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Hot News!! 

       UGGブーツ、メンテナンスサービスを開始 

冬に入ったことを実感するのは街中あちらこちらでUGGの

ブーツを見かけるようになった時かもしれません。UGGブー

ツは、1970年代よりオーストラリアでサーファーがサーフィン

で冷えた足を温めるために開発されたブーツですが、1980

年代よりアメリカでもセレブを中心に流行し、今ではアメリカ

はもちろんのこと、日本や世界140カ国以上で愛用される冬

のブーツの代名詞です。そのUGGが企業責任の一環としてサスティナビリティ活動に取り

組んでおり。その一部として、新たにメンテナンスサービスを開始しました。靴修理会社の

NuShoeをパートナーとして立ち上げたプロジェクトでは値段別に３つのサービスを提供し

ています。＄８０のフルサービスにはスチームクリーニングと靴底やビンディングの新調

が含まれます。その他、お手頃な＄60（スチームクリーニングと靴底の新調）また＄４０(ク

リーニングのみ）のサービスも利用可能です。良いものを買って、お手入れをしながら大

事にする、我々個人もサスティナビリティの責任を身近なことから始められるようになりま

した。  

 

            Tiny Houseのトレンドを追う 

2010年代より頻繁に聞くようになったTiny house

(狭小住宅）という言葉ですが、リモートワークの

拡大などリビングスタイルのチョイスが増えたこと

で若い世代への浸透はもちろんですが、リタイア

後 の 住 処 と し て も 注 目 さ れ て い ま す 。

ComfyLiving.netによるとTinｙ houseのアイデア自

体は1000年代からあったとされ、モンゴルの遊牧

民のゲルなどに反映していると言われています。

最近では、物を持たないコンセプトが流行するにつれ、Tiny houseの需要も増え、経済不

況の影響を受け、2008年頃より飛躍的にセールスが伸びています。2017年にはそのセー

ルスが前年より67％増加し人気がデータにおいても顕著となりました。平均住宅面積は

100から400スクエアフィートで、ミレニアム世代の６割以上が将来の住処としてTiny house

を考えていると言われています。リタイアを迎えた世代にも人気です。Simple Lifeのサイト

（https://www.simple-life.co/ )ではアッシュビルから南に約40分のフラットロックにある極

小住宅施設コミュニティが紹介されています。もちろん、土地を買ってそこに自分でDIYで

家を作り上げていることでコストを押さえることが可能です。使用する材料にもよります

が、平均して$12,000 and $35,000でTiny Houseを作ることができるようです。simpleLifeで

紹介された先のコミュニティでは、デザインもカスタマイズし、お任せしておけば理想の

Tiny Houseが手に入るという魅力的なサービスが提供されています。興味がある方は一

見の価値ありです。 

about:blank
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/藤岡純子（教師） 群馬県出身 Chapel Hill在住 

日本語を育てていますか？ 
  

  
 

みなさんのご家庭では、おうちで使う言葉について方針のようなものがありますか。 

 

ご家庭によってそれぞれだとは思いますが、ご両親の母語が違う場合、おのおの異なる

言語を使う一親一言語方式が最も多く使われているようです。ご両親の母語が同じ場合

には、地域の言語と異なる言語を家庭で使う方法、つまりおうちでは日本語、学校などお

うち以外では英語のようにコードスイッチをしながら、または二言語を混ぜながら使う方法

をお使いかもしれません。更に多くの言語が家庭にあるおうちなら、二つ以上の言語を順

に導入しているかもしれませんね。また、成り行きに任せるというご家庭もあります。何が

その決定の背後にあるのでしょうか。 

 

家庭内の言葉の方針を決めるプロセスは、「家庭を取り巻く言語方針の影響を受けなが

ら、家庭内で子供の主体性が働く実際の言語使用と大人が決めた家庭における言語使

用とがせめぎ合う過程」だと大阪大学の横井幸子先生は言っています。 

 

「家庭を取り巻く言語方針」の最も大きなものは、お住まいの国や地域が言葉の教育をど

のように捉えているかを示す言語政策になるでしょう。カナダやオーストラリア、スイスの

ように、移民の言葉を支援する方針を取っている場合、人々が母語や母文化に価値や誇

りを感じやすいため、家庭内外でその言葉を使うことが自然になりやすいようです。 

 

一方で、居住地域で主に話される言語を学び、その文化社会になじむことが何より大事と

いう方針を取っている地域にお住まいの場合はどうでしょうか。居住地域で重視されてい

ないと感じる言語を家庭内で使うことに積極的になれず、むしろ、学校言語の習得の邪魔

になっているのでは？と不安に思ってしまうご家庭が出てくるのも無理はないかもしれま

せん。 

 

それぐらい、家庭内の方針には、お住まいの国や地域の政策が強く影響しています。どこ

に住むかで、私たち親側の日本語の捉え方も大きく変わってしまうと考えると大変大きな

ことですね。 

 

そんな中、アメリカで最近大きな動きが見られます。前々回ご紹介したSeal of Biliteracy、

つまり高校卒業時までに培った2つ以上のリテラシーも含む言語能力に対して与えられる

認定書の普及に連邦政府が支援を始めるかもしれません。既に下院では承認されたの

で、もし上院でも承認されれば法律として成立します。(詳細は： https://

www.languagepolicy.org/post/house-authorizes-the-best-act-the-senate-is-the-next-

stop) 英語以外の言語が家庭内にある私たちのような家庭で複数の言語を維持しやすく

なることは間違いないでしょう。 

 

移民側が英語を習得することを長く重視してきたアメリカで、マイノリティ言語の育成に目

を向け始めたのは画期的ですね。バイリンガル、バイリテラシー能力は「英語に問題があ

る」のではなく「英語に加えてそれ以外の言葉もできる」こととアメリカ側が認識するように

なれば、子供達の日本語維持もずっと楽になるはずです。家庭内の言葉の方針について

も考えてみる良い機会かもしれません。 

about:blank
about:blank
about:blank
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今年の春号より、ファイナンシャルリテラシーというトピックで私たちが開催しているワーク

ショップの一部をご紹介する特集を組ませて頂いておりましたが、本日が最終章となりま

した。ファイナンシャルリテラシーとは、お金の正しい知識と情報を持ち、お金を上手に

「使い、守り、増やす」という事の総称です。皆さんは、貯蓄の効率を上げる為に何か対

策はされておりますか。まず、貯蓄をする上で味方に付けたいのは時間です。例えば、こ

のAさんとBさんを見てみましょう。二人とも毎年年間$2,500を5%の利息が付く商品に25年

間入れるとします。つまり、二人とも元本は$62,500(=$2,500 x 25年)です。 

ただ、Aさんは30歳で貯蓄を始めた一方、Bさんは40歳で始めたという10年の時間の差が

あります。元本は同額($62,500)なのに対して、10年遅れをとったBさんは、Aさんと比較す

ると65歳時点で複利で増えた資金に$78,000以上の差が出てきてしまいます。つまり、早

く貯蓄を始めた方が時間と複利の力を利用して資金が大きく膨らむという事です。複利

と”72の法則”に関しては、2021年夏号でご紹介しておりますので、ご参考にしてみて下さ

い。アメリカには所得税の課税方法が大きく分けて3種類あります。 

TAX NowのMutual Fundは、投資会社を利用し投資した資金のプールです。投資信託

は、同群のStock(株)やBond(債券)を購入するより、リスクを分散、軽減できる可能性が

あります。このカテゴリーでは、元本資金に対しても運用益にも、両方に所得税が発生し

ます。TAX Laterのカテゴリーは、今所得税を払わずに繰り越し、将来実際に現金化する

老後に、その時代の所得税率を払うという特徴を持っています。TAX Advantageは、元本

資金だけに所得税が取られるだけで、その元本で増えた運用益には、いくら資産が増え

ようとも所得税が掛からないという耳を疑うような大きなベネフィットのある商品群です。こ

の商品群には、主に個人年金制度であるRoth IRA、生命保険という枠組みの中で増える

Cash Value、そしてお子さんの学資を貯める529 College口座に分類されます。お子さん

の学費に、今後どのくらいの費用が掛かるか想像できますでしょうか。 

 貯蓄効率を上げるコツと税金対策、 投資信託や株式投資の基本、 

                  そして介護保険 

    ＊Estimated costs based on data from NCES.gov with a historical 5% increase every year 
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学費は毎年5%程度増加傾向にあります。例えば、お子さんの$100,000の学費を貯めるの

にこれから18年あったとして、インフレ3%を加味するとすると、今から月々いくらを貯めた

ら良いかと言うと、 

 

<利率別/月額必要な貯蓄額> 

年利2%: $1,013.09  年利5%: $771.09  年利8%: $579.23 

 

529 College口座で貯めた資金を早く引き出したり、学校関

連以外の目的で引き出すと10%のPenaltyが掛かるので、そ

の点は注意が必要です。また、FAFSAというFinancial Aidを

申請する際には、この口座で貯めていた資金は資産として

申告をする必要が出てきます。無償の奨学金を貰えるよう

に対策をされたい方は、生命保険という枠組みの中で増え

るCash Valueで資金を増やす事も1つの手です。お子さんの

学費や老後の資金の為の目標値を設定すると、いくら今か

ら貯蓄をしなければいけないか数値化することが出来ま

す。”10/20の法則” があるように、アメリカのガイドラインとして、今の年収の10倍の生命

保険、20倍の老後資金が必要とされていますので、皆さん逆算をされてみてください。上

記で説明した時間を味方に付けて、所得税の課税方法を正しく理解し、早くから貯蓄を始

めれば、少ない資金でも着実に膨らます事が可能です。 

 

最後に、介護保険に関する最新のニュースをお伝えしたいと思います。来年1月より、ワ

シントン州では、メディケイド(低所得者向けの医療保険制度) の財政逼迫を改善するた

めに、公的介護保険制度が始まります。州内に居住する給与所得者に、一律給与の

0.58%(税率引き上げ検討中)の税金を課して、この公的介護保険制度を取り入れていくと

いうものです。ワシントン州が先駆けとなりますが、これから他の州にも展開される事が

予想されています。ただこの介護保険の税金を払っていたとしても、一定期間ワシントン

州から離れていたら無効となることや、インフレは加味されるものの給付額は$100/1日、

生涯で$36,500の上限、海外では使えない等、あまり条件の良い補償内容には見えませ

ん。また、駐在員もW-2で所得を得ている限り、この税金を払わなければなりません。今

現在のNursing Home(Semi-Private Room)の料金は$209/1日掛かり、平均約3年は使っ

ているというデータが出ています。つまり、生涯$228K程度の介護費用が掛かる可能性

があるという計算です。朗報は、民間の介護保険を購入されていれば、この介護保険向

けの税金は免除されます。(2021年10月中に申請がお勧め)アメリカでは、生命保険の特

約として介護保険をかなり格安で付ける事が可能ですので、この機会に税金対策を兼ね

て、プランをご検討される事をお勧めします。 

 

私達は、基本的な「お金の知識」が学べる、無料日本語ファイナンシャルワークショップ

を、毎週開催しています。登録制でもありませんし、何かを購入する為のセールスセミ

ナーでもありません、御自宅からズームでお気軽に御参加して学んで頂ける、無料セミ

ナーです。ワークショップや本日の記事の内容にご興味のある方、又、お持ちの生命保

険や、介護保険の選び方、ファイナンス全般的な事等に関してご質問がある方など、是

非お気軽にご連絡ください。 

 

             お問い合わせ先 Steadyretire@gmail.com  (京橋、または、堤まで) 

about:blank
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  -第20回NC州高校生日本語スピーチコンテスト- 
 

クオ・グアナビアさんは日本のアニメとK-POPが大好きな生徒です。中国にい

たころから文章を書くことが大好きで、作文コンテストでも素晴らしい作文を書

いています。日本語１の時からとてもよく日本語ができ、ご自宅ではお父様も日本語を話

すとのことで、できるだけ日本語で話す努力をしているそうです。クラスではとても静かな

学生ですが、日本語２の時には日本語１のクラスに来て後輩を手伝ってくれました。 

************************************************************************* 

初めまして、クオ．グアナビアです。スピーチのタイトルは「アニメは子供だけのものでは

ありません」です。 

 

「アニメーション」という時に、皆さんは何を考えますか。おそらくほとんどディズニーのこと

です。しかし、時代の変化とともに、ますます多くの人たちの頭に浮かんだ最初の言葉は

「日本のアニメ」です。実際、「アニメ」という言葉は、欧米の人々が考える「日本のアニメ」

ではありません。日本人にとって、アニメはただの動画です、可動式であれば「アニメ」と

も言えます。 しかし、今日のテーマは広義の「アニメ」ではなく、日本の「アニメ」です。 

 

多くの大人、そしてティーンエイジャーも、最初にアニメを見るとき、「それは子供が見るも

の」と思います。「アニメが幼稚過ぎる」と思うので、見ることを止めた人もたくさんいます。

でも、私はそうではないと思います。確かに、一部のアニメは子供たちが見るものです

が、その以上にはまったく新しい世界があります。「進撃の巨人」、「ひぐらしのなく頃に」、

「伊藤潤二『コレクション』」、これらは子供たちに見せるべきではないと思います。今年か

ら父と一緒に「進撃の巨人」を見始めましたが、「これは子供たちに見せない方がいいで

しょ？」と何度も言われました。その「こどもに見せないほうがいい」という話しはよく聞くア

ニメについての話とはかなり違うと思って、私は笑いました。実際、それらの人々がアニメ

にチャンスを与える限り、私たちが話したり説明したりする必要はありません。アニメはそ

れ自体を証明します。 

 

では「子供向けアニメ」というのは意味がないのでしょうか。そうではありません。子供向

けアニメの多くの目的は「子供たちにいい人になる方法を教えること」です。これらのアニ

メは子供たちに多くの真実を伝えます。大人さえも完全に理解されないこともあります。

私は「ドラえもん」と「クレヨンしんちゃん」を見て育っていました。映画館に「STAND BY 

ME ドラえもん」を観に行ったとき、映画が終わって、子供たちはみんな喜んで映画館を

出ていきましたが、多くの大人たちが涙を流した事をよく覚えています。その涙の原因は

すべて「懐かしさ」なんですか。自分の子供時代を思い出させたからですか。はい、しかし

それは全ての理由ではありません。現代のアニメーションの利点の1つは、大人と子供が

アニメーションで異なるものを見ることができることです。たとえそれが一曲の音楽であっ

ても、ひとつのセリフであっても、一つの画面であっても、大人は子どもには見えないもの

を見ることができます。 

 

ほとんどのアニメは特別なテーマを持っています。私は毎回アニメを見るときに新しい

テーマを学びます。これらのテーマは、「カンニングはダメです」と同じくらい小さい場合も

あれば、「戦争の残酷さ」と同じくらい大きい場合もあります。アニメは人の人生に大きな

影響を与えられます、そして人々を深淵から引き離すこともできます。 アニメは人々に希

望をもたらすことができますが、そして同時に絶望感を与えることもできます。「ナルト」は
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              ☆動きのある風水で良い気を家に満たす☆ 

 

風水の気の改善は伝統的な風水アイテムを使うことが多く、動きのな

いアイテム（陰）は気を集め鎮め、動きのあるもの（陽）は気を拡散し発

展させます。陰陽のバランスからは両方置くと良く、動きのあるアイテ

ムは置き場所と置く日時に注意が必要ですが合致すると大きな効果が

出ます。動きのある風水の代表的なものを紹介します。 

*動く水の室内噴水/水槽 

外ならば噴水。宅内ならば室内噴水。水は水龍を意味して財を呼び込みます。そして水

槽。魚や水草がなくても良いです。 

ポイントは静かに対流するきれいな水であること。家土地の財方位に置きましょう。 

 

*乾坤照寶（けんこんしょうほう） 

天人地が一つになって気を吹き上げ家全体に良い気を広めます。玄関、家の中心、LDK

などにおいて毎日回します。 

 

*風水風鈴 

殺気よけには必須です。特に五黄土星のように、運を腐らせる気を解消するには、必ず

吊るして音を鳴らします。風でなくても手で鳴らしても良いです。ドアや入口に着けておく

方法もあります。必ず六本の金属の菅の物を使いましょう。 

 

*三脚蛙 

動きがないように思いますが、口にくわえたお金を動かします。そして朝は外を向けて夜

は内を向けて向きを変えます。お金を吐き出してもらう呪文を唱えてください。   

殺気よけの風水と良い気を呼び込む風水がありますので、殺気よけの風水を行ったら、

次は気を呼び込む風水を行いましょう。さらに大きな効果を得たい人は自分が良い気の

方位と場所に動くことで良い気を貰って来る方法があります。これを祐気取りと言いま

す。距離は４０キロ以上離れていると良いとされています。年、月、日、時とありますので

調べ、パワースポットに動いて、その場所に３時間くらい滞在すると良いです。できればそ

こにある湧き水を飲みます。旅行の計画がある方は行動の風水、祐気取りを行うチャン

スです。 

 

このように風水は自分が動いたり、アイテムを動かすことで気を呼び込みます。             

「友達と仲間の重要性」を教えてくれました。 「ジョジョの奇妙な冒険」は「自分の運命に

従い、抵抗する方法」を教えてくれました。 「進撃の巨人」は「何を手に入れても、何かを

失う」を教えてくれました。 「名探偵コナン」は「正義は遅れるかもしれないが、確実にく

る」と教えてくれました。これらのアニメは私の人生を作り上げ、私のキャラクターを作り

上げ、そして私を「私」にした要素を作り上げました。アニメを見ることを恥ずかしいと思っ

たことはありません。「この人はアニメを見ています」という理由だけで他人の人生を定義

しないでください。私はすべての人がアニメを好きになることを期待していませんが、アニ

メを尊重して、そしてアニメを見ている人も尊重してください。ありがとうございました。 

「風水館」 
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「河野（前）行政改革相の「脱ハンコ（印鑑）宣言」で不要 

      になった？日本の印鑑について 」 
 

日本では新しい岸田内閣が発足しましたが、先日行われた自民党総裁選で残念ながら 

落選された河野大臣（選挙時はワクチン担当相）が1年前の行政改革担当相だった時に 

改革推進の一つとして「脱ハンコ」の方針を打ち出しました。かねてより日本文化の特徴 

の一つであった印鑑制度は、その必要性について取り上げられることはありましたが、 

結局は大きな進展はありませんでした。しかし実行力のある河野大臣が明言したことで 

脱印鑑への動きが加速しました。 

 

海外在住者には以前日本で使用していた印鑑をお持ちの人もいると思いますが、日本 

国外で使用する機会が少ないことから、徐々に種類や役割を忘れかけている人もいるこ 

とでしょう。そこで今回は印鑑についていま一度紹介したいと思います。日本にある自分 

や親の資産管理、相続など将来発生するであろう場面でとても重要になります。 

 

１．印鑑の書類 

印鑑は3つの種類に分類できます。（個人の場合※1） 

(1)実印 

市区町村役場に登録した公的に認められた印鑑のことをいいます。住民票のある市区 

町村役場に印鑑を登録する（一人1個のみ可）ことを印鑑登録といい、登録された印鑑を 

実印と呼びます。登録することで「印鑑証明書」を発行することができ、この証明書があ 

ることで「間違いなく本人が実印を押印した書類」であることが認められます。実際に使 

用されるケースとしては、金銭的な取引のある契約書などがあげられます。具体例とし 

ては以下があげられます。 

 

・不動産の購入・売却・賃貸契約締結時 

・各種ローンを契約締結時 

・自動車を購入・売却・譲渡するとき 

・遺産相続をするとき 

・生命保険や損害保険などへの加入時、保険金の受取時 

 

こうした本人かどうかの確認が大切な場面では、「実印」と「印鑑証明書」によって本人確 

認を行うことになります。 

 

(2)銀行印 

 実印が市区町村役場に登録するのに対し、銀行印は金融機関に届出することで、銀 

行に預けたお金を下ろす人が預金者本人かを確認するためのものです。利用する金融 

機関にあらかじめ印鑑を届け出て預金引出時に印鑑の印影を銀行側が確認して本人確 

認を行うものです。口座（通帳）ごとに届出印を変えることもできます（1人で複数届出 

可）。尚銀行のキャッシュカードによる一定額までの現金引出し、オンラインバンキングで 

の取引では、届出印が無くても行えます。 

 

(3)認印 

認印は、「実印」や「銀行印」が必要なとき以外に使用するもので、主にお役所の手続き 

で利用されます。下記は一般的に利用されるケースです。 
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日本語教室(たけのこ)開設と生徒募集のお知らせ 
          

 

地面にしっかりと根をはって、ぐんぐんと成長して行く竹の子のように

子供たちに育って欲しい。そんな願いを込めて日本語を学べる教室を開

設しました。   
 

対象児童：日本語を学びたい児童 （４歳−１８歳）。ご家庭で日本語を話しているか否かは

問いません。興味のある方は、授業の見学をお勧めします。日本語での日常会話、読み書き

が将来できる事を目標に、語学教育の経験豊富な講師陣が授業をサポートします。 

 

教室所在：South Pointモールより10分   日時： 土曜日 午前9時30分～11時30分                 

春学期：1月から5月末       夏学期：不定期    秋学期：8月から12月中旬  

問い合わせは Takenoko.nc@gmail.comまで、eメールにてお願いします。 

 

・出生届                                                ・婚姻届・離婚届 

・公的な届出書（転入届や転出届など）    ・住民票の申請 

・国民健康保険、介護保険の手続き     ・戸籍謄抄本の請求 

・各種社会保障関連の手続き        ・国民年金の手続き 

・会社提出書類（扶養控除等申告書・雇用契約書・入社誓約書など） 

 

認印は1人で複数持っていても構いません。また認印にはシャチハタ印と呼ばれるものが 

ありますが、これはインク補充タイプの印鑑でシャチハタというのは実際の製造メーカ名 

からとったものです。シャチハタ印は会社内の回覧印や郵便、宅配便尚の受領印として 

利用されるのが一般的です。 

 

２．海外在住者のケース 

前述の通り実印は市区町村役場に登録するものですから、日本国内に住民票のない海 

外在住者は当然利用（印鑑登録、証明書発行）することはできません。ただし日本居住 

時に印鑑登録し、現在も住民票が日本にあれば利用することはできます。日本に住民票 

の無い海外在住者が実印を必要とする取引（たとえば日本国内でのマンション購入など 

）を行う場合、サイン証明書（署名証明書＝Signature Certificate）が必要となります。サ 

イン証明書は日本領事館で発行してもらうことができますが、取引によっては公証 

（Notary）発行のものでも対応可能の場合があります。海外移住後も日本の銀行口座を 

保有している人は少なくありませんが、日本の銀行では通帳と銀行印が重要です。海外 

移住後は使用する機会がなくなるためうっかり保管場所を忘れがちですが、加齢による 

認知症発症や不慮の事故で亡くなったケースでは、通帳、銀行印がないと家族が後で管 

理する際に手続きが面倒になるので、きちんと管理しておきましょう。※2 

 

※1：法人の場合、会社印、代表社印、銀行印などがあります 

※2：通帳、銀行印を紛失した場合は各金融機関に個別に問合せて下さい 

 

     ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日本の年金、老後の日本帰国、国際事務手続を支援します。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  
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                          「成績アップ」 

 

対面授業が始まって、子供たちは学校にやっと慣れてきた頃だと思います。５歳からのワ

クチン接種も始まり、学校は以前のように安全に過ごすことができる場所になってきまし

た。授業もバーチャルではなく実際に行われると、中学や高校などは、コロナ前と同じ宿

題や課題をこなさなければならなくなり、子供には大変な負担になってきていると思いま

す。またバーチャルで授業が行われた時よりもっと、成績が気になるようになってきていま

す。今回成績を少しでもアップできるようなことをお知らせしたいです。 

 

1:宿題 

提出していない宿題があると、宿題のポイントが低くなり成績に影響が出ることがありま

す。これは先生の考え方によりますが、提出期限が過ぎても宿題を受けつけるようであれ

ば、今からでも頑張って宿題を全部仕上げて提出しましょう。たとえ半分のポイントになっ

ても、出さないより、出した方が勉強になるし、成績はよくなるかもしれません。学校によっ

ては、宿題の提出を確認するのには、学校のウエッブページで個人のサイトから未提出

の宿題を確認できることもあります。是非試してみてください。 

 

2:テスト 

教師や科目によっては、テストを返却してもらった後で、もう一度テストを見直し、間違って

いる所に正しい答えを書いて提出すると、少し最初のテストの点数に足してくださることも

あります。学年の初めに配られたクラスの説明や、成績の項目をもう一度よく読んでみて

ください。もし点数を足してくださるようだったらこれも試してみると少しは成績がアップす

るかもしれません。また書いてなくても教師に聞いてみてください。 

 

3:授業外の勉強の手助け 

中学や高校では、生徒の勉強を手助けしてくれる色々な方法があるはずです。その一つ

に先生が１対１で宿題の手伝いや、授業でわからないところを教えてくださる時間を設け

ていることが多いです。大抵、朝授業前や、放課後、またはランチの時間などです。一度

先生に相談してみましょう。 

      /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  

Junko Gilbert, CPA, EA 

米国公認会計士 兼 米国税理士 ギルバート順子 

 
所得税の申告、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。 

Email: cpa@acebicultural.com 

またはjunkogilbert@gmail.com 

TEL: 336-813-6042 

Junko Gilbert, CPA, PLLC 

6400 Deer Stand Ct. 

Browns Summit, NC 27214-9579 

＊Greensboroの北東、Burlingtonの北西に引っ越しました。 
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     イギリスからアメリカへ 
 

妻がオハイオの高校留学中に、友人との会話や授業から

聞こえた音から学んだ単語の例。「アウフィー、 ポストロ

フィー、 ブリビエーション」だ。例えば「アウフィ―」とは「ア

ルフィーの高見沢さんが好きなんです。」とか、オハイオの

ど田舎で昭和の日本の歌謡曲の話題が出るわけがなく、

それは洋服を意味する「アウトフィット」が「アウフィ」と聞こ

えていた。残りの二つは授業中に「アポストロフィー」と「ア

ブリビエーションの「ア」の部分が聞こえずに覚えていた単語。妻はそれらの単語を聞こ

えたまま長い間使用し、正しい発音を後になってスペルから知ったという話だ。  

 

アメリカ英語のカンバーセーションはアクセントが大事なファクター。自分の英語の会話

も、ある日突然転機が訪れたのを覚えている。英語が通じない自分に嫌気がさした日、

ヤケクソな気持ちで大学の学食を訪れた。イライラしていた自分は、食事の注文時にカウ

ンターでバカバカしくらいのアクセントを付けて注文する。「Can I have potato and bana-

na? 」を大げさに叫ぶぐらいの勢いで「ポテーーイトー！バナーーナー！」」（太文字がアク

セント）口をとがらせ注文。相手から「ふざけるな。」と反応があると予期もしたが、相手は

普通に対応している。「はて、おかしいぞ？」そして再び「マヨネーーーーズ」と半ばふざけ

て注文すると「ハイよ。」と言ってトレーにマヨネーズをくれた。「おかしい。どうやらいつも

より通じている。」  

 

同じ週に「お前の英語はヘタクソだな」と毎回嫌な顔をされる売店のおじさんに「コーリン

グカードください。」を勢い良く「コーリンカード！」と「コ―！」に全神経を集中させ空に向

かって叫ぶと、おじさんは笑顔で「コーリンカード」と言って渡してくれた。「ふざけて言った

つもりなのに英語が通じている。」（俺）その日以来、アクセントを最大に意識して英語を

話すと、会話がスムーズに運んだ。  

普段はアメリカの入国審査で委縮していた自分。「大学では何をするのかね？」との質問

に「メカニカル・エンジニアリング」とボソボソと伝えると、審査官は「またつまらなそうなの

が来たな。」とパスポートに渋々スタンプを押していた。だがパワフルに「メキャーーニキャ

ル エンジーーーーーニアリング」！と「キャーーー」の部分を大げさにアクセント付けて

伝えると。「Good! Welcome to US! Good luck with your study! 」の審査官の反応も良

い。それ以来自分の名前にも「トモカーーズ ミヤコザーーワ！」とアクセントをつけように

した。  

 

ところで、妻がアメリカのネイティブスピーカーから、「世界の最高傑作だよ。日本の映

画。」と言われ「なんだろう？」と尋ねると友人の答えは「ラッシュモーン！」。妻は「ドラえ

もん？」か何かと理解に苦しんだが、その友人が見せてくれたのは黒沢明の「羅生門」。

アメリカでは「ラショーモン」と言うより「ラ-―シュモーン」と日本語の名詞にもアクセントを

つけて発音すると通じやすいということだ。というわけでアメリカでは「We love サンカー

ク・ヨーーコチョー！」となる。  

                           /都澤 臣和 ：神奈川出身、Indianapolis在住                                     
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          /根本:東京出身 ハワイ在住

  

    マウイ紀行3❢ ハワイよもやま話❢❢ 

    「平常を取り戻しつつあるハワイ。しかし… 。」 
   

アローハ！▲横丁読者の皆様、いかがお過ごしですか。アメリカ本土はすっかり秋も深ま

り、今号が発行される頃には冬真っただ中という頃でしょうね。そんな季節感をよそに、ハ

ワイ州マウイ島は風に揺れる椰子の葉がこすれる音と、島北部に入る冬の大波の音の

ハーモニーを楽しむことができ、程よく吹く貿易風がストレスや疲れを吹き飛ばしてくれる

毎日です。ハワイ州では１１月８日に海外からの渡航の再開を許可しました。筆者は毎朝

仕事に出かける前に地元のテレビ局のニュースを見ておりますが、１１月初旬の時点で

ワクチン接種率は７１％に達し、当初州政府が予定していた７０％に到達したら飲食店や

スポーツ・音楽イベントなどの規制の緩和をするとしていたことを実行し始めました。ハワ

イ州は、ハワイ、ホノルル、マウイ、カウアイ、カラワオの５つのカウンティーがあります

が、新型コロナウィルスによる規制の詳細は各カウンティーによって異なる場合がありま

す。州の総合面積は10,931平方マイルで、ノースカロライナの五分の一しかないにもかか

わらず、島間の移動は飛行機以外なく（聞いたところによるとかなり政治的理由です

が…）人口が集中しているホノルルカウンティー（オアフ島）であれば、商業施設、医療機

関、公共交通手段が充実していますが、面積の一番大きなハワイカウンティー（ビッグア

イランド＝ハワイ島）でさえ、その人口の少なさゆえに医療体制は脆弱で、重篤な症状や

専門医を必要とする特殊な処置などはオアフ島かアメリカ本土の医療施設に移送しなけ

ればなりません。平常時でさえそんな状況ですから、新型コロナへの感染者数が最盛期

だった時には、医療機関はロックダウン同然でした。筆者自身も持病を抱えておりますの

で、万が一持病が悪化して医療機関にかかる必要がある場合、地元の医療機関は対応

できるのかどうか不安でした。感染者数が減少し、ワクチン接種率が飛躍的に向上した

今でさえ医療機関を利用する場合、生命維持に支障がない限り医療スタッフに会うことは

できない状態です。本来ならば３か月毎にかかりつけの医師との面談がなければ更新さ

れないはずの処方箋も、ここ何か月も自動更新になっており、このまま医師と面談できな

い状態で大丈夫なのだろうかという不安も募ります。ハワイ州政府は観光業の復興をか

けて１１月末からクリスマス、年始にかけてのかき入れ時に何とかして受け入れ態勢を正

常化したいという狙いのようです。この夏の繁忙期にはレストランでは収容人数を上限の

５０％に制限されたり、ホテルの稼働客室数を制限したりという規制がありました。そんな

中でもホテル、飲食業では慢性的な働き手不足で従業員は疲弊していました。また、ロッ

クダウン中に劇的にその台数を削減してしまったレンタカーはいまだ不足の状態が続い

ているようです。そんな状況の中、個人から直接車を借入する、スマートフォンのアプリを

使ったサービスもあるようですが、それはそれでトラブルも絶えないようです。年末年始を

ハワイで、と考えておられる方々は宿泊、レンタカー、観光については早目に手を打って

おいた方が良いようです。この数か月物価も急激に高騰しています。ほぼすべての物品

の輸送を海路に頼っているハワイでは、輸送の遅れは直接物価に影響します。１１月初

旬現在で、平均的ガソリン価格は１ガロン当たり４ドル３０セント、それに便乗して食料

品、日常消耗品などの価格が軒並み高騰していますが、その上がり幅が本土のそれとは

異なりかなり急激に思えます。ちなみに、今年は例年と比べると鯨の到来は少し遅れ気

味のようです。筆者も昨年の今頃は沖に鯨のジャンプする姿を見ながらサーフィンをして

いましたが、今年はまだ一頭も見ておりません。以上ハワイの近況をお知らせいたしまし

たが、現実的な詳細については▲横丁を通してご連絡いただければ、できる範囲でお答

えいたします。 
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三角シネマ館 映画大好き倶楽部 

1．The Tender Bar (アドベンチャー） 12月22日公開 

父親のいない少年シェリダンが、バーテンダーのチャーリーおじさんと仲良くなり、一緒に

ロマンチックな夢や仕事上の夢を、追いかける物語。 

 

2. Sing 2 (アニメ）12月22日公開 

前編に続き、ムーンは、クリスタルタワー劇場で、ショーを成功させるために引退したロッ

クシンガーのクレイ・キャロウェイに復帰するよう説得。果たして成功するか？ 

 

3. Encanto (ドラマ） 12月24日公開 

マドリガル家の子供たちは、各自魔法のギフトをプレゼントされる。ある日、この魔法だら

けの家が危険に晒されていることを知り、家族を救う唯一の希望として立ち上がる。 

 

4. A Journal for Jordan (ノンフィクション）12月25日公開 

バグダッドで戦死したチャールズ・モンロー・キング一等軍曹（ジョーダン）が、父親のいな

い環境で育った息子にまともな生き方を伝えようと日記を書いた話。 

 

5. American Underdog (アクション） 12月25日公開 

食料品店の店員からNFLで2度のMVPに輝き、スーパーボール優勝して殿堂入りを果た

したクォーターバック、カート・ワーナーの感動的な実話を描いた作品。 

 

6. The Tragedy of MacBeth （ドラマ） 12月25日公開 

スコットランドのマクベス将軍は、魔女たちと遭遇してから、野心を抑えられなくなってい

た。やがて、王位簒奪を決意するに至るが、待ち受けていたのは悲劇的な結末だった。 

  

7. Scream (アドベンチャー）1月14日公開 

貴重なスパイス「メランジ」が産出されるアラキス惑星では、貴族たちが権力争いを繰り

広げ、統治者の息子ポールは、陰謀から逃れるために砂漠の荒地へと逃亡する。  

 

8. Deep Water (ミステリー） 1月21日公開 

離婚を避けるために妻の浮気を許す裕福な夫が、妻の恋人たちの失踪事件の第一容疑

者となる。さて、夫の容疑が晴れるのか、手に汗を握る作品。 

 

9. Redeeming Love（スリラー）1月28日公開 

1850年のカリフォルニア・ゴールドラッシュの厳しい現実の中で、若いカップルの関係が

衝突する中、絶え間ない愛と忍耐を描いた力強い物語。 

師走になってきました。新作映画もでてきました。年末年始は

映画とホットドック、ポップコーンで楽しく年を越してみませ

んか？今年もお世話になりました。来年も皆様にとって良い年

でありますようにお祈りしています。 

      ⊿トライアングル慶子：兵庫県出身、Chapel Hill在住 
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10. Morbius（ホラー） 2月4日公開 

ジャレッド・レトが演じるマイケル・モービュース博士は、稀な血液疾患を患っており、独自

の実験的治療を受けたところ、内なる闇が解き放たれたことに気づく。 

 

11. Moonfall (アドヴェンチャー）2月4日公開 

月が地球の軌道から外れ、衝突による世界絶滅の危機が迫る僅か数週間前、NASA重

役で元宇宙飛行士のジョー・ファウラーは、自分が人類を救う鍵を握っていることを知る。 

 

12. Jackass Forever (アドベンチャー) 2月11日公開 

白髪頭になったジョニー・ノックスビルやクリス・ポンティアスたちが再登場。マシンガン・ケ

リーにポスト・マローン、タイラー・ザ・クリエイター人気ミュージシャンたちも登場。  

 

13. Marry Me (コメディー） 2月25日公開 

人気ポップスターのスターシアは婚約者の人気スターとマジソン・スクエア・ガーデンでの

結婚式を控えていたとき、婚約者の浮気が発覚。コミックが原作のキューティー映画。 

  

14. Distant (ミステリー）2月25日公開 

湖で車がなくなるというアクシデントに見舞われた信者たちは、同じくバイクをなくした元

信者の青年とともに、かつて信者たちが暮らしていたロッジで一夜を過ごすことになる。 

  

15. Ambulance （アクション）3月4日公開 

ロサンゼルスが舞台。妻の手術費を必要とする労働者階級の男に、犯罪者の友人が銀

行強盗に参加するように彼を説得する。 

 

16. Rumble （アクション）3月18日公開 

ルル、マリノアと一緒に、陸軍レンジャーのブリッグスは、親友の葬儀に間に合うように太

平洋を航海し、様々な困難を克服する様をコメディーを入れながら描く。 

 

17. Dog （アドベンチャー）3月18日公開 

ティーンエイジャーのウィニーは、父の跡を継いで、愛すべき負け犬のモンスターをチャン

ピオンにするためのコーチングをしようとしている。 
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   「ガブリーヌと悪魔の棒」”Gabri-Inu & A Bully Stick”  
 

 最近は色々と面倒なので、知らない電話には出ないことにし

ている。そういうのはたいていが寄付のお願いか間違い電話だ

からだ。という訳で、朝一の電話を取らずにいたら、呼び出し音

が途切れた瞬間に玄関の呼び鈴がピンポーン。驚いて覗くと、

制服姿の警察官が立っていて更にびっくりだ。家の前から電話

をくれたらしい。 

 善良な住民を自負しているので、警察官に来られても困るこ

とはない筈。一応、やらかした覚えがないかどうか頭の中を探りつつ出てみると、一枚の

紙を手渡された。“10 Day Home  Quarantine（10日間の自宅隔離）“の命令書。あー……

やらかしてたわ。犯人は我が家の仔犬、ガブリーヌである。 

 生後９ヶ月のガブリーヌは少しずつ落ち着いてきていて、相変わらずガブリガブリと甘噛

みはするものの、それなりに良いこに育っている。寝ぐずり対策にと噛むためのおもちゃ

を与えているが、思いの外、力が強く、すぐに壊してしまう。万が一、破片を飲み込んだ

ら、と思うと心配だし、食べても安全で、長持ちするものはないか、と買ってみたのが

“Bully Stick“と呼ばれる犬用おやつである。Bully Stickとはその名の通り、Bull（牡牛）の

Stick（…アノ棒）をかちかちに乾燥させたもの。要するに、牛100％で噛みごたえがあって

歯の健康にも良く、ストレス解消にもぴったりとのこと。見た目は細い木の枝だ。 

 ガブリーヌは30センチほどの長さのBully Stickを前脚で抱え込み、ゴーリゴーリと音を

立てて一心不乱に齧っている。「良かったねぇ」と頭を撫ぜたら、低い唸り声が聞こえた気

がした。普段のガブリーヌは、何かを食べている時に撫でまわされても気にしない。思わ

ず顔を覗き込むと、目が据わっている。おかしいな、と思い、もう一度、頭に触れようとし

た瞬間、唸り声と共にがっぷり手の平を咬まれてしまった。 

 外遊び、すなわち穴掘り後だったので、咬み傷に土やばい菌が入っても困ると思い、石

鹸で洗って軟膏をつけてみた。そこでふと、思い出したのが、「家で傷口を洗ったら、中ま

でばい菌が入り込み、次の日に手が野球グローブのごとく腫れ上がって救急に泊まる羽

目になった」という友人の話。しまった、応急処置を間違えたかも。やっぱりウォークイン・

クリニックで診て貰おう。1時間半も待って、ご丁寧に包帯を巻いて貰い、10日分の抗生

剤も処方されたが、これなら来なくても良かったかな、と思う程度の傷で一安心。帰宅す

ると、悪魔の棒を取り上げられたガブリーヌが、お尻を振り振り、狂喜乱舞で出迎えてくれ

た。噛んだことなどとっくに忘れているに違いない。 

 ところが、話はそれだけでは済まず。ノースカロライナの病院は、狂犬病予防の為、犬、

猫、フェレットの咬み傷をアニマル・コントロールに報告する義務がある上に、咬んだ動物

は10日間の隔離と決められているらしい。という訳で警官の登場となってしまったのであ

る。 

 ガブリーヌは予防接種をしているので自宅で済んだが、10日間の隔離処分に変わりは

なし。その間、散歩にも行けず、庭でも遊べず、イライラが募って甘噛みは増すばかり。ス

トレス解消にもう一度Bully Stickを買い与えるかどうか、私は今、とても迷っている。  

 

赤い小鳥とブルーな生活 

/松田せれな：東京都出身 Charlotte在住 
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よく このような質問を受けます。 “ＡＢＣクリニックにいったら Ｘ社の補

聴器が一番良いと言われたのですが、 ＥＦＧクリニックにいったら Ｙ社

のものが良いといわれました。それでインターネットで調べてみたら Ｘ社

の補聴器が一番のお勧めと書いてありました. どっちのメーカーの補聴

器がいいですか？”と。  アメリカ国内の補聴器店、クリニック、病院で

は次のようなメーカーの補聴器を扱っています。”Big 6”と言われる６社の大手補聴器会

社：Phonak (本社Switzerland), Oticon (Denmark), ReSound (Denmark), Signia 前Siemens 

( Germany), Widex (Denmark)。やはり市場に多く出回っているものがよく一番いいと思わ

れがちですよね。３０年前は Widexが市場の多くを占めていました。それは最初のデジタ

ル補聴器だったからです。 しかしBluetoothによる携帯との連携技術で遅れをとってしま

いました。その後、低価格補聴器でもBluetoothコネクションができるということでPhonak

が補聴器市場の多くを占めるようになりました。さらにPhonakがその地位を維持している

のは他社がiPhone だけ通話可能のところPhonakの補聴器はiPhone だけでなくどんな

AndroidでもBluetoothを使って通話できるからです。騒音のなかでの通話や難聴者のな

かには言葉の理解度が低下していることが多いので両耳で通話できることには大きなメ

リットがあります。しかしながら通話機能、アプリの充実さも一つの選択肢ですが、やはり

本道は言葉がよく聞こえるようになること、特にレストランなどでの騒音下での言葉の理

解度の向上、聞きたくない周囲音の低下の機能を考えなくてはなりません。技術が進ん

でいる今、どのメーカーの補聴器も聞こえがよくなっていて、性能のレベルは同じだと思い

ます。 各社それぞれ独特の研究をし、ノイズ下での言葉の認識の向上を図っています。

以前にもお話ししましたが、各社それぞれの音やノイズの処理機能があるで、音の聞こえ

がやや異なります。しかり個人個人の音の処理能力が異なるので、各補聴器の聞こえの

違いがわかる場合とわからない場合があります。私が思うには補聴器がどのようにフィッ

ティング、調整されるかによります。個人個人の補聴器装用経験をふまえての調整です。

耳鳴りに対処できる音の種類も異なります。補聴器の相談は一つだけでなく複数のメー

カーを扱っているクリニックを選ぶとよいでしょう。 

/田中美恵子:Au.D 横浜出身 Fayetteville在住  

 どのメーカーの補聴器がいいの？ 

 

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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   第5話 “あるアメリカ人の暴君 ” 

 

 Hさんはアメリカ人ですがかなり熱心に今の奥様を追い

かけまわして結婚したようですが、結婚した途端自分の思

い通りに妻を支配するようになり、例えばブラウス一枚違う

服を着て居ようものなら、何故こんなものを買ったのかと怒

鳴って怒鳴りまくる事１時間、Hさんの奥様は、息子や娘に

大泣きして電話をするほどの責めようなのです。ワイフだ

けでなく、息子や娘にも自分の価値観を押し付ける始末。

彼の息子は母親の誕生日のプレゼントに、普通より少し高

めのごみ箱をプレゼントしたら、１か月で壊れたのに恒例の激怒が始まり、それを買っ

た息子に怒鳴りまくる事１、２時間。その家の飼い犬まで、そのＨさんが煩いとぎゃん

ぎゃん吠えては床の敷きマットに噛みつきながら、バンバンと振り回し、犬まで怒らすほ

ど、とんでもない光景だったようです。あまりにひどい話で笑ってしまうほどだったと言う

話です。そのＨさんも、今はかなりのご高齢で、ますます意固地になって来ているとの

話です。彼の奥様に少し認知の気が見え隠れした頃、それが厄介だと思ったのか、Hさ

んは他人になりすまし、彼の妻に「あんたの夫は夜パーティに出かけて遅くなるから、そ

の代わりに私が留守番する事になった。僕はあなたの旦那の弟の○○だ。」と言って、

妻を騙しグーグーと寝入ってしまい、何が起きたのか分からなくなり、パニックったHさん

の妻は息子に電話をかけ「家に知らない人が寝ているの、Hはパーティに行って今いな

いからどうして良いか分からない。その人は旦那がパーティに行っている間、この家で

留守番するように言われてここに居ると言っていて、その彼は、旦那の弟だって言って

いるけど、私この人に会った事もないのよねー。」とかなり動揺した様子で話していたと

の話です。それ以来、Hさんの奥様は健康状態が更に進み、認知もひどくなり、更に泣

いたりわめいたりが悪化して行きました。ある日、Hさんが暴力をふるったと、彼の妻は

警察に連絡した事もあったのだと聞きました。程なくして、奥様は救急窓口に連れてい

かれ入院となってしまいました。Hさんは、チェックの書き方も良くわからず、光熱費の支

払いも出来ないばかりか、食洗器や洗濯機や乾燥機も使い方を知らないようです。Hさ

んの面倒は、奥様がすべて見てきたので、彼は身の回りの事が何も出来ません。Hさん

てあんまりではない？と言いたくなる様な話ですが、その奥様は、家族や彼の為にいつ

も食事を作ってきたにも関わらず、１度でも作らない日があると、知り合いや友人、自分

の兄弟に妻はいつも家事をサボって遊び歩いていて、食事も作らないとあちらこちらに

言って回っており、本気にしたHさんの姉はその妻にあんたはなぜ食事を作ってあげな

いの、と強く責めた様です。小姑はそのような嘘を信じるのだから困ったものです。似た

ような話どこかで聞いた様な話ですね？このHさんの態度を知る彼の妻の友人の中に

は離婚をすすめる人も居たようです。Hさんは相変わらずで、今はその奥様の在宅介護

士のお金が高いと値切っては文句ばかり言っているようです。Hさんはその介護士に介

護以外に彼の面倒や家事全般も要求しているとの事です。日本でいうブ○○○企業と

似ていません？ 

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

変な出来事(匿名)  
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9月にカナダの友達に会いに行った。日本への一時帰

国以外、コロナ禍初の国外旅行だ。数年前から行くつ

もりが、気候がいい時期はスケジュールが合わず、コ

ロナで逆に条件が合致した。天気も良く、30年ぶりに

ナイアガラの滝を見たり、ヒューロン湖脇の国立公園

まで足を延ばしたり、トロントの共通の友人一家経営

の日本食レストランで堪能したり、満喫した。しかし、コ

ロナ禍の苦労もあった。カナダに限らない話として参

考になればと思う。 

カナダのルールは、表面上はいたってシンプルだ。72時間前のＰＣＲ検査と、ワクチン接

種証明などのオンライン事前登録だ。しかし、デルタ株が猛威を振るっていたこともあり、

間に合う検査をしてくれる施設を探すのに苦労した。トライアングル地区では、即日結果

が出るのは殆どが抗原検査で、該当しない。探り当てた施設で出発2日前に検査し、翌晩

には結果を送信すると言われたが連絡が来ず、出発日の朝電話して送ってもらった。朝

の便ならアウトだった。検査が必要な国もまだ多い。いつどこで検査を受け結果を受け取

るか、作戦が必要だろう。 

入国後は、カナダ人の友達と一緒だったので、困る事はなかったが、アメリカ以上にマス

クが必須だったり、レストランが座席数を大幅に減らしていたり、トライアングル地区と較

べてもかなり制約があった。店の休業や、トイレの閉鎖など、ちょっとしたハプニングも

あった。大きな支障はなかったが、ほぼオープンのNCと同じと思い込んでいたのかもしれ

ない。しばらくはどの国でも、何が制限されるのか、最低限の確認が必要と感じた。 

アメリカに戻る際にも検査が必要だが、友人お勧めの空港に近い渡航専門の検査機関

で、15分で結果が出た。実は、アメリカ入国は、オンラインの看護師の指示に従って検査

する形の一部のセルフキットの検査結果も認めていて、購入していたが、発送が遅れて

間に合わなかった。アメリカやカナダ、日本等の検査よりはかなり安いので、興味がある

人は調べるとよいだろう。米系航空会社のホームページなどで宣伝されている。 

なぜそこまで苦労して、と言われそうだが、普段混み合う観光地が人影まばらで、ゆった

りと歩けたのは大きい。ナイアガラは落ち着いて景色を見られたし、ホテルも安かった。友

達が行きたがったレースコースを模したゴーカートも、普段なら1時間は優に並ぶところ

を、5分で乗れた。トロントでも、観光地のマーケットが地元の客中心になり、本来の姿を

取り戻していた。受け入れ側としては、もっと来て欲しい所だろうが、だからこそ訪れる客

は歓迎され、いいチャンスとも言えるだろう。 

旅行需要は、明らかに伸びてきている。行先によって状況も全く違うが、本来行くつもりが

あったのならば、考えてもいい状況になったと言えるだろう。ぜひ今こそ行ける先を探して

行ってみてほしい。 

 /根木：Travelink 法人営業課マネージャー・日本語デスク愛知県出身 Chapel Hill在住 
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    ～痛いの痛いの飛んでいけ！ ～    

 
 

先日、ある女性のクライアント、Cさんが見えまし

た。この日は、３回目のマッサージです。見た感じ、

いつもより、元気がなさそうなことに気づきました。

もともと、2週間前にお父様がガンの末期のため特

別施設に引越しされたことを、私は知っていまし

た。そのお父様に何か急変があったのかもしれま

せん。How are you? と聞くと、「今週は、本当に辛

いことがあって、私は今とっても悲しいの。」と、少

し涙目になり、続けます。「あなたに、この悲しみを

取り除いてくれる魔法があるといいのにね。」と

言って、作り笑いを私に向けました。私は、「そう

ね、私もそういう魔法を持ってるといいのにね。で

も、せめて、ハグしてもいい？」と聞いてハグをして

あげました。少しすすり泣きをした後、ありがとうと

言うと、Cさんは落ち着きました。そして、私は、心

の中でいたわりの言葉をかけながら、気持ちを込

めて、マッサージをしてあげました。 

 

一般的に、マッサージに来られる方は、体が疲れている、頭痛、肩こり、腰痛といった体

のどこかが痛い、もしくは、ストレスが溜まっているから、リラックスしたいという方がほと

んどです。悲しみを取り除く魔法はある？と、少し冗談とはいえ、聞かれたのは初めてで

した。言われた時には、カウンセリングや、心理療法というものが、適しているだろうなと

思いました。 

 

ところで、心体（しんたい）というように、心と体はお互い関わりあっています。精神的なス

トレスから体の痛みとして表に出てきますし、何らかの理由で体の痛みが蓄積されて、そ

れが精神的なストレスになってもきます。マッサージは、体に触ることで、その人の心体

を良い状態にしていくものなのです。セッション中に、思わず涙を流す人もいます。自分

でも気づいていなかった、体の奥に長年潜んでいたストレス、痛みが取り除かれ、嬉しく

て、泣きながら、ありがとうと言ってくる人もいます。その度に、Touch（触る）の効果は計

り知れないと思うのです。Touchというのは、体に大きな変化を及ぼします。それは、癒

し、幸せホルモンのオキシトシンが分泌されるからなんです。このパンデミックで、人と直

接会う機会が減ったことにより、自分でも気がつかないうちに、ストレスになっている人が

たくさんいらっしゃいます。今だからこそ、このTouchの効果を試してもらいたいと思ってい

ます。 

 

さて、そのCさんが部屋から出てきました。笑顔と、そしてちょっと驚いたような表情で私を

見て言いました。 

 

「あなた、本当に、魔法を持ってるみたいね。」 

/Akira:長崎出身 Wake Forest在住 
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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）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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       冷え症で悩んでいませんか？ 寒さに強い体質改善を ！ 

 

 

冬も夏も関係なく、足腰が冷えます。冬は電気毛布が手離せず、夏

はセーターを着ています。これは体質だと思っている方多いですが、、、

東洋医学では、冷え症は気虚、血虚、陽虚、瘀血と考えています。 

 

１，気虚症（虚弱証）：内臓の働きが悪く元気のないもの。 

症状：体力がなく、疲れやすい人に見られ、貧血を伴う傾向もあり、

胃腸など消化器系が弱い人よく見られます。 

治療法：胃腸を強め、体力をつけます。 

漢方薬：補中益気湯、香砂六君子湯など 

 

２，血虚症（貧血型）：血色が悪く疲れやすい人（血液検査では正常でも） 

症状：立ちくらみ、めまい、動悸などがあり、目や皮膚が乾燥しやすい、肌はつやが

なく、黄色っぽい、疲れやすい、舌の色は赤みが薄いなど。 

治療法：血液を養い、増血します。 

漢方薬：十全大補湯、帰脾湯など 

 

３，陽虚症（虚寒証）：エネルギーが不足で、老化現象 

症状：足腰だるく、気力がない、寒がりで手足は冷え、頭のふらつきや聴力の低下、

耳鳴りなどがある、顔色は青白いか青黒い、舌の色は白っぽい。 

治療法：体を温め、増血して元気をつけます。 

漢方薬：八味地黄丸 

４、瘀血症（血行不良）：痛み、こわばり、しこりやシミなど出やすい人 

   症状：循環不良でしこりが出来やすく、肩こり、頭痛、生理痛やレバー状の塊があ  

   る、シミが出やすい、肌が乾燥肌、血液が粘っこく、サラサラに流れません。      

治療法：血液の流れを良くします。 

漢方薬：桂枝茯苓丸、温経湯など 

 

冷え症と言っても原因が様々で、タイプによって治療も異なります。普段には、体を冷や 

す食べ物や飲み物を避けて、温性や熱性のものを摂る様にしましょう。また、適当な運動

をすることも必要です。 

 

体を温める食べ物（温、熱性） 

野菜――カボチャ、しそ、生姜、ネギ、ニラ、玉ねぎ、にんにく、ピーマンなど 

肉、魚類――牛肉、鶏肉、ラム、鰯、鮭、海老、アナゴ、さんまなど  

穀物、豆類――モチコメ、玄米、インゲン豆、麦芽など 

果物、種子類――サクランボ、みかん、桃、栗、クルミ、杏、松の実など 

調味料他――黒砂糖、酢、わさび、山椒、唐辛子、酒、紅茶など 

 

/武 耕（ぶ こう）：北京中医薬大学医学部卒業 中医師1991-2006年、日本にて漢方相

談医、東洋医学講師として勤務。現在、Chapel Hill在住。アメリカ中医師、鍼灸師資格者

（日本語堪能） 
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        Flame Kabab 
            7961 Skyland Ridge Pkwy, Raleigh, NC  

 

RDU空港に近いショッピングセンター「ブライアークリー

ク」にあるペルシア料理のお店。始めは、テイク・アウトが

主力だったお店ですが、来店客が増えてきて、Dine-inが

多くなりました。そのころから店内を大改装したのです

が、そこでコロナ禍。。。。しかしながら、このお店、再開も

早く、現在ではコロナ禍以前と同様に営業しています。こ

のお店のお料理、今まで一度も外れがありません。今日

もどちらの料理も外れ無し！素晴らしい。気になったの

は、付け合わせのライス＝今日はレンテイル・ライスだっ

たのですが＝の量が減った事でしょうか。以前は山盛りに

されたので、いつも残して、お持ち帰りか、諦めて置いて

きたものですが、今日は丁度食べきれるサイズでした。今

までが多過ぎたのかな？でも、これでちょうどいい。。。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
               
 「シシャリック」＝ラムチョップ焼き  ラム・シャンク  

 

about:blank
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         ごちそうさまぁ～❢ 
     

 

              

今回は野菜を使ったレシピをご紹介します。 

 

「トマトのリピエロ」 

トマトの詰め物の軽いオーブン焼きです。簡単に出来て、

豪華に見えます。ホリディ・パーテイにピッタリ。 

 

（材料）４人分 

トマト、小ぶりの物4個、ツナ缶１個、玉葱１/４個、パン粉10ｇ、

塩・胡椒 適量、オリーブオイル15ｃｃ。 

（作り方） 

1:オーブンは１７０℃に温めておく。 

2:トマトは上になる部分を蓋の様に切り、中身をスプーンなどでくり抜く。 

3:ボウルにくり抜いたトマト、ツナ缶、みじん切りにした玉葱、パン粉を入れてよく混ぜ、 

 塩コショウ、オリーブオイルで味を調える。 

4:３を２に詰めてオーブンで１０分焼く。 

 

「茄子のモッツアレラチーズ焼き」 

簡単で美味しい、見た目もきれいな茄子とトマトソースのモッツァレ

ラチーズ焼きです。ワインのおつまみに最適。 

 

（材料）１人分 

茄子 千両ナス程度の大きさの物１本（米ナスの場合は加減してく

ださい）、市販のトマトソース（パスタ用）大匙3，オリーブオイル 大匙1，モッツアレラチー

ズ30ｇ（お好みで増やしてもＯＫ）、スイートバジル 葉3～４枚。 

 

（作り方） 

1:茄子は5㎜程度の厚さに輪切りにする。 

2:ボウルに茄子を入れ、オリーブオイルで和えて、馴染ませる。 

3:オーブン用の皿に2を並べ、上にトマトソースをかける。 

4:オーブントースターを十分予熱し、またはオーブンでブロイルにし、8～10分焼く。 

5:茄子に火が通ったら、モッツアレラチーズをのせてさらにオーブントースターまたはオー 

 ブン・ブロイルで軽く焼く。 

6:トッピングにバジルの葉をあしらう。 

 

 

「山形の芋煮」 

山形県では「秋の風物詩」ですが、和の汁物としては具たくさんで、し 

かもあっさり味。非常によく作られた「鍋料理」です。寒さに向かう季節 

には、一鍋作っておくと便利です。 

 

（材料）約5人分 

里芋 2ポンド、牛肉 1ポンド、コンニャク1枚、長ネギ1束、ゴボウ細い物1本、キノコ（シメ

ジ、マイタケ等）1パック、醤油100ｃｃ、味醂100ｃｃ、酒100ｃｃ、砂糖大匙1，水1.5Ｌ。 
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（作り方） 

1:主な材料は目安です。お好みで増減してください。 

2:里芋の皮をむき、塩でもんでぬめりをとる。コンニャクは湯通しして匂いをとる。それぞ 

 れ一口大に切る。 

3:ゴボウは皮をアルミ箔でこすり、泥など汚れを落として、ササガキにする。キノコ類は食 

 べ易く割き、長ネギは一口大の斜め切りにする。 

4:鍋に分量の水を入れ、コンニャク、里芋を入れ、強火で加熱。煮立ったら中火に落とし、 

 酒と砂糖を加える。 

5:泡が沢山出るので吹きこぼれに注意、醤油、味醂を加え、芋が柔らかくなるまで煮る。 

6:最後にきのこ、長ネギ、牛肉を加える。味を調え、牛肉が煮え過ぎない様に注意する。 

 

 

 

「キラキライチゴのゼリー寄せ」 

いちごをぎっしり詰めたゼリーです。ホリデイシーズンの持寄りやパーテイに最適！ 

作例の様に円形のケーキ型でも、テリーヌ型のようなレクタングルでもＯＫです。 

 

（材料） 

いちご適量（型に敷きつめられる分量）、グラニュー糖40ｇ、レモンジュース30cc、水

300cc、粉ゼラチン7ｇＸ２、牛乳80cc、生クリーム50cc、 

 

（作り方） 

1:イチゴのヘタを取っておく。 

2:型にいちごを敷き詰める。 

3:ゼリー液を作る。グラニュー糖20ｇ、レモンジュース、水240ccに粉ゼラ

チン7ｇ+水30㏄を 

 加えて、1000ｗのレンジで1分ほど加熱し、粗熱をとる。 

4:2に3を注ぎ入れて、冷蔵庫で5時間ほど冷やし、固める。 

5:ムース生地。牛乳、生クリーム、グラニュー糖20ｇ、粉ゼラチン7ｇ、水30㏄を加えて、小 

 鍋で加熱し、よく混ぜ粗熱をとり、4の型に注ぎ入れ、さらに5時間ほど冷やし固める。 

6:型から取り出し、切り分ける（またはホールのまま出しても、良いでしょう）。 

         ごちそうさまぁ～❢デザート編❢❢ 
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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  

  ＜2021年12～2022年3月のイベント＞ 

 

*Festival of Lights at Tanglewood Park, Clemmons  

日時：11月13日(金)～1月1日 車 一台あたり$20(現金)/$23(クレ 

ジットカード) 

NC州で一番有名な野外のクリスマスライトデコレーションです。

たくさんのクリスマスライトの下を車でゆっくり見て回ります。今年

はサンタクロースはありませんが、マシュマロ焼きやギフトショッ

プはオープンしています。行く前にGoogle Mapsで混雑状況を確

認すると良いでしょう。 

https://www.forsyth.cc/Parks/Tanglewood/fol/ 

 

* Winter Wonderlights at Greensboro Science Center 

日時：11月6日～1月2日 入場料大人$24.50、子供$16.50、水曜割引あり 

今年で2回目のホリデーのイルミネーションとCG（コンピュータグラフィックス）のイベントで

す。サンタに会ったり、イルミネーションの中の動物園を歩いたり、CGの動物と遊んだりで

きます。 

https://www.greensboroscience.org/winterwonderlights/ 

 

*Holiday at Reynolda, Reynolda House Museum & Gardens, Winston-Salem 

日時：11月16日～12月31日 入場料あり 

RJ Reynoldsの別荘だったReynolda Houseが今は美術館になっていますが、そこで昔の

クリスマスの装飾をしています。ビルトモアハウスにはかないませんが、近場でそれに似

た感じを味わうには最適です。庭園は入場料無料で散策できます。 

https://reynolda.org/visit/calendar/experience-holiday-decorations-at-reynolda-

house/ 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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   Triad   Triad   Triad   Triad  Triad   Triad   Triad   Triad   

* Ice Skating：冬ならではのアイススケートなら次の場所でどうぞ。 

(1) Winston-Salem Fairgrounds, 414 Deacon Blvd, WS (屋内) $10 

https://wsfairgrounds.com/ice-skating/日時：11月2日～12月31日まで  

(2) Piedmont Winterfest, 123 W. Lewis St, Greensboro (屋外)、まだ未定 

https://www.piedmontwinterfest.com/#（このリンクで状況を確認してください） 

(3) Greensboro Ice House, 6119 Landmark Center Blvd, 2時間当たり$15 

https://greensboroice.com/ 一年中オープンしています。 

 

まだコロナ禍でイベントがあまりないので、今回はGreensboroの市立庭園をご紹介しま

す。全て市とNPOのGreensboro Beautifulが共同で管理しています。 

 

詳細はこのリンクをご覧ください。https://greensborobeautiful.org/gardens/ 

 

*Greensboro Arboretum： 401 Ashland Dr.: 1991年に完成した17エーカーの庭園と公園

です。この中に各種のテーマに沿った庭園がいくつもあります。 

*(Tanger Family) Bicentennial Garden：1105 Hobbs Rd: 1976年に建国200年を記念して

作られた7.5エーカーの庭園と公園。昔に存在した水車小屋も再現されています。 

*Bog Garden at Benjamin ParkとGreensboro Botanical Gardens,：1101 Hobbs Rd: Bi-

centennial Gardenの東側にある湿地を生かした7エーカーの庭園と公園です。人工

の小川と滝があります。 

*Gateway Gardens：2800 E. Gate City Blvd: 2011年にオープンした11エーカーの庭園と

公園です。子供のための庭園やビジネスセンターがあるモダンな造りの公園です。

日本庭園も造られる予定です。 

 

                         トライアッド日本語集会 Greensboroの教会にて 

日時：基本的に毎月第2日曜日の3:00PMから。Raleigh地区から松崎牧師を迎えて、聖書   

        の学びと祈りの課題の分かち合い、その後に持ち寄りの食べ物による食事と親睦 

        の時間。場所はChrist Wesleyan Church, 2400 S. Holden Rd., Greensboro.日本語 

        で分かりやすい先生のお話、日本語での親睦と食事を通しての交わりの時間に興 

        味ある方は336-794-6570までご連絡ください。1月は家庭集会の予定です。 

             子供のコロナワクチン接種場所 

小さいお子さんのいらっしゃるご家族の方、日頃より公共の場所

に出向く事が多い中、耳より情報です。５歳からのお子様がコロ

ナワクチンを受けられるようになりました。オンラインにて予約可

能です。予約は下記の薬局でなさって下さい。Wake Forest でも

受けつけているようですが時間のスロットが限られているようなの

で下記の薬局が便利かと思います。私はさっそく子供の為にすでに予約しました。 

https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid/19/landing?

vaccineType=covid?ban=R122_covidboosters_header_scheduler  

about:blank
about:blank
about:blank
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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：sales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 
事務職募集：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 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－_－－－－－－－－－－－－－——– 
梱包作業員パート募集:空いた時間に梱包作業しませんか。RDU勤務。経験は問い

ません。問い合わせsales@hrbestsolution.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－——– 

ルームシェア: One Room South West Durham バス停、Shopping Centerまで徒

歩数分 問い合わせ sales@realtytriangle.com 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－—— 
賃貸物件:3BR,2カーガレージ、一戸建て、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 

 

Hearing, Tinnitus, Hearing Aid  
                  

Mieko Tanaka, Au.D 
Doctor of Audiology/オーディオロジスト 

 

301 Kilmayne Dr. #103 Cary NC 27511 
  919-460-6080 

Family 
Hearing Care 

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

的にアピールできます。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 

 

三角横丁「生活に役立つ情報冊子」を発行しました。東洋食品でお受け取り下さい。 

mailto:sakurahcinc@gmail.com
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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 

12/10,11 Holiday Pops -NC Symphony DECPA 

12/11 Backstreet Boys: DNA World Tour 
Coastal Credit Union Music 
Park  

12/15-19 A Christmas Carol DPAC 

12/17-24 The Nutcracker - Carolina Ballet DECPA 

1/8 Beethoven Lives Upstairs-NC Symphony DECPA 

1/11 The Doobie Brothers - 50th Anniversary Tour 
Coastal Credit Union Music 
Park  

1/16 Boyz II Men DPAC 

1/28-30 RENT (musical) DPAC 

2/3-20 Romeo & Juliet -Carolina Ballet DECPA 

2/10-12 Dancing in the Street DECPA 

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

11/9-1/9 
Chinese Lantern Festival (Very Important Panda 
Tour Experience) 

Koka Booth Amphitheater 

12/8-12 Disney On Ice presents Mickey's Search Party PNC Arena 

12/10 Marbles Evening with Elves Marbles Kids Museum 

3/1 Nickelodeon's JoJo Siwa D.R.E.A.M. The Tour PNC Arena 

その他のイベント 

11/20-12/24 WRAL Nights of Lights Drothea Dix Park 

12/10-12 A Vintage Christmas The Raleigh Market 

12/31 New Year's Eve Celebration  Raleigh Union Station 

2/5 Krispy Kreme Challenge Downtown Raleigh 

10/9 Cary Diwali Celebration Koka Booth Amphitheatre 

12-3月 トライアングルの イベント・スケジュール （変更有） 

*DECPA:Duke Energy Center for the Performing Arts(Raleigh)  

*DPAC:Durham Performing Arts Center 

 

大蔵昌枝 弁護士 
MASAE Y. OKURA, ESQ 
 

Atlanta 事務所  

直接電話：678-426-4641 

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 
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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」 2021年冬号/第72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 

1970年代の

人出と聞き、

2年振りに

State Fair に

行った。そし

たら、人人人でビックリ。それ

でも前売り券を買っていたの

で、ながぁ~い列に並んで入

場。何故か大の苦手なライド

乗り放題のリストバンドを購入

小さい頃からTea Cupと観覧

車以外の乗り物は怖くて乗れ

ない。かつ、昔のむち打ち症

が首を持ち上げると困る。私

の年齢にしたら物凄い危ない

挑戦だと自分でも思う。しか

し,Zero Gravity, El Nino, Fire 

Brigade, Sea Dragon, Zipperな

どなどに乗ったら全然怖くな

く、返って面白い。隣で「ぎゃぁ

~」と金切り声を上げているおじ

さんを横目で見ながら、心の

中でニヤニヤ。病みつきに

なって、次の乗り物列に並ぶ。

その時「ふ」と我に返ると、列

に並ぶ周りは10代の若者たち

ばかり。場違いのような気もし

ないわけではなかったが楽し

さが勝った。これも、時間があ

ればオートバイに乗ってストレ

ス解消しているお陰かなと思

う。            yoko 

 



 

Li Ming’s  

GLOBAL MART 
 

Food from China, Japan, Korea, US,  
and much more! 

 

日本の食材や調味料、アジアの食材を 

豊富にリーズナブルな値段で 

ご提供させていただいております。 

★Restaurant Buffet★ 
Choose  3 items/Only $5.99 

 

店内のカフェテリアで美味しいお食事を 

楽しみながらゆっくりおくつろぎいただけます。 

 
 

Great Price, Wide Selection, Good Customer Service, Over 50,000 Sq, Ft. 
DURHAM: 3400  Westgate Dr. Durham NC  

☎919-401-5212  

GREENSBORO: 3703-A High Point Rd. Greensboro, NC  

☎336-218-8008  

RALEIGH: 3210-131 S. Wilmington St. Raleigh, NC 

☎919-32-2288 (店名：A & C Supermarket)  

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%28336%29218-8008
tel:%28919%29232-2288
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5910 Duraleigh Road 

Raleigh, NC 27612 

Phone (919) 783-1883 

最高の日本料理とおもてなしで 

皆様のお越しをお待ちしています 

 

 

 

 

日本人スタッフによる豊富なメニュー❢❢ 

 
うどん、ラーメン類、丼物、カツカレー、定食、弁当各種 

餃子、たこ焼き、肉まん、焼きそば 

Hマートでお買い物の際にはお気軽に❢❢ 

 

 

Yoko Amano 
Realtor/Broker-in-Charge 

1340 Environ Way 

Chapel Hill、 NC 27517 

Phone: (919)215-4665 

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 

お問い合わせは 

日本語でどうぞ 


