapelhillviolins.com/
http://www.sharmusic.com/
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   イエロー・スクワッシュの南部風 
 

今回は、南部の夏野菜料理をご紹介します。イエロー・スクワッシュは日本で

はあまり馴染みがありませんが、こちらでは手軽に手に入る黄色の長細い野菜

で、かぼちゃの仲間です。夏が旪のイエロー・スクワッシュはビタミンB1とC

そして繊維が豊富。あっさりした癖のない味でｆ夏バテにも効果ありです。 
 

材料  イエロー・スクワッシュ 3本 

    玉ねぎ（中） 半分 

    バター 40g 

    塩   小さじ2/3 

作り方 

１．スクワッシュは、1cmくらいの幅の輪切りにする。 

２．玉ねぎは、すじに垂直に5mmくらいにスライスする。 

３．鍋に、スクワッシュ、玉ねぎ、バター、塩、そして材料がひたひたになる

程度の水を入れ15分くらい煮込む。刻んだベーコンを入れてもいいかも。 

南部では煮崩れするまで煮込みますが、私個人は歯ごたえが残った方が好みで

す。ポークソテーやカントリーステーキのサイド・ディシュに最適です。 

                      （くるみ：Cary在住、主婦） 

ごちそうさま～ぁ！ 

  TRADER JOE’Sのパンナコッタ 

 

アメリカのスーパーに溢れる商品を見て「食べたことはな

いけれど、これっておいしいの？」」「アメリカの食品っ

てどうも…」と思ったことはありませんか？日本人の口に

も合うおいしいものを見つけようとトライアングルの主婦

が集まって「おいしいもの探偵団」を結成！ 

その第１弾として「これはよし！」とお眼鏡にかなったの

が、こちら「トレーダー・ジョーズのパンナコッ

タ」です。「甘くなくてさっぱりしていて日本人向

け。ジャムも甘さ控えめ。飾りが可愛い。途中解凍

でもシャリシャりして美味しい。大きさがちょうど

いい」そうです。あなたも試してみてはいかが？ 

おいしいもの探偵団 

Realty Triangle 
Yoko Yamagishi 

山岸 陽子 
Realtor/Broker/QSC 

不動産関係のご相談なら 

安心して私にお任せください。 

住宅売買、レンタル、投資・商業用物件 

豊富な経験と知識でお手伝いします。 

yokoyamagishi.com 
こちらのWeb掲示板にトライアングルの 

地域情報が満載です。どうぞご覧ください。 

801 Tinkerbell Rd.  
Chapel Hill, NC 27517 
Phone: (919) 215-4665 

yamagishiyoko@gmail.com 
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４．EB-3（雇用ベース第三カテゴリー）で永住権申請の手続きをしています。

労働証明申請（ETA9098）が許可され、さらに永住権の請願書（I-140）

が許可されました。このままアメリカ国内での永住権申請（Adjustment 

of Status）をすることができますか？ 
 

  a. はい、永住権申請に必要な手続きが終了しているため申請が可能です。 

    b. いいえ、永住権申請は永住権請願書（I-140）と同時でなければなりませ 

   ん。既にI-140を提出、手続きが終了しているので、申請はできません。 

    c. いいえ、これまでの手続きで、あなたは既に永住権保持者です。 

    d. いいえ、現在EB-3のカテゴリーの永住権は発行されていないので、申請 

   できません。 
 

  （答え：d）EB-3のカテゴリーに発行される永住権の数は毎年限られてお 

  り、申請資格を持つ人の数が発行数を上回るという実態です。移民局は労 

  働証明申請を提出した日を優先日（Priority Date）とし、その日付により 

  永住権を申請できる人を制限しています。本年度分の永住権は全て発行さ 

  れてしまったため、現在（2009年7月）移民局は永住権の申請を受け付け 

  ていません。移民局がどの優先日の申請を受け付けているかは、国務省 

  （Department of State）が発表するVisa Bulletinで確認できます。 
 

５．現在日本に居住していますが、アメリカ人婚約者と結婚のために渡米を予

定しています。またその後アメリカ国内で永住権の申請をしたいと思いま

すが、何のビザで入国することができますか？ 
 

  a. K-1ビザ 

    b. K-1あるいはB-2ビザ 

    c. ビザ免除プログラムを利用してのビザなし 

    d. アドバンスパロール 
 

    (答え： a）K-1ビザは一般的に婚約者ビザといわれるもので、結婚、永住 

  権申請を目的としたアメリカ入国のためにあります。永住権申請という移 

  民することを目的としていますので、非移民を目的としたB-2ビザ、ビザ免 

  除プログラムを利用することはできません。アドバンスパロールとは永住 

  権申請後に発行される渡航許可書となることから、該当しません。 

 

（グレッグ・アポGreg Apo：ハワイ出身、弁護士） 
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今回は移民法のクイズです。どのくらいわかるか挑戦してみてくださいね。 
 

１．永住権保持者が市民権申請をすることができるのはいつですか？ 
 

  a.  永住権保持者となって3ヶ月経過してから 

  b.  アメリカに5年間継続的に居住してから 

  c.  永住権保持者になって3年経過してから 

    d. 継続居住の条件を満たす90日前から 
 

    （答え：d）永住権保持者が市民権を申請できるのは、継続居住の条件を満 

  たす90日前からになります。一般の永住権保持者に要求されている継続居 

  住は5年ですが、アメリカ市民との結婚により永住権を取得し、その結婚が 

  継続している場合には、3年となります。 
 

２．企業は従業員を雇用する際に、就労可能であるかどうかの確認をする必要 

  がありますが、その対象となるのは、以下のどのグループになりますか？ 
 

  a. 言葉にアクセントがある場合 

  b. 非移民 

  c. 英語の会話能力が十分でない場合 

    d. 雇用者全員 
 

  （答え：d）企業は雇用の際、その従業員がアメリカ国内で合法的に就労で 

  きるかどうかの確認をしなければなりません。a,b,c,の回答をした場合、そ 

  の企業は法律違反があるとして、移民局からの調査対象となりえます。 
 

３．企業は雇用する従業員がアメリカ国内で合法的に就労できるかどうか、ど 

  のように確認すべきですか？ 
 

  a. 口頭質問により確認 

    b. 身分証明書、その他オリジナルの書類で確認 

        c. ソーシャルセキュリティカード、ドライバー・ 

   ライセンス、およびパスポートのコピーで確認 
 

  （答え：c）企業は各従業員に対し、身分証明および合法就労を証明するオ 

  リジナルの書類の提示を指示し、I-9と言われる雇用資格証明書に記名、サ 

  インをしてもらわなくてはなりません。I-9の書類には、身分証明および合 

  法就労を証明できる書類のリストが記載されており、従業員はそのいずれ 

  かの書類を提示することになります。 

法律相談‐ちょっと教えてください‐ 

Passport 
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Local Yogurt ローカルヨーグルト 

住所：2501 University Drive #8 Durham, NC 27707 

電話：919-489-5900 

http://www.localyogurt.com/ 
 

ヘルシーなフローズンヨーグルトのお店がダラムにオープン。ローカルヨーグル

トの「ローカル」は、地元産（Local）のものを使っていることとローカロリー

（Low-Cal）の二つの意味をひっかけています。 

ちょっとおやつに何か食べたい時、カフェタイムのリ

フレッシュに最適で、低脂肪でカロリー控えめという

のが嬉しい。新鮮なフルーツ、ナッツ、チョコレー

ト、キャンディーなどのトッピングで、自分だけのオ

リジナル・フローズンヨーグルトを作ってもらえま

す。使っているものはほとんどローカルのもの。地元

でとれたフルーツ（ブルーベリー、苺など）、地元で採取されたはちみつ、地元

で作られたチョコレートなど、ローカルなものがたくさん。スモールは$2.50 

ラージは$4.50。最初のトッピングは75セント、2つ目からは各25セントとお手

軽。新鮮なフルーツをいろいろトッピングしておいしくヘルシーに召し上がれ。 

こんなお店知ってた？ 

  料理のお助けアイデア コールスロー用キャベツ 
 

スーパーで売っている「コールスロー用のキャベツの千切り」

のパックは野菜炒めに打ってつけの便利商品。あらかじめ千切

りにしてあるので、そのままフライパンで炒めるだけで野菜炒

めになります。焼きそばに入れたりラーメンのトッピングにも。ニンジンが

尐々入っているものもありますが、他の野菜（ピーマン、もやし、シイタケ

等）を足すともっと豪華。ポークや鳥のササミを細切りにして一緒に炒めて塩

コショウするだけで一品完了。豆板醤かオイスターソースを

大さじ1杯入れ、片栗粉（ポテトスターチで代用）の水溶きを

最後に尐々入れれば本格中華に。火を通さずに塩もみしてサ

ラダ油尐々と一緒にジップロックに入れ、しばらく冷蔵庫に

置くだけで即席漬けの出来上がり。時間のない時に大助り。 
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今月はジャパンセンターの新しいDirector に就任されたJohn 

BaughさんにInterviewです。NC州立大学のエンジニアリングの

教授でもあるジョンさんは、ひとつひとつの言葉をゆっくりと

選びながらお話くださる物静かでとても落ち着いた方です。 
 

三角：ジャパンセンターのDirectorになられたきっかけは何ですか? 

John：7年前に良寛に出会ったことです。彼との出会いが、私の今までの人生全 

   てを変えました。仕事もパーソナルもです。 
 

三角：良寛のどこに引かれたのですか。 

John：彼の詩がすばらしいです。彼の詩は、簡素で率直で細やかです。そして、 

   私を暖かい気持ちにしてくれるのです。 
 

三角：良寛との出会いで、どのように変わったのですか。 

John：それまでの私は、ただ忙しく機械的に毎日を送っていました。そこには、 

   自分自身の心がありませんでした。しかし良寛との出会いによって、生活 

   や仕事の本質を心の目で見ることができるようになり、気持ちが楽になり 

   ました。 
 

三角：良寛の詩で一番好きなものは何でしょう。 

John：ぬすびとにとりのこされし窓の月 

 今日来ずばあすは散りなん梅の花  

  春さめは友を訪ぬるおもいあり 

 鉄鉢にあしたの米あり夕涼み 

 なべ磨く音にまぎるる雤蛙 

 わが宿へつれて行きたし蓮の鳥 

 宵闇や前栽はただ虫の声 

 初時雤名もなき山のおもしろき 

 火貰いに橋越えてゆく小夜しぐれ 

 さびしさや庵ならべし僧ふたり 
 

三角：日本人コミュニティーとどのようにして関わりを持っていきたいですか。 

John：ジャパンセンターを通してローカルクラブへの協力、交換留学生の受け入 

   れ、奨学金のサポート、またDuke、UNC、名古屋大学とのコラボなども 

   できたらいいと思っています。 
 

三角：日本人にはどのようにジャパンセンターと関わりを持ってほしいですか。 

John：ジャパンセンターにある新聞、文庫本、漫画、ビデオテープ、資料などを 

   自由にどんどん活用してもらいたいです。また家庭で不要になったそうい 

   った物などは、ドーネーションしてもらえたら助かります。かつ、建物も 

   いろいろな催し物に活用していただきたいです。 
 

三角：日本に旅行に行かれるそうですが、是非楽しんで来てください。そして、  

   旅のお話を聞かせてください。本日はありがとうございました。 
 

Japan Center：http://www.ncsu.edu/ncjapancenter/ 

NC State University  
Campus Box 8112  
Raleigh, NC 27695-8112  
919-515-3450 (phone)  919-515-3686 (fax)  
 

あなたにインタビュー 
健康道場入門 

 

アメリカで妊娠・出産を迎える （その２） 

 
前回の妊娠初期の話から飛んで、今回はお産の時の注意点についていくつか述

べたいと思います。 
 

まず、お産をどこでするかですが、アメリカでも日本でも医療の面では問題あ

りません。ただし、日本に帰国して里帰り分娩を希望している方は、日本にい

るご家族などにお願いして、お産ができる病院を早めに探し

てもらいましょう。現在日本ではお産を扱う病院が減ってき

ている上に、お産の数を制限している病院もあります。帰国

してからお産難民にならないように、あらかじめお産ができ

るか、妊娠何週までに帰国したほうがよいかなど確認してお

きましょう。 
 

飛行機の搭乗制限ですが、航空会社によって異なります。これもまた事前によ

く確認しておきましょう。妊娠36週以降に診断書を必要とするところや、妊娠

38週以降にお医者さんの同乗を必要とするところが多いですが、妊娠35週以降

の妊婦さんの搭乗を断るところもあります。本当は妊娠30週ごろまでに移動し

たほうがよいのですが、遅くとも妊娠33～34週からの妊婦健診はお産をする病

院で受けられるように移動してください。 
 

日本での里帰り分娩は一長一短といったところです。長所は言葉が通じる、入

院中のケアが手厚い、親に手伝ってもらいやすいなど。

短所は14時間以上飛行機に乗らなければならない、 

ご主人との別居生活が長くなるなどです。 

アメリカでは入院期間が日本に比べてとても短いです。

正常なお産で2日間、帝王切開でも4日間ぐらいです。

退院してすぐはお産の疲れもまだ取れていない時期な 

ので、できれば、どなたかお手伝いしてくれる人を頼 

んでおいたほうがよいと思います。 
 

以上簡単でしたが、いくつか気づいたことを挙げてみま

した。では、どうぞおだいじに。 
 

（井澤朊子：神奈川県出身、Chapel Hill在住、産婦人科医、UNC研究員） 
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  Tips !  

 

こんな言葉は要注意 

 
日本の学校にも米国の学校でも常識的にしていけないことは同じようにありま

す。しかし日本の学校では大した問題にならなくても米国の学校では大問題に

なることがしばしばあります。今回はそんな例を紹介しましょう。 
 

「殺してやる」 

冗談でよく“I will kill you”(殺してやる)という言葉を耳にすることがあるか

もしれません。大人が冗談で言うにはそれを聞いている大人たちも問題にしま

せんが、これを子供が学校で言うと問題になるケースが度々あります。この言

葉を教師が聞いた場合は、一忚校長に届け出なければいけない義務がありま

す。校長はこれを言った子供を呼んで事情を聞き、本当に殺したい気持ちが

あったのかを確認しなければなりません。もっと深刻で問題になるのは、この

言葉を書いた時です。メールなどで書いた場合、文

字として残るので重要な証拠となるからです。口で

言った場合は、本当に言ったとか言わなかったとか

水掛け論になりますが、文の場合は必ず後に残りま

す。もし自分の子供がその様なメールを受け取った

場合は学校に届けることをお勧めします。中学、高

校で、警官がいる場合には話し合いに警官が同席す

る場合もあります。 
 

「いじめられたらやり返せ」 

小学校低学年の男の子の場合、学校で尐し小競り合いになりちょっと肩のあた

りをどつかれたりすることがあるかもしれません。そんな時「いじめられたか

らやり返した」というのはアメリカ的解決方法ではありません。男の子だから

尐しぐらい学校でそんな小競り合いがあっても子供が育つ上で普通の過程だと

思うのは日本式です。それではやられた場合、どうしたらいいのでしょう。や

り返す前に、直ちに担任の教師に言うことです。教師に言いつけているみたい

ですが、これはアメリカの学校では一番の解決方法

です。やり返していたら、相手の子供は自分が先に

手を出したことは棚に上げて、相手からやられたこ

とだけを強調して先生に言いつけるからです。時に

はやり返した子供の方がもっと強く相手の子供を突

き飛ばしたりして最初に手をだした子供より怒られ

る場合があるので注意したほうがいいでしょう。 

 

担任教師に問題を打ち明けても解決がなされない場合には、早い時期に直接校

長に訴えるのが一番の解決策だと思います。でも本当は、担任教師にも校長に

も自分の子供の悩みを相談する必要もなく一年を無事に送れることが親にとっ

ては一番の安心ですね。 
 

（荒竹由紀：東京都出身、UNC日本語教師、 Chapel  Hill学校区専任通訳翻 

 訳者Chapel Hill在住） 
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"This is the song for U.S.A."  

"最後のアメリカの夢を"   

"俺達が同じ時をかけた証に sing for all" 

2009年6月28 日、Duke International House、 

ロック同好会のライブパーティー。 
 

ライブは多種多様の演奏・パフォーマンスに

よって展開。オープニングは、日本人にとって

馴染みの深い、"笑っていいとも"の主題歌でコ

ミカルにはじまり、続いて、ジュディアンドマリーのコピーバンドのパワフル

なロックナンバー、そして、90年代の懐かしいポップスなどを含んだ、オムニ

バス形式の演奏により前半終了。 

後半の部は、エヴァンゲリオンをはじめとする日本で人気のアニメソングを、 

アニメの登場人物の衣装と共に披露するアニメバンドで始まり、最後は80年代

の懐かしいチェッカーズのコピーバンドによるステージ、アンコール（ヤラ

セ？）の後、約3時間、動員数総勢60人のライブパーティー終了。 
 

恒例になっているこのようなライブパーティー、私にとって今回はロック同好

会での最後のステージとなる特別なものでした。 

私は約一年間同好会に在籍し、男性ヴォーカルとして貴重な経験をさせてもら

いました。毎週木曜の練習では、和気あいあいと時間を忘れて深夜遅くまで練

習したり、また時にはうまくノッて歌えない、声がでないとか悩んだりする時

もありしました。 

同好会のメンバーそれぞれに音楽の好みがあるので、今まで歌ったり演奏した

りしたことがない種類の曲を聴いたり、コピーに挑戦したことも同好会での活

動の良い思い出です。特に一番の思い出は、今回の送別会ライブのサブタイト

ルでもあり最後の曲となったチェッカーズの"Song for U.S.A."をこのアメリカ

で歌えたことです。この曲は私が小さい頃、何か嫌なことがあった時にギター

でよく弾き語りして歌っていたもので、いつかアメリカでこの曲を独りきりの

弾き語りでなく、音楽の楽しさを分かち合うメンバーと一緒に演奏したいと

思っていたものでした。それから約20年近くの時を経て、幼い頃のその夢をこ

こNCでロック同好会のメンバーと共に実現できたことがとても嬉しかったで

す。いつかまたアメリカで音楽をする機会があれば、その時は同じ時代を生き

ている証に、またこの曲、"Song for U.S.A."を心より届けたいと思います。       

                                                   Shinya Matsuzaki （松崎真也） 

RTP-Rock 同好会 ライブパーティー -- Song for U.S.A. --  
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  日本人ソフトボールチームTYPHOON  
 

日本人で構成されるTyphoonというソフトボールチームがRTPにあることをご存

知ですか？元はChapel Hill-Durham日本人会の野球部だったそうですが、その後

ソフトボールチームになったようです。2年前にアメリカのチームと公式戦で対

戦して以降、部員不足になり試合に出れなくなりましたが、今年は参加者も増

え、試合出場を目標に毎週土曜日に練習を積み重ねてきました。 
 

そして、ついに8月1日試合に出場することができたのです。USSSA（United 

States Specialty Sports Association）のNC支部主催のトーナメントで今年から

新設されたRecreation-Eというリーグでアメリカ人チームと3試合行いました。 
  

ソフトボールといってもスローピッチの種類のもので、遅い山なりのボールを

力いっぱい打ち、10人で守るというもの。当初から打撃戦になるだろうと予想

していましたが、予想にたがわず打球は外野の頭の上をどんどん越えて、 アメ

リカ人のパワーに圧倒されっぱなし。我チームも負けてはいられず随所にファ

インプレーでピンチをしのぎ頑張って打ったのですが、打力の差は大きく3試合

とも勝つことはできませんでした。 

試合会場のRaleigh Walnut Creekは外野

が芝生で整備されたソフトボール場が9面

もある立派なものでした。普段思いっき

り体を動かすことが尐ないため、試合

後、体のあちこち痛くなりましたが、と

ても楽しかったです。 

今メンバーは15人ほどで、RTPの企業、

UNC、Duke、NIEHS、NCUに在籍して

いる人たちです。昔、野球をしていた人もしていなかった人も、グラウンドで

ひとつのボールを追っかけて無邪気にはしゃいでいます。まずは１勝をめざし

て練習していこうと思っています。 
 

（連絡先：桑原康道 yasumichi_kuwahara@mded.unc.edu) 

三角村の仲間たち 



秋になる一歩手前の キャンピング 
 

夏休みの間、みなさんはどのような体験をされたでしょうか。 

楽しい思い出はたくさんできましたか？ 
 

夏終盤のノースキャロライナの見所として、アウターバンクの砂浜やブルーリッ

ジのスカイラインは外せない美しさです。みなさんも訪れたことがあるかもしれ

ませんが、多くの場合、ドライブしながらベッド&ブレックファーストやホテル

で過ごしたのでは？それはそれで楽しいのですが、今回は一歩進ん「キャンピン

グ」で楽しんではいかが？暑さがだんだんと引いてくる今はキャンプに最適。自

然と一体になって味わうアウトドアならではの特別な体験ができるでしょう。 
 

NCはキャンプ場の数も設備もとても充実しています。

キャンプ地は、シーズン中は予約が必要なところが多いで

すが、基本はファーストカム・ファーストサーブ。事前に

州立公園に連絡を入れて状況を聞くのがよいでしょう。費

用は1日15ドル位からです。もしキャンプ地に着いたのに

キャンプする場所がないような場合は、公園管理官に近く

で空いている所を紹介してもらうのが一番です。最悪の場

合は、プライベートのキャンピングサイトであるKOAを利用することで解決でき

ることもあります。これは1日30ドル程。どうしてもテントは困る、いやだとい

う方にはCABINもあります。1泊90ドル程ですが一戸建てなので落ち着けます。 
 

キャンプ地ではバーベキューコンロ、水、トイレは完備していま

す。シャワーはないところがありますので、長期滞在希望なら事前

に確認が必要。アルコールは原則持ち込み禁止、ペットはOK。夜

は門限にゲートが閉まるので、部外者は入って来られません。キャ

ンプ地によっては警察が巡回してくれることもあるので安心です。 

 

キャンプに最低必要なものは、テント、スリーピングバッグ、クッション等で

す。テント5人用はSam's Clubで80ドルぐらいで、スリーピングバッグは20°Fで

も可というもので35ドルぐらいであるようです。予算に余裕がある方はDick’sや

REIなどでしっかりしたもの購入することをお勧めします。クッションはポリウ

レタンのロールできるものでも良いのですが、雤の進入などといった最悪自体を

想定した場合、高さがあるほうが有利。エアークッション

を利用するのがお勧めですが、尐し柔らかいのが難点。そ

の他の装備ですが、揃えればキリがありません。ダンボー

ル箱に冷蔵庫にある食べ物、炭、調理・食事用の道具、防

寒着、懐中電灯などを入れれば出発完了です。マッチと雤

具の用意も忘れずに。 

さあ、それでは出発しましょう！ 
 

ノースカロライナ・ステイトパーク：http://www.nps.gov/state/nc/ 

KOAキャンプ情報：https://koa.com/ 

ノースカロライナParkway：http://www.nps.gov/archive/blri/ncmap.htm 

Blue Ridge Trail：http://www.blueridgeheritage.com/  

New River Canoe & Campground： http://www.canoeingthenew.com/ 

Doughton Park 336-372-8877 
Carolina Beach 910-458-8206  
Cedar Rock Campground 336-957-8643  
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見て見て！三角掲示板 Classified 

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・時間は相談忚、許状取得システム有、チャペルヒル 967-2725 小野 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

生徒募集：TKI(トライアングル剣道居合道)日本で剣道の経験のある人方、もう 

一度アメリカで楽しみませんか。もちろん初心者も大歓迎！剣道を通して思い

がけない発見や交流、楽しみを！連絡先 http://www.trianglekendoiaido.org/ 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

ソフトボール・メンバー募集：毎週土曜日に練習中です。リーグ戦でアメリカ

チームを撃破しましょう。桑原康通UNC yasumichi_kuwahara@med.unc.edu 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

英会話生徒募集：教授経験14年（日本で1年）デューク大学にてESL教師資格取

得。子供から大人まで大歓迎です。ヒュウ・ロバートソン 919-596-5750（日本

語でどうぞ）hyuugaku@yahoo.com （メールは英文でお願いいたします） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

相談受付：妊娠中の方、産後の母乳・育児で相談したい方、どうぞご連絡くだ 

さい。お役に立てると思います。jmwtaki@yahoo.co.jp 桑原多紀子（助産婦）  
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

人材急募：明るく働きやすい日本企業でHRポジションを急募中。詳しくは

nc@usremac.com または 919-215-4655 までお気軽にお問い合わせください。 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

登録者募集：あなたの力を活かしましょう！人材派遣のUSRemacでは、明るく

前向きな働く仲間を募集中です。nc@usremac.com または919-215-4655 まで 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
アパート：チャペルヒルのアパートをお探しですか?便利で好条件の物件があ

ります。Chapel Hill学校区内、Shopping Center近く、Community Centerや

Bus Lineもすぐ。919-4665、yamagishiyoko@gmail.comまで Reality Triangle 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

借家：Raleigh 一戸建て、5BR 4Bath Shopping Center/映画館近し Brier Creek 

ゴルフ会員権付 ペット可 919-215-4665 または yamagishiyoko@gmail.com 

第３回トライアングル婦人会へのお誘い 

9月18日（金）11時半より、第3回トライアングル婦人会を開きます。 

カジュアルな雰囲気の中で気楽におしゃべりする楽しい場です。 

今回はケータリングのランチをする予定ですので手ぶらでどうぞ。 

テーマは前回の薬膳のことに加え、スペシャルゲストがあるかもしれ

ません。一軒家を借りるので、子連れのママさんも安心してお越しい

ただけます。女性ならどなたでも参加可。皆様の参加をお待ちしてい

ます。参加ご希望の方、又詳細については下記までご連絡ください。 

yaratake@email.unc.com(荒竹) yamagishiyoko@gmail.com(山岸) 

 「見て見て！三角掲示板」では、皆さまからの「売ります・買います・教えます・教

えてください・譲ります・探しています・募集中・イベントのお知らせ」などの情報

を掲載いたします。料金は２行で５ドル、１行増えるごとに５ドル追加です。 

トライアングル地区の日本人に効果的にアピールできます。どうぞご活用ください。 

E-mailでsankakuyokochou@gmail.comまでご連絡お待ちしています。 

http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=jmwtaki@yahoo.co.jp
http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Yaratake@email.unc.com
http://us.mc1107.mail.yahoo.com/mc/compose?to=YamagishiYoko@gmail.com
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 ８月９月のトライアングルのイベント・スケジュール 

略式記号の表示が以下のように変わりました。 

㋖子供用イベント ㋙コンサート ㋯ミュージカル ㋕カルチャーイベント  

㋫フード・ドリンクイベント   DPACはDurham Performing Arts Centerの略 

8/5水 ㋙Maxwell DPAC 

8/8土 ㋕Raleigh101(Raleighの歴史） Raleigh City Museum 

8/8土 ㋖Drawing For Kids Ackland Art Museum CH 

8/9日 ㋙String Jazz w/Pizazz Southern Village 

8/12水 ㋖Kids in the Kitchen（Ice cream) Southern Season 

8/13木 ㋛Sordid Comedy Affair Carolina Theater 

8/15土 ㋕Chocolate Tour 3pm NC Museum of Science 

815土 ㋕A Closer Look: Mountain Life NC Museum of History 

8/15土 ㋖Story Time: Where's Leon Kidzu Children's Museum 

8/15土 ㋖Soundscape Adventure Kidzu Children's Museum 

8/19水 ㋖Curious Oceanｓ Critters Kidzu Children's Museum 

8/21金 ㋙NCUS Friday Fest 2009 NCUS 

8/23日 ㋙Crue Fest 2 Time Warner Cable Pavilion 

8/23日 ㋖Family Fun Tour Ackland Art Museum CH 

8/25火 ㋙Brian Regan DPAC 

8/29土 ㋖CoolKidz Expo Raleigh Convention Center 

8/29土 ㋙Soul Music Festival 2009 Time Warner Cable Pavilion 

8/30日 ㋙Celebrate the End of Summer Southern Village 

9/2水 ㋙Jamie Foxx DPAC 

9/6日 ㋙Grateful Dead Tribute Band Southern Village 

9/11金 Annual NC RV Show & Sale Greensboro Coliseum 

9/12土 ㋖Drawing For Kids Ackland Art Museum CH 

9/13日 ㋙Annual Russian Baby Benefit Southern Village 

9/15火 ㋛Cirque Dreams Illumination DPAC（～8/20) 

9/16水 ㋙NC Symphony Meymandi Concert Hall 

9/17木 ㋙Guitars & Saxes（Jazz) Carolina Theater 

9/17木 ㋙Yas (Rap Music) Memorial Hall CH 

9/18金 ㋙Yo La Tengo (Rock) Carolina Theater 

9/18金 ㋙NC Symphony Meymandi Concert Hall 

9/19土 ㋯I Love a Piano Carolina Theater 

9/19土 ㋙They Might Be Giants NC Museum of Art 

9/20日 ㋙Brad Linds Jazz Ensemble Hill Hall, UNC 

9/20日 ㋙Carolina Wind Quintet Hill Hall, UNC 

9/22火 ㋙Sonny Rollins Concert Memorial Hall CH 

9/24木 ㋙NC Symphony: Life & Death Memorial Hall CH 

9/24木 ㋙Kenny Loggins Concert DPAC 

9/25金 ㋙Music on the Hill Hill Hall, UNC 

9/26土 ㋙An Evening Song Hill Hall, UNC 

9/26日 Plant Sale 9am-2pm  Doris Duke Center, Duke Garden 

9/28月 ㋙Composer Concert UNC 

10/1木 ㋙UNC Jazz Band Hill Hall, UNC 

10/2金 ㋕㋫㋛Internationalｌ Festival Raleigh Convention Center 

10/3土 ㋫World Beer Festival Durham Athletic Park 

10/3土 ㋙U2 360°Tour Carter-Finley Stadium 
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Nippon Club of the Triangle 
トライアングル日本クラブだより 

 

「夏祭り・盆踊りの夕べ」 
 

7月11日（土）ジャパンセンターの裏庭

で、恒例の「夏祭り・盆踊りの夕べ」が

盛大に開催されました。今年で4年目にな

ります。それこそ手作りの盆踊り大会で

すが、年々参加者の数も増え、今年は700

名を数えました。ゆかた姿やじんべい姿

のご家族も多く、芝生の上は花が咲いた

ようにきれいでした。 
 

プログラムは、まずミュージック・ショーでふたを開けました。チャペルヒ

ル・ダーラム日本人会ロック同好会有志による「見上げてごらん夜の星を」

「星影のワルツ」という懐メロ演奏に始まり、婦人部コーラス隊の「笹の葉さ

らさら」、グリーンホープ高校在学中の秋山拳君のエレクトーン演奏「星に願

いを」と星にまつわる曲が続いたのも、実はこの夏祭り、「七夕」も一緒に

祝ってしまおうという欲張った企画のためでした。もちろん会場の竹には思い

思いの願い事を書いた色とりどりの短冊もいっぱい。 
 

RTP剣道居合道クラブの試技やトライアングル太鼓と

障害者グループとの合同和太鼓演奏などを挟んで、こ

の夏祭りの目玉である「盆踊り」が始まり、中央の紅

白幕のやぐらの周りに大きな輪ができました。曲目は

恒例の「炭坑節」「東京音頭」に、今年はうちわを

使った「つばき音頭」が加わりました。ラーレイ在住

のカルカグノ貞子さんのリードのもと、最初はオズオ

ズと踊り始めたメリカ人の初心者も、終りの方ではな

かなかの手さばきを見せてくれるようになりました。

小さなお子さんの一団が、ゆかた姿で踊っているとき

はカメラの放列ができていました。 
 

そして「夏祭り」で欠かせないのが屋台ブース。すべてボランティアで準備運

営されました。焼きそば、焼き鳥、牛丼、おむすび、それに加えて焼きとうも

ろこし、かき氷、懐かしのラムネまで揃っているのですから本格的です。 

「孫に焼き鳥を買ってきてくれと何度か頼んだが、その度に途中で食べてしま

い、結局自分でまた買いに行かなければならなかった」「アメリカ各地で何度

か盆踊りに参加したけれど、これだけおいしい屋台は初めて」など賞賛の声も

いただきました。「もちろんです、我々の屋台料理には心がこもっていますか

ら」が答えです。 
 

この日は、夕方4時半から閉会の8時まで、日米の参加者皆それぞれが日本文化

を満喫できたイベントでした。ある日本人が帰りに「日本での盆踊りよりずっ

と日本的だった」と言っていたのが、その日を物語っているようでした。 
 

（写真提供：Bobby Koo） 



!!Hot News!! 
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「NCセントラル大学 In ニューポート 

  JAZZ 名演奏」 密着取材！ 
8月9日、ダラムにあるノースカロライナ・セ

ントラル大学（NCCU）ジャズ・アンサンブ

ルが、ジャズ界で最も伝統のあるニューポー

ト・ジャズ・フェスティバルで公演。三角横

丁がその様子を密着取材してきました。 

ノースカロライナ・セントラル大学（NCCU)

は、アメリカで最初に作られた黒人のためのリベラルアーツの公立大学として

有名です。現在は人種に関係なく入学でき、特にジャズ科は定評があり、全米

から優秀な生徒が集まります。 
 

ジョージ・ウェインが創設したニューポート・ジャズフェスティバルは、今年

で55年目を迎え、毎回ジャズ界の大物たちが演奏するジャズ界きっての祭典。

過去に、マイルス・デイビス、デューク・エリントン、ジョン・コルトレー

ン、カウント・ベイシー、レイ・チャールズらが伝説的なコンサートをしてき

ました。そんな特別な場に、学生バンドとして初めてNCCUのジャズ・アンサン

ブルが出演。これは画期的なことです。NCCUでジャズを教えているサックス奏

者ブランフォード・マルサリスがこのジャズ・フェスティバルで演奏を行うこ

とになり、NCCUジャズ・アンサンブル出演の橋渡しをしたようです。 
 

演奏は午前と午後。午前はNCCUジャズコンボ3名とJoey Calderazzo（ピアノ）

のしっとりした演奏。午後はブランフォード・マルサリスとNCCUビッグバンド

の共演から始まり、弾けるような若さみなぎるノリノリの演奏。会場は座りき

れない観客で溢れ、その音楽を聞こうと会場の外にも100人位の人垣ができ、聞

いている皆がスイングして熱く盛り上がりました。 
 

NCCUのジャズ科の主任であり、今回のジャズ・アンサンブ

ルを引率・指揮したIra Wiggins先生は「22名の学生を連れて

きました。今は夏休みですが2週間前から今日のための練習

を始めました。みんな素晴らしい機会に燃えています。」と

語ってくれました。 

トランペットのJonah Vincent君は今年NCCUを卒業し秋から大

学院で更に演奏に磨きをかける。「このジャズ・アンサンブル

に入るためにはオーディションが毎年あり人数が決められてい

るのでみんな必死です。中学からトランペットを始めました

が、将来はもちろんすごい演奏家が目標。NCCUのジャズ科はレ

ベルが高くスタッフも素晴らしい。ここに来て本当によかっ

た。今日はすごい人で興奮しています」と語ってくれました。 
 

彼らの演奏に、うるさいジャズファンたちからも感激の拍手が鳴りやまず、

ジャズの奇才卵集団ここにあり!と実力を見せつけました。NCトライアングルに

ある大学はスポーツ（特にバスケットボール）の強さで全米でトップレベルで

すが、NCCUはジャズ音楽で全米でトップレベル。これでNCトライアングルは

スポーツ・音楽・医学・経済などあらゆる面で才能溢れる大学が集まっている

特筆すべき場所だということが証明されたようです。 
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耳より情報! from our sponsors 
 

★和食レストラン飛鳥Asukaでは、「寿司ロール：どれでも１つ頼めばもう１つサービ

ス」を実施中です。おなかいっぱいお寿司が食べられるチャンスを逃す手はない！ 

★和食レストラン鞍馬Kuramaでは、Dinner For 2とTuna Carpaccioがお勧め！ 

★Jump’n Java Caféでは、本格的なおいしい韓国のビビンバを始めました。ビビンバ 

 は単品で$7.95、ホット&サワースープ付は$9.57です。ランチに是非ご利用ください。  

★カイロプラクティックのOsborneオズボーンでは、鍼（はり）治療も実施中です。 

★Family Hearing Careでは「聞こえ」「耳鳴り」など耳に関する相談を受付中です！ 

*「三角横丁」への広告の掲載、又この情報誌に関するお問い合わせは、三角横丁編集部 

 sankakuyokochou@gmail.com までEメールでお願いします。  

*「三角横丁」に記載の内容は、最新・事実であるよう努力しておりますが、事実と異な 

 る場合は、事実を優先し、記載の団体、お店等に関してのお問い合わせは、直接その 

 団体・お店等にお願いします。 

*「三角横丁」の内容、記事の一部あるいは全部の無断転載、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」2009年8月 第9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  

  発行人：山岸陽子、編集責任者：オーガスティン秀子     

  801 Tinkerbell Rd. Chapel Hill, NC 27517 E-mail: sankakuyokochou@gmail.com 

 

お勧めイベント「Sweet Honey In The Rock」デュークガーデン75周年記念イベント 
8/30 4pm 無料野外コンサート 芝生の上でピニック気分！誰もが楽しめるコンサート。 

友達と、夫婦で、子供連れで。ホワイトハウスでも歌った女性アカペラグループ。食べ物

や飲み物、ビールなどの持ち込みOK。http://dukeperformances.duke.edu/node/5 



題字版画：たくわんⒸ 

NCトライアングル地域情報誌 

2009年8月（第9号） 太陽が眩しいねの巻  

三角横丁編集部発行 

E-mail: sankakuyokochou@gmail.com 

 2009年8月 第9号 目次 

ホットニュース……………………２ 

日本クラブだより…………………３ 

秋になる一歩手前のキャンプ……４ 

三角村の仲間たち…………………５ 

学校お助けTIPS……………………６ 

健康道場入門………………………８ 

法律相談……………………………９ 

アメリカ生活で思うこと………１０ 

僕流オーマイサバイバル………１１ 

三角シネマ館……………………１２ 

トライアングルdeゴルフ………１４ 

クラッシックな調べにのせて…１５ 

ごちそうさま～！………………１６ 

こんなお店知ってた？…………１７ 

あなたにインタビュー…………１８ 

RTPロック同好会ライブ………１９ 

ハイスクール日記………………２０ 

見て見て掲示板…………………２１ 

イベントスケジュール…………２２ 

夏の暑い盛りに太陽をしっかり見つめる花、ひまわり。真っ黄色の原色の花弁

がなんとも元気で眩しいですね。スクッと背の高いひまわりを見ると「ああ、

夏だなあ！」とまるで梅干を見た時に唾液が出るように額から汗が流れてくる

気がするから不思議です。 

黄色は三原色といわれる「赤・青・黄」のひとつで、この三つの色からいろい

ろな色が生まれます。赤と黄色を混ぜるとオレンジ色、黄色と青だと緑です。 

さて、日本の子供たちが描く絵では、太陽の色はたいてい赤ですね。「真っ赤

な太陽」なんて歌の歌詞にも出てくるくらいですから、日本人は太陽は赤いと

思っているようです。ところが、アメリカ人の子供たちが描く絵を見てみる

と、太陽は黄色です。あれ？本当はどちらが正しいのでしょう。昼間見る太陽

は確かに黄色に近いかもしれません。でも夕方沈む太陽は赤に限りなく近いオ

レンジ色。日本人は夕焼けが大好きだから、太陽が赤なのかもしれませんね。 
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